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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤色光を植物に照射する手順（Ａ）と、青色光を植物に照射する手順（Ｂ）とを一定期
間内に別個独立に行う工程を含む植物栽培方法であって、赤色光の照射手順（Ａ）と青色
光の照射手順（Ｂ）の両手順において、植物栽培環境の肥料として、二酸化炭素を付加し
た液体肥料を用い、赤色光の照射手順（Ａ）において用いる液体肥料中の二酸化炭素濃度
を、青色光の照射手順（Ｂ）において用いる液体肥料中の二酸化炭素濃度より高くし、赤
色光を照射する手順（Ａ）と、青色光を照射する手順（Ｂ）とを交互に、繰り返し行うこ
とを特徴とする植物栽培方法。
【請求項２】
　赤色光の照射手順（Ａ）において用いる液体肥料中の二酸化炭素濃度を１０００ｐｐｍ
～５０００ｐｐｍの範囲内とし、青色光の照射手順（Ｂ）において用いる液体肥料中の二
酸化炭素濃度を５００ｐｐｍ～２０００ｐｐｍの範囲内とする請求項１に記載の植物栽培
方法。
【請求項３】
　赤色光の照射手順（Ａ）において用いる液体肥料中の二酸化炭素濃度と、青色光の照射
手順（Ｂ）において用いる液体肥料中の二酸化炭素濃度との差が３００ｐｐｍ以上である
請求項１または２に記載の植物栽培方法。
【請求項４】
　赤色光の照射手順（Ａ）において用いる液体肥料中の二酸化炭素濃度と、青色光の照射
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手順（Ｂ）において用いる液体肥料中の二酸化炭素濃度との差が５００～２０００ｐｐｍ
の範囲内である請求項１または２に記載の植物栽培方法。
【請求項５】
　赤色光の照射手順（Ａ）と青色光の照射手順（Ｂ）において用いられる液体肥料のうち
、少なくとも赤色光の照射手順（Ａ）において用いられる液体肥料は、二酸化炭素をバブ
リングしてなる液体肥料、または、二酸化炭素をバブリングしてなる炭酸水を液体肥料に
加えてなる液体肥料である請求項１～４のいずれかに記載の植物栽培方法。
【請求項６】
　赤色光の照射手順（Ａ）と青色光の照射手順（Ｂ）において用いられる液体肥料のうち
、少なくとも赤色光の照射手順（Ａ）において用いられる液体肥料は、二酸化炭素をバブ
リングしてなる、二酸化炭素のナノバブルを含む液体肥料である請求項１～４のいずれか
に記載の植物栽培方法。
【請求項７】
　藻類、植物プランクトン、ミドリムシの中から選ばれる植物を栽培する請求項１～６の
いずれかに記載の植物栽培方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、植物栽培方法に関する。より詳しくは、植物に人工光を照射して生長を促進
させる植物栽培用ランプを用いた植物栽培方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、植物栽培において、植物苗に人工光を照射して育苗を促す技術が取り入れられて
いる。植物の生長を促進することで、栽培期間を短縮して、同一場所での収穫回数を増や
すことができる。また、同じ栽培期間であっても、植物をより大きく生長させることがで
きれば、収穫量を増やすことができる。
【０００３】
　人工光の照射を利用した植物栽培技術として、例えば特許文献１には、植物を緑色光と
白色光で交互に照射するように構成した植物の照射装置が開示されている。この照射装置
は、波長５００～５７０ｎｍの緑色光と３００～８００ｎｍの白色光とを交互に照射する
ことにより昼夜の変化を構成し、植物の転流作用を円滑にして植物の育成を図るものであ
る。
【０００４】
　また、例えば特許文献２には、青色光（４００～４８０ｎｍ）を放射する発光ダイオー
ドと赤色光（６２０～７００ｎｍ）を放射する発光ダイオードを同時もしくは交互に点灯
することにより、植物の培養、生育、栽培及び組織培養のための光エネルギーを照射する
植物栽培用光源が開示されている。この植物栽培用光源は、葉緑素の光吸収ピーク（４５
０ｎｍ付近及び６６０ｎｍ付近）に一致する波長の光を照射することによって、エネルギ
ー効率良く植物を栽培しようとするものである。
【０００５】
　特許文献２には、青色光と赤色光を同時に照射しても交互に照射してもよいことが規定
されている（当該文献「請求項１」参照）。しかし、特許文献２は、青色光単独照射、赤
色光単独照射、青色光及び赤色光の同時照射の比較において、同時照射下では日光下での
栽培と同様の健全な生長（単独照射における徒長などの不健全な生長と比較して）が確認
されたというものであり（当該文献段落「００１１」参照）、また青色光と赤色光の交互
照射としては、数メガヘルツ（MHｚ）以上という高い周波数での点滅照射することが記載
されている（当該文献段落「０００６」参照）。特許文献２には、青色光の照射手順と赤
