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3段取りトマト栽培における群落内補光の時間帯が

収量に及ぼす効果と補光の経済性
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Yield-increasing Effect and Economical E館ciencyof Supplemental 

Lighting inside Tomato Canopy in Some Lighting Schedules 
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Abstract 

Comparison of the effects of supplemental lighting with fluorescent lamps inside the plant 
canopy on the yield of tomato plants (Solanum lycopersicum L.) was attempted under the 
following lighting schedules; A) 2 hours around sunrise， B) 2 hours before noon， C) 9 or 
10 hours during the daytime， D) 2 hours before noon but only when sunlight was below 
200μmol m-2 s-1， and E) 9 or 10 hours during the daytime but only when sunlight was 
below 200μmol m-2 cl. Supplemental lighting increased yield in all schedules. Schedule C 
showed the largest increase， followed by B， and A. The limited lighting treatments (sched-
ules D and E) were less effective than the corresponding unlimited treatments (schedules 
B and C). Schedule C was best in terms of increased yield in this experiment but was not 
efficient in terms of lighting cost. Schedule B was the most cost-effective option in this 
experiment but needed more decreasing of lighting costs for practical use. 

Keywords: fluorescent lamp， lighting cost， plant canopy， Solanum lycopersicum 
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トマト (Solanumlycopersicum 1.)の栽培において，作物

群落内の中下層は上層葉や周囲の葉による相互遮蔽により

受ける日光が少なくなる lムそのため，増収を目的として補光

を行う場合，群落上から光照射するより群落内を照射する方

が効果が高いことが報告されているお著者らはこれまでにト

マトの3段取り施設栽培において，蛍光灯を用いて早朝2時

2010年 1月15日受付

2010年 3月23日受理
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(ham@affrc.go.jp) 

聞の群落内補光処理を行い，それによって収量が増加する

傾向が得られることを示した 2訓しかし，上記の試験に供試

したトマトについて， 10
o
C， 20

o
C， 300Cの温度環境下での光

合成速度を計測したところ， 30
o
C> 20

o
C> 10

0

Cの順で大きい

値となり，しかも WCでの値と200

Cでの値との聞の差が大きい

ことがわかった 6) 秋冬季の場合，早朝は栽培施設内が20

℃以下になる場合が多く，より遅い時間帯の方が，温度が高

まる可能性が高いため，補光によって作物の光合成が促進さ

れる可能性がある.そこで本研究では，補光処理の効率向

上をめざし補光時間の延長や，早朝よりも遅い時間帯の補

光について検討した.また同時に，ランニングコストの低減に

つながる補光時間の短縮の可能性を検討すべく，ユビキタス

環境制御システム 7)による補光ノードト10)を用いて，日射の弱

-15一



浜本・星・尾島・山崎

ムページで表示されている料金体系を参考に 20円 kWh-1と

した生産物の手取り価格は迫田 12)等を参考にして 230円

kg-1とした.以上の設定で電力コストと販売額を算出し経

済性を検討した.
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い場合のみに補光するという処理も試みた.さらに，補光の

増収効果と電力消費量から，本研究で用いた補光方式の経

済性と今後の課題について検討した.

なお，本研究の一部は農林水産省委託プロジ、エクト研究

「低コストで質の良い加工・業務用農産物の安定供給技

術の開発J(1系野菜)において行った. 結果および考察

栽培試験

午前補光の時間帯と早朝補光の時間帯の温室内月間平

均気温を比較すると，午前補光の時間帯で4-9
0

C程度温

度が高い傾向がみられた (Fig.1).しかも平均気温は 25
0

C

以下で，極端な高温にはなっていないため，午前補光の方が

早朝補光よりも光合成促進の面で、有効で、あったことが推測さ

れた

収量は補光によって増加した (Fig.2).午前補光区と日中

補光区では初期収量が早朝補光区や無補光区に比べて多

く，総収量も無補光の約 10%(午前補光)と 15%(日中補

光)それぞれ増加した.早朝補光区はそれよりはやや劣るも

のの，総収量が無補光区の 6%程度増加した (Fig.2).著者

らは早朝補光に関して，これまでに何回か今回同様の栽培

試験を実施しているが，無補光に対して数%-10%程度の

増収効果が得られており 2，4，5) 今回の試験でも予想される範

囲内の結果が得られたといえよう先に述べた温度の状況と，

午前補光の増収効果が早朝補光のそれを上回ったことを考

慮すると，補光は早朝より，さらに温度の上がる時間帯に行う

方が効率的と思われる.また， 9-10時間の照射時間をとっ

た日中補光区において最も増収効果が大きかったことから，

照射時間は長い方が増収に有効と思われるが，実用性を判

断するには，増収による販売額増に加え，必要な電力コストも

含めて総合的に考慮する必要がある.これについては次項

• Periods of early-morning supplemental lighting 

日Perio由 oflate-morning supplemental lighting 

Jan.2009 

Morr仕Jlyaver百geair temperaturモinthe greenhouse 
during periods of early-morning (schedule A) or 
late-moη由Jg(schedule B) supplementa1lighting. 
Data for January are the average for 1-22 (the 
last treatment day) January 2009. 
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栽培試験

