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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植栽植物（Ｐ）の上方から該植栽植物（Ｐ）に対して照光させるための植物栽培用の照
明装置であって、
　光源となる照明器（４）と、該照明器（４）の上面側の全面を被覆し且つ小昆虫の侵入
を阻止し得る性状の被覆材（４１）と、上記照明器（４）の下方を覆うように設置された
透光性のあるカバー材（５）とを有している一方、
　上記カバー材（５）は、上記被覆材（４１）に対して、上記カバー材（５）の外縁部（
５３）と上記被覆材（４１）の外縁部（４２）との間にカバー材（５）の内部空間（５１
）の内外を連通させる開放部（５２）を設けた状態で設置しているとともに、
　上記開放部（５２）の全面に、カバー材（５）の内部空間（５１）に小昆虫が侵入する
のを防止し得る小網目の通気ネット（６）を張設し、
　さらに上記通気ネット（６）から所定間隔を隔てた外側方位置に、上下に所定幅を有し
たガイド側板（７）を縦向き姿勢で設置している、
　ことを特徴とする植物栽培用の照明装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記カバー材（５）の底板部（５ａ）に、小昆虫が侵入できない程度の大きさの空気導
入口（５ｃ）を設けている、
　ことを特徴とする植物栽培用の照明装置。
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【請求項３】
　請求項１又は２において、
　上記ガイド側板（７）として、上記通気ネット（６）に対面する側面（７１）に光反射
機能を付与したものを使用している、
　ことを特徴とする植物栽培用の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、植物を栽培する際にその植栽植物の上方位置から光を照射するための植物
栽培用の照明装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、植物の栽培形態として、ビニールハウスや建物内の栽培室等での室内栽培が普及
している。
【０００３】
　ところで、植物を効率よく生育させるためには、植栽植物に対して十分に照光する（光
を照射するという意味）ことが重要であるが、室内栽培においては人口照明（例えば蛍光
灯）による照明装置を使用することがある。尚、ビニールハウスでは、昼間は太陽光によ
り採光できるが、日照時間不足等により照光量が不足した場合は人口照明を利用して照光
量を補充することが有効である。
【０００４】
　室内（ビニールハウスや栽培室）で効率よく植栽するには、一般に栽培容器を上下に所
定間隔をもって多段状に配置して行われる場合があるが、その場合、各栽培容器に植栽さ
れる植物に照光するための照明装置が用いられている。
【０００５】
　本件出願人は、この種の多段式の栽培装置として、特開２００９－３４０６４号公報（
特許文献１）に示されるものを既に特許出願している。この既出願の栽培装置では、上下
多段状に配置した各栽培容器の上から照明器により照光するようにしているが、各段の照
明器は栽培容器に植栽されている植物にかなり近い位置に設置される。尚、この照明器と
しては、一般的に蛍光灯が使用されているが、この蛍光灯は発熱する性質がある。
【０００６】
　そして、このように照明器により下段側の植栽植物に直接照光する場合は、該蛍光灯に
よる発熱でその周囲の雰囲気温度が昇温するとともに、該蛍光灯からの放射熱も植物に照
射されるので、それらの熱影響によって植物の生育環境が悪くなる（葉焼けが生じて商品
価値が低下する）。
【０００７】
　そこで、上記既出願（特許文献１）の栽培装置では、栽培容器の下面側に照明器（蛍光
灯）の下方を覆うようにして透光性のあるカバー材を設置した照明装置を用いている。尚
、このカバー材は、熱の発生源である照明器の近傍の内部空間とその外側の空間とを区画
