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ABSTRACT 

Sweetpotato is the best candidate as the fuel crops to 
replacement of whole amounts of oil, coal, and natural gas in Japan.  
The semi-hydroponic method was investigated to increase the yield 
and productivity of the sweetpotato by changing the submergence 
condition. The root zone irrigation was effective on the growth of 
the tuberous root, though the excessive watery cultivation depressed 
production of the sweetpotato.  Base sheet was effective to retain 
water in the soil medium.  
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１．はじめに 

2013 年以降，北半球の平均気温と海水温がこれまで

にない異常なペースで上昇している（Fig.1）。世界各

国が取組む再生可能エネルギー設備の大増産が一因で

あると考察される。国内でも 2012 年 7 月の固定価格

買取制度以降，太陽光発電が急速に普及したが，世界

の太陽光発電設備の製造量に比例してCO2排出量が増

大した。世界の 7 割のシェアを占める中国の製造プロ

セスの燃料消費は，想定を超える膨大量と推測する。 

同様に国内木質発電所は燃料調達のために東南アジ

アの森林伐採を加速するだけでなく，発電効率が低い

ため，石油石炭 LNG 火力発電所よりも CO2排出量を

増大する。仮に国内の火力発電所をすべて国産木質バ

イオマスに変換すると，火力発電所の CO2排出量が現

在の 4.8 億 t から 8.4 億 t に増大し 1)，国内森林は 6 年

で枯渇すると算出される。 

海水の酸性化も進んでおり，温水化した海水の pH

が 8.0 を下回ると貝殻などの CaCO3の溶解量が増え，

海から放出されるCO2が増大すると予測される。した

がって CCS 設備で CO2を回収すると，気液平衡によ

り海洋の CO2放出量が増え補充されると推察される。 

Fig.2 は，国内のエネルギー供給総量（2014 年分，

エネルギー白書 2016）と未利用バイオマスの総量の比

較を示す。国内では，バイオマスは非可食廃棄物を示

し，燃料作物の概念がない。ところが廃棄物バイオマ

スの年間発生量を環境省報告値から算出すると，エネ

ルギー総量の 1%分しかない 2)。廃棄物バイオマス燃料

では CO2排出量削減は実質的に不可能である。 

このように廃棄物バイオマスを含む現行のCO2対策

技術は，いずれもCO2排出量を増大する欠陥が潜んで

おり，その影響が現実となりつつある。 

これに対し，国土の 2 割程度の面積で燃料作物を大

量栽培すれば化石燃料を全廃できることを見出し，栽

培法の改良に取り組んでいる。国産燃料作物の最適品

種は甘藷（サツマイモ）であり，甘藷の量産化には，

半水耕栽培法が適することを見出したので，その結果

を報告する。 

 

Fig.1 Deviations of the annual mean air 

temperature of the Northern Hemisphere and 

sea surface temperature of the earth. 
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Fig.2 Comparison between unused biomass waste 

and total primary energy except the atomic energy. 

 

２．実験方法 

２．１ 栽培品種と底面灌水栽培方法 

市販の 2 種類の甘藷苗（紅アズマ，水軒金時）を JA

紀ノ里（和歌山県紀の川市）で購入し栽培実験に用い

た。黒丸ポット（鉢体積 8.5L，12.4L，17.9L を用い

て，各容器に園芸用土を 8～15L の範囲で充填し苗を

植えた。次に栽培鉢を網目状のコンテナに置き，鉢の

底部が水面に浸り根圏を常に灌漑する位置で水槽上に

設置した（Fig. 3）。また，鉢の半分の高さまで冠水し

た場合と，水槽を使用せず地面に置いた場合，鉢を土

台の上に置き空中で栽培した場合を行い，イモの収量

を比較した。 

さらに，苗の密集度の影響を比較するために，コン

テナに設置する鉢数（苗数）を 2, 3, 4, 6 個と段階的に

変えてイモの収量を調べた。 

 

 

Fig.3 Cultivation system of sweetpotatoes with 

supply of water from the bottom of pot. 

 

２．２ 半水耕栽培における土壌体積の影響 

 ポット底面の不織布を介して水槽から液肥（大塚ハ

ウス A 処方 1/2 倍，毎月交換）を補給する半水耕栽培

方法を検討した。 

Fig.4 に示すように，ポットサイズを 1.6 L，3.0 L，

4.5 L の三段階に設定し，イモの生産量に与える影響を

解析した。 

 

Fig.4 Set-up for the pot size test in the 

semi-hydroponic system. 

