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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋内で植物（Ｐ）を育成可能な家庭用の水耕栽培装置であって、
　栽培容器（４）に植物（Ｐ）を保持させる植物育成ユニット（１５）（１５）が収納さ
れる植物収納室（１０）と、該植物収納室（１０）内の上記植物（Ｐ）に光を照射する照
射器（５）を設けた光源室（２０）とを、区画形成する区画内壁（１１）を外壁（１２）
の内部に有する栽培ケース部（３）を備え、
　該栽培ケース部（３）は、上記植物収納室（１０）から上記光源室（２０）へ空気を送
るために上記区画内壁（１１）に取着された植物収納室換気用の第１ファン（１）と、上
記光源室（２０）から外部へ空気を排出するために外壁（１２）に取着された光源室換気
用の第２ファン（２）とを、有し、
　かつ、上記第１ファン（１）・第２ファン（２）を独立して制御可能なファン制御手段
と、上記植物収納室（１０）の室温を検出する温度検出手段（２５）と、所定の設定育成
適温域を記憶する設定記憶手段（２６）とを、有する制御部（６）を、備え、
　上記植物収納室（１０）の室温が、上記設定育成適温域の下限値（Ｔ０）未満であれば
、上記制御部（６）によって、上記第１ファン（１）を常時稼働させつつ上記第２ファン
（２）を非稼働乃至間欠稼働として、上記光源室（２０）で上記照射器（５）の発熱によ
り加温された空気を、上記光源室（２０）から上記植物収納室（１０）に環流させる冬季
循環運転状態とし、上記植物収納室（１０）の室温が上昇して上記設定育成適温域の上限
値（Ｔ１）を超えている状態では、上記制御部（６）によって、上記第１ファン（１）・



(2) JP 6181832 B1 2017.8.16

10

20

30

40

50

第２ファン（２）を常時稼働させて、上記光源室（２０）で上記照射器（５）の発熱によ
り加温された空気を、上記光源室（２０）から外部へ排出する換気運転状態とし、上記冬
季循環運転状態と上記換気運転状態に、切換えて上記植物収納室（１０）が、植物（Ｐ）
の育成に適した室温に維持されるよう構成され、
　上記栽培容器（４）内の液体肥料（Ｌ）を循環させる循環ポンプ（１７）が上記栽培容
器（４）に付設され、該循環ポンプ（１７）をポンプ制御手段にて制御して、上記循環ポ
ンプ（１７）の発熱を、上記植物収納室（１０）の室温の維持に利用するよう構成されて
いることを特徴とする水耕栽培装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水耕栽培装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、屋内で、土を使わずに葉物野菜やハーブ類等の植物を栽培することができる家庭
用の水耕栽培装置が提案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－６５８５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１記載の水耕栽培装置で栽培される植物、例えば、葉物野菜は、その種類によ
って、育成に適した温度条件が異なるため、植物収納室内の温度が、育成する葉物野菜に
とって最適な温度域を外れると、葉物野菜がうまく育たないことがあった。植物収納室の
室温が上昇し過ぎた際の対策としては、換気を行って外気を取り込むことにより室温を下
げることが効果的であるが、特に冬季に於て、植物収納室の室温が下がり過ぎた際には、
電気ヒーターにより加温するか、又は、水耕栽培装置全体を保温カバーで覆うことで、植
物収納室の温度調整が行われていた。
　しかし、電気ヒーターは消費電力が大きく、また、保温カバーで覆う方法は、温度調整
の為に保温カバーを付けたり外したりするのに非常に手間が掛かり面倒で、しかも、保温
カバーを付けた状態では水耕栽培装置の美観が損なわれるという問題があった。また、植
物を育成し易い好適な環境を保つ為に、植物育成室内には、常時空気の流れを作っておく
必要があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、植物収納室を、簡便に、最適な室温に維持でき、植物を育成し易い
