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フェンロー（型）温室

高倉

〔キーワード〕：ダッチライト，オランダ，連棟温

室 Venlo

1. はじめに

野球やソフトボールのバッターのカウントは日

本ではストライクが先でボールの数が後にコール

されていたが．国際慣習に従い，日本高等学校野球

連盟が 1997年の選抜大会から，日本プロ野球でも

2010年からは国際慣習にしたがって，ボール数のあ

とにストライク数をコールするようになった．昔の

方式に慣れている人にとっては，かならずしもしつ

くりはしてない感じはあるが，今では公式に1日日本

式を用いる分野はなく，国際的に通用する方式に慣

れる必要がある．

同じようなことが，温室の呼称にもある．フェン

ロー（型）温室である．これが世界共通のものであ

り，ダッチライト温室は日本の一部の企業が主に使

用している呼び名である．インターネットで Venlo

あるいは Dutchlightと検索してみるとわかるが，

Venloでは世界中のフェンロー温室に関するものが，

多くの写真とともにみつかるが，後者では何も出て

こない (Yahoo2019). 

50年近く前に，その誤りが指摘されて，それ以降，

分野によっての時間遅れがある場合もあるが，ほぼ

完全にフェンロー温室となった．ところが，最近ま

たダッチライトという呼称を用いる企業や団体が

現れ，混乱が起こっている．

どのような経緯でそのようなことになったのか

を歴史的に振り返りながら，フェンロー温室がどの

ようなものであり，世界中でどのように設置されて

いるかも紹介したい．

2. 歴史的展開

フェンロー温室はオランダで生まれ，現在世界中

に普及している温室の形式である．オランダの都市，

フェンロー市で生まれたために，このような名称に

なったただ，オランダの温室地帯といえば，野菜

では首都ハーグやロッテルダムに近いナールドバ
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イクであり，花きではアムステルダム空港に近い

アールスメアである．フェンロー温室は主として，

野菜栽培用として規格化が進み，発展普及したので，

ナールドバイクでは，運河の堤防であるダイク上の

道から見ると眼下に見渡す限りのフェンロー温室

群をみることができる．

どのような経緯で，このようなフェンロー温室が

ダッチライトと誤称されたかは不明であるが，古い

文献ではダッチライトと記されている（清水

1972; 三原 1972).1973年にオランダ政府留学生と

してオランダに滞在した筆者が帰国後「オランダに

おいてフェンロー (Venlo)型温室として知られて

いるものが，わが国ではダッチライトと誤って呼ば

れている」と指摘した（面倉 1974a). 1976年には

立花が文部省の短期視察旅行で，ヨーロッパで見聞

し，その報告書の中で，フェンロー市に存在する新

旧Venlo型温室について，写真とともにその構造に

ついて詳しく述べている（立花 1976).1979年に出

版された，「施設園芸ハウスの設計と施工」では，

フェンローという記述しかない（立花ら 1979).ま

た，板木は 1982年に著した「施設園芸 装置と栽

培技術」のなかで，用いている用語はすべてフェン

ローである．

（一社）日本施設園芸協会出版の，「施設園芸ハ

ンドブック」では，若干時間遅れがあり， 1981年版

では，ダッチライトと記述しているが，その後の

1987年の新訂，三訂，四訂，五訂 (2003), 「施設園

芸・植物工場ハンドブック」 (2015) において，す

べてフェンロー型温室と表示されている．ところが，

2016年の「園芸用施設安全構造基準」では，突然，

ダッチライト表現になっている．

3その原因

フェンローという名称が世界的に一般化して，そ

の知名度があがり，下記のようにフェンローが商標

登録（特許情報プラットフォーム 2019) されてい

たことが最近判明したためではないかと考えられ

る．
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大出武久 (1997): 商標登録 4041658 フェン

ロー

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定

役務

建築ー式工事，しゅんせつ工事，土木ー式工事，

舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼構造物工事，

左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロッ

クの工事，建具工事，鉄筋工事，塗装工事，と

び・士工又はコンクリートの工事，内装仕上エ

事，板金工事，防水工事，屋根工事，管工事，

機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電

気通信工事，熱絶縁工事

トミタテクノロジー (1997): 商標登録 4056028 

フェンローNENLO

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定

役務

建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建

造物組立てセット，金属製可搬式家庭用温室

トミタテクノロジー (1998): 商標登録 4108614 

フェンロー

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定

役務

建築用又は構築用の金属専用材料，金属製建造

物組立てセット，金属製の可搬式家庭用温室

しかし，これらの指定は現在世界中に普及してい

る，フェンロー温室を対象としていない．役務とし

て，工事や資材，商品としての家庭用温室を対象と

したものである．我が国を始め，世界中で使用され

【ガラス温室】

ているフェンロー温室を「フェンロー温室」と表現

することは何ら問題ない（特許庁 2019).

