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露地野菜作で肥料・農薬等資材施用量を大幅に削減できる

うね内部分施用技術

中央農業総合研究センター高度作業システム研究チーム

上席研究員 屋代幹雄

キャベツ、ハクサイ等露地野菜作において、野菜苗を移植するうね成形時に

基肥をうねの中央部にのみ帯状に土壌と混和して施用することにより、単位

面積当たりの肥料・農薬等資材施用量を大幅に削減でき、資材コストならび

に環境負荷を低減できる。

キーワード：露地野菜，うね立て，部分施肥，施肥量削減，環境負荷低減

わが国のキャベツ・ハクサイ等土地利用型露地野菜生産においては、高い生産量を得る

ために基肥や根こぶ病防除剤などの施用資材は稲・麦・大豆など一般作物と同様に移植前

に圃場全体に施用されている。しかし、地上部の広がりが大きい露地野菜では、土地全体

を使って面的に栽培している一般畑作物と異なり、どちらかというと点的に栽培している

と考えられ、このため、面的に施用された資材をすべて利用しているのではなく、野菜が

利用しない部分への無駄な施用や過剰施用が肥料成分の圃場内への蓄積や周囲への流出を

招き、近隣水域環境や周囲環境などに影響を与え始めている。また、最近では、肥料等生

産資材価格が高騰しており、これにより生産コストが増加し、露地野菜生産者の経営を圧

迫している。

このような高収益を望む生産者ニーズに応えるとともに環境に配慮した農業の実践を図

るためには、生産量と品質を確保しつつ無駄に施用されている肥料・農薬を大幅に減らす

低資材投入型かつ環境負荷低減型生産技術の開発が求められている。これまでに、いろい

ろな手法も開発されてきたが、肥料削減量は小幅にすぎないため、収益性の向上に結びつ

かず、普及に至っていない。

ここで開発した「うね内部分施用技術」は、露地野菜作において肥料・農薬施用量を大

幅に削減できる新しい生産技術として注目を浴びている手法である。

１．従来の肥料等生産資材の施用法とその特徴

現在、一般的に露地野菜作で行われている施用法は、基肥等の肥料をうね内やうね間も

含めて圃場全体に土壌と混和して施用する「全面全層施用法」である（図１左参照）。

この方法は、ブロードキャスターやライムソワーと呼ばれる施肥用機械を用いて耕起前

の圃場に肥料を全面に散布したあとに、ロータリー等を用いて土壌と攪拌・混和し、うね

立て機でうねを立てる方法であり、施用する肥料や農薬は土中全面に混和される。この方

法では、定植した苗の根の周辺に肥料が十分にあり、定植直後の苗は順調に生育する。し

かし、施用した肥料は圃場全体に混和されているため、うねの表面やうね間に混和されて

いる肥料は降雨等により、周囲や地下に流出する。また、栽培している野菜はうね内に混
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和されている資材すべてを利用しているわけではなく、利用されずに残った資材成分は余

剰成分として土壌中に残り、蓄積される。このような周囲や地下に流出したり、土壌中に

蓄積された肥料成分は、地下水や河川等環境を汚染する可能性がある。

これまで、これを解決する方法の一つとして、うね内の局所に資材を施用する「うね内

局所施用法」が開発されてきた（図１中央参照）。

この方法は、うね立て機を装着したロータリーの上部に施肥機(ペースト施肥機を含む）

を設置し、ロータリーとうね立て機の間にＬ字型の局所施用管を取り付け、施肥機の肥料

操出装置から繰り出された肥料をこの施用管を通じて土中に施用する方法である。施用資

材は土中に繰り出されるため、うね内の定植する野菜苗の下方または側方の土中に土壌と

混和せずにひも状または層状に施用される。この方法では、定植した苗の根が肥料を求め

て伸長し、施用資材周辺に根を広げて生育するため、うね間やうね表面に肥料を施用する

必要がなくなり、施用量を削減できる。しかし、堆肥等で地力が高く維持されていないと

定植後の苗の根が肥料に届くまでの間は肥料成分がないので初期生育が遅れる傾向があ

る。また、うね内の施肥位置が安定していないと定植した苗の根と肥料の距離が変化する

ので、初期生育のばらつきが生じてしまう。また、定植時に定植機等によりうねがつぶれ

たりすると、定植した苗の根が肥料に直接接触し、肥料焼けを起こす危険性がある。機械

的にも土壌水分が高いと土中に施用する部分に土が詰まる等のトラブルも起こしやすい。

また、「うね内局所施用法」による肥料施用量の削減効果は30％程度であり、大幅な削減

に結びついていない。

２．うね内部分施用法

最近開発された「うね内部分施用法」は、前述の手法と異なり、うねの中心部の定植し

た苗の周辺部だけに肥料・農薬等施用資材を帯状に土壌と混和して施用する方法である

（図１右参照）。

この手法は、「うね内部分施用機」というトラクタ装着型の専用作業機で行うことがで

きる（図２）。この機械のロータリー軸には、一つのうねあたり２枚のディスクがうねの

中心を境に同距離になるように取り付けられている。また、２枚のディスク間には施用す

る資材を土壌と攪拌するために数枚の耕うん爪が取り付けられている(図３）。うね立て

機の上部には肥料や農薬等施用する資材のホッパと繰出装置が取り付けられ、繰出装置と

うね立て機前方のディスク間には資材が通るホースが取り付けられている（図２）。肥料

図１ 野菜作における資材施用法

苗を植えるうね
キャベツ・ハクサイ等の苗

肥料・農薬等施用資材が混合されている部分

全面全層施用法 うね内部分施用法うね内局所施用法

１うね２条の場合１うね１条の場合
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や農薬施用装置のホッパから繰り出された肥料・農薬は、ホースの中を通り２枚のディス

ク間の前方に散布され、２枚のディスクとその間の耕うん爪により横方向に逃げることな

く土壌と攪拌・混和され、その後成形板でうね立て成形される。これによって、施用する

資材はうねの中央部の設定範囲内に帯状に土壌と混合して施用される（図４）。なお、化

成肥料や粒状の有機質肥料は粒状資材用繰出し装置で、粉状資材の有機質肥料や根こぶ病

防除剤等農薬は粉・粒剤兼用繰出し装置を用いることによって施用できる。

３．うね内部分施用法による効果

(1)施肥量削減効果

キャベツ、ハクサイ作において、化成肥料を「全面全層施用法」、「うね内局所施用法」、

「うね内部分施用法」で施用した場合の生育経過を図５に示す。

「うね内局所施用法」では「全面全層施用法」と同量の肥料を施用しても、定植直後は

肥料無施用区と同等の生育を示し、初期生育が大きく遅れた。これは定植直後の根が肥料

施用位置まで伸長するまでは定植する土壌の保有肥料により生育していることを示してい

る。しかし、「うね内部分施用法」では肥料施用量を50％削減しても、生育中期まで「全

面全層施用法」と同様に順調な初期生育を示した。これは、「うね内部分施用法」で施用

した場合には、定植直後の根の周辺に生育に必要な肥料成分が十分に施用されているため、

図３ うね内部分施用機の部分施用部

耕うん爪

ディスク盤

成形板

図２ うね内部分施用機（市販機）

うね立て･成形機

トラクター

肥料･農薬ホッパー

図４ うね内部分施用法による資材混合状況と施用範囲
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これを定植直後からすぐに吸収することができたためであると考えられる。

「全面全層施用法」で施用した場合と、「うね内部分施用法」で肥料施用量を50％削減

したときの収穫時の個体結球重を図６に示す。

「うね内部分施用法」で施用した場合、それぞれ施用量が違っても、「うね内部分施用

法」で肥料施用量を50％削減した場合は「全面全層施用法」で100％施用した場合と同等

の個体結球重が得られ、収量が減少することはなかった。

これまでに、キャベツ作では北海道、岩手県、宮城県、茨城県、千葉県、神奈川県、長

野県、愛知県、ハクサイ作では茨城県、群馬県、三重県、ブロッコリー作では埼玉県、石

移植後２週間後 ４週間後 ６週間後 ８週間後

無施肥区

全面全層施用

（120kg/10a）

うね内部分施用

（６０kg/10a）

うね内局所施肥

（120kg/10a）

図５ 肥料施用法の違いによる生育経過（キャベツ）

図６ うね内部分施用法による個体結球重（キャベツ）
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Ｘ軸数字は
10a当たりの施用量
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川県、大分県、カリフラワー作では新潟県、ダイコン作では石川県、兵庫県、大分県、ニ

ンジン作では千葉県の農家圃場で各地域普及センターやＪＡの協力を得て実証試験を行っ

てきた結果、緩効成分を含む基肥一発肥料であるならば30～50％、追肥をこれまで通り行

うのであれば基肥を50％まで施用量を削減しても生育・収量に影響はなかった。また、平

成22年度には全面マルチ内うね内部分施用機を開発中で、大産地である長野県、群馬県、

岩手県の農家圃場で実証試験を行っている。これまでに、レタス作でも30％まで施肥量を

削減できる結果が得られている。また、「うね内部分施用法」では、定植時にうねがつぶ

れても、定植位置が変動しても定植した苗の周辺には十分な肥料があるため、生育が揃う

傾向もあった。

移植した苗の周辺には慣行よりも高い濃度の肥料成分が混合して施用されているため、

移植直後から作物は順調に生育すると考えられ、このことから、うね内部分施用法は比較

的初期生育が遅れがちである寒冷地においても良好な初期生育を確保でき、品質及び収量

の安定化が期待できる施用法である。

(2)農薬施用量削減効果

「うね内部分施用法」では肥料を施用する際に根こぶ病防除薬も同時に移植苗の根の周

辺に土壌と混和して施用することができる。

キャベツ作において、根こぶ病防除剤「フルスルファミド粉剤」（商品名：ネビジン粉

剤）を根の周辺の土壌中農薬濃度を慣行の全面全層施用時と同等になるように施薬量を削

減して「うね内部分施用法」で施用した場合、「全面全層施用法」で施薬した場合と同等

の根こぶ病防除効果が得られた（図７）。このことは、うね間の設定が60cmで、部分施用

の幅が20cmの場合の「うね内部分施用法」による農薬施薬量は、全面全層施用量の1/3ま

で削減することができることを示している。なお、本施薬法は、移植した苗の根近傍の農

薬濃度は全面全層施薬と同等であり、農薬登録上の問題はない。

図７ うね内部分施用法による根こぶ病防除薬剤の施薬量と根こぶ病発病度（キャベツ）
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(3)雑草生育抑制・環境負荷低減効果

「うね内部分施用法」と「全面全層施

用法」で肥料を施用した場合の圃場の雑

草生育状況を図８に示す。

「うね内部分施用法」では、肥料をう

ね内にのみ部分的に施用されており、う

ねの側面やうね間には施用していないの

で、「全面全層施用法」と比較してうね側

面やうね間の雑草の生育が抑制される。

そのため、「うね内部分施用法」では、生

育中期の雑草防除作業が簡単となる効果

がある。

東北農業研究センター内圃場において、「うね内部分施用法」と「全面全層施用法」で

肥料を施用した圃場でのキャベツ作付前後の土壌中硝酸態窒素量を調査した結果を図９に

示す。

「全面全層施用法」では、作付後の表

層部と深層部に高い窒素量を示した。表

層部はうね間の使われなかった肥料成分

が、深層部には降雨等により地下に浸透

した肥料成分があったためと思われる。

しかし、「うね内部分施用法」ではどの層

においても作付前後の成分量は同等とな

り、施用した肥料成分が効果的に使われ

たと判断できた。

また、キャベツ作の養分収支を調査し

た結果を表１に示す。窒素収支をみると、

慣行施肥量では、キャベツ全量（地上部+

地下部）を持出した場合、収支はプラス

で窒素成分は蓄積傾向となった。逆に、

慣行施肥量の50％まで施肥量を削減し、

キャベツ全量（地上部＋地下部）を持出した場合、収支はマイナスで収奪傾向となった。

しかし、結球部のみを持出す場合には慣行施肥量の50%まで削減しても、全量または地上

部だけを持出す場合には施肥量を30%まで削減しても収奪にはならず、収支はほぼ適正と

なった。この調査においては、使用した肥料が窒素、リン酸、カリがすべて同量含まれて

いる肥料を用いたため、窒素施肥量を適正化しても、リン酸は蓄積、カリは収奪の傾向と

なった。このことから、実際には、窒素だけでなくリン酸とカリも考慮して適切な施肥量

を設定することが必要である。

このように、「うね内部分施用法」では、うね表面や側面ならびにうね間の肥料成分が

少ないため、生育期間中の降雨等による表層流出や地下部流出が防止できる。また、収穫

図８ うね内部分施用による雑草発生状況
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後土壌中に残る肥料成分も少なくなるので、土壌中への肥料成分の残留や残留成分の流出

が防止でき、環境への負荷を低減させる効果が認められた。

(4)作業能率・コスト低減効果

本作業機を用いることによって、耕うん前に行っていた施肥・施薬作業は、うね立て時

にこの作業と同時に行うことができ、これまで２～３工程かかる施肥・混合・うね立ての

作業工程を１工程で行うことができる(図10）。このように、「うね内部分施用法」では、

作業工程を簡略化でき、作業能率を向上する効果がある。

(4)作業能率・コスト低減効果

「うね内部分施用法」によるコスト低減効果を表２に示す。

「うね内部分施用法」では単位面積当たりの資材施用量を大幅に削減することができ、

図10 うね内部分施用法による作業工程の簡略化

基肥散布 耕うん うね立て 定植

表1 慣行施肥量50%削減および30%削減におけるキャベツ作の養分収支

（東北農業研究センター 三浦憲蔵氏の調査結果より）

養分収支＝施肥量－持出し量

リン酸収支とカリ収支の塗りつぶし部分は窒素収支が適切となる場合

30％削減50％削減

カリ収支（K２O）

-2.7

-9.7

-10.2

結球部のみ

地上部のみ

(結球部＋外葉部）

全量

(地上部＋地下部)

持出し部位

1.1

-3.8

-4.0

50％削減

窒素収支（N)

6.1

1.0

0.8

30％削減 30％削減50％削減慣行施肥量

-5.312.16.64.3

3.113.18.010.1

-4.912.26.74.5

リン酸収支（P2O5)

養分収支(kg/10a)

適切 蓄積 収奪

30％削減50％削減

カリ収支（K２O）

-2.7

-9.7

-10.2

結球部のみ

地上部のみ

(結球部＋外葉部）

全量

(地上部＋地下部)

持出し部位

1.1

-3.8

-4.0

50％削減

窒素収支（N)

6.1

1.0

0.8

30％削減 30％削減50％削減慣行施肥量

-5.312.16.64.3

3.113.18.010.1

-4.912.26.74.5

リン酸収支（P2O5)

養分収支(kg/10a)

適切 蓄積 収奪
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2009年度の肥料・農薬価格で算定すると、化学肥料施用量を30％、根こぶ病防除剤施用量

を66％削減した場合、化成肥料が5,000～10,000円/10a、根こぶ病防除剤が6,000円/10a程

度資材費を低減できる。

うね内部分施用機（３うね用）の購入価格を約100万円とした場合、肥料だけであれば

２～４ha、農薬も込みなら１～２haの作付面積があれば、購入機械費を５年間で償却でき

る。さらに今後肥料代の高騰が予想されていることから、「うね内部分施用法」により、

さらに大幅なコスト低減効果がある。

(5)うね内部分施用機

「うね内部分施用機」は、平成20年度に３うね内部分施用機（30馬力程度のトラクタ用

：図11左）が、平成21年度に２うね内部分施用機と平うね内部分施用機（20馬力程度のト

ラクタ用：図11中央）が「エコうねまぜ君」という愛称で井関農機（株）から販売されて

いる（図11）。

うね内の攪拌・混和される幅はディスク間の距離を変えることによって、15cm～30cmの

範囲で設定することができる。また、使用する農家の施用資材により、粒状資材用繰出し

装置や粉・粒剤兼用繰出し装置の組み合わせを変えることによって、対応可能である。

なお、３うね・２うね内部分施用機は、後方に播種機を取り付けることによってダイコ

図11 うね立て同時部分施用機（市販機）

表２ うね内部分施用法によるコスト低減効果

注：肥料価格は2009年10月全国平均価格（農林水産省農村物価統計調査より）

肥料施用量は18kgN/10a，ネビジン粉剤施用量は20kg/10aとして計算

導入面積は，機械代を100万円として5年で償却するとして計算

（下段は肥料と農薬を施用した場合）
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ンやニンジン等根菜類の栽培に利用することができる。また、平うね内部分施用機は、そ

