
養液土耕栽培システムを導入した施設野菜農家の満足度と導入成果

* **浅見逸夫 ・辻井 修

：養液土耕（点滴灌水同時施肥）栽培システムを導入した施設野菜農家経営者に、導入後の経営成摘要

果に関する聞き取り調査を行った。

１ 1997年以来、導入農家は年々増加したが、愛知県渥美郡の施設トマト・メロン栽培農家約300戸の約13

％に普及して増加は頭打ちになった。

２ 導入動機で最も多かったのは作業の省力化であった。導入後の評価として灌水及び追肥作業の軽労・省

力化が高かった。

３ 導入後、すべての農家でかん水量が減少し、減少率は20％～70％、平均で48％であった。肥料の量は、

変わらないと答えた農家以外は、窒素量に換算して50％～80％、費用換算で20％～50％減少した。

４ 経営者はメロンの収量とトマト及びメロンの品質向上効果、特にメロンの大きさのそろいが良くなる効果を評

価していた。

今後、養液土耕栽培システムを野菜産地に一層普及させるためには、農業改良普及組織や農業試験場、

農業協同組合が導入農家の導入成果や経験を収集・分析し、客観的情報として多くの未導入農家に積極

的に提供する必要がある。

：養液土耕、聞き取り調査、トマト、メロン、省力化、導入成果キーワード

Degree of Satisfaction and Results of Introduction for the Management of the
Protected Vegetative Farmhouses Adopted Drip-fertigation System

ASAMI Itsuo and TSUJII Osamu

The hearing survey to the farm-manager of the protected vegetative farmhouses whichAbstract:
were adopted the drip-fertigation system was carried out to investigate the results of
introduction for their management. The results obtained were as follows ;
1. Since 1997, the farmhouses which were adopted the system increased year by year, but the
rate of increase was falling off in recent years. There was about 300 farmhouses growing
tomatoes and melons in Aichi Pref. Atsumi-gun, the rate of propagation became 13% and was
stagnating in the area.
2. In the motives of system-introduction to his farmhouse, labor-saving was most frequent. By
using this system, they evaluated even the effect on the labor-lighting of the irrigation and the
additional fertilizing other than labor-saving.
3. After the introduction, the amount of irrigation decreased in all the farmhouses, and the rate
of decrease was 20%-70%(average 48%). The dosage of the fertilizer decreased 50-80% as the
amount conversion in nitrogen, and the cost of the fertilizer decreased 20-50%, except for the
farmhouses without changing the dosage of fertilizer.
4. At present harvest, they evaluated the effect of the quantity increase of melons and also the
quality improvement of tomatoes and melons. Especially, they evaluated the effect of size
assembling of melon.
To diffuse the drip-fertigation system to vegetable growing locality, agricultural extension

station, agricultural research center and farmers' cooperative society should be collect and
analyze the many results and experiences from the farmhouses introduced the systems, and need
to give positive offer about the objective informations to many unintroduction farmhouses.
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緒 言

