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オランダにおける養液栽培の現状

米盛重保

(琉球大学農学部）

SigeyasuYoNEMoRI：VegetativeproductionbyhydroponicsmtheNetherlands．

はじめに

平成８年，４月７日から20日までの２週間，養液栽

培研究会のヨーロッパの養液栽培ついての視察研修に

参加した。オランダ，イギリス，イタリアの先進３ケ

国の養液栽培に関係する試験研究機関，生産農家，青

果（花）市場などと，トマト，ナス，キュウリ，パプ

リカ（三色ピーマン)，バラ，カーネションなどの生産

現場を直接視察する機械に恵まれた。各作物の収穫が

最盛期を迎えており，種類の豊富さ，規模の大きさ，

収穫物の品質などを見る上で時期的に最も良い時期で

あった。各視察先では，施設，装置，栽培資材，栽培

マニュアルなどについて，研究者，生産農家，企業関

係者から熱心に説明をしてもらった．

栽培環境が全く異なる沖縄とは比較を出来ない部分

もあるが，ヨーロッパ各国の養液栽培の生産性の高さ，

合理性等，近い将来沖縄の園芸に参考になる部分も大

きいと感じた．以下，特にオランダを中心に視察先で

得た情報の概要を報告したい．

ス，オランダは，旧カラフトとほぼ同緯度に相当し，

北緯55度付近である．北東アジアの同緯度から想像す

ると厳寒地で野菜栽培には不適地という印象を受ける

が，いわゆる西岸海洋性気候で暖流の影響が強いため

温暖な気候条件下にある．オランダ，イギリスは高緯

度に位置しながらも冬と夏の温度格差が小さく，冬期

の平均気温が氷点下にならず温暖で，夏期は温室の喚

起が僅か10日程度の涼しさで，養液栽培には恵まれて

いる．気候的な有利な要因と，石油，天然ガス，風力

発電などのエネルギー資源にも恵まれており，温室の

構造はクローズドシステム（密閉型）を構築し，－温

室の規模が10,000㎡を超す大型温室で，内部は暖房シ

ステムが徹底して整備されている．表１に示した沖縄

とヨーロッパ各国の月別平均気温の比較を見ると，ヨー

ロッパの夏秋期は沖縄の冬春期の気温分布に類似して

おり，ヨーロッパの夏は暑くないという気候特性が養

液栽培の最大な武器と言えそうである．すなわち，長

期暖房（11月から６月）による温室環境の安定化，温

室規模の大型化，有害生物の侵入防止，天敵昆虫の利

用などが可能になるからである．温室の換気が夏の僅

か10日程度というヨーロッパと，半年以上も換気が不

可欠という沖縄の差は予想を超えるものであった．

1．ヨーロッパと沖縄の栽培環境

ヨーロッパ各国は，緯度的に我が国と比べるとかな

り北位に位置し，イタリアのローマが北海道，イギリ

表１．ヨーロッパ各国と沖縄の月別平均気温（℃）
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２．オランダの施設園芸

