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１．要約 

植物の最適な生育環境を調べるため、植物に照射する光の波長を変化させた。また、育

てる場所を土から水に変え、植物の生長の様子を比較した。土と水では土で育てた方がよ

く育った。また、光の波長によって、生長の度合いに大きな差がみられた。 

 

２．研究背景 

私は以前から、品種改良等で植物自体を

改良して安定した生産を目指すことより

も、栽培方法を変えることにより、よりよ

い植物を安定的に生産することに興味を

持っていた。そこで私は、植物の栽培にお

いて水耕栽培などの、一般的な土を用いる

育て方とは異なる栽培方法に目を付けた。

そして、植物が発芽し、成長する環境が成

長にどのような影響を及ぼすのか気にな

った。そのため、植物が根を張る培地を土

と水で比較検討することにした。また植物

は光合成によって多くの養分を得る。そこ

で、光合成において重要な条件である光の

波長を変えることによって、植物の生育に

適した光の条件を考えることとした。 

 

３．研究内容 

3-1 植物の生長における光の波長、培地

の変化の影響 
3-1-1 実験目的 

 植物が生長する環境が、生長にどのよう

な影響を及ぼすのかを調べる。そこで、植

物の安定性と生長度合いの関係を調べる

ため、土培地と水培地を用意し、成長の様

子を比較する。また、植物に重要な光合成

における光の波長の影響を調べるため、土

培地、水培地のそれぞれを日光、蛍光灯、

青色光、赤色光、緑色光、暗室下で育て、

植物の生長に最も適した波長の光を探す。 

3-1-2 実験仮説 

土と水で比べると、土の方が根を張りや

すいと思われるため、土の方がよく成長す

る。暗所では光を取り入れることができな

いため、種子が持っていた養分を使い切っ

たら枯れてしまう。緑色光はあまり光合成

に利用されないためにほかの条件に比べ

てあまり生長せず、光合成に多く用いられ

る赤色光や青色光を照射したものは緑色

光に比べてよく生長する。日光は光量が最

も多いため、最も生長する。 

3-1-3 実験方法 

材料 ムギ 

① 土を入れた入れ物(土培地)と水を入

れた入れ物(水培地)をそれぞれ用意

し、種をまいて暗所で発芽させる。 

② 1 つの入れ物につき 1 つの芽になるよ

うに間引きする。 
③ 日光、蛍光灯、青色光(LED)、赤色光

(LED)、緑色光(LED)、暗室光下に土

培地と水培地の標本をそれぞれ2個体

ずつ移動させ、育てる。 



④ それぞれの標本を観察する。 
3-1-4 実験結果 

各個体の葉の長さを表に示す(表 1)。 
また、各光における葉の長さの日ごとの変

化比較を、培地別にグラフに示す(グラフ

1、2)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

グラフ 1，2 より、どちらの培地でも蛍

光灯下と赤色光下において葉の長さが長

い。また日光下では葉の長さが短いといえ

る。 

3-1-5 実験考察 

グラフ 1，2 では葉が長く成長した赤色

光下、暗室下で育てたムギがよく成長して

いるように見える。しかし、最終計測日に

は暗室の標本は枯れ始めていた。そのため、

光合成を行わず、もともと発芽するために

種子に蓄えていた養分のみで成長し、使い

果たしたのではないかと思われる。また、

暗室下で成長したムギは黄色がかった色

をしていたため、健康的な成長をしていな

かった。また、赤色光下や緑色光下の標本

も細長い茎に成長していた。また、計測値

グラフ 1 土培地の葉の長さ比較 

(㎝) 

グラフ 2 水培地の葉の長

(㎝) 

2月4日 17.2 15.6 10 11
2月10日 24.8 23.3 12.5 15.4
2月24日 35.2 35.5 22.4 22.4

蛍光灯

土 水

2月4日 × 4.6 7.8 6.6
2月10日 1 5.2 8.8 8.2
2月24日 7.2 7 9.9 10.1

太陽光

土 水

2月4日 14 × × 13
2月10日 17.5 × × 19
2月24日 34.9 × × 24

赤色光

土 水

2月4日 5 14.5 10.7 7.2
2月10日 16.7 16.8 10.8 12.1
2月24日 23.5 25.4 14 20.2

青色光

土 水

2月4日 × 12.3 9.6 6.6
2月10日 × 14.7 15 13
2月24日 × 15.5 17.2 15.6

緑色光

土 水

2月4日 13.2 12.4 12.8 6.7
2月10日 17 15.4 14.3 12.5
2月24日 14.8 15.8 15.7 13.9

暗所

土 水

表 1 各個体の葉の長さ 
発芽した各個体における、最も長い

葉の長径を計測。単位は㎝。×は発芽

しなかったことを示す。 



も大きかった蛍光灯の標本、そして日光、

青色光の標本は長さの伸びは少なかった

ものの、葉の色が濃く、しっかりした標本

に成長していた。特に日光下の標本が最も

しっかり育った。蛍光灯は LED 下に比べ

て照度が大きかったのも一因であるだろ

う。また、水よりも土を使って育てた方が

よく成長した(グラフ 3)。 

 

 

この結果は、根を張った時に得られる安

定感が土の方が勝っているからであると

考えられるが、土に少し養分が含まれてお

り、その養分が成長の一助となった可能性

がある。次の実験では、養分を含まない土

を用いるべきであると考えられる。 

また、予定ではすべて発芽させてから実

験を開始する予定だったが、時間の都合上

発芽していなかったものも各条件下に置

いた。その結果、そのまま発芽しなかった

個体も多く極端に標本数が少なくなって

しまった条件もあり、個体差が結果に反映

されている可能性もある。 

 

