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要旨 

 日本の高齢化・少子化による労働力減少と内需縮小に対して，国内の野菜をはじめとする施設園芸生産と関連

産業を持続的に発展させていくために，ICT 導入などのスマート化をどのように進めたら良いのか．将来につい

て考える議論の契機を提供してみたい．まず，オランダの施設園芸と，日本の施設園芸の現状を比較して，日本

の施設園芸の特徴を考察した．その結果，日本の施設園芸に特徴的な中小規模施設こそ，スマート化が期待でき

る根拠として，機器の低コスト化，立地環境の違い，および，リニューアルの必要性の 3 点を提示した．そして，

中小規模施設のスマート化の課題として，設備の設置と点検保守コストの軽減と，収益増に直結する使いこなし

技術の習得をあげた． 後に，今後の発展が期待されるスマート化研究の方向性として，日本各地の地域気象環

境資源を活かして植物生産の価値を一層高めるための環境増幅装置としての施設を有効に機能させる方法論と，

生産と高単価販売を結びつける仕組みの確立が望まれる． 
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はじめに 

 

畜舎と並んで，温室・ハウスという半閉鎖型施設を用

いて，集約的な植物生産を達成する施設園芸においては，

自然任せであった植物の成育環境を比較的自由に制御で

きる可能性を持つ．農耕の歴史からすれば浅いが，世界

ではローマ時代から(関山 2003)，日本では中国から伝来

した唐むろを改良して慶長年間から(平野 2010)，野菜の

施設生産が始まった．やがて，明治時代のガラス温室導

入，終戦後のアメリカ軍の進駐による養液栽培導入，1950

年代のプラスチックフィルムの導入，そして，1960～80

年代初頭の環境制御法の研究と，オイルショックに対応

した省エネ研究など，様々な技術の開発・導入がなされ

た．1980 年代になると，マイクロコンピュータを利用し

た環境制御システムが生産現場に導入され(星ら 2016)，

施設園芸生産のスマート化が始まった．1980 年代には世

界一の規模と呼ばれた日本の施設園芸は，1999 年に設置

面積 53,517 ha のピークを迎えた後，減少の一途を辿り，

現在は約 4.3 万 ha になり(農水省生産局 2018)，中国，韓

国に次ぐ第三位の設置面積になってしまった．さらに，

トマトの量的生産性では，トップのオランダに倍以上の

差を付けられてしまっている(Heuvelink 2012)． 

日本の高齢化・少子化による労働力減少と内需縮小に

対して，国内の野菜をはじめとする施設園芸生産と関連

産業を持続的に発展させていくために，ICT 導入などの

スマート化をどのように進めたら良いのか．将来につい

て考える議論の契機を提供したい． 

 

日本の施設園芸の特徴 

 

日本の多くの政治家・施設園芸研究者や技術者が将来

像としてお手本にするオランダの施設園芸と，日本の施

設園芸の現状を比較して，日本の施設園芸の特徴を考え

てみる． 

図 1 を眺めると，ICT のメインフレームとクラウドの

ような対比である．日本の園芸施設の法定耐用年数は 14

年であり，湿雪・台風に対応するため耐雪・耐風能力が

高く，メッキ等の耐腐食性も高く設計されているので，

耐久性が高く，比較的長く使用に耐える．成功した日本

の農家は，規模拡大するのに施設を建替えたりせず，同

じような規模の施設を隣や離散した農地に増築したり，

放棄施設を入手し，既存の施設と併用する．このため，



日本の施設 1 棟当たりの平均面積は 0.0549 ha である(農

水省生産局 2018，以降の統計数値は同文献なので引用省

略)．ピークの 1999 年に 0.0454 ha だったので，17 年間

で約 2 割の増加である．総面積は減っても施設の大型化

は進んでいない．また，1 農家あたりの平均施設面積は，

0.2456 ha である．次に，両国の関連事項の比較を表 1 に

示した．特に注目したいのは，施設トマトでは労働時間

当たりの所得がオランダとほぼ変わらないことである．

莫大な投資をしてオランダ型の施設生産に転換できたと

して，農家は果たして幸福になれるのであろうか． 

 

