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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】土地利用率を向上させ、培養液を循環供給させ
る植物栽培設備を提供する。
【解決手段】植物栽培設備は、少なくとも複数の栽培壁
１０、複数のライト台２０及び供給液循環ユニット３０
から構成される。そのうち栽培壁１０は、相互に平行設
置し、且つライト台２０は栽培壁１０に相対して設置し
て植込板１３に光源を与える。供給液循環ユニット３０
は複数の液体供給部品３１、液体収集部品３２、複数の
パイプライン３３及びモーター３４が連結して培養液循
環経路が構成される。植込板１３の上方には液体供給部
品３１を設置し、栽培壁１０に固定する。循環利用培養
液は、植物の生長に用い、ライト板２３の光源によって
植物を照射し、自然の日照に取って代わり植物生長の速
度を制御する。更に該植込板１３は第一滑動部品１２に
よって壁フレーム１１から引き押し移動して開閉を達成
し、平均単位面積の栽培密度を大幅に向上させ、栽培収
穫量を高める。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　植物栽培設備において、少なくとも
相互に平行設置し、壁フレーム、第一滑動部品及び少なくとも一植込板から構成され、該
植込板は壁フレームに嵌合し、且つ該植込板は第一滑動部品によって壁フレームで可動移
動する複数の栽培壁と、
栽培壁に相対して設置し植込板に光源を当て、固定フレーム、第二滑動部品及びライト板
から構成し、該固定フレームは少なくとも一ライト板に嵌合し、且つ第二滑動部品によっ
て固定フレーム内で横向移動する複数のライト台と、
複数の液体供給部品、液体収集部品、複数のパイプライン及びモーターが連結して構成し
、該液体供給部品は植込板位置に相対し、上方は該壁フレームに設置し、且つ液体収集部
品は培養液を入れてパイプラインから液体供給部品へ輸送し、植込板に与え、培養液はパ
イプラインを経由して液体収集部品へ戻り循環経路を形成する供給液循環ユニットを含む
ことを特徴とする植物栽培設備。
【請求項２】
　前記植込板は、壁フレームに隣接して直立嵌合し、且つ複数の貫通孔を備えることを特
徴とする請求項１記載の植物栽培設備。
【請求項３】
　前記植込板は、壁フレームで分けて水平に嵌合し、且つ複数の貫通孔を備え整列して設
置することを特徴とする請求項１記載の植物栽培設備。
【請求項４】
　前記第一滑動部品及び第二滑動部品はそれぞれ相対する滑動輪及びレール構造とするこ
とを特徴とする請求項２または３記載の植物栽培設備。
【請求項５】
　前記第一滑動部品及び第二滑動部品は、それぞれ相対する滑動塊及び滑動桿構造とする
ことを特徴とする請求項２または３記載の植物栽培設備。
【請求項６】
　前記植物栽培設備は、更に受入板を結合し、複数の栽培壁、複数のライト台及び供給液
循環ユニットは受入板上に設置し、且つ該栽培壁は複数の固定輪を設置することを特徴と
する請求項２または３記載の植物栽培設備。
【請求項７】
　前記栽培壁は、支持車輪を設置し、該支持車輪は固定輪の間に設置して折り畳みするこ
とを特徴とする請求項２または３記載の植物栽培設備。
【請求項８】
　前記植物栽培設備は、更に納置空間を備えた空調室を結合し、空調室は複数の栽培壁、
複数のライト台及び供給液循環ユニットを設置して室内の温湿度を制御することを特徴と
する請求項２または３記載の植物栽培設備。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、植物栽培設備に関するもので、特に有効に土地利用率を向上させ、培培養液
を循環供給させる植物栽培設備に係わる。
【背景技術】
【０００２】
公知の大型植物栽培場は、一般的に開放式平面土耕農地を使用する。そのため、広大な面
積が必要で、且つ天候の影響を受けやすく、生産量に影響する。更に害虫の被害にも遭い
やすいため、伝統的な土耕式栽培は、都市生活の現代人には不適当である。そのことから
も、水耕栽培法は、近年来非常に歓迎され、居住環境に制限がある人々にも家の一角に野
菜を植えることができる。上述から、市場で売られている残留農薬の野菜を食べなくても
よく、更に娯楽として費用が少なくて済む植物を植えて育てる楽しみを得ることができる
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【０００３】
しかしながら、伝統的農業の土耕栽培または水耕栽培にかかわりなく生産量を向上するた
めには土地に沿った水平方向の栽培箱や栽培容器の数を増やすことで、栽培面積を増やす
ことができる。けれども、土地が貴重な現代社会において、水平方向に栽培場所を広げる
には栽培作業員に制限がかかり、生産量に影響を与える。
【０００４】
更に農作物の栽培には関連する設備によって日照、水、空気等の生物の生長に必要なエネ
ルギーが制御される。安定して品質が高い収穫を得るためには、水耕栽培の空間が公知の
土耕よりも簡単であるためには、公知の水耕栽培の根の部分が培養液につけてあることが