して、該内部空間から外側への対流による熱伝達を阻止する（軽減させる）ものである。
【０００８】
　上記既出願の栽培装置では、上記カバー材で覆われた内部空間と栽培室内とは通気口を
介して連通させていて、上記内部空間内に発生する熱を該通気口から栽培室内に放出し得
るようにしている（内部空間内が過度に昇温しないようにしている）。尚、この通気口は
開口面積が大きいほど暖気放出機能（空気入替え機能）が高くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００９－３４０６４号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、屋外に建てられたビニールハウス内や建物の栽培室には、蛾や蝿等の小昆虫
が入り込んていることが多々ある。又、これらのビニールハウス内や建物の栽培室には、
天敵防除や受粉の目的で積極的に有益な昆虫が放たれることがある。
【００１１】
　ところが、例えば上記特許文献１に示されるようなカバー材付き照明装置を使用した栽
培装置では、照明器（蛍光灯）の下方を透光性のあるカバー材（植栽植物の葉焼け防止用
）で覆っているとともに、該カバー材の内部空間と室内とを通気口（内部空間内の昇温防
止用）で連通させているが、この通気口の開口面積は暖気放出（空気入替え）のためにか
なり大きいものである。そして、ビニールハウスや栽培室等の室内に小昆虫がいると、小
昆虫は光に集まる習性があるので、該小昆虫が上記通気口からカバー材の内部空間内に侵
入して死んでしまうことが多々ある。このように、カバー材の内部空間内で小昆虫が死ぬ
と、腐敗により衛生面が悪化する一方、その死骸が堆積するとカバー材部分の透光性が悪
くなるとともに、死骸掃除が面倒である（掃除がしにくい）という問題があった。又、小
昆虫が有益な場合は、死ぬと経済的損失になるという問題もある。
【００１２】
　そこで、本願発明は、植栽植物の上方から照光するための照明装置として、葉焼け防止
用のカバー材付きで且つ該カバー材の内部空間の内外に通気性を持たせるための開放部を
設けたものにおいて、該開放部の通気性を確保した上で該開放部からカバー材の内部空間
に小昆虫が侵入できないようにすることを主たる目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本願発明は、上記課題を解決するための手段として次の構成を有している。
【００１４】
　［本願請求項１の発明］
　本願請求項１の発明は、例えばビニールハウスや建物内の栽培室に植栽される植物の上
方から該植栽植物に対して照光させるための植物栽培用の照明装置を対象としている。尚
、本願発明の名称は「植物栽培用の照明装置」であるが、以下の説明においては、本願発
明の名称を単に「照明装置」と表現することがある。
【００１５】
　そして、本願請求項１の照明装置は、添付図面に例示するように、光源となる照明器４
と、該照明器４の上面側の全面を被覆し且つ小昆虫の侵入を阻止し得る性状の被覆材４１
と、照明器４の下方を覆うように設置された透光性のあるカバー材５とを有している一方
、該カバー材５は、上記被覆材４１に対して、カバー材５の外縁部５３と被覆材４１の外
縁部４２との間にカバー材５の内部空間５１の内外を連通させる開放部５２を設けた状態
で設置しているとともに、上記開放部５２の全面に、カバー材５の内部空間５１に小昆虫
が侵入するのを防止し得る小網目の通気ネット６を張設していることを特徴としている。
【００１６】
　照明器４には例えば直管状の蛍光灯が採用できる。又、この照明器４は複数本（例えば
３本）の蛍光灯を並列させた状態で使用できる。尚、この照明器４は、蛍光灯に代えてＬ
ＥＤ電球を使用してもよい。
【００１７】
　照明器４の上面側を被覆する被覆材４１としては、蛍光灯の上部を被覆する薄い鉄板製
の笠（反射板）が採用できる。尚、この被覆材４１は、小昆虫の侵入を阻止し得る程度の
多数の小孔を散在させたパンチング板であってもよい。
【００１８】