色光の照射手順とを交互に行うことは記載されておらず、そのように照射した場合の生長
促進効果は確認されていない。
【０００６】
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　特許文献３には、栽培液に二酸化炭素のナノバブルを供給することで、植物の光合成の
促進を図ることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平６－２７６８５８号公報
【特許文献２】特開平８－１０３１６７号公報
【特許文献３】特開２０１１－１１００２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　植物栽培の生産性を向上させるために、簡便で、エネルギー効率がよく、成長促進効果
に優れた人工光照射による植物栽培方法が望まれている。そのための方策として、執行（
しぎょう）正義氏らと本発明者らは共同で、赤色光のみを植物に照射する手順と、青色光
のみを植物に照射する手順とを一定期間内に別個独立に行うことによって植物の生長を飛
躍的に促進する植物栽培方法（本明細書においては、この植物栽培方法を「執行法」と称
することがある）を開発し、特許出願を行った（特願２０１１－１７２０８９）。
【０００９】
　執行法において、赤色光と青色光とを別個独立に照射することにより、赤色光と青色光
を同時に照射する植物育成法と比較して、顕著な生長促進効果が得られる理由は明確では
ないが、葉緑素の光吸収ピークが赤色光、青色光で別々に存在するため、赤色光による光
合成プロセスと、青色光による光合成プロセスには差があり、この両プロセスを同時に進
行させた場合は、両プロセスが相互に干渉し、各プロセスの進行が阻害されることが考え
られる。
【００１０】
　本発明は、上記のような執行法による植物栽培方法を改良して、栄養価が高く付加値の
高い植物を高い生長促進効果をもって栽培することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者は、人工光照射による植物の生長促進効果について鋭意検討を行った結果、執
行法による植物栽培方法において、植物栽培環境の肥料として、二酸化炭素の溶存濃度の
高い液体肥料を用いたところ、人工光の照射環境に応じて二酸化炭素濃度を変化させると
植物の成長状態に差が生ずることを見出した。例えば、二酸化炭素のナノバブルを加えた
液体肥料を用いることによって、生長促進効果が高まることを見出した。この知見に基づ
いて本発明を完成するに至った。
【００１２】
　かくして、本発明によれば、以下の植物栽培方法が提供される。　
　（１）赤色光を植物に照射する手順（Ａ）と、青色光を植物に照射する手順（Ｂ）とを
一定期間内に別個独立に行う工程を含む植物栽培方法であって、赤色光の照射手順（Ａ）
と青色光の照射手順（Ｂ）において用いる、植物栽培環境の肥料のうち、少なくとも赤色
光の照射手順（Ａ）において用いる肥料として、二酸化炭素を付加した液体肥料を用いる
ことを特徴とする植物栽培方法。
【００１３】
　（２）赤色光の照射手順（Ａ）と青色光の照射手順（Ｂ）の両手順において、植物栽培
環境の肥料として液体肥料を用い、そして、赤色光の照射手順（Ａ）において用いる肥料
中の二酸化炭素濃度を、青色光を植物に照射する手順（Ｂ）において用いる液体肥料中の
二酸化炭素濃度より高くする上記（１）に記載の植物栽培方法。
【００１４】
　（３）赤色光の照射手順（Ａ）において用いる液体肥料中の二酸化炭素濃度を１０００
ｐｐｍ～５０００ｐｐｍの範囲内とし、青色光の照射手順（Ｂ）において用いる液体肥料
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中の二酸化炭素濃度を５００ｐｐｍ～２０００ｐｐｍの範囲内とする上記（２）に記載の
植物栽培方法。
【００１５】
　（４）赤色光の照射手順（Ａ）において用いる液体肥料中の二酸化炭素濃度と、青色光
の照射手順（Ｂ）において用いる液体肥料中の二酸化炭素濃度との差が３００ｐｐｍ以上
である上記（２）または（３）に記載の植物栽培方法。
【００１６】
　（５）赤色光の照射手順（Ａ）において用いる液体肥料中の二酸化炭素濃度と、青色光
の照射手順（Ｂ）において用いる液体肥料中の二酸化炭素濃度との差が５００～２０００
ｐｐｍの範囲内である上記（２）または（３）に記載の植物栽培方法。
【００１７】
　（６）赤色光の照射手順（Ａ）と青色光の照射手順（Ｂ）において用いられる液体肥料
のうち、少なくとも赤色光の照射手順（Ａ）において用いられる液体肥料は、二酸化炭素
をバブリングしてなる液体肥料、または、二酸化炭素をバブリングしてなる炭酸水を液体
肥料に加えてなる液体肥料である上記（２）～（５）のいずれかに記載の植物栽培方法。
【００１８】
　（７）赤色光の照射手順（Ａ）と青色光の照射手順（Ｂ）において用いられる液体肥料
