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(57)【要約】
【課題】トマト果実中のアミノ酸、カリウム、カロテノ
イド、アスコルビン酸、ビタミンＢ６からなる群から選
択される少なくとも一種以上の成分の単位乾燥重量あた
りの含量を上昇させる方法を提供すること。
【解決手段】トマト果実中の単位乾燥重量あたりのアミ
ノ酸含量及びカリウム含量を上昇させるには、トマトに
対し、明期終了後、７００～７５０ｎｍの波長域の遠赤
色光の光強度が最も強い光を照射する。トマト果実中の
単位乾燥重量あたりのカロテノイド含量、アスコルビン
酸含量及びビタミンＢ６含量を上昇させるには、トマト
に対し、明期終了後、６００～７００ｎｍの波長域の赤
色光の光強度が最も強い光を照射する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トマトに対し、明期終了後、７００～７５０ｎｍの波長域の遠赤色光の光強度が最も強
い光を照射することを含む、トマト果実中のアミノ酸及びカリウムから選択される少なく
とも一種以上の成分の単位乾燥重量あたりの含量を上昇させる方法。
【請求項２】
　明期終了後、７００～７５０ｎｍの波長域の遠赤色光の光強度が最も強い光を照射する
ことによって、果実中のアミノ酸及びカリウムから選択される少なくとも一種以上の成分
の単位乾燥重量あたりの含量を上昇させる、トマトの栽培方法。
【請求項３】
　前記成分がアミノ酸を含み、前記アミノ酸がアルギニン、リジン、ヒスチジン、イソロ
イシン、グルタミン酸、セリン、スレオニン及びアスパラギン酸からなる群から選択され
る少なくとも一種以上である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記成分がアミノ酸を含み、前記アミノ酸がアルギニン、リジン、ヒスチジン、イソロ
イシン、グルタミン酸、セリン、スレオニン及びアスパラギン酸からなる群から選択され
る少なくとも一種以上である、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　トマトに対し、明期終了後、６００～７００ｎｍの波長域の赤色光の光強度が最も強い
光を照射することを含む、トマト果実中のカロテノイド、アスコルビン酸及びビタミンＢ
６からなる群から選択される少なくとも一種以上の成分の単位乾燥重量あたりの含量を上
昇させる方法。
【請求項６】
　明期終了後、６００～７００ｎｍの波長域の赤色光の光強度が最も強い光を照射するこ
とによって、果実中のカロテノイド、アスコルビン酸及びビタミンＢ６からなる群から選
択される少なくとも一種以上の成分の単位乾燥重量あたりの含量を上昇させる、トマトの
栽培方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トマト果実中の単位乾燥重量あたりの栄養成分含量を上昇させる方法に関す
る。具体的には、トマト果実中のアミノ酸、カリウム、カロテノイド、アスコルビン酸、
ビタミンＢ６からなる群から選択される少なくとも一種以上の成分の単位乾燥重量あたり
の含量を上昇させる方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、人工光を用いて植物を照射する栽培方法が試みられている。例えば、特許文献１
に開示された方法では、太陽光が照射されない時間帯で、発光波長が７００～８００ｎｍ