　カバー材５としては、例えば透明又は半透明のアクリル板（薄板のもの）やフイルム（
肉厚のもの）が採用できる。そして、このカバー材５は、照明器４からの光を下方に通過
させ得る一方、照明器４で発生する熱が下方に伝達されにくくする機能がある。
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【００１９】
　通気ネット６は、小昆虫が通過できない程度の穴径（例えば直径が３～５mm程度の網目
）のものが採用される。尚、この通気ネット６は、小網目として多数のパンチング穴を設
けたものでもよく、本願ではそれらを総称して通気ネット６と表現している。
【００２０】
　そして、本願請求項１の照明装置では、照明器４の全周囲が、上部の被覆材４１と、下
部のカバー材５と、被覆材４１とカバー材５間の開放部５２に張設された通気ネット６と
で完全に覆われていて、カバー材５の内部空間５１に小昆虫が侵入できるほどの空間部（
通路）は存在しない。
【００２１】
　ところで、本願発明の背景として次のことがある。即ち、この種の植物栽培用の照明装
置は、植栽植物に対してその上部の比較的近い位置から照明器４で光を照射するものであ
る。そして、その場合は、該照明器４からの発熱で植物に悪影響を及ぼすことがあるが（
例えば葉焼けが生じる）、それを改善するのに照明器４の下方を透光性のあるカバー材５
で覆うことが有効である。即ち、該カバー材５により内部空間５１の内外（上下）を区画
することで、光はカバー材５を通して下方に照射されるが照明器４からの熱は下方の植栽
植物Ｐに伝わりにくくなる。ところが、このように照明器４の下方をカバー材５で覆うと
、カバー材５の内部空間５１が照明器４の発熱で昇温するので、該内部空間５１を外部（
栽培室内）に開放させておく必要がある（上記開放部５２を設けておく）。
【００２２】
　他方、本願の照明装置が適用される植物植栽場所（例えば、ビニールハウスや栽培室等
の室内）には、小昆虫（蛾、蝿等）が入り込んでいることが多々ある。又、該栽培用の室
内には、天敵防除や受粉の目的で有益な昆虫を放つ場合もある。そして、それらの小昆虫
は光に集まる習性があって、上記のように照明器４の下方をカバー材５で覆っていると、
小昆虫が上記開放部５２からカバー材５の内部空間５１に侵入して、該小昆虫が該内部空
間５１内で死んでしまうことがある。
【００２３】
　そこで、本願発明では、照明器４の下方をカバー材５で覆ったものにおいて、カバー材
５の外縁部５３と被覆材４１の外縁部４１との間に通気用の開放部５２を設けているとと
もに、該開放部５２の全面にカバー材５の内部空間５１に小昆虫が侵入するのを防止し得
る小網目の通気ネット６を張設している。
【００２４】
　このようにカバー材外縁部５３と被覆材外縁部４２間の開放部５２に通気ネット６を張
設していると、栽培用の室内に小昆虫が存在していても、該小昆虫がカバー材５の内部空
間５１に侵入できない。
【００２５】
　又、上記通気ネット６は、その小網目を通してカバー材５の内部空間５１の内外を通気
させ得るので、内部空間５１内が照明器４の発熱で昇温しても、その暖気を上昇気流とし
て通気ネット６の網目から内部空間５１外に放出できる。従って、内部空間５１内が過度
に昇温することがない。
【００２６】
　他方、本願請求項１の照明装置には、上記通気ネット６から所定間隔を隔てた外側方位
置に、上下に所定幅を有したガイド側板７を縦向き姿勢で設置している。
【００２７】
　このガイド側板７としては、薄板状のものでも、フイルム状の極薄のものでもよい。
【００２８】
　このように、通気ネット６から所定間隔を隔てた外側方位置にガイド側板７を設けてい
ると、該通気ネット６部分と該ガイド側板７間の空所Ｓが空気の上昇通路として機能する
ようになる。つまり、内部空間５１内で昇温した空気（暖気）は、軽くなって通気ネット
６の小網目を通って通気ネット６部分とガイド側板７間の空所Ｓを上昇移動するが、その
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とき、該空所Ｓが通気ネット６から放出された暖気の上昇通路として機能するようになる
