
太陽/風力エネルギー講演論文集 2014, 255‐258           いわき大会 発表日：平成 26 年 11 月 13 日 
   

255 
 

燃料用サツマイモの大量栽培技術の開発 

 
会員 ○ 鈴木高広（近畿大学） 

 

 

 

Development of the mass cultivation technology of 

the sweetpotato for fuel crops 

Takahiro SUZUKI 

 

Kindai University 

930 Nishimitani, Kinokawashi, Wakayama 

649-6493, Japan 

E-mail: tksuzuki@waka.kindai.ac.jp 

 

Mass production method of the sweet potato with 

the multilayered cultivation system was studied in 

order to develop the bio-fuel resource.  The effect of 

the stress caused by sweet potato cultivation 

method using the bags was studied. The whole 

production increased by use of the small pots which 

decreased the size of the sweet potato. 

A four-layered cultivation system was developed 

to increase not only the production amount but also 

the size of sweet potatoes.   
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１． はじめに 

IPCC(気象変動に関する政府間パネル)による 2007

年報告は，今世紀末に大気の CO2 濃度が 950ppm に

まで達すると警鐘をならした。だが，CO2排出量はそ

の後も最悪のペースで増加している。その主因は石

油石炭天然ガスなど化石燃料である。 

著者の分析では人類がこのまま化石燃料を消費し

続けると，Fig.1 に示すように CO2濃度は約 550 年後

に 1 万 ppm つまり 1%に達する。さらに西暦 3000 年

には 2.5％に CO2濃度が上昇すると見込む。ここで重

大な事実に気付かなければならない。石油の構成元

素の単位組成を CH2 と仮定すると，完全燃焼の場

合の反応式は次のように表される。 

2CH2＋ 3O2 → 2CO2 ＋2H2O 

つまり，石油の燃焼にともない発生する CO2 の

1.5 倍の O2分子が大気から消える。したがって，大

気のCO2濃度の上昇は O2量の低下を意味するので

ある。すなわち，現在 20.9%の O2濃度は今世紀末

に20.8%，550年後には19.9%，千年後には約18%

にまで低下することが予測されるのである 1,2)。 

労働基準法は地下など密閉空間の作業時の O2 濃

度を 18%以上に維持することを義務付けている。 

 

Fig.1 Prediction of change of the CO2 concentration in 

comparison with AD 1700. 
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これ以下の O2 濃度では低酸素症を起こし，人命に

関わる事故を起こしかねないからだ。化石燃料を

燃やし続けると，千年後のすべての人類が O2 濃度

18%の生存リスクに直面するのである。 

O2はどこからともなく発生するものではない。地

球誕生時の原子大気は膨大なCO2で満たされてい

た。このCO2が海に溶け込み，やがて原始O2を生み

出した主役は，藍藻（シアノバクテリア）による光

合成説が一般的である。27億年前頃から海洋で大

繁殖した藍藻が生成したO2は，はじめに海水中の

Fe2+を酸化し鉄鉱石の鉱脈を堆積した。やがてFe2+

が無くなるとO2が大気に放出されたと考えられて

いる。鉄鉱石の主産地であるオーストラリアの沿

岸に藍藻の化石群ストロマトライトが大量に分布

することも，藍藻による原始O2生成説を裏付ける。 

現在の大気や海水中のO2分子の存在量と無機酸

化物等に吸収されたO2量を推計すると，光合成によ

り生成したバイオマスの蓄積量が計算される。この

原始バイオマスが石油石炭天然ガスの素になった

とすると，化石燃料の埋蔵量は現在の世界の消費量

の10万年分以上存在していると推定される。つま

り，人類が化石燃料を使い尽くすことは不可能であ

り，石油が枯渇するよりも先にO2が欠乏し，人類が

滅亡すると考える方が妥当である。 

このO2欠乏の危機を防ぐもっとも有効かつ現実

的な手段は燃料用植物を膨大に栽培し，全化石燃料

の代替エネルギーとして使用することである。 

国内のエネルギーの年間消費量は約2000万TJで

ある。一方，日本に降り注ぐ太陽光エネルギーは年

間20億TJ近くあり，エネルギー消費量の100倍量に

相当する。太陽光エネルギーの１％分を燃料作物

に変換すれば，日本の全エネルギーを賄えるので

ある。しかし，変換率１％では全土で栽培しなけれ

ばならないため実質的に不可能である。そこで変換

率を8％に高めれば，国内農地並の面積460万haで

日本のエネルギーをすべて賄えるのである。 

燃料作物生産は，食糧生産との競合が問題とされ

るが，日本人の年間食糧消費量は20万TJでほぼ足

りる。燃料消費量に比べ1％相当量に過ぎない。ま

た，国土の7割近くを占める森林の多くは管理放棄

され，毎年の光合成量と土壌微生物による酸化量が

均衡状態にある。これらの山地を開墾し，国内で

2000万TJ分の燃料作物を生産すれば，地球のO2欠

乏を防ぎ食糧問題も解決する方法を，全人類に対し

明確に示すことができるのである。 

以上を背景として，化石燃料を全量代替する手段

を創出するために，サツマイモの大量生産方法を検

討した結果を報告する。 

 

