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SUMMARY  

The innovation is required to production of a large amount of biomass by cultivation of domestic photosynthetic plant 

and to replace fossil fuels.  The author has found that the best crop is sweetpotato cultivated in multilayer system.  So 

far, the 4-layers cultivation method using a triangular shelf showed that it is possible to sweetpotato production of about 

20kg/m2.  This is eight times the amount of domestic average yield (2.5kg/m2).  However, the soil hygroscopic level 

decreased quickly and the production of the sweetpotatoes suppressed significantly, were found by the multi-layer 

cultivation system.  Therefore we investigated the influence of the basic irrigation state to produce sweetpotatoes.  As 

the result the yield of sweetpotatoes cultivated with root zone irrigation system increased to 179% of the amount of the 

past.  In addition, the root zone irrigation system was effective to increase the weight of the mass production of 

sweetpotatoes by increasing the density of the vine seeding per area. 

   

 

[1] 緒言  

ここ数年，世界各地で太陽光発電が急速に普及し

たが，その製造量に比例して世界の CO2排出量が増

大したのが現実だ。同様に現在主流のバイオ燃料開

発の多くは，その製造工程で必要とする化石燃料消

費量が，従来通りの化石燃料依存生活を続けた場合

よりも大幅に上回る欠陥技術ばかりである。例えば

藻類による油生産は，１ℓ の藻油の製造過程で石油 5

～10ℓ 分のエネルギーを消費する 1)。したがって，

藻油で石油を全量代替すると 24 世紀頃には大気の

O2濃度が 18%（労働安全衛生法で規定する酸素欠乏

濃度）まで低下する事態を招くと予測される 2)。 

また，国内の総森林量 51 億㎥は 5 千万 TJ 分の熱

量をもつが，輸入化石燃料を全量代替すると 2 年半

で枯渇する。森林増加速度 8 千万㎥/年の光合成効率

は 0.06%と低く，藻類や間伐材ではエネルギー問題

の解決は根本的に不可能であることが理解できる。 

 化石燃料を全量代替できる国産バイオマスは今の

ところイモしか見当たらない 2)。光合成効率は 3%

を超え 3)，林野庁値と我々の実験値を比較するとイ

モは森林の 50 倍量の燃料を生産できる。そのサツ

マイモの量産法において，根圏の水分環境が極めて

重要であることを見出したのでその結果を報告する。 

[2] 実験 

市販の 2 種類のサツマイモ苗（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（鉢容量 10L，13L，16L

を用いて，各容器に園芸用土を 10～15L 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. 1）。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. 1 Set-up of cultivation system of sweetpotatoes with 

supply of water from the bottom of pot 
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[3] 結果と考察 

Fig. 2 は底面灌漑栽培の様子を示す。栽培鉢の底

穴から根毛が水槽へと伸展し，良好に水分補給し生

長したことが分かる。 

 

 

Fig. 2 Sweetpotatoes cultivated by root zone irrigation 

system 

  

Fig. 3 Increased sweetpotatoes in a 13L-pot by root zone 

irrigation system 

 Table 1 Yield and productivity of sweetpotatoes 

 

 
Fig. 4 Comparison of the yield of sweetpotatoes 

cultivated with root zone irrigation and without it 

 
Fig. 5 Increase of the productivity of sweetpotatoes by 

increasing the number of pots per area 

 

Table 1，Fig. 4，Fig. 5 に生産効率の解析結果をま

とめた。底面灌漑した鉢では，塊根の重量が地面置

きの場合よりも 79%増量した（Fig. 3）。また，土壌

の冠水度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. 4 に底面灌漑と冠水条件によるイ

モ収量の変化を示す。 

単位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。 

 以上の結果，大量生産のポイントは密集度と底面

灌漑制御の最適化であることが分かった。 
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