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(57)【要約】
栄養水溶液で根を濡らし、栄養が供給される植物の垂直
裁培のためのモジュール式構造の柱要素が提案され、そ
れぞれの部分は、省スペースの方式で積載されることが
でき、非常に容易に移送され、組み立てられ、分解され
、洗浄できる。前記柱要素１００のモジュール式構造は
、蓋部分２０、ベース部分３０、及び前記蓋部分２０と
前記ベース部分３０との間の少なくとも１つの壁リング
１０を含む。前記壁リング１０は、根が前記柱要素１０
０の内部に成長するように植物が位置し得るプランティ
ング開口２が形成されたいくつかのリングセグメントで
構成される。前記蓋部分２０は、端部側で最上部の壁リ
ング１０ａに配列され、ベース部分３０は、端部側で最
下部の壁リング１０ｅに配列される。前記柱要素１００
の前記構造は、前記蓋部分２０と前記ベース部分３０と
の間で前記柱要素１００の外側に張力を有するクランプ
要素を用いて固定され安定化される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
栄養水溶液で根を濡らし、養分が供給される植物の垂直裁培用装置の柱要素において、
前記柱要素（１００）はモジュール式で構成され、
前記柱要素（１００）の壁は、根が前記柱要素（１００）の内部に成長するように植物が
位置する、その内部に形成された多数のプランティング開口（２）を有し、
前記柱要素（１００）のモジュール式構造は、蓋部分（２０）、ベース部分（３０）、及
び前記蓋部分（２０）と前記ベース部分（３０）との間の少なくとも１つの壁リング（１
０）を含み、前記壁リング（１０）は前記プランティング開口（２）が形成された多数の
リングセグメント（１、１'）で構成され、前記蓋部分（２０）は端部側で最上部の壁リ
ング（１０ａ）の上に配列され、前記ベース部分（３０）は端部側で最下部の壁リング（
１０ｅ）の上に配列され、前記柱要素（１００）の前記構造は、前記蓋部分（２０）と前
記ベース部分（３０）との間で前記柱要素（１００）の外側に張力を有する張力要素を用
いて固定され安定化されることを特徴とする柱要素。
【請求項２】
前記構造は、互いに隣接する壁リング（１０）の前記リングセグメント（１、１'）が互
に対してオフセットして配列されるように、互いに上下に配列される多数の壁リング（１
０）を含むことを特徴とする請求項１に記載の柱要素。
【請求項３】
前記壁リング（１０）の前記リングセグメント（１、１'）は何れも同一の幾何寸法を有
し、構造的に同一であることを特徴とする請求項１又は２に記載の柱要素。
【請求項４】
それぞれの前記リングセグメント（１、１'）は側方向縁領域（５０、５１）を有し、前
記リングセグメント（１、１'）は前記側方向縁領域（５０、５１）で互いに連結される
ことを特徴とする請求項１乃至３の中の何れか１項に記載の柱要素。
【請求項５】
両隣接するリングセグメント（１'）の前記側方向縁領域（５０、５１）は重なる方式で
配列され、前記リングセグメント（１'）を互いに固定する連結手段が延びる孔を有する
ことを特徴とする請求項４に記載の柱要素。
【請求項６】
前記リングセグメントがさねはぎ状の連結部（５）によって連結され、壁リング（１０）
を形成するように、前記リングセグメント（１）の１つの側方向縁はさね要素（４）とし
て形成され、前記リングセグメントの他の側方向縁は収容溝（３）として形成されること
を特徴とする請求項１乃至４の中の何れか１項に記載の柱要素。
【請求項７】
壁リング（１０）の前記リングセグメント（１、１'）が垂直方向に互に対して固定され
るように、ピンのような突出部が前記リングセグメント（１、１'）の前記縁領域（３）
に形成され、前記突出部は隣接するリングセグメント（１、１'）の縁領域（４）で対応
する溝（ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ ｒｅｃｅｓｓｅｓ）（６）の内に結合されること
を特徴とする請求項１乃至６の中の何れか１項に記載の柱要素。
【請求項８】
両壁リング（１０）が共に結合されるとき、前記上部壁リング（１０）の下縁（７）が前
記下部壁リング（１０）の上縁（８）の裏で結合されるように、前記リングセグメント（
１、１'）の下縁はその屈曲した壁表面に対して後退することを特徴とする請求項１乃至
７の中の何れか１項に記載の柱要素。
【請求項９】
壁リング（１０）又は前記リングセグメント（１）をそれぞれ上下に位置調節し、固定す
るためのビードのような突出部（９１）と対応する溝（９２）は前記リングセグメント（
１、１'）の前記下縁及び上縁領域（７、８）に形成されることを特徴とする請求項１乃
至８の中の何れか１項に記載の柱要素。
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【請求項１０】
供給ラインに連結された多数の噴霧器及び／又はスプリンクラーノズルが前記柱要素の高
