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ABSTRACT 

Mass production methods of sweet potatoes have been 

studied to replace fossil fuels by fuel crops.  By 

supplying treated wastewater to the sweet potato 

three-layer cultivation system, the yield increased to 

19.7kg/m2 for summer cultivation and 10.5kg/m2 for 

overwintering seasons, which were 8.2 times and 4.4 

times that of farm field cultivation. Analysis of 

photosynthetic efficiency revealed that the upper leaves 

reduce light absorption by increasing the content of 

polyphenols and light reflection rate. In contrast, it was 

found to increase leaf size and increase light absorption in 

the lower layers with the limited weak sunlight conditions. 

It was also clarified that the weight ratio of sweet potatoes 

to the amount of foliage increases depending on the 

daylighting rate. These results suggested a method to 

further increase productivity by distributing excess solar 

radiation to the lower layers. 

キーワード：甘藷，下水施肥，多層栽培，越冬栽培，光合成収率 

Keywords: sweet potato, wastewater fertilizer, multi-layer 

cultivation, overwinter cultivation, photosynthesis yield  

1. はじめに

化石燃料を代替し温室効果ガス排出量を大幅に削減

するために，バイオマス資源の活用が期待される。甘

藷の光合成効率は 3%～4%に達するため，バイオマス

資源の大量生産に最適な作物であることをこれまでに

報告した 1)。甘藷は芋も茎葉も可食性であるため，微

生物醗酵法で全量をメタンに変換することが容易であ

り，燃料電池（エネファーム）を用いることで，芋に

貯蔵したエネルギーの利用効率は 90%近くに高められ

る。したがって，日射光の利用効率は 2.7%～3.6%（=

光合成効率 3%～4%×熱電効率 90%）と概算される。 

一方，国土の 67％を占める森林資源は，光合成効率

が約 0.06%と極めて低く 1)，木質バイオマス火力発電の

発電効率は 30%程度にとどまるため，日射光の利用効

率は 0.018%と概算される。すなわち，太陽光の利用効

率は，木質バイオマスよりも甘藷の方が 150 倍から 200

倍高めることができ，CO2 排出量の大幅削減が可能に

なる。そこで，甘藷を安価に大量生産する方法を確立

するために，下水を液肥および冬季の暖房熱として通

年栽培する方法の開発に取組んできた。昨年の本大会

では，下水を通水した三層栽培システムを用いて甘藷

を大量生産すると共に，越冬栽培にも成功し通年栽培

できることを報告した 2)。今回は，太陽光の利用率を

高めるために高密度栽培を行い，各層の採光率が甘藷

の葉の光合成効率に与える影響を解析した。 

2. 実験方法

2.1 下水施肥多層栽培システム（夏季栽培）

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磐南

浄化センター（静岡県磐田市）で行った 2)。Fig.1 と

Fig.2 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（ベニハルカ，水軒金時）の蔓苗を 2020 年 6

月 4 日に定植し，夏季栽培を経て 11 月 10 日に収穫調

査を実施した。栽培棚は単層型と三層型（設置面積 1.8

㎡）を用いて，鉢数を前年の１列 3 個から 5 個に増設

した単層１セット 5 鉢と三層１セット 25 鉢の合計 30

鉢を１区画として，7 区画 210 鉢の芋と茎葉の生産量

を測定し，光合成効率を比較した。 
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Fig.1 Rhizosphere irrigation cultivation method equipped 

with non-woven fabric used for wastewater supply. 

 

Fig.2 Single-layer and three- layers cultivation systems 

 

  
Fig.3 Set-up of mini-house cultivation system with 

supplying of treated wastewater for winter cultivation. 

