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Supply of food in Japan depends heavily on foreign agricultural output, structurally affected by the international food
condition. In order to secure Japan’s food supply it is significant to boost domestic food production and raise public
consciousness on food supply, especially in urban city “Tokyo”. This study aims to propose a new form of urban
agriculture. My proposal is to use utilizable space for agriculture in Tokyo, intend to promote individual participation
in cultivation. For this purpose, a hydroponic method suitable for urban agriculture was examined by comparing a
deep flow technique (DFT) with three non-cultivate agriculture systems.
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1. はじめに
1.1 研究背景と目的
従来、都市と農産地の関係は対立的であったが、
近年さまざまな形態での都市生活者の農業への参加
や農業従事者との連携、交流が行われており、農業
の多面的な機能に注目が集まっている。
しかし、都市部で生活者が植物生産を行う際には
土地や土壌確保が難しく、市民農園での生産もしく
は家庭でのベランダ園芸栽培に生産規模がとどまっ
ている。ベランダ園芸栽培においても、地力の低下、
使用後の培地や基盤の処理など多くの問題が残って
おり、趣味の域を出ないものとなっている。
本研究では、都市生活者が参加する新たな都市に
おける都心農業の可能性を示すとともに、都心部で
適正のある栽培方法の検証、および新たな連続不耕
起植物栽培方法の考案とその検証を行い、都心部に
おける小規模有機植物生産の可能性を探ることが本
研究の目的である。また、建築物の改修などで用い
られ、建築物のエネルギー効率を高めるダブルスキ
ン工法における壁面空間等での栽培可能性を視野に
入れ、研究を進めるものである。それは、環境負荷、
労働負荷の少ない小規模栽培を狙うものであり、都
心部での自立的な食糧確保を可能とする小規模農業
のあり方やライフスタイルを提案するものである。
1.2 小規模空間での農業
まず、本研究の題名で用いられている「小規模空

間」に関してここで記述しておきたい。
都市において農業を行うための一括した大規模な
土地の確保は難しいと考えられ、利用可能な分散さ
れた小さな空間を最大限に利用することが必要であ
る。分散化された利用可能な小規模空間とは、居住
空間における窓際やベランダ、オフィスおよび店舗
等窓際、マンションおよびビル等屋上、ビルにおけ
るダブルスキン壁面空間内などが考えられる。この
ような分散化された空間を利用し、農業を行うこと
が都市農業においては必要となってくる。同時にこ
のような空間で農業を行うことにより居住空間、マ
ンション、ビル等から排出される熱や二酸化炭素の
利用、空間内の熱効率向上などの効果を狙うもので
ある。
また、このような空間において都市生活者が農業
を行うことは、物理的にも精神的にも生産者と消費
者の関係が極めて近い究極的な地産地消の姿である
といえ、新たな時代の都市のあり方やライフスタイ
ルを示すものと確信している。
2. 東京農業
2.1 東京農業ビジョン
都市生活者は農業に高い関心を持っており、政府
も都市での農業、住民参加による農業に対し、施策
を投じている様子が見受けられる。また、プロの農
業とアマチュアによる農業の相互関係によって、新