の後方に付いている成型板の後ろに播種機を取り付けることによりエダマメやダイコン作

等に、成型板を取り外してマルチ張り機を取り付けることによりレタス等マルチ栽培にも

利用することが可能（図11右）である。

このように、「うね内部分施用機」はキャベツ、ハクサイだけでなく、ブロッコリー、

カリフラワー、レタス、ダイコン、ニンジン、エダマメ等多くの大規模露地野菜作におい

て汎用的に使用することができるようになった。

４．まとめ

肥料・農薬等の施用資材を、うねの中央部分に帯状に土壌と混合して施用する「うね内

部分施用法」が開発された。

「うね内部分施用法」の特徴をまとめると、以下のようになる。

(1)キャベツ・ハクサイ等葉菜類の栽培において、単位面積当たり化成肥料施用量は30～

50％、根こぶ病防除剤施薬量は60％も削減できる。

(2)移植前の作業工程を省略化できるとともに、施用資材費が大幅に削減できることから、

大規模葉菜類生産における作業の省力化と生産コストの低減が可能となる。

(3)無駄に施用される資材が少なく、余剰成分の降雨等による流出が防止でき、環境への

負荷を低減することができる

(4)機械はキャベツ・ハクサイだけでなく、ブロッコリー、レタス、ダイコン等の多くの

露地野菜作で汎用的に利用することができる。

「うね内部分施用法」では、定植する苗の周辺に生育に十分な量を施肥するため、定植

直後の根は肥料をすぐに吸収することができ、旺盛な初期生育を示す。また、うね間やう

ねの側面等利用されない部分には施用しないので、無駄な施肥量を削減することができる。

また、定植時にうねがつぶれても、定植位置が変動しても定植した苗の周辺には十分な肥

料があるため、生育が揃う傾向にある。さらに、根こぶ病防除剤等の農薬は根域に土壌と

混合して施用されているため、高い防除効果が得られる大きな特徴を持つ手法であり、今

後露地野菜作における標準的手法となり、野菜生産農家の経営に寄与するものになると期

待される。
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2010.11.16 農政課題解決研修

露地野菜生産の省力化
特に「加工・業務用キャベツ収穫機」を中心として

生研センター 園芸工学研究部 野菜収穫工学
深山 大介

事業概要

第4次緊プロ 〔要素技術〕

期間 3年間（H20～H22）
メーカ マメトラ農機株式会社
現地 JA鹿追町

協定研究 北海道農研センター 北海道畑輪作研究T
委託研究 北海道立総合研究機構 十勝農業試験場

背景

産地の分散化と
新たな産地育成

加工・業務用向けが48%
キャベツ輸入割合

• 低水準で移行するも、平成17年度は6%に。

• 不作時対応型輸入が顕著。
主産6県で全生産量の64%

大規模畑輪作体系へ
キャベツの導入

高能率収穫作業の必要性

キャベツ

てん菜

豆類 バレイショ

小麦

過去に開発された収穫機

新型キャベツ収穫機 HC10

特徴
・ 1条収穫
・ 作業速度：0.1m/s
・ 調製作業同時方式
・ 能率：10a／日

新規開発目標

加工・業務用キャベツの高能率な収穫に要する基本
技術を開発する。（要素技術開発）

機能・性能： ・2条同時収穫
・キャベツ搬送機構
・40a／日 （従来の収穫機の4倍）

導入地域： 北海道を中心とした大規模産地
目標台数： 3台、36ha
価格： 400～500万円（収穫機本体のみ）

新規開発機の概要

従来機加工・業務用キャベツ収穫機

・ 1条収穫
・ 作業速度：0.1m/s
・ 調製作業同時方式
・ 能率：10a／日

・ 2条同時収穫
・ 作業速度：0.3m/s
・ 調製作業分離方式

→並走トレーラのコンテナに収容
・ 従来機の4倍の能率

（2h/10a、40a／日）調製作業は施設で



(1) 刈り取り部の挟持ベルト

(2) バーコンベアを利用した搬送部

(3) 横出しコンベアを利用して並走するコンテナに収容

構造の特徴 収穫作業方法および能率

トラクタ並走方式

一杯になったら、
コンテナ集積場で
下ろして空コンテナ積み

一杯になったら、
近くに下ろして、
空コンテナ置場へ

作業者

ホイルローダ並走方式

作業方式による能率の相違

トラクタ並走方式 ホイルローダ並走方式

コンテナ数 4個/1台 2個/1台

コンテナへの収容 ×（補助者必要） ○

コンテナの交換

×

コンテナ集積場所で積み下
ろし

○

満載のコンテナを近くに降ろ
し、空コンテナを取りに行く

作業者人数
3人

（トラクタ2台では4人）

2人

（ホイルローダ2台では3人）

取り扱い性

×

十分な枕地が必要。

コンテナ積み下ろしに手間。

◎

コンテナの回収・積み込みま
で対応。機動性高い。

作業能率

（10aあたり）
2時間以上 2時間以下

作業精度

斜め切り 打撲

機械傷汚れ

刈取り機構に起因する問題 刈取り後の問題・
キャベツ搬送機構等、個別の問題

損傷球発生の要因

斜め切り

汚れ

結球部の倒伏

（結球部が畝間まで倒れている場合など）

畝高さ、畝形状が対応範囲外

回転刃が土をまき上げる
倒伏球が多い場合、地際を切る
ため、特に多く発生する。

発生要因

収穫精度向上のために

結球部の倒伏

 倒伏を低減する栽培技術
 倒伏しにくい品種

搬送機構の問題

各部の改善で対応可能機械だけでは対応に限界

加工プロと連携



開発の達成度

項目 目標 見通し 理由

作業能率 2h/10a以下 ◎
ホイールローダ並走体系で

実証。

作業精度 傷球10％以下 △
キャベツの倒伏程度に大き

く影響される。

その他

価格400～500万円

（収穫機本体）
×

現状の受注生産で1000万
円（横出しコンベア含む）

大規模栽培に対応 △
ディーゼルエンジンや大型
クローラが求められる。

雪中貯蔵キャベツ用収穫機

特徴
作業が短期間に集中する。
キャベツは収容しない。切断のみ。
作業速度：0.5m/s以上。

今後の方向性

基本的なコンセプトの再検証

• 調製作業分離方式

• 能率重視の2条刈り

• コンテナへの収容方式

調製・出荷まで含めた省力化、低コスト化

輪作体系に組み込める作業規模を考慮
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省力生産のためのキャベツ栽培

(独)農研機構 野菜茶業研究所

業務用野菜研究チーム
岡田 邦彦

平成22年度農政課題解決研修「野菜の省力・低コスト栽培技術」 資料
2010.11.16 キャベツ低コスト生産に向けて

・省力生産による規模拡大が 重要ポイント

・労働時間の約半分を占める収穫労力の省力化がポイント
（移植機の普及は大いに進んでいる）

・減肥・減農薬も多少効果はあるが、資材費に節減の余地は少ない

キャベツ生産機械化の現状

移植機（動画は全自動タイプ）や管理機の普及は進んでいる

キャベツ生産機械化の現状-2

収穫機の普及は進んでいない

機械収穫作業の縊路

切り取り後の調整作業が全体の作業速度を
律速

・慣行手収穫・選択収穫 約40時・人/10a
・慣行手収穫・一斉収穫 約20～25時・人/10a

・全自動収穫機利用・機上調製体系 約23時・人/10a （圃場作業効率80％）
（約4cm/sec）

・全自動収穫機利用・無調整体系 約8時・人/10a （圃場作業効率70％）
（約12cm/sec）

・現行自動収穫機を用いても機上調製している限り、省力化効果は小さい
・無調製収穫では、約12時・人/10aで済む。別途調整・搬出作業などを考えると

トータルとしての省力化としてはマイナス。
・但し、別途調製に積極的な意義を見出せば、話は変わる。
出荷先に応じた球選別で出荷調整・有利販売。
別途調製を生産支援と位置づける（継続的に相当量の出荷を行う産地での

み成立）。

・外葉未調製出荷が可能であれば、かなりの省力低コスト生産の可能性がある
↓

調製工程別処理を前提とした高性能収穫機を開発中
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・慣行手収穫・選択収穫 約40時・人/10a
・慣行手収穫・一斉収穫 約20～25時・人/10a

↓
・揃いの向上による省力化
比較できるデータは多くないが、一斉収穫により、選択収穫に比べ、面積当たり
の作業時間が概ね半減すると見込める。

・「生育の揃い」（生育斉一性）が重要

・大玉生産と組み合わせると「手数あたりの収穫重増」によりさらに省力化

生育斉一性向上のために

・苗の選別・入れ替え
（本圃で補植するより省力的）

・苗の揃いが悪いと恐ろしく非効率

・底面給水（エブ＆フロー方式）による育苗

育苗・定植段階での斉一性向上

ポンプ

液肥タンク

育苗ベンチ

給排水パイプ

給水ポンプ

水 または 培養液

栽培ベッド

エブ＆フロー方式による育苗システム

１．播種後２日間は出芽促進→エブ＆フロー育苗ベッドへ

エブ＆フロー育苗の実際

※２ 潅水は真夏でも１日１回で十分（128穴トレイの場合）

３．子葉の展開後、肥料分を溶かし込み、
培養液でエブ＆フロー潅水開始

※１ 肥料分を加えるのは 初の１回だけ

０．肥料分未添加の培養土を用いる

２．全体的な出芽を確認するまでは頭上潅水が無難
出芽確認後、水だけでエブ＆フロー潅水開始

２．培地経由で感染する病害には要注意

エブ＆フロー育苗の課題

３．曇天日が続くようだと、潅水中断も考える
トレイは１～２cmの隙間を空けて並べる

１．装置代がかかる
その他関連事項

・畝内局所施肥などの部分施肥法
生育斉一性が向上

・生育差に対応した可変追肥
これまでに試みた範囲では劇的な改善はない

・欠株を少なく
キャベツは特に、欠株隣接株が大きくなる
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静電防除技術の概要

静岡県農林技術研究所
経営・生産システム科
上席研究員 山根 俊

協力機関 （株）やまびこ
中央農研
生研センター

本日の講義内容

１．農薬散布作業の現状

２．静電散布の原理

３．過去における静電散布研究の歴史

４．市販製品の現状

５．静電散布の効果と農薬削減可能性

６．静電散布における今後の課題

国内における農薬散布（液剤）の主な手段

• 動力噴霧機（一流体ノズル。ブームスプレー
ヤなどを含む）

• 常温煙霧機（二流体ノズル。超微粒子散布。
屋内用）

• ミスト散布機

１．農薬散布作業の現状

１．農薬散布作業の現状

最も広く普及している動力噴霧機
• 簡易な構成（原動機、ポンプ、ホース、ノズル）

• 単純な構造（プランジャポンプ、一流体ノズル）

原動機 ポンプ

ホース

タンク

１．農薬散布作業の現状

動噴による防除作業の問題点

・農薬の付着効率が低い

噴霧量の10～30%程度しか付着しないケース有り

・多大な労力
静岡の大規模温室メロン栽培では130時間/10a/year

愛知県のキャベツ栽培では1作期あたり7回散布

・劣悪な労働環境 (特に施設栽培での暑熱, 閉鎖, 農薬被曝)

農薬を省力的に、効率よく付着させる防除機

の研究開発が求められている。

１．農薬散布作業の現状

ブームスプレーヤなど，ノズルが動かない
噴霧機では特に問題となる

ポンプ

ノズル

タンク

裏面

（散布の影）

慣行散布の問題

気流による若干の回り込み

付
着
不
足

付
着
過
剰

１．農薬散布作業の現状
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環状電極通過時に、散布粒子が帯電

粒子のマイナス電荷と、散布対象物
のプラス電荷が引き合って吸着する。

植物体の電気抵抗は余り関係ない

植物体

ポンプ

-

+

-

+

+
+

+
+
+
+

+
ノズル

-
-
-
-
-

-
-

+

タンク

吸着

吸着

吸着

高
圧
電
源
装
置

２．静電散布の原理

(誘導帯電)

-
-

---

- -

-

２．静電散布の原理

静電散布の原理
（原図：Umetsu,2000）

少ない散布量で高い付着率

高電圧

環状電極・誘導帯電型ノズルによる
静電散布装置の例

電極

電源線

噴口

薬液
供給口

２．静電散布の原理

帯電した散布粒子の様子

２．静電散布の原理

帯電した散布粒子の動き

木材

２．静電散布の原理

提供

（株）共立

帯電した散布粒子の動き(PIV)

木材

２．静電散布の原理
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３．静電散布研究の歴史

市販例

•エレクトロダイン

（ICI社、1981）

•ミニベル（ランズバーグ社）

•静電付与常温煙霧機

(（株）共立、小野ら,1995 ）

研究事例

•Law.S.E. 1978

•松尾ら 1987

「微粒子かつ少量の散布で，最大の静電気効果を得る」

という共通コンセプト

・微粒化機構(ノズル）、電極構造が複雑すぎる

・微粒子散布が不可能な情勢（周辺環境への流失）

・低濃度多量散布に適応できない（日本特有の事情）

原理は1940年代、液剤は

1960年代から実用化

３．静電散布研究の歴史

静電式常温煙霧機

３．静電散布研究の歴史

静電式常温煙霧機の問題点

• 粒子径が10μmと小さく軽いので、屋
外では風の影響で使えない

• 二流体ノズルのためエアコンプレッサ
を必要とする

• ノズル吐出量が少なく、短時間に多量
散布できないので、高倍率の薬剤を使
用する

３．静電散布研究の歴史

現在の国内で販売されている
静電散布装置のコンセプト

• 動噴用の一流体ノズルを採用（多量散布に
対応可能）

• 簡易、安価な構造

• 静電気の力で、噴霧薬剤を効率よく付着

高い防除効果と、散布農薬量の削減を実現

４．市販製品の現状

４．市販製品の現状

市販された手持ち型製品の例

４．市販製品の現状

トマトハイワイヤー仕立用の
静電散布スプレーカ

４．市販製品の現状
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５．静電散布ノズルの効果と農薬削減可能性

・噴霧の付着効率を大幅に改善することが出来る

慣
行

静
電
散
布

感水紙による比較例

５．静電散布の効果と農薬削減可能性

静岡農林技研で開発した
ブームスプレーヤ型静電散布機

５．静電散布の効果と農薬削減可能性

開発機の構造

電源

電線

電極・ノズル

５．静電散布の効果と農薬削減可能性

静電散布
140L/10a

結球側面 外葉裏面 下葉裏面

ブーム慣行
200L/10a

実際の圃場でキャベツに貼付した感水紙への付着状況

静電散布による農薬散布量削減の可能性

散布量を30%減らしても，被覆（付着）面積率が高い

５．静電散布の効果と農薬削減可能性

静電散布は散布量を30%減らしても

被覆面積率は同等

５．静電散布の効果と農薬削減可能性

CV CV CV

静電200L 67.4 a 46.4 92.0 a 14.2 0.9 164.8

無荷電200L 46.3 b 73.5 70.7 b 34.8 1.2 155.3

静電140L 50.4 b 35.2 72.6 ab 30.8 0.9 119.6

無荷電140L 30.5 c 71.2 59.6 b 42.9 1.0 111.1

注) 同列異符号間に優位差有り, p<0.01, Tukey's method.
CV : 変動係数(%)

