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低炭素社会に適合した施設生産の CO2施用技術

炉ムー・

女

1) CO2施用技術の導入状況

CO2は光合成の原料であり，植物に施用すること

によりその生産性を向上させることは古くから知

られ，オランダなどの施設生産においては標準技術

として導入されている.一方，日本での導入実績は

1983年の994haをピークに 1989年まで減少した(図

1).その理由としては，①正しい利用法が十分に理

解されていなかったため施用効果が安定しなかっ

た.②一部で粗悪な燃焼器具が販売され，有毒ガス

が発生する等の障害が発生したこと(大須賀 2003)

などが考えられる.その後，施設内における普及割

合は 1997年には1.47%まで落ち込んだが， 2007年

では 2.71%にまで回復している.本来，効果がある

手法であるので，上記のような問題が一部解決され

復活の兆しがある.しかし，施用法については相変

わらず未解明の部分が多い.現在得られつつある環

境制御による CO2施用技術に関する研究成果が速

やかに現場に適用されれば増収技術としてより一

層の普及が期待できる(池田ら 2009). 

2) CO2施用技術の展望

施設生産は典型的な集約農業であり，エネノレギー

東赫 **中野明正木.

生脱石油，〔キーワード):低炭素，有機物利用，

産効率. CO2施用

1. CO2施用技術の位置づ、!t

(1) CO2をめぐる社会的背景

2009年 9月 22日，鳩山首相(当時)は国連の気

候変動首脳会合で演説し 2020年までに温室効果ガ

スを 1990年比で 25%削減する新たな日本の中期目

標を表明した.今後，日本がリーダーシップをとる

ことが求められるようになり， CO2を排出する産業

についてはより一層厳しい目が向けられる.その抑

制において「農業は食料生産の産業だから」といっ

て特別扱いされることはないだろう.実際，生産の

過程で大気中に排出される CO2の量をカーボン

フットプリント (CFP) として表示した商品が登場

し始めた(日本農業新聞 2010). CO2に関連した流

れに呼応し，これを指標とした生産物評価が広がり

つつある.

本稿ではこのような社会状況を踏まえ，集約的な

生産体系である施設生産における CO2について，生

産資材としての利用技術の現状と展望を述べる.

(2)施設生産における CO2施用導入状況と展望
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や資源、を集中投資して，高品質ーな農産物を生産する

戦|絡を採ってきた.エネルギーや資源、の高騰などの

社会的な影響を受けつつも，低コスト化，効率化技

術により最近まではその面積を拡大させつつ生産

分野を維持してきた(隠1).しかし施設生産面積自

体は 2000年を境に減少基調に入った.この状況を

打破するために，より高度な養液栽培などの技術導

入が植物工場などの普及とあいまって椴加傾向に

ある.現在仔われている取り組みが施設生産面積の

増加に効果があったか否かは，数年を経て評価され

ることになる.

一般に， 1被物工場と称する高度な環境縦御が行わ

れる施設においては，環境はより閉鎖的に制御され

る(古在 2009).そのため， CO2施用技術も再評価

されているこの領域から普及する可能性が高い.例

えば，青森県など気象環境から栽培施設を濡鎖的に

管理できる環境下で，トリジェネレーション施設を

併設したミニパラ生産では，C02J応用に伴う土脅威効

果は顕著であり，導入前(慣行技術)の1.7倍に精

力日する可能d主がある(中野ら 2010b). C02s長沼は

特に高度な施設生産においては実用的にも

i践に極めて有効な技術であるが， CO2削減，持続的

生産としづ世界の流れにおいては，単純に化石燃料

を;燃やして得られた CO2により増収を図るような

ほi式での普及には抵抗がある.

生産システムを高度化するにはより多くのエネ

ルギーや資源、の投入が必要となるのが一般的であ

るが，その生産効率を向上させることをもっと問題

にするべきであろう(池間 2010).飛~ri!的な高効率

化により投入エネルギー・コスト当たりの生産量を

増加させる技術として COっ1応用を組み込んで発股

200 1 

去三 150 

させる必婆がある.また， COっ源を化石燃料に由来

しない持続的な資源、に代務する技術も伺特に提示

しなければならない.