たな価値を生み出す可能性も予測できる。
ここで大きな問題となるのは利便性である。産業
革命以降の人類の歴史は、利便性を高めることで発
展してきたといえる。その結果、仕事の外部化が進
み、それによって経済成長を遂げてきた。極めて重
要となるのは、都市生活者は利便性を追及すること
で大きな犠牲を払ってきた側面を認識しなければな
らない。地球温暖化や食品の安全性などの問題も利
便追求による経済成長と共に起きた問題といえるだ
ろう。未来の世代のために、豊かな農業や安全な食
を残していくために、利便追及の姿勢を問いたださ
なくてはならない。その姿勢なくして、安全かつ安
心な未来を求めることはできない。同時に農業から
の歩み寄りが重要である。農業を行うことは、気候
に左右される作業、早朝の作業など日常のつらい農
作業や収穫のリスクを伴うことである。しかし、農
作業に喜びを見出すことのできる仕組みや作業効率
を上げ、利便性のある農法を確立し、都市の生活環
境に馴染む農業となれば、都市生活者と農業が交わ
ることも可能である。
自然環境から離れて生活する都市生活者は、食物
を手に入れるための手段は経済活動の上にのみ成り
立っていると言える。食料需要のひっ迫が強まる世
界の中、また不安定な日本の経済の中で、一部であ
っても自ら食物を手に入れることが可能なことは、
喧噪的な都市生活の中で精神的余裕を生み、利便性
では得られない喜びを得ることができるだろう。何
よりも自ら育てたものへの安心感に勝るものはない。
都市生活者は、利便追求の姿勢を問いただし、安全
かつ安心な食を手に入れるために自ら農業を行い、
食糧確保の一部を担う必要があるのだ。長期的視野
をもって都市における小規模農業の可能性を広げ、
都市生活者が積極的に農業に取り組む姿勢を持つこ
と、またそれを支える社会システムを整えることは、
新たな時代の都市のあり方やライフスタイルを示す
ものと確信している。
2.2 スマートアグリ
エネルギー問題においても発電所で発電したもの
を一斉に供給する方法から、各所で発電したものを
効率的に管理、供給するスマートグリッドが目指さ
れているが、農業分野においても、大規模生産によ
る集中型生産と季節性、地域性を生かした多様的な
分散型生産とを効率的に結びスマートグリッド化し、
複合的な消費を支えることが求められる。これをス
マートアグリ（Smart agriculture）と呼ぶものとし、
スマートアグリの概念図を示す。
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スマートアグリ概念図

2.3 都市農業の範疇
本研究における「都市」での農業の範疇について東
京を例にここで整理し、記述しておきたい。
●東京農業…東京 23 区内山ノ手線内側における農
業
●都市農業…東京都内および周辺経済発展地域にお
ける農業
●都市的地域…都市的地域とは、農林統計に用いる
地域区分（農業地域類型）であり、「可住地に占め
る DID 人口 2 万人以上の旧市町村または市町村。」
「可住地に占める住宅の割合が 60％以上で、人口密
度 500 人以上の旧市町村または市町村。ただし、林
野率 80％以上のものは除く。」東京では都内の大部
分がこれに含まれる。
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本研究における都市農業の範疇

2.4 プロによる農業
今後、離農が進めば、特に都市部の農業において
大規模なプロの農業と家庭菜園や市民農園でのアマ
チュア農業という二極化がますます進むと考えられ
る。そこでは少人数で広大な面積を管理するプロに
よる大規模生産農業が登場するであろう。水も液肥
もコンピュータで管理が容易な養液栽培は、一定の
基準のものを大量に生産するには適した栽培方法で