 

２．３ フィールド試験 

(1) 和歌山県紀の川市 

 紀の川スマートファーム協議会と共同で休耕田にお

ける半水耕栽培試験を行った。Fig.5 に示すようにショ

ベルカーで底土を掘り下げ深さ 15cm の水溜池を造成

した。ここにブルーシートを敷いて水を張り，栽培袋

と黒丸ポットを水溜池底面，水溜池土台上，平常土壌

（マルチシート）面に設置しイモの生産量を比較した。 

 

 

 

Fig.5 Set-up of the Kinokawa puddle farm. 

 

(2) 滋賀県湖南市 

こなんイモ・夢づくり協議会と湖南市地域エネルギ

ー課の協力により，市内の休耕田を借りて半水耕栽培

試験を行った。Fig.6 に示すように水田に溝を掘り，土

壌を詰めた栽培袋を 3 列配置した。各袋の土壌体積は

15L～20L とし，イモ苗を植えて栽培を開始した。ま

た，各棚に水溜用シートを敷き保水力を高めた栽培袋

で空中栽培を行った（Fig.7）。 
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Fig.6 Set-up of the Konan puddle farm . 

 

  

Fig.7  Set-up of the three-layers cultivation 

system with puddle sheet for root zone irrigation. 

 

 

３．   実験結果 

３．１ 底面灌水栽培方法 

Fig.8 は底面灌水栽培の様子を示す。栽培鉢の底穴

から根が水槽へと伸展し，良好に水分補給し生長した

ことが分かる。Fig.9 は収穫時の塊根の外観を示す。底

面灌水により塊根が肥大化した。 

Table 1とFig.10に生産効率の解析結果をまとめた。

底面灌水ポットでは，塊根の重量が地面置きの場合よ

りも 79%増量した。しかし，土壌の冠水率が高いとイ

モの生育が妨げられ，空中に浮かした場合にも土壌が

乾燥し易いために収量が著しく低下した。 

Fig.11 に底面灌漑と冠水条件によるイモ収量の変化

を示す。面積あたりの栽培鉢数を 2 個から 6個まで増

やすと，１鉢あたりの収量は低下するが，面積あたり

の総収量は増大することが分かった。 

 

 
Fig.8 Sweetpotatoes cultivated by root zone 

irrigation system. 

  
Fig.9 Sweetpotatoes cultivated in a pot by root 

zone irrigation system. 

 

Fig.10 Comparison of the yield of sweetpotatoes. 
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Table 1  Yield and productivity of sweetpotatoes 

 

 

Fig.11 Comparison of the productivity of 

sweetpotatoes by the number of pots per unit area. 

 

3．２ 半水耕栽培における土壌体積の影響 

Fig.12 と Fig.13 にイモの収穫量を示す。ポットが

3.0L と 4.5L ではほぼ同量の収穫量となった。3.0L-ポ

ットでも上記の 17.9L-ポットと同程度のイモが生育し，

液肥栽培により土壌体積の低減化と軽量化の効果が得

られ，作業効率を高められる事が判明した。 

Fig.14 は，同栽培試験の葉の生育状態を示す。大中

小の試験区のいずれも葉が密集しており，光合成収率

が律速条件になったため，3.0L と 4.5L ではほぼ同量

の収穫量となったと考察される。 

 

３．３ フィールド試験 

紀の川市の休耕田栽培におけるイモの収量は，水溜

池底 ＜ 水溜池土台上 ＜ 平常土壌（マルチシート）

面となり，土壌水分が過剰になるとイモの生育が著し

く妨げられた。 

  

 

Fig.12  Sweetpotatoes which were cultivated in 

4.5L-pots by the semi-hydroponic system. 

 

Fig.13  Comparison of yields of sweetpotatoes. 

 

 
Fig.14  Crowd state of the leaf. 

 

Fig.15  Effect of soil water ratio on growth of 

sweetpotato. 

 

Fig.15 に土壌の水分率とイモの収量の関係を示す。

高い収量の時は，土壌水分率が 37%前後だった。 

湖南市の栽培では，溝内が常に冠水状態となり，袋

内の土壌の水分含有率が高い状態で維持されたため，

イモの生長が著しく妨げられた。 

 三角棚を用いた空中栽培法では，底面に水溜シート

を張ることでポット土壌の乾燥を防ぐ効果が高まり，

シートがない場合よりも収量が増大した。 

 

４．まとめ 

1) 防草シートや水溜シートを栽培容器の下に設置す

ることで，容器土壌の保湿効果が得られる。 

2) 液肥により土壌量を減少できる。 

3) 半水耕栽培の安価なシステム開発が必要である。 
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