のうち、少なくとも赤色光の照射手順（Ａ）において用いられる液体肥料は、二酸化炭素
をバブリングしてなる、二酸化炭素のナノバブルを含む液体肥料である上記（２）～（５
）のいずれかに記載の植物栽培方法。
【００１９】
　（８）藻類、植物プランクトン、ミドリムシの中から選ばれる植物を栽培する上記（１
）～（７）のいずれかに記載の植物栽培方法。
【００２０】
　本発明において、「植物」には、葉菜類、果樹類、穀類、コケ類及び藻類が少なくとも
含まれる。特に、本発明は、水中で生育される、緑藻類などの植物プランクトンに対して
、効果が大きい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の植物栽培方法によれば、執行法による植物栽培における赤色光の光合成プロセ
スと、青色光の光合成プロセスの両プロセスのうち、少なくとも、赤色光の光合成プロセ
スにおいて、より植物栽培に適した条件として、二酸化炭素を付加した液体肥料を用いる
ことによって、高い栄養価を有する植物を優れた生長促進効果をもって栽培できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本願発明の植物栽培法において好適に用いられるランプの一例を説明す
るための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明を実施するための好適な形態について図面を参照しながら説明する。なお
、以下に説明する実施形態は、本発明の代表的な実施形態の一例を示したものであり、こ
れにより本発明の範囲が狭く解釈されることはない。
【００２４】
　本発明の植物栽培方法は、赤色光を植物に照射する手順（Ａ）と、青色光を植物に照射
する手順（Ｂ）とを一定期間内に別個独立に行う工程を含む植物栽培方法であって、赤色
光の照射手順（Ａ）と青色光の照射手順（Ｂ）において用いる、植物栽培環境の肥料のう
ち、少なくとも赤色光の照射手順（Ａ）において用いる肥料として、二酸化炭素を付加し
た液体肥料を用いることを特徴とする。
【００２５】
　植物の生育は、葉細胞中の葉緑素において、光から吸収した光エネルギーを使い、葉の
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気孔から吸収した大気中の二酸化炭素と根から吸収した水を用いて酸素と糖類を作り出す
、いわゆる光合成に支配されることが知られている。また、特許文献３に記載のように、
栽培液に二酸化炭素のナノバブルを供給することで、植物の光合成の促進が図られること
が知られている。
【００２６】
　葉緑素の光吸収ピークは赤色光、青色光とは別々に存在するため、赤色光による光合成
プロセスと、青色光による光合成プロセスは相違すると考えられる。本発明者らは、この
相違点について検討したところ、赤色光による植物の育成は、葉の面積を広くする成長に
作用する傾向があり、青色光による植物の育成は、形態形成に作用する傾向があることを
見出した。そのメカニズムは、明確ではないが、光合成反応に関連して、植物内の化学反
応が異なるためと考えられる。
【００２７】
　植物の育成を水耕栽培（水栽培）とし、この植物栽培環境の肥料として、二酸化炭素を
加えた液体肥料を用い、光照射条件と二酸化炭素の液中濃度と関連させることで植物の生
育効果、栄養成分が一層高まることが判明した。特に、植物中のカルシウムの含有量が左
右されることを見出した。
【００２８】
　少なくとも赤色光の照射手順（Ａ）において用いる肥料として、二酸化炭素を付加した
液体肥料を用いるに際し、特に、赤色光の照射手順（Ａ）と青色光の照射手順（Ｂ）との
両手順において、ともに液体肥料を用い、そして、赤色光の照射手順（Ａ）において用い
る液体肥料中の二酸化炭素濃度を、青色光の照射手順（Ｂ）において用いる液体肥料中の
二酸化炭素濃度より高くすることが好ましい。
【００２９】
　具体的には、赤色光の照射手順（Ａ）における液体肥料中の二酸化炭素濃度を１０００
ｐｐｍ～５０００ｐｐｍの範囲内とし、青色光の照射手順（Ｂ）における液体肥料中の二
酸化炭素濃度を５００ｐｐｍ～２０００ｐｐｍの範囲内とすることが好ましい。使用する
液体肥料中の最適な二酸化炭素濃度が、赤色光を植物に照射する手順（Ａ）と青色光を植
物に照射する手順（Ｂ）とで相違する理由は明確でないが、両手順における光合成のプロ
セスの相違および光合成以外の反応プロセスが密接に関連すると考えられる。
【００３０】
　また、赤色光を植物に照射する手順（Ａ）における液体肥料中の二酸化炭素濃度と青色
光を植物に照射する手順（Ｂ）における液体肥料中の二酸化炭素濃度の差を３００ｐｐｍ
以上が望ましく、５００ｐｐｍ～２０００ｐｐｍの範囲内とすることが特に好ましい。
【００３１】
　赤色光の照射手順（Ａ）と青色光の照射手順（Ｂ）において用いられる液体肥料のうち
、少なくとも赤色光の照射手順（Ａ）において用いられる液体肥料は、二酸化炭素をバブ