あるといえ、特に都市部において大規模農園は養液
栽培が真価を発揮すると考えられる。近年では企業
が植物工場として養液栽培を採用することが多い。
低価格で大量に生産を行う大規模農業は都市におい
ても重要な役割を担うものである。ここで植物工場
について少し触れておきたい。植物工場とは施設内
で植物の育成環境を制御して栽培を行う施設園芸の
うち、環境及び育成モニタリングを基礎として、高
度な環境制御と育成予測を行うことにより、野菜等
の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設である。
現在、植物工場への注目が高まりつつあるが、生産
コストの面での課題が大きい。しかし、中長期的な
視点からみれば、農産物供給の面のみならず、その
高度な生産管理技術から機能性食品や医薬品などへ
の展開も考えられ、大きな将来性を持っているとい
える。
2.5 アマチュアによる農業
都市部においてはアマチュア(都市生活者)による
家庭菜園や市民農園など小規模生産農業の可能性に
注目することができる。前述のように日本の都市農
業は、農地の減少、農業従事者の高齢化、耕作放棄
地拡大などの問題を抱えている。同時に、都市は様々
な社会問題や環境問題を抱えている。それぞれの問
題は互いに補完しあえる部分があると考えられる。
また、農作業による作業療法治癒なども報告されお
り、精神的な側面においても都市における農業に期
待が寄せられている。大規模生産による集中型生産
と季節性、地域性を生かした多様的な小規模生産に
よる分散型生産とを効率的に結ぶスマートアグリの
概念の中で、アマチュアによる農業は小規模生産に
よる分散型生産に位置づけられ、多くの食物輸送エ
ネルギーを必要とせず、都市での地産地消を担う重
要な項目としてあげられる。
3 東京農業に適正のある栽培方法の検討
3.1 東京農業を考える上での条件
東京都心において農業・植物栽培を行う際に大き
な問題となるのは、培地となる土の入手、処分が非
常に困難である点である。培地として土を用いた場
合では地力の低下や塩類の蓄積等から連続する栽培
が出来ない。地方では休閑により、地力を回復させ
るが、広い栽培面積を確保できない東京では土の購
入と処分を繰り返すこととなるがそれも下記の結果
から難しいことがわかる。東京都２３区における土
の処分方法について調査したところ、以下のような
結果を得た。
●回収していない…１８区
●可燃物として回収(少量に限り)…２区
●不燃物として回収(少量に限り)…３区
上記の調査結果で示す「少量」とはプランターの

土を数回に分ける程度の量を示しており、植物栽培
で利用した土を処分するのは難しい。このことから、
都市部においては、土を培地とした栽培方法は適さ
ないと言える。また、土を使用しない場合において
も、使用後の培地の処理が問題となる。ここで東京
において植物栽培を行う場合、培地を使用しない栽
培法、もしくは二次使用可能な培地を用いた栽培が
条件となる。
また、都市生活者が行う農業においては、メンテ
ナンス・イージーであること、手を汚さないことな
ども付加的な条件となってくる。
このような条件のもと、東京における農業を考え
ていくと耕起の必要がなく連続的に不耕起栽培が可
能な養液栽培が適正のある栽培方法であると考えら
れる。また、養液栽培の分類の中から東京農業で活
かすことが可能な特徴を持った栽培方式を選定、お
よびそれを応用した栽培方式の考案を行った。
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培地の有無による栽培方式の分類

3.2 マイクロバブルを用いた湛液水耕方式（MDFT）
養液栽培、とりわけ根が培養液に浸かった状態で
育成し、培地を用いない水耕栽培では、根が必要と
する酸素の多くを培養液から得ているため、培養液
の酸素供給は極めて重要となる。培養液の溶存酸素
濃度が低下すると、根が酸素欠乏となり、根腐れを
起こすなど生育異常を起こすことがある。培養液の
溶存酸素濃度低下の原因はいくつか要因が挙げられ

るが、培養液温の上昇に伴う溶存酸素濃度の低下と
根の呼吸量の増加、培養液中の微生物の呼吸による
酸素消費が大きな要因となっている。都心での養液
栽培はヒートアイランド現象などにより夏季では気
温が高くなり、培養液中の溶存酸素濃度が低下する
ことが予想される。ここでマイクロバブル発生装置
により培養液中の溶存酸素濃度を高める栽培方法を
検証する。生育異常を防ぐとともに、根が吸収する
酸素の大きさにより近い酸素を供給することより、
促成と多収穫に期待できる。また、カキの養殖など
の分野においてマイクロバブルの持つ殺菌効果が報
告されていることから、養液栽培においても農薬等
を使用せずに殺菌でき、藻などの発生を抑える栽培
が可能であると予見できる。

