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旦

寒冷地のスプレーギク栽培に適した暗期中断用各種光源の

利用可能性に関する研究

佐々木厚

Studies on the Availability of Various Light Sources for Night-break on 

Spray-type Chrysanthemum in Cool Climate Regions 

Atsushi SASAKI 

抄録

スプレーギクの栽培において，開花の抑制と同時に整った花房の形状を形成させることを目的として，

周年にわたり暗期中断による長日処理が行われている。その暗期中断用光源としては，従来から白熱電

球が用いられているが，白熱電球は消費電力が多く，寿命が短いことに加え，光変換効率が低い光源で

ある。したがって，地球温暖化防止対策の観点からも，白熱電球の代替光源の開発と利用方法の確立が

急務となっている。そこで，本研究では，宮城県を含めた寒冷地におけるスプレーギク栽培において，

省エネルギーおよび低コスト生産を推進することを目的として，高圧ナトリウムランプ，電球色電球形

蛍光ランプ，赤色電球形蛍光ランプ，赤色 LED光源の暗期中断用光源としての利用可能性を検討した。

その結果，通常光合成促進用光源として用いられている高圧ナトリウムランプを照射面積が白熱電球

の約 6倍になるように設置して 2時間の暗期中断を行った場合，白熱電球を用いて 4時間の暗期中断を

行った場合と比べて，実用上問題がない程度の花芽分化の抑制効果が認められた。このため，高圧ナト

リウムランプは，暗期中断用光源として利用できることが明らかとなった。また，試作した電球色電球

形蛍光ランプを用いて 4時間の暗期中断を行った場合，白熱電球を用いて 4時間の暗期中断を行った場

合と比べて，実用上問題がない程度の花芽分化の抑制効果が認められた。このため，電球色電球形蛍光

ランプは，暗期中断用光源として利用できることが明らかとなった。さらに，製品化された場合の経済

性も明示された。

次に，試作した赤色電球形蛍光ランプと赤色 LED光源を暗期中断用光源として用いた場合，同じ暗期

中断時間で比べると，白熱電球を用いた場合より低い PPFDで商品価値の高い整った花房の形状を示す

切り花を得ることができた。また，光源別に商品価値の高い整った花房の形状を示す光葦の下限値を求

めると，白熱電球＞赤色電球形蛍光ランプ＞赤色 LED光源の順になることが示された。このため，試作

した赤色電球形蛍光ランプと赤色LED光源は，暗期中断用光源として利用できることが明らかとなった。

さらに，試作した赤色電球形蛍光ランプと赤色 LED光源を用いた場合に，暗期中断時間と商品価値の高

い整った花房の形状を示す PPFDの下限値との関係はほぼ反比例であったので，相反則が成り立ってい

ることが明らかとなった。

〔キーワード〕暗期中断，花房形状，高圧ナトリウムランプ，スプレーギク，赤色 LED光源，赤色電球

形蛍光ランプ，電球色電球形蛍光ランプ
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まえがき

現在切り花生産用に栽培されているキク（栽培

ギク，イエギクとも呼ばれる， ChrysanthemumX 

morifolium Ramat.)は多年生の草本植物である。栽

培ギクが含まれるキク属植物は，ほとんどが中国，

日本などの東アジアの各地域に自生している（柴

田， 2007)。キク属植物は染色体の基本数を 9と

する倍数性を示し，その多くが高次倍数性を有し

ていて，栽培ギクは 2n=54(六倍体）であると言

われている（大石， 2011)。栽培ギクの起源につ

いて確証はないが，唐の時代またはそれ以前に中

国の華北に分布する二倍体のチョウセンノギク

(C.zawadskii var. latilobum) (2n= 18) と華南に

分布する四倍体のハイシマカンギク (C.indicum

var. procumbens) (2n=36) との交雑によって三

倍体 (2n=27) が生じ，その後，染色体の倍加が

おきて稔性のある六倍体 (2n=54) となり，今日

の栽培ギクの原型になった（北村， 1950) とする

説が広く採用されている（大）ii, 1995; 柴田， 1997

；柴田ら， 1988)。現在では造伝子レベルでの解

析が行われており，栽培ギクの起源解明が待たれ

ている。

栽培ギクは天平時代 (8世紀）に中国の唐から

わが国に渡来し，江戸時代に盛んに品種改良が行

われていた（川田， 1980, 1996; 大石， 2011) 。

17世紀以降，これらの改良品種を含めた栽培ギク

がわが国や中国からヨーロッパに渡り，さらにヨ

ーロッパを経由してアメリカに渡って，多くの切

り花用品種が育成された（川田， 1996)。その後，

植物の光周性が発見されると (Garner・Allard,

1920) , キクの開花を日長調節によって変えるこ

とが試みられ (Duffet, 1957) , 1930年代後半に

はアメリカにおいて日長調節によるキクの周年開

花技術が開発された (Poesch, 1931, 1932, 1936 

; Post, 1931, 1934)。この技術は 1950年代にイ
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ギリスおよびオランダに導入され，欧米を中心に

周年生産体系が定着するに至った（川田， 1978; 

柴田， 1997 ; 住友， 2009)。わが国では明治後期

にわが国で育成された改良品種を用いてキクの切

り花生産が始まっていたが，大正末期にアメリカ

で改良された大輪の切り花用品種が逆輸入され，

さらに， 1930年代の昭和初期には短日処理による

長日期の生産（シェード栽培）や，長日処理によ

る短日期の生産（電照栽培）が試みられるように

なった（川田， 1980;柴田， 1997;住友， 2009)。

その結果，第二次世界大戦後にキクの切り花生産

が飛躍的に増えた（小西， 1995)。

平成 22年産『花き生産出荷統計』（農林水産省

大臣官房統計部， 2012) によると，わが国におけ

る 2010年のキクの切り花生産は，作付面積が

5,331.0ha, 出荷本数が 16.6億本で，それぞれわが

国における総切り花類の 32.9%,38.2%を占めてい

る．出荷本数で 2位のカーネーションのそれぞれ

2.4%, 7.9%を大きく上回るなど，最も重要な切り

花用花きとなっている。

これと並行して，欧米で周年生産用に品種改良

された中輪房咲きのキク（スプレーギク）が 1974

年（昭和 49年）に川田によってオランダおよびア

メリカからわが国に本格的に導入され（川田，

1980) , 同一施設での周年生産体系の確立を目指

した栽培が開始された（柴田， 1997;住友， 2009)。

スプレーギクとは，腋芽の伸長した枝の頂端に分

化，発達した奮を除去せずに房状に仕立てる Spray

typeのキクのことを指し，摘箭をして 1茎 1輪に

仕立てる Standardtypeのキク（輪ギク）と区別さ

れている (Machin・Scopes, 1978)。川田は， 1974

年に導入した花径が 8cm程度の中輪のキクで，摘

蕃を行わずに仕立て，施設において集約的に栽培

されるものをスプレーギクとしている（柴田，

1997)。わが国で伝統的に栽培されている小ギク

の仕立て方は Spraytypeに属するが，主に露地に

おいて栽培されていることで，スプレーギクと明

確に区別されている。しかし，最近は，スプレー

ギクの小輪化や小ギクの中～大輪化と洋花化が進

み，スプレーギクと小ギクの区別が困難になりつ

つある。

スプレーギクはわが国に導入されて以来，切り

花としての生産が増加し， 2010年の作付面積が

786.0ha, _出荷本数が 2.7億本であり，ともに総切

り花キクの 15%前後を占めるに至っている（農林

水産省大臣官房統計部， 2012)。この理由として

は，①豊富な花色と，シングル（一重咲き），ア

ネモネ（丁字咲き），デコラティブ（八重咲き），

スパイダー（管咲き）などの花形があり，洋風の

生け花に適すること，②摘菅，摘芽労力が少なく，

省力生産が可能であること，③生育が早く，栽培

期間が短いので施設利用率が高いこと，④欧米で

育成された品種はロゼヅト（休眠）性と幼若性が

除去されており， 日長操作と温度管理で周年生産

が可能なこと，⑤生育，開花揃いがよいこと，⑥

輪ギクより密植ができるので，単位面積当たりの

切り花本数が多いこと，⑦輸送性，花持ちが極め

てよいこと，などがあげられる。一方，⑧欧米で

育成された品種は過湿に弱く根腐れをおこしやす

いこと，⑨やなぎ芽を発生しやすく，花房の形状

が乱れやすいこと，⑩主に秋ギク型品種において，

夏季高温時のシェード栽培で開花遅延や，花色が

淡くなったりすることなどの不都合な特性も知ら

れている。

ところで，宮城県は年平均気温 9℃以上 12℃未

満の地域と定義されている寒冷地に属しており

（伊藤ら， 1989) , 夏季冷涼な気象条件を活かし

て夏秋出しを中心にキクの生産が拡大している。

さらに，キク栽培の施設化が進み，施設の高度利

用のために開花調節技術を駆使した作期拡大と品

質向上が図られている。 『みやぎの園芸特産デー

タブック』 （宮城県農林水産部農産園芸環境課，

2012) によると，宮城県における 2010年のキク

の切り花生産は，作付面積が 89.2ha, 出荷本数が

1,598.6万本，産出額が 93.8千万円で，それぞれ宮

城県における総切り花類の 61.9%,44.2%, 48.1 % 

を占めている（参考資料 1)。出荷本数で 2位の

バラのそれぞれ 6.0%,15.3%, 16.9%を大きく上回

り，宮城県の基幹花き品目となっている（参考資

料 1)。キクの中でも，スプレーギクの生産が大

きく伸びて， 2010年の作付面積は 20.lha,出荷本

数が 462.3万本，産出額が 24.6千万円となってお

り，それぞれ総切り花キクの 22.5%,28.9%, 26.2% 

を占めている（参考資料 1, 参考資料 2)。

宮城県のスプレーギク生産は， Spraytypeの花や

パステルカラー調の花色が好まれるようになった

1980年代の洋花ブームを契機に始まり， 1990年代

に入ってからフラワーアレンジメントが盛んにな

って需要が伸びたことや，前述したスプレーギク

のもつ生産上の利点が認められたことから本格化
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してきた。さらに， 1990年代に入って国内の種苗

会社から多くの品種が発表されたことや，国内の

新規種苗会社がスプレーギクの苗販売事業に参入

して，イギリスやオランダなどで育成された品種

の紹介と苗の輸入販売が開始されたことによっ

て，宮城県でもスプレーギクが広く栽培されるよ

うになった（佐藤， 1997)。

わが国の暖地では，夏季にスプレーギクの秋ギ

ク型品種を用いてシェード栽培を行うと，高温・

多日照条件によって開花遅延や，花径が小さくな

ったり，総位が硬化して舌状花の展開が不良にな

ったり，花房の形状が乱れたり，花色が淡くなっ

たりするなどの現象が生じて，切り花品質が低下

するという問題が生じている（柴田， 1997)。こ

のため，切り花品質は多少劣るものの，高温・多

日照条件でも切り花生産が可能な夏秋ギク型品種

を用いなければならないという状況になってい

る。一方において，宮城県を含めた寒冷地では，

夏季に暖地よりも気温が低いという気象条件を活

かし，夏秋ギク型品種より切り花品質が優れてい

る秋ギク型品種を用いたシェード栽培が成立して

いる。しかし，近年の温暖化の影響によって，宮

城県においても暖地と同様の問題が顕在化しつつ

あることから，平野部を中心に高温耐性の比較的

強い夏秋ギク型品種の導入が始まりつつある。

ところで，キクは花芽形成に及ぼす日長の影響

に関しては短日性の植物（短日植物）であること

が知られている。その性質を利用して，スプレー

ギクを含めたキクの栽培においては， 自然日長が

花芽分化の限界日長より長い時期（長日期）には，

シェード（短日処理）用のカーテンを用いた短日

処理によって花芽分化を促進して開花期を自然開

花期より早めている。一方，自然日長が花芽分化

の限界日長より短い時期（短日期）に，夜間に連

続して電灯照明（終夜照明）することや，夜間の

中央に電灯照明（暗期中断）などの電照による長

日処理を行って花芽分化を抑制して開花期を自然

開花期より遅らせている。スプレーギクの周年栽

培においては，施設の利用率を高めるために栽培

期間の短い早生品種すなわち，花芽分化の限界日

長が長い品種が適するが，自然の長日下で栽培し

ても花芽を分化して不時発蕃が発生し，無理に短

日処理を始めて開花させても花房の形状が乱れる

ことがあるので，短日処理開始時までは長日期に

も電照を行ってさらに長い長日条件をつくつて十

分に花芽分化を抑制することが必要とされている

（川田， 1996)。このため，自然日長の長、い時期

の栽培となるシェード栽培においても，季咲き栽

培においても，親株管理時期，育苗時期，定植時

あるいは直挿し時から短日処理開始時まで電照に

よる長日処理が行われることが多い。さらに，適

日長以下の短日期に，花首や節間の伸長を促すこ

とを目的として早朝に電照する方法（早朝電照）

や，上位葉が小さくなって，切り花の価値が低下

する‘‘うらごけ”現象を防止する目的で，電照中

止後再び電照する方法（再電照）も普及している。

このことからも，スプレーギクは，電照を行って

栽培する頻度の高い切り花類の一つと言える。

スプレーギクの栽培においては，従来から，花

芽分化の抑制を目的とした暗期中断用の光源とし

て白熱電球が用いられ，秋ギク型品種では 1日当

たり 3~4時間（柴田， 1997), 夏秋ギク型品種で

は4~5時間（川田， 2001)の暗期中断を行う方法

が標準とされている。白熱電球は，①小型で取り

扱いが容易である，②分光分布は連続スペクトル

なので，分光分布特性を考慮に入れる必要があま

りない，③照射効率のよい反射形が多く用いられ

ている，④比較的安価で，簡単に入手できるなど

の特徴をもっている。一方で，⑤赤外放射が多く，

温度上昇の原因となる，⑥電気を光に変える光変

換効率が低く，寿命は 1,000時間程度と短い，⑦

消費電力が比較的多いなどの問題も多い（石倉ら，

2009a; 東芝ライテック（株）， 1999;米村， 2002)。

このような観点から，経済産業省は，地球温暖化

防止対策の一環として， 2012年を目途に白熱電球

の国内での製造・販売を中止するよう要請し（石

倉ら， 2009a) , 2012年 6月には再度要請し，実

施されてきている。さらに， 2011年 3月に発生し

た東日本大震災の影響により，わが国全体で節電

が強く求められている。このため，スプレーギク

の栽培においては，白熱電球の代替光源の開発と

利用方法の確立を早急に行うことが課題となって

いる。さらに，暗期中断において省エネルギー化

を推進することは，スプレーギクの生産コストの

低減につながるので，長期安定経営のためにも有

用である。

近年では，暗期中断用光源として，省電力の各

種電球形蛍光ランプや，発光ダイオード (Light

Emitting Diode ; 以下， LEDと略す）が注目されて

いる。輪ギクでは，暗期中断用光源として農業用
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に試作した電球色電球形蛍光ランプ（洞口ら， 1998

；佐々 木， 2001)が検討された報告や，赤色 LED

光源（石倉ら， 2009b;佐藤， 2010;渡辺， 1996a,

1996b) が検討された報告がある。さらに，赤色

LED光源を用いて，輪ギクの秋ギク型品種につい

ての十分な発蕃抑制の効果が得られる光強度の下

限値も調べてられている（石倉ら， 2009a)。しか

し，赤色 LED光源を用いて，輪ギクの秋ギク型品

種について暗期中断時間ごとに光強度の下限値を

調べ，暗期中断時間と光強度の下限値との関係を

解析した報告はみられない。さらに，スプレーギ

クに関して，各種の電球形蛍光ランプや LED光源

について，暗期中断用光源としての利用の可能性

や開花の抑制効果が得られる光強度の下限値を調

べた報告もみられない。また，スプレーギクにお

いて，花房の形状は切り花の商品価値としての切

り花品質を決定づけるので，スプレーギクでは輪

ギクと異なり，単に開花期を遅らせるだけでなく，

花房の形状を考慮した開花調節が必要であるが，

このような観点からの報告もみられない。そこで，

スプレーギクの栽培において，各種の電球形蛍光

ランプや LEDを暗期中断用光源として用いた場

合の開花時期と開花時の花房の形状に及ぼす暗期

中断の時間と光強度の影響を明らかにする必要が

あると考えられる。

ところで，宮城県を含めた寒冷地におけるスプ

レーギクの電照栽培に相当する冬春出し栽培の場

合，冬季の低温や日照不足のために，生育遅延や

切花重低下などがおこっている。そのため，光合

成促進を目的とした高圧ナトリウムランプによる

補光栽培が実用化しているが，高圧ナトリウムラ

ンプが暗期中断用光源として利用可能かどうかを

検討した例がみられない。

以上のような課題を背景に，本研究では，宮城

県を含めた寒冷地におけるスプレーギクの栽培に

おいて，省エネルギーおよび低コスト生産を推進

することを目的として，第 1章では，通常光合成

促進用光源として用いられている高圧ナトリウム

ランプの暗期中断用光源としての利用可能性を検

討しようとした。さらに，第 2章においては農業

用の電球色電球形蛍光ランプを，第 3章において

は赤色電球形蛍光ランプを，第 4章においては赤

色 LED光源を試作し，暗期中断用光源としての利

用可能性を検討しようとした。
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第 1章 高圧ナトリウムランプの利用可能性

緒言

寒冷地におけるスプレーギクの冬春出し栽培の

場合，冬季の低温や日照不足のために生育遅延や

茎葉の伸長不良，切り花重の低下，上位葉の小型

化や（谷川， 1999) , 花首長短縮などの切り花品

質の低下がおこって，生産上の重要な課題となっ

ている。この課題を解決する手段として，冬季に

光合成を促進させる方法があげられ（村上， 2002),

宮城県においても，光合成促進を目的とした高圧

ナトリウムランプによる補光栽培が実用化してい

る。高圧ナトリウムランプは 400~700nmの光合

成有効放射 (PhotosyntheticActive Radiation ; PAR) 

が多く，植物の育成放射効率 (PAR放射エネルギ

-x光合成作用感度／ランプ電力）が 30%前後と高

く，光変換効率が 30~40%と，市販の光源の中で

最も高い高輝度放電ランプ (HighIntensity 

Discharge Lamp ; HIDランプ）である（洞口， 1992

；太田垣， 1994;田澤， 1998a)。このため，高圧

ナトリウムランプを用いることによって高い光合

成有効光量子束密度（波長範囲 400~700nm,

Phtosynthetic Photon Flux Density ; 以下， PPFDと

略す）を得ることができる。しかも，寿命は 12,000

~16,000時間と，市販の光源の中では長く，比較

的小型・軽量で，相対的にワイドな配光を可能と

する照明器具が開発されているので，光合成促進

用の光源として最も多く用いられている（洞口，

1992; 洞ロ・村上， 1995; 太田垣， 1994;佐藤，

1997; 関山， 1996; 佐々 木， 2002)。

スプレーギクを含めたキクは代表的な短日植物

である。キクの栽培においては，短日期に暗期中

断による長日処理を行って花芽分化を抑制し，開

花期を遅らせるとともに葉数が増加することをと

おして切り花長，切り花重などを大きくしている。

また，長日期でも，スプレーギクの栽培において

は，親株管理時期，育苗時期，定植時あるいは直

挿し時から短日処理開始時まで花芽分化をほぼ完

全に抑制することと同時にやなぎ芽の発生を防止

することが必要なので，暗期中断による長日処理

が必要とされている。一方，地球温暖化防止対策

として省エネルギーが求められており，効率的な

暗期中断用光源を用いて暗期中断時間を削減する

ことや，効率的な照射方法を開発することが重要

な課題となっている。高圧ナトリウムランプは，

赤色光（波長範囲 600~700nm)が多く，遠赤色光

（波長範囲 700~800nm)が少ない（波長範囲 600

~700nmの光量子束 (R)/波長範囲 700~800nmの

光量子束 (FR) ; 以下， RIFR比と略す=6.3) の

で，キクの花芽分化を抑制し，開花期を遅らせる

ための暗期中断用光源としても適していると考え

られる。

宮城県における輪ギクの栽培においては，高圧

ナトリウムランプを暗期中断用光源に用いて 4時

間の暗期中断を行うと，白熱電球を用いて 4時間

の暗期中断を行った場合と同程度の暗期中断効果

が得られている例もみられる（佐藤ら， 1992)。

しかし，スプレーギクの栽培において，高圧ナト

リウムランプを用いた暗期中断に関しての報告は

みられない。ところで，高圧ナトリウムランプは

白熱電球と比較してワイドな配光が可能で，栽培

面で高い PPFDを得ることができ，赤色光が多く

て遠赤色光が少ない (R/FR比=6.3) という特徴

を持っている。このため，スプレーギクの栽培に

おいて，高圧ナトリウムランプを暗期中断用光源

として用いると，白熱電球よりも光源の設置間隔

を広げることや，暗期中断時間を短くすることが

可能になると考えられる。

そこで，本章では，宮城県を含めた寒冷地にお

いて，スプレーギク栽培の主流となっている秋ギ

ク型品種を用いて栽培し，高圧ナトリウムランプ

が定植時あるいは直挿し時から短日処理開始時ま

での暗期中断用光源として利用できるかどうかを

検討しようとした。はじめに，実験 1として，高

圧ナトリウムランプを用いて 2時間の暗期中断を

行った場合，電照栽培による 3月開花作型の生育，

開花，切り花品質に及ぼす影響を調べ，白熱電球

を用いて 4時間の暗期中断を行った場合と比較し

た。次に，実験 2として，高圧ナトリウムランプ

を用いて 2時間の暗期中断を行った場合，シェー

ド栽培による 8月開花作型の生育，開花，切り花

品質に及ぼす影響を調べ，白熱電球を用いて 4時

間の暗期中断を行った場合と比較した。さらに，

実験 3として，高圧ナトリウムランプを用いて l

時間の暗期中断を行った場合，シェード栽培によ

る5月開花作型の生育，開花，切り花品質に及ぼ
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す影響を調べ，白熱電球を用いて 4時間の暗期中

断を行った場合と比較した。最後に，周年栽培に

おいて，暗期中断用光源として高圧ナトリウムラ

ンプを用いた場合の経済性を調べ，白熱電球を用

いた場合と比較した。

材料および方法

実験 1 秋ギク型品種を用いた電照栽培による

3月開花作型の生育，開花，切り花品

質に及ぼす 2時間の暗期中断の影響

供試材料

材料には，スプレーギクの秋ギク型品種‘プー

マ’と‘ゴールドストックディッパー’を供試し

た。処理開始前の親株管理時期と育苗時期の花芽

分化を抑制する目的で，白熱電球（商品名；電照

用電球みのり， K-RD100V75W,lOOV 75W, 松下

電器産業（株），第 1-1図 A, 第 1-2固， RIFR

比=0.7) を，親株ベッドでは栽培ベッド面から

1.7mの高さで 9.0m勺こ l灯，挿し芽ベッドでは栽

培ベッド面から 1.0mの高さで3.8m勺こ l灯設置し，

それぞれ秋ギク型品種の場合に標準とされている

4時間 (22:00~2:00) の暗期中断を行った。

実験は，宮城県名取市にある宮城県園芸試験場

（現宮城県農業・園芸総合研究所）のガラス温室

内で行った。 1つの処理区の広さを 50m2とした。

1995年 11月 21日に挿し芽し， 12月 5日にベッド

幅 120cm, 通路幅 50cmとして設けた栽培ベッド

に，株間 15cm,条間 15cmの 8条植えで定植して，

白熱電球と高圧ナトリウムランプを用いて，暗期

中断を開始した。 12月 15日に摘心し， 1株当たり

側枝を 2本伸ばした。 1996年 1月 29日に暗期中

断を打ち切って，その後は自然日長の短日条件下

で栽培した。暗期中断打ち切り時から発菅時まで

は最低気温 18℃，その他の時期は最低気温 13℃で

管理した。基肥として， 10a当たり成分量で窒素

(N) 10kg, リン酸 (P20s)8 kg, カリ (K20)9kg 

を施用し，追肥として， 10a当たり成分量で窒素

(N) 3kg, リン酸 (P20s) 1 kg, カリ (K20)2kg 

を施用した。 1処理区当たり両品種とも 24株ずつ

供試し， 3反復行った。

処理区の設定

処理区には，多くのキクの栽培において従来か

ら行われている方法である白熱電球を用いて定植

時から短日処理開始時まで 4時間の暗期中断を行

う区（白熱電球 4h区）を対照区として設け，比較

として高圧ナトリウムランプを用いて定植時から

短日処理開始時まで 2時間の暗期中断を行う区

（高圧ナトリウムランプ 2h区）を設けた。白熱電

球 4h区では，白熱電球（商品名；電照用電球み

のり， K-RD100V75W, 100V 75W, 松下電器産業

（株），第 l-1図A, 第 1ー 2図， R/FR比=0.7)

を暗期中断用光源として用い，栽培ベッド面から

1.5mの高さで 2.8X3.0m間隔に 6灯（処理区の

8.3m勺こ l灯）設置し，定植時から短日処理開始時

まで 4時間 (22:00~2:00) の暗期中断を行った。

高圧ナトリウムランプ 2h区では，高圧ナトリウム

ランプ（商品名； SGR200 SON-T AGRO, 200V 

400W, Royal Philips Electronics, 第 1-1図B, 第

1-2図， RIFR比=6.3) を暗期中断用光源として

用い，栽培ベッド面から 2.5mの高さで l灯（処理

区の 50m勺こ l灯）設置し，定植時から短日処理開

始時まで 2時間 (0:00~2:00)の暗期中断を行った。

白熱電球と高圧ナトリウムランプを用いた暗期

中断時の光強度を表した照度あるいは PPFDにつ

いては，照度センサー (LI-210SB, LI-COR Inc.) 

あるいは光量子センサー(LI-190SB, LI-COR Inc.) 

を接続したライトメーター (LI-189,LI-COR Inc.) 

を用いて，処理区ごとに LOXI.Om間隔で栽培べ

ッド面，栽培ベッド面から 25cmと50cmの高さに

おいて 48か所ずつ測定した。その結果を白熱電球

4h区と高圧ナトリウムランプ 2h区における暗期

中断時の光強度として第 1-1表に示した。その概

要は次のとおりであった。すなわち，栽培ベッド

面での照度は，白熱電球区 4h区が 37土3lx(n=48) 

で，高圧ナトリウムランプ 2h区が 327士14lx(n 

=48)であり，高圧ナトリウムランプ 2h区が白熱

電球 4h区より 8.8倍高かった。同様に，栽培ベッ

ド面から 25cmの高さでも 8.7倍，栽培ベッド面か

ら50cmの高さでも 8.5倍，高圧ナトリウムランプ

2h区が白熱電球 4h区より高かった。栽培ベッド

面での PPFDは，白熱電球 4h区が 0.7土O.Oμmol・

m-2・s-1 (n=48)で，高圧ナトリウムランプ 2h区

が4.0土0.211mol・m-2・s―I (n=48)であり，高圧ナ

トリウムランプ 2h区が白熱電球 4h区より 5.7倍

高かった。同様に，栽培ベッ、ド面から 25cmの高

さでも 5.5倍，栽培ベッド面から 50cmの高さでも

5.2倍，高圧ナトリウムランプ 2h区が白熱電球 4h

区より高かった。

生育・開花・切り花品質の調査

スプレーギクの生育調査は暗期中断打ち切り日

に行い，開花と切り花品質については，調査対象
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とした切り花の開花日に調査した。調査対象とし

た切り花の主軸頂端に分化した頭状花序の舌状花

が完全に展開し，最上位節および上から 2番目の

節から伸びた枝の頂端に分化した頭状花序の舌状

花が半開きになった時を開花日とした。処理区の

調査対象とした切り花全体の 50%が開花した日を

開花盛期とした。暗期中断打ち切り日から開花盛

期までの日数を到花日数とした。切り花品質のう

ち，茎径は切り花の頂端より 1/3下がった位置の

長径とし，花房の形状は円錐形あるいは円筒形を

A, 平形を B, 凹形を C, 乱形（やなぎ芽）を D

と判定し，商品価値の高い整った花房の形状は A

と判定した（第 1-3図）。

消費電力量の計測

栽培期間中の消費電力量は，普通電力量計で計

測した。

実験 2 秋ギク型品種を用いたシェード栽培に

供試材料

よる 8月開花作型の生育，開花，切り

花品質に及ぼす 2時間の暗期中断の影

響

材料には，スプレーギクの秋ギク型品種‘プー

マ＇と‘ティナ＇を供試した。処理開始前の親株

管理時期の花芽分化を抑制する目的で，本章の実

験 1と同じ白熱電球を，親株ベッドにおいて本章，

の実験 1と同様に設置し，標準よりも長い 5時間

(21:30~2:30) の暗期中断を行った。

実験場所と処理区の面積は，本章の実験 1と同

様とした。 1996年 5月 2日にベッド幅 120cm, 通

路幅 50cmとして設けた栽培ベッドに，株間 15cm,

条間 15cmの 2本寄せの 8条挿しで直挿して，白

熱電球と高圧ナトリウムランプを用いて，暗期中

断を開始した。6月 12日に暗期中断を打ち切って，

その後は 12時間日長となるようにシェード（短日

処理）を行った。暗期中断の処理中は最低気温 13

℃，暗期中断打ち切り後は最低気温 17℃で管理し

た。施肥について，基肥は本章の実験 1と同様に

行い，追肥は行わなかった。供試株数は，本章の

実験 1と同様とした。

処理区の設定

処理区には，白熱電球を用いて直挿し時から短

日処理開始時まで 4時間の暗期中断を行う区（白

熱電球 4h区）を対照区として設け，比較として高

圧ナトリウムランプを用いて直挿し時から短日処

理開始時まで 2時間の暗期中断を行う区（高圧ナ

トリウムランプ 2h区）を設けた。白熱電球 4h区

では，本章の実験 1と同じ白熱電球を暗期中断用

光源として用い，栽培ベッド面から 1.5mの高さで

2.8X3.0m間隔に 6灯（処理区の 8.3m2に l灯）設

置し，直挿し時から短日処理開始時まで 4 時間

(22:00~2:00) の暗期中断を行った。高圧ナトリ

ウムランプ 2h区では，本章の実験 1と同じ高圧ナ

トリウムランプを暗期中断用光源として用い，栽

培ベッド面から 2.5mの高さで l灯（処理区の 50m2

に 1灯）設置し，直挿し時から短日処理開始時ま

で 2時間 (0:00~2:00) の暗期中断を行った。

白熱電球と高圧ナトリウムランプを用いた暗期

中断時の光強度を表した照度あるいは PPFDにつ

いては，本章の実験 1と同様に測定したが，白熱

電球 4h区と高圧ナトリウムランプ 2h区とも本章

の実験 1とほぼ同様の光強度であった（データ

略）。

生育・開花・切り花品質の調査

生育，開花，切り花品質の調査は，本章の実験

1と同様に行った。

消費電力量の計測

栽培期間中の消費電力量は，本章の実験 1と同

様に計測した。

実験 3 秋ギク型品種を用いたシェード栽培に

供試材料

よる 5月開花作型の生育，開花，切り

花品質に及ぼす 1時間の暗期中断の影

響

材料には，スプレーギクの秋ギク型品種‘プー

マ’と‘ゴールドストックディッパー＇を供試し

た。処理開始前の親株管理時期と育苗時期の花芽

分化を抑制する目的で，本章の実験 1と同じ白熱

電球を，親株ベッドと挿し芽ベッドにおいて本章

の実験 1と同様に設置し，それぞれ本章の実験 1

と同じ時間の暗期中断を行った。

実験は，本章の実験 1と同じ場所で行った。処

理区の広さを白熱電球 4h区では 6.5m2, 高圧ナト

リウムランプ lh区では 50m2とした。 2000年 2月

7 日に栽培箱 (45X 35 X 10cm) を用いて挿し芽し

た。 2月 23日に士を入れた栽培箱 (45X 35 X 10cm) 

