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National Agriculture and Food Research Organization

農業・食品産業技術総合研究機構

植物の生育における光応答機構ならびに植物の生育における光応答機構ならびに

EOD光反応活用の可能性

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です

（独）農研機構 花き研究所 花き研究領域 住友克彦

日長・光質

植物の生育と光

植物の生育過程において、光はエネルギー源ばかりでなく、

生育調節のための情報としても重要

エネルギー源

光合成

情報源

日長 光質

光形態形成

光生理反応（クロロフィル）

フ トクロム（ h A B C D E）

ヒト

フィトクロム（phyA, B, C, D, E）

クリプトクロム(cry1, 2)

フォトトロピン（photo1, 2）

FKF1ファミリー(FKF1, LKP2, ZTL)
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花成反応における光（日長＆光質）の作用

花成における光周性反応において、重要なのは・・・

• 明暗の長さか？

• 光の質（波長）か？

シロイヌナズナ（長日性）

• 光の質（波長）か？

• 光を受けるタイミングか？

シロイヌナズナの長日反応を通して考える・・・

花成ホルモン（フロリゲン）の特定

ガーナーとアラード（ 1920年）

光周性の発見

FT

チャイラヒャン（ 1937年）
“フロリゲン”の存在を提唱

70年の時を経て・・・

長日植物 シロイヌナズナ
FT (Flowering locus T)
Corbesier et al., 2007 Science

短日植物 イネ
Hd3a (Heading date 3a)
Tamaki et al., 2007 Science CO/FTモデル

Miguel A. Blázquez. Science 309: 1024‐1025.を改変
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CO/FTモデルにおける光の作用

光による概日時計の調整

Light

FT

光による概日時計の調整

CO
Light

•明暗の長さ
•光の質
•光を受けるタイミング

COタンパクの安定性への

光/光質の影響
Miguel A. Blázquez. Science 12 August 2005: 1024‐1025.を改変

１．シロイヌナズナの花成における長日反応

は，一言でいえば，長日下で花成が誘導される反応である．

しかし，その反応は，

・ 概日時計の調整→時計応答遺伝子→CO遺伝子の発現調節

植物の生育における光応答機構ならびに

EOD光反応活用の可能性

・ 概日時計の調整→時計応答遺伝子→CO遺伝子の発現調節

・ CO遺伝子翻訳以降のCOタンパクの機能調節→FT遺伝子の発現誘導

などの複数段階から成る複合反応である．それぞれにおいて必要とする光の

質（波長），光を受けるタイミングと長さは異なっており，極めて複雑な光応答

反応である．

２．EOD-FR反応

•光を受けるタイミング → ・明期終了時
•光の質 → ・遠赤色光（FR)
•明暗の長さ → ・短時間（パルス）

☆フィトクロムの変換によるスイッチング
☆ジベレリンを介した反応
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フィトクロムの赤色（R）・遠赤色（FR）光による可逆的変化

フィトクロム：赤色（R）・遠赤色（FR）光受容体

赤色光領域 ( R：660 nm付近 ）

Pr Pfr
生理反応
（発芽・伸長・開花etc）

仲介役 = 植物ホルモン？

GA，ABAなど（活性型）

遠赤色光領域 ( FR：７３0 nm付近 ）

End of Day FR （EOD-FR）処理

R or FR 照射 (10 分間)

シロイヌナズナ葉柄におけるR/FR光による伸長調節

R

R+FR

R+FR+R

葉柄伸長促進

m
)

1.5

2.0

葉

赤色光により遠赤色光の効果打ち消し
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フィトクロム反応

（Hisamatsu et.al., 2005）
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キクにおけるEOD-FR効果は？

シロイヌナズナでは・・・

１） h Bを介した反応

EOD-FRとGAの関連について

１）phyBを介した反応

２）GAに対する応答性ならびにGA生合成の促進（AtGA20ox）

EOD-FR無処理

キクにおけるEOD‐FRによる
茎伸長の促進は，GAの生
合成の変化ではなく，GAに

対する応答性の増加によっ
て引き起こされている

EOD-FR処理が各種切り花類の開花およ
び茎伸長に及ぼす影響
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National Agriculture and Food Research Organization

農業・食品産業技術総合研究機構

平成23年度 革新的農業技術研修

「花きの低コスト生産技術」

【各種光源の分光特性】

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です

（独）農研機構 花き研究所

久松 完

Tamotsu HISAMATSU

近年の花き分野における電照光源の変遷

～花き分野におけるLEDの利用とその実用化に向けて～

波長（光質）・光量（強度・時間）・配光（3次元）etc.