の遠赤色光を所定の光量子束密度以上になるように長日植物に連続照射することにより、
長日植物の開花と草丈の成長を促進させる。特許文献２に開示された方法では、植物を照
射する光源に含まれる青色光、赤色光及び遠赤色光の強度を調整することで、植物の栄養
成分含量を調整する。
【０００３】
　また、特許文献３に開示された方法では、発光波長が７００～７６０ｎｍの遠赤色光を
成育中の植物に照射することにより、植物の可食部の増量を図っている。特許文献４に開
示された方法では、温室内に栽培されたブドウに対し、無加温状態で開花、結実、収穫の
第１期作過程の終了後、休眠打破剤を散布し加温と合わせて人工光による補光を行い、年
間２期作を実現している。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００５－９５１３２号公報
【特許文献２】特開平０８－２０５６７７号公報
【特許文献３】特開平０８－２７５６８１号公報
【特許文献４】特開平１１－１５５３９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　植物の中でも、トマトはその果実を生食又は広範な料理に用いることができ、さらに、
その果実中に種々の栄養素を含有するため人気がある。トマト果実中には各種のアミノ酸
が含有されている。各種のアミノ酸それぞれが固有の生理活性機能を有しており、各種の
アミノ酸を単位乾燥重量あたりのトマト果実中に多量に含有させることで、トマト果実の
商品価値が高くなると考えられる。
【０００６】
　また、ビタミンＢ６、カロテノイド、アスコルビン酸といったビタミンは健康上重要な
ビタミンである。したがって、これらのビタミンを単位乾燥重量あたりのトマト果実中に
多量に含有させることも、トマト果実の商品価値を高くすると考えられる。また、カリウ
ムは体内の浸透圧維持に働き、血圧上昇を抑制するという生理活性機能を有する。よって
、カリウムを単位乾燥重量あたりのトマト果実中に多量に含有させることも、トマト果実
の商品価値を高くすることができると考えられる。
【０００７】
　そこで、本発明は、トマト果実中のアミノ酸、カリウム、カロテノイド、アスコルビン
酸、ビタミンＢ６からなる群から選択される少なくとも一種以上の成分の単位乾燥重量あ
たりの含量を上昇させる方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の、単位乾燥重量あたりのトマト果実中のアミノ酸及びカリウムから選択される
少なくとも一種以上の成分の含量を上昇させる方法は、トマトに対し、明期終了後、７０
０～７５０ｎｍの波長域の遠赤色光の光強度が最も強い光を照射することを含む。また、
本発明は、明期終了後、７００～７５０ｎｍの波長域の遠赤色光の光強度が最も強い光を
照射することによって単位乾燥重量あたりの果実中のアミノ酸及びカリウムから選択され
る少なくとも一種以上の成分の含量を上昇させる、トマトの栽培方法を提供する。
【０００９】
　上記成分がアミノ酸を含む場合、該アミノ酸は、アルギニン、リジン、ヒスチジン、イ
ソロイシン、グルタミン酸、セリン、スレオニン及びアスパラギン酸からなる群から選択
される少なくとも一種以上であることが好ましい。これらのアミノ酸は、上記特定の光を
照射することによる単位乾燥重量あたりの含量の上昇率が特に高い傾向がある。また、こ
れらのアミノ酸はそれぞれ固有の生理活性機能を有している。
【００１０】
　本発明の、トマト果実中のカロテノイド、アスコルビン酸及びビタミンＢ６からなる群
