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調光モジ、ユールLED光源ユニットを用いた植物の生産性向上への試み
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Improving the Productivity of Plants using an LED Light Equipped with a Control Module 

Hatsumi NOZUE， Aoi SHIMADA， Yoshio TANIGUCHI and Masayuki NOZUE 

Faculty 01 Textile Science and Technology， Shinshu University， Ueda 386-856ヌ!apan

Abstract 

Light-emitting diodes (LEDs) have proven to be popular as a light source for growing 
plants because of their longevity and good usability. A characteristic feature of LEDs is 
their use of a single colored chip that can be digitally controlled in large numbers. This 
functional advantage of LEDs is useful in controlling the wavelength and intensity of light 
to suit the growth conditions of plants. Many experimental trials have used LEDs for im-
proving the growth， quality， and storage of plants， as well as controlling their flowering. 
Published data indicate that some plants are highly responsive to the colour and quantity 
of LED light. Therefore， we constructed an LED unit with control modules that make it 
possible to schedule variations in light quality and quantity to maximize plant growth. 
We provide an outline of the components and structure of the system and describe its 
potential uses. The ultimate objective of this work is to develop individual schedules for 
the light source that are suitable for growing different vegetables. The results of growth 
experiments using the system indicate the potential of the digital control of LED light in 
improving plant productivity. 
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はじめに

太陽の光がさんさんと降り注ぐ中でこそ植物は元気に育つ

というイメージを，私たちは強く持っている.しかし，光合成活

性に依存する植物の生産性を考える時，太陽光に匹敵する

強い光エネルギーが必要かどうかは疑問である.光は，光合

成過程を通じて植物の生産に寄与できる唯一のエネルギー源

であり，植物にとって最重要な環境要因の一つである.過剰

な光エネルギーを照射し続けることで植物の生産を増大でき

るだろうか.生命活動を維持するために様々な調節機構を備

える植物では，エネルギー照射と生産に関する関係はそう単

Corresponding author : Hatsumi Nozue 。1加li-kj@shinshu-u.ac.jp)

純ではないように思われる.植物はその生育過程において，

照射量と比例する光エネルギー吸収と光合成によるエネルギ

一利用のバランスの調整が常に必要となる 1) 植物生理の教

科書をひもといてみるとめ，植物が絶えず光エネルギーとして

光量子を受け入れるためには多大な犠牲を強いられている

様子が垣間見える.葉緑体の中で光エネルギーを化学エネ

ルギーへ変換するという光合成過程の第一歩は，光化学系

II (PS II )というタンパク質と光合成色素の巨大複合体が担

う.この PSIIは，自然界で強い光にさらされ過剰に光励起さ

れると不活性化することが解っているめまた，光ストレスを最

も受けやすい PSII反応中心のタンパク質は，分解，合成を

絶えず繰り返していることも知られている 4) 過剰な光によって

引き起こされる光合成の阻害は光阻害と呼ばれ，この他にも

幾つかの機構が報告されている 5，6) 光阻害は，光合成系の

安定性を維持する重要な機構と考えられている.つまり，自ら
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日|塗を求めて移動することのできない植物は，野外の強すぎ

る光を回避するために無駄なエネルギーを消費しているといえ

る.このような現象は，光環境と植物の生産を考える上での

重要なヒントを与えるだろう.つまり，植物の生産効率を上げる

ために光環境を人工的にコントロールすることは，あながち無

意味なことではないように思われる.適正光量は，使用する光

の光質に左右される.この光質と植物の複雑な関係について

は，網羅的で大変解りやすい解説がなされている 7)

近年，植物の栽培に LEDを用いようという試みは，様々な

植物穫で試みられている 8).LEDには，①寿命が長い，②

照明の均一化が容易，③単色光で光質・光量のコントロール

が容易などの利点、がある.LED光源を用いた研究は，生育・

開花調節および形態形成などの基礎実験，育商・補光・貯

蔵などの実用開発，そして植物栽培用照明としての開発など

広範囲にわたっている.その結果.LED光源に対し個々の

植物がどのように反応するかという情報量は多数蓄積されて

いる.ところが.LEDを植物栽培に用いた場合，一般にどの

ような効果やメリットがあるかとU、った一定の共通項がみえにく

い.その理由として，第1に植物の多大な適応能力により，実

験者ごと微妙に異なる要因(温度・湿度・光分布・風通しな

ど)が光質・光量以上の可変要因となっていること，第2に

使用した LED光源毎の性能・安定性・制御方法にバラツキ

があるためと推測される.しかし，多くの実験データから半値

幅の小さい LEDを使うことで，その波長域に応じて植物が

敏感に反応していることが推測される.また LEDには，波長

選択性と高速応答'性が備わっているため，光の強弱以外に

調光波形をコントロールできるという優れた特徴がある近年

は，植物栽培用に特化した LEDの開発が進み，光量，光

質• i昆色，放熱なと守全ての点で優れた製品を入手可能にもな

った.

