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未来型農業システムのかたち
― LED 植物工場技術の開発 ―

玉川大学農学部先端食農学科教授 渡　邊　博　之

１.植物工場開発の歴史

野菜を工場で計画生産しようというア
イデアは、施設園芸栽培の延長線上の技
術として古くから提唱されてきた。通常
の土耕栽培に代えて水耕栽培装置と人工
照明装置を備えることにより、野菜の生
育をコントロールし、計画生産しようと
いう試みである。しかし、システムとし
て実用的で営業生産に耐えうる「植物工
場」が実現したのは、まだそれほど古い
話ではない。現在、世界の各地で稼動し
ている植物工場のルーツは、1957 年か
ら営業生産を始めたデンマークのクリス
テンセン農場といわれている。ここでは
ヒーターと補光ランプで栽培環境を整え
た細長い温室を用い、あたかも工業製品
が流れ作業で生産されるかのようにクレ
ソンの栽培を行った。それまでの施設栽
培と明らかに一線を画すのは、播種か
ら催芽、育成、収穫、梱包までを一貫
した生産システムとして組み上げた点
である１）。

1970 年代になると完全な周年計画生
産をめざして、おもに米国において人工
照明のみを用いた植物工場の開発が試み
られた。ゼネラルエレクトリック社、ゼ
ネラルミルズ社、ホイタカー社など、数
多くの会社が積極的に技術開発を行い、
人工照明を使って野菜の生育環境を制御
するための種々のノウハウを蓄積した。

日本国内での植物工場の開発は、㈱日
立製作所や、　電力中央研究所をはじ
めとする電力会社などを中心に、1970
年代後半から進められた。その後、電機
メーカー、食品メーカー、化学メーカー
など多数の会社がこの分野の技術開発に
参入し、また 1988 年には植物工場に関
する技術振興と情報交流を目的に「日本
植物工場学会（現、日本生物環境工学会）」
が設立され、現在では日本は世界で盛ん
にこの分野の技術開発が進められている
国の１つとなっている２）。

植物工場の開発は、技術フレームを異
にする２つの栽培システムがほぼ並行し
て進められてきた。１つはガラス温室を
ベースに、太陽光と人工光を併用して光
源とするいわゆる太陽光併用型植物工場
であり、もう一方は太陽光を取り入れな
い閉鎖、断熱空間を設け、照明として人
工光のみを用いるいわゆる閉鎖型あるい
は人工光型植物工場と呼ばれるシステム
である３)。

もし植物工場での野菜生産の特長を、
正確な栽培管理と計画生産、完全無農薬
栽培、野菜の品質面での明確な差別化な
どにおくと考えると、その照明形態は太
陽光併用型よりも人工光型植物工場の方
にメリットが大きい４)。大量の熱エネル
ギーをともない、さらに日々の変動幅が
極端に大きな太陽光をシステムの栽培系
内に導入し、それを低コストで制御する
ための技術はまだ十分とはいえない。正
確な栽培環境のコントロールを抜きにし
て、野菜の厳密な計画生産や品質面での
明確な差別化は困難だと考えられるから
である。

現状の太陽光併用型植物工場では、栽
培システムを半開放系にして環境制御の
正確さをある程度犠牲にすることにより、
電力コストを中心とする野菜生産のラン
ニングコストの削減に成功している。
リーフレタス栽培を基準として、太陽光

併用型と人工光型で生産に必要とされる
総電力コストを比較すると、前者で７～
８円／株であるのに対し、後者では 16
～ 19 円／株と推定され、現状では人工
光型システムの電力コストは太陽光併用
型を大きく上回っている。人工光型植物
工場を開発する上で、照明、空調電力コ
ストの削減は最も重要な課題の１つであ
り、栽培用光源と周辺の温調システムに
どのような技術を導入し、それらを栽培
ユニットとしてどのようにシステムアッ
プするかは、栽培システム全体の特長や
性能を大きく決定づける検討課題である。

