
 

未来のＩＴ農業 

～オランダの植物工場技術を秋田へ～ 

 

鈴木 涼平, 平岡 祐太郎, 梅津 魁秀, 長谷部 春花, 佐藤 緋名子 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 Ａ１グループ 

 

本研究では、情報技術（ＩＴ）を活用した次世代の農業により、秋田での農業問題解決を目指している。

そこで私たちは、ＩＴ農業の先進国であるオランダの農業に注目した。オランダは国土面積が日本の９分

の１程度であるにも関わらず、アメリカに次いで、生産量世界２位の農業大国である。私たちは、オラン

ダの農業の中でも特に「植物工場」に着目した。現在秋田県内でも植物工場を運営している「あきた植物

実証コンソーシアム」へのフィールドワークから、秋田での植物工場を導入するには、維持費の問題や電

力の使用による環境への影響があることが分かった。より良い方法で秋田に植物工場を導入するため、こ

れらの問題への解決策を提示する。 
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Ⅰ 序論 －秋田の抱える農業問題－ 

 

１ 農業生産量 

 農業を基幹産業の一つとしている本県ではある

が、産出額で全国の上位５位に入っているのは米の

みであり、本県は「農業県」というよりは「稲作県」

といえる。秋田県の特徴としては、米の産出額と農

業産出額の動きが見事に連動していることと、米と

その他の畜産、野菜、果実等の差が極めて大きいこ

とである。2015 年度では産出額全体では東北地区

の中で、青森県が 2,759億円でトップとなっており、

岩手県が次いで、本県(1,877 億円)は５位である。

ただ、これは、太平洋側の県が東日本大震災の影響

を大きく受けたことによるものであり、震災前は、

秋田県は最下位が定位置だったことも忘れてはな

らない。このように、秋田県は決して農業県とはい

えないことが分かる。 

２ 農業人口の減少 

秋田では年々、農業人口が減少し続けている。さ

らに、農業の高齢化も課題である。2016 年度には、

秋田県の農業就業人口(自営業のみ)は 54,642 人で、

2011年調査に比べて 17,163 人(23.9％)の減少とな

っており、男女別では女性の減少が目立つ。また、

年齢別にみてみると、構成比では 60 歳以上の高齢

者層が上昇している一方、59 歳以下の働き盛り層

のほとんどで低下している。平均年齢も 66.7歳と、

農家における高齢化の進行は依然として続いてい

る。近年、低賃金や農業のイメージダウンの影響で

若者の農業従事者の減少が著しい。北海道、東北、

北陸、関東の農業従事者に占める 65 歳以上の割合

は約 60％である。日本全国のどの地域においても

高齢者の割合が増えていることがわかる。このまま

農業人口が減少し続け、高齢化に歯止めがかからな

くなれば、秋田のみならず、日本全国の農業が衰退

していくことになる。 

３ 自然災害の影響 

悪天候により、農業生産量が減る年もある。2016

年もそのような問題が起こり、農業に多大な損害を

与えた。 

ここで一つの例を示す。2012 年、秋田県北部中

心の大雪により、農作物では面積にして 0.95ha 分

のほうれん草、シイタケ、ネギ、小菊などが被害に

遭い、畜産では比内地鶏のヒナ 350 羽と、豚 2頭が

被害に遭った。また、農業施設ではパイプハウス１）

の損壊被害が大半を占めており、256棟が被害に遭

っている。農畜産物、農業施設ともに大雪による被

害総額は 133,709円であった。このように、天候や

動物の影響で従来の農業（土耕栽培という）には安

定した収穫を見込むことが出来ない。 

 



 

４ 耕作放棄地２）の増加 

耕作放棄地の増加においても同様のことがいえ

る。農業の高齢化により、労働力不足が深刻になり、

農場従事者の数が減った。また秋田においては、米

の消費量が減り、農業だけでは経営が成り立たなく

なり、兼業農家が増えたことも大きな要因といえる

だろう。2015 年調査より、県内の耕作放棄地は

9,590haで、潟上市の面積にほぼ匹敵し、2014年調

査から 2,179ha（29.4％）も増加している。これは

東北（18.3％増）および全国（7.1％）の増加率を

大きく上回っている。2014 年調査で農家の種類別

には、耕作放棄地が約一割減少していた販売農家が

25.5％増と再び増加に転じたほか、自給的農家およ

び土地持ち非農家の耕作放棄地もいずれも２桁の

増加率となっており、依然として、耕作放棄地の増

加に歯止めがかかっていない。 

これらの問題によって、農業生産量と農家の数が

抑えられている。このように、秋田の農業には問題

があり、これを解決しない限り秋田の農業の衰退は

免れない。そこで私たちは、秋田の問題を解決する

ために、世界の農業について調べたところ、オラン

ダの農業に興味を持った。次に、オランダと日本の

比較をする。 

 