に， 1箱当たり 10株ずつ定植して，白熱電球と高

圧ナトリウムランプを用いて，暗期中断を開始し

た。白熱電球区では，ランプ直下を中心に定植し

てある栽培箱を配置した。高圧ナトリウムランプ

区では，ランプ直下と対角線上の両端 2か所の合
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計 3か所に定植してある栽培箱を配置した。 3月

27日に暗期中断を打ち切って，その後は 12時間

日長となるようにシェード（短日処理）を行った。

暗期中断の処理中は最低気温 14℃，暗期中断打ち

切り後は最低気温 17℃で管理した。施肥について，

基肥は本章の実験 1と同様に行い，追肥は行わな

かった。 l処理区当たり両品種とも 10株ずつ供試

し， 3反復行った。

処理区の設定

処理区には，白熱電球を用いて定植時から短日

処理開始時まで 4時間の暗期中断を行う区（白熱

電球 4h区）を対照区として設け，比較として高圧

ナトリウムランプを用いて定植時から短日処理開

始時まで 1時間の暗期中断を行う区（高圧ナトリ

ウムランプ lh区）を設けた。白熱電球 4h区では，

本章の実験 1と同じ白熱電球を暗期中断用光源と

して用い，栽培べ；；ド面から 1.6mの高さで 1灯（処

理区の 6.5m勺こ 1灯）設置し，定植時から短日処

理開始時まで 4時間 (10:00~2:00) の暗期中断を

行った。高圧ナトリウムランプ lh区では，本章の

実験 1と同じ高圧ナトリウムランプを暗期中断用

光源として用い，栽培ベッド面から 2.5mの高さで

l灯（処理区の 50m勺こ l灯）設置し，定植時から

短日処理開始時まで 1時間 (23:30~0:30) の暗期

中断を行った。

白熱電球と高圧ナトリウムランプを用いた暗期

中断時の光強度を表した照度あるいは PPFDにつ

いては，本章の実験 1と同じ照度センサーあるい

は光量子センサーをライトメーターに接続し，処

理区ごとに，栽培ベッド面，栽培ベッド面から

25cmと50cmの高さにおいて 10か所ずつ測定し

た。その結果を白熱電球区 4h区と高圧ナトリウム

ランプ lh区における暗期中断時の光強度として

第 1-2表に示した。その概要は次のとおりであっ

た。すなわち，栽培ベッド面での照度は，白熱電

球区 4h区が 55士llx(n=IO)で，高圧ナトリウム

ランプ lh区が 358士7lx(n= 10) であり，高圧ナ

トリウムランプ lh区が白熱電球 4h区より 6.5倍

高かった。同様に，栽培ベッド面から 25cmの高

さでも 5.1倍，栽培ベッド面から 50cmの高さでも

4.1倍，高圧ナトリウムランプ lh区が白熱電球 4h

区より高かった。栽培ベッド面での PPFDは，白

熱電球 4h区が 0.8土0.0μmol・m-2・s-1(n= 10)で，

高圧ナトリウムランプ lh区が 4.9土O.lμmol・m―2

• s―I (n= 10) であり，高圧ナトリウムランプ lh

区が白熱電球 4h区より 6.1倍高かった。同様に，

栽培ベッド面から 25cmの高さでも 4.7倍，栽培ベ

ッド面から 50cmの高さでも 3.6倍，高圧ナトリウ

ムランプ lh区が白熱電球 4h区より高かった。

生育・開花・切り花品質の調査

生育，開花，切り花品質の調査は，本章の実験

1と同様に行った。

実験4 暗期中断用光源としての経済性

高圧ナトリウムランプは市販されているため値

段がつけられている。そこで，白熱電球を用いた

場合と，高圧ナトリウムランプを用いた場合の電

力費と減価償却費を合わせた照明費を試算するこ

とにした。経済性試算の前提条件として，白熱電

球（商品名；電照用電球みのり， K-RD100V75W,

lOOV 75W, 松下電器産業（株），第 1-1図A)

については，単価を 350円，定格寿命を 1,000時

間と設定した。高圧ナトリウムランプ（商品名；

SGR200 SON-T AGRO, 200V 400W, Royal Philips 

Electronics, 第 1-1図B)については，単価を 50,000

~126,000円，定格寿命を 16,000時間と設定した。

また，電力料金の単価は，通常電力の場合 27円

/kWh, 深夜電力の場合 9円/kWh(東芝ライテック

（株）， 1999) と設定した。さらに，白熱電球は

標準とされている 9m勺こ l灯，高圧ナトリウムラ

ンプは 50m勺こ l灯設置と設定した。そして， l 

年当たりの暗期中断時間の合計について，白熱電

球を用いた場合は 448時間（年間 3.5作， 1日当た

りの暗期中断時間を 4時間），高圧ナトリウムラ

ンプを用いた場合は 224時間（年間 3.5作， 1日当

たりの暗期中断時間を 2時間）と仮定して，白熱

電球を用いた場合と，高圧ナトリウムランプを用

いた場合について 10a当たり・ 1年当たりの電力

費と減価償却費を合わせた照明費を試算した。

結果および考察

実験 1 秋ギク型品種を用いた電照栽培による

3月開花作型の生育，開花，切り花品

質に及ぼす 2時間の暗期中断の影響

スプレーギクの秋ギク型品種を用いた電照栽培

による 3月開花作型において，白熱電球を用いて

定植時から短日処理開始時まで 4時間の暗期中断

を行った場合と，高圧ナトリウムランプを用いて

2時間の暗期中断を行った場合，暗期中断打ち切

り日の生育と開花に及ぼす影響を調べて第 1-3

表に，切り花品質に及ぼす影響を調べて第 1-4表

に示した。その結果，秋ギク型品種‘プーマ’に
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おいて，暗期中断打ち切り日における草丈は，白

熱電球 4h区と高圧ナトリウムランプ 2h区との間

に有意な差が認められなかったが，葉数は白熱電

球 4h区と比較して高圧ナトリウムランプ 2h区が

有意に多かった。開花盛期は，白熱電球 4h区が 3

月 21日で，高圧ナトリウムランプ 2h区が白熱電

球 4h区より 3日早かった。また，到花日数は，白

熱電球 4h区と比較して高圧ナトリウムランプ 2h

区が 3日短くなったものの，その差は実用上問題

がない程度であった。切り花品質において，節数

は白熱電球 4h区と比較して高圧ナトリウムラン

プ2h区が有意に多かったが，その他の調査項目で

は処理区の間に有意な差が認められず，花房の形

状の乱れも認められなかった。秋ギク型品種‘ゴ

ールドストックディッパー＇において，暗期中断

打ち切り日における草丈は，白熱電球区 4hと比較

して高圧ナトリウムランプ 2h区が有意に長く，葉

数は有意に多かった。開花盛期は，白熱電球 4h区

が 3月 20日で，高圧ナトリウムランプ 2h区が白

熱電球 4h区より 2日早かった。また，到花日数は，

白熱電球 4h区と高圧ナトリウムランプ 2h区との

間に有意な差が認められなかった。切り花品質に

おいて，切り花重は白熱電球 4h区と比較して高圧

ナトリウムランプ 2h区が有意に重く，節数，一次

花蓄数，二次花菅数は有意に多かったが，その他

の調査項目では処理区の間に有意な差が認められ

ず，花房の形状の乱れも認められなかった。

白熱電球 4h区と高圧ナトリウムランプ 2h区に

おける処理期間中の普通電力計で計測した消費電

力量は， 75Wが6灯の白熱電球 4h区（合計 450W)

が 105kWhであり， 400Wが 1灯の高圧ナトリウム

ランプ 2h区（合計 400W)が48kWhであったこと

から，高圧ナトリウムランプ 2h区は白熱電球 4h

区の 45.7%(54.3%の削減）になった。

以上の結果，スプレーギクの秋ギク型品種を用

いた電照栽培による 3月開花作型において，高圧

ナトリウムランプを用いて定植時から短日処理開

始時まで 2時間の暗期中断を行った場合，白熱電

球を用いて 4時間の暗期中断を行った場合と比較

して，暗期中断打ち切り日の草丈と葉数は大きく

なる場合があった。また，高圧ナトリウムランプ

を用いて 2時間の暗期中断を行った場合，白熱電

球を用いて 4時間の暗期中断を行った場合と比較

して，開花はほぼ同じか，わずかに早まる場合も

あったものの，その差は実用上問題がない程度で

あり，花房の形状の乱れも認められず，同程度の

品質の切り花を得ることができた。さらに，実測

した消費電力量は約 46%(約 54%の削減）になっ

た。

実験 2 秋ギク型品種を用いたシェード栽培に

よる 8月開花作型の生育，開花，切り

花品質に及ぼす 2時間の暗期中断の影

響

スプレーギクの秋ギク型品種を用いたシェード

栽培による 8月開花作型において，白熱電球を用

いて直挿し時から短日処理開始時まで 4時間の暗

期中断を行った場合と，高圧ナトリウムランプを

用いて 2時間の暗期中断を行った場合，暗期中断

打ち切り日の生育と開花に及ぼす影響を調べて第

1-5表に，切り花品質に及ぼす影響を調べて第 l

-6表に示した。その結果，秋ギク型品種‘プー

マ＇において，暗期中断打ち切り日における草丈

と葉数は，白熱電球 4h区と高圧ナトリウムランプ

2h区との間に有意な差が認められなかった。開花

盛期は，白熱電球 4h区が 8月 11日で，高圧ナト

リウムランプ 2h区が白熱電球 4h区より 2日遅か

った。また，到花日数は，白熱電球 4h区と高圧ナ

トリウムランプ 2h区との間に有意な差が認めら

れなかった。切り花品質において，切り花長は白

熱電球 4h区と比較して高圧ナトリウムランプ 2h

区が有意に短かかったものの， 90cm以上で優れて

おり，その他の調査項目では処理区の間に有意な

差が認められず，花房の形状の乱れも認められな

かった。秋ギク型品種‘ティナ’において，暗期

中断打ち切り日における草丈と葉数は，白熱電球

4h区と高圧ナトリウムランプ 2h区との間に有意

な差が認められなかった。開花盛期は，白熱電球

4h区と高圧ナトリウムランプ 2h区とも 8月 13日

であった。また，到花日数は，白熱電球 4h区と高

圧ナトリウムランプ 2h区との間に有意な差が認

められなかった。切り花品質において，切り花長

は白熱電球 4h区と比較して高圧ナトリウムラン

プ 2h区が有意に短かったものの， 90cm以上で優

れており，切り花重は有意に軽かったものの， 70g

以上で優れており，その他の調査項目では処理区

の間に有意な差が認められず，花房の形状の乱れ

も認められなかった。

白熱電球 4h区と高圧ナトリウムランプ 2h区に

おける処理期間中の普通電力計で計測した消費電

力量は， 75Wが6灯の白熱電球 4h区（合計 450W)
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が 81kWhであり， 400Wが 1灯の高圧ナトリウム

ランプ 2h区（合計 400W)が 36kWhであったこと

から，高圧ナトリウムランプ 2h区は白熱電球 4h

区の 44.4%(55.6%の削減）になった。

以上の結果，スプレーギクの秋ギク型品種を用

いたシェード栽培による 8月開花作型において，

高圧ナトリウムランプを用いて直挿し時から短日

処理開始時まで 2時間の暗期中断を行った場合，

白熱電球を用いて 4時間の暗期中断を行った場合

と比較して，暗期中断打ち切り日の草丈と葉数は

ほぼ同じであった。また，高圧ナトリウムランプ

を用いて 2時間の暗期中断を行った場合，白熱電

球を用いて 4時間の暗期中断を行った場合と比較

して，開花はほぼ同じで，切り花長はやや短く，

切り花重はやや軽かった場合もあったものの，実

用性に問題がなく，花房の形状の乱れも認められ

ず，実用上問題がない程度の品質の切り花を得る

ことができた。さらに，実測した消費電力量は約

44% (約 56%の削減）になった。

実験 3 秋ギク型品種を用いたシェード栽培に

よる 5月開花作型の生育，開花，切り

花品質に及ぼす 1時間の暗期中断の影

響

スプレーギクの秋ギク型品種を用いたシェード

栽培による 5月開花作型において，白熱電球を用

いて定植時から短日処理開始時まで 4時間の暗期

中断を行った場合と，高圧ナトリウムランプを用

いて 1時間の暗期中断を行った場合，暗期中断打

ち切り日の生育と開花に及ぼす影響を調べて第 l

-7表に，切り花品質に及ぼす影響を調べて第 l

-8表に示した。その結果，秋ギク型品種‘プー

マ’において，暗期中断打ち切り日における草丈

は，白熱電球 4h区と比較して高圧ナトリウムラン

プ lh区が有意に短く，葉数は有意に少なかった。

開花盛期は，白熱電球 4h区が 5月 15日で，高圧

ナトリウムランプ lh区が白熱電球 4h区より 8日

早かった。また，到花日数は，白熱電球 4h区と比

較して高圧ナトリウムランプ lh区が 8日，有意に

短くなった。切り花品質において，切り花長は白

熱電球 4h区と比較して高圧ナトリウムランプ lh

区が有意に短く，節数，一次花蕃数は有意に少な

かった。また，二次花蕃数は有意に多く，著しい

花房の形状の乱れが認められた。秋ギク型品種‘

ゴールドストックディッパー＇において，暗期中

断打ち切り日における草丈と葉数は，白熱電球 4h

区と高圧ナトリウムランプ lh区との間に有意な

差が認められなかった。開花盛期は，白熱電球 4h

区が 5月 15日で，高圧ナトリウムランプ lh区が

白熱電球 4h区より 2日早かった。また，到花日数

は，白熱電球 4h区と高圧ナトリウムランプ lh区

との間に有意な差が認められなかった。切り花品

質において，切り花重は白熱電球 4h区と比較して

高圧ナトリウムランプ lh区が有意に重かったが，

二次花蕃数は有意に多く，著しい花房の形状の乱

れが認められた。

以上の結果，スプレーギクの秋ギク型品種を用

いたシェード栽培による 5月開花作型において，

高圧ナトリウムランプを用いて定植時から短日処

理開始時まで 1時間の暗期中断を行った場合，白

熱電球を用いて 4時間の暗期中断を行った場合と

比較して，暗期中断打ち切り日の草丈と葉数は小

さくなる場合があった。また，高圧ナトリウムラ

ンプを用いて 1時間の暗期中断を行った場合，白

熱電球を用いて 4時間の暗期中断を行った場合と

比較して，開花は著しく早まる場合があり，花房

の形状の著しい乱れが認められるなど，実用上問

題がない程度の品質の切り花を得ることができな

かった。

本章の実験 1' 実験 2, 実験 3の結果から，ス

プレーギクの秋ギク型品種を用いた電照栽培によ

る 3月開花作型においても，シェード栽培による

8月開花作型においても，高圧ナトリウムランプ

を用いて定植時あるいは直挿し時から短日処理開

始時まで 2時間の暗期中断を行った場合，白熱電

球を用いて 4時間の暗期中断を行った場合と比較

して，実用上問題がない程度の花芽分化の抑制効

果が認められ，実測した消費電力量が約 44~46%

（約 54~56%の削減）になった。このことから，

寒冷地におけるスプレーギクの秋ギク型品種を用

いた電照栽培およびシェード栽培において，高圧

ナトリウムランプは，定植時あるいは直挿し時か

ら短日処理開始時までの暗期中断用光源として利

用できることが明らかとなった。しかし，シェー

ド栽培による 5月開花作型において，高圧ナトリ

ウムランプを用いて 1時間の暗期中断を行った場

合，白熱電球を用いて 4時間の暗期中断を行った

場合と比較して，実用上問題がない程度の花芽分

化の抑制効果は認められなかった。

実験4 暗期中断用光源としての経済性

暗期中断用光源として，白熱電球（商品名；電
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照用電球みのり， K-RD100V75W,lOOV 75W, 松

下電器産業（株），第 1-1図A) と，高圧ナトリ

ウムランプ（商品名； SGR200 SON-T AGRO, 200V 

400W, Royal Philips Electronics, 第 1-1図B)を

用いた場合について 10a当たり・ 1年当たりの電

力費と減価償却費を合わせた照明費を試算して第

1-9表に示した。その結果，白熱電球を用いた場

合の 10a当たり・ 1年当たりの電力費は，通常電

カの場合 101,601円で，深夜電力の場合 33,867円

となった。一方，高圧ナトリウムランプを用いた

場合の 10a当たり・ 1年当たりの電力費は，通常

電力の場合 48,384円で，深夜電力の場合 16,128

円となった。したがって，白熱電球を用いた場合

の電力費と比較して，高圧ナトリウムランプを用

いた場合の電力費は，通常電力の場合でも，深夜

電力の場合でも，約 48%(約 52%の削減）になる

と計算された。

白熱電球を用いた場合の 10a当たり・ 1年当た

りの減価償却費は 17,562円となった。一方，高圧

ナトリウムランプは，価格が下がってきているも

のの価格帯にはまだ幅がある。このため，高圧ナ

トリウムランプを用いた場合の 10a当たり・ 1年

当たりの減価償却費は 14,000~35,280円となっ

た。したがって，白熱電球を用いた場合の減価償

却費と比較して，高圧ナトリウムランプを用いた

場合の減価償却費は約 80~201%(約 20%の削減

~101%の増加）になると計算された。

白熱電球を用いた場合の 10a当たり・ 1年当た

りの電力費と減価償却費を合わせた照明費は，通

常電力の場合 119,163円で，深夜電力の場合 51,429

円となった。一方，高圧ナトリウムランプを用い

た場合の 10a当たり・ 1年当たりの照明費は，通

常電力の場合 62,384~83,664円で，深夜電力の場

合 30,128~51,408円となった。したがって， 白熱

電球を用いた場合の照明費と比較して，高圧ナト

リウムランプを用いた場合の照明費は，通常電力

の場合約 52~70%(約 30~48%の削減），深夜電

カの場合約 59~100%(約 0~41%の削減）になる

と計算された。

キクの長日処理，特に暗期中断には赤色光の効

果が高く，遠赤色光は赤色光の効果を打ち消すこ

とが知られている (Borthwick・Cathey,1962 ; Cathey 

・Borthwick, 1957, 1964; 小西， 1982; 小西ら，

1988)。したがって，スプレーギクを含めたキク

の花芽分化の抑制には，赤色光が多く，遠赤色光

が少ない，すなわち RIFR比が高い光源が望まし

いと考えられる。このような観点から高圧ナトリ

ウムランプの R/FR比をみると 6.3で，白熱電球の

0.7と比較して 9.0倍高いので，高圧ナトリウムラ

ンプはキクの花芽分化の抑制に有効な光源の一つ

であると考えられた。また，高圧ナトリウムラン

プは，光源電力当たりの光合成有効光量子束発光

効率が白熱電球と比較して数倍高く，遠赤色光量

子束の割合が白熱電球と比較して低いという特徴

もある。したがって，高圧ナトリウムランプを用

いることにより，白熱電球と比較して短時間の暗

期中断で花芽分化が抑制できるものと考えられ

た。しかし，本章の実験 1, 実験 2, 実験 3にお

いて，高圧ナトリウムランプを用いた場合には，

暗期中断時間が 2時間では白熱電球を用いた 4時

間の暗期中断と実用上問題のない程度に花芽分化

．が抑制されたものの（第 1-3表，第 1-4表，第

1-5表，第 1-6表）， 1時間では実用上問題のな

い程度に花芽分化が抑制されなかったことから

（第 1-7表，第 1-8表），本章の実験 1, 実験

2, 実験 3における暗期中断時の光強度下では，

暗期中断 2時間と 1時間の間に花芽分化抑制可能

な下限の時間があるものと推察された。

Hamner・Bonner (1938) は，短日植物において

花芽分化を誘導する暗期の中央付近で暗期中断を

受けると花芽分化が阻害されることを明らかにし

ている。さらに， Cathey・Borthwick(1964) は，

キクでは 15時間暗期の中間である暗期開始 6~9

時間後に光を与えたときに花芽分化抑制の最高の

効果があるので，短時間の照射（暗期中断時間）

で効果を上げようとする時は深夜の 0時を中心に

暗期中断すればよいとしている（今西， 2000;小

西ら， 1988)。これらをもとに，本章の実験 1,

実験 2, 実験 3において，高圧ナトリウムランプ

を用いて 2時間の暗期中断を行った場合は 0:00~

2:00の時間帯に， 1時間の暗期中断を行った場合

は23:30~0:30の時間帯に設定した結果， 2時間の

暗期中断を行った場合だけが白熱電球を用いて 4

時間の暗期中断を行った場合と実用上問題がない

程度の花芽分化の抑制効果が得られることが明ら

かとなった。

輪ギクの栽培において，高圧ナトリウムランプ

による花芽分化を抑制できる面積は 72m2である

という報告がある（佐藤ら， 1992)。本章の実験
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1および実験 2のスプレーギク栽培において，高

圧ナトリウムランプを 50m勺こ l灯設置して検討し

た結果，実用上問題がない程度の花芽分化の抑制

効果が認められたので，今後は花芽分化抑制可能

な設置密度について，さらに詳細に検討する必要

があると考えられた。

植物の伸長成長は RIFR比に密接な関係があり，

その値が大きいと節間が縮小・矮化傾向になるこ

とが知られている (Morgan・Smith, 1976)。実際

に， RIFR比を大きくすることによりキクの草丈の

伸長が抑えられるという報告がある (McMahon

ら， 1991; Rajapakse.・Kelly, 1992, 1995)。本章

の実験 1, 実験 2, 実験 3において，暗期中断に

用いた高圧ナトリウムランプの RIFR比が比較的

大きいので，その光源の照射による草丈の伸長抑

制が懸念された。しかし，実用上問題がない程度

に花芽分化の抑制が可能であった本章の実験 1お

よび実験 2において，高圧ナトリウムランプを用

いて 2時間の暗期中断を行った場合に草丈の実用

上問題となる程度の伸長抑制は認められなかった

ので（第 1-4表，第 1-6表），高圧ナトリウム

ランプを暗期中断用光源として用い， 2時間程度

の短時間照射を行っても問題がないことが明らか

となった。

輪ギクの秋ギク型品種‘秀芳の力’の二度切り

栽培において，暗期中断用光源に高圧ナトリウム

ランプを用いて 2時間の暗期中断を行った場合

に，実用上問題がない程度の花芽分化の抑制効果

が認められているが（杉本・佐々木， 1999) , 本

章の実験 1および実験 2の結果は，その輪ギクの

結果とほぼ一致していた。

本章の実験4の結果から， 400Wの高圧ナトリ

ウムランプを用いた場合， 75Wの白熱電球を用い

た場合と比較して，試算した 10a当たり・ 1年当

たりの総電力量は約 48%(約 52%の削減）になり，

電力費と減価償却費を合わせた照明費は，通常電

カの場合では約 52~70%(約 30~48%の削減），

深夜電力の場合では約 59~100%(約 0~41%の削

減）になることが示されたことから（第 1-9表），

高圧ナトリウムランプは，スプレーギクの栽培に

おいて白熱電球よりも消費電力量および照明費を

低減できる暗期中断用光源であると考えられた。
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裔圧ナトリウムランプ

（商品名 ；電照用電球みのり， K-RDIOOV75W,

IOOV75W, 松下電器産業 （株））

第1-1図処理に用いた光源

（商品名 ；SGR200 SON-T AGRO, 200V 400W, 

Royal Philips Electronics) 
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第1-2図処理に用いた光源の分光分布特性．

各光源におけるエネルギーの最大値を1.0として表示．

z黒破線は白熱電球の分光エネルギーを表示．

y白色部分は高圧ナトリウムランプの分光エネルギーを表示．

x黒曲線は光合成分光感度曲線を表示．

(「PIIlLIPS:施設園芸用照明システムカタログ」より作成 ）

第1-1表白熱電球を用いた4時間の暗期中断と高圧ナトリ ウムランプを

用いた2時間の暗期中断時の光強度．

光源 暗期中断時間

白熱電球 4h 

嵩圧ナトリウムランプ 2h

栽培ベッド面

からの高さ

(cm) 

゜25 

照度

(Ix) 

37 士 3y 

41 士 4

4
;
4
9
 

"
l
l
 

士
一土

土

5

う

5

4
図ム

5

"
3
3
 

0

り
5

5
~

2 

50 383 土 23

z 光合成有効光菫子束密度 （波長範囲400~700nm)の略．

y 平均値士標準誤差 (SE).

PPFD z 

2 I (μmo!・m―・s― ) 

0.7 士 0.0Y 

0.8土 0.1

0.9 土 0.1
.............................. 

4.0 士 0.2

4.4 士 0.3

4.7 士 0.3
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円錐形

A 

円筒形

A 

商品価値の高い整った

花房の形状

形

B

平 凹形

C 

乱形（やなぎ芽）

D 

商品価値の低い花房の形状

第1-3図．スプレーギクにおける花房の形状．

第1-2表白熱電球を用いた4時間の暗期中断と裔圧ナトリウムランプを

用いた1時間の暗期中断時の光強度．

光源 暗期中断時間
栽培ベッド面

からの高さ

(cm) 

白熱電球 4h 
0

5

 
2
 

照度 PPFD2 

(Ix). (μmo! ・m―2.s―I) 

55土 1Y 0.8土 0.0Y 

80土 2 1.2士 0.0

50 115土 5

0 358土 7

高圧ナトリウムランプ lh 25 408土 10 

50 477 土 "18

z 光合成有効光量子束密度（波長範囲400~700nm)の略．

y 平均値土標準誤差 (SE).

1 7 + 0.1 ...:.._.=__ 

4.9土 0.1

5.6士 0.2

6.1 土 0.3

第I-3表．白熱電球を用いた4時間の暗期中断と高圧ナトリウムランプを用いた2時間の暗期中断

が秋ギク型品種を用いた電照栽培による3月開花作型の暗期中断打ち切り日の生育と開花

に及ぼす影響

品種 光源 暗期中断時間 草丈 葉数 開花盛期Z 到花日数y

（枚）（月1日）（日）(cm) 

プーマ 白熱電球 4h 29 NSX 

高圧ナトリウムランプ 2h 30 
, ..................................................................................................................................... 

ゴールドストック 白熱電球 4h 27 * 
ディッパー 高圧ナトリウムランプ 2h 32 

z 50%開花時．

y 暗期中断打ち切り日から開花盛期までの H数．

8 * 

11 

11 * 

14 

3/21 

3/18 
-----------
3/20 

3/18 

52 * 

49 

51 NS 

49 

X t検定において，＊は5%レベルで有意差あり， NSは有意差なし．
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第I-4表．白熱電球を用いた4時間の暗期中断と高圧ナトリウムランプを用いた2時間の暗期中断が秋ギク型品種を用いた電照栽培による

3月開花作型の切り花品質に及ぼす影響．

品種 光源 暗 期 中 断 時 間 切 り 花 長 切り花重節数 茎径z 花首長一次花菅数二次花菅数花房の形状y割合（％）

(cm) (g) (枚） (mm) (cm) (個）（個） A B C D 

プーマ 白熱電球 4h 88 NSX 51 NS 29 * 5.6 NS 5.2 NS 13 NS ONS 100 

゜゚ ゜高圧ナトリウムランプ 2h 91 52 32 5.4 4.8 13 

゜
100 

゜゚ ゜........................................................ ・・・・・・・・・・・・------・・・--・・・----・・・・・・................................................................................................................................................................................................................................... 