から選択される少なくとも一種以上の成分の単位乾燥重量あたりの含量を上昇させる方法
は、トマトに対し、明期終了後、６００～７００ｎｍの波長域の赤色光の光強度が最も強
い光を照射することを含む。また、本発明は、明期終了後、６００～７００ｎｍの波長域
の赤色光の光強度が最も強い光を照射することによって果実中のカロテノイド、アスコル
ビン酸及びビタミンＢ６からなる群から選択される少なくとも一種以上の成分の単位乾燥
重量あたりの含量を上昇させる、トマトの栽培方法を提供する。
【００１１】
　本発明者らが、トマトへの特定波長の光の照射による影響を研究した結果、明期終了後
、７００～７５０ｎｍの波長域の遠赤色光の光強度が最も強い光を照射すると、トマト果
実中の単位乾燥重量あたりの種々のアミノ酸含量及びカリウム含量が上昇することを発見
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した。また、明期終了後、６００～７００ｎｍの波長域の赤色光の光強度が最も強い光を
照射すると、トマト果実中の単位乾燥重量あたりのカロテノイド含量、アスコルビン酸含
量及びビタミンＢ６含量が上昇することを発見した。これらの発見をもとに本発明を完成
させるに至った。
【発明の効果】
【００１２】
　すなわち、本発明によれば、トマト果実中のアミノ酸、カリウム、カロテノイド、アス
コルビン酸、ビタミンＢ６からなる群から選択される少なくとも一種以上の成分の単位乾
燥重量あたりの含量を上昇させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の方法を利用した栽培装置を示す構成図である。
【図２】本発明の方法の工程を示す流れ図である。
【図３】本発明の方法の別の実施形態にかかる工程を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、適宜図面を参照して本発明を詳細に説明する。
【００１５】
　図１は本発明の方法を利用した栽培装置を示す構成図である。この図に示される栽培装
置１は、トマト１０を収容するための空間を形成した栽培室１２と、栽培室１２内に設置
された主光源１６と、補光用光源１４と、タイマー付き電源１８とを備える。
【００１６】
　図２は、本発明の方法にかかる全体処理を示す流れ図である。主光源１６の点灯開始（
Ｓ１）から主光源１６の点灯終了（Ｓ２）までを明期という。ここで、主光源１６は、ト
マトの光合成に必要な光を含む光であって、かつ、トマトの光補償点以上の強度である光
を照射することができる光源である。ここで、「トマトの光合成に必要な光」とは、青色
光と赤色光を含む光、すなわち４００～７００ｎｍの間の波長の光を含む光であり、好ま
しくは４２０～４７０ｎｍの間の波長の青色光と６２５～６９０ｎｍの間の波長の赤色光
とを含む。ここで、青色光は４４０～４５０ｎｍの間の波長の光であることがより好まし
く、赤色光は６４０～６８０ｎｍの間の波長の光であることがより好ましい。トマトの光
補償点（光合成によるＣＯ２吸収速度と呼吸によるＣＯ２放出速度が同じになる光の強さ
）以上の強度の光とは、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長を用い、１日の平均気温が２７℃
の時、光合成光量子束密度で、総光強度５０μｍｏｌ・ｍ－２・ｓ－１以上、好ましくは
５００μｍｏｌ・ｍ－２・ｓ－１以上、より好ましくは１０００μｍｏｌ・ｍ－２・ｓ－