図４

マイクロバブルを用いた湛液水耕方式模式図

3.3 噴霧方式
噴霧方式は、培地を使用せず、容器内の根に直接
霧を噴霧する栽培方式である。栽培容器内は霧に近
い状態の培養液のみで満たされるため、他の養液栽
培に比べ、容器内を非常に軽量にすることが可能で
ある。前述の立体的な土地利用の農業においては栽
培容器の軽量化は重要な点である。また、土を使用
せず、水の使用量が少ないことは東京農業において
適性が高いと言える。噴霧方式では根の大部分が空
中の湿気中にあるため、根は空気中から直接酸素を
吸収できるため、植物の成長速度、収穫量の向上が
望めるとともに、高温時の適応性が高い。加えて、
霧の気化熱により容器内の温度下げることが可能で
あり、熱に弱い 根圏の育成適温を保つことが可能
であると考える。

図５

噴霧方式模式図

3.4 点滴方式
点滴方式はかん水チューブによって間欠的に水分
供給を行う栽培方式で、固形培地耕の栽培法の一つ
である。トマトやイチゴなどの大規模栽培に多く用
いられている方法であるが、小規模栽培においても
応用が可能であると考える。小規模栽培においては、
水の使用量が少なく、かけ流しの非循環方式をとれ
ば重力を利用して機械設備なしで水分供給が可能で
あることから設備費用を抑えることができる。ここ
で重要となるのは固形培地の選択である。二次使用
およびリサイクル可能な固形培地であること東京農
業では求められる。洗浄により塩基蓄積が起こらな
い、人工無機系培地の多孔質セラミック（柴田園芸
刃物株式会社 ハイドロボール小粒）を使用した。
今回は上記の固形培地を用い検証を行うが、発砲ガ
ラス等の固形培地素材の選択は今後も検討が考えら
れる。

図６

点滴方式模式図

4 栽培比較検証
4.1 検証期間と方法
比較検証は下記の日程で行った。
●第一回比較検証 2009 年 7 月 16 日～8 月 22 日
●第二回比較検証 2009 年 10 月 4 日～10 月 26 日
●第三回比較検証 2009 年 11 月 25 日～12 月 25 日
試験植物として、トマト、ツルレイシ、インゲン、
コマツナ、レタス（ロロロッサ、ロメイン、レッド

ロメイン）を用い、前述の３つの方式とも湛液栽培
方式（DFT）を比較対象とした。試験植物は土を水道
水にて洗い流した後、発泡ウレタンで根域上部を被
い、ポリエチレン製のポットに移植し、各方式の栽
培容器へと定植した。培養液は有機液肥 american
agritech(アメリカン・アグリテック社) の「Pure
Blend Pro Grow」を用いた。pH 調整剤としてダッチ
フォーミラ社「pH＋Up（pH アップ）」及び「pH－Down
（pH ダウン）
」を用いた。観察・計測項目は下記の通
りである。
●葉脈の深さ、葉および根の色、根の広がり等
●外気温（℃）、培養液の水温（℃）【外気温、培養
液の水温は植物が栽培適正温度内で栽培できている
ものかを確かめる指標として用いた】
●pH 【pH とは酸性かアルカリ性かを示す指標であ
り、作物は培養液 pH によって生育が大きく左右され、
pH を適切に保たないと正常に生育しない】
●EC 値、塩基濃度【Electro Conductidity：電気伝
導とは土壌中に存在している肥料分の含有傾向を数
値で表したものであり、塩分濃度とともに液肥投入
量の指標として用いた。】
●試験植物の丈、根の長さ（mm）
また、第三回比較検証は三井不動産の協力の下、
千代田区日比谷パティオ内にて検証実験を行った。
（図５）

図６

日比谷パティオ内実験ユニット

4.2 結果と考察
ⅰ）マイクロバブルを用いた湛液水耕方式（MDFT）
MDFT では三回の検証を通じて、葉、根ともに生育
丈は（第三回のインゲンは除くが）全体として湛液
水耕方式に比べ大きな差異は認められなかった。し
かし、三回の検証を通じて、ほぼすべての試験植物
には根腐れが起きなかった。
（図６）これは、根域へ
の酸素供給量が通常の湛液水耕方式と比較して多く、
生育異常を起こさなかったものと推測される。

