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特集 施設園芸の新たな技術体系

温室の二酸化炭素施用の歴史と効率的施用に向けた工学的なアプローチ

畔柳武司*

〔キーワードJ:施設園芸，環境制御，施用効率，

総説

1.はじめに

温室内の三酸化炭素濃度を人為的に高め，作物の

増収を促す方法を二酸化炭素施用という.この環境

制御の考え方はヨーロッパ，アメリカでの研究に端

を発し，広まり始めた時期に日本にも導入された.

その後，日本では一部の地域や作物を除くと，広範

な普及には至らずに下火となった時期もあったが，

近年，温室への二酸化炭素施用が再び注目を集めて

いる.二酸化炭素施用を再考する上で，過去にどの

ような取り組みがなされたか知ることは無駄では

ない.そこで，過去の文献を元に，二酸化炭素施用

の歴史と効率的施用に向けた工学的なアプローチ

を振り返ることにした.

2.二酸化炭素施用の歴史

1) ~ortensen (1987)の総説

二酸化炭素濃度の上昇が作物の生育を促進する

と確認されたのは 1804年の T.de Saussureの著書，

つまり約 200年前に遡るとされている.本格的な研

究は 1900~1930年代初頭にかけて取り組まれ，ヨー

ロッパやアメリカの研究者らによる報告が相次い

だ.実験方法は稚拙なものも多かったが，二酸化炭

素施用による増収効果に確信を与えるには十分で

あったようである.ただし，その当時は，有機物を

施用した土壌から既に二酸化炭素が供給されてお

り，さらには炭化水素の類を燃焼して二酸化炭素を

得ようとすると汚染物質の発生が避けられなかっ

たことなどから，実用には至らなかった.1950年代

後半になると，三酸化炭素施用の研究が再び活発化

し，実用化が進められた.しかしながら，二酸化炭

素施用による増収効果が再確認されたものの，多く

の生産者の間では期待したような増収効果は得ら

れず，むしろ減収となる事態も生じた.このときに，
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灯油やプロパンの燃焼で副次的に発生するエチレ

ン，一酸化炭素，三酸化硫黄， NOx' あるいは，高

濃度の二酸化炭素が作物に悪影響を与えることが

認識されたようである.こうした経緯を経て，スカ

ンジナビア諸国では 1980年代に二酸化炭素施用が

生産者段階でも広く浸透した.その理由として，①

低硫黄の灯油や精製した二酸化炭素を封入したボ

ンベの流通，②ガス濃度計による二酸化炭素濃度の

制御，③気密性の高い温室がもたらした日中の二酸

化炭素欠乏，④無機培地とコンクリート床への転換

による土壌からの二酸化炭素供給の減少，④三酸化

炭素施用下の作物反応に関する研究の進展，⑤効率

的な生産を追求する競争的な環境，が背景にあると

している.

2) 日本の導入状況

二酸化炭素施用の概念が日本に広く紹介された

のは，鏑木 (1928)による新聞記事まで遡る.この

記事では，海外の研究動向を交え，平易な表現で二

酸化炭素施用の紹介をしている.それによると，二

酸化炭素濃度の上昇が作物生産を増加し得ると検

証されたのは 19世紀中頃の海外であり，当時はそ

れほど注目されなかったが， 20世紀に入ってから温

室や野外にて二酸化炭素濃度を上げることで増収

が得られると報告が相次いだと記している.こうし

た記述は，全て海外の論文や著書を参考としており，

~ortensen (1987) の総説にある引用文献と同じ文

献と思われるものもある.二酸化炭素施用源として

は，何らかの化合物や製鉄工場の排煙を農地に散布

するドイツやイタリアの方法を紹介している.圏内

の取組みとしては，鏑木自身もくん煙室実験で二酸

化炭素施用の効果を確認した他，馬舎と温室を土管

で連結し，増収を得ている農家もいると記している.

