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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】植物栽培システムの提供。
【解決手段】左右チェーンギア２２を次第に経るように
それぞれ引っ掛ける左右のチェーン２３と、出力軸を複
数の軸２４のうちのいずれかに連結する減速モーター２
１とを有する循環器２０と、上面が開放される筒体３１
と、筒体３１の上面左右に固定されて左右チェーン２３
の相対向する内面にそれぞれ所定の間隔をあけて水平に
付設する左右の掛止軸にそれぞれ引っ掛けて軸結合する
掛止片とを有し、掛止軸および掛止片によってチェーン
２３の間に回転自在に吊設されて循環器２０によって栽
培室１０の内部空間を移動循環する多数の栽培筒部材３
０と、栽培筒部材３０に養液を供給する養液供給器４０
と、栽培室１０に設けられ、浄化済みの外部空気を内部
に供給し、または、内部空気を循環させる送風器５０と
を備えてなる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
栽培室（１０）の内部に設けられる枠体（１３）の当該部分にそれぞれ設けられる複数の
軸（２４）と、前記軸（２４）にそれぞれ軸設される複数の左右チェーンギア（２２）と
、前記左右チェーンギア（２２）を次第に経るようにそれぞれ引っ掛ける左右のチェーン
（２３）と、出力軸を前記複数の軸（２４）のうちのいずれかに連結する減速モーター（
２１）と、を有する循環器（２０）と、
上面が開放される筒体（３１）と、前記筒体（３１）の上面左右に固定されて左右チェー
ン（２３）の相対向する内面にそれぞれ所定の間隔をあけて水平に付設する左右の掛止軸
（２６）にそれぞれ引っ掛けて軸結合する掛止片（３２）と、を有し、前記掛止軸（２６
）および掛止片（３２）によってチェーン（２３）の間に回転自在に吊設されて循環器（
２０）によって栽培室（１０）の内部空間を移動循環する多数の栽培筒部材（３０）と、
前記栽培筒部材（３０）に養液を供給する養液供給器（４０）と、
前記栽培室（１０）に設けられ、浄化済みの外部空気を内部に供給し、または、内部空気
を循環させる送風器（５０）と、
を備えてなることを特徴とする植物栽培システム。
【請求項２】
前記栽培筒部材（３０）の移動方向を左右に横切るように枠体（１３）に隔設される多数
のランプ（６０）をさらに備えてなることを特徴とする請求項１に記載の植物栽培システ
ム。
【請求項３】
前記栽培室（１０）の内部に設けられ、前記循環器（２０）の周りに当てられる太陽光を
栽培筒部材（３０）に向かって反射する反射板（１０ａ）をさらに備えてなることを特徴
とする請求項１に記載の植物栽培システム。
【請求項４】
前記栽培室（１０）は、ビニールや透明プラスチック板またはアクリル樹脂板やガラス板
などの透明部材から形成され、
前記養液供給器（４０）は、養液を吐き出すポンプ（４１）と、一方の端は前記ポンプに
連結され、他方の端（４２１）は枠体（１３）の一方の側の途中から下部の内側に向かっ
て配管される供給管（４２）と、前記他方の端（４２１）に途中部が連結され、枠体（１
３）の最下側を通過する多数の栽培筒（３１）の途中の直ぐ上方で前後に横切るように水
平に設けられる分配管（４３）と、前記分配管（４３）の下面に所定の間隔をあけて付設
される供給口（４４）と、を備えてなることを特徴とする請求項１に記載の植物栽培シス
テム。
【請求項５】
前記送風器（５０）は、送風ファン（５１）と、後端が前記送風ファン（５１）に連結さ
れて枠体（１３）の一方の側に前後に横切るように配管される送風管（５２）と、前記送
風管（５２）に後端が所定の間隔をあけて連結されてそれぞれ枠体（１３）の下面を左右
に横切るように配管される多数の送風支管（５３）と、前記送風支管（５３）の各上面に
所定の間隔をあけて付設される排気口（５４）と、を備えてなることを特徴とする請求項
１に記載の植物栽培システム。
【請求項６】
前記枠体（１３）は、左右の前方垂直梁（１３１）と、前記前方垂直梁（１３１）に各後
端を固定して前方に延設する左右水平梁（１３２）と、左右の後方垂直梁（１３３）と、
前記前方垂直梁（１３１）の直ぐ後方に位置する左右の垂直梁（１３４）および前記左右
の垂直梁（１３１、１３３、１３４）の上下および途中部を水平に連結して固定する複数
の左右水平支持梁（１３５）と、前記水平梁（１３２）を傾斜させて連結・固定する複数
の左右傾斜支持梁（１３６）と、から構成され、
前記複数の左右チェーンギア（２２）は、左右の前方垂直梁（１３１）の各上端と下側、
左右の水平梁（１３２）の各前端と、左右の後方垂直梁（１３３）の各上端と途中および
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下側と、左右垂直梁（１３４）の各上端と途中にそれぞれ左右に横切るように設ける各軸
（２４）の両端に軸固定し、
前記左右のチェーン（２３）は、それぞれ左右の前方垂直梁（１３１）の各下側位置のチ
ェーンギア（２２）と左右水平梁（１３２）の前端位置のチェーンギア（２２）を経て、
前記前方垂直梁（１３１）の上端位置のチェーンギア（２２）と、左右の後方垂直梁（１
３３）の上端位置のチェーンギア（２２）と、左右垂直梁（１３４）の上端位置のチェー
ンギア（２２）と、前記左右の後方垂直梁（１３３）の途中位置のチェーンギア（２２）
と、前記左右垂直梁（１３４）の途中位置のチェーンギア（２２）および前記左右の後方
垂直梁（１３３）の下側位置のチェーンギア（２２）を次第に経るように掛設して、前記
栽培筒部材（３０）が、前方垂直梁（１３１）の上端位置のチェーンギア（２２）と後方
垂直梁（１３３）の下側位置のチェーンギア（２２）との間を水平に移動するように設け
てなることを特徴とする請求項１に記載の植物栽培システム。
【請求項７】
前記枠体（１３）は、長尺の複数の左右長垂直梁（１３８）と、前記長垂直梁（１３８）
の間に所定の間隔をあけて１つずつ交互に配置する短尺の複数の左右短垂直梁（１３９）
と、前記長・短垂直梁（１３８、１３９）の各上端と下端をそれぞれ固定する複数の左右
水平梁（１３２）と、から構成され、
前記複数の左右チェーンギア（２２）は、各左右長垂直梁（１３８）の上端と、各左右短
垂直梁（１３９）の上端および下側の左右水平梁（１３２）の前・後端を左右に横切るよ
うに設ける複数の軸（２４）の左右端にそれぞれ軸固定し、
前記左右チェーン（２３）は、前記軸（２４）の左右端に軸固定する左右チェーンギア（
２２）をそれぞれ次第に経るように引っ掛けて、前記栽培筒部材（３０）が、各左右長垂
直梁（１３８）の上端位置の左右チェーンギア（２２）と、各左右短垂直梁（１３９）の
上端位置の左右チェーンギア（２２）との間を垂直に近い斜め方向に昇降するように設け
てなることを特徴とする請求項１に記載の植物栽培システム。
【請求項８】
前記枠体（１３）の垂直梁（１３１、１３３、１３４）の内側面における左右チェーン（
２３）がそれぞれ通過する各当該位置には、前記左右チェーン（２３）を支える案内レー
ル（１４）をそれぞれ水平に固設してなることを特徴とする請求項６に記載の植物栽培シ
ステム。
【請求項９】
前記左右チェーン（２３）は、各チェーンローラー（２３１）の直径を内外プレート（２
３２）の上下幅よりも大きくして、前記チェーンローラー（２３１）は案内レール（１４
）の底面に接地し、且つ、内外プレート（２３２）は接触しないように形成し、
前記案内レール（１４）の上下面には、前記チェーンローラー（２３１）の外周面が収ま
るレール溝（１４１）を形成してなることを特徴とする請求項８に記載の植物栽培システ
ム。
【請求項１０】
前記枠体（１３）の垂直梁（１３１、１３３、１３４）の内側面には左右チェーン（２３
）を支える案内レール（１４）を設け、前記案内レール（１４）の下面の内端にはローラ
ーレール（１４’）を一体的に下向きに延設し、
前記栽培筒部材（３０）の左右面には、前記ローラーレール（１４’）に支えられて回転
移動するローラー（２３３）を設けてなることを特徴とする請求項６に記載の植物栽培シ
ステム。
【請求項１１】
前記垂直梁（１３１、１３３、１３４）の間の左右には垂直支持梁（１３７）を設け、前
記栽培筒部材（３０）の下面が通過する位置に相当する垂直支持梁（１３７）の内側面の
間には前後の水平受け梁（１３７’）を左右に横切るように固設し、前記水平受け梁（１
３７’）の上面の左右側には栽培筒部材（３０）の下面を支える受けレール（１５）を前
後に横切るようにそれぞれ水平に設けてなることを特徴とする請求項６に記載の植物栽培
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システム。
【請求項１２】
前記栽培筒部材（３０）は、上面が開放されて下面の一方の端部には排水孔（３１４）が
形成された筒体（３１）と、前記筒体（３１）の上端の前後面にそれぞれ長手方向に凹設
された結束部（３１２）と、一方の端には前記結束部（３１２）に着脱する結束片（３４
１）が形成され、前記一方の端から緩やかな角度で下向きに傾斜するように延出し、た他
方の端は上向きに湾曲するように形成された受け板（３４）と、から構成されることを特
徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の植物栽培システム。
【請求項１３】
前記栽培筒部材（３０）は、前記掛止軸（２６）に引っ掛けて軸結合する上端が「∩」字
状を呈し、下端には前記筒体（３１）の上面の両端部にそれぞれ固定する固定板（３２１
）が付設された掛止片（３２）と、前記開放された上面を覆うように結合し、途中には注