そこで、私たちは.fLEDの特性を生かした調光を行うこと

Control command 

で，栽培植物ごとに最適な生育プログラムを作成できないだろ

うか」という視点で研究を開始した.まず.LEDの波長選択

性を生かし選択した波長域の光源、について光量子束密度

(PFD)が自在に調整できるような調光設備を構築することか

ら始めた.この調光システムを用い.LED光源を植物の生育

期に合わせてコントロールすることで，植物の生産性向上と沼

費電力の低減の可能性について検討した.ここでは，このよう

な目的の基に構築した光源システム，およびこれを用いて行っ

た植物生育実験について紹介し.LED光源を用いた植物の

生産性向上についての今後の展望と解決すべき問題点を述

べたい.

調光モジ‘ュ-)レLED光源ユニット

基本構造として.LED光源，個々の光源ユニットに接続す

る調光ユニット，調光ユニットに指令内容を伝達するスケジュ

ーラーアプリケーション，および、スケジ、ユール内容を書き込むた

めのファイルが含まれる (Fig.1).さらに，パルス照光時のタイ

ミングを同調させるためのベースクロックソース(Fig.1)を追

備させた.このような装置により，調光ユニットに付与したアド

レス毎に調光内容をスケジュールし，その内容を設定ファイル

として残すことが可能である.コンピューターを用いた光源の

コントロールは，時間に沿ってスケジュールを参照し，アドレス

毎に設定内容を送信することによって行われる

本調光ユニットによる調光の特徴

一般に照明用 LEDの調光は，電圧制御下におけるパル

ス幅変調 (PWM;Pulse Width Modulation)制御により行わ

れることが多い.それに対して，本調光ユニットの特徴は，電

流モードによる調光で，かつ高速な電流モードパルス制御を

川~~~-~~'e ~~~~ ~~~~ ~~~~. ~~~~ ijijijij~ 

Fig.l S加lC知reof the LED units and con仕olmodules.
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可能としていることである.したがって，電流制御下における

定常光 (CW)調光のほか，パルス光のピーク光量を調整した

うえで， PWM調光を行うことができる.さらに，パルス調光時

において各基板の照光タイミングを同調・管理させるために，

各基板共通のベースクロックソース (Fig.1)を備えた.以上の

ようなアプローチで、調光ユニットおよび、調光システムを設計・

構築し， LEDの高速な応答特性を生かした，きめ細かい調光

アプリケーションが可能となるようにした.

ク光量(pe北)，周期 (T)の調整によりさまざまなパターンが

選択できる.典型的なパターンをFig.3の (1)，(2)に示す.

複数の波長の異なった LEDを作動する場合は，さらに複雑

な調整が可能なため，調光波形の組み合わせは一層複雑化

する.この場合に特筆したいのが，パルス調光時の照光タイミ

ングの位相調整システムを備えていることである.異なった波

長同士の位相は意図的にずらすことも (Fig.3(3))，同調させ

ることも(Fig.3α)，(4))できる.

3. 生育に沿ったスケジ盲ユールの実行

1，2の内容を盛り込んで作成したスケジュール (SCL)は，

日単位の管理で変更ができる σig.4).栽培植物の種類や

収穫期を調整するために，栽培区画毎に独立したメニューで、

作動させることも可能である.

-3一

コンビューター制御による植物育成時の調光

調光モジ、ュールに固有のアドレスを与えることにより，コンピ

ューター制御下で、のフレキシブワレな調光を可能にした.この調

光 LEDシステムを用い，実際の栽培現場では次のような試

みが可能である.

1. LEDの選択と各々の PPFD(光合成有効光量子束密

度)の調整

作動させる LEDの調光内容を時間単位で設定し， 24時

間サイクルで運転する.例えば午前6時から2時間は PPFD

80μmol m-2 s-¥赤:青=1: 1，その後，午前 8時から午後

6時まで150μmolm-2 
S-l ，赤:白=1 :2，そして午後6時か

ら午後 10時の消灯までの4時間は 50μmolm-2 
S-lの遠赤

といった設定 (Fig.2)が可能となる.

