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SNOW VEGETABLE PROJECT 

～雪下野菜で世界の雪国の小規模農家の農業収入を上げる～ 

 

菊池風花， 白渡萌々子， 畠澤英恵， 和田彩那 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ９ 

 

私たちは雪下野菜を広めることで、世界の雪国の冬の農業収入を上げることを目的とした「SNOW 

VEGETABLE PROJECT」を提案する。雪下野菜とは雪の中で越冬させた野菜のことで、秋田で盛んに栽培さ

れている。雪下野菜は栽培するために土地を拡大する必要がないため、環境を大きく変えることなく栽培

ができることや、雪の下では長期的な保存が可能であるため、市場の様子に応じて出荷量を調整できると

いった利点がある。私たちはこの農業方法を他国の降雪地域に広めるためにワークショップを行うことや、

効率的な販売のために都市近郊と地方とで売り分けを行うこと、また、商品価値を高めるために雪下野菜

をブランド化することを提案する。 

 

キーワード 雪下野菜、雪国、農業収入、小規模農家 

 

Ⅰ 序論（問題の所在・背景） 

世界には小規模農家が多くあり、世界の農家の

うち 90％以上を占め、大半の国で主流の形態とな

っている。世界に存在する農地を 1ha 未満、

1-10ha,10-50ha,50- 100ha,100-500ha,500ha より

大きい地域に分類し、地域別で比較した。（図１）

北アメリカとオーストラリアを除くすべての地域

で、10ha未満の農地を経営する農家が半数以上を

占めている。「世界農業白書（FAO）」によると、こ

のような小・中規模農家は、生産性も低いという

問題がある。こうした農家が増加する食料需要に

こたえて、天然資源を保全し、収入を上げていく

場合には、単に生産量を増やすことだけでなく、

持続可能な方法である必要がある。 

本研究では、とくに世界の雪国の小規模農家に

焦点を当てていく。世界の降雪地域では冬の期間

に雪が降るため、野菜の栽培・収穫ができないと

いう現状がある。これにより、多くの農家は、冬

の期間に次の季節への準備や副業などを冬の間の

収入としている。 

 

 

 

 

 

 

図１ 地域別農地面積(2015) 

 

Ⅱ 調査 

１ 文献調査 

秋田県では、「雪下野菜」が盛んに生産されてい

る。「雪下野菜」は東北地方発祥で、雪の下で越冬

することで冷たさから身を守るため糖度が高くな

り、あまさが増す。（図２）さらにそのまま春先ま

で保存も可能な野菜のことである。雪下野菜に適

している野菜は、キャベツ、白菜、人参など旬の

季節が冬で、野菜に含まれている水分量が少ない

野菜である。 
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図２ 糖度の変化（収穫後のキャベツ） 

 

２ 電話調査 

文献調査では、雪下野菜の特徴をとらえること

はできたが、雪下野菜を育てるうえでのメリッ

ト・デメリットや育て方、工夫していることなど

の雪下野菜農家の実態について調べることはでき

なかった。そこで私たちは雪下野菜農家に電話調

査を２回に分けて行うことにした。 

対象 

秋田県の能代市、秋田市、由利本荘市、湯沢市

などの道の駅・産直（５か所） 

秋田県・山形県の雪下野菜農家（５か所） 

方法 

 道の駅・産直の方々や、雪下野菜農家の方々に 

連絡し、栽培方法、栽培作物、困っていること、 

販売方法などを質問した。 

結果 

 栽培方法は作物を収穫せずに雪を積もらせる方

法と一度収穫した作物を雪が降ってから雪下に貯

蔵する方法がある。雪下野菜は雪の下に埋まって

から 10日ほどで甘さが増すため、栽培期間は各農

家で異なっていた。また、雪下野菜を栽培するに

は、積雪量が 50cm以上必要であることが分かった。 

栽培する上で困っていることは、２つあった。

１つめは、雪下野菜は栽培期間中、日光に当たら

ないため、見栄えが悪いということだ。そのため、

市場に出回りにくく、産直で販売することが多い。

２つめは、雪下に埋まっている野菜を収穫するに

は手作業で行わなければならず、重労働である。 

 