図７

左：MDFT 根姿

右：湛液水耕方式の根姿

また、第二回検証で見られた病害の発生が湛液水
耕方式に比べ遅れたことにも着目できる。（図８）

図８

左：MDFT トマトの葉

右：湛液水耕方式トマトの葉

養液栽培において生育異常や、病害の発生は栽培
槽すべての株を侵す可能性があり、栽培植物の全滅
などのリスクがある。マイクロバブルを用いること
で生育異常や、病害の発生という栽培リスクを農薬
等用いることなく回避できる一定の効果があったも
のと認められる。また、日数の経過とともにみられ
た培養液の pH の上昇に関して、前述のように「マイ
クロバブルを水道水で発生させると弱アルカリ化さ
れること」、
「一部根腐れによるアンモニアの発生」
、
「リン酸の吸収によるアルカリ化」などの原因が考
えられたが、今回の検証では通常の養液栽培と比較
して、植物株数に対する培養液の循環量が圧倒的に
少ないことを考慮すると、培養液循環量を通常程度
とした場合では、大きなアルカリ化は起こらないと
考えられる。この点に関しては今後更なる研究の余
地がある。
ⅱ）噴霧方式
噴霧方式では三回の検証を通じ、ほぼすべての試
験植物において根（特に側根、微細根）が発達した
状態、葉肉のしっかりとした厚み、葉脈の深さなど
の点から、十分な水分供給と酸素供給が行われてい
ることが確認できた。
（マメ科のインゲンに関しては
根腐れをおこし発達不良であった。）
また、第一回（夏季）と第二回（秋季）の検証で
は、栽培容器内の温度と外気温を比較すると容器内

温度が低くなっている。
表１

噴霧方式での外気温と容器内温度の比較（第一回）
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表２

噴霧方式での外気温と容器内温度の比較（第二回）

図９

左：点滴ツルレイシ

右：湛液水耕方式ツルレイシ
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第一回では外気温との差は平均 0.3℃、第二回で
は平均 3.0℃低くなっていることがわかる。これは
霧の気化熱によるものと考えられ、気温の高い時期
では根圏の気温を異常上昇させないために、おおよ
その冷却効果があることが認められる。第三回（冬
季）では逆に、栽培容器内の温度と外気温を比較す
ると容器内温度が高くなる結果を得た。これは冬季
実験のため外気温が低く、霧の気化が低下したため
と考えられ、容器内温度の低下は起きず、わずかな
がら噴霧ポンプの動作熱により容器内温度が上昇し
たものと考えられる。全三回の比較検証を通じて噴
霧方式では根圏温度がほぼ育成適温内に収まってい
ることが認められた。培地の不使用、栽培容器内の
軽量化、水の使用の少量化、高温時の適応性、十分
な栽培能力を持つ噴霧方式の栽培は、東京農業にお
いて極めて適性が高いことが認められる。
ⅲ）点滴方式
三回の検証を通じ、間欠的な水分供給を行う点滴
方式では、全体として植物の生育は早くないものと
認められる。
（第三回比較検証におけるインゲンを除
く。
）しかし、第一回検証におけるツルレイシや第二
回検証でのコマツナでは、他の栽培方式が黄変化を
起こすなか、黄変化を起こさず安定した生育を見せ、
第三回のインゲンに関してもよい生育が見られた。