ガラス室において簡易養液栽培装置 11)によりトマト‘麗

容， (サカタのタネ)を栽培した (2008年 8月18日播種， 9月

8日定植).幅 60cmのベッドに5葉期の苗を株間 20cm， 

条問 36cmの2条千鳥植えとした.養液には大塚A処方

0.5単位 (N: P : K = 0.13・0.03:0.17 mg L，I)を供給した.

補光用の照明器具には防水ホルダ((株)スターライト製，反

射板っき)に 40Wの3波長昼白色蛍光灯 (FL40S-EX-N，

松下電器産業(株)製)を入れたものを用いた.利用に際

しては，これらを条筒ベッド上に横に寝かせて配置し照射

した.この方式で得られる光強度 (PPF)は照明器具の防水

ホルダに接触する部分で300μmolm-2 
S-1強である.また，

以前の研究では，同様の栽培条件において群落内での光

強度も測定したが，照明器具の直上 30cm離れた箇所で約

50μmol m-2 S-1を記録している 2)

本試験における試験区は， 9月23日~翌年 1月22日ま

で，早朝日の出約 30分前から2時間補光する区と，午前中

2時間 (11月まで9-11時， 12月から 10-12時)補光す

る区，日中 (11月まで 6-16時， 12月から 7-16時)補

光する区，ユピキタス環境制御補光ノードを用いた制御で日

射 200μmolm-2 
S-1 PPF以下の時に限りそれぞれ照射する

午前中2時間補光区と日中補光区を設けた.また，対照とし

て無補光区も設けた.日の出前から 16時まで C02施用(濃

度400ppm)も行った.作物は 4-CPA(トマトト}ン)の花器

への散布で着果させ，来房あたり 6果までに呆数調整し，第

3果房の上2葉を残して摘心して栽培し， 2月上旬の収穫終

了時まで収量を調査した.調査株数は無補光区が 16株，各

補光処理区がそれぞれ 10株とした.

補光の経済性の検討

検討のためのモデルケースとして，上記栽培試験の試験

設計から，栽植密度は6株 m-2で3段取り栽培，照明器具

(蛍光灯)の配置は 1本 m4という栽培形態を想定した.照

明器具の消費電力は簡易型電力計(エコワット，東光精機

(株)製)による実測値から 80Whm-2とした.株あたり収

量は，今回の栽培試験に加え以前の試験 2，4，5)
も参考にして，

無補光で2kgとして計算した.電気料金は電力各社のホー

材料および方法
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の制御アルゴリズムについては，まだ改善の余地があろう

補光の経済性と課題

補光の経済性を検討するために， Fig.4に1作， 1m2あ

たりの補光に要した電力コストと補光によって生じた生産物販

売額の増加分を試算して示した販売額の増加分が電力コ

ストを上回った額が補光によって生じた利益となる.補光時間

が 1日あたり 2時間と9時間の2パターン，補光による増収

が2時間照射では無補光の 6%，8%， 10%， 9時間照射で

3段取りトマト栽培における群落内補光の時間帯が収量に及ぼす効果と補光の経済性
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2h，6百 2h.8百 2h.10% 9h.15百

Time of lighting (h day-')， Yield increase (目)

Trial calculations of electricity costs and sales 
increases resulting from the used of supplemental 
lighting. (a) A simulated case with the following 
parameters: plan出 gdensity， 6 plants m-2; lamp 
density， 11amp m-2; power consumption (using 
40-W fluorescent lamps)， 80 W m-2; lighting 
days， 120 days; elec凶cityrate， 20 yen kWh -1; 
yield without supplementallighting， 2 kg plant-1; 

and tomato price， 230 yen kg products-1
• (b) 

The same as case a， except that lighting days 
are 100. (c) The case as case b， except that 
electrical power consumption is reduced to 40 
W m4. 

Fig.4 
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で検討する.

ユピキタス環境制御補光ノードを利用して，日射200μmol

m-2 
S-1 PPF以下の時に限り照射した場合は，収量が午前補

光処理では補光ノード使用でタイマー制御より低くなったが，

日中補光処理では若干少ない程度で大差はなかった σig.