原則であり、更に日照及び水は植物栽培の生長に対して非常に重要な要素であり、植物の
生長はほとんどがそれらに依存している。そのため、植物の生長の条件の中でも日照の条
件は植物の生長の品質に影響を大きく及ぼす。そのことから、日常の水の供給作業は、時
間がかかるだけでなく、植物の習性、生長、発育規律等特徴に基づいて植物の環境を制御
することは重要な点である。
【０００５】
これらの点から、栽培面積を増やし、そのた土地面積を占有せず、植物の習性、生長の特
徴基づきながら生長環境をコントロールすることは、野菜果物花卉などの農家にとって非
常に重要である。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　　解決しようとする問題点は、土耕栽培では広大な面積が必要で、且つ天候の影響を受
けやすく、生産量に影響する。公知の水耕栽培では土地の有効利用率が低い点である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本考案は、少なくとも複数の栽培壁、複数のライト台及び供給液循環ユニットから構成
される。そのうち栽培壁は、相互に平行設置し、且つライト台は栽培壁に相対して設置し
て植込板に光源を与える。供給液循環ユニットは複数の液体供給部品、液体収集部品、複
数のパイプライン及びモーターが連結して培養液循環経路が構成される。植込板の上方に
は液体供給部品を設置し、栽培壁に固定する。循環利用培養液は、植物の生長に用い、ラ
イト板の光源によって植物を照射し、自然の日照に取って代わり植物生長の速度を制御す
る。更に該植込板は第一滑動部品によって壁フレームから引き押し移動して開閉を達成し
、平均単位面積の栽培密度を大幅に向上させ、栽培収穫量を高めることを最も主要な特徴
とする。
【考案の効果】
【０００８】
　本考案の植物栽培設備は、有効に土地利用率を向上させ、培培養液を循環供給させると
いう利点がある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本考案の第一実施例立体構造図である。
【図２】本考案の構造指示図である。
【図３】本考案の第二実施例立体構造図である。
【図４】本考案の滑動部品の構造指示図である。
【図５】本考案の滑動部品の別一構造指示図である。
【図６】本考案の応用の状態構造図である。
【図７】本考案の応用の状態平面図である。
【図８】本考案の空調構造指示図である。
【考案を実施するための形態】
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【００１０】
循環経路を備えることで植物栽培への培養液を行き渡らせ、重複して運用し、面積の再倍
率を有効に高める植物栽培設備を提供することを本考案の目的とする。
【００１１】
上述の目的を達成するため、本考案の植物栽培設備は、少なくとも複数の栽培壁、複数の
ライト台及び一供給液循環ユニットから構成される。そのうち該栽培壁は、壁フレーム、
第一滑動部品及び少なくとも一植込板から構成され、該植込板は壁フレーム内に嵌合し、
且該植込板は第一滑動部品によって壁フレームで可動し、栽培壁間は相互に平行設置し、
且つライト台は栽培壁に相対して設置し植込板に光源を与える。該ライト台は固定フレー
ム、第二滑動部品及びライト板から構成され、該固定フレームは、少なくとも一ライト板
を嵌合し、且つ該ライト板は第二滑動部品によって固定フレーム内で横向移動する。供給
液循環ユニットは複数の液体供給部品、液体収集部品、並びに複数のパイプラインが連結
されて構成され、且つ液体収集部品内には、培養液を入れパイプラインから液体供給部品
へ輸送され植込板に供給される。また、培養液はパイプラインから液体収集部品に戻り、
循環経路を形成する。
【００１２】
本考案は、全体に培養液を植物に供給して行き渡らせ、またライト板の光源を植物に照射
して自然光に代え、植物生長の速度を制御する。該植込板は第一滑動部品によって壁フレ
ームから引き押し移動して開閉を達成し、平均単位面積の栽培密度を大幅に高め栽培物を
増やす目的を達成する。
【実施例】
【００１３】
本考案の特徴を、図式と共に実施例を挙げて詳細に説明する。
【００１４】
図１及び図２に示すとおり、本考案の植物栽培設備は、少なくとも複数の栽培壁１０、複
数のライト台２０及び供給液循環ユニット３０から構成される。そのうち、
【００１５】
該栽培壁１０は、相互に平行して設置し、該栽培壁１０は壁フレーム１１、第一滑動部品
１２及び少なくとも一植込板１３から構成される。該植込板１３は壁フレーム１１に嵌合
し、且つ該植込板１３は第一滑動部品１２によって壁フレーム１１で可動する。
【００１６】
該ライト台２０は、栽培壁１０に相対して設置し植込板１３に光源を与え、該ライト台２
０係由固定フレーム２１、第二滑動部品２２及びライト板２３から構成され、該固定フレ
ーム２１は少なくとも一ライト板２３を嵌合し、且つ該ライト板２３は第二滑動部品２２
によって固定フレーム２１内で横向移動する。
【００１７】
該供給液循環ユニット３０は、複数の液体供給部品３１、液体収集部品３２、複数のパイ