オランダの温室は，コンピューターなどを駆使した

高度な生産施設を具備したものが殆んどで，ここ数年

会社経営的な組織化が進んでいる．表２のとおり，温

室の総面積は10,mhaで，その内野菜温室が4,500ha，

切り花温室4,200ha，鉢物等が1,300haである．

菜が90％以上養液栽培によって生産されている．我が

国の養液栽培の占有率が全ての野菜で１％以下である

ことと比較して，オランダの養液栽培の普及率の高さ

には驚かされるばかりであった．オランダの養液栽培

の手法は，固形培地耕が殆んどで，特にロックウール

栽培は多くの野菜に使用されており，汎用性が大きく，

取扱いが簡便で，生育が安定しているとのことであっ

た．しかし，使用後の処理，再利用のコストの面で問

題もあり，軽石，ポリウレタン，ハイドロポール，コ

コヤシ，ピートモス，パーライトの培地も使われはじ

めていた．

表５は，オランダにおけるトマトの単位面積当りの

収量の年次別推移である．1980年には17.9tonであった

反収が，１０年後の1990年には37.4tonで２倍強，我々が

視察した1996年はどこの栽培農家でも60tonは容易な目

標であると自信ありの説明であった．トマトの反収が

著しく増加した要因として，①多収性品種の育成，②

養液栽培の導入，③原水の浄化装置の開発，④試験研

究機関の成果と農家の導入体制の連係，⑤培養液，病

害虫のチェックと処方の徹底，⑥温室構造の改良，⑦

生物利用（天敵，交配）などに国をあげて取り組んだ

ことが挙げられる．

したがって，オランダの生産農家はどの地域を見て

も，温室構造，栽培マニュアル，単収，品質，規格が

表２．オランダの温室面積（ha）

全面積10,000 野菜

切り花

鉢物他

4,500

4,200

1,300

表３は，オランダにおける野菜の作目別の温室栽培

面積の推移である．最も多い作目はトマトで，ピーマ

ン（パプリカを含む)，ラディシュ，キュウリ，レタス，

ナスなどが温室栽培の品目となっている．ここ数年，

トマトの多様化が進み，大きさ，色，房つきトマトな

どが増え，ドイツはじめ我が国への輸出品目として期

待されている．

表４は，各作目ごとの栽培面積と養液栽培の占有率

の資料である．マメ類の50％を除いて，トマト90％，

ピーマン95％，キュウリ90％，ナス95％と殆んどの野

表３．野菜の作目別温室栽培面積（ha）の推移
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表４．饗液栽培の各作目別面積と占有率

作目栽培面積(ha）占有率％ 培地面積（ha）

トマト

ピーマン

キュウリ

ナス

マメ

バラ

ガーベラ

カーネーション

ァンスリウム

オーキッド(ラン）

その他（花）

1,000

７５０

５６０

７５

２５

５４０

１６０

４０

７５

１８０

２００
帥
妬
帥
鮖
別
帥
別
別
Ⅱ
Ⅱ
１
１

ロックウール

軽石

ポリウレタン

ハイドロポール

ロックウール

ハイドロポール

ココピート

パーライト

５

０
５
５
３
０
０
０
２

０
３
２
蛸
５
６

７

栽培作物全体の培地構成

ロックウール３，OOOha、ビート1,300ha、その他400hａ

表５．トマトの単位面積当たりの収量の推移

年度１９８０ 1993年1985 1990 1992

収量１７９ 39.040.6kg／㎡(トン／10a）260 37.4

ほぼ揃っており，オランダ全体がまさに一戸の栽培農

家だという印象を強くした.

しかし，このような単収の著しい増加，生産技術の

改善などの一方に，新たな問題も発生している．その

理由として，販売価格の低迷，環境問題，人件費，生

産コストの高騰，イタリア,スペインなどとの販売競

争などが挙げられる．現在のところ温室総面積はlqOOO

haでほぼ安定しているが，農家数の減少と￣戸当りの

洞宝而積の拡大は続いているが，環境負荷などを考慮

して，従来の一局集中栽培地域から，他の地域への広

域分散型へ移向する傾向にあるとのことだった.

園芸分野にする．②土壌から切り離された閉鎖系（Clo

sedSystem）での作物生産．③表面水（河川，池，海

など）や，地下水への硝酸とリン酸の侵出の50％以上

の削減,④化学農薬の利用の50％削減と土壌の消毒剤

利用の75%削減⑤エネルギー効率の50％向上．⑥炭

酸ガス発生の５％削減．これらのプログラムは1990年

に発表され，現在のところ目標値の70％は既に達成さ

れているとのことであった．このプログラムの背景に

は，オランダ国民はヨーロッパ諸国に中でも環境保全

に対する関心が最も敏感で，クリーンな環境で生産さ

れた農産物が結果的には最も高い評価を受け，国際的

な競争力が得られると言う思惑があるからである．

３．オランダの環境保全計画

オランダ政府は，西暦2,Ⅲ年までに達成すべき環境

影響の削減に関する様々なプログラムを発表し，その

実現に向けて関係機関の総力を挙げて取り組んでいる．

NationalEnviromentalPolicyPlanと，Multi-Year

CropProtectionPlanは施設栽培に対して次の規準

値を設定した．①安全で持続的であり，競争力のある

４．天敵利用の現状

生産性の向上と環境汚染は相反する関係が多く見ら

れる．生産性の向上のために肥料，農薬，エネルギー

などの投入が多くなり，その結果，地下水，河川，海

水への硝酸塩汚染，農薬の残留，土壌汚染などが問題

になってきた．そこで，オランダ政府は1990年に作物
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保護の長期計画を策定し，農薬の使用量を大幅に削減

