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SUMMARY 

Mass production of sweetpotatoes by a cheap cultivation method was achieved with small pots by optimizing the 

elongation space of the roots and the hygroscopic condition of the soil.  In Okinawa we planted vine of sweetpotato in 

October, and harvested in April.  The amount of sweetpotatoes cultivated in the winter months was reached to 7.3 

kg/m2, which was three times the national average to grow in the summer.  The result showed that annual production 

of 20kg/m2 sweetpotatoes is feasible by further optimizing the growth condition.  For the purpose to use sweetpotatoes 

as fuel, technological issues of the methane fermentation and the gas power generation system were investigated. 

 

[1] 緒言 

日本では農作物を燃料にすると食料不足を招くと

思われているが，筆者が普及を目指すイモエネルギ

ーは食料自給率を高める切り札にもなる。イモエネ

ルギーは化石燃料を全廃しCO2排出量を実質ゼロに

できるだけでなく，現在 39%の食料自給率を 2,000%

に高めることもできる。燃料作物は，国内農業市場

を現在の8兆円から30兆円に拡大することも可能だ。 

2015 年の日本の食料供給総量は 106 兆 kcal（農林

水産省統計）であり，国民の摂取カロリー総量は 83

兆 kcal（厚生労働省）だった。可食部が 1,319kcal/kg

（食品成分表）の甘藷を一年に 20kg/㎡生産する方

法を，国土の 1.1%の面積に相当する耕作放棄地 42

万 ha に普及すると，カロリー生産量は放棄地の甘藷

だけで毎年 111 兆 kcal に達し，国民の総カロリー必

要量を上回る。従来の 39%分の国産食料を一粒たり

とも減らす必要もない。同様に日本のエネルギーを

国産甘藷だけで全量自給できることを実証するため

に，実用的な低コスト製法を考案し，通年栽培が可

能な沖縄で高効率生産実験を実施した。 

甘藷の燃料変換方法としては，エネルギー利用効

率の高いバイオガス発電コージェネレーション方式

が望ましい。しかし，メタン発酵設備もガス発電機

も大規模・高額であるため燃料作物産業の発展が妨

げられている。そこで，低コストで高効率生産した

甘藷や農産廃棄物から，メタン発酵とガス発電を格

安で行う小型設備開発のための技術要素を解析した。 

[2] 実験 

2.1 甘藷のストレス栽培条件の検討と量産試験 

 紅アズマと水軒金時の二種類の甘藷を用いて，単

位面積あたりの甘藷の生産量（光合成効率）を高め

るために，大きさの異なるポット鉢やポリ袋による

根圏空間ストレス，土壌の保湿・給水条件による水

分ストレス，密集採光ストレスの影響を比較し最適

生産条件を求めた。その結果に基づき，土壌体積を

従来の 2 割～4 割に低減化した軽量ポット鉢を用い

て，甘藷の生産性を比較した。 

2.2 省エネメタン発酵槽の試作と発酵試験 

 20L ペール缶，および 200L ドラム缶を用いて嫌気

発酵槽を試作し，下水汚泥と原料を投入しメタン発

酵を行った。発酵槽は手動攪拌または無攪拌式とし，

原料交換の作業負担を軽減するために高密度充填式

の発酵条件を検討した。 

発酵温度は，昼間の温度上昇時に発酵速度を高め

ることを目的として，発酵槽の加温に日射，木質廃

材と鶏糞を主成分とする堆肥の発酵熱，小型ビニル

ハウスを利用する方法を比較した（Fig. 1）。 

 
Fig. 1 Compost unit and mini greenhouse 
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Fig. 2 A gas power generator and a modified gas cylinder 

 
Fig. 3 Harvest of sweetpotatoes grown in the small pots 

   

Fig. 4 Temperatures in compost and in greenhouse 

 