ゴールドストック白熱電球 4h 95 NS 64 * 39 * 6.3 NS 3.1 NS 14 * O* 100 

゜゚ ゜ディッパー 高圧ナトリウムランプ 2h 98 75 44 6.2 2.1 19 2 100 

゜゚ ゜z切り花の頂端より 1/3下がった位置の長径．

y 商品価値の高い整った花房の形状である円錐形あるいは円筒形をA, 商品価値の低い花房の形状である平形をB, 凹形をC,

ー乱形（やなぎ芽）をDとした．

X t検定において，＊は5%レベルで有意差あり， NSは有意差なし．

第1-5表．白熱電球を用いた4時間の暗期中断と高圧ナトリウムランプを用いた2時間の暗期中断

が秋ギク型品種を用いたシェード栽培による8月開花作型の暗期中断打ち切り日の生育と

聞花に及ぼす影響．

品種 光源 暗期中断時間 草丈 葉数 開花盛期Z 到花日数y

(cm) (中文） （ 月1日） （ 日） 

プーマ 白熱電球 4h 28 NSX 11 NS 

高圧ナトリウムランプ 2h 28 10 

ティナ 白熱電球 4h 39 NS 13 NS 

高圧ナトリウムランプ 2h 42 13 

8/11 

. 8/13 

8/13 

8/13 

60NS 

62 

62 NS 

62 

z 50%開花時．

y 暗期中断打ち切り日から開花盛期までの日数．

X t検定において， NSは有意差なし．

第1-6表．白熱電球を用いた4時間の暗期中断と高圧ナトリウムランプを用いた2時間の暗期中断が秋ギク型品種を用いたシェード栽培

による8月開花作型の切り花品質に及ぼす影響．

品種 光源 暗期中断時間切り花長切り花重節数 茎径z 花首長一次花菅数二次花葦数花房の形状咽l合(%)

(cm) (g) (オ文） (mm) (cm) ({固 ） （｛固 ） A B C D 

プーマ 白熱電球 4h 97 *x 58 NS 33 NS 5.3 NS 7.3 NS 14 NS 5 NS 100 0 0 0 

高圧ナトリウムランプ 2h 91 

120 * 

55 32 5.2 6.3 15 5
 

100 0 0 0 

ティナ 白熱電球 4h 88 ** 40 NS 6.3 NS 5.4 NS 17 NS 5 NS 100 0 0 0 

高圧ナトリウムランプ 2h

z切り花の頂端より 1/3下がった位置の長径．

y 商品価値の高い整った花房の形状である円錐形あるいは円筒形をA, 商品価値の低い花房の形状である平形をB, 凹形をC,

乱形（やなぎ芽）をDとした．

111 74 38 6.0 4.0 17 5
 

100 0 0 0 

X t検定において，＊は5%レベルで有意差あり，＊＊は1%レベルで有意差あり， NSは有意差なし．

第I-7表．白熱電球を用いた4時間の暗期中断と高圧ナトリウムランプを用いた1時間の暗期中断

が秋ギク型品種を用いたシェード栽培による5月開花作型の暗期中断打ち切り日の生育と

開花に及ぼす影響．

品種 光源 暗期中断時間 草丈 葉数 開花盛期Z 到花日数y

（枚）（月1日）（日）(cm) 

プーマ 白熱電球 4h 31 *x 

高圧ナトリウムランプ lh 24 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

ゴールドストック 白熱電球 4h 26NS 

ディッパー 高圧ナトリウムランプ lh 24 

z 50%開花時

y 暗期中断打ち切り日から開花盛期までの日数．

17 ** 

14 

49 ** 

41 

17NS 

17 

5/15 

5/ 7 

5/15 

5/13 

49NS 

47 

X t検定において，＊は5%レベルで有意差あり，＊＊は1%レベルで有意差あり， NSは有意差なし．
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第I-8表．白熱電球を用いた4時間の暗期中断と高圧ナトリウムランプを用いた1時間の暗期中断が秋ギク型品種を用いたシェード栽培

による5月開花作型の切り花品質に及ぼす影響．

品種、 光源 暗期中断時間切り花長切り花重 節数 茎径z 花首長一次花菅数二次花蕃数花房の形状喰lj合（％）

(cm) (g) （枚） (inm) (cm) （個） （個） A B C D 

プーマ 白熱電球 4h 89 **x 114NS 36 ** 6.0 NS 7.5 NS 16 * 12 * 87 3 10 

゜高圧ナトリウムランプ lh 69 112 26 6.0 9.4 11 22 17 66 17 

゜．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

ゴールドストック白熱電球 4h 87NS 108 * 43 NS 5.9NS 3.7NS 19 NS 6 ** 100 

ディッパー 高圧ナトリウムランプ lh 87 135 42 6.1 4.4 19 17 64 

z切り花の頂端より 1/3下がった位置の長径．

y 商品価値の高い整った花房の形状である円錐形あるいは円筒形をA, 商品価値の低い花房の形状である平形をB, [!!]形をC,

乱形（やなぎ芽）をDとした

X t検定において，＊は5%レベルで有意差あり，＊＊は1%レベルで有意差あり， NSは有意差なし．

第1-9表．白熱電球と高圧ナトリウムランプを用いた場合の経済性比較

(lQa当たり・ 1年当たりの試算）．

白熱電球z 高圧ナトリウムランプy

照明費x(円） 通常電力 119,163 62,384 83,664 

（白熱電球の52.4~70.2%) 

深夜電力 51,429 30,128 51,408 

--・・・・・・・・・・・・-（・・白熱電球の58.6~100.0%.) ......、

（内訳）

光源数（灯） 112 20 

光源の消費電力 (W) 75 400 

総電力量w(kWh) 3,763 1,792 

（白熱電球の47.6%)

電力費V(円） 通常電力 101,601 48,384 

（白熱電球の47.6%)

深夜電力 33,867 16,128 

（白熱電球の47.6%)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.................................................................................................................................... 

光源の単価（円） 350 50,000 126,000 

総設備費門円） 39,200 1,000,000 2,520,000 

光源の寿命（時間） 1,000 16,000 

減価償却費（円） 17,562 14,000 35,280 

（白熱電球の79.7~200.9%)

z 市販品の白熱電球（商品名；電照用電球みのり， K-RD100V75W,lOOV 75W, 

松下電器産業（株））と設定．

y 市販品の高圧ナトリウムランプ（商品名； SGR200, SON-T AGRO, 200V 400W, 

Royal Philips Electronics)と設定

x電力費と減価償却費の合計．

w 1年当たりの暗期中断時間の合計を，白熱電球を用いた場合では448時間(3.5

作），高圧ナトリウムランプを用いた場合では224時間 (3.5作）と設定．

v通常電力料金を27円/kWh, 深夜電力料金を9円/kWhと設定．

u 総光源費用のみで，工事費は含めていない．
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第 2章 電球色電球形蛍光ランプの利用可能性

緒 言

第 1章では，スプレーギクの秋ギク型品種を用

いた電照栽培による 3月開花作型においても，シ

ェード栽培による 8月開花作型においても，高圧

ナトリウムランプを用いて定植時あるいは直挿し

時から短日処理開始時まで 2時間の暗期中断を行

った場合，白熱電球を用いて 4時間の暗期中断を

行った場合と比較して，実用上問題がない程度の

花芽分化の抑制効果があり，実測した消費電力量

が約 44~46%(54~56%の削減）になることが明

らかにされた。しかし，高圧ナトリウムランプは

200V仕様であるために，白熱電球の lOOV用ソケ

ットを利用することができないので，高圧ナトリ

ウムランプを設置するためには新たな配線工事が

必要となる。また，高圧ナトリウムランプの設置

の高さが栽培ベッド面から 2.5m程度であること

から，設置できる施設も限定される。さらに，高

圧ナトリウムランプの価格は年々下がってきてい

るものの，導入コストは依然として高い。そこで，

高圧ナトリウムランプより低コストで，消費電力

が少ない実用的な暗期中断用光源の開発と利用方

法の確立が求められている。

一方，近年，各種の電球形蛍光ランプが開発さ

れているが，・電球形蛍光ランプは，①ランプの発

光効率が高く，省電力での使用が可能である，②

寿命が 4,000~6,000時間と比較的長い，③白熱電

球の lOOV用ソケットにそのまま装着することが

できる，④赤外放射が少ないので，近接による高

照度の照射ができ，均ーな照度分布を得ることが

できるなどの特徴をもっている（洞口， 1992; 洞

ロ・村上， 1995; 小原， 1997;関山， 1996;田澤，

1998b ; 東芝ライテック（株）， 1999)。さらに，

電球形蛍光ランプのうち，赤色光，緑色光，青色

光を中心に発光する電球色電球形蛍光ランプ (3

波長形）の R/FR比 (8.5) は高圧ナトリウムラン

プ (6.3) より高いので，スプレーギクを含めたキ

クの花芽分化の抑制に適する光源であると考えら

れる。

そこで，本章では，スプレーギクの栽培に適す

る暗期中断用光源として，農業用の電球色電球形

蛍光ランプを試作することとした。そして，宮城

県を含めた寒冷地におけるスプレーギクの栽培に

おいて，試作した電球色電球形蛍光ランプが定植

時から短日処理開始時までの暗期中断用光源とし

て利用できるかどうかを検討しようとした。さら

に，試作品をもとに製品化された農業用の電球色

電球形蛍光ランプを用いた場合の経済性を調べ，

白熱電球を用いた場合と比較することとした。な

お，電球色電球形蛍光ランプの試作品は東芝ライ

テック（株）と共同開発したものであることから，

本章においては，その性能を第 1節において参考

資料として掲載することとした。

第 1節 電球色電球形蛍光ランプの試作

スプレーギクの栽培に適する暗期中断用光源と

して，農業用の電球色電球形蛍光ランプを東芝ラ

イテック（株）と共同で試作した（第 2-1図 B,

東芝ライテック（株）， 1999)。

材料および方法

試作した電球色電球形蛍光ランプは，赤色蛍光

体（主波長 611nm),緑色蛍光体（主波長 543nm), 

青色蛍光体（主波長 454nm) の 3波長域発光蛍光

体が用いられている。

結果および考察

試作した電球色電球形蛍光ランプの光出力特性

を第 2-1表に，分光分布特性を第 2-2図に示し

た。また，試作した電球色電球形蛍光ランプは，

一般照明用電球色電球形蛍光ランプと異なり，防

湿・防滴対策がとられており，広角の配光やラン

プ発光開始後の光出力が安定するまで短い，反射

笠付 6本管形となっている。その試作した電球形

蛍光ランプの配光特性を第 2-3図に示した。

第 2節 電球色電球形蛍光ランプの暗期中断用

光源としての利用可能性

本節では，スプレーギクの秋ギク型品種を用い

たシェード栽培による 10月開花作型と電照栽培

による 4月開花作型において，試作した農業用の

電球色電球形蛍光ランプを定植時から短日処理開

始時までの暗期中断用光源として用いた場合，生

育，開花，切り花品質に及ぼす影警を調べ，白熱

電球を用いた暗期中断の場合と比較した。

また，本研究の結果や，キク主産地の試験研究

機関と現地実証実験の結果をもとにして，東芝ラ
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イテック（株）から試作した農業用の電球色電球

形蛍光ランプが製品化されることになった（商品

名；ネオボール Z電照菊用， EFG23ELKIKU, 100V 

23W, 東芝ライテック（株），第 2-4図A,参考

資料 3)。そこで，周年栽培を行う場合，暗期中

断用光源として製品化された電球色電球形蛍光ラ

ンプを用いた場合の経済性を調べ，白熱電球を用

いた場合と比較した。

材料および方法

実験 1 秋ギク型品種を用いたシェード栽培に

よる 10月開花作型の生育，開花，切り

花品質に及ぼす4時間の暗期中断の影

響

供試材料

材料には，スプレーギクの秋ギク型品種‘プー

マ＇と‘ゴールドストックディッパー＇を供試し

た。処理開始前の親株管理時期と育苗時期の花芽

分化を抑制する目的で，白熱電球（商品名；電照

ランプアルミ反射膜， DENS100V75WER80K,

100V75W, 東芝ライテック（株），第 2-1図A,

第 2-1表，第 2-2図，第 2-3固， R!FR比=0.8)

を，親株ベッドと挿し芽ベッドにおいて第 1章の

実験 1と同様に設置し，それぞれ秋ギク型品種の

場合に標準とされている時間よりも長い 5時間

(21 :30~2:30) の暗期中断を行った。

実験は，宮城県名取市にある宮城県園芸試験場

（現宮城県農業・園芸総合研究所）の鉄骨ハウス

内で行った。 1つの処理区の広さを 81m2とした。

1999年 5月 24日に挿し芽し， 6月 10日にベッド

幅 120cm, 通路幅 60cmとして設けた栽培ベッド

に，株間 15cm,条間 15cmの 8条植えで定植して，

白熱電球と試作した電球色電球形蛍光ランプを用

いて，暗期中断を開始した。 6月 16日に摘心し，

1株当たり側枝を 2本伸ばした。 7月 27日に暗期

中断を打ち切って，その後は 12時間日長となるよ

うにシェード（短日処理）を行った。暗期中断の

処理期間中は最低気温 14℃，暗期中断打ち切り後

は最低気温 17℃で管理した。基肥として， 10a当

たり成分量で窒素 (N)10kg, リン酸 (P20り10kg,

カリ (K20)10kgを施用し，追肥は行わなかった。

供試株数は，第 1章の実験 1と同様とした。

処理区の設定

処理区には，暗期中断用光源として，白熱電球

を用いる区（白熱電球区）を対照区として設け，

比較として試作した電球色電球形蛍光ランプを用

いる区（電球色電球形蛍光ランプ区）を設けた。

白熱電球区では，白熱電球（商品名；電照ランプア

ルミ反射膜， DENS100V75WER80K, 100V 75W, 

東芝ライテック（株），第 2-1図A,第 2-1表，

第 2-2図，第 2-3図， R/FR比=0.8) を暗期中

断用光源として用い，電球色電球形蛍光ランプ区

では，試作した電球色電球形蛍光ランプ (100V

23W, 東芝ライテック（株），第 2-1図 B, 第 2

-1表，第 2-2図，第 2-3図， R/FR比=8.5)を

暗期中断用光源として用いた。両区とも光源を栽

培ベッド面から 1.7mの高さで 2.8X2.4m間隔に 9

灯（処理区の 9m勺こ 1灯；標準とされている密度）

設置し，定植時から短日処理開始時まで 4時間

(22:00~2:00) の暗期中断を行った。

白熱電球と試作した電球色電球形蛍光ランプを

用いた暗期中断時の光強度を表した照度あるいは

PPFDについては，第 1章の実験 1と同じ照度セ

ンサーあるいは光量子センサーをライトメーター

に接続して，処理区ごとに l.2X1.4m間隔で，栽

培ベッド面，栽培ベッド面から 25cmと50cmの高

さにおいて 35か所ずつ測定した。また，赤色光量

子束密度（波長範囲 600~700nm,以下同じ）ある

いは遠赤色光量子束密度（波長範囲 700~800nm,

以下同じ）については，照度の測定値から換算係

数（東芝ライテック（株）で計算，内部資料）を

乗じて求めた。その結果を白熱電球区と電球色電

球形蛍光ランプ区における暗期中断時の光強度と

して第 2-2表に示した。その概要は次のとおりで

あった。すなわち，栽培ベッド面での照度は，白

熱電球区が 64.7土2.2lx(n = 35)で，電球色電球形

蛍光ランプ区が 93.0士3.0lx(n=35)であり，電球

色電球形蛍光ランプ区が白熱電球区より 1.4倍高

かった。同様に，栽培ベッド面から 25cmの高さ

でも 1.4倍，栽培ベッド面から 50cmの高さでも

1.4倍，電球色電球形蛍光ランプ区が白熱電球区よ

り高かった。栽培ベッド面での PPFDは，白熱電

球区が 1.35土0.05μmol・m-2・s-1(n=35)で，電球

色電球形蛍光ランプ区が 1.28士0.04μmol・m-2・s-1

(n=35)であり，電球色電球形蛍光ランプ区が白

熱電球区の 0.9倍と，わずかに低かった。同様に，

栽培ベッド面から 25cmの高さでも 0.9倍，栽培ベ

ッド面から 50cmの高さでも 0.9倍と，電球色電球

形蛍光ランプ区が白熱電球区よりわずかに低かっ

た。赤色光量子束密度については，栽培ベッド面

でも，栽培ベッド面から 25cmでも，栽培ベッド
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面から 50cmの高さでも，電球色電球形蛍光ラン

プ区が白熱電球区よりやや低かった。遠赤色光量

子束密度については，栽培ベッド面でも，栽培ベ

ッド面から 25cmでも，栽培ベッド面から 50cmの

高さでも，電球色電球形蛍光ランプ区が白熱電球

区より著しく低かった。

生育・開花・切り花品質の調査

スプレーギクの生育調査は暗期中断打ち切り日

に行い，開花と切り花品質については，調査対象

とした切り花の開花日に調査した。暗期中断打ち

切り日の発菅の有無は，肉眼で確認した。また，

生育，開花，切り花品質の調査方法については，

第 1章の実験 1と同様とした。

消費電力量の計測

栽培期間中の消費電力量の計測は，第 1章の実

験 1と同様に行った。

実験 2 秋ギク型品種を用いた電照栽培による

4月開花作型の生育，開花，切り花品

質に及ぼす4時間の暗期中断の影響

供試材料

材料には，スプレーギクの秋ギク型品種‘プー

マ’と‘ゴールドストックディッパー’を供試し

た。処理開始前の親株管理時期と育苗時期の花芽

分化を抑制する目的で，本章• 本節の実験 1と同

じ白熱電球を，親株ベッドと挿し芽ベッドにおい

て本章•本節の実験 1 と同様に設置し，それぞれ

標準とされている 4時間 (22:00~2:00) の暗期中

断を行った。

実験場所と処理区の面積は，本章•本節の実験

1と同様とした。 2000年 1月 12日に挿し芽し， l

月 26日にベッド幅 120cm, 通路幅 60cmとして設

けた栽培ベッドに，株間 15cm, 条間 15cmの2本

寄せの 8条植えで定植して，白熱電球と試作した

電球色電球形蛍光ランプを用いて，暗期中断を開

始した。 2月 28日に暗期中断を打ち切って，その

後は自然日長の短日条件下で栽培した。温度管理，

施肥，供試株数は，本章• 本節の実験 1と同様と

した。

処理区の設定

処理区には，本章•本節の実験 1 と同様に，白

熱電球区を対照区として設け，比較として電球色

電球形蛍光ランプ区を設けた。また，両区とも本

章•本節の実験 1 と同じ光源を本章•本節の実験

1と同様に設置し，定植時から短日処理開始時ま

で4時間 (22:0()~2:00) の暗期中断を行った。

白熱電球と試作した電球色電球形蛍光ランプを

用いた暗期中断時の光強度を表した照度， PPFD,

赤色光量子束密度，遠赤色光量子束密度について

は，本章•本節の実験 1 と同様に測定したが，白

熱電球区と電球色電球形蛍光ランプ区とも本章・

本節の実験 1とほぼ同様の光強度であった（デー

タ略）。

生育・開花・切り花品質の調査

生育，開花，切り花品質の調査は，本章•本節

の実験 1と同様に行った。

消費電力量の計測

栽培期間中の消費電力量の計測は，本章•本節

の実験 1と同様に行った。

実験 3 暗期中断用光源としての経済性

本章•本節の実験 1 および実験 2 の結果ももと

にして，試作した農業用の電球色電球形蛍光ラン

プが製品化されることになり，値段がつけられる

ようになった。そこで，白熱電球を用いた場合と，

製品化された電球色電球形蛍光ランプを用いた場

合について電力費と減価償却費を合わせた照明費

を試算することにした。経済性試算の前提条件と

して，白熱電球（商品名；電照ランプアルミ反射

膜， DENS100V75WER80K, 100V 75W, 東芝ライ

テック（株），第 2-1図 A) については，単価を

350円，定格寿命を 1,000時間と設定した。製品化

された電球色電球形蛍光ランプ（商品名；ネオボ

ール Z電照菊用， EFG23ELK.IKU, 100V 23W, 東

芝ライテック（株），第 2-4図 A, 参考資料 3)

については，単価を 1,800円，定格寿命を 4,000

時間と設定した。また，電力料金の単価は，通常

電力の場合 27円/kWh, 深夜電力の場合 9円/kWh

（東芝ライテック（株）， 1999) と設定した。さ

らに，白熱電球においても，製品化された電球形

蛍光ランプにおいても，本章•本節の実験 1 およ

び実験 2と同じで，標準とされている 9m勺こ l灯

設置と設定した。そして，白熱電球を用いた場合

でも，製品化された電球色電球形蛍光ランプを用

いた場合でも， 1年当たりの暗期中断時間の合計を

448時間（年間 3.5作， 1日当たりの暗期中断時間

を4時間）と仮定して，白熱電球を用いた場合と，

製品化された電球色電球形蛍光ランプを用いた場

合について 10a当たり・ 1年当たりの電力費と減価

償却費を合わせた照明費を試算した。

結果および考察

実験 1 秋ギク型品種を用いたシェード栽培に
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よる 10月開花作型の生育，開花，切り

花品質に及ぼす4時間の暗期中断の影

響

スプレーギクの秋ギク型品種を用いたシェード

栽培による 10月開花作型において，白熱電球と試

作した電球色電球形蛍光ランプを用いて定植時か

ら短日処理開始時まで 4時間の暗期中断を行った

場合，暗期中断打ち切り日の生育と開花に及ぼす

影響を調べて第 2-3表に，切り花品質に及ぼす影

響を調べて第 2-4表に示した。その結果，暗期中

断打ち切り日における草丈と葉数は，供試した 2

品種のいずれにおいても，白熱電球区と電球色電

球形蛍光ランプ区との間に有意な差が認められな

かった。暗期中断打ち切り日における発菅率は，

供試した 2品種のいずれにおいても，白熱電球区

と電球色電球形蛍光ランプ区が 0%で，不時発蕃は

みられなかった。暗期中断打ち切り後のシェード

（短日処理）期間中，猛暑で施設内気温が高くな

ったので，供試した 2品種のいずれにおいても，

開花が予想より遅延した。しかし，開花盛期は，供

試した 2品種のいずれにおいても，白熱電球区と

電球色電球形蛍光ランプ区が同じであった。また，

到花日数は，供試した 2品種のいずれにおいても，

白熱電球区と電球色電球形蛍光ランプ区との間に

有意な差が認められなかった。

切り花品質において，切り花長，切り花重，節

数茎径，花首長，一次花菅数，二次花菅数は，

供試した 2品種のいずれにおいても，白熱電球区

と電球色電球形蛍光ランプ区との間に有意な差が

認められなかった。花房の形状は，供試した 2品

種のいずれにおいても，電球色電球形蛍光ランプ

区において，白熱電球区よりわずかに乱れが認め

られたものの，実用上問題がない程度であった。

白熱電球区と電球色電球形蛍光ランプ区におけ

る処理期間中の普通電力計で計測した消費電力量

は， 75Wが 9灯の白熱電球区（合計 675W) が

118kWhであり， 23Wが 9灯の電球色電球形蛍光

ランプ区（合計 207W) が 38kWhであったことか

ら，電球色電球形蛍光ランプ区は白熱電球区の

32.2% (67.8%の削減）になった。

以上の結果，スプレーギクの秋ギク型品種を用

いたシェード栽培による 10月開花作型において，

試作した電球色電球形蛍光ランプを用いて定植時

から短日処理開始時まで 4時間の暗期中断を行っ

た場合，白熱電球を用いて 4時間の暗期中断を行

った場合と比較して，暗期中断打ち切り日におけ

る草丈と葉数はほぼ同じであった。また，試作し

た電球色電球形蛍光ランプを用いて 4時間の暗期

中断を行った場合，白熱電球を用いて 4時間の暗

期中断を行った場合と比較して，開花は同じで，

花房の形状の乱れはわずかに認められたものの，

実用上問題がない程度の品質の切り花を得ること

ができた。さらに，実測した消費電力量は約 32%

（約 68%の削減）になった。

実験 2 秋ギク型品種を用いた電照栽培による

4月開花作型の生育，開花，切り花品

質に及ぼす4時間の暗期中断の影響

スプレーギクの秋ギク型品種を用いた電照栽培

による 4月開花作型において，白熱電球と試作し

た電球色電球形蛍光ランプを用いて定植時から短

日処理開始時まで 4時間の暗期中断を行った場

合，暗期中断打ち切り日の生育と開花に及ぼす影

響を調べて第 2-5表に，切り花品質に及ぼす影響

を調べて第 2-6表に示した。その結果，暗期中断

打ち切り日における草丈と葉数は，供試した 2品

種のいずれにおいても，白熱電球区と電球色電球

形蛍光ランプ区との間に有意な差が認められなか

った。暗期中断打ち切り日における発菅率は，供

試した 2品種のいずれにおいても，白熱電球区と

電球色電球形蛍光ランプ区が 0%で，不時発葦はみ

られなかった。開花盛期は，秋ギク型品種‘プー

マ’において，電球色電球形蛍光ランプ区が白熱

電球区より 1日早かったが，その差はわずかであ

った。秋ギク型品種‘ゴールドストックディッパ

_, において，白熱電球区と電球色電球形蛍光ラ

ンプ区が同じであった。また，到花日数は，供試

した 2品種のいずれにおいても，白熱電球区と電

球色電球形蛍光ランプ区との間に有意な差が認め

られなかった。

切り花品質において，供試した 2品種のいずれ

においても，切り花長，切り花重，茎径，一次花

菅数，二次花菅数は白熱電球区と電球色電球形蛍

光ランプ区との間に有意な差が認められず，花房

の形状の乱れも認められなかった。

白熱電球区と電球色電球形蛍光ランプ区におけ

る処理期間中の普通電力計で計測した電力消費量

は， 75Wが 9灯の白熱電球区（合計 675W) が

83KWhであり， 23Wが 9灯の電球色電球形蛍光ラ

ンプ区（合計 207W)が 27kWhであったことから，

電球色電球形蛍光ランプ区は白熱電球区の 32.5%
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(67.5%の削減）になった。

以上の結果，スプレーギクの秋ギク型品種を用

いた電照栽培による 4月開花作型において，試作

した電球色電球形蛍光ランプを用いて定植時から

短日処理開始時まで 4時間の暗期中断を行った場

合，白熱電球を用いて 4時間の暗期中断を行った

場合と比較して，暗期中断打ち切り日における草

丈と葉数はほぼ同じであった。また，試作した電

球色電球形蛍光ランプを用いて 4時間の暗期中断

を行った場合，白熱電球を用いて 4時間の暗期中

断を行った場合と比較して，開花はほぼ同じで，

花房の形状の乱れも認められず，同程度の品質の

切り花を得ることができた。さらに，実測した消

費電力量は約 33%(約 67%の削減）になった。

本章•本節の実験 1 および実験 2 の結果から，

スプレーギクの秋ギク型品種を用いたシェード栽

培による 10月開花作型においても，電照栽培によ

る 4月開花作型においても，試作した電球色電球

形蛍光ランプを用いて定植時から短日処理開始時

まで 4時間の暗期中断を行った場合，白熱電球を

用いて 4時間の暗期中断を行った場合と比較し

て，実用上問題がない程度の花芽分化の抑制効果

が認められ，実測した消費電力量が約 32~33%(約

67~68%の削減）になった。このことから，試作

した電球色電球形蛍光ランプは，寒冷地における

スプレーギクの秋ギク型品種を用いたシェード栽

培および電照栽培において，定植時から短日処理

開始時までの暗期中断用光源として利用できるこ

とが明らかとなった。

実験 3 暗期中断用光源としての経済性

暗期中断用光源として，白熱電球（商品名；電

照ランプアルミ反射膜， DENS1 OOV75WER80K, 

lOOV 75W, 東芝ライテック（株），第 2-1図 A)

と，本章•本節の実験 1 および実験 2 の結果もも

とにして製品化された電球色電球形蛍光ランプ

（商品名；ネオボール Z 電照菊用， EFG23EL

KlKU, lOOV 23W, 東芝ライテック（株），第 2

-4図A, 参考資料 3) を用いた場合について 10a

当たり・ 1年当たりの電力費と減価償却費を合わ

せた照明費を試算して第 2-7表に示した。その結

果，白熱電球を用いた場合の 10a当たり・ 1年当

たりの電力費は，通常電力の場合 101,601円で，

深夜電力の場合 33,867円となった。一方， 製品

化された電球色電球形蛍光ランプを用いた場合の

10a当たり・ 1年当たりの電力費は，通常電力の場

合31,158円で，深夜電力の場合 10,386円となった。

したがって，白熱電球を用いた場合の電力費と比

較して，製品化された電球色電球形蛍光ランプを

用いた場合の電力費は，通常電力の場合でも，深

夜電力の場合でも，約 31%(約 69%の削減）にな

ると計算された。

白熱電球を用いた場合の 10a当たり・ 1年当た

りの減価償却費は 17,562円となった。一方，製品

化された電球色電球形蛍光ランプを用いた場合の

10a当たり・ 1年当たりの減価償却費は 22,579円

となった。したがって，白熱電球を用いた場合の

減価償却費と比較して，製品化された電球色電球

形蛍光ランプを用いた場合の減価償却費は約

129% (約 29%の増加）になると計算された。

白熱電球を用いた場合の 10a当たり・ 1年当た

りの電力費と減価償却費を合わせた照明費は，通

常電力の場合 119,163円で，深夜電力の場合 51,429

円となった。一方，製品化された電球色電球形蛍

光ランプを用いた場合の 10a当たり・ 1年当たり

の照明費は，通常電力の場合 53,737円で，深夜電

カの場合 32,965円となった。したがって，白熱電

球を用いた場合の照明費と比較して，製品化され

た電球色電球形蛍光ランプを用いた場合の照明費

は，通常電力の場合約 45%(約 55%の削減），深

夜電力の場合約 64%(約 36%の削減）になると計

算された。

スプレーギクの切り花栽培において，人工光源

を利用する目的は，①光合成の促進（いわゆる補

光栽培），②開花調節（日長反応の制御），③切

り花品質の向上（再電照効果），④病害虫対策（黄

色蛍光灯によるタバコガ類やヨトウムシ類の防虫

効果）などがあげられる（田澤， 1998b;宇田， 2002

；山中， 2004;八瀬， 2004)。スプレーギクの出

荷規格において，切り花長は重要な項目であり，

一般に， 80cm以上のものが高品質な切り花である

とされている（金岡， 2002)。このため，スプレ

ーギクにおいて長日条件下で花芽分化を抑制して

栄養成長期間を長くすることは，十分な草丈を確

保して長い切り花を得るために必要不可欠な栽培

技術となっている（島ら， 2009)。

スプレーギクを含めたキクは，代表的な短日植

物である。キクの吸枝，（冬至芽）から開花・結実

に至るには，ロゼット（休眠）相，幼若相，感光

相，成熟相の 4相を通過し，感光相から成熟相に
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至るには短日条件を必要とするという発育相の考