さに亘って分配される方式で柱の内部に配列されることを特徴とする請求項１乃至９の中
の何れか１項に記載の柱要素。
【請求項１１】
前記プランティング開口（２）へ栄養水溶液（ａｑｕｅｏｕｓ ｎｕｔｒｉｅｎｔ ｓｏｌ
ｕｔｉｏｎ）を案内する案内装置（５４）が前記リングセグメント（１'）の内部壁上に
提供されることを特徴とする請求項１乃至１０の中の何れか１項に記載の柱要素。
【請求項１２】
前記案内装置（５４）は、前記リングセグメント（１'）の内部壁から内向き延在した突
出部を含むことを特徴とする請求項１１に記載の柱要素。
【請求項１３】
前記リングセグメント（１、１'）は植物用置き台（ｈｏｌｄｅｒ）を含み、前記置き台
は傾斜するように内向する第１壁部（５５）及び傾斜するように外向する第２壁部（５６
）を含み、前記プランティング開口（２）は、前記第１及び第２壁部（５５、５６）の間
に配列されることを特徴とする請求項１乃至１２の中の何れか１項に記載の柱要素。
【請求項１４】
前記案内装置（５４）は、前記第１壁部（５５）の内側に配列されることを特徴とする請
求項１３に記載の柱要素。
【請求項１５】
栄養水溶液で根を濡らし、栄養が供給される植物の垂直裁培のための装置において、
請求項１乃至１４の中の何れか１項に記載のモジュール式で構成された柱要素（１００）
と、
前記柱の内部に繋がる供給ラインと、
前記柱の下端に連結されるドレインラインと、
前記供給ラインと前記ドレインラインの両方に連結される栄養溶液のための収集容器と、
前記栄養溶液が前記収集容器から前記供給ラインを経て前記柱の内部にポンプされるポン
プ装置を含む、植物の垂直裁培のための装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、一般に栄養水溶液で根を濡らし、養分が供給される植物の垂直裁培用装置に関
する。この溶液は、特に無機養液（ｈｙｄｒｏｐｏｎｉｃｓ）又は有機養液（ａｑｕａｐ
ｏｎｉｃｓ）であり得る。
【背景技術】
【０００２】
本発明の出発点はこのような装置のためのモジュール式で構成された柱要素である。その
根が栄養溶液で濡らされた柱要素の内部に成長する方式で植物が位置する多数のプランテ
ィング開口（ｐｌａｎｔｉｎｇ ｏｐｅｎｉｎｇｓ）が柱壁に形成される。
【０００３】
植物の垂直裁培は、特に「都会農業（ｕｒｂａｎ ｆａｒｍｉｎｇ）」の領域において重
要性が増している。利用可能な水平領域は一般に極めて制約的であるので、垂直裁培を許
すプランティング容器を用いて収穫を増やす試みがある。噴霧型裁培プラント（ａｅｒｏ
ｐｏｎｉｃｓ ｐｌａｎｔ）システムの場合、その根が栄養溶液の煙霧剤で濡らされたプ
ランティング容器の内部に成長するように植物がプランティング容器の繊細なプランティ
ング開口に固定される。この煙霧剤は、例えば、プランティング容器のスプリンクラーノ
ズル又は 噴霧化を用いて生成されることができる。水耕裁培プラントシステムの場合、
植物は単に植物を載置する無機性基質に根を下ろしている。この場合、これらの根は基質
を通じて栄養溶液で濡らされる。両裁培方法は何れも成長過程の加速化に貢献し、高い生
産率をもたらす強い根の成長をもたらす。
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【０００４】
植物の垂直裁培のための多様な装置とプランティング容器は、実際に、互いに上下に配列
された多数の円周方向のプランティング筒（ｔｕｂｓ）を含むタワー（ｔｏｗｅｒ）のよ
うな装置、又は壁の表面に格子状に配列されたプランティング開口を含むプランティング
壁（ｐｌａｎｔｉｎｇ ｗａｌｌｓ）のようなものにより知られている。このような公知
の装置は相対的に大きく、且つ体積が大きい複数の個別部品で大部分が構成されており、
それらの部品の運送と組み立てはかなり大きな経費と関連している。従って、このような
装置は一般に一度に組み立てられ、固設される特定利用場所用として設計される。
【０００５】
米国公開特許公報ＵＳ２０１４／００００１６２Ａ１は、栄養水溶液で根を濡らし、養分
が供給される植物の垂直裁培用装置を記載している。この装置は、それらの壁にプランテ
ィング開口が形成された多数のモジュール式で構成された柱要素を含む。この柱要素は、
互いに隣接するように、また前後に格子のような配列でフレームに吊り下がる。また、こ
の装置は、各柱要素に対し、柱要素の上端に連結され、柱の内部に繋がる供給ライン、柱
の下端に連結されたドレインライン、供給ラインとドレインラインの両者に連結される栄
養溶液のための収集容器、及びそれにより栄養溶液が収集容器から供給ラインを経て柱の
内部にポンプされる中央ポンプ装置を含む。
【０００６】
米国公開特許公報ＵＳ２０１４／００００１６２Ａ１に記載された柱要素は、多数の類似
するプランティングポット（ｐｌａｎｔｉｎｇ ｐｏｔｓ）で構成される。各プランティ
ングポットは、円形のベースプレート、円筒形の壁、及びベースプレートの中心からプラ