Ⅱ オランダと日本の比較 

１ 概要 

 表１より、オランダは日本より遥かに農地面積が

狭いものの、農業輸出額は日本の 30 倍ほどまで及

んでおり、農業において、日本とは違う工夫が見ら

れることは明らかだ。さらに、人口も日本の９分の

１ほどであるため、労働力の不足を補い、かつ生産

力も高い、効率的な農法が存在すると考えられる。 

 その要因としては、具体的に挙げても様々なもの

があるが、今回は「植物工場」に着目した（図１）。 

 

表１ オランダと日本の比較 

（2010年度） オランダ 日本 

面積（㎢） 41,543 377,915 

農地面積(㎢) 18,417 45,490 

農業輸出額 

（億ドル） 
909 33 

人口（人） 16,921,165 129,535,920 

 

図１ 植物工場の写真 

 

２ オランダの農業形態 

オランダではそれらの問題を解決するために「植

物工場型農業」が広く行われている。 

「植物工場型農業」には大きく分けて、「完全人

工光型」と「人工光・太陽光併用型」の２種類があ

るが、オランダでは「人工光・太陽光併用型」を中

心とし、トマト、メロン、パプリカなどを多く栽培

している。 

ここで、完全人工光型と太陽光・人工光併用型の

違いについて説明する。 

(1) 完全人工光型： 

外から密閉された方法である。メリットは、密閉

されているので外からの影響を受けず、人工的に栽

培条件を設定できることで、デメリットとしては、

電気代や建設費などのコストがかかることである。 

(2) 太陽光・人工光併用型： 

温室などの半閉鎖環境の方法である。太陽光を利

用しながら、不足光量を人工で補足する。メリット

は、太陽光を利用するため、完全人工光型に比べて

コストがかからないことであり、デメリットとして

は、完全には密閉されていないため、ある程度は自

然の影響を受けてしまうことである。 

この方法は、日本で行われているハウス栽培と同

様に、透明もしくは半透明の屋根を持ち、太陽光の

みあるいは人工光と併用して、ハウス内で作物を栽

培する。よって、外界の影響は受けやすいが、照明

や空調設備などを利用して、気温・湿度は完全管理

下におかれる。 



 

 また、徐々に「完全人工光型」農業の規模も大き

くなってきている。 

 「完全人工光型」農業では、完全に閉鎖された施

設で、人工光を用いて作物を栽培する。完全に閉鎖

された環境内での栽培であるので細菌が入り込み

にくい。このタイプの農法では、果実野菜に比べ、

少ない光量でも栽培が可能であるため、より安価に

栽培できる葉物野菜が多く栽培されている。 

 オランダは、世界的にもインターネットの普及が

早く、情報技術の先進国であるため、前述したよう

な、それらの技術を用いた農法の開発も盛んであり、

「ＩＴ農業」の先進国とも言える。 

 さらに、オランダでは露地野菜３）の栽培も盛んで、

西南部及び海岸部では、根菜類と穀物が多く栽培さ

れている。それに加え、原材料を輸入し、加工して

輸出する「加工農業」も行われている。特にオラン

ダは牛乳を多く輸入し、チーズやバターなどに加工

して付加価値をつけて多く輸出している。このよう

に単なる露地栽培作物の代用品としてだけでなく、 

輸出する作物に付加価値をつけて売り出している

ため、企業としても利益が上げやすくなっていると

考えられる。 

 「ＩＴ農業」のような農業形態においては、もは

や農業は「工業」化し、企業が必要とする人材もそ

れに伴って工業化してきているため、通常の農業と

はまったく異なった雇用形態での運営が可能にな

り、より若者を雇いやすい農業となっている。 

 それに加えて日本とは違い、栽培されている作物

の種類も少ない。そのため、競争力のある作物に集

中して栽培できるため、オランダ国内の農業の競争

力がますます高まっており、また付近に大消費地が

多く存在し、付加価値の高い作物の消費の増大に繋

がっていることも競争力の強化に拍車をかけてい

る。 

３ オランダの気候 

オランダはヨーロッパの北部に位置する国であ

るが、海洋性気候のため、１年を通して比較的温暖

な気候である。ただし、日照時間は日本とほぼ同程

度である。夏至の日を例に比較すると、オランダが

16 時間 49分で日本が 16時間 41 分（2016 年）とな

っていてほとんど同じ時間である。 

 

