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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主根と側根とを有する植物体を育成する水耕栽培装置であって、
　前記植物体を支持する支持部と、
　前記主根に霧状に液体を噴霧することにより前記主根への潅水を行う主根潅水部と、
　前記側根を液体に浸すことにより前記側根への潅水を行う側根潅水部と、
　前記主根潅水部による噴霧間隔又は噴霧時間の少なくとも一方を調整する制御部とを有
し、
　前記制御部は、前記主根に対する液体の噴霧量を当該主根にとって必要な量に制限する
ことを特徴とする水耕栽培装置。
【請求項２】
　前記側根潅水部は、前記主根潅水部によって前記主根に潅水を行う量よりも多くするよ
う前記側根への潅水を行うことを特徴とする請求項１に記載の水耕栽培装置。
【請求項３】
　前記側根潅水部は、前記側根への潅水を行う液体面を前記主根の下端よりも下方に位置
させる水槽を有し、当該水槽に前記主根から伸びる側根を浸すことを特徴とする請求項１
又は請求項２に記載の水耕栽培装置。
【請求項４】
　前記主根潅水部からの前記液体を前記主根のうち所望の部位のみに供給することを特徴
とする請求項１乃至請求項３の何れか一項に記載の水耕栽培装置。
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【請求項５】
　前記側根潅水部は、前記側根を浸している液体を循環させる循環部を備えることを特徴
とする請求項１乃至請求項４の何れか一項に記載の水耕栽培装置。
【請求項６】
　前記主根潅水部は、直径が１０μｍ乃至１００μｍのミストを前記主根に噴霧すること
を特徴とする請求項１乃至請求項５の何れか一項に記載の水耕栽培装置。
【請求項７】
　主根と側根とを有する植物体を育成する水耕栽培方法であって、
　前記主根への潅水を霧状の液体を噴霧することにより行うと共に、前記側根への潅水を
、当該側根を液体に浸すことにより行い、
　前記主根に対する液体の噴霧量を当該主根にとって必要な量に制限すること
　を特徴とする水耕栽培方法。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、植物体を育成する水耕栽培装置及び水耕栽培方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　根菜類の水耕栽培方法としては、下記の特許文献１に記載されたものが知られている。
この特許文献１には、主根の先端部分を培養液に浸しつつ、主根の先端以外の部分を培養
液に浸さずに培養することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の水耕栽培方法では、主根への潅水が過多又は過小となる恐
れがある。
【０００５】
　そこで、本発明は、上述した実情に鑑みて提案されたものであり、適切量の液体を植物
体に供給できる水耕栽培装置及び水耕栽培方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様に係る水耕栽培装置は、主根と側根とを有する植物体を育成する水
耕栽培装置であって、前記植物体を支持する支持部と、前記主根に霧状に液体を噴霧する
ことにより前記主根への潅水を行う主根潅水部と、前記側根を液体に浸すことにより前記
側根への潅水を行う側根潅水部と、前記主根潅水部による噴霧間隔又は噴霧時間の少なく
とも一方を調整する制御部とを有し、前記制御部は、前記主根に対する液体の噴霧量を当
該主根にとって必要な量に制限することを特徴とする。
【０００７】
　本発明の第２の態様に係る水耕栽培装置は、第１の態様の水耕栽培装置であって、前記
側根潅水部は、前記主根潅水部によって前記主根に潅水を行う量よりも多くするよう前記
側根への潅水を行うことを特徴とする。
【０００８】
　本発明の第３の態様に係る水耕栽培装置は、上記第１又は第２の態様の水耕栽培装置で
あって、前記側根潅水部は、前記側根への潅水を行う液体面を前記主根の下端よりも下方
に位置させる水槽を有し、当該水槽に前記主根から伸びる側根を浸すことを特徴とする。
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【０００９】
　本発明の第４の態様に係る水耕栽培装置は、上記第１乃至第３の何れかの態様の水耕栽
培装置であって、前記主根潅水部からの前記液体を前記主根のうち所望の部位のみに供給