ンティングポットの上縁に延びたチューブ部で構成される。プランティング開口は、個別
のプランティングポットの円筒形の壁の上縁領域で突出部として形成される。柱要素のプ
ランティングポットは、チューブ部が柱要素の全高に亘って延びた中央チューブを形成す
るように互いに付着される。更に、円筒形の壁の下縁領域又は各プランティングポットの
ベースプレートには、隣接するプランティングポットの上縁領域のためのリテーナとして
の機能を果たす円周方向の溝が提供される。栄養溶液が全柱要素を通じて、即ち最上のプ
ランティングポットから最下のプランティングポットに、また、収集容器の内まで流れる
ことができるように排水のための貫通孔がプランティングポットのベースプレートに形成
される。
【０００７】
米国公開特許公報ＵＳ２０１４／００００１６２Ａ１に記載された構造的概念は、互いに
上下に装着された構造的に同一のプランティングポットの個数を変化させて、異なる高さ
の柱要素が生産され得るようにする。これにより、前記公知の柱要素は、また、各設置場
所の特定の様相に容易に合わせることができる。
【０００８】
しかし、米国公開特許公報ＵＳ２０１４／００００１６２Ａ１に記載されたプランティン
グポットは、相対的に複雑な３次元形状を有する。従って、その生産が高価である。更に
、空間を減らす方式で共に配置したり、積載できないため、移送又は保管時に、これらの
個別のプランティングポットは何れも非常に大きな体積を占める。複雑な３次元形状によ
って柱要素が使用され、組み立てられる際に前記プランティング筒の洗浄に問題があるこ
とが分かったため、他の設置物の一部としてこれらのプランティング筒を一般に再利用し
ない。
【発明の開示】
【０００９】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、その個別部分が空間を節
約する方式で積載され、非常に容易に移送され、組み立てられ、分解され、洗浄できる前
述した形態のモジュール式で構成された柱要素を提供することにある。
【００１０】
本発明によれば、前記柱要素のモジュール式構造は、蓋部分、ベース部分、及び前記蓋部
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分と前記ベース部分との間の少なくとも１つの壁リングを含む。各壁リングは、プランテ
ィング開口が形成される多数のリングセグメントで構成される。前記蓋部分は端部側で最
上部の壁リングに配列され、ベース部分は端部側で最下部の壁リングに配列される。前記
柱要素の前記構造は、前記蓋部分と前記ベース部分との間で前記柱要素の外側に張力を有
する張力要素を用いて固定され安定化される。
【００１１】
従って、請求された柱要素の高さは、壁リングの数により変化し得る。このような壁リン
グが多数のリングセグメントで構成されることは本発明において必須である。柱要素の全
ての個別部分は共に結合されることができる。本発明によれば、このようなプラグ連結部
は、前記蓋部分と前記ベース部分との間で前記柱要素の外側の引っ張る（張力）手段によ
り固定され安定化され、柱要素は設置場所に取り付け及び植え付けることができ、また持
続的に増加して成長する植物のバイオマスをサポートすることができる。その結果、前記
柱要素の個別部分、特に連結領域は非常に単純に構造的な観点で構成されることができる
。これはまた単純、且つ費用効果的な製造の観点から個別部分の最適化、個別部分の再利
用のための洗浄の容易性、及び集積能力を許す。また、前記柱要素は、例えば、植物を均
一に照明するために回転されることができる。吊り下がった配列の場合、全柱要素は、例
えば、吊るされている回転フックによって回転することができる。スタンディング配列の
場合、例えば、該壁リングはスタンドに対して相対回転することができる。
【００１２】
基本的に、壁リングの数と壁リングのリングセグメントの数に関する限り、また個別部分
の蓋部分、ベース部分及びリングセグメントの寸法と形状について、本発明によって柱要
素を生成する多くの他の方式が存在する。プランティング形態と設置場所の空間的条件は
また常にその役割を果たす。
【００１３】
通常、本発明に係るプランティング柱の構造は、多数の壁リングを含む。前記壁リングは
円形であり得る。また、前記構造の安定性を増加させるために、互いに上下に配列された
前記リングセグメントは互いに横方向にロックされるように相互に対してオフセット方式
で互いに隣接する壁リングのリングセグメントを配列することが勧められる。
【００１４】
本発明の有利な一実施形態において、前記壁リングのリングセグメントは互いに結合され
るように提供される。このような構成は費用効果的に生成され、迅速に構成される。互い
に結合することは、前記リングセグメントにさねはぎ （ｔｏｎｇｕｅ ａｎｄ ｇｒｏｏ
ｖｅ）が提供されるとき、特に容易に効果を奏する。互いに結合することは、前記リング
セグメントの孔を通して挿入される後述する連結手段によって更に効果を奏する。
【００１５】
