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ABSTRACT 

For agricultural revival in the nuclear accident affected areas, 
the practical test of planter array cultivation method that utilizes 
sunlight effectively was carried out for three years in Fukushima 
Kawamata Town.  As a result, sunlight was efficiently utilized to 
grow sweetpotato in a pot or bag, and succeeded in increasing the 
yield than normal farming. Also devised an aerial cultivation 
method using the frame of the solar power generation, and to realize 
a new solar share farming. 
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１．はじめに 

原発事故被災地域における農業復興のために，太陽光

を効率的に利用するセル式栽培法の実用化試験を，福

島県川俣町において平成 25～27 年度の 3 年間に亘り

実施した。川俣町は，山木屋地区が計画的避難区域に

指定され除染作業が進められてきた。除染後の農業復

興のためには，放射能汚染問題の風評被害を避ける農

法や生産技術の普及が求められる。そこで，汚染され

た土壌を一切使用せず安心して食用のサツマイモを栽

培する「空中栽培法」の実用化に取り組んだ。 

近畿大学は，13 学部 48 学科を擁する総合大学とし

ての研究力を生かし，総力を挙げて東日本大震災に伴

う原発事故により一部が計画的避難区域に指定された

川俣町の早期復興を支援するために，“オール近大”川

俣町復興支援プロジェクトを立ち上げ，地場農産業の

活性化や教育・文化の育成などの「復興支援」と，除

染や健康管理など被災からの「再生支援」の二面から，

町の方の意見を取り入れながらサポートしている。 

栽培用土を詰めた袋やポットを三角棚に配置し苗株

を育てるサツマイモの「空中栽培法」は，根圏の生育

を制限するストレス効果と，多層化により採光面積を

拡張し光合成効率を高めることで，通常の露地栽培よ

りも面積あたりの生産量を 4～8 倍に高められること

をこれまでに報告した。だが，多層栽培棚の設備や，

多数の栽培土壌袋の設置や収穫作業，土壌の水分管理，

採光管理などにコストや手間を要する等の問題がある。

そこで，サツマイモを袋やポットに詰めた土壌で栽培

するセル方式で太陽光を効率的に利用し，収量を高め

る方法を検討した。また，ソーラー発電の架台を用い

た空中栽培法を考案し，新たなソーラーシェア農法の

実用化に取り組んだ。 

 

２．実験方法 

２．１ 栽培品種と生育調査方法 

サツマイモの栽培試験には，汎用品種であるベニア

ズマとナルトキントキの蔓苗を購入し，5 月～6 月に土

壌を詰めた栽培袋に定植した。食用に適する大きさに

塊根を肥大化するために，１株あたり 10L～30L の土

壌を使用した。9 月～11 月に収穫し，塊根重量と茎葉

重量を測定し生育状態を比較した。 

２．２ 栽培試験施設 

 川俣町内にある近畿大学試験農場（小島地区），同町

立小学校・幼稚園・保育園の全 11 施設，および山木屋

仮設住宅広場において各種試験栽培を行った。詳細は

以下の通りである。 

(1) 近畿大学小島試験農場 

実施期間：H25 年 5 月～H27 年 11 月 

同町小島地区にビニルハウス２棟を設置し（図 1），

ハウスの内と外で，三角棚を用いた多層栽培試験（２

段～４段，図 2，３），袋やポットを配列した単層密集

栽培方法を検討した（図４）。 
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図１ 川俣町小島地区の近畿大学試験農場。 

 

 

図２ ビニルハウス内の三角棚多層栽培試験 

 

(2) 川俣町立小学校・幼稚園・保育園 

実施期間：H25 年 5 月～H27 年 11 月 

児童・園児らによる体験学習と実用化試験のために，

町立小学校・幼稚園・保育園の全 11 施設においてサツ

マイモの空中栽培を行った（図５）。参加校・園および

参加人数を表１に示す。 

初年度に各施設の担当教諭を対象に空中栽培法の講

習会を実施し，児童・幼児による栽培指導を委託した。

栽培から収穫までの期間中は毎月巡回観察し，給水，

施肥，害虫駆除のアドバイスを行った。 

 

 

図５ 川俣町立飯坂小学校のサツマイモ苗植えの様子

 

図３ ビニルハウス外の三角棚多層栽培試験 

 

 
図４ 単層密集栽培試験。左写真は１５L 土壌袋を４列配置。 

右写真は 30L 土壌袋を２列ずつ配置。 

 

 

