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ABSTRACT 

The atmospheric CO2 concentration rose by 6.5 ppm in 

winter, but decreased by 3.8 ppm in the summer and 

increased by 2.7 ppm annually. Analysis of the wave 

behavior revealed that photosynthesis of plants is 

affecting. This phenomenon indicates the possibility that 

atmospheric CO2 concentration turns to decrease when 

the plant photosynthetic efficiency on land is doubled. 

Therefore, as a result of investigating inexpensive mass 

production method of sweet potatoes, it became possible 

to expect production of 20 kg/m2 year, and it was possible 

to photosynthesize and produce fuel crops 20~40 times 

more efficiently than domestic forest. 
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１．はじめに 

地球温暖化の影響によりゲリラ豪雨による土砂災害

の規模と頻度が増大傾向にある。山地森林は治水効果

や土砂の流失を防ぐ効果があると言われてきたが，国

土の 66%を占める山地は急斜面に森林がへばりつくよ

うに繁茂し，保水能力を超えた降水によって激甚災害

の原因となっているのが実状である。 

国内森林体積の増大量は年 0.9 億㎥で，光合成効率

は 0.07%と概算される。一方，穀物類の光合成効率は

1%前後あり森林を大幅に上回る。危険な山地を燃料作

物生産場へ転換することが温暖化解決の糸口となる。 

２．大気 CO2濃度の季節変動と森林の影響の解析 

大気の CO2濃度は年々増大しているが，地球全体で

は 9 月～3 月に急速に上昇し，4 月～8 月に低下する波

動を繰り返している（Fig. 1）。2015 年は上昇期に

6.5ppm 増加し，下降期に 3.8ppm 低下したため，年間

では 2.7ppm の上昇となった。この変動パターンは北

半球と南半球で大きく異なり，北半球は秋冬季に

13ppm 上昇し，春夏季に 10ppm 下降したのに対し，

南半球は変動幅が小さく逆向きの変化を示す（Fig. 2）。

北半球の春夏季の大幅なCO2濃度の下降には，森林の

光合成反応が寄与していると考えられている。 

18 世紀の産業革命以降の大気の CO2 濃度の増加量

は約 130ppm であり，北半球の春夏季のCO2吸収力を

2 倍に高めるだけでも，大気の CO2濃度を減少に転じ

る可能性が高いことが分かる。 

 

 
Fig. 1 Wave behavior in CO2 concentration suggests land 

photosynthesis is effective on decrease in summer. 

Fig. 2  Comparison of CO2 behavior between northern  
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Fig. 3 は，2016 年の各国のCO2排出量と南北半球の比

較を示す。世界全体では CO2排出量は 334.3 億トンに

達し，中国が91.2億 t（27.3%），米国53.5億 t（16.0%），

インド 22.7 億 t（6.8%），ロシア 14.9 億 t（4.5%），次

いで日本が 11.9 億 t（3.6%）で第 5 位となった。第 11

位のカナダまで北半球諸国が上位を占めており，北半

球全体のCO2排出量は同図に色分けした南半球諸国全

体の排出量よりも約 10 倍多い。したがって，北半球に

おける秋冬季の急速な CO2濃度の上昇は，石油石炭天

然ガスの消費に伴い大量のCO2が排出されていること

が原因であり，南半球の人為的CO2排出量は北半球の

1 割しかない。ところが，北半球の秋冬季（2014.9～

2015.3）における CO2濃度の上昇幅が 13ppm である

のに対し，南半球の秋冬季の上昇幅（2015.3～9）は約

3ppm あり，南北半球のCO2排出量比を上回る。 

 
〔出所〕グローバルノート - 国際統計・国別統計専門サイト 

Fig. 3  Comparison of CO2 emissions and north and south 

hemispheres of the world in 2016. 