好適な環境を保つことができる水耕栽培装置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】
　本発明に係る水耕栽培装置は、屋内で植物を育成可能な家庭用の水耕栽培装置であって
、栽培容器に植物を保持させる植物育成ユニットが収納される植物収納室と、該植物収納
室内の上記植物に光を照射する照射器を設けた光源室とを、区画形成する区画内壁を外壁
の内部に有する栽培ケース部を備え、該栽培ケース部は、上記植物収納室から上記光源室
へ空気を送るために上記区画内壁に取着された植物収納室換気用の第１ファンと、上記光
源室から外部へ空気を排出するために外壁に取着された光源室換気用の第２ファンとを、
有し、かつ、上記第１ファン・第２ファンを独立して制御可能なファン制御手段と、上記
植物収納室の室温を検出する温度検出手段と、所定の設定育成適温域を記憶する設定記憶
手段とを、有する制御部を、備え、上記植物収納室の室温が、上記設定育成適温域の下限
値未満であれば、上記制御部によって、上記第１ファンを常時稼働させつつ上記第２ファ
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ンを非稼働乃至間欠稼働として、上記光源室で上記照射器の発熱により加温された空気を
、上記光源室から上記植物収納室に環流させる冬季循環運転状態とし、上記植物収納室の
室温が上昇して上記設定育成適温域の上限値を超えている状態では、上記制御部によって
、上記第１ファン・第２ファンを常時稼働させて、上記光源室で上記照射器の発熱により
加温された空気を、上記光源室から外部へ排出する換気運転状態とし、上記冬季循環運転
状態と上記換気運転状態に、切換えて上記植物収納室が、植物の育成に適した室温に維持
されるよう構成され、上記栽培容器内の液体肥料を循環させる循環ポンプが上記栽培容器
に付設され、該循環ポンプをポンプ制御手段にて制御して、上記循環ポンプの発熱を、上
記植物収納室の室温の維持に利用するよう構成されているものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の水耕栽培装置によれば、気温が低下する冬季に、簡便に、植物収納室の室温が
低くなるのを防止して、植物が育ちやすい環境を保つことができる。照射器によって、植
物の光合成に必要な光を植物収納室に向けて照射すると共に、照射器から発生する熱を、
植物収納室の室温を維持するために有効に利用することができ、余計な電力消費を避け、
コストを低く抑えることができる。冬季の室温調整の為に保温カバーを被せる必要がなく
、外観上の美観を保つことができる。保温カバーを着脱させる等の使用者の手間が省けて
、至便である。構造が簡素で、安価かつ容易に製造できる。植物収納室内の室温の調整と
空気の送風を両立できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の一形態を示した斜視図である。
【図２】本発明の実施の一形態を示した簡略な断面正面図である。
【図３】本発明の水耕栽培装置の作用を説明する断面正面図であり、（Ａ）は冬季循環運
転状態の断面正面図であり、（Ｂ）は換気運転状態の断面正面図である。
【図４】栽培容器を示す分解斜視図である。
【図５】栽培容器を示す要部拡大斜視図である。
【図６】扉の合わせ目を示す要部断面平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、実施の形態を示す図面に基づき本発明を詳説する。
　図１に示すように、本発明の水耕栽培装置は、屋内で使用され、土を使わずに葉物野菜
やハーブ類等の植物Ｐを育成する家庭用の水耕栽培装置である。水耕栽培装置で育成され
る植物Ｐは、例えば、リーフレタス、小松菜、春菊、水菜、ルッコラ、ベビーリーフ等の
葉物野菜、あるいは、バジルやパセリ等のハーブ類であり、これらの植物Ｐが栽培ケース
部３に収納されている。
　栽培ケース部３は、前面に、大半が透明な部材３０で形成された観音開き式の扉１３Ａ
，１３Ｂを備え、扉１３Ａ，１３Ｂを閉めた状態でも、外部から植物収納室１０の植物Ｐ
を観察することができる。栽培ケース部３の前面上部には、主電源スイッチ兼用の異常報
知点灯部３１と、現在時刻や植物収納室１０の室温等を表示するための表示部３２と、表
示部３２の表示を切り換えたり育成環境の設定を変更したりするための操作部３３とが、