２.植物栽培に必要な光技術

(１)植物栽培用光源
植物工場で主に用いられている栽培用

光源は、メタルハライドランプ、高圧ナ
トリウムランプ、白色蛍光灯、発光ダイ
オード（LED）であり、それぞれの光源
の特性に合わせた栽培システムが提案さ
れている。これら４種類の光源のエネル
ギー放射特性について、白熱灯を比較に
して表－１にまとめた。メタルハライド
ランプは、輝度や照明効率が高く、比較
的エネルギー変換効率のよい光源である
が、４つの光源の中で赤外領域のエネル
ギー放射の割合が最も大きい。したがっ
て、植物へ近づけて照明する近接照射に
不適であることから、おもに太陽光併用

表－１　植物工場で用いられる代表的な栽培光源の放射特性 
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型の植物工場で使用されている。高圧ナ
トリウムランプは、400 ～ 700nm の光
合成有効放射（PAR）効率が４つのラン
プの中で最も高く、太陽光併用型の植物
工場と完全制御型の植物工場の両方で使
用されている。白色蛍光灯と赤色 LED は
赤外領域のエネルギー放射割合が小さい
ことから、完全制御型の植物工場におけ
る近接照明の光源として利用されている。
赤色を中心とした LED は PAR 効率の高さ
を理由に、また白色蛍光灯はランプコス
トの安さを主な理由にして多くの植物工
場で利用されている。

(２)植物栽培用光源としてのLED
前項で紹介した植物栽培用光源の中で

も、近年利用が急速に進んでいるのが、
LED である。1993 年の日亜化学工業㈱
による青色 LED の実用化にともない、表
示用、照明用光源としての利用が大きく
広がった。LED の光／電気変換効率は、
近年の技術開発によって急速に高まって
いるが、植物栽培用光源として利用され
る赤色や青色においては、未だ 20 ～
30％程度で、他の植物栽培用光源と比べ
て際立って効率が高いわけではない。た
だし、LED は配光特性に優れ、目的の照
射対象に的確に光を当てることができる
という特長がある。植物工場の光照射対
象である植物に効率よく光を照射し、生
育に必要な光強度を確保することにより、
全体としての照明電力コストを引き下げ
ることに貢献する。
地上の植物は、日光として紫外線から

赤外線まで種々の波長の放射エネルギー
を受けているが、その全てのエネルギー
を利用しているわけではない。LED を栽
培用光源として使うことにより、植物に
とって利用効率の悪い波長のエネルギー
を含まず、生育に有効な波長の光だけを
集中して照射することが可能である。さ
らに、植物の発芽、展葉、開花などといっ
たいわゆる光形態形成も、各々ある特定
の波長の光が関与していることが知られ
ている。LED から照射される単色光を植
物の形態形成を誘導するための光シグナ
ルとして用い、小さなエネルギーで効率
よく特定の植物生理機能や形態形成、器
官分化を促すことも可能である。
植物が光を認識する時、それぞれの反

応に特有の光受容体が機能することが知
られている。高等植物では赤色光、遠赤
色光の受容に関わるフィトクロム
(phytochrome：phy)、青色光の受容に関

わるクリプトクロム (cryptochrome：
cry)、フォトトロピン (phototropin：
phot) が知られている６）。フィトクロム
には５つの分子種があることが知られ、
それぞれの分子種が様々な生理反応に関
与する７）。同様に青色光受容体のクリプ
トクロム、フォトトロピンについても、
それぞれ２つの分子種が知られており、
強光下で機能する cry1、phot2、弱光下
で機能する cry2、phot1 が存在する。こ
れらのことは、様々な光環境に対応する
ため、植物は多くの光受容体分子を備え
ていることを示している。これら以外に
も物質が特定されていないが、高等植物
において UV-B（282 ～ 320nm）受容体
と緑色光（530nm 付近）受容体の存在が
示唆されており、LED の赤＋青色光照射
下のレタス栽培では緑色光で成長促進作
用が認められている８)。シソの花成が緑
色光で促進されたり、限定条件下ではあ
るがヒマワリの花成が黄色光で促進され
る９）など、既知の光受容体では説明でき
ない現象が明らかになっている。まだ見
つかっていない他の波長域の光受容体の
存在が今後明らかになる可能性がある。
これまで述べたように、植物にはそれ