使用ノズルTXVK12, 吐出圧力1.5MPa

表 キャベツ模擬作物体における部位別の被覆面積率(%)

被覆
面積率

被覆
面積率

被覆
面積率

結球側面 外葉裏面 下葉裏面

処理区

表 キャベツ害虫に対する防除効果（補正密度指数）

５．静電散布の効果と農薬削減可能性

2007年夏作

害虫名 区名
３日後 ７日後 ３日後 ７日後

静電散布機
(140L/10a) 3.0 4.5 27.1 37.5
慣行ブーム
(200L/10a) 1.1 2.4 31.0 35.7
静電散布機
(140L/10a) － － 23.8 20.8
慣行ブーム
(200L/10a) － － 31.7 18.5
静電散布機
(140L/10a) 14.7 26.9 － －
慣行ブーム
(200L/10a) 8.6 24.7 － －

タマナギ
ンウワバ

コナガ

1000倍 6/28散布 2000倍 8/7散布

アブラムシ

ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤 スピノサド水和剤
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静電散布機の30%減量散布による収穫物は，慣行
量散布と比較して，同等である

表 キャベツ収穫調査結果

５．静電散布の効果と農薬削減可能性

可販率
（％）

静電散布機
(140L/10a)
慣行ブーム
(200L/10a)

95.0

1566 32.2 96.7

散布機 球重（g）
被害度
指数

1565 31.7

静電散布による農薬散布量削減の可能性

静電散布により作物体への付着が向上する。

仮説： ドリフト量が減少する可能性がある。

５．静電散布の効果と農薬削減可能性

静電気の有無に関係なく、距離とともにドリフト
は急速に減少し、両者に差は無かった。

結果

使用ノズル

VMD約156μm

散布農薬

ダコニール1000

（TPN40%)

イムノアッセイ法

（SDI社 RAPID-assay kit）

により分析

５．静電散布の効果と農薬削減可能性

図 ドリフト量の状況

0

5

10

15

20

25

30

0 2 3 4 5

キャベツ葉縁からの距離(m)

ド
リ
フ
ト
量

(n
g/

c
m
2
)

静電散布

無荷電

検出限界

人体付着については特に問題ないことを確認

５．静電散布の効果と農薬削減可能性

静電散布ロボット

５．静電散布の効果と農薬削減可能性

ノズル数 8頭口(片側4頭口)

薬液搭載量 最大200L

機体重量(空車) 315kg

機体最大寸法(DWH) 1880×610×1980mm

最大作業高さ ベッド面上2.0m

作業幅 2.6m

表 静電散布ロボットの諸元

害虫防除効果の試験結果

静電散布ロボットの防除効果は手散布同等

５．静電散布の効果と農薬削減可能性

散布方式 虫数 SD SD
補正
密度
指数

SD
補正
密度
指数

手散布 43 15.8 1.5 a 1.2 4.3 1.1 a 1.1 3.4

静電散布 45 16.6 3.5 a 2.3 9.5 3.6 a 3.0 10.7

無荷電散布 44 15.1 8.1 b 5.8 22.9 10.0 b 6.7 30.8

無処理 44 13.5 36 18.8 (100) 33 23.5 (100)

有意差 n.s. * **
注) 虫数はメロン一株の本葉3枚に寄生していた幼虫頭数

*: 同列異符号間に有意差有り， p<0.05，Tukey's method.

**: 同列異符号間に有意差有り， p<0.01，Tukey's method.

補正密度指数: (散布後虫数・散布前無処理区虫数)/(散布前虫数・散布後無処理区虫数)・100

散布薬剤： エマメクチン安息香酸塩(アファーム)1000倍希釈液

虫数 虫数

散布前日

表 温室メロンに寄生したミナミキイロアザミウマ幼虫に対する
静電散布ロボットの防除効果(散布量125L/10a)

3日後 6日後
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作業能率の実証試験結果
５．静電散布の効果と農薬削減可能性

散布作業速度(450L/10a) 0.09m/s

作業幅 2.6m

圃場作業量 3.8a/h*
*散布量450L/10a, 散布区画面積3.3aにおける実測値

静電散布ロボットの作業能率

６．今後の課題

• 電極からの漏電，放電の問題

• 機械の性能を評価する標準化された
指標数値が無い（ユーザーが性能を
理解できない）

６．今後の課題

図 電極印加電圧が散布装置の
電流に与える影響

中空円錐噴霧 1.7L/min (TXVK12)

散布圧力: 1.5MPa

電極印加電圧を上げていくと
原理的には帯電量が増加して
いくはずなのに？？

電源電流(Ip)ばかり増加して
帯電量(Is)は増えていない。

つまり漏電が発生している。

漏電発生

（剤により顕著）

６．今後の課題

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 2.5 5 7.5 10

電極印加電圧Vp (+kV)

電
流

(μ
A
)

Ip

Is

図 電極から発生したコロナ放電現象（電極印加電圧+9kV)

Nikon D40 Micro Nikkor 105mmF4 30s ISO800

ノズル 中空円錐噴霧1.7L/min (TXVK12)

散布圧力 : 1.5MPa, 露光時間: 30s

コロナ放電による帯電の打ち消し

６．今後の課題

性能を表す指標が必要

• 静電散布機のカタログを見ても，どのく
らい付着が良くなるのか，全く解らない。

液滴の帯電量など，統一された指標で性能
をカタログなどに表記する必要がある

６．今後の課題

静電散布の将来予想
（あくまで講師の私的予想）

• ブームスプレーヤ，ロボットスプレーカへの搭載が進展
（大規模栽培への自動防除機として）

• 一方，手持ち型や鉄砲ノズルタイプは衰退

• 施設栽培への導入が進む（静電散布の効果が得やすい）

６．今後の課題
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農政課題解決研修「野菜の省力・低コスト栽培技術」 

 

潅水同時施肥（養液土耕栽培） 
 

農研機構 中野明正 

 

目的：潅水同時施肥法における養水分管理の基礎と最近の話題について解説する。 

 

１．潅水同時施肥法（養液土耕栽培）における養水分管理の基礎 

１）基本的な考え方 

 施肥を含めて，技術の発展方向

は管理の度合いを強めていく方

向にある．潅水同時施肥も，その

ような流れの一環である（図１）．

施肥量を制御する意義について

は後述するとして，その制御法に

はどのような物があるのだろう

か．まず，装置により肥料（液肥）

の圃場への投入量制御する手法

で，今回取り上げる養液土耕がそ

れに相当する．もうひとつは，例

えば①植物に吸収される形にな

るまで化学的な変化が必要となる肥料や②物理的に肥料成分を被覆し溶出速度を調節し制御

する，いわゆる緩効性肥料による手法がある． 

２）養液土耕の定義とは？ 

潅水同時施肥は，日本語の字義から言えば，いわゆる Fertigation（ファーティゲーション）

に相当する．Fertigation は Fertilizer+Irrigation でありまさにこの言葉の訳語としてはふさ

わしい．Fertigation は Drip Fertigation とも言うが，これは吐出口から滴が落ちる様を示す

物で，大筋，量の多少に関係している．概ね 1 つの吐出口から 0.1～1L/h の量が放出される

場合がそれに相当する．例えば，厳密には滴として培地に供給されないような場合は，潅水

同時施肥でも Drip Fertigation とは言えないことになる．また，潅水同時施肥では，培地に

何を使用するかは読み取れない．このような技術の適用が土壌を培地とする場合「養液土耕」

という言葉が適用される．しかし培地の概念も曖昧である．いわゆるロックウールを使用す

る典型的な養液土耕から，堆肥系の有機培地を使用する手法は養液栽培である一方，土壌に

有機物を投入して”作り込んだ土“は，土壌というよりもむしろ培地に近いというものもある． 

現状では，Fertigation という技術の言わんとするところは，｢潅水と同時に液肥として肥

図1 露地（Open field cultivation）と施設栽培(Protected cultivation)
Fertigationはどこで使われているか？

管理の度合いが強くなる

Open
Closed

Protected

土壌

マルチ

べたがけ

トンネル

雨よけ

ハウス

大規模施設
（植物工場）

養液土耕
（隔離床栽培）

養液栽培
（ロックウール・

ハンギング
ハイガター）

ドリップ
ファーティ
ゲーション

露地 施設
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料を与え，その制御を分単位で細かく行う．｣ことである．培地が土壌でなければ Soilless で

あり，養液栽培となり，培地に土壌が多く含まれれば（いわゆる土壌が堆積の半分を占める）

養液土耕栽培と表現できる． 

 “養液土耕”のような用語の場合は，農業者に膾炙され普及することもひとつの大きな意

義がある．潅水同時施肥よりも養液土耕という言葉の方がピントくる部分も大きく，より普

及した概念といえる．しかし，技術の発展に合わせて，厳密に定義して概念を整理すること

も必要である．  

３）養液土耕における地力のとらえ方（中野，2005） 

上記のように，養液土耕は土壌を培地として使用している以上，地力の問題は避けて通れ

ない．養液土耕では地力をどう捉えるのか，明確化しておく必要がある．まず，地力自体の

定義は，作物の生産に関与する土壌の能力のことであり，土壌の物理性，化学性，生物性な

どすべての性質の統合されたものである（図２）． 

（１）物理性 

最初に，養液土耕における土壌の物理性についてであるが，

土壌は一般的に理想的な培地とは言い難い．多くの土壌は理想

的な三相分布ではないので，気相率の確保のためにも有機物の

投入は必要である．特に透水性の悪い土壌においては，施肥に

より根域が限られるため，環境ストレスに弱いと考えられる．

そこで，根域を広くとることで生産を安定化させる効果が期待

できる．しかし，ここでは制御について新たな問題が生じる．

つまり，根域拡大により生育制御が困難になるデメリッ

トも生じる可能性がある．実際，養液土耕栽培を実施し

て見ると，地床栽培の場合，多くの根はドリップ周辺に密集するものの，いくつかの側根は

１m 以下の下層土にまで侵入し，そこで高次の側根を発達させる場合も多い．つまり，隔離

床栽培でない限り養液土耕における根の役割を定量

的に制御することは難しい． 

（２）化学性 

次ぎに，化学性についてであるが，養液土耕では，

生育期間を通じ，本来，装置的に養水分を制御するた

め基肥は必要ない．むしろ，トマトなどのように初期

の窒素過多により過繁茂に成りやすい果菜類におい

ては，施肥により生育が制御できるため，生産性向上

や高品質化が期待できる．しかし，一般に養液土耕に

は土壌の養分供給能力にも期待し土作りの重要性を

強調している記述がある（六本木，2007）．しかし，

基本的には，肥料効果としての有機物の施用よりも，

土壌の物理性の改善をさらに強調すべきであろう．し

かし，実際に，養分供給制御で問題となるのが地力窒

図３ 養液土耕で，１日当たりの

化学肥料施用量が少ないと地力窒

素を利用する． 

図２ 良い土壌とは 
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素である．地力窒素は土壌から供給される窒素であり，その実態の多くは動植物や微生物遺

体由来のタンパク質などが変化した有機態窒素である．そのままでは作物に利用されない，

分解されにくい状態で存在する．一般の養液土耕の定義では，少なからず地力窒素があるこ

とを想定している．本来，制御の点から言うと，肥効の定量化が難しい地力窒素が多いこと

は，制御が難しいことにもつながり，痛し痒しのところがある．やはり，総合的に考えると

養液土耕の基本としては，肥料効果の少ない有機物で土作りをすることと考えられる． 

窒素安定同位体は，肥料の起源を想定する有用なツールである．特に有機物のδ15N 値は

高く，化学肥料は低い．実際施肥量を変えてトマトの養液土耕栽培した結果から，１日当た

りの施肥量を減らすとそれを補完するように土壌窒素を吸収することがわかる．完全に制御

仕切れない場合は地力窒素がバッファー機能を果たしていることがわかる（図３）． 

（３）生物性 

最後に，生物性であるが，一般の養液土耕については，この点は全く想定されていない．

とにかく病原性微生物などの生育にマイナスになる要因を排除することが前提であり，土の

生物機能を積極的に活用するという視点は基本的には盛り込まれていない．  

２）なぜ施肥を制御するのか？ 

（１）肥料効率を上げる 

①肥料高騰に対応する 

施用された肥料が生産に有効に寄与していることが重要である．これまで，その効果は，

環境汚染を回避することが重要な目的であったが，2008 年の肥料高騰後生産価格の低減が重

要な課題となっている．一時的に落ち着いてはいるものの高騰前の水準には戻りきっていな

い．また，今後も徐々に上昇することが考えられている．例えばジャガイモを生産している

ある農家はやむなくリン酸の使用量を減らしていたがそれでもジャガイモの生産費に占める

肥料の比率は５ポイント上昇して 20％に達している（日本経済新聞，2010）．施肥効率を上

げて経費を下げることが重要なインセンティブになりつつある． 

②肥料効率は本当に上がるのか？ 

では，養液土耕で実際どの程度肥料効率が向上するのか？養液土耕と慣行施肥との比較試

験（林，2003）によると，施肥窒素レベルである株あたり 5gN の施肥では，施肥窒素利用率

は灌水施肥栽培で 62%，慣行施肥栽培で 44%と灌水施肥栽培のほうが 18%高かった．灌水施

肥栽培では株元に少量ずつ施肥を行うために，根域の狭い野菜においても肥料が効率的に吸

収利用されることを示していると考察されている． 

（２）生産量が多い 

一般に果菜類に当てはまるが，制御により生産量の向上が見込まれる．特に，投入施肥当

たりの収量で考えると適切な養液土耕は効率的である．具体的には，トマトでは過繁茂によ

り窒素などの肥料成分が葉の生長に使用される．葉に過剰に使用されること自体も無駄であ

るのだが，さらに樹勢の悪化により果実生産の低下も引き起こしかねない（Nakano ら，2010）． 

これには，何らかの基準に基づく制御が必要となる．何を基準にするのかは，主に 2 つで

①土壌（培地）の養分，②植物体の養分状態である．基準については，国内外で様々な基準

があるが，気候条件や品種により異なるので，全くオートマティックというわけにはいかな
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い．実際は植物の状態を見ながら補正する必要がある． 

（３）品質が良い 

 養液土耕は，ホウレンソウの収量を低下させることなく硝酸イオン含有率を低減させるこ

とが明らかとなっている（建部ら 2005）．養液土耕では合計窒素量 8gm-2 がこの効果を発揮

させる適切な施用量である．吸収量に近い窒素施用量で栽培するため，養液土耕の方が全量

基肥より安定した硝酸イオン低減効果をもつと評価されている． 

３）養液土耕をより有効に 

（１）隔離床で制御が容易 

 Drip Fertigation では，一般に点滴部分に根が密集することが観察される．一方で，トマ

トなど根が深く張る作物の場合，作土層より遙かに深い部分（1m 以下）に根を伸ばし養水分

を吸収することも可能である．このような，根の展開は不測の事態に対応できるメリットが

ある反面，水分制御を困難にし，青枯病菌など深層に残存する病原菌への感染リスクを高め

る．対処法としてはドレンベッドなどによる隔離が理想であろうが，防根透水シートで簡易

に隔離床を作る手法も各地で普及が見られる（玉井，2005）． 

（２）マルチの利用 

 養液土耕は作土中に満遍なく灌水を行ったりしな

い分，潅水や施肥の効率化が図れるが，根の広がり

を適切に考慮しないと，塩類の集積する部分が形成

され，肥料成分の利用率が低下する場合がある．図

４は，ある面，特殊事例であるが，集積しやすい硫

酸イオンを含まない肥料で養液土耕を行った場合，

マルチをしないと硫黄欠乏が生じている（中野ら，

2004）．一方で，マルチをすると，根がより広範に展

開でき，硫黄などの土壌に存在する成分を有効に活

用でき硫黄欠乏が改善されている．養液土耕でも，

使用する培地全体を有効に活用することを考えて，

根が培地全面に広がるような管理が重要である．マ

ルチなどの根圏を好適に管理する手法との併用が推

奨される． 

 