植物＆工学，それぞれの立場で・・・取り組み必要

LED蛍光灯白熱球

？

？

植物＆工学，それぞれの立場で 取り組み必要

植物側の立場として，“植物の光応答”を知ることが重要

あわせて“光源の特性”に関する情報を収集することも必要
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ヒトの目には同じに見える光でも・・・
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電球色蛍光灯の分光分布白熱球の分光分布
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電球色LEDの分光分布
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人間と植物では光センサーが異なる！

フィトクロムヒトの目

R/FR光センサー

フィトクロムの吸収曲線
ヒトの目の分光視感効率
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電球と電球形照明器具 （分光分布）

フィラメントからの熱放射
（電流による加熱現象）

電球色 昼白色
（ナチュラル）

昼光色
（クール）

加法混色

（電流による加熱現象）

放電で紫外線を発生，
これを蛍光体で可視光に変換

電球色 白色

半導体の接合部に電流を流
して発光，

現行主力白色LEDは，
青色LEDからの発光を蛍光
体で長波長の光に変換

日長 光質

植物の生育と光

植物の生育過程において、光はエネルギー源ばかりでなく、

生育調節のための情報としても重要

エネルギー源

光合成

情報源

日長・光質

光形態形成

光生理反応

近年、モデル植物において発芽反応、伸長反応、開花反応と光の関連について生

理機構の解明が急速に深化している。

そこで、花き生産への光応答反応利用の可能性を探るため、モデル植物の知見を

活用し、花き類の光応答反応を解析するとともに、解析に基づく技術開発を目指し

ている。
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園芸施設（太陽光型植物工場） 完全人工光型植物工場

補光：光合成補光

エネルギー源としての光

吸収 = 到達光 －（反射＋透過）
光合成色素：

クロロフィルとカロテノイドが重要

光合成における光の利用

（ http://plantphys.info/plant_physiology/light.shtml ）

光合成の電子伝達反応に直接関わる反応中心として働く：クロロフィルa

光を集めるアンテナ（集光性色素）として働く：クロロフィルa・クロロフィルb
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光の波長と色の関係 （可視光領域）

情報源としての光

発芽・光形態形成・伸長・開花反応 etc.

緑色植物の光受容体 （赤色光受容体・青色光受容体）

PHYフィトクロム

（PhyA, B, C, D, E）

MTHF FAD CCTクリプトクロム

(cry1, 2)

LOV1 Ser/Thr kinaseLOV2フォトトロピン

緑色植物の光受容体 （赤色光受容体・青色光受容体）

LOV1 Ser/Thr kinaseLOV2PHYフィトクロム３

（photo1, 2）

LOV1 Kelch repeatF-boxFKF1ファミリー
(FKF1, LKP2, ZTL)

フィトクロムを介した種子発芽反応

例） レタス、 シロイヌナズナ など （好光性の事例）

R FR 照射 (10 分間)

情報源としての光

R or FR 照射 (10 分間)

FR

Dark

R

【発芽】

R+FR

R+FR+R

遠赤色光により赤色光の効果打ち消し
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情報源としての光

避陰反応（ The R : FR ratio-mediated shade-avoidance response ）

A bid sis

～ R光(600 -700nm) とFR光(700 -800nm)の比による調節 ～

伸長・開花・葉緑体発達 etc.
Arabidopsis

Brassica rapa

太陽光の分光分布

群落内

FRANKLIN K A , WHITELAM G C Ann Bot 2005;96:169-175

High R:FR = 白色蛍光灯
Low R:FR =白色蛍光灯+ FR光

（PPFD：400-700 nm の光量は同じ）

群落内部は低R/FR環境

フィトクロム（PhyB型）を介した情報伝達が重要

夕暮れ時の太陽光もFR-rich

2.0

シロイヌナズナ葉柄におけるR/FR光による伸長調節
End of Day (EOD)-FR 反応
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赤色光により遠赤色光の効果打ち消し
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（Hisamatsu et.al., 2005）
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花成における光周性反応への光質の影響は？