え方が提案されている（川田ら， 1987)。したが

って，キクは幼若相を通過して感光相に移行して

も，短日条件にならないと花芽分化しない花熟状

態にあると説明されている（川田， 1996)。短日

植物に対する長日処理（電照）の基本的な考え方

は，長日処理中に花熟状態に誘導し，これを持続

させながら開花を確実に阻止し，その後消灯して

短日条件を与えて，一斉に花芽分化させるという

考え方である。したがって，長日処理中に花熟状

態の誘導にバラッキが生じたり，長日処理中の光

強度が不足したり，長日処理の時間が不足すると

花芽分化が始まって，開花が不揃いになって切り

花の花房の形状が乱れたり，花房の中で舌状花同

士や管状花同士で花器の発達が不揃いになって奇

形花が生じたり，ときにはやなぎ芽と呼ばれる開

花不能の状態となる（米村， 2002)。

ところで，短日植物の花芽分化の抑制のための

電照方法には，明期延長と暗期中断の 2種類があ

る。明期延長とは， 日中（明期）に連続して電照

を行う方法で，園芸的には， 日没から電照を開始

する方法が日長延長， 日の出前から電照を開始す

る方法が早朝電照と呼ばれている。短日植物の花

芽分化の抑制効果は，一般に日長延長の場合が早

朝電照の場合より大きいと言われている（坂場，

2011 ; 米村， 2002)。暗期中断は夜間（暗期）の

中央で電照を行い，長い連続した暗期を半分程度

に分断する方法である。したがって，同じ長さで

電照する場合でも，暗期中断は明期延長よりも長

日効果が高く，また，安価な深夜電力が使えるの

で，スプレーギクを含めたキクの栽培においては，

通常，暗期中断が行われる（坂場， 2011; 米村，

2002)。

スプレーギクを含めたキクの暗期中断用の光源

には，従来から，白熱電球が用いられている。キ

クの電照栽培が始まった当初は，かなり弱い光強

度で電照が行われていたが，その後は現在に至る

まで「白熱電球で 501x」が基準値とされている（石

倉ら， 2009a;木村， 1974;米村， 2002)。そのた

め， 100Wの白熱電球を用いる場合，植物体上 1.5m

程度に設置して， 3m程度の間隔に配置するのが普

通で，これでカバーできる面積（有効面積）は 9

~10面程度である。さらに，白熱電球に反射機能

をもたせた電照栽培専用の白熱電球が市販される

ようになっている。それは電球内に反射皮膜が施

されたもの（レフレクタ型）で，光がかなり均一

に反射するように改良されている。その後， 75W

でもそれまでの白熱電球の 100Wに近い光出力特

性を有する白熱電球（第 2-1図A)が開発されて

いる。レフレクタ型の 75Wの白熱電球は，省エネ

ルギーのメリットが大きいので広く普及している

が，従来の 100Wのものと比較すると電照可能な

有効面積がやや小さく，また，正しく下向きに設

置しなければ暗い場所が生じるなどの問題もある

（米村， 2002)。

家庭用の蛍光灯も理論的には暗期中断用の光源

として利用可能であるものの，これまでキクの栽

培において用いられなかったが，この理由として

は，①重くて取り付けにくいこと，②照明器具と

ランプが高価であること，③ランプの寿命が長く

ても総合的にみて白熱電球よりも高価であるこ

と，④日陰部分が多くなること，などがあげられ

ている（船越， 1989;米村， 2002)。そこで，本

研究では，①圃場に設置しやすい電球形とし，②

キクの花芽分化抑制効果に加え，生産者の夜間の

作業中の視覚性もあわせて考えた電球色とし，③

白熱電球用のソケットにそのまま取り付け可能で

あるとともに，白熱電球と同じ設置の高さや間隔

（設置密度）で使用可能であり，④一般家庭用よ

りも過酷な温度・湿度，農作業条件に耐えられる

耐候性があるなどに加え，⑤有利な経済性も十分

に示せる，などの実用性や経済性を十分に満たし

た暗期中断用の電球色電球形蛍光ランプの利用に

関する研究を行った。

スプレーギクを含めたキクの花芽分化の抑制に

は，赤色光が多く，遠赤色光が少ない光源が望ま

しい。このような観点から試作した電球色電球形

蛍光ランプの RIFR比をみると 8.5で，白熱電球の

0.8と比較して 10.6倍高いので，試作した電球色

電球形蛍光ランプはキクの花芽分化の抑制に有効

な光源の一つであると考えられた。実際に，本章

• 本節の実験 1および実験 2において，試作した

電球色電球形蛍光ランプを従来の白熱電球と同じ

ように，栽培ベッド面から 1.7mの高さで 9m勺こ l

灯設置すると，白熱電球を用いた場合と比較して，

照度や PPFDはほぼ同等あるいはそれ以上で，赤

色光量子束密度はやや低いものの遠赤色光量子束

密度が著しく低く，キクの花芽分化の抑制に適し

ていることが確認された（第 2-2表）。したがっ

て，試作した電球色電球形蛍光ランプを用いるこ
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とにより，白熱電球を用いる場合よりも，暗期中

断時間が削減できる可能性や，ランプ設置間隔を

より広くすることができる可能性がある。このた

め，電球色電球形蛍光ランプを用いて，暗期中断

時間を変えた場合や，光強度を変えた場合のスプ

レーギクの花芽分化に及ぼす影響を調べる必要が

あると考えられたので，今後，検討が必要である。

植物の伸長成長は RIFR比と密接な関係があり，

その値が大きいと節間が縮小・矮化傾向になるこ

とがある (Morgan・Smith, 1976)。例えば， トル

コギキョウの栽培において， RIFR比の大きい昼光

色蛍光灯を用いて 5時間の暗期中断を行った場

合，白熱電球を用いた場合と比較して平均節間長

の有意な減少が認められたという報告がある（山

田， 2010) 。このため，本章• 本節の実験 1およ

び実験 2では， RIFR比を高めた電球色電球形蛍光

ランプの試作品を用いて照射したので，草丈の伸

長抑制と切り花品質の劣化が懸念されたが，暗期

中断時間を 4時間としても草丈の伸長抑制と切り

花品質の劣化は認められなかったことから（第 2

-4表，第 2-6表），実用性の上で問題がないと

考えられた。

輪ギクの夏秋ギク型品種‘精雲’を用いた電照

栽培において，暗期中断用光源として電球色電球

形蛍光ランプを用い，定植時から暗期中断打ち切

り日の約 3週間前までの生育前半は 4時間，花芽

分化の開始を目的に暗期中断を打ち切って短日条

件下で栽培する約 3週間前から 5時間の暗期中断

を行うことにより，白熱電球を用いた場合と同程

度の花芽分化の抑制効果が認められている（洞口

ら， 1998)。また，輪ギクの秋ギク型品種を用い

た電照栽培において，暗期中断用光源として本章

• 第 1節で試作した電球色電球形蛍光ランプを用

いて，定植時から短日処理開始時まで 4時間の暗

期中断を行った場合，白熱電球を用いて 4時間の

暗期中断を行った場合と比較して，実用上問題が

ない程度の花芽分化の抑制効果があることが明ら

かにされている（佐々木， 2001)。スプレーギク

の秋ギク型品種を用いた本章• 本節の実験 1およ

び実験 2の結果は，その輪ギクの結果とほぼ一致

していた。

本章•第 1 節で試作した電球色電球形蛍光ラン

プは，農業施設内での長期にわたる使用に耐えら

れるよう，ランプの光束維持率の改善，光出力立

ち上がり特性の改良，電照栽培に適する配光，防

湿・防滴設計についで性能向上が図られている（東

芝ライテック（株）， 1999)。これらの結果をふ

まえ， 23Wの反射笠付電球色電球形蛍光ランプの

試作品（第 2-1図B) をもとにして，同等の光強

度を得ることができ，しかも価格的に有利な 23W

の球形（乳白色グローブ）の電球色電球形蛍光ラ

ンプ（商品名；ネオボール Z電照菊用， EFG23EL

KIKU, 100V 23W, 東芝ライテック（株），第 2

-4図 A, 参考資料 3) として製品化され， 2000

年 11月に一般販売されるようになった。製品化さ

れた 23Wの電球色電球形蛍光ランプは，白熱電球

の lOOV用ソケットをそのまま用いることができ，＼

しかも，寿命が白熱電球の約 4倍になるので，白

熱電球よりもランプ交換の手間が省けるなど，省

力的に使用できる光源である。しかも，消費電力

量は白熱電球の約 1/3であり，ランプ単価は白熱

電球より高いが，高圧ナトリウムランプより大幅

に安価である。

本章•本節の実験 3 の結果から，試算した 10a

当たり・ 1年当たりの総電力量については，製品

化された 23Wの電球色電球形蛍光ランプを用い

た場合， 75Wの白熱電球を用いた場合と比較して

約 31%(約 69%の削減）になること（第 2-7表），

また， 400Wの高圧ナトリウムランプを用いた場

合と比較して約 64%(約 36%の削減）になること

が明らかとなった（第 1-9表，第 2-7表）。試

算した 10a当たり・ 1年当たりの電力費と減価償

却費を合わせた照明費については，製品化された

電球色電球形蛍光ランプを用いた場合，白熱電球

を用いた場合と比較して，通常電力の場合では約

45% (約 55%の削減），深夜電力の場合では約 64%

（約 36%の削減）になること（第 2-7表），また，

高圧ナトリウムランプを用いた場合と比較して，

通常電力の場合では約 64~86%(約 14~36%の削

減），深夜電力の場合では約 64~109%(約 36%

の削減~9%の増加）になることが明らかとなった

（第 1-9表，第 2-7表）。このことから，製品

化された電球色電球形蛍光ランプは，スプレーギ

クの栽培において白熱電球よりも消費電力量およ

び照明費を低減できる暗期中断用光源であると考

えられた。

本研究成果を活かして，光特性がほぼ同様で，

ランプの発光効率をさらに向上させた 21Wの電

球色電球形蛍光ランプ（商品名；ネオボール Z電

照菊用， FEG21ELKIKU, lOOV 21W, 東芝ライテ
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ック（株），第 2-4図A,外観は EFG23ELKIKU (株），第 2-4図 B, 参考資料 3)' 低価格なア

と同じ，参考資料 3) も開発され，販売されるよ ルミ笠なしタイプ（農業用ネオボール z,

うになった。その後，農業用の電球色電球形蛍光 FED21EL-AGRI, 100V 21W, 東芝ライテック（株），

ランプはさらに改良が重ねられ，環境に配慮した 第 2-4図 C, 参考資料 3) も開発され，販売され

アルミ笠付タイプ（商品名；ネオボール Zアグリ るようになった。

21, FED21EL-DR-T, 100V 21W, 東芝ライテック
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A 白熱電球

（商品名；電照ランプアルミ反射膜，

DENSIOOV75WER80K, IOOV 75W, 

東芝ライテック（株））

第2-1図処理に用いた光源

B
 

電球色電球形蛍光ランプ

（試作品， 100V23W, 

東芝ライテック（株））

第2-1表．処理に用いた光源の光出力特性．

光源 消費電力

(W) 

全光束
光量子束 (μmo!・s―I)

R/FRW定格寿命
400-700nm 600-700nm 700-800nm 

(PPFり (Rり (FRX)(Im) (h) 

白熱電球 75 940 18.5 11.6 15.2 0.8 1,000 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

電球色電球形蛍光ランプ 23 880 11.5 6.0 0.7 8.5 4,000 

z 光合成有効光星子束の略．

y 赤色光量子束の略．

x 遠赤色光量子束の略．

w 波長範囲600-700mnの光量子束／波長範囲700-SOOnmの光量子束の略．

ーーー 白熱電球

ー 電球色電球形蛍光ランプ

（苓）
嵌
+
逗
栄
栄
念
萩
座

100 

80 

60 

40 

20 

゜400 500 

，， 
，， 

，， 
，， 

＇ヽ，， 
，， 

，， 
，， 

/ ，， 
，， 

，， 
，， 

，， 

600 

波長 (nm)

700 800 

第2-2図処理に用いた光源の分光分布特性．

白熱電球と電球色電球形蛍光ランプにおける

光量子束の最大値を100%として表示．
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100 

90 

80 

光度(cd)

電球色電球形蛍光ランプ

第2-3図処理に用いた光源の配光特性．

第2-2表白熱電球と電球色電球形蛍光ランプを用いた暗期中断時の光強度．

珪＋立べ'" lo'孟

光源
栽培ベソ「四

照度 PPFDZ 赤色光量子束密度y
からの高さ

(cm) (Ix) (μmol・m-2-s-1) (μmo! ・m-2・s-1) 

゜
64.7土 2.2w 1.35士 o.osw 0.78土 0.03w

白熱電球 25 71.9土 2.8 1.45土 0.05 0.86土 O.o3

50 79.1土 3.1 1.68土 1.64 0.95土 0.04

遠赤色光量子束密度x

(μmo!・m-2-sーI)

1.04土 0.04w

1.15土 0.05

1.27土 0.05
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

0 93.0土 3.0 1.28士 0.04 0.65士 0.02 O.Q7土 0.00

電球色電球形蛍光ランプ 25 

50 

101.6土 3.2

109.2土 3.5

z 光合成有効光量子束密度（波長範囲400~700nm)の略．

y 波長範囲600~700nrnの光量子束密度．

x 波長範囲700~800nrnの光量子束密度．

W 平均値土標準誤差 (SE).

1.35士 0.05

1.57土 1.53

0.71士 0.02

0.76土 0.02

0.08士 0.00

0.09士 0.00

第2-3表白熱電球と電球色電球形蛍光ランプを用いた4時間の暗期中断が秋ギク型品種を用いた

シェード栽培による10月開花作型の暗期中断打ち切り日の生育と開花に及ぼす影響．

品種 光源 草丈 葉数 発董率Z 開花盛期y 到花日数x

(cm) (枚）（％）（月／日）（日）

プーマ 白熱電球 42 NSW 12 NS ONS 10/ 5 70NS 

電球色電球形蛍光ランプ 42 14 

゜
10/5 70 

..................................................................................................................................................................................................................... 

ゴールドストック 白熱電球 47 NS 19 NS ONS 10/ 6 71 NS 

ディッパー 電球色電球形蛍光ランプ 47 18 

゜
10/ 6 71 

z 暗期中断打ち切り日に調査．

y 50%開花時．

x 暗期中断打ち切り日から開花盛期までの日数

w t検定において， NSは有意差なし．
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第2-4表白熱電球と電球色電球形蛍光ランプを用いた4時間の暗期中断が秋ギク型品種を用いたシェード栽培による10月開花作型の

切り花品質に及ぼす影響．

品種 光源 切り花長切り花重 節数 茎径z 花首長一次花葦数二次花蓋数花房の形状噛l合（％）
(cm) (g) （枚） (mm) (cm) （個） （個） A B C D 

プーマ 白熱電球 106 NSX 31 NS 30 NS 4.3 NS 4.3 NS 10 NS ONS 95 5 

゜゚電球色電球形蛍光ランプ 108 36 32 4.1 4.8 11 

゜
92 8 

゜゚, ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ゴールドストック白熱電球 112 NS 67 NS 41 NS 5.8 NS 5.8 NS 15 NS l NS 100 

゜゚ ゜ディッパー 電球色電球形蛍光ランプ 114 71 43 4.7 6.2 16 2 95 5 

゜゚z 切り花の頂端より 1/3下がった位置の長径．

y 商品価値の高い整った花房の形状である円錐形あるいは円筒形をA, 商品価値の低い花房の形状である平形をB, [!!]形をC,

乱形（やなぎ芽）をDとした

X t検定において， NSは有意差なし．

第2-s表．白熱電球と電球色電球形蛍光ランプを用いた4時間の暗期中断が秋ギク型品種を用いた

電照栽培による4月開花作型の暗期中断打ち切り日の生育と開花に及ぼす影響．

品種 光源 草丈 葉数 発蓄率z 開花盛期y 到花日数x

(cm) (枚）（％）（月／日）（日）

プーマ 白熱電球 37 NSW 13 NS 

電球色電球形蛍光ランプ 36 

ゴールドストック 白熱電球 39 NS 

ディッパー 電球色電球形蛍光ランプ 38 

z 暗期中断打ち切り 13に調査．

y 50%開花時．

x 暗期中断打ち切り日から開花盛期までの日数．

w t検定において， NSは有意差なし．

13 

16 NS 

16 

s

s

 

N

N

 

o
o
i
o
o
 

4/25 

4/24 

4/26 

4/26 

57 NS 

56 

58 NS 

58 

第2-6表白熱電球と電球色電球形蛍光ランプを用いた4時間の暗期中断が秋ギク型品種を用いた電照栽培による4月開花作型の

切り花品質に及ぼす影響．

品種 光源 切り花長切り花重 節数 茎径z 花首長一次花菅数二次花菅数花房の形状喰Il合（％）
(cm) (g) （枚） (mm) (cm) （個） （個） A B C D 

プーマ 白熱電球 95 NSX 66NS 30 NS 6.0NS 6.1 NS 12 NS 1 NS 92 7 

゜電球色電球形蛍光ランプ 96 64 29 5.9 7.1 12 97 3 

゜゚, .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ゴールドストック白熱電球 106 NS 84NS 37 NS 6.6NS 4.5 NS 14 NS ONS 99 

゜゚ディッパー 電球色電球形蛍光ランプ 105 77 36 6.3 4.3 12 

゜
100 

゜゚ ゜z 切り花の頂端より 1/3下がった位置の長径．

y 商品価値の高い整った花房の形状である円錐形あるいは円筒形をA, 商品価値の低い花房の形状である平形をB, 凹形をC,

乱形（やなぎ芽）をDとした．

X t検定において， NSは有意差なし．
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第2-7表白熱電球と製品化された農業用の電球色電球形蛍光ランプを用いた場合の

経済性比較 (10a当たり・ 1年当たりの試算 ）．

白熱電球z 電球色電球形蛍光ランプy

照明費X(円） 通常電力 119,163 53,737 (白熱電球の45.1%)

深夜電力 51,429 32,965 (白熱電球の64.1%)
...... ... ... . . ......................... . .......... ......................... ... . ...................................................... 

（内訳）

光源数 （灯 ） 112 112 

光源の消費電力 (W) 75 23 

総電力量w(kWh) 3,763 1,154 (白熱電球の30.7%)

電力費V (円） 通常電力 101,601 31,158 (白熱電球の307%) 

深夜電力 33,867 10,386 (白熱電球の307%) 

光源の単価 （円）

総設備費 （円）

光源の寿命（時間）

減価償却費 （円）

350 

39,200 

1,000 

17,562 

1,800 

201,600 

4,000 

22,579 (白熱電球の128.6%)

z 市販品の白熱電球（商品名；電照用ランプアルミ反射膜， DENS100V75WER80K,

100V75W, 東芝ライテック （株 ）） と設定

y 製品化された農業用の電球色電球形蛍光ランプ（商品名 ；ネオボールZ電照菊用，

EFG23EL KIKU, 100V 23W, 東芝ライテック（株））と設定

x 電力費と減価債却費の合計．

w 白熱電球を用いた場合でも，電球色電球形蛍光ランプを用いた場合でも， 1年当たりの暗期

中断時間の合計を448時間 (3.5作）と設定．

v 通常電力料金を27円/kWh, 深夜電力料金を9円/kWhと設定．

A ネオボールZ電照菊用

（球形， EFG23ELKIKU,IOOV23W) 

（球形， EFG2IEL KIKU, I OOV 21 W) 

B
 

ネオボールZアグリ21

（アルミ笠付， EFD21EL-DR-T,100V21W) 

c 農業用ネオボールZ

（アルミ笠なし， EFD21EL-AGRI,IOOV21W) 

第2-4図．製品化された農業用の電球色電球形蛍光ランプ

（参考資料3. 東芝ライテック （株 ））．
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第3章赤色電球形蛍光ランプの利用可能性

緒 言

第 2章では，、スプレーギクの秋ギク型品種を用

いたシェード栽培による 10月開花作型において

も，電照栽培による 4月開花作型においても，試

作した電球色電球形蛍光ランプを用いて定植時か

ら短日処理開始時まで 4時間の暗期中断を行った

場合，白熱電球を用いて 4時間の暗期中断を行っ

た場合と比較して，実用上問題がない程度の花芽

分化の抑制効果があり，実測した消費電力量が約

32~33% (約 67~68%の削減）になることが明ら

かにされた。

スプレーギクの暗期中断には赤色光の効果が高

く，遠赤色光は赤色光の暗期中断の効果を打ち消

すことが知られている (Borthwick・Cathey, 1962 

; Cathey・Borthwick, 1957, 1964; 小西， 1982;

小西ら， 1988)。赤色光の中でも，赤色光吸収型

フィトクローム (Pr) の吸収ヒ°ークである 660nm

付近の波長で暗期中断の効果が高いと言われてい

る（樋口， 2002;今西， 2000;小西， 1982)。し

たがって，スプレーギクの花芽分化の抑制には，

赤色光の中でも 660nm付近の赤色光が多く，遠赤

色光が少ない光源が有効と考えられる。また，こ

のような光源を用いることにより，白熱電球や農

業用の電球色電球形蛍光ランプを用いる場合より

も暗期中断時間の短縮や弱い光での花芽分化の抑

制が可能となるので，消費電力量の削減につなが

ることが期待される。そこで，本章では，スプレ

ーギク栽培における暗期中断用光源として，白熱

電球や農業用の電球色電球形蛍光ランプより消費

電力が少なく， 660nm付近の波長をヒ°ークにもち，

遠赤色光が極力少ない赤色電球形蛍光ランプを試

作して，その利用可能性を検証することとした。

ところで，スプレーギクでは， 1本の切り花の

主軸頂端と，腋芽の伸長した枝の頂端に頭状花序

が形成されるので，その集まりが花房と呼ばれる

（第 1-3図）。花房の形状は，短日期に暗期中断

を行って開花期を遅くした場合のみならず，長日

期に短日処理して開花期を早くした場合にも乱れ

ることがある。この原因は，短日期の暗期中断の

処理や長日期の短日処理前の自然日長条件下にお

いてすでに花芽分化が開始していることと，短日

処理した後の花芽分化と花芽発達が適切に行われ

ないことによると言われている。この対策として，

栄養成長期においては花芽分化がおこらないよう

に，周年にわたる暗期中断の処理が有効であると

言われ，それによって商品価値の高い整った形の

花房が形成されている（石田， 2002;川田， 1996

；柴田， 1997)。その場合，暗期中断の時間や光

強度が不足すると花芽分化が行われるとともに，

主軸の頂芽と腋芽上での花芽分化節位が変動して

花房の形状が乱れやすく，極端な場合はやなぎ芽

となりやすい。スプレーギクにおいては，暗期中

断用光源として白熱電球を用いて暗期中断時の光

強度が開花に及ぼす影響を調べた報告はあるが

（金子 ・Blacquiere, 1997) , 花房の形状を考慮し

た暗期中断の効果を調べた報告はみられない。ま

た， 660nm付近の波長をヒ°ークにもつ赤色電球形

蛍光ランプを暗期中断用光源として用い，開花と

花房の形状の関係について調べられたこともな

し‘。

そこで，本章では，宮城県を含めた寒冷地にお

けるスプレーギクの栽培において，試作した赤色

電球形蛍光ランプが定植時から短日処理開始時ま

での暗期中断用光源として利用できるかどうかを

検討しようとした。さらに，試作した赤色電球形

蛍光ランプを用いた場合の経済性を調べ，白熱電

球を用いた場合と比較することとした。なお，赤

色電球形蛍光ランプの試作品は東芝ライテック

（株）と共同開発したものであることから，本章

においては，その性能を第 1節において参考資料

として掲載することとした。

第 1節 赤色電球形蛍光ランプの試作

スプレーギクの栽培に適する暗期中断用光源と

して，赤色電球形蛍光ランプを東芝ライテック

（株）と共同で試作した（第 3-1図B)。

材料および方法

試作した赤色電球形蛍光ランプは， 660nm付近

の波長をピークにもち，消費電力が 21Wのもので

ある。

結果および考察

試作した赤色電球形蛍光ランプの光出力特性を

第 3-1表に，分光分布特性を第 3-2図に，配光

特性を第 3-3図に示した。
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第 2節 赤色電球形蛍光ランプの暗期中断用光

源としての利用可能性

本節では，スプレーギクの秋ギク型品種を用い

た電照栽培による 3月開花作型と夏秋ギク型品種

を用いた電照栽培による 10月開花作型において，

試作した赤色電球形蛍光ランプを定植時から短日

処理開始時までの暗期中断用光源として用いた場

合に，暗期中断の時間と光強度が開花と花房の形

状に及ぼす影響を調べ，白熱電球を用いた場合と

比較した。さらに，周年栽培を行う場合，暗期中

断用光源として試作した赤色電球形蛍光ランプを

用いた場合の経済性を調べ，白熱電球を用いた場

合と比較した。

材料および方法

実験 1 秋ギク型品種を用いた電照栽培による

3月開花作型の開花と花房の形状に及

ぼす暗期中断の時間と光強度の影響

供試材料

材料には，スプレーギクの秋ギク型品種‘ゴー

ルドストックダークリネカー＇を供試した。処理

開始前の親株管理時期と育苗時期の花芽分化を抑

制する目的で，白熱電球（商品名；電照ランプア

ルミ反射膜， DENS100V75WER80K, lOOV 75W, 

東芝ライテック（株），第 3-1図A,第 3-1表，

第 3-2図，第 3-3図， RJFR比=0.8) を，親株

ベッドと挿し芽ベッドにおいて第 1章の実験 1と

同様に設置し，それぞれ第 1章の実験 1と同じ時

間の暗期中断を行った。

実験は，宮城県名取市にある宮城県農業・園芸

総合研究所のガラス温室内で， 2003年開花 (1年

目）の実験と 2004年開花 (2年目）の実験を行っ

た。いずれの年も，幅 l.6mX長さ 8.9mを 1つの

処理区の広さとし，周囲を幅 2.0m,厚さ 0.075mm

のシルバーポリフィルムで覆い， 日没前と日の出

後に開閉した。その中に，幅 0.6m, 長さ 8.lmの

栽培ベッドを南北方向に設置し，両側に 50cmの

幅で通路を設けた。 2003年開花 (1年目）の実験

では， 2002年 12月 10日に挿し芽し， 12月 24日

に栽培ベッドの中央部に株間 15cmの 1条植えで

52株定植して，白熱電球と試作した赤色電球形蛍

光ランプを用いて，暗期中断を開始した。 2003年

1月6日に摘心し， l株当たり側枝を 2本伸ばした。

2月 3日に暗期中断を打ち切って，その後は自然

日長の短日条件下で栽培した。 2004年開花 (2年

目）の実験では， 2003年 12月 3日に挿し芽し，

2003年開花 (1年目）の実験と同様に 12月 17日

に定植して，白熱電球と試作した赤色電球形蛍光

ランプを用いて，暗期中断を開始した。 12月 31

日に摘心し， 2003年開花 (1年目）の実験と同様

に仕立てた。 2004年 1月 28日に暗期中断を打ち

切って，その後は自然日長の短日条件下で栽培し

た。いずれの年も，暗期中断の処理期間中は最低

気温 16℃，暗期中断打ち切り後は最低気温 18℃で

管理した。いずれの年も，基肥として， 10a当た

り成分量で窒素 (N)10kg, リン酸 (P20s)10 kg, 

カリ（氏0)10kgを施用し，追肥は行わなかった。

処理区の設定

暗期中断用光源には，対照として白熱電球（商

品名；電照ランプアルミ反射膜， DENS100V75W

ER80K, 100V 75W, 東芝ライテック（株），第 3

-1図A,第 3-1表，第 3-2図，第 3-3図， RIFR

比=0.8) と，比較として試作した赤色電球形蛍光

ランプ (100V21W, 東芝ライテック（株），第 3

-1図B,第 3-1表，第 3-2図，第 3-3図， RIFR

比=30.9) を用い，それぞれ栽培ベッドの北端に

位置する植物体の直上に，栽培ベッド面から 1.7m

の高さで 1灯設置した。光源ごとに，定植時から

短日処理開始時までの暗期中断時間を 5時間

(21:30~2:30) , 4時間 (22:00~2:00), 3時間

(22:30~ 1 :30) , 2 a寺間 (23:00~1:00) , 1時間

(23:30~0:30)行う区を設けた。

白熱電球と試作した赤色電球形蛍光ランプを用

いた暗期中断時の光強度を表した PPFDについて

は，第 1章の実験 1と同じ照度センサーをライト

メーターに接続して，処理区ごとに光源直下から

15cm間隔で，栽培ベッド面において水平面照度を

測定し，換算係数（東芝ライテック（株）で計算，

内部資料）を乗じて求めた。その結果，光源から

の距離と PPFDとの関係について暗期中断 5時間

区を例として第 3-4図に示した。また，白熱電球

と試作した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合の

いずれの暗期中断時間区においても，光源からの

距離と PPFDとの関係は暗期中断 5時間区の場合

とほぼ同様の光強度であった（データ略）。白熱

電球の光源直下での PPFDは 1.11土O.Olμmol・m―2

・s-1 (n=5) で，試作した赤色電球形蛍光ランプ

の光源直下での PPFDは 0.75士0.02μmol・m-2・s-1

(n=5) であった。

開花・切り花品質の調査
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それぞれの供試株について，側枝を 2本ずつに

仕立て，そのうちで長い方の側枝について，暗期

中断打ち切り日までの発奮の有無，開花日，到花

日数，開花日における花房の形状，開花節数を調

査した。開花日の判定と花房の形状の判定（第 1

-3図）は，第 1章の実験 1と同様に行った。到

花日数は，暗期中断打ち切り日から開花日までの

日数とした。開花節数は，調査対象とした側枝の

最下位節から最上位節までの節数とした。なお，

供試品種‘ゴールドストックダークリネカー＇で

の商品価値の高い整った花房の形状は円錐形とさ

れている。さらに，花房の形状と PPFDとの関係

から，商品価値の高い整った花房の形状を示す最

も低い PPFDの値を調べ，商品価値の高い整った

花房の形状を示す PPFDの下限値と表した。

実験 2 夏秋ギク型品種を用いた電照栽培によ

る 10月開花作型の開花と花房の形状

に及ぼす暗期中断の時間と光強度の

影響

供試材料

材料には，スプレーギクの夏秋ギク型品種‘コ

イアローム’を供試した。処理開始前の親株管理

時期と育苗時期の花芽分化を抑制する目的で，本

章•本節の実験 1 と同様の白熱電球を，親株ベッ

ドと挿し芽ベッドにおいて本章• 本節の実験 1と

同様に設置し，それぞれ夏秋ギク型品種の場合に

標準とされている 5時間 (21:30~2:30) の暗期中

断を行った。

2003年開花 (1年目）の実験および 2004年開花

(2年目）の実験を行った。いずれの年も，実験

場所，処理区の面積，定植の方法，仕立ての方法

は，本章・ 本節の実験 1と同様とした。 2003年開

花 (1年目）の実験では， 2003年 7月 14日に挿し

芽し， 7月 28日に定植して，白熱電球と試作した

赤色電球形蛍光ランプを用いて，暗期中断を開始

した。 8月 11日に摘心し， 9月 8日に暗期中断を

打ち切って，その後は夏秋ギク型品種が短日とし

て反応する自然日長下で栽培した。 2004年開花 (2

年目）の実験では， 2004年 7月 30日に挿し芽し，

8月 13日に定植して，白熱電球と試作した赤色電

球形蛍光ランプを用いて，暗期中断を開始した。 8

月 27日に摘心し， 9月 24日に暗期中断を打ち切

って，その後は夏秋ギク型品種が短日として反応

する自然日長下で栽培した。いずれの年も，栽培

期間中は最低気温 16℃で管理した。いずれの年も，

施肥は，本章• 本節の実験 1と同様に行った。

処理区の設定

暗期中断用光源には，本章• 本節の実験 1と同

じ光源を用いて，本章•本節の実験 1 と同様に設

置した。白熱電球を用いた処理では，定植時から

短日処理開始時までの暗期中断を 4時間 (22:00~

2:00)行う区を設け，試作した赤色電球形蛍光ラ

ンプを用いた処理では，暗期中断を 6時間 (21:00

~3:00) , 5時間 (21:30~2:30) , 4時間 (22:00

~2:00) , 3 a寺間 (22:30~1:30) , 2時間 (23:00

~1:00) , 1時間 (23:30~0:30)行う区を設けた。

また，白熱電球と試作した赤色電球形蛍光ランプ

を用いた暗期中断時の光強度を表した PPFDにつ

いては，本章•本節の実験 1 と同様に求めたが，

白熱電球と試作した赤色電球形蛍光ランプを用い

た場合のいずれの暗期中断時間区においても，本

章•本節の実験 1 とほぼ同様の光強度であった（デ

ータ略）。

開花・切り花品質の調査

それぞれの供試株について，本章•本節の実験

1と同様に，側枝を 2本ずつに仕立て，そのうち

で長い方の側枝について，暗期中断打ち切り日ま

での発菅の有無，開花日，到花日数，開花日にお

ける花房の形状，開花節数を調査した。なお，供

試品種‘コイアローム’での商品価値の高い整っ

た花房の形状は円筒形とされている。さらに，本

章•本節の実験 1 と同様に，商品価値の高い整っ

た花房の形状を示す PPFDの下限値を調べた。

実験 3 暗期中断用光源としての経済性

試作した赤色電球形蛍光ランプは，まだ値段が

つけられていない。そこで，白熱電球を用いた場

合と，試作した赤色電球形蛍光ランプを用いた場

合について電力費を試算することにした。経済性

試算の前提条件として，電力料金の単価は，通常

電力の場合 27円/kWh, 深夜電力の場合 9円/kWh

（東芝ライテック（株）， 1999) と設定した。ま

た，暗期中断用光源として，白熱電球（商品名；

電照ランプアルミ反射膜， DENS100V75WER80K

, lOOV 75W, 東芝ライテック（株），第 3-1図

A) においても，試作した赤色電球形蛍光ランプ

(100V 21W, 東芝ライテック（株），第 3-1図

B) においても，標準とされている 9面に 1灯設

置と設定した。さらに，白熱電球を用いた場合で

も，試作した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合

でも， 1年当たりの暗期中断時間の合計を 448時
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間（年間 3.5作， 1日当たりの暗期中断時間を 4