２． 燃料作物の選択と実験方法 

２．１ 燃料作物の選抜 

 太陽光を単層で受光する露地栽培法は変換率を

高めることが困難であり，エネルギー損失量が増す。

そこで，多層栽培法によりエネルギー変換率を高め

るための作物の適性条件を以下のように検討した。 

① 日本全国で栽培に適する 

② 弱い光でも生長速度が速い 

③ 太陽光エネルギーの変換率が高い 

④ 背丈が低く多層栽培に適する 

⑤ 面積あたりの固形分の生産能力が高い 

⑥ 栽培作業や収穫作業が容易 

⑦ 増殖や通年連続栽培が容易 

⑧ 農家の経済性を高める市場性がある 

⑨ 燃料加工が容易 

⑩ 連続栽培システムの設計開発に適する 

⑪ 2000 万 TJ 分の生産量が可能 

２．２ 単層区画栽培試験 

イモの生長に対する根圏土壌の体積と形状の影

響を調べるために，Fig.2 に示すように各種容器を

用いて栽培面積を制限し収穫量を比較した。 

２．３ 多層栽培棚の試作と栽培試験 

 三角形の栽培棚を試作し，多段栽培条件を検討し

た。採光条件を比較するために開脚角度を 15°～

25°の範囲で段階的に変えた 2 組の三角棚（各５段

栽培）に栽培袋を設置し，甘藷の多層栽培による収

穫量を比較した。Fig.3 に実験設備を示す。 

２．４ フィールド試験 

 三角棚を用いた多層栽培法による大量生産実験

を試みた。単独三角棚で生育状態を調査した後，連

立三角棚の４段栽培法によるサツマイモの大量栽

培試験を，福島県伊達郡川俣町と和歌山県紀の川市

において実施した。 
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Fig.2 Method of the sweet potato cultivation test by use of 

various types of small pots. 

Fig.3 Triangle shelf multi-layer cultivation instrument of 

the sweet potato. 

 

３． 結果 

３．１ 燃料作物の選抜 

 上記の栽培条件を検討した結果，馬齢者や甘藷が

適することが分かり，多層栽培試験に使用した。 

３．２ 単層区画栽培試験 

 馬鈴薯として男爵，甘藷として紅アズマと鳴門金

時等を用いて各種形状の容器栽培を行ったところ，

小さな容器で栽培したときには短期間でイモが生

育することが分かった。Fig.4 は男爵イモの結果を

示す。甘藷も同様に根圏の体積を制限すると，イモ

が短期間で生長することを見出した。 

Fig.5 に男爵イモの収穫量，Fig.6 に紅アズマの収

穫量に対する培地の体積と深さの影響を示した。い

ずれの場合も，通常の露地栽培よりもイモの収穫量

が 5 倍～8 倍に高められることが分かり，紅アズマ

は 22kg/㎡，男爵は 15kg/㎡に達した。  

 

 

Fig.4 Growth promotion of the potato by the rhizosphere 

volume restrictions stress. 

 

 
Fig.5 Influences of volume and depth of the rhizosphere in 

the potato cultivation. 

 

 
Fig.6 Influences of volume and depth of the rhizosphere in 

the sweet potato cultivation. 

 

これらの結果から乾燥重量を求め，他の燃料用作

物と比較した結果を Fig.7 に示す。甘藷の乾燥重量

は飼料水稲よりも 2倍以上の収量が得られ，馬鈴薯

は同等量となった。馬鈴薯は二期作を行うことで甘

藷と同様に高い収穫量が得られることが分かった。

しかし馬鈴薯は水分率が高く，連作障害が起こりや

すいという問題があり，また，蔓で繁殖できる甘藷

と異なり種イモが必要であるため，以降の実験では

甘藷を大量栽培試験に用いた。 
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Fig.7 Comparison of dried weights of between potato in 

container cultivation and various crops. 

 

 
Fig.8 Influence of the split angle of the triangle cultivation 

shelf on growth of the sweet potato 

 

３．３ 多層栽培試験 

 三角棚の開脚角度を変えて栽培した場合は，角度

が狭いと下段まで光が届きにくくなり，イモが育た

ない。これらの結果を Fig.8 にまとめた。三角棚の

内側は，角度が狭いほどイモの収穫量が低下したが，

角度を広げると三角棚の設置数が低下するため，イ

モの収穫量は 17°のときに最大となった。 

 Fig.9 は三角棚の最上段と最下段におけるイモの

収穫量を容器の土壌体積に対してまとめた図であ

る。最下段はイモの生育量が少なく，光が十分に届

いていないことが分かる。そこで，光の照射条件を

変えてイモの生育量との関係を調べたところ，同図

右に示すように，光量に依存してイモの収穫量が大

きく異なることが分かった。イモは，比較的弱い光

でも生育するが，イモの収穫量には光量が大きく影

響することが分かる。これらの結果を基に，４段型

の三角棚を試作し，フィールド試験を行った。 

 

 
Fig.9 Influence of the light quantity on the sweet potato. 

 

 

 

Fig.10 Sweet potato by the triangle shelf cultivation. 

 

３．４ フィールド試験 

 Fig.10 に三角栽培棚実験の概要を示す。三角棚に

10Ｌの土壌袋を設置し 5 月中旬にサツマイモの苗

を植え，10 月中旬まで５か月間栽培を行ったとこ

ろ収穫量は 16kg に達した。図に示すように各袋に

おいて中玉サイズのサツマイモが生長した。 

 以上の結果に基づき，三角棚を連立した場合のサ

ツマイモの収穫量への影響を，福島県川俣町と和歌

山県紀の川市で調査中である。 
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