設けられている。栽培ケース部３は、背面や側壁面が局部的に透明な部材３０で形成され
ても良い。
【００１０】
　図１と図２に示すように、栽培ケース部３は、直方体状の外壁１２と、外壁１２内面に
設けられた区画内壁１１とを、有し、局部的な２重壁構造に形成されている。
　栽培ケース部３は、区画内壁１１によって、栽培容器４に植物Ｐを保持させた植物育成
ユニット１５，１５を２個以上収納可能な植物収納室１０と、植物収納室１０の上方（天
井）から光を照射する照射器５を設けた光源室２０とが、区画形成されている。
　区画内壁１１は、植物収納室１０の天井を形成する（光透過性の）透明壁部１１Ａと、
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外壁１２の側壁１２Ｂ，１２Ｂ内面に連結された連結壁部１１Ｂ，１１Ｂとを、有してい
る。連結壁部１１Ｂ，１１Ｂには、後述の第１ファン１が取着される植物収納室１０の換
気吸出口１８と、植物収納室１０の換気吸入口１９が形成されている。
　外壁１２の側壁１２Ｂ，１２Ｂには、光源室２０に連通する外気取込口７と、後述の第
２ファン２が取着される排気口１４が形成されている。
【００１１】
　照射器５は、ＬＥＤ５Ａと基板５Ｂから成り、光源室２０の天井面（外壁１２の天井面
）に複数個（図例では３個）並べて配設されている。照射器５は、ＬＥＤ５Ａ各個が太陽
光に近い波長の光を照射して、屋外に近似した日照条件で植物収納室１０の植物Ｐに光合
成をさせ、植物Ｐの生長を促すよう構成されている。照射器５は、１日２４時間の内、例
えば、１６時間点灯して８時間消灯するように設定される。なお、照射器５は、ＬＥＤ以
外の光源（例えば、蛍光灯など）を用いても良い。
【００１２】
　栽培ケース部３は、植物収納室１０の換気吸出口１８に取着された第１ファン１と、排
気口１４に取着された第２ファン２とを、有している。
　また、栽培ケース部３は、第１ファン１・第２ファン２を独立して制御可能な制御部６
を備えている。
　制御部６は、第１ファン１・第２ファン２を制御するファン制御手段と、照射器５を制
御する光制御手段と、後述の循環ポンプ１７を制御するポンプ制御手段とを、備え、さら
に、異常報知点灯部３１の点灯状態及び色を制御する報知制御手段と、表示部３２を制御
する表示制御手段とを、備えている。また、植物収納室１０の室温を検出する温度検出手
段２５と、所定の設定育成適温域を記憶する設定記憶手段２６とを、備えている。
【００１３】
　本発明の水耕栽培装置の作用について説明する。
　図３（Ａ）に示すように、栽培ケース部３は、植物収納室１０の室温が、設定記憶手段
２６に記憶させた所定の設定育成適温域の下限値Ｔ０未満である際、制御部６によって、
第１ファン１を常時稼働させ、かつ、第２ファン２が非稼働乃至間欠稼働に制御される。
第２ファン２の間欠稼働とは、例えば、１時間の内、５分間だけ稼働し、それ以外の時間
は停止している状態とする。第１ファン１が稼働することで、植物収納室１０から光源室
２０に空気が送られ、外気取込口７からの外気と混ざり合って光源室２０内を流通する。
光源室２０を流れる空気が、照射器５の発する熱を吸収して、温度上昇する。照射器５の
発熱により加温された空気は、第２ファン２が非稼働（又は間欠稼働）であるため、外部
に排出されずに、光源室２０から植物収納室１０に環流する。このように、植物収納室１
０の換気吸出口１８から出た空気が、光源室２０での加温を経て、植物収納室１０の換気
吸入口１９に吸い込まれる状態を、冬季循環運転状態とし、冬季循環運転状態では、植物
収納室１０の室温が、照射器５の熱によって、次第に上昇する。また、栽培ケース部３内
で空気を循環させることで、植物Ｐの葉の表面に適度な空気の流れを発生させて、光合成
を促進する。
【００１４】
　次に、冬季循環運転状態下で植物収納室１０の室温が上昇して、設定育成適温域の上限
値Ｔ１を超えた際、制御部６によって、第１ファン１と第２ファン２を常時稼働させるよ
う自動的に切換える。
　図３（Ｂ）に示すように、第２ファン２が稼働することで、照射器５の発熱により加温
された空気が、光源室２０から外部へ排出される。照射器５の発する熱が空気と共に外部
へ放出される状態を、換気運転状態とし、換気運転状態下で、植物収納室１０の室温は、