入孔（３３３）が形成され、その左右には植木鉢の係合孔（３３１）が隔設されたカバー
板（３３）と、を備えてなることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の
植物栽培システム。
【請求項１４】
前記栽培筒部材（３０）は、固定板（３２１）の一方の側に形成された取付孔に取り付け
る水量計（３５）をさらに備えてなることを特徴とする請求項１３に記載の植物栽培シス
テム。
【請求項１５】
前記栽培筒部材（３０）は、上端が開放され横長に形成される筒体（３１）と、上端が「
∩」字状を呈し、下端には前記筒体（３１）の上面の両端部にそれぞれ固定する固定板（
３２１）が付設された掛止片（３２）と、前記開放された上面の途中に前後に横切るよう
に固定し、注入孔（３３３）が形成された隔板（３６）と、前記隔板（３６）によって左
右に画設された上面を覆うようにそれぞれ結合する左右のカバー板（３３）と、前記固定
板（３２１）の一方の側に形成された取付孔に取り付けられる水量計（３５）と、を備え
てなることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の植物栽培システム。
【請求項１６】
前記栽培筒部材（３０）は、上面と左右端が開放され、広幅且つ長尺に形成される筒体（
３１）と、前記筒体（３１）の開放された左右端を封じるようにそれぞれ結束する左右封
合板（３１’）と、前記封合板（３１’）の上面の途中に付設され、上部が「∩」字状を
呈する掛止片（３２）と、前記封合板（３１’）の上面の前後側に形成される養液の注入
孔（３３３）と、を備えてなり、
前記養液供給器（４０）は、枠体（１３）の右側面に水平に設けられるシリンダー（４５
）と、前記シリンダー（４５）のロッド（４５１）に固定されて前後動自在に設けられる
供給弁（４６）と、前記封合板（３１’）の上面の前後側に形成される注入孔（３３３）
の間隔に比例するように供給弁（４６）の前後部にそれぞれ付設されて前記栽培筒部材（
３０）と等速にて移動する過程で注入孔（３３３）にその直ぐ上方から養液を注入する前
後供給口（４４）と、を備えてなることを特徴とする請求項１に記載の植物栽培システム
。
【請求項１７】
前記栽培筒部材（３０）は、上面と左右端が開放され、狭幅且つ長尺に形成される前後筒
体（３１）と、前記筒体（３１）の開放された左右端を結束して封じる左右封合板（３１
’）と、前記封合板（３１’）の各上面の途中に付設され、上部が「∩」字状を呈する掛
止片（３２）と、前記筒体（３１）の上面を覆うように結合され、上面には植木鉢の係合
孔（３３１）が隔設されたカバー板（３３）と、前記封合板（３１’）の各上面の前後側
に形成される養液の注入孔（３３３）と、を備えてなることを特徴とする請求項１から請
求項３のいずれかに記載の植物栽培システム。
【請求項１８】
前記栽培筒部材（３０）は、上面と左右端が開放される筒体（３１）と、前記筒体（３１
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）の左右端を封じるようにそれぞれ結束する左右封合板（３１’）と、上部（３２ａ）は
「∩」字状を呈し、前記上部（３２ａ）の一方の端から下向きに延出する下部（３２ｂ）
は「人」字状を呈するように前記封合板（３１’）の上面の途中部に付設される掛止片（
３２）と、前記封合板（３１’）の上面の前後側に形成される養液の注入孔（３３３）と
、を備えてなることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の植物栽培シス
テム。
【請求項１９】
前記栽培筒部材（３０）は、上面と左右端は開放され、狭幅且つ長尺に形成される前後筒
体（３１）と、前記筒体（３１）の間に上下に貫通する通路（３１ｂ）が形成されるよう
に開放された左右端を各内面の前後側に結束して封じる左右封合板（３１’）と、前記筒
体（３１）の相対向する面に隔設される養液の注入孔（３３３）と、上部（３２ａ）は「
∩」字状を呈し、前記上部（３２ａ）の一方の端から下向きに延出する下部（３２ｂ）は
「人」字状を呈するように前記封合板（３１’）の上面の途中部に付設される掛止片（３
２）と、前記前後筒体（３１）の上面をそれぞれ覆い、上面には植木鉢の係合孔（３３１
）が隔設されたカバー板（３３）と、を備えてなり、
前記養液供給器（４０）は、前記枠体（１３）の右側面の上部に水平に設けられるシリン
ダー（４５）と、前記シリンダー（４５）のロッド（４５１）に垂直に設けられる垂直シ
リンダー（４７）と、密封された左端は前記枠体（１３）の左側の内面に配備された案内
板（１８）に形成された垂直案内溝（１８１）に昇降自在に係合し、右端は前記垂直シリ
ンダー（４７）のロッド（４７１）の上端に固設する養液の分配管（４３）と、前記分配
管（４３）が開放された上部の内側を左右に横切るように分配管（４３）に固設する集水
桶（４８）と、前記集水桶（４８）の内部の上側を横切る分配管（４３）の前後面に、筒
体（３１）の相対向する面に形成された注入孔（３３３）に対応するように付設され、通
路（３１ｂ）に上昇して栽培筒部材（３０）と等速にて移動する過程で注入孔（３３３）
に養液を注入する噴出管（４３ｃ）と、を備えてなることを特徴とする請求項１に記載の
植物栽培システム。
【請求項２０】
前記集水桶（４８）は、左右面は前後面よりも低く、前記左右面間の長さは栽培筒部材（
３０）の左右面間の長さよりも短く、前記前後面間の間隔は栽培筒部材（３０）の前後面
間の間隔よりも大きく形成され、下面に付設される養液の排出口（４８１）をさらに備え
てなり、
前記分配管（４３）は、前記集水桶（４８）の低い左右面の上端の間を横切る水平部（４
３ａ）と、前記水平部（４３ａ）の両端から垂下し、且つ、水平に２段に折り曲げられて
延出し、垂下部分に集水桶（４８）の左右の外面を固定する左右端部（４３ｂ）と、から
構成されることを特徴とする請求項１９に記載の植物栽培システム。
【請求項２１】
前記枠体（１３）の内側面には、左右チェーン（２３）を支える案内レール（１４）を設
け、
前記案内レール（１４）の下面の内端には、ローラーレール（１４’）を一体に下向きに
延設し、
前記ローラーレール（１４’）の下端には、上部が開放された水受け（１６）を長手方向
に固設し、
前記栽培筒部材（３０）は、前記ローラーレール（１４’）に支えられるように左右面に
付設されるローラー（２３３）と、前記栽培筒部材（３０）の左右または左右のうちの一
方側の底面に付設され、各下端が水受け（１６）の上部に位置するオーバーフロー管（３
１ａ）と、をさらに備えてなることを特徴とする請求項６に記載の植物栽培システム。
【請求項２２】
前記複数の左右チェーンギア（２２）をそれぞれ枠体（１３）に軸設する軸（２４）のう
ち、減速モーター（２１）の駆動力を直接的に伝達される軸（２４）は、枠体（１３）の
内面の左右を横切る長尺の長軸からなり、他の位置の軸（２４）は、前記枠体（１３）の
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内面の左右を横切らない短尺の短軸からなることを特徴とする請求項１に記載の植物栽培
システム。
【請求項２３】
前記複数の左右チェーンギア（２２）のうち、減速モーター（２１）の駆動力を直接的に
伝達される軸（２４）に軸設される左右チェーンギア（２２）は、他の位置の左右チェー
ンギア（２２）よりも大径であることを特徴とする請求項２２に記載の植物栽培システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、自然環境や場所などに寄らずに、全天候で様々な植物を環境にやさしく栽培す
ることができ、しかも、単位空間面積当たりの生産量を大幅に増大させることができる植
物栽培システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
一般に、ガラス温室やビニールハウスは、寒い冬季にもキュウリ、トマト、ミニトマト、
唐辛子などの果菜類や、レタス、セリ、白菜、キャベツ、ホウレンソウ、葱などの葉菜類
およびバラ、ガーベラ、菊、カーネーションなどの花卉類などの植物を栽培することがで
き、その結果、農家にとっては収益増大が図れ、消費者にとっては冬季にも鮮やかな植物
を摂取することが可能になった。
【０００３】
ところが、かようなガラス温室やビニールハウスは、農地や河川敷地などの地上に設置し
て当該植物の種子を地面に撒いたり苗上で育った苗を地面に移植して栽培するものである
ため、栽培空間や単位面積当たりの生産量が限定されることはもとより、連作による被害
を蒙られるなどの不都合があった。
【０００４】
このため、従来には、限られた栽培空間でも生産量を増大させるとともに、栽培にかかる
手間などを節減し、しかも、連作による被害を減らすために、植物を空間に多段に配列し
て栽培していた。
【０００５】
しかしながら、このような栽培方法は、最上端にある植物とその根が植え付けられた床や
植木鉢（栽培容器）などによって、下部に位置する植物に供給される太陽光が遮断される
ため、下部の植物の生長に悪影響を及ぼしてしまうという不都合があった。
【０００６】
また、このような不都合を解消するために、上下部に位置する床や植木鉢間の間隔をさら
に隔てる場合には、複数段に設けることが困難になる結果、相対的に生産量が減少してし
まうため、経済性が低下するという不都合があった。
【０００７】
さらに、空間に複数段に設けると、作業者の手が届かない高所の植物や実を収穫するとき
には梯子などを用いることを余儀なくされるため、栽培管理および収穫が極めて煩雑で且
