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(57)【要約】
給水内または栄養液内に含有される、いかなる種類の汚
染物質も、根または植物に病気を生じさせないように、
屋内空間で植物を栽培するための環境隔離型環境セルを
さらに改善するために、コンテナ（１０）の収容エリア
（１２）内に配設された基材が、少なくとも１つの固定
手段を用いて、フレーム（１４）に一時的にまたは恒久
的に締結されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋内空間で植物を栽培するための環境隔離型環境セル（１００）であって、複数のコン
テナ（１０）が該環境隔離型環境セル（１００）内部の少なくとも２つの棚段（１１）内
に上下に配設され、各コンテナ（１０）は前記植物を収容しかつ／または種子を収容する
ためのシートの形態で配設された基材（１３）を有する収容エリア（１２）を備え、前記
コンテナ（１０）は前記収容エリア（１２）の周囲を取り囲むフレーム（１４）を備え、
　該フレーム（１４）は、前記基材（１３）を前記フレームに一時的にまたは恒久的に締
結するための少なくとも１つの固定手段（１５）を備える、環境隔離型環境セル（１００
）。
【請求項２】
　前記環境セル（１００）は、該環境セル（１００）内部の温度、および／または相対湿
度、および／または二酸化炭素含有量、および／または酸素含有量、および／または空気
速度を調整するための調整手段を備える、請求項１に記載の環境隔離型環境セル（１００
）。
【請求項３】
　前記基材（１３）はフィルム、および／またはマット、および／またはメンブレンとし
て、特にハイドロメンブレンとして構成された、請求項１または２に記載の環境隔離型環
境セル（１００）。
【請求項４】
　前記メンブレンは粒子、特に水および／または栄養素の粒子であって、最大粒径が５ｎ
ｍ、好ましくは２．５ｎｍ、さらに特に好ましくは１．５ｎｍの粒子に対して透過性を有
する、請求項３に記載の環境隔離型環境セル（１００）。
【請求項５】
　前記基材（１３）の第１の面（１６）が液体栄養液（１８）上に置かれ、
　前記植物および／または前記種子が、前記液体栄養液（１８）とは反対を向いた前記基
材（１３）の第２の面（１７）上に置かれた、請求項１から４のいずれか一項に記載の環
境隔離型環境セル（１００）。
【請求項６】
　前記第２の面（１７）上には液体栄養液（１８）および水が配設されていない、請求項
５に記載の環境隔離型環境セル（１００）。
【請求項７】
　前記基材（１３）が、前記固定手段（１５）を用いて前記収容エリア（１２）と比較し
て高い位置で前記フレーム（１４）に固定された、請求項１から６のいずれか一項に記載
の環境隔離型環境セル（１００）。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの固定手段（１５）が前記コンテナ（１０）を部分的にまたは完全
に取り囲み、かつ／または、前記少なくとも１つの固定手段（１５）が前記フレーム（１
４）に沿って配設された、請求項１から７のいずれか一項に記載の環境隔離型環境セル（
１００）。
【請求項９】
　前記フレーム（１４）が複数の部品で形成され、前記固定手段（１５）が少なくとも１
つのフレーム部品（１４ａ、１４ｂ）によって形成された、請求項１から８のいずれか一
項に記載の環境隔離型環境セル（１００）。
【請求項１０】
　第１のフレーム部品（１４ａ）が溝を形成し、第２のフレーム部品（１４ｂ）が舌状部
を形成し、該フレーム部品（１４ａ、１４ｂ）の両方を、舌状部・溝間接続により連結す
ることができ、前記基材（１３）は２つの前記フレーム部品（１４ａ、１４ｂ）の間に締
結かつ固定された、請求項９に記載の環境隔離型環境セル（１００）。
【請求項１１】
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　前記コンテナ（１０）は開口を有する基部（１９）または格子状の基部（１９）を備え
、前記基材（１３）が前記基部（１９）上に置かれた、請求項１から１０のいずれか一項
に記載の環境隔離型環境セル（１００）。
【請求項１２】
　前記コンテナ（１３）がトレイ状収容ユニット（２０）内に配設された、請求項１から
１１のいずれか一項に記載の環境隔離型環境セル（１００）。