２．潅水同時施肥法の最近の話題 

潅水同時施肥は，基本的には植物の様子を見ながら，細かく施肥を判断して生育を制御す

る考えに基づく．現在，基本は化学肥料であるが，有機性の液肥も適用できるであろう．ま

た，制御というからには，ハンドルとアクセルとブレーキがあってしかるべきであろう．ハ

ンドルは診断基準に相当し，アクセルの働きをしているのは肥料であり水である．強いて言

うならば，潅水や施肥量を控えることはブレーキに相当するが，現状では，積極的に生育を

抑制するブレーキに相当するものは想定されてない，総合的な多収を考えるとブレーキの利

用もさらに考慮する必要があるかもしれない．新たなアクセルまたはブレーキ液肥により生

図４ マルチをすることで，肥料

成分が利用されやすくなる． 
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育を制御する考え方も出てきている．また，施肥のやり方も土壌（培地）にだけではなく，

葉面撒布というやり方もある． 

養液土耕の基本的なコンセプトを下敷きにして，現場に則したいろいろな応用が図られて

いる． 

１）液肥の種類 

（１）有機養液土耕 

 養液土耕では，物理性や化学性に関す

る記述は多いが，生物性についての議論

は基本的にはない．筆者らは，土壌や培

地の微生物における有機物分解能も養

液土耕により積極的に活用できると考

えて，新しいコンセプトとして有機養液

土耕を開発した．この手法のポイントは， 

NPK の含有量が各約 3％であるバラン

スが取れているコーンスティープリカ

ー（CSL）を使用し，徐添加する点であ

る．土壌の物質分解能力を超えない程度

に添加できるため，植物に吸収される．

予め不足が想定される成分を有機物由

来の資材で土壌または培地に添加する

ことにより，有機物のみで生育が完結できる（中野ら 2001，中野ら 2003，中野 2009b）． 

（２）単肥を活用 

 リン酸成分を含まない液肥を用いたキュウリの養液土耕栽培が検討されている（齋藤ら，

2010）．これは，キュウリ圃場において堆肥の連用にともないリン酸の蓄積が認められるよう

になったことに対応する技術である．リン酸が蓄積した圃場においては，硝酸カリウムを養

液土耕で与えることにより慣行並の生育量と品質が確保できたとされている．装置は共通で

あるので,現場の問題に対応した応用的な活用も可能となる． 

２）葉面散布も Fertigation 

（１）頭上潅水システム  

養液土耕は，根に適切に養分を与える手法と考えられるが，同じような理屈で，葉から養

分を供給することも同様に考えられる．全てを頭上からの供給に置き換えることは現状難し

い面もあると思われるが， 改植ごとのチューブの片付けや設置の手間ないことなどのメリッ

トが考えられる．頭上養液散布はオランダでは普及した技術であり，筆者がオランダで見学

した，キク農家 J. Breughem & Son Chrysanthemum においても，頭上潅水か点滴潅水または

その両方が使用されていた（中野，2009a）．  

（２）新たな葉面撒布材 

 サカタタネが高機能液肥をシリーズ化している．そのコンセプトは，サージカルストライ

ク（ピンポイント施用）である（高木，2010）．用途に応じて液肥を使い分ける発想である．

図５ 有機液肥で堆肥も活用． 
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具体的には生育ステージによる肥料の取り込み変化に対応し，天候不順によるストレスの軽

減し，混合散布により，更にきめ細かく精度の高い施肥が可能としている．製品としては，

ホストップ（亜リン酸カリウム肥料），ホスカル（亜リン酸カルシウム肥料），ペンタキープ

G（ALA 入り肥料），ネイチャーエイド（CSL：アミノ酸肥料），鉄力あくあ（錯体鉄入り肥

料）である．それぞれ，栽培現場の試行錯誤から得られた経験的な成果が盛り込まれている．

一方で，科学的にその原因が解明可能な事例も多い．今後は，このような生産現場に近い情

報発信源からの知見に潜む理論を解明して，それをさらなる応用技術へと昇華していく取組

も必要である． 

３）制御法 

（１）日射比例 

果菜類では，有機質成型培地を用いたトマトの長段どり栽培での高糖度果実の多収生産を

目的とし，日射比例給液制御装置が開発されている．スギ樹皮やヤシガラとバーク堆肥の混

合資材からなる有機質成型培地の培地としての検討がなされている（細川ら，2006）．葉菜類

では低硝酸化を目指して日射比例制御法の実用化に向けた研究がなされている（篠原ら，

2007）．ホウレンソウでは，給液量や硝酸施肥量を日射に応じて制御することでホウレンソウ

の低硝酸化や高い施与窒素利用率による環境負荷軽減が可能であり，ホウレンソウの養液土

耕における日射比例型制御の有効性が示唆されている． 

（２）草姿管理 

 日施用法により草姿を管理し生育を最大化できる．トマトの吸水量を指標とし，3 段階の

異なる施用量で全成分を供給した．その結果，日施用各区では，施用量が多いほど多量要素

の吸収量および茎葉の成長量が大きかった．日施用法はトマトの過剰な栄養成長を防ぐこと

により，果実生産効率を向上させることができ，排液による環境負荷を低減できると考えら

れる（中野ら，2006）． 

４）価格はより廉価に－低コスト簡易養液土耕栽培システム 

（１）簡易養液土耕栽培システム 

養液土耕には，見てきたような多くのメリットがある．しかし，一般に，流量をコントロ

ールする装置が必要であり，操作が複雑であり高価である．養液土耕の導入が進まない理由

のひとつであろう．現在では，系統数や液肥混入器を減らした低価格な養液土耕システムが

開発され普及に向けた取組が進んでいる．いわゆる簡易な養液土耕装置は，タイマー，電磁

弁，液肥混入器，原液タンク，点滴チューブ，フィルターなどの市販品で構成され，試作が

可能である． 

（２）低コスト装置の種類と特徴 

①楽らく栽培システム（JA 長野経済連） 

設置費は，約 50 万円であり，灌水量はタイマーにより制御する方式である．電源を必要と

せず，水圧により自動的に一定量の養液を灌水と同時に追肥するシステムである．液肥混入

器は水力式による比例式混入（フランスのドサトロン社製）である．コントローラは，サン

ホープ（イスラエル製）のスプリンクラーシンカーを用い．タイマーは電磁弁付きで，1 日 4

回までの灌水回数を 1 週間分プログラムすることが可能である．しかも，乾電池で 1 年間使
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用可能で，電源設備のない雨よけなどの施設で利用可能である． 

②流量制御点滴灌水システム（愛知農総試豊橋） 

設置費は約 50 万円であり，少量多回数の灌水を精度よく行なうことができるように，灌水

量の計測にパルス発信式流量計を用いた流量制御方式（灌水量で設定する）のシステムであ

る． 装置がコンパクトで設置スペースが小さくて済む．無電源流量比例混入式液肥混入器（ド

サトロン社製）が使用されている．制御盤は単純なものであり 100V の電源で作動する．  

③タイマー制御点滴灌水施肥システム（愛知東三河農業改良普及センター） 

設置費は約 30 万円である．灌水量はタイマーにより制御する方式であり，3 系統の点滴チ

ューブで，液肥と水を個別に 1 日 4 回まで行なうことができる．液肥混入器は 100V の電動

ポンプ注入式（サンホープ社製）である．コントローラは，サンホープの 24V6 チャンネル

スプリンクラーシンカーで同一施設内 3 つの異なる生育ステージの栽培管理が可能である．  

④日射制御型拍動自動灌水装置（近畿中国四国農業研究センター） 

設置費用は 10 万円/10a 程度で，安価な養液土耕装置として利用できる．瀬戸内の傾斜地

では，肥料を溶かした水を点滴チューブで灌水するマルチ点滴灌水が行われている．しかし，

この方式はかなりの灌水速度を要するので，大きなため池を有するか，しっかりした灌水施

設が整備されたところにしか適用できない．そこで，より低い灌水速度で灌水を行えるシス

テムが開発された．ボールタップで流入した水を貯め，一定の水量が溜まると勢いよく排水

する原理を利用した拍動タンクを貯水タンクとした．また，ソーラパネルで発電した電力に

よって小さなポンプを動かして，水を高い位置に設けた拍動タンクに導くように設定されて

いる． 

５）施設から露地へ 

（１）海外での養液土耕に関する見聞 

養液土耕への取り組みは，海外の方が進んでいる．それには２つの大きな方向がある．ひ

とつはイスラエルやエジプトに代表される，乾燥地農業の施肥法としてのファーティゲーシ

ョンである．もう一つは比較的小雨のヨーロッパの露地野菜である．先進国の中では日本は

最も多雨な地域であるため，露地に装置を持ち出すという考えはあまり発達していない． 

乾燥地での作物の生育制限要因は水であり，貴重な水を作物に効率よく利用させるために

ドリップ灌漑が普及している．ドリップチューブが広まれば，肥料をその中に溶解させて与

えるのは，技術展開の自然な成行きである．2000 年頃のエジプトでは，小麦への適用が試み

られていた．収量の見込めないような土地で，通常の収量の数倍を達成できるとの説明であ

った．ちなみに 1999 年の収量は 10t ha-1であり，通常収量レベルの 3.8t ha-1を遙かに上回

る成果であったとのことであった．具体的には，窒素，リン酸，カリウムを溶かした液肥を，

40 回に分けて与え，根圏を常に好適な養水分条件に保つ栽培法を行っていた．このような手

法の導入により初めて可能となった収量だそうである．コスト面でも，10 年以上も装置が使

用可能なため，実際の現場へ導入可能な技術であるそうである その後どのような展開が行わ

れているのかが興味のあるところである． 

養液土耕の技術そのものは，全世界共通の部分が多く，ヨーロッパでも毎日もしくは 2～3

日に一度，適切な量で施肥と灌水をする手法が採用されている．そこでは，レタス，キャベ
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ツ，セロリなどの葉菜類やトマトやアーティチョークやナスなどの果菜類について，窒素施

肥のタイミングなどが検討されていた． また，ヨーロッパの中でも地域ごとに気候や土壌が

異なるため，それぞれ技術導入の検討が行われている．  

（２）日本における露地での取組 

葉菜類の露地栽培における養液土耕栽培の効果を確認するため収量性,品質,施肥効率につ

いて現地実証が行われている．養液土耕栽培における春ハクサイ栽培では 25%減肥を行って

も慣行区よりも収量は増加し,施肥窒素利用率は 30%向上している（植田ら，2009）．また，

レタスでは 47%施肥量を削減しても慣行区と同等の収量,品質を確保できたとのことである.

養液土耕栽培では収穫直前の給液を制御することで,可食部の硝酸イオン濃度を低減させ,全

糖,ビタミン C濃度を増加させることが可能であったという結論が得られている. 

また，養液土耕栽培によるレタスの 3 作を通して,慣行栽培と比較し安定した収量,品質が

確保され,窒素利用率は慣行区の 2 倍となることから環境への負荷を少なくすることが可能

とされている.しかし,過剰な施肥窒素削減は地力窒素の消耗を伴う可能性も示され，地力と

の関係は今後の検討課題でもある. 

（３）露地永年作物への適用 

果樹や茶などの永年作物は，基本的には露地栽培であるが，これらについても，養液土耕

が導入されている．ミカン（森永，2004），ブドウ（倉藤，2008），茶（中野ら，2006a）につ

いて，導入が検討され，いずれも，省力化，高品質，高収量，施肥効率の改善を目指した栽

培が行われ,概ねその有効性が確認されている段階にある．今後これらの技術が普及するため

には，継続して栽培した場合において，収量，品質，環境に与える影響について長期わたり

検討を行い評価していく必要がある．さらに，設備費の抑制や軽労化の利点など経営を視野

にいれた技術評価も事例を積み上げていく必要がある．  

６）間接的な施肥 

 養液土耕は基本的には肥料を与える技術であるが，酸などの直接肥料ではない成分を施用

して，土壌中の肥料成分を活用する手法が検討されはじめた． 

（１）クエン酸 

 農林水産省の委託プロジェクト「地域内資源を循環利用する省資源型農業確立のための研

究開発」においては，枯渇する肥料資源を有効に利用する技術開発が行われている．その中

のユニットで「酸施用による土壌蓄積リンの可溶化技術の開発とリン酸減肥の検証」が取り

組まれている．資源の中でも，特にリン資源の枯渇が問題となり，リン酸を効率良く吸収さ

せるための技術開発が求められている．本課題では，養液土耕装置にクエン酸や炭酸を導入

し，根圏に添加される有機酸がトマトの生産性およびリンの回収に与える影響を評価すると

ともに，施設や露地の生産現場で，リン酸施用量を 3 割削減する技術体系を確立することを

目的としている．  

（２）炭酸 

炭酸ガスをトマトの液肥に入れ，肥料効果を高めることを高知の農業者が実践している（現

代農業編集部，2010）．収量や味にも影響を与えている可能性があり今後の展開が期待できる．

農業現場で発見される，現象について，その効果の再現性を確認しメカニズムを解明し技術
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として高めることは研究に求められている． 

  

３．養液土耕の将来 

 養液土耕の考え方は，研究も進展し農

業現場へも定着しつつあると言って良

い．廉価な装置の開発も進み，応用事例

も多く報告されるようになった．今後一

層の技術導入を進めるには，装置の規格

化をさらに進めるとともに，さらなる低

コスト化，耐候性，野外安定性の確立な

どが重要である．想定される適応場面を

整理して，費用対効果が高い現地への導

入を促進するべきであろう．基礎的な知

見についても，さらな応用を加速化させ

る新たな発見が必要である．潅水同時施肥（養液土耕）技術の特性を十二分に生かす，養液

成分や培地組成に関する基礎的な研究が重要である． 

１）栽培環境と元素の役割 

養液管理全般であるが，特に温室であれば，温室の環境により肥培管理は大きく異なる

（Sonneveld and Voogt，2009）．特に今後進展するであろう閉鎖型管理であれば，蒸散や養

分吸収も異なるであろうし，暖房などのエネルギー管理が異なればまた，しかりであろう．

そこで，さらに細やかな指標が求められる．さらに個別の元素の役割についても解明すべき

事は多い．特に，このような環境において特に注目するべき元素として Ca が指摘されてい

る．生育や品質に密接に関係している．その他，有機培地を使う場合，有機物と Cu とのイ

ンターラクションはまだ解明の余地がある．Ni や Mo などの微量元素についてはまだ研究す

べき点が多いとされている．また，病害について効果のあるとされる元素についても不十分

であろう．Si，Mn，Zn，Ca は病害抑制に関係していることが示唆されている故に，制御が

可能な養液土耕においては，より有効にこれらの元素の効果を発揮させる手法の開発も有用

である． 

２）培地 

 堆肥などを活用した培地利用も進むことが想定される．ここで心配されているのが重金属

の問題である．植物に対して以上にヒトに対して被害が生じないような資材および処理が必

要とされる．他の産業から廃棄さる物質についても，エネルギーとしてまた肥料成分として

多岐にわたり総合的に活用できるシステムの構築が求められている（中野，2007）． 

養液土耕を養液栽培と分け“土壌”には，自然や風土により長時間かけて醸成されるニュア

ンスがある．一方，生産性の向上を求めると，時間の短縮や不確定な要素を排除し効率化に

視点が移る．一義的な生産性以外の尺度を入れない限り“土壌”がより制御可能な“培地”

として取り扱われる方向にある． 

３）農地フル活用システム 
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 日本の農業では狭い国土を有効にフル活用させることが求められる．現在まで水田には用