 

図 1 日本とオランダの園芸団地の航空写真での比較 

 

表 1 日本とオランダの関連事項の定量的比較 

項目 日本：オランダ

人口 8：1

農業経営数 23：1

施設園芸経営数 56：1

全施設面積 5：1

1経営あたり施設面積 1：12

大玉トマト平均取引単価 2.5：1

施設トマト反収 1：5

施設トマト時間労働当たり所得 1：1  

 

 

図 2 約 0.1 ha のハウスに導入されている環境制御盤の

代表例 

スマート化をはじめとする高度技術の面積ベースの導

入率は，ICT を使った高度環境制御装置が 2.47%，養液

栽培装置が 4.64%，CO2 施用が 3.26%である．暖房機の

導入が 40%で，6 割の施設は無暖房で，換気，保温，潅

水が主要な環境制御項目である．平均施設面積の倍程度

の 0.1 ha (1 反)の施設でも，図 2 の 24 時間タイマーと切

り替えスイッチが設置されている程度が普通である．も

ちろん ICT はほとんど導入されていない． 
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図 3 日本の施設の年間新築面積と高度環境制御システ

ムの導入面積の推移 (星ら 2016 に加筆) 

 

新設の施設面積は年々減少し，高度環境制御システム

の導入率も頭打ち傾向である(図 3)．2016 年の新設施設

は，487.4 ha y-1で，施設面積で除すると 88.7 年になり，

今後も施設面積の急激な減少は続くと考える．1 ha 以上

の施設には，高度環境制御システムの導入などのスマー

ト化は必須であるし，欧米製のシステムが既に導入され

ている．大規模施設対象の新たなスマート化研究は，効

果逓減則が強く働いて改善の余地が比較的小さいし，大

規模施設が少ない日本の施設園芸生産へのインパクトも

小さくなる．その一方で，日本の施設植物生産の中核を

担っている面積 0.1～0.25 ha 程度の施設は，スマート化

の恩恵を受けていないし，きわめて大きな「伸びしろ」

が今後期待できるのである． 

 

中小規模施設にスマート化が期待できる背景 

 

 日本の施設園芸に特徴的な中小規模施設こそ，スマー

ト化が期待できる背景として，次の 3 つが考えられる．

第一に，これまでは，経営的にスマート化できる規模ま

で施設を大きくする必要があった．ところが，センサな

どのハードウェアコストが大幅に低下した．例えば，病

害発生や蒸散のコントロールに不可欠な温湿度センサは，

価格が 15年前の 50分の 1になり，小型・高性能化した(図

4)．欧米製の 1 ha 超の高度環境制御が可能なシステムの

導入コストは，おおよそ 500～1,000 万円である．センサ

ほどではないが，仮に 1/10 のコスト，すなわち 50～100

万円程度で中小規模施設に導入可能とする．0.2～0.3 ha



規模の施設野菜作農家の平均年間農業粗収益は 756 万円

であった(営農類型別経営統計，2014)．汎用コンピュー

タ基板等を用いた 60～98 万円の低コスト高度環境制御

装置を導入して，高度 CO2施用，変温管理，飽差制御な

どを実施すると， 低でも，収益性の 10%向上，消費化

石エネルギの10%節約が実証されている(UECSスマート

施設園芸実証研究コンソーシアム 2017)．低コスト装置

とはいえ 7 年程度の耐用年数があり，1 割の増収でも僅

か 1～2 年間で導入コストを償却できてしまう．ICT のコ

スパ改革により，大規模施設のみのものだった生産性の

改善が中小規模施設で可能になるという，ダウンサイジ

ングの道がまさに拓かれようとしている． 

 

 
図 4 千円を切る温湿度センサ(目盛りは 1 mm) 

 