養液土耕（点滴灌水同時施肥）栽培は節水・減肥料な

ど栽培経費の節減と、高品質あるいは高収量な栽培が可

能になるなど、生産の低コスト化と大規模経営に向いた

技術として全国的に注目されている。愛知県下でも産地

の発展のため普及率の向上が望まれているが、システム

がやや高価であるなどの問題点もあり、産地全体に広ま

るまでには至っていない。産地への一層の普及のために

は、安価で高精度な養液土耕装置の開発と栽培マニュア

ルの確立が重要であると考えられている 。１－４）

当場がこれまでに開発した「少量高頻度灌水を特徴と

した施設園芸用自動灌水制御器」 及び「溶脱空気の少３）

ない高精度な土壌水分計測用テンシオメーター」 を組５）

み合わせた「即時制御灌水法（仮称）」を導入すると、

経営主が不在の場合でも晴天・曇天・雨天など天候に合

わせた自動灌水が可能となり、無駄な灌水を減らすこと

ができる。さらに、当場では即時制御灌水法と無電源型

液肥混入器を組み合わせた養液土耕システムを開発して

おり 、愛知県下のトマト・メロン作における栽培マ６，７）

ニュアルを作成中である。

これら当場で開発された養液土耕栽培システムも含め、

養液土耕栽培を県下の施設園芸農家に一層普及定着させ

るためには、導入による経営上のメリットを客観的に示

して導入を積極的に働きかける必要がある。さらに、当

場開発システムの産地への普及を図るには、既に普及し

ている従来型（タイマー型）養液土耕栽培システムの特

徴を調査し、両者を比較した上で当場開発システムの優

位性を示す必要がある。

著者らは、愛知県渥美郡の養液土耕栽培導入農家に対

し導入メリットや不満点等に関する調査を既に行ってい

る が、質問紙調査票を用いたアンケート調査であった４）

ため、個々の農家の具体的な導入成果については詳細な

回答を得ることができず不明な点が多く残された。そこ

で従来型養液土耕栽培システムを導入している農家の経

営主に直接聞き取り調査を行った。その結果、導入農家

の導入後の満足度や導入前と比較した成果、経営への影

響程度、システム導入の問題点等が明らかになったので

報告するとともに、当場開発システムも含む養液土耕シ

ステムの普及拡大方法も併せて考察する。

調査方法

１ 調査対象

愛知県東三河農林水産事務所渥美農業改良普及課管内

（渥美郡田原町及び渥美町）のトマト及びメロンを栽培

している養液土耕システム導入農家９戸を対象にした。

２ 調査方法

導入後の水及び肥料の使用量の変化、省力・軽労化の

程度、収穫物の収量・品質の変化などの特に重要な項目

については、質問紙調査法では質問文や選択項目の作成

が難しいばかりでなく、回答者も具体的内容・数字の記

入が難しいと予想されたため、聞き取り調査法で行った。

調査は2002年12月から2003年１月にかけて著者ら２名が

経営主に対して約１時間聞き取りを行った。質問する際

には、導入前・導入直後・その後から現在までの時系列

的な変化が明らかになるような聞き取りを心がけた。

３ 調査内容

調査の具体的な項目としては、①導入面積やシステム

の機種、②導入の動機、③導入費用の内訳、④導入成果

（生産物）、⑤水・肥料等の経費、⑥省力・軽労化程度、

⑦導入前後の労働時間配分、⑧雨天時・不在時の対応方

法、⑨栽培技術、農家経営、産地への普及にかかわる問

題点・改善点、⑩当場開発の養液土耕システムの認知度、

⑪水分センサ型システムの導入の可能性、等である。

結 果

１ 渥美郡の施設野菜栽培農家（トマト・メロン）にお

ける養液土耕栽培システムの普及状況

渥美農業改良普及課管内の普及状況は、1997年秋に４

戸の農家が導入以来、導入戸数と栽培面積は年々増加し

たが、2001年度以降は増加率が低下し、2002年度は１戸

の増加に留まった （表１）。８）

２ 調査農家の経営規模

調査した９戸の内、１戸（Ｄ）が２名の雇用があるほ

かはすべて家族労働力だけであり、労働力の平均は3.0

人、施設面積の平均は47.3ａ、導入した養液土耕栽培面

積の平均は40ａで、４戸がほぼ全施設に導入済みであっ

た。導入した装置については取引のある代理店から勧め

られた機種（メーカー）を選定しており（表２）、ほと

んどの農家が他の機種や他代理店との見積り比較等は行

っていなかった（データ未掲載）。

浅見・辻井：養液土耕栽培システムを導入した施設野菜農家の満足度と導入成果

表１ 渥美郡の施設野菜栽培農家 (トマト・
メロン)における養液土耕栽培の導入状況

年度 1997 1998 1999 2000 2001 2002

戸 数 ４ ７ 25 31 38 39

面積(a) 36 130 633 807 1030 1050

戸平均
面積(a) 9.0 18.6 25.3 26.0 27.1 26.9

表２ 調査農家の現在の労働力と導入面積
及び導入した代理店と装置メーカー

施設 養液土農家 労働力 代理店(メーカー)面積 耕面積

人 ａ ａ
Ａ 2.3 49.5 33.0 I(A)
Ｂ 3.5 33.0 33.0 T(M)
Ｃ 1.3 25.4 25.4 I(S)
Ｄ 5.0 79.2 55.4 I(A)
Ｅ 4.0 49.5 39.6 I(A),T(A)
Ｆ 3.0 69.3 68.6 I(A),I(F),T(F)
Ｇ 2.8 44.2 33.8 G(K),G(N)
Ｈ 2.3 19.8 14.9 I(A)
Ｉ 3.0 56.1 56.1 I(A)

平均 3.0 47.3 40.0
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３ 養液土耕栽培の導入動機