リングしてなる液体肥料、または、二酸化炭素をバブリングしてなる炭酸水を液体肥料に
加えてなる液体肥料であることが好ましい。
【００３２】
　二酸化炭素濃度は、二酸化炭素のバブリング量など、公知の手法によって自由に制御で
きる。近年、開発されたナノバブル技術によれば、制御性、高濃度化などが容易にできる
ので、特に、好ましい。したがって、赤色光の照射手順（Ａ）と青色光の照射手順（Ｂ）
において用いられる液体肥料のうち、赤色光の照射手順（Ａ）において用いられる液体肥
料、または、赤色光の照射手順（Ａ）と青色光の照射手順（Ｂ）において用いられる両方
の液体肥料として、二酸化炭素をバブリングしてなる、二酸化炭素のナノバブルを含む液
体肥料を用いることが好ましい。
【００３３】
　ナノバブルは、直径１０ｎｍ～３００ｎｍの微細な気泡である。通常の気泡は発生後す
ぐに水面へ浮上し外部に放出されるが、ナノバブルは浮力の影響を極めて受けにくく、水
中に長期間溶存することが知られている。
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　溶存二酸化炭素量が増加した液体肥料を用いることにより、植物の根から二酸化炭素お
よび肥料中に存在するイオン成分などを効率的に吸収させることが可能となり、特に、カ
ルシウムの吸収効果が大きい。
【００３４】
　本発明では、植物栽培環境の肥料として、液体肥料を使用する。植物の生育には、肥料
の三要素である窒素、リン、カリウムが必要である。窒素は、植物の細胞の分裂・増殖に
関与するため植物の生長に必要であり、リンは植物中の核酸の構成成分であるため植物の
生長を促進し、カリウムは植物の根の発育を促進することが知られている。また、カルシ
ウム、マグネシウム、鉄などミネラル分も液体肥料中に含まれることが好ましい。
【００３５】
　本発明に用いる窒素肥料としては、硫酸アンモニウム、塩化アンモニウム、硝酸アンモ
ニウム、尿素、石灰窒素、硝酸カリウム、硝酸石灰、硝酸ソーダなどが挙げられ、リン肥
料としては過リン酸石灰、熔成リン肥などが挙げられ、カリウム肥料としては塩化カリウ
ム、硫酸カリウムなどが挙げられる。また、カルシウム、マグネシウム、鉄などミネラル
分も含まれている。
【００３６】
　　液体肥料中の三要素（窒素、リン、カリウム）の含有量は、格別限定されないが、赤
色光の照射手順（Ａ）と、青色光の照射手順（Ｂ）とを対比すると、青色光の照射手順(
Ｂ)における肥料中の窒素、リン、カリウム量を、赤色光の照射手順(Ａ)における肥料中
の窒素、リン、カリウム量より低くすることが好ましい。特に、青色光の照射手順(Ｂ)に
おける肥料に含まれる窒素を１０～１５ｍｅ／Ｌの範囲内、リンを１～４ｍｅ／Ｌの範囲
内、カリウムを２～６ｍｅ／Ｌの範囲内とし、赤色光の照射手順(Ａ)における肥料に含ま
れる窒素を１５～２０ｍｅ／Ｌの範囲内、リンを３～６ｍｅ／Ｌの範囲内、カリウムを６
～９ｍｅ／Ｌの範囲内とすることが好ましい。
【００３７】
　〔植物栽培用ランプ〕
　本発明の植物栽培方法において、赤色光を植物に照射する手順（Ａ）と、青色光を植物
に照射する手順（Ｂ）とを一定期間内に別個独立に行うには、独立して駆動可能な、赤色
光を出射する赤色発光素子と青色光を出射する青色発光素子とを有する植物栽培用ランプ
を用いることが好ましい。
【００３８】
　図１は、好適に用いられる植物栽培用ランプの一例を説明するための模式図である。図
１に示す植物栽培用ランプ１は、平面視長方形の長尺な光照射部１１と、光照射部を制御
する制御部（図示せず）とを備えている。
【００３９】
　光照射部１１は、図１に示すように、赤色光を出射する複数の赤色発光素子２と、青色
光を出射する複数の青色発光素子３とを有している。図１に示す植物栽培用ランプ１では
、赤色発光素子２の個数と青色発光素子３の個数の比率は、２：１である。
【００４０】
　複数の赤色発光素子２および複数の青色発光素子３は、それぞれ光照射部１１の長さ方
向に沿って等間隔に１列に線状に並べられている。線状に並べられた複数の赤色発光素子
２と複数の青色発光素子３とは、略平行に配置されている。
【００４１】
　図１に示す植物栽培用ランプ１では、赤色発光素子２の個数と青色発光素子３の個数は
異なっているが、同じでもよい。栽培する植物の種類によっては、青色光の発光強度より
も赤色光の発光強度を高くすることにより、生長が促進されるものがある。このような植
物を栽培する場合、光照射部１１の有する赤色発光素子２の個数を青色発光素子３の個数
よりも多くした植物栽培用ランプ１を用いることが好ましい。赤色発光素子２の個数を青
色発光素子３の個数よりも多くすることで、光照射部１１からの出射光における赤色光の
発光強度を、容易に青色光の発光強度よりも高くできる。
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【００４２】
