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次世代施設園芸拠点のケーススタディー

～エネルギー管理～

林 真紀夫
日本施設園芸協会 次世代施設園芸検討委員

（東海大学名誉教授 ）

事業目的
①高度な環境制御技術の導入による生産性向上
②地域エネルギーの活用、化石燃料依存からの脱却
③雇用労働力を活用した温室の大規模化、生産から出荷までの施設の
集積、所得向上と雇用創出

平成２９年度次世代施設園芸地域展開促進事業成果報告会
大阪府立大学 〔2018.3.22〕



１．次世代施設園芸導入加速化支援事業10拠点

地域エネルギー
・7か所で木質バイオマス燃料
・廃棄物燃焼発電、下水処理場放流水熱、温泉熱
・LPGボイラー、重油暖房機などとのハイブリッド

（農林水産省資料より）

化石燃料30％削減目標



１．木質燃料・・・・カーボンニュートラルに近い
①木質ペレット（小中型暖房装置）【埼玉県・静岡県・宮崎県３拠点】

②木質チップ（大型暖房装置）【北海道・宮城県・兵庫県３拠点）】

③おが粉（高知県拠点）
ハンマータイプ 切削りタイプ

間伐材
製材廃材
雑廃材

全木（混合） バークホワイト

２．その他
①廃棄物燃焼発電・燃焼熱（富山県拠点）
②下水処理場放流水熱（愛知県拠点）
③温泉熱（大分県拠点）

２．地域エネルギーの種類



（１）木質燃料利用
【大型温室】
１．フェンロー温室（宮城、兵庫、高知）

温湯式レール放熱管（木質＋ＬＰＧ）
２．大型連棟温室（北海道）

温風式（ＬＰＧ）、温湯式（木質＋ＨＰ）
（２）木質燃料利用

【中型温室集合】（9～20棟、棟別制御）
１．中型連棟（埼玉、静岡、宮崎）

温風式（木質＋ＬＰＧ，重油）
（３）その他

１．フェンロー温室（大分）
温湯式レール放熱管（温泉熱＋重油）

２．フェンロー温室（愛知）
温風式（放流水熱＋重油）

３．単棟温室（富山）
温風式（発電利用ＨＰ）

３．各拠点の暖房方式と利用状況（１）



１．トマト（1.1ha）、パプリカ（1.3ha）（ハイワイヤー方式）（２冬）
２．施設面積2.4ha、ガラスフェンロー温室
３．暖房設備（トマト・パブリカ供用）
◆温湯供給系統、蓄熱タンク（736m3）
①木質チップボイラー（能力比率26％）
②LPGボイラー（700kW×４台）（CO2施用利用）（62％）

◆パプリカハウスのみ
③地中熱源ガスエンジンヒートポンプ（12％）夏期夜間冷房利用

（株）ﾃﾞ・ﾘｰﾌﾃﾞ北上

②LPGボイラー
③地中熱
ガスヒートポンプ蓄熱タンク（740トン）

宮城県拠点（石巻市）

①木質チップボイラー



１．トマト・ミニトマト（ハイワイヤー方式）（３冬）
２．施設面積3.6ha、2屋根型フェンロー温室1.78ha×2棟（3作目）
３．暖房設備概要
①木質チップボイラー（能力比率13％）、蓄熱タンク13m3

②LPGボイラー（87％）（CO2施用利用）

（株）兵庫ネクストファーム

兵庫県拠点（加西市）

②LPGボイラー
①木質チップボイラー



高知県拠点（四万十町）

１．トマト（大玉・中玉：ハイワイヤー方式）（2冬）
２．施設面積4.3ha、2屋根型ガラスフェンロー温室3棟
３．暖房設備（温湯暖房）
①おが粉ボイラー（3台）（能力比率45％）
②LPGボイラー（6台）（55％）（CO2施用利用）

（有）四万十みはら菜園、（株）ベストグロウ、四万十トマト（株）

蓄熱タンク（５０ｍ3）

おが粉 ①おが粉ボイラー ②LPGボイラー

CO２タンク

冷却装置



●木質燃料ボイラーとLPGボイラーによるハイブリッド方式
●木質燃料ボイラーの特性を考慮した運転
・着火、消火に時間がかかり、ON－OFFが頻繁になると暖房効率
が低下⇒連続運転が望ましい

・木質ボイラーをベース熱源、不足熱量をLPGボイラー
・負荷の小さい期間はLPGボイラー単独利用もあり
・蓄熱タンク（バッファタンク）がある場合は、日中蓄熱
・昼間の蓄熱運転により、暖房装置容量を小型化
●LPGボイラーのCO2施用利用
・蓄熱タンクがある場合はLPGボイラーの発熱を蓄熱
・蓄熱タンクない場合は、クーリングタワーより廃熱
・蓄熱タンク設置による初期投資増加