好ましくは、前記蓋部分は、少なくとも１つの供給ラインのための連結部を有するように
提供される。
【００１６】
好ましくは、前記ベース部分は、少なくとも１つのドレインラインのための連結部を有す
るように提供される。
【００１７】
有利な方式で、前記蓋部分は最上部の壁リングの上に装着されるように提供される。また
、前記ベース部分は、最下部の壁リングの上に装着されるように提供される。
【００１８】
本発明の好適な実施形態において、前記壁リングの全てのリングセグメントは、同一の幾
何寸法を有し、構造的に同一である。柱の直径に応じて、４個、６個、又は８個のリング
セグメントが提供されることができるが、奇数のリングセグメントを有することも可能で
ある。構造的に同一のリングセグメントと互いに隣接する壁リングのリングセグメントの
オフセット配列の場合、前記プランティング開口の垂直にオフセットされた配列が非常に
容易に達成され得るので、前記柱壁の表面が植物によって最適な方式で活用されることが
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できる。更に、構造的に同一のリングセグメントが非常によい費用対効果で製造されるこ
とができる。
【００１９】
仮りに、本発明に係る前記柱要素の前記蓋部分と前記ベース部分が何れも供給回路のため
の連結開口と端部側柱終端（ｅｎｄ-ｓｉｄｅ ｃｏｌｕｍｎ ｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ）
を形成すると、前記柱要素のこのような両個別部分はまた構造的に同一であり得る。これ
は製造コストの削減に貢献するだけでなく、保管と運送時に空間を節約する方式で前記蓋
部分とベース部分が積載されるようにすることができる。更に、前記柱要素の組み立ては
また結果的に単純化される。
【００２０】
本発明に係る他の有利な一実施形態において、前記リングセグメントのそれぞれは側方向
縁領域を有し、前記リングセグメントは前記側方向領域で互いに連結されるように提供さ
れる。これにより、低コストで安定した構造が達成されることができる。
【００２１】
好ましくは、２つの隣接するリングセグメントの前記側方向縁領域は重なる方式で配列さ
れ、前記リングセグメントを互いに固定する連結手段が延びる孔を有する。これにより、
前記リングセグメントは早く、且つ信頼性よく互いに結合されることができる。前記連結
部手段がリベットであれば、特に好ましい。
【００２２】
前記栄養溶液は、１つ又は多数の連結開口を経て前記柱の内部に噴霧剤として又は液滴状
で前記柱要素の上端から流入して、前記内部壁と前記柱の内部の根に定着し、最終的に重
力によって前記ベース部分に下向きに流動し、少なくとも１つのドレインラインを経て前
記柱要素からサンプ（ｓｕｍｐ）として、また指定された収集容器の内に案内される。従
って、壁リングの前記リングセグメントの間の前記プラグ連結部は、可能な限り前記栄養
溶液が容易に連結部領域から抜け出されないように構成されなければならない。しかし、
前記プラグ連結部は、１００％防水されるか、圧力漏れが防止される必要はない。
【００２３】
仮りに、前記リングセグメントの１つの側方向縁がさね要素としての機能を果たし、前記
リングセグメントの他の側方向縁が収容溝として形成されると、このような条件は、例え
ば、前記個別のリングセグメントの間のさねはぎ状の連結部によって満たされる。このよ
うなリングセグメントは、非常に容易に製造されることができ、この場合、壁リングを形
成するために、前記リングセグメントを共に結合することも極めて容易である。
【００２４】
特に、前記柱要素を組み立てる間に、壁リングの前記リングセグメントが互いに対向して
垂直に容易に変位できなければ、全体として、前記壁リングが前記柱要素の構造に付着さ
れ得ることが有利であることが分かった。従って、本発明の一実施形態において、ピンの
ような突出部は前記リングセグメントの前記縁領域で形成され、壁リングの前記リングセ
グメントが垂直方向に互に対して固定されるように、前記突出部が隣接するリングセグメ
ントの縁領域の対応する溝の内に結合される。
【００２５】
また、柱要素の個別の壁リング間のプラグ連結部は、可能な限り前記栄養溶液が前記連結
領域から抜け出せないように構成されなければならない。本発明の有利な一実施形態にお
いて、２つの壁リングが互いに結合されるとき、上部壁リングの下縁が下部壁リングの裏
で結合されるように、これは前記リングセグメントの下縁がその屈曲した壁表面に対して
後退するという事実によって容易に達成されることができる。
【００２６】
上述したように、互いに上下に付着された壁リングのリングセグメントが、好ましく互に
対してオフセットされる方式で配列されることができる。これに関連して、前記リングセ
グメントには調整又は位置調節補助手段が備えられることが有利であることが分かった。
これらは前記リングセグメントの上縁及び下縁領域でビードのような突出部と対応する溝