2.個々の LEDにおける調光内容の設定

光量の調整は.CWまたは PWMのいずれによっても可

能であり，またパルス光のピーク光量も調整できる.同等の

PPFDを植物に照射しようとするとき，デユーテイ (Duty)，ピー
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播種後約 1週間で、子葉の出そろった僧体を 10偶体ずつ蛍

光灯， LEひRB[赤 (660nm):脊 (430nm) = 1: 1J， LED-

RBG [赤 (660nm):育 (430nm)・緑 (525nm) = 1・1:1J 

でで5週間生育させた.トータルの光量はいずれも PPFD

60μmol m-2 s→に調獲した.LED-RBG区では業の仲艇が

促進されたが，明らかに茎長が伸びた形態となり，植物体とし

てはひ弱な印象のものとなった (Fig.6AB).そこで，生育3

週間の時点でLED-RBをLED-RBGに.LED-RBGをLED司

RBに切り替えたところ， LED恥RB→ LED-RBGの区で顕著な

生育促進がみられた新鮮1ltの比較では，切り替えを行わな

かった LED-RB区(蛍光灯区と河等な生育)に対し有意な

差がみられた (Fig.6C).

3. 遼続光之パルス光が生脊におよぼす影響

光合成光化学反応が禁縁体チラコイド朕での電子伝達に

4 
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1. 主主育ステージと適正光鍾との関係

様物の成長段階に応じて生育に必要な光量にiffiいがあ

ると考えられるそこで，実験用シロイヌナズナ (Arabidopsis

thaliana)を用いて発芽後 1-3週の生7守初期とその後の4

-6巡の栄養成長期間内で適正光fおこ違いがあるかどうか

を調べた.LED光源には，赤 (636nm)・青 (465nm)・線

(516 nm)・白 (456nm /568 nm)を用い，光:廷の調整は浴

流i!ilj街i下における CW調光により行った.シロイヌナズナは，

比較的低光設で生予守するため，蛍光灯下で良好に生育する

PPFD 60 ，umol m-2 
S-1を高光量とし 30μmolm-2 

S-1を低

光最とした生育初期では， LED-RB (赤十青)または LED-

RW (赤十白)の高光量 LEDで生育が促進されたが(Fig.

5A)，生育後期では低光量での葉の伶炭が助長される綴肉

がみられた (Fig.5B ; 1. ]]).また，高光量 LEDで生育を続

けた場合には， :J11Jだ、いや老化の促進が顕著であった.この

持，低光量 LED下で生育したま定の摩さに変化はなかった.

2. 生育ステージに応じた光質変化が、生育におよぼす影饗

いわゆる光形態形成にかかわる光レセプターとして知られ

るフイトクロム，クリプトクロム，および、フォトトロピンの反応，また

ニ次代議産物の色素やポリフェノールの生援を光笈のfljIj御

により行おうという試みも数多くなされている.私たちが栽培を

試みたシロイヌナズナ，レタス，スウィートバジル，および、パセリ

は全て，赤から緑の長波長寄りの光により徒長が促進され，

一方青色光では，生育迷皮を抑制するものの太い茎とr1Jの

あるしっかりとした業を育成する傾向がみられた.このような特

定の光質で芸が伸長する例は多数あり，雨木と王子井 9)によ

り赤とt1f二に対する反応の違いからグループ分けされている.

単色光 LEDを生長段階で使い分けようというアイデアも，す

でにカイワレソパの栽培で提案されている 10) また，近年単

色光を用いた研究が進む中で，緑の波長の有効性 11)を説

く研究もある.ここでは，生育の途中で光質を変化させるこ

とにより生育が促進されたシロイヌナズナの例を紹介したい.