（該暖気を上昇移動させるための促進機能が得られる）。
【００２９】
　［本願請求項２の発明］
　本願請求項２の発明は、上記請求項１の照明装置において、カバー材５の底板部分に小
昆虫が侵入できない程度の大きさの空気導入口５ｃを設けていることを特徴としている。
【００３０】
　この空気導入口５ｃは、カバー材５の内部空間５１で発生する昇温空気を上記通気ネッ
ト６部分から放出する際に、カバー材５の下面側から内部空間５１に外部空気を導入する
ためのものである。尚、この空気導入口５ｃは、小昆虫が侵入できない程度の大きさであ
れば、細幅のスリット状のものでも小径の円形穴でもよい。又、この空気導入口５ｃは、
カバー材５の幅方向中央付近において、カバー材長さ方向に多数個散在させた状態で設け
るとよい。
【００３１】
　［本願請求項３の発明］
　本願請求項３の発明は、上記請求項１又は２の照明装置において、上記ガイド側板７と
して、上記通気ネット６に対面する側面に光反射機能を付与したものを使用していること
を特徴としている。尚、以下の説明では、ガイド側板７における光反射機能を付与した側
面を光反射側面７１ということがある。
【００３２】
　ガイド側板７における上記光反射側面７１は、例えば光反射効果のある上塗り塗装を施
したり反射シートを貼設したりしたものを採用できる。尚、フイルム製のガイド側板７で
は、該光反射側面７１として例えば銀色被膜材をラミネートしたものを採用できる。
【００３３】
　ところで、この請求項３のガイド側板７付き照明装置は、例えば栽培容器３に植栽され
ている植物Ｐの上部にかなり近づけて設置されるが、照明器４からの光は下方ばかりでな
く通気ネット６部分を通して側方にも照射される。そして、照明器４からの光が側方に照
射しても、その下方に植栽されている植物に直接当たらないので、照明効率が悪い（無駄
になる光量が多くなる）という問題がある。
【００３４】
　そこで、この請求項３の照明装置では、通気ネット６の側方に設置しているガイド側板
７の内面に光反射機能を付与している（光反射側面７１としている）ことにより、照明器
４から側方に照射した光の一部をガイド側板７（光反射側面７１）により内方側（照明装
置の下方にある植物植栽側）に反射させることができる。
【発明の効果】
【００３５】
　［本願請求項１の発明の効果］
　本願請求項１の発明の照明装置は、光源となる照明器４と、照明器４の上面側の全面を
被覆し且つ小昆虫の侵入を阻止し得る性状の被覆材４１と、照明器４の下方を覆うように
設置された透光性のあるカバー材５とを有している一方、カバー材５は被覆材４１に対し
てカバー材５の内部空間５１の内外を連通させる開放部５２を設けた状態で設置している
とともに、上記開放部５２の全面にカバー材５の内部空間５１に小昆虫が侵入するのを防
止し得る小網目の通気ネット６を張設し、さらに上記通気ネット６から所定間隔を隔てた
外側方位置に、上下に所定幅を有したガイド側板７を縦向き姿勢で設置していることを特
徴としている。
【００３６】
　そして、この請求項１の照明装置は、植栽されている植物の所定上方位置に設置して、
照明器４からの光を植栽植物に照射するものであるが、この照明装置には次のような効果
がある。
【００３７】
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　（1）照明器４の下方を光透過性のあるカバー材５で被覆しているので、該カバー材５
で熱の発生源である照明器４の近傍の内部空間５１とその下方の空間（植栽植物付近）と
が区画されて両空間での空気対流が阻止され、該内部空間５１で発生する熱による植栽植
物に対する悪影響（例えば葉焼け）を軽減できる。
【００３８】
　（2）照明器４によりカバー材５の内部空間５１内で発生した熱は、カバー材５の外縁
部５３と被覆材４１の外縁部４２との間に設けた開放部５２（通気ネット６）から栽培室
１内へ放出されるので、カバー材５の内部空間５１が過度に昇温することがない。
