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SUMMARY   

Mass produciton of sweetpotatoes under weak lighting condion was studied by cultivating at the unused spaces of solar 

power station.  About 36% solar light intensity was enough to increase yield of sweetpotatoes by the bag cultivating 

method and the yield increased to 6.6 kg/m2, which was 275% of the domestic average. 

 

[1] 緒言 

著者の解析では 2011 年以降，地球の平均気温は

0.072℃/年のペースで上昇し続けている（Fig.1）。

Fig.2 と Fig.3 に示すように途上国の工業化や経済

成長が化石燃料消費の新たな脅威として顕在化して

おり，これを抑止するためにバイオマス燃料を大量

生産し化石燃料を全廃することが求められる。しか

し，森林バイオマスは再生速度よりも消費速度が大

幅に上回っているため世界の森林面積は減少してお

り，木質バイオマス発電の普及がさらに森林面積の

減少を加速する事態を招いている。 

一方，農産廃棄物や間伐材などの未利用廃棄物バ

イオマスの年間発生量は，日本のエネルギー総需要

の 3 日分にもならないにも関わらず，温暖化対策手

法の一つとして錯誤されている。廃棄物バイオマス

で温暖化を抑止することは不可能である。 

また，燃料作物は食料生産を妨げると一般に考え

られているが 2015 年の日本の食料供給総量は 106

兆 kcal，国民の摂取カロリー総量は 83 兆 kcal だっ

た。著者が考案したサツマイモ（1,319 kcal/kg）を

20 kg/㎡生産する方法を国土の 1.1%の面積の耕作

放棄地 42 万 ha に普及すると，カロリー生産量は放

棄地だけで年 111 兆 kcal に達し，国民の総カロリー

必要量を上回る。現在の農業を維持したまま化石燃

料を国産イモで全量代替することも可能である。 

サツマイモは 3%の光合成効率を達成できること

をこれまでに報告した。国土の 67％を占める森林よ

りも約 50 倍の高効率で燃料生産する栽培方法を確

立するために，ソーラー発電所のパネル間やパネル

下でサツマイモの生育を調べた結果を報告する。 

 

Fig. 1  Trend of global average temperature 

 

 
Fig. 2  Change in power consumption 

 
Fig. 3  Change in energy consumption 
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Fig. 4  ニッケまちなか発電所明石土山（兵庫県加古郡） 

  

Fig. 5  Cultivation bag arrangement 

 

[2] 実験 

日本毛織㈱の協力によりニッケまちなか発電所明

石土山（Fig.4）のソーラーパネル間やパネル下の未

利用空間に培養土を 20L 詰めた土嚢袋を配置し，サ

ツマイモ（鳴門金時）の栽培を行った。パネル間の

配置条件を Fig.5 に示す。パネルの北側直下の位置

にパレット（1.2m×1.4m）を並べ，各パレットに 20

袋（P1～P4 列×各 5 袋）ずつ配置した。5 月中旬に

苗を植え 11 月中旬まで 6 か月間栽培しイモの収量

を測定した。採光率は 10 月 22 日午前 10 時頃の各

部位の照度を計測し採光率を算出した。 

[3] 結果と考察 

Fig.6 に生育状況を示す。パネル間の P1～P4 各

列の茎葉と同様にパネル下(PU 群)でも茎葉が発達

し良好に生育していることが分かる。 

Fig.7に 10月 22日午前 10時の晴天時における開

放部位の照度と比較した各列の照度の割合を示す。  

Fig.8 は各列におけるサツマイモの平均収量を示

す。P1 列は約 20%の採光率においてイモの収量は

3.7 kg/㎡となり，露地栽培の全国平均（2.4 kg/㎡）

の 1.5 倍に達した。P2 列は採光率が約 36%に対し

収量は 6.6 kg/㎡となり P3 列，P4 列と同等だった。 

一方，測定日時におけるパネル下の採光率は 7%

しかないにも関わらず収量は 1.9 kg/㎡得られてお

り，低い照度でも効率的に光合成を行う能力が高い

ことが明らかとなった。 

 

  
Fig. 6  Cultivation of sweetpotatoes at the  

unused spaces of solar power station 

 
Fig. 7  Lighting ratio at 10 o'clock on October 22 

 
Fig. 8  Yield of sweetpotatoes at each site  

 

Fig. 9  Solar sharing multilayered shelf type 

cultivation system 

 

[4] 結言  サツマイモの光飽和点は晴天時の 3～4

割ほどであると報告されているが，本研究でも採光

率が 36%において最大収量近くまで達した。光飽和

点が低いサツマイモは，Fig.9 に示す多層栽培ソー

ラーシェアシステムを用いてもイモの生産が可能で

あることが分かる。 
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