IV m 立

Fig.5 
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A， Plants grown under schεduled light conditions. 
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RBG→ RB: the combination of LEDs was changed during plant growth from red， blue， and green to red and 
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green 
B，lβaf area and stem length of rosette leaves.τhe 6th and 7th leaves were measured. 
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あるように息われる.つまり， Fig.3の (1)定常光と (2)パルス

光のような事例でピーク光景-を一定にした場合に， (2)で (1)

と同等かそれ以上の生育があれば，使用電力は半減できる

ことになる.光合成の最初の常茶lf分離過程での光エネルギー

の転換反応は非常に*早く数ピコ秒オーダーの速度で遂行

するといわれている.しかし，この反応を遂行させるためには，

5 

よって進行し，この電子伝達鎖には律速段階が存在する 12)

ことから，植物に照射する光は必ずしも迷絞光でなくてもよい

のではないかという考え方がある.また，特定の周期のパルス

光が生産を向上させた例も幾っか報告されている 13) パルス

光利用には，光合成活性そのものの向上という祝点と.n音期
を設定することによるエネルギー効率の向上という二つの視点

Schedule 

FL 

C 

RB→BGR 

RBG 

RBG→ RB 

Fig.6 
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LHCと呼ばれる周辺の集光アンテナ装置(クロロフィルbを 化した LED光源、システムの技術開発は日々進歩している一

多く含有)を介して多大な光エネルギーが流入される必要が 方，採算の取れる農業経営という観点からは，設置コストの

ある.また光合成光化学反応には，二つの光化学系 (PSI， 問題は依然深刻と思われる.ここで紹介した実験結果からも，

PS II)があり，それぞれ光励起されて直列的に機能してい LEDの光量・光質制御に対する植物の反応性には，植物間

るこのような光化学反応が葉緑体チラコイド膜で行われるの で大きな差があるように思われた従来の蛍光灯やより太陽

に対し， 51き続き進行する炭素還元反応は，葉緑体内のスト 光に近いスペクトルを持つといわれるメタルハライドランプ，高

ロマと呼ばれる水溶性領域で進む.この反応の中心的役割 圧ナトリウムランプなどの光源は，栽培品種や生育期を関わず

を担う Rubiscoの活性化機構には光が関与することも解って に用いることのできる汎用性光源と考えられる.これに対して

いる 12，14) このような複雑な制御を受ける光合成過程に，光 LEDは，その波長や制御方法に応じた植物育成効果が望

照射の方法の違いがどのように影響するのだろうか.そこで， めることから，栽培目的がより特化された場合に有効な光源で

LED-RBにおいて，電流モード調光による連続 (CW)光照 あると思われる.LEDの特性に注目した利用法の開拓により，

射とパルス光照射 σ(周期)= 16μ秒 (f= 62 kHz)， duty 太陽光を初めとする従来の光源にない有効性が期待できる

50% )について，単位時間における PPFDを同一 (50μmol

m-2 
S-1)に調整し (Fig.3 (1)および (2))，シロイヌナズナおよ

びパセリの生育に違いが生じるのかを調べた今回我々の行

った栽培条件下では，パセリでは生育に違いがなく，シロイヌ

ナズナではパルス光で生育のバラツキが顕著になり生育も抑

制気味で、あった.このような植物の生育に及ぼすパルス光の

影響については，パルス周期と幅の影響も含め，更なる検証

が必要であると思われる.

調光モジ、ユールLED光源ユニットの開発課題

ここで紹介した CWおよびPWMを兼ね備えた調光を行う

ために，調光ユニットおよび、LED光源本体を設計・製作し，

植物の栽培に用いた.この光源ユニットは，比較的安価で取

扱いも良かったが，次のような改善が必要なことがわかった.

課題1. 単色光ユニットを用いているため，混色に際しては

光源と植物との聞に数 cm~ lO cm 程度の隙聞を

とる必要があった.

課題2. 植物育成用恒温室のような比較的狭い空間では，

放熱により 1~30Cの温度差が生じることがあった.

課題3. このシステムにより得られた最大光量はおよそ

PPFDが白 130~ 150μmol m-2 
S-1，その他の

赤・青・緑では 100μmolm-2 
S-1前後で、あった.

品種聞の光量・光質に対する反応の違いを正確に

把握するために，さらに高光量を得る必要がある.

これらは， LEDを植物栽培に利用する際の共通の課題で

あり，既に数々の対応が進んでいる.課題 1については， 660 

m の赤を含む3原色混合型 LEDがすでに安価で販売さ

れている.現在我々もこれを用いた光源ユニットを製作中であ

り，課題3についても同時解決できるのではないかと期待して

いる.課題2については，放熱方法の改良にて対処したいと

考えているが，大規模かつ密集型の栽培現場では，冷却装

置を用いたシステムが有効とされている 15) 植物栽培用に特
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