することを特徴とする。
【００１０】
　本発明の第５の態様に係る水耕栽培装置は、上記第１乃至第４の何れかの態様の水耕栽
培装置であって、前記側根潅水部は、前記側根を浸している液体を循環させる循環部を備
えることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の第６の態様に係る水耕栽培装置は、上記第１乃至第５の何れかの態様の水耕栽
培装置であって、前記主根潅水部は、直径が１０μｍ乃至１００μｍのミストを前記主根
に噴霧することを特徴とする。
【００１２】
　本発明の第７の態様に係る水耕栽培方法は、主根と側根とを有する植物体を育成する水
耕栽培方法であって、前記主根への潅水を霧状の液体を噴霧することにより行うと共に、
前記側根への潅水を当該側根を液体に浸すことにより行い、前記主根に対する液体の噴霧
量を当該主根にとって必要な量に制限することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、側根を浸しながら、主根に対する液体の噴霧量を当該主根にとって必
要な量に制限できる。これにより、本発明によれば、適切量の液体を植物体に供給できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態として示す水耕栽培装置の構成を示す断面図である。
【図２】本発明の実施形態として示す水耕栽培装置の他の構成を示す断面図である。
【図３】本発明の実施形態として示す水耕栽培装置において、図２のＡ－Ａ線断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１６】
　本発明を適用した水耕栽培装置１は、例えば図１乃至図３に示すように構成されている
。この水耕栽培装置１は、植物体１００の育成のために土を使わず、植物体１００の根１
０１、１０２（地下部）に液体を供給して、植物体１００を栽培する水耕栽培を行うもの
である。本実施形態として示す水耕栽培装置１は、例えば根物作物を育成するものについ
て説明するが、主根１０１と側根１０２を有するものであれば植物体１００の種類は任意
である。また、本実施形態では植物体１００に液体を供給するものについて説明するが、
当該液体としては、水や水に栄養分を加えた培養液を含む。
【００１７】
　図１に示す水耕栽培装置１は、主根１０１と側根１０２とを有する植物体１００を育成
する。水耕栽培装置１は、支持部１１（１１ａ，１１ｂ）と、主根潅水部（１２、１３）
と、側根潅水部（３０、３１、３２、３３）と、制御部３とを有する。
【００１８】
　支持部１１は、植物体１００を支持する。この支持部１１は、蓋部１１ａと貫通部１１
ｂとを有する。この支持部１１は、植物体１００の主根１０１を側部から支持する。図１
の水耕栽培装置１において、支持部１１は、例えば蓋部１１ａの中心位置に貫通部１１ｂ
を持つ円柱状のスポンジが使用可能である。これにより支持部１１は、スポンジと植物体
１００の摩擦力で植物体１００を支持する。なお、植物体１００を支持できるものであれ
ば、地上部をひも状のもので吊るなど、支持部１１の手段は問わない。なお、この蓋部１
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１ａには、複数の貫通部１１ｂが設けられていてもよい。
【００１９】
　支持部１１によって支持されている植物体１００は、主根１０１の上端が蓋部１１ａか
ら露出している。主根１０１の上端からは、上方に向けて植物体１００の茎及び葉１０３
が延びている。水耕栽培装置１の上方には光源２が設けられている。この光源２は、例え
ば複数のＬＥＤからなる。茎及び葉１０３は、光源２から発せられた光Ｌを受けて光合成
を行うことが可能となる。
【００２０】
　主根潅水部は、水槽３０内の空間２０に向けて主根１０１に霧状に液体（ミスト）１３
ａを噴霧することにより主根１０１への潅水を行う。主根潅水部は、取付部１２、及び、
噴霧部１３を有する。
【００２１】
　取付部１２は、水槽３０の内壁に設けられる。本実施形態において、取付部１２は、図
３に示すように、水槽３０の内壁に対向するように設けられている。なお、図３の例では
、水槽３０の四方端から中央に向けて液体１３ａを噴霧する構成を示している。取付部１
２は、噴霧部１３が主根１０１に液体１３ａを供給できれば水槽３０における任意の高さ
位置に設けられていればよい。取付部１２には、一又は複数の噴霧部１３が取り付けられ
る。なお、取付部１２は、側根１０２への潅水を行う液体面が主根１０１の下端よりも下