 

 

Ⅲ 仮説 

 私達は、雪下野菜の農法を世界の小規模農家に

普及させることで降雪期間の農業収入を支えられ

るのではないかと考えた。 

雪下野菜を用いるメリットとしては、新たに農

業機械を購入したり施設を建てたりする必要がな

く、今まで行っていた農法や環境をそのまま活か

せること、雪の下で保存することが可能なため出

荷時期をコントロールできることである。 

雪下野菜を世界に普及するために３つの仮説を

たてた。 

①  現地でワークショップを開くことで雪下野

菜農法を伝える。雪下野菜は、＜Ⅱ 調査＞

で述べたように 50 ㎝以上の積雪量があれば

栽培可能なため、下記の地図において太線で

囲ったロシア、ノルウェー、スウェーデン、

フィンランド、アメリカ、カナダ、グリーン

ランドなどの地域で実現できるのではないか

と考える。（図３） 

②  需要と供給のバランスを考慮し、都市近郊

と地方で販売方法を分ける。都市近郊では新

鮮なものをそのまま需要の高い都市へ、地方

では事前にインターネットなどを利用して予

約してもらうことで生産の無駄を削減できる

のではないかと考える。 

③  雪下野菜の特徴である甘みを活かし、雪下

野菜をブランド化する。パッケージ表記など

を工夫することにより、付加価値をつけ、他

製品との違いを明確にする。ブランド化する

ことにより、世界の市場でも競争していける

のではないかと考える。 

  

 

図３ 世界の積雪量(2010) 
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Ⅳ 仮説の検証 

１ ①の仮説の検証 

対象 

国際教養大学へのフィンランド留学生３人 

方法 

 インタビュー(2018/11/16) 

結果 

現地では雪が降る前に土が凍ってしまうことが

分かった。また、気温が大きく０℃を下回るため、

外での農作業が困難であることが分かった。そこ

で、世界の永久凍土の地域について調べると、年

中凍っている地域と凍っていない時期がある地域

があることが分かった。（図４） 

 

図４ 世界の永久凍土の分布地域 

 

