
 
 

 

分野：施設園芸 

台風常襲地における平張施設、耐候性ＬＥＤおよび小型

発電機を活用したキクの安定生産技術 
試験研究計画名：南西諸島地域でのきく等花き生産における新たな光源利用技

術の実証研究 
研究代表機関名：農研機構花き研究所 

開発のねらい： 

わが国の切り花生産本数の約 3分の 1を占め、花き生産の基幹となる品目であるキク類

では、近年輸入品が急増しています。需要期の供給不足を補い国産シェアを奪還するため、

国内安定生産技術と輸入品に対する競争力の強化が求められています。亜熱帯の南西諸島

は冬季温暖なことから、冬季におけ

る重要な花き生産基地ですが、台風

などの気象災害によって生産が不安

定になりやすいという問題がありま

した。そこで、鉄骨に防風ネットを

張った平張施設（写真１）が導入さ

れ、台風の暴風雨や季節風の被害が

少なくなるとともに、ネットで被覆

することにより害虫被害が軽減され

るなど、キクの安定生産が可能にな

りました。 

しかし、台風襲来時には停電が発

生し、特に大型台風や台風の連続襲来によって大きな被害が発生した場合、停電が２日以

上続くこともあります。キクの電照栽培において、停電が１晩で復旧する場合は大きな影

響はありませんが、電照による暗期中断処理が２晩以上中断されてしまった場合は、計画

外の花芽分化が懸念されます。 

現時点において最も現実的で有効な対策は、移動が容易な自家発電機による電照です。

自家発電機は，2.5kVA程度の小型の可搬型が市販されています。これを使用して電照を行

う場合、白熱電球（75Ｗ）では最大 33個が点灯可能ですが、電照面積は概ね３ａ程度で極

めて少ない面積の対応しかできません。一方消費電力の少ない LED電球（株式会社エルム

製 AG10ASR03-6E26）では、最大で 365個を点灯することが可能で、電照面積は概ね 33ａと

なり、広い面積をカバーできます。こうしたことから、停電被害を回避するため発電機を

用いて一時的に電照を行う場合は、LEDによる照明と小型発電機を組み合わせることが最

も効率的な方法です。近年、露地栽培用の LED電球（耐候性 LED電球）が開発され、経済

性に加え台風時の停電対策にも有効であることから白熱灯からの切り替えが進みつつあり

ます。 

こうした状況を背景に、より高性能な耐候性 LED電球を開発するとともに、その活用に

よる台風時の停電対策技術を中心としたきく類の生産体系を開発しました。 

 

写真１ 鉄骨平張施設 



 
 

 

従来品 開発品

重量 123 g 80 g

消費電力 6.5 W 7.2 W

効率 80% 81%

力率 0.90 0.95

想定寿命 40,000 時間 40,000 時間

1/2配光角 70° 80°

技術体系の紹介：  

１．小型・軽量の露地栽培環境向け耐候性 LED 電球の開発 

キクの電照栽培では白熱灯が主に使用されてきましたが、一般の照明用途で発光ダイオ

ード（LED）照明器具への切り替えが拡大しつつある社会情勢を背景に、白熱灯に代わる光

源の探索とその効率的な利用方法の検討が進んでいます。電照栽培の現場でも消費電力が

小さく、発光スペクトル幅の狭い単一ピーク波長の光を発光する LEDの特性に高い関心が

寄せられています。 

開発した LED電球は、消費電力 7.2Ｗ、重量 80ｇと軽量で、防水性試験・耐環境試験・

電気回路信頼性試験・ノイズ試験・LED寿命試験をクリアしています（写真２、表１）。

キクにおいて花成抑制効果の高い赤色光（中心波長 625nm）を発光し、南西諸島で栽培さ

れるキク品種においては従来の白熱灯と同程度の電照効果が得られます。台風停電時には

小型発電機での点灯を想定した高力率となっています。 

 

表１ 仕様一覧 

 

 

 

 

 

写真２ 開発した露地栽培環境向け      

耐候性 LED電球 

 
２．台風時の停電対策の開発 

平張施設のキク栽培におい

て、風雨等過酷な露地で使用

可能な防水性・軽量性を備え、

小型発電機での点灯を想定し

た高力率・省電力の耐候性

LED 電球および小型発電機を

導入し、台風停電時には自家

発電で電照することによって

停電被害を回避することがで

きます。  

 

              

            図１ 鉄骨平張施設における耐候性 LED電球および小型 

   発電機による停電対策 



 
 

 

発電機への安全な接続方法： 

これまで発電機を使って電照

する場合には、配電盤に直接電

線をつなぎ、それを発電機へ接

続していました。この方法では、

ある程度の知識と技術が必要で、

漏電や配線ミスの危険性があり

ました。また、このような作業

は台風襲来中の風雨の中や夜間

に行うことが多く、危険を伴い

ます。発電機と制御盤との接続

については、配線電気業者に依

頼するのが一番安心ですが、停

電時に即座に対応できるとは限

りません。そこで、事前に非常

用電源ボックスを設置すること

によって、電源ボックスと発電

機を接続ケーブルでつなぐだけ

で簡単にかつ安全に接続できま

す（図２）。 

発電機を使う場合の注意点： 

主電源と発電機の切り替えを

確実に行います。発電機をでき

るだけ風雨にさらさないように

し、停止する時は、発電機のス

イッチを切断した後に接続を外

します。 

 
 
