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ABSTRACT 
A mass production system for sweet potatoes for fuel 
using sewage water was developed at the Iwata 
wastewater treatment plant (Iwata, Shizuoka). In three 
layers cultivation using untreated water as liquid fertilizer, 
the amount of sweet potatoes increased to 9.2 kg/m2 by 
harvesting 15 pots. On the other hand, it was found that 
the growth of sweet potatoes can be maintained even in 
winter by using treated sewage water for greenhouse 
warming. 
キーワード：甘藷，下水施肥，多層栽培，冬季栽培 

Keywords: sweet potato, sewage fertilizer, multi-layer 
cultivation, winter cultivation  

1. はじめに

太陽光発電や木質バイオマス発電の普及により国内

では石油石炭天然ガスの輸入量が徐々に減少している

と報告されている。エネルギー白書 2020 版によると，

2017年に国内で一年間に供給された一次エネルギーの

総量は 19.7 兆 MJ であり，そのうち水力や再生可能エ

ネルギーの供給量は 1.7兆MJと全体の 8.6%に達した。 
世界全体の再エネ供給量も徐々に増大しているが，

2010 年以降は再エネ供給量の 3 倍のペースで化石燃料

消費量が増大し（Table 1），大気の CO2濃度や平均気

温の上昇ペースが加速した。再エネ市場の拡大が中国

やインドなど安価な設備の供給国の経済成長を促し，

石油や石炭の消費量が増大したと見られる。日本が安

価な太陽電池を中国から輸入するたびに，中国では自

動車や家電品や工業製品が増大し，ガソリンや電力消

費量が増加したのである。 
一方，間伐材などの未利用資源活用のために普及を

促した木質バイオマス発電は，急斜面や管理放棄森林

での燃料調達作業の困難さを露呈し，過大設計した発

電所の稼働率を維持するために木質燃料の輸入量が増

大した。その結果，東南アジア諸国を中心に森林破壊

を加速する事態を引き起こしている。先進諸国の再エ

ネ導入量の増加に伴い新興国の化石燃料消費や森林伐

採が加速しているのである。この問題を解決するため

には，CO2 を原料として植物光合成によりバイオマス

燃料や化学原料を大量生産し，化石燃料を代替するこ

とが必要である。だが，国土の 67%（2500 万 ha）を占

める山林の総熱量は約 55 兆MJ と見積もられ，化石燃

料輸入量の 3 年分程度である。また，年間増殖量も約

0.68 兆 MJ 程であり，国内の一次エネルギー消費量の

3.5%しか賄えない。国土には毎年約 1900 兆 MJ の太陽

光が降り注いでいると推定されるが，森林の実質光合

成効率は 0.054%と極貧であり，木質燃料で化石燃料を

全廃することは不可能である。

これに対し甘藷の光合成効率は 3%以上に達する 1)。

森林の 50 倍超の光合成効率で甘藷を生産すれば，600
万 ha（国土の 16%）の面積で 9 兆 MJ 分のバイオマス

生産を見込むことができる。また，芋をメタンに変換

し燃料電池により熱電供給すればエネルギー利用効率

が高まり，水力，太陽光，風力，地熱と合わせ 100%国

産自然エネルギーで化石燃料全廃も可能だ。これを実

現するために甘藷の量産システムの開発に取り組んで

おり，今回は液肥の安価な調達方法と越冬栽培技術の

開発を目的に，下水処理場における下水成分の活用と，

下水潜熱の温室利用方法を検討した。 

日本太陽エネルギー学会講演論文集（2020） 　Proceedings of JSES conference (2020)【2020.11.5-6】

89

301

mailto:tksuzuki@waka.kindai.ac.jp


Table 1 Changes in global fuel consumption (ref. White 
Paper on Energy, 2020 ed.)     

 year 2010  2018  increase 

Total energy (108 toe) 121.7  138.6  16.9 

Fossil fuel (108 toe) 105.9  117.4  11.5 

Renewable energy (108 toe) 1.7  5.6   3.9 

 