4. フェンロー温室 (VenloGreenhouse) の形状

通常，作物生産に用いられる温室の断面形状は固

lに示されているように分類される．大きく，棟が

一つの単棟温室と，棟が複数の連棟温室に分けられ

て，フェンロー温室は連棟温室の一つで，大屋根で

はなく，棟高と軒高にはあまり大きな差はない．

図2にはフェンロー温室の形状の変化とその詳細

と新旧のフェンロー温室の写真が示されている．右

上の写真の中の左側の背の低いのが1日式で，右の背

の高いものがその後のものである．果菜類のトマト，

キュウリ，パプリカなどの栽培体系が高くなってき

たことから，フェンロー本来の形状を維持しつつ，

大型化し，時代とともに最近はさらに間口より棟

高・軒高が高くなってきている．

温室内部の写真が図 3と図 4に示されている．図

3はフェンロー温室の原型で，背も低く，木造で現

在のフェンローの要素であるラチス構造の梁など

ない．図 4は最新のもので，柱，ラチス構造の梁な

どの様子がわかる．さらに，近年は大型化し，さら

に背丈が高くなったこともわかる．

5. おわりに

筆者がオランダ滞在中に参加した国際シンポジ

ウムで，温室の設計および施設の基準化が議論され

ていたことが報告され（高倉 1974b), 次のように

記されている．「温室設計と環境調節」というテー

マで，「連合王国ガンジー島からの出席者の提案を

中心に，会合で話題になったことを紹介しよう．こ

ニロニ両屋根型（単棟） 片屋根型（単棟） スリークォータ型（単棟）

rY'l (YY了＼
両屋根型（連棟） フェンロー型（連棟）

図 l ガラス温室の形状（佐瀬 2015,施設園芸・植物
工場ハンドブック）
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1m 

6.4m 

・軒高の増大

・トラス（ラチス）を用いて柱を省略（空間利用率の
増加）

-1棟の間口3.2m:X2(間口方向スパン
64m)、X3(同9.6m)

-1棟の間口4m:X2(同8m)

・棟方向柱間隔（スパン）：3mまたは4m

・天窓の大型化

ー長さは最大で3.2m(ガラス4枚分、スパン
4mの場合）、幅は最大で1.2m

床面積に対する開口部面積の割
合 ：25% (最大開度45・)

日射透過率は65%から77%に改善

固 2 代表的なフェンロー温室の形状とその変遷（佐瀬 2007)

区13 1976年フェンロー市にあったフェンロー混室の原型
（古在 1999)

の問題はその国の事情によって，その進歩の度合が

かなり異なるが，施設園芸に関するすべての研究は

時間の長短はあれ，栽培家に還元されなければなら

ないという意味からも設計および基準化はどこの

国においても重要課題の 1つである．したがって各

国がこの意味での情報交換を行うべきで，完全な設

計ハンドブックにまとまっていなくとも，お互いの

参考のために行う ということで意見が一致した．各

国の現状は次のようである．デンマークでは，栽培

家の出資にもよる半官半民の工学設計部門があり ，

図 4 最近ハンガリーに建設された 60ha湿室 (HortiDaily

2019) 

ここが温室の基準ユニット化を目差している．オラ

ングではワーゲニンゲンにある国立の園芸工学研

究所 (IMAG)が中心になって，フェンロー型温室

にみられるように基準化が進んでいる．さらに，大

きな業者は温室建物， 制御装置と暖房装置をワン

パックユニットとして販売している．英国ではまだ

このような動きはほとんどないが，間口 22ft (約

6.6 m)の温室に統一 しようとする傾向が出ている

が，オランダ程度に規格化できるかどうかは明確で

ない．他の EC諸国においてもオラソ ダのフェン
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ロー型温室の影響は大きく，これをぬきにした規絡

化は考えられないようである」．オランダでのフェ

ンロー温室の規準化が国を挙げて進んでいること

がわかる．地震もなく，台風も来ないところでのガ

ラス温室の基準であるが，太陽光を出来るだけ取り

入れるために，陰となる部分を最大限少なくすると

いう思想は今も変わらない．

帰国後，我が国でも，低コスト耐候性の温室開発

には，まず基準化が前提と，三原教授と，その方向

性を探ったが，当時の施設園芸を取り巻く状況では，

ー大学ではどうしようもなかったまた，我が国の

農家の希望が多岐にわたったことも，オランダのよ

うな基準化はむずかしく，その状況は今日まで続い

ているといえよう．フェンロー温室がいかに世界的

に普及したか，その経過は理解して貰えたと思う．

今回，資料や文献，情報の提供をいただいた，佐

瀬勘紀日大教授，林真紀夫東海大名誉教授，石井雅

久農研機構・農業工学研究部門・農業施設研究ユ

ニット長，オランダ大使館斉藤裕子氏に謝意を表す

る．
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