 
Fig. 4  Comparison of trends in carbon stocks of forest 

biomass.  〔出所〕 林野庁・世界森林資源評価（FRA）2015 

南北半球のCO2濃度の変動には，森林体積の増減が

影響していることが示唆される。Fig. 4 は，地域ごと

の森林の炭素固定量の推移の比較を示す。欧州・中国・

北米は積極的に植林を進めており，北半球の春夏季の

大幅な CO2濃度低下に寄与している。 

対照的にマレーシアやインドネシア，タイ，フィリ

ピンなどの東南アジア諸国は，森林が大幅に減少して

いる。これらの諸国は，日本の木質バイオマス発電の

燃料用チップや製紙原料の主な調達先である。また，

南米やアフリカの中南部でも森林が大幅に減少してい

る。したがって南半球は，森林体積の減少が春夏季の

CO2吸収効果を低減していることが示唆される。 

以上のように，大気CO2濃度の変動には森林の光合

成反応や森林体積の増減が大きく影響している。した

がって，森林よりも格段に高い光合成効率で燃料作物

を大量生産し化石燃料を代替してゆけば，大気の CO2

濃度を徐々に下降させられる可能性が高いと考察され

る。そこで，国産燃料作物としてもっとも有望な甘藷

を低コストで大量生産するために，ポットや半水耕設

備を用いて甘藷を密集栽培し，バイオマス生産性に与

える影響を解析した。 

 

３．実験方法 

読谷村（沖縄）において黒丸ポットを用いた甘藷の

二期作による大量生産条件を検討した。沖縄で普及し

ている甘藷苗（美ら恋，名護まさり）および JA 紀の

里（和歌山県紀の川市）で購入した甘藷苗（紅アズマ，

水軒金時）を栽培実験に用いた。黒丸ポットに充填し

た培養土に苗を 1 本ずつ植え，これまでの密集栽培試

験の結果に基づく最適配置条件（3 個×4 列の 12 個群

を隙間を空けて配置）に設置し，ポットのサイズ（体

積 5L，10L の 2 条件）と培地条件（石膏土〔A〕，腐

葉土〔B〕，混合土：石膏土 3 腐葉土 7〔C〕），品種

を変えてイモの収穫量と茎葉の生長量を比較した。同

様に根圏給水方式（H28 年度大会報告）による半水耕

Box 栽培を行い比較した。 

Fig. 5 とFig. 6 にポット栽培，Fig. 7 に半水耕 Box

栽培の外観を示す。ポット栽培は 15 株/㎡の密度に配

置し，Box 栽培はポットを用いずに直接土壌に 8～10

株/㎡の密集度で苗を定植した。これらを用いた年二期

作栽培を，春夏季（1st）は H28 年 4 月～10 月，秋冬

期（2nd）は H28 年 10 月～H29 年 4 月に行った。 

1st栽培の収穫時に回収した蔓を適度な長さに切断し，

2nd 栽培の苗として用いた。2nd 栽培の収穫時も再び苗

を植え栽培を継続しており，H29 年 10 月末に収穫と

秋冬季栽培の苗の定植を行う予定である。 
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Fig. 5  Nine sets of 3×4 group arrangement of cultivation 

pots. 

Fig. 7  Pseudo-hydroponic cultivation boxes.  

 

4．実験結果 

 Fig. 8 に収穫作業の様子を示す。イモと茎葉を分離

し各重量を測定した。イモと茎葉のサンプルを乾燥し，

収穫重量から乾物重量への変換率を求めた結果，塊根

部は 0.30，茎葉部は 0.11 を変換係数として以降の計算

に用いた。 

 

Fig. 9  Area productivity of sweet potatoes (Churakoi).                        

 

Fig. 6 Pot cultivation method of sweet potatoes. 

 
Fig. 8  Harvest of sweet potatoes grown in the pots. 