3) 一方，照射時間については，補光ノードで日射応答型の

制御をすることによって，午前補光と日中補光でそれぞれタイ

マー制御の 69%，90%の照射時間になった.照射時間の減

少割合が小さかった日中補光処理で、の補光ノード使用は収

量にあまり影響しなかったが，午前中 2時間の補光において

補光ノードの使用が収量減をもたらした今回の結果から考え

ると， 2時間程度の照射時間を 30%以上も削減することは好

ましくないように思われる.しかし，今回用いた制御アルゴリズ

ムは日射200μmolm-2 
S-1 PPF以下で補光という 1種類だ

けなので，この結果だけで補光ノードによる日射応答型の制御

について可否の結論を下すことは避けたい.補光ランプ点滅
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は15%という条件を想定して試算した.Fig.4aでは，今回の 2時間程度実施する方が実現性が高いと考えられる.なお，

栽培試験をもとに補光処理の日数を 120日としたが，どの設 本圃に補光を導入することにはまだ経済的なハードルがあり，

定条件で、も電力コストが販売額を上回る結果となった.今回 実現性を高めるには電力や照明器具のコストを下げることが

の補光処理は，第1果房でつぼみが確認されはじめた頃から 必要で、，電力消費量が少なく価格が安い器具やランプの選択

第3果房の果実が半分以上収穫された頃までの 120日間行 も重要である.ユピキタス環境制御補光ノードの利用等で照

ったが，数日ずつ開始を遅らせ，終了を早める程度の短縮は 射時間を減ずることは，ランニングコストの低減に有効である

可能と思われる.実際に，以前の試験2)では補光日数が 100 が，収量を落とさないような制御アルゴリズムを検討する必要

日程度で効果が得られた場合がある.そこで， Fig.4bにおい がある.また，同じ照射時間でさらに増収効果が向上するよう

て補光処理日数を 100日として再度試算したが，やはりどの な制御法も検討の余地があるだろう.

設定条件下も赤字となった.今回使用した照明器具は40W

蛍光灯を 1灯点灯するのに約 80Wの電力を必要としており

損失が多い補光の実用性を高めるには電力損失の少ない

照明器具を利用し消費電力コストを下げる必要がある.40 

W 蛍光灯用の照明器具には 50W未満の消費電力で利用

できるものもあるため，これは実現可能な対策と考えられるま

た， Fig.めからは2時間の補光で 15%の増収効果が得られ

れば， 1m2あたり 1作で 100円前後の利益が期待できること

も読み取れる.増収効果の大きい補光方法をさらに検討する

必要もあろう.

蛍光灯も含め，照明器具にさらに高効率のものを採用し，

40W m-2の電力消費量で補光可能と仮定した場合がFig.

4cである.この場合だと， 1日に2時間照射であれば， 8-

10%の増収で 1m2
あたり 1作 50-100円程度の利益が期

待できる.しかし， 9時間照射ではこれでも利益が出ず，コジ

ェネレーションシステム等を利用した自家発電などで電気料金

を相当削減しないと実現は難しいように恩われる.仮に，補

光に必要な電力コストをほぼO円にし得るならば， 1作につき

9時間照射で約 400円m-2，2時間照射で約 200-300円

m-2の利益が期待できることになる.

補光によって生じた利益は照明器具などのイニシャルコスト

の償却にも回す必要があるが，2時間照射処理の場合，約 3

年， 10作程度でイニシャルコストを回収しようとすると， m
2あた

り，1作 50-100円の利益で可能な投資額は 500-1000 

円以下になる同様に，蛍光灯を使用時間 5000時間程度

(約 25作)で更新するとして，それまでにイニシャルコストを

回収するというならば，可能な投資額は 1200-2500円m-2

程度となる 40W蛍光灯はランプだけで 1本数百円~千数

百円のコストがかかる.補光の実用化のためには，防水，耐

蝕，漏電防止などの耐環境性・安全性に留意しつつも，照

明器具にかかるコストを極力抑えることが必要であろう

まとめ

栽培試験の結果から，補光の時間帯は，早朝よりも，さら

に温度の上がる時間帯の方が増収効果が高く，効率的と考

えられる.また，補光の照射時間は長い方が増収に効果的と

恩われたが，コスト面を考慮すると，日中通して実施するよりも

摘 要

蛍光灯を用いたトマトの群落内補光について，早朝 2時

間，午前中 2時間，日中 9-10時間の補光時間帯が収量

におよぽす影響の比較を行った.午前中と日中の補光を日射

200μmol m-2 
S-l PPF以下の時に限り行う処理も検討した.

補光は早朝よりも，さらに温度の上がる午前中の時間帯の方

が増収効果が高くなった.日中通して補光する処理はさらに

増収効果が高かった.しかし，午前中と日中日射の弱いときの

み補光する処理は，同じ時間帯を通して補光するより減収と

なった.補光時間の短縮には，収量を落とさない制御アルゴリ

ズムなど，まだ検討の余地があると考えられた続いて，栽培

試験の結果をもとに本研究の補光方式の経済性について検

討し補光時間は2時間の方が9時間よりも費用対効果が

高いが， 2時間照射でも，実用性向上のためには電力や照

明器具のコスト低減が必要であることを示した.
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