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４．大規模施設園芸及び植物工場の事例調査 
 

当調査は、次世代型施設園芸の普及推進に向け「施設園芸・植物工場でいかにして収益向

上を図るか」というマネジメントの観点から、優良事例を整理した。 

ヒアリング先の選定においては、今後次世代施設園芸に取り組む事業者の参考となるよう

な、比較的規模が大きく、先進的な生産管理や組織運営を行っている事業者のほか、省力化

による生産性向上や、高付加価値化・販路拡大等で事業規模を拡大している事業者を対象と

した。これらの事例については、生産・栽培管理、施設・設備の整備、省力化、高付加価値化

等の視点で整理した。 

また、昨年度と同様、施設園芸の地域展開に関する行政の取り組みとして、2つの県を対象

に、今後の施設園芸振興に向けた施策方針などを調査した。 

なお、調査先とその選定理由は以下の通りである。 

 
 

図表 48 調査先一覧（民間事業者） 

事業者名 所在地 施設 主な品目 選定理由・特徴 

株式会社木田屋商店 
小浜グリーンランド 

福井県 
小浜市 

人工光型 レタス類 人工光型でのレタス栽培を順次拡大し
ている。 

株式会社 
にいみ農園 

愛知県 
碧南市 

太陽光型 ミ ニ ト マ
ト、トマト 

1 農家から栽培規模を拡大し、地域のリ
ーダーとして若手育成にも尽力。 

（キュウリ農家山口

氏） 
佐賀県 
武雄市 

太陽光型 きゅうり 異業種からの農業参入であったが、ICT
等先進技術の導入によって生産性を向
上した。 

 

図表 49 調査先一覧（地方公共団体） 

自治体名 選定理由 

愛知県 野菜、花きを中心に以前から施設園芸の一大産地であり、近年は技術開発の振興、農地集約が

進みつつあり、生産体制の強化、新たな生産システム・技術の導入を推進している。 

佐賀県 県独自の施設園芸推進計画を立て、「さが園芸生産 888 億円推進事業」を進めている。 
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４．１．民間事業者 
① 株式会社木田屋商店 小浜グリーンランド：福井県小浜市 
 
（１）基本情報 

栽培開始年 2013 年（第 1 工場新設） 

栽培品目、施設面積 

品目：リーフレタス類 
施設面積： 
第１工場：1736 ㎡（育苗棟含む） 
第２工場：782 ㎡ 
第３工場：1800 ㎡（建築面積（本圃）） 

その他面積 － 

農地転用・建築確認の有無 － 

雇用者数 
正社員：22 名、パート職員 94 名 
（配置は第 1 工場に 35 名、第 2 工場に 13 名 第 3 工場に 68 名） 

主な導入設備 

LED 照明、多段式水耕栽培システム、CO2 制御装置、温度制御装置、

養液循環制御装置、育苗システム、モニタリング監視システム 

エアーシャワー 

主なエネルギー源 電気 

原水 水道水 

生産実績 日産 3,000kg（３工場合計） 

 

 

  
写真：第１工場外観（左）、および内観（右） 

 

  
写真：第２工場外観（左）、および内観（右） 

徹底的なコスト削減の工夫により、「コスパ最強」の植物工場経営を実現 
＜株式会社木田屋商店 小浜グリーンランド：福井県小浜市＞ 
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（２）事業の経緯 

株式会社木田屋商店は、千葉県浦安に本社を置き、元々はスーパーマーケットや弁当販売

等の事業を展開していた。しかし、国内全体で中小の小売業の事業環境が悪化してくる中で、

今後の柱となる事業に育てることを見込んで、「食」を取り扱ってきた同社の経験も活かせる

アグリ事業へと参入。2013 年に、福井県小浜市にて人工光型植物工場「小浜グリーンランド」

を建設した。 
初年度はノウハウの蓄積がなく、１億円の赤字を計上してしまうなど、苦労していたが、

コスト削減・生産性向上の視点から、地道に PDCA サイクルを重ね、現在は黒字経営を実現。

2016 年に育苗棟を、2018 年 10 月には日産 600kg の第 2 工場を増設、2019 年には既存事業者

の事業譲渡を受け第３工場を稼働。現在は日産合計 3,000kg の生産規模を実現している。 
また、自社工場の運営により蓄積したノウハウを活用し、国内外における他の植物工場事