2.必要とされる施設生産技術

(1)効率的な施用技術の確立

1)基盤となる知克

CO2 )j信用は野菜全般にわたって生育促進効果が

認められるが，品協により異なる(罰 2).また，現

在，栽培されている品種などの劉別事例に関しては

極めて情報が限られている.今後の C021応用技術の

普及に向けては，実規模で実際に使沼されている品

穣において CO2施尽の効果が定最化されることが

必須である.

また，COヮ施用の効果は環境により大きく異なる.

風速と湿度がキュウリの葉の光合成速度に及ぼす

(矢吹・宮)111970，図 3)がよく例として引か

れる.風が~~し、場合， CO2が葉の表面に補給されず，

COzが拡散で気孔内部に入る速震が低下し光合成

速度が低下することが:J:1E察できる.また温度も光合

成に大きく影響する.相対湿度 50%では，風速

50cm/secまでは光合成速度も上昇するが，それ以上

風速が速くなっても光合成速度は上昇しない.しか

し，相対湿度が 50%から 65%，80%と高くなるほ

ど光合成速慶も速くなり， l'討対湿度 80%では風速

100cm/secまで，光合成速度は速くなっている(鴎

3) .このように，風速や淑度といった環境要因の違

いが COつの吸収に影響を与える.また，お射も大き

く影響を与え，たとえば塁:天日は快晴臼の1/3

のCO2しか固定しないなどの結果もある.これらの

結果は，CO2の施用効果が生育環境により大きく異

なることを示すが，これらの成果を生産現場で具体

60 
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的に CO2施用の制御に応用するまでには至ってい

ない.やはり，実際の生産環境でどのような効果が

認められるのかという視点を盛り込んだ評価研究

が求められている.

2)日本の施設に適合した環境制御技術

わが国の施設園芸は規模が小さい.さらに，その

生産性は欧米のそれに比べると低い.これは大きく

環境調節技術と品種の違いに起因する.つまり，そ

の背後にあるメカニズムを解明し制御に応用する

ことによって飛躍的な生育促進や収量増加を実現

できる可能が秘められている.特に，欧米で高生産

性に必須とされる CO2施用効果は，日本の施設栽培

では不安定であり，石油価格高騰のリスクが完全に

払拭されない中，現状では投資効果の不安定な技術

としづ評価を免れない.かつて日本でも，日本型施

設環境に適合した CO2施用による基準が提示され

たが(表 1)，その後十分に改良されているとは言い

難い.今後は，①現在の品種に適合した基準，②高

軒高など新しい施設構造に適合した基準，③より合

理的な施用基準，④環境保全を目指す施用法などの

視点を取り入れた手法の開発が望まれる.さらに，

温湿度管理法を組合せた新しい技術の開発の必要

性が指摘され，光合成と炭水化物の転流を促進する

新しい複合環境調節技術開発に期待が高まってい

る(池田ら 2009).

3)炭素の動態に注目した高生産性施設環境調節技

術の開発

現在，農林水産省の新たな農林水産政策を推進す

る実用技術開発事業 iCの動態に注目した高生産性

施設環境調節技術の開発Jにおいて，生産技術へと

直結できる CO2施用法について研究開発が実施さ

れている.まず，葉からの CO2吸収を促進するため

には，施設内 CO2濃度の上昇と制御，葉面への効率

的な供給の他，特に気孔内への拡散が律速段階であ

るので，気孔を聞かせるための好適条件を解明する

必要がある.従来のわが国の施設環境調節は気温に

重点を置いたもので、あったが，それに湿度管理の方

法を加えることで，光合成の原料となる CO2の吸収

を促進できる可能性が高いことが示されつつある.

