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　園芸産業では、LEDベースのSSL（Sol
id State Lighting：固体素子照明）を使
用し、エネルギー消費を抑えつつ、温
室や植物工場における生産性を向上さ
せる研究が急速に進んでいる。LEDは、
植物の成長を最適化する波長の光を発
生することができるため、多数の大学
や企業が、LEDによる園芸の研究を推
進しているのである。例えば、LED照明
を園芸に利用して多段栽培（multi lay
er cultivation）を行う場合、垂直方向
に配列した植物の間に照明を配置して
生産性を向上させることができるとい
うメリットも得られる。
　台湾のエバーライト・エレクトロニク
ス社（Everlight Electronics）で専門照
明事業部の副部長を務めるシー・チェ
ン（パーウェル）シャイ氏（ShihChen 

［Powell］ Shi）は、「園芸用のSSLは、温
室、植物工場の両方に適用できる」と
述べている。同社の場合、園芸向けに、
LED単体と、LEDを利用した照明器具
の両方を製造している。シャイ氏によ
れば、「日本では、太陽光を必要とし
ない屋内の植物工場向けに栽培装置が
開発されている」という。この装置で
は、多段構造（多層構造）を用いて、利
用可能な空間に、できるだけ多くの野
菜を詰め込めるようになっている（図
1）。このような工夫は、面積が限定さ
れる古いタイプの農場の場合には重要
なことである。

モーリー・ライト

LED光源は、特定の波長を中心としてエネルギーを放出する。このような光
源は園芸での利用に最適である。その性能は、今日の温室で使われている
HPSランプのような広域スペクトルの光源の性能を上回る。

LED光源で植物の成長を促進、
赤色光／青色光の波長が鍵に

図1　エバーライト社のLED照明製品であるGL-Floraにより、多段に配置された野菜が照らさ
れている。
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　照明のレベルの光源としてLEDを利
用するようになったのは、かなり最近
のことである。だが、日本では、すで
に植物工場用の栽培装置が何百台も製
造されている。屋内の工場の場合、栽
培する植物まで害虫がたどり着くこと
はないので、成長過程での薬剤散布が
不要になるという利点が得られる。こ
のことから、植物は薬剤を落とすため
の洗浄を行わなくても安全に消費でき
る。さらに、栽培者は湿度や温度など
の環境を完全に制御することが可能で
ある。
　シャイ氏によると、「欧州のような地
域では、温室における太陽光の補完用
としてLEDを利用するという使い方に
関心が集まっている」という。LEDは、
温室と植物工場の両方において、従来
の人工光源を置き換える省エネルギー
の光源として利用できるのである。

葉緑素とHPS光源の相性
　LEDを利用した園芸の核心は、葉緑
素の吸収スペクトルにある。葉緑素は、
植物の葉の中に存在する生体分子であ
り、光を吸収する役割を果たす。光エ
ネルギーを利用して光合成を行い、2
酸化炭素を、植物食品として有用な糖
分などの有機化合物に変換する。研究
者らは、葉緑素が吸収するのは赤と青
の光スペクトルであり、緑の光スペク
トルは少ししか吸収しないということ
を、ずいぶん前から把握していた。
　今日の園芸では、植物を照らす人工
照明としては、一般に高効率なものとし
て知られている高圧ナトリウム（HPS：
High Pressure Sodium）ランプなどの
広域スペクトル光源を利用している。
ドイツのオスラム・オプト・セミコンダク
ターズ社（OSRAM Opto Semi con duc 
tors）で北米マーケティング事業開発マ
ネージャを務めるドレーク・スタリオン

氏（Drake Stalions）はHPS光源の問題
点を認識しており、「その光出力は、葉
緑素の吸収スペクトルの中心領域には
ない。そのため、光の大部分が役に立た
ない」と語っている。このことは、HPS
光源を使っても、エネルギーが無駄に
なり、植物の光合成と成長が最適化さ
れないということを意味している。
　図2は、HPS光源であるHID（High 
In ten si ty Discharge）ランプとLED光
源について、波長と放射パワーの関係
を示したグラフである。これを見れば
わかるように、HPS光源の場合、赤と
青のスペクトルに比べると、より多くの
エネルギーが550nm〜600nmの領域、
すなわち緑のスペクトルに集中してい
る。一方で、研究者たちは、葉緑素の
吸収スペクトルのピークが400nm〜
500nmと600nm〜700nmの領域にあ
ることを把握している。

青と赤の光が重要
　葉緑素の研究者は、照明器具のメー
カーに対し、「赤と青の光に重点を置

くように」との指導を行っている。オ
スラム社のスタリオン氏は、「われわ
れは、455nmと660nmの2つの波長
の光が非常に役に立つということを発
見した」と述べる。同氏によると、「照
明器具のメーカーは、青と赤の波長に
ピークを持つLEDを組み合わせて、園
芸用の製品を設計している」という。
　園芸用に最適化されたSSL製品の多
くは、まだ開発段階にある。これまで、
業界は効率の高い青色LEDを利用して
製品開発を行ってきた。一般に、赤色
LEDはそもそも効率が低いのだが、特
に660nmという理想的な波長におけ
る効率が悪いからである。それに対し、
オスラム社は、660nmにおいて37％の
効率が得られる「Golden Dragon Plus」
と「OSRAM SSL」という2つの赤色
LED製品を発表した。その波長スペク
トルは裾が長く、455nmの深い青色
の領域では42％の効率が得られる。
　ほかの部品メーカーも、光の波長が
660nmのLEDを発表している。日本の
昭和電工は、2009年に、園芸用のもの
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図2　LEDは、葉緑素の吸収ピークに合わせて選択できる（提供：オスラム社）。
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として波長が660nmのLEDを発表した
（www.ledsmagazine.com/news/6 / 
4/5）。そして同年には、日本の経済産
業省が、このLEDを使用して、植物工
場の小規模実証プラントを開設した。
　エバーライト社も波長が660nmの
LEDを製造し、同社の園芸用照明製品
である「GLFlora」に使用している（www. 
ledsmagazine.com/products/27170）。