排水に土木的に大きな設備投資がなされた．近年では地下水位制御システムの導入も進み，

水田の輪作が可能となる圃場も増えている．これらの先進的な技術も完全とは言い難く，こ

のような施設を最大限に引き出すようなオプションも必要であろう．潅水同時施肥（養液土

耕）はこのような圃場を補完する有力な装置となるであろう．地下灌漑と表面灌漑，それぞ

れの特性を活かし，相互に補完し合うようなシステムの開発が必要であろう． 
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閉鎖系養水分管理の課題

• 培養液の濃度（EC）・無機要素組成・pH
などの維持管理

• 固形培地を用いた場合の養水分管理

• 地上部環境と併せた養水分管理

• 栄養成長と生殖成長のバランス

• 根周辺の水分移動の必要性

• 病害対策

• 生育抑制物質の蓄積対策



培養液の濃度（EC）・無機要素組
成・pHなどの維持管理

作物にはある程度の慣れや適応はあるが，極
端に偏った無機要素組成や，急激なEC，pH
の変化はストレスとなり，生育を抑制する．

EC，pHは常時モニタリングor毎日のチェック

無機要素組成は多量要素は２週間毎，微量要素
は１月毎にチェックして補正



濃度変化への対応

t

給
液
と
残
液
の

EC





水分ストレス条件で栽培すると・・・

水分ストレスの影響はストレスの中味と程度によって
異なる？

外観的

トマトの栄養生長が抑制されて果実収
量が低下し，果実の糖度が上昇する

尻腐れ果が発生しやすい

内性的

水分吸収が抑制されるので，過度な蒸
散を抑えるために気孔が閉じて光合成
が低下する

導管流が抑制されてCaの吸収・転流が
減る



高浸透圧根圏環境の作り方

水分不足

高濃度NaCl

高濃度KCl

高濃度培養液

高濃度ＰＥＧ

品種による反応の違いはどの程度？

生育段階と慣れの程度は？



pH変化への対応

pH変化の要因

陽イオンと陰イオンの吸収バランス

根からの有機酸の排出

加えられる用水

pH変化への対応

NH4
+/NO3

‐も利用可能
NH4

+吸収でpH NO3
‐吸収でpH



グループ 吸収特性

1
積極的な吸収、

速度が速い
NO3, NH4, P, K, Mn

2 中間的な吸収 Mg, S, Fe, Zn, Cu, Mo

3
受動的な吸収、

速度が遅い
Ca, B

肥料成分

（Bugbee、1996）

過剰施用

→過剰吸収

培養液に蓄

積しやすい

しおれを起こすと着果不良や尻腐れなどの生理障害が発生しやすい

肥料成分による吸収特性の違い





固形培地を用いた場合の養水分管理

固形培地の理化学性を理解して対応する

保水性・透水性；給液頻度・１回の給液量



複雑系である土壌中の水分移動

土壌中の水みちの屈曲性

土壌中に封入された気泡は流れを防ぐ

不飽和粗流土壌中の水

不飽和土壌中に働く毛管と吸着の影響



トマトの長期栽培では栄養生長と生
殖生長のバランスを取る必要がある

葉かき

給液管理（培養液の濃度，給液頻度，ect）

CO2濃度管理

湿度管理

気温管理（昼夜）

これら要素と植物の反応を理解する
必要がある



栄養成長の抑制＝生殖成長の促進

NO3
-；栄養生長↑，Cl-；生殖生長↑，SO4

2-；生殖生長↑

１日あたりの給液量を変える方法

①給液開始時刻

②１回あたりの給液量

③給液回数(給液頻度)

④給液停止時刻

給液の濃度を変える，給液量を変える

栄養成長が強い昼夜の気温，湿度，CO2濃度，等々



根域管理による 生殖生長：栄養生長 の操作

根域 栄養生長に向ける 生殖生長に向ける 標準の操作範囲

スラブ内EC 下げる 上げる 2.6 ～ 6.0 mS/cm

給液EC 下げる 上げる 2.0 ～ 4.0 mS/cm

スラブ内水分率 上げる 下げる 40 ～ 80 %

日水分率差 下げる 上げる 6 ～ 15 %

1回当たり給液量と頻度 尐量多頻度 多量尐頻度 100 ～ 500 ml/m2

給液開始時間 早くする 遅くする 0 ～ 3 hr 日の出後

給液終了時間 遅くする 早くする 0 ～ 6 hr 日の入前

排液リサイクル しない する



トマトの栽培時期
夏 夏

日
射
量

根張りを重
視する

栄養成長に傾ける

定植・発根

根の伸長

成長バランス

収量・生育バランス



日本の気象

• 根域管理は、植物体の生育制御に重要な要素

• 日本の栽培環境は厳しい

– 冬: 低日射量の状態で、着果負荷増加のストレスが
根にかかる

– 春: 晴天で湿度が低い状態で、植物にストレスを与え
る．（特に、冬季に健全な根を保てなかった場合）

– 梅雨: 高温多湿、低日射量であり、根圏が適切に管
理されなければ、果実品質が悪くなる可能性がある

～夏定植の周年栽培～



植物の生育

？

養液栽培
養液土耕

一般的な土耕＞

植物の生育は，一般的な土耕に比べて，養
液栽培や養液土耕では速くなる． なぜ？

根周辺の水分移動の必要性



オランダにおける施設野菜の急速な収量増加
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根のイオン吸収は
接触的吸収とマスフローに依存する

• 根面近傍に無機要素濃度の低い層が
できるのは，根によるイオン吸収速度
と，土壌溶液中のイオン拡散速度との
差による

溶液中のイオン拡散速度は
極めて遅い



根の表面に，単位時間あたりにどれ
だけ多くのイオンを供給できるかが

吸収量と関連する

単位面積当たり，
時間当たりのイ
オン供給量

イオン濃度

流速

根の代謝活性
に影響する根
域の温度やｐ
Ｈ，酸素供給
量，根自身の
障害の有無な
どの要因もイオ
ン吸収に影響
する

施与量

吸
収
量



開始時 終了時
100 1.11±0.11 3.35±0.44 276 a
30 1.11±0.10 3.65±0.32 317 a
10 1.09±0.08 3.87±0.31 341 a
3 1.07±0.10 3.82±0.42 331 a
0 1.16±0.11 3.18±0.24 266 b

60 1.13±0.08 4.23±0.80 312 a
30 1.11±0.08 3.48±0.55 272 a
20 1.03±0.08 3.67±0.53 308 a
3 1.13±0.15 4.06±0.58 333 a
0 1.19±0.09 3.02±0.30 238 b

120 1.08±0.10 3.93±0.67 320 a
60 1.02±0.09 3.69±0.33 347 a
40 1.00±0.08 3.31±0.37 313 a
3 0.99±0.06 3.80±0.34 363 a
0 1.14±0.11 2.48±0.25 209 b

成長率(%)*

1/4

1/8

培養液濃度
（単位）

流速

(cm・min-1)

1/2

生体重(g・株
-1

)

培養液の流速と濃度がキュウリ苗の生育に及ぼす影響

*成長率 = 終了時 / 開始時 × 100
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流速がキュウリの成長量に及ぼす影響
成長量=処理終了時植物体DW‐処理開始時植物体DW P値2.49×10-3

図中の異なるアルファベットは，TukeyのHSD検定による5%水準の有意差を表わす

図中の縦線は標準誤差（n=5）を表わす
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y = 0.0002x2 + 0.108x + 6.769

R² = 0.9954
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水や酸素，肥料を根に積極的に不え

ることで，酸素や養水分の吸収を促

進し，生育，収量を著しく改善できる



畑作でも積極的な水管理を行うことで，

安定生産と収量増加を実現できる

元肥，追肥農業 液肥農業

pＦ，土壌水分

土壌中の水分移動

地上部で風が必要なように，地下部でも

水分の移動が必要である



地上部環境と併せた養水分管理

地上部環境管理を積極的に行って光合成を促進する

場合には，培養液管理もそれに合わせる必要がある．

CO2施与条件下では，NO3
－単用よりも

NO3
－＋NH4

+併用のほうが栄養成長促進



根の病害対策

Fusarium spp.
Pythium spp.

Rhizoctonia spp.

耕種的方法 ： 接ぎ木，耐病性品種，

化学的方法 ： オゾン処理，塩素処理，過酸化水素処理，
亜燐酸など

生物・生態的方法 ： 緩速ろ過など

物理的方法 ： 加熱処理，紫外線処理，膜ろ過処理，培養
液の温度調節など



第２表．培養液殺菌法のコスト比較

設備費

（千円/ha）
熱処理法 95℃・30秒間 3,080 144 すべてに有効

紫外線照射法 250(mJ/cm
2
)・全般 4,620 200 キレート鉄の沈殿

紫外線照射法 100(mJ/cm2)・特定 2,940 128 キレート鉄の沈殿

オゾン処理法 10gO3/m
2
/h 4,440 192 pH低下・キレート鉄，Mnの沈殿

緩速砂ろ過法 760 44 効果は流速・ろ材による
過酸化水素 500ppm・全般 1,500 68 活性剤添加
過酸化水素 100ppm・全般 1,500 64 活性剤添加

Benoit(1993)による．ただし，1年間に6,000m 3の培養液を殺菌すると仮定する（20ｍ 3/日・haＸ9ヶ月）

１ＢＦ＝4円で計算

殺菌方法・条件　殺　菌　法 　　　　備　　　考
(円/ｍ2）

殺菌コスト



トマト根中の量 (cfu g-1根中): R*

ロックウール耕 10.2A 4.3B 5.6A 2.4B 2.5C

ヤシガラ繊維耕 10.0A 5.1A 5.0B 3.2A 2.2D

DFT 9.7B 4.4
B

5.1B 2.5B 3.0B

NFT 10.1A 4.7B 5.4AB 3.3A 3.3A

培養液中の量 (cfu ml-1): N*

ロックウール耕 5.6a 1.5b 2.6a 0.1 0.3b

ヤシガラ繊維耕 5.3ab 2.0a 1.8b 0.5 0.2b

DFT 5.1b 2.0
a

1.8b 0.4 0.4b

NFT 5.5ab 1.3b 1.7b 0.4 0.9a

栽培法 Non-specific genera Specific genera

Aerobic 
bacteria

Fungi Fluorescent 
pseudomona

ds

Fusarium
spp.

Pythiu
m spp.

相対密度
(R/N ratio**)

2.5 2.9 4.1 9.8 8.6

閉鎖系栽培での栽培方式別微生物密度



定植後の週数

Aerobic Bacteria

0 5 10 15 20 25 30
0

7

8

9

10

11

12

ロックウール

ヤシガラ繊維

DFT

NFT

Fluorescent Pseudomonads

0 5 10 15 20 25 30
0

3

4

5

6

7

8

Fungi

0 5 10 15 20 25 30
0

3

4

5

6

7

8
Fusarium spp.

0 5 10 15 20 25 30
0

1

2

3

4

5

6
Pythium spp.

0 5 10 15 20 25 30
0

1

2

3

4

5

Lo
g 

cf
u

 g
-1

閉鎖系養液栽培における微生物密度の変化



要素 濃度 (mg L-1) 遊走子
放出

遊走子
発芽

分生胞子
生育

遊走子
生産

Group A: Plant essential elements

Group B: Plant beneficial elements

Group C: miscellaneous elements

KCl
CaCl2.2H2O
MgCl2.6H2O
FeSO4.7H2O
MnCl2.4H2O
ZnCl2
CuCl2

NaCl
K2Si2O5
AlCl3.6H2O
NiSO4.6H2O
CoCl2.6H2O
K2CrO4

KI
NaF
LiCl
BaCl2.2H2O
AgNO3

0-600
0-600
0-300
0- 30
0- 30
0- 1
0- 1

0-600
0-300
0- 10
0- 10
0- 5
0- 0.5

0- 10
0- 10
0- 10
0- 5
0- 0.5

470
168
171

30
>30

0.4
0.16

-
-
-

2.5
-
0.36

0.5
-

9.5
-

0.19

-
>600

-
26

>30
>5
>5

-
-

>10
>10
>5
>5

>10

>10
-

0.18

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0.76
-
-
-
-

-
25.8

-
-
-
-
-

-
-
-
-

0.05

-

3.1
-
-
-
-

ネギ, ハツカダイコン, ピーマン, ナス, キュ
ウリ, トマト, ニンジン, インゲンマメ, セルり
[3mg L-1](Osawa& Ikeda, 1974)

セルり, ミツバ, ニンジン [10 mg L-1]
ネギ[30mg L-1](Osawa& Ikeda, 1974)

P. aphanidermatum を50% 抑制(EC50) する要素濃度

-



生育抑制物質の蓄積対策

植物の根から放出される代謝産物

培養液中で増加する微生物

フェノール系のもの（浅尾，1999）

培養液に活性炭やフェノール物質を分解する微生物を添

加することで，生育抑制は改善される（浅尾ら,2001）

有機酸（宇田川ら，19？？）



ま と め

• 地上部の環境管理が丌十分な従来型の温室栽
培での培養液管理と，地上部の環境管理を行う
植物工場での培養液管理は異なる．

• 固形培地を有する養液栽培と水耕法とでは，培
養液管理は異なる．

• 栽培現場のさまざまなデータを詳細に計測して
記録するようになれば，培養液管理も改善でき
る．
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National Agriculture and Food Research Organization

農業・食品産業技術総合研究機構

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です

中央農業総合研究センター 本所（大会議室）

野菜茶業研究所（武豊）

主任研究員

安場 健一郎

施設野菜の装置技術１

多収生産のための総合環境制御の考え方とユビキタス環境制御シス
テム（UECS）の利用技術を解説する。

2010年11月17日

施設生産にはコンピュータを！

施設生産にコンピュータを入れるメリットは大きく分けて３つ
あると考える

１．人にやさしい
（手換気，手遮光からの脱却）

２．環境制御を効率的に実施できる
（省エネルギ－，作物生育環境の好適化）

３．データ収集の容易化と効率化
（本当にデータ収集が必要であるか？）

施設園芸へのコンピュータ利用の推進につなげたい

野茶研でも取り組
みを進めてきた

取組を開始

施設生産における環境制御の重要性

小～大規模までさまざまな温室が存在する

導入する施設のレベルに応じた
環境制御がある（植物工場的なものだけではない）

導入した環境制御装置にも種類，規模，ス
ペックなど様々

区 分 平成17年 平成19年 19年/17年

①加温設備のあるもの 22,712 22,308(44%) 98.2％

②①のうち変温設備のあるもの 10,644 10,573(21%) 99.3%

③自動かん水装置のあるもの 13,720

④炭酸ガス発生装置のあるもの 1,162 1,369(3%) 117.8%

⑤カーテン装置のあるもの 18,693 17,924(35%) 95.9%

⑥⑤のうち多層化しているもの 3,885(8%)

