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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
移設可能な箱体をなし、該箱体の内部に所要設備が格納された家庭用の植物栽培装置であ
って、
栽培植物が植え付けられ、上下複数段に、且つそれぞれ略水平をなして配設保持される栽
培ベッドと、
各栽培ベッドの上方に設けられ、栽培植物の成長に応じて上下に移動させられる人工光源
を有する天井部と、
該人工光源と連動して上下に移動させられるとともに、該栽培ベッドに植え付けられる栽
培植物および該人工光源に向けて、温度、ＣＯ２濃度等が調整された空気を噴き出す噴出
口を有する給気部と、を備え、
該栽培ベッドが、
上部開放箱型の栽培槽と、
該栽培槽の上部に嵌着され、該栽培槽の底面との間に、養液の流路を形成するとともに、
該流路に向けて植物根が露出するようにして栽培植物を植付状態とする植付パネルと、か
ら構成され、
該栽培ベッドに供給される養液が、該流路を通過して排出された後に循環して再利用され
るとともに、該養液が、該流路に間欠的に流入するように制御されている家庭用の植物栽
培装置。
【請求項２】
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各天井部の上方に、該天井部を懸吊する駆動部がそれぞれ設けられ、
該駆動部が、
前後に延在して設けられる軸ボルトと、
それぞれ回動自在のくの字状に形成され、該軸ボルトに平面視菱形状をなすように螺合さ
れる左右一対のアームと、を備え、
該軸ボルトの回転に伴って、該アームが左右方向に伸縮することにより、該アームに接続
される吊設部材を介して、該天井部を上下に移動自在とした請求項１記載の家庭用の植物
栽培装置。
【請求項３】
該天井部に、反射性の傾斜壁面を有する凹部が形成されるとともに、該凹部に、該人工光
源が配設された請求項２記載の家庭用の植物栽培装置。
【請求項４】
該箱体が、断熱パネルで被覆されるとともに、
該箱体前面の大半には、内部の該栽培ベッドに植え付けられる栽培植物を見通せる複層ガ
ラスが嵌装される開閉扉が設けられた請求項３記載の家庭用の植物栽培装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、野菜等の植物を水耕栽培するための植物栽培装置に関し、より詳しくは、
一般家庭や店舗、オフィス等で好適に用いることのできる、いわゆる家庭用の植物栽培装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般家庭等で用いられる植物栽培装置は、設置面積をとらない省スペース型のものが好
ましく、このような観点から、特許文献１に記載される如くの「家庭用植物栽培装置」が
従来提案されている。
【０００３】
　しかしながら、上記特許文献１に記載される装置は、主として太陽光のみを利用するも
のであるため、日照時間が不足したり、逆に太陽光が強すぎる場合があり、栽培が難しか
った。
【０００４】
　一方で、人工光を併用して野菜等の植物を水耕栽培するシステムとして、栽培床を略垂
直に設け、栽培床の裏側に露出する植物根に養液を噴霧するようにした「植物栽培システ
ム」がある（例えば、特許文献２）。この植物栽培システムを用いれば、狭小なスペース
であっても、生産効率を格段に向上させることが可能となる。
【０００５】
【特許文献１】特開昭６１－８８８２０号公報
【特許文献２】特開２００８－９２８５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、上記特許文献２に記載される植物栽培システムでは、植物の植付姿勢に制約
が生じるため、植物の種類（例えばキャベツ等）によっては、栽培が困難なものがあるこ
とが明らかとなっている。
　また、上記特許文献２に記載されるものは、非常に巨大なシステムを想定しており、一
般家庭等で用いられる装置として簡単には応用し難いものであった。
【０００７】
　そこで、本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、様々な種類の植物に幅広く適
用が可能であるとともに、植物の成長を促進して効率良く栽培をおこなうことができる家