することを宣言した．（前述の環境保全プログラム）そ

の計画の中で，天敵利用の研究開発は農薬の使用量を

削減可能な手段として位置付け，世界各国から必要な

天敵を精力的に収集することになった．一方では収集

された天敵の効果が発揮できる温室環境の安定化につ

いても取り組み，密閉型，半密閉型の温室システムが

その実用化に大きく寄与することが判断された．関係

機関の説明によると，天敵利用のメリットは，①作物

への薬害が皆無である．②環境汚染を発生させない．

③栽培者への危険性がない．④生産物への農薬残留が

ない．⑤交配作業の省力化，品質向上．などを挙げて

いる．一方，天敵利用で心配される大きな問題は，新

たな害虫の侵入に対する対応が困難であり，他の害虫

に対する防除に農薬の使用ができないことなどが挙げ

られる．天敵利用の実用化，農家に導入される前提と

して，－種類の害虫対策だけではなく，発生する病害

虫全体に対する総合的な対応策が必要で，天敵の種類

を増やすことと同時に，天敵が共存できる選択性薬剤

の開発も重要である．

オランダで実用化されている天敵昆虫は，コナジラ

ミに対してオンシツツヤコバチ，マメハモグリバエに

対してコマユパチやヒメコバチ等，ミカンキイロアザ

ミウマに対してパーケライブリダニ，ククメリスカブ

リダニ，ヒメハナカメムシ等，アブラムシ対策にアブ

ラバチとシヨクガタマバエ，ヒメハナカメムシが利用

されており，オランダの施設栽培のピーマンは99％が

チリカブリダニの利用を行なっている．新たな天敵の

探索，増殖法，管理，供給，環境などについても研究

機関，企業の取り組みは現在も続けられており，天敵

利用をはじめ天敵の国外販売に向けての取り組みも活

発であった．

ルは玄武岩，鉄炉さい等を1,800℃の高温処理して繊維

化した培地で，化学的に不活性で，水と空気を適当な

割合で保持することができ，根の伸長も容易で優れた

培地として我が国でも広く普及されている．トマトに

使用されているロックウールの形状は，幅15～20cm，

厚さ５～7.5cm，長さ1.2ｍ～2.0ｍの整形マット状で白

色，銀色フィルムで披覆され，培養液は点滴方式で各

株元にドリッパーから注入される．

点滴マイクロチューブ

アルミフォイルカパー

プラスチック容器

培地（ロックウール）

排液回収容器

培養液チューブ

/／／／／／／／／/／／
図１．ロックウール栽培装置

我々が視察した生産農家の（シャーク・クロート氏）

もトマトのロックウール栽培で収穫のピーク時にあり，

その経営状況は以下のとおりであった．

経営面積は18,000＋,品種は中玉の１果重が100～150

g程度のレビドという品種であった．スタッフは父親と

息子の２人と７人の雇用であった．作型は11月上旬に

播種した本葉４～５枚の苗を種苗業者から購入し，１２

月上旬に定植する．収穫は３月上旬より11月中旬まで

続けられ，次作の植付準備や前作の後片づけのために

作物が栽培されていない期間は１年のうち僅か10日程

度である．中玉トマトの着果数は１果房当り９～10果

で，１株当り36段果房で約360果の着果数である．１株

当りの収穫量は60で10a当り換算すると60tonになる．

温室の披覆はガラス張りで，間口が6.4m，棟高4.5ｍ程

度の屋根式で縦100m，横180ｍの大型温室で，内部に

は運搬用の車道が中央に設けられていた．トマトの誘

５．トマトのロックウール栽培

オランダの野菜栽培の殆んどが養液栽培である．養

液栽培の主流は図１に示したタイプのロックウール培

地を使用したバッグカルチャー方式である．ロックウー
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引はハイワイヤー方式と呼ばれる高さ3.3ｍの天井まで