⑥自動天側窓開閉装置のあるもの 5,732 5,096(10%) 88.9%

⑦換気扇のあるもの 9,275 10,028(20%) 108.1%

⑧②のうち日射量に基づく複合環境
制御のあるもの（マイクロコンピュー
ター制御によるものを含む）

993（2％）

⑨養液栽培装置のあるもの 16,877（33％）

⑩ガラス室ハウス設置面積 52,209 50,608 96.9%

わが国における環境調節装置の設置状況

施設園芸協会 園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況より

温室の環境制御のレベル

手動 自動 コンピュータ制御

センサ 人間 サーモスタット
複数のセンサ

複数の制御機器の
状態から判断

制御の精度 低 中 高

データ 残らない 残らない 残る

導入コスト 低（人件費は？） 中 高

コンピュータ制御を推進したい

環境制御機器に関して

気
温

湿
度

光

CO2

燃焼式加温装置

ヒートポンプ

保温カーテン

細霧噴霧装置

除湿器

換気扇

換気窓開閉装置

CO2施肥装置

（燃焼式）
CO2施肥装置

（生ガス式）

遮光カーテン

根圏

潅水装置

液肥混入機

補光装置

赤い下線のものは
アナログ的な動作が
可能なもの

循環扇
（水平・垂直）

・複数の温室環境に及ぼすものが
多い
・OｎOff制御を行うものが多い

6



ユビキタス環境制御システム

集中管理型環境制御システム

LAN

気温20oC

日射
500W/m2開度50%バーナー

OFF

暖房機

天窓
気象
センサー

温度センサー

温 室
コンピュータ

すべての機器に
小型コンピュータ
搭載

自立分散型環境制御システム（UECS）

天窓

気象
センサー

温度
センサー

暖房機

電気エネルギー
の流れで機器を

制御

情報のやりとりで
機器を制御

施設生産におけるCAN（自動車のコンピュータ制御用のシステム）のようなもの

拡張性の高さ，故障時のシステムの頑強（ロバスト）性
LANを利用

通信文例
<?xml version=“1.0”?>

<UECS ver=“1.00‐E10”>

<DATA type=“InAirTemp” order=“1” priority=“29”>24.0</DATA>

<IP>192.168.1.65</IP>

</UECS>
・UECSで決まっているのは通信方法と通信文だけ．上のような通信文がLANに接続されてい

るすべての機器に送信されている．
・UECSでは環境制御機器が持つ情報を交換することで環境制御するため中央管理を行うコ
ンピュータがいらない．Ipodなどスマートホンで管理が可能．

・複雑な制御では集中管理も可能

大規模施設

パソコンなどを利用
した集中管理

小規模施設

機器同士の
情報通信で
自立的制御

重装備温室 軽装備温室

半自律分散型の統合環境制御 自律分散型の統合環境制御

導入環境制御機器が少ない
場合は自律分散で

導入環境制御機器が多い場
合は自律分散と集中管理を
使い分けて

温室の規模，導入機器のレベルに応じた統合環境制御

規模，レベルにかかわらず統合環境制御の概念は重要

多収生産の試験を野菜
茶業研究所で実施

細霧の試験を京大高槻
農場で実施

重装備温室（自然光利用型植物工場といっていい）

・ カーテンノード
・ 手動スイッチノード
・ 内気象ノード（気温・湿度・CO2 ・日射）

・ 外気象ノード（気温・湿度・風向風速・降雨・日射）
・ WBGTノード
・ RWノード

・ 自動かん水ノード
・ 垂直循環扇ノード
・ 換気扇ノード
・ パルスロガノード
・ 茎径ノード（4‐20ｍA信号ノード）

・ 自動天秤ノード

・ 天窓と側窓開閉ノード
・ CO2 施肥ノード

・ ハイブリッド暖冷房機ノード
・ 細霧冷房ノード

数多くのUECS対応ノードを導入

栽培室面積162m2

軒高4m

南北棟の超低コストハウス

トマトはRWを利用した8月下旬定植の長期1作栽培

長期多段栽培期間中の温室環境の問題点

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

低温期
・日照不足

・省エネルギー対策

高温期
・花粉粘性の低下

・着果不良
・裂果

特に高温期の対策は難しい

温室環境を好適化するための試験を実施

高温対策としての細霧の利用

0分～20分

細霧冷房は噴霧量と換気率とバランスをとらなければならない．

28

29

30

31

32

33

34

35

気
温
（
℃
）

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

時間

屋外気温
屋内気温

（測定：2008年7月30日）
細霧噴霧：2分おきに90秒間噴霧（吐出量：14.4 g m-2 min-1）
実験期間中の平均値： 屋外風速 2.0 m/s

屋外放射 ７57 W/m2

ハウス広さ：（9m（東西）×18m（南北）×4m（軒高））

10m2

20m2

51m2

開口面積
各時刻

20分～40分

40分～0分

開口部

小
中
大

細霧噴霧装置だけ制御して
も
目的とする効果が得られる
とは限らない

統合環境制御の必要性を
強く感じた



天窓の開度を相対湿度で制御（80％程度を維持するように）

天窓と細霧を制御して温室内気温を下げる

1つの機器の制御で環境を制御しき

れるわけではない．

低温期の細霧の湿度制御利用時の統合環境制御

冬期間も温室床面積が162m2の温室で1日40L程度湿度
調節で細霧を噴霧した（1m2あたり250g程度）．

目標値：相対湿度80%

湿度を調節すると
たぶん
換気率が低くなる．
換気率って何だ？

UECS対応の面倒な換気率（面積あたりの空気

の交換量）を計算するノード

おおざっぱでもいいのでリアルタイムに値を知りたい．

Rs:屋外日射量

Rn:屋内日射

Ia・q’ Iin・q’

排気空気（温室内空気）
のエンタルピ
Iin 

Qt:壁面貫流熱量

屋外空気
エンタルピ
Ia

Qsoil:地中への熱フラックス

Ia・q’ + Rn = Iin・q’ + Qsoil + Qt

q’ = (Rn – Qsoil ‐Qt) / (Iin – Ia)

換気率：ｑ’

ブラウザで
定数を設定すれば
後は計算値をUECS
のLANに自動的に送信

計算が面倒くさい

細霧の噴霧によって換気率が低下する可能性．
冬期間の温室は閉め切るとCO2飢餓になりやすい。

細霧噴霧温室と細霧未使用の温室の換気率の変化

細霧で湿度制御をすると温室内のCO2が影響を受ける？？？
CO2施用と細霧冷房は連携する必要がある？？？

換気率ノードを使え
ばipodでも確認でき

ます！！！

ちょっとしたツール
であるが，あると
便利と感じる

実際に実施した環境制御
朝一度換気窓が開
くまでHP冷房により
昇温抑制し，CO2 を

施用

その後は，細霧を中心
とした温湿度管理を実
施（CO2施用は無し）

夜間はHP暖房と燃焼
暖房を利用して18℃

管理

少なくとも環境制御を駆使することで収量は高くなる

基本温室は気温に
よって環境制御

高度温室は気温・
湿度の制御とCO2

施用を実施

15t UP

最終的に朝日和10では
40t/10aを達成（重度の障害

果をのぞく）



環境制御と果実のBRIXの関係

（ポケット園芸統計、農水省）

卸売市場における卸売数量・価格（平成17～19年の平均）

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

多収を目指す栽培スケジュール

播種 定植 収穫

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

播種 定植 収穫

高温対策をして播種を前進

6，7月の単価の低い時期に無理をして高温対策をとって収穫をするより、

高温対策で対応が可能であれば秋口にとる？

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月12月

あるいは

日照の多い高温期をヒートポンプと細霧冷房を駆使して夏越しさせて，
多収を目指すか？

播種 定植 収穫

環境制御が高度化され，よりよい運用法が構築されると栽培のオプションが広がる

野茶研で実施したUECSを利用した半自律分散制御

集中制御と自立分散型制御の併用した統合環境制御
（この特性は日本の施設園芸にとって非常に有用である）

換気窓開閉
ノード

細霧噴霧ノード

CO2施用ノード

複雑に動かすときは
集中制御

循環扇ノード

自動カーテン
ノード

かん水ノード

気象ノード

ただし集中制御用のコンピュータが無くても
自律分散機能が働いてそれなりの制御は自動的に実施される．
機器の動作情報などは勝手に集まる．

単純な制御を
実施する機器
はノード同士
で情報のやり
とりをして制御

UECSを利用した自律分散型（PCレス）の効率的な高温対策の試験

開発したノード
（本日の会場でも展示）

左：設定画面
右：開発したノード

京大高槻農場に持って行ってかまぼこハウスで試験を実施

屋内外気象
ノード

細霧噴霧
ノード

換気扇ノー
ド

3ノードの連携制御

換気扇ノード細霧ノード

屋内気象ノード

屋外気象ノード

ハブ
無線LAN中継機 データ収集パソコン

（WEBサーバー搭載）

小規模施設での自律分散型統合環境制御導入例

換気扇ノードは気象ノードと細霧ノードの動作をみて環境制御を実施．

パソコンはデータ収集のみに利用し，自律分散機能のみで統合的に環境制御を実
施

将来はパソコンを利用せず，インターネット上のクラウドでデータ収集をしたい．

クラウド



ユビキタス実演

情報化社会の今

私がつくばに到着するために利用したインターネット履歴

電車の予約

経路の検索

E‐mail による依頼

と申し込み

宿泊場所の確保

出張伺いの
作成 十数年前

回覧や電話で
案内が回ってくる

参加申込書
に記入

時刻表で経路
を調べる

旅行代理店で
飛行機予約と
宿の確保

農業分野で情報を有効活用する
ことができているであろうか

すべてブラウザ利用して手続きが可能

高リコペントマトの課題別研究会にて（9月実施）

高リコペン含量，調理用適性の高いトマト「にたきこま」

一流シェフが利用して「レストランでもう一度利用したい」

「一度購入して気に入ったがどこで購入すれば良いかわからない」
という意見がある．

著名なネット通販サイトではタネのみ購入可能

果たして，情報化社会
の中で，需要と供給の
関係が本当にスムーズ

にいっているか？

インターネット社会でのロングテールの法則

ランキング

販
売

数
量

人気の高いものは
従来から製品として
成り立ってきた．

マニアックなものは
従来，製品として成り立た
なかった．
ここを利用できるのがICT

確かに農産物は鮮度が重要であるとしても
他品種少量生産はわが国の生産の得意分野では
無いのか？

農業（園芸）分野におけるICTの利用にはまだまだ改善の余地があるのではないか？

植物工場ブーム

・経験と勘に頼らない施設園芸
・科学に基づいた施設園芸
・コンピュータを活用した先進的な施設園芸

というイメージか？

・ICTを活用した日本，アジアの施設園芸を包括する

巨大なネットワークを活用した，生産者と消費者をシームレス
につなぐ施設生産システム

計測情報を利用した高度な生産システムを構築することは重要であるが、
生産から外向きの情報化も重要ではないか？

施設生産の情報

消費者生産者施設
内向き 外向き



施設生産の内向きな情報

施設園芸に関する多くの情報

・栽培管理に関する情報
（品種，栽培時期，栽培方法，防除な

ど）

・収穫物に関する情報
（収量，グレード，販売価格）

・温室内環境に関する情報
（気温，環境制御機器の動作情報）

・労務管理に関する情報
（雇用人数，仕事の割り振り）

これらの情報を集めることに
意味があるか

・確実に意味がある情報

・意味があるかわからない情報

・あまり意味のない情報

地域的・時系列的な施設生産の情報

2009年の施設園芸の栽培情報

2010年の施設園芸の栽培情報

同じ日に，同じ場所で栽培をし
ても，環境や栽培管理などすべ
ての情報が違う

同じ年に，同じ日に栽培をしても，
環境や栽培管理などすべての
情報が違う

工業生産とは違い，
1作の栽培情報と全く同じ情報を

複数の作で体験することは難しい

1作1作の情報は
2度と体験できない貴重なものである

施設園芸での情報利用の問題点

・ 1作の情報が非常に貴重なもので

あるとしても，情報を集めることは大変

・ 情報の有効活用方法がわからない．

情報を簡単に集めるには

・できるだけ，人手をかけずに自動的にデータが集まる
仕組みが必要

・重要でない情報ほど簡単にデータを集める仕組みが
必要

簡単に情報が集まる仕組みがあれば，
利用するかしないかにかかわらず，情
報を残しておいてもよいのではないか．

データ収集が容易なユビキタス環境制御システム

LAN

気温20oC

日射
500W/m2開度50%バーナー

OFF

すべての機器に
小型コンピュータ
搭載

自立分散型環境制御システム（UECS）

天窓

気象
センサー

温度
センサー

暖房機

XML形式
の情報のやりとりで

機器を制御

Xmlとは情報通信の分野で

広く使われている書式

XMLとは

人間の理解し
やすさ

コンピュータの
理解しやすさ

記述形式

易 難 1番目の温室の気温が23．5℃です．

中 かなり易

<?xml version=“1.0”?>
<UECS>
<DATA type=“InAirTemp” room=“1”>23.5</DATA>
</UECS>

理解不可能 易 010100001010101………….

xml は開始タグ<????????>と終了タグ</????????>に挟まれた間に情報を記述する，

コンピュータにも人間にも理解しやすいデータの記述方法



XMLを利用する利点

データの構造を変えてもコンピュータ側は簡単に認識ができる．
ユーザ側も残したいデータを自由に設定できる．

<?xml version=“1.0” ?>

<UECS ver=“1.00”>

<DayReport>

<Area1>

<AirTemp>

<Max>28</Max>

<Ave>23</Ave>

<Min>18</Min>

</AirTemp>

</Area1>

</DayReport>

</UECS>

エリア1の最高，最低，平均気温を表す情報通信規格の例

換気窓開閉
ノード

細霧噴霧ノード

CO2施用ノード

LANに接続されていれば

機器の動作情報などが勝手に集まる

循環扇ノード

自動カーテン
ノード

かん水ノード

気象ノード

情報収集が容易なUECS

データロガもUECS化

・情報をUECSに統一させると管理が楽

・一見UECSと相性が良くなさそうなものも
意外と簡単にUECS化できる．

RS232C‐>UECS コンバータソフトCampbell社CR1000にネットワーク
アダプターを装備し，CRBasicのプロ
グラムによりUECSの通信文を発信さ

せる．

本会議室に展示中

多くの情報をモニターすること

温室 UECSによるモニター項目 うちグラフ化している項目

軽装備温室 90項目 40項目

重装備温室 170項目 70項目

UECS導入温室でモニター項目

・ 管理ミスが減る。

・ 重要度の低い情報もUECSであれば手軽に集められる。

データを簡単に閲覧できるだけでも
多収生産に寄与する。

・ 常時パケットを収集し、データ保存とグラフ化と環境制御を実施。

UECS情報のモニターソフトウェア

温室用コンピュータを用いずに
普通のPCで多くのことができるが．．．

できるだけ早くクラウド化したい

施設生産のハードウェアとソフトウェア

ハードウェア ソフトウェア

ソフトとハードが一体となって初めてシステムとなる 現状は
ソフトウェア軽視！！



UECSで活躍するプレーヤー

• UECSは基本的に環境制御で実施するための

通信方法と通信文を決めただけのシステム

現在のUECSで標準的

に使われているマイコ
ン基板（USE）． スマートホン

パソコン
データロガ

LANにつなげるものはすべて有効活用できる可能性がある

長期多段トマト栽培のデータ

日射量トマト収量

2つのデータを見比べると，

日射量が低い時期にはトマトの生産量が落ちるな．

・日射量の低い時期に改植しよう．
・補光すれば収量が上がらないか？
・補光は高いのでCO2施用で対応できないか？

他の生産者はどうであろう？？？
（生産システムから外を向いた視点）

データベース

自分の施設に近い
施設の管理方法など
を検索

データベースにアクセスして他の農園の栽培情報などを検索

情報を簡単に集めるこ
とが可能となれば，全
国の栽培管理情報を
集めることは不可能で

はないのでは．

簡単に自身が管理している温室のデータを
公表してくれるところがあるか？

多くの職人技的な栽培テクニックが
眠るわが国の施設園芸

気象計測情報

細霧噴霧制御 換気扇

細霧と換気の協調制御

換気扇の制御回路

サーモスタット暖房入力用
接点

京大高槻農場
コンピュータを利用せずに
気象データと細霧噴霧と
換気の協調制御を実施．

ローテクであっても
職人的な技術により
高度な環境制御が
実施されている．

職人技のよう
なテクニックも
発掘できる

情報を簡単に集める仕組みを提供する新UECS通信規格

<? xml version=“1.0”?>
<UECS ver=“1.00”>
<DATA type=“InAirTemp”>20.0</DATA>
</UECS>

