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SUMMARY   

In six elementary schools in Kawamata, Fukushima prefecture, we have held potting cultivation experiments for 

sweetpotato every year since 2013, and held learning classes for methane fermentation experiments using plastic bottles 

and power generation methods using fermented gas. If you learn from elementary school that you can produce the 

whole amount of primary energy annually every year, it is considered that you can create a way to stop global warming. 

 

[1] 緒言 

1.1 地球温暖化が多発化する巨大地震の脅威 

著者の解析では，地球温暖化による海面水位の上

昇により日本列島が隆起し地盤が不安定化したため，

東北・北陸地方の積雪と融雪による荷重増減により

列島が浮沈する地殻ポンピング運動が活発化し巨大

地震が多発化している 1)。これまでは数百年周期で

発生した超巨大地震でさえ，今後は短期間で繰り返

し発生し大規模災害を起こすと予測される 2)。 

1.2 地球温暖化を加速する再エネ産業の現状 

先進諸国を中心に再生可能エネルギーの導入が進

むが，世界の再エネ導入量の 3 倍のペースで化石燃

料消費量が増大している 3)。中国やインドや途上国

の経済発展が化石燃料消費量を増大しており，設備

や原料の海外依存度が高い日本の太陽光発電や木質

バイオマス発電も途上国の経済発展要因である。 

1.3 日本の伝承的バイオマス教育の重大な錯誤 

このように現代の温暖化対策は逆に温暖化を加速

する事態を起こしている。温暖化を止めるためには，

再エネ設備の製造からエネルギー生産と消費まで国

内で循環する仕組みを構築する必要がある。日本の

国土には年間約 18億TJの太陽光が降り注いでおり，

石油石炭天然ガスの年間輸入量 0.18億 TJの 100倍

量に相当する。つまり，日光の 1%を燃料に変換す

れば化石燃料を全廃できる。ところが，国土の 66%

を占める森林の年間増加量は光合成効率が 0.06%と

極めて低いため森林資源で温暖化を止めることは不

可能であり，燃料チップが大量に不足し海外から輸

入するため，途上国の森林伐採と経済発展と CO2

排出量増大を加速しているのが現状である。 

単藻類による油脂生産が日本を産油国にする夢の

科学技術として注目されている。だが，培養液の撹

拌や CO2供給，ポンプ駆動に要した電力分を，培養

生産した藻油では賄えず，藻油を普及すると CO2

排出量は石油消費を継続する場合の数倍に増える。 

国内ではバイオマス資源は未利用廃棄物のみを対

象とする教育や政策が行われおり，FIT 制度におい

ても資源作物は除外されている。ところが，未利用

廃棄物バイオマスの年間発生総量は約 25万TJと概

算され 2)，化石燃料消費量の 1%分しかない。しかも

回収と加工にも化石燃料を消費する。つまり，廃棄

物バイオマスの活用は省エネ意識の向上のための研

究課題である。ところが，化石燃料を削減するかの

如く誤った知識教育が全国の大学・大学院で伝承的

に行われており，温暖化対策の公的研究費の審査も

廃棄物バイオマスの専門家が担当し資源作物の研究

の発展を妨げている。すなわち温暖化を加速する行

為に国全体で真面目に取り組んでいることに全く気

付いていないのが，日本のバイオマスの現状である。 

1.4 食料自給率も高める資源作物農業の必然性 



資源作物をFIT制度の対象から排除する理由とし

て低い食料自給率を掲げ，食料作物を燃料に転換す

るとさらに食料不足になると主張する。これも間違

った知識教育の影響である。日本人が年間に消費す

る食料の総カロリーは約 110 兆 kcal であり，甘藷

（サツマイモ）に換算すると 83 百万 t に相当する。

光合成効率 3%で生産する甘藷 3)を 83 百万 t 生産す

るために必要な面積は 42万 ha であり，国土の 1.1%

分の面積にすぎない。それにも関わらず食料自給率

が低いのは農作物の内外価格差が理由である。 

著者の解析では，日本の農作物を熱量換算すると

平均単価は 5.3 円/MJ であるのに対し，ドイツの農

作物は 0.63 円/MJ であり，日本の化石燃料の平均輸

入単価（約 1 円/MJ）を下回る 2)。このためドイツ

は有償作物によるバイオガス発電事業が普及し全電

力の 6.0%を賄っているが，日本の無償廃棄物のバイ

オガス発電は全電力の 0.1%の普及率にすぎない。 

 
表 1 平成 30 年度イモエネルギー学習参加施設 

参加施設（栽培法） 

町立小・幼保 

栽培授業 芋メタン生産

と発電授業 

富田小   (pot） 1・2 年 21 名 2 年 12 名 

川俣小   (pot） 2 年 32 名 6 年 38 名 

川俣南小 (pot） 2 年 14 名 5 年 18 名 

飯坂小   (pot） 全学年 41 名 6 年 12 名 

福田小   (pot） 3 年 10 名 3 年 10 名 

山木屋小 (pot） 6 年 5 名  

富田幼   (pot） 45 名  

川俣南幼（露地） 35 名  

すみよし保（露地） 130 名  

 

  
Fig. 1  Sweetpotato pot cultivation and harvesting 

 
Fig. 3  Sweetpotato-methane power generation class 

国内で農作物を大量生産し低廉化することが燃料

用途も食料自給率も高めるための必須条件であり，

光合成効率が 0.06%の森林を 3%のイモ生産（20kg/

㎡）に変換すれば 50 倍量のバイオマス資源を生産

できるため，バイオガス発電・燃料農業も経営可能

になると見込まれる。そこで著者らは甘藷の生産性

を 20kg/㎡に高める栽培法の低コスト化に取組んで

いる 2)。現在の国産農業市場は約 9 兆円だが，作物

単価を下げれば国際競争力も自給率も高まると共に

国内に 20 兆円規模の燃料作物市場を創出できる。 

このような観点から，脱原発・脱化石燃料の意識

が高い福島県川俣町の小学校において甘藷を大量生

産するための方法と，甘藷からメタン発酵を行い，

得られたバイオガスで発電する仕組みを体験学習す

る授業を実施し，エネルギー教育方法を検討した。 

[2] 芋エネルギー体験授業 

川俣町教育員会と近畿大学の共同主催による

2018 年度イモエネルギー学習参加状況を表 1 にま

とめた。水軒金時（紀の里 JA）の甘藷苗を 5 月下

旬に植え，10 月 31 日～11 月 2 日に各施設において

児童らが収穫量を調査し結果をまとめた（Figs.1, 2）。

イモエネルギー教室は 7月上旬に実施した（Fig. 3）。 

[3] 結果と考察 

 イモを作れば発電できることや発電の仕組みを体

験的に学習することで，エネルギー教育としての視

点が強まったと思われる。イモの栽培管理状況と収

穫調査結果をまとめた報告書を作成し，他施設と比

較することで栽培方法の改善に役立てている。 

 
Fig. 2  Comparison of sweetpotato productivity results  
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