【００３９】
　（3）上記開放部５２には、その全面に小網目（小昆虫の侵入を阻止し得る）の通気ネ
ット６を張設しているので、該通気ネット６によりカバー材５の内部空間５１内に小昆虫
が侵入するのを阻止できる。尚、このようにカバー材５の内部空間５１への小昆虫の侵入
を阻止できるようにすると、小昆虫が上記内部空間５１内に侵入して死ぬことによる各種
の問題（例えば、死骸腐敗による衛生面が悪化、死骸によるカバー材部分の透光性が悪化
、死骸掃除が面倒等）を未然に解消できる。
【００４０】
　（4）通気ネット６から所定間隔を隔てた外側方位置に上記ガイド側板７を縦向き姿勢
で設置しているので、このガイド側板７は通気ネット６部分との間の空所Ｓを通気ネット
６から放出される暖気の上昇通路を形成し得る。そして、内部空間５１内で昇温した空気
（暖気）は、通気ネット６を通過したときに通気ネット６部分とガイド側板７間の空所Ｓ
を上昇移動するが、そのとき、該空所Ｓが通気ネット６から放出された暖気の上昇通路と
して機能するようになる（いわゆる煙突機能が生じる）。従って、このガイド側板７によ
り、カバー材５の内部空間５１内の暖気放出機能を促進させ得る。
【００４１】
　［本願請求項２の発明の効果］
　本願請求項２の発明は、上記請求項１の照明装置において、カバー材５の底板部分に小
昆虫が侵入できない程度の大きさの空気導入口５ｃを設けているので、カバー材５の内部
空間５１内で昇温した暖気が上記開放部５２（通気ネット６部分）から外部に放出される
際に空気導入口５ｃから内部空間５１に外部空気を導入できるようになっている。
【００４２】
　従って、この請求項２の照明装置では、上記請求項１の効果に加えて、上記内部空間５
１内の空気の入れ替えがスムーズに且つ短時間で行われるという効果がある。
【００４３】
　［本願請求項３の発明の効果］
　本願請求項３の発明は、上記請求項１又は２の照明装置において、ガイド側板７として
、上記通気ネット６に対面する側面に光反射機能を付与したもの（光反射側面７１）を使
用したものであるが、このようにガイド側板７の内面に光反射機能を付与していると、照
明器４から側方に照射した光の一部をガイド側板７（光反射側面７１）により内方側（植
物植栽側）に反射させることができる。
【００４４】
　従って、この請求項３の照明装置では、上記請求項１又は２の効果に加えて、ガイド側
板７の光反射機能部分（光反射側面７１）により、照明器４から側方に照射した光（無駄
になる光量）の一部を植栽植物側に反射させることができるので、該照明器４から照射さ
れる光の有効利用率が向上するという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本願実施例の植物栽培用の照明装置の斜視図である。
【図２】図１のII－II断面相当図である。
【図３】図１のIII－III断面相当図である。
【図４】図２の照明装置を多段式栽培装置に使用した場合の説明図である。



(7) JP 5897304 B2 2016.3.30

10

20

30

40

50

【図５】図４のＡ部拡大図で、ガイド側板の機能説明図である。
【図６】図４のＡ部拡大図で、ガイド側板の光反射側面の機能説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　［実施例］
　以下、添付の図面を参照して本願の実施例を説明すると、図１～図３には本願実施例の
植物栽培用の照明装置Ｙを示し、図４～図６には図１～図３（本願実施例）の照明装置Ｙ
を多段式栽培装置に使用した場合の使用例を示している。
【００４７】
　図１～図３に示す本願実施例の照明装置Ｙは、光源となる照明器４と、該照明器４の上
面側の全面を被覆し且つ小昆虫の侵入を阻止し得る性状の被覆材４１と、照明器４の下方
を覆うように設置された透光性のあるカバー材５とを有している。
【００４８】
　この実施例の照明装置Ｙでは、照明器４として図１及び図３に示すように３本の蛍光灯
を採用しているとともに、該各蛍光灯４，４，４を被覆材４１の下面側において所定間隔