１以上の強度の光である。
【００１７】
　主光源１６として、従来から用いられている光源を用いることができ、例えば、発光ダ
イオード（ＬＥＤ）、レーザー光（ＬＤ）、蛍光灯、高圧ナトリウムランプ、メタルハラ
イドランプを単独で又は複数組み合わせて用いることができる。また、主光源１６は栽培
室１２の外に設けられていてもよい。主光源１６は、人工光源でなくてもよく、太陽光単
独または太陽光を人工光源に組み合わせて用いてもよい。主光源１６として太陽光を単独
で用いる場合、明期とは日の出から日の入りまでを指す。明期の長さは、人工光源を用い
る場合であっても、太陽光を用いる場合であっても、１０時間～１６時間であることが好
ましいが、この範囲より長くても短くても差し支えない。明期が終了した後、再び明期を
開始するまでの時間を暗期という。すなわち、図２中、Ｓ２から２回目のＳ１までの間が
暗期である。
【００１８】
　補光用光源１４からの光は、赤色光補光を行う場合、６００～７００ｎｍの波長域の赤
色光の光強度が最も強い光である。また、補光用光源１４からの光は、遠赤色光補光を行
う場合、７００～７５０ｎｍの波長域の遠赤色光の光強度が最も強い光である。本明細書
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において、特定波長域の光の光強度が最も強い光とは、該光を波長ごとに分割したとき、
光強度を特定波長域で積分した値が、特定波長域以外の波長の光の光強度よりも高いこと
を意味する。好ましくは、補光用光源１４からの光は、遠赤色光補光を行う場合、補光用
光源１４からの光の総光強度を１００％としたときに、７００～７５０ｎｍの波長域の遠
赤色光の光強度が９５％以上であり、より好ましくは９８％以上であり、さらに好ましく
は１００％である。また、補光用光源１４からの光は、赤色光補光を行う場合、補光用光
源１４からの光の総光強度を１００％としたときに、６００～７００ｎｍの波長域の赤色
光の光強度が好ましくは９５％以上であり、より好ましくは９８％以上であり、さらに好
ましくは１００％である。
【００１９】
　明期終了後、赤色光補光を行なうと、収穫されるトマト果実中のカロテノイド、アスコ
ルビン酸及びビタミンＢ６の単位乾燥重量あたりの含量が上昇する。したがって、トマト
中の単位乾燥重量あたりのカロテノイド含量、アスコルビン酸含量及びビタミンＢ６含量
を上昇させるためには、６００～７００ｎｍの波長域の赤色光の光強度が最も強い光を照
射すればよい。ここで、カロテノイドとしては、例えば、カロテンやリコペン等のカロテ
ン類や、キサントフィル類が挙げられ、好ましくはカロテン類である。また、カロテン類
の中でもβカロテンやリコペンが好ましい。
【００２０】
　明期終了後、遠赤色光補光を行なうと、収穫されるトマト果実中の単位乾燥重量あたり
の種々のアミノ酸含量及びカリウム含量が上昇する。したがって、トマト中の単位乾燥重
量あたりのアミノ酸やカリウムの含量を上昇させるためには、７００～７５０ｎｍの波長
域の遠赤色光の光強度が最も強い光を照射すればよい。ここで、アミノ酸としては、例え
ば、アルギニン、リジン、ヒスチジン、フェニルアラニン、チロシン、ロイシン、イソロ
イシン、メチオニン、バリン、アラニン、グリシン、プロリン、グルタミン酸、セリン、
スレオニン、アスパラギン酸、トリプトファン、シスチン及びγ－アミノ酪酸等が挙げら
れる。この中でもアルギニン、リジン、ヒスチジン、イソロイシン、グルタミン酸、セリ
ン、スレオニン及びアスパラギン酸が好ましい。赤色光補光と遠赤色補光とはどちらか一
方のみを行なうことが好ましく、両方同時に行わないことが好ましい。
【００２１】
　赤色光補光の光強度は、光補償点以上の光強度であってもよいが、光補償点以下の光強
度であることが好ましい。赤色光補光で光補償点以下の光強度とは、光量子束密度で、５
０μｍｏｌ・ｍ－２・ｓ－１以下であり、好ましくは４０μｍｏｌ・ｍ－２・ｓ－１以下
である。また、遠赤色光補光の場合も、上記の赤色光照射時における光補償点に相当する
光強度以下の光強度であることが好ましい。遠赤色光補光で光補償点に相当する光強度以
下の光強度とは、放射束密度で、８．８Ｗ・ｍ－２以下であることが好ましく、より好ま
しくは７Ｗ・ｍ－２以下である。なお、光合成には光により励起される電子の数が寄与す
るため、光合成に用いられる光の波長域では、光の強度は光量子の量を基準に表すのが一
般的であり、そのような波長域の光強度を測定する光量メーターは、通常、光強度を表示
する単位として光量子束密度を採用している。赤色光（波長６００～７００ｎｍ）は光合
成に寄与するので、光合成に用いられる波長域の光強度を測定する光量メーターを測定に
使用できる。したがって、上記数値範囲も光量子束密度を単位として記載している。一方
、遠赤色光（波長７００～７５０ｎｍ）は、光合成に寄与しない波長域の光であるため、
この波長域を測定できる光量メーターは、通常、光強度を表示する単位として、光量子束
密度ではなく、放射束密度を採用している。したがって、上記数値範囲も放射束密度を単
位として記載している。光量子束密度と放射束密度とは公知の計算式で互いに換算可能で
あり、赤色光補光の場合、上記数値範囲を放射束密度に換算した数値範囲の強度の光を好
ましく用いることができ、遠赤色光補光の場合、上記数値範囲を光量子束密度に換算した
数値範囲の強度の光を好ましく用いることができる。
【００２２】
　補光用光源１４として、従来から用いられている光源を用いることができ、例えば、発