プライン３３及びモーター３４が連結して構成される。該液体供給部品３１は、植込板１
３位置に相対し、上方は該壁フレーム１１に固定し、且つ液体収集部品３２は培養液３５
を入れてパイプライン３３から液体供給部品３１へ輸送し、植込板１３に供給し、培養液
３５は再びパイプライン３３を経由して流回液体収集部品３２へ回流し、循環経路を形成
する。
【００１８】
図１は第一実施例であり、植込板１３は壁フレーム１１に嵌合し、植込板１３間は壁フレ
ーム１１に直立隣接するか、背中合わせに設置する。また、図３は第二実施例であり、各
植込板１３は壁フレーム１１に嵌合して水平に分ける。各植込板１３は複数の貫通孔１３
１を備えて植物幼苗４０を定位して植えるのに用いる。該植込板１３は第一滑動部品１２
によって壁フレーム１１から引いたり押したりして開閉を達成し、植込板１３の作業空間
を変化させるだけでなく、作業員の植込、もしくは移動もしくは収穫作業時の活動空間を
作り出し、更に平均単位面積の栽培密度を高め、栽培物の生産量を高める目的を達成する
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【００１９】
図４に示すとおり、第一滑動部品１２は相互に対応する滑動輪及びレール構造であり、壁
フレーム１１には滑動輪を設置し、植込板にはレールを設置して植込板１３によって壁フ
レーム１１間を滑動移動させる。もしくは壁フレーム１１にレールを設置し、植込板１３
に滑動輪を設置して植込板１３が壁フレーム１１間で滑動移動する。その他、図５に示す
とおり、第一滑動部品１２は相対する滑動塊及び滑動桿構造であり、壁フレーム１１に滑
動塊を設置し、植込板１３に滑動桿を設置して，植込板１３が壁フレーム１１間を滑動移
動させるか、もしくは壁フレーム１１に滑動桿を設置し植込板１３に滑動塊を設置し、植
込板１３が壁フレーム１１間を滑動移動する。
【００２０】
次に壁フレーム１１は植込板１３位置に相対し、上方は液体供給部品３１を固定する。モ
ーター３４が作動すると、液体収集部品３２内の培養液３５がパイプライン３３から各液
体供給部品３１へ送られ、培養液３５は液体供給部品３１から分流もしくは噴霧方式で植
込板１３へ送られ、各植込板１３上の幼苗４０はすべて培養液３５が十分に吸収され、更
に培養液は再びパイプライン３３から液体収集部品３２へ戻り循環経路を形成し、培養液
３５の循環利用を失わない。
【００２１】
更に、栽培壁１０の植込板１３に相対する前にはライト台２０を設置し、ライト板２３は
第二滑動部品２２によって固定フレーム２１で横向左右移動し、第二滑動部品２２は自動
制御もしくは手動制御する。栽培壁１０の植込板１３はライト板２３光源が順に回って当
たることで自然光に取って代わり、成長速度制御する。当然、第二滑動部品２２は対応す
る滑動輪及びレール構造でもよく、固定フレーム２１に滑動輪を設置し、ライト板２３に
レールを設置してライト板２３が固定フレーム２１間で滑動移動するか、もしくは固定フ
レーム２１にレールを設置し、ライト板２３に滑動輪を設置し、ライト板２３は固定フレ
ーム２１間で滑動移動する。その他、第二滑動部品２２は相対する滑動塊及び滑動桿構造
で、固定フレーム２１は滑動塊を設置し、ライト板２３は滑動桿を設置し、ライト板２３
は固定フレーム２１間で滑動移動するか、または固定フレーム２１は滑動桿を設置し、ラ
イト板２３に滑動塊を設置し、ライト板２３は固定フレーム２１間で滑動移動する。
【００２２】
更に、図６及び図７に示すとおり、複数の栽培壁１０、複数のライト台２０及び供給液循
環ユニット３０は受入板５０上に固定し、且つ該栽培壁１０は複数の固定輪１４を設置し
、固定輪１４間には折り畳み可能な支持車輪１５を設置し、植込板１３が壁フレーム１１
間で滑動移動するだけでなく、設備全体を位置移動しやすくなるのに役立つ。更に、図８
に示すとおり、全体には納置空間を備えた空調室６０を結合し、調整室内の温湿度を調整
し、植物生長環境を制御して幼苗の生長を加速させる。
【００２３】
上述のとおり、本考案は植物栽培設備を提供し、法に基づき実用新案を申請する。本考案
の技術内容及び技術特徴は上述のとおりであるが、当領域に習熟した者が本考案の提示に
基づき、各種の本考案の精神から乖離しない入れ替え及び修飾を行うかもしれない。拠っ
て、本考案の保護範囲は実施例に制限されず、本考案から乖離しない入れ替え及び修飾は
以下の請求範囲に属するものとする。
【符号の説明】
【００２４】
１０　　　栽培壁
１１　　　壁フレーム
１２　　　第一滑動部品
１３　　　植込板
１３１　　貫通孔
１４　　　固定輪
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１５　　　支持車輪
２０　　　ライト台
２１　　　固定フレーム
２２　　　第二滑動部品
２３　　　ライト板
３０　　　供給液循環ユニット
３１　　　液体供給部品
３２　　　液体収集部品
３３　　　パイプライン
３４　　　モーター
３５　　　培養液
４０　　　幼苗
５０　　　受入板
６０　　　空調室
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