本格的な普及が始まった時期は，伊東 (1977)に

よると， 1974年秋ごろからであり，関東，東海地方

を中心に急速に導入が進み， 1976年には約 580ha

の面積で実施されるに至った.導入地域は，栃木，

群馬，茨城，埼玉，千葉，静岡の 6県に集中し， v
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Mortensen (1987)， Pooter (1993)， Priorら (2011)

である.集計した研究論文と著書の総数は 260で

あった.タイトルあるいは要約から，研究論文や著

書が対象とした作物を判別し，野菜，花き，穀物，

その他，の 4種類に分類した.その他は，雑草や森

林等を対象としたものである.

図 lは， 1900年から 1999年に発表された二酸化

炭素濃度と植物生育に関する研究論文あるいは著

書の数の推移である.1900~1930 年代では発表数は

年に 2~3 件程度であるのに対し， 1960~1980 年代

には多いときには年1O~15 件に達していた.図 2

は， 1960， 1970， 1980， 1990年代に発表された研究

論文あるいは著書が扱った作物の推移である.各年

代の特徴としては， 1960年代には花きを対象とした

研究が多いが， 1970年代には研究対象は野菜に移り，

1980年代以降は穀物やその他の植物に研究が集中

している.20世紀前半に論文・著書数が少ないのは，

二酸化炭素濃度の上昇が作物の生育を促すという

現象を商業的な作物生産の場で実行することは現

実的で、はなかった (Mortensen1987) という状況を

反映したものと思われる.逆に 1960，1970年代に

集中的に研究が進められたのは，二酸化炭素施用が

温室での作物生産にとって実用的な技術と見なさ

れたためと考えられる.1980年代以降，穀物やその

他の植物に研究の関心が移っていたのは，人為起源

の二酸化炭素の年間排出量が 1970年から 2004年の

聞に約 80%増加した経緯 (IPCC2007) と関連して

第 l号第 89巻

れらの県で全国の 80%強を占め，作物別ではキュウ

リと温室メロンが圧倒的に多かった.園芸用施設及

び農業用廃プラスチックに関する調査(農林水産省

2011)によると， 2009年では全国では野菜・花き・

果樹を含む設置面積は 1355haであり，野菜用が

84.5%を占めている.設置面積が多い順に，栃木，

静岡，愛知，福岡，佐賀であり，上位4県は野菜用

が 76%~98%を占めるが，佐賀では 54%が果樹用

となっている.二酸化炭素発生装置のある温室面積

は， 2009年時点で日本全体の 2.8%である.導入初

期を過ぎると普及が伸び悩んだ時期があり，その理

由として，正しい利用法が十分に理解されなかった

ため施用効果が安定しなかったことや，一部で販売

された粗悪な燃焼器具によって本来の効果が発揮

できなかったこと(大須賀 2003)が挙げられてい

る他，日照の十分な地域では冬季でも換気が必要で

あり十分な施用時聞を確保できないため，あるいは，

土づくりができている温室では土壌から二酸化炭

素が供給されるために期待した効果が得られな

かった，という声も聞かれる.

3)二酸化炭素濃度と横物生育に関する研究

二酸化炭素濃度と植物生育に関する研究は数多

く行われており，それらをまとめた総説がこれまで

に幾っか発表されている.それらの引用文献から，

総説の元となった研究論文や著書が発表された年

を拾いだし，重複を除外して，各年についてそれら

の数を集計した.対象とした総説は， Kimball (1983)， 

農業および園芸144 

16 

10 

4 

14 

12 

8 

6 

剖
制
(
町
耐
叩
榊
・

U

円
程
ぽ
応

2 

0 

1900 2000 

図 1 二酸化炭素濃度と作物生育の関係を扱った研究論文・著書数の推移
Kimball (1983)， Mortensen (1987)， Pooter (1993)， Priorら (2011)
の総説が引用した研究論文・著書の数を発表年毎に集計した.重複す
る論文は除外した.
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2) 暖房と二酸化炭素施用の併用

化石燃料を燃焼したときに発生する熱を暖房に

使用し，二酸化炭素を温室内に施用する場合，暖房

は通常日射のない時間帯に，二酸化炭素施用は日射

のある時間帯に行う必要がある.そのため，効率的

な二酸化炭素施用を目指すのであれば，熱あるいは

二酸化炭素を貯留する設備があったほうが良い貯

留に要する技術的なハード、ルからか，熱を温水とし

て貯めておく蓄熱タンクを備える方式が実用の場

面では浸透しているようである.