業者の事業立上・改善支援ビジネスも行っている。栽培設備の仕様検討・改善に関する指導

や、運営オペレーションの改善指導、栽培スタッフ育成まで、幅広い分野の助言を行ってい

る。事業立ち上げ支援については、国内で７件、海外で３件の支援実績を有しており、自社

の様な異業種参入を支援しながら、植物工場事業の産業としてのより一層の拡大に向け取り

組んでいる。 
 

図表 50 木田屋商店３工場の概要 

拠点 第 1工場 育苗棟 

(第 1工場隣接) 

第２工場 第３工場 9 

操業開始年 2013 年～ 2016 年～ 2018 年～ 2019 年～ 
生産量 日産 800 ㎏ － 日産 600 ㎏ 日産 1,600 ㎏ 
施設面積 1,319 ㎡ 417 ㎡ 782 ㎡ 1,800 ㎡ 
栽培実面積 
（段数） 

約 3,500 ㎡ 
（12 段） 

約 400 ㎡ 
（４段） 

約 1,500 ㎡ 
（９段） 

約 3,600 ㎡ 
（10 段） 

初期投資額 ５億円 1.5 億円 3.5 億円 3.0 億円 
 
（３）生産性向上・コスト削減の工夫 

収支改善までは試行錯誤の連続であった。設立当初は、目標とする生産重量を実現するた

めには、45 日間程度の栽培サイクルで、一株 70~80g 程度の生産量を実現する計画であった

が、45 日間では一株 40~45g までしか成長しなかった。そこで、栽培期間を延ばして、一株当

たりの重量を確保しようとすると、今度は回転率が低下し、結果的に総生産量は下落した。

いかに面積当たりの生産性を向上させるか、日々試行錯誤を繰り返し、１年間程度の期間を

かけて、50 日間程度の栽培サイクルで生産を行い、目標とする重量を実現した。 
工夫のポイントは、LED 照明（光の照度・照射間隔・波長等）と、株間の調整である。一

般に、レタスの成長曲線（栽培日数に対する一株の重量）を描くと、播種から 28 日程度まで

 
9 2019 年より、事業譲渡を受け、静岡県富士市にある第３工場を稼働している。 
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の期間では 10~15g までしか成長しない。そこで、この最初の 4 週間、可能な限り狭い空間に

密植し十分な光を当てて成長させた後に、植え替えを行い、播種後 40 日間程度までの期間に

200 グラムまで一気に成長させる。これによって面積当たり生産性の最大化を図っている。 
苗づくりも重視している。種苗事業者のアドバイスも得ながら、苗の改善に取り組み、育

苗中（播種から 28 日程度までの期間、10~15g/株まで育てる）にしっかりと光を当て、植え替

え後の作物が丈夫に育つようにした。 
2016 年には第 1 工場に隣接して、自社の育苗棟を増設した。遮熱シートの膜構造からなる

密閉空間で、「しっかりと光を当てた強い苗を、いかに少ない面積で育てるか」に重点を置い

て設計した。育苗棟で生産された苗を自社工場で活用することで、第 1 工場の生産性を 3 割

強向上させた（日産 600 ㎏⇒800 ㎏）。 
 

 

 
設備の運用面でも、ムダ削減の工夫をしている。栽培棚の周りには全て白い反射板で覆い、

無駄な光を漏らさないようにする、かつ全ての棚に熱抜きファンを設置し（第２工場全体で

約 1000 台）、熱を逃がし、CO2を循環させている。 
 

 

 
収穫作業面においても、自動搬送機を導入し、植物工場で労働時間が最もかかる収穫作業

の効率化を図っている。第２工場は、一つの建屋に９段の多段式栽培を導入しているが、一

つ一つの棚の収穫作業を全て人手で行っていると、棚の取出し等相当な労働時間がかかって

   
写真：育苗棟外観（左）、および内観（右） 

  
写真：熱抜きファン 
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しまう。そこで、自動搬送機を用いて、上段のトレーを下に降ろしながら、複数の作業員で