導入動機で最も多かったのは作業の省力化で９戸すべ

ての農家が挙げており、その内７戸（78％）が動機の第

１位として挙げていた。連作障害を回避し生育や収量を

安定させる目的で導入した農家は４戸（22％）で、次い

で増収・品質向上が２戸（11％）であった（図１）。

４ 導入費用

導入した機種は様々であったが、１システム当たり平

均面積は20.7ａ（最高29.7ａ、最低11.9ａ）、導入費用

は平均200万円（最高450万円、最低30万円）であった

（図２）。10ａ当たりの費用は平均すると94万円であっ

たが、最高が175万円、最低が15万円と事例による差が

大きかった（図３）。差が大きい理由はシステムのコン

ピュータ制御器の有無や性能の差、等によるものであっ

た（データ未掲載）。導入時において導入費用が高いと

感じたのは５戸（56％）で、その導入費用は平均102万

円、普通と感じたのは４戸（44％）で、その導入費用は

平均76万円であった（図４）。

５ 導入前の灌水方法と灌水時間

調査したすべての農家が、導入前には散水型灌水パイ

プを用いて腕時計で計時しながら、経営主自らが手でバ

ルブを開閉する方法で灌水を行っていた。タイマー等に

よる自動灌水を行わない理由については、「灌水量が１

分間に約１トンと非常に多いので、全面積に同時に灌水

できず、同一施設内でも分けて灌水せざるを得ない」、

「畑灌漑水の圧力が変動しやすく安定した量の灌水がで

きないため、施設を離れずその場にいて対応する必要が

ある」等であった（データ未掲載）。

移動時間も含めた施設全面積の灌水に必要な時間は、

１日当たり0.5時間から５時間と幅があったが、平均は

約1.6時間、施設10ａ当たりに換算すると６分から43分、

平均は約20分であった。導入後の灌水時間はタイマー設

定や灌水の確認などを含め１日当たり２分から20分、平

均で約６分と灌水時間は大幅に短縮された（表３）。

図１ 導入の動機

注 数：図中の数字は回答者

図２ 導入施設面積と導入費用

：導入した装置やシステムは農家によって異なる。注
以下、第４図まで同じ。

図３ 施設面積10ａ当たりの導入費用

図４ 導入費用に対する感覚と実際の費用
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表３ 導入前後の毎日の灌水作業時間

導入前 導入後

全体の 10ａ当たり 全体の
農家

灌水時間 の灌水時間 灌水時間

時間 分 分
Ａ 0.5 6 2
Ｂ 0.7 12 5
Ｃ 1.5 35 5
Ｄ 1.0 8 2
Ｅ 2.0 24 5
Ｆ 5.0 43 20
Ｇ 1.5 20 5
Ｈ 0.3 10 2
Ｉ 1.8 19 10

平均 1.58 19.6 6.2

※：調査農家９戸ともに経営主が灌水。散水
型灌水パイプを使用し、施設全面積に灌水
する場合の所要時間。平均時間は経営主が答
えた概算の灌水時間の平均値。導入後はタイ
マー設定や設定確認を含む。
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６ 養液土耕栽培の導入成果

導入後の総合評価として、導入して良かったと答えた

農家は８戸（89％）で、残り１戸（11％）は導入後の経

過日数が短く、まだ評価できないと答えた。悪かったと

評価した農家はなかった。農作業の内、灌水及び追肥に

ついては全農家が楽になったと答えた。水及び肥料の使

用量については、水使用量は全農家で減っており、肥料

の量では減ったと回答した農家は９戸の内６戸（67％）

であった（表４）。

システム導入後のトマトとメロンの収量及び品質につ

いては低下したと答えた農家はなかった。トマトの収量

については変わらないと答えた農家の方が増えたと答え

た農家より多かったが、トマトの品質とメロンの収量・

品質については向上したと答えた方が多かった（表５）。

特にメロンについては、品質向上効果に加え、大きさ

のそろいが良くなるとの利点を強調する農家が多かった。

また、９戸の内５戸で病気の発生が少なくなり、現実に

農薬散布回数を減らしたという回答もあった（表６）。

７ 導入後の水使用量及び肥料量の具体的な節減効果

導入前の灌水量を正確に把握していない農家が多いの

で節水効果は概算であるが、１戸の不明農家を除き、従

来の灌水量の20％～70％減（導入前の量の80～30％に相

当）、平均で48％減（同52％に相当）であった。また、

肥料の量も従来の土耕用肥料と導入後の肥料とは異なる

ので、使用量を正確に比較することは難しいが、ほぼ同

じと答えた３戸以外は、窒素量に換算した場合で50％～

80％減（同50～20％に相当）、金額換算で20％～50％減

（同80～50％に相当）であった（表７）。

表４ 導入後の総合評価と農作業の省力・軽労化、灌水及び肥料量の節減効果等との関係（回答数）

灌水作業※ 追肥作業※ 水使用量 肥料量

総合評価 楽 同 忙 楽 同 忙 減 同 増 減 同 増１) ２) ３)