　赤色発光素子２の個数と青色発光素子３の個数が異なっている場合、赤色発光素子２と
青色発光素子３との発光強度比（赤色光の合計の強度：青色光の合計の強度）が、２：１
～９：１の範囲内であることが好ましく、２：１～５：１の範囲内であることがより好ま
しい。このような植物栽培用ランプ１とした場合、全ての赤色発光素子２および全ての青
色発光素子３に各色の発光素子に適した電流を供給したときに得られる光照射部１１から
の出射光が、青色光の発光強度よりも赤色光の発光強度が十分に高くなる。したがって、
光照射部１１からの出射光における赤色光の発光強度を、容易に青色光の発光強度よりも
十分に高くできすることができる。また、電流値を微調整することが可能であり、その微
調整によって、青色光と赤色光との強度比を植物栽培に適した値に容易にすることができ
る。
【００４３】
　赤色発光素子２と青色発光素子３との強度比が、上記範囲未満である場合（青色光の発
光強度が高すぎる場合）、青色光の発光強度よりも赤色光の発光強度を高くすることによ
る植物の生長を促進させる効果が十分に得られない恐れがある。赤色発光素子２と青色発
光素子３との強度比が、上記範囲を超える場合、赤色光の発光強度が高すぎて、やはり植
物の生長を促進させる効果が十分に得られず、徒長などの生育不良の恐れがある。
【００４４】
　本発明で用いるランプの光照射部では、１つの発光素子（パッケージ）内に赤色の発光
部と、青色の発光部を有する混色発光素子を用いるのが好ましい。そしてこのような混色
発光素子は、赤色の発光強度と青色の発光強度とを独立制御できる機能を有するのが好ま
しい。
【００４５】
　前述のように、混色発光素子内に含まれる赤色発光素子と青色発光素子との発光強度比
（赤色光の合計の強度：青色光の合計の強度）は、２：１～９：１の範囲内であることが
好ましく、２：１～５：１の範囲内であることがより好ましい。このような混色発光素子
を用いることで、光照射部内の発光部の密度を高めることができる。
【００４６】
　赤色発光素子２及び青色発光素子３としては、従来公知のものを用いることができる。
具体的には、例えば、波長選択が容易で、有効波長域の光エネルギーの占める割合が大き
い光を放射する発光ダイオード（ＬＥＤ）や、レーザーダイオード（ＬＤ）、エレクトロ
ルミネッセンス（ＥＬ）素子などを用いることができる。赤色発光素子２及び青色発光素
子３としてＥＬ素子を用いる場合、有機ＥＬ素子であってもよいし無機ＥＬ素子であって
もよい。
【００４７】
　赤色発光素子２が出射する赤色光としては、波長５７０～７３０ｎｍの光が挙げられる
。特に、６４５～６８０ｎｍの波長域に中心波長を有し、中心波長±５０ｎｍのものが好
ましく、中心波長±３０ｎｍのものがより好ましく、中心波長±１０ｎｍのものがさらに
一層好ましい。青色発光素子３が出射する青色光としては、波長４００～５１５ｎｍの光
が挙げられる。４２０～４９０ｎｍの波長域に中心波長を有し、中心波長４５０±３０ｎ
ｍのものが好ましく、中心波長４５０±２０ｎｍのものがより好ましく、中心波長４５０
±１０ｎｍのものがさらに一層好ましい。
【００４８】
　本発明において、赤色光を植物に照射する手順（Ａ）における照射光は、赤色光を含む
ものであって、照射光に含まれる赤色光の強度が６０％以上であれば、照射光に赤色光以
外の光、例えば、青色光を含んでもよい。本発明者の検討によると、執行法における赤色
光の照射プロセスでは、好ましくは、強度比で３０％程度までは青色光の混入が許容され
、この許容範囲までは植物の生育を高める効果が見られる。なお、十分な執行法の効果を
得るためには、青色光の混入量は、より好ましくは２０％以下、最も好ましくは０とする
。例えば、赤色光を植物に照射する手順（Ａ）における照射光の強度比としては、赤色光
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６０％、遠赤外光２０％、青色光２０％が例示できるが、最も好ましい強度比は、赤色光
１００％である。
【００４９】
　本発明において、青色光を植物に照射する手順（Ｂ）における照射光は、青色光を含む
ものであって、照射光に含まれる青色光の強度が６０％以上であれば、照射光に青色光以
外の光、例えば、赤色光を含んでもよい。本発明者の検討によると、執行法における青色
光の照射プロセスでは、好ましくは、強度比で３０％程度までは赤色光の混入が許容され
、この許容範囲までは植物の生育を高める効果が見られる。なお、十分な執行法の効果を
得るためには、赤色光の混入量は、より好ましくは２０％以下、最も好ましくは０とする
。例えば、青色光を植物に照射する手順（Ｂ）における照射光強度比としては、青色光６
０％、遠赤外光２０％、赤色光２０％が例示できるが、最も好ましい強度比は、青色光１
００％である。
【００５０】