現在の気温が20℃です．

人間の言葉をコンピュータに利用しやすいように翻訳するためのルール（基本規約）を決
める．

環境制御以外にルールを定めて利用しても良いような汎用的なフォーマット

<? xml version=“1.0”?>
<UECS ver=“1.00”>
<DayReport day=“2010/09/14”>
今日は施設園芸の情報化のためのセミナーにいった．</DayReport>
</UECS>

<? xml version=“1.0”?>
<UECS ver=“1.00”>
<Money type=“tomato”>2,000 </Money>
</UECS>

お金の収支

<? xml version=“1.0”?>
<UECS ver=“1.00”>
<DATA type=“InAirTemp”>20.0</DATA>
</UECS>

環境データ

<? xml version=“1.0”?>
<UECS ver=“1.00”>
<LABOR name=“安場”>6</LABOR>
</UECS>

パート労働管理

データベース

フォーマットを決めたらデータベースに接続

httpサーバー

スマートホン

httpサーバーをうまく運用すればスマートホンの利用などでデータを残せるし

管理もできる。外部からデータベースにアクセスすることもできる。



データベース

A社

大きな温室から小さ
な温室まで，どのよ
うな環境を構築でき
るかがわかる．

例えば，A社がデータベースを構築すれば

。。。

ランキング

販
売

数
量

大量生産物は大規模温室で

希少品，こだわりの
生産物は小規模施設で
集約的に

ロングテールの法則

施設園芸での情報利用に関して

・現状では農業生産の中でデータ収集が容易である施設園
芸においても，簡単にデータ収集できる仕組みができていな
い．

UECS‐CCM規格を有効活用して，小～大規模な施設ま

でストレス無くデータ収集する仕組みがつくれない
か？

・収集したデータをどのように有効活用するか．

ある程度のまとまったデータの蓄積ができれば，多様
な利用の方向性が見えてくるのではないか？
生産から外を向いた情報化

まずはつくば拠点の植物工場事業の
データ提供から

トマト，パプリカ，キュウリなどの栽培

できるだけ多くの情報を
公開できるようにしたい

データベース

農研機構（つくば拠点） 植物工場実証・展示・研修拠点（グループ１）

○施設概要
・太陽光利用型植物工場：１棟2,551㎡

（栽培室：2,187㎡，ユーティリティースペース364㎡）
・付帯施設：品質検査室(98㎡ )、太陽蓄熱水槽(72㎡ )

合わせの場所は小会議室で行いたいと思います。
・実施場所：野菜茶業研究所 つくば野菜研究拠点

○実証内容
【太陽光利用型】
〈実証テーマ数：４、実証品目：トマト、パプリカ、キュウリ〉
①養液栽培適応品種によるトマト中長期栽培

高度統合環境制御（湿度，CO2濃度，気流）下の各品種の生産性、
太陽蓄熱槽等の低炭素エネルギーシステムプ

②極早生品種を利用したトマト低段密植周年多回転栽培
統合環境制御下における低段多回転周年栽培の極早生品種の
生産性、作業性

③パプリカの減化学肥料・減農薬生産
肥料の量管理法による草勢制御・減肥料生産、物理的病害虫
防除法（静電場利用）による減農薬生産

④キュウリ多回転栽培における環境に優しい低コスト
多収生産
養液栽培による短期省力生産、キュウリ多収のための統合環境
制御（湿度， CO2濃度，気流等）

（主な参画機関(予定))
タキイ種苗(株)、カネコ種苗(株)、大阪府農林、ネポン(株)、(株)ナベック、

ホルトプラン(株)等

○研修概要
農業者、新規就農者を対象に以下の研修を行います．

・ユビキタス環境制御システムを利用した温室の半閉鎖
型管理
・太陽熱蓄熱利用による低炭素化手法
・キュウリ・パプリカの量管理手法
・養液栽培に適するトマト品種の利用方法
受講者のレベルに応じ研修を行い、参画企業による研

修や現地実習も予定．研修の実施場所として、農研機構
つくば地区の講義室・宿泊施設を利用します．

○展示内容
・見学希望者に対して、栽培施設の装備、栽培技術につ
いて、パネルや資料、映像等を用いて紹介
・低コストで統合環境制御が可能なユビキタス環境制御シ
ステム、トマト、パプリカ、キュウリの省力多収生産体系、
太陽蓄熱装置等を展示

○連絡先
住 所：愛知県知多郡武豊町４０－１ 野菜茶業研究所
連 絡 先：TEL ０５６９－７２－１１６６
担 当 者：高収益施設野菜研究チーム 高市益行、鈴木克己
E‐mail   ： info_pftsukuba@ml.affrc.go.jp

http://vegetea.naro.affrc.go.jp/kyoudou/modelhouse/index.html

ユビキタス環境制御技術、低炭素型生産技術を組み込んだ太陽光利用型の植物工場で、
キュウリの減肥減農薬栽培、パプリカの多収生産、トマトの養液栽培用品種選抜を実施

○実証内容の概要図
○施設外観（イメージ）

○実証技術・装置

太陽光利用型植物工場施設(イメージ）

ユビキタス環境制御システム

太陽熱集熱技術

低炭素型エネルギー
システム

半閉鎖管理システム

太陽熱集蓄熱システム
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施設野菜の装置技術２

野菜茶業研究所・高収益施設野菜研究チーム

大森弘美

１．はじめに

施設園芸は，温室内の生育環境を調節できる特性を活かし，施設野菜の周年供給に大き

く貢献してきた。しかし，後継者不足や輸入野菜の増加は，国内産地の存亡に関わる大き

な問題となっており，1999年をピークに園芸用施設が減少傾向にある１）。また，一時期の

燃油価格の高騰は，施設栽培農家の収益性を悪化させる要因となった。オランダにおける

生産性向上は，規模拡大と栽培のシステム化，機械化・自動化によってなされてきた。生

産コストを低減するためには人件費を抑制することが重要であり，そのためには機械化・

自動化を進める必要があるが，ある程度の規模でなければ成り立たない。我が国において

も，経営規模の拡大が進んでおり，施設本体の建設コストを大幅に低減できる低コスト耐

候性ハウス２），新しい概念の環境制御システム３）が開発されてきた。さらに，我が国農業

の持続性を確保するためには，法人経営において大規模経営を営んでいる者，規模拡大を

志向する担い手が将来展望を持てるような農業技術モデルを提示することが急務となって

いることから，果菜類の収穫ロボットに関しても開発が進められている。今後，若い後継

者に魅力あるものにするためにも，画期的な技術開発を進める必要がある。本稿では，ト

マト及びイチゴ栽培における省力化に寄与する機械や装置等について概説する。

２．施設野菜栽培の現状

野菜栽培における作業は，播種，育苗，移植・定植，施肥，整枝・誘引等の管理，防除，

収穫，調製選別，出荷などに分けられる。10ａあたりの所要労働時間をみると，露地栽培

のダイコンが119時間，キャベツが90時間に対し，施設栽培のトマトが1,089時間，イチゴ

が2,092時間となっており４），施設野菜は露地野菜に比べて労働時間が多く，特に管理，

収穫，調製・出荷作業の占める割合が高くなっている（表１）。

野菜栽培における機械化について，作業別に整理したのが表２である。防除作業につい

ては，ほぼ全ての野菜において機械化されていたが，平成５年に開始された農林水産省の

緊プロ事業で開発された機械により，機械化の遅れていた作物の機械化一貫体系が図られ

育苗 11.0 (7.9) 5.7 (6.4) 56.1 (5.2) 27.3 (1.6) 211.2 (10.1)
耕うん・基肥 5.6 (4.7) 5.7 (4.1) 5.5 (6.2) 6.0 (2.7) 21.4 (2.0) 31.8 (1.8) 39.4 (1.9)
播種・定植 7.5 (6.3) 24.6 (17.6) 10.9 (12.2) 7.1 (3.2) 38.1 (3.5) 23.0 (1.3) 88.2 (4.2)
かん排水 0.8 (0.7) 1.1 (0.8) 1.2 (1.4) 5.0 (2.3) 32.5 (3.0) 63.8 (3.6) 63.2 (3.0)
追肥 0.8 (0.7) 3.8 (2.7) 2.7 (3.0) 0.2 (0.1) 7.1 (0.7) 22.1 (1.3) 12.6 (0.6)
除草・防除 4.2 (3.5) 13.2 (9.5) 7.5 (8.3) 5.6 (2.5) 45.8 (4.2) 35.8 (2.0) 75.0 (3.6)
管理 15.0 (12.7) 4.5 (3.3) 3.8 (4.2) 12.1 (5.5) 404.6 (37.2) 755.9 (43.0) 513.9 (24.6)
収穫 40.2 (33.8) 26.9 (19.3) 27.4 (30.5) 51.2 (23.3) 348.9 (32.1) 653.2 (37.2) 490.6 (23.5)
調製・出荷 43.2 (36.4) 46.4 (33.3) 22.8 (25.4) 129.9 (59.1) 115.1 (10.6) 128.0 (7.3) 571.2 (27.3)
その他 1.5 (1.3) 2.1 (1.5) 2.2 (2.5) 2.6 (1.2) 19.0 (1.7) 15.8 (0.9) 26.3 (1.3)
合計 118.7 139.3 89.8 219.7 1088.6 1756.9 2091.6
労働時間は全調査農家平均、（）内は割合を示す。 出展：平成19年産品目別経営統計（農林水産省大臣官房統計部）

トマト（冬春） ナス（冬春） イチゴ

表１　10ａあたり所要労働時間

ダイコン タマネギ キャベツ ホウレンソウ
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たものもあり，露地野菜についてはかなり省力化が図られてきた。しかし，施設野菜につ

いては，茎の伸長，葉（節）の展開，側枝の発生，着花・着果など多様な生育に合わせた

管理作業が必要なこと，作物の草姿や性状が複雑なため装置化・機械化が困難なことから，

管理や収穫作業に利用できる機械はない。収穫の場合，ロボットによる果菜類の自動収穫

が試みられているが，収穫ロボットの開発の現状については後述する。

３．施設栽培における省力・軽労化技術

開発されている機械や装置等について，トマト栽培を例に説明する。

１）管理作業

トマトの管理作業は，誘引・つる下ろし，脇芽かき，摘心，摘果，摘葉など種類も多く，

これらはすべて手作業で行われている。高軒高温室を活用した長期多段採りのハイワイヤ

ー誘引栽培（誘引高さ３ｍ程度）では，栽培ベッドを吊り下げるハンギングガター方式が

採用されることが多く，株元付近の管理や収穫作業が楽になるが，高所での管理作業が不

可欠であるため，ベッド間に敷設したレール上を走行する電動型高所作業台車が利用され

ている。また，土耕でのハイワイヤー誘引栽培では車輪式の高所作業台車が利用されてい

る。誘引・つる下ろしは長時間作業で，筋力負担も大きいことから，高所作業台車を利用

して誘引・つる下ろし作業を想定した模擬実験を行い，筋電位計測から適正な作業高さを

解析し，植物体を持ち上げずに誘引できるシステムの開発も有効とされた５）。そこで，誘

引・つる下ろし作業を省力・軽労化する試みとして，可動式誘引器具を試作し６），性能等

を調査した結果，作業能率は慣行法と同等であったが，小さな筋力で作業を行えることを

確認した。しかし，実用化するためには低コスト化が課題である。

２）防除作業

防除作業では，作業者にとって薬散時の農薬被曝など作業環境が良くないため，その改

善を主目的とした畝間の往復を自動走行する防除ロボットも市販されている。大型施設に

おけるトマト栽培では，前述したレールが敷設されていることもあり，そのレールを走行

用として利用している。労働負担も大きいことから一般的に利用されるようになったが，

ベッド間の移動は人力で行っていることから，その省力化が必要である。

３）収穫・運搬作業

果菜類栽培では，収穫及び収穫物の運搬作業にも多くの時間が費やされている。露地野

菜のような収穫機の導入は現状では困難であり，補助用の作業台車が利用されている。一

品  目 耕うん 直播 育苗 間引き 移植 防除 収穫 調製
ダイコン ○ ○ － × － ○ ○ ○
ニンジン ○ ○ － × － ○ ○ ○
タマネギ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○
キャベツ ○ － ○ － ○ ○ △ －
ハクサイ ○ － ○ － ○ ○ △ －
レタス ○ － ○ － ○ ○ × －
ホウレンソウ ○ ○ － － － ○ × ○
ネギ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○
トマト ○ － ○ － × ○ × －
キュウリ ○ － ○ － × ○ × －
ナス ○ － △ － × ○ × －
○：多くの産地で機械が利用されている ×：機械がなく、人力作業
△：市販機はあるものの、わずかに利用されている －：該当作業なし

表２　野菜栽培における機械化の現状
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般的には手押し台車を利用することが多いが，座位式の電動作業台車も開発されている７）。

特徴としては，座席の回転と車輪の操舵を連動できるようになっており，作業者は座席に

座ったまま畝間での進行方向の調整が簡単に行える。両手で作業をしながらでも脚で走行

・停止の操作および座席を回転させ操舵を行うことができる。作業能率は慣行の手押し台

車利用と同等であるが，作業姿勢の改善や心拍数増加の低減など，作業者の労働負担を軽

減することができた。摘葉作業などの低い位置での作業にも利用できる。

４．施設栽培における自動化技術

果菜類の自動収穫に関しては，1980年代にトマト等を対象とした収穫ロボットの研究８）

が開始されて以来，20年以上研究されてきたが，作業環境や対象物の多様性などから，実

用化された事例はない。ロボット収穫のための要素として，果実を識別する視覚認識技術，

収穫の可否を判断するセンシング技術，果実に損傷なく採果するマニピュレータ技術やソ

フトハンドリング技術，車両移動技術などが必要である。果実を識別する視覚認識にはカ

メラやレーザを用いた画像処理技術が応用されており，また，作物の大きさや形状に合っ

た専用のハンド開発も必要である。収穫適期の果実のみを選択収穫するには，果実ごとの

収穫適期の判断や果実位置の検出など，高度な機能が必要となってくる。

現在，農林水産省の事業として，イチゴ等の収穫ロボットの開発が進められている。ま

た，独法や民間企業で収穫物等の運搬作業の自動化についても取り組んでいる。それらの

概要は以下のとおりである。

１）果菜類の収穫ロボット

野菜茶業研究所では，大学および公立研究機関と共同

で，「トマト低段密植栽培における房採り収穫による省

力・多収生産システム」の開発に取り組んでいる。栽培

方式は低段密植栽培で，果房ごと収穫する房採り方式に

より省力化を図ることを目指している。主な課題は，大

玉トマトの房採りに適した品種の選定，収穫適期を揃え

るための自動着果処理装置および果房収穫装置の開発等

であり，果房ごとの自動収穫体系を検討している。自動

着果処理装置（図１）は，３軸の電動シリンダや噴霧ノ

ズル，カメラ，LED照明，制御用PC等で構成され，画像処

理により開花部位を検出し，ホルモン剤をスポット散布

する。処理は夜間に行う。果房収穫装置（図２）は，３

軸の電動シリンダ，収穫用ハサミ，カメラ，制御PLC等で

構成され，画像処理により果房の赤色程度を判断し，設

定値以上の時に収穫動作を行い，搬出コンベヤで機外へ

搬出する。なお，収穫は栽培ベッド側面に設置したアルミ製の部材に固定した果柄を切断

することを前提としている。本研究において自動収穫体系を構築するためには，果房内に

ある果実の熟度を揃えることが重要となるが，そのためにも株の生育のバラツキを無くす

ことにより，着果処理もしやすくなる。大型施設での利用を想定した技術開発であるが，

栽培方式（少量培地耕やNFT）についても重要になると思われる。

図１ 自動着果処理装置

図２ 果房収穫装置
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生物系特定産業技術研究支援センターでは，次世代緊