(7) JP 2018-509941 A 2018.4.12

10

20

30

40

50

の形態で生成されることができる。
【００２７】
本発明の有利な一実施形態において、前記栄養水溶液を前記プランティング開口に案内す
る案内装置が前記リングセグメントの内部壁の上に提供される。これにより、植物には特
に効果的な方式で水又は栄養溶液を供給することができる。好ましくは、案内装置は何れ
もリングセグメントの上に提供される。特に好ましい方式で、１つの案内装置が各プラン
ティング開口に提供される。
【００２８】
本発明に係る一実施形態において、前記案内装置は、前記リングセグメントの内部壁から
内向き延在した突出部を含むように提供される。前記突出部は、前記柱要素の内側で下方
へ流れる水又は栄養溶液を前記プランティング開口に案内することができる。従って、前
記プランティング開口の内に挿入される植物の根に効果的に水が供給され、栄養が供給さ
れることができる。例えば、噴霧により、上部領域で前記内部壁に水を供給することで十
分である。重力のため、水は下方へ流れ、前記突出部により前記プランティング開口に案
内される。好ましくは、前記突出部は翼として形成される。
【００２９】
有利な方式で、前記リングセグメントは傾斜するように内向する第１壁部、及び傾斜する
ように外向する第２壁部を有し、前記プランティング開口は、前記第１及び第２壁部の間
に配列された植物用置き台を含むように提供される。これにより、植物が傾斜するように
配列されることができ、根は前記プランティング容器の内部に伸びることができる。
【００３０】
特に有利な方式で、前記案内装置は、前記第１壁部の内側に配列されるように提供される
。これにより、水が特に容易で、且つ効果的に前記プランティング開口に案内されること
ができる。
【００３１】
また、本発明に係る構造的概念は高さが非常に高い柱要素、即ち５ｍを超える高さを有す
る柱要素を生成することができる。このような高い柱要素の下部柱領域で植物の根を十分
に濡らすために、多数の噴霧化又は噴霧器及び／又はスプリンクラーノズルが前記柱要素
の高さに亘って分配された柱の内部に配列され、前記供給ラインによって栄養溶液の供給
を受ける。このために、前記供給ラインは、例えば、前記柱内部の中央に位置し、対応す
るノズルを有するチューブライン、又は前記柱要素の内部壁に沿って案内され、対応する
ノズルが備えられた螺旋状のラインに連結されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
上述したように、好ましい方式で本発明の開示を実現し、開発する多様な方式がある。こ
のために、一方では従属項が参照され、他方では図面を参照して本発明の例示的な実施形
態に対する下記の記載が参照される。
【図１】５個の壁リング１０を含む本発明に係る柱要素１００の斜視図を示す。
【図２】６個のセグメント１で構成された壁リング１０の斜視図を示す。
【図３Ａ－３Ｂ】リングセグメント１の平面図及び斜視図を示す。
【図４Ａ－４Ｂ】他の実施形態に係るリングセグメント１'の外側及び内側からの斜視図
を示す。
【図５Ａ－５Ｃ】本発明に係る柱要素の他の実施形態の側面図、斜視図、及び断面図を示
す。
【図６】スタンドの斜視図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
図１に示す柱要素１００は、栄養水溶液で根を濡らし、養分が供給される植物の垂直裁培
用として用いられる。柱要素１００はモジュール式で構成され、蓋部分２０、ベース部分
３０、及び蓋部分２０とベース部分３０間の５個の均一な壁リング１０を含む。この場合
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に説明した例示的な実施形態において、各壁リング１０は２個のプランティング開口２が
各場合に形成された６個の構造的に同一のリングセグメント１０で構成される。また、こ
れは図２に再び示される。柱要素１００の高さと利用可能なプランティング開口２の数は
、壁リング１０の数により各利用可能な空間に柔軟に調整されることができる。
【００３４】
プランティング開口２は、この場合、図３Ｂに特に示す柱軸線に対して傾斜した方式で外
部からプランティング開口２の内に挿入され得るネットポット（ｎｅｔ ｐｏｔｓ）４０
のための置き台として設計される。接枝（ｓｌｉｐｓ）又は苗木（ｓｅｅｄｌｉｎｇ）が
無機性基質を用いて、又は単に所謂、成長-グリップ（ｇｒｏｗ-ｇｒｉｐｓ）と呼ばれる
クランプのみ用いてもネットポット４０の内に固定される。これらの根は、各ネットポッ