評価の 良かった ８ ８ ０ ０ ８ ０ ０ ８ ０ ０ ６ ２ ０

まだ評価内訳 １ １ ０ ０ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ ０できない

合計 ９ ９ ０ ０ ９ ０ ０ ９ ０ ０ ６ ３ ０

注：調査農家９戸。
1) 楽になった、2) 変わらない、3) 忙しくなった

表５ 導入後の総合評価及びトマト及びメロンの収量・品質の向上効果との関係（回答数）

トマト収量 トマト品質 メロン収量 メロン品質

総合評価 向上 同 低下 向上 同 低下 向上 同 低下 向上 同 低下１) １) １) １)

評価の 良かった ８ ２ ６ ０ ６ ２ ０ ５ ２ ０ ６ １ ０

まだ評価内訳 １ ０ １ ０ ０ １ ０ ０ １ ０ １ ０ ０できない

合計 ９ ２ ７ ０ ６ ３ ０ ５ ３ ０ ７ １ ０

注：調査農家９戸の内１戸はトマト作のみ。
1) 変わらない

表６ トマト・メロンの収量・品質向上効果及び病害虫発生に関する意見

農家 収量及び品質への影響 病害虫発生への影響

Ａ 質も量もねらえる、品質を維持して量を増やせる
Ｂ 着果ムラが少なくなる ボトリチスが少なくなった
Ｃ 何が悪かったかつかみやすい 病気が少なくなった
Ｄ 収量よりも品質を制御しやすい
Ｅ メロンの割れが少なくなる 葉カビ病・ボトが減った
Ｆ 揃いが良くなる（メロン８割２Ｌ、トマト桃太郎ヨーク全部Ｌ）
Ｇ 味が良い、品質の高いものを安定収量確保 病気が減った
Ｈ メロンの味が良くなる
Ｉ 下ものがなくなりＡ品率向上、メロンの味が格段に良くなる 殺菌剤散布回数が半減した

浅見・辻井：養液土耕栽培システムを導入した施設野菜農家の満足度と導入成果

１)表７ 導入後の水使用量及び肥料量

肥料量
農家 水使用量

窒素量 金額換算

％ ％ ％
Ａ 67 50 70
Ｂ 42 同 同２)

Ｃ 30 同 同
Ｄ 35 減(？) 70３)

Ｅ 減(？) 減(？) 80
Ｆ 50 減(？) 減(？)
Ｇ 80 減(？) 50
Ｈ 20 同 同
Ｉ 30 20 70

平均 52

注：1) 導入前に対する導入後の使用量。
2) 変わらない
3) 節減したが具体的な数値は不明。
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８ 導入後の労働時間配分の変化