タコ糸で吊し，トマトの生長点がワイヤーまで伸長す

ると茎を順次吊り下す．肥料は液状の単肥を使用し，

７個のタンクを設置し単肥配合で排液を回収して再利

用する循環式であった．循環式で問題にろ病害対策と

してバイオフィルターろ過装置を使用していた．バイ

オフィルターは砂ろ過装置の－種で，火山れきを砕い

た粘土状の材料を用い，微生物の活性を高め，病原菌

の増殖を抑制する．とメーカーのスタッフは説明して

いた膨大な数になる花の交配は，全てマルハナパチ

と呼ばれる受粉専用のハチを使用し，ハチ専門の業者

がハチの供給，管理，受粉チェックを担当していた．

オランダ，イギリスで我々が視察した栽培農家の栽培

様式は表６のとおりである．

0％，民間企業の負担が50％となっており，財政の半分

が人件費で占められている．ＩMAG内の各機関，各分

野，研究者間の情報交換，協力体制は頻繁に行なわれ，

IMAGでの基礎研究の成果は農業試験場，民間企業へ

とスムーズに伝達されている．

我々の視察に対応して意見交換会が催され，現在取

り組んでいる研究について1o名ほどのスタッフがその

紹介をしてくれた．その概要と研究のテーマは以下の

とおりである．

(1)園芸農業における労働について(ブリエリンク氏）

オランダの農業従事者は，どの分野においても減少

傾向にあるが，園芸分野では規模拡大により栽培面積

は増加してきた．施設園芸では雇用を前提とした大規

模化が進められてきたが，トマトなどの施設園芸では

農家数，従事者数，生産額も減少傾向にある．一部の

生産者は企業的な経営で成功し，より大規模生産へと

取り組んでいる．これまでの経営は品質や収量を重視

したものであったが，雇用労働が増加したことによっ

て，労働環境の改善が必要になってきた，重労働，単

調，高温条件などの労働環境について労働者からの不

満が出ており，さらに労働者の50％は首，肩，腰など

に肉体的な問題を訴えている．人間工学の観点から労

働負荷を軽減するハイテク技術を開発する必要があり，

そのために温室環境制御，機械化，コンピューター化，

６．国立農業環境工学研究所（IMAG-DLO）の活動状

況

ＩＭＡＧは，アムステルダムの南東，約80kmのワーゲ

ニンゲンという町にあり，オランダ唯一の農家大学を

はじめ，農業関係の研究機関，１２機関が集中している

ところである．ここでは，農業，水産業，畜産業に関

する基礎研究を行なっており，最近になって環境に対

する世論の高まりに伴って環境に関する研究分野も加

わった．ＩMAGの財政は，年間21億円で，国の負担が５

表６．栽培農家の栽培様式、収量

作目国名農家面積(㎡）培地収量(／㎡）定植収穫期間害虫防除交配培養液殺菌

700本(中Ⅲ蝋）

６０kｇ

２７kｇ

６１kｇ

３８kｇ

４５～50ｋｇ

125個

５５～60kｇ

３１kｇ

ケミカル

天敵

天敵

天敵

ケミカル

天敵

ケミカル

天敵

天敵

サンドフィルター

パイオフィノレター

バイオフィルター

熱殺菌

オゾン殺菌

なし

なし

芯し

なし

オランダ

オランダ

オランダ

オランダ

オランダ

イギリス

イギリス

イギリス

イギリス

RWCココピート

ＲＷ

ＲＷ

ＲＷ

ＲＷ

ＮＦＴ

ＮＦＴ

ＲＷ

ＲＷ

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ

10.000

18.000

35.000

25.000

12.000

140.000

40.000

45.0Ⅱ

130.000

バラ

トマト

ピーマン

トマト

ナス

トマト

レタス

トマト

ピーマン

ﾏルハナバチ

ﾜ

マルハナバチ

バイヤーバチ

マルハナバチ

12.43.2～11.20

3.15～11末

2上～11上

3末～11下

1２１０

１２

１２

2上～11上

3～

マルハナバチ

マルハナバチ

12.1

12上
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ロポットイヒについて研究に取り組んでいる．また雇用