つ不便であり、しかも、相対的に多くの時間と手間が取られてしまうなどの問題点があっ
た。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明は従来のかような問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、様々な植物を
環境にやさしく、速やかに且つ円滑に栽培および収穫することができる植物栽培システム
を提供することである。
【０００９】
本発明の他の目的は、空間活用能力を極大化させることができる全天候の植物栽培システ
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ムを提供することである。
【００１０】
本発明のさらに他の目的は、植物の栽培管理と収穫などが極めて簡単であり、しかも、作
業時間と手間の無駄使いを解消することができる植物栽培システムを提供することである
。
【００１１】
本発明のさらに他の目的は、養液を供給する時間が別途にかからず、しかも、循環器の故
障が来たされるという現象を解消することができる植物栽培システムを提供することであ
る。
【００１２】
本発明のさらに他の目的は、構造が単純であり、設置費用が節減される他、発芽された植
物を簡単に栽培筒部材に移載して栽培することができる植物栽培システムを提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
上記の目的を達成するために、本発明は、ビニールや透明プラスチック板またはアクリル
樹脂板やガラス板などの透明板材を用いて製作される栽培室の内部に設けられる循環器と
、前記循環器によって栽培室の内部空間を移動循環するように設けられる多数の栽培筒部
材と、前記栽培筒部材に養液を供給する養液供給器と、前記栽培室の内部に浄化済みの外
部空気を供給し、あるいは、内部空気を循環しまたは外部に排出する送風器と、を備えて
なり、地面ではなく、前記栽培筒部材に播種または移植された全ての植物が栽培室の内部
空間を複数段に移動循環されるようにして、万遍なく太陽光が当てられつつ生長するよう
にするとともに、養液の供給と外部空気または内部空気の循環などが適時に自動的に行わ
れることにより、環境にやさしく栽培することができる植物栽培システムを提供する。
【００１４】
また、本発明は、植物が、太陽光がよく当てられる最上端ではなく、下部を移動循環する
過程でも光エネルギーを十分に受けるようにして、様々な植物を複合的にまたは種類別に
全天候で栽培可能にする多数のランプ付き植物栽培システムを提供する。
【００１５】
さらに、本発明は、ある位置で栽培管理および収穫可能にすることにより、作業時間と手
間の無駄使いが防がれる植物栽培システムを提供する。
【００１６】
さらに、本発明は、養液供給器を前後に移動可能に設けて、栽培筒部材が循環器によって
栽培室の内部空間を移動循環する過程で養液を供給可能に構成することにより、栽培筒部
材の移動循環を停止することなく、養液を供給可能にする植物栽培システムを提供する。
【００１７】
さらに、本発明は、複数の長軸を用いることなく、チェーンギアを枠体の各当該位置にそ
れぞれ設けて枠体の構造を単純化させる植物栽培システムを提供する。
【００１８】
さらに、本発明は、栽培筒部材を、苗板に多数の植木鉢を縦横の複数列に載置し、種子を
発芽させた植物の種類、すなわち、茎や葉が横に広がらないレタスなどの植物である場合
には植木鉢を外すことなく苗板ごとに移載可能に構成することにより、植物を移植する作
業が極めて簡単であり、しかも、あまり手間を取らない植物栽培システムを提供する。
【発明の効果】
【００１９】
このような本発明の実施形態による植物栽培システムは、植物の種子を撒いたり苗種を移
植した多数の栽培筒部材を移動循環させつつ栽培するものであるので、栽培室の内部空間
に上下複数段に配設しても、すべての植物に万遍なく太陽光が当てられて植物が均一に生
長するという特徴があり、これにより、植物を短期間に大量で栽培および収穫して供給す
ることが可能になるというメリットがある。
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【００２０】
また、太陽光があまり当てられない下部には多数のランプを設けて光エネルギーを供給す
ることにより、場所や天気などによらずに全天候で植物の栽培が行えるとともに、植物が
なお一層速やかに且つ円滑に生長して単位空間面積当たりの収穫量が大幅に増大するとい
う特徴もある。
【００２１】
特に、滅菌処理の施された養液や磨沙土および培養土などを用いて栽培するとともに、あ
る位置で栽培管理および収穫が行われることにより、病虫害の発生が防止され、作業性と
生産性が極大化されることはもとより、作業時間と手間の無駄使いが解消され、しかも、
環境にやさしく栽培された植物を提供するというメリットもある。
【００２２】
さらに、栽培筒部材の設置間隔を簡単に調節することができるので、植物の特性、例えば
、イチゴなどの茎が広がる植物も栽培可能になるなど、単一の装置で様々な植物を栽培す
ることが可能になるという効果も得られる。
【００２３】
そして、栽培室の内部を移動循環する栽培筒部材を停止することなく、移動循環する状態
で養液を供給することが可能になるという特徴があり、これにより、養液を供給するのに
別途の時間がかからないことはもとより、循環器の稼動と停止を繰り返し行う必要がない
ため、減速モーターに過負荷がかかる現象によって引き起こされていた故障が発生しなく
なるというメリットもある。
【００２４】
加えて、長軸を用いることなく、チェーンギアを枠体の各当該位置にそれぞれ設けている
ため、枠体の構造が簡単になることはもとより、設置コストが節減されるという効果もあ
る。
【００２５】
さらに、苗板に多数の植木鉢を縦横の多数列に載置し、種子を発芽させた植物の種類に応
じて、植木鉢を外すことなく苗板ごとに栽培筒部材に移載することが可能になる結果、植
物を移植する作業が極めて簡単であり、しかも、長時間がかからないなどのメリットもあ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１の実施形態による植物栽培システムを一部切り取って概略的に示す
側面図。
【図２】図１の植物栽培システムにおいて、一部を省略して示す拡大平面図。
【図３】図１において、反射板を省略して抜粋した拡大側面図。
【図４】図３において、一部を切り取って示す拡大側面図。
【図５】図４において、一部を省略して示す正面図。
【図６】図４において、チェーンと栽培筒部材の移動状態を抜粋して示す拡大側面図。
【図７】図４において、案内レール部を抜粋して示す拡大背面図。
【図８】図１において、栽培筒部材を抜粋して拡大分離した斜視図。
【図９】図８の栽培筒部材において、一部を拡大して示す分解斜視図。
【図１０】図８の栽培筒部材の一使用例を示す拡大側断面図。
【図１１】図８の栽培筒部材の他の使用例を示す拡大側断面図。
【図１２】本発明の第２の実施形態による植物栽培システムを一部切り取って概略的に示
す側面図。
【図１３】図１２の植物栽培システムにおいて、一部を省略して示す正面図。
【図１４】本発明の第３の実施形態による植物栽培システムの概略側面図。
【図１５】図１４の植物栽培システムの拡大背面図。
【図１６】図１４において、一部を抜粋拡大して示す平面図。
【図１７】図１４において、一部を抜粋拡大し、切り取って示す背面図。
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【図１８Ａ】図１４において、栽培筒部材を抜粋拡大した斜視図。
【図１８Ｂ】図１８Ａの栽培筒部材を拡大し、切り取って示す側面図。
【図１８Ｃ】図１８Ａの栽培筒部材を一部抜粋して分離した斜視図。
【図１９Ａ】図１４に適用される栽培筒部材の他の例を示す斜視図。
【図１９Ｂ】図１９Ａの栽培筒部材を一部省略して拡大分離した斜視図。
【図２０Ａ】図１４において、養液供給器の設置部分を抜粋拡大して示す側面図。
【図２０Ｂ】図２０Ａにおいて、シリンダーが正駆動された状態を示す側面図。
【図２１Ａ】図２０Ａの一部を切り取って拡大して内側からみた側面図。
【図２１Ｂ】図２１Ａにおいて、養液供給器の作動状態を示す側面図。
【図２２】図１４に適用される栽培筒部材の他の例を示す斜視図。
【図２３】本発明の第４の実施形態による植物栽培システムの概略側面図。
【図２４】図２３の植物栽培システムの平面図。
【図２５】図２３の植物栽培システムを一部切り取って示す側面図。
【図２６】図２４において、一部を抜粋拡大して示す平面図。
【図２７】図２４において、一部を抜粋拡大し、切り取って示す背面図。
【図２８Ａ】図２４において、栽培筒部材を抜粋拡大した斜視図。
【図２８Ｂ】図２８Ａの栽培筒部材を拡大し、切り取って示す側面図。
【図２８Ｃ】図２８Ａの栽培筒部材を一部省略して拡大分離した斜視図。
【図２９Ａ】図２４において、養液供給器を抜粋拡大して一部を切り取って省略した正面
図。
【図２９Ｂ】図２９Ａにおいて、垂直シリンダーが正駆動された状態を示す正面図。
【図３０Ａ】図２９Ａにおいて、養液供給器の設置部分を一部切り取って拡大した側面図
。
【図３０Ｂ】図３０Ａにおいて、養液供給器が作動する状態を示す側面図。
【図３１】図３０Ａにおいて、養液が栽培筒部材に供給される状態を抜粋拡大して示す側
断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
本発明の第１の実施形態による植物栽培システムは、栽培室１０と、前記栽培室の内部に
設けられる循環器２０と、前記循環器によって栽培室の内部空間を移動循環するように循