【請求項１３】
　前記少なくとも２つの棚段（１１）は、上下に配設された本質的に環状の、または円形
の、または部分円形の、または多角形のプラットフォーム（２１）によって形成され、複
数のコンテナ（１０）がそれぞれプラットフォーム（２１）上に配設された、請求項１か
ら１２のいずれか一項に記載の環境隔離型環境セル（１００）。
【請求項１４】
　各プラットフォーム（２１）は、複数の相互に分離され半径方向に延伸するトラック（
２２）を備え、前記トラック（２２）内には前記コンテナ（１０）が配設され、該コンテ
ナ（１０）は、前記プラットフォームの内側部分（２３）から該プラットフォームの外側
部分（２４）の方向に動かすことができる、請求項１３に記載の環境隔離型環境セル（１
００）。
【請求項１５】
　２つの隣接するトラック（２２）間の距離（２５）が、前記プラットフォームの前記内
側部分（２３）から該プラットフォームの前記外側部分（２４）へと半径方向に連続的に
増加している、請求項１４に記載の環境隔離型環境セル（１００）。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋内空間で植物を栽培するための環境隔離型環境セル（ｃｌｉｍａｔｉｃａ
ｌｌｙ　ｓｅａｌｅｄ　ｃｌｉｍａｔｅ　ｃｅｌｌ）に関し、複数のコンテナが、環境チ
ャンバ内部の少なくとも２つの棚段内に上下に配設される。各コンテナは収容エリアを備
え、収容エリアは植物を収容しかつ／または種子を収容するための、シートの形態で配設
された基材を有し、コンテナは収容エリアの周囲を取り囲むフレームを備える。
【背景技術】
【０００２】
　グリーンハウスでの植物栽培は知られている。この関連で、植物の生育を促進するため
に、夜間および冬の間に人工光を使用することは普通に行われてきた。近年、ＬＥＤベー
スの照明手段が進歩してきたため、電力消費の大きな照明手段を置き換えることができ、
比較的低い発熱のために、植物の直近に配置することができる。このことは同時に、複数
の棚段を上下に配設することができ、そこに栽培エリアを垂直方向に上下に配設し、栽培
エリアの間に恒久的人工光を設置できることを意味する。
【０００３】
　植物の灌水法として、水耕法システムおよび気耕法システムが知られている。水耕法シ
ステムでは、例えば、ロックウール、グラスウール、またはココナツコイアで形成された
基材が使用される場合がある。種子が基材の中に植え付けられ、干満法またはＮＦＴ法の
いずれかに従って水と栄養素が供給される。この関連で不都合な点は、例えば細菌が、水
の供給または栄養素の供給を介して植物の根圏に移転する可能性があることである。それ
に加えて、根圏に光と栄養素が一緒に与えられるので藻類が生長する。
【０００４】
　気耕法として知られる方法では、植物の根は自然に吊り下げられ、規則的な間隔で栄養
素および水の微細な霧が噴霧される。気耕法の不利な点は、ここでも水の供給および栄養
素の供給を介して細菌が移転する可能性があることである。気耕法プロセス用のシステム
は、特に垂直方向に広い空間が必要である。それに加えて、そのタイプのシステムは多く
の場合、技術的観点で脆弱である。一例として、スプレーノズルは頻繁に洗浄または交換
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しなければならない。
【０００５】
　特許文献１は、植物を栽培するためのコンテナについて開示している。
【０００６】
　特許文献２は、ボックスの中で野菜、キノコ、またはハーブを栽培するための方法につ
いて記載している。
【０００７】
　特許文献３は、屋内空間で植物を栽培するための環境チャンバについて記載している。
【０００８】
　特許文献４は、環境チャンバ用の空気を調整するための装置について記載している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】中国実用新案第２０５１６１２７１
【特許文献２】欧州特許出願公開第２７１９２７２号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第１９２８９３９号明細書
【特許文献４】独国特許出願公開第１７７８６２４号明細書
【発明の概要】
【００１０】
　本発明の目的は、給水内または栄養液内に含有され得る汚染物質、例えば細菌が、根ま