 

３．耐候性 LED 電球および赤色平張ネットを活用した IPM 防除技術 

耐候性 LED電球（ピーク波長 630nm）は、誘虫効果のある紫外線をほとんど放射しない

ことから、点灯時の誘虫作用を大幅に低下させます（図３）。 

また、防虫効果のある赤色ネット（サンサンネット e-レッド；日本ワイドクロス（株））

を張った平張施設（写真３）では、害虫であるアザミウマの平張施設内への侵入が低減し

ました（図４）。赤色ネットでは、慣行の白色ネットより通気性が良いネット目合い 0.8mm

に広くした場合でも、高い防虫効果が得られました。また赤色ネット平張施設では、2014

（平成 26）年 10月 11～12日の台風 19号（最大瞬間風速 41.2m/s）直撃時においてもネッ

トの破損等なく、暴風雨によるスプレーギクへの被害を軽減できました。 

図２ 非常用電源ボックスの仕様 



 
 

 

 
     白熱灯          蛍光灯         耐候性 LED電球 

図３ 各種電球による昆虫類の誘引作用（電球下に粘着トラップを設置） 

 

 

写真３ 台風の暴風雨被害を防ぎ、害虫侵入効果も高い赤色ネット平張施設 

 

図４ 平張施設におけるネットの色および目合いがハウス内で捕獲されたアザミウマ数に

及ぼす影響（スプレーギク栽培条件下４ヶ月間における粘着トラップによる捕獲調査） 

 

平張施設に展張する防虫効果の高い赤色ネットおよび害虫誘引の少ない耐候性 LED電球

を利用し、スプレーギク 12月開花作型の慣行比 30％減の減農薬栽培条件における害虫被

害を調査しました。栽培期間中アザミウマ多発期が数回あり、その時期もあえて防除を行



 
 

 

わなかったため、多くの品種で被害が発生しましたが、「ビアリッツ」、「シルビア」お

よび「セイエルザ」では、赤色ネット+耐候性 LED電球によって白色ネット+白熱灯と比較

して、被害が低減されました。一方、「マティス」、「きゅらシューサー」、「ダブリン」、

「ドラクロワ」、「和実ナミ」では赤色ネット+赤色 LEDによる害虫被害低減効果は認めら

れず、減農薬栽培には品種選定も重要です（表４）。 

 

表４ 平張施設ネットおよび電照用光源がスプレーギク各品種の出荷等級に及ぼす影響 

白色ネット
＋白熱電球（慣行）

赤色ネット
＋耐候性LED

ビアリッツ 優品 秀品

シルビア 優品 秀品

セイエルザ 出荷不可 優品

マティス 優品 優品

きゅらシューサー 優品 優品

ダブリン 優品 優品

ドラクロワ 優品 優品

和実ナミ 出荷不可 出荷不可

平張施設のネットの種類および電照栽培の光源

品種

 

・12月出荷作型において農薬散布間隔を 7日から 10日に変更し、30％減農薬栽培下（栽培期間中の

散布回数を 30％減らす）での実証結果。各品種における各区のサンプル数は 12－600本。 

・出荷等級：葉のスリップス被害を沖永良部花き専門農協の出荷規格に準じて３段階で判定した。 

「秀品」：ほとんど被害が見られない、「優品」：被害が見られるが出荷可能。 

・ネットの目合いは白色・赤色ともに 0.6mm。 

 

技術体系の経済性：  

１．導入経費の目安 

平張施設、耐候性 LED電球、発電機の導入経費の目安について、新規導入および既存平

張施設への導入、それぞれの 30ａとして以下に示します（表５、６）。 

 

表５ 新規導入（30ａ）に必要な経費の目安 

 



 
 

 

表６ 既存平張施設（30ａ）への導入に必要な経費の目安 

 
 

２．耐候性 LED 電球の経済性 

白熱灯（71Ｗ）を耐候性 LED電球（AG10ASR03-6E26:株式会社エルム製 6.5Ｗ）に置き換

えた圃場実測データに基づき、南西諸島の沖永良部島においてスプレーギクを 90ａ（平張

施設 40ａおよび露地 50ａ）で栽培する経営モデル（表７）における置き換えの経済性の試

算を行いました。 

耐候性 LED電球の導入コストは白熱灯の約 22倍と高額になります。しかし、消費電力量

は耐候性 LED電球で白熱灯の 10％以下となり、基本料金と使用電力料金を低く抑えられる

ことから年間ランニングコストは白熱灯の 12％程度に低減されます。導入コストと年間ラ

ンニングコストを合わせた累積費用では、７年目に耐候性 LED電球が白熱灯を下まわると

試算されました（表８）。また開発された耐候性 LED電球（消費電力 7.2Ｗ、2017年販売

予定）を用いる場合においても、累積費用は７年目に耐候性 LED電球が白熱灯を下まわる

と推計されます。 

表７ 沖永良部島のスプレーギクモデル経営の必要電球数 

 