表 1  サツマイモ空中栽培体験学習計画（平成 25 年度） 

  学校名等 参加学年・区分 参加人数 

1 福田幼稚園 年少・年長 9 

2 川俣幼稚園 年少・年長 26 

3 富田幼稚園 年少・年長 51 

4 川俣南幼稚園 年少・年長 33 

5 すみよし保育園 ３・４・５歳児 83 

6 福田小学校 ３・４年 19 

7 川俣小学校 ２・５年 80 

8 富田小学校 全学年・教職員 107* 

9 川俣南小学校 ２年 18 

10 飯坂小学校 全学年 69 

11 山木屋小学校 ２年 6 

    合計 501 

*富田小学校は教職員数も含む，その他は幼児・児童数を示す。 
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(3) 山木屋地区仮設住宅広場 

実施期間：H26 年 9 月～H27 年 11 月 

山木屋仮設住宅（福島県川俣町東福沢字坊の入）の広

場に三角棚ソーラーシェアシステムを設置し，住民の

皆様の協力によりサツマイモの多層栽培試験を実施し

た（図 6）。表２に三角棚ソーラーシェアシステムの仕

様を示す。約 50 ㎡の設置面積に 2.5kW 分のソーラー

パネルを設置し，発電した電力は広場周辺に設置した

10 台の外灯による夜間照明に利用した。 

 空中栽培法により安心して食べられる農作物栽培に

適用するとともに，露地栽培における低腰労働の負担

を棚栽培により軽減することも期待される（図 7）。 

 

表 2 三角棚ソーラーシェアシステムの概要 

 

 

図６ 山木屋仮設住宅広場に設置した三角棚ソーラーシェアシス

テムで栽培されたサツマイモの生育状況（H27 年 8 月） 

 
図７ ソーラーパネル下の日陰で農作業ができる 

３．   実験結果 

３．１ 小島地区試験農場 

 図 8 と図 9 は，黒丸ポット（土壌体積 13L）の配置

密度を変えて栽培試験を行った様子を示す。6 月に定

植し，9 月には葉が全面に展開した。葉が過剰に繁茂

することにより，三列配置の外列に比べ中列の採光が

妨げられ，生育が阻害されることが分かった。 

図 10 は，栽培袋（土壌体積 15L）を密集配置すると

ともに，三角棚を用いて二段栽培した場合の生育状況

を示す。下段よりも上段の生育が良好であったが，上

段を先に収穫し，下段を１～2 ヶ月後に収穫すると収

量が高まることが分かった。 

図 11 は，二列配置した栽培袋（土壌体積 30L）の収

穫状況を示す。一袋あたり 1.2kg のイモが収穫されて

おり，通常の露地栽培の１株あたりの収量に匹敵する

ことが分かった。小島試験農場は西側の山地森林によ

り遮光されるとともに（図 1），両側のビニルハウスも

採光を妨げるにも関わらず，通常の露地栽培を上回る

収量が得られたことが明らかとなった。 

 

 

図８ 黒丸ポットを配列した栽培試験（H27 年 6 月） 

 

 

図９ 黒丸ポットを用いたサツマイモの生育状況（H27 年９月） 
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図 10 三角棚を用いた二段栽培（写真上：6 月，下：9 月） 

 

図 11 袋栽培の収穫調査の様子 

 

３．２．川俣町立小学校・幼稚園・保育園 

図 12 と図 13 は，栽培袋（土壌体積 15L）したサツ

マイモの収穫の様子を示す。1 袋で 1kg の収量が得ら

れる場合もあるが，水分や施肥，採光条件など最適化

が必要であることが分かった。 

３．３．山木屋地区仮設住宅広場 

 図 14 は山木屋仮設住宅広場で実施したソーラーシ

ェア栽培サツマイモの収穫の様子（H26 年 11 月），図

15 は同広場において袋栽培したかぼちゃ，トウモロコ

シ，ナス，ニンジン，大根などの様子を示す（H27 年

8 月）。汚染されていない土壌で安心して食べられる各

種作物を袋栽培できることが明らかとなった。 

 

図 12 袋栽培（15L 土壌）したサツマイモ（すみよし保育園） 

 

図 13 袋栽培（15L 土壌）したサツマイモ（福田幼稚園） 

 

図 14 山木屋仮設住宅広場のソーラーシェアシステムで栽

培したサツマイモの収穫 

 
図 15 かぼちゃ，トウモロコシ，ナス等の袋栽培の様子（山

木屋仮設住宅広場） 

 