環器に隔設する多数の栽培筒部材３０と、前記栽培筒部材に養液を供給する養液供給器４
０と、前記栽培室の内部に浄化済みの外部空気を供給し、または、内部空気を循環または
外部に排出する送風器５０と、を備えてなることを特徴とする。
【００２８】
栽培室１０は、通常のガラス温室やビニールハウスなどのように４壁１１と天井１２がビ
ニールや透明プラスチック板およびアクリル樹脂板やガラス板などの透明部材から形成さ
れるものであり、前記４壁のうちのいずれか１つまたは１以上の壁には栽培管理および収
穫などのための作業者の出入扉が設けられる。
【００２９】
そして、栽培室１０の内部には反射板１０ａを設けて循環器２０の周りに当てられる太陽
光を栽培筒部材３０に送ることが好ましい。
【００３０】
このために、栽培室１０が設けられる方向に応じて、枠体１３の周りのうち、太陽光を最
大限に受光可能な位置に、曲面状の反射面が前記枠体と対応するように、反射板１０ａを
支持枠体１３ａによって支持されるように設けて、周りに入射する太陽光を集めて栽培筒
部材３０に向かって反射して、光エネルギーの供給の増大を図る。
【００３１】
このような反射板１０ａの左右には、補助反射板１０ｂをヒンジでそれぞれ設け、各下端
には車輪１０ｃを付設して、必要に応じて選択的にまたは一緒に完全に拡開したり適切な
角度で拡開することにより、栽培筒部材３０に太陽光を一層効率よく多量反射することが
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可能になる。
【００３２】
循環器２０は、減速モーター２１と、複数のチェーンギア２２および左右のチェーン２３
を備えてなり、前記チェーンギアおよびチェーンは栽培室１０の広さや高さはもちろん、
栽培すべき植物の種類などを考慮して内部空間を最大限に活用できるように設ける。
【００３３】
例えば、図１に示すような内部空間を有する栽培室１０に設ける場合には、左右の前方垂
直梁１３１と、前記前方垂直梁に各後端を固定して前方に延出する左右水平梁１３２と、
左右の後方垂直梁１３３と、前記前方垂直梁の直ぐ後方に位置する左右の垂直梁１３４と
、前記前後方と左右垂直梁の上下および途中部を水平に連結・固定する複数の左右水平支
持梁１３５と、前記水平支持梁を傾斜させて連結・固定する複数の左右傾斜支持梁１３６
と、からなる枠体１３を前記栽培室に設ける。
【００３４】
そして、左右の前後方垂直梁１３１、１３３と左右の垂直梁１３４との間の間隔が広い場
合には、その間隔を考慮して、これらの間に１または１以上の左右垂直支持梁１３７を左
右水平支持梁１３５の各内側面に上下に横切るように固設して枠体１３を補強することが
好ましい。
【００３５】
一方、複数の左右チェーンギア２２は、左右の前方垂直梁１３１の各上端と下側、左右の
水平梁１３２の各前端と、左右の後方垂直梁１３３の各上端と途中および下側と、左右垂
直梁１３４の各上端と途中などの当該部分をそれぞれ左右に横切るように設けるそれぞれ
の軸２４の両端に軸固定する。
【００３６】
また、左右のチェーン２３は、それぞれ左右の前方垂直梁１３１の各下側位置のチェーン
ギア２２と、左右水平梁１３２の前端位置のチェーンギア２２を経て、前記前方垂直梁の
上端位置のチェーンギア２２と、左右の後方垂直梁１３３の上端位置のチェーンギア２２
と、左右垂直梁１３４の上端位置のチェーンギア２２と、前記左右の後方垂直梁の途中位
置のチェーンギアと、前記左右垂直梁の途中位置のチェーンギア２２および前記左右の後
方垂直梁の下側位置のチェーンギア２２を次第に経由しつつ移動するように掛設する。
【００３７】
このようにして設けると、各チェーン２３は前方垂直梁１３１の上端から、後方垂直梁１
３３の上端と左右の垂直梁１３２の上端を経て、前記後方垂直梁の下端の間を「己」字状
に水平移動して通過するため、栽培室１０の内部空間面積に比べて、後述するように、栽
培筒部材３０を多数設けることができて、空間活用を極大化させる。
【００３８】
また、各チェーン２３が左右水平梁１３２の前端位置のチェーンギア２２を経らせること
は、後述するように、作業者が、前記左右水平梁の手前に立って、前記チェーンギアを通
過する栽培筒部材３０において生長する植物の栽培管理や収穫を行うことを可能にするこ
とにより、作業性を大幅に向上させるためである。
【００３９】
加えて、各左右の垂直梁１３１、１３３、１３４の内側面におけるチェーン２３が通過す
る各当該位置にはそれぞれ案内レール１４を水平に固設して前記チェーンを支えることに
より、チェーンが栽培筒部材３０の荷重によって垂れ下がったり移動路を外れたりするな
どの現象が発生することが防がれる。
【００４０】
一方、チェーン２３の各チェーンローラー２３１は、その直径を内外プレート２３２の上
下幅よりも大径にして、図７に示すように、前記内外プレートは案内レール１４と接触せ
ず、チェーンローラーの外周面が案内レールの底面に接地されて回転しつつ移動するよう
にする。
【００４１】
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これにより、チェーン２３が案内レール１４によって支えられる状態で通過する過程で、
チェーンローラー２３１の外周面が前記案内レールの底面に接地されて回転しつつ移動す
るので、摩擦による抵抗が発生せず、その結果、チェーンの移動循環が円滑になされるこ
とはもちろん、摩耗または騒音の発生と寿命短縮などが防がれる。
【００４２】
そして、案内レール１４の上下面にはチェーンローラー２３１の外周面が収まるレール溝
１４１を所定の深さに形成し、前記チェーンローラーがレール溝によって支持される状態
で前記チェーンローラーを回転移動させることにより、栽培筒部材３０の荷重が掛止軸２
６に加わってもチェーン２３は前記案内レールを外れることなく安定した状態で移動する
こととなる。
【００４３】
また、案内レール１４の下面の内端にはローラーレール１４’を一体的に下向きに延設し
、栽培筒部材３０の左右面には前記ローラーレールに支えられて回転移動するローラー２
３３を軸設する。
【００４４】
これにより、栽培筒部材３０の荷重がローラー２３３と掛止軸２６に分散されるため、前
記ローラーとチェーンローラー２３１が円滑に回転移動し、これに伴い、前記栽培筒部材
とチェーン２３は一層安定した状態で移動循環することとなる。
【００４５】
加えて、移動循環する栽培筒部材３０の下面が通過する位置に相当する左右の垂直支持梁
１３７の内側面の各当該部位には左右に横切るように前後の水平受け梁１３７’を固設し
、前記水平受け梁の上面の左右側には受けレール１５を前後に横切るように水平に設けて
前記栽培筒部材の下面を支えることにより、水平を維持し、かつ、その荷重を左右のチェ
ーン２３とローラー２３３に集中せず、前記受けレールにも分散させることがさらに好ま
しい。
【００４６】
そして、受けレール１５は、上端に、比較的に薄肉に合成樹脂製の受け片１５１を垂直に
結合して栽培筒部材３０の下面と接触させることにより、摩擦力が最大限に減少して一層
円滑に移動するようにし、長期使用により摩耗が進んだ場合には、前記受け片のみ簡単に
交替すればよい。
【００４７】
一方、減速モーター２１は、その出力軸をそれぞれの軸２４のうち後方垂直梁１３３の下
側を左右に横切るように設けた軸に連結すると説明されているが、本発明はこれに限定さ
れるものではなく、前記それぞれの軸のうちどの位置の軸に連結してもよいことはいうま
でもない。
【００４８】
なお、チェーン２３が循環する移動路の適正位置、好ましくは、減速モーター２１の出力
軸と連結される軸２４に設けられたチェーンギア２２を通過した位置にはテンション部材
２７を設けて、前記チェーンが緩まらないように支える。
【００４９】
栽培筒部材３０は、上面が開放された筒体３１と、前記筒体の上面両端部にそれぞれ固定
し、上端が「∩」字状を呈する掛止片３２と、前記開放された上面を覆うように結合され
、植木鉢３０ａの係合孔３３１が形成されたカバー板３３と、を備えてなる。
【００５０】
筒体３１は横長に形成され、掛止片３２は開放された上面の両端部をそれぞれ覆うように
取り付ける各固定板３２１の上面に一体的に形成して、後述するように、栽培筒部材３０
を左右チェーン２３に所定の間隔をあけて引っ掛けて吊設する。
【００５１】
カバー板３３は、筒体３１の上面の両端部に取り付けた固定板３２１の間の距離に比例す
る長さを有し、係合孔３３１は、植木鉢３０ａの直径を考慮して適正数を隔設する。
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【００５２】
これらの係合孔３３１にそれぞれ植木鉢３０ａを係合すれば、前記係合孔に引っ掛かる上
端部を除く残りの部分は、筒体３１に収容される養液に浸漬され、ここに養分が供給され
る。
【００５３】
また、筒体３１の上端の前後には係合部３１１を長手方向に凹設し、カバー板３３の前後
端には前記係合部と係合する係合片３３２を下向きに延出して、前記カバー板が筒体の上
面に簡単に着脱できるようにする。
【００５４】
一方、筒体３１には、イチゴなどの茎が広がる植物を栽培するとき、茎を支える受け板３
４を着脱してもよい。
【００５５】
このために、筒体３１の前後面の上端には結束部３１２をそれぞれ長手方向に凹設し、こ
れに対応する受け板３４の一方の端には前記結束部に着脱する結束片３４１を長手方向に
下向きに延出する。
【００５６】
このような受け板３４は、広がる茎を自然に支えるために、結束片３４１が形成された一
方の端は水平にし、上向きに湾曲する他方の端に進むにつれて緩やかな角度で下向きに傾