また，光合成と炭水化物の転流促進を実現する環

境・植物体管理法が開発されることで，大幅な生育

促進と収量増加が可能となることが期待できる.こ

のように，CO2の吸収や転流といった動態を詳細に

調べることから植物の特性や環境応答を理解し，増

収に結びつけようとする試みである.今後，中長期

的に見て，わが国の施設構造・環境に適した制御方

法が提案されると期待される.

(2)未利用資源の有効活用

1) CO2源とその評価

CO2施用の有効性も認められ，今後，新しい制御

方法や品種の開発により生産性の向上が見込まれ

る.しかし施用する CO2源をどこに求めるかという

ことは，将来の社会情勢に照らすと極めて重要な課

題となる.表 2は約 30年前に作成された資料であ

施用時期

表 1 施設トマト・キュウリ栽培における CO，施用基準(野菜茶試 1977)

越冬栽培では保温開始期以降，促成栽培では定植後30日頃からで，いずれも着果を見届けてか
ら行う.育苗中は施用しない.

施用時間 日の出後約30分から，換気するまでの2~3時間，換気をしない場合でも， 3~4時間で終了するi

晴天時 1000-1500ppm 

曇天時 500-1000ppm 

雨天時 施用しない

CO2を施用しない場合と同じく28~300Cで換気をする.

変温管理とし，転流促進時間帯 (4~5時間)を設ける.晴天時は，キュウリ 150C，トマト13 0Cとし，曇
天時はこれより下げる.呼吸抑制温度はキュウリ10

0C，トマト80Cとする.

CO2を施用するために密閉時間を長くして，多湿になるようなことは避ける.

特に多肥にするような必要はない.

やや控えめにし，CO2施用により茎葉が過繁茂になることを防ぐ.

堆肥が多く，土壌より大量のCO2が発生している施設では施用効果が少ない.施用に先立ち施設

内のCO2濃度を測定する必要がある.

当時の試験研究の結果や実際の使用例を参考に作成されたものである.

施用濃度

昼温

温度条件
夜温

一一一一
一

備考

(日本施設園芸協会(S58.10)fLPガス暖房の手引きJp74より)

語亀
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るが (1茨木 1983)，それ以降 CO2源について闘期的

な候補が新たに機発されたわけではない.価格は時

代により変わり，操作性や安全性などは技術開発で

改善されてはいるが，おおむね評価としては大きく

変わるものではない.有機質肥料については当時か

ら操作性についての問題点が指摘されてきたが，利

用の可能性は未だ高いといえる.

2)天然ガスによる CO2利用

実捺に CO2施肥が一般的に行われている事例を

紹介する(中野 2009).オランダの施設では CO2

施肥は室内の濃度が 650ppmになるように縦割され

ていた.ボイラーの稼働のみで 350kgCO/m2の放

出があるとされ，CO2は潤沢に供給される状況にあ

る • c02IIIJi用中も天主去をIf'yに閉鎖することはしてい

なかった(写真1).ロイヤル・夕、、ッチ・シェルは，

オランタ守のハーグに本拠を置く役界第2位の石油エ

ネルギー企業で、ある これら石油企業から排出され

るCO2を利用する場合もある.特に施設生産の盛ん

なウエストランドではこのような石油企業と施設

生産の連携が綿密に行われている.多くの場合天然

ガスの燃焼の方が安いので，こちらが選択されるの

が一般的である.

3)他産業から排出される CO2の手IJ用

CHP (Combined Heat and Power) システムは，天

然ガスを燃料にし，ガスエンジンで発電し，羽1，熱，

排ガス (C02) を利用する.主として，施設で生産

された電力は補光に使用され，熱は暖房， CO2は生

育促進のため説室内に1応用される(写真 2).3 

のエネルギー資掠を生成することから，トリジェネ

表 2 CO2の発生源とその評価 (II~島問)

炭医長
j夜{本 CO2ガスボ、ンベ × O 。

CO2発生斉IJ
石灰石÷溢臣会 ム × ム

自灯‘j雨 O ム × 

炭化水幾燃料 プロパンガス ム ム O 

天然ガス ム ム O 

事長炭 ム × × 

評依 @>O>ム>x， (良>不良)

レーションシステムとも呼ばれている.天然ガスは

オランダ北部クローニンゲンからパイプラインで

送られ， 2MWの発笥装置が稼働Jしていた.