オランダでは，日中に天然ガスを燃焼させて生じ

た熱を蓄熱し，発生した二酸化炭素を温室内に施用

する方法が一般的であり さらには熱と二酸化炭素

に加えて発電を行う CHP (Combined Heat and 

Power)が新設の温室の多くに導入されている(斉

藤 2009).蓄熱タンクの容量は，オランダでは， CHP 

導入以前では約 100m3ha-1であったが，CHPがある

場合は緩衝能を持たせるために 400~600m3 ha-1ま

で容量が増加した(斉藤 2009).

こうした方式で理想的なのは，暖房に必要な燃料

使用量と二酸化炭素施用に必要な燃料使用量が同

じであることだが，一般的には，暖房負荷が大きく

なる地域や時期では暖房に要する燃料の方が多い.

Nederhoff and Houter (2006)は，ニュージーラン

ドのノースオークランド半島にある， 140m3ha-1の

容量の水蓄熱タンクを備えたフェンロー型温室を

効率的な施用方法

1)経済的な観点

費'用対効果の観点から考えると，生産物の売上高

から二酸化炭素施用にかかるランニングコストを

差し引いた粗利益を最大にする方法が最も効率的

な施用方法である.この考え方は数式で記述するこ

とが可能であり，しばしば生産量，生産物価格，温

室環境，施用ロスを推定するモデルによって構成さ

れる. Nederhoff (1988) はこのモデルに基づいて，

二酸化炭素の価格に応じてその施用濃度を決定す

る制御プログラムを作成し，キュウリを栽培する 8

区画 (9.6mX6. Om) のフェンロー型温室で実証実

験を行った この方法は，生産物と二酸化炭素の価

格から最適な施用濃度を決定するものとも言える

ため，前提条件となるそれらの価格が鍵となってい

る.しかし，将来の生産物価格を正確に推定するこ

とは実際には困難であることから (Nedefhoff2004) ， 

実際の二酸化炭素施用の制御プログラムとして使

うという よりも，効率的な施用方法や設備を検討す

るツールと考えた方が良い Chalabiら (2002)は，

この考え方に従って，生ガスを使用する方法と，天

然ガスを燃焼する暖房機からの排気ガスを施用源

とする方法を比較し，後者の方が経済的の観点から

有利である としている.

いると思われる.

3 
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対象として， 2004 年 8 月 1 日 ~2005 年 8 月 l 日の

聞のエネノレギー・二酸化炭素収支を解析した.二酸

化炭素濃度は春から秋は 400~600ppm で，冬は最

高 1000ppmまで上昇した.1日の天然ガスの燃焼時

間は，冬は主として暖房のために 19~20 時間，夏

は二酸化炭素施用のために 12~13 時間で、あった.

このケースでは，水蓄熱タンクは燃焼の際に発生す

る余剰熱の緩衝のために利用され，暖房の必要のな

い夏の日中には蓄熱タンクを介した施用量が大半

を占めた.発生させた二酸化炭素量のうち，温室内

に施用された二酸化炭素の割合は，夏には約 8割に

達しているが，冬には約 2割まで落ち込んでいる.

この理由には，夏は暖房をさほど必要としないため

発生量自体が少ないことと，換気が度々行われるこ

とで失われた二酸化炭素を補うための供給が多く

行われていることが挙げられている.一方，冬の場

合，おもに暖房のために天然ガスを燃焼させること，

換気がほとんど行われないために比較的少量の二

酸化炭素でも十分に足りることの 2点が，温室から

発生する二酸化炭素を再利用する割合を下げた理

由としている.