たは植物に病気を生じさせないような形態で、屋内空間で植物を栽培するための環境隔離
型環境セルをさらに改善することである。加えて、植物の根圏での藻類の形成を防止、ま
たは少なくとも低減させなければならない。本発明のさらなる目的は、狭い空間内に可能
な限り多くの棚段を上下に配設でき、かつ従来技術の既知の解決策と比較して、植物の灌
水に必要な水が可能な限り少なくなるように、環境隔離型環境セルの内部に個々の棚段を
、空間的にできるだけ経済的に配設することである。
【００１１】
　本発明によると、この関連で、屋内空間で植物を栽培するための環境隔離型環境チャン
バが提案され、複数のコンテナが環境チャンバ内部の少なくとも２つの棚段内に上下に配
設される。この関連で、各コンテナは、植物を収容しかつ／または種子を収容するための
シートの形態で配設された基材を有する収容エリアを備える。コンテナは、収容エリアの
周囲を取り囲むフレームを備える。本発明によると、フレームは、基材をフレームに一時
的にまたは恒久的に締結するための、少なくとも１つの固定手段を備える。従って、コン
テナは少なくとも周辺フレームから構成される。任意選択的に、コンテナは基部を有して
もよい。
【００１２】
　従って、環境隔離型環境セルは、屋内空間で植物を栽培するための植物栽培システムと
考えることができる。少なくとも２つの棚段があるので、このシステムは屋内垂直農法シ
ステムを構成すると考えなければならない。
【００１３】
　この関連で、少なくとも１つのコンテナは好ましくは搬送用コンテナとして構成される
。種子または植物は基材上に、正確にかつ管理された形で、手動でまたは機械を使用して
のいずれかで配置することができる。
【００１４】
　環境隔離型環境セルの内部では、栽培される植物用に最適な環境が確立される。環境セ
ル内部で最適な環境を確立することができるために、環境セルは好ましくは、環境セル内
部の温度、および／または相対湿度、および／または二酸化炭素含有量、および／または
酸素含有量、および／または空気速度を調整するための調整手段を備える。
【００１５】
　本発明によると、少なくとも２つのコンテナが、すなわち各棚段にコンテナが１つずつ
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設けられる。しかし好ましくは、各階層または各棚段の上に、複数の隣接した、かつ／ま
たは連続して配設されたコンテナを設けることができる。個々の棚段は垂直方向に、すな
わち上下に配設される。単一の棚段は水平方向にまたは水平面に沿って延びている。植物
を照明するために、照明手段、特にＬＥＤベースの照明手段を各棚段の上部に配設するこ
とができる。
【００１６】
　コンテナは任意の好適な外形を有してもよい。一例として、コンテナは円形、多角形、
または楕円形の構成であってもよい。しかし、特に好ましくは、コンテナは矩形の構成で
ある。それに加えて、コンテナは任意の好適な材料から構成されてもよく、または任意の
好適な材料を含んでいてもよい。しかし、特に好ましくは、コンテナはプラスチックから
構成されるか、またはプラスチックを含む。コンテナの最大の長さおよび／または幅は、
好ましくは３メートルである。
【００１７】
　基材は、収容エリア内で種子または植物の支持体として、および／または種子または植
物を固定するために機能する。この関連で、基材は構成が本質的にシート状であり、収容
エリア内にシート状の形態で配設される。従って収容エリアはコンテナによって形成され
、かつコンテナによって取り囲まれるか、またはコンテナが境界をなす。
【００１８】
　少なくとも１つの固定手段が堅固に、すなわち恒久的に、フレームに連結されてもよく
、またはフレーム上に配設されてもよい。このようにして、少なくとも１つの固定手段は
コンテナに一体化された構成要素であり得る。しかし代替として、少なくとも１つの固定
手段はまた、フレームまたはコンテナに着脱可能に連結していてもよい。少なくとも１つ
の固定手段は、基材をフレームに保持するか、または留めるための、保持装置および／ま
たは締結装置として構成されてもよい。
【００１９】
　基材は、少なくとも１つの固定手段を用いてコンテナのフレームに固定されるので、種
子への、または植物の根圏の中への細菌の移転を可能な限り最大限に回避することができ
る。
【００２０】
　さらに特に好都合には、植物は、種子の発芽から収穫に至る生長段階の全体にわたって