この会社(写真 2) はパラ生産を行っているが，

実際のところ現在，パラの生産自体は物価高騰など

の煽りを受けて赤字である.収入の内， 8答IJは売電

によるとのことで、あった.こうなると，もはや農業

経営体ではなくて発電所である.オランダにおいて

は， CO2施肥はブロックごとに管理をしているが，

600ppm以上を維持するように制御されている.

本的には段ヰ:ずっと同様の管濯である.日本の場合，

燃焼や生ガスを用いており CO2の効果は認識され

ているものの，費用対効果を高めるために，午前中

のみ絡用する管膿が検討された.しかし，できれば

全日 CO2施用した方が生産性は向上するであろう.

オランダのように暖房などのためにエンジンを稼

働させるときに生じる CO2を利用する場合は，むし

ろ余剰の CO2の有効利用という観点であるため終

日施用される.日本においても別の産業から生じる

CO2にもえま自し安定したCO2源の確保も含めた提案

が必要である

オランダでは，ガスエンジンなどで生産されたエ

ネルギーの 90%以上は田収されており，残りを瓶主主

の暖房に使用しているといった具合である.滋室は，

ある穏ガスエンジンによる発電装置であり，生産さ

れたエネルギーを売ることにより経営が成り立っ

ている農家も多い.ガスを電気エネノレギーに変換す

ると農業生産上の活用問も広がるというメリット

もある.このように，資源に恵まれ比較的低俗格で

写爽 1 生;長点IJPi品のための
品fJ.iおうまと CO2施用の

ダクト

写真 2 ガスエンジンによる
発電

1立気とともに，熱，
CO2を利用する
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て，その残j査を，オガクズを基材として予め添加し

た加熱式堆杷化装霞で処玉虫した場合の稼動状況を

物質収支も含めて調査した.

②トマト残澄処理に伴う CO2の発生パターン

図4は堆肥化装置から発生する CO2の発生パター

ンを示している.使用した堆肥化装置は撹枠加混を

行う装霞(業務用生ゴミ処理機 S1'ふ150F裂，瀧深

(株))であり，堆肥イヒ糟 (1揺0.94mX長ーさ 3.3mX

高さ1.1m)に援枠モーターを設置した構造である

基本動作は，毎正時に正転 l分半の後，逆転 1分後

自動停止とした.24時間を通じ，この基本動作を繰

り返した.そのため， 1時間ごとに 1000ppmを超え

る2つCO2発生ピークとそれと向調した昇混のどー

クが認められる.投入量にもよるが，このようにあ

る程度制僻された CO2の発生の可能性が示され，生

産促進に利用できる可能性もある(中野ら 2010a). 

③残遣の堆肥化における物質収支

実捺，トマトの周年生産でどれだけの残液が発生

するかを推定した.周年で 40kg/m2のトマト生産が

行なわれた場合，11. 6kg/m2の葉，8.7kg/m2の巣実

残波，合計 20.3kg/m2のトマト残j査が発生すると推

定された.

品種によりばらつきはあるものの，トマトの場合，

生産期間中で総生産量のおよそ 3分の 1が廃棄物と

なり，残波のうち 6害IJは葉， 4害IJは果実と推定され

た(表 3). 

周年生産した場合，この堆肥化過程で発生する N

とCO2はそれぞれ 49gN/m2， 5. 5kg CO2/m2と試算

され，生産向上に活用できる最であると考えられた.

中里子・安:低炭素社会に適合した施設生産の CO2施用技術

供給されるオランダでも，施設生産の化石燃料依存

からの脱却を模索している.潤くところによると，

動物などの畜舎から発生する CO?の導入やバイオ

ガスの利用で施設生産性を向上させる試みも検討

され始めている.