 

下水養液として肥料成分が豊富な初沈越流水（初流

水：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：活性汚泥処理後に沈殿物を除去

した滅菌前の処理水）を用いて塩ビ管に通水した。比

較栽培区画には，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。 

 

2.2 下水保温ハウスを用いた越冬栽培 

11月に収穫した甘藷の蔓の一部を苗として新たに定

植した三層棚を，12 月から 3 月までビニルフードで覆

い，ミニ温室 2 セット（Fig.3 大型・小型）を用いて

終流水を通水し越冬栽培を行った。ビニルフードを 4

月に撤去した後も灌水栽培を続け，7 月 30 日に収穫調

査を行った。 

 

2.3 多層栽培における採光率と光合成効率の解析 

連立三層栽培棚 (Fig.4）の上中下層の内側と外側に

照度計を設置し採光率を測定した。全栽培期間（6 月 4

日～11 月 10 日）の積算日射光量 MJ/㎡は，静岡市の気

象観測所の同期間の積算日射光量2,480 MJ/㎡を引用し，

各層の採光率を乗じて実質採光量とした。光合成効率

は，〔（芋と茎葉の乾燥重量 kg/㎡）×17 MJ/kg÷実質採光

量 MJ/㎡〕の計算式を用いて算出した。葉の光合成効

率を解析するために，個葉重量，葉の色調（L*，a*，

b*），SPAD 値（葉緑素による 650nm 吸収度）を測定し

た。さらに，葉を乾燥したのち粉砕しアルコール溶媒

でポリフェノールを抽出し，Folin-Denis 法で測定した。

また，葉の大きさを長径によって三段階 (S=10cm 未

満, M=10cm～13cm, L=13cm 以上) に仕分けし，各鉢

の葉のサイズと枚数を測定し光合成効率を解析した。 

 
3. 実験結果と考察 

3.1 芋と茎葉の収穫量 

  Fig.4 に上水＆液肥供給による夏季栽培の生育状況

と収穫量を示す。上層は芋の平均収量が 0.9 kg/pot に達

したが，下層は 0.4～0.7 kg/pot にとどまった。 

 

 

Fig.4 Effects of supplying tap water with fertilizer on yields 

of sweet potatoes and stems-leaves by summer cultivation. 

Symbols, 1f: bottom, 2f: middle, top: top layer, -in: inside, -out: 

outside. 

Large Small 

top 

2f-in 

1f-in 

 

2f-out 

1f-out 

206



Fig.5 に初流水の夏季栽培の結果を示す。二品種とも

芋の収量が 0.7～0.8 kg/pot にとどまった。2019 年は 1

列 3 個配置で平均 1.1 kg/pot に達したが，2020 年は 5

個配置で平均収量が低下した。BOD が高い初流水によ

る根圏の DO 不足が芋の生育を制限したと考察される。 

Fig.6 に終流水の夏季栽培の結果を示す。画像が示す

ように葉が旺盛に繁茂し，最上段は水軒金時が 1.6 

kg/pot，ベニハルカは 1.3 kg/pot に達した。水軒金時は

区画平均でも 1.4 kg/pot，設備面積あたり芋の生産性が

19.7 kg/㎡に達し，前年の約 2 倍の増産効果が得られた。 

 

 

Fig.5 Effects of supplying raw wastewater on yields of sweet 

potatoes and stems-leaves by summer cultivation. 

 

 
Fig.6 Effects of supplying treated wastewater on yields of 

sweet potatoes and stems-leaves by summer cultivation. 

 

 

Fig.7 Results of mini-house cultivation. 

 

Fig.7 に越冬栽培の結果を示す。小型ハウスの最上層

は苗が枯れて雑草が繁茂したが，大型ハウスでは良好

に生育した。7 月末に収穫したところ最上層の水軒金

時は平均 0.8 kg/pot，ベニハルカは 1.2 kg/pot に達した。 

各層における平均収穫量から三層 25 鉢栽培の収穫

見込み量を算出した結果を Table 1 に示す。夏季栽培で

は，終流水を通水した場合に水軒金時の芋の収穫量が

19.7 kg/㎡に達し，茎葉も含めた乾燥バイオマス総量は，

8.3 kg/㎡に達した。両者とも前年の 15 鉢配置の結果を

大幅に上回った。 

また，越冬栽培でもベニハルカが 10.5 kg/㎡，水軒金

時が 7.3 kg/㎡と，農地における夏季栽培甘藷の全国平

均収量 2.4 kg/㎡を大幅に上回った。 

 