徐々に低下していく。そして、植物収納室１０の室温が下降して、設定育成適温域の下限
値Ｔ０を再び下回った際、制御部６によって自動的に冬季循環運転状態に切り換えられ、
植物収納室１０の室温が、植物Ｐの育成に適した設定育成適温域に維持されるよう構成さ
れている。
　なお、設定育成適温域は、具体的には、下限値Ｔ０が１０℃～１５℃、上限値Ｔ１が２
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０℃～２５℃に設定されるのが好ましい。設定記憶手段２６には、出荷時に設定育成適温
域を予め記憶させておくも良く、操作部３３によって自由に設定育成適温域を入力・変更
できるようにしても良い。
【００１５】
　ここで、植物育成ユニット１５について、詳しく説明する。
　図１と図２に示すように、植物育成ユニット１５は、栽培容器４に収容した液体肥料Ｌ
に植物Ｐを浸漬させて養分を供給しつつ、植物Ｐを保持している。
　栽培ケース部３の植物収納室１０には、２個の植物育成ユニット１５，１５が収納され
ていて、各植物育成ユニット１５に相違する植物Ｐを栽培し、２種類の植物Ｐ，Ｐを同時
に育てることができ、あるいは、２個の植物育成ユニット１５，１５で植物Ｐ，Ｐの収穫
時期をずらして栽培することが可能である。
【００１６】
　図４に示すように、栽培容器４は、液体肥料Ｌを収容するトレイ８と、トレイ８の開口
部に施蓋されて植物Ｐを保持するパネル９とを、有している。
　パネル９は、植物Ｐを差し込んで保持する栽培孔２１が複数形成されている。栽培孔２
１には、植物Ｐ又は植物Ｐの種子を保持するための培地スポンジが差込まれ、植物Ｐが生
長してくると、植物Ｐの根が液体肥料Ｌに浸漬されるよう構成されている。あるいは、栽
培孔２１に、植物Ｐを直接差込んで、植物Ｐの根を液体肥料Ｌに浸漬しても良い。なお、
パネル９は、液体肥料Ｌの残量を確認するフロート２３を有するも好ましく、また、トレ
イ８からパネル９を取り外す際のピックアップ用のツマミ２２が設けられても良い。
【００１７】
　図５に示すように、パネル９は、一端縁に、ヒンジによって揺動自在の帯状副蓋部２４
を備え、副蓋部２４を起立させることで、トレイ８に液体肥料Ｌを補給するための注ぎ口
１６が形成される。注ぎ口１６を開いた状態で、副蓋部２４が壁となり、液体肥料Ｌがこ
ぼれにくいという利点がある。注ぎ口１６は、副蓋部２４を上下に揺動することで開閉自
在となっている。副蓋部２４は、開閉時に指で摘むための摘持部２４ａを有している。ま
た、使用していない（植物Ｐが差し込まれていない）栽培孔２１を閉塞するためのキャッ
プ部材２７，２７が着脱自在に設けられている。
　植物収納室１０に照射される照射器５の光が、栽培孔２１や注ぎ口１６から入射して液
体肥料Ｌに当ると、アオコの発生原因となる虞れがある。この為、アオコの発生を防止す
るために、液体肥料Ｌを補給する時以外は副蓋部２４を倒して注ぎ口１６を閉め、植物Ｐ
が差し込まれていない栽培孔２１を、キャップ部材２７によって閉塞しておく。なお、キ
ャップ部材２７は、栽培孔２１に差込まれる差込部２７Ａと、差込部２７Ａの上端に連結
された畝（うね）型の傘部２７Ｂとを、有し、キャップ部材２７を栽培孔２１に差し込ん
だ状態（図５参照）で、パネル９と傘部２７Ｂが、畑に畝が盛られたように見えるデザイ
ンに形成され、なおかつ、キャップ部材２７の取付・取外しの際、傘部２７Ｂの縁に指を
掛け易い利点がある。
　なお、パネル９の注ぎ口１６は、開閉式（稼働式）でなくても良く、単に、パネル９に
液体肥料Ｌを注入するための孔部を追加するも好ましい。
【００１８】
　また、図２と図３に示すように、栽培容器４は、トレイ８内の液体肥料Ｌを循環させる
循環ポンプ１７が付設されている。
　循環ポンプ１７は、液体肥料Ｌを吸入・吐出して、植物Ｐの根に十分な酸素と養分の吸
収を促す。
　植物収納室１０の室温が、設定記憶手段２６に記憶させた設定育成適温域の上限値Ｔ１

（２０℃～２５℃）未満であれば、制御部６によって、循環ポンプ１７が常時稼働するよ
うに制御される。即ち、冬季には、循環ポンプ１７の稼働に伴って発生する熱が、植物収
納室１０の室温の維持に利用されるよう構成されている。
　また、設定育成適温域の上限値Ｔ１より少し高温のポンプ稼働調整温度Ｔ２（具体的に
は、２５℃～３０℃）を設定し、このポンプ稼働調整温度Ｔ２を超えた際、制御部６によ