庭用の植物栽培装置を提供することを目的とするものである。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、請求項１記載の家庭用植物栽培装置は、移設可能な箱体
をなし、該箱体の内部に所要設備が格納された家庭用の植物栽培装置であって、栽培植物
が植え付けられ、上下複数段に、且つそれぞれ略水平をなして配設保持される栽培ベッド
と、各栽培ベッドの上方に設けられ、栽培植物の成長に応じて上下に移動させられる人工
光源を有する天井部と、該人工光源と連動して上下に移動させられるとともに、該栽培ベ
ッドに植え付けられる栽培植物および該人工光源に向けて、温度、ＣＯ２濃度等が調整さ
れた空気を噴き出す噴出口を有する給気部と、を備え、該栽培ベッドが、上部開放箱型の
栽培槽と、該栽培槽の上部に嵌着され、該栽培槽の底面との間に、養液の流路を形成する
とともに、該流路に向けて植物根が露出するようにして栽培植物を植付状態とする植付パ
ネルと、から構成され、該栽培ベッドに供給される養液が、該流路を通過して排出された
後に循環して再利用されるとともに、該養液が、該流路に間欠的に流入するように制御さ
れていることを要旨とする。
【０００９】
　また、請求項２記載の家庭用の植物栽培装置は、請求項１記載の構成において、各天井
部の上方に、該天井部を懸吊する駆動部がそれぞれ設けられ、該駆動部が、前後に延在し
て設けられる軸ボルトと、それぞれ回動自在のくの字状に形成され、該軸ボルトに平面視
菱形状をなすように螺合される左右一対のアームと、を備え、該軸ボルトの回転に伴って
、該アームが左右方向に伸縮することにより、該アームに接続される吊設部材を介して、
該天井部を上下に移動自在としたことを要旨とする。
【００１０】
　また、請求項３記載の家庭用の植物栽培装置は、請求項２記載の構成において、該天井
部に、反射性の傾斜壁面を有する凹部が形成されるとともに、該凹部に、該人工光源が配
設されたことを要旨とする。
【００１１】
　また、請求項４記載の家庭用の植物栽培装置は、請求項３記載の構成において、該箱体
が、断熱パネルで被覆されるとともに、該箱体前面の大半には、内部の該栽培ベッドに植
え付けられる栽培植物を見通せる複層ガラスが嵌装される開閉扉が設けられたことを要旨
とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の家庭用植物栽培装置は、移設可能な箱体をなし、該箱体の内部に所要設備が格
納された家庭用の植物栽培装置であって、栽培植物が植え付けられ、上下複数段に、且つ
それぞれ略水平をなして配設保持される栽培ベッドと、各栽培ベッドの上方に設けられ、
栽培植物の成長に応じて上下に移動させられる人工光源を有する天井部と、該人工光源と
連動して上下に移動させられるとともに、該栽培ベッドに植え付けられる栽培植物および
該人工光源に向けて、温度、ＣＯ２濃度等が調整された空気を噴き出す噴出口を有する給
気部と、を備え、該栽培ベッドが、上部開放箱型の栽培槽と、該栽培槽の上部に嵌着され
、該栽培槽の底面との間に、養液の流路を形成するとともに、該流路に向けて植物根が露
出するようにして栽培植物を植付状態とする植付パネルと、から構成され、該栽培ベッド
に供給される養液が、該流路を通過して排出された後に循環して再利用されるとともに、
該養液が、該流路に間欠的に流入するように制御されているため、様々な種類の植物に幅
広く適用が可能であるとともに、植物の成長を促進して効率良く栽培をおこなうことがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しつつ説明する。図１、図２は実施形
態に係る植物栽培装置１を示す図であり、図１は斜視図、図２は全体構成を示す概略図で
ある。図３は植物栽培装置１の栽培ベッド１０を示す図、図４、図５は植物栽培装置１の
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天井部１５および給気部１６を示す図、図６は植物栽培装置１の駆動部１８を示す図であ
る。
【００１４】
　図１、図２に示すように、植物栽培装置１は、全体として直方体形状（左右９４０ｍｍ
×奥行き５００ｍｍ×高さ２１００ｍｍ程度）で移設可能な箱体２をなし、この箱体２の