方に位置するように、水耕栽培装置１の高さ方向にその高さを調整する機能を備えていて
も勿論よい。
【００２２】
　噴霧部１３は、霧状の液体１３ａを噴霧する。噴霧部１３は、図示しない液体供給配管
と接続されている。噴霧部１３は液体供給配管から供給された液体１３ａを霧状（ミスト
状）にして、ノズル部から噴射する。
【００２３】
　噴霧部１３は、直径が１０μｍ乃至１００μｍのミスト（１３ａ）を主根１０１に噴霧
することが望ましい。この理由は、主根１０１の表面に均一に液体１３ａを供給し、且つ
噴霧部１３の数を低減させるためである。ミスト（１３ａ）の直径が１００μm以下であ
れば、噴霧部１３による噴霧方式は任意でよい。この噴霧方式としては、高圧気体を使用
した霧吹きタイプや、超音波ミストなどが挙げられる。なお、ミストによる潅水効率を上
げるため、噴霧部１３によりミストを噴霧する空間２０は密閉状態に近いほうが望ましい
。
【００２４】
　また、噴霧部１３は、図３に示すように、主根１０１に対して複数の方向から霧状の液
体１３ａを噴射できることが望ましい。これにより、噴霧部１３は、液体１３ａを主根１
０１のうち所望の部位のみに供給できる。
【００２５】
　さらに、噴霧部１３は、制御部３によって液体１３ａの噴霧間隔及び噴霧時間の少なく
とも一方が調整される。これにより、噴霧部１３は、主根１０１に対する液体１３ａの噴
霧量を当該主根１０１にとって必要な量に制限する。すなわち、主根１０１への潅水は、
細根の成長抑制、及び、根腐れ防止の観点から植物体１００の成長に影響のない必要最低
限に抑える。この必要最低限の液体１３ａは、予め設定されている育成条件に含まれてい
る。この育成条件は、噴霧部１３からミストを噴霧する噴霧間隔及び各噴霧間隔における
噴霧時間が含まれている。なお、噴霧部１３は、液体１３ａの噴霧量を制限するのみなら
ず、主根１０１に供給する養分を制限してもよい。
【００２６】
　制御部３は、予めメモリに各噴霧部１３の噴霧間隔及び噴霧時間を表すデータを記憶し
ている。そして制御部３は、図示しないタイマによって計時されている時刻に基づいて噴
霧間隔となったことを判定する。これに応じ、制御部３は、予め設定されている噴霧時間
に亘って各噴霧部１３から噴霧を行わせる。これにより、制御部３は、所望の噴霧部１３
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から、所定の噴霧間隔で噴霧時間に亘り、液体１３ａを主根１０１に与えることができる
。
【００２７】
　側根潅水部は、側根１０２を液体１１０に浸すことにより側根１０２への潅水を行う。
側根潅水部は、水槽３０、液体導入流路３１、液体排出流路３２、及び、循環ポンプ３３
を有する。
【００２８】
　水槽３０には、液体導入流路３１から導入された液体３１ａを蓄える。水槽３０は、主
根１０１から伸びる側根１０２を浸す容量以上の液体１１０を蓄える。また、水槽３０は
、側根１０２への潅水を行う液体面が主根１０１の下端よりも下方に位置するよう液体１
１０の容量が調整されている。これにより液体面が主根１０１へ触れてしまうことによる
細根の発生及び主根１０１の腐敗などを抑制する。
【００２９】
　液体導入流路３１には、側根１０２を浸している液体１１０を循環させる循環部として
の循環ポンプ３３が接続されている。この循環ポンプ３３は、制御部３の制御に応じて回
転数が調整される。循環ポンプ３３の回転数を調整することにより、液体導入流路３１か
ら水槽３０に導入される液体３１ａの量及び液体排出流路３２から排出される液体３２ａ
の量を調整できる。これにより、水槽３０における液体１１０の循環量が調整される。こ
の循環量は、主根潅水部によって主根１０１に潅水を行う量よりも多くするよう調整され
る。これにより、水耕栽培装置１は、主根１０１へ供給する液体量よりも多い液体量によ
って側根１０２への潅水を行う。なお、水槽３０の液体１１０を循環させる構成としては
、循環ポンプ３３のみならず、水槽３０を傾ける手段などであってもよい。
【００３０】
　また、側根潅水部は、図２に示すように、主根１０１の下端の直下に水槽３０の液体面
が位置するよう構成してもよい。図２のように構成した場合、側根潅水部は、緩やかな傾
斜を持つ平面上に、液体１１０を薄く（少量ずつ）流下させる水耕栽培を行ってもよい。
この水耕栽培は薄膜水耕　(NFT: nutrient film technique)と称される。図２のように構
成することによって、水耕栽培装置１の小型化を実現できる。
【００３１】