コンテナ内に留まることができる。植物の種類および生長段階に応じて、コンテナを環境
セル内で、あるステーションから隣のステーションに、または別の環境セルにさえ移動さ
せることができる。一例として、種子の発芽までは、発芽後の環境とは異なる環境が必要
な場合がある。代替として、コンテナは、生長段階の全体にわたって同じ環境セル内に留
まることができ、かつ対応する生長段階に応じて、環境のみおよび／または光の強度を改
めて調節することができる。十分に生長した植物はまた、コンテナと共に消費者に輸送さ
れてもよく、その結果、処理および／または消費の直前に植物を収穫しさえすればよい。
このことは、特に基材がフレームに固定または締結されているために可能となる。
【００２１】
　好ましくは、基材はフィルム、および／またはマット、および／またはメンブレンとし
て、特にハイドロメンブレンとして構成される。特に好ましくは、メンブレンは透過性膜
として構成される。
【００２２】
　より好ましくは、メンブレンは粒子、特に水および／または栄養素の粒子であって、最
大粒径が５ｎｍ、特に好ましくは最大粒径が２．５ｎｍ、さらに特に好ましくは最大粒径
が１．５ｎｍの粒子に対して透過性を有するように設計される。従って、より大きな粒子
、特に細菌およびウイルスはメンブレンを通過できない。
【００２３】
　再び特に好ましくは、基材の第１の面は液体栄養液上に置かれ、植物および／または種
子は液体栄養液とは反対を向いた基材の第２の面上に置かれる。特に好ましくは、第２の
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面上には液体栄養液および水が配設されない。
【００２４】
　一例として、基材の下面には、均一な距離または間隔で、栄養液が豊富に与えられ得る
。この関連で、栄養液は好ましくは常に基材の下から供給される。なぜなら、そうしない
と、細菌が栄養液を介して植物の根圏の中に侵入するリスクが高まる可能性があるからで
ある。このようにして、根圏内への藻類の堆積もまた、全体として打ち消し、または防止
することができる。従って、基材は好ましくは栄養液の上に浮いている。このようにして
、藻類は基材の下に、従って根圏とは反対を向いた面上に生じ得るのみである。
【００２５】
　それぞれの植物の根は、基材の上面上に形成されるのみである。根は生長して基材を貫
通することはなく、または基材の中にさえ至ることはなく、従って基材の下に配設された
栄養豊富な水の中に突出することはない。根は、基材上で種子の周りに分布する細く微小
な枝を形成するのみである。基材の透過性の性質ゆえに、水および栄養素は根に到達する
ことができる。従って、基材の上面は好ましくは乾燥したままである。このようにして、
水または栄養素以外の全ての物質は基材の下に留まり得る。同時に、全ての根は開放環境
にある基材の上面上に置かれる。空気中の酸素の比率は、水中に溶解した酸素の比率より
も相当に高い。このようにして、根には空気から十分な酸素を供給することができる。
【００２６】
　好ましくは、基材は、固定手段を用いて収容エリアと比較して高い位置でフレームに固
定される。一例として、水または栄養液が、基材の上面まで溢れるか、または移動するこ
とを防止するために、フレームの領域では基材を持ち上げ、上昇させ、または上向きに折
り畳んでもよい。特に好ましくは、基材は、少なくとも０．５ｃｍだけ、さらに特に好ま
しくは少なくとも１．０ｃｍだけ、収容エリアと比較して高い位置で、固定手段を用いて
フレームに固定される。
【００２７】
　好ましくは、少なくとも１つの固定手段がコンテナを部分的にまたは完全に取り囲んで
いる。再び好ましくは、少なくとも１つの固定手段はフレームに沿って配設される。この
関連で、固定手段はフレーム上に、またはフレームに沿って、例えば周囲に配設され得る
。固定手段は機械式の構成であってもよい。一例として、固定手段はフレームに一体化し
てもよく、および／またはクリップ式に留めてもよく、および／または押し込んでもよく
、および／またはねじ込んでもよく、および／または接着してもよい。
【００２８】
　特に好ましくは、フレームは複数の部品で、特に２つの部品で形成され、固定手段は少
なくとも１つのフレーム部品によって形成される。一例として、２つのフレーム部品を設