キクの暗期中断反応の事例

12h日長 ＋ 暗期中断 4h

情報源としての光

左から

１）短日 ：（開花）

２）青色光 ：（開花）

３）赤色光 ：（不開花）

４）遠赤色光：（開花）

12h日長 ＋ 暗期中断 4h

暗期中断による開花抑制には、赤色光を受容した

フィトクロム（Pfr型）を介した情報伝達が重要

４）遠赤色光：（開花）

圃場（温室）条件下での省エネ光源導入時の課題
～ キク電照の事例 ～

白熱灯 赤色ＬＥＤ電球

波長域の問題とともに配光の問題・計測方法の問題

白熱灯

直下付近は
電照効果がある

白熱灯区

赤色ＬＥＤ区

ハードの価格，有効波長域の出力，寿命，ランニングコスト等を考慮？

視覚と作業性？ 害虫の被害？

各種光源によるキク開花抑制効果の検証状況
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主な放射量と対応する測光量
人間の視覚に対して与える影響を重み付け

光を測る：放射量・測光量

放射量 単位 測光量 単位
放射束

（Radiant Flux）
Ｗ

光束
（Luminous Flux）

lm（ルーメン）
（Radiant Flux） （Luminous Flux）

放射強度
（Radiant Intensity）

W/sr
光度

（LuminousIntensity）
cd（カンデラ）

放射輝度
（Radiance） W/sr/m2 輝度

（Luminance） cd/m2

放射照度
（Irradiance） W/m2 照度

（Illuminance）
lx（ルクス）

(μmol m-2 s-1 )：光量子束密度 １秒あたり、１m2あたりの光子（光量子）の数

化学の分野、生物学の分野では、量子数が基本？

(μmol m s )：光量子束密度 １秒あたり、１m あたりの光子（光量子）の数

光合成光量子束密度（PPFD）：クロロフィルが吸収できる400 nmから700 nmまでの
波長領域だけの光量子束密度

光量子束密度 (mol/m2/s)
＝放射照度 (W/m2)/（アボガドロ数 (mol-1) ×プランク定数 (J s) ×光速度 (m/s) ÷波長 (m)）

植物生産における光に関連した単位

光量を圃場レベルでどう測る？

東海大学 星研究室HPより

Wm-2 μmol m-2s-1 lx 
光合成光量子束密度：

衟舢腫ワ四噐炒騨媒ヨッ㈭511onヌ㈫811onワ炒騨ヨワ匽霄巵ネ喿儺棰驌㋪喿儺鰦総ッム㈬レ南廛ペ㈭凾栖㈴糖ヘム㈤ワ
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光環境測定用センサーの特徴

分光放射計（EKO MS-720）で放射照度を合わせた場合・・・

分光放射計 放射照度センサー 光量子センサー 照度センサー 放射熱センサー

メーカー EKO DELTA　OHM LI-COR LI-COR
型式 MS-720 LP471RAD 算出値 LI-190SA LI-200SA

放射照度 放射照度 光量子束密度 光合成有効光量子束密度 照度 放射熱
2 2 2 2 2単位 W/m2 W/m2 μmol/m2/s μmol/m2/s lx W/m2

緑色 LED-530nm 3.3 (100) 3.30 (100) 14.73 14.93 1795 2.44 (74)
オレンジ LED-594nm 3.3 (100) 2.96 (89) 16.54 16.46 1546 3.00 (90)
赤色 LED-639nm 3.3 (100) 2.67 (82) 17.31 18.87 462 3.64 (112)
濃赤色 LED-659nm 3.3 (100) 2.65 (80) 18.06 19.04 197 3.60 (108)
遠赤色 LED-740nm 3.3 (100) 3.21 (98) 20.14 (0.65) 3 4.69 (143)