4)有機性廃棄物からの CO2の放出ートマト残漬から

のCO2発生量の推定

①大規模トマト生産を想定した残造の利用

これまで我が国の施設閤芸は，主として産地形成

を基本として，家族経営という枠の中で 30~50a の

規模の専業農家により発展してきたが.今後は，輪

入野菜に対抗できる低コスト高品質の野菜生産が

さらに求められるようになる.そのため，スケーノレ

メリットを発揮できる大規模施設生践を推進する

ための技術開発が重要な方向のひとつと位罷づけ

られる.そのモデルとしては，オランダで高収最告と

達成している大規模施設によるトマト生産が挙げ

られる.現状，オランダの年間トマト収量は60kg/m2

を越えている.このような高い生産性に裏打ちされ

た，強い競争力を持った生産方式の縫立を目指して，

日本でもある程度の大規模化が進むと予想、される.

そして，施設の大規模化が進むと，生産に伴って残

波も大量ーに生じることが予想され，環境保全や資源

の有効利用の観点から，作物残j査の活用が求められ

ることになる.

そこで，まず大規模施設における残液発生量を把

握する必要がある.最初に，低コスト耐候性ハウス

で栽土脅したトマトの摘薬と摘果量から，実用焼模の

ハウス栽培でのトマト残波発生壁を推定した.そし

。
。
)
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またリンについても， 21g P/m2と生産に活用でき

る量がまとまって堆肥として回収できる.比較的均

質な残澄はこれらの資源として有効に利用できる.

また，野菜生産に関して好適な CO2環境を作るため

の CO2施肥規準に照らして(大須賀 2003)，年間 8

カ月間，日中 8時間， 1000ppmのCO2濃度を施設換

気率 1.0回/hで維持すると仮定した場合， 10kg/m2 

のCO2が必要となり，その半分以上 (5.5kg CO/m2) 

が本堆肥化過程で供給可能で、ある.気体の利用に際

しては，揮発性有機物が作物および作業者に障害を

与える可能性もあるため，有害成分の測定または除

去を行うなどの注意は必要である.

3.生産現場で認められる CO2発生とそれに起因する

増収メカニズムの推定

CO2による生育促進は，露地栽培などの開放系で

は多くの効果は期待できないが，施設栽培では顕著

に表れる場合が多く一定の割合普及した.一方で，

施設生産が高度化するに伴い，少量培地化や土耕栽

培から養液栽培への展開の傾向も顕著になった.そ

の過程で土壌に起因する病害や土壌により異なる

管理の難しさからは解放されたが，一方で「土づく

り」に由来していた副次的な効果も喪失した.その

中には，従来は大量に土壌に鋤き込まれた有機物に

由来する CO2の生育促進効果もあった(現代農業編

集部 2009). 

(1)メロンの研究事例ーイナワラの鋤き込みと CO2

静岡県下では，かつてメロン栽培においては低温

期には約 7t/10aの敷きワラが使用され，これらの敷

きワラから発生する CO2により温室内が高 CO2に

維持されていた(矢吹 1977).その後，金網ベッド

による隔離床栽培が普及したときに，品質の低下が

指摘され，それが温室内の CO2低下によるものと推

表 3 残澄堆肥化の物質収支z

現物乾物 N 

kg/m2 
C 

g/m2 

定された.これを補う手法としてボイラーなどによ

るCO2施用が普及した経緯がある.実際，敷きワラ

量と温室内の CO2濃度との関係が調べられており，

8t/10aの施用区では最初の 2週間に CO2濃度が

4000ppmを超え，その後 2000ppm程度が維持され

(図 5)，生育への寄与が十分にあったと考えられる.

(2)イチゴの研究事例ー「土づくり j とCO2
同様の事例はイチゴにおいても報告されている.