 美ら恋の単位面積当たりの重量を解析した結果を

Fig. 9 に，一株当たりの生産性を解析した結果を

Fig.10 に示す。5L ポットの栽培では，1st 栽培と 2nd

栽培のイモの生産性は同等だったが，春夏季は茎葉が

大量に伸展した。秋冬季の 2nd 栽培では，10L ポット

のイモの生産量が 7.3kg/㎡と最大に達し，茎葉を含む

乾物量の生産量も 2.8kg/㎡となり，春夏季の 5L ポッ

ト（3.0kg/㎡）と同等水準に達した。 

 
Fig. 10  Productivity of sweet potatoes for each seedling 

(Churakoi).   
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Fig. 11 Comparison of area productivity of sweet potatoes 

cultivated in pseudo-hydroponic boxes. 

 

 Fig. 11 は半水耕 Box で栽培（2nd）した 4 種類の甘

藷の結果を，上述した 10L ポットの栽培結果と共に示

した。腐葉土培地を用いた水軒金時のイモの収穫量が

7.2kg/㎡に達したが茎葉部の重量は少なく，全乾燥重

量は石膏土を用いた10Lポット栽培の結果を下回った。 

 Fig. 12 は，これらの栽培結果から求めたイモと茎葉

の重量比と，一株当たりのイモの生産量を品種別にプ

ロットした。また，同重量比に対する一株当たりの全

乾燥重量（イモと茎葉の乾燥重量の合計）も示した。

その結果，茎葉の重量比が低い場合にイモの重量が増

大する傾向が認められた。しかし，全乾燥重量は同重

量比に依存せず，茎葉とイモの重量比が変化しても全

体の光合成量はあまり変化しないことが示唆された。 

 Fig. 13は同重量比と1㎡当たりの全乾燥重量の関係

を品種別にプロットした。その結果，春夏季の 5L ポ

ット栽培と秋冬季の 10L ポット栽培は，同重量比に依

存せず高効率でバイオマスが光合成生産されたが，秋

冬季の 5L ポット栽培は光合成による固形分生成量が

低下したことが分かる。一方，半水耕 Box 栽培は単位

面積当たりの苗株数が 8～10 株/㎡とポット栽培（15

株/㎡）よりも少なく，固形分の生産性が低下した。 

 

５．考察 

 ポット土壌は乾燥し易いため春夏季の 5L ポット栽

培は土壌水分が不足した結果，イモの生育が抑制され，

水分を求めて茎葉が大量に伸展したと考察される。 

Fig. 12 Comparison of productivity of sweet potatoes for 

each seedling. 

 

Fig. 13 Comparison of productivity of dry matters of  

sweet potatoes cultivated in pots and pseudo-hydroponic 

boxes. 

 

同様に秋冬季の 5L ポット栽培も，肥料や水分不足

により生育が抑制されたと考察される。一方，半水耕

Box 栽培では，密植により生産性を高めらることが分

かった。昨年度大会で報告したように，半水耕栽培条

件を最適化すれば 3L ポットで 1kg のイモの収量を見

込むことができるため，春夏季栽培でこれまでに達成

した 9kg/㎡の実績と併せ，年産 20kg/㎡の甘藷による

150MJ/㎡の燃料生産が実現可能であると見込まれる。 

 今回の実験では，乾燥バイオマスの生産性は 1st栽培

が 3.0kg/㎡，2nd 栽培が 2.8kg/㎡に達し，通年の合計

の最大値が 5.8kg/㎡となった。乾燥固形分の熱量価を

17.5MJ/kg と仮定すると，年間の熱量生産性は

101.5MJ/㎡と見込まれる。省エネ技術や他の自然エネ

ルギーの発展を考慮した場合，化石燃料を全廃するた

めに必要なバイオマス燃料は 600 万 TJ 前後と見込ま

れる。これをイモで賄うための必要な栽培面積は，今

回の結果に基づくと 600 万 ha と概算され，栽培技術

を改良することで 400 万 ha（国内山地の 16%相当）

まで縮小できると見込む。
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