どのセンサーでも，同種の光源から出力される光の強度の相対的な比較は可能！（感度の問題）

つまり真の値により近いのは，どのセンサーを使用した時か？ということ・・・

新たな光源を導入する場合の留意点

放熱穴

一般用途に開発されたもの，あるいはそれをベースに
改良を加えたものを導入するケースが多いのでは？

植物に対して目的とする効果が得られるか？
それ以外にも・・・

使用時に安全上の注意を遵守

使用環境に適合するか？ ex)：防水・防塵対策 温度
高温・多湿 農薬散布・・・

放熱穴

電球と電球形照明器具 の特性比較（参考）

白熱球 蛍光灯 LED

電球形照明器具 （蛍光灯・LEDランプ）は電子機器です！

短 中 長

1000 h 10,000 h 40,000 h

ON/OFF回数の影響

消費電力 40/60/75 W 10/15/25 W 4/6/6.9/9.2 W

光束立ち上がり 直後 5-10分 直後

ほとんどなし あり ほとんどなし

特に低温側で低い

光束維持率 ほぼ一定 次第に減少 一定時間経過後減少

交換の目安 フィラメント断線時 要検討 要検討

周囲温度の影響

寿命（参考値）
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National Agriculture and Food Research Organization

農業・食品産業技術総合研究機構

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です

花花きき研究所研究所

道園美弦道園美弦

(1) 保温技術（暖房負荷抑制）

保温性向上
多重・多層化，高保温性被覆資材，断熱層
隙間抑制，保温比（床面積/被覆面積）向上
地面からの供給熱増 風抑制

施設栽培における省エネ技術の分類（林，2008）

(2)省エネ暖房システム技術

地面からの供給熱増，風抑制

保守点検，排熱回収暖房機高効率運転

代替エネルギ 利用

自然エネルギー
（太陽熱 地下水 水力･風力･太陽光）代替エネルギー利用 （太陽熱，地下水，水力･風力･太陽光）
代替燃料（木質ペレットなど）
排 熱

効率的エネルギー利用 電気･ガス（ヒートポンプ）
ガス･石油（コジェネ，トリジェネ）
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施設栽培における省エネ技術の分類（林，2008）

（3）省エネ温度管理技術
根圏加温･株元加温
変温管理
循環扇(室温分布の均一化）

生産性向上
循環扇(室温分布の均 化）
低温伸長性品種

植物の生育反応を把握し，理解し，利用する

植物の温度反応を活用した
低コスト生産につながる技術開発

温度は花きの生育反応を制御する重要な環境要因

植物の生育反応を利用した温度制御技術

・植物体の栄養成長（茎，葉）や生殖成長（花）の生育
ステージ毎に栽培適温とする温度制御技術

栄養生長期 花芽分化期 花芽発達期

ステ ジ毎に栽培適温とする温度制御技術

日を単位として栽培管理に適した昼と夜の温度管理を・一日を単位として栽培管理に適した昼と夜の温度管理を
行う日周期での温度制御技術
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～花～花きき類での変類での変 温温 管管 理理 技技 術～術～

早 朝 降 温:夜明け前後の数時間の温度低下が負のDIFと
同様の効果を引き起こす

※パンジー 夜明後と日没前（明期）の降温処理で 伸長抑制

同様の効果を引き起こす
（節間長の抑制）

植物例：キク，ベゴニア，ぺチュニア，
ポインセチア，シュッコンカスミソウ等

早 朝 加 温:早朝の数時間の温度上昇で生育促進
（節間長の促進）
植物例：キク等

アフリカンマリーゴールドアフリカンマリーゴールド

写真．夜明け前，後昇温処理7週間後

対 照 夜明前昇温 夜明後昇温

写真．日没前，後昇温処理7週間後

対 照 日没後昇温 日没前昇温
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短時間昇温処理
の時間帯(暗期）

暗期開始時昇温の
昇温時間

暗期開始時昇温の
昇温温度

暗期開始時昇温

0 5h

暗期開始時短時間昇温処理による開花反応促進の効果

実 験 方 法

22℃ 暗期開始時

14℃

暗期

中央

0.5hr

暗期開始時昇温

1.0hr

暗期開始時昇温

2.0hr

暗期開始時昇温

22℃

暗期開始時昇温

26℃

短時間昇温
(30℃,3hr）

暗期開始時昇温
(30℃）

暗期開始時昇温
(3hr）

暗期終了前

    昇 温

暗期（12hr） 明期（12ｈｒ）

暗期開始時昇温

22℃ 3.0hr

14℃

明期（12ｈｒ） 暗期（12hr）

暗期開始時昇温

22℃ 30℃

14℃

明期（12ｈｒ） 暗期（12hr）

23.9 

30.4 

27.6 

25 

30 

35 

s)

b

a

ab

18.8 

0 

5 

10 

15 

20 

発
蕾

日
数

(d
ay

s c

暗期終了前

暗期短時間昇温処理開始7週間後

暗期開始時 暗期中間 明期 22oC/暗期14oC
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33.2 