収穫作業を進めている。 
様々な工夫を重ねた結果、面積当たり収穫量の向上を実現し、植物工場事業の３大コスト

である、減価償却費、光熱水道費、人件費について、2013 年の操業開始時から半減を実現し

た。 
 
（４）施設設備の設計・運用上の工夫 

同社は、「初期コストをいかに下げるか」が、製造原価および経営収支を決める最大の要素

であると考えている。建築時点における、立地、そして設備の設計が、植物工場における３

大コストである、減価償却費と水道光熱費と人件費を左右する。 
施設・設備の設計時には、同社が作成する要求仕様に基づき、事業パートナーの設計事務

所と設計仕様を作成している。その仕様書に基づき、入札によって建設事業者を選定するこ

とで、必要な施設・設備の効率的な調達を図っている。 
徹底的なコスト削減の観点から建設した第２工場は同社のノウハウが凝縮されている。施

設・設備のスペックは下記の通りであり、通常の同程度の生産規模（600kg／日）を実現する

ために必要な、設備投資、人件費に対して、７割程度までコストを抑えることを実現してい

る。 
 

図表 51 第２工場の施設・設備情報詳細 

拠点 第２工場 
一般に同程度の生産量を実現するために

求められる施設・設備要件（同社提供） 

生産量 日産 600 ㎏ － 
施設面積 800 ㎡ 1300 ㎡ 
初期投資額 

（建屋＋設備） 
3.5 億円 7 億円 

従業員数 10~12 名 20~25 名 
LED 本数 4350 本（33W タイプ） 7000 本 

 
また、生産規模の拡大においては、必ずしも新設の必要はなく、既存設備の改良により、

低コストで生産性向上を図っている。現在第 1 工場では、日々の操業をしながら、一部の設

備を交換することで、第２工場で用いた技術・ノウハウを第１工場にも導入している。これ

によって、工場の建屋自体の建設コストはかけず、3000 万円程度の設備投資によって、生産

性を日産 800 ㎏から 1400 ㎏まで向上させることが可能となる。 
 
（５）販売戦略における特徴 

販路は、小売り向けと業務用向けとで、半々程度の割合である。当初は小売り向けをメインに

展開していたが、近年業務用向けの出荷が増えており、今後もその傾向は変わらないと見込んで

いる。 
 一般的に、植物工場におけるレタスのマーケットにおける評価は、葉質が弱く傷みやすいとい



50 

う品質面の評価もあるが、最も課題視されるのが価格の高さである。現在、人工光型植物工場で

生産されたレタスの取引価格相場は、1000 円／kg 程度であるが、それでは規模は広がっていか

ない。同社は、取引先等とコミュニケーションをしている中で、1 ㎏当たり 600 円程度まで販売

単価を下げれば、既存の露地物のレタス（１㎏当たり 200 円程度）と十分競争していけると見込

んでおり、その水準を目指したコスト削減に取り組んでいる。 
 
（６）JGAP の取得 

同工場では、J-GAP 認証を取得している。取得した当初は、取引先からの評価もあまりな

く、効果を実感する機会が少なかったが、2020 年の東京オリンピック招致を潮目に、取引先

からの GAP に対する認識が変わってきていると感じている。価格面での差別化はまだない

が、例えば、大手スーパーの店頭販売では、GAP 取得生産者の同社商品を、他と比較して目

立つようなパッケージデザインに変えて、販売してもらっている。 
GAP 取得に際しては、工程管理や品質管理などを一つ一つマニュアル化していくことが、

工場内のマネジメントの効率化に役立ったと感じている。また、工場内で農薬を使用してい

ないことで、農薬に関する要求事項への対応が免除され取得の手間が省ける等、人工光型植

物工場ならではのメリットもあった。同社が、他社事業者への植物工場立ち上げ・運営支援

を行う際にも、GAP の取得を推奨するようにしている。 
 
（７）エネルギー活用における特徴 

小浜グリーンランドの立地する小浜市は、原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業対

象地域である。同工場の整備費用に対して補助が出る他、電気料金に対する補助も、工場を

新設した翌年から８年間受けることができる。実質的な電気料金の割引であり、人工光型植

物工場におけるコスト要因の一つである光熱費を削減している。 
 
（８）今後に向けて 

「植物工場の原価（ひいては収益性）は、工場建築時点で決まる」、というのが木田屋商店

の植物工場運営におけるモットーである。工場の立地条件として、重要となるポイントは、