ト４０を介して成長し、収穫するまで栄養溶液と酸素が供給される柱要素１００の内部に
自由に掛かる。このために、可能であれば、四方からそれらの根が濡らされるように栄養
溶液の噴霧剤が柱要素の内部で生成される。栄養供給方法は、最初は根の成長に役立ち、
その後は植物の離間間隔が相対的に小さくなるにつれ、植物の成長及び実る過程に役立つ
。収穫の目的で、植物はネットポット４０と共に柱要素１００のプランティング開口２か
ら簡単に除去されることができる。
【００３５】
壁リング１０のリングセグメント１は結合され、また柱要素１００の壁リング１０は互い
に結合される。プラグ連結の形態と側方向、リングセグメント１の上縁及び下縁領域の構
成は、図３Ａと図３Ｂを参照し、より詳細に説明する。
【００３６】
蓋部分２０は端部側における最上部の壁リング１０ａに付着され、ベース部分３０は端部
側における最下部の壁リング１０ｅに付着される。この場合に説明した例示的な実施形態
において、蓋部分２０とベース部分３０は構造的に同一である。このような両部分２０、
３０は円錐状に形成され、それにより柱要素１００が栄養溶液のための供給回路に連結さ
れる中央連結開口２１、３１を有する。このために、この供給ラインは、例えば、庭園用
ホースとして用いられるクリック連結部２２を経て、蓋部分２０の連結開口２１に結合さ
れる。約２ｍ高さまでの柱要素の場合、噴霧化又は噴霧剤を生成するためのスプリンクラ
ーノズルは蓋部分の領域に位置する。より高さが高い柱要素の場合、柱要素の下部領域の
植物に栄養溶液が十分に供給されるように柱の内部空間の高さに亘ってノズルを分配する
ことが勧められる。このために、例えば、中央チューブラインが柱要素の内に配列され、
柱要素の全高さに亘って分配されたノズル配列（ｎｏｚｚｌｅ ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ
）が備えられる。
【００３７】
栄養溶液は、内部壁と根に積もって柱要素１００を介して通過した後、漏斗状のベース部
分３０で蓄積される。栄養溶液のドレインラインのための連結部３１はここに配列され、
同様に、クリック連結部の形態で容易に生成されることができる。
【００３８】
要素に張力を加えるためのアイレット（ｅｙｅｌｅｔｓ）を結び付け、案内するために用
いられる３個のリングフック２３、３３は、それぞれ蓋部分２０とベース部分３０の縁領
域に付着される。柱要素１００の構造を固定し、安定化するために、これらは蓋部分２０
とベース部分３０との間の柱要素１００の外側で張力を有する。使用され得る張力要素は
、例えば、リボンケーブル又はナイロンケーブルなどであり得る。
【００３９】
図１に示す柱要素の壁リング１０のプランティング開口２は、植物が成長し、光と空気に
露出されるように、できるだけ多くの空間を有するように、隣接する壁リング１０のプラ
ンティング開口２に対して常にオフセットして配列される。このために、互いに隣接する
壁リング１０のリングセグメント１が互に対してオフセットして配列されるように個別の
壁リング１０は互いに付着されている。
【００４０】
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図３Ａは、ネットポット４０を収容するための２個のプランティング開口２を含むリング
セグメント１の平面図を示す。図３Ｂの斜視図は、リングセグメント１の曲率を示す。リ
ングセグメント１の左側縁領域が収容溝（ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ ｇｒｏｏｖｅ）３として
構成される反面、右側縁領域４はリングセグメント１の中央領域と同一の壁の厚さを有す
る。左側縁領域の収容溝３は、隣接するリングセグメント１の右側縁領域４に容易に付着
され得るように設計される。これは両リングセグメント１の間にさねはぎ状の連結部（ｇ
ｒｏｏｖｅｄ ａｎｄ ｔｏｎｇｕｅｄ ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）５を生成し、１つのリン
グセグメント１の右側縁領域４はさね要素４としての機能を果たす。収容溝３の内側には
、図示していないピンのような突出部が形成される。両リングセグメント１を共に結合す
るとき、壁リング１０のリングセグメント１が垂直方向に互に対して固定されるように、
突出部は隣接するリングセグメント１の右側縁領域の該当溝（ｒｅｃｅｓｓｅｓ）６の内
に結合される。
【００４１】
リングセグメント１の下縁７は、両壁リング１を共に結合するとき、上部壁リングの下縁