をもって並置・固定している。尚、この実施例では、照明器４として直管状の蛍光灯を採
用しているが、該照明器４はＬＥＤ電球であってもよい。
【００４９】
　各照明器（蛍光灯）４，４，４の上面側を被覆する被覆材４１としては、該各照明器の
上部を被覆する薄い鉄板製の笠（反射板）を採用している。尚、この被覆材４１は、小昆
虫の侵入を阻止し得る程度の多数の小孔を散在させたパンチング板であってもよい。
【００５０】
　カバー材５としては、例えば透明又は半透明のアクリル板（薄板のもの）やフイルム（
肉厚のもの）が採用できる。このカバー材５は、図１～図３に示すように、上記被覆材４
１の面積と略同面積の底板部５ａ（図２、図３）と、該底板部５ａの長手方向両端部にそ
れぞれ所定小高さの立上がり部５ｂ，５ｂ（図３）とを有している。
【００５１】
　そして、このカバー材５は、図３に示すように両立上がり部５ｂ，５ｂを被覆材４１の
長手方向両端部に固定することによって、各照明器（蛍光灯）４，４，４の下方に所定小
高さの内部空間５１を設けた状態で設置されている。
【００５２】
　このカバー材５の取付状態では、図２に示すようにカバー材５の幅方向の各外縁部５３
，５３と被覆材４１の幅方向の各外縁部４２，４２との間に内部空間５１の内外を連通さ
せる開放部５２，５２が設けられている。この各開放部５２，５２は、図２に示すように
内部空間５１のかなりの高さ範囲に亘って開放されているとともに、幅方向の両側の２箇
所に設けられている。
【００５３】
　カバー材５の各開放部５２，５２には、それぞれその開口面積の全面に通気ネット６，
６を張設している。この各通気ネット６，６には、カバー材５の内部空間５１内に小昆虫
が侵入するのを防止し得る小網目（例えば３～５mm程度の網目）が全面に亘って形成され
ている。尚、この通気ネット６は、小網目として多数のパンチング穴を設けたものでもよ
く、本願ではそれらを含めて通気ネット６と総称している。
【００５４】
　カバー材５の底板部５ａ部分には、カバー材５の内部空間５１に空気を流入させるため
の空気導入口５ｃ（図２、図４～図６参照）が形成されている。この空気導入口５ｃは、
この実施例では小昆虫が侵入しない程度の小穴（例えば穴径が３～５mm程度）が採用され
ていて、カバー材底板部５ａの幅方向中央寄り位置において複数個の列（例えば図２に示
す４列）で長手方向に多数形成している。尚、この空気導入口５ｃは、小穴に代えて細幅
で長さのあるスリット状のものを採用してもよい。
【００５５】
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　そして、この実施例の照明装置Ｙでは、照明器４，４，４の全周囲が、上部の被覆材４
１と、下部のカバー材５と、被覆材４１とカバー材５間の開放部５２に張設された通気ネ
ット６とで完全に覆われていて、カバー材５の内部空間５１に小昆虫が侵入できる空間部
（通路）は存在しない。
【００５６】
　この実施例の照明装置Ｙには、各通気ネット６，６から所定間隔を隔てた外側方位置に
それぞれガイド側板７，７（左右一対を１組とする）を縦向き姿勢で設置している。
【００５７】
　この各ガイド側板７は、照明装置Ｙ（被覆材４１とカバー材５部分）の全体高さ幅より
上下幅がやや大きく且つ該照明装置Ｙの長さとほぼ同じ長さのものが使用されている。又
、このガイド側板７としては、薄板状のものでも、フイルム状の極薄のものでもよい。尚
、ガイド側板７としてフイルム状のものを採用する場合は、該フイルムの周囲に枠材を設
けて保形性を確保するとよい。
【００５８】
　そして、このガイド側板７は、通気ネット６から所定間隔（特に限定するものではない
が例えば３～１０cm程度）だけ外側に離間した位置で、該通気ネット６に対面するように
設置している。尚、この各ガイド側板７，７は、図１及び図２に示すように、被覆材４１
の上面部分に複数本の連結材７０，７０・・で支持されている。
【００５９】
　又、各ガイド側板７，７は、通気ネット６に対面する側面に光反射機能を付与したもの