イチゴ栽培では 1990年代中ごろからビートモスや

パークなどの有機質培地を用いた低コスト栽培シ

ステムの開発が進み，高設栽培の導入が急速に進ん

だ.イチゴの栽培に限らず「土づくり」が盛んにお

こなわれていたがそのような必要性がなくなった.

しかし，それに伴い温室内の CO2環境が変化したよ

うである.

10年以上にわたって，イチゴの作付後に緑肥とし

てソルゴーを栽培し鋤き込み， 10a当たり牛糞堆肥

2t+イナワラ 2tを投入し続けたハウスと， 2t/10aで

牛糞堆肥のみを投入し続けたハウスを比較したと

ころ，有機物投入量の多い前者のハウスでは，土壌

中の炭素濃度が 3.1%と後者のハウスの1.8%に比

べ高くなっていた.この差異を反映して，有機物投

入量の多いハウスでは，少ないハウスのほぼ 2倍の

速度 (400mL/h/m2)で CO2が放出されていた(吉

田 2008). この 400mL/h/m2という速度は，10aで

1日あたり 7.5Lの灯油を燃焼させて得られる CO2

に相当する.この放出量により密閉度の高いハウス

であれば，夜明け前の CO2濃度は 2000ppmに達し，

充分に CO2施用効果が期待される水準になる.図ら

ずしも，高度な栽培システムの普及により「土づく

りjの副次的な効果が明らかになったが，このよ
c
う

な知見は化石燃料に依存しない，カーボンニュート

ラノレな施設生産の構築からしても技術として再評

ーーーーーワラ無

P 
(EQa 

10，O00H  
A 
• ー--2t/10a

8，000 
ーー-8t/10a

オガクズ 2.9 2.7 5.4 1，360 0.2 

車
O

6，ooo 
堆肥化装置への投入

残澄(葉) 11.6 1.5 57.2 627 14.3 

残澄(果実) 8.7 0.5 8.4 181 2.3 υ 4，000 

合計 23.2 4.7 71 2，168 16.8 2，000 

堆肥化装置からの排出 系外
y

19.2 3.1 49 1，501 
O 

堆肥(残留 4.0 1.6 22 667 21.2 。10 20 30 40 50 60 70 

Z:40kg/m2の可販果生産が行なわれたと仮定した場合の収支を示す. 定植後日数

Y:系外とは主に大気中に放出された量の推定値を示す. 図5 敷ワラ量と温室内の CO2濃度(神谷)
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価され再構築されるべきものである.

(3)キュウリの研究事例ーCO2施用による生理落下

抑制のメカニズム

キュウリ栽培では，CO2施用が冬期の増収技術と

して普及している.しかし，施用方法や時期，もし

くは整校方法などによっては，十分な増収効果が得

られない場合がある.そこで，より効果的な施用技

術を確立するため 13C トレーサー法を用い，同化

産物の各器官への分配率に対する CO2施用の効果

を明らかにした.キュウリ‘ハイグリーン 21'を

CO2施用区 (7~16 時に 500ppm で管理)と無施用区

のガラス室内で，それぞれつる下ろし整枝により

ロックウール栽培した.その後，ガラス製同化箱を

各区内に設置し 13C02を吸収させ，その分配を評価

した(大木ら 2009). 

13C の吸収量の各器官での全体に対する比率は，

区間差がなかった.しかし，乾物重 O.3g未満の幼

果(生重が概ね 10g未満)では， CO2施用区が無施用

区の 1.7倍と差が大きかった.このことから CO2

の施用によって，同化産物の分配は，植物全体とし

ては無施用と大きな差が見られないが，幼果に対し

ては CO2施用によって転流量が増加すると考えら

れた.このことは一般的にみられる CO2施用がキュ

ウリの節数増加には影響が少ないものの，収穫数を

増加させることをよく説明できる.つまり ，CO2施

用によって，幼果への転流が促進され，生理落下が

起こりにくくなり，収穫数が増加する可能性が示唆

された.