時間）と仮定して，白熱電球を用いた場合と，試

作した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合につい

て 10a当たり・ 1年当たりの電力費を試算した。

結果および考察

実験 1 秋ギク型品種を用いた電照栽培による

3月開花作型の開花と花房の形状に及

ぼす暗期中断の時間と光強度の影響

2003年開花 (1年目）

スプレーギクの秋ギク型品種‘ゴールドストッ

クダークリネカー＇を用いた電照栽培による 3月

開花作型において，白熱電球と試作した赤色電球

形蛍光ランプを定植時から短日処理開始時までの

暗期中断用光源として用いた場合に，暗期中断の

時間と PPFDで表した光強度が暗期中断打ち切り

日に発菅が認められない PPFDの下限値に及ぼす

影響を調べて第 3-2表に示した。その結果，白熱

電球を用いた場合でも，試作した赤色電球形蛍光

ランプを用いた場合でも，発董が認められない

PPFDの下限値は，暗期中断時間が短くなるにし

たがって高くなった。また，発蕃が認められない

PPFDの下限値は，同じ暗期中断時間区で比較す

ると，白熱電球を用いた場合より試作した赤色電

球形蛍光ランプを用いた場合に低かった。このこ

とから，同じ暗期中断時間で比較すると，試作し

た赤色電球形蛍光ランプを用いた場合の方が白熱

電球を用いた場合より低い PPFDで花芽分化を抑

制できることが示された。‘なお，暗期中断打ち切

り日までに発菅した株でも，発蕃しなかった株で

も，開花時に貰生花などの品質低下した頭状花序

は認められなかった（データ略）。

次に，白熱電球と試作した赤色電球形蛍光ラン

プを用いた場合の暗期中断の時間と PPFDが到花

日数と花房の形状に及ぼす影響を調べて第 3-5

図に示した。その結果，白熱電球を用いた場合で

も，試作した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合

でも，いずれの暗期中断時間区においても，到花

日数は光源直下から遠くなって PPFDが低くなる

にしたがってほぼ一定の値を示した後，短くなっ

た。また，白熱電球を用いた暗期中断 5,4, 3,. 2 

時間区においても，試作した赤色電球形蛍光ラン

プを用いた暗期中断 5, 4, 3, 2, 1時間区におい

ても，光源直下から遠くなって PPFDが低くなる

にしたがって，花房の形状は商品価値の高い整っ

た花房の形状である円錐形から，商品価値の低い

花房の形状である凹形，平形の順に推移した。

方，白熱電球を用いた暗期中断 l時間区では，光

源直下から遠くなって PPFDが低くなるにしたが

って，花房の形状は商品価値の低い花房の形状で

ある凹形，平形の順に推移した。さらに，白熱電

球を用いた場合，商品価値の高い整った花房の形

状（円錐形）を示す PPFDの下限値は，暗期中断

5時間区では 0.23μmol・m・2・s内暗期中断4時間

区では 0.24μmol・m・2・s―1,暗期中断 3時間区では

0.33μmol・m・2・s内暗期中断 2時間区では 0.47μmol

• m-2. s-1であった。暗期中断 l時間区では，光源

直下でも商品価値の高い整った花房の形状（円錐

形）ではなかったため，商品価値の高い整った花

房の形状（円錐形）を示す PPFDの下限値が認め

られなかった。一方，試作した赤色電球形蛍光ラ

ンプを用いた場合，商品価値の高い整った花房の

形状（円錐形）を示す PPFDの下限値は，暗期中

断 5時間区では 0.13μmol・m・2・s・1,暗期中断 4時

間区では O.llμmol・m・2・s内暗期中断 3時間区で

は 0.19μmol・m・2・s―I;暗期中断 2時間区では

0.30μmol・m・2・s―［暗期中断 l時間区では 0.57μmol

・m・2・s―1であった。したがって，暗期中断 5, 4, 

3, 2時間区において，同じ暗期中断時間で比較す

ると，商品価値の高い整った花房の形状（円錐形）

を示す PPFDの下限値は， 白熱電球を用いた場合

より試作した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合

が低いことが示された。この理由としては，試作

した赤色電球形蛍光ランプの RIFR比が 30.9で，

白熱電球の 0.8と比較して 38.6倍高いことと，試

作した赤色電球形蛍光ランプに含まれる遠赤色光

量子束（波長範囲 700~800mn,以下同じ）の絶対

量が少ないことによるものと推察された。

第 3-5図から得られた，白熱電球と試作した赤

色電球形蛍光ランプを用いた場合の暗期中断時間

と商品価値の高い整った花房の形状（円錐形）を

示すPPFDの下限値との関係をまとめて第3-6図

A に示した。その結果，白熱電球を用いた場合，

暗期中断時間と商品価値の高い整った花房の形状

（円錐形）を示す PPFDの下限値との関係は y=

0.8264x―0.8448で近似でき，決定係数 (Rりは 0.9677

であった。一方，試作した赤色電球形蛍光ランプを

用いた場合，暗期中断時間と商品価値の高い整っ

た花房の形状（円錐形）を示す PPFDの下限値と

の関係は y=0.5751x―1.0399芍丘似でき，決定係数

(Rりは 0.9469であった。また，第 3-6図 Aか
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ら，白熱電球を用いた場合，暗期中断時間別に暗

期中断時間 (s) と商品価値の高い整った花房の形

状（円錐形）を示す PPFDの下限値 (μmol・m-2・

Sー1) との積の値，すなわち商品価値の高い整った

花房の形状（円錐形）を示す光量の下限値を求め

ると 3,384~4,140μmol・m-2(3,636.0土 172.0μmol

・m-2 (n=4)) と，ほぼ一定となった（第 3-3

表）。さらに，第 3-6図 Aから，試作した赤色

電球形蛍光ランプを用いた場合，暗期中断時間別

に商品価値の高い整った花房の形状（円錐形）を

示す光量の下限値を求めると l,584,..:,2,340μmol・

m-2 (2,037.6土125.0μmol・m-2(n=5)) と，ほぼ

一定となったことから（第 3-3表），暗期中断時

間と商品価値の高い整った花房の形状（円錐形）

を示す PPFDの下限値はほぼ反比例の関係にある

ことが示された。また，商品価値の高い整った花

房の形状（円錐形）を示す光量の下限値は，試作

した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合の方が白

熱電球を用いた場合より低いことが示された（第

3-3表）。

さらに，白熱電球と試作した赤色電球形蛍光ラ

ンプを用いた場合の暗期中断の時間と PPFDが開

花節数に及ぼす影響を調べて第 3-7図に示した。

その結果，白熱電球を用いた場合でも，試作した

赤色電球形蛍光ランプを用いた場合でも，いずれ

の暗期中断時間区においても，開花節数は光源直

下から遠くなって PPFDが低くなるにしたがって

ほぼ一定の値を示した後，短くなった。また，白

熱電球を用いた暗期中断 5,4, 3, 2時間区におい

ては，商品価値の高い整った花房の形状（円錐形）

を示す PPFDの下限値をほぼ境に，それより低い

PPFDでは開花節数が急激に減少した。白熱電球

を用いた暗期中断 l時間区においては， PPFDに

よる急激な開花節数の変化が認められなかった。

一方，試作した赤色電球形蛍光ランプを用いた暗

期中断 5, 4, 3, 2, 1時間区においては，商品価

値の高い整った花房の形状（円錐形）を示す PPFD

の下限値をほぼ境に，それより低い PPFDでは開

花節数が急激に減少した。これらの結果は，短日

処理開始時まで暗期中断によって花芽分化がほぼ

完全に抑制された後に，適切な花芽分化および発

達が行われると，商品価値の高い整った形状の花

房が形成されることを示しており，川田 (1978,

2005) の報告と一致していた。

2004年開花 (2年目）

スプレーギクの秋ギク型品種‘ゴールドストッ

クダークリネカー＇を用いた電照栽培による 3月

開花作型において，白熱電球と試作した赤色電球

形蛍光ランプを定植時から短日処理開始時までの

暗期中断用光源として用いた場合に，暗期中断の

時間と PPFDが暗期中断打ち切り日に発蕃が認め

られない PPFDの下限値に及ぼす影響（データ

略），白熱電球と試作した赤色電球形蛍光ランプ

を用いた場合の暗期中断の時間と PPFDが到花日

数と花房の形状に及ぼす影響（データ略），白熱

電球と試作した赤色電球形蛍光ランプを用いた場

合の暗期中断時間と商品価値の高い整った花房の

形状（円錐形）を示す PPFDの下限値との関係（第

3-6図B)' 白熱電球と試作した赤色電球形蛍光

ランプを用いた場合の暗期中断の時間と PPFDが

開花節数に及ぼす影響（データ略）は， 2003年開

花 (1年目）の実験結果とほぼ同じ傾向であるこ

とが認められた。

以上の結果，スプレーギクの秋ギク型品種‘ゴ

ールドストックダークリネカー＇を用いた 2か年

の実験においてほぼ同様の結果を得ることができ

たので，試作した赤色電球形蛍光ランプは，定植

時から短日処理開始時までの暗期中断用光源とし

て利用できることが示されるとともに，再現性が

あると認められた（第 3-6図）。

実験 2 夏秋ギク型品種を用いた電照栽培によ

る 10月開花作型の開花と花房の形状

に及ぼす暗期中断の時間と光強度の

影響

2003年開花 (1年目）

スプレーギクの夏秋ギク型品種‘コイアローム

＇を用いた電照栽培による 10月開花作型におい

て，白熱電球と試作した赤色電球形蛍光ランプを

定植時から短日処理開始時までの暗期中断用光源

として用いた場合に，暗期中断の時間と PPFDで

表した光強度が暗期中断打ち切り日に発蓄が認め

られない PPFDの下限値に及ぼす影響を調べて第

3-4表に示した。その結果，白熱電球を用いた暗

期中断 4時間区では，発菅が認められない PPFD

の下限値は 0.40μmol・m-2・s―1であった。一方，試

作した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合，発箭

が認められない PPFDの下限値は，暗期中断時間

が短くなるにしたがって高くなった。また，発管

が認められない PPFDの下限値は，暗期中断 4時

間区で比較すると，白熱電球を用いた場合より試
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作した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合に低か

った。このことから，同じ暗期中断時間で比較する

と，試作した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合

の方が白熱電球を用いた場合より低い PPFDで花

芽分化を抑制できることが示された。なお，暗期

中断打ち切り日までに発菅した株でも，発蓄しな

かった株でも，開花時に貰生花などの品質低下し

た頭状花序は認められなかった（データ略）。

次に，白熱電球と試作した赤色電球形蛍光ラン

プを用いた場合の暗期中断の時間と PPFDが到花

日数と花房の形状に及ぼす影響を調べて第 3-8

図に示した。その結果，白熱電球を用いた場合で

も，試作した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合

でも，いずれの暗期中断時間区においても，到花

日数は光源直下から遠くなって PPFDが低くなる

にしたがってほぼ一定の値を示した後，短くなっ

た。また，白熱電球を用いた暗期中断 4時間区に

おいても，試作した赤色電球形蛍光ランプを用い

た暗期中断 6, 5, 4, 3, 2時間区においても，光

源直下から遠くなって PPFDが低くなるにしたが

って，花房の形状は商品価値の高い整った花房の

形状である円筒形から，商品価値の低い花房の形

状である平形の順に推移した。一方，試作した赤

色電球形蛍光ランプを用いた暗期中断 l時間区で

は，光源直下でも，光源直下から遠くなって PPFD

が低くなっても，花房の形状は商品価値の低い花

房の形状である平形であった。さらに，白熱電球

を用いた暗期中断 4時間区では，商品価値の高い

整った花房の形状（円筒形）を示す PPFDの下限

値は 0.56μmol・m-2・s―1であった。一方，試作した

赤色電球形蛍光ランプを用いた場合，商品価値の

高い整った花房の形状（円筒形）を示す PPFDの

下限値は，暗期中断 6時間区では 0.25μmol・m-2

• s-1' 暗期中断 5時間区では 0.30μmol・m-2・s―1,

暗期中断 4時間区では 0.36μmol・m-2・s―1, 暗期中

断 3時間区では 0.45μmol・m-2・s内暗期中断 2時

間区では 0.64μmol・m-2・s-1であった。暗期中断 1

時間区では，光源直下でも商品価値の高い整った

花房の形状（円筒形）ではなかったため，商品価

値の高い整った花房の形状（円筒形）を示す PPFD

の下限値が認められなかった。したがって，暗期中

断 4時間区において，商品価値の高い整った花房

の形状（円筒形）を示す PPFDの下限値は，白熱

電球を用いた場合より試作した赤色電球形蛍光ラ

ンプを用いた場合が低いことが示された。この理

由としても，試作した赤色電球形蛍光ランプの

RJFR比が白熱電球と比較して 38.6倍高いことと，

試作した赤色電球形蛍光ランプに含まれる遠赤色

光量子束の絶対量が少ないことによるものと推察

された。

第 3-8図から得られた，白熱電球と試作した赤

色電球形蛍光ランプを用いた場合の暗期中断時間

と商品価値の高い整った花房の形状（円筒形）を

示すPPFDの下限値との関係をまとめて第 3-9図

A に示した。その結果，試作した赤色電球形蛍光

ランプを用いた場合，暗期中断時間と商品価値の

高い整った花房の形状（円筒形）を示す PPFDの

下限値との関係は y=l.144x―0.8376で近似でき，決

定係数 (Rりは 0.998であった。また，第 3-9図

Aから，白熱電球を用いた暗期中断 4時間区の場

合，暗期中断時間 (s) と商品価値の高い整った花

房の形状（円筒形）を示す PPFDの下限値 (μmol

・m-2・s―1) との積の値，すなわち商品価値の高い

整った花房の形状（円筒形）を示す光量の下限値

を求めると 8,064μmol・m―2(n= 1) となった（第

3-5表）。さらに，第 3-9図 Aから，試作した

赤色電球形蛍光ランプを用いた場合，暗期中断時

間別に商品価値の高い整った花房の形状（円筒形）

を示す光量の下限値を求めると 4,608~5,400μmol

・m-2 (5,090.4土 155.9μmol・m-2(n=5)) と，ほ

ぼ一定となったことから（第 3-5表），暗期中断

時間と商品価値の高い整った花房の形状（円筒形）

を示す PPFDの下限値はほぼ反比例の関係にある

ことが示された。また，商品価値の高い整った花

房の形状（円筒形）を示す光量の下限値は，試作

した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合の方が白

熱電球を用いた場合より低いことが示された（第

3-5表）。

さらに，白熱電球と試作した赤色電球形蛍光ラ

ンプを用いた場合の暗期中断の時間と PPFDが開

花節数に及ぼす影響を調べて第 3-10図に示し

た。その結果，白熱電球を用いた場合でも，試作

した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合でも，い

ずれの暗期中断時間区においても，開花節数は光

源直下から遠くなって PPFDが低くなるにしたが

ってほぼ一定の値を示した後，短くなった。また，

白熱電球を用いた暗期中断 4時間区においては，

商品価値の高い整った花房の形状（円筒形）を示

す PPFDの下限値をほぼ境に，それより低い PPFD

では開花節数が急激に減少した。一方，試作した
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赤色電球形蛍光ランプを用いた暗期中断 6,5, 4, 

3, 2時間区においても，商品価値の高い整った花

房の形状（円筒形）を示す PPFDの下限値をほぼ

境に，それより低い PPFDでは開花節数が急激に

減少した。試作した赤色電球形蛍光ランプを用い

た暗期中断 l時間区においては， PPFDによる急

激な開花節数の変化が認められなかった。これら

の結果も，短日処理開始時まで暗期中断によって

花芽分化がほぼ完全に抑制された後に，適切な花

芽分化および発達が行われると，商品価値の高い

整った形状の花房が形成されることを示してお

り，川田 (1978, 2005) の報告と一致していた。

2004年開花 (2年目）

スプレーギクの夏秋ギク型‘コイアローム＇を

用いた電照栽培による 10月開花作型において，白

熱電球と試作した赤色電球形蛍光ランプを定植時

から短日処理開始時までの暗期中断用光源として

用いた場合に，暗期中断の時間と PPFDが暗期中

断打ち切り日に発菅が認められない PPFDの下限

値に及ぼす影響（データ略），白熱電球と試作し

た赤色電球形蛍光ランプを用いた場合の暗期中断

の時間と PPFDが到花日数と花房の形状に及ぼす

影響（データ略），白熱電球と試作した赤色電球

形蛍光ランプを用いた場合の暗期中断時間と商品

価値の高い整った花房の形状（円筒形）を示す

PPFDの下限値との関係（第 3_:9図B)' 白熱電

球と試作した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合

の暗期中断の時間と PPFDが開花節数に及ぼす影

響（データ略）は， 2003年開花 (1年目）の実験

結果とほぼ同じ傾向であることが認められた。

以上の結果，スプレーギクの夏秋ギク型品種‘

コイアローム’を用いた 2か年の実験においてほ

ぼ同様の結果を得ることができたので，試作した

赤色電球形蛍光ランプは，定植時から短日処理開

始時までの暗期中断用光源として利用できること

が示されるとともに，再現性があると認められた

（第 3-9図）。

また，本章• 本節の実験 1および実験 2の結果

から，寒冷地におけるスプレーギクの秋ギク型品

種および夏秋ギク型品種を用いた電照栽培におい

て，試作した赤色電球形蛍光ランプは，定植時か

ら短日処理開始時までの暗期中断用光源として利

用できることが明らかとなった。

実験 3 暗期中断用光源としての経済性

暗期中断用光源として，白熱電球（商品名；電

照ランプアルミ反射膜， DENS

100V75WER80K, lOOV 75W, 東芝ライテック（株），

第 3-1図A)と，試作した赤色電球形蛍光ランプ

(lOOV 21W, 東芝ライテック（株），第 3-1図

B) を用いた場合について 10a当たり・ 1年当たり

の電力費を試算して第 3-6表に示した。その結

果，白熱電球を用いた場合の 10a当たり・ 1年当

たりの電力費は，通常電力の場合 101,601円で，

深夜電力の場合 33,867円となった。一方， 試作

した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合の 10a当

たり・ 1年当たりの電力費は，通常電力の場合

28,458円で，深夜電力の場合 9,486円となった。

したがって，白熱電球を用いた場合の電力脅と比

較して，試作した赤色電球形蛍光ランプを用いた

場合の電力費は，通常電力の場合でも，深夜電力

の場合でも，約 28%(約 72%の削減）になると計

算された。

スプレーギクの秋ギク型品種‘ゴールドストッ

クダークリネカー＇を用いた栽培において，商品

価値の高い整った花房の形状を示す PPFDの下限

値は，試作した赤色電球形蛍光ランプを用いて定

植時から短日処理開始時まで 1時間の暗期中断を

行った場合でも示されたが（第 3-6図），白熱電

球を用いて 1時間の暗期中断を行った場合では示

されなかった（第 3-6図）。このことから，暗期

中断用光源として試作した赤色電球形蛍光ランプ

を用いると，白熱電球を用いる場合より暗期中断

時間を短縮できることが示された。

本章•本節の実験 1 および実験 2 の結果，試作

した赤色電球形蛍光ランプを用いて 1時間の暗期

中断を行った場合，商品価値の高い整った花房の

形状を示す PPFDの下限値は，スプレーギクの秋

ギク型品種‘ゴールドストックダークリネカー'

を用いた場合においては示されたが（第 3-6図），

夏秋ギク型品種‘コイアローム’を用いた場合に

おいては示されなかった（第 3-9図）。さらに，

暗期中断用光源として試作した赤色電球形蛍光ラ

ンプを用いた場合，商品価値の高い整った花房の

形状を示す光量の下限値は，夏秋ギク型品種‘コ

イアローム＇を用いた場合の方が秋ギク型品種‘

ゴールドストックダークリネカー＇を用いた場合

より著しく高かったので（第 3-3表，第 3-5表），

夏秋ギク型品種における暗期中断には，秋ギク型

品種より高い光量を必要とすると推定されている

-37-



宮城県農業・園芸総合研究所研究報告 第 84号 (2016年）

こと（川田， 2005)を裏付けていると考えられた。

Borthwicら (1952) によって，はじめて赤／遠赤

色光の光可逆性が提唱されたフィトクロームは，

植物界に広く認められる色素タンパク質で，赤色

(R) I遠赤色 (FR) 光の光受容体として発芽，茎

伸長，開花など，様々な光形態形成反応において

中心的な役割を果たしている（山田， 2010)。短

日植物の花芽形成の光周性にはフィトクロームが

関与しており，暗期中断には赤色光の低光量反応

が有効であると言われている（金山， 2009)。ス

プレーギクの秋ギク型品種‘ゴールドストックダ

ークリネカー＇ を用いた栽培においても，夏秋ギ

ク型品種‘コイアローム＇を用いた栽培において

も，第 3-6図と第 3-9図の結果から，試作した

赤色電球形蛍光ランプを用いた場合，暗期中断時

間と商品価値の高い整った花房の形状を示す

PPFDの下限値はほぼ反比例の関係にあったので，

ブンセンーロスコーの相反則（長谷， 2009;篠村，

2001 ; Silverthorne, 2004, ; 以下，相反則と略す）

が成り立っているものとみられた。

スプレーギクの生産においては，同一施設内に

おいて多数の品種を栽培することが一般的であ

る。品種によって暗期中断の光強度に対する感受

性に差があると考えられることから（岡田， 1963),

今後，より多くの秋ギク型品種および夏秋ギク型

品種について，赤色電球形蛍光ランプの処理によ

る商品価値の高い整った花房の形状を示す PPFD

および光量の下限値を明らかにする必要がある。

本章の研究で用いた赤色電球形蛍光ランプは，

試作品であるものの白熱電球用のソケットにその

まま用いることができる。また，本章・本節の実

験 3の結果から，試算した 10a当たり・ 1年当た

りの総電力量および電力費については，試作した

21Wの赤色電球形蛍光ランプを用いた場合， 75W

の白熱電球を用いた場合と比較して約 28%(約

72%の削減）になること（第 3-6表），また，製

品化された 23Wの電球色電球形蛍光ランプを用

いた場合と比較して約 91%(約 9%の削減）にな

ること（第 2-7表，第 3-6表），さらに， 400W

の高圧ナトリウムランプを用いた場合と比較して

約 59%(約 41%の削減）になることが明らかとな

った（第 1-9表，第 3-6表）。このことから，

赤色電球形蛍光ランプは，スプレーギクの栽培に

おいて白熱電球よりも消費電力量および電力費を

低減できる暗期中断用光源であると考えられた。
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A 白熱電球

（商品名 ；電照ランプアルミ反射膜，

DENS!OOV75WER80K, !OOV 75W, 

東芝ライテック （株） ）

第3-1図．処理に用いた光源．

第3-1表．処理に用いた光源の光出力特性

B
 

赤色電球形蛍光ランプ

（試作品，!OOV21W,

東芝ライテック （株 ））

光源 消費電力全光束
光贔子束 (μmo!・ s・1)

R/FRW定格寿命
400-700nm 600-700nm 700-SOOnm 

(W) (lin) (PPF勺 (Rり (FRX) (h) 

白熱電球 75 940 18.5 11.6 15.2 

赤色電球形蛍光ランプ 21 323 14.2 13.0 0.4 

0.8 1,000 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

30.9 4,000 

z 光合成有効光量子束の略．

y 赤色光量子束の略．

x 遠赤色光贔子束の略．

w 波長範囲600-700nmの光量子束／波長範囲700-800nmの光最子束の略．

ーー 白熱電球

ー 赤色電球形蛍光ランプ

゜゚
4
 

0
0
8
0
6
0
4
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0
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（
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）
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皿
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第3-2図 処理に用いた光源の分光分布特性

白熱電球と赤色電球形蛍光ランプにおける

光量子束の最大値を100%として表示．
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第3-3図．処理に用いた光源の配光特性．
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第3-4図．処理に用いた光源からの距離とPPFDとの関係．
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第3-2表．秋ギク型品種‘ゴールドストックダークリネカー＇を用いた電照栽培

による3月開花作型において白熱電球と赤色電球形蛍光ランプを用いた

場合の暗期中断の時間とPPFDが暗期中断打ち切り日に発菅が認められ

ないPPFDの下限値に及ぼす影響 (2003年開花 (1年目））．

光源

白熱電球

赤色電球形蛍光ランプ

暗期中断時間
発蕃が認めらない

PPFDの下限値z

（時間） (!:!Q!Ol・m-2 ・s -1 2 
5時間 0.12 

4時間 0.14 

3時間 0.20 

2時間 0.25 

．1．．時．間．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1.06 
5時間 0.05 

4時間 0.06 

3時間 0.13 

2時間 0.18 

1時間 0.27 
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白熱電球 赤色電球形蛍光ランプ
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第3-5図．秋ギク型品種‘ゴールドストックダークリネカー＇を用いた電照栽培による

3月開花作型において白熱電球と赤色電球形蛍光ランプを用いた場合の暗期中断

の時間とPPFDが到花日数と花房の形状に及ぼす影響 (2003年開花 (1年目））．

z暗期中断打ち切り日から開花日までの日数．

y白熱電球を用いた場合でも，赤色電球形蛍光ランプを用いた場合でも，光源

直下から15cm間隔で栽培ベッド面の水平面照度を測定し，換算係数を乗じて

求めた値．

x縦破線は商品価値の高い整った花房の形状（円錐形）を示すPPFDの下限値．
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第3-6図．秋ギク型品種‘ゴールドストックダークリネカー＇を用いた電照栽培に

よる3月開花作型において白熱電球と赤色電球形蛍光ランプを用いた場合の

暗期中断時間と商品価値の高い整った花房の形状を示すPPFDの下限値との

関係．

第3-3表．秋ギク型品種‘ゴールドストックダークリネカー＇を用いた電照栽培

による3月開花作型において白熱電球と赤色電球形蛍光ランプを用いた

暗期中断時間別の商品価値の高い整った花房の形状を示す光量の下限値

(2003年開花 (1年目））．

商品価値の高い整った花房の形状

を示す光量の下限値z

（時間） (μmo!・m"2) 

5時間 4,140 

4時間 3,456 

3時間 3,564 

2時間 3,384 

1時間...... ・---・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ —···························· —...................... ー・＿．．．．．．．．．—..._____.: ごこ．．．．．．．．．．．．＿．．．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．＿．．．．．
5時間 2,340 

4時間 1,584 

3時間 2,052 

2時間 2,160 

1時間 2,052 

z暗期中断時間 (s)と商品価値の高い整った花房の形状（円錐形）を示す

PPFDの下限値 (μmo!・m・2・s・1)との積の値．

光源 暗期中断時間

白熱電球

赤色電球形蛍光ランプ
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第3-7図秋ギク型品種‘ゴールドストックダークリネカー＇を用いた電照栽培による

3月開花作型において白熱電球と赤色電球形蛍光ランプを用いた場合の暗期中断

の時間とPPFDが開花節数に及ぼす影響 (2003年開花 (1年目））．

z白熱電球を用いた場合でも，赤色電球形蛍光ランプを用いた場合でも，光源

直下から 15cm間隔で栽培ベッド面の水平面照度を測定し，換算係数を乗じて

求めた値．

y縦破線は商品価値の高い整った花房の形状（円錐形）を示すPPFDの下限値．
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第3-4表．夏秋ギク型品種‘コイアローム＇を用いた電照栽培による 10月開花作型

において白熱電球と赤色電球形蛍光ランプを用いた場合の暗期中断の時間

とPPFDが暗期中断打ち切り日に発奮が認められないPPFDの下限値に及ぼ

す影響 (2003年開花 (1年目））．

光源

白熱電球

赤色電球形蛍光ランプ

暗期中断時間

竺
4時間............... 
6時間
5時間

4時間

3時間

2時間

1時間

発菅が認めらない

PPFDの下限値z

(μmol・m-2・s-1) 

0.40 
．．．．．．．．．， 
0.13 

0.23 

0.25 

0.30 

0.41 

0.71 

z
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第3-8図．夏秋ギク型品種‘コイアローム’を用いた電照栽培による 10月開花作型