　なお、本発明における照射光の強度比は、光合成光量子束密度（Photosynthetic Photo
n Flux Density：ＰＰＦＤ、単位：μｍｏｌ／ｍ２ｓ）に基づく。
　光照射部１１からの赤色光及び青色光の発光強度は、特に限定されないが、例えば、光
合成光量子束密度で、それぞれ、好ましくは１～１０００μｍｏｌ／ｍ２ｓ、好ましくは
１０～５００μｍｏｌ／ｍ２ｓ、特に好ましくは５０～２５０μｍｏｌ／ｍ２ｓ程度の範
囲内である。また、それぞれ個々の発光素子の発光強度は、格別限定されることはなく、
栽培に用いる複数の赤色発光素子の合計強度と複数の青色発光素子の合計強度との比が、
前述の強度比範囲となるようにするのが好ましい。
【００５１】
　本実施形態においては、光照射部１１からの赤色光及び青色光の発光強度は、植物栽培
用ランプ１に備えられている制御部によって、赤色発光素子２または青色発光素子３に供
給する電流の大きさを調節することにより、制御できるようになっている。
【００５２】
　図１に示す植物栽培用ランプ１は、赤色発光素子２用の一対の電極４１、４２と、青色
発光素子３用の一対の電極４３、４４とを備えている。
　複数の赤色発光素子２は、配線（図示せず）によって赤色発光素子２用の電極４１、４
２と電気的に接続されている。また、複数の青色発光素子３は、配線（不図示）によって
青色発光素子３用の電極４３、４４と電気的に接続されている。
【００５３】
　本実施形態の植物栽培用ランプ１に備えられている制御部は、赤色発光素子２用の電極
４１、４２または青色発光素子３用の電極４３、４４を介して、赤色発光素子２または青
色発光素子３に所定の電流を供給することにより、赤色発光素子２と青色発光素子３とを
別個独立に点灯・消灯できる。
【００５４】
　本実施形態においては、制御部は、光照射部１１から出射される青色光と赤色光との発
光強度比を制御するランプコントローラ（発光強度制御手段）を備えている。
【００５５】
　ランプコントローラとしては、例えば、赤色発光素子２または青色発光素子３に供給す
る電流の大きさを調節して、一部または全部の赤色発光素子２および／または一部または
全部の青色発光素子３の発光強度を変化させることにより、光照射部１１から出射される
青色光と赤色光との発光強度比を制御するものや、赤色発光素子２および／または青色発
光素子３のうち、一部に所定の電流を供給することにより、点灯させる赤色発光素子２お
よび／または青色発光素子３の数を制御して、光照射部１１から出射される青色光と赤色
光との発光強度比を制御するものが挙げられる。
【００５６】
　具体的には、例えば、図１に示す植物栽培用ランプ１は、ランプコントローラによって
、全ての赤色発光素子２および全ての青色発光素子３に同一の電流を供給させることによ
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り、青色光の発光強度と赤色光の発光強度とが同じである出射光を光照射部１１から出射
するものであってもよい。なお、全ての赤色発光素子２および全ての青色発光素子３に同
一の電流を供給する場合、植物栽培用ランプ１はランプコントローラを備えなくてもよい
。
【００５７】
　図１に示す植物栽培用ランプ１は、例えば、ランプコントローラによって、青色発光素
子３の発光強度を赤色発光素子２の半分とすることにより、赤色光と青色光との発光強度
比が２：１（赤色光：青色光）である出射光を光照射部１１から出射するものであっても
よい。
【００５８】
　〔植物栽培方法〕
　次に、本発明の植物栽培方法として、図１に示す植物栽培用ランプ１を用いて植物を栽
培する方法を例に挙げて説明する。
　本発明の植物栽培方法は、赤色光を植物に照射する手順（以下「赤色光照射ステップ」
とも称する）と、青色光を植物に照射する手順（以下「青色光照射ステップ」とも称する
）とを一定期間内に別個独立に行う工程を含む。
【００５９】
　ここで、「一定期間」とは、植物栽培中の任意時間長の期間を意味する。この期間は最
長で栽培全期間である。また、最短の期間は、本発明の効果が奏される限りにおいて任意
に設定できる。この期間は、例えば時間（ｈｒ）を時間長の単位とするものであってよく
、さらにより長い時間長単位（例えば日（ｄａｙ））あるいはより短い時間長単位（例え
ば分（ｍｉｎｕｔｅｓ））であってもよい。好ましくは、赤色光を植物に照射する手順（
Ａ）と青色光を植物に照射する手順（Ｂ）は、それぞれ、好ましくは１時間以上である。
とくに、３時間以上が好ましく、より好ましくは３時間から４８時間の範囲内、最も好ま
しくは、３時間から２４時間の範囲内である。
　そして、本願発明の「一定期間」における照射方法としては、１Ｈｚ以上の高い周波数
での点滅照射のような照射方法は含まれない。
【００６０】
　「別個独立」とは、上記期間内に、赤色光照射ステップと青色光照射ステップとが別々
に存することを意味する。
【００６１】