を使用している。尚、以下の説明では、ガイド側板７における光反射機能を付与した側面
を光反射側面７１ということがある。
【００６０】
　ガイド側板７における光反射側面７１は、例えば光反射効果のある上塗り塗装を施した
り反射シートを貼着したりしたものを採用できる。尚、フイルム製のガイド側板７では、
該光反射側面７１として例えば銀色被膜材をラミネートしたものを採用できる。
【００６１】
　図１～図３に示す本願実施例の照明装置Ｙは、例えば図４に示すような多段式の栽培装
置で栽培される植栽植物Ｐに対する照光用として使用できる。
【００６２】
　図４に示す多段式栽培装置について説明すると、この栽培装置は栽培室１内で水耕栽培
を行うものである。そして、図４の栽培装置は、所定高さを有する栽培棚２０に、養液が
貯留される栽培容器３を上下に複数段（図示例では４段）設置しているとともに、各栽培
容器３，３・・の上方近傍位置にそれぞれ照明装置Ｙ，Ｙ・・を配置して構成されている
。尚、図４の実施例では、栽培室１内に１つの栽培棚２０しか記載していないが、実際に
は複数の栽培棚２０が水平方向に所定間隔をもって並置される。
【００６３】
　栽培室１内は、空気調和機１１によって植栽植物Ｐの育成に適した室温に調整されてい
る。
【００６４】
　各栽培容器３，３・・は、栽培棚２０の各段に設けた支持桟２３，２３・・上にそれぞ
れ載置されている。又、この栽培容器３は、矩形浅皿状の箱体３０の上部開口部分に植栽
ベッド３１を載置したものである。植栽ベッド３１には、幅方向及び長手方向にそれぞれ
所定間隔をもって複数個の植栽部３４，３４・・を設けて、該各植栽部３４，３４・・に
それぞれ植物Ｐを植栽している。
【００６５】
　本願実施例の各照明装置Ｙは、各段の栽培容器３，３・・の上部に所定高さ間隔をもっ
て配置されるが、図４の使用例では、各照明装置Ｙ，Ｙ・・は栽培棚２０の各支持桟２３
，２３・・の下面に取付けている。
【００６６】
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　尚、図４の栽培装置では、図示していないが、各栽培容器３（４段）内にそれぞれ養液
が供給（循環）されるが、この養液供給装置は、特許文献１に記載されているものと同様
に、養液タンクに貯留された養液をポンプにより供給管を通して各栽培容器３の一端部に
供給した後、各栽培容器３の他端部からそれぞれ還流管を通して養液タンクに戻すように
なっている。
【００６７】
　ところで、本願実施例の照明装置Ｙを使用した図４の栽培装置には、次のような背景が
ある。
【００６８】
　図４の多段式栽培装置のように、栽培容器３に植栽される植物Ｐに対して、その上部の
比較的近い位置から照明器４で光を照射するようにしたものでは、該照明器４からの発熱
で植物に悪影響を及ぼすことがあるが（例えば葉焼けが生じる）、それを改善するのに照
明器４の下方を透光性のあるカバー材５で覆うことが有効である。
【００６９】
　このように照明器４の下方をカバー材５で覆うと、カバー材５の内部空間５１が照明器
４の発熱で昇温するので、該内部空間５１を栽培室１内に開放させておく必要がある（上
記開放部５２を設けておく）。
【００７０】
　他方、屋外に建てられたビニールハウス内や建物の栽培室には、蛾や蝿等の小昆虫が入
り込んていることが多々ある。又、ビニールハウスや栽培室には、天敵防除や受粉の目的
で積極的に有益な昆虫が放たれることもある。
【００７１】
　ところで、図４に示すように、カバー材付き照明装置を使用した栽培装置では、照明器
（蛍光灯）４の下方を透光性のあるカバー材５（植栽植物の葉焼け防止用）で覆っている
とともに、該カバー材５の内部空間５１の内外を開放部５２，５２（内部空間５１内の昇
温防止用）で連通させている。そして、ビニールハウスや栽培室等の室内に小昆虫がいる
と、小昆虫は光に集まる習性があるので、開放部５２が開放されたままであると、小昆虫
が開放部５２からカバー材５の内部空間５１に侵入して死んでしまうことが多々ある。こ