主の経営的な問題によるストレスなどを含めたメンタ

ルストレスの対応も必要に迫まられている．

(2)農作業ロボット化への展望（カンパース氏）

オランダの労働賃金はECの中でも高く，特に農業は

他分野に比べて労働条件が悪い．そのため，労働者の

定着が悪く，大規模経営には作業の機械化が重要な課

題となっている．ロボット化に向けてのRentability，

作業の効率化作業環境の改善，作業精度の向上など

の課題があると指摘し，例えば，人間の手作業の順序

を，視覚（対象物の位置，大きさ，硬さ，色)，腕の移

動（上げる，下げる，曲げる)，指の動き（握る，掴む，

移動）などの構成要素とその分析，そのためのシュミ

レーションについて研究している．ロボット化は可能

であるが，終局的には経済性の有無がポイントになり，

現在のところ乳牛の搾乳については実用化している．

目下，収穫ロボットの開発が大きな目標であるが，局

所的な薬剤散布，茎葉除去，除草，定植など農業全般

にわたって実用可能なロボット化が必要である．

以下は，各研究者が現在取り組んでいる研究テーマ

である．

（３）トマトの収穫ロボットの経済性について(オース

氏）

(4)温室内環境とエネルギーについて（ベーカー氏）

(5)培養液の消毒法について（ルニア氏）

(6)培養液の計測と制御（ジェリング氏）

(7)緩流砂ろ過装置について（オース氏）

(8)蒸散量，培養液温度とトマトの品質について（ス

タンジェリニ氏）

おわりに

作物栽培の基本は，「適地適作｣，「適期適作」と言わ

れている．我が国は，四季の区分がはっきりしていて，

季節の野菜，旬の野菜が重宝されている.また，北海

道から沖縄に至るまで，日本列島の地域特性を生かし

た地方野菜，在来野菜が保存されて，季節の味，地方

の味という食文化の歴史を築きあげてきた．ところが，

昨今の野菜は，洋の東西を越えて多種多様で季節に関

係なく大量に出回っている．新野菜の出現，新技術の

開発，輸送手段の画期的な発達によって野菜は地球的

な物流の対象品目となった．今回のヨーロッパ視察で

も，オランダは日本を野菜の輸出国として高い関心を

示し，我々との意見交換にも積極的であった．今回の

ヨーロッパの養液栽培視察で痛感したことは，沖縄，

国内の範囲で考えていた「適地，適作」「適期，適作」

の概念は，地球規模に既に拡大されていることであっ

た．このような状況下で沖縄の野菜生産は，依然とし

て高温障害，高賃金，高地価，後継者不足などの問題

が残されている．これらの問題解決の一つとして，養

液栽培の導入も大きな手段として考えられる．人工的，

科学的な「適地適作｣，「適期適作」の創造，即ち，野

菜に適合した栽培環境，培地，肥料条件の技術体系が

確立されれば沖縄も野菜生産の適地に成り得るものと

信じている．

夏秋期の高温障害は，夜間温度と根圏温度を20°Ｃ程

度に維持できれば容易に野菜生産が可能になる．部分

的なスペースと時間の冷却によってそれは可能だと考

えている．ヨーロッパや本土のような暖房を前提とし

た栽培技術ではなく，暑い沖縄，東南アジアにとって

今必要な技術は，養液栽培による夜間と培地の部分冷

却の技術確立ではないかと考えている．
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図１．－棟で100ｍ以上も続くオランダの野菜栽培用温室

図２．１MAGの温室環境制御装置

図３．ナスのロックウール栽培

図４．レタスのNFT（薄膜水耕）栽培

..､や,ＣＱ

図６．バックカルチャー方式によるトマトのロックウール栽培図５．トマトのハイワイヤー方式による栽培
（高さ3.5ｍの先端をひもで吊す）