において白熱電球と赤色電球形蛍光ランプを用いた場合の暗期中断の時間

とPPFDが到花日数と花房の形状に及ぼす影響 (2003年開花 (1年目））．

z暗期中断打ち切り日から開花日までの日数．

y白熱電球を用いた場合でも，赤色電球形蛍光ランプを用いた場合でも，

光源直下から 15cm間隔で栽培ベッド面の水平面照度を測定し，換算係数

を乗じて求めた値．

x縦破線は商品価値の高い整った花房の形状（円筒形）を示すPPFDの下限

値．

-46-



佐々木厚．寒冷地のスプレーギク栽培に適した暗期中断用各種光源の利用可能性に関する研究

A 

8

6

4

2

 

0

0

 

0
 

0
 

(
l
'
s
 • 

z
 ,

 w. 1
o
w
l
i
)

華
虚
~
;
:
l
_
C
O
C
T
d
d
d

ヤ
爬
如
＃
、
ま
S
塾
紺
uだ
ぃ
誤
r

ニ恒

e廻
垣
唱
恒

2003年開花 (1年目）

〇白熱電球

● 赤色電球形蛍光ランプ

゜
y = 1.144x-0.8376 

R2=0.998 

゜゚
ー 2 3 4 5 

暗期中断時間（時間）

6
 

B
 

8

6

4

2

 

0

0

 

0
 

0
 

(
l
'
s
 • 
l: 

,
u
l
.
I
o
u
m
)
垣虚
i

」_（
t
>
G
i
f
d
d

ャ
柏
如
萎
途

e塾
世
uだ
ぃ
鋸
/
>
恒

S
垣
垣
ag恒

2004年開花 (2年目）

〇白熱電球

● 赤色電球形蛍光ランプ

゜
y = l.3326x-0.93os 

R2= 0.9908 

゜゚ 2
 

3
 

4
 

5
 

6
 暗期中断時間（時間）

第3-9図．夏秋ギク型品種‘コイアローム’を用いた電照栽培による 10月開花作型

において白熱電球と赤色電球形蛍光ランプを用いた場合の暗期中断時間と

商品価値の高い整った花房の形状を示すPPFDの下限値との関係．

第3-5表．夏秋ギク型品種‘コイアローム’を用いた電照栽培による 10月開花作型

において白熱電球と赤色電球形蛍光ランプを用いた暗期中断時間別の商品

価値の高い整った花房の形状を示す光量の下限値 (2003,年開花 (1年目））．

商品価値の高い整った花房の形状

を示す光量の下限値z

（時間） (μmol・m行

白熱電球 4時間 8,064 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
6時間 5,400 

5時間 5,400 

4時間 5,184 

3時間 4,860 

2時間 4,608 

1時間 一

光源 暗期中断時間

赤色電球形蛍光ランプ

z 暗期中断時間 (s)と商品価値の高い整った花房の形状（円筒形）を示す

PPFDの下限値 (μmol・m-2・s-1)との積の値．
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第3-10図．夏秋ギク型品種‘コイアローム’を用いた電照栽培による 10月開花作型

において白熱電球と赤色電球形蛍光ランプを用いた場合の暗期中断の時間

とPPFDが開花節数に及ぼす影響 (2003年開花 (1年目））．

z白熱電球を用いた場合でも，赤色電球形蛍光ランプを用いた場合でも，

光源直下から15cm間隔で栽培ベッド面の水平面照度を測定し，換算係数

を乗じて求めた値．

y縦破線は商品価値の高い整った花房の形状（円筒形）を示すPPFDの下限値．

-48-



佐々木厚．寒冷地のスプレーギク栽培に適した暗期中断用各種光源の利用可能性に関する研究

第3-6表．白熱電球と試作品の赤色電球形蛍光ランプを用いた場合の経済性比較

(10a当たり・ 1年当たりの試算）．

白熱電球z 赤色電球形蛍光ランプy

光源数（灯） 112 112 

光源の消費電力 (W) 75 21 

総電力量X(kWh) 3,763 1,054 (白熱電球の28.0%)

電力費w(円） 通常電力 101,601 28,458 (白熱電球の28.0%)

深夜電力 33,867 9,486 (白熱電球の28.0%)

z市販品の白熱電球（商品名；電照用ランプアルミ反射膜， DENS100V75WER

80K, lOOV 75W, 東芝ライテック（株））と設定

y 試作品の赤色電球形蛍光ランプ (100V21W, 東芝ライテック（株））と設定．

x 白熱電球を用いた場合でも，赤色電球形蛍光ランプを用いた場合でも， 1年

当たりの暗期中断時間の合計を448時間 (3.5作）と設定．

w 通常電力料金を27円/kWh, 深夜電力料金を9円/kWhと設定．
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第4章赤色LED光源の利用可能性

緒 言

第 3章では，スプレーギクの秋ギク型品種‘ゴ

ールドストックダークリネカー＇を用いた電照栽

培による 3月開花作型においても，夏秋ギク型品

種‘コイアローム＇を用いた電照栽培による 10月

開花作型においても，定植時から短日処理開始時

まで同じ暗期中断時間で比較すると，商品価値の

高い整った花房の形状を示す PPFDの下限値は，

試作した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合の方

が白熱電球を用いた場合より低いことが明らかに

された。また，秋ギク型品種‘ゴールドストック

ダークリネカー＇を用いた電照栽培による 3月開

花作型において，試作した赤色電球形蛍光ランプ

を用いた場合，白熱電球を用いた場合より暗期中 試作した赤色 LED光源を用いた場合の経済性を

断時間を短縮できることも示された。さらに，秋 調べ，白熱電球の場合と比較することとした。な

ギク型品種‘ゴールドストックダークリネカー'

を用いた電照栽培による 3月開花作型において

も，夏秋ギク型品種‘コイアローム＇を用いた電

照栽培による 10月開花作型においても，試作した

赤色電球形蛍光ランプを用いた場合に，暗期中断

時間と商品価値の高い整った花房の形状を示す

PPFDの下限値はほぼ反比例の関係にあったので，

相反則が成り立っているものとみられた。

LEDは，単色光を得やすい光源として植物分野

の研究で注目されている。 LEDの特徴として，①

消費電力が少ない，②寿命が長い，③単色光が得

られる，④光源の大きさが小さい，⑤放射熱量が

少ない，⑥点灯方法が簡単である，⑦近接照射で

高い光強度が得られることがあげられている（内

田・田澤， 2006)。さらに，⑧様々・な波長（単色

光）のタイプがある，⑨光強度の調節が容易，⑩

パルス照射（間欠照明）ができることなども特徴

にあげられているので（後藤， 2005) , LEDは，

スプレーギク栽培においても有望な白熱電球の代

替光源として期待されている。

ところで，第 3章で供試した赤色電球形蛍光ラ

ンプには，スプレーギクの暗期中断に効果が高い

と言われる赤色光（波長範囲 600~700nm)のほか

に，わずかに青色光（波長範囲 400~500nm), 黄

色光部分を含む緑色光（波長範囲 500~600nm) , 

遠赤色光（波長範囲 700~800nm)も含まれている。

スプレーギクの暗期中断には，赤色光の中でも

660nm付近の効果が高いと言われているので（樋

口， 2002;今西， 2000;小西， 1982), ピーク波

長が 660nm付近である赤色 LEDを照射すること

により，試作した赤色電球形蛍光ランプを含めた

ほかの光源を用いた場合以上に省エネルギーおよ

び低コスト生産が可能になると考えられる。

そこで，本章では，スプレーギクの栽培に適す

る暗期中断用として赤色 LED(ピーク波長：660nm 

付近）を実装したパネル状の赤色 LED光源を試作

し，宮城県を含めた寒冷地におけるスプレーギク

の栽培において，試作した赤色 LED光源が定植時

から短日処理開始時までの暗期中断用光源として

利用できるかどうかを検討しようとした。さらに，

お，赤色 LED光源の試作品は東芝ライテック（株）

と共同開発したものであることから，本章におい

ては，その性能を第 1節において参考資料として

掲載することとした。

第 1節赤色LED光源の試作

スプレーギクの栽培に適する暗期中断用光源と

して，パネル状の赤色 LED光源を東芝ライテック

（株）と共同で試作した（第 4-1図B)。

材料および方法

試作したパネル状の赤色 LED光源は，ヒ°ーク波

長が 660nm付近であり，消費電力を 6.7W前後に

設定したもの（砲弾型赤色 LEDを216個実装した

縦 21.ScmX横 21.5cmのパネルを 2枚連結）であ

る。

結果および考察

試作した赤色 LED光源の分光分布特性を第 4-

2図に示した。

第 2節 赤色LED光源の暗期中断用光源とし

ての利用可能性

本節では，スプレーギクの秋ギク型品種を用い

た電照栽培による 3~4月開花作型と夏秋ギク型

品種を用いた電照栽培による 10月開花作型にお

いて，試作した赤色 LED光源を定植時から短日処

理時開始時までの暗期中断用光源として用いた場

合に，暗期中断の時間と PPFDが開花と花房の形
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状に及ぼす影響を調べ，白熱電球を用いた場合と

比較した。さらに，周年栽培を行う場合，暗期中

断用光源として試作した赤色 LED光源を用いた

場合の経済性を調べ，白熱電球を用いた場合と比

較した。

材料および方法

実験 1 秋ギク型品種を用いた電照栽培による

3~4月開花作型の開花と花房の形状

に及ぼす暗期中断の時間と光強度の影

響

供試材料

材料には，スプレーギクの秋ギク型品種‘ゴー

ルドストックダークリネカー＇を供試した。処理

開始前の親株管理時期と育苗時期の花芽分化を抑

制する目的で，白熱電球（商品名；電照ランプア

ルミ反射膜， DENS100V75WER80K, lOOV 75W, 

東芝ライテック（株），第 4-1図A,第 4-2図，

R/FR比=0.8) を，親株ベッドと挿し芽ベッドに

おいて第 1章の実験 1と同様に設置し，それぞれ

第 1章の実験 1と同じ時間の暗期中断を行った。

実験は，宮城県名取市にある宮城県農業・園芸

総合研究所のガラス温室内で， 2008年開花 (1年

目）の実験と 2009年開花 (2年目）の実験を行っ

た。いずれの年も，白熱電球を用いた区について

は幅 1.6mX長さ 8.9m, 試作した赤色 LED光源を

用いた区については幅 1.6mX長さ 4.5mを1つの

処理区の広さとし，周囲を幅 2.0m,厚さ 0.075mm

のシルバーポリフィルムで覆い， 日没前と日の出

後に開閉した。その中に，白熱電球を用いた区に

ついては幅 0.6m, 長さ 8.lmの栽培ベッドを，試

作した赤色 LED光源を用いた区については幅

0.6m, 長さ 4.lmの栽培ベッドを，南北方向に作っ

て，両側に 50cmの幅で通路を設けた。 2008年開

花 (1年目）の実験では， 2007年 11月 30日に挿

し芽し， 12月 14日に栽培ベッドの中央部に株間

15cmの 1条植えで，白熱電球を用いた区について

は 52株，試作した赤色 LED光源を用いた区につ

いては 26株定植して，白熱電球と試作した赤色

LED光源を用いて，暗期中断を開始した。 12月

28日に摘心し， l株当たり側枝を 2本伸ばした。

2008年 1月 25日に暗期中断を打ち切って，その

後は自然日長の短日条件下で栽培した。 2009年開

花 (2年目）の実験では， 2008年 12月 25日に挿

し芽し， 2008年開花 (1年目）の実験と同様に 2009

年 1月 15日に定植して，白熱電球と試作した赤色

LED光源を用いて，暗期中断を開始した。 1月 29

日に摘心し， 2008年開花 (1年目）の実験と同様

に仕立てた。 2月 26日に暗期中断を打ち切って，

その後は自然日長の短日条件下で栽培した。いず

れの年も，暗期中断の処理期間中は最低気温16℃,

暗期中断打ち切り後は最低気温 18℃で管理した。

いずれの年も，基肥として， 10a当たり成分量で

窒素 (N)10kg, リン酸 (PzOs)10kg, カリ (K20)

10kgを施用し，追肥は行わなかった。

処理区の設定

暗期中断用光源には，対照として白熱電球（商

品名；電照ランプアルミ反射膜， DENS100V75W

ER80K, lOOV 75W, 東芝ライテック（株），第 4

-1図 A, 第 4-2図， R/FR比=0.8) と，比較と

して試作した赤色 LED光源 (100V6.7W, 東芝ラ

イテック（株），第 4-1図B, 第 4-2図， RJFR

比=1315.3) を用い，それぞれ栽培ベッドの北端

に位置する植物体の直上に，栽培ベッド面から

1.7mの高さで 1灯設置した。白熱電球を用いた処

理では，定植時から短日処理開始時までの暗期中

断を 4時間 (22:00~2:00)行う区を設けた。試作

した赤色 LED光源を用いた処理では，暗期中断時

間を 5時間 (21:30~2:30), 4時間 (22:00~2:00), 

3ff寺間 (22:30~1:30), 2時間 (23:00~1:00) , 1 

時間 (23:30~0:30)行う区を設けた。

白熱電球を用いた暗期中断時の光強度を表した

PPFDについては，第 1章の実験 1と同じ照度セ

ンサーをライトメーターに接続して，光源直下か

ら 15cm間隔で，栽培ベッド面において水平面照

度を測定し，換算係数（東芝ライテック（株）で

計算，内部資料）を乗じて求めた。試作した赤色

LED光源を用いた暗期中断時の光強度を表した

PPFDについては，波長範囲 400~800nm測定用セ

ンサーをパワーメーター（オプトメーターP9710,

Gigahertz-Optik Inc.)に接続して，処理区ごとに光

源直下から 15cm間隔で栽培ベッド面の水平面放

射照度を測定し，換算係数（東芝ライテック（株）

で計算，内部資料）を乗じて求めた。その結果，

光源からの距離と PPFDとの関係について暗期中

断4時間区を例として第 4-3図に示した。また，

試作した赤色 LED光源を用いた場合のいずれの

暗期中断時間区においても，光源からの距離と

PPFDとの関係は暗期中断 4時間区の場合とほぼ

同様の光強度であった（データ略）。白熱電球の

光源直下での PPFDは 1.14μmol・m-2・s―I (n= 1) 
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で，試作した赤色 LED光源の光源直下での PPFD

は2.88士O.Olμmol・m-2・s-1(n=5) であった。

開花・切り花品質の調査

それぞれの供試株について，側枝を 2本ずつに

仕立て，そのうちで長い方の側枝について，暗期中

断打ち切り日までの発菅の有無，開花日，到花日

数，開花日における花房の形状，開花節数を調査

した。開花日の判定と花房の形状の判定（第 1-3

図）は，第 1章の実験 1と同様に行った。到花日

数は，暗期中断打ち切り日から開花日までの日数

とした。なお，供試品種‘ゴールドストックダー

クリネカー＇での商品価値の高い整った花房の形

状は円錐形とされている。さらに，花房の形状と

PPFDとの関係から，商品価値の高い整った花房

の形状を示す最も低い PPFDの値を調べ，商品価

値の高い整った花房の形状を示す PPFDの下限値

と表した。

実験 2 夏秋ギク型品種を用いた電照栽培によ

供試材料

る 10月開花作型の開花と花房の形状

に及ぼす暗期中断の時間と光強度の影

響

材料には，スプレーギクの夏秋ギク型品種‘コ

イアローム＇を供試した。処理開始前の親株管理

時期と育苗時期の花芽分化を抑制する目的で，本

章•本節の実験 1 と同様の白熱電球を，親株ベッ

ドと挿し芽ベッドにおいて本章• 本節の実験 1と

同様に設置し，それぞれ夏秋ギク型品種の場合に

標準とされている 5時間 (21:30~2:30) の暗期中

断を行った。

2007年開花 (1年目）の実験と 2008年開花 (2

年目）の実験を行った。いずれの年も，実験場所，

処理区の面積，定植の方法，仕立ての方法は，本

章•本節の実験 1 と同様とした。 2007 年開花 (1

年目）の実験では， 2007年 6月 21日に挿し芽し，

7月 5日に定植して，白熱電球と試作した赤色LED

光源を用いて，暗期中断を開始した。 7月 19日に

摘心し， 8月 16日に暗期中断を打ち切って，その

後は夏秋ギク型品種が短日として反応する自然日

長下で栽培した。 2008年開花 (2年目）の実験で

は， 2008年 7月 9日に挿し芽し， 7月 23日に定植

して，白熱電球と試作した赤色 LED光源を用い

て，暗期中断を開始した。 8月 6日に摘心し， 9月

3 日に暗期中断を打ち切って，その後は夏秋ギク

型品種が短日として反応する自然日長下で栽培し

た。いずれの年も，栽培期間中は最低気温 16℃で

管理した。いずれの年も，施肥は，本章• 本節の

実験 1と同様に行った。

処理区の設定

暗期中断用光源には，本章• 本節の実験1と同

じ光源を用いて，本章•本節の実験 1 と同様に設

置した。白熱電球を用いた処理では，定植時から

短日処理開始時までの暗期中断を 5時間 (21:30~

2:30)行う区を設け，試作した赤色 LED光源を用

いた処理では，暗期中断を 6時間 (21:00~3:00), 

5時間 (21:30~2:30) , 4時間 (22:00~2:00), 3 

時間 (22:30~1:30), 2時間 (23:00~1:00) , 1 

時間 (23:30~0:30)行う区を設けた。また，白熱

電球と試作した赤色 LED光源を用いた暗期中断

時の光強度を表した PPFD については，本章• 本

節の実験 1と同様に求めたが，白熱電球と試作し

た赤色 LED光源を用いた場合のいずれの暗期中

断時間区においても，本章• 本節の実験 1とほぼ

同様の光強度であった（データ略）。

開花・切り花品質の調査

それぞれの供試株について，本章•本節の実験

1と同様に，側枝を 2本ずつに仕立て，そのうち

で長い方の側枝について，暗期中断打ち切り日ま

での発菅の有無，開花日，到花日数，開花日にお

ける花房の形状，開花節数を調査した。なお，供

試品種‘コイアローム’での商品価値の高い整っ

た花房の形状は円筒形とされている。さらに，本

章•本節の実験 1 と同様に，商品価値の高い整っ

た花房の形状を示す PPFDの下限値を調べた。

実験 3 暗期中断用光源としての経済性

試作した赤色 LED光源は，まだ値段がつけられ

ていない。そこで，白熱電球を用いた場合と，試

作した赤色 LED光源を用いた場合について電力

費を試算することにした。経済性試算の前提条件

として，電力料金の単価は，通常電力の場合 27円

/kWh, 深夜電力の場合 9円/kWh(東芝ライテック

（株）， 1999) と設定した。また，暗期中断用光

源として，白熱電球（商品名；電照ランプアルミ

反射膜， DENS100V75WER80K, 100V 75W, 東芝

ライテック（株），第 4-1図A) においても，試

作した赤色 LED光源 (100V6.7W, 東芝ライテッ

ク（株），第 4-1図 B) においても，標準とされ

ている 9m勺こ l灯設置と設定した。さらに，白熱

電球を用いた場合でも，試作した赤色 LED光源を

用いた場合でも， 1年当たりの暗期中断時間の合
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計を 448時間（年間 3.5作， 1日当たりの暗期中断

時間を 4時間）と仮定して，白熱電球を用いた場

合と，試作した赤色 LED光源を用いた場合につい

て 10a当たり・ 1年当たりの電力費を試算した。

結果および考察

実験 1 秋ギク型品種を用いた電照栽培による

3~4月開花作型の開花と花房の形状

に及ぼす暗期中断の時間と光強度の影

響

2008年開花 (1年目）

スプレーギクの秋ギク型品種‘ゴールドストッ

クダークリネカー＇を用いた電照栽培による 3月

開花作型において，白熱電球と試作した赤色 LED

光源を定植時から短日処理開始時までの暗期中断

用光源として用いた場合に，暗期中断の時間と

PPFDで表した光強度が暗期中断打ち切り日に発

菅が認められない PPFDの下限値に及ぼす影響を

調べて第 4-1表に示した。その結果，白熱電球を

用いた暗期中断 4時間区では，発菅が認められな

いPPFDの下限値は 0.14μmol・m-2・s-1であった。

一方，試作した赤色 LED光源を用いた場合，発菅

が認められない PPFDの下限値は，暗期中断時間

が短くなるにしたがって高くなった。また，発菅

が認められない PPFDの下限値は，暗期中断 4時

間区で比較すると，白熱電球を用いた場合より試

作した赤色 LED光源を用いた場合に低かった。こ

のことから，同じ暗期中断時間で比較すると，試

作した赤色 LED光源を用いた場合の方が白熱電

球を用いた場合より低い PPFDで花芽分化を抑制

できることが示された。なお，暗期中断打ち切り

日までに発菅した株でも，発菅しなかった株でも，

開花時に貰生花などの品質低下した頭状花序は認

められなかった（データ略）。

次に，白熱電球と試作した赤色 LED光源を用い

た場合の暗期中断の時間と PPFDが到花日数と花

房の形状に及ぼす影響を調べて第 4-4図に示し

た。その結果，白熱電球を用いた場合でも，試作

した赤色 LED光源を用いた場合でも，いずれの暗

期中断時間区においても，到花日数は光源直下か

ら遠くなって PPFDが低くなるにしたがってほぼ

一定の値を示した後，短くなった。また，白熱電

球を用いた場合でも，試作した赤色 LED光源を用

いた場合でも，いずれの暗期中断時間区において

も，光源直下から遠くなって PPFDが低くなるに

したがって，花房の形状は商品価値の高い整った

花房の形状である円錐形から，商品価値の低い花

房の形状である凹形，平形の順に推移した。さら

に，白熱電球を用いた暗期中断 4時間区では，商

品価値の高い整った花房の形状（円錐形）を示す

PPFDの下限値は 0.27μmol・m-2・s―1であった。一

方，試作した赤色 LED光源を用いた場合，商品価

値の高い整った花房の形状（円錐形）を示す PPFD

の下限値は，暗期中断 5時間区では 0.08μmol・m-2

• s-', 暗期中断 4時間区では 0.09μmol・m-2・s―',

暗期中断 3 時間区では 0.13µmol'·m-2• s内暗期中

断2時間区では 0.20μmol・m-2・s―',暗期中断 1時

間区では 0.40μmol・m-2・ 炉であった。したがって，

暗期中断 4時間区において，商品価値の高い整っ

た花房の形状（円錐形）を示す PPFDの下限値は，

白熱電球を用いた場合より試作した赤色 LED光

源を用いた場合が著しく低いことが示された。こ

の理由としては，試作した赤色 LED光源の R!FR

比が 1315.3で，白熱電球の 0.8と比較して 1644.1

倍高いことと，試作した赤色 LED光源に含まれる

遠赤色光量子束の絶対量が極めて少ないことによ

るものと推察された。

第 4-4図から得られた，白熱電球と試作した赤

色 LED光源を用いた場合の暗期中断時間と商品

価値の高い整った花房の形状（円錐形）を示す

PPFDの下限値との関係をまとめて第4-5図Aに

示した。その結果，試作した赤色 LED光源を用い

た場合，暗期中断時間と商品価値の高い整った花

房の形状（円錐形）を示す PPFDの下限値との関

係は y=0.4109x-'-0701て近似でき，決定係数 (Rり

は 0.9956であった。また，第 4-5図 Aから，白

熱電球を用いた暗期中断 4時間区の場合，暗期中

断時間 (s)と商品価値の高い整った花房の形状（円

錐形）を示す PPFDの下限値 (μmol・m-2・s―I) と

の積の値，すなわち商品価値の高い整った花房の

形状（円錐形）を示す光量の下限値を求めると

3,888μmol・m-2 (n = 1) となった（第 4-2表）。

さらに，第 4-5図Aから，試作した赤色 LED光

源を用いた場合，暗期中断時間別の商品価値の高

い整った花房の形状（円錐形）を示す光量の下限

値を求めると 1,296~l,440μmol・m-2 (1,404.0土

27.9μmol・m-2 (n=5)) と，ほぼ一定となったこ

とから（第 4-2表），暗期中断時間と商品価値の

高い整った花房の形状（円錐形）を示す PPFDの

下限値はほぼ反比例の関係にあることが示され

た。また，商品価値の高い整った花房の形状（円
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錐形）を示す光量の下限値は，試作した赤色 LED

光源を用いた場合の方が白熱電球を用いた場合よ

り著しく低いことが示された（第 4-2表）。

さらに，白熱電球と試作した赤色 LED光源を用

いた場合の暗期中断の時間と PPFDが開花節数に

及ぼす影響を調べて第 4-6図に示した。その結

果，白熱電球を用いた場合でも，試作した赤色 LED

光源を用いた場合でも，いずれの暗期中断時間区

においても，開花節数は光源直下から遠くなって

PPFDが低くなるにしたがってほぼ一定の値を示

した後，短くなった。また， 白熱電球を用いた場

合でも，試作した赤色 LED光源を用いた場合で

も，いずれの暗期中断時間区においても，商品価値

の高い整った花房の形状（円錐形）を示す PPFD

の下限値をほぼ境に，それより低い PPFDでは開

花節数が急激に減少した。これらの結果は，短日

処理開始時まで暗期中断によって花芽分化がほぼ

完全に抑制された後に，適切な花芽分化および発

達が行われると，商品価値の高い整った形状の花

房が形成されることを示しており，川田 (1978,

2005) の報告と一致していた。

2009年開花 (2年目）

スプレーギクの秋ギク型品種‘ゴールドストッ

クダークリネカー＇を用いた電照栽培による 4月

開花作型において，白熱電球と試作した赤色 LED

光源を定植時から短日処理開始時までの暗期中断

用光源として用いた場合に，暗期中断の時間と

PPFDが暗期中断打ち切り日に発誓が認められな

い PPFDの下限値に及ぼす影響（データ略），白

熱電球と試作した赤色 LED光源を用いた場合の

暗期中断の時間と PPFDが到花日数と花房の形状

に及ぼす影響（データ略），白熱電球と試作した

赤色 LED光源を用いた場合の暗期中断時間と商

品価値の高い整った花房の形状（円錐形）を示す

PPFDの下限値との関係（第 4-5図 B)' 白熱電

球と試作した赤色 LED光源を用いた場合の暗期

中断の時間と PPFDが開花節数に及ぼす影響（デ

ータ略）は， 2008年開花 (1年目）の実験結果と

ほぼ同じ傾向であることが認められた。

以上の結果，スプレーギクの秋ギク型品種‘ゴ

ールドストックダークリネカー＇を用いた 2か年

の実験においてほぼ同様の結果を得ることができ

たので，試作した赤色 LED光源は，定植時から短

日処理開始時までの暗期中断用光源として利用で

きることが示されるとともに，再現性があると認

められた（第 4-5図）。

実験 2 夏秋ギク型品種を用いた電照栽培によ

る 10月開花作型の開花と花房の形状

に及ぼす暗期中断の時間と光強度の

影響・

2007年開花 (1年目）

スプレーギクの夏秋ギク型品種‘コイアローム

'を用いた電照栽培による 10月開花作型におい

て，白熱電球と試作した赤色 LED光源を定植時か

ら短日処理開始時までの暗期中断用光源として用

いた場合に，暗期中断の時間と PPFDで表した光

強度が暗期中断打ち切り日に発菅が認められない

PPFDの下限値に及ぼす影響を調べて第 4-3表に

示した。その結果，白熱電球を用いた暗期中断 5

時間区では，発蓄が認められない PPFDの下限値

は0.34μmol・m-2・s-1であった。一方，試作した赤

色 LED光源を用いた場合，発蓄が認められない

PPFDの下限値は，暗期中断時間が短くなるにし

たがって高くなった。また，発菅が認められない

PPFDの下限値は，暗期中断 5時間区で比較する

と，白熱電球を用いた場合より試作した赤色 LED

光源を用いた場合に低かった。そのことから，同

じ暗期中断時間で比較すると，試作した赤色 LED

光源を用いた場合の方が白熱電球を用いた場合よ

り低い PPFDで花芽分化を抑制できることが示さ

れた。なお，暗期中断打ち切り日までに発菅した

株でも，発菅しなかった株でも，開花時に貫生花

などの品質低下した頭状花序は認められなかった

（データ略）。

次に，白熱電球と試作した赤色 LED光源を用い

た場合の暗期中断の時間と PPFDが到花日数と花

房の形状に及ぼす影響を調べて第 4-7図に示し

た。その結果，白熱電球を用いた場合でも，試作

した赤色 LED光源を用いた場合でも，いずれの暗

期中断時間区においても，到花日数は光源直下か

ら遠くなって PPFDが低くなるにしたがってほぼ

一定の値を示した後，短くなった。また，白熱電

球を用いた場合でも，試作した赤色 LED光源を

用いた場合でも，いずれの暗期中断時間区におい

ても，光源直下から遠くなって PPFDが低くなる

にしたがって，花房の形状は商品価値の高い整っ

た花房の形状である円筒形から，商品価値の低い

花房の形状である平形の順に推移した。さらに，

白熱電球を用いた暗期中断 5時間区では，商品価

値の高い整った花房の形状（円筒形）を示す PPFD
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の下限値は 0.48μmol・m-2・sー1であった。一方，試