斜するように延設する。
【００５７】
そして、両側の固定板３２１のうちのいずれか一方の固定板に形成する取付孔には水位計
３５を垂直に貫設して、筒体３１に収容されている養液の水位を常時確認可能にすること
により、養液が不足したときには養液供給器４０を作動させて直ちに供給し、適正水位に
なれば供給を中断する。
【００５８】
さらに、カバー板３３の途中には注入孔３３３を形成して、後述するように、前記カバー
板が筒体３１の上面に結合されている状態で、養液供給器４０によって供給される養液が
前記注入孔を介して筒体に注入されるようにする。
【００５９】
また、筒体３１が長尺である場合には、開放された上面の途中に注入孔３３３付き隔板３
６を固定し、前記隔板によって左右に画設される開放された上面には画設された長さに形
成したカバー板３３をそれぞれ結合する。
【００６０】
これは、筒体３１が長尺である場合に、カバー板３３も同じ長さに形成すれば係合孔３３
１の数も増大するため、植木鉢３０ａを全て結合したときにその重さによって前記カバー
板が変形されるなどの現象が発生することを防ぐためである。
【００６１】
このような栽培筒部材３０を循環器２０に設けるために、左右のチェーン２３の相対向す
る内面には所定の間隔をあけて「Ｌ」字状のブラケット２５の各垂直部を固定し、各水平
部には掛止軸２６をそれぞれ水平に固設する。
【００６２】
このため、栽培筒部材３０を循環器２０に設けるときには、左右チェーン２３の相対向す
る内面に水平に取り付けられている各掛止軸２６に掛止片３２の上端をそれぞれ引っ掛け
て軸結合すれば、前記栽培筒部材がチェーンの間に所定の間隔をあけて簡単に吊設され、
この状態で減速モーター２１が駆動されて前記チェーンを回動させると、栽培筒部材は栽
培室１０の内部空間を「己」字状に移動循環することとなる。
【００６３】
このように移動循環する過程で、掛止片３２の曲面を呈する上端が掛止軸２６に引っ掛か
る状態で軸結合されているため、栽培筒部材３０は自重によって常時平衡を取るように吊
り下げられて移動し、これにより、図６に示すように、前記栽培筒部材が各チェーンギア
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２２を通過するときにも平衡を取りつつ通過することとなる。
【００６４】
このように栽培筒部材３０を循環させる理由は、各植木鉢３０ａで生長する植物に満遍な
く光エネルギーを当てるためであり、その循環速度は、必要に応じて、減速モーター２１
の回転速度を制御して調節すればよい。
【００６５】
一方、以上では、栽培筒部材３０を上端が「∩」字状を呈する掛止片３２により掛止軸２
６に引っ掛けて吊設すると説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、上端が
管状を呈する掛止片にしてもよい。
【００６６】
また、以上では、筒体３１の開放された上面にはカバー板３３を、固定板３２１の上面に
は水量計３５をそれぞれ結合すると説明したが、このような栽培筒部材３０は養液だけで
栽培する植物に使用するためのものであり、イチゴなどの土を必要とする植物を栽培する
ときには、前記カバー板と水量計を設けることなく、図１１に示すように、筒体の内部の
下側には比較的に粒子が太い磨沙土３７などを入れ、その上側には培養土３８を適正の厚
さで覆った後、イチゴ苗を所要の間隔にて移植して生長させればよい。
【００６７】
磨沙土３７と培養土３８などはいずれも滅菌処理したものを使用することにより、病虫害
の発生が防がれ、前記磨沙土は、養液を筒体３１の全体に速やかに供給する働きもする。
【００６８】
さらに、筒体３１の下面の一方の端部には排水孔３１４を形成し、前記排水孔に対応する
一方の側垂直支持梁１３７の内側面の各当該位置には水受け１６をそれぞれ前後に横切る
ように設ける。
【００６９】
このように磨沙土３７と培養土３８を用いる栽培筒部材３０に養液を供給するときには、
養液供給器４０を作動させて排水孔３１４が形成されていない他方の端部の直ぐ上方から
養液を供給して、内部に入れられている前記培養土と磨沙土を他方の端部から濡らしつつ
流して一方の端部まで次第に濡らすことが好ましい。
【００７０】
このようにして供給された養液を一方の端部まで完全に濡らしたら、養液の一部が排水孔
３１４を介して下部に排水されて水受け１６に流下するため、水量計３５がなくても養液
が十分に供給されていることを確認することができ、次いで、養液供給器３０の作動を停
止して供給を中断すればよく、排水された養液は前記水受けと連結される別途の集水槽（
図示せず）に送られ、集められて再使用される。
【００７１】
養液供給器４０は、通常の養液槽（図示せず）に貯溜されている養液を吐き出すポンプ４
１と、一方の端は前記ポンプに連結され、他方の端４２１は枠体１３の一方の途中から下
部の内側に向かって配管される供給管４２と、前記他方の端に途中部が連結され、枠体の
最下側を通過する多数の栽培筒部材３０の途中の直ぐ上方で前後に横切るように水平に設
けられる分配管４３と、前記分配管の下面に注入孔３３３に対応する間隔をあけて付設さ
れる供給口４４と、を備えてなる。
【００７２】
このように分配管４３を枠体１３の最下側を通過する栽培筒部材３０の途中の直ぐ上方で
前後に横切るように設ける理由は、上部に設けると、たとえ部分的であるとしても、太陽
光が遮断されてしまう現象が来たされるため、これを極力抑えるためである。
【００７３】
このような養液供給器４０のポンプ４１が作動して養液槽に貯溜されている養液を吐き出
すと、養液は供給管４２を経て他方の端部４２１に連結された分配管４３の各供給口４４
を介してその直ぐ下方に位置する注入孔３３３を介して筒体３１の内部に供給される。
【００７４】
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また、養液供給器４０から各栽培筒部材３０へと養液を供給するときには、まず、循環器
２０の作動を中断して前記栽培筒部材の移動を止めた後、分配管４３の直ぐ下方に位置す
る前記栽培筒部材に各供給口４４を介して同時に養液を供給し、供給が完了すれば、前記
循環器を再作動させて、養液の供給された栽培筒部材は移動して分配管の下方から逸脱さ
せ、次の供給対象となる栽培筒部材を各供給口に位置させた後に停止して養液を供給する
過程を所要のサイクル数だけ繰り返し行えばよい。
【００７５】
このように養液を供給する過程における養液の水位は水量計３５によって直ちに確認され
、これにより、適量が供給されたときに養液供給器５０の作動を止めればよい。
【００７６】
送風器５０は、送風ファン５１と、後端が前記送風ファンに連結されて枠体１３の一方の
側の下部を前後に横切るように配管する送風管５２と、前記送風管に後端が所定の間隔を
あけて連結されてそれぞれ枠体の下面を左右に横切るように配管される多数の送風支管５
３と、前記送風支管の各上面に所定の間隔をあけて付設される排気口５４と、を備えてな
る。
【００７７】
この種の送風器５０は、送風ファン５１を働きかけて外部空気（ＣＯ２またはＯ２を含む
）や内部空気を選択的に吸入する。
【００７８】
すなわち、送風ファン５１を働きかけて吸入される空気は、送風管５２を介して各送風支
管５３に供給されて各排気口５４を介して枠体１３の下部から上方へと排出されるため、
各栽培筒部材３０に浄化済みの外部空気を供給し、または、内部空気を循環供給させ、こ
れにより、内部温度が調節されることはもちろん、新鮮な空気の供給と通風が円滑になさ
れて快適な環境が造成されて生長が促されるとともに、植物と実が腐ることが防がれるな
ど、植物が快適な環境で生長することが可能になる。
【００７９】
一方、左右のチェーン２３を、左右の垂直梁１３１、１３３、１３４の間を「己」字状に
通過するように設けると、上側を通過する栽培筒部材３０を除くその下方は太陽光があま
り当たらない脆弱部位となるため、これを解消するとともに、全天候で光エネルギーを十
分に供給するためにランプ６０を設けることが好ましい。
【００８０】
このために、枠体１３における太陽光があまり当たらない当該部位には、多数のランプ６
０をそれぞれ栽培筒部材３０の移動方向を左右に横切るように枠体１３に隔設し、必要に
応じてまたは常時点灯しておく。
【００８１】
これにより、植木鉢３０ａの植物には、通過する位置によらずに、光エネルギーが満遍な
く当てられるので、自然環境に大きく影響されることなく、全天候で短期間に生長および
収穫が可能になることはもちろん、場所に寄らずに栽培することも可能になる。
【００８２】
このように構成される本発明の実施形態による植物栽培システムにおける、栽培筒部材３
０が移動循環する上下の間隔や栽培筒部材間の間隔は、植物の特性を考慮して生長に影響
を及ぼさない範囲内で設定する。
【００８３】
すなわち、イチゴなどの植物は上方よりは横に茎が伸びて生長するものであるため、栽培
筒部材３０は、上下間隔よりは左右間隔を広げる必要があるのに対し、白菜やレタスなど
の植物は上方に伸びて生長するものであるため、左右間隔よりは上下間隔を広げる必要が
ある。
【００８４】
このための栽培筒部材３０の左右間隔の調節は、左右チェーン２３に所定の間隔をあけて
固定されている掛止軸２６に前記栽培筒部材の数を選択して引っ掛けるだけで行えばよく
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、上下間隔は、前記左右チェーンを引っ掛けるチェーンギア２２の直径を調節することに
より行えばよい。
【００８５】
また、枠体１３の下部には車輪を設け、地面にはガイドレールを設けて、前記枠体を載置