のように、カバー材５の内部空間５１内で小昆虫が死ぬと、腐敗により衛生面が悪化する
一方、その死骸が堆積するとカバー材５部分の透光性が悪くなるとともに、死骸掃除が面
倒である（掃除がしにくい）という問題があった。又、小昆虫が有益な場合は、死ぬと経
済的損失になるという問題もある。
【００７２】
　そこで、本願の照明装置Ｙを用いた栽培装置では、図４～図６に示すように、カバー材
５の外縁部５３と被覆材４１の外縁部４２との間の各開放部５２，５２に通気ネット６，
６を張設しているが、このように該開放部５２，５２に通気ネット６，６を張設している
と、栽培室１内の小昆虫が該開放部５２，５２から内部空間５１内に侵入するのを確実に
阻止できる。尚、カバー材５の内部空間５１は、開放部５２，５２（通気ネット６，６）
以外の部分は閉塞されているので、小昆虫が内部空間５１内に侵入する余地はない。
【００７３】
　又、通気ネット６は、その小網目を通してカバー材５の内部空間５１と栽培室１内とを
通気させ得るので、該内部空間５１が過度に昇温することがない。即ち、カバー材５の内
部空間５１内の空気は照明器４の発熱で昇温し、その暖気（軽い）は図２及び図５に符号
Ｗで示すように上昇気流となって通気ネット６の網目から放出される。このとき内部空間
５１内には、カバー材５の底板部５ａに設けている空気導入口５ｃから矢印Ｗａで示すよ
うに栽培室１内の通常温度の空気が流入するので、該内部空間５１内が過度に昇温するこ
とがない。又、カバー材５の底板部５ａに空気導入口５ｃを設けていると、内部空間５１
内の空気の入れ替えがスムーズに且つ短時間で行われ、延いては栽培室１内の空調された
空気を植栽ベッド３１上に呼び込むことになる。
【００７４】
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　他方、この実施例の照明装置Ｙでは、通気ネット６から所定間隔を隔てた外側方位置に
ガイド側板７を設けているので、通気ネット６部分とガイド側板７間の空所Ｓが空気の上
昇通路として機能するようになる。つまり、内部空間５１内で昇温した空気（暖気）は、
軽くなって通気ネット６を通って該通気ネット６部分とガイド側板７間の空所Ｓを矢印Ｗ
で示すように上昇移動するが、そのとき、該空所Ｓが通気ネット６から放出された暖気の
上昇通路として機能するようになる（該空所Ｓがいわゆる煙突効果を発揮する）。
【００７５】
　ところで、各照明装置Ｙ（照明器４）は、その下方の栽培容器３に植栽されている植物
に光を照射するためのものであるが、照明器４からの光は下方ばかりでなく通気ネット６
部分を通して側方にも照射される。そして、照明器４からの光が側方に照射しても、その
下方に植栽されている植物に直接当たらないので、照明効率が悪い（無駄になる光量が多
くなる）という問題がある。
【００７６】
　そこで、この実施例では、通気ネット６の側方に設置しているガイド側板７の内面に光
反射機能を付与している（光反射側面７１としている）ことにより、図２及び図６に矢印
Ｌで示すように照明器４から側方に照射した光の一部をガイド側板７（光反射側面７１）
により内方側（植物植栽側）に反射させることができるようにしている。
【００７７】
　このように、通気ネット６から外部に照射された光（利用価値が小さい）を植物植栽側
に反射させると、照明器４から照射される光の有効利用率が向上するという機能がある。
【００７８】
　尚、本願の照明装置Ｙは、上記図４～図６の多段式栽培装置に使用するもののほかに、
１段のみの植栽植物に対しての使用も可能であるとともに、太陽光による冬期栽培等での
日照不足に対する補光用としても使用可能である。
【符号の説明】
【００７９】
　１は栽培室、３は栽培容器、４は照明器、５はカバー材、６は通気ネット、７はガイド
側板、４１は被覆材、４２は外縁部、５１は内部空間、５２は開放部、５３は外縁部、７
１は光反射側面、Ｐは植栽植物、Ｙは照明装置である。
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