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ABSTRACT 

Mass production methods have been studied focusing on 

sweetpotatoes that can obtain high photosynthesis yield 

from sunlight as a fuel crop for substituting the entire 

amount of fossil fuel.  Because sweetpotato has a 

relatively low light saturation point, we studied mass 

production method by multilayer cultivation method and 

densely growing method.  As a result, we found that the 

stress condition restricting the growing volume of the 

rhizosphere accelerated the enlargement of the tuberous 

root, and successfully raised the yield to 9 kg/m2.  This 

is about four times higher than the domestic farming 

method.  Moreover, in Okinawa it was found that it can 

be raised from 15 kg/m2 to 20 kg/m2 by year-round 

cultivation.  Furthermore, it was revealed that the 

photosynthetic yield increased to 5% in solar shearing 

cultivation with limited sunshine rate.  These results 

mean that if we use the sunlight of 10% of the land area, 

50% of the current domestic total energy consumption 

can be covered with potato-energy.  In order to realize 

this possibility, we tried to develop a liquid fertilizer 

cultivation method to minimize the soil volume, 

succeeded in reducing the volume of cultivating pot from 

20 L to 3 L without decreasing productivity. 

 On the other hand, focusing on biogas power 

generation-hot water cogeneration method as energy 

conversion methods of sweetpotatoes, we are working on 

the development of a compact system to fit for Japanese 

farmer scale. 
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１．はじめに 

ここ数年世界の平均気温は 10 年で 0.7℃の上昇ペー

スで変化しており（Fig.1），異常気象や気候変動によ

り国内でも豪雨，猛烈な台風，竜巻，大寒波などの自

然災害が急増している。世界各国が地球温暖化対策に

取り組み，太陽光発電や風力発電，木質バイオマス発

電などの導入量は年々増大しているにも関わらず気温

の上昇ペースが加速しているのは，再エネ産業が中国

やインドなど新興国の経済発展に伴う電力需要や燃料

消費を拡大し（Fig.2），先進諸国が再エネで石炭消費

量を削減するペースの約 3 倍のペースで新興国の化石

燃料の消費量が増大しているからである（Fig.3）。 

Fig. 1  Trend of global average temperature 

Fig. 2  Change in power consumption 

Fig. 3  Change in energy consumption 
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このように現在の世界は，温暖化対策が逆に温暖化

を加速するジレンマに陥っており，新興国の化石燃料

消費も削減しながら経済発展を支援するためには設備

や燃料の製造工程の労働負担や消費燃料を限りなく軽

減できる新エネルギーの開発と普及が必要である。こ

れを実現する方法が，燃料作物の超大量生産技術であ

り，日本に最適な燃料作物がサツマイモである。 

 

Fig. 4 Light saturation point and photosynthetic rate of 

various plants. 

 

２．サツマイモの大量生産技術 

２.1 光合成能力の特徴と空中多層栽培法の開発 

 Fig.4 は各種植物の光強度に対する光合成速度の関

係の概要を示す。トウモロコシやサトウキビは C4植物

に分類され，強い太陽光を利用して光合成反応速度を

高める特徴をもつ。対照的にサツマイモは光飽和点が

快晴時の 3 割～4 割と低いため，快晴時には太陽光の

大半を無駄にしていると考えられている。したがって，

従来の燃料生産はC4型の高丈植物を栽培する方法が世

界の主流だった。だが，著者は以下の理由によりサツ

マイモに注目した。 

(1) 中緯度高湿度の日本は日射量が強くないため，C4

植物の光合成能力を常に最大に維持することができな

い。面積当たりの可食部収量（全国平均）はサツマイ

モの方がトウモロコシを上回り，サツマイモは太陽光

を無駄にしているためさらに余力がある。 

(2) 強い太陽光が不要なサツマイモは，北海道から沖縄

まで栽培できる。 

(3) 多層棚の下層の弱光でもサツマイモは生育し，太陽

光を分散照射する空中多層栽培法により，面積当たり

の光合成収率を高めることができる（Fig. 5, Fig. 6）。 

(4) 太陽光発電所のパネル間において栽培を行ったと

ころ最大光合成収率は 5%に達することが明らかとな

った（Fig. 7, Fig. 8）。 

(5) サツマイモは蔓で繁殖し，好適温度を維持すれば季

節に関わらず塊根の肥大化が持続するため生産速度を

長期間高く維持できるが，他の作物の多くは周期性が

あり，最大光合成速度は夏季の一時期だけであり，秋

になると生長速度が急減し，長期連続栽培も困難であ

る（Fig. 9）。長期間栽培できるサツマイモはバイオマ

ス収量を高めることができる（Fig.10）。 

(6) 高丈作物は難分解性の茎葉部の割合が高いため微

生物発酵によるメタンやアルコール生成効率が低下す

る。澱粉含有率が高いサツマイモは発酵原料に最適。 

 
Fig. 5  Multi-layer culture system 

 
Fig. 6  Solar sharing multi-layer culture hybrid system. 