経営主が行っていた灌水作業について、節減できた時

間をどのように使っているかを聞いたところ、８戸が誘

引・整枝等の管理作業、１戸が経営規模の拡大に向けて

いた。他の管理作業に振り向けられたことにより作物の

生長に合わせた適期作業が可能になった上、精神的な余

裕もできたという回答があった（表８）。

９ 養液土耕栽培システムの操作と経営主不在時の対応

装置の制御盤（コントロールパネル）を操作できるの

は９戸中５戸が経営主のみであり、経営主の不在時には

天候の急変に全く対応できないと答えた。その他の農家

では経営主が携帯電話で家族に連絡して設定を変えるよ

うに指示していた（表９）。

10 植物体分析の有無

養液土耕栽培における適正な施肥のための植物体中の

硝酸態窒素含量の分析については、調査した９戸の内１

戸しか実施した経験がなく、その農家も調査時点では実

施していなかった（表９）。ほとんどの農家はメーカー

や農業改良普及課が作成した栽培マニュアルに合わせた

施肥を行っていた。

11 愛知農総試開発の養液土耕システムの認知度と同シ

ステムの適応性に関する意見

当場が開発した「即時制御灌水法による養液土耕シス

テム」に関する情報等については、９戸の内６戸が聞い

たことがないと答えた（表９）。

また、このような水分センサを用いる養液土耕システ

ムの栽培現場への適応性について聞いたところ、適応の

可能性があると答えた農家と難しいと答えた農家が半々

であった。難しいと答えた農家は「センサ１本だけの設

置で施設全体の灌水量の決定を行うことが不安」と答え

ており、「均一な土壌が作成できる隔離ベットなら適応

可能」という意見であった（表９）。

12 普及対象農家（どのような農家に適しているか）

経営主の経営・栽培志向に関する意見では、従来の栽

培方法では難しかった「収量重視」あるいは「品質重

視」等の経営方針に沿った栽培を、養液土耕栽培では容

易に実現できるとの意見が多かった。

ハウス等の施設の関係では、導入費用の面積当たり単

価が下げられるので、施設が集中している農家が導入す

べきだという意見がある一方、施設が散らばっていて灌

水時間が長い農家こそ、灌水作業時間の節減のため導入

すべきだとの意見もあった。

また、調査した地域の灌漑用水は豊川用水を使用して

いる関係で、同じ配水網でつながっている近隣農家の灌

水によって水圧が不足・不安定にならざるえず、経営主

自身が施設を離れられず灌水作業時間が長くなる傾向が

みられた。しかし養液土耕栽培では灌水量が少ないので、

近隣農家の灌水による低水圧であっても希望する時間に

タイマーによる灌水が全施設で行うことができるという

メリットを挙げる農家があった（表10）。

13 養液土耕栽培の装置・システムへの要望

個々の農家に適した栽培マニュアルの提供の他、装置

自体に関しては安価で簡単なシステム、より簡単なシス

テムの設定方法を望んでいた。また、安価な肥料の紹介

や肥料の種類の統一など、養液土耕栽培システム導入農

家の連携や情報交換も必要との意見もあった。さらに養

液土耕栽培の普及率が上がらない状況については、シス

テムの販売方法に問題があるとの意見もあった（表10）。

14 不安点・産地の今後の方向等に関する意見

近年、有機栽培・減化学肥料栽培に対する消費者の関

心が高まっていることから、化学肥料を用いる養液土耕

栽培の生産物は好まれないのではないかという不安を挙

げる農家が３戸あった。また、産地の方向としては品質

を重視した戦略が必要との意見であった（表10）。

愛知県農業総合試験場研究報告第35号

表８ 導入後の労働時間配分の変化

農家 変化した内容 （コメント）１)

Ａ 誘引・整枝・収穫
工夫するため前よりよく見る）Ｂ 誘引・整枝（

Ｃ 規模拡大
手が入れられるようになる）Ｄ 誘引・整枝（
遅れが少なくなる）Ｅ 誘引・整枝（

Ｆ 誘引・整枝・収穫
栽培方法を工夫できる）Ｇ 誘引・整枝（

Ｈ 誘引・整枝
遅れが少ない、役があっても対応可）Ｉ 誘引・整枝（

：1) 灌水作業時間が減ったことによって増加した注
農作業の内容又は経営の変化

表９ 装置の操作と雨天・不在時の対応、植物体分析の有無、愛知農総試開発の水分センサを用いた

養液土耕システムの適応性に関する意見

不在時 開発した 適応の
農家 操作可能者 葉分析 コメント１)

対応 ニュース 可能性

水が多すぎるのがわかるのは有り難いＡ 経営主のみ 不可 無 知らない 不明

昨年ま センサ設置位置の心配、木を見る能力ない人に適Ｂ 経営主のみ 不可 知らない 有で実施
Ｃ 経営主＋妻 無 普及課で聞いた 難 可センサ設置位置の心配、隔離ベッドなら

栽培が楽しくないＤ 経営主のみ 不可 無 知らない 難

点滴灌水に適している、毎日の設定を変えずに済むＥ 経営主親子 無 知らない 有

センサ設置位置の心配、隔離ベッドなら可Ｆ 経営主親子 無 知らない 難

センサ設置位置の心配、隔離ベッドなら可Ｇ 経営主のみ 不可 無 普及課で聞いた 難

地下水位低い所ならできるＨ 経営主のみ 不可 無 知らない 有

センサ１点でも適応可能Ｉ 経営主＋妻 無 実証農家で見た 有

注：1) ＲＱフレックスによる葉柄中の硝酸態窒素濃度分析
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考 察