内部に所要設備が格納されているものである。必要な電源は、家庭用電源２００Ｖ等が利
用される。
　箱体２は、図１に示すように、断熱パネル３で被覆されており、前面の大半に、開閉扉
４が大きく設けられている。開閉扉４には、箱体２内部の栽培ベッド１０（後述）に植え
付けられる栽培植物Ｐを見通せる複層ガラス５が嵌装されている。このような構成により
、熱負荷の軽減が図られて、効率的な生産が可能となる。また、栽培植物Ｐの成長状況等
を容易に確認でき、楽しみながら栽培をおこなうことが可能となっている。
【００１５】
　上記複層ガラス５に代えて、他の材質のものを採用することもできる。但し、複層ガラ
ス５は、断熱性が有り、透視性にも優れていることから好ましい材料である。中でも、空
気層のガラス面に所定の金属膜を貼設して構成した低放射性ガラス（Ｌｏｗ－Ｅガラス）
は、きわめて高い断熱性ないし遮熱性を発揮するものであり、適している。
【００１６】
　箱体２内部には、図２に示すように、主として栽培ベッド１０、冷蔵ユニット１１、養
液ユニット１２が格納されている。冷蔵ユニット１１および養液ユニット１２は、箱体２
のそれぞれ最上段および最下段に配置されており、その中間に栽培ベッド１０が上下複数
段に亘って配置されている。各栽培ベッド１０の上方には、天井部１５および給気部１６
が配設されている。
　栽培ベッド１０を、育成用と育苗用とに分けて配置し、育苗用で所定期間育てた苗を、
育成用に移し替え、その後栽培植物Ｐとして育成するようにしてもよい。
　箱体２は密閉可能な構造を有しており、給気ファン１１ａや吸込口１１ｂを適宜備えた
冷蔵ユニット１１によって、内部の温度や湿度等が、年間を通して栽培植物Ｐの生育に最
適な一定範囲に調整されるようになっている。吸込口１１ｂを、図２に示す如くの位置に
設けると、箱体２内部の温かい空気は上昇してくるため、空気を循環させ易いものとなる
。
【００１７】
　養液ユニット１２は、図２に示すように、ポンプ２０、タンク２１、ろ過器２２、殺菌
器２３などから構成されており、各栽培ベッド１０に養液Ａを循環供給している。
　タンク２１に貯留される養液Ａは、ポンプ２０によってポンプアップされ、給液管２５
を介して各栽培ベッド１０に供給される。養液Ａとしては、液肥を希釈したものが用いら
れる。各栽培ベッド１０から排出された養液Ａは、排液管２６を介して、再びタンク２１
に回収される。排液管２６とタンク２１との間には、フィルターからなるろ過器２２と、
紫外線等を利用した殺菌器２３が介設されており、汚泥や塵埃等が取り除かれるようにな
っている。
　なお、必要に応じて、電磁弁や逆流を防止する逆止弁、さらに排液を再利用しない場合
にそのまま排出する排出手段等を各所に適宜設けるようにしてもよい。
【００１８】
　また、タンク２１には、養液Ａの濃度、容量や温度をセンサー等によって一定の値に保
持する自動管理手段を設けることもできる。但し、装置が過大になるのを防ぐために、こ
のような手段の付設を省略し、養液Ａを定期的（例えば２ヶ月ごと）に新しいものに交換
するようにしてもよい。
【００１９】
　栽培ベッド１０は、例えば直方体枠組み状に剛構成された架台（図示せず）によって、
それぞれ略水平をなして配設保持されている。栽培ベッド１０の段数は、設置場所や植物
の種類等によっても異なるが、３～５段程度とするのが、省スペースや生産効率等の点か
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ら好ましい。
【００２０】
　栽培ベッド１０はそれぞれ、図３（ａ）（ｂ）に示すように、矩形板状（約８７０ｍｍ
×３２０ｍｍ×７０ｍｍ）をなし、上部開放箱型の栽培槽３０と、栽培槽３０上部の所定
位置に嵌着される植付パネル３１とから構成されている。
　栽培槽３０の底面３０ａと植付パネル３１との間には、養液Ａの流路３３が形成されて
いる（図３（ｃ））。そして、給液管２５から分岐管２５ａを介して供給される養液Ａが
、給液部２５ｂの給液口２５ｃから栽培ベッド１０に流入し、この流路３３を連続的に通
過して、栽培槽３０側面の所定位置に穿設される排液口２６ｂ、および排液口２６ｂに接
続される分岐管２６ａを介して、排液管２６へと流下排出されるようになっている。
【００２１】