 
Fig. 7  Solar sharing farming method. 

 

Fig. 8 Yield of sweetpotato with limited sunshine rate. 
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Fig. 9 Changes in the photosynthetic rate of various crops1) 

 

Fig.10  Comparison of dry biomass production of various crops1) 

 

２.2 根圏ストレス密集栽培法 

 通常のサツマイモの畝農法は１㎡あたり 3 本の苗を

植えて 2～3 kg/㎡の収穫量を見込むが，茎葉が過剰に

生成し塊根の肥大化が抑制される蔓ボケ症状が生産性

を低下する。蔓ボケを防ぐためにポットを用いて根圏

の体積を制限するストレス栽培法を用いたところ 1㎡

あたり 8～15 本の苗を密集栽培して生産性を高められ

ることが分かった (Fig.11, Fig.12)。 

 

 
Fig.11 Pot cultivation method of sweetpotatoes. 

 

Fig.12  Harvest of sweetpotatoes grown in the pots. 

２.3  半水耕栽培法による量産試験 

 サツマイモの根圏土壌の水分環境を変えて栽培を

行ったところ，Fig.13 に示すように細根が常に水と酸

素を吸収できる適度な水分環境が塊根の肥大化に不可

欠であることを見出した。そこで，Fig.14 に示す底面

灌水システムを用いて液肥を供給しながらサツマイモ

の半水耕栽培を行ったところ，Fig.15 に示すように小

さなポットでも塊根の肥大化が良好に進むことが分か

り，1 株あたりの土壌体積を 20L（土嚢袋）から 3.0L

（ポット）に縮小しても，収穫量を 2 倍に高められる

ことが明らかとなった（Fig.16）。 

 

 

Fig.13 Comparison of the yield of sweetpotatoes. 

 

 

Fig.14  Set-up for the pot size test in the semi-hydroponic 

system. 

 

Fig.15  Sweetpotatoes which were cultivated in 4.5L 

-pots by the semi-hydroponic system. 
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Fig.16  Comparison of yields of sweetpotatoes. 

 

３．イモメタンガス発電・給湯システム 

国内の全消費エネルギーのうち 32%がエネルギーの

転換損失であり，その 6 割を港に立地する大規模火力

発電所の排熱が占める。一方，家庭や会社や工場など

あらゆる生活空間で熱源は必要であり，発電排熱を利

用すれば総エネルギーの必要量を大幅に削減すること

ができる（Fig.17）。そのために最適な方法は，サツマ

イモを主原料としてメタンを大量に発酵生産し，バイ

オガス発電・給湯コージェネレーションシステムを用

いてエネルギー利用効率を高める仕組みである。 

 

Fig.17  Percentage of primary energy used of Japan. 

 

バイオガス発電・給湯は，ドイツでは 450kW 規模の

設備が約 1 万か所普及し，全電力の 5%以上を賄ってい

る（Fig.18）。対照的に日本は 0.02%分しか寄与してい

ない（Fig.19）。この理由は，農作物の熱量単価がドイ

ツと日本では大きく異なるからである。日本は狭い農

地で高価な農作物を生産しているため，全農作物の平

均熱量単価は約 5.3 円/MJ と見積もられる。一方，ドイ

ツは安価な飼料作物を大量生産してきたため，熱量単

価は 0.63 円/MJ と格安であり，日本が輸入する化石燃

料の平均熱量単価 1.0 円/MJ を大幅に下回る（Fig.20）。

故に，ドイツはバイオガス発電が急速に普及したが，

日本は廃棄物のみを対象とするバイオマスの固定観念

が障害となり，農作物の大量生産技術開発を妨げてき

たため燃料作物産業が発展せず，生ごみ・下水汚泥，

家畜糞尿，食品工場の廃棄物を対象とする場合しか経 

 
Fig.18  Power composition of Germany. 

 

Fig.19  Power composition of Japan. 

 

Fig.20  Agricultural productivity and heat unit price. 

 

Fig.21  Biogas raw materials in Germany and Japan 

 

済性が成り立たないのが現状である（Fig.21）。 

 以上の現状に基づき，RE100 社会の中核燃料として

有望なイモエネルギーの今後の課題について報告する。 
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