図１０

左：点滴インゲン

右：湛液水耕方式インゲン

これは固形培地耕である点滴方式では、根域が安定
した状態で生育し、各種栄養分の吸収が適正に行わ
れたものと推測される。また、養水分の吸収量が多
いとされる植物では、第三回におけるレタス類は健
康的な生育がなかったが、第一回検証（夏季）のツ
ルレイシ、第三回（冬季）のコマツナでは、促成的
様子はないものの、極めて健康的であったことから、
栽培時期が適正な植物においては間欠的な水分供給
であっても十分に育成可能であることが認められる。
点滴方式による栽培は、水の使用量が少なく、機
械設備なしで水分供給が可能かつ安定的な栽培が行
うことができることが認められ、使用する固形培地
検討の余地は残るものの、居住空間における窓際や
ベランダ、オフィスおよび店舗等窓際などの小規模
空間において栽培適正が高いと考えられる。
5

課題と提言
本研究を通じての今後の課題と可能性についてこ
こに記述し、提言とする。まず今回、比較検証を行
った 3 つの栽培方式について、それぞれの課題を挙
げたい。
ⅰ）マイクロバブルを用いた湛液水耕方式（MDFT）
マイクロバブルを用いた湛液水耕方式では、根腐れ
が起こりにくいという結果が得られたが、マイクロ
バブルによる効果をより正確に確認するため、マイ
クロバブル発生機からのマイクロバブル発生確認お

よび発生量、溶存酸素量、細菌数などの数値的な指
標を検証の中に用いる必要がある。また、現在各分
野で注目を集めているが、マイクロに比べより微細
なナノバブルの使用も視野に入れ、より植物が酸素
吸収を行いやすく、促成が可能な栽培方式と展開を
進めていく必要がある。また、今回は超高速旋回方
式のマイクロバブル発生装置を用いたが、バブルの
発生方法も検討の余地がある。同時に、酸素の同位
体であるオゾンを用いた殺菌を利用し、オゾンの封
入されたバブルによって、農薬等を用いず安全に培
養液の殺菌を行える可能性があるものと考えられる。
ⅱ）噴霧方式
噴霧方式では、適切な水分供給と酸素供給が行え、
東京農業において高い適応性が認められたが、より
細かな間欠タイミング（今回は 15 分の間欠噴霧）を
とることによって、促成効果を狙えるものと考えら
れる。また、気温の高い時期に噴霧の気化熱によっ
て栽培容器内におおよその冷却効果があったが、よ
り微細なドライミスト程度の霧（20μm 程度）を用
いることで、植物の水分吸収を促すと同時に、屋上
での栽培、ダブルスキン壁面空間に応用した場合に
は、屋上や壁面の温度低下を狙えるものと考えられ
る。
ⅲ）点滴方式
点滴方式では、居住空間における窓際やベランダ、
オフィスおよび店舗等窓際などの小規模空間におい
て栽培適正が高く、安定的な栽培方式であることが
認められた。しかし、固形培地（今回はハイドロボ
ール）を用いたものであり、固形培地の選択余地が
ある。高いメンテナンス（連続使用）、高い保水能力、
リサイクル性および容易な処理が可能な無機培地の
開発が求められ、土に変わる培地の考察が必要であ
る。また、少量多頻度の間欠をとるなど間欠タイミ
ングの調整も今後の課題とされる。
本研究全体を通じての今後の課題として、衛生管
理と病害対策、養液に用いる液肥の検討、用水確保
と排水処理、育苗と定植方法、栽培された植物栄養
素の検証、ポンプ等装置の静粛性向上、固定種およ
び地域野菜を用いた栽培実験などが挙げられ、検討
や考察、検証および実験などを行う必要があり、そ
れにより小規模空間における栽培の可能性を高める
ことが出来ると考えられる。
5 応用可能性
5-1 ダブルスキン壁面栽培
三回の比較検証を通じて、建築物のエネルギー効
率を高めるダブルスキン工法における壁面空間等へ
の応用可能性が高まった。そこでは、マンションや
ビル等から排出される熱や二酸化炭素の利用、空間
内の熱効率向上などの効果を狙った植物栽培への応