 

30 

35 

40 

a

19.6 
21.8 21.8 22.4 

0 

5 

10 

15 

20 

25 
発

蕾
日

数
c

b b b

明期 22oC/暗期14oC
3.0 h           2.0 h          1.0 h         0.5 h

暗期開始時短時間昇温処理の処理時間

暗期短時間昇温処理開始7週間後

0 
3.0hr 2.0hr 1.0hr 0.5hr 明22/暗14

18 2 18.8
20.1

26.5

20 

25 

30 

）

c b
b

a

18.2

5 

10 

15 

発
蕾

日
数

(d
ay

s）

0 
30Ⅲ 26Ⅲ 22Ⅲ 明22/暗14Ⅲ

明期 22oC/暗期14oC30 oC 26 oC 22oC      

暗期開始時短時間昇温処理の処理温度

暗期短時間昇温処理開始7週間後
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(日没直後の時間帯)

EOD = End of Day

EOD

EOD-Heating EOD-Lighting温度反応 光反応

+FR

DAY NIGHT

EOD

EOD-FR光照射
による伸長促進

暗期開始時＝日没時
EOD-Heatingによる開花促進

低コスト
省エネ

EOD-heating処理（日没時の短時間加温処理）

植物種にあった品質面を考慮した生育温度で栽培植物種にあった品質面を考慮した生育温度で栽培
（日変化や生育ステージ対して，適した生育温度）（日変化や生育ステージ対して，適した生育温度）

花芽分化 花芽発達生育温度が低い場合の

開花を促進 ℇ アフリカンマリーゴールド，キク
他の植物では？

※著しい生育不良の生じない程度の温度域内において，EOD-heatingを
用い補完技術として活用し，省エネ栽培ができる可能性を実証した．

多種多様な品目 気象条件 品質面

花き栽培では，

生育生理を利用した栽培技術に取り組むことが重要

～ 実用化に向けて1つ1つ温度反応を解明していき，少しでも栽培に役立つ技術に,～



スプレーギクにおけるEOD反応技術の活用事例

　和歌山県農林水産総合技術センター

　　 農業試験場暖地園芸センター　　島　浩二

EOD-Heating

EOD-Lightingによる伸長促進EOD-Heatingによる開花促進

EOD-Lighting
温度反応

光反応

+FR

DAY NIGHT

(日没直後の時間帯)

EOD = End of Day

EOD

EOD反応とは？

日没前昇温日没後昇温対　照



A重油の価格推移

EOD反応を活用したスプレーギクの新しい生産技術

～　EOD-Heatingの利用　～
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省エネ型の
温度管理技術が

必要！

EODとは・・・End　of　Day （日没後）

温

度

（℃）

明期（昼） 暗期（夜）

EOD-heating（日没後短時間昇温）の概略図

EOD-Heatingの考え方

日没後の
短時間昇温



EOD-Heatingの効果　（スプレーギク）

8℃設定
EOD(20℃/3h)

EON(20℃/3h)

18℃

15℃

栄養生長期 花芽分化期 花芽発達期

スプレーギクにおけるEOD-Heatingの開発

消　灯

1　　　2　　　3　　　4　週



栄養生長期 花芽分化期 花芽発達期

（定植後4週間） （消灯後4週間） （消灯後4週以降）

慣　行 管理温度 15℃ 18℃ 15℃

17℃：3時間 20℃：7時間 17℃：3時間

↓ ↓ ↓

11℃：11時間 13℃：7時間 11℃：11時間

燃料消費量
（対慣行） 69% 92% 69% 77%

管理温度
EOD-
Heating

「温室暖房燃料消費量試算ツール」を利用した試算

（野菜茶業研究所公開http://vegetea.naro.affrc.go.jp/）

EOD-Heatingによる省エネ効果は？？？

EOD-Heating時の注意点！

　・本結果は、2品種におけるデータであり、多品種での検討が必要である。

　・本結果は、単独の生育ステージにおいてEOD-Heatingを行った時のデー
　　タであり、 これらのEOD-Heatingを全ステージにおいて組み合わせた時　
　　　　
　　に同様の結果となるかどうかを検証する必要がある。