(6) JP 2012-70727 A 2012.4.12

10

20

30

40

50

光ダイオード（ＬＥＤ）、レーザー光（ＬＤ）、蛍光灯、高圧ナトリウムランプ、メタル
ハライドランプを用いることができる。図１中、主光源１６と補光用光源１４とを別々に
設けてもよいし、出力波長を調節して主光源１６を補光用光源１４として併用してもよい
。
【００２３】
　赤色光補光又は遠赤色光補光を、暗期の間に行い、明期の間には行わない場合、図２に
示すように、主光源の点灯終了（Ｓ２）から次の主光源点灯開始（Ｓ１）までの間に、補
光用光源の点灯を開始し（Ｓ３）、補光用光源の点灯を終了する（Ｓ４）。暗期である所
定時間が経過した後、再び主光源の点灯を開始して（Ｓ１）、明期を開始する。主光源及
び補光用光源の点灯時間は、タイマー付き電源１８によって制御することができる。赤色
光補光又は遠赤色光補光の時間は、特に限定されず、例えば、３０分以下等の短い時間で
あっても本発明の方法による効果が得られる。
【００２４】
　図３は、本発明の方法の別の実施形態にかかる全体処理の流れ図である。本発明の方法
は、明期終了後に赤色光又は遠赤色光が照射されていればよく、明期の間に赤色光補光又
は遠赤色光補光を開始することも可能である。明期の間に赤色光補光又は遠赤色光補光を
開始する場合は、図３に示すように、主光源の点灯開始（Ｓ１）の後、補光用光源の点灯
を開始し（Ｓ３）、Ｓ３の後、主光源の点灯を終了する（Ｓ２）。Ｓ２の後、補光用光源
の点灯を終了する（Ｓ４）。暗期である所定時間が経過した後、再び主光源の点灯を開始
して（Ｓ１）、明期を開始する。
【００２５】
　本発明のトマトの栽培方法は、明期終了後、赤色光補光又は遠赤色補光を行うこと以外
は、トマトの通常の栽培方法と同様の栽培方法を用いることができる。すなわち、潅水や
施肥等は通常の栽培方法と同様の条件で行うことができる。
【実施例】
【００２６】
（実施例１）
　トマト（品種：桃太郎）を、赤色光照射区とコントロール区との２区で、それぞれ表１
に示す栽培条件で、明期１２時間、暗期１２時間の周期で栽培した。明期として、総光強
度５００μｍｏｌ・ｍ－２・ｓ－１の人工光（青色ＬＥＤ光：５０μｍｏｌ・ｍ－２・ｓ
－１、赤色ＬＤ光：４５０μｍｏｌ・ｍ－２・ｓ－１）を照射した。赤色光照射区にはさ
らに、赤色光（赤色ＬＤ光：４０μｍｏｌ・ｍ－２・ｓ－１以下の光強度）を、明期終了
後、暗期の最初の１時間照射する赤色光補光を行なった。実施例１では、赤色光の光強度
を４０μｍｏｌ・ｍ－２・ｓ－１以下とした。この赤色光補光を除いて、暗期には光を照
射しなかった。照射した光の波長ピークはそれぞれ、青色ＬＥＤ光が４６５ｎｍ、赤色Ｌ
Ｄ光が６８０ｎｍである。光強度は光量子メーターＬＩ－２５０Ａ（ＬＩ－ＣＯＲ社）を
用いて測定した。
【００２７】
【表１】

【００２８】
　補光照射実験開始から９９～１０２日後、結実して赤くなったトマトを収穫し、そのビ
タミンＡ、リコペン、総アスコルビン酸、遊離グルタミン酸、滴定酸度（クエン酸換算）
、ポリフェノールの単位乾燥重量あたりの含量をそれぞれ測定した。結果を表２に示す。
表２には、コントロール区及び赤色光照射区のトマト果実の乾燥試料１００ｇあたりのそ
れぞれの成分の含量と、コントロール区のトマト果実に対する赤色光照射区のトマト果実
の各成分の増減率を示す。
【００２９】
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【表２】