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って、循環ポンプ１７を間欠稼働に切換える。循環ポンプ１７の間欠稼働とは、例えば、
１時間の内、１５分間ポンプが稼働し、それ以外の時間は停止している状態とする。つま
り、気温の上昇する夏季には、循環ポンプ１７の熱により植物収納室１０の室温が上昇し
すぎるのを防止する。
【００１９】
　図１に於て、栽培ケース部３の前面に設けた異常報知点灯部３１は、通常（正常動作時
）は緑色又は青色に点灯しているが、植物収納室１０の室温が、４０℃を超えた際、ある
いは、－１０℃を下回った際、制御部６は、栽培ケース部３の前面の異常報知点灯部３１
を赤く点滅させて、使用者に植物収納室１０の室温が異常上昇している事、あるいは、異
常降下している事を報知するよう構成されている。
　また、循環ポンプ１７は、液体肥料Ｌの液量が減少したのを検出する液量検出センサー
を有しており、液体肥料Ｌの液量が過少となって不足している際にも、異常報知点灯部３
１を赤く点滅させるよう構成されている。
【００２０】
　図１に示す栽培ケース部３の観音開き式の扉１３Ａ，１３Ｂは、ヒンジによって揺動自
在に取付けられ、上端に設けた把持部３４，３４を手前側に引くことにより、ヒンジを中
心として弧を描くようにして開く。なお、図６に示すように、扉１３Ａ，１３Ｂは、閉め
た際、合わせ目３９からの虫や埃の侵入を防止するため、肉厚が約１／２倍の薄肉部３７
，３８が相互に重ね合わさるように形成されていても良い。
【００２１】
　栽培ケース部３は、第１ファン１・第２ファン２を保護するためのファンカバー３５，
３６を有している。ファンカバー３５，３６は、空気を通すためのスリットが多数形成さ
れており、栽培ケース部３の外壁１２・区画内壁１１と面一状に形成されている。ファン
カバー３５，３６に取手を設けて、栽培ケース部３の持ち運びを容易とするも好ましい。
また、外気取込口７には、着脱自在のフィルターが設けられており、このフィルターによ
って、栽培ケース部３に、外部から埃が入るのを防止している（図示省略）。
【００２２】
　なお、本発明は、設計変更可能であって、例えば、栽培ケース部３の形状、サイズ等は
自由に変更できる。また、図示省略するが、植物収納室１０に収納される植物育成ユニッ
ト１５，１５の間に、透明な間仕切り板を配設しても良い。間仕切り板は、風の流れを遮
らないようにスリットが形成される。植物育成ユニット１５，１５に違う種類の植物Ｐを
育てる場合や、収穫時期をずらして栽培する場合に、一方の生長の早い植物Ｐが、隣の植
物育成ユニット１５まで伸びて、他方の植物Ｐへの光を遮って生長を妨げるのを防止する
目的で、間仕切り板が設置される。
【００２３】
　以上のように、本発明に係る水耕栽培装置は、屋内で植物Ｐを育成可能な家庭用の水耕
栽培装置であって、栽培容器４に植物Ｐを保持させる植物育成ユニット１５，１５が収納
される植物収納室１０と、該植物収納室１０内の上記植物Ｐに光を照射する照射器５を設
けた光源室２０とを、区画形成する区画内壁１１を有する栽培ケース部３を備え、該栽培
ケース部３は、上記植物収納室１０から上記光源室２０へ空気を送る植物収納室換気用の
第１ファン１と、上記光源室２０から外部へ空気を排出する光源室換気用の第２ファン２
とを、有し、かつ、上記第１ファン１・第２ファン２を独立して制御可能な制御部６を備
え、上記第１ファン１を常時稼働させ、かつ、上記第２ファン２を非稼働乃至間欠稼働と
して、上記光源室２０で上記照射器５の発熱により加温された空気を、上記光源室２０か
ら上記植物収納室１０に環流させる冬季循環運転状態と、上記第１ファン１・第２ファン
２を常時稼働させて、上記光源室２０で上記照射器５の発熱により加温された空気を、上
記光源室２０から外部へ排出する換気運転状態に、上記制御部６によって切換自在とし、
上記植物収納室１０が、植物Ｐの育成に適した室温に維持されるよう構成されているので
、気温が低下する冬季に、植物収納室１０の室温が低くなるのを簡便に防止して、植物Ｐ
が育ちやすい環境を保つことができる。照射器５によって、植物Ｐの光合成に必要な光を
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植物収納室１０に向けて照射すると共に、照射器５から発生する熱を、植物収納室１０の