水道等のインフラ整備状況、補助金の有無（自治体による企業誘致、電力関連の補助金等）、

物流の環境、等であり、それらの知見を、これまでの取り組みで蓄積してきた。また工場建

設においても、遊休施設を再利用することで、建屋等の建築コストを削減でき、その際に遊

休施設側に求められるスペック（面積、天井の高さ、耐荷重性能等、効率的な植物工場栽培

に求められる要件）に関する知見・ノウハウも、同社は有している。 
今後は、自社の生産規模の拡大と共に、同業他社、あるいは新規参入者に対して、こうし

たノウハウを活用したアドバイス業務をさらに拡大していきながら、業界全体の発展に貢献

していきたいと考えている。 
また、自社の事業展開においても、これまで注力してきた「生産性・費用効率の高い植物

工場運営ノウハウ」を軸としつつ、外部の専門家等との連携を広げながら、商材自体の高品

質化にも取り組んでいきたいと考えている。 
現在の植物工場では、室内の環境条件を制御することで、機能性や食味等を一定程度自由

に操作することが、技術的には可能となっている（例えば、低カリウムレタスや高カルシウム
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レタスに加え、近年は「糖度 17 度のレタス」等の通常では考え付かないような栽培も可能となっ

ている）。これら先進的な栽培技術と、同社のノウハウを融合させ、ビジネスとして成り立つ

生産体制を構築することで、植物工場にしか作れない野菜を世の中に提供していきたいと考

えている。 
平成 21 年の厚生省（現厚生労働省）の発表によれば、国民一人当たり一日の野菜摂取量の

目標は 350g とされている。しかし、平成 29 年の「国民健康・栄養調査」では、成人男性・

女性共にその目標には達していない。木田屋商店は、植物工場でしか作れない新しい野菜を

消費者に提供していくことを通して、「日本人の食生活を変えていく」ビジョンを持って、こ

れからも事業に取り組んでいく。 
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② 株式会社にいみ農園：愛知県碧南市 
 
 
（１）基本情報 

栽培開始年 1989 年 

栽培品目、施設面積 

ミニトマト 1.2ha、トマト 0.6ha（愛知県碧南市、周年）、トマト

0.2ha（長野県喬木村、夏のみ） 
※2018 年の台風 21、24 号により 0.3ha の施設で栽培停止中。 
その他露地野菜 0.5ha 

その他施設 育苗施設、選果場、直売所（愛知県碧南市、岡崎市、名古屋市） 

雇用者数 正社員 4 名、パート・アルバイト 35 名 

主な導入設備 
肥培管理システム（自社開発）、 

誠和「プロファインダー」、天窓・側窓自動開閉機 

主なエネルギー源 A 重油 冷却設備なし、暖房のみ 

原水 井戸水 

生産実績 
ミニトマト約７ｔ/10a、トマト約 13t/10a 

直売所の売上高 1.2 億円（ミニトマト、トマトのみ、加工品含む） 

 

 
 
（２）事業の経緯 

代表の新美氏は、大学で農業を学んだあと、1989 年に親から継いだ 10ａの施設でミニトマ

トの NFT 水耕栽培を始めた。当時、ミニトマトを栽培する農家は周辺にはなく、栽培設備も

親が独自に開発したものであったため、栽培が安定するまで独自に栽培経験を積んだ。 
その後、栽培規模を拡大するために隣接する畑地を地権者から借りるなどして、80a まで拡

げ、従来通り農協を通して名古屋の中央市場に出荷していたが、1997 年頃に韓国産の輸入ミ

ニトマトが大量に入ってきたため、ミニトマトの市場価格が低迷する時期が続いた。 
また、同じ頃、原水をそれまでの水道水から井戸水に変えたことにより、ミニトマトの生

 
     にいみ農園直売所概観             栽培施設内部 

確実な販路確保と施設のコスト削減による高生産性を実現 
＜株式会社にいみ農園：愛知県碧南市＞ 
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育が安定しない時期があり、そのような複数の要因から採算が取れなくなった時期があった。 
豊橋や熊本などの大産地から出荷されるミニトマトは、市場への出荷量も多く、取引価格

も高値が付く傾向にあるなか、小ロットの出荷は思うような価格設定が難しく、また個人農

家として小売に直接販路を開拓することも容易ではないことを新美氏は痛感していた。 
その一方で、近隣の購入者からは、ミニトマトの味の濃さや美味しさを高く評価されてい