運転利用状況



宮城 兵庫 高知

温室 フェンロー フェンロー フェンロー

面積（ha） 2.4 3.6 4.3

木質系燃料 チップ（ハンマー） チップ（切削り） おが粉

LPG暖房 温湯 温湯 温湯

蓄熱タンク 740トン 13トン 150トン（50×3基）

LPGのCO2利用 〇 〇 〇

クーリングタワー × 〇 〇

液化CO2タンク 〇 × 〇

その他 ヒートポンプ － －

３拠点の比較

・蓄熱タンクが大きければ、日中の稼動で蓄熱、CO2施用運転の発熱を蓄熱
・蓄熱タンク設備初期投資が必要



北海道拠点（苫小牧市）

１．イチゴ（一季成り品種、四季成り品種）、高設栽培（２冬）
２．施設面積4ha（2ha×2棟）
３．暖房装置
◆暖房：①LPG温風暖房機（能力比率82％）
◆融雪、高設ベッドの加温：

②木質チップボイラー（7％）
③ヒートポンプ（11％）培地冷却にも利用

②木質チップボイラー 貯熱タンク50ｍ2

.融雪 培地加温

①LPG暖房機

③ヒートポンプ

苫東ファーム（株）



（１）木質燃料利用
【大型温室】
１．フェンロー温室（宮城、兵庫、高知）

温湯式レール放熱管（木質＋ＬＰＧ）
２．大型連棟温室（北海道）

温風式（ＬＰＧ）、温湯式（木質＋ＨＰ）
（２）木質燃料利用

【中型温室集合】（9～20棟、棟別制御）
１．中型連棟（埼玉、静岡、宮崎）

温風式（木質＋ＬＰＧ，重油）
（３）その他

１．フェンロー温室（大分）
温湯式レール放熱管（温泉熱＋重油）

２．フェンロー温室（愛知）
温風式（放流水熱＋重油）

３．単棟温室（富山）
温風式（発電利用ＨＰ）

３．各拠点の暖房方式と利用状況（２）



１．トマト（低段密植養液栽培）（１冬）
２．施設面積3.3ha、2丸屋根型連棟ハウス（23～35a）11棟
３．暖房装置（34aハウスの場合）
①木質ペレット温風暖房機（1台）（能力比率34％）
②LPG温風暖房機（２台）（66％）上吹き出しのダクトレス

埼玉県拠点（久喜市）
イオンアグリ創造（株）

循環扇

①木質ペレット暖房機

混合、ホワイト

②LPG暖房機 LPGタンク

制御装置



（株）サンファーム富士小山

１．トマト、ミニトマト（高糖度）、低段密植養液栽培（3冬）
２．施設面積4ha、低コスト耐候性ハウス20a×5棟×４ブロック＝20棟
３．暖房設備
①木質ペレットボイラー（1台×4ブロック）（能力比率40％）

同上用室内熱交換機（2台×5棟×4ブロック）
②重油温風暖房機（2台×5棟×4ブロック）(60％）

静岡拠点（小山町）

熱交換器
②重油暖房機

温水

①木質ペレットボイラー

ダクトレス



１．ピーマン、キュウリ（土耕栽培）（2冬）
２．施設面積4.1ha、丸屋根型低コスト耐候性連棟ハウス（30～54a）、9棟
３．暖房設備
①木質ペレット温風暖房機（41台）10a当たり1台設置

木質ペレット温風暖房機のみ、下吹き出し温風ダクト方式

JAファームみやざき中央

宮崎県拠点（国富町）

①木質ペレット暖房機 温風ダクト木質ペレット納入



●木質ペレット暖房機＋ＬＰＧ暖房機（埼玉拠点）
●木質ペレットボイラー＋重油暖房機（静岡拠点）
●木質ペレット暖房機のみ（宮崎拠点）
・基本的には木質系を優先利用

●木質燃料の価格は、拠点により異なる
●暖房コスト低減と化石燃料削減が一致しないことがある
●燃料コストを勘案し、木質ペレットとLPG・重油の利用比率を調整
●大半の拠点で安定供給。一部供給不足あり
●ボイラー暖房機の定期清掃
・自動清掃機能付きボイラー⇒1シーズン1回
・300時間ごと⇒2時間/台×40台＝80時間（作業負担あり）