して移動できるようにしてもよい。
【００８６】
図１２は、本発明の第２の実施形態による植物栽培システムを一部切り取って概略的に示
す側面図であり、図１３は、図１２の植物栽培システムにおいて、一部を省略して示す正
面図である。
【００８７】
この第２の実施形態による植物栽培システムは、栽培筒部材３０を昇降させ、且つ、水平
に移動循環させることを特徴とするものであり、このために、枠体１３は、長尺の複数の
左右長垂直梁１３８の間に短尺の複数の短垂直梁１３９が１本ずつ交互に配置されるよう
に各上端と下端をそれぞれの左右水平梁１３２に所定の間隔をあけて固定して形成する。
【００８８】
また、複数の左右チェーンギア２２は、各左右長垂直梁１３８の上端と、各左右短垂直梁
１３９の上端および下側の左右水平梁１３２の前後端を左右に横切るように設ける複数の
軸２４の左右端にそれぞれ軸固定し、左右チェーン２３は、それぞれ前記左右チェーンギ
アを次第に経るように引っ掛ける。
【００８９】
このようにして引っ掛けると、左右チェーン２３は、下側の左右水平梁１３２の前後端の
位置に軸設されたチェーンギア２２の間を通過するときには水平に移動するのに対し、左
右長垂直梁１３８の上端と各左右短垂直梁１３９の上端を次第に通過するときには上昇と
下降を繰り返しつつ通過することとなる。
【００９０】
このため、左右チェーン２３に所定の間隔をあけて固定された掛止軸２６に掛止片３２を
引っ掛けて栽培筒部材３０を設けると、前記栽培筒部材は栽培室１０の内部空間をほとん
ど垂直に近い斜め方向に複数回に亘って上昇と下降を繰り返した後、水平に移動循環する
過程を繰り返し行う。
【００９１】
このように栽培筒部材３０を循環させると、斜め方向に複数回に亘って上昇と下降を繰り
返す間の間隔が広いため、前記第１の実施形態における「己」字状に移動循環させること
に比べて、比較的に全部分に太陽光が当てられるという特徴があり、これにより、ランプ
６０を設けなくても済むか、あるいは、設けてもその数を前記第１の実施形態に比べて大
幅に減らすことが可能になるなどのメリットがある。
【００９２】
そして、養液を供給する供給管４２の他方の端部４２１に連結される分配管４３は、前記
第１の実施形態でのように、枠体１３の最下側を通過する多数の栽培筒３１の途中の直ぐ
上方で前後に横切るように水平に設ければよい。
【００９３】
図１４は、本発明の第３の実施形態による植物栽培システムの概略側面図であり、図１５
は、図１４の植物栽培システムの拡大背面図であり、図１６は、図１４において一部を抜
粋拡大して示す平面図であり、図１７は、図１４において一部を抜粋拡大し、切り取って
示す背面図であり、図１８Ａは、図１４において栽培筒部材を抜粋拡大した斜視図であり
、図１８Ｂは、図１８Ａの栽培筒部材を拡大し、切り取って示す側面図であり、図１８Ｃ
は、図１８Ａの栽培筒部材を一部抜粋して分離した斜視図であり、図２０Ａは、図１４に
おいて養液供給器の設置部分を抜粋拡大して示す側面図であり、図２０Ｂは、図２０Ａに
おいてシリンダーが正駆動された状態を示す側面図であり、図２１Ａは、図２０Ａの一部
を切り取って拡大して内側からみた側面図であり、図２１Ｂは、図２１Ａにおいて養液供
給器の作動状態を示す側面図である。
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【００９４】
本発明の第３の実施形態による植物栽培システムは、栽培室１０と、前記栽培室の内部に
設けられる循環器２０と、前記循環器によって栽培室の内部空間を移動循環するように循
環器に隔設する多数の栽培筒部材３０と、前記栽培筒部材に養液を供給する養液供給器４
０と、を備えてなる。
【００９５】
栽培室１０は、通常のガラス温室やビニールハウスなどのように４壁１１と天井１２がビ
ニールや透明プラスチック板およびアクリル樹脂板やガラス板などの透明部材から形成さ
れ、前記４壁のうちのいずれか１壁または１以上の壁には、栽培管理および収穫などのた
めの作業者の出入扉が設けられる。
【００９６】
循環器２０は、減速モーター２１と、複数の左右チェーンギア２２および左右のチェーン
２３を備えてなり、前記チェーンギアとチェーンは栽培室１０の広さや高さはもちろん、
栽培すべき植物の種類などを考慮して、栽培室１０の内部空間を最大限に活用できるよう
に枠体１３に設けられる。
【００９７】
複数の左右チェーンギア２２は、枠体１３の前側部の内面左右の下側と上端、および後側
部の内面左右の上端と途中と下端位置に、それぞれの軸２４に設けられる。
【００９８】
そして、前側部の内面の下側に左右チェーンギア２２を設け、減速モーター２１の駆動力
を直接的に伝達される軸２４は、枠体１３の内面左右を横切る長尺の長軸からなり、前側
部の内面左右の上端と、後側部の内面左右の上端と途中および下端位置に左右チェーンギ
ア２２を設ける軸２４は、前記枠体の左右内面を横切らない短尺の短軸からなるため、枠
体の構造が極めて簡単になるだけではなく、設置コストも節減される。
【００９９】
左右チェーン２３は、それぞれ前側部の下側位置のチェーンギア２２と後側部の途中位置
のチェーンギアを経て、前側部の上端位置のチェーンギアと、後側部の上端位置のチェー
ンギアおよび下端位置のチェーンギアを次第に経た後、さらに前記前側部の下側位置のチ
ェーンギアを通過して移動するように引っ掛けて設ける。
【０１００】
これにより、左右チェーン２３が水平部を略「己」字状に移動循環するように枠体１３に
設けられるため、栽培室１０の内部空間面積に比べて栽培筒部材３０を多数設けることが
可能になり、これにより、空間活用度が極大化される。
【０１０１】
一方、減速モーター２１は、枠体１３の前側部の下端内側に位置するように設けられ、そ
の駆動軸と前側部の内面の下側に左右チェーンギア２２を設ける軸２４の左端にそれぞれ
軸着する電動チェーンギアと電動チェーン２３ａによって前記減速モーターの駆動力が前
側部の内面の下側の左右チェーンギアを設ける軸に伝わって左右チェーン２３を移動させ
ることとなる。
【０１０２】
また、左右チェーン２３が通過する枠体１３の左右内側面の各水平部分には案内レール１
４を水平に設けて、前記チェーンの大径の各チェーンローラー２３１を支える。
【０１０３】
これにより、チェーン２３は、移動時に案内レール１４と接触しなくなるため、摩擦によ
る抵抗や摩耗などが発生せず、移動循環が円滑になされることはもとより、騒音発生や寿
命短縮などが防がれる。
【０１０４】
さらに、案内レール１４の内側面の下端にはローラーレール１４’を一体的に下向きに延
設して、栽培筒部材３０の左右面に付設されるローラー２３３を支えることにより、前記
栽培筒部材の荷重がチェーン２３に加わらず、その結果、前記栽培筒部材とチェーンが一
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層安定した状態で円滑に移動循環される。
【０１０５】
そして、減速モーター２１の駆動力を直接的に伝達される前側部の内面下側の左右チェー
ンギア２２は、他の位置のチェーンギア２２よりも大径のものを用いる。
【０１０６】
これにより、大径のチェーンギア２２は小径のチェーンギアに比べて回転数が減るのに対
し、回転力は強くなるため、停止状態の左右チェーン２３を回動させる初期は言うまでも
なく、回動させ続ける過程でも減速モーター２１に加わる負荷を極力抑えるため、故障な
どの発生が防がれる。
【０１０７】
なお、左右チェーン２３の相対向する内面には、栽培筒部材３０を設けるために、所定の
間隔をあけて「Ｌ」字状のブラケット２５の各垂直部を固定し、その水平部には掛止軸２
６をそれぞれ水平に固定する。
【０１０８】
栽培筒部材３０は、上面と左右端が開放される筒体３１と、前記筒体の左右端を封じるよ
うにそれぞれ結束する封合板３１’と、前記封合板の上面の途中に付設され、上部が「∩
」字状を呈する掛止片３２と、前記封合板の上面の前後側に形成される養液の注入孔３３
３と、を備えてなる。
【０１０９】
筒体３１は、苗板３０ｂに縦横の複数列に載置し、種子を発芽させた植木鉢３０ａをそれ
ぞれ外すことなく、前記苗板ごとに移載可能な広さの幅に長く形成される。
【０１１０】
一方、栽培筒部材３０の左右または左右のいずれか一方の底面にはオーバーフロー管３１
ａを付設して、過剰に供給される養液は排水することにより、常時適正の水位が維持され
る。
【０１１１】
このような栽培筒部材３０を循環器２０に設けるときには、左右チェーン２３の相対向す
る内面に水平に固定されている各掛止軸２６に左右掛止片３２の上端をそれぞれ引っ掛け
ればよい。
【０１１２】
これにより、栽培筒部材３０は、掛止軸２６を軸として回動可能に左右チェーン２３の間
に所定の間隔をあけて吊り下がる状態で軸設され、これにより、減速モーター２１が駆動
されて前記チェーンを回動させると、栽培筒部材は栽培室１０の内部空間を「己」字状に
移動循環することとなる。
【０１１３】
このように移動循環する栽培筒部材３０は、移動循環する過程で減速モーター２１の停止
によってチェーン２３が止まっても、慣性によって掛止軸２６を軸として前後に揺れると
いった現象などが発生しない程度の低速にて移動循環することとなる。
【０１１４】
図１９Ａは、図１４に適用される栽培筒部材の他の例を示す斜視図であり、図１９Ｂは、
図１９Ａの栽培筒部材を一部省略して拡大分離した斜視図である。
【０１１５】
この他の例の栽培筒部材３０は、植木鉢３０ａを１つずつ所定間隔を隔てるように移して
結合するためのものであり、上面と左右端が開放される前後筒体３１と、前記筒体の左右
端を各内面の前後に押し付けて封じるように結束する左右封合板３１’と、前記封合板の