(4) トマトの事例一イナワラの大量投入と密植栽

培

イナワラ ltに対して 4.7kgの窒素を硝酸アンモ

ニウムで添加して，それを 2007年の 12月 3日に

10t/10aの割合で鋤き込んだ. トマト苗の定植はこ

の直後の 12月 7日である.イナワラの大量施用に

より CO2濃度は灯油を用いた CO2施用の低濃度施

用程度に上昇し，収量が 24%上昇した(古谷ら 2008，

表 4).促成トマトの士耕栽培において，窒素源を加

えた未熟粗大有機物を大量に施用することにより，

増収効果が得られることが明らかとなった.これは，

l果重の増加によるものである.このときの糖度は

若干低下する傾向にあった.収量増加の一つの要因

はCO2濃度の上昇に起因する可能性が高いが，その

他発酵に伴う地温の上昇も生育にプラスに作用し

表 4 イナワラの大量施用と早期密植がトマトの収量
に及ぼす影響(古谷 2008)

総収量 l果重 糖度
処理区 収穫呆数/果房

仕/10a) .~，=""'^' ，，~，/> (g) (Brix%) 

イナワラ無施用 8.7 3.8 130 6.6 

イナワラ大量施用 10.8 3.9 157 6.2 

2007年12月7日定植， 7段摘芯.

た可能性も考えられる.生育促進のメカニズムを解

明することにより，さらに効率的な施用法が開発さ

れる可能性がある.

4. めざすのは低炭素排出・脱石油施設園芸の

社会定着

(1)効率的な施用方法，環境制御法の開発

オランダにおいては収量の増加もさることなが

ら，天然ガスの効率的な利用技術についても実用化

が進んでいる(斉藤 2009，表 5).生産量の増加へ

の取り組みはもちろんであるが，投入したエネル

ギーと資源でどれだけ生産物が得られるのかを示

す，いわゆるエネルギー効率を高めるという視点で

の技術開発が重要である.

表 5 オランダの施設栽培における収量とエネルギー
効率の変化

収量 天然ガス使用量エネルギー効率

年 (A) (B) (A!B) 

kg/m
2 

m
3
/m

2 
kg/m

3 

1950 7.7 43 0.18 

1960 9.5 54 0.18 

1970 20 70 0.29 

1980 29 46 0.63 

1990 44 65 0.68 

2000 55 55 1.00 

2008 60 45 1.33 

(斉藤 2009より抜粋)

CO2施用についていえば，施用時間とともに，い

かに閉鎖時間を長くするか，つまりし、かに半閉鎖状

態とするかが，無駄を省き生産性を向上させる上で

の着目点となる.現在，高生産性の実証を行う施設

においてこのような半閉鎖環境を目指した検証が

行われている(安場ら 2009).この施設においては，

細霧噴霧装置等による湿度制御が温室の換気率と

CO2濃度に及ぼす影響が検討されている.これらの

結果によると，相対湿度を 80%程度に高める処理を

することにより，温室内の CO2濃度を高く維持しつ
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つ，屋外への排出量が低く抑えられる可能性が示さ

れた.温室内の CO2濃度は換気率が低い場合に高く

なり，熱収支法で算出した換気率が CO2施用の実施

の有効性を判断する指標として利用できる.

(2) CO2源の化石燃料依存からの脱却

化石系エネルギーに替わる主なバイオマス資源

としては表 6のようなものがある(薬師堂 2009).

バイオマス資源を実際の農業生産に結び付けるに

は，安定的な供給源としての見極めが重要である.

基本的にはエネルギーとしての利用のみが主流で

あり，薪ボイラーやチップボイラー，またそれらを

ベレット状に加工してハンドリングしやすくした

燃料の使用が進みつつある.それに加えて発生する

CO2も合わせて活用するための技術開発が必要で

ある.