運転利用状況

木質燃料利用状況（7拠点）



（１）木質燃料利用
【大型温室】
１．フェンロー温室（宮城、兵庫、高知）

温湯式レール放熱管（木質＋ＬＰＧ）
２．大型連棟温室（北海道）

温風式（ＬＰＧ）、温湯式（木質＋ＨＰ）
（２）木質燃料利用

【中型温室集合】（9～20棟、棟別制御）
１．中型連棟（埼玉、静岡、宮崎）

温風式（木質＋ＬＰＧ，重油）
（３）その他

１．フェンロー温室（大分）
温湯式レール放熱管（温泉熱＋重油）

２．フェンロー温室（愛知）
温風式（放流水熱＋重油）

３．単棟温室（富山）
温風式（発電利用ＨＰ）

３．各拠点の暖房方式と利用状況（３）



富山県県拠点（富山市）

１．フルーツトマト（長段密植養液栽培）（2冬）
花き（トルコギキョウ、ラナンキュラス）、土耕栽培、養液栽培

２．施設面積4.1ha、単棟ハウス（9～25a）28棟
３．暖房設備
①空気熱源ヒートポンプ（7馬力×360台、約9台／10a）

棄物処理場発電電力（約1,500kW）を使用
暖房、夏季昼間・夜間冷房

②廃棄物燃焼熱（コンテナ輸送設備）（一部ハウス）

（株）富山環境整備

②廃熱利用設備①ヒートポンプ

ファンコイルユニット
一部LED補光



愛知県拠点（豊橋市）

１．ミニトマト（ハイワイヤー方式）（2冬）
２．施設面積3.6ha、両屋根型フェンロー温室2棟

2.9ha×1棟（A区・B区）、0.7ha×1棟（C区）
３．暖房装置
①放流水熱交換ユニット（20ユニット設置）
②重油温風暖房機15台（15台）
③ヒートポンプ：C区のみ（冷暖房、除湿利用）

イノチオみらい（株）

放流水

室内吹出ダクト①地下埋設熱交換ユニット ②重油暖房機

③ヒートポンプ



大分県拠点（九重町）

１．栽培作物：パプリカ（ハイワイヤー方式）（2冬）
２．栽培ハウス：2.4ha、3屋根型ガラスフェンロー温室1棟

中央付近の仕切り壁で2分し、別管理。
３．暖房設備
①温泉熱供給システム（熱交換装置、貯熱タンク（300トン））
②重油ボイラー（4台）

（株）タカヒコアグロビジネス

①熱交換設備

貯熱タンク（300トン） ②重油ボイラー放熱管・レール

循環扇

重油タンク



●地域エネルギー（木質バイオマスなど）を活用した暖房装置と
LPG暖房機、重油暖房機、ヒートポンプなどを組み合わせたハイ
ブリッド暖房方式。目新しいシステム構成が多い。

●適切な温度環境（温度ムラをなくす、室温の変動幅の縮小）を
作出するため、またエネルギーの有効利用（ロスの縮小）や暖房
コストを削減するため、試行錯誤によるハイブリッド運転方法の検
討や改善が進められてきた。

●その結果、2～3冬を経過した拠点では、装置の特性も分かって
きており、概ね問題なく暖房ができるよう暖房運転方法が定まっ
ている。

４．暖房運転の現状



●削減率は、大分拠点（温泉熱）、富山拠点（廃棄物発電）、宮
崎拠点（木質ペレットのみ）がほぼ100％。静岡拠点（木質ペ
レット）が約50％。その他30％に達しない拠点もある

●燃料価格により、化石燃料の方が安い場合も生じる
（燃料バランスの調整を検討する拠点あり）

５．化石燃料の削減状況



（１）環境制御装置
●使い方のトレーニングが不十分
●運転設定の仕方がよく分からない、使いこなせない
●マニュアルが英語で分かり難い（Priva製品など）、記載が不十分

（２）センサーの保守
●CO2・温度湿度センサーなど、定期的なチェック・校正が行われ

るような体制になっている

（３）暖冷房装置能力の不足
●除湿換気制御を計算に入れなかったことによる暖房能力不足
●夏期の昼間冷房でのHP能力不足

６．検討事項・課題の改善（１）



（４）温度ムラの改善
●程度の差はあれ、ほとんどの拠点でも見られた
●改善されたが、現状ですべて改善できたわけではない

【共通の対策】
●周辺のカーテンの隙間対策（サイド下、合わせ目）

【温風式】
●配風ダクトの配置や吹出穴の間隔や大きさ調整
●温風式のダクトレスで発生しやすい
●ダクトレスの暖房機では吹出方向などの調節
●循環扇の増設

【温湯式】
●暖房管流量調整（区画間のアンバランス調整）

裾部の隙間

６．検討事項・課題の改善（２）

流量調節

循環扇増設

ダクト調整



ヒートポンプの冷房・冷却利用（４拠点）
（暖房だけでなく、冷房・冷却利用効果）
●北海道（イチゴ）

・寒冷地仕様の空気熱源HP
・高設ベッド培地の加温・冷却
・電気料の負担が大きい

●宮城（パプリカ）
・地下水熱源エンジンHP
・夏期の夜間冷房に使用

●愛知（ミニトマト）
・夏越し栽培のための夜間冷房

●富山（フルーツトマト、花き）
・廃棄物燃焼発電による電力を使用
・夏期の昼間冷房、夜間冷房

７．ヒートポンプ冷房利用



●事例の少ない暖房装置の組み合わせ（ハイブリッド方式）のため、

利用方法のPDCAサイクルによる改善が進められた

●概ね、大きな問題なく利用できるようになっているが、今後も微修

正が必要

●多くの拠点で温度ムラの問題が生じたが、かなり改善がなされた

●化石燃料削減とコスト削減、省エネを達成しなければならない

８．まとめ
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・日本施設園芸協会、2017年、次世代施設園芸の全国展開リーフレット
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進事業）事業報告書
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進事業）事業報告書

・各拠点作成リーフレット
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