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１． はじめに 
 植物栽培用人工光源として、蛍光灯やメタルハラ

イドランプなどランプ光源の代わりに、半導体発光

デバイスの発光ダイオード(LED)を利用した LED 植

物工場が発表された。さらに半導体レーザー(LD)を

用いたレーザー植物工場も提案された[1~6]。青紫色半

導体レーザーは 1995 年に発表され、Blu-ray Disc 装

置の光源として、使用されてきたにもかかわらず、

未だにDVD用赤色LDのように価格は低下していな

い。 

インコヒーレント光源である LED、コヒーレント

光源である LD をアレイ化して照射光源を構成し、

それぞれを用いて比較栽培実験を行ってきた[7~9]。 

 

２．LED（インコヒーレント）と LD（コヒー  
 レント）アレイ光源の製作 
 植物成長に関わる光合成反応に寄与する植物栽培

用光源のスペクトルとして、必須の赤色光、青色光

はもちろんであるが、光形態形成に関わる遠赤色（近

赤外）光も入れた３波長アレイ混合光源を構成した。

次の表 1 に示す。 

 表 1 LED（インコヒーレント）と LD（コヒーレント）アレイ光源の構成比較 

波 長 領 域 LED アレイ光源 LD アレイ光源 

 赤色光領域：Red  660 nm  650 nm DVD 用 

 青色光領域：Blue  450 nm  405 nm Blu-ray Disc 用 

 遠赤色（近赤外）領域：Far-red  735 nm  785 nm CD 用 

 

 この試作 LED アレイ光源ユニットを図 1 に示す。 
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 (a) LED(インコヒーレント)アレイ光源   (b) LD(コヒーレント)アレイ光源 

図 1  LED(インコヒーレント)と LD(コヒーレント)のみによるアレイ光源の構成. 

 

 ここで、注意しなければならないことは、エマー

ソン効果を誘発する分岐点に当たる 735 nm 付近に

発光中心波長をもつことである。 

 

３．簡易植物栽培実験装置による栽培実験 

 インコヒーレントな LED 光とコヒーレントな LD

光による３波長発光光源を使った２つの簡易植物栽

培実験装置を図 2 に示す。それぞれのユニットは、

密閉した暗箱で構成し、遮光して同一栽培環境下で

同時に、照射距離を混合光が十分混ざり合う 5～15 

cm 程度を保ちつつ比較生育実験を行った。初期の

光源ユニットと培地との距離は 150 mm である。壁

面には照射光を反射させ、効率的に利用するために

アルミ箔を貼っている。LED／LD ドライバー回路は

直流駆動だけでなく、マイクコンピュータによるパ

ルス駆動回路も備えている。搭載されているソフト

ウェアによって任意にパルス幅とデューティ比を変

えられるため、パルス照射による生育テストも実施

できる。 

3.1 CW 光による栽培 

 LD 光は、LED 光に比べて、出力光は弱かったた

め、比較栽培実験に適さなかった。LD の駆動電流

を増加すると発熱が増加して、装置内の温度上昇を

招くだけではなく、素子破壊の懸念があった。 

3.2 パルス光による栽培 

 LD の出力光を増加させるために、駆動電流を増

加させると素子が発熱する。それを回避する方法と

して、パルス動作させることにした。パルス周期 100 

ms 、パルス幅 25 ms で、デューティ比は 25 % と

すると、LD 出力光を LED のそれと同等にすること

ができた。 

 栽培植物は、カイワレダイコンで、水耕栽培によ

った。室温は 23～25℃、10 個播種して、朝 7:00 に

点灯し、夜 19:00 に消灯する 12 時間照明を行った。

発芽後 4 日後に収穫された標本を図 3 に示す。 

 LED と LD による栽培結果の平均草丈は、それぞ

れ 90.5 mm、94.5 mm で、LD の場合の方が少し大き



かった。しかし、葉は LED による方が深緑色で、開

いていて勢いもあった。LD の方は、少し巻いてい

るように見受けられた。 

 

左：LED  右：LD 

  

   (a) 照射開始後１日目           (b) 照射開始後 2 日目 

  

   (c) 照射開始後 3 日目           (d) 照射開始後 4 日目 

     図 2 簡易植物栽培実験装置によるカイワレダイコンの栽培実験. 

      （播種→発芽、照射後の写真で、左が LED、右が LD アレイ光源による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４．装置の改良 
 LD アレイ光源の発熱を抑制するために、強制空

冷ファンを設ける対策をとった(図 4)。 

   
  図 4 強制空冷ファンによる LD アレイ光源の冷却. 

 

５．おわりに 

 植物工場によって、安心・安全な衛生的で、環境

に配慮した野菜や果物栽培が叫ばれている。農産物

や水産物の大口需要家からは、４つの安定条件とし

て四定（「定量」「定質」「定価（低価格）」「定時」）

条件が要求される。生産者は季節に制約されない、

その４定条件を満たす植物工場によって安定供給を

実現していくことが求められている。 

LED 植物工場は実用段階にあるが、LD 植物工場

は叫ばれて久しいが、未だに研究段階に留まってい

る。光合成の促進を図るためには高効率光励起の観

点からランプや LED より LD の方が有用である。LD

のさらなる低価格化が図られ、LD 植物工場の実現

が待たれる。 

青色 LD の駆動電流を増加して高出力化すると

LD 素子がヒートアップするが、その抑制方法とし

てパルス駆動化しながら強制空冷ファンを設けた対

策を講じている。今後、強制冷却しながら比較栽培

実験を行う予定である。 
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図 3  4 日後に収穫されたカイワレダイコン. 

   (左：LED のみ、右：LD のみ) 