作した赤色 LED光源を用いた場合，商品価値の高

い整った花房の形状（円筒形）を示す PPFDの下

限値は，暗期中断 6時間区では 0.20μmol・m-2・s内

暗期中断 5時間区では 0.24μmol・m-2・s内暗期中

断 4時間区では 0.29μmol・m-2・s九暗期中断 3時

間区では 0.38μmol・m-2・s―［暗期中断 2時間区で

は 0.57μmol・m-2・s九暗期中断 l時間区では

l.13μmol・m-2・s-1であった。したがって，暗期中

断 5時間区において，商品価値の高い整った花房

の形状（円筒形）を示す PPFDの下限値は， 白熱

電球を用いた場合より試作した赤色 LED光源を

用いた場合が著しく低いことが示された。この理

由としても，試作した赤色 LED光源の RIFR比が

白熱電球と比較して 1644.1倍高いことと，試作し

た赤色 LED光源に含まれる遠赤色光量子束の絶

対量が極めて少ないことによるものと推察され

た。

第 4-7図から得られた，白熱電球と試作した赤

色 LED光源を用いた場合の暗期中断時間と商品

価値の高い整った花房の形状（円筒形）を示す

PPFDの下限値との関係をまとめて第 4-8図Aに

示した。その結果，試作した赤色 LED光源を用い

た場合，暗期中断時間と商品価値の高い整った花

房の形状（円筒形）を示す PPFDの下限値との関

係は y=1.1114x―0.9551て近似でき，決定係数 (Rり

は0.9992であった。また，第 4-8図Aから，白

熱電球を用いた暗期中断 5時間区の場合，暗期中

断時間 (s)と商品価値の高い整った花房の形状（円

筒形）を示す PPFDの下限値 (μmol・m-2・s―I) と

の積の値，すなわち商品価値の高い整った花房の

形状（円筒形）を示す光量の下限値を求めると

8,640μmol・m-2 (n= 1) となった（第 4-4表）。

さらに，第4-8図Aから，試作した赤色 LED光

源を用いた場合，暗期中断時間別に商品価値の高

い整った花房の形状（円筒形）を示す光量の下限

値を求めると 4,068~4,320μmol・m-2 (4182.0士

45.9μmol・m-2 (n=6)) と，ほぼ一定となったこ

とから（第 4-4表），暗期中断時間と商品価値の

高い整った花房の形状（円筒形）を示す PPFDの

下限値はほぼ反比例の関係にあることが示され

た。また，商品価値の高い整った花房の形状（円

筒形）を示す光量の下限値は，試作した赤色 LED

光源を用いた場合の方が白熱電球を用いた場合よ

り著しく低いことが示された（第 4-4表）。

さらに，白熱電球と試作した赤色 LED光源を用

いた場合の定植後の暗期中断の時間と PPFDが開

花節数に及ぼす影響を調べて第 4-9図に示した。

その結果，白熱電球を用いた場合でも，試作した

赤色 LED光源を用いた場合でも，いずれの暗期中

断時間区においても，開花節数は光源直下から遠

くなって PPFDが低くなるにしたがってほぼ一定

の値を示した後，短くなった。また，白熱電球を

用いた場合でも，試作した赤色 LED光源を用い

た場合でも，いずれの暗期中断時間区においても，

商品価値の高い整った花房の形状（円筒形）を示

す PPFDの下限値をほぼ境に，それより低い PPFD

では開花節数が急激に減少した。これらの結果も，

短日処理開始時まで暗期中断によって花芽分化が

ほぼ完全に抑制された後に，適切な花芽分化およ

び発達が行われると，商品価値の高い整った形状

の花房が形成されることを示しており，川田

(1978, 2005) の報告と一致していた。

2008年開花 (2年目）

スプレーギクの夏秋ギク型品種‘コイアローム

＇を用いた電照栽培による 10月開花作型におい

て，白熱電球と試作した赤色 LED光源を定植時か

ら短日処理開始時までの暗期中断用光源として用

いた場合に，暗期中断の時間と PPFDが暗期中断

打ち切り日に発蓄が認められない PPFDの下限値

に及ぼす影響（データ略），白熱電球と試作した

赤色 LED光源を用いた場合の暗期中断の時間と

PPFDが到花日数と花房の形状に及ぼす影響（デ

ータ略），白熱電球と試作した赤色 LED光源を用

いた場合の暗期中断時間と商品価値の高い整った

花房の形状（円筒形）を示す PPFDの下限値との

関係（第 4-8図 B)' 白熱電球と試作した赤色

LED光源を用いた場合の暗期中断の時間と PPFD

が開花節数に及ぼす影響（データ略）は， 2007年

開花 (1年目）の実験結果とほぼ同じ傾向である

ことが認められた。

以上の結果，スプレーギクの夏秋ギク型品種‘

コイアローム＇を用いた 2か年の実験においてほ

ぼ同様の結果を得ることができたので，試作した

赤色 LED光源は，定植時から短日処理開始時まで

の暗期中断用光源として利用できることが示され

るとともに，再現性があると認められた（第 4-8

図）。

また，本章• 本節の実験 1および実験 2の結果

から，寒冷地におけるスプレーギクの秋ギク型品
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種および夏秋ギク型品種を用いた電照栽培におい

て，試作した赤色 LED光源は，定植時から短日処

理開始時までの暗期中断用光源として利用できる

ことが明らかとなった。

実験 3 暗期中断用光源としての経済性

暗期中断用光源として，白熱電球（商品名；電

照ランプアルミ反射膜， DENS

100V75WER80K, lOOV 75W, 東芝ライテック（株），

第 4-1図A) と，試作した赤色 LED光源 (100V

6.7W, 東芝ライテック（株），第 4-1図 B) を用

いた場合について 10a当たり・ 1年当たりの電力

費を試算して第 4-5表に示した。その結果，白熱

電球を用いた場合の 10a当たり・ 1年当たりの電

力費は，通常電力の場合 101,601円で，深夜電力

の場合33,867円となった。一方，試作した赤色LED

光源を用いた場合の 10a当たり・ 1年当たりの電

力費は，通常電力の場合 9,072円で，深夜電力の

場合 3,024円となった。したがって， 白熱電球を

用いた場合の電力費と比較して，試作した赤色

LED光源を用いた場合の電力費は，通常電力の場

合でも，深夜電力の場合でも，約 9%(約 91%の

削減）になると計算された。

LEDで出力される放射スペクトルの相対放射強

度がヒ°ーク値の 50%になる波長の幅である半値幅

は，ほかの植物栽培用光源と比較して小さく，輝

線スペクトルなどの混入もないことから， LEDを

用いることによって植物に必要な波長の光を集中

的かつバランスよく照射することが可能である

（渡邊， 2006)。このため，スプレーギクを含め

たキクの花芽分化の抑制においても LEDを用い

ることによって，有効な波長のみを効率的に照射

することができるので（石倉ら， 2009a), 暗期中

断用光源として有望であると考えられる。

本章•本節の実験 1 および実験 2 において，暗

期中断打ち切り日から開花日までの到花日数は，

白熱電球と試作した赤色 LED光源を用いた場合

において，ある値を超える PPFDのもとでほぼ一

定となり（第 4-4図，第 4-7図），輪ギクの秋

ギク型品種‘神馬' (石倉ら， 2009a)における報

告と一致した。さらに， PPFDがある一定域を超

すと商品価値の高い整った花房の形状となったこ

とから，スプレーギクの栽培において，白熱電球

を用いた場合でも，試作した赤色 LED光源を用い

た場合でも，一定の光強度のもとでは十分な花芽

分化の抑制効果が得られることが明らかとなっ

た。

スプレーギクの夏秋ギク型品種‘コイアローム

＇を用いた栽培において，商品価値の高い整った

花房の形状を示す PPFDの下限値は，試作した赤

色 LED光源を用いて定植時から短日処理開始時

まで 1時間の暗期中断を行った場合でも示された

が（第 4-8図），第 3章で供試した試作品の赤色

電球形蛍光ランプを用いて 1時間の暗期中断を行

った場合では示されなかった（第 3-9図）。この

ことから，暗期中断用光源として試作した赤色

LED光源を用いると，試作した赤色電球形蛍光ラ

ンプを用いる場合より暗期中断時間を短縮できる

ことが示された。また，秋ギク型品種‘ゴールド

ストックダークリネカー＇を用いた栽培において，

同じ暗期中断時間で比較すると，商品価値の高い

整った花房の形状を示す PPFDの下限値は，試作

した赤色 LED光源を用いた場合の方が試作した

赤色電球形蛍光ランプを用いた場合より低いこと

が明らかとなった（第 3-6図，第 4-5図）。こ

れらの理由としては，試作した赤色 LED光源の

RIFR比が 1315.3で，試作した赤色電球形蛍光ラ

ンプの 30.9と比較して42.6倍高いことによるもの

と推察された。

本章•本節の実験 1 および実験 2 の結果，暗期

中断用光源として試作した赤色 LED光源を用い

た場合，商品価値の高い整った花房の形状を示す

光量の下限値は，夏秋ギク型品種‘コイアローム

＇を用いた場合の方が秋ギク型品種‘ゴールドス

トックダークリネカー＇を用いた場合より著しく

高かったので（第 4-2表，第 4-4表），夏秋ギ

ク型品種における暗期中断には，秋ギク型品種よ

り高い光量を必要とすると推定されていること

（川田， 2005) を裏付けていると考えられた。

また，スプレーギクの秋ギク型品種‘ゴールド

ストックダークリネカー＇を用いた栽培において

も，夏秋ギク型品種‘コイアローム＇を用いた栽

培においても，第 4-5図と第 4-8図の結果から，

試作した赤色 LED光源を用いた場合，暗期中断時

間と商品価値の高い整った花房の形状を示す

PPFDの下限値はほぼ反比例の関係にあったので，

相反則（長谷， 2009;篠村， 2001; Silverthorne, 

2004)が成り立っており，赤色光の低光量反応（金

山， 2009)で説明できるものとみられた。さらに，

今後は，より多くの秋ギク型品種および夏秋ギク
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品種について，赤色 LED光源の処理による商品価

値の高い整った花房の形状を示す PPFDおよび光

量の下限値を明らかにする必要がある。

本章の研究では，ヒ°ーク波長が 660nm付近にあ

る赤色 LED光源を試作して用いたが，花芽分化抑

制に有効な波長は，輪ギクの秋ギク型品種‘白粋

'' '精興の誠'' '神馬’においては 634nm,

夏秋ギク型品種‘岩の白扇’においては 642nmで

あるという報告がある（大石ら， 2010';坂場， 2011)。

このため，スプレーギクにおいてもピーク波長が

660nmより短いあるいは長い波長で暗期中断によ

り効果的であるかどうか検討する必要がある。

本章•本節の実験 3 の結果から，試算した IOa
当たり・ 1年当たりの総電力量および電力費につ

いては，試作した 6.7Wの赤色 LED光源を用いた

場合， 75Wの白熱電球を用いた場合と比較して約

9% (約 91%の削減）になること（第 4-5表），

また，試作した 21Wの赤色電球形蛍光ランプを用

いた場合と比較して約 32%(約 68%の削減）にな

ること（第 3-6表，第 4-5表），さらに，製品

化された 23Wの電球色電球形蛍光ランプを用い

た場合と比較して約 29%(約 71%の削減）になる

こと（第 2-7表，第 4-5表），そして， 400Wの

高圧ナトリウムランプを用いた場合と比較して約

19% (約 81%の削減）になること（第 i-9表，第

4-5表）が明らかとなった。このことから，赤色

LED光源は，スプレーギクの栽培において白熱電

球よりも消費電力量および電力費を著しく低減で

きる暗期中断用光源であると考えられた。

ところで， LEDの欠点として，指向角が狭いこ

とがあげられている（石倉ら， 2009a)。本章の処

理に用いた赤色 LED光源を実際の圃場で用いる

には，光源の形状や配光性の改良，防湿・防滴．

防塵性の改良が必要となる。本章の研究では，面

状に実装された赤色 LEDの光源が用いられたが，

最近では赤色電球形 LEDランプ製品が販売され

るようになっている。しかし，規格がいまだ安定

しておらず（坂場， 2011) , 今後，さらにコンパ

クト化，発光効率の向上，高出力化，配光特性の

改良，長寿命化，低コスト化が実現すれば，赤色

LED光源は十分に白熱電球の代替光源として普

及するものと考えられた。
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A
 

白熱電球

（商品名 ；電照ランプアルミ反射膜，

DENS100V75WER80K, IOOV 75W, 

東芝ライテック （株 ））

． 
B
 

赤色LED光源

（試作品，!OOV6.7W,

東芝ライテック （株 ））

第4-1図処理に用いた光 源

ー一 白熱電球

一 赤色LED光源
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萩 20
／ ，， 

翌 _, ヽ＇ 
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波長 (nm)

第4-2図処理に用いた光源の分光分布特性．

白熱電球と赤色LED光源における放射強度の

最大値を100%として表示．
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第4-1表．秋ギク型品種‘ゴールドストックダークリネカー＇を用いた電照栽培

による3月開花作型において白熱電球と赤色LED光源を用いた場合の暗期

中断の時間とPPFDが暗期中断打ち切り日に発蕃が認められないPPFDの

下限値に及ぼす影響 (2008年開花 (1年目））．

光源

白熱電球

暗期中断時間

（時間）

4時間

発菅が認めらない

PPFDの下限値Z

(μmo! ・m-2・s-1) 

0.14 

赤色LED光源

z
 

■ 発菅
x未発蕃

5時間 0.05 

4時間 0.06 

3時間 0.09 

2時間 0.13 

1時間 0.20 

光源Iヘ〇I ¥ ¥ ， 

xxxxxx 11.7m 

大 二光源からの距離

-60-



佐々木厚．寒冷地のスプレーギク栽培に適した暗期中断用各種光源の利用可能性に関する研究

N(m)談
m
紺
＝
吼

60 

40 

20 

白熱電球

暗期中断4時間

nT1r, 
I 

＇ I 

＇ ＇ ＇ ＇ ' X 

0.5 1.0 1.5 

PPFD(μmol・m-2・s-1)Y 

0 円錐形の花房
▲ 凹形の花房
●平形の花房

゜゚

0

0

 
0
 
0
 

6

4

2

 

60 

40 

20 

゜

赤色LED光源

暗期中断5時間
0 0 0 

゜0 円錐形の花房
▲凹形の花房

● 平形の花房

゜-E
9
'
1
,
•

一

6
0
4
0
2
0
0
 

暗期中断4時間

゜ ゜゜

暗期中断3時間

0 0 

60 

4

0

2

0

6

0

 

(
D
l
)
絲
Dl

紀
＝
曲゚

゜

0

0

0

 

4

2

 

Q
,
＇I
I
I
I
I―
 

N

（

エ

）

忍

郊

m
母
罹

赤色LED光源

暗期中断2時間
0 0 0 

゜

゜
0
,

＇1
1
1
1
1
1
-

0.5 

暗期中断l時間

゜

1.0 1.5 

゜

2.0 2.5 

゜

3.0 

゜

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

PPFD (μmol・m-2・s-1) 

3.0 

PPFD (μmol・m-2・sザ

第4-4図．秋ギク型品種‘ゴールドストックダークリネカー＇を用いた電照栽培による

3月開花作型において白熱電球と赤色LED光源を用いた場合の暗期中断の時間

とPPFDが到花日数と花房の形状に及ぼす影響 (2008年開花 (1年目））．

z暗期中断打ち切り日から開花日までの日数．

y白熱電球を用いた場合は，光源直下から 15cm間隔で栽培ベッド面の水平面

照度を測定し，換算係数を乗じて求めた値．赤色LED光源を用いた場合は，

光源直下から 15cm間隔で栽培ベッド面の水平面放射照度を測定し，換算

係数を乗じて求めた値．

x 縦破線は商品価値の高い整った花房の形状（円錐形）を示すPPFDの下限値．
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第4-5図．秋ギク型品種‘ゴールドストックダークリネカー＇を用いた電照栽培

による3~4月開花作型において白熱電球と赤色LED光源を用いた場合の

暗期中断時間と商品価値の高い整った花房の形状を示すPPFDの下限値

との関係．

第4-2表．秋ギク型品種‘ゴールドストックダークリネカー＇を用いた電照栽培

による3月開花作型において白熱電球と赤色LED光源を用いた暗期中断

時間別の商品価値の高い整った花房の形状を示す光量の下限値 (2008年

開花 (I年目））．

商品価値の高い整った花房の形状

を示す光量の下限値z

（時間） (μmol・m-2) 

白熱電球 4時間 3,888 
.................................................................................................................................................................................................................... 

5時間 1,440 

4時間 1,296 

3時間 1404 

2時間 1,440 

1時間 1,440 

光源 暗期中断時間

赤色LED光源

z 暗期中断時間 (s)と商品価値の高い整った花房の形状（円錐形）を示す

PPFDの下限値 (μmol・m-2・sーI)との積の値．
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第4-6図秋ギク型品種‘ゴールドストックダークリネカー＇を用いた電照栽培による

3月開花作型において白熱電球と赤色LED光源を用いた場合の暗期中断の時間

とPPFDが開花節数に及ぼす影響 (2008年開花 (1年目））．

z白熱電球を用いた場合は，光源直下から 15cm間隔で栽培ベッド面の水平面

照度を測定し，換算係数を乗じて求めた値．赤色LED光源を用いた場合は，

光源直下から 15cm間隔で栽培ベッド面の水平面放射照度を測定し，換算

係数を乗じて求めた値．

y縦破線は商品価値の高い整った花房の形状（円錐形）を示すPPFDの下限値．
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第4-3表．夏秋ギク型品種‘コイアローム’を用いた電照栽培による 10月開花

作型において白熱電球と赤色LED光源を用いた場合の暗期中断の時間

とPPFDが暗期中断打ち切り日に発菅が認められないPPFDの下限値に

及ぼす影響 (2007年開花 (1年目））．

光源 暗期中断時間

（時間）

発藷が認めらない

PPFDの下限値Z

(μmol・m-2・s-1) 

白熱電球

赤色LED光源
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第4-7図．夏秋ギク型品種‘コイアローム＇を用いた電照栽培による 10月開花作型

において白熱電球と赤色LED光源を用いた場合の暗期中断の時間とPPFD

が到花日数と花房の形状に及ぼす影響 (2007年開花 (1年目））．

z暗期中断打ち切り日から開花日までの日数．

y白熱電球を用いた場合は，光源直下から 15cm間隔で栽培ベッド面の水平面

照度を測定し，換算係数を乗じて求めた値．赤色LED光源を用いた場合は，

光源直下から 15cm間隔で栽培ベッド面の水平面放射照度を測定し，換算

係数を乗じて求めた値．

x縦破線は商品価値の高い整った花房の形状（円筒形）を示すPPFDの下限値．
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第4-8図．夏秋ギク型品種‘コイアローム’を用いた電照栽培による 10月開花作型

において白熱電球と赤色LED光源を用いた場合の暗期中断時間と商品価値

の高い整った花房の形状を示すPPFDの下限値との関係．

第4-4表．夏秋ギク型品種‘コイアローム＇を用いた電照栽培による 10月開花作型

において白熱電球と赤色LED光源を用いた暗期中断時間別の商品価値の高い

整った花房の形状を示す光量の下限値 (2007年開花 (1年目））．

商品価値の高い整った花房の形状

を示す光量の下限値z

（時間） (μmol・m-2) 

白熱電球 5時間 8,640 .......................................................................................................................................................................................................................... 
6時間 4,320 

5時間 4,320 

4時間 4,176 

3時間 4,104 

2時間 4,104 

1時間 4,068 

z暗期中断時間 (s)と商品価値の高い整った花房の形状（円筒形）を示す

PPFDの下限値 (μmol・m-2・s-1)との積の値．

光源 暗期中断時間

赤色LED光源
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第4-9図．夏秋ギク型品種‘コイアローム’を用いた電照栽培による 10月開花作型

において白熱電球と赤色LED光源を用いた場合の暗期中断の時間とPPFDが

開花節数に及ぼす影響(2007年開花 (1年目））．

z白熱電球を用いた場合は，光源直下から 15cm間隔で栽培ベッド面の水平面

照度を測定し，換算係数を乗じて求めた値．赤色LED光源を用いた場合は，

光源直下から 15cm間隔で栽培ベッド面の水平面放射照度を測定し，換算

係数を乗じて求めた値．

y縦破線は商品価値の高い整った花房の形状（円筒形）を示すPPFDの下限値．
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第4-5表．白熱電球と試作品の赤色LED光源を用いた場合の経済性比較

(10a当たり・ 1年当たりの試算）．

白熱電球z 赤色LED光源y

光源数（灯） 112 112 

光源の消費電力 (W) 75 6.7 

総電力量X (kWh) 3,763 336 (白熱電球の8.9%)

電力費w(円） 通常電力 101,601 9,072 (白熱電球の8.9%)

深夜電力 33,867 3,024 (白熱電球の8.9%)

z 市販品の白熱電球（商品名；電照用ランプアルミ反射膜， DENSIOOV

75WER80K, IOOV 75W, 東芝ライテック（株））と設定．

y 試作品の赤色LED光源 (IOOV6.7W, 東芝ライテック（株））と設定．

x 白熱電球を用いた場合でも，赤色LED光源を用いた場合でも， 1年

当たりの暗期中断時間の合計を448時間 (3.5作）と設定．

w通常電力料金を27円/kWh, 深夜電力料金を9円/kWhと設定．

-68-



佐々木厚．寒冷地のスプレーギク栽培に適した暗期中断用各種光源の利用可能性に関する研究

総合考察

スプレーギクは，豊富な花色と多様な花形があ

り，輸送性や花持ちが極めてよい切り花類の一つ

である。さらに，栽培面においては，輪ギクと比

較して摘薔摘芽労力が少ないなど省力生産が可

能であることに加え，栽培期間が短く，密植が可

能であることから，生産性が高い。このため，ス

プレーギクは， 1974年にわが国に本格的に導入さ

れて以降，全国的に順調に生産が拡大されている。

また，宮城県を含めた寒冷地におけるスプレーギ

クの切り花生産においては，経営の安定および労

カの分散を目的として施設化が進み，安定した周

年生産体系の確立が急務となっている。ところで，

スプレーギクを含めたキクは，花芽形成に及ぼす

日長の影響に関しては短日性の植物（短日植物）

であることが知られており，長日期にはシェード

（短日処理）によって花芽分化を促進して開花期

を早める一方，短日期には暗期中断による長日処

理によって花芽分化を抑制して開花期を遅らせる

ことによって切り花の周年生産が行われている。

スプレーギクにおいて，花房の形状は切り花の商

品価値としての切り花品質を決定づける。スプレ

ーギクでは，花芽分化の限界日長は明瞭であるも

のの，長日期においても花芽分化が行われやすく，

花房の形状が乱れやすい。このために，スプレー

ギクの栽培においては，開花の抑制と同時に整っ

た形の花房を形成させることを目的として，親株

管理時期，育苗時期，定植時あるいは直挿し時か

ら短日処理開始時まで周年にわたって暗期中断に

よる長日処理が行われている。このことからもス

プレーギクは，光源を用いる頻度の高い花き品目

の一つと言われている。

スプレーギクの栽培においては，従来から，暗

期中断用の光源として白熱電球が用いられてい

る。白熱電球は消費電力が多く，寿命が短いこと

に加え，光変換効率が低い光源である。このよう

な観点から，経済産業省は，地球温暖化防止対策

の一環として， 2012年を目途に白熱電球について

国内での製造・販売を中止するよう要請し（石倉

ら， 2009a) , 2012年 6月には再度要請し，実施

されてきている。したがって，スプレーギクの栽

培においては，白熱電球の代替光源の開発と利用

方法の確立を早急に行うことが課題となってい

る。さらに， 2011年 3月に発生した東日本大震災

の影響もあり，わが国の施設花き生産における省

エネルギー化を推進することは，電力需給への不

安から節電が求められ，かつ長期的に原油価格の

安定が望み難い社会情勢のもと，施設園芸の長期

安定経営につなげるためにも非常に重要な課題と

なっている（久松， 2011)。

そこで，本研究では，宮城県を含めた寒冷地に

おけるスプレーギクの栽培において，省エネルギ

ーおよび低コスト生産を推進することを目的とし

て，第 1章では，通常光合成促進用光源として用

いられている高圧ナトリウムランプの暗期中断用

光源としての利用可能性を検討した。さらに，第

2章においては農業用の電球色電球形蛍光ランプ

を，第 3章においては赤色電球形蛍光ランプを，

第4章においては赤色 LED光源を試作し，暗期中

断用光源としての利用可能性を検討した。

すなわち，第 1章では，スプレーギクの秋ギク

型品種を用いた栽培において，通常光合成促進用

光源として用いられている高圧ナトリウムランプ

が暗期中断用光源として利用できるかどうかを検

討した。その結果， 2品種ずつ供試した電照栽培

による 3月開花作型においても，シェード栽培に

よる 8月開花作型においても， 400Wの高圧ナト

リウムランプを栽培ベッド面から 2.5mの高さで

50m勺こ l灯設置し，定植時あるいは直挿し時から

短日処理開始時まで 2時間の暗期中断を行った場

合， 75Wの白熱電球を栽培ベッド面から 1.5mの

高さで 8.3m勺こ l灯設置し， 4時間の暗期中断を行

った場合と比較すると，実用上問題がない程度の

花芽分化の抑制効果があり，実測した消費電力量

は約 44~46%(約 54~56%の削減）になることが

示された。このことから，高圧ナトリウムランプ

を用いた場合，白熱電球を用いた場合と比較して，

暗期中断による花芽分化抑制可能な面積が約 6.0

倍となることや，暗期中断時間が半分に削減でき

ることが示されるともに，高圧ナトリウムランプ

は，スプレーギクの秋ギク型品種を用いた電照栽

培およびシェード栽培において，定植時あるいは

直挿し時から短日処理開始時までの暗期中断用光

源として利用できることが明らかとなった。また，

シェード栽培による 5月開花作型において，高圧
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ナトリウムランプを用いて 1時間の暗期中断を行

った場合，白熱電球を用いて 4時間の暗期中断を

行った場合と比較すると，実用上問題がない程度

に花芽分化を抑制できないことも明らかとなっ

た。このため，高圧ナトリウムランプを用いた場

合，このとき用いた光強度では，暗期中断 2時間

と 1時間の間に花芽分化抑制可能な下限の時間が

あるものと推察された。ところで，高圧ナトリウ

ムランプは 200V仕様であるために，白熱電球の

100V用ソケットを用いることができず，高圧ナト

リウムランプを設置するためには新たな配線工事

が必要となる。また，高圧ナトリウムランプの設

置の高さが栽培ベッド面から 2.5m程度必要であ

るので，設置できる施設も限定される。さらに，

高圧ナトリウムランプの価格は年々下がってきて

いるものの，導入コストは依然として高いので，

高圧ナトリウムランプより低コストに設置可能

で，消費電力が少なく，安価で実用的な暗期中断

用光源が求められる。そこで，第 2章，第 3章，

第 4章では，各種の光源を試作して，その利用可

能性を検討することと した。

まず，第 2章では，スプレーギクの栽培に適す

る暗期中断用光源として，農業用の電球色電球形

蛍光ランプを試作した。そして，スプレーギクの

秋ギク型品種を用いた栽培において，試作した電

球色電球形蛍光ランプが暗期中断用光源として利

用できるかどうかを検討した。さらに，試作品を

もとに製品化された農業用の電球色電球形蛍光ラ

ンプを用いた場合の経済性を白熱電球の場合と比

較した。その結果，試作した 23Wの電球色電球形

蛍光ランプを 75Wの白熱電球と同様に栽培ベッ

ド面から 1.7mの高さで 9m勺こ l灯設置した場合，

白熱電球を設置した場合と同等以上の暗期中断時

の光強度が得られることが明らかとなった。また，

2品種ずつ供試したシェード栽培による 10月開花

作型においても，電照栽培による 4月開花作型に

おいても，試作した電球色電球形蛍光ランプを暗

期中断用光源に用い，定植時から短日処理開始時

まで 4時間の暗期中断を行った場合，白熱電球を

用いて 4 時間の暗期中断を行った場合と比較し

て，実用上問題がない程度の花芽分化の抑制効果

があり，実測した消費電力量が約 32~33%(約 67

~68%の削減）になることが示された。このこと

から，試作した電球色電球形蛍光ランプは，スプ

レーギクの秋ギク型品種を用いたシェード栽培お

よび電照栽培における定植時から短日処理開始時

までの暗期中断用光源として利用できることが明

らかとなった。さらに， 10a当たり・ 1年当たりの

電力費と減価償却費を合わせた照明費を試算する

と，製品化された 23Wの農業用の電球色電球形蛍

光ランプを用いた場合， 75Wの白熱電球を用いた

場合と比較して，通常電力の場合では約 45%(約

55%の削減），深夜電力の場合では約 64%(約 36%

の削減）になることが示された。ところで，製品

化された農業用の電球色電球形蛍光ランプは，白

熱電球の 100V用ソケットをそのまま用いること

ができ， しかも，寿命が白熱電球の約 4倍となる

ので，白熱電球よりもランプ交換の手間が省ける

など，省力的な光源でもあるので，宮城県の生産

現場でも導入が進んでいる。宮城県を含めた寒冷

地においても，地球温暖化の影響を受け，夏季の

安定生産を目的として夏秋ギク型品種の導入が一

部始まっている。このため，今後，夏秋ギク型品

種の栽培においても電球色電球形蛍光ランプの利

用に関する検討が必要になると考えられた。

短日植物であるスプレーギクの暗期中断には赤

色光の効果が高く，遠赤色光は赤色光の暗期中断

の効果を打ち消し (Borthwick・Cathey,1962 ; Cathey 

・Borthwick, 1957, 1964 ; 小西， 1982;小西ら，

1988) , 赤色光の中でも， 660nm付近の波長で暗

期中断の効果が高いことが知られている（樋口，

2002; 今西， 2000;小西， 1982)。したがって，

スプレーギクの花芽分化の抑制には， 660nm付近

の赤色光が多く，遠赤色光が少ない光源が有効と

考えられる。そこで，第 3章では， 660nm付近の

波長をヒ°ークにもつ赤色電球形蛍光ランプを試作

し，その光源を暗期中断用光源として用いた場合

に，暗期中断時間と PPFDがスプレーギクの秋ギ

ク型品種と夏秋ギク型品種の開花と花房の形状に

及ぼす影響を調べた。その結果，秋ギク型品種‘

ゴールドストックダークリネカー’を用いた電照

栽培による 3月開花作型において，定植時から短

日処理開始時まで 5,4, 3, 2時間の暗期中断を行

った場合，同じ暗期中断時間で比較すると，商品

価値の高い整った花房の形状を示す PPFDの下限

値は，試作した 21Wの赤色電球形蛍光ランプを用

いた場合の方が 75Wの白熱電球を用いた場合よ

り低いことが示された。この理由としては，試作

した赤色電球形蛍光ランプの R/FR比が白熱電球

と比較して 38.6倍高いことと，試作した赤色電球
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形蛍光ランプに含まれる遠赤色光量子束の絶対量