2. 実験方法 
2.1 甘藷の下水養液多層栽培システム 
実験は日本下水道事業団が管理を受託し，運転操作

業務を㈱ウォーターエージェンシーが行っている静岡

県磐田市の磐南浄化センターで行った。Fig. 1 に実験

設備を示す。培養土を充填したポリ鉢（8 L）の底部排

水口から不織布を垂らし，下水を流す塩ビ管内に根を

誘導し甘藷の下水養液栽培に用いた。二種類の甘藷（紅

はるか，水軒金時）の蔓苗を 5 月中旬に定植し，11 月

上旬に収量調査を行った。栽培棚は単層型（3 鉢）と

多層型（上層 1 列 3 鉢，中・下層は東西面に各 1 列 3
鉢）を用いた。下水養液として肥料成分が豊富な初沈

越流水（初流水：下水流入水から沈殿物を除去した生

下水）と肥料成分が低下した終沈越流水（終流水：活

性汚泥処理水から沈殿物を除去した放流前の処理水）

を用いて塩ビ管に通水した。比較栽培群には，液肥を

混合した上水を通水した。各塩ビ管内の貯留水は送水

ポンプを用いて1日2回全量交換できる量を通水した。

各養液に対し単層１セットと三層１セットの 18 鉢を

用いて芋と茎葉の新鮮重，重量比，総乾燥重量を測定

し，水質による施肥効果と上中下層の影響を解析した。 
2.2 下水処理水潜熱による冬季保温ハウス栽培 
ミニハウス内に塩ビ管通水栽培システムを設置し，

年間を通し水温が安定な下水処理水を通水することで

甘藷の冬季栽培を行い，ハウス内保温効果を解析した。

実験設備の外観とハウス内の栽培設備をFig. 2 に示す。

11 月の収量調査後の蔓から調製した苗を 12 個のポリ

鉢に定植した。ポリ鉢下の塩ビ管内に常時処理水を通

水し，根に給水すると共にハウス内の保温熱源とした。

ハウス内の上部空間にも螺旋状の通水管を設置し処理

水を通し保温効果を高めた。ハウス内は降雨による上

部からの水分供給ができないため，1 週間ごとに液肥

または上水をポリ鉢の上部から給水し，翌年の 8 月に

収量調査を行い，芋と茎葉の重量を測定した。 
2.3 分析方法 
 並列配置した三層栽培棚二セットの中間位置の上中

下各層に照度計を設置し照度を測定した。下水処理水

の通水による加温効果を比較するために，処理水，お

よびハウス内外における気温と土温を測定した。 

 

   
Fig. 1 Rhizosphere irrigation cultivation method equipped 
with non-woven fabric used for sewage supply cultivation. 
 

 

 

Fig. 2 (Upper) Set-up of warming cultivation system with 
treated sewage water passed through a mini greenhouse. 
(Lower) Appearance of sweet potatoes cultivated over winter 
before harvesting (August). 
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Fig. 3 Fine roots, potatoes and stems and leaves separated in 
the harvest of pot cultivation. 
 

 
Fig. 4 Effects of feeding sewage solution on shoot fresh 
weight and storage root fresh weight. 
 
3. 実験結果と考察 
3.1 甘藷の下水液肥効果  
収量調査は，Fig. 3 に示すように一鉢毎に芋と茎葉

と細根を分離し重量を測定した。1 鉢当たりの茎葉と

芋の平均収量をFig. 4 に示す。下水養液を通水した場

合は，上水通水の場合よりも芋の収量が大幅に増加し

た。水軒金時は，終流水も初流水も芋の収量に大差が

なかったが，肥料成分が豊富な初流水は終流水よりも

茎葉の重量が 3 倍近く増大した。紅はるかは，初流水

供給により芋の収量が増加し平均収量が1.1 kg/鉢に達

した。初流水は肥料成分が豊富であり，活性汚泥処理

水（終流水）は肥料成分が低減したことが分かる。 
Fig. 5 は，塩ビ管内に伸展し繁茂した細根の形状を

示す。上水と終流水を供給した場合は液中に細根が伸

展したが，初流水を供給した場合は液中に伸展せず，

液面で繁茂していることが分かった。初流水は BOD が

高く通水菅内で DO が低下し嫌気状態となるため，液

面に根を繁茂することで養分と水と O2 を吸収したこ

とが分かる。 

 
Fig. 5 Shapes of the fine roots extending into the water 
passage. 
 

 
Fig. 6 Comparison of upper, middle and lower layers on 
shoot fresh weight and storage root fresh weight. 
 

 
Fig. 7 Fresh weight ratio and total weight of potatoes and 
shoots. 
 