【００３０】
　表２に示すように、赤色光照射区のトマト果実では、コントロール区のトマト果実に対
して、単位乾燥重量あたりのビタミンＡ及びリコペンといったカロテノイド含量が高かっ
た。また、総アスコルビン酸含量も高かった。ポリフェノール含量についてはどちらも同
じ値となった。
【００３１】
（実施例２）
　トマト（品種：桃太郎）を、赤色光照射区、遠赤色光照射区、及びコントロール区の３
区で、それぞれ表１に示す栽培条件で、明期１２時間、暗期１２時間の周期で栽培した。
明期として、実施例１と同様に、総光強度５００μｍｏｌ・ｍ－２・ｓ－１の人工光（青
色ＬＥＤ光：５０μｍｏｌ・ｍ－２・ｓ－１、赤色ＬＤ光：４５０μｍｏｌ・ｍ－２・ｓ
－１）を照射した。赤色光照射区にはさらに、赤色光（赤色ＬＥＤ光：放射束密度７Ｗ・
ｍ－２以下の光強度）を、明期終了後、暗期の最初の３０分間照射する赤色光補光を行な
った。遠赤色光照射区には、遠赤色光（遠赤色ＬＥＤ光：放射束密度７Ｗ・ｍ－２以下の
光強度）を、明期終了後、暗期の最初の３０分間照射する遠赤色光補光を行なった。これ
らの補光を除いて、暗期には光を照射しなかった。照射した光の波長ピークはそれぞれ、
青色ＬＥＤ光が４６５ｎｍ、赤色ＬＤ光が６８０ｎｍ、赤色ＬＥＤ光が６６０ｎｍ、遠赤
色ＬＥＤ光が７３５ｎｍである。なお、放射束密度７Ｗ・ｍ－２の光強度は、実施例１で
照射した赤色ＬＤ光の、光強度４０μｍｏｌ・ｍ－２・ｓ－１に相当する光強度である。
実施例２では、パワーメーターＬａｓｅｒＣｈｅｃｋ（ＣＯＨＥＲＥＮＴ社）を用いて光
強度を測定した。
【００３２】
　補光照射実験開始から９９～１０３日後、結実して赤くなったトマトを収穫し、そのビ
タミンＡ、リコペン、総アスコルビン酸及び遊離グルタミン酸の単位乾燥重量あたりの含
量をそれぞれ測定した。結果を表３に示す。表３には、コントロール区、赤色光照射区及
び遠赤色光照射区のトマト果実の乾燥試料１００ｇあたりのそれぞれの成分の含量と、コ
ントロール区のトマト果実に対する赤色光照射区と遠赤色光照射区のトマト果実の各成分
の増減率をそれぞれ示す。
【００３３】
【表３】
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【００３４】
　表３に示すように、赤色光照射区では、ＬＥＤ光を使った場合もＬＤ光を使った実施例
１と同様の傾向を示した。すなわち、コントロール区のトマト果実に対して、赤色光照射
区のトマト果実は、単位乾燥重量あたりのビタミンＡ及びリコペンといったカロテノイド
含量や総アスコルビン酸含量が高くなった。遠赤色光照射区のトマト果実は、コントロー
ル区のトマト果実に対して、単位乾燥重量あたりの遊離グルタミン酸の含量が顕著に高く
なり、ビタミンＡ含量及び総アスコルビン酸含量が低くなった。リコペン含量はコントロ
ール区と同程度であった。
【００３５】
（実施例３）
　含量測定する成分の種類を増やしたこと以外は、実施例２と同様に、補光照射実験をお
こなった。すなわち、トマト（品種：桃太郎）を、赤色光照射区、遠赤色光照射区及びコ
ントロール区の３区で栽培し、実施例２と同様の条件で赤色光照射区には赤色光補光を行
い、遠赤色光照射区には遠赤色光補光を行った。
【００３６】
　補光照射実験開始から９５～１００日後、結実して赤くなったトマトを収穫し、そのリ
コペン、カリウム、葉酸、ビタミンＢ６、遊離アミノ酸（遊離アルギニン、遊離リジン、
遊離ヒスチジン、遊離イソロイシン、遊離グルタミン酸、遊離セリン、遊離スレオニン、
遊離アスパラギン酸）の単位乾燥重量あたりの含量をそれぞれ測定した。結果を表４に示
す。表４には、コントロール区、赤色光照射区及び遠赤色光照射区のトマト果実の乾燥試
料１００ｇあたりのそれぞれの成分の含量と、コントロール区のトマト果実に対する赤色
光照射区と遠赤色光照射区のトマト果実の各成分の増減率をそれぞれ示す。表４中、アミ
ノ酸の含量は遊離アミノ酸の含量である。
【００３７】
【表４】