上面の途中に付設され、上部が「∩」字状を呈する掛止片３２と、前記前後筒体の上面を
それぞれ長手方向に覆うように結合するカバー板３３と、前記封合板の上面の前後側に形
成される養液の注入孔３３３と、を備えてなることを特徴とする。
【０１１６】
カバー板３３の前後端には係合片３３２を下向きに延出し、筒体３１の前後面の上端には
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前記係合片を係合する係合部３１１をそれぞれ凹設して、前記カバー板の筒体への安定し
た結合を図る。
【０１１７】
このようなカバー板３３の各係合孔３３１に植木鉢３０ａをそれぞれ係合すれば、前記植
木鉢は各係合孔に引っ掛かる上端部を除く下部が筒体３１の内部に収容されて供給される
養液によって養分の供給を受ける。
【０１１８】
また、筒体３１の左右または左右のうちのいずれか一方の底面にはオーバーフロー管３１
ａを付設して、過剰に供給される養液は排水することにより、常時適正水位が維持される
。
【０１１９】
養液供給器４０は、枠体１３の右側面の上部に水平に設けられるシリンダー４５と、前記
シリンダーのロッド４５１に取り付けられて前後に移動するように設けられる供給弁４６
と、前記供給弁の前後部にそれぞれ下向きに延設される前後供給口４４と、を備えてなる
。
【０１２０】
そして、前後供給口４４には、通常の養液槽（図示せず）に貯溜されている養液を吐き出
すポンプ（図示せず）に各一方の端を連結する分配管４３の他方の端がそれぞれ連結され
る。
【０１２１】
また、前後供給口４４は、栽培筒部材３０の開放された左右端を封じる封合板３１’の各
上面の前後部に形成されている注入孔３３３に比例する間隔をあけてその直ぐ上方に位置
するようにロッド４５１に取り付けられ、これにより、前記栽培筒部材が移動循環すると
きに注入孔は供給口の直ぐ下方を通過することとなる。
【０１２２】
このように構成される養液供給器４０により養液を供給するときには、栽培筒部材３０が
移動循環している状態で、シリンダー４５を正駆動させて、ロッド４５１によって前後供
給口４４を前記栽培筒部材の移動循環方向とは逆方向である後方に移動させて停止する。
【０１２３】
この状態で、移動循環している栽培筒部材３０のうち、養液が供給される栽培筒部材に形
成された注入孔３３３が前後供給口４４の直ぐ下方、すなわち、養液の供給を受ける定位
置に達してセンサー（図示せず）によって感知されれば、シリンダー４５を逆駆動させて
ロッド４５１を移動循環している前記栽培筒部材と等速にて前方に移動させつつ同時に供
給弁４６を開弁する。
【０１２４】
これにより、注入孔３３３と前後供給口４４が等速にて移動する過程で、養液は供給弁４
６を通過して前記供給口を経てその直ぐ下方に位置する注入孔を介して筒体３１の内部に
供給される。
【０１２５】
このような養液の供給作動は、シリンダー４５を逆駆動させてロッド４５１が前方に移動
する距離の範囲内で行われる。
【０１２６】
この後、ロッド４５１の前方への移動が完了すれば、シリンダー４５をさらに正駆動させ
て前記ロッドを後方に移動させて次の位置の栽培筒部材３０に養液を供給する上記の作動
を繰り返し行う。
【０１２７】
これにより、栽培筒部材３０は、移動循環を停止することなく、次第に養液を供給するこ
とが可能になり、このようにして前記全ての栽培筒部材に適量の養液が供給されたときに
養液供給器４０の作動を止めればよい。
【０１２８】
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一方、養液供給器４０の作動により供給されて栽培筒部材３０に収容される養液の量が増
大すれば、その余剰分はオーバーフロー管３１ａを介して排出されるため、前記栽培筒部
材には適用の養液が収容される。
【０１２９】
また、各案内レール１４’の下端には、上部が開放された水受け１６の各外側面の上端を
長手方向に固設して、オーバーフロー管３１ａの下端を前記水受けの開放された上部に位
置させる。
【０１３０】
そして、各水受け１６の下面の後端部に配備される排水口１６ａは、集水管１７を介して
集水槽に連結して、オーバーフロー管３１ａを介して排水される養液があれば集水槽に送
られて再使用される。
【０１３１】
図２２は、図１４に適用される栽培筒部材のさらに他の例を示す斜視図である。
【０１３２】
このさらに他の例の栽培筒部材３０は、封合板３１’の上面の途中部に、上部３２ａは「
∩」字状を呈し、前記上部の一方の端から下向きに延出する下部３２ｂは「人」字状を呈
する掛止片３２を付設してなることを特徴とする。
【０１３３】
このように構成される栽培筒部材３０は、筒体３１に植木鉢３０ａを移載したときはいう
までもなく、植物が生長する過程などでその重さが掛止軸２６に引っ掛けた掛止片３２の
上部３２ａを中心として前後のいずれか一方がさらに重くなるといった現象が発生しても
、前記掛止片の「人」字状を呈する下部３２ｂが、前記栽培筒部材の左右において、栽培
筒部材が前後のいずれか一方に傾かないように中心を取っているため、常時平衡状態を維
持しつつ移動循環することとなる。
【０１３４】
図２３は、本発明の第４の実施形態による植物栽培システムの概略側面図であり、図２４
は、図２３の植物栽培システムの平面図であり、図２５は、図２３の植物栽培システムを
一部切り取って示す側面図であり、図２６は、図２４において一部を抜粋拡大して示す平
面図であり、図２７は、図２４において一部を抜粋拡大し、切り取って示す背面図であり
、図２８Ａは、図２４において栽培筒部材を抜粋拡大した斜視図であり、図２８Ｂは、図
２８Ａの栽培筒部材を拡大し、切り取って示す側面図であり、図２８Ｃは、図２８Ａの栽
培筒部材を一部省略して拡大分離した斜視図であり、図２９Ａは、図２４において養液供
給器を抜粋拡大して一部を切り取って省略した正面図であり、図２９Ｂは、図２９Ａにお
いて垂直シリンダーが正駆動された状態を示す正面図であり、図３０Ａは、図２９Ａにお
いて養液供給器の設置部分を一部切り取って拡大した側面図であり、図３０Ｂは、図３０
Ａにおいて養液供給器が作動する状態を示す側面図であり、図３１は、図３０Ａにおいて
養液が栽培筒部材に供給される状態を抜粋拡大して示す側断面図である。
【０１３５】
この第４の実施形態による植物栽培システムは、通常のガラス温室やビニールハウスなど
のように４壁と天井がビニールや透明プラスチック板およびアクリル樹脂板やガラス板な
どの透明部材から形成され、前記４壁のうちのいずれか１壁または１以上の壁には、栽培
管理および収穫などのための作業者の出入扉が設けられる栽培室と、減速モーター２１と
、複数の左右チェーンギア２２と、左右のチェーン２３と、を備えてなり、前記チェーン
ギアとチェーンが、栽培室の広さや高さはもちろん、栽培すべき植物の種類などを考慮し
て内部空間を最大限に活用できるように枠体１３に設けられる循環器２０は、前記第３の
実施形態によるそれと同様に構成されるのに対し、栽培筒部材３０と前記栽培筒部材に養
液を供給する養液供給器４０は、前記第３の実施形態によるそれらとは異なるように構成
されることを特徴とする。
【０１３６】
この第４の実施形態による栽培筒部材３０は、前後一対の筒体３１と、封合板３１’およ
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び前後カバー板３３を備えてなる。
【０１３７】
筒体３１は、上面と左右端は開放され、狭幅且つ長尺に形成され、前後面の上端には長手
方向に係合部３１１が凹設され、前記前後面のうちのいずれか一方面の途中の位置には養
液の注入孔３３３が隔設される。
【０１３８】
これらの筒体３１は、開放された左右端を封合板３１’の各内面の前後側に封着するよう
に固設することにより、供給された養液が漏れ出ることを防ぎ、これにより、前後に画設
される前記筒体の間には上下に貫通する通路３１ｂが長手方向に形成される。
【０１３９】
このとき、筒体３１の各前後面のうちのいずれか一方面に形成された注入孔３３３は、前
後で向かい合うように左右端を封合板３１’に固設する。
【０１４０】
これは、後述するように、養液供給器４０が作動して分配管４２の水平部４３ａが下部か
ら通路３１ｂを通って上昇したときに、前記水平部の前後面に所定の間隔をあけて付設さ
れた噴出管４３ｃを前後筒体３１の注入孔３３３と合致させることにより、吐き出される
養液を前記噴出管と注入孔を経由させて前後筒体の内部に同時に供給させるためである。
【０１４１】
そして、封合板３１’の上面の途中部には、上部３２ａは「∩」字状を呈し、前記上部の
一方の端から下向きに延出する下部３２ｂは「人」字状を呈する掛止片３２が付設される
。
【０１４２】
このように付設される掛止片３２を左右チェーン２３の相対向する内面に所定の間隔をあ
けて固定されている掛止軸２６に引っ掛けると、栽培筒部材３０は前記左右チェーンの間
を水平に横切って吊設される。
【０１４３】
また、封合板３１’の外面には、案内レール１４の内側面の下端に一体的に下向きに延設
されたローラーレール１４’に支えられるローラー２３３を付設して、栽培筒部材３０の
荷重がチェーン２３に加わることを防ぐことにより、前記栽培筒部材とチェーンが一層安
定した状態で円滑に移動循環する。
【０１４４】
カバー板３３は、前後筒体３１の開放された上面をそれぞれ長手方向に覆うように結合さ
れ、前後端には、前記筒体に形成された係合部３１１と係合される係合片３３２が下向き
に延出し、上面には、植木鉢３０ａの係合孔３３１が隔設される。
【０１４５】
このように構成される栽培筒部材３０は、各カバー板３３の係合孔３３１に植木鉢３０ａ