７が下部壁リングの壁の裏で結合するように、その屈曲した壁面に対して後退する。リン
グセグメント１の下縁領域７と上縁領域８には、壁リング１０を互いに付着するための調
整又は位置調節補助手段が備えられ、前記補助手段は、互いに隣接する壁リング１０のリ
ングセグメント１が互に対してオフセットして配列されるようにする。この場合、このよ
うな調整及び位置調節補助手段は、下縁領域の外側のビードのような突出部９１と、特に
図２に示す上縁領域８の内側の対応する溝（ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ ｇｒｏｏｖｅ
）９２の形態で生成される。壁リング１０を互いに付着するとき、即ちリングセグメント
１の下縁領域７のビード状の突出部９１は常に隣接するリングセグメント１の上縁領域８
の該当溝９２の内に結合されるようになっている。
【００４２】
この場合に記載された柱要素の全ての個別部分、即ち構造的に同一の蓋及びベース部分２
０、３０と構造的に同一のリングセグメント１は、好ましくは、耐熱性（ｈｅａｔ-ｒｅ
ｓｉｓｔａｎｔ）と耐候性（ｗｅａｔｈｅｒ-ｒｅｓｉｓｔａｎｔ）を有する丈夫な合成
物質からなる。また、この合成物質は光に強く、紫外線に耐えなければならない。更に、
これは衝撃や破損に耐えられ、好ましくは、寸法が安定していなければならない。射出成
形技術は、適切な製造工程である。
【００４３】
太陽光や人工光によって植物を均一に照明することについて、本発明に係る柱要素が回転
自在に装着されることが有利である。このために、対応する置き台に吊り下がることがで
き、及び／又はスタンドが提供されることができる。
【００４４】
本発明に係る柱要素は、個別のプランティング柱として又は同一の又は異なる設計の多数
の柱要素を含む植物の垂直裁培用装置の部分であって、温室の内で、 キャノピー下で、
又は屋外で作動し得る。唯一の前提は、柱要素が連結され得る植物に栄養溶液を供給する
ための水耕裁培又は盆景栽培回路システムである。また、本発明に係る柱要素は、植物用
栄養溶液が蛋白質含有食品が供給される魚により生態的に生成される水耕裁培システムと
関連して使用され得ることが言及されるべきである。
【００４５】
とにかく、本発明に係る柱要素のモジュール式構造は、利用可能な空間と局部的条件を収
穫量の観点から可能な効率的な方法で活用するために、柱要素の高さを決定できるオプシ
ョンを提供し、またプランティング空間の数を非常に柔軟にするオプションを提供する。
更に、本発明に係る柱要素は、非常に容易に構成され、設置されることができるだけでな
く、他の場所で新たに設計され構成されるために、分解され、容易に洗浄でき、省スペー
ス方式で保管され、費用効果的に移送されることができる。例えば、本発明に係る柱要素
は１年中又は季節別にのみ使用され得る。
【００４６】
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図４Ａ及び図４Ｂは、リングセグメント１'の他の実施形態を示す。リングセグメント１'
は、リングセグメント１に類似する方式で形成される。対応する点に適用される上述した
記載に対する参照がなされる。図４Ａは、リングセグメント１'の外側を示す。
【００４７】
リングセグメント１'は屈曲した形状を有する。また、プランティング開口２がリングセ
グメント１'に提供される。説明した例示的な実施形態において、リングセグメント１'は
２個のプランティング開口２を有する。
【００４８】
リングセグメント１'は、壁リング１０が多数のリングセグメント１'で構成され得るよう
に形成される（また図５Ａを参照）。リングセグメント１'は側方向縁領域５０、５１を
有する。リングセグメント１'のうちの１つは、縁領域５０で隣接するリングセグメント
の縁領域５１に連結されることができる。このために、組み立てられた状態において、２
つの隣接するリングセグメント１'の側方向縁領域５０、５１は重なる方式で配列される
。このような点で、図４Ａは、縁領域５０が縁領域５１よりも半径方向に若干、より外側
に配列されることを示す。縁領域５０、５１のそれぞれは孔５２を有する。図示した例示
的な実施形態において、側方向縁領域５１は３個の孔５２を有し、側方向縁領域５０も同
様に、３個の孔５２を有する。縁領域５０、５１の孔５２は、互いに整列され得るように
配列される。リングセグメント１'は、孔５２を介して延びた締結手段（ｆａｓｔｅｎｉ
ｎｇ ｍｅａｎｓ）によって隣接するリングセグメント１'に連結されることができる。締
結手段は、特にリベットで形成される。これにより、壁リング１０は同一に形成された多