２ ②の仮説の検証 

対象 

複数の雪下野菜農家 

方法 

 インターネットで雪下農家を調べ、連絡先が掲

載されている農家に、どのような販売方法を行っ

ているか電話インタビューをした。 

結果 

 秋田県では市場に出荷する他に、産地直売、コ

ンビニなどで販売している。山形県や北海道では

インターネット販売も行っており、インターネッ

トで予約があった分のみを生産し販売している農

家もあった。 

３ ③の仮説の検証 

対象 

 新潟・JAえちご上越 

方法 

 インターネット調査 

結果 

新潟・JAえちご上越の雪下・雪室野菜が農家所

得増大につながっている。野菜を栽培期間中に雪

の中で貯蔵することにより付加価値を高め、二割

高での販売を実現した。2017 年度の販売額は、

1,320 万円と販売開始当初（2009年度）の四倍以

上に拡大した。 

 JAの直売所・旬彩交流館あるるん畑では、2007

年から雪下野菜の取り組みを始めた。品目は大根、

人参、キャベツ、白菜、ネギの５つである。 

2012年には「雪下畑の仲間たち」で登録商標が

認められ、あるるん畑の人気商品として定着させ

ることができた。当初、130 万円だった雪下野菜

の生産額が、現在では 1,000 万円を超えている。

それによって耕作放棄地となっていた畑を耕して、

栽培面積を広げた生産者も増えてきた。雪下野菜

は農業の担い手を育成し、耕作放棄地の有効利用

を実現しながら、地域の農業を活気づけるために

一役買う存在となっているのだ。また、農林水産

業みらい基金を活用して、あるるん畑に隣接し農

産加工所とレストランを建設し、雪下野菜の消費

拡大と生産力を向上させた。雪下野菜の生産に有

効な雪室の研究も行いながら、地産地消を推奨し

ている。こうした取り組みによって、上越地区の

大きな課題だった冬の園芸作物の栽培を根付かせ、

農家の収入源の確保に貢献した。 

さらに、JA 越後上越の雪下・雪室研究会により、

2018 年からこれまで生産農家任せだった雪下野

菜の育て方や、雪質の条件などを示したガイドラ

インを作成され、生産者の意欲を高めた。また、

毎年雪下・雪室野菜の解禁日を定め、解禁日以降

に出荷した野菜を正式な雪下野菜として位置付け

ることで、消費者が安心して雪下野菜を買い求め

ることを可能にした。 

 

写真 あるるん畑での販売の様子 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiTleza1LrgAhUW6LwKHXNlDDEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.joetsu.ne.jp/40845&psig=AOvVaw3oc9zFSRFk2sz2r1rQmTau&ust=1550214346010771
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４ 雪下野菜農家へのフィールドワーク 

対象 

秋田県の東由利の雪下キャベツ農家 

方法 

2019 年３月３日に収穫体験のイベントに参加

し、インタビューを行った。 

結果 

・雪下野菜の知名度は日本全国のみならず秋田県

でも低い。 

・自らの手で野菜を収穫することによって、秋田

県の子供たちに食への関心を持ってもらいたい。 

・小中学生を対象に収穫体験を行っている。 

・外国人労働者の受け入れには積極的。 

・農業について多くの人に関心を持ってもらい、

後継者を増やしたい。 

 

Ⅴ 考察 

１ ①仮説の考察 

 検証結果より、私たちが想定していた国では

必ずしも雪下野菜の栽培ができるとは言えな

いと考えた。また、ワークショップを開く人材

を確保できない事や、言語の違いをどう克服す

るかなどの問題も見つかった。そのため、雪下

野菜農法を世界に広めるのは、現段階では実現

性が低いと思う。 

２ ②仮説の考察 

 検証結果より、都市近郊と地方で販売方法を

分けるという仮説は、実際に他県で行われてい

る例があるため、雪下野菜の販売にも有効であ

ると考える。 

３ ③仮説の検証 

 検証結果より、雪下野菜をブランド化すると

いう仮説は、新潟・JAえちご上越の成功例があ

るため、成功例を基にさらに発展させることで、

雪下野菜の市場の規模拡大に繋がると考える。 

４ フィールドワークにおいての考察 

インタビューの結果から、雪下野菜の生産を

行っている秋田県にも知名度や労働力におい

ての課題が多くあることが分かった。そこで、

雪下野菜をブランド化することやボランティ

アの開催などによる課題解決に向けた取り組

みを行いたい。 

Ⅵ 結論 

本研究では当初、雪下野菜を有効に活用するこ

とで世界の小規模農家の降雪期間の農業収入を支

えることができるという仮説のもとに検証を行っ

た。しかし、実際に雪下野菜農家へ訪問すること

により秋田県内での問題が残っていることに気づ

き、新たに「雪下野菜を活用して秋田の農業を活

性化する」という提案をする。 

 私たちが新たに提案する SNOW VEGETABLE 

PROJECT では、小中学校の学校給食で雪下野菜を

使用すること、高校生雪下野菜農業ボランティア

を行うこと、秋田の雪下野菜としてブランド化す

ることにより老若男女すべての世代に秋田の雪下

野菜を知ってもらうことで秋田の農業の活性化に

つながると考えた。この３つの具体的な活動を通

して秋田の雪下野菜の県内での知名度を高め、さ

らには日本での知名度を高めていくことも考えて

いる。私たちは、実現化に向けて今後も活動を続

けていく。 
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