3-2 実験 植物の生長と光の波長の関係 
3-2-1 実験目的 

 実験 A で得られた結果について、光種

と植物の生長の関係に絞って調べること

とした。そして、実験 A では温度環境が

一定ではなかったため、各条件での温度を

揃えた。また、日光で植物が育つのは光の

強さによるものなのか、光の波長によるも

のなのか調べるため、日光を減光シート

(透過光率：6.6％)で制限し、LED 下と正

午の減光シート下の照度をおおよそ揃え

た場所と LED(白色)下で育てたものを比

較する。 
3-2-2 実験仮説 

 日光下で最もよく成長する。また、減光

シートを用いたものとLED下で育てたも

のは同じくらいの成長になる。暗室下では

すぐに枯れる。 

3-2-3 実験方法 

材料：チンゲンサイ 

① 土を入れた入れ物(土培地)を用意し、

種をまいて暗所で発芽させる。 

② 1 つの入れ物につき 1 つの芽になるよ

うに間引きする。 
③ 日光、減光シート、LED(白色)、暗室

光下に土培地と水培地の標本をそれ

ぞれ 4 個体ずつ移動させ、育てる。 
④ それぞれの標本を観察する。 

計測した項目は、葉の枚数、光の明る

さに加えて、図 1 に示す通りである。 

 
3-2-4 実験結果 

グラフ 3 土と水での葉の長さ比較 

(㎝) 

葉の幅 
葉 の 長

さ 
茎 の 長

さ 

図 1 植物の計測場所 



 光種による、各計測場所の計測結果をグ

ラフに示す。 

 

 

 

 

 

日光下で育てた標本が最も大きい値

をとっていた(グラフ 5，6，7)。また目

視でも、最もしっかりと成長しているよ

うに見えた。茎の長さにおいては、暗室

が最も長かった(グラフ 4)。 

3-2-5 実験考察 

 仮説通り、光量が圧倒的に大きい値を

とる(グラフ 8)日光下の標本が、計測値、

また目視より最もよく育ったといえる。 

グラフ 4 茎の長さ比較 

(cm) 

グラフ 5 葉の枚数比較 

(枚) 

グラフ 6 葉の長さ比較 

(cm) 

グラフ 7 葉の幅比較 

日光で 7 月 13 日頃、LED で 7 月 10 日頃に葉の 

幅が急激に短くなっているのは、子葉が枯れて落ち、

本葉の幅を計測し始めたからである。なお、今回 

計測したチンゲンサイの子葉については、葉の長 

さよりも葉の幅の方が長い。 

(cm) 

グラフ 8 各光種における照度変化 

日光の値は他の標本の値に比べてはるかに

大きいため、グラフの最大値を超えている。 

(Lx) 



晴天時の減光シート下の照度が LED 下

の照度とおおよそ同じになるように減光

シートを用意したが、実験時期が梅雨だっ

たため、LED 下の照度が減光シート下の

照度を上回る日が大きかった(グラフ 8)。
LED 下の標本が減光シート下の標本より

も各計測値は大きくなっているが、光量に

よるものであるのか、波長によるものであ

るかは断定できない。 
 

＜追実験＞ 

晴天時を予測して減光シートを用意

したが、実験時期が梅雨であったため、

減光シート下の明るさが予想よりも暗

くなってしまった。そのため、LED と

減光シート下での違いを明確に調べるた

め、梅雨が明けてからもう一度実験を行っ

た。標本は減光シート下と LED 下、また

対照実験として日光下で生育させた。実験

方法等は同じなので省略する。 
＜対実験結果＞ 

 

 

 
＜追実験考察＞ 
 仮説通り日光が最もよく成長した。また、

グラフ 9~12、また目視からも、LED 下が

減光シート下よりもよく成長している。し

かし、これは LED が 24 時間照射してい

たのに対し、日光は日の出から日の入りま

での限られた時間のみ射すためである可

能性が高い。だがこの結果より、日光下で

生育した植物がよく育つのは光の成分が

グラフ 9 茎の長さの比

(㎝) 

(㎝)  

グラフ 10 葉の枚数比較 

グラフ 11 葉の長さ比較 

(㎝) 

グラフ 12 葉の幅比

(㎝) 



はるかに優れているからではなく、受け取

った光量の多さによるものであるという

ことが推測できる。 
 
４．考察 

白色光 LED は、青色光 LED と蛍光体

を組み合わせることによって白に見せて

いるため、青色光を含んでいる[1]。また、

白色 LED のスペクトルより、青色の波長

が他の波長に比べて非常に多いことが知

られている[2]。それに比べ、日光のスペ

クトルをみると青色の波長が最も多いも

のの、全体的にどの波長も多く含まれてお

り大差はない。実験 A のグラフ 1,2 より、

LED の中では青色光が最も光合成に有効

であるということがわかった。よって、実

験 B で白色 LED 下でよく育ったのは、青

色光が多く含まれているからではないか

と考えられる。日光のスペクトルでは、日

光と白色 LED で、照度と照射時間も揃え

ても、青色光が多く含まれる白色 LED の

方が健康的によく育つのではないかと考

える。 
 
５．今後の展望 

 現在植物工場では、青色 LED よりも赤

色 LED の方が安価であることから赤色

LED を用いてレタスを栽培している。今

回の実験結果では、ムギを赤色光のみで生

育することは不可能である。なぜそのよう

な結果になってしまったのかを考えたい。 
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