用が考えられる。同時に不動産に新たな付加価値の
提供が可能であり、今後、ダブルスキン壁面空間内
での検証実験などを通じて、小規模空間における栽
培の可能性を広げ東京農業の未来を示したい。
5-2 居住空間内窓際栽培
居住空間内における窓際栽培の可能性を示すもの
として、下記図８のようにプロトタイピングを行っ
た。都市生活者が自ら農業を行うスタイルの一つと
して、居住空間内における窓際栽培のイメージを示
すことが出来る。

図１１
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窓際栽培のイメージ

結言
本研究では、東京農業のビジョンを示すとともに、
都心部で適正のある栽培方法の検証、および新たな
連続不耕起植物栽培方法の考案とその検証を行った。
従来、大規模農業として展開される養液栽培は小規
模でも機能し、小規模空間における栽培適性が高い
ことが認められた。また、そこからの考察を通じて、
都心部における小規模植物生産の可能性とともに、
都市生活者が参加する新たな農業である東京農業の
可能性を示すことが出来たと確信している。
『二十世紀は農村の都市化をすすめたが、二十一
世紀は都市の農村化をすすめなければならない』
最後に、鈴江恵子「〝農〟の時代」（学芸出版社）
2003 年の言葉をお借りしたが、序論で述べたとおり、
都市と農産地の関係は対立的なものであった。しか
し、都市生活者が農業に参画する東京農業では、食
糧確保の一部を担い、自立的な食糧確保を可能とす
るとともに、農業体験の場として都市と農村をつな
ぐ機能を果たし、計量可能な温暖化防止、国土保全、
輸送エネルギー減少などにとどまらず、循環共生、
スローライフなど人間の生き方まで計量不可能なあ
らゆる面において、都市と農村の生活者に相互的理
解と利益を生み出すものであると考えられる。そし
て、東京農業においては、都市と農産地の関係が共
生的なものへとシフトしていくと考えられる。

今後、より研究をすすめることで実現性が高く、
簡易的な栽培方式が実現でき、東京農業の可能性は
広がるものと確信している。本研究が食料・農業・
都市の現状や課題への理解が高まること、安全かつ
安心な未来を手にすることの一助となることを切に
願うものである。
謝辞
本研究を進めるにあたり、お世話になったみなさま
に感謝申し上げます。
本稿を作成するに当たり、ご指導いただきました指
導教員の大島礼治教授に感謝申し上げます。
参考文献
1)農林水産省「食料・農業・農村白書 平成 20 年版」
（社団法人時事画報社 2008）
pp 16-17,46-49,68,72-73,88-89,158-161
2)社団法人日本施設園芸協会「養液栽培の新マニュ
アル」
（誠文堂新光社 2002）
pp 2-9,14-15,28-31,137,190-191,195-196
3)草刈眞一「養液栽培の病害と対策」
（社団法人日本
施設園芸協会 2009）
4)鈴江恵子「ドイツグリーン・ツーリズム考」
（東京
農大出版会 2008）（東京農大出版会 2008）
5)大竹道茂「江戸東京野菜 物語篇」
（社団法人農山
漁村文化協会 2009）
6)神門善久「日本の食と農」（NTT 出版 2006）
7)永田照喜治「食は土にあり」（NTT 出版 2003）
8)高橋正好ら「微細気泡の最新技術」（株式会社エ
ヌ・ティー・エス 2006）
9)農林水産省 HP http://www.maff.go.jp/
10)農林水産省関東農政局 HP
http://www.maff.go.jp/kanto/
11)気象庁 HP
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
12)東京都環境局 HP
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/
13)東京都生活文化スポーツ局 HP
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/
14)東京都環境科学研究所 HP
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kankyoken/
15)全国農業会議所 HP http://www.nca.or.jp/
16)日本養液栽培研究会 HP
http://www.w-works.jp/youeki/
17)日本生物環境工学会 HP
http://wwwsoc.nii.ac.jp/seikan/index.htm