　植付パネル３１には、栽培植物Ｐを植付状態とするためのポット３５を支持するポット
受孔３１ａが適宜の間隔で多数設けられている。図３（ｃ）に示すように、ポット受孔３
１ａは、下窄りで、上下に連通した形状をなす。これに対して、ポット３５は、ポット受
孔３１ａに対応し且つ底部が開放された形状をなし、栽培植物Ｐの苗を培土とともに収容
している。そして、栽培植物Ｐの植物根Ｐ’が、ポット３５を貫通して、植付パネル３１
の下方に露出するようにして配設されている。
【００２２】
　養液Ａは、養液ユニット１２のポンプ２０に接続されるモータ（図示せず）を介して、
流路３３に間欠的に流入するように電磁制御されている。養液Ａの供給を一定時間ごとに
ストップし、植物根Ｐ’に養液Ａと空気を交互に触れさせることで栽培植物Ｐの成長をさ
らに促進することができる。そのため、植付パネル３１に空気を取り込むための多数の透
孔を設けたり、植付パネル３１自体をメッシュ状に形成すればより好ましい。
【００２３】
　また、栽培ベッド１０では、図３（ａ）（ｂ）に示すように、栽培槽３０の底面３０ａ
に調整板３７と堰板３８とが立設配置されており、これら調整板３７と堰板３８との間に
植付パネル３１が嵌着されている。堰板３８は、栽培槽３０における流路３３の下流側に
形成してあり、養液Ａが所定量になると堰板３８を超えて、排液口２６ｂへと流出するよ
うな構成となされている。調整板３７の下部は横長に切欠して構成されており、給液口２
５ｃから流下した養液Ａを、流路３３に流入させている。これにより、流路３３内を養液
Ａで略一杯に満たし、流路３３に向けて露出した植物根Ｐ’が流路３３を通過する養液Ａ
に接触して、養液Ａ中の栄養分を十分に吸収できるようになされている。
【００２４】
　なお、堰板３８の下部には、小孔３９が適宜箇所に設けられており（図３（ａ）（ｂ）
）、養液Ａの供給をストップした際に、流路３３内の養液Ａを残らず排液管２６へと排出
できるようになっている。養液Ａを排出し、植物根Ｐ’に空気を触れさせることで、植物
根Ｐ’が刺激を受け、次に流入してくる養液Ａを活発に吸い上げる。これによって、栽培
植物Ｐの成長が促進される。
【００２５】
　栽培植物Ｐとしては、野菜や果物など様々な種類の植物が対象となる。特に流路３３内
の養液Ａが常に新鮮な状態に保たれることから、ワサビや生姜なども好適に採用され得る
。
【００２６】
　図４、図５に示すように、各栽培ベッド１０の上方には、それぞれ栽培植物Ｐを照射す
るための人工光源４０を有する天井部１５が配設されている。天井部１５は、手動または
自動の走行手段を介して、栽培ベッド１０に対して上下移動自在に構成されている。本実
施形態では、走行手段として駆動部１８を採用しているが（図６）、これについては後述
する。
【００２７】
　天井部１５および人工光源４０は、栽培植物Ｐの成長に応じて上下移動させられる。光
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の強度や量が不足すると栽培植物Ｐの成長が遅れ、逆に過剰であると栽培植物Ｐに焼け等
が生じる結果となる。上記天井部１５によれば、人工光源４０と栽培植物Ｐとの間の距離
を常に適正（通常１０～２０ｃｍ程度）に保つことが容易であり、栽培植物Ｐの成長を促
進することが可能となる。
【００２８】
　人工光源４０としては、栽培植物Ｐの成長にとって好ましい波長域となるように、蛍光
灯、冷陰極ランプ、ＬＥＤ等を単独でまたは複数組み合わせて用いることができる。特に
ＬＥＤは、温度上昇が低く、耐久性にも優れるため、適したものとなる。
【００２９】
　天井部１５の下面には、図５に示すように、傾斜壁面４２，４２を有する凹部４３が、
栽培ベッド１０に略等しい左右幅で、且つ前後２列に形成されている。そして、この凹部
４３に、人工光源４０が配設されるとともに、少なくと上記傾斜壁面４２が、反射性を有
する材料によって形成されている。傾斜壁面４２の傾斜角度は、人工光源４０の光を反射
させたい方向に応じて適宜設定し得るものであるが、おおむね３０～４５°前後が好まし
い。このような構成により、狭小な空間であっても、人工光源４０による光を、拡散させ
ることなく、非常に効率よく集中的に栽培植物Ｐに与えることが可能となる。例えば人工