Ⅲ 研究仮説 

オランダでは植物工場をはじめとする IT 技術を

応用した農業が進められており、近年 IT 技術は目

覚ましい発展を遂げている。そのため私たちは IT

技術がこれらの問題を解決できるのではないかと

考えた。中でも全自動トラクター（図２）やロボッ

トによる耕作（図３) が研究されており、特にクボ

タ株式会社では無人で耕作などの作業ができる自

動運転トラクターを公表した。 

 
図２ 全自動トラクター 

 

図３ ロボットによる耕作 

 

我々は植物工場に目を付けた。植物工場は、日本

を含め世界でも行っているところは少ないが、さま

ざまな可能性があり、世界中で注目を集めている。 

前記の通り、日本とオランダの日照時間は同程度で

あるため、植物の生育に必要な日光が同程度の時間

栽培する植物に照ることになる。よって「植物工場

化」農業を日本で大規模に行うことになれば、オラ

ンダと同程度の効率のよい農業が期待できる。 

 問題は「植物工場型」農業である。オランダでは、

エネルギーを無駄なく利用する方法が豊富であり、

それらが広く普及している背景から、徐々に「植物

工場型」の規模が拡大しつつある。しかし、日本に

は前述したシステムは未だに発展途上で、広がりを

見せない。そこで、日本で開発が盛んな「自然エネ



 

ルギー」を利用しようとする動きがある。秋田県に

かほ市にある植物工場では、現地で盛んな太陽光発

電を利用して栽培を行っている。しかし、それによ

ってコストが割高になるデメリットも同時に存在

する。 

 そのため、植物工場の詳細を調べ、秋田でも植物

工場を導入できるような提案をすれば、秋田の農業

の活性化につながると考えた。 

                                                                                           