をそれぞれ係合したときはいうまでもなく、植物が生長する過程などでその重さが掛止軸
２６に引っ掛けた掛止片３２の上部３２ａを中心として前後のいずれか一方がさらに重く
なるといった現象が発生しても、前記掛止片の「人」字状を呈する下部３２ｂが、前記栽
培筒部材の左右において、栽培筒部材が前後のいずれか一方に傾かないように中心を取っ
ているため、常時平衡状態を維持しつつ移動循環することとなる。
【０１４６】
一方、第２の実施形態による養液供給器４０は、枠体１３の前側部の途中に設けられるも
のであり、分配管４３と、シリンダー４５と、垂直シリンダー４７および集水桶４８を備
えてなる。
【０１４７】
分配管４２は、水平部４３ａと、前記水平部の両端から垂下し、且つ、水平に２段に折り
曲げられて延出する左右端部４３ｂと、から形成され、前記水平部の前後面には、所定の
間隔をあけて噴出管４３ｃが水平に付設される。
【０１４８】
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このような分配管４３の左右端４３ｂのうち、左端は、枠体１３の左側内面に配備される
案内板１８の内側面に垂直に形成された案内溝１８１に係止して垂直に昇降自在に設けら
れ、右端は、垂直シリンダー４７のロッド４７１の上端に固設される。
【０１４９】
このため、垂直シリンダー４７が正駆動されれば、ロッド４７１が垂直に上昇するため分
配管４３は水平状態で上昇し、逆駆動されれば下降する。
【０１５０】
そして、分配管４３の右端は、通常の養液槽（図示せず）に貯溜されている養液を吐き出
すポンプ（図示せず）に供給管４２を介して連結されて養液の供給を受け、左端は養液が
漏れ出ないように密封される。
【０１５１】
集水桶４８は、上面が開放され左右面４８ｂが前後面４８ａよりも低くなる直方体からな
り、前記左右面間の長さは、栽培筒部材３０の左右間の長さよりも僅かに短く、前記前後
面間の間隔は、栽培筒部材の前後面間の間隔よりは僅かに大きくなる。
【０１５２】
これにより、集水桶４８が、１つの栽培筒部材３０の下部から、前後面４８ａよりも低い
左右面４８ｂの上端が前記栽培筒部材の下面の左右に支えられる程度に上昇した後に停止
すれば、栽培筒部材の下部の左右端部は集水桶の左右面の外側に露出されるのに対し、栽
培筒部材の下部前後は集水桶の前後面の間に収まる。
【０１５３】
これにより、栽培筒部材３０の前後筒体３１に形成されている注入孔３３３と、これに対
応するように分配管４３に付設された噴出管４３ｃとが集水桶４８の内部に位置するため
、養液の供給過程で一部流下する養液があれば外部に漏れることなく前記集水桶の内部に
集められる。
【０１５４】
また、集水桶４８は、分配管４３の水平部４３ａが、高さの低い左右面４８ｂの上端を経
て内部上側を左右に横切るように、前記左右面の外面を分配管の左右端部４３ｂにおいて
垂下部分に固定して、前記集水桶を分配管とともに前後移動および垂直昇降させる。
【０１５５】
加えて、集水桶４８の下面の一方の側には養液の集水槽に集水管を介して連結する排水口
４８１を付設して、集められる養液があれば集水槽に送られる。
【０１５６】
このように構成される養液供給器４０により養液を供給するときには、まず、前後筒体３
１付き栽培筒部材３０が移動循環している状態で、枠体１３の右側面の上部に水平に設け
られるシリンダー４５を正駆動させて、そのロッド４５１に垂直に固設される垂直シリン
ダー４７を前記栽培筒部材の移動循環方向とは逆方向である後方に移動させてから停止す
るため、分配管４３と集水桶４８が一緒に後方に移動することとなる。
【０１５７】
この状態で、移動循環している栽培筒部材３０のうち、養液が供給される栽培筒部材の前
後筒体３１の間の通路３１ｂが分配管４３の直ぐ上部、すなわち、養液が供給される定位
置に達してセンサー（図示せず）によって感知されれば、シリンダー４５を逆駆動させて
ロッド４５１を前記栽培筒部材と等速にて前方に移動させるとともに、垂直シリンダー４
７を正駆動させてロッド４７１によって前記分配管の水平部４３ａが前記通路を通って上
昇して前後面に付設された噴出管４３ｃが注入孔３３３と向かい合うと、前記垂直シリン
ダーの正駆動を停止させ、養液供給器４０を作動させる。
【０１５８】
これにより、栽培筒部材３０と分配管４３が一緒に等速にて移動する過程で、養液供給器
４０によって前記分配管に供給される養液は、各噴出管４３ｃから噴出されて注入孔３３
３を介して前記栽培筒部材の前後筒体３１の内部に注入・供給される。
【０１５９】
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このような養液の供給は、垂直シリンダー４７の正駆動が停止した後、シリンダー４５を
逆駆動させてロッド４５１が前方に移動する距離の範囲内で行われる。
【０１６０】
次いで、ロッド４５１の前方への移動が完了すれば、直ちにシリンダー４５の逆駆動を停
止するとともに、垂直シリンダー４７を逆駆動させて、ロッド４７１によって分配管４３
が完全に下降すれば、前記垂直シリンダーの逆駆動は停止させ、シリンダーを正駆動させ
てロッドをさらに後方に移動させて、次の位置の栽培筒部材３０に養液を供給する上記の
作動を繰り返し行う。
【０１６１】
これにより、栽培筒部材３０は、移動循環を停止することなく、次第に養液を供給するこ
とが可能になり、このようにして前記栽培筒部材の全てに適量の養液が供給されたときに
養液供給器４０の作動を停止すればよい。
【０１６２】
一方、養液供給器４０の作動により供給されて栽培筒部材３０に収容される養液の量が増
大すれば、その余剰分はオーバーフロー管３１ａを介して排出されるので、前記栽培筒部
材には常時適量の養液が収容される。
【０１６３】
また、各案内レール１４の下端には、上部が開放された水受け１６の各外側面の上端を長
手方向に固設して、オーバーフロー管３１ａの下端を前記水受けの開放された上部に位置
させる。
【０１６４】
そして、各水受け１６の下面に配備される排水口１６ａは、集水管１７を介して集水槽に
連結して、オーバーフロー管３１ａを介して排水される養液があれば集水槽に送液すると
ともに、集水桶４８の下面に配備される排出口４８１も別途の集水管１７’を介して集水
槽に連結して、噴出管４３ｃを介して噴出されて注入口３３３に供給される養液のうち、
前記集水桶の内部に流下する養液があれば集水槽に送液して再使用する。
【０１６５】
このように構成される本発明の第３および第４の実施形態による植物栽培システムは、第
１の実施形態でのように、送風器を設けて浄化済みの外部空気を供給し、または、内部空
気を循環供給若しくは排出することにより、内部温度が調節されることはもとより、新鮮
な空気の供給と通風が円滑になされる快適な環境が造成されて生長が促されるとともに、
植物と実が腐ることが防がれるなど、植物が快適な環境で生長することが可能になる。
【０１６６】
また、枠体１３における、太陽光があまり当たらない脆弱部位などにはランプを設けて、
必要に応じてまたは常時点灯しておいて、植木鉢３０ａの植物が通過する位置によらずに
、光エネルギーを満遍なく十分に当てることにより、自然環境に影響されることなく、全
天候で短期間に生長および収穫することが可能になるだけではなく、場所によらずに栽培
することも可能になる。
【０１６７】
一方、本発明の第３および第４の実施形態において、１つの栽培筒部材３０が養液の供給
される定位置に達したときにこれを感知して養液供給器４０を作動させるセンサーとして
は、一般に汎用されている光センサーやリミットスイッチなどを採用しているため、その
図示は省略されている。
【０１６８】
このように構成される本発明の第１から第４の実施形態による植物栽培システムにおいて
、循環器２０と、養液供給器４０または送風器５０などの作動は通常の自動制御システム
によって自動的に制御され、必要に応じては、マニュアル操作により作動を制御してもよ
い。
【０１６９】
また、前記第１、第３および第４の実施形態においては、栽培筒部材３０が栽培室１０の
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内部空間を「己」字状に水平に移動循環し、第２の実施形態においては、ほとんど垂直に
近い斜め方向に上昇および下降を繰り返し行うように移動循環すると説明したが、これは
、それぞれその一例を説明するためのものに過ぎず、本発明はこれらに限定されるもので
はなく、前記栽培室の内部空間面積または設置場所など諸条件に応じて様々に変形可能で
あり、この場合にも本発明の権利範囲に属するということはいうまでもない。
【符号の説明】
【０１７０】
１０：栽培室、
１０ａ：反射板、
１３：枠体、
１４：案内レール、
１４’：ローラーレール、
１５：受けレール、
１６：水受け、
１８：案内板、
２０：循環器、
２１：減速モーター、
２２：チェーンギア、
２３：左右チェーン、
２４：軸、
２６：掛止軸、
３０：栽培筒部材、
３１：筒体、
３１ａ：オーバーフロー管、
３１ｂ：通路、
３１’：封合板、
３２：掛止片、
３２ａ、ｂ：上・下部、
３３：カバー板、
３４：受け板、
３５：水量計、
３６：隔板、
４０：養液供給器、
４１：ポンプ、
４３：分配管、
４３ｃ：噴出管、
４４：供給口、
４５：シリンダー、
４６：弁、
４７：垂直シリンダー、
４８：集水桶、
５０：送風器、
５３：送風支管、
６０：ランプ、
２３１：チェーンローラー、
２３３：ローラー、
３１４：排水孔、
３３１：係合孔、
３３３：注入孔、
４８１：排水口、
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