表１に示したように、トマト・メロン栽培農家への養

液土耕栽培システムの導入は年々増加したが、2001年度

以降は増加率が低下し、2002年度現在、渥美郡の施設ト

マト・メロン栽培及びミニトマト栽培農家の合計約300

戸の内、約13％に普及して頭打ちになっている 。８）

ロジャースのマーケティング論 によれば、一般的に９）

商品・サービスや新技術など新しいアイデアを初期に購

入・採用する人、つまり「革新者」と「前期少数採用者

（初期採用者）」がいる一方、少し遅れて購入する「前

期多数採用者」と「後期多数採用者」、さらにずっと遅

れて購入する人「採用遅滞者」がおり、彼らの購入・採

用プロセスを時間軸でプロットすると、正規分布で示さ

れるという。すなわち革新者は新しいアイデアを採用す

る人の内の最初の2.5％であり、前期少数採用者は次の1

3.5％、前期多数採用者と後期採用者は34％ずつ、採用

遅滞者が残りの16％ということになる。

一般消費者の場合、革新者や前期少数採用者たちの多

くは採用した新しいアイデアの情報を積極的に発信する

傾向が強く、結果として前期多数採用者と後期採用者た

ちに影響を与え、採用を決断して普及が進むと言われて

いる 。養液土耕栽培の普及率が13％で停滞している現９）

状は、言わば前期少数採用者までしか受け入れられてい

ない状態である。養液土耕の普及率が高くならない原因

として考えられるのは、一般消費者の例のように前期採

用者たちの情報が広まらず、未導入者たちが関心を持ち

評価や試用するきっかけが得られていない可能性がある。

前述のとおり、著者らは養液土耕栽培導入農家に対し

導入メリット等に関する調査を既に行っている が、彼４）

ら革新者や前期少数採用者たちの導入成果については詳

細には明らかにできなかった。このような観点から、早

期に導入を決意した経営主に対する今回の調査において

特に重要視して聞き取りしたのは、(1)経営主が導入を

決意するに至った主要な働きかけは何であったか、(2)

導入成果の中で最も良かった点、あるいは期待や不安の

程度と結果が異なった点は何か、の２点であり、導入成

果に関する情報をより具体的に収集した。本稿の最後に、

これらの聞き取り結果から、(3)養液土耕栽培を産地に

一層普及するための方法、(4)当場開発の養液土耕栽培

システムの導入の可能性、について併せて考察する。

１ 経営主が導入を決意するに至った主要な働きかけは

何であったか

導入時の動機で最も多かったのは作業の省力化であり、

連作障害を回避し生育や収量の安定、増収・品質向上が

続いた。調査農家の施設面積は平均47.3ａと規模が大き

く、労働力はほぼ家族だけの３人であることから、労働

力は不足気味であると考えられる。また灌水作業に関し

ては、近隣農家と灌水時間が重なると水圧が非常に低く

なり、早朝や未明などの競合しない時間に灌水したり、

１回の灌水量が多量なので何回かに分けて灌水せざるを

得なかった。さらに生産物の量と質に直結する毎日の灌

水量を決定するためにも経営主自らが灌水を行わなけれ

ばならないことから、農作業に追われ、余裕の少ない状

況であったとほとんどの農家が答えている。

このような中で、メーカーやシステムの販売代理店か

ら伝えられた導入のメリット、特に「省力化」に関して、

調査農家の経営主自身が抱える問題点を解決する栽培技

術としてかなり期待していたものと思われる。さらに、

調査農家は渥美地域で特に早期に導入した農家であるこ

とから、代理店から示されたキャンペーン価格やモニタ

ー価格などの優待価格で導入した例が多い（データ未掲

載）。しかし、ほとんどの調査農家が当時の値引き販売

が導入を決意する重要なきっかけであったと答えている

にもかかわらず、それでも導入時点における費用感覚で

は高いと感じていた農家が半数以上あった。

十河 は養液土耕システムを導入した香川県の花き１0）

農家の満足度を調査し、「軽労化」と「水源の確保」が

１位と２位、要改善項目として「導入経費」が１位と報

浅見・辻井：養液土耕栽培システムを導入した施設野菜農家の満足度と導入成果

表10 養液土耕栽培技術の普及等に関する意見

１．どういう農家に向いているか

経営・栽培志向
・大型経営志向農家、又は高単価をねらう農家

・収入を増やしたい人、満足いく生産物を得たい人

・栽培を工夫したい人には作物の反応が速いので向いている

今まで通りの栽培がよい人でも品質良いものができる

保有施設の状況

・保水性の良いほ場の農家

・施設が固まって面積集中している人＝坪単価が安くなる

・用水の幹線から遠く、水圧が不安定（低い）な施設

・灌水時間を削減したい人、特に施設が散らばっている場合

２．装置・システムに望むこと

栽培方法
・栽培マニュアルの充実・整備

装置

・使いやすい機械

・装置の構造がシンプル

・安い装置

・ポンプ能力が高い（濃度の高い液肥ができるもの）

・壊れた時自分で対応できる

操作盤

・操作盤の設定方式がシンプル、タッチパネル方式

・操作盤の画面が広い方がよい

・より詳細な設定ができる装置

肥料

・肥料の統一

・安い肥料

・肥料の投入量が表示できるようにしてほしい

販売方法
・現在の販売方法が下手

３．不安点・産地の今後の方向

・消費者の有機・減化学肥料栽培志向とマッチしていない

・トマトの経営悪い人が多いので導入意欲がない

・品質重視

・品質をそろえ産地全体のレベルアップ
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告している。本調査の結果からも、「費用（価格）対効