Ⅳ 植物工場の種類と利点 

先にも述べたが、植物工場には大きく分けて、完

全人工光型と、太陽光・人工光併用型がある。特に

完全人工光型では様々な設備によって植物に適し

た状態を設定している。 

ここでは、植物工場の一般的な方法である完全人

工光型について説明する。完全人工光型の植物工場

には、大きな利点として特に７つが挙げられる。 

① 天候や四季の変化のために栽培条件が左右さ

れ、栽培・収穫時期が限定される土耕栽培と違

って、植物工場では一年を通して、耕作や収穫

を行うことができる。これは、様々な機械を使

っているからである。必要な光を LED や蛍光灯

で作り出し、また、エアコンや加湿器、除湿器

によって気温、温度を調節している。さらに、

シリンダーから二酸化炭素を供給している。土

は培地、つまり植物を栽培する際に用いる、養

分などを含む物質の表面となる。培地は播種培

地４）（ウレタン）、栽培パネル（発泡スチロール）

を使用している。水温・水質を管理した水と、

養分を含む肥料をポンプによって供給している。 

② 多くの作業を人の手で行う土耕栽培に比べて、

作業は機械で行うため人手を必要としない。フ

ィールドワーク先の植物工場でも、作業者、管

理者合わせて４人であった。 

③ 生産効率を飛躍的に上げることが可能である。

植物にはそれぞれに合った色があり、植物が求

める色になるように光源の色を調節することに

より、植物の成長速度を通常の数倍に早めるこ

とが可能となり、栽培期間を大幅に短縮するこ

とができる。また、人工光源を使用し、栽培棚

には多くの段が垂直方向に設置されている棚を

採用するにより、底面積あたりの生産能力を大

幅に増やすことができる。 

④ 付加価値の高い農産物の生産が可能である。

LEDの色（波長）を調節することにより、農産物

の味やビタミン、ポリフェノールなどの特定の

栄養成分を多くするといったような付加価値の

高い作物の生産ができる。 

⑤ 衛生的で日持ちがよい。植物工場での栽培は

無農薬栽培であり、収穫時の雑菌が通常の栽培

の約 100 分の１といわれている。これにより収

穫後の日持ちが露地栽培の２倍になり、水道で

洗う手間も省くことができる。 

⑥ 資源が節約でき、環境に優しい。作物を栽培

するのに必要な水の量は、人工光型植物工場で

は温室やハウスなどの施設で必要な量の約 50分

の１となる。これは栽培室で放出される水蒸気

のほぼ全てを温度コントロールするエアコンの

冷却面につく結露水として回収し、再利用でき

るからである。 

⑦ 場所を問わず建てることができる。それは、

完全に室内で作業するため、通常の農業と異な

り、肥沃な土地を必要としないからである。こ

れより、現在増加している耕作放棄地にも建設

することができるため、植物工場によって耕作

放棄地を減らすことも可能であると分かる。ち

なみに、フィールドワーク先の植物工場は、産

業構造の変動の影響で多くなってしまった空き

工場を有効活用するためにつくられた。 

 

Ⅴ 植物工場の問題点 

問題点は、大きく２つ挙げられる。 

１ 発電 

 
図４ 日本の電源構成（出典：経済産業省） 

 



 

植物工場では人工光を使用するが、日本の発電割

合は火力発電がほとんどを占めているため、環境に

悪い影響を与えてしまう（図４）。 

２ コスト 

第２の問題は、コストがかかってしまうことであ

る。建設費は、100 坪当たりの大きさで約１億円、

運営費は月に１億 8000 万円、それに加えて建設す

るために既存の建造物を取り壊すために 4800 万円

のコストがかかる場合がある人件費は運営費の約

31％である 5580万円かかってしまう。 

 

Ⅵ 植物エ場の導入に関する問題点の解決策 

１ 発電法 

今、日本における発電割合は、問題点でも述べた

とおり、火力発電がほとんど占めている。火力発電

をするということは、すなわち、化石燃料を多く燃

焼するということなので、二酸化炭素をはじめ、多

くの地球環境に有害な物質を排出してしまう。従来

の農業は発電をする要素があまりなかったため、植

物工場へと転換すると今までよりさらに多くの発

電が必要になり、今進んでいる環境問題がさらに悪

化してしまう。そのため第一に考えることは、クリ

ーンなエネルギーを発電に用いることである。クリ

ーンなエネルギーと言えば、太陽光発電や風力発電

があげられる。そこでこれから長く使っていくにあ

たって、第二に考えることは維持の比較である。 

図４より、太陽光発電にかかるコストは１kw あ

たり 47円、風力発電にかかるコストは９～12円と

分かる。またバッテリーの開発が進み、風力発電に

かかるコストはさらに安くなり続ける可能性を持

っている。 

 秋田は日本でも北方に位置するために、日照時間

が少ない。そのため太陽光発電の効率は南方の地方

より効率が悪くなると考えられる。しかし秋田の沿

岸部には風力発電に最低限必要な風速である、

6.5m/秒程度の風が安定的に吹きつけ、秋田県沖合

には風車の建設に適した水深 20～30m の海底が広

がっているため、風力発電には向いた土地柄である

と考えられる。よって、風力発電を用いることで、

クリーンな農業が可能になり、植物工場野菜のクリ

ーンなイメージも守ることができる。 

 

 

図５ 発電コストの比較 

（参考：JWPA日本風力発電協会） 

 

また、「風の王国プロジェクト」との連携も考え

ている。現在、秋田県沖に７MW 級の風車 426 基を

立て、300 万 kW もの電力を発電しようとする「風

の王国プロジェクト」が構想されている。このプロ

ジェクトの目的は以下の５つである（「風の王国プ

ロジェクト」ホームページより）。 

 

1.電力を背景に企業誘致を促進し、雇用を創出 

2.エネルギー産業と観光資源の両立を実現 

3.国産の風力発電装置の製造工場を誘致  

4.秋田が一大資源供給地域であることを示し県

威発揚 

5.CO2排出量削減に貢献することで秋田県の国家

戦略における地位の向上。 

 

その「風の王国プロジェクト」の目的から自分た

ちが着目したのは１つ目の項目である「電力を背景

に企業誘致を促進し、雇用を創出」である。そのた

め、「風の王国プロジェクト」側と連携を行って、

秋田県沖に植物工場を設置し、風力発電で発電した

電力をそのまま植物工場で使うシステムを作り上

げるという考え方である。そうすれば、風力発電か

ら植物工場への電力の移動にかかるコストをカッ

トでき、より効率のよいシステムとなる。実用化に

は、これから「風の王国プロジェクト」側との交渉

が必要である。 

発電の維持費は削減することができても、設置コ

ストの問題がある。設置コストの中で、50％ほどを

占めているのは風車自体のコストで、それはより安

く作る方法を考えるか、風車を作る際の資本を国や

県が補助するしかない。また、25％ほどを占める建



 

