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SunPatiens® (Impatiens hybrida hort.) is an interspecies hybrid garden plant of Impatiens produced by Sakata Seed 

Corporation in 2006. This study shows SunPatiens® has the outstanding ability in air purification and cooling effect compared 
with traditional garden plants. Based on empirical data, it has 5-8 times higher absorption rate per unit of time in nitrogen 
dioxide (NO2) and 3-4 times higher in formaldehyde (HCHO) than traditional garden plants. In addition, it has superior cooling 
effect. By measuring surface temperature of SunPatiens® bed in summertime, it showed about 10 degrees Celsius lower than 
bare ground temperature and showed 3.0-4.5 degrees Celsius lower than the surface temperature of traditional garden plants. 
Using these functions, we may suggest that SunPatiens® will help to improve our environment factors such as reducing air 
pollutions and preventing urban heat island phenomenon. 

 
Keywords: Air purification, Environmental purification plants, Phytoremediation, 

SunPatiens® (Impatiens hybrida hort.), urban heat island.
 

1. はじめに 

サンパチェンス® (Fig.1)は㈱サカタのタネがインパチ

ェンス属の種間雑種として開発した栄養系の新種であり、

2006 年より商品として販売されている。サンパチェンス®

はインパチェンスと異なり開花期が春先から晩秋までと

長く、直射日光に強く高温にも耐え夏期を通じて花が咲

き誇るので鑑賞価値が高い植物として人気がある。また、

成長が速く無霜状態では冬を越して生育し続ける多年草

であり、例えば温室内で育成した 3 年生の 1 株として高

さ約 2m、株直径約 1.5m を記録している。また、灌水を怠

るとすぐにしおれてしまうほど水分要求量が多い植物で

もある。 

本研究ではサンパチェンス®のこの代謝機能の旺盛さ

に着目し、大気汚染物質の吸収浄化機能についてチェン

バー実験と一般居室での実験を行った。さらに夏期の地

面温度を下げる打ち水効果についても野外で調査した。

大気汚染物質としては排気ガスの主要成分である二酸化

窒素（以下 NO2）とシックハウス症候群の原因物質のひと

つであるホルムアルデヒド（以下 HCHO）を用いた。なお、

光合成を行う植物はこれらの物質を吸収浄化する機能を

持ちあわせているが、その程度は種によって異なる 1)。 

実験の結果、サンパチェンス®は一般の園芸植物と比較

して数倍の吸収浄化能力を発揮し、さらに夏期の気温降

下に有効な打ち水効果も確認された。 

このように優れた機能を持ちあわせるサンパチェンス

®を環境浄化植物と位置付け、交差点付近や駐車場または

居室等での大気汚染対策、さらにヒートアイランド対策

等にも有効活用することが提案可能である。 

 
Fig.1 SunPatiens® (Impatiens hybrida hort.) Orange. 

 

2. 実験の方法 

2-1.大気汚染物質浄化実験 

サンパチェンス®と比較するための一般園芸植物とし

てニューギニアインパチェンス、ポトス、サンセベリア

を準備した。実験では約 1m3のチェンバー内にそれぞれの

植物を 1 鉢ずつ設置し(Fig.2)、同時に NO2（実験開始時

の濃度約2ppm；環境基準濃度は0.04-0.06ppmの範囲以下）

や HCHO（実験開始濃度約 2ppm；環境基準濃度は 0.08ppm

以下）を封入し、時間経過による濃度変化を計測した。

なお、NO2 計測機は HORIBA APNA-360、HCHO 計測機は新コ

スモ電機 XP-308B を用いた。チェンバー上部には補助照

明を設置し、植物位置で光量子束密度約 300 を確保した。 

また、一般的な居室での能力も確認するために、約 60m3

の居室に 10 鉢設置（NO2 開始濃度約 1.00ppm）、約 21m3の

居室に 5 鉢設置（HCHO 開始濃度約 0.60ppm）し、それぞ

れの時間経過による濃度変化を計測した。 

 

 
Fig.2 Experimental chambers. 

The chamber includes fans, silica gel, artificial 

lightings. Left: with SunPatiens® Right: control. 
 