果」の面での新技術の経営上のメリットを納得させると

ともに、低価格システムの供給そのものも普及率向上の

重要な要素であろう。

幸い最近は多種類の養液土耕（点滴灌水施肥）栽培シ

ステムや低価格の装置も販売されるようになり 、さ１，11）

らに導入費用の軽減のためシステムの自作も勧められて

いる 。しかし、ここで問題と考えられるのは、調査農２）

家のほとんどがふだんから付き合いのあるメーカー・販

売代理店から勧められた機種を選定しており、他の機種

や他代理店との見積り比較等を行っていなかった点であ

る。もし、現在においても養液土耕栽培システムに関す

る情報入手ルートが限られていたり、導入農家の事例を

見聞きする機会がなければ、今後、未導入農家が導入を

検討するきっかけが訪れないと考えられる。

２ 導入成果の中で最も良かった点は何か。また、期待

や不安の程度と結果が異なった点は何か。

導入成果に関しては省力化を挙げる農家が多く、日常

的な長時間の灌水作業がほとんどなくなったことによっ

て、結果として労働環境が改善されたばかりでなく、表

５に示したように生産物にも良い影響があった。またト

マト農家では施設全体で１～２日かかる追肥作業がなく

なったことによって肉体的・心理的負担が軽減したと答

えており、「もう元の栽培に戻ることはない」と省力化

に関しては絶大な評価を行っている。

また灌水作業時間が短くなって「空いた時間を生かせ

農作業が回るようになった」とほとんどの農家が答えて

おり、労働力不足で余裕のない経営から「農作業の遅れ

が少なくなる」「手が入れられるようになる」効果に加

えて、経営主自身が「栽培方法を工夫できる」「工夫す

るため前より作物をよく見るようなる」など栽培技術に

関する向上心が生まれる効果が示された。

渥美地域のトマト農家では、収量重視の「桃太郎ヨー

ク」等の丸玉系トマトと、以前から作っていて品質重視

のファースト系トマトの両品種を同時に栽培している農

家が多い。経営主の経営志向によって、収量重視又は品

質重視いずれの栽培にも対応可能であることが実感でき

たことから、導入時にそれほど期待していなかった「増

収・品質向上」面も、導入のメリットとして今後もっと

強調可能であると考えられる。

さらにメロンにおいては、ネットなど外観品質が販売

単価に直結するので、肥大期、ネット形成期などの時期

別の灌水量などの灌水技術に関して相当の不安があった

そうだが、農業改良普及課やメーカーが提供した栽培マ

ニュアルに沿った灌水を行った結果、収量・品質の両面

が向上する結果となった。具体的には、収量面において

施設内で均一な灌水が行われたことから生育がそろい、

果実の割れなどが減って収量増になり、高価格帯の階級

の割合が高くなった。品質面では満足できるネットが形

成され秀品率が高くなったほか、「出荷後の生産物への

苦情が全くなかった」と、トマト以上に期待を上回る成

果が得られた。

表６に示したように、半数以上の農家が病気の発生が

減ったと答えており、農薬散布回数を減らすことができ

るという効果もあったとしている。この病気発生が減っ

たという点については客観的な検証が難しいと思われ、

過度の期待や宣伝は慎むべきではあるが、実際に散布回

数が減ったとするならば、生産者の健康や食品安全性の

面から望ましい成果であるということができる。

導入直後の栽培では、マニュアルに従った管理を行っ

ても農家ごとに同じような生育はしないことから、「１

～２作は失敗を覚悟する」ような栽培指導がなされてい

る。しかし、経営主が「工夫するため作物を以前よりよ

く見る」ようになり、「養液土耕栽培では作物の反応が

速い」ので失敗にも早く対応でき、思っていたよりも早

く新技術の習得ができたそうである。このように、導入

時に抱いていた不安が、意外に「案ずるより産むが易

し」であったという体験談も重要な情報であると考えら

れる。

３ 養液土耕栽培を産地に普及するための方法

渥美地域に養液土耕システムの導入が始まって５年以

上経過し、既に産地全体で認知の段階は過ぎている。普

及率を高めるには、未導入の農家経営主が関心を示し、

試用してみようと考えるよう、あと一押しの工夫や働き

かけが必要である。今回の調査農家の例では、当時のキ

ャンペーン価格という値引き販売が採用を後押ししてい

たが、導入費用以外の要因について考察を加えてみる。

情報提供に関しては、通常の消費者の例では、前期少

数採用者が情報発信源となるはずであるが、農家経営者

の場合、情報発信を積極的に行う人や機会が少ないこと

が考えられる。渥美地域では、農業改良普及課の働きか

けで「養液土耕研究会」が開催されている が、どうし12）

ても導入済み農家が中心とならざるを得ない。また野菜