夜間に暖房機の排気中に含まれる二酸化炭素を

何らかの物質に吸着させ，日中に温室内へ施用しよ

うとする試みは幾っかある.梶原ら (2010)は，二

酸化炭素の吸収と放出が可能なセラミック吸収材

(山田ら 2004) を用いて，夜間に灯油燃焼式加温

機の排気中の二酸化炭素を吸収し，日中に温室内の

養液栽培のパラに施用するシステムを 2007年 10月

下旬から 2008年 5月下旬まで運用し，品質と収量

の両面を向上させる結果を得た.ただし，使用した

吸収材は，二酸化炭素の吸収時には 500~5500Cに，

放出時には 600~7000Cに加熱する必要があるため，

エネルギー的に不経済であり，改良が必要で、あると

指摘している.

庚岡ら (2012)は，夜間，灯油燃焼式加温機の排

気中の水蒸気と NOxを除去した後，二酸化炭素をゼ

オライトに吸着させ，日中に温室内の養液栽培のパ

ラに施用した.このシステムを 2012年 2月から 5

月にかけて運用し， 14kWの小型灯油燃焼式加温機

から排出される二酸化炭素量の 19.3%を回収して，

床面積 28m2の温室内へ施用した.温室閉鎖時には

CO2濃度は 700~1000ppm を維持でき，無施用の温

室で栽培されたパラと比較して，品質と収量の両面

を向上させた.一方，点火直後の排気に含まれるエ

チレンは様々な生育障害を引き起こす恐れがある

ため，点火直後 20秒以内の排気を利用しないよう

に留意する必要があるとしている.

3)工業国由来の二酸化炭素利用

二酸化炭素施用源としては，石油精製工業を始め，

各工業からの副産物を回収し，精製・液化して高圧

ボンベ等に封入したものを利用することができる.

ただし，日本では施設園芸で利用するための供給体

制や設備が整ってるとは言えない.また，工業圏か

ら発生する二酸化炭素をハイドレート技術により

分離回収し，その二酸化炭素と冷熱を園芸施設で利

用するシステムが検討されている(松尾ら 2012，

岩崎ら 2012).

4)換気損失の抑制

施設園芸における二酸化炭素施用は，原則として

閉鎖環境内への二酸化炭素の補給であるため(大須

賀， 2003)，換気が行われる状態では施用した二酸

化炭素が屋外へ散逸するばかりとなる.特に日本の

東海，西南暖地では， 日照が多い地域であるため，

冬季でも日中には換気の必要がある.二酸化炭素施

用に適した時間帯が限られるため，その効果を十分

に得られないことが多く，オランダと比べて日本で

は二酸化炭素施用が広く普及しない要因のひとつ

となっている.

換気損失の抑制として，設備の面から最も簡単な

方法が，換気設定温度を上げることである.高二酸

化炭素の環境下では，葉の光合成適温は高温側へシ

フトすることが確認されている作物もあるが(牛尾

2008，和田 2010)，実用上は施用時間を延長するこ

とが重要であるとの観点(伊東 1977) から実行に

移されることが多い.

川島・黒住 (1990)は，リーフレタス，ホウレン

ソウ，シュンギク，パクチョイ類について，換気温

度を 23
0
Cとした対照区に対し，換気温度を 30

0
Cと

し， 750ppmを設定値とした二酸化炭素施用区を設

けて，生育と品質を比較している.いずれの品目と

もに，生体重は大きく増加した一方で，リーフレタ

スは株張りが悪くてしおれ易く，ホウレンソウは高

温期にはやや徒長傾向，シュンギクは抽だい傾向，

一部のパクチョイ類は徒長気味となったと報告し

ている.

川島 (1991)は，イチゴの二酸化炭素施用につい
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て，施用時聞を長くするために換気温度を 25
0

Cから

280Cへ上げて管理することを勧める一方で，果実が

軟らかい品種は高温管理に向かないため，品種選択

が重要であると指摘している.

Ito (1978) は，キュウリを対象として，室温が

28
0
Cに達するまで目標濃度を 1300ppmとして施用

する区，室温が 28
0Cに達するまで目標濃度を

1300ppmとし， 28~330Cまで部分的に換気をしなが

らも施用を継続する区，の 2つの処理区と無施用区

について，収量等を調査した.その結果，室温 33
0C

まで施用を継続した区の収量は，期間前半の収量は

最も高かったものの，期間後半には無施用区よりも

収量が低下し，合計すると無施用区と同等の収量と

なった.室温 33
0

Cまで施用を続けた区では，葉の黄

化が見られたと報告している.