ることを知った新美氏は、販路の見直しと安定した周年栽培に切り替えることを決心し、1998
年には直売主体とすることにした。直売では、生鮮のほか、ジュースなどの加工品も販売し

ている。2002 年には 1ha に栽培面積を拡げ、その後も独自の品種の開発、育種を進め、現在

約 2ha の規模でトマトを栽培している。 
 
（３）生産性向上・コスト削減の工夫 

農園に受け入れてきた研修生が独立して近隣で農業を始めたこともあり、同業農家として、

価値を出せるところはどこかを常に考えていた新美氏は、オリジナル品種も開発した。品種

開発では、出身大学の協力も得て、糖度の高さを追求したフルーツトマトではなく、夏の暑

さにも負けずに着果する、甘みと酸味のバランスが取れた食味の良い品種を追求し、ミニト

マト「プリンセスあかねちゃん」、「プリンセス希」、トマト「プリンセスまお」の 3 種類を開

発し、種苗登録を行った。 
また、育苗は、栽培後の苗のうち健康なものを台木として、別棟で土挿しで育てた脇芽を

接ぎ木苗にしている。定期的にウイルスフリーの苗をバイオテクノロジーの会社から調達す

る。もととなる母本をバイオテクノロジーに提供して培養してもらっている。 
現在、にいみ農園は、代表の新美氏のほか、役員 1 名、社員 4 名（栽培管理専門 3 名、栽

培管理及び販売統括及び労務管理 1 名）、栽培支援や選果、直売所出の販売を担当するパー

ト・アルバイトが 35 名から成る。 
労務管理では、稼働日ごとに、誰がどこでどのような作業を担当しているかを記帳し、日

報の記録、データ化を行い、月ごとの作業内容とそれにかけた時間数、収量ごとの生産性、

人別の生産性を分析している。結果は、時給の決定の参考にする、作業が遅れがちな人へ指

導の充実させるなどに活用している。 
 
（４）施設設備の設計・運用上の工夫 

新美氏は、トマトの美味しさ、作業のしやすさに重点を置いて、栽培環境を整備してきた。

最初に自身で建てた施設は 50a の拡張部分であったが、設計から土台の整備、素材の選択、

ビニール張りなど、可能なものはすべて自らの手で対応し、初期費用や維持費用をできるだ

け抑制すること、自身の栽培では高所作業が必要な施設は不要だということを決め、軒高 2.5m
で整備し、その結果 1,000 万円/10a で整備している。 
なお、整備する際の資金は、日本政策金融公庫の融資を活用し、補助金は栽培品目を途中

で変えられないなどの条件に制限事項があることなどがネックとなり、活用しないこととし

た。 
また、にいみ農園では、周年で安定的に供給するために、現在 1.2ha の施設を 12 の区画に

分け、生育段階をずらして年 3 作の栽培を行っている。ミニトマトは、ロックウールを入れ

たビニールポットに 2 株植え付け、肥料や水などの分量を決め、細い管で少量ずつ多頻度与
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える少量培地耕で栽培している。この栽培方法は、狭い植木鉢の中で根を育てるため、成長

するごとにストレスがかかり、実の糖度が上がるという特徴がある。 
 

 

 
栽培規模を拡大したために複数の栽培管理者がいるにいみ農園では、ミニトマトの味を一

定に保つために、統一した肥培管理を行うことが重要と考えた新美氏は、自身が長年蓄積し

てきたデータや経験値など活用して、気候条件などを勘案して液肥と潅水を制御する肥培管

理システムを電子制御メーカーと共同開発し、特許も取得した。 
消費者のニーズは容易に移ろうため、新美氏は、施設園芸にかかる開発について、できる

だけ汎用性の高いものを求め、改善を重ねている。 
 
（５）販売戦略における特徴 

にいみ農園の最大の特徴は、直売所での販売と加工商品の開発にある。直売所は、農園内

に 1 つ、隣接する岡崎市と名古屋市の住宅街に 1 つずつ設置されており、午前の収穫後、選

果場で箱詰めや袋詰めにして、毎日自社トラックで届けている。その他、ジュース、ケチャ

ップ、ジャム、トマトとバジルのソースなどを外部委託で製造し、生鮮トマトとセットにし

たギフト商品が好評である。 
商品開発は、販売営業を主に担当している新美氏の妻みどり氏が中心となって行っている。

みどり氏は農林水産省が推進している 6 次産業化の「ボランタリー・プランナー」にも任命

されており、地域の 6 次化の先導的な実践者として多様な加工商品を生み出している。 
売上全体で 1.5 億円のうち、直売所の売上は加工品販売も含めて 1 億円で、うち加工品は