プロ事業において民間企業等と共同でイチゴ収穫ロボッ

ト（図３）の開発に取り組んでいる。開発コンセプトは

「夜間収穫」，「果柄切断による採果」，「作業者との協働」

であり，夜間の果実温度の低い時にロボットが確実に収

穫を行い，採果できなかった果実を朝になって作業者が

収穫するという協働作業体系を提案している。栽培装置

は，慣行の1.5倍のベッド数を配置できる吊り下げ式可動

ベッドで，増収も期待できる９）。収穫ロボットを搭載するプラットフォームの開発にも取

り組んでいる。また，別プロジェクトでは，ロボットで収穫した果実を等級別に分ける自

動選別装置の開発も進められている。

上記はロボットが移動して自動収穫を行う方式のものであるが，ロボットを定置し，栽

培装置を動かすという試みもある。その一例として，移動型栽培施設を対象としたミニト

マト収穫ロボットがある10）11）。養液栽培ベッドがレールから鉄棒で吊り下げられ，ベッド

列が温室内を循環移動する。トマトがロボットの正面に来た時に栽培ベッドを停止させ，

作業を行う。栽培装置を移動させることにより，ロボットへの電力供給や収穫物の運搬，

通路間の移動などが不要とされる。

以上のような収穫ロボットにより完全自動化を目指すとコストがかかることから，ロボ

ット収穫に適した栽培様式を含めた検討を行い，収穫ロボットが困難な部分については人

力で対応することも必要である。また，移動型ロボットの場合，隣接する通路への車両の

移動方法，自動収穫した生産物の搬出方法も開発する必要があり，これらについては完全

自動化による人力作業の削減を図ることも重要である。このように開発が進められている

が，実用化のためには課題が多く，収益を確保できる生産体系の構築が重要である。

２）収穫物運搬の自動化

収穫作業の補助をする車両や収穫物を所定の位置まで搬送する車両の開発が進められて

いる。無人で収穫物等の運搬を行わせようとするものであるが，車両を自動走行させるに

は，電気的な誘導線などに沿って誘導するか，GPS装置のような車載位置センサなどを用

いて目的経路に沿って誘導する必要がある。現在開発中の車両は，通路に設置した鉄線や

磁気テープを検出して走行する方式である。

（株）前川製作所では，農作業支援ロボットの開発に取り組んでいる。車両の誘導には，

電磁センサにより通路に設置した鉄線を検出する方式を採用している。この作業台車は，

体力的に負担となる作業を補助し，効率的な作業を行うことを目標としており，作業者に

追従して作業の支援を行う。収穫作業の場合，作業者に追従してくる台車のコンテナに収

穫物を載せるだけであり，複数台の車両を利用するにより，収穫物で満載になり集荷場に

向かった車両の後に，次の車両が作業者のもとにきて，作業が継続できるとされている。

オプションの機器を搭載することにより，防除作業の自動化や残渣処理作業の軽労化を見

込んでいる12）。

また，野菜茶業研究所では，収穫物等重量物の自動搬送システムの開発に取り組んでい

る。ベース車両として利用しているのが磁気誘導方式のもので，通路に設置した磁気テー

プに沿って走行するタイプであり，２輪式２輪駆動の本体ユニットを４輪の自在車輪で支

図３ イチゴ収穫ロボット
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持している。大型施設における収穫物や廃棄物等の自動搬送システムの構築を目標として

いる。大型施設の場合，収穫物等を運搬する通路はコンクリートで施工されていることか

ら，比較的導入しやすい状況にある。当面は，中央通路に出された収穫コンテナを自動で

収容し，車両に積載後に自動搬送および搬出させる搬送システムの開発を目指している。

しかし，コンクリート路面となっている温室はごく一部であるため，今後は，多少の凹凸

でも安定した走行が可能な車両の開発が重要と考えられ，誘導方式と併せて安価なシステ

ム開発が必要である。
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加工・業務用野菜の需要動向

(独)農研機構 野菜茶業研究所

業務用野菜研究チーム
岡田 邦彦

平成22年度農政課題解決研修「野菜の省力・低コスト栽培技術」 資料
2010.11.16 生産技術開発はかつて……

・野菜の安定供給＆農家経営への貢献

生鮮野菜は生産が困難な端境期を除いて国内生産が当然

有利販売を目指した作期拡大

国際化も意識されていたが、高品質化・差別化戦略が主流

（→生鮮野菜輸出など、これはこれで、 近・・・・・）

↓

高品質生産指向

従事者の高齢化などによる生産基盤の弱体化・生産の減少

↓

高品質・有利販売ではなく、省力生産技術の開発が急がれた

野菜用作業機械の開発

但し、生産減少に伴い高値が期待されていたので、低コスト生産への意識が必

ずしも高くなかった

昭和60年頃から減少

（それに伴いしばらく高値基調が続く）

昭和の末から平成初めにかけて激増
ここ10年は安定しているように見える

・減産・高値傾向が続いたため、生鮮野菜の輸入が急増

・問題が広く認識されはじめたのは、2001年のネギなどに対する一般セーフガード（緊急

輸入制限）発動
→国産野菜のシェア奪還・自給率の回復が緊急のテーマとなった

自給率は1980年代から急激に低下
しかし、生鮮野菜の輸入は主として、加
工業務用途向けであること、家計消費
用での輸入野菜のシェアは依然として
ねぎなどの一部の品目を除いて依然と
して低い。

つまり、加工・業務用途への国内生産
の対応が国産野菜シェア奪還・自給率
向上の切り札
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平成２年には既に加工・業務用需要が十分高い
ここ15年に加工・業務用全体として、大きな変化は見られないが、業務用から加工用へ

のシフトが進んでいる

野菜の消費までの流れ

生産者

外食

中食

加工業者

消費者

ホール品

カット、冷凍、ペー
スト、ジュースなど

調理済み製品

家計消費用

加工用

業務用

46%27%
27%

サンドイッチ用 ： ドリップが少なくスライスしやすいトマト

や

パリパリとした食感に優れた高硬度キュウリ

などは、適品種・専用品種の育成に待つところが大きい

（栽培技術による対応には限りがある）

カット用のキャベツ・レタスなどは、現行品種の選択と栽培体系の改良で対応できる

部分が大きい。また、これらの土地利用型野菜はこれまで主穀作中心であった農家・

農業法人の参入も大いに期待されるなど、水田利用の面からも重要

何故加工・業務用キャベツ・レタスなのか 加工・業務用キャベツ・レタスについて

・ キャベツ・レタスの加工・業務用需要は高く、堅調

・ 消費行動の変化などで、家計向け出荷は苦戦が続く。
野菜消費が伸びたとしても、家庭内消費の向上は不透明
「消費拡大→昭和の再現」は希望的観測

・ 実需者の多くも安全・安心の観点から国産品による供給を望んでいる
加工・業務用でも生食が主であるため、輸入時の検疫リスクが大きい。
（加熱加工が主の作目ではここがキツい）

・ 業務用は出荷価格が読める→経営に安定要素の導入
規模拡大に伴い常雇が発生した場合、販売に安定要素がある方が良い

・ 極端な価格高騰は加工・業務用のレタス離れを惹起する
出荷量回復時の青果用相場にも悪影響

・ ただし、単価は安い
逆に言えば、この価格に対応できれば、販売の選択肢は非常に広くなる
（なお、業務用のごく一部には高付加価値の出荷もある）

加工・業務用など低コスト生産への基盤たる得る大規模化は着実に進行

加工用と業務用の違い

・ 加工用→カット業者向け

業務用→ホールで仕入れる外食・中食向け

・ 加工用→カット用に適した球形質が求められる

業務用→球形質としては概ね家計向けと同じ
市場調達もあるが、契約栽培の場合は定時定量が求められる

・ 業務用でもホールから半加工品での仕入れが増加傾向にあり、加工用原料需要が

増加

・ キャベツの輸入はジュース原料用などか？その他には、加工業者による「保険」？

生産技術面から考えると、業務用に求められる球形質は概ね家計向けと同様であ
ることが多いので、新たな生産技術体系が求められるのは、加工用途向けと考え
て良い。以降、加工用、特に、カット用を中心に考えることとする



3

カット用キャベツに望まれる球形質

・ 製品歩留まりや作業効率上、大玉が望ましい

（芯抜きは通常手作業による、「歩留まり」なる用語は、生産効率も含んだ概
念も表現されることがあり、一部に混乱が生ずる）

・ 「大玉」の上限はスライサーの仕様に依存。（その範囲で大玉の方が良い）

・ 品種は通常、いわゆる「寒玉系」が望まれる。

いわゆる「サワー系（春系）」は
結球葉が層状に整然と並んでいない、
結球が緩い

ため、カット時に「線」が出にくく、「くず」が出る

・ 球内茎の伸長による緩い結球も生産効率・歩留まりの面で問題

・ 「味」に関する品質要求は現時点では高くない。

・ 外葉（鬼葉）は事業者により「不要、除去が望ましい」～「結球保護のため、１

～２枚必要」の幅がある

・もちろん、例外はある

キャベツ大玉生産

・ 条間・株間を広げることにより大玉化が可能

・ 但し、裂球しにくく在圃性の高い品種を用いる必要がある

・ 在圃性が高く、栽植密度を低くすることで大玉が獲れる品種は希有な存在ではない

（ボーダー部の株を見ればある程度分かる）

大玉適性品種と低密度栽培をベースに大玉生産に特化した省力生産システムが可能

キャベツ低コスト生産に向けて

・省力生産による規模拡大が 重要ポイント

・労働時間の約半分を占める収穫労力の省力化がポイント
（移植機の普及は大いに進んでいる）

・減肥・減農薬も多少効果はあるが、資材費に節減の余地は少ない

4～5月に途切れる寒玉キャベツ

・キャベツは低温により花芽が形成されて、茎の伸長が始まる

・ある程度以上の大きさ（葉数）になってから低温に感応する Green plant 
vernalization 植物

・寒玉系品種は春系品種より低温成長性に優れるが、低温にも感応しやすい

・結球葉を形成して一定期間経過した茎は低温に遭遇した後も直ちに伸長することは
なく、温度が上昇してから伸長

一般的な冬どり寒玉キャベツ（～３月くらいまで）
９月中旬くらいまでに定植すると、厳寒期に入るまでに十分な結球体勢ができ、そ

の後の低温でも直ちに茎の伸長は始まらない。圃場内貯蔵のような形で12月～3
月に順次収穫できるが、春になり温度が上昇すると茎の伸長が始まり、収穫不可

一般的な初夏どり寒玉キャベツ（5月下旬くらいから～）
11月頃～2月頃に定植。低温に感応してしまわない程度の「小ささ」を維持しつつ

冬を過ごす。初春の温度上昇とともに結球が進んでいき、初夏に収穫。

一般的な春どり春系キャベツ（３月下旬くらいから～）
11月頃～2月頃に定植。低温に感応してしまわない程度の「小ささ」を維持しつつ

冬を過ごす。初春の温度上昇とともに結球が進んでいき、春に収穫。

10月～11月初旬に植えると、結球体勢が不十分なまま厳寒期を迎え、球内茎伸長に

よる低密度球や不結球となる（これは、春系キャベツでもほぼ同様）

4～5月どりに向けて

冬どりの延長
春の温度上昇時に球内茎の伸長が遅い品種の育成により、4月中旬～下旬まで

の寒玉生産の延長を狙う。

初夏どりの早期化
春系キャベツ並みに鈍い低温感受性と結球形成の早い品種の育成により、5月

上旬～中旬からの寒玉生産の前進化を狙う。

それでも、４月下旬～5月上旬のGWの時期の安定的生産は極めて難しい。

しかし、寒玉の結球形成の遅さは、結球葉が多くかつ密であるという特性による
ところが大きいが、この特性は寒玉が求められる根幹であるので、両立が非常に
難しい。
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レタスに望まれる球形質

・ 製品歩留まりや作業効率上、大玉が望ましい
（芯抜き、ほぐしは通常手作業による、「歩留まり」なる用語は、生産効率も含ん
だ概念も表現されることがあり、一部に混乱が生ずる）

・ ある程度緑色で、みずみずしいこと。
・ 白色化、褐変、腐敗は不可。 （過熟球は不可）
緑や白という問題は 終実需者により多少様相が異なる（ 褐変はやはりダメ）

・ タコ足球も不可
カットした後では芯と見られるらしい。余り構わない用途もあるかも知れない

・ ほぐしやすいこと （過熟球は不可）

・ レタスのカット現場で一番注意を払われているのは、虫などの混入
程度問題だが、通常の範囲内であれば不可避と考えられているようである

レタスの大玉生産

・ 株間を広げ、早期肥大と作期延長による大玉化の効果は薄い

（品種による違いがあり、大玉適性品種が求められる）
（夏作では、粗植による結球葉位の上昇が見られる場合がある）

・ 但し、過熟球は不可なので、在圃期間延長による大玉化には限界がある

・ 在圃期間延長で腐敗・チップバーンなどによる褐変のリスクも増大

（これらに強い品種も求められる）

・ つまり、大玉生産はキャベツほど容易ではない

品種改良・選択、肥培管理も含めた総合的な生産技術体系の地道な構築が必要

冬レタスの課題

・収穫適期は長め

・但し、固しまりし易い
一方で、結球が緩い品種は暴れやすい

・トンネル栽培の労力・資材コストの分生産コストが高くつく

・加工・業務用主体の新産地（特に東日本）

・低コスト大規模ハウス導入
天候に関わらず定時植え付け・定時作業・生産も安定化
（作業が天候により左右される→見えないコスト）

低栽植密度栽培

高温期の
安定供給

大 玉 の 供 給

４～５月
の寒玉

過熟球はダメ

低温期の
低価格供給

低 コ ス ト 生 産

低栽植密度栽培

キ ャ ベ ツ レ タ ス

生育期間の延長

省力生産による
規模拡大

省力生産による
規模拡大

生育期間の延長

生産の揃い
向上

一斉収穫

適品種の育成

生産地の広域化

非ラップ調整
による省力化

生育予測に基づく
産地間連携

求められる要素 対応する技術的課題 間接的技術要素

技術的課題の関わり（矢印が太いほど関与の程度が大きいことを示す）

ネガティブな技術的課題の関わり

図. カット用キャベツ・レタス生産に求められる要素と対応技術の関係

安定生産（安定供給）

・ 生産サイドの安定生産体制と調達サイドの安定
安定生産と分散調達

・ 安定生産体制（概ね契約数量の1.1～1.2倍）と計画余剰生産物の取り扱い

２Ｌ、３Ｌ球を市場に？
→生育予測に基づく余剰分の早期出荷の可能性

・ 気象変動と収穫適期の短さゆえ産地での安定生産には限界か

好条件→悪条件、前倒しと生育遅れの挟み撃ちへの対応は極めて困難

・ 特に気象災害時には広域連携が必要
調達サイドは必ず考える。誰が、調整の手間とリスクと引き替えにイニシアティブを取るか

ニーズと生産のマッチング

・ニーズは多様
「寒玉の大玉」もあくまで「一般論」
供給時期・量の変動許容範囲、計画決定時期
農薬使用量などの生産方法（トレーサビリティなど）
形状・重量・葉色などの球形質
細かい点を考えると、取引先毎に違うので、対応能力が重要

・新たなニーズ、特に品質関連ニーズの可能性

・新たなニーズに対する情報収集・共有の方策
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生産側の対応

１．そもそも加工・業務用に取り組む意義の有無、意義の理解が必要。
（あえて、取り組まないのも一つの選択。但し「取り組まないことのリスク」も考
えておく必要がある）

２．球形質（形状・重量・葉色など）、供給時期・量の変動許容範囲、計画決定時
期、生産方法（農薬使用など）など考えると、取引先毎に違う

↓
一般論は可能だが、個別には一つ一つの応用問題

↓
対応力（コーディネーター能力）が重要

システムとしての対応方策

・ 出荷・販売調整システム

・ 収穫・調製などの出荷支援システム

・ 防除などにも踏み込んだ生産支援システム
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