数のリングセグメント１'で構成されることができ、安定した方式で連結されることがで
きる。
【００４９】
リングセグメント１'は、リングセグメント１のように形成された下縁７を有する。それ
に対する参照を行う。
【００５０】
図４Ｂは、リングセグメント１'の内側を示す。この場合、プランティング開口２に栄養
水溶液を案内する案内装置５４がリングセグメント１'の内部壁５３の上に提供されるこ
とが明確に分かる。図示した例示的な実施形態において、それぞれのプランティング開口
２には案内装置５４が提供される。
【００５１】
また、図４Ａ及び図４Ｂは、プランティング開口２の縁が滑らかな方式で形成されること
を示す。
【００５２】
案内装置５４は、リングセグメント１'の内部壁５３から内向き延在した突出部を含む。
この突出部は翼として形成される。図示した例示的な実施形態において、Ｖ字状に配列さ
れた２個の突出部がプランティング開口２に提供される。内部壁に適用され、それに沿っ
て流れる水は重力の影響下でプランティング開口２へ突出部によって案内される。
【００５３】
更に、図４Ａ及び図４Ｂは、リングセグメント１'が植物用置き台を有し、この置き台は
傾斜するように内向する第１壁部５５を有する点を明確に示す。また、この置き台は傾斜
するように外向する第２壁部５６を含む。プランティング開口２は、第１及び第２壁部５
５、５６の間に配列される。図４Ｂから明確に見られるように、案内装置５４は第１壁部
５５の内側に配列される。
【００５４】
図５Ａは、リングセグメント１'でモジュール式で構成された柱要素１００の側面図を示
す。図示した例示的な実施形態において、柱要素１００は５個の壁リング１０を含む。図
示した例示的な実施形態において、各壁リング１０は６個のセグメント１'で構成される
。リングセグメント１'は、上述した方式で、図示していないリベットによって互いに連
結される。
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【００５５】
図５Ｂは、図５Ａの柱要素１００の斜視図を示す。
【００５６】
図５Ｃは、Ａ-Ａ線に沿って図５Ａの柱要素１００を通過する断面図を示す。また、同図
は内部壁の上に配列され、プランティングバスケット４０に水又は栄養溶液を案内する案
内装置５４を示す。
【００５７】
更に、図５Ａ乃至図５Ｃは、柱要素がスタンディングポジションで展開されたことを示す
。このために、スタンド５７は柱要素１００の下端の上に提供される。図示した例示的な
実施形態において、スタンド５７は周囲に亘って配列された３個の足５８を有する。スタ
ンド５７は周囲方式で形成され、壁リング１０ｅのための収容口（ｒｅｃｅｐｔａｃｌｅ
）を有する。図示した例示的な実施形態において、ベース部分３０はスタンド５７の内に
統合される。
【００５８】
また、図示していない張力要素のための締結及び案内アイレットとして用いられる３個の
リングフック２３、３３は、それぞれのベース部分３０の蓋部分２０の縁領域で付着され
る。蓋部分２０は、張力要素によってベース部分３０に向かって引かれることができる。
これにより、柱要素１００の構造は安定化し得る。
【００５９】
図６は、スタンド５７の斜視図を示す。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５Ａ】
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【図６】



(14) JP 2018-509941 A 2018.4.12

10

20

30

40

【国際調査報告】



(15) JP 2018-509941 A 2018.4.12

10

20

30

40



(16) JP 2018-509941 A 2018.4.12

10

20

30

40



(17) JP 2018-509941 A 2018.4.12

10

20

30

40



(18) JP 2018-509941 A 2018.4.12

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  ティドーナ、マルコ
            ドイツ、ハイデルベルク、６９１１５、モンツペリエストラース　１０
Ｆターム(参考) 2B314 MA33  NA05  NA08  NC27  PB20  PB22 
　　　　 　　  2B327 ND02 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