照明のレシピ
　研究者たちは、園芸用の人工光源を
最適化するための波長混合の実験を続
けている。光の波長混合の方法として
は、植物に到達するすべての自然光に
依存する部分もあるのだが、一般的に
は、1個の青色LEDに対して4〜10個
の赤色LEDを使用する「レシピ」が適
していると考えられている。例えば、エ
バーライト社は、同社のGLFloraのデ
ータシートに、このレシピを記載してい
る。通常は、1個の青色LEDと、8個
または9個の赤色LEDを使用している
が、製品によっては1個の白色LEDを
追加しているものもある。
　オランダのフィリップス社（Royal 
Philips Electronics）は、園芸へのLED
の利用を最初に提案した企業の一つで
ある。同社は、オランダのBVBサブス
トレーツ社（BVB Substrates）と提携
し、BVB社の実験施設で照明のレシピ
について研究してきた（www.ledsmag 
azine.com/press/18829）。この研究は
2009年に始まり、今日も継続している
が、特定の植物の成長段階に応じてレ
シピを調整することに重点を置いた実
験が行われている。
　フィリップス社は、「より多くの青色
光は、小さな植物の成長を促進する」と
指摘している。逆に、より多くの赤色
光は、長い植物あるいは研究者が「ス
トレッチング」と名づけた植物を成長

図3　フィオニア社
は、デンマークで行
っている園芸栽培実
験で、オスラム社の
LED製品を使用して
いる。

図4　パデュー大学のケアリー・ミッチェル教授は、植物の栽培に利用するLEDの研究を行って
いる。
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させる。研究者たちはLEDを「作物の
操縦ツール」として位置づけている。

省エネ効果の確認
　続いて、LEDを利用した園芸の実験
プロジェクトの事例をいくつか紹介す
る。図3は、デンマークのフィオニア・ラ
イティング社（Fionia Lighting）が行っ
ている実験の様子である。デンマーク
で行われているこの実験では、オスラム
社のGolden Dragon Plusを総計5万個
使用し、数千平方メートルの規模で植物
を栽培している。エネルギー消費につい
ての詳細な実験が行われており（www.
ledsmagazine.com/press/2 6 6 8 6 ）、
LED光源を利用した場合の消費電力は、
HPS光源を利用した場合に比べて40
％削減できることが実証された。
　園芸の場合、効果を定量化するのが
難しい。LED光源とHPS光源のどちら
を用いても、植物の成長が促進される
ということは間違いない。SSL照明の下
で成長する花は蕾が多く、その売価は
高くなると考えられる。温室でのLED
光源の利用は、薬剤の使用量の削減に
も役立つ。

さまざまな配置方法
　フィオニア社が実験に使用したのは、
天井に取り付けるタイプの照明器具で
あった。植物工場や温室の場合、LED
を多層状に配置する方法によって、よ
り多くのメリットが得られる。もう1つ
の方法として、直線状のLED照明器具
を植物の配列の間隙に配置し、植物の
葉に到達する光を最大化するというも
のがある。最近、パデュー大学（Purdue 
University）は488万ドル（約3.7億円）
の研究助成金を得て、植物の栽培にお
けるエネルギー消費の低減と収穫量の
拡大の研究を開始した（図4）。
　パデュー大学は、植物の間隙からの

照明を利用して、背の高いトマトを栽
培する実験を行っている。温室で栽培
するトマトは、20フィート（約6.1m）の
高さにまで成長するのだが、天井光や
太陽光は植物の低い部分までは到達し
ない。パデュー大学のケアリー・ミッ
チェル（Cary Mitchell）教授は、LED
の間隙照明が光合成と開花を促進し、
収穫量が増加すると確信している。パ
デュー大学は、ラトガース大学（Rut
gers University）、アリゾナ大学（Uni
versity of Arizona）、ミシガン州立大
学（Michigan State University）およ
び米オービタル・テクノロジーズ社

（Orbital Technologies）と提携し、4年
間にわたるプロジェクトを実施する。
　フィンランドのネトレッド・オイ社

（Netled Oy）は、植物の間隙にLED
照明を配置するもう1つの方法を開発
した。同社は商業温室用に特化した製
品を開発しているが、最近、オスラム
社と共同で、LEDを水平方向に並べ
たカーテン状の製品を発表した（www.
ledsmagazine.com/products/28239）。

このシステムの実験は、フィンランド
のホンカジョキにあるネトレッド社の
温室で行われている（図5）。
　園芸におけるLEDの利用について
の情報は、時間が経つにつれて増えて
いくだろう。例えば、オスラム社はミ
シガン州立大学の園芸草花栽培学部と
の共同研究を行っている。また、LED
とそれを利用した照明器具の進歩も期
待できる。フィオニア社の例を挙げれ
ば、同社はデンマークでの試験に使用
した照明器具の市販を予定している。
　オスラム社のスタリオン氏は、「さ
らに効率の高い赤色LEDを実現する」
と述べている。同氏によると、「2011年
末には、効率が45％に達する赤色LED
を実現できる」という。同社は「市場規
模も非常に大きい」と見ており、「2013
年には、園芸栽培において、2000万ド
ル（約15億円）相当のLED部品が消費
される」と予想している。
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図5　ネトレッド社は、カーテン状のLED照明システムを開発した。