2.3 小型バイオガス発電機の試作と発電試験 

 カセットボンベ（ブタンガス）を用いる小型ガス

発電機エネポ（ホンダ製，出力 900W）に発酵メタ

ンガスを注入し発電が行えるかどうか試験した。カ

セットボンベの空き缶の底部に穴を開け，ガス注入

用の管をハンダ付けし発酵ガスを供給した（Fig. 2）。

発酵ガスの CO2を NaOH水溶液で洗浄除去してカロ

リーを高めた濃縮ガスによる発電性能を比較した。 

 [3] 結果と考察 

3.1 甘藷のストレス栽培条件の検討と量産試験 

生産コストを格安にするために，土嚢袋や使用済

の肥料袋に土を詰め単層密集栽培する量産条件を検

討したところ，夏季栽培の収穫量は 9kg/㎡（全国平

均 2.4kg/㎡の 3.5 倍）に達した。だが，栽培袋への

土壌の充填作業とイモの収穫作業が過重労働となっ

た。そこで，土壌量を削減する方法を検討したとこ

ろ，小さなポット鉢でも底部から根が突出し，給水

が効率的に行える場合にイモの収量が大幅に増大す

ることを見出し，読谷村（沖縄）で設営したポット

鉢栽培施設において 10 月に苗を植え，4 月にイモを

収穫する冬季栽培による生産試験を行った。 

その結果，土壌を従来の 4 分の 1 に減量した軽量

ポット鉢栽培で 7.3kg/㎡の収穫量を達成し（Fig. 3），

作業負担も飛躍的に軽減された。収穫時の茎葉は

瑞々しく，5 月収穫の場合は 10kg/㎡に達すると推定

された。収穫後の蔓を再植苗として連続栽培を行っ

ており，夏季栽培（5 月～10 月）と合わせポット鉢

二期作で年間 20kg/㎡が実現可能と見込まれる。 

3.2 省エネメタン発酵槽の試作と発酵試験 

ペール缶，ドラム缶を用いたメタン発酵試験を行

ったところ，原料投入後 2～7 日間でメタン生成を確

認できたが，その後はガス発生が停止した。発酵液

pH が低下し酸性化するとメタン菌活性が低下する

ため，消石灰を投入し中和したところ再びガスが発

生した。槽内の固形分濃度を高めて流動性を抑えた

半乾式発酵条件により急激な酸性化を防ぐ方法を試

したが，発酵ガスの生成は低調だった。  

一方，恒温器で 40℃に維持したペール缶発酵槽は

4 週間にわたり発酵ガスが少しずつ発生した。これ

らの結果から，イモメタン発酵に適した菌叢を調製

することが重要課題であることが明らかとなった。 

発酵槽の加温方式に関しては，堆肥の発酵熱によ

り冬季でもペール缶を 30℃以上に保持することが

可能であったが，堆肥の混合作業と発熱期間を考え

ると実用化は困難であると考察された（Fig. 4 左）。

小型ビニルハウスは冬季でも晴天時には室内が

50℃近くまで上昇したが（Fig. 4 右），ペール缶内の

温度が十分に上昇する前に日没になるため，安価な

太陽熱の集熱供給システムを考案する必要がある。 

3.3 小型バイオガス発電機の試作と発電試験 

アルカリ洗浄し濃縮した発酵メタンガスの良好な

燃焼性を確認したのちエネポへ注入し発電を試みた。

開始時はブタンボンベを用いて，発電途中で発酵ガ

スに切り替えたところ，発電機からの逆流圧が高く

発酵ガス供給が困難だった。そこで，発酵ガスをゴ

ム製ガスバックに充填し手動ポンピングで注入した

ところ，発電機が稼働することを確認した。 

メタンはブタンよりもガス熱量が 3 倍程低いため，

発酵ガスを大量供給するためにボンベに加圧充填し，

発電機の注入口を拡張し流量を高めれば発酵ガスで

も発電できることが分かった。このようにガス発電

機の小型化は可能であり，格安のイモメタン製造シ

ステムを普及すれば安価な小型バイオガス発電機の

販売市場も派生し，商品開発が進むと見込まれる。 
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