光源４０として蛍光灯を使用する場合には、光量が約１．３～１．４倍に増加する。
　しかも、上記天井部１５の構造によれば、凹部４３内の熱を逃がし易いため、空調負荷
の低減にもなる。
【００３０】
　図４、図５に示すように、各栽培ベッド１０は、後方に給気部１６を備えている。給気
部１６は、栽培ベッド１０の左右幅に略相当する全長を有する筒体をなし、伸縮自在のフ
レキシブルダクト５１および分岐ダクト５２を介して、給気ファン１１ａから下方に延出
したダクト５０に接続されている。
　給気部１６は、バンド状の取付金具５３を用いて天井部１５後端に固着されており、天
井部１５に配設される人工光源４０と連動して、上下に移動されるようになっている。
【００３１】
　給気部１６の所定位置には、図４、図５に示す如く多数の噴出口５５ａ，５５ｂが、千
鳥状の上下二段に設けられており、下側の噴出口５５ａから、栽培ベッド１０に植え付け
られる栽培植物Ｐに向けて、温度、湿度、ＣＯ２濃度等が調整された空気が噴き出される
。
　なお、冷蔵ユニット１１（図２）は、外気と適宜接続されており、箱体２外部からＣＯ

２を取り込めるようになっている。ＣＯ２ガスを充填した小型ボンベを、取替え自在に装
着して用いるようにしてもよい。
【００３２】
　また、図５に示すように、上側の噴出口５５ｂからは、人工光源４０に向けても空気が
噴き出されるようになっている。栽培植物Ｐの生育に適した温度は、植物の種類等によっ
ても異なるが、おおむね１５～２０℃である。これに対して、装置内（とりわけ人工光源
４０近辺）の温度は、人工光源４０による発熱等で、これよりも高くなる傾向にある。よ
って、噴出口５５ａ，５５ｂから噴き出される空気は、１５℃前後の冷風となることが多
いが、このような冷風を人工光源４０に向けて併せて噴き付けることにより、人工光源４
０の熱を除去し、栽培植物Ｐの成長に悪影響が生じるのを確実に防止することが可能とな
る。箱体２には、内部の温度等を感知するセンサー等が適宜設けられている。
　噴出口５５ａ，５５ｂとしてノズルを用いる場合には、噴出される空気を分散させ易く
なり、噴出口５５ａ，５５ｂの配設数を低減できる。
【００３３】
　図６（ａ）（ｂ）に示すように、各天井部１５の上方には、天井部１５を上下移動自在
に懸吊する駆動部１８がそれぞれ設けられている。駆動部１８は、ごく薄い箱型をなして
略水平に固着保持されており、主として軸ボルト６０と、左右一対のアーム６１ａ，６１
ｂとを内部に備えている。
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【００３４】
　軸ボルト６０は、全長に亘って螺子が刻設されたものであり、図６（ａ）（ｂ）に示す
ように、駆動部１８の略中央位置に前後に延在して設けられている。
【００３５】
　アーム６１ａ，６１ｂは、図６（ａ）（ｂ）に示すように、左右対称のくの字状に形成
されたものであり、従動部６２ａ，６２ｂを介してそれぞれ開閉自在となされている。ア
ーム６１ａ，６１ｂの先端部には、螺合部６４，６４が、アーム６１ａ，６１ｂに対して
回動自在に接続されるとともに、この螺合部６４，６４を介して、アーム６１ａ，６１ｂ
が図６（ａ）に示す如くの平面視菱形状をなすように、軸ボルト６０に螺合されている。
【００３６】
　軸ボルト６０の前端には、所定の操作孔６６が、露呈して連設されており、操作ハンド
ル６８（図６（ｂ））の先端を操作孔６６に差し込んで、軸ボルト６０を正逆廻りに容易
に回転させることができる。
　上記螺合部６４，６４には、互いに逆向きの螺子が切られており、軸ボルト６０の回転
に伴い、螺合部６４，６４が、軸ボルト６０に沿って互いに近づいたり離れたりして、前
後対称の移動をおこなう。これに従って、螺合部６４，６４に接続されるアーム６１ａ，
６１ｂが左右方向に伸縮する。つまり、アーム６１ａ，６１ｂがそれぞれ、開き角度を大
小変化させながら、従動部６２ａ，６２ｂが、軸ボルト６０に略直交して互いに近づいた
り離れたりして、左右対称の移動をおこなう。そして、天井部１５の四隅近傍が、ワイヤ
ー等の吊設部材７０を介して、従動部６２ａ，６２ｂに連結されていることから、従動部
６２ａ，６２ｂの上記移動に連係して、天井部１５が上下に移動自在となされているもの
である。
【００３７】