【００３８】
　表４に示すように、実施例１、２と同様に、単位乾燥重量あたりのリコペン含量は赤色
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光照射区でコントロール区での含量よりも高くなった。カリウム含量は、遠赤色光照射区
でコントロール区での含量よりも高くなった。また、ビタミンＢ６含量は赤色光照射区で
コントロール区の含量よりも高くなり、遠赤色光照射区でコントロール区の含量よりも低
くなった。各種アミノ酸については、多くのアミノ酸について、遠赤色光照射区でコント
ロール区よりも含量が高くなる傾向が見られた。ただし、イソロイシンは、コントロール
区や赤色光照射区では含量が低すぎて検出できず（乾燥試料１００ｇあたりの含量が１ｍ
ｇ未満）、遠赤色光照射区での含量のみ検出できた。グルタミン酸については、実施例２
の結果と同様に遠赤色光照射区ではコントロール区と比べて大幅に含量が高くなった。
【００３９】
（実施例４）
　リコペン含量を測定しなかったこと以外は、実施例３と同様に、補光照射実験をおこな
った。すなわち、トマト（品種：桃太郎）を、赤色光照射区、遠赤色光照射区及びコント
ロール区の３区で栽培し、実施例３と同様の条件で赤色光照射区には赤色光補光を行い、
遠赤色光照射区には遠赤色光補光を行った。
【００４０】
　補光照射実験開始から９１～９５日後、結実して赤くなったトマトを収穫し、そのカリ
ウム、葉酸、ビタミンＢ６、遊離アミノ酸（遊離アルギニン、遊離リジン、遊離ヒスチジ
ン、遊離イソロイシン、遊離グルタミン酸、遊離セリン、遊離スレオニン、遊離アスパラ
ギン酸）の単位乾燥重量あたりの含量をそれぞれ測定した。結果を表５に示す。表５には
、コントロール区、赤色光照射区及び遠赤色光照射区のトマト果実の乾燥試料１００ｇあ
たりのそれぞれの成分の含量と、コントロール区のトマト果実に対する赤色光照射区と遠
赤色光照射区のトマト果実の各成分の増減率をそれぞれ示す。表５中、アミノ酸の含量は
遊離アミノ酸の含量である。
【００４１】
【表５】

【００４２】
　表５に示すように、実施例３と同様の傾向の結果が得られた。単位乾燥重量あたりのカ
リウム含量は、遠赤色光照射区でコントロール区での含量よりも高くなった。また、ビタ
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ミンＢ６含量は赤色光照射区でコントロール区の含量よりも高くなり、遠赤色光照射区で
コントロール区の含量よりも低くなった。各種アミノ酸については、ほとんどのアミノ酸
について、遠赤色光照射区でコントロール区よりも含量が高くなる傾向が見られた。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明によれば、目的に応じて、トマト果実中の単位乾燥重量あたりの有用な成分含量
を制御することが可能となり、トマトの商品価値を高くすることができる。しかも本発明
の方法では農薬を使わなくてもよいためより安全である。
【符号の説明】
【００４４】
　１・・・栽培装置、１２・・・栽培室、１０・・・トマト、１４・・・補光用光源、１
６・・・主光源、１８・・・タイマー付き電源。

【図１】 【図２】
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