ジュース約 1,000 万円、ケチャップ、ソース約 1,000 万円となっている。 
加工については、ロットの小ささから自社で設備を導入して行うことは想定していなかっ

   
ビニールポットでの点滴栽培          自社製の誘引フック 
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たため、当初近隣の食品加工業者に委託製造を打診したが、条件が合わずにいた。候補を探

していく中で、季節やロットを問わず果樹や野菜の加工を行う農産品加工業者が長野県南部

にあることがわかり、碧南市から車で 2 時間ほどの長野県飯田市の加工業者委託することに

した。 
 

 

 
その後、その縁をもとに、飯田市に隣接する標高 600 メートルの喬木村で、夏場の栽培が

難しい碧南市に代わり、7-10 月の夏の期間だけ遊休地を活用して、大玉トマトを栽培するこ

とになった。これは村からの誘致によるもので、収穫したトマトは全量碧南に持ち帰り、直

売所、地元 JA の産直市で販売している。 
また、直売所で販売するほか、直売所を設ける以前の 2001 年から、一部近隣の顧客には 2

週に 1 度配達もしている。 
 
（６）今後に向けて 

にいみ農園は、大規模化、収量増を目的としているわけではなく、顧客の顔が見える範囲

で、地域のニーズにあった高品質なものを提供するという姿勢を大事にしている。 
トマト以外にも露地栽培でさまざまな野菜を試作しており、大消費地に隣接しているとい

う地の利を活かし、今後も顧客のニーズに合わせて栽培を広げるもの、止めるものを適宜見

直し、複合経営を進める。 
にいみ農園から独立した複数の若手農家は、新美氏に倣って事業計画を立て、それに沿っ

て融資を獲得し、自力で施設を整備、栽培を安定させ、成功を収めている。そのような「弟

子」達を新美氏は「独立したらライバル」と言うが、「弟子」達の相談にはいつでも対応して

おり、地域の農業の担い手の育成に貢献している。 
  

 
    

出荷前に袋詰めされたミニトマト      ジュース、ソースなどの加工品 
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③ 山口仁司氏：佐賀県武雄市山口仁司氏：佐賀県武雄市 

 
 
（１）基本情報 

栽培開始年 1980 年代～ 

栽培品目、施設面積 
品目：きゅうり 
施設面積：57a（12a＋13a＋32a のハウス３棟分）  

その他面積 － 

農地転用・建築確認の有無 － 

雇用者数 
会長：1 名、社長：1 名、社員 1 名、パート職員：5 名（時期に応

じ＋2～3 名） 

主な導入設備 
複合環境制御装置、加温機、換気システム、潅水装置、収穫ロボッ

ト（実証中）、等 

主なエネルギー源 重油 

原水 地下水（井戸） 

生産実績 44t/10a 

 

 

 
（２）事業の経緯 
元々の家業は大工を営んでいたが、1980 年頃から仁司氏が兼業できゅうりのハウス栽培

（25a）を始めた。 
地域の生産者の中では、ICT 等先進技術の導入に常に先んじて取り組んできた。1995 年頃

から、生産性向上を見込んで、複合環境制御装置を導入する。その後、2012～2013 年頃に、

環境測定装置を導入する。以来、省力化・生産性向上に対して、栽培方法や施設・設備の設計

等様々な切り口から取り組んできた。現在の単収は 44t/10a 程度。 
現在は、息子に経営を引き継ぎ、自身は会長として助言を行う一方、佐賀県・JA さがが取

り組んでいる新規就農者支援施設である「JA さがみどり地区トレーニングファーム」（武雄

市）できゅうり栽培の技術指導を行うなど、地域農業者の支援、高度環境制御の普及に力を

  
写真：ハウス外観 

県内きゅうり栽培の第一人者として、高度環境制御の地域普及に取り組む 
＜山口仁司氏：佐賀県武雄市＞ 
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入れて取り組んでいる。トレーニングファームでは、2 年間の技術研修のカリキュラムが設け