表 6 エネルギ一利用できる主なバイオマス原料

木質系

廃棄物系 家畜系

建築廃材

木質系

査残一
υ
曜

濯

麦

例

材

残

一

ス

他

伐

材

ワ

，

mM

間
製
竹
一
稲
そ

未利用系

農産物残澄

油量作物 ナタネ，ヒマワリ
資源作物系

エタノール原料甘煎，米等

薬師堂(2009)を元に整理

堆肥の製造過程における発生物の複合利用も進

みつつある.最近，農研機構，畜産草地研究所で開

発された，堆肥化に伴い発生するアンモニアを，リ

ン酸で洗浄除去する脱臭装置を備えた吸引通気型

の堆肥発酵システムがある.アンモニアを肥料とし

て，熱を暖房に，さらに CO2は施設生産の生育促進

に利用できる可能性がある.このような個別技術を

含め，総合的な実証規模での検証が望まれるところ

である(中野 2008).

(3)社会の一部としての循環システムの構築

見てきたように， CO2を発生させる場合も，CO2 

だけではなく熱源や肥料成分となりうる副次的な

生産物が発生する場合が多い.逆に熱を目的とする

場合では往々にして CO2や肥料成分は見過ごされ

る.いずれにしても，システムとして総合的に活用

する視点が必要で，システムとして構築することで

相乗的な効果も期待できる.現状ではせいぜい個別

技術の組み合わせ事例に留まっているが，実用的な

複合システム開発の提案が望まれる.

これらの取り組みにおいては，農産物の生産シス

テムというだけではなく，さらに，社会の中で施設

生産がその機能の一部として組み込まれるモデ、ル

をも提示する必要がある.オランダなどではガスエ

ンジンで発電した電気や高温の熱源は住民の生活

のための暖房などに使われ，利用しにくい低温の熱

源は，野菜生産のための温室の暖房などに使用され

るモデノレ的な事例がある.このような地域における

総合的なエネルギー利用は，バイオガス等の導入に

よる持続的な方向へとシフトしつつある.施設生産

を，生産システムとして低炭素に適合した技術とし

て組み立て，社会システムの一部として組み込むよ

うな取り組みに期待がかかる.

5.さいごに

施設園芸では石油を多用する.俗にトマト一個を

つくるのに石油を牛乳瓶ーピン消費するといわれ

た(立花 1984).そして， トマトを食べるというの

は石油を食べているようなものと榔撤された.最近

の野菜生産における環境負荷の LCA評価研究によ

れば，加温しない作型では， 1kgのトマトを作るの

に， 13524kJ (内，肥料 2973kJ，農薬 10538kJ，耕作

13kJ)が必要となる.加温する作型ではこれに

20853kJが加わることになる(西薗・茂木 2007).

A重油の熱量を 39100kJ/Lとして換算すると， 1kg 

のトマトを作るのに約 0.9LのA重油が必要となり，

かつての指摘とそれほど改善していないようであ

る.つまり施設生産においては，飛躍的なエネル

ギーの効率化が図られてこなかったことを示唆し

ている.これは群馬県での調査の事例であるが，群

馬県のような都市近郊型農業においては加温など

による高付加価値の作物生産は維持する必要があ

るので，これを縮小するというよりも，環境負荷の

少ない技術への転換を促進するべきであろう.具体

的には，重油炊きボイラーを廃して木材チップやベ

レット，あるいは木質や家畜糞尿のバイオガスなど

のいわゆるバイオガスエネルギー化が有望である

と指摘されている(西菌 2008). 

施設園芸においては，いよいよエネルギーや資源
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の問題を切り離して議論することができなくなっ

てきた.効率的な技術開発とともに，代替資材の研

究についても併せて検討せざるを得ない社会状況

に突入した.無駄が多い生産方法は，より効率的な

技術により改める必要があるが，エネルギーを使用

すること自体が悪ではないことも認識する必要が

ある.非再生エネルギーに強く依存することこそ持

続性の観点で真の問題であろう.この点を再認識し

太陽エネルギー利用も含めて，究極的には「このト

マトは全く石油を使わずにできている」といえるよ

うな高度な施設生産の構築を目指すべきである.
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