ぞれの光反応に対応した光受容体があり、
照射した光の波長により異なった生理反
応が誘導される。生育や形態形成をコン
トロールするためには、照射波長を制御
できる LED を用いることは有効である。
ただし、LED を植物栽培用の光源として
用いる場合、種々の問題点も存在する。
大きな光強度を得ようとする場合、LED
ではどうしても面光源や線光源タイプの
モジュール形状を採用せざるをえない。
その結果、栽培装置の基本構造も面光源
や線光源を前提としたフレームを前提と
して考える必要がある。またランプを植
物栽培装置に組み込む以上、高湿度環境
下での連続点灯が避けられない。LED に
とっては苛酷な使用条件にならざるをえ
ず、点灯中の出力低下を招きやすい。高
い光強度を得るために、LED チップを高
密度で装着した場合は、特にチップの除
熱を十分に行う必要がある。また、以前
よりは価格が下がっているとはいえ、光
出力あたりのランプコストは、依然とし
て他の光源に比べて高い。植物栽培用光
源として LED を利用する場合、まだまだ
解決されなければならない課題は多い。
以下に、植物栽培用光源としての LED の

図－１　従来型の樹脂パッケージ型LEDパネルモジュール（左）と新開発のダイレクト冷却式LED

パネルモジュール（右）の模式図

図－２　試作したダイレクト冷却式ハイパワーLEDパネルモジュール
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利点と解決されるべき課題を整理する。
①波長特性
LED で出力される放射スペクトルの半

値幅は他の植物栽培用光源に比べて小さ
く、輝線スペクトルなどの混入もない。
例えば、植物栽培で主に使用される赤色
LED のスペクトル半値幅は 20～ 30nm で
あり、ほぼ純色に近い。現在では化合物
半導体の種類と構造を変えることにより、
赤外、赤色、橙色、黄色、緑色、青色、
紫外など、ほぼ自由に発光色を選択し、
それらを植物栽培の目的に応じて組み合
わせることが可能である。

前述のように、可視光の中で植物が利
用する光の波長は限られており、光合成
反 応 に 用 い ら れ る 赤 色 光（600 ～
700nm）、主に形態形成に用いられる青
色光（400 ～ 500nm）や遠赤色光（700
～ 750nm）などを自由に照射することが
できる。LED を用いることによって従来
の植物栽培用光源と異なり、植物に必要
な波長の光を集中的かつバランス良く照
射することが可能である。
②近接照射
植物栽培に利用する可視領域の LED 光

には、赤外領域のエネルギー放射が極め
て少ないことも LED を植物栽培用光源と
して用いる場合、大きなメリットとなる。
例えば、LED ランプパネルを室温程度に
空冷しながら用いた場合、パネルが葉に
接触するほど近接させてレタス等の栽培
を続けても、熱線による葉焼け等の障害
が全く認められない。LED 光源を栽培植
物の大きさが許すギリギリの位置から近
接照明することにより、植物の光利用効
率を高めることができる。さらにそうし
た小さな栽培ユニットを何層も積み重ね
ることにより、全体としてコンパクトな
栽培装置に仕上げることが可能である。

③形状
LED チップは形状が小さいため、光源

ランプの形状をかなり自由に設計できる。
植物工場のように高密度、集約栽培を極
限まで進めようとすると、限られた装置
スペースを有効に利用し、栽培植物に対
して近接、均一に光照射する必要がある。
光源ランプのサイズ、形状を自由に設計
し、そのスペースメリットを十分に生か
すことは、栽培装置全体を機能的にシス
テム化する上で重要である。
④高輝度化と耐久性
植物栽培用の光源として LED を用いる

場合、他の利用場面に比べてより厳しく
高輝度、高出力が要求される。植物は、
生育に必要なエネルギーの全てを基本的
に光から受けとっている。従って、植物
の光利用効率が高い栽培システムにすれ
ばするほど、LED の出力差が直接に作物
の生育差につながる。通常、ディスプレ
イ等の用途で 10％程度の出力差が視覚
的に認識され、問題にされることは少な
いが、植物工場用途の場合はその程度の
出力変動が、栽培植物の生育結果として
はっきりとあらわれる。植物栽培用途で
は、LED ランプの出力の均一化、さらな
る高出力化、高輝度化は、栽培システム
の生産能力に直結した問題といえる。

