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LEDの一次産業等への応用技術に関する研究*

ースイートピー落昔防止実験のための予備調査一

肥後一彦*1・烏原亮*2・竹山隆仁川・長友良行*2

Study on Applied Technology of the LED Light for the Primary Industry 
-Preliminary Investigation for Experiments of the Inhibition of 

Flower Bud Abscission of the Sweet Pea一

Kazuhiko HIGO， Ryo TORIHARA， Takahito TAKEYAMA and Yoshiyuki NAGATOMO 

本研究では，一次産業やその他の分野で利用できるLED応用技術の開発・研究を行っており，特に花き栽

培への応用を目指したLED照射装置の開発について検討を進めている.本報では，スイートピーの品質向上，

特に日照不足による落曹の抑制を目的としたLEDによる補光実験を行うための予備調査として実施した小型

LED照射器具から得られるPPFD量の測定結果，また，その結果を踏まえた照射方法の検討について報告する.

キーワード:LED，スイートピー，落著，補光， PPFD 

1 はじめに

昨今の省エネ意識の向上により， LED照明など

の省エネ照明機器の開発に係る要望が高まってきて

いる.特に原子力発電所の運転停止などの電力事情

の影響により，家庭や企業の活動においても大幅な

節電が求められていることもあり，節電機器の代表

格でもあるLED照明機器については今後益々需要

が伸びるものと考えられる.また， LEDの持つ様々

な特徴から照明のほか幅広い用途にLEDを利用す

る事例が多数報告されてきている.このような状況

から，本研究では，農林水産業等で利用できるLED

応用技術の開発に取り組んでいる.

当県は，温暖多照という恵まれた自然条件を生か

した花きの生産が非常に盛んであり，中でもスイー

トピーは全国一位の出荷量(平成23年実績，宮崎県

農産園芸課調べ)を誇る県を代表する花である.ス

イートピーはマメ科の一年草で，ハウスでの切り花

の促成栽培においては，秋に播種を行い， 11月から
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翌年3月の期間，収穫ができる.また，非常に日照

を好む性質を持つ種で，栽培期間中に曇雨天が数日

間続き日照量が不足すると自ら花の曹を落とす落蓄

という現象を起こす.この落曹を生じたものは切り

花としての品質が著しく低下するため，落曹の有無

が生産量に大きく影響を及ぼす.このため，安定し

ない気象条件下で，品質を低下させず安定的に生産

することがスイートピ一生産における長年の課題と

なっている.

この課題を解決するため， LED照明を利用し曇

雨天時の太陽光の光量不足を補う，いわゆる補光と

いう処理を行うことにより落曹を防止することので

きる補光装置の開発を目指し，ハウス栽培での補光

の効果を検証する実験および専用の照射器具につい

ての検討を行った.なお，この補光効果の検証実験

は，以前からスイートピ一等の花きの栽培用照明に

ついて研究開発を行っている宮崎県総合農業試験場

と共同で実施することとする.
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2 実験方法

2 -1 照射器具の検討

スイ ート ピーの落著防止対策については，日照量

の不足を補う効果を期待した屋外照明等で用いられ

るような高出力の照明器具を用いた試験が報告¥)さ

れている.しかしながら，当県のスイ ートピ一生産

農家の多くは小規模なハウス栽培の形態をとってお

り，大がかりな設備の導入は，イニシャルコストや

電気代などのランニングコストを考慮した費用対効

果の点から，このような生産農家への普及を狙う手

法としては現実的ではないと思われる.このため，

既存の栽培環境にあまり改造を加えることなく，か

っ低コス トで費用対効果の高い照射器具の開発を目

指す必要がある.そこで，今回取り組むハウスでの

補光実験では，小型で設置が容易な器具であること

を要件として選定することとした.

また，照射器具の設置については，栽培するハウ

ス内で地面から上方に草丈の長くなる株の茎葉に対

して，どのような照射方法および取付方法が効果的

であるのかを検証する必要がある.これらの要件を

踏まえ，電球型器具(図 1)と直管型器具およびフ

レキチューブ型の器具の 3種の器具を実験で用いる

こととした.照射する光の成分については， 3種と

も， LEDを用いた植物育成実験の分野で一般的に

利用されている赤色LEDをベースとして，主波長

660nm付近の光を中心に他の色と合成したものを

選定した.各器具の仕様を表 1に示す.

図1 電球型器具(カスタマイズ品)
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表 1 照射器具の仕犠

電球型 直管型 フレキチューブe型

消費電力 9羽f 20W 9.6W 

全光東 170 1m 240 -360 1m 

規格 ・大きさ E26 120 cm 100 cm 

電球型器具は，主に赤色系のLED素子を組み込

んだ 9 Wのものをカスタマイズ製作し，準備した.

同様に，直管型およびフレキチュープ型の器具につ

いても，必要とする発光色のLED素子を組み込ん

だものを準備した.

2-2 照射器具のPPFD測定

植物が光合成に利用できる光の領域は，ほぼ可視

光域に一致した400~700 nmの波長域で、あるとされ

る.植物の分野では，これを光合成有効放射と呼び¥

光合成に有効な光量の指標としては， 400~700 nm 

の光合成有効光量子束 (PPF: Photosynthetic 

photon flux) ，また，その単位面積あたりの密度

(PPFD : Photosynthetic photon flux density) が

用いられる 2).3) そこで，各照射器具の特性を把握

し，装置開発の検討を進める上での基礎とするため，

PPFDの測定を行った.