けてもよく、これらは互いに上下に差し込まれ、基材は２つのフレーム部品の間に締結さ
れる。この関連で、特に好ましくは、２つのフレーム部品のうちの１つは、第２のフレー
ム部品よりも高さが高くてもよい。このようにして、基材はフレーム上で上端の近くに締
結されるか、または２つのフレーム部品の間に締結され得る。
【００２９】
　好ましくは、第１のフレーム部品は溝を有する。第２のフレーム部品は好ましくは舌状
部を有する。このようにして、両方のフレーム部品を舌状部・溝間接続により連結するこ
とができ、基材は２つのフレーム部品の間に締結されるか、または固定される。２つのフ
レーム部品は、舌状部・溝間接続により互いの内部に差し込むか、または一方を他方の上
に差し込むことができる。基材は、溝と舌状部との間で締結されるか、または張力が与え
られ得る。
【００３０】
　より好ましくは、コンテナは開口を有する基部または格子状の基部を備え、基材は基部
上に置かれる。このようにして、基部は収容エリアを形成する。
【００３１】
　コンテナはトレイ状収容ユニット内に配設されてもよい。特に好ましくは、複数のコン
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テナが１つのトレイ状収容ユニット内に配設されてもよい。一例として、１つのトレイ状
収容ユニット内に最大１２個のコンテナが配設されてもよい。トレイ状収容ユニットは任
意の好適な形状または外形を有してもよい。特に好ましくは、盆地状収容ユニットは正方
形または矩形の構成である。一例として、トレイ状収容ユニットは、その内部に配設され
たコンテナを搬送するための搬送ユニットとして、または固定式のトラックもしくはチャ
ネルとして構成されてもよい。コンテナはトラックの内部で動かすまたは移動させること
ができる。
【００３２】
　水または液体栄養液がトレイ状収容ユニット内に配設され得る。この目的のため、トレ
イ状収容ユニットは水性栄養液用の入口および／または出口の開口部を備えてもよい。１
つまたは複数のコンテナはトレイ状収容ユニット内に静置されても、もしくは置かれても
よく、またはトレイ状収容ユニット内部で液体栄養液の上に浮いていてもよい。
【００３３】
　好ましくは、少なくとも２つの棚段が、上下に配設された本質的に環状の、または円形
の、または部分円形の、または多角形のプラットフォームによって形成され、複数のコン
テナがそれぞれ、１つのプラットフォーム上に配設される。加えて、複数のトレイ状収容
ユニットを各プラットフォーム上に設けてもよく、ここでも複数のコンテナが各トレイ状
収容ユニット内に配設される。
【００３４】
　特に好ましくは、プラットフォームは部分円の構成であってもよく、すなわち円形の一
部または扇形の形状で構成されてもよい。このようにして、通路または経路が中央の中心
部分まで設けられる。加えて、各プラットフォームは、内側半径および外側半径を有する
、本質的に環状の構成であってもよい。このようにして、中央凹部または中央開口部が形
成され、その中に手動または自動の仕分けおよび／または播種システムが配設されてもよ
い。この関連で、プラットフォームの外側半径は内側半径よりも大きい。好ましくは、個
々のプラットフォームは剛性であり、すなわちそれらは旋回可能または回転可能ではない
形態で取り付けられている。
【００３５】
　各プラットフォームには、好ましくは複数の相互に分離され半径方向に延伸するトラッ
クが設けられ、トラック内にはコンテナが配設され、コンテナはプラットフォームの内側
部分からプラットフォームの外側部分の方向に動かすことができる。個々のトラックによ
って植物の列が形成される。このようにして、植物の個々の列は、プラットフォーム上で
星形に配設される。トラック内においては、水性栄養液の供給が流動するかもしくは静置
される、または一定時間間隔で供給され得る。各トラックはトレイ状収容ユニットを形成
する。
【００３６】
　それに加えて、好ましくは、２つの隣接するトラック間の距離は、プラットフォームの
内側部分からプラットフォームの外側部分へと半径方向に連続的に増加している。この関
連で、トラックの対応する幅は、好ましくはその長さ全体にわたって一定である。従って
、根圏では全ての領域において空間は一定のままである。コンテナの周囲の空間は、プラ
ットフォームの内側部分からプラットフォームの外側部分へと連続的に外向きに押される