農家と花き農家など、所属する部会以外との情報交流も

少ないと思われる。したがって、導入成果などの客観的

情報の提供については、農業改良普及課、試験場及び農

業協同組合等が今まで以上に積極的に行う必要がある

ここで、導入農家の具体的意見について個々に考察す

る。

導入動機（目的）で回答が少なかった「連作障害を回

避・生産安定」や「増収・品質向上」は、システムのメ

ーカーや代理店、さらに農業改良普及課が挙げる養液土

耕栽培のメリットとして重要な項目である。中野 は13）

「養液土耕」に関する幾つかの文献を整理し、期待され

る効果として「施肥効率の増加」「環境汚染の低減」

「根圏ストレスの軽減」「灌水・施肥管理の省力化」な

どが挙げられていると報告している。メリットの強調点

の違いがあるとはいうものの、農業試験場の研究者や養

液土耕栽培の専門家ほど肥料と環境面を強調している傾

向が伺われる。

しかし今回の調査で示されたように、農家が挙げた導

入成果は直接的には「作業の省力化」であり、次に「増

収・品質向上」としている。肥料・施肥の面では表７に

示したように、肥料の量として節減効果を把握している

農家はわずか２戸、簿記記帳で把握できるはずの肥料費

の節減効果も半数の農家しか答えられなかった。このよ
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うに養液土耕栽培に興味があって早期に導入した農家で

さえ肥料・施肥面への関心が低いことから、一般農家で

はなおさら関心がないことが想像できる。したがって、

専門家の強調する施肥や環境面のメリットよりも、農家

が体験した省力などの導入メリットの方を具体的に強調

する方が、未導入農家への働きかけとしてより効果的で

あると考えられる。

一方、「連作障害を回避・生産安定」を導入動機の１

位とする明確な経営改善志向を持つ経営主も少数ではあ

るが存在したことから、いろいろな経営主の意向に沿っ

た働きかけの材料も併せて用意しておく必要がある。

また養液土耕栽培での適正な施肥のため、植物体中の

硝酸態窒素含量の定期的な分析を養液土耕の専門家は勧

めている が、調査した９戸の内の１戸しか実施した経11）

験がなかった。分析を行っていない理由は様々であった

（データ未掲載）が、土壌・肥料の専門家が簡単な作業

と考えている分析操作が農家にとっては煩わしいと感じ

ていること、栽培マニュアルを工夫しながら作物をよく

観察して栽培すれば分析に頼らなくても経営主自身で施

肥量を加減できること、導入直後のメーカーによる分析

サービスがなくなったこと、が主な理由であった。作物

の観察によって施肥量を決定していると答えた経営主は、

技術的な経験の浅い新規就農者や若手農業者をサポート

する詳細な栽培マニュアルの提供を要望していた。

表10に示した産地の今後に関する意見の中で、消費者

の有機・減化学肥料栽培志向とマッチしていないことを

挙げる農家が３戸あった。現在の養液土耕栽培で使用さ

れる液肥は無機化学肥料であり、有機栽培推進の流れと

は逆行していることを心配しているものと思われる。

４ 愛知農総試開発の水分センサ制御型養液土耕栽培シ

ステムの導入の可能性

当場が開発した水分センサ制御型養液土耕栽培システ

ムについて、適応の可能性があると答えた農家と難しい

と答えた農家が半々であった。当場開発の水分センサ制

御の利点は、経営主が不在の場合でも、天候にかかわら

ず一定の土壌水分含量が維持できることであり、従来の

タイマー型制御よりもさらに省力的で精密な灌水が可能

になる点である。

普及上の問題点として考えられるのは、天候を心配し

なくて済むことや省力的な精密灌水について、経営主が

農業経営上のメリットとして実感できるか、さらにセン

サ１本だけの測定によって施設全体の灌水量を決定する

ことへの経営主の不安を払しょくできるか否かにかかっ

ている。この点を解決する手段として現場実証試験が数

多く実施されることが望まれる。

また、このシステムについては、農業改良普及課との

情報交換の機会が多い今回の調査農家でさえ半数以上の

農家が「聞いたことがない」ことから、多くの農家には

知られていないことが想像できる。当場における開発技

術については、種々の媒体を通じて発表しているが、今

回の事例のように現場の農業経営主に的確・迅速に伝わ

っていないことが考えられ、この点については早急に原

因を調べ改善すべきである。特に実証試験が必要な新技

術については先進的農家の協力が不可欠であり、今後、

開発技術に関する情報提供に一層努める必要がある。
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