第二に，我が国の気候・気象条件による大きな病虫害

発生リスクと，平坦地の少ない立地条件のため，単一空

間の大規模周年連続生産施設より，中小規模離散施設の

多棟集合体の方が現実的という事情である．実際，国内

の多くの単一空間大規模周年生産施設は，慢性的な病虫

害の発生に悩まされている．そして，一旦発生すると周

年生産作物を除去して生産が完全中断する根絶防除は損

失が大きくて困難である．天敵などのコスト増大を招く

IPS という複雑な方法に頼るしかない．中小規模多棟分

散施設ならば，1 棟の根絶防除も現実的な選択肢になる

し，棟単位で病虫害リスク程度の異なる，品種・作型と

組み合わせるリスク分散も容易である． 

また，1 棟の施設面積が大きくなるほど，土地の制約

から，建設コストが安く作業の効率的な整形の施設建設

がしにくくなる．中小規模施設の集合体であれば，中小

規模施設向けのスマート化の積み上げで対応できるし，

小規模多棟の日本だからこそ，スマート化機器の多ロッ

ト製造ニーズが生まれ，量産効果が発揮できる．そして，

機器の一層の低コスト・高性能化により，さらに小規模

施設に導入が進むという，正のスパイラルになる． 

第三に，施設植物生産物の需要展望が頭打ちか衰退傾

向なので，大規模施設への建設投資は不活発である．そ

の結果，大規模化が急速に進みにくく，長い年月をかけ

て徐々に大規模施設に置き換わっていくのではないか．

その長い遷移期間に生産を支えている中小規模施設への

手当てを怠れば，日本の施設園芸生産自体がさらに衰退

してしまう危険が大きい．2018 年の農水省の調査による

と，日本の農家の 43.5%が 65 歳以上である．これらの方

が 1 年でも長く施設生産を続けていただくため，また，

新規就農者が 1 名でも増える魅力ある職場を作るために

は，既存の中小規模施設のリニューアルが喫緊の課題で

はないだろうか．朝晩の換気窓の開け閉め労働，悪環境

の自動報知で離散施設の見回り労働などからの解放など，

スマート化による既存中小施設のリニューアルで，農家

が軽労化による労働の適正化や経営規模拡大の希望を持

つことができれば，「もう少し頑張るか」，になる． 

 

中小規模施設スマート化の課題 

 

1 施設だけで潤沢な導入・維持管理コストが期待でき

る大規模施設スマート化と比較して，中小規模施設のス

マート化の課題について以下では述べる． 

これまでのスマート化機器の設置は，業者がすべて行

ってきた．また，保守点検のコストも導入コストの中に

含まれていることもあって，業者に電話するだけで出張

費等の経費負担をせずに対応してもらえることも多かっ

た．しかし，中小規模の施設で償却可能にするため，限

界まで低コスト化した機器には，それらの余裕はない．

そこで，機器の取り付けは DIY できる工夫が必要になる．

一歩進み，機器を完成品ではなく組み立てキットで導入

することも視野に入れる．また，保守点検についても，

機器の分解やセンサ・コンピュータ基板の接続を簡単な

仕組みにして，ネット通販等から部品を購入して自分で

交換・修理できる手段を提供する．「農家にこのようなこ

とを要求するのは難しいのでは」と，当初思われたが，

UECS プラットホームを用いた環境計測制御システムの

自作本(中野ら 2018)を出版したところ，予想以上に好評

であり，自作派農家の勝手連的 SNS が立ち上がったりし

ている．これまでも，日本の中小規模農家は，ハウスや

作業機などを自分で組立・設置・修理をしてきたので，

スマート化機器についても，わかりやすい情報提供を行

えば，ハードルは高くは無いのである． 

オランダの施設園芸では，フェンロ―温室，ハイワイ

ヤートマト生産方式のプラットホームがある．これに対

して，日本の中小規模施設は，施設構造，栽培装置，作

型など，作物をトマトに限定しても千差万別である．さ

らに，日本列島は，南北に長く，また，標高による気候

差が大きく，モンスーンによる地域の気象差も大きい．

スマート化機器の初期値設定のままで，増益する成功確

率は低い．そこで，様々な情報を見える化し，それによ

って生産法の改善を行う PDCA サイクルを回して，各自

の 適な生産法のためのアルゴリズムや設定を定める能



力が必要になる．このような機器の使いこなし技術を高

めるには，環境工学，植物生理学，情報工学の素養が必

要になる．このような教育を効果的にできる教材や教育

人材育成が重要であると考える．さらに，施設スマート

ファーマーのような資格認定制度も効果的ではないか． 

 