ことにより絶えず増加し、それにより、植物が生長するに連れて植物はさらに広がること
ができる。このようにして、葉の密度が高いゆえの、全ての領域での光の損失を最小化す
ることができる。従って、個々の植物を移動させるか、または間引きすること、および移
植することは、もはや決して必要ない。植物を、プラットフォームの内側部分でトラック
内に配置することができる。生長中に、植物はトラックに沿って外向きに連続的に押し出
される。これは、プラットフォームの内側部分で、トラックの中に新しい植物を配置する
ことにより、単純な方法で実施することができ、このようにして、これまでトラック内に
配置されていた植物はさらに外向きに押し出される。より多くの植物を個々のトラック内
に配置することにより、より多くの植物について、これを繰り返すことができる。植物が
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プラットフォームの最も外側の領域または外側部分に到達したとき、植物を外部から除去
するか、または収穫することができる。トラック内部の個々のコンテナの間に、スペーサ
を設けるか、または配置してもよい。
【００３７】
　好ましくは、多角形と円形のプラットフォームの組合せを提供することもできる。一例
として、種子を多角形プラットフォーム上のコンテナ内で発芽させてもよい。次に、植物
を生育させ円形プラットフォーム上に配設することができる。この関連で、発芽後に、植
物はより小さなコンテナに配置することができ、これらを円形プラットフォーム上のトラ
ック内に配置することができる。
【００３８】
　ここで本発明を、例として与えられる好ましい実施形態を使用して、より詳細に説明す
る。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】複数の棚段が上下に配設された、環境隔離型環境セルを示す。
【図２】間に複数のコンテナが配設された、トレイ状収容ユニットを示す。
【図３】植物および／または種子を収容するコンテナを示す。
【図４】図３のコンテナの２つの部分からなる構造物を示す。
【図４ａ】コンテナの内側に基材を配設し固定する原理を示す。
【図５】上下に配設された複数の環状プラットフォームを示す。
【図６】リングの形態のプラットフォームを示す。
【図６ａ】円の一部の形状のプラットフォームを示す。
【図７】環状プラットフォームのトラックを示す。
【図７ａ】図７に示すようなトラック内に配置するためのコンテナを示す。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　図１は、屋内空間で植物を栽培するための環境隔離型環境セル１００を示す。環境隔離
型環境セル１００の内側に複数の棚段１１が配設されている。それにより、複数のコンテ
ナ１０が各棚段１１上に設けられている。各コンテナ１０は、植物および／または種子を
収容するためのシート状基材１３（図１には示さず）を有する収容エリア１２を形成する
。
【００４１】
　明瞭にするために、図１の環境隔離型環境セル１００は、その半分を開放した状態で示
している。
【００４２】
　個々のコンテナ１０はトレイ状収容ユニット２０内に配設されてもよい。これを、例と
して図２に示す。水または液体栄養液がトレイ状収容ユニット２０内に配設され得る。個
々のコンテナ１０は液体栄養液の上に浮いていてもよい。個々のコンテナ１０は周辺フレ
ーム１４を有し、周辺フレーム１４はそれぞれ、植物および／または種子を収容するため
の収容エリア１２を取り囲んでいる。図２に示すトレイ状収容ユニット２０は、例えば輸
送ユニットとして構成されている。
【００４３】
　図３は、図２のコンテナ１０を示す。フレーム１４は２つの部分からなる構成であり、
上部の狭い第１のフレーム部品１４ａ、および下部の高い第２のフレーム部品１４ｂから
構成される。２つのフレーム部品１４ａ、１４ｂは一方が他方の上に差し込まれる。フレ
ーム１４は収容エリア１２を取り囲んでいる。収容エリア１２は格子状の基部１９によっ
て形成される。基材１３が、収容エリア１２内にシート状の形態で配設されている。明瞭
にするために、基材１３は図３には示されない。図４ａは基材１３の配設および固定のた
めの原理の図を示す。
【００４４】