られており、講師として参加している。週に 1 回のミーティングに参加し、研修生同士の議

論に、技術者としてアドバイスを行っている。 
 
（３）生産性向上に関する課題・工夫 

 
 

7～8 年前に複合環境制御装置を導入してから、地域の環境条件に合わせてどの様な使い方

をすればよいか試行錯誤してきた。例えば、CO2発生装置は、一般的には午前中の晴れたタイ

ミングで稼働させるのが良いと言われていたが、武雄市周辺のエリアの気候条件では、午前

中は曇天であり、午後に装置を稼働させた方が、収穫量が向上していた。そうした立地条件

によるハウス内環境、収穫量等のデータを見える化することで、これまで感覚で取り組んで

きたことに理論づけすることができるようになり、栽培方法の改善に取り組みやすくなった。 
こうした複合環境制御を活用した栽培方法の研究には、同じく先進技術導入に関心の高い

地域生産者と一緒になって取り組んでいる。山口氏は、佐賀県の他に福岡県や熊本県等の生

産者による研究会「北部九州胡瓜研究会」の会長も務めており、年 1～2 回の全体会合の他、

SNS 等を使いながら日々情報交換を行っている。 
栽培管理面での課題は、栽培管理方法のマニュアル化である。日本で栽培されているきゅ

うりは、ヨーロッパで普及している実が太い品種と異なるため、オランダ型の技術が適用し

にくい部分がある。また、現在取り入れている摘心栽培は、トマトなどで行われている生育

調査の手法が適用しづらく、マニュアル化が難しい。現在取り組んでいる環境制御のデータ

蓄積と併せて、栽培管理方法の確立に今後も取り組んでいく。 
 
（４）施設設備の設計・運用上の工夫 

現在、12a、13a のハウスと 32a のハウスの計３棟のハウスで栽培をおこなっている。後者

は昨年新しく建ったもので、前者よりも面積を広くとっており、作業効率が高まるように設

計されている。ハウスの真ん中に通路を通し、そこにレールを敷いて収穫物を運ぶ台車が動

けるようにしている。ハウスの側面中央にフルタ電機の換気装置（加温兼用）を設置してい

るが、そこから延びるビニールのダクトも、中央通路の上を通るように、装置の設計からメ

ーカーにカスタマイズしてもらっている。 

   
写真：ハウス内の様子 
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栽培方法は養液土耕栽培を取り入れている。潅水装置はイノチオ製を導入しているが、潅

水量や培地内の水分量の情報をモニタリングできるようにカスタマイズしてもらって、栽培

管理に水分量データを活用している。 
CO2 発生器は、灯油をハウス内で燃焼させると必要以上にハウス内を加温させてしまうた

め、ハウス外に設置している熱交換器により熱を取り除いた炭酸ガスをハウス内に取り入れ

ることで、フルシーズンで CO2 施用を行うことができるようにしている。また、天窓は、寒

い時期は開かないように設定し、換気装置を用いて外気導入で温湿度を調整し、CO2 の施用

効率をなるべく上げるようにしている。 
ロボットの導入に向けても取り組んでいる。現在、農業ロボットのベンチャー企業と共同

で、きゅうりの収穫ロボットの実証に取り組んでいる。 
 
（５）今後に向けて 

自身の農場運営に関しては、今後もロボットを含む新しい技術を取り入れながら、より生

産性の高い栽培方法の確立に取り組んでいけるとよいと考えている。また、規模拡大もして

いきたいと考えている、既存の 26a のハウスの建て替えや、30a 程度のハウスを新設等によっ

て、将来的には 1ha 規模の農場まで広げられるとよいと考えている。高度環境制御も取り入

れた栽培管理を行うには、最低でも中規模（30a 程度）の面積でないと管理が効率的でないと

考えている。単収も、現在は 44t/10a 程度であるが、ノウハウの蓄積によって 50t/10a を目指

している。 
また、トレーニングファームでの取り組みも含め、地域の生産者の育成や、高度環境制御

等先進技術の普及にも、引き続き取り組んでいきたいと考えている。 
 
  

   
写真：換気装置（加温兼用）と中央通路 
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