　・昼間の温度との関係により、適正なEOD-Heatingの温度が異なる可能　
　　
　 性がある。

　・苗の前歴（特に温度管理）が異なると、適正なEOD-Heatingの温度は異　
　　

なる可能性がある。



エネルギー

シグナル

光合成

光形態形成

種子発芽

花成（短日植物、長日植物）

茎伸長　etc

炭水化物の生成

EOD反応への活用

光の強さ、長さ、質・・・

EOD反応を活用したスプレーギクの新しい生産技術

～　EOD-Lightingの利用　～

EOD-Lightingの効果　（キク）

【インキュベーター環境条件】
　20/15℃・9h日長　 EOD-FR（15 min）

　主光源：白色蛍光灯（200μM/m2/s）
FR照射：FR-LED（ピーク波長：740nm）10W/m2

Light Dark

FR（15min）

10

20

30

40

50

0 1 2 3 4 5 6
Weeks after the treatment started

St
em

 le
ng

th
 (c

m
)

SD

EOD-FR

0

10

20

30

Leaf No. Days to budding

SD

EOD-FR

EOD-FRの事例EOD-FRの事例

+FR



EOD-Lighting（EOD-FR）技術の開発

FR
開花に抑制的に働かない

茎の伸長に促進的に働く

消灯後のFR照射による茎伸長が期待できる

　伸長促進　→　栽培期間の短縮　→　施設回転率の向上

DAY NIGHT

FR

FR

　EOD適用：長日＝約28日
　　　　 ：短日＝約65日　約93日/作
　　　　　　　↓

　　　　3.8作/年/施設

　　現行：長日＝約35日
　　　　：短日＝約65日　約100日/作
　　　　　　　↓

　　　　3.5作/年/施設

年平均1作当たり
　　7.5日間の栽培期間の短縮！

（切り花長80ｃｍ目標の場合）

スプレーギク生産でのEOD-FR適用による効果
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トルコギキョウにおけるEOD反応技術の活用事例

革新的農業技術研修「花きの低コスト生産技術」

鳥取県農林総合研究所園芸試験場
花き研究室 岸本真幸

0

10

20

30

40

50

60

70

80

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

日
　

照
　

時
　

間

鳥取

熊本

静岡

図 鳥 取 の 旬 別 日 照 時 間 （ 平 年 値 ） の 推 移
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図 鳥 取 に お け る ト ル コ ギ キ ョ ウ の 栽 培 歴 と 月 別 出 荷 数 量

定植播種開花

光照射試験

一(独)花き研究所より･･･

日没後数時間 草種により

気温・光の感受性が高まる新知見

日没後短時間 End  of  day  (EOD) の効率的な
温度管理・光照射 により
省エネ と 栽培期間短縮 効果

EOD23℃-13℃区
23

E O D反応を活用したトルコギキョウの新しい生産技術確立

EOD-Heating

EOD-Lighting
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EOD-Heatingの効果

６１ %

６９ %

投下ｴﾈﾙｷﾞｰ
１００ ％

8％

31％
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平均開花日
５／４ ５／１５ ６／１２

EOD23℃
-13℃

終夜18℃
（慣行）

‘ネイルピーチネオ’

終夜13℃

EOD23℃-13℃

・慣行(18℃)に比べ投下エネルギーを30％削減
・生育は慣行と同等かそれ以上 だった

EOD-Heating の効果 まとめ

●さらなる低コスト化を目指して・・・

・最低夜温？

・効果的な加温温度？

・EOD-Lighting との併用効果
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●Ｒ光（600～700nm）終夜 ●Ｂ光（400～500nm）終夜

●ＦＲ光（700～800nm）終夜 ●EOD-ＦＲ光
（ＦＲ光を日没後１時間）

・いずれもパナソニック電工（株）製

・１灯／㎡（0.06W／㎡）で設置 ・照射期間は2007年９月19日から採花まで

●無照射

EOD-Ｌighting の効果

‘ネイルピーチネオ’（早生）

平均開花日
11／9 11／12 11／19 11／19 11／25

無照射青色光赤色光
遠赤色光

終夜 EOD1時間
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FR光の照射時間帯

（日の出前 3h） （日没後 3h）（終夜）

EOD-FR（3h）の光強度

0.14W/㎡
(２灯／㎡)

0.06W/㎡
(１灯／㎡)