 

 

 

 

 

 

 

表８ 沖永良部島のスプレーギクモデル経営（90ａ）における LED電照栽培の経済性 
項目 白熱灯（71W) 耐候性LED電球（6.5W)

電球設置数　(a)

電球単価　(b) 180 円 4,000 円

電球導入コスト　(a)×(b) 108,000 円 2,400,000 円

年間延べ点灯時間　　(c)

電気料金単価　　(ｄ)

電球1個当たり実測消費電力　(e) 66.78 W 6.17 W

年間電気基本料金　(f) 114,680 円 21,978 円

年間電気消費料金　(g)＝(c)×(d)×(e)／1,000 206,150 円 19,047 円

燃料費調整額等　(j)　1.11円（平成26年10月）×消費電力 22,238 円 2,878 円

ランニングコスト　年計　　(f)＋(g)＋(j) 343,068 円 43,903 円

電球の使用可能年数 2 年 10 年

耐候性LED電球の累積費用が白熱灯を下回る年数 - 7 年

10.29 円/kWh（九州電力・深夜割引）

600 球

300,000 時間

 

ほ場 電球数 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

平張り10ａ 100個 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◎ ★ ■ ▲

平張り30ａ 300個 ◎ ★ ■ ◎ ★ ■

露地15ａ 150個 ◎ ★ ■

露地15ａ 150個 ◎ ★ ■

露地20ａ 200個 ◎ ★ ■

◎　定植　　★　消灯　　■　収穫　　▲ 母株定植　　◇ 採穂 電球の移動



 
 

 

また電照時間の長いソリダゴのモデル類型（7.5ａ×４平張施設、周年出荷体系）では、

3.5年で白熱電球に比較して耐候性 LED電球の累積費用が下回り、経済性が高いと試算さ

れました。 

耐候性 LED電球の導入時にリースや補助事業を活用し初期コストを削減できる場合には、

耐候性 LED電球が経済的に有利になるまでの年数がさらに短縮されます。 

 

３．台風停電被害の回避効果 

南西諸島の沖永良部島においてスプレーギクを 90ａ（平張施設 40ａおよび露地 50ａ）

で栽培する経営モデル（表７）において、経済性の試算を行いました。対象地では「奄美

群島成長戦略推進交付金事業｣（80％補助)を活用して当該技術体系を導入していますが、

試算はそれを前提としています。台風による停電被害については、10月上旬に襲来した台

風の影響によって２日以上の停電が発生し、①12 月出荷作型が 25％減収、②採穂用株（母

株）の被害による２月および３月出荷作型がそれぞれ 24および 28％減収する、と想定し

ました。耐候性 LED電球および小型発電機を導入することで物材費は増加しますが、台風

停電被害の回避効果によって粗収益は約 16％増加し、農業所得は 133％増加すると試算さ

れました（表９）。 

 

表９ 沖永良部島のスプレーギクモデル経営（90ａ）における台風停電対策の

経済性試算（千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）・平張施設において耐候性 LED電球および小型発電機を使用した場合 

 ・鉄骨平張施設とそれに付帯する LED電球は「奄美群島成長戦略推進交付金事業 

（80％補助)｣を活用して導入したものとして試算 

 

こんな経営、こんな地域におすすめ：  

開発した技術体系は、台風の停電被害が懸念される南西諸島地域におけるキクの露地産

地をターゲットとしています。当該地域は冬季のキクの供給基地であり、また、冬季温暖

なため加温施設が不要なことから低コスト生産できるため、高い国際競争力を有すると考

えています。 

 



 
 

 

技術導入にあたっての留意点：  

耐候性 LED 電球は白熱灯や蛍光灯に比べ長持ちしますが、交流電源 100V（50Hz/60Hz）

以外での使用や台風時に電線のまま取り外して地面に放置する等使用方法を誤ると破損や

寿命低下の原因になりますので、注意して下さい。また、鉄骨平張り等の施設導入につい

ての経営試算は補助事業「奄美群島成長戦略推進交付金事業｣（80％補助)の利用を前提と

しています。なお、赤色ネットは試験期間中（18ヶ月間）に退色が見られたため、害虫忌

避効果および耐久性についてはさらに調査を行い、その安定性や適用範囲を見極める必要

があります。 

 

研究担当機関名：鹿児島県大島支庁沖永良部事務所、和泊町、鹿児島県農業開

発総合センター花き部、株式会社エルム、農研機構野菜花き研究部門、和歌

山県 
 

お問い合わせは： 

鹿児島県大島支庁沖永良部事務所農業普及課 （電話 0997-92-0164） 

鹿児島県農業開発総合センター花き部 （電話 0993-35-0210） 

株式会社エルム （電話 0993-53-6930） 

農研機構野菜花き研究部門（電話 029-838-6801） 

 

執筆分担（鹿児島県大島支庁沖永良部事務所農業普及課 児玉寿人・神薗孝浩・山内徳廣、

鹿児島県農業開発総合センター花き部 白山竜次、株式会社エルム 桐原 弘、農研機

構野菜花き研究部門 住友克彦・久松 完） 