Table 1 Summary of cultivation results 

cultivation period

2020 B K B K B K B K

Sweet potatoes kg/m
2 9.4 11.9 10.0 10.6 11.6 19.7 10.5 7.3

Stems and leaves kg/m
2 4.2 4.7 5.6 5.8 10.9 21.9 34.0 16.2

Biomass (dry) kg/m
2 3.3 4.1 3.6 3.8 4.7 8.3 6.9 4.0

2019 B K B K B K

Sweet potatoes kg/m
2 5.0 5.0 8.9 7.0 7.4 7.2

Stems and leaves kg/m
2 3.3 3.2 6.1 6.3 2.8 2.2

Biomass (dry) kg/m
2 1.9 1.9 3.3 2.8 2.5 2.4

B K B K B K

Sweet potatoes 188% 238% 112% 151% 157% 274%

Stems and leaves 127% 147% 92% 92% 389% 995%

Biomass (dry) 176% 221% 108% 137% 185% 346%

Increase rate ('20/'19)

Tap water
& fertilizer

Raw
sewage

Treated
sewage

B :  Beniharuka     K : Kintoki

Treated
sewage

June-Nov June-Nov June-Nov Dec-July

 

Large 

Small 
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3.2 採光率と葉の光合成機能 

Fig.8 は，芋と茎葉の重量比に対する採光率の影響を

示す。二品種とも採光率が高いほど茎葉に対する芋の

重量比が大きいことが分かる。終流水は，茎葉が大量

に繁茂したため芋の重量比が低下した。 

Fig.9 は，上水＆液肥を通水した並列棚（Fig.4）にお

ける採光率と乾燥バイオマス量（芋と茎葉の総量），お

よび，光合成効率（エネルギー収率）を示す。採光率

が高い上層の葉はバイオマス生産量が増大したが，採

光量に対する光合成効率は低いことが分かる。対照的

に，下層の葉は少ない採光量を効率的に利用しており，

水軒金時の光合成効率は 5%に達した。 

 
Fig. 8 Weight ratio of sweet potatoes to stems-leaves. △:tap 

water & fertilizer, ▲: raw wastewater, 〇: treated wastewater  

 

Fig.9 Effects of daylighting rate on biomass production and 

photosynthetic efficiency in the three-layer cultivation  

 

Fig. 10 は，葉の明度 L*と SPAD 値の関係を示す。採

光率が高い上層の葉は L*が高く，SPAD 値が低い。対

照的に下層の葉は L*が低く SPAD 値が高い。上層の葉

は表面反射光を増大し，光合成活性が低く抑えられて

おり，下層の葉は反射を抑え，吸収率と光合成活性を

高めていることが分かる。 

Fig. 11 は，葉の重量とポリフェノール含有率の関係

を示す。上層の葉は，サイズが小さくポリフェノール

含有率が高い傾向があり，対照的に下層の葉はサイズ

が大きく，ポリフェノール含有率が低い傾向があるこ

とが分かる。したがって，上層の葉は強い日射光や UV

の影響を防ぐために葉のサイズを制限すると共に，ポ

リフェノールを増産し，反射光を増やし過剰な日射光

の吸収量を減らしていると考察される。対照的に採光

率が低い下層の葉はポリフェノール含有率や L*値が

低く，大きな葉を広げ少ない採光量を効率的に吸収し

利用するため，SPAD 値が高いと考察される。 

 

 
Fig.10 Leaf brightness L* and chlorophyll value (SPAD).   

 

Fig.11 Leaf weight and polyphenol content.  Pot position, 

◇: mono layer, 〇: top, △: 2f-out, ▲: 2f-in , ●: 1f-out, ■: 1f-in 

 

4. おわりに 

下水処理水（終流水）を通水した夏季根圏灌水三層

栽培において甘藷の全国平均収量 2.4 kg/㎡の 8.2 倍

（19.7 kg/㎡）の生産効率を達成した。また，越冬栽培

でも，4.4 倍 (10.5 kg/㎡)の収穫量が得られた。 

日射光と紫外線が強い沖縄では，夏季栽培よりも越

冬栽培の方が甘藷の生産量が高い場合があることを以

前報告した 3)。今回の報告でも 12 月に苗を定植した越

冬栽培において 10.5 kg/㎡と高収量が得られた。夏季

の強い日射光は生育阻害を起こしている可能性があり，

夏季の日射条件を最適化することで，さらに生産量を

高められることが示唆された。 
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