が少ないことによるものと推察された。また，商

品価値の高い整った花房の形状を示す光量（光強

度x照射時間）の下限値は，試作した赤色電球形

蛍光ランプを用いた場合の方が白熱電球を用いた

場合より低いことも示された。さらに，商品価値

の高い整った花房の形状を示す PPFDの下限値

は，試作した赤色電球形蛍光ランプを用いると， l

時間の暗期中断を行った場合でも示されたが，白

熱電球を用いて 1時間の暗期中断を行った場合で

は示されなかった。このことから，暗期中断用光

源として試作した赤色電球形蛍光ランプを用いる

と，白熱電球を用いる場合より暗期中断時間を短

縮できることが示された。

スプレーギクの夏秋ギク型品種‘コイアローム

'を用いた電照栽培による 10月開花作型において

も，定植時から短日処理開始時まで 4時間の暗期

中断を行った場合で比較すると，商品価値の高い

整った花房の形状を示す PPFDの下限値は，試作

した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合の方が白

熱電球を用いた場合より低いことが示された。ま

た，商品価値の高い整った花房の形状を示す光量

の下限値は，試作した赤色電球形蛍光ランプを用

いた場合の方が白熱電球を用いた場合より低いこ

とも示された。以上のことから，試作した赤色電

球形蛍光ランプは，スプレーギクの秋ギク型品種

および夏秋ギク型品種を用いた電照栽培におい

て，定植時から短日処理開始時までの暗期中断用

光源として白熱電球より少ない光量で利用できる

ことが明らかとなった。

ところで，試作した赤色電球形蛍光ランプには

赤色光のほかに，わずかに青色光，黄色光，緑色

光，遠赤色光も含まれている。単色光を放射する

光源として LEDがあり，スプレーギクの花芽分化

の抑制効果が最も高いと言われる赤色の単色光を

照射することにより，さらなる省エネルギー生産

につながる可能性がある。そこで，第 4章では，

砲弾型赤色 LED(ピーク波長： 660nm付近）を実

装したパネル状の赤色 LED光源を試作し，その光

源を暗期中断用光源として用いた場合に，暗期中

断時間と PPFDがスプレーギクの秋ギク型品種と

夏秋ギク型品種の開花と花房の形状に及ぼす影響

を調べた。その結果，秋ギク型品種‘ゴールドス

トックダークリネカー’を用いた電照栽培による

3~4月開花作型において，定植時から短日処理開

始時まで 4時間の暗期中断を行った場合で比較す

ると，商品価値の高い整った花房の形状を示す

PPFDの下限値は，試作した 6.7Wの赤色 LED光

源を用いた場合の方が 75Wの白熱電球を用いた

場合より著しく低いことが示された。この理由と

しては，試作した赤色 LED光源の RIFR比が白熱

電球と比較して 1644.1倍高いことと，試作した赤

色 LED光源に含まれる遠赤色光量子束の絶対量

が極めて少ないことによるものと推察された。ま

た，商品価値の高い整った花房の形状を示す光量

の下限値は，試作した赤色 LED光源を用いた場合

の方が白熱電球を用いた場合より著しく低いこと

も示された。

スプレーギクの夏秋ギク型品種‘コイアローム

＇を用いた電照栽培による 10月開花作型において

も，定植時から短日処理開始時まで 5時間の暗期

中断を行った場合で比較すると，商品価値の高い

整った花房の形状を示す PPFDの下限値は，試作

した赤色 LED光源を用いた場合の方が白熱電球

を用いた場合より著しく低いことが示された。ま

た，商品価値の高い整った花房の形状を示す光量

の下限値は，試作した赤色 LED光源を用いた場合

の方が白熱電球を用いた場合より著しく低いこと

も示された。以上のことから，試作した赤色 LED

光源は，スプレーギクの秋ギク型品種および夏秋

ギク型品種を用いた電照栽培において，定植時か

ら短日処理開始時までの暗期中断用光源として白

熱電球よりも著しく少ない光量で利用できること

が明らかとなった。さらに，商品価値の高い整っ

た花房の形状を示す PPFDの下限値は，試作した

赤色 LED光源を用い，定植時から短日処理開始時

まで 1時間の暗期中断を行った場合でも示された

が，試作した赤色電球形蛍光ランプを用いて 1時

間の暗期中断を行った場合では示されなかった。

このことから，暗期中断用光源として試作した赤

色 LED光源を用いると，試作した赤色電球形蛍光

ランプを用いる場合より暗期中断時間を短縮でき

ることが示された。

花芽形成の光周性には，フィトクロームが関与

している（金山， 2009)。フィトクローム反応は，

その反応に必要な光量によって区別され， 0.001~

O.lμmol・m-2が必要な超低光量反応， 1.0~

l,OOOμmol・m-2が必要な低光量反応，低光量反応

の 100倍以上の光量を必要とする高照射反応の 3

つのタイプがある（長谷， 2009;島ら， 2011, 篠
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村， 2001; Silverthorne, 2004)。このうち，スプ

レーギクの栽培において，赤色光を用いた暗期中

断による花芽分化の抑制は，低光量反応に相当す

ると考えられており，この反応では赤色光と遠赤

色光の光可逆性を示すとともに，相反則が成り立

っている（篠村， 2001)。すなわち，反応の程度

は光の強さと照射時間の積によって決定され，光

受容体で捕獲した光エネルギーの総量（光量）に

よって決定される（島ら， 2011)。本研究で調べ

たスプレーギクの秋ギク型品種‘ゴールドストッ

クダークリネカー＇を用いた栽培においても，夏

秋ギク型品種‘コイアローム’を用いた栽培にお

いても，暗期中断用光源として，試作した赤色電

球形蛍光ランプを用いた場合でも，試作した赤色

LED光源を用いた場合でも，暗期中断時間と商品

価値の高い整った花房の形状を示す PPFDの下限

値はほぼ反比例の関係にあったので，相反則が成

り立っているものとみられ，実際の栽培において

も赤色光の低光量反応で説明できる（金山， 2009)

ことが明らかとなった。このことは，スプレーギ

クの栽培において，暗期中断用光源として，試作

した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合でも，試

作した赤色 LED光源を用いた場合でも， PPFDが

低い場合にも暗期中断時間を長くすることで，商

品価値の高い整った花房の形状となることを示し

ている。このことから，通常よりも少ない暗期中

断用光源数のもとでも商品価値の高い整った花房

を形成できることが示唆され，光源設置時に必要

なイニシャルコストの低減につながることが期待

できる。さらに，本研究で得られた結果を用いる

と，赤色電球形蛍光ランプあるいは赤色 LED光源

を暗期中断用光源として用いる場合，暗期中断時

間ごとの商品価値の高い整った花房の形状を示す

PPFDの下限値について予測することが可能とな

るので，実際の栽培場面での応用が期待される。

また，第 3章および第 4章の結果から，スプレ

ーギクの秋ギク型品種‘ゴールドストックダーク

リネカー＇を用いた電照栽培による 3~4月開花作

型において，同じ暗期中断時間で比較すると，商

品価値の高い整った花房の形状を示す PPFDの下

限値は，試作した赤色 LED光源を用いた場合が最

も低く，次に試作した赤色電球形蛍光ランプを用

いた場合が低く，白熱電球を用いた場合が最も高

いことが示された。さらに，商品価値の高い整っ

た花房の形状を示す光量の下限値も，試作した赤

色 LED光源を用いた場合が最も低く，次に試作し

た赤色電球形蛍光ランプを用いた場合が低く，白

熱電球を用いた場合が最も高いことが示された。

これらのことは，スプレーギクの栽培において，

RIFR比が高く，遠赤色光量子束 (FR) の絶対量

が少ない光源ほど弱い光強度でも花芽分化が抑制

され，商品価値の高い整った花房を形成できるこ

とを実証しており，光源別に花房の形状を考慮し

た暗期中断効果の下限値を明らかにしたはじめて

の研究事例としても意義があると考えられる。

さらに，暗期中断用光源として，試作した赤色

電球形蛍光ランプを用いた場合でも，試作した赤

色 LED光源を用いた場合でも，商品価値の高い整

った花房の形状を示す光量の下限値は，スプレー

ギクの夏秋ギク型品種‘コイアローム＇を用いた

場合の方が秋ギク型品種‘ゴールドストックダー

クリネカー＇を用いた場合より著しく高いことが

示された。このことは，夏秋ギク型品種の暗期中

断には，秋ギク型品種より高い光量を必要とする

と推定されていること（川田， 2005) , 秋ギク型

品種では，通常深夜 3~4時間の暗期中断が行われ

ており（柴田， 1997) , 夏秋ギク型品種ではそれ

より長めの 4~5時間の暗期中断が必要であるこ

と（川田， 2001) を裏付けているものと考えられ

た。さらに，第 3章および第 4章で調べた夏秋ギ

ク型品種‘コイアローム’を用いた電照栽培によ

る 10月開花作型のように，昼間の日射量が多い条

件下では，暗期中断の花芽分化抑制に対する効果

が低くなる（大石ら， 2010) という報告とも一致

していた。

スプレーギクの摘心栽培においては，通常摘心

日から暗期中断打ち切り日までを栄養成長期間と

みなし， 20~30日としている（川田， 1996)。そ

こで，第 3章および第 4章では，スプレーギクの

秋ギク型品種‘ゴールドストックダークリネカー

＇と夏秋ギク型品種‘コイアローム＇を用いた栽

培において，試作した赤色電球形蛍光ランプを用

いた場合と，試作した赤色 LED光源を用いた場合

の，栄養成長期間を 28日に固定したときの暗期中

断時間別の商品価値の高い整った花房の形状を示

す PPFDや光量の下限値を明らかにした。最近は，

ホームユース需要に対応した切花長の短い生産も

始まりつつあることから， 28日よりも短い栄養成

長期間の検討も必要であると考えられた。

また，スプレーギクを含めたキクの暗期中断に
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は，暗期中央の深夜の 0時を中心に電照するのが

効果的であると報告されている (Cathey, 1964 ; 

今西， 2000;小西ら， 1988)。そこで，第 3章お

よび第4章でも，スプレーギクの秋ギク型品種‘

ゴールドストックダークリネカー＇と夏秋ギク型

品種‘コイアローム＇を用いた栽培において，試

作した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合と，試

作した赤色 LED光源を用いた場合の，暗期中断の

時間帯を深夜の 0時を中心に設定したときの暗期

中断時間別の商品価値の高い整った花房の形状を

示す PPFDや光量の下限値を明らかにした。しか

し，最近，暗期中断による花芽分化の抑制効果が

暗期の時間帯により異なるという報告があること

から（関塚ら， 2013) , さらに異なる暗期中断の

時間帯を設定して，商品価値の高い整った花房の

形状を示す PPFDや光量の下限値を明らかにする

必要があると考えられた。

次に，第 1章，第 2章，第 3章，第 4章の結果

から，試算した 10a当たり・ 1年当たりの消費電

力量（総電力量）および電力費を光源ごとに比較

してみると，白熱電球 (75W) : 高圧ナトリウム

ランプ (400W) : 製品化された電球色電球形蛍光

ランプ (23W) : 試作した赤色電球形蛍光ランプ

(21W) : 試作した赤色 LED光源 (6.7W) = 100 

: 48 : 31 : 28 : 9となった。このことから，高圧

ナトリウムランプ，電球色電球形蛍光ランプ，赤

色電球形蛍光ランプ，赤色 LED光源は，スプレー

ギクの栽培において，白熱電球よりも消費電力量

および電力費を低減できる暗期中断用光源である

と判断された。その中でも特に，赤色 LED光源は，

消費電力量および電力費を最も低減できる光源で

あり，さらに，寿命が長いという特徴をあわせも

っため，有望な暗期中断用光源であると考えられ

た。今後，赤色 LED光源の改良が行われ，スプレ

ーギク栽培への実用化に向けた製品化が待たれ

る。なお， LEDは電源の ON-OFFを繰り返して

も寿命が短くなることもなく，応答速度も非常に

速いので，間欠照明（サイクリック照明）に適し

た光源である（石倉， 2008) と考えられる。この

ため，今後，スプレーギク栽培において，さらに

消費電力量および電力費の低減を目指した赤色

LED光源を用いた間欠照明方法の検討も必要であ

る。

以上の結果，宮城県を含めた寒冷地におけるス

プレーギクの栽培において，定植時あるいは直挿

し時から短日処理開始時までの暗期中断用光源と

して高圧ナトリウムランプ，電球色電球形蛍光ラ

ンプ，赤色電球形蛍光ランプ，赤色 LED光源の利

用可能性が明らかとなった。特に，赤色 LED光源

は白熱電球よりも，著しく低い PPFDで商品価値

の高い整った花房の形状を示す切り花を得ること

ができ，消費電力量および電力費を著しく低減で

きるので，有望な暗期中断用光源であると考えら

れた。本研究の成果が，宮城県をはじめ寒冷地の

スプレーギク生産の向上・活性化に貢献すること，

並びに施設園芸における環境制御の研究開発およ

び園芸作物における光応答特性の解明に活用され

ることが期待される。
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総合摘要

スプレーギクの栽培において，白熱電球の代替

光源の開発と利用方法の確立を早急に行うことが

課題となっている。そこで，本研究では，宮城県

を含めた寒冷地におけるスプレーギクの栽培にお

いて，省エネルギーおよび低コスト生産を推進す

ることを目的として，第 1章では，通常光合成促

進用光源として用いられている高圧ナトリウムラ

ンプの暗期中断用光源としての利用可能性を検討

した。さらに，第 2章においては農業用の電球色

電球形蛍光ランプを，第 3章においては赤色電球

形蛍光ランプを，第4章においては赤色 LED光源

を試作し，暗期中断用光源としての利用可能性を

検討した。

第 1章 高圧ナトリウムランプの利用可能性

スプレーギクの栽培において，通常光合成促進

用光源として用いられている高圧ナトリウムラン

プが暗期中断用光源として利用できるかどうかを

検討した。

1 秋ギク型品種‘プーマ, , 'ゴールドスト

ックディッパー＇を用いた電照栽培による 3月開

花作型において， 400Wの高圧ナトリウムランプ

(RJFR比=6.3) を 2.5mの高さで 50m勺こ l灯設

置し，定植時から短日処理開始時まで 2時間の暗

期中断を行った場合， 75Wの白熱電球 (R/FR比＝

0.7)を 1.5mの高さで 8.3m勺こ l灯設置し，定植時

から短日処理開始時まで 4時間の暗期中断を行っ

た場合と比較すると，開花はほぼ同じかわずかに

早まる場合もあったものの，その差は実用上問題

がない程度であり，花房の形状の乱れも認められ

ず，同程度の品質の切り花を得ることができた。

また，秋ギク型品種‘プーマ’と‘ティナ’を用

いたシェード栽培による 8月開花作型において，

高圧ナトリウムランプを用いて直挿し時から短日

処理開始時まで 2時間の暗期中断を行った場合，

白熱電球を用いて直挿し時から短日処理開始時ま

で 4時間の暗期中断を行った場合と比較すると，

開花はほぼ同じで，切り花長はやや短く，切り花

重はやや軽かった場合もあったものの，実用性に

問題がなく，花房の形状の乱れも認められず，実

用上問題がない程度の品質の切り花を得ることが

できた。さらに，実測した消費電力量は約 44~46%

（約 54~56%の削減）になることも示された。以

上のことから，高圧ナトリウムランプは，秋ギク

型品種を用いた電照栽培およびシェード栽培にお

ける定植時あるいは直挿し時から短日処理開始時

までの暗期中断用光源として利用できることが明

らかとなった。しかし，高圧ナトリウムランプは，

200V仕様であるために，白熱電球の lOOV用ソケ

ットを利用することができないので新たな配線工

事が必要となること，設置の高さが 2.5m程度であ

ることから設置できる施設も限定されること，導

入コストが高いという課題がある。

2 秋ギク型品種‘プーマ'' 'ゴールドスト

ックディッパー＇を用いたシェード栽培による 5

月開花作型において，高圧ナトリウムランプを用

いて定植時から短日処理開始時まで 1時間の暗期

中断を行った場合，白熱電球を用いて定植時から

短日処理開始時まで 4時間の暗期中断を行った場

合と比較すると，開花は著しく早まる場合があり，

花房の形状の著しい乱れが認められるなど，実用

上問題がない程度の品質の切り花を得ることがで

きなかった。このため，高圧ナトリウムランプを

用いた場合，本実験で用いた暗期中断時の光強度

下では，暗期中断 2時間と 1時間の間に花芽分化

抑制可能な下限の時間があるものと推察された。

第 2章 電球色電球形蛍光ランプの利用可能性

スプレーギクの栽培に適する暗期中断用光源と

して，農業用の電球色電球形蛍光ランプを試作し，

その光源が暗期中断用光源として利用できるかど

うかを検討した。さらに，その試作品をもとに製

品化された農業用の電球色電球形蛍光ランプを用

いた場合の経済性を調べ，白熱電球を用いた場合

と比較した。

1 秋ギク型品種‘プーマ'' 'ゴールドストッ

クディッパー＇を用いたシェード栽培による 10月

開花作型において，試作した 23Wの電球色電球形

蛍光ランプ (R/FR比=8.5) を 1.7mの高さで 9m2

に 1灯設置し，定植時から短日処理開始時まで 4

時間の暗期中断を行った場合， 75Wの白熱電球

(R/FR比=0.8)を 1.7mの高さで 9m勺こ l灯設置

し，定植時から短日処理開始時まで 4時間の暗期

中断を行った場合と比較すると，開花は同じで，
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花房の形状の乱れはわずかに認められたものの，

実用上問題がない程度の品質の切り花を得ること

ができた。また，秋ギク型品種‘プーマ＇と‘ゴ

ールドストックディッパー＇を用いた電照栽培に

よる 4月開花作型において，試作した電球色電球

形蛍光ランプを用いて定植時から短日処理開始時

まで 4時間の暗期中断を行った場合，白熱電球を

用いて定植時時から短日処理開始時まで4時間の

暗期中断を行った場合と比較すると，開花はほぼ

同じで，花房の形状の乱れも認められず，同程度

の品質の切り花を得ることができた。さらに，実

測した消費電力量は約 32~33%(約 67~68%の削

減）になることも示された。以上のことから，試

作した電球色電球形蛍光ランプは，秋ギク型品種

を用いたシェード栽培および電照栽培における定

植時から短日処理開始時までの暗期中断用光源と

して利用できることが明らかとなった。

2 試作品をもとに製品化された 23Wの電球色

電球形蛍光ランプを用いた場合の 10a当たり・ l

年当たりの電力費と減価償却費を合わせた照明費

を試算すると， 75Wの白熱電球を用いた場合と比

較して，通常電力の場合では約 45%(約 55%の削

減）になり，深夜電力の場合では約 64%(約 36%

の削減）になることが示された。

第 3章 赤色電球形蛍光ランプの利用可能性

スプレーギクの栽培に適する暗期中断用光源と

して， 660nm付近の波長をヒ°ークにもつ赤色電球

形蛍光ランプを試作し，その光源を暗期中断用光

源として用いた場合に，暗期中断時間と PPFDが

秋ギク型品種と夏秋ギク型品種の開花と花房の形

状に及ぼす影響を調べた。

1 秋ギク型品種‘ゴールドストックダークリ

ネカー＇を用いた電照栽培による 3月開花作型に

おいて，暗期中断用光源として， 75Wの白熱電球

(R/FR比=0.8) と，試作した 21Wの赤色電球形

蛍光ランプ (R/FR比=30.9) を用い，両光源とも

株間 15cmの 1条植えで栽培した列の最も端に位

置する植物体上 1.7mの高さで 1灯設置した。そし

て，定植時から短日処理開始時まで 5, 4, 3, 2, 

1時間の暗期中断を行う区を設けた。その結果，

同じ暗期中断時間で比較すると，商品価値の高い

いことが示された。また，商品価値の高い整った

花房の形状を示す光量（光強度x照射時間）の下

限値を求めると，試作した赤色電球形蛍光ランプ

を用いた場合の方が白熱電球を用いた場合より低

いことも示された。さらに，夏秋ギク型品種‘コ

イアローム’を用いた電照栽培による 10月開花作

型において，定植時から短日処理開始時まで白熱

電球を用いた場合に 4時間，試作した赤色電球形

蛍光ランプを用いた場合に 6,5, 4, 3, 2, 1時間

の暗期中断を行う区を設けた。その結果は，秋ギ

ク型品種‘ゴールドストックダークリネカー＇を

用いた電照栽培による 3月開花作型の結果とほぼ

同じ傾向であることが認められた。以上のことか

ら，試作した赤色電球形蛍光ランプは，秋ギク型

品種および夏秋ギク型品種を用いた電照栽培にお

ける定植時から短日処理開始時までの暗期中断用

光源として利用できることが明らかとなった。

2 秋ギク型品種‘ゴールドストックダークリ

ネカー＇を用いた電照栽培による 3月開花作型に

おいても，夏秋ギク型品種‘コイアローム＇を用

いた電照栽培による 10月開花作型においても，試

作した赤色電球形蛍光ランプを用いた場合，暗期

中断時間と商品価値の高い整った花房の形状を示

す PPFDの下限値はほぼ反比例の関係にあったの

で，相反則が成り立っているものとみられた。

3 秋ギク型品種‘ゴールドストックダークリ

ネカー＇を用いた電照栽培による 3月開花作型に

おいて，商品価値の高い整った花房の形状を示す

PPFDの下限値は，試作した赤色電球形蛍光ラン

プを用いて 1時間の暗期中断を行った場合でも示

されたが，白熱電球を用いて 1時間の暗期中断を

行った場合では示されなかったことから，試作し

た赤色電球形蛍光ランプを用いると，白熱電球を

用いる場合より暗期中断時間を短縮できることが

示された。

4 試作した赤色電球形蛍光ランプを用いた場

合，商品価値の高い整った花房の形状を示す光量

の下限値は，夏秋ギク型品種‘コイアローム＇を

用いた場合の方が秋ギク型品種‘ゴールドストッ

クダークリネカー＇を用いた場合より著しく高い

ことが示された。

整った花房の形状を示す PPFDの下限値は，暗期 第 4章赤色LED光源の利用可能性

中断用光源として試作した赤色電球形蛍光ランプ スプレーギクの栽培に適する暗期中断用光源と

を用いた場合の方が白熱電球を用いた場合より低 して，砲弾型赤色 LED(ヒ°ーク波長： 660nm付近）
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を実装したパネル状の赤色 LED光源を試作し，そ

の光源を暗期中断用光源として用いた場合に，暗

期中断時間と PPFDが秋ギク型品種と夏秋ギク型

品種の開花と花房の形状に及ぼす影響を調べた。

1 秋ギク型品種‘ゴールドストックダークリ

ネカー＇を用いた電照栽培による 3~4月開花作型

において，暗期中断用光源として， 75Wの白熱電

球 (R/FR比=0.8)と，試作した 6.7Wの赤色 LED

光源 (RIFR比=1315.3) を用い，両光源とも株間

15cmの1条植えで栽培した列の最も端に位置する

植物体上 1.7mの高さで 1灯設置した。そして，定

植時から短日処理開始時まで白熱電球を用いた場

合に 4時間，試作した赤色 LED光源を用いた場合

に 5,4, 3, 2, 1時間の暗期中断を行う区を設け

た。その結果，同じ暗期中断時間で比較すると，

商品価値の高い整った花房の形状を示す PPFDの

下限値は，暗期中断用光源として試作した赤色

LED光源を用いた場合の方が白熱電球を用いた場

合より著しく低いことが示された。また，商品価

値の高い整った花房の形状を示す光量の下限値を

求めると，試作した赤色 LED光源を用いた場合の

方が白熱電球を用いた場合より著しく低いことも

示されたb さらに，夏秋ギク型品種‘コイアロー

ム’を用いた電照栽培による IO月開花作型におい

て，定植時から短日処理開始時まで白熱電球を用

いた場合に 5時間，試作した赤色 LED光源を用い

た場合に 6,5, 4, 3, 2, 1時間の暗期中断を行う

区を設けた。その結果は，秋ギク型品種‘ゴール

ドストックダークリネカー＇を用いた電照栽培に

よる 3~4月開花作型の結果とほぼ同じ傾向であ

ることが認められた。以上のことから，試作した

赤色 LED光源は，秋ギク型品種および夏秋ギク型

品種を用いた電照栽培における定植時から短日処

理開始時までの暗期中断用光源として利用できる

ことが明らかとなった。

2 秋ギク型品種‘ゴールドストックダークリ

ネカー＇を用いた電照栽培による 3~4月開花作型

において，同じ暗期中断時間で比較すると，商品

価値の高い整った花房の形状を示す PPFDの下限

値は，試作した赤色 LED光源を用いた場合が最も

低く，次に試作した赤色電球形蛍光ランプを用い

た場合が低く，白熱電球を用いた場合が最も高い

ことが示された。さらに，商品価値の高い整った

花房の形状を示す光量の下限値も，試作した赤色

LED光源を用いた場合が最も低く，次に試作した

赤色電球形蛍光ランプを用いた場合が低く，白熱

電球を用いた場合が最も高いことが示された。

3 秋ギク型品種‘ゴールドストックダークリ

ネカー＇を用いた電照栽培による 3~4月開花作型

においても，夏秋ギク型品種‘コイアローム’を

用いた電照栽培による 10月開花作型においても，

試作した赤色 LED光源を用いた場合，暗期中断時

間と商品価値の高い整った花房の形状を示す

PPFDの下限値はほぼ反比例の関係にあったので，

相反則が成り立っているものとみられた。

4 夏秋ギク型品種‘コイアローム’を用いた

電照栽培による 10月開花作型において，商品価値

の高い整った花房の形状を示す PPFDの下限値

は，試作した赤色 LED光源を用いて 1時間の暗期

中断を行った場合でも示されたが，試作した赤色

電球形蛍光ランプを用いて 1時間の暗期中断を行

った場合では示されなかったことから，試作した

赤色 LED光源を用いると，試作した赤色電球形蛍

光ランプを用いる場合より暗期中断時間を短縮で

きることが示された。

5 試作した赤色 LED光源を用いた場合，商品

価値の高い整った花房の形状を示す光量の下限値

は，夏秋ギク型品種‘コイアローム＇を用いた場

合の方が秋ギク型品種‘ゴールドストックダーク

リネカー＇を用いた場合より著しく高いことが示

された。

6 10a当たり・ 1年当たりの消費電力量（総電

力量）および電力費を試算して，光源ごとに比較

してみると，白熱電球 (75W) : 高圧ナトリウム

ランプ (400W) : 製品化された電球色電球形蛍光

ランプ (23W) : 試作した赤色電球形蛍光ランプ

(21W) : 試作した赤色 LED光源 (6.7W) =100 

: 48 : 31 : 28 : 9となった。

以上の結果，寒冷地におけるスプレーギクの栽

培において，定植時あるいは直挿し時から短日処

理開始時までの暗期中断用光源として高圧ナトリ

ウムランプ，電球色電球形蛍光ランプ，赤色電球

形蛍光ランプ，赤色 LED光源の利用可能性が明ら

かとなった。特に，赤色 LED光源は白熱電球より

も，著しく低い PPFDで商品価値の高い整った花

房の形状を示す切り花を得ることができ，消費電

力量および電力費を著しく低減できるので，有望

な暗期中断用光源であると考えられた。
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Summary 

Long-day treatment is a method to inhibit flowering and to produce well-formed 

flower clusters (normal spray flower formation) when cultivating spray-type 

chrysanthemums. It involves interruptin_g the dark period (night-break) each night, from 
the time of planting seedlings or plantmg unrooted cuttings throughout the year until 

the time for short-day treatment. Incandescent lamps have conventionally been used as 

light sources for this treatment, but they have a high power consumption, short working 
life, and low light-producing efficiency rate. From the perspective of global warming 

mitigation, there is an urgent need to find alternatives to these lamps. For this reason 
and to establish energy-saving low-cost production methods, high-pressure sodium 

lamps, compact self-ballasted fluorescent lamps. of warm white light, compact 

self-ballasted fluorescent lamps of red light, and red LED light sources were tested for 
their potential interrupting the dark period in cold climate regions, including Miyagi 

prefecture. 

In case of autumn-flowering cultivars in light and shade cultures, when a 400-W high 

-pressure sodium lamp, which is normally used to promote photosynthesis, was used to 

interrupt the dark period each night for 2-h from the time of planting seedlings or 

planting unrooted cuttings until the time for short-day treatment, flower bud formation 
was inhibited as efficiently for practical purposes as by a 4-h dark interruption using a 

75-W incandescent lamp. The 400-W lamps illuminated approximately 6 times as much 

irradiation area as the 75-W incandescent lamps. These results clearly show the 
effectiveness of high-pressure sodium lamps for interrupting the dark period. However, 

using high-pressure sodium lamps for only 1-h did not result in a level of flower bud 
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inhibition suitable for commercial cultivation. 

In case of autumn-flowering cultivars in light and shade cultures, when a 23-W 

compact self-ballasted fluorescent lamp of warm white light prototype, produced in 

collaboration with the manufacturer, was used to interrupt the dark period each night 
for 4-h from the time of planting seedlings until the time for short-day treatment. This 

treatment also inhibited flower budding to an extent sufficient for practical application. 

This result shows that the 23-W lamp could be used for interrupting the dark period. 
Furthermore, if the method used in the trial was to be commercialized, on the basis of 

power and depreciation costs per 1 Oa per year, the normal power costs would be 

approximately 45% compared with the power costs associated with using the 75-W 
incandescent lamps (a 55% reduction), and for the night power costs, it would be 

approximately 64% (a 36% reduction). 

In case of autumn-flowering and summer-to-autumn-flowering cultivars in light 

culture, when a 21-W compact self-ballasted fluorescent lamp of red light prototype, 

produced in collaboration with the manufacturer, was used for interrupting the dark 
period each night from the time of planting seedlings until the time for short-day 

treatment. The flower clusters had a well-formed shape with a high commercial value 

for cut-flowers; the photosynthetic photon flux・density (PPFD) value was lower than 
that of the 75-W incandescent lamp for the same night-break time. A 6.7-W red LED 

light source prototype was tested on autumn-flowering and summer-to-autumn-

flowering cultivars during the same growth period. The flower clusters showed a 
well-formed shape with high commercial value, comparable to the results of 

interrupting the dark period with remarkably lower PPFD value than that of a 

incandescent lamp for the same night-break time. The order of the light sources with 

minimal fluence required for well-formed high quality flowers was incandescent lamp> 
compact self-ballasted fluorescent lamps of red light > red LED light source. The 

compact self-ballasted fluorescent and red LED prototypes were clearly suitable for 

interrupting the dark period from the time of planting seedlings until the time for 
short-day treatment. Whert these light sources were used, the night-break time and the 

lower limit of PPFD value for high-value flower clusters were inversely correlated. 
These results indicate that the product of the lower limit of PPFD value and night-break 

time can be explained by the Bunsen-Roscoe law of reciprocity. 

These results show that high-pressure sodium lamps, compact self-ballasted 

fluorescent lamps of warm white light, compact self-ballasted fluorescent lamps of red 

light, and red LED light sources can be used for interrupting the dark period in 

cut-flower spray-type chrysanthemums reared in cold climate regions from the time of 

planting seedlings or planting unrooted cuttings until the time for short-day treatment. 
In particular, red LED light source could produce flower clusters of a high commercial 

value at a much lower PPFD value than incandescent lamp. With its much lower power 
consumption, red LED light source is a promising source for interrupting the dark 
period. 

-82-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