設コスト、人件費の抑制も簡単なことではない。こ

れからの努力が必要である。 

２ 耕作放棄地を植物工場に 

前述したとおり、秋田には多くの耕作放棄地があ

り、その面積は 9,876ha までにも及ぶ。その多くの

耕作放棄地を利用して植物工場にするという考え

方である。そうすれば、建物を取り壊して新しく作

るよりも、コストが 480 万円程度安くなり、設置コ

ストにかかる費用が少なくなり、より簡単に始める

ことができ、耕作放棄地となった土地を無駄にする

ことなく、さらなる農業での収益が見込める。 

３ 企業化・分業化 

植物工場に最低限必要な労働力を集めるために２

つのアイデアを述べる。 

１つ目は、植物工場を企業化することである。企

業化という言葉が意味するものは、植物工場を企業

的に、長期的なビジネスプランを立てて、それに沿

って運営していくということである。 

 企業化がもたらすメリットは、ランニングコスト

を集めることが多少なりとも容易になるということ

である。企業としての信頼を用いて、出資を希望す

る協賛者を募り運営資金を株式会社的に集める。そ

して、長期的なビジネスプランとして、それによっ

て運営が安定した段階で、その植物工場で生産した

作物を協賛者に配布あるいは特価で販売することで、

協賛者を中心とした広告効果も期待できる。これに

よって、植物工場の 1つの弱点として指摘されてい

る商品知名度の低さという課題を解決できる。 

 ただし、このアイデアは「無名な植物工場という

先行きが不透明な分野に出資する協賛者がいること」

が前提条件となっているため、理想的なプランと実

際の運用に際しては大きな隔たりが生じることとな

り、それに依存したビジネスプランを立てることそ

のものが論理の破綻を招きかねないため、協賛者に

対して植物工場及び植物工場製野菜の良さをどれだ

けアピールして理解してもらえるかが実質このアイ

デアの成功の鍵を握っているものとなっている。 

 ２つ目は分業化である。分業化というのは、植物

工場内での一連のルーティン作業を細分化すること

である。 

 このアイデアによるメリットの１つ目は、作業の

効率化を図ることができるということである。作業

の効率化によって効率的な作業を行うことができる。

それによって一定の労力で行われる仕事量が多くな

り、生産量に対する一人当たりの負担を減らすこと

につながるため、結果として生産量を上げることに

なり、商品 1 つあたりのコストを下げることが可能

となる。 

 ２つ目のメリットは、労働力の確保がより容易に

なることである。分業が意味するものの 1つが作業

のマニュアル化ということである。マニュアルに沿

って作業を行うということは作業に関する専門知識

が必要なくなるということであるので、アルバイト

的に従業員を集めることができるため、誰でも植物

工場の業務を行うことができる。 

 しかしこれにはデメリットもある。それは作業の

不透明化である。例えば、植物工場の作業が、Ａ→

Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｅと進むとする。するとＥパートで作

業を行う従業員は、それまでにその作物に行われて

きた作業、関わってきた従業員について何も知らな

いままである。消費者段階まで話題を拡大しよう。

すると、消費者はそれまで、誰が、どうやって作ら

れたのか何もわからないままその作物を口にするこ

とになる。そうなれば消費者の手元に存在している

（店頭で並んでいる）植物工場製作物は、何を施さ

れているかが全く分からなくなる。これは農畜産業

を生業としている企業にとっては大きなマイナス要

素となる。最近の農畜産業においては、商品の横に

生産者の顔写真を掲示するなど、「流通の見える化」

を推進している。またこの「見える化」は消費者に

情報を届けるだけに留まらず、商品にブランドを持

たせる働きを持っている。そのため、植物工場製野

菜の販売においてはそれらの強みを持つ地場野菜に

どうやって競争で勝っていくかが今後の問題となる。 

よって、秋田に植物工場を建設する利点はあるこ

とがわかったが、風車及び植物工場を建設するコス

トの問題は解決できない。そのため、コストパフォ

ーマンスでは通常の土耕栽培には及ばないことか

ら、作物に付加価値をつけることを考える。 

 