　１Ｈｚ以上の高い周波数での点滅照射のような極めて短い時間での赤色光照射ステップ
と青色光照射ステップとの交互照射は、本発明のメカニズムと異なると推測される。高速
の点滅は、個々の反応時間に関わるような現象と考えられる。本発明では、時間的には、
反応時間に比べて十分長い時間であり、植物が環境変化に対応しながら、光合成反応の周
辺反応や、別の反応など生育全体に関わる反応の干渉、相互作用に関連する。そのため、
比較的長い時間が必要なメカニズムと考えられる。高速点滅の植物の生長を促進させる効
果は、赤色光と青色光の同時照射による促進効果とほぼ同程度であって、十分なものでは
ない。
【００６２】
　赤色光照射ステップと青色光照射ステップは、上記期間内に少なくとも一工程ずつ含ま
れていればよい。赤色光照射ステップと青色光照射ステップは交互に連続して行ってもよ
いし、両ステップの間に、赤色光及び青色光を植物に同時照射する手順又は植物への光照
射を休止する手順を挟んで不連続に繰り返して行ってもよい。
【００６３】
　また、ステップの切り替えは、前記メカニズムの違いから明らかなように、瞬時に切り
替える必要はなく、時間をかけて徐々に変えてもよい。段階的にステップ状に切り替えて
もよい、切り替え時に重複時間、両方とも点灯しない時間が含まれてもよい。
【００６４】
　本発明の植物栽培方法は、種子が発芽した直後あるいは苗を植えた直後から収穫までの
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植物の栽培全期間において、任意のタイミングで開始あるいは終了され、任意時間長で適
用され得るものとする。
【００６５】
　本発明の植物栽培方法において栽培される植物は、特に限定されるものではなく、例え
ば、葉菜類、水草類、いも類、果菜類、豆類、穀物類、種実類、藻類、観賞用植物類、コ
ケ類、植物性プランクトン類などが挙げられる。
【００６６】
　本発明の植物栽培方法では、上記の植物栽培用ランプ１を用いて、執行法を行うので、
容易に生長させる植物に最適な人工光を照射でき、優れた生長促進効果が得られる。
　また、本実施形態の植物栽培方法において、植物栽培用ランプ１をとして、制御部が、
光照射部１１から出射される青色光と赤色光との発光強度比を制御するランプコントロー
ラ（発光強度制御手段）を備えるものを用いることで、光照射部１１から出射される青色
光と赤色光との発光強度比を、栽培する植物の種類等に応じて、より植物の育成に適した
ものとすることができる。
【００６７】
　本実施形態の植物栽培用ランプ１は、赤色発光素子２と青色発光素子３とを別個独立に
点灯・消灯させる制御部を備えているので、執行法を行うことにより十分な生長促進効果
が得られるように、生長させる植物に応じて、赤色光と青色光とを同時に照射したり交互
に照射したり赤色光と青色光との照射時間を変化させたりすることができ、優れた生長促
進効果が得られる。
【００６８】
　また、植物栽培用ランプ１は、赤色発光素子２と青色発光素子３とを有する光照射部を
備えているので、赤色光の照射手段と青色光の照射手段の２種類の照射手段を配置する場
合と比較して、照射手段を配置する領域の確保が容易であるとともに、赤色光の照射方向
と青色光の照射方向とのずれを小さくできる。
【００６９】
　植物栽培用ランプ１の制御部が、光照射部１１から出射される青色光と赤色光との発光
強度比を制御するランプコントローラを備えている場合、青色光と赤色光の強度比を容易
に異ならせることができ、容易に生長させる植物に最適な強度比とすることができる。
　植物栽培用ランプ１は、平面視長方形の長尺な光照射部１１を備えているため、従来の
直管形蛍光灯などの照明器具が設置されている位置に容易に設置できる。
【００７０】
　また、従来の蛍光灯と同様に交流電源を端子に入力できるように、電源（交流電力をＬ
ＥＤ駆動の直流電力に変換する）を内蔵することが、設置の容易性、スペースの有効利用
ができて望ましい。更に、片側の端子を青色用、もう一方を赤色用に分けることが、内蔵
電源の配置の点、発熱源が分散され放熱面で望ましい。また、栽培には複数本の灯具を用
いる為、発光強度のコントロールは、多数本を同時に制御ができる点から、交流電力を制
御する調光システムを備えLEDの電流を制御することが望ましい。
【００７１】
　本発明の植物栽培方法は、上述した実施形態に限定されるものではない。
　例えば、上述した実施形態においては、本発明の植物栽培用ランプとして、制御部が発
光強度制御手段を備えるものを例に挙げて説明したが、ランプコントローラを備えていな
くてもよい。この場合、ランプコントローラを備える植物栽培用ランプと比較して、植物
栽培用ランプに用いる部材を節減ができる点で好ましい。
【実施例】
【００７２】
　（試験用植物の準備）
　以下に示す実施例および比較例においては、生育状態を観察する対象の植物として、リ
ーフレタス（品種：サマーサージ）を用いた。まず、リーフレタスの種子を６粒、育成ピ