2-2.野外における打ち水効果実験 

サンパチェンス®と比較するための一般園芸植物とし

てニューギニアインパチェンス、ベゴニア、スベリヒユ、

メランポジウムを畑に隣接して植え、上空からサーモカ

メラ（NEC 三栄 TH9100PMVI）で撮影し、その画像を解析

した。なお実験は 2007 年 8 月 17 日の午前に行い、その

時の気温は 34.0℃、畑の表面温度は約 42.0℃であった。 



3. 結果 

3-1.大気汚染物質浄化実験 

3-1-1.二酸化窒素吸収浄化実験 

実験開始直後からサンパチェンス®は顕著な吸収能力

を見せ、5 分足らずで当初濃度を半減させた。比較植物ニ

ューギニアインパチェンスの半減期は約 40 分であったの

で、その差は約 8 倍である。その後サンパチェンス®は約

25 分で環境基準濃度の上限値である 0.06ppm に達した。

一方、ニューギニアインパチェンスは 1 時間以上経過し

ても環境基準には到達しなかった(Fig.3)。 

 

 
 

Fig.3 NO2 absorption curves. 

Initial concentration 100% means about 2ppm. New 

Guinea Impatiens data was converted by leaf area of 

SunPatiens® in order to fix the comparison standard. 
 

3-1-2. ホルムアルデヒド吸収浄化実験 

実験開始直後からサンパチェンス®は顕著な吸収能力

を見せ、約 30 分で当初濃度を半減させた。比較植物ニュ

ーギニアインパチェンスの半減期は約 2 時間であったの

で、その差は約 4 倍である。その後サンパチェンス®は約

1 時間 40 分で環境基準濃度である 0.08ppm に達した。一

方、ニューギニアインパチェンスは約 5 時間経過後に環

境基準に到達した(Fig.4)。 

 

 
 

Fig.4 HCHO absorption curves. 

Initial concentration 100% means about 2ppm. New 

Guinea Impatiens data was converted by leaf area of 

SunPatiens® in order to fix the comparison standard. 
 

3-1-3.一般居室における吸収浄化実験 

約 60m3の居室と約 21m3の居室で NO2 と HCHO をそれぞ

れ実験した結果、約 60m3の居室では 3 時間弱、約 21m3の

居室では 5 時間弱で環境基準に到達した(Fig.5)。 

 

  
 

Fig.5 NO2 absorption curve in a 60m3 room (left). 

HCHO absorption curves in a 21m3 room (right). 

 

3-2.野外における打ち水効果実験 

気温 34.0℃、地表温度約 42.0℃の時、各植物の表面温

度は Fig.6 のとおりであった。ニューギニアインパチェ

ンス等は地表温度よりも 6.0-7.5℃低かったが、気温より

も 0.5-2.0℃高かった。一方サンパチェンス®は地表温度

より 10.5℃低く、気温よりも約 2.5℃低かった。結果と

して、一般の園芸植物もある程度打ち水効果があるが、

サンパチェンス®は特に顕著であることがわかった。 

 

 
 

Fig.6 Cooling effect of each plant in summertime. 

Air temperature at this time was 34.0 degrees Celsius. 

 

4. おわりに 

サンパチェンス®は一般の園芸植物と比較して NO2 で 5

～8 倍、HCHO で 3～4 倍吸収能力が高かった。ファイトレ

メディエーション（植物による環境浄化技術）としてサ

ンパチェンス®を利用し、幹線道路の交差点付近や高速道

路の料金所付近または出入りの多い駐車場や屋内等で局

所的な大気浄化を行える可能性がある。また都市周辺で

の植栽やビルの屋上緑化植物として利用することにより

ヒートアイランド対策としても有効になるであろう。 

NO2 由来の還元体窒素を定量した実験によれば園芸草

本植物の吸収能力としてインパチェンスが上位植物とし

てあげられている 1)が、本研究の結果によりサンパチェン

ス®がさらに上位に位置することが予測できる。なお、植

物にとって NO2 や HCHO は必ずしも有害ではなく NO2 は酵

素反応によりアミノ酸やタンパク質に変換され、HCHO は

葉内で CO2 に酸化された後に植物体内で利用される 2,3)。

このように見かけ上人間にとって有害物質が無害化され

るので、サンパチェンス®は効率良く安全で安価なファイ

トレメディエーションとしての有効利用が期待出来る。 
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