果菜類への二酸化炭素施用では，しばしば長期間

施用によって引き起こされるとする葉の老化や馴

化の問題が議論されてきた(例えば，清田・矢吹

1982). しかし，生産現場を想定した場合，老化や

馴化が問題視されるかと言えば，必ずしもそうでは

なく，馴化が起きないように断続的に施用するより

も連続的な施用の方が高い収量を確保できる

(Mortensen 1987)，あるいは，早めに新葉や側枝

に切り替える整校法が有効で、あるり11島ら 1991)， 

という主張もある.

他方，換気損失を抑制する方法として，温室内の

二酸化炭素欠乏を避けることを主眼に置いて，設定

濃度を低濃度，あるいは外気と同程度とする方法

(Ohyamaら 2005)がある.高橋ら (2012)は，上

下立体時間差連続栽培方式でトマトの6段摘心栽培

を行う 9240m2の温室内を対象として，距離を隔て

た2か所に，Ohyamaら (2005) のシステムを用い

て外気の二酸化炭素濃度と:t1. 5ppmの範囲に維持

した施用区と， 日中には外気よりも 13~26ppm 低

くなる無処理区を設け，収量を調査した.その結果，

無処理区と比較して 1株当たりの総果実収量は春

夏作，夏秋作ともに増加した.しかしながら，春夏

作では正常果が 13%増加したのに対し，夏秋作では

奇形果が 33%増加し，この原因として各果房の花芽

分化から開花までの環境条件の違いを挙げている.

川城ら (2009)は， 33m2の温室 3棟を用いて，二酸

化炭素施用区として設定濃度を 7:30~14:30 の間

500ppmとする区， 7:30~10:30 の問 1000ppm とす

る区，および無施用区を設けて，キュウリの収量を

調査し，二酸化炭素施用量を試算した.その結果，

無施用区では，室内の二酸化炭素濃度が 200ppm近

くまで低下する二酸化炭素欠乏が生じたこともあ

り，キュウリの上物収量は，無施用区に対して

500ppm区で 55%増， 1000ppm区では 39%増となっ

た.施用量は 500ppm区は 1000ppm区に対して， 9%

少なかったと報告している.

換気損失には，側窓あるいは天窓の開放による損

失の他，隙間換気による損失も考慮する必要がある.

側窓も天窓も閉鎖しており，換気扇も停止している

状態であれば，施用した二酸化炭素の大半を作物が

吸収するような感覚を抱くかもしれない.しかし，

実際の温室には特定することが難しい隙間が無数

にあるため，温室内の空気は常に緩やかに外気と入

れ替わっている.この交換速度は換気回数 (hーっと

いう， 1時間当たりに温室容積の何倍の空気が入れ

替わったかを表す尺度で定量化することができる

(佐瀬 2003). この隙間換気の駆動力は，温室にか

かる風圧力であり，一般的に屋外風速に比例するこ

とが知られている (Boulardら 1997).そのため，

温室周辺に防風施設を設置することは，温室にかか

る風圧力を緩和するため，隙間換気を削減すること

に繋がり，二酸化炭素施用の効率を向上させること

が期待できる.

4 おわりに

温室への二酸化炭素施用は，作物の増収を得る上

では欠かせない技術のひとつである.しかしながら，

日本では，夏季はもとより，冬季においても日射に

恵まれている地域が多く，二酸化炭素施用のために

温室を 1日中閉め切ることは難しい.このことが約

四半世紀前に二酸化炭素施用の導入を阻んだ最も

大きな理由と言われている.ただし，当時と比べる

と，温室や設備は大きく変化した.高軒高構造の温

室やヒートポンプの普及は，冬季においても急激な

室内気温の上昇を緩和させることが可能であり，換

気開始時聞を遅らせて二酸化炭素施用が可能な時

間帯を延長させることに繋がる I冬季の温室冷房」

は，温室の成り立ちからは矛盾する行為であるが，

温室の二酸化炭素施用のブレイクスルーとなるこ

とを期待したい.
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