0.0３W/㎡
(0.5灯／㎡)

無照射
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光 源 ・FR（遠赤色）光源による開花促進、

草丈伸長（節間伸長）効果が高い

照射時間 ・EOD-FR 3時間は、終夜照射と同等の効果

照射時間帯・EOD-FRは、EON-FRに比べ開花促進、

草丈伸長効果が高い

光強度 ・0.03W/㎡以上で無照射に比べ、開花促進、

草丈伸長効果が有意に得られた

EOD-Lighting の効果 まとめ

●さらなる低コスト化を目指して・・・

・EOD-Heating との併用効果

EOD-FR ＋ EOD-Heating の併用効果

いずれもパナソニック電工（株）製
0.06W／㎡（ １灯／㎡）で設置、EOD-FR（3ｈ）
照射期間は2008年10月30日から採花まで
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7.5kw/day
（１００）

8.0kw/day
（１０７）

9.6kw/day
（１２８）

7％

21％

図 処 理 区 毎 の 温 度 推 移 （ 概 念 図 ） と 投 下 加 温 電 力 量

試験区

25℃換気

25℃換気 23℃（3時間）

13℃13℃

13℃ 13℃

　 EON区

   EOD区

25℃換気

13℃13℃

終夜13℃区
(対照)

23℃（3時間）

日没日の出
ＮｉｇｈｔＮｉｇｈｔ Ｄａｙ

13℃加温18℃加温EOD-昇温 13℃加温18℃加温EOD-昇温

遠赤色光 併用

農家慣行

13℃加温18℃加温EOD-昇温 13℃加温18℃加温EOD-昇温

遠赤色光 併用

農家慣行

13℃加温18℃加温EOD-昇温 13℃加温18℃加温EOD-昇温

遠赤色光 併用

農家慣行

撮影：４月１５日

13℃EOD EONEODEON
EOD-FR 併用

Heating Heating
13℃（対照）
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さらなる
低温管理

(低コスト化)
管理法の検討

これまでの成果(基準) ６９ ％

投下ｴﾈﾙｷﾞｰ

１００ ％

4％

31％

６５ ％

５５ ％

10％

EOD23℃-13℃区

EOD20℃-13℃区

EOD23℃-10℃区

18℃区（慣行）

EOD23℃
-10℃

EOD-FR併用

EOD20℃
-13℃

EOD23℃
-13℃

終夜18℃ EOD23℃
-10℃

EOD20℃
-13℃

EOD23℃
-13℃

終夜18℃
（慣行）

これまでの
最良結果

これまでの
最良結果
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Heatingの時間帯、 EOD-Heating＋EOD-FR併用効果 まとめ

Heatingの時間帯 EOD-Heating ＋ EOD-FRの併用

○ EODとEON-Heatingについて検討
（23℃-13℃加温）

EODの投下エネルギーはEONより20％低い

実際栽培では、EOD-Heatingが

EON-Heatingより効果的

○ EOD-Heating ＋ EOD-FR について検討

さらに

EOD-Heating ・慣行(18℃)に比べ投下エネルギーを30％削減
(EOD23℃-13℃) ・生育は慣行と同等かそれ以上 だった

○ EOD-Heating（EOD20℃-13℃）
＋ EOD-FR について検討

・茎長は、EOD23℃-13℃と同等に伸長。
・投下エネルギーは慣行比35％削減
・経営試算･･･

（0.03W/㎡以上：3h）

いずれも慣行(18℃)に比べ･･･

定植 開花(慣行比) 切花長(慣行比)
9/上 12～1月(21日早) (118%)

10/下 4/中～(36日早) (121%)
・着蕾側枝･有効花蕾数：増加する。

いずれも慣行(18℃)に比べ･･･

定植 開花(慣行比) 切花長(慣行比)
9/上 12月(33日早) (137%)

10/下 3/下～(50日早) (146%)

・ブラスチング：7～8％減少

EOD-Heating
（１）EOD加温温度、加温時間と生育反応
（２）日中温度と生育反応

（日中温度との関係により、EOD-Heating反応
が本結果と異なる可能性がある）

EOD-FR
（１）日照条件が異なる地域では、生育反応が本結果と

異なる可能性がある

EOD反応技術活用の課題と注意点

・本結果は、‘ネイルピーチネオ’など極早生～早生

一重品種によるデータである
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