Ⅶ 価値の付加 

 コスト面では土地利用型農業に劣る植物工場型

農業だが、それでも植物工場を導入する意味はある。 

植物工場では土地利用型農業とは違い、自由に野



 

菜の生育条件を変えることができるため、様々な栄

養機能を持たせることができる。 

１ 野菜の通年収穫 

 例えば、通常イチゴは春先から初夏の時期が旬で、

夏・秋には価格が高くなる。これはその他の果実も

同様に、時期が外れると出回る量も少ないために起

こる。この問題を解決するために、植物工場内の生

育環境を調節することで、作物の通年収穫が可能と

なり、1年にわたって値段や量を変えずに栽培・収

穫することができる。また、日本の果物は、品質や

安全性において海外からの評価が高く、それらは海

外においてよい売り上げを示すと考えられる。よっ

て、植物工場での果実の栽培は利点が多い。現在は、

ビニールハウスなどの従来型施設園芸でのハウス

栽培が多く取り扱われているが、農業の様々な作業

に、たくさんの手間と時間がかかるので、植物工場

の使用により、労働賃金等の大幅な削減につながる。 

２ 低カリウム野菜 

 近年増加している腎臓病透析患者５）は、体内のカ

リウムを十分に排出することができない６）ため、不

整脈などによる心不全を起こす可能性がある。その

ため、カリウムの摂取量に制限がある。しかし、水

の性質や肥料の成分を変えることで、野菜に含まれ

るカリウムを 1/4まで減らすことができる。そうす

ることで、より安全に野菜を摂取することができる。

低カリウム野菜は、カリウム含有水耕栽培７）で栽培

し、その後カリウムを含有しない水耕液で栽培する

ことで栽培される。低カリウム野菜を栽培するプロ

セスにおいてはこの方法が一般的であるが、この方

法だとすでに土がある水耕栽培では難しい。実食し

た際には、食感はそのままに、洗わずに食べること

ができるのでとてもクリーンな印象を受けた。 

 

Ⅷ 結論と考察 

コスト面では土耕栽培で劣る植物工場において

は、単純に土耕栽培で栽培できる作物の代替品とし

ては、今後の競争に勝つことはできない。また、植

物工場で作られた作物の知名度が低い、現在のよう

な状況では、育てている量が少なく、価格も高くな

る傾向にある。また栄養価を組み替えたことによる

野菜および人体への影響が心配される。しかしこれ

からの時代において IT 農業が発展していくにした

がって生産量が増加していくと考えられ、それと同

時に質の発達も必要となってくるだろう。そのため、

消費者からの信頼を得るために、多くの時間を費や

す必要がある。そうすることで、以前少量しか作る

ことができなかったのに比べ、より生産量を増やす

ことが可能になり、より安い値段で売れるようにな

り、より人々の手に取られやすくなる。このような

サイクルで、数年後には植物工場で栽培された野菜

が台頭すると考えられる。 

 ここまで示した通り、植物工場は、近年発達して

きたが、まだ発展途上の農業技術である。そのため、

コストなどの問題点が混在し、実際に利益を上げて

いる工場は少ない。しかし、技術革新によりこうい

った工場は、増加していくと確信している。オラン

ダでの植物工場は、大量生産を目的としているが、

日本や秋田に適した農業方法にアレンジすれば、問

題を解決に導き、近い未来に、植物工場が増えてい

くだろう。 
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注 

１） 園芸農業において用いられる「ビニールハウス」の

うち、パイプを骨組みとしたもの。 

２） 高齢化や過疎化による人手不足なので、過去１年間

耕作されたことがなく、今後数年の間に再び耕作す

る意思のない農地。 

３） 温室や温床などの特別な設備を使わず、露天の耕地

で栽培された野菜。 

４） 種まきに用いられる、養分などを含む液状や固形の

物質。 

５） 特殊な装置を使って人の血液を体外に出してから血

液を体外に出してから血液をキレイして再度体内に

戻す、人工透析という治療を受けている腎臓病患者。 

６） 腎不全によって、尿からカリウムが排出されず血中

のカリウム濃度が異常に高くなる。それによって心



 

不全及び突発的な心肺停止を引き起こすことがある。 

７）土壌を全く使わず、成長に必要な養分を溶かした水

溶液で植物を育てること。 
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