　以上、説明した如くの植物栽培装置１によれば、コンパクトな箱体２によって構成され
ているため、設置や移動が容易であり、一般家庭等で用いるのに適している。また、栽培
ベッド１０が、上下複数段に且つそれぞれ略水平をなして配設保持される所定の構成であ
ることから、栽培植物Ｐの植付姿勢にも無理がなく、植物の種類を問わず栽培をおこなう
ことができる。
【００３８】
　植物栽培装置１では、栽培ベッド１０の流路３３に供給される養液Ａが、流路３３を通
過して排出され、ろ過器２２や殺菌器２３を経由した後に循環して再利用されるものであ
るため、常に一定の新鮮な養液Ａを栽培植物Ｐに供給することができ、栽培槽３０の流路
３３内にコケや殺菌等が繁殖するおそれが低い。また、人工光源４０を有する天井部１５
や給気部１６などの所定構成とも相俟って、栽培植物Ｐの成長を促進して効率良く栽培を
おこなうことができるものである。
【００３９】
　さらに、上記のような駆動部１８を用いれば、アーム６１ａ，６１ｂが、軸ボルト６０
を含む略同一平面内で伸縮して天井部１５を上下移動させるため、天井部１５上方の懐空
間を非常に薄く構成することが可能となる。また、操作ハンドル６８による簡単な操作で
あり、微調整も容易であることから、誤って栽培植物Ｐを傷つけてしまうおそれが低い。
【００４０】
　なお、上記実施形態の記述は、本発明をこれに限定するものではなく、本発明の要旨を
逸脱しない範囲で種々の設計変更等が可能であることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明は、様々な種類の植物に幅広く適用が可能であるとともに、植物の成長を促進し
て効率良く栽培をおこなうことができる家庭用の植物栽培装置を提供するものであり、産
業上の利用可能性を有する。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
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【図１】実施形態に係る植物栽培装置を示す斜視図である。
【図２】実施形態に係る植物栽培装置の全体構成を示す概略図である。
【図３】（ａ）実施形態に係る植物栽培装置の栽培ベッドを示す平面図、（ｂ）同正面断
面図、（ｃ）同拡大図である。
【図４】実施形態に係る植物栽培装置の人工光源および給気部を示す正面図である。
【図５】実施形態に係る植物栽培装置の人工光源および給気部を示す側面断面図である。
【図６】（ａ）実施形態に係る植物栽培装置の駆動部を示す平面図、（ｂ）同正面断面図
である。
【符号の説明】
【００４３】
　　１　植物栽培装置
　　２　箱体
　　３　断熱パネル
　　４　開閉扉
　　５　複層ガラス
　　１０　栽培ベッド
　　１１　冷蔵ユニット
　　１２　養液ユニット
　　１５　天井部
　　１６　給気部
　　１８　駆動部
　　２５　給液管
　　２６　排液管
　　３０　栽培槽
　　３０ａ　底面
　　３１　植付パネル
　　３３　流路
　　４０　人工光源
　　４２　傾斜壁面
　　４３　凹部
　　５０　ダクト
　　６０　軸ボルト
　　６１ａ，６１ｂ　アーム
　　７０　吊設部材
　　Ｐ　栽培植物
　　Ｐ’　植物根
　　Ａ　養液
【要約】
【課題】　様々な種類の植物に幅広く適用が可能であるとともに、植物の成長を促進して
効率良く栽培をおこなうことができる家庭用の植物栽培装置を提供する。
【解決手段】　植物栽培装置１は、上下複数段に配設保持される栽培ベッド１０と、栽培
植物Ｐの成長に応じて上下に移動させられる人工光源を有する天井部１５と、人工光源と
連動して上下に移動させられる給気部１６と、を備えている。栽培ベッド１０は、栽培槽
と、栽培槽の上部に嵌着され養液Ａの流路を形成するとともに、流路に向けて植物根が露
出するようにして栽培植物Ｐを植付状態とする植付パネルと、から構成されている。栽培
ベッド１０に供給される養液Ａは、流路を通過して排出された後に循環して再利用される
とともに、養液Ａが、流路に間欠的に流入するように制御されている。
【選択図】　図２
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【図５】
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