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　図４は、図３のコンテナ１０用のフレーム１４の２つの部分からなる実施形態を示す。
２つのフレーム部品１４ａ、１４ｂは、舌状部・溝間接続により一方を他方の上に差し込
むことができる。基材１３は２つのフレーム部品１４ａ、１４ｂの間に締結され得る。こ
のようにして、基材１３はフレーム１４の領域内に固定され、中心部の収容エリア１２と
比較して高い位置に配設されるので、水または栄養液は縁を越えて溢れて基材１３の上部
表面に至ることはできない。
【００４５】
　図４ａはフレーム１４に基材１３を固定する原理の図を示す。基材１３は２つのフレー
ム部品１４ａ、１４ｂの間に締結され、収容エリア１２と比較して高い位置で配設または
固定される。コンテナ１０をトレイ状収容ユニット２０内で栄養液１８の上に配置した場
合、栄養液は基材１３の下にのみ留まったままである。従って、基材１３は栄養液１８の
上に浮いている。種子または植物は、基材１３の栄養液１８とは反対を向いた面の上に配
設され固定され得る。
【００４６】
　図５は環境隔離型環境セル１００の実施形態を示し、個々の棚段１１は、本質的に円形
および環状の構成にあるプラットフォーム２１によって形成されている。
【００４７】
　図６は、図５の個々のプラットフォーム２１を示す。中心領域において、円形の構成で
あるプラットフォーム２１は凹部または自由領域を備える。植物をコンテナ１０内に配置
して、この中央または中心領域から、プラットフォームの内側部分２３の領域内のトラッ
ク２２の中に入れることができる。トラック２２は半径方向外向きに延び、２つの隣接す
るトラック２２間の離隔距離２５は、内側部分から外側部分まで連続的に増加している。
新しい植物を、プラットフォームの内側部分２３の領域内の他のコンテナ１０内に新しく
配置し押し出すことができ、コンテナ１０内にすでに配置されていた植物は外向きに、す
なわちプラットフォームの外側部分２４の方向に連続的に押し出される。例として示した
本システムでは、トレイ状収容ユニット２０はトラック２２として構成されている。
【００４８】
　個々のトラック２２の幅は、その長さに沿って一定である。従って植物が生長するにつ
れて、植物を植え替えるか、または移動させる必要はない。植物はトラック２２に沿って
半径方向に内側部分から外側部分に連続的に動くだけである。２つの隣接するトラック２
２間の離隔距離２５は、内側部分から外側部分に向かって連続的に増加するので、各個別
の植物が発育する空間は、内側部分よりも外側部分における方が広い。十分に生長した植
物は外部から、またはプラットフォームの外側部分２４の領域で除去し、かつ／または収
穫することができる。
【００４９】
　図６ａは、円の一部の形状に構成されたプラットフォーム２１を示す。このようにして
、中央の中心領域への通路または経路が形成され、それにより人および／または機械のア
クセスがより容易になる。
【００５０】
　図７は、内部にコンテナ１０が配置された個々のトラック２２を示す。明瞭にするため
に、コンテナ１０内の植物は示していない。個々のコンテナ１０の間にスペーサを配置す
ることができる（明瞭にするために、図７にはスペーサは示していない）。
【００５１】
　図７ａは、コンテナ１０のさらなる実施形態を示す。明瞭にするために、図７ａのコン
テナ１０は基材１３なしで示している。図７ａに示すコンテナ１０は、特に図７のトラッ
ク２２内で使用するように構成されている。
【符号の説明】
【００５２】
１００　環境隔離型環境セル
１０　コンテナ
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１１　棚段
１２　収容エリア
１３　基材
１４　フレーム
１４ａ、１４ｂ　フレーム部品
１５　固定手段
１６　基材の第１の面
１７　基材の第２の面
１８　栄養液
１９　コンテナの基部
２０　トレイ状収容ユニット
２１　プラットフォーム
２２　トラック
２３　プラットフォームの内側部分
２４　プラットフォームの外側部分
２５　２つの隣接するトラック間の距離

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４ａ】

【図５】

【図６】

【図６ａ】

【図７】

【図７ａ】
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