室温を維持するために有効に利用することができ、余計な電力消費を避け、コストを低く
抑えることができる。冬季循環運転状態で、栽培ケース部３内の空気の循環により植物収
納室１０の室温を調整でき、保温カバーを被せる必要がなく、外観上の美観を保つことが
できる。保温カバーを着脱させる等の使用者の手間が省けて、至便である。構造が簡素で
、安価かつ容易に製造できる。植物収納室内の室温の調整と空気の送風を両立できる。
【００２４】
　また、上記植物収納室１０の室温を検出する温度検出手段２５と、所定の設定育成適温
域を記憶する設定記憶手段２６とを、備え、上記植物収納室１０の室温が、上記設定育成
適温域の下限値Ｔ０未満であれば、上記制御部６によって、上記第１ファン１を常時稼働
させつつ上記第２ファン２を非稼働乃至間欠稼働として上記冬季循環運転状態とし、上記
植物収納室１０の室温が上昇して上記設定育成適温域の上限値Ｔ１を超えている状態では
、上記制御部６によって、上記第１ファン１・第２ファン２を常時稼働させて、上記換気
運転状態に切換えるよう構成されているので、植物収納室１０の室温を、設定育成適温域
の温度範囲に確実にコントロールすることができ、植物Ｐの育成に最適な環境を保つこと
ができる。冬季循環運転状態と換気運転状態の切換えを、制御部６によって、自動で行う
ことができ、植物収納室１０の室温を常に監視しておく手間が省けて、使用者の負担を軽
減でき、植物Ｐを枯らさずに、順調に育成できて、新鮮な野菜（植物Ｐ）を家庭に供給で
きる。
【００２５】
　また、上記栽培容器４は、液体肥料Ｌを収容するトレイ８と、該トレイ８の開口部に施
蓋されて植物Ｐを保持するパネル９とを、有し、該パネル９は、上記トレイ８に液体肥料
Ｌを補給するための注ぎ口１６を有しているので、パネル９に植物Ｐを保持させたままで
、容易にトレイ８に液体肥料Ｌを補給することができる。
【００２６】
　また、上記栽培容器４は、上記トレイ８内の液体肥料Ｌを循環させる循環ポンプ１７が
付設され、上記植物収納室１０の室温が、上記設定育成適温域の上限値Ｔ１未満であれば
、上記循環ポンプ１７が常時稼働するように制御され、上記循環ポンプ１７の発熱によっ
て、上記植物収納室１０の室温が維持されるよう構成されているので、循環ポンプ１７に
よって、植物Ｐの酸素と養分の吸収を促すと共に、循環ポンプ１７から発生する熱を、植
物収納室１０の室温を維持するために有効に利用することができ、余計な電力消費を避け
、コストを低く抑えることができる。
【符号の説明】
【００２７】
　１　第１ファン
　２　第２ファン
　３　栽培ケース部
　４　栽培容器
　５　照射器
　６　制御部
　８　トレイ
　９　パネル
　１０　植物収納室
　１１　区画内壁
　１５　植物育成ユニット
　１６　注ぎ口
　１７　循環ポンプ
　２０　光源室
　２５　温度検出手段
　２６　設定記憶手段
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　Ｐ　植物
　Ｔ０　設定育成適温域の下限値
　Ｔ１　設定育成適温域の上限値
　Ｌ　液体肥料
【要約】　　　（修正有）
【課題】植物収納室を最適な室温に維持でき、植物を育成し易い好適な環境を保つことが
できる水耕栽培装置を提供する。
【解決手段】屋内で植物Ｐを育成可能な家庭用の水耕栽培装置であって、栽培容器４に植
物Ｐを保持させる植物育成ユニット１５が収納される植物収納室１０と、植物収納室内の
植物に光を照射する照射器５を設けた光源室２０とを有する栽培ケース部３を備え、栽培
ケース部は、植物収納室から光源室へ空気を送る植物収納室換気用の第１ファン１と、光
源室から外部へ空気を排出する光源室換気用の第２ファン２とを、有し、かつ、第１ファ
ン・第２ファンを独立して制御可能な制御部６を備え、第１ファンを常時稼働させ、かつ
、第２ファンを非稼働乃至間欠稼働とした冬季循環運転状態と、第１ファン・第２ファン
を常時稼働させる換気運転状態に、制御部によって切換自在とし、植物収納室が、植物の
育成に適した室温に維持されるよう構成されている。
【選択図】図２

【図１】 【図２】
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【図６】
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