ートバンに等間隔に播種し、蛍光灯下（１２時間日長）において発芽させた。播種から発
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芽までの３日間は、何れの試験群においても、同一の光環境下に置いた。このようにして
得たリーフレタスを試験用植物として用いた。
【００７３】
　（実施例１）
　温度、湿度および二酸化炭素濃度を制御する手段を設けた人工気象器内に試験用の発芽
、育苗したリーフレタスを置き、二酸化炭素濃度１０００ｐｐｍ（大気中〔液体肥料中を
除く〕）、気温２２～２５℃、湿度６０％の条件下に、次のようにして光照射しながらリ
ーフレタスを２０日間栽培した。
【００７４】
　植物栽培用ランプとして、赤色ＬＥＤ（中心波長：６６０ｎｍ、波長域６４０～６８０
ｎｍ）１８０個からなる赤色発光素子と、青色ＬＥＤ（中心波長：４５０ｎｍ、波長域４
３０～４７０ｎｍ）６０個からなる青色発光素子とを有する光照射部と、光照射部を制御
して、赤色発光素子と青色発光素子とを別個独立に点灯・消灯させる制御部とを備えるも
のを用いた。
【００７５】
　光照射部からの赤色光の発光強度である光合成光量子束密度（ＰＰＦＤ）は合計で１５
０μｍｏｌ／ｍ２ｓとし、青色光の光合成光量子束密度（ＰＰＦＤ）も合計で５０μｍｏ
ｌ／ｍ２ｓとした（赤色光と青色光の発光強度比は３：１）。
【００７６】
　そして、赤色光を植物に照射する赤色光照射ステップと、青色光を植物に照射する青色
光照射ステップとを、１日につき各色１２時間ずつ別々に連続して行った。なお、何れの
光も照射しない時間は設けなかった。２０日後に光照射を停止し、成長したリーフレタス
を収穫した。
【００７７】
　液体肥料の濃度調整には、二酸化炭素を故意に加えていない水道水を使用した。二酸化
炭素濃度は、約１０ｐｐｍであった。　これに、窒素肥料として尿素、リン肥料として過
リン酸石灰、カリウム肥料として塩化カリウムを用いて、窒素１７ｍｅ／Ｌ、リン４ｍｅ
／Ｌ、カリウム８ｍｅ／Ｌ、カルシウム４ｍｅ／Ｌ、及び微量のマグネシウム、鉄を含む
栄養水溶液を調整し、ｐＨは６に調整した。
　この液体肥料に、市販のナノバブル発生装置を用いて二酸化炭素を溶存させた。そして
、青色光を植物に照射する手順における液体肥料中の二酸化炭素濃度を２０００ｐｐｍと
し、赤色光を植物に照射する手順における液体肥料中の二酸化炭素濃度を２０００ｐｐｍ
とした。
【００７８】
　 (実施例２)
　実施例１と同様に植物育成を行った。ただし、使用した液体肥料には、ナノバブル発生
装置を用いて二酸化炭素を溶存させた。そして、青色光を植物に照射する手順における液
体肥料中の二酸化炭素濃度を１０００ｐｐｍとし、赤色光を植物に照射する手順における
液体肥料中の二酸化炭素濃度を２０００ｐｐｍとした他は同様な条件とした。
【００７９】
　 (実施例３)
  実施例１と同様に植物育成を行った。ただし、使用した液体肥料には、ナノバブル発生
装置を用いて二酸化炭素を溶存させた。そして、青色光を植物に照射する手順における液
体肥料中の二酸化炭素濃度を２０００ｐｐｍとし、赤色光を植物に照射する手順における
液体肥料中の二酸化炭素濃度を４０００ｐｐｍとした他は同様な条件とした。
【００８０】
　 (実施例４)
  実施例１と同様に植物育成を行った。ただし、使用したこの液体肥料には、ナノバブル
発生装置を用いて二酸化炭素を溶存させた。そして、青色光を植物に照射する手順におけ
る液体肥料中の二酸化炭素濃度を５００ｐｐｍとし、赤色光を植物に照射する手順におけ
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【００８１】
　（比較例１）
　実施例１と同様に植物育成を行った。ただし、ナノバブル装置を使用しないで、液体肥
料中の二酸化炭素濃度は、赤色光を植物に照射する手順と青色光を植物に照射する手順の
いずれにおいても１０ｐｐｍで一定とした他は同様な条件とした。
【００８２】
　（比較例２）
　実施例１と条件で、赤色と青色の光を同時に12時間照射し、その後12時間消灯した以外
は、同様に植物育成を行った。液体肥料中の二酸化炭素濃度は、２０００ｐｐｍで一定と
した他は同様な条件とした。
【００８３】
　各実施例および比較例において、２０日後に光照射を停止し、成長したリーフレタスを
収穫した。リーフレタスについて、外側から１０枚の葉の平均面積（ｃｍ２）、新鮮重１
００ｇ当たりに含まれるカルシウム量（ｍｇ）、地上部新鮮重（ｇ）を測定した。測定結
果は、比較例１の結果を基準（１００）とする相対指数で表１に示す。
【００８４】
【表１】

【符号の説明】
【００８５】
１…植物栽培用ランプ、２…赤色発光素子、３…青色発光素子、１１…光照射部 
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