　図２のような水耕栽培装置１は、図２中のＡ－Ａ線断面図が図３に示すようになる。水
槽３０に蓄えた液体１１０を薄くすることにより、水平方向に側根１０２が拡がる。これ
により、図１のように側根１０２を上から下に垂らすよりも植物体１００が健全に成長す
ることができる。ただし、主根１０１の垂直方向の育成は抑制される。
【００３２】
　制御部３は、水耕栽培装置１における噴霧部１３、循環ポンプ３３と接続されている。
更に制御部３は、光源２と接続されている。制御部３は、例えば、水耕栽培装置１に付属
した制御機器であってもよい。また、制御部３は、ユーザのパーソナルコンピュータや携
帯端末等であってもよい。更に、制御部３は、単一の水耕栽培装置１及び光源２のみなら
ず、多数の水耕栽培装置１及び光源２と接続されていてもよい。
【００３３】
　制御部３は、主根潅水部（１２、１３）による噴霧間隔又は噴霧時間の少なくとも一方
を調整する。制御部３は、主根１０１に対する液体１３ａの噴霧量を当該主根１０１にと
って必要な量に制限する。これを実現するために、噴霧部１３による噴霧間隔又は噴霧時
間は、予め設定されている。更に、制御部３は、複数の噴霧部１３のうち主根１０１の所
望の部位のみに液体１３ａが供給されるよう駆動する噴霧部１３を切り換えることが望ま
しい。
【００３４】
　また、制御部３は、主根潅水部（１２、１３）が主根１０１に潅水を行う液体量よりも
、側根潅水部（３０、３１、３２、３３）が側根１０２に潅水を行う液体量を多くするよ
う制御する。このとき、循環ポンプ３３による回転数を制御して、液体が水導入流路３１
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【００３５】
　さらに制御部３は、光源２の光照射間隔及び光照射時間を制御してもよい。
【００３６】
　以上のように、この水耕栽培装置１によれば、主根１０１への潅水を霧状の液体１３ａ
を噴霧することにより行うと共に、側根１０２への潅水を、当該側根１０２を液体１１０
に浸すことにより行う水耕栽培方法を実現できる。このとき、水耕栽培装置１は、主根１
０１に対する液体１３ａの噴霧量を当該主根１０１にとって必要な量に制限できる。これ
により水耕栽培装置１は、適切量の液体（１３ａ、１１０）を植物体１００に供給できる
。
【００３７】
　したがって、この水耕栽培装置１によれば、いわゆる根物作物といった植物体１００の
主根１０１を液体に浸漬した状態で栽培することがない。これにより、主根１０１に細根
が多数発生することなく、主根１０１、不定根、根茎、塊茎などの収穫部位が充分に肥大
しない、という事態を抑制できる。
【００３８】
　ここで、主根１０１と側根１０２からなる根物作物では、水分や養分の吸収を側根１０
２及び側根１０２で成長している細根から行う。したがって、最適な植物体１００の成長
のためには、側根１０２への潅水は水分量、養分量ともに十分な量が望まれる。これに対
し、水耕栽培装置１は、十分な水分、養分を側根１０２に供給するために側根１０２を液
体１１０に浸す構成となっている。一方で、主根１０１に対して側根１０２と同様に潅水
を行うと、主根１０１にとっては水分過多による腐敗が懸念される。これに対し、水耕栽
培装置１は、主根１０１に対して供給する液体量を制限している。また、水耕栽培装置１
は、主根１０１よりも多い液体量を側根１０２に供給している。これにより、水耕栽培装
置１は、主根１０１へは必要最低限の潅水を行いつつ、側根には十分な潅水を行うことが
できる。
【００３９】
　また、この水耕栽培装置１によれば、主根１０１を液体１１０に浸さないので、水槽３
０の液体面を上下させるような構成が必要ない。これにより、水耕栽培装置１は、コンパ
クトかつ安価な構成であっても、主根１０１からの細根の発生を抑え、収穫部位の肥大を
促進させることができる。
【００４０】
　なお、上述の実施の形態は本発明の一例である。このため、本発明は、上述の実施形態
に限定されることはなく、この実施の形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸
脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【００４１】
　１　水耕栽培装置
　３　制御部
　１１　支持部
　１３　噴霧部
　３０　水槽
　３１　液体導入流路
　３２　液体排出流路
　３３　循環ポンプ
　１００　植物体
　１０１　主根
　１０２　側根
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