LED 点灯中の劣化、出力低下も大きな
課題である。特に、長時間点灯（特に高
湿下での高出力点灯）にともなう出力低
下は、LED を植物栽培用光源として利用
する上で障害となる。LEDの寿命は、チッ
プの材質、構造、ランプ成形樹脂やラン
プの放熱構造などによって、タイプごと
に長短様々なのが現状である。上述のよ
うに、システムの栽培能力に直結した問
題として、LED ランプの劣化、出力低下
はより小さく抑えられるべきである。

⑤植物栽培用ダイレクト冷却式ハイパ
ワーLEDパネル光源

LED の外部量子効率は、植物栽培用光
源として妥当な価格帯のものは 20 ～
30％である。残りの電気エネルギーはす
べてランプデバイス中で発熱して消耗す
る。従って、LED を高密度で集積してパ
ネル光源を作製した場合、発熱による
LED パネルの温度上昇は避けられない。
そこで図－１，２に示す構造の冷却式LED
パネル光源を開発した。このパネルでは、
LED 集積基盤の裏側を冷却水で直接冷却
することによりパネル温度を一定に保ち、
発光面側への熱の移動をほとんど遮断す
ることができる。さらに LED チップを冷
却された基盤上に直接マウントすること
によりチップの温度上昇を防ぎ、チップ
定格電流の約５倍の駆動電流での連続点
灯を可能にした。

３.LED を光源として用いた植
物工場の開発

玉川大学ではダイレクト冷却式ハ
イ パ ワー LED パネルモジュールと
NFT(Nutrient Film Technique) 水耕シス
テムを組み合わせた多段式栽培システム
を構築した（写真－１）。2010 年には、
この栽培システムを 15 台設置した玉川
大学大型植物工場研究施設（Future Sci 
Tech Lab、写真－２）を東京都町田市に
ある玉川大学キャンパス内に開設し、本
格的な LED 植物工場実用化実証試験を開
始した 10，11）。床面積 801㎡、４つの水
耕栽培室と１つの育苗室、作業室、管理
室を備え、天候に左右されず、都心のビ
ルでも地下室でも作物が栽培できる新し
い農業技術の開発をめざしている。また、
植物工場の実用化技術に関する研究成果
を広く社会に紹介するため、見学通路や

写真－１　ダイレクト冷却式ハイパワーLEDパネルモジュールとNFT

水耕システムを組み合わせた多段式野菜栽培システム

写真－２　玉川大学植物工場研究施設 Future Sci Tech Labの外観
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プレゼンテーションルームなどを備え、
他の研究機関や新規参入企業への情報発
信を行っている 12，13）。

さらに、2014 年 11 月には、上記の研
究施設での栽培試験結果をベースにして、
日産3,000株規模のレタス生産施設（Sci 
Tech Farm「LED 農園」）を稼動させ（写
真－３，４）、現在レッド系、グリーン系、
フリル系、ロメイン系のレタス、計７品
種を生産し、首都圏西部、小田急線沿線
のスーパーで販売実証を続けている 14，15）

（写真－５，６）。

４.植物工場技術の今後の展開

健康や食の安全性が人々の関心を集め
る中、清潔で品質について信頼性が高い
植物工場野菜のニーズは、将来さらに高
まっていくと予想される。2015 年４月
から消費者庁が中心となって「機能性表
示食品」制度がスタートした 16）。食品の
機能性について、これまでよりも幅広く
消費者に情報発信して、食品を選択する
ための参考にしてもらおうという制度で
ある。今後、例えば、ポリフェノールや
ビタミンＡ、Ｃ、Ｅといった抗酸化成分、
β -カロテンやルテインなどのカロテノ
イド類、食物繊維や機能性糖類などの含

量を高めた野菜の開発が進むと考えられ
る。さらに、腎臓病患者向けの低カリウ
ム野菜や薬効成分を含んだ野菜・薬草な
ど、医療機能を持った植物の植物工場生
産についても技術開発が進むだろう。ま
た遺伝子組換えにより、ある種の機能性
タンパク質やワクチン成分など、さらに
有効性の高い医療成分を含有する野菜の
生産も試みられる可能性がある。多くの
植物工場事業者が、より高い事業採算性
を目指して、機能性の高い植物工場野菜
の開発を進めており、今後そのような機
能性野菜を効率的に安定生産する手段と
して植物工場が利用されるだろうと期待
している。
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