3.2 多層栽培における採光率の影響 

Fig. 6 は三層栽培における芋と茎葉の収量を示す。

初流水により中下層は茎葉が増殖し，上層は芋が増大

した。初流水は養分が豊富に含まれているのに対し，

中下層は採光量が不足した結果，芋の生育が抑制され

茎葉が繁茂したと考察される。太陽光と養分の過不足

の影響を解析するために，芋と茎葉の新鮮重量比およ

び乾燥総重量（＝芋×0.33＋茎葉×0.12）を算出した

結果をFig. 7 に示す。地上部の乾燥総重量は初流水上

層が最大であり，中層は下層よりも総重量が少なく，

採光量不足と考察された。多層栽培棚を単独設置した
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場合は，中層は上層の葉で光が遮られるのに対し，下

層は周囲に茎葉を展開し採光したと考察される。 
一方，終流水を供給した場合は上層の芋収量が初流

水の場合よりも少なく養分不足だったことが分かる。 
通常の農地栽培ではN源肥料が過剰で採光量不足の

場合，茎葉が旺盛に繁茂し芋収量が低下する蔓ボケ症

状を起こす。このためN 源を制限し芋の収量を高める

農法が用いられるが，下水養液栽培でも同様の傾向が

あることが分かる。 
 Fig. 8 は，三層棚を並べて上水・液肥を供給した栽

培試験において，茎葉が繁茂した 7 月下旬に各層の照

度変化を測定した結果を示す。照度計を二台の栽培棚

の中間位置に設置したところ，中下層は南中時に照度

が高まるが，午前中は東側，午後は西側の栽培棚の茎

葉の影響により照度が顕著に低下した。同図に示す 7
月22日から28日の1週間の採光量を上層と比べると，

中層は69%，下層は45%に制限されたことが分かった。 
 

 

Fig. 8 Illuminance of upper, middle and lower layers 
between two cultivation shelves (7/22～7/28). 
 
3.3 下水処理水潜熱による冬季加温ハウス栽培 
 Fig. 9 に 12 月 6 日から 1 月 23 日の冬季期間におけ

るミニハウス内の気温，外気温，通水温の日毎平均温

度と最低温度の推移を示す。ミニハウスに下水処理水

を通水し栽培を行うことで夜間温度を外気よりも高め

ることができた。初期は試作装置の通水量制御の不調

等により最低気温が 5℃を下回った日もあったが，装

置の改良を重ねることで12月から2月の冬季期間にお

けるハウス内の平均気温は常に7℃以上に維持された。

その結果，甘藷苗の低温障害は発生せず越冬栽培に成

功し，冬期間も全鉢において茎葉の増殖が認められた。 
気温が上昇した 4 月以降はビニルフードを外し，下

水処理水の通水栽培を継続した。8 月上旬に収量調査

を行ったところ 1 鉢当たりの芋の平均収量は 936 g，
茎葉は 1206 g となり，Fig. 3 に示した終流水の供給結

果と同等の収量を得た。 

 
Fig. 9 Daily average and minimum values of treated sewage, 
greenhouse temperature, and outside air temperature (12/6～
1/23). 
 

4. おわりに 
下水（初沈越流水）を供給した紅はるかの三層栽培

（設置面積 1.8 ㎡，15 鉢配置）において，農地におけ

る甘藷の全国平均収量 2.4kg/㎡の 3.8 倍（9.2 kg/㎡＝

1.1 kg/pot×15 pot÷1.8 ㎡）の生産効率を達成した。 
並列多層棚の内側中層は，上層の 69%の照度が得ら

れた。甘藷の光飽和点は初夏の快晴南中時の 3～4 割の

照度相当と考えられており，甘藷の生育には十分な採

光率であると考察される。しかし，中層の芋収量が上

層よりも低く，上層の葉が中層まで垂れ下がり日射を

遮った影響であると考察された。一方，下層は 45%し

か採光量が得られなかったため，芋の収量が低下した

ことが分かる。したがって，上層の日射光の一部を中

下層へ供給することで，上層の芋の収量を維持しつつ，

中下層の芋の収量が高まることが示唆される。 
冬季に下水処理水を通水し保温することで，暖房用

化石燃料を消費することなく甘藷を通年栽培できるこ

とが分かった。通常農法は，秋の収穫時に一部を種イ

モとして保蔵，3 月頃から温室で育苗，4 月以降に定植

する。越冬連続栽培により種イモが不要となり，育苗

コストも削減，年間の太陽光利用率とCO2回収率を一

段と高められることが明らかとなった。 
採光条件，根圏生育環境，保温効果に関するこれら

の新たな知見に基づき多層栽培システムを改良するこ

とで，可食・バイオマス燃料の収量増が見込まれる。 
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