施設生産スマート化の展望 

 

人工光植物工場ではない温室やハウスの中の環境を自

由自在に制御できるというのは，植物生産業という経済

活動の観点からは幻想にすぎない．売上の面積単価を考

えれば，薄い被覆材で隔てられた外気象環境の影響を，

少しのコストで緩和するのが限界と考えるべきだ．むし

ろ，こんな制約条件を認めながら，日本各地の地域気象

環境資源を活かして地域植物生産の価値を一層高める環

境増幅装置と位置付けるべきである．地球の自転・公転

に伴い，環境は原則として，一日間・一年間で周期的に

変化する．しかし，地形による局地気象的なオフセット

がそれに加わり，そして気象変動・気候変動の複雑なば

らつきが加わる．外部の環境を活かし，内部を植物生産

に良好な環境にし続けるためにタイマーだけでは困難で，

室外環境の変化の予測とそれに適応した室内環境の補正

という作業を休みなく頻繁に繰り返す必要がある．これ

をどう巧みに行うかが，農業情報学を活用した施設環境

のスマート化研究が今後検討すべき道の一つであろう． 

一方，食べ物が二倍あっても，同じものなら値段の安

い方を，値段が同じなら美味しい方を，どちらかひとつ

分しか買わないという現実を認識することが重要である．

もちろん，ブランドや安心という要因も考慮する必要は

あるが，それらは副次的なものである．近年の施設植物

生産の研究方向性は，戦後の食糧不足の過大需要期のよ

うな，質より量という評価基準に偏重しているように見

える．量を評価基準にしてしまうとコモディティ化によ

る価格競争が激化し，豊作貧乏・需要争奪戦になる危険

性が高い．需要の右肩上がりがほぼ無い今の時代にこれ

一本では陳腐過ぎないか．日本を訪問したオランダの研

究者が，「日本は施設で量を気にせずに美味しい野菜を作

れてうらやましい」と言っていたそうである．これを皮

肉ととらえて頑張らないと，日本の施設園芸は滅んでし

まうのだろうか．18 歳人口減少下で日本の大学が学生を

確保する戦略も同じようなジレンマを抱えていて，同じ

悪魔の囁きがある．施設園芸戦略の他山の石とすべきか． 

流通・消費側に意見聴取すれば，施設生産物を周年安

定供給する要望は強いと思う．しかし，仮にそのような

生産が実現したとして，露地物のほうが低価格で品質も

良い時期に，高価格で買い続ける契約を施設の償却年限

まで永続的にしてくれるであろうか．農家のためのスマ

ート化を考える場合は，収量より単価が大きくなること

をゴールにすべきである．これは，気象変動・気候変動

と同様に，需要・単価動向の予測と，それに向けた生産

計画の補正という作業を休みなく繰り返す必要がある．

タイムラグを超えて生産と高単価販売を結びつけるうま

い仕掛け(ソフトウェア)を作ることも，農家が幸福にな

るスマート化研究の方向性であると思う． 

以上述べた，将来のスマート化を進展させるために重

要な予測・修正(学習)を行うモデルに，近年発達の激し

い深層学習などの，いわゆる今どきの AI の活用をとて

も期待している． 

 

おわりに 

 

江戸時代には倹約令で弾圧され，オイルショックの時

代には「油漬けのトマト」と揶揄されてきた施設生産で

はあるが，初物を一足早く食べたり，施設でしかできな

い美味しい野菜を食べたり，生鮮野菜の少ない時期にビ

タミンやミネラルの補給源になったりと，国民に夢・元

気・健康をもたらす価値が支持されたからこそ，生き残

ってきたのではないか．中小規模施設で地域の野菜生産

を支えている農家に，「これなら頑張っていける」と，元

気と勇気を与えるようなスマート化研究を推進したい． 
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