測定には，高感度分光放射輝度計(大塚電子制，

HS-I000AK) を用い，照射器具を測定器に正対さ

せ，照射器具と測定器との距離を鉛直方向に変えな

がらPPFDの変化を測定した(図 2). 

図2 PPFD測定状況(電球型器具)
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3 結果および考察

3-1 照射器具のPPFD測定結果

各照射器具が放出するPPFDの測定結果について，

図 3~図 5 のグラフに示す.グラフ中の横軸は光源

からの距離，縦軸はPPFD値を示したものである.
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図3 PPFD測定結果(電球型器具)
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図5 PPFD測定結果(フレキチューブ型器具)
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図 3~5 のグラフから分かるとおり，各器具とも

光源から離れるに従いPPFDが急激に減少する.

人工光型植物工場などでは，一般的に植物育成に

数百μmol.m'2・S'[程度のPPFDが必要とされるこ

とから，補光実験において必要なPPFDの目標値と

して，茎葉面で受ける量を200μmol.m'2・S'[以上と

設定することとする.しかし，今回の測定結果から

見ると，器具から 5cm離隔した時点で，電球型器

具の場合が 141.9μmol.m2・f，直管型器具の場合

が128.7μmol.m2・sl，フレキチューブ型器具の場

合が44.9μmol.m'2・s'[といずれの器具も期待値を下

回ってしまうことが分かった.さらに離隔を大きく

した場合， 100μmol.m2・S'[のPPFDを確保するた

めには，電球型器具，直管型器具とも約 7cmまで

の距離が限界であり， 50μmol ・m'2・s'[の量を確保

するためには，電球型器具で約10cm，直管型器具

で約15cmまでの距離が限界であることが読みとれ

る.このことから，いずれの器具も小型で出力が低

いため，器具 l個あたりでは十分な量のPPFDを確

保することは困難であることが分かる結果となった.

また，一定離隔における各器具のPPFDの量は，

概ね，直管型，電球型，フレキチューブ型の順で大

きかった.器具の消費電力等の公称出力の大きさと

同じ順序とはなっていないが，これは，器具内部の

LED素子の仕様の違いによるほか，器具の形状や

器具内部のLED素子の配置および密度等の違いに

よる放射光の分布に差異があるためと推察される.

3-2 補光実験における照射方法の検討

今回選定した照射器具のPPFDを測定した結果に

より，各器具とも 1個あたりでは十分な量のPPFD

を確保することは困難であることから，落曹防止に

有効な量のPPFDを茎葉にあてるためには，器具に

合った照射方法について検討する必要がある.

電球型器具の場合は，電球ソケッ トを用いて対象

の上方から照射するので，株の並びにあわせ複数個

の器具を一列に並べて配置し，かつ近接距離にて照

射する方法が現実的な方法であると考えられる.な

お，この場合，上方から近接して照射することから，

生長による茎の伸長にあわせ設置位置を上昇させる

ことも考慮する必要がある.例えば，電球ソケット

の位置を地面からの高さ20cmから200cm程度の範

囲で可動調節できるような点灯器具との組み合わせ

が有効であろう.

直管型器具の場合は，その細長い形状を生かして，

株の並びにあわせて平行に照射ができる.このため，

上方からでも側面方向からでも照射でき，いろいろ
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な取付方法が考えられる.例えば，側面照射の場合，

草丈の長い株に対して，両側から挟み，さらに，上

下に高さを変えて何段かで照射するなど効果的な方

法が考えられる.そのための取付器具についても検

討が必要である.

フレキチュープ型器具については，自由に屈曲さ

せることができ，照射方法の選択肢が広がるという

大きな利点はあるものの， PPFDの測定結果から見

ると，電球型器具や直管型器具に比べてもPPFDの

量が少ないため補光用器具としてはあまり有効とは

いえないであろう.

以上の考察を踏まえて，各照射器具の照射方法お

よび取付方法を決定し，今後，ハウスでの補光実験

において，これらの 3種の器具の落曹防止効果の有

効性について検証することとする.また同時に，今

回主波長として用いた赤色系の光のほか，他の光色

との合成等，さらに落曹防止効果の高い発光スペク

トルの探求についても明らかにしていく.

4 まとめ

今回，スイートピーの落膏防止を目的とした補光

装置の開発に向け，ハウスでの補光実験に用いる照
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射器具の検討およびPPFDの測定ならびに照射方法

についての考察を行った.この結果，開発の目標と

する小型の器具では，出力が低く放射するPPFD量

が少ないため，単体では十分な量が確保できないこ

とがわかった.

しかしながら，スイートピーのような園芸作物の

生産現場への普及を目指す場合，導入コストや運用

コストの低減化，また，設置のための改造手間の簡

略化は必須の条件であり，このためにも，照射方法

もあわせて検討し，適応する取付器具を含めた落蓄

防止効果の高い小型の照射器具の開発に取り組むこ

ととする.
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