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(54)【発明の名称】養液栽培における自動給液方法と自動給液装置、並びにこれを用いた養液栽培方法と養液栽培装置
(57)【要約】
【課題】

園芸作物の生育不良や収量低下を伴うことな

く、園芸作物の生育に応じて適量の培養液を自動給液す
ることのできる方法と装置を提供すること、並びにその
ような自動給液方法と自動給液装置とを用いて、肥料や
水の節約及び使用済み培養液の排出量を削減させて、効
率よく園芸作物を養液栽培することのできる方法と装置
を提供することを目的とするものである。
【解決手段】

養液栽培において培養液を自動給液する

にあたり、養液栽培ベッドから排出される培養液につい
て、微少な排液量を連続測定し、この排液量と給液量と
から、園芸作物の吸水量を連続的に算出し、算出された
吸水量に基づいて新たな給液量を決定し、決定された給
液量だけ培養液を自動給液することを特徴とする、養液
栽培における自動給液方法を提供する。
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【特許請求の範囲】

下部を支点として前記揺動方向とは反対方向へ揺動させ

【請求項１】

て下方へ傾斜させることにより、前記函状体の一方に備

養液栽培において培養液を自動給液する

にあたり、養液栽培ベッドから排出される培養液につい

えられている排液出口から貯留排液を吐出させ、次い

て、微少な排液量を連続測定し、この排液量と給液量と

で、新たに傾斜させて上がっている側の前記函状体の他

から、園芸作物の吸水量を連続的に算出し、算出された

方に備えられている排液入口から、前記函状体の他方の

吸水量に基づいて新たな給液量を決定し、決定された給

内部に排液を引き入れ、その内部に貯留する排液の重み

液量だけ培養液を自動給液することを特徴とする、養液

を利用して、前記隔壁下部を支点として直前の揺動方向

栽培における自動給液方法。

とは反対方向へ揺動させて下方へ傾斜させることによ

【請求項２】

隔壁を境として、左右に設けられた２つ

の函状体のそれぞれ上方にそれぞれ排液入口を備え、か

り、前記函状体の他方に備えられている排液出口から貯
10

留排液を吐出させ、これを順次繰り返すことにより、自

つ、前記隔壁を境として左右対称の位置の側方にそれぞ

動的に貯留排液を順次吐出できるようにした排液量測定

れ排液出口を備えた排液量測定補助具を、前記隔壁下部

手段を用いて、微少な排液量を連続測定する、請求項３

を支点として左右に揺動自在となるように、電子天秤の

記載の養液栽培方法。

計量皿上に取り付け、測定開始時には前記排液量測定補

【請求項５】

助具を左右いずれかの方向に揺動させて前記排液量測定

の函状体のそれぞれ上方にそれぞれ排液入口を備え、か

補助具を傾斜させた状態としておき、傾斜させて上がっ

つ、前記隔壁を境として左右対称の位置の側方にそれぞ

ている側の前記函状体の一方に備えられている排液入口

れ排液出口を備えた排液量測定補助具を、前記隔壁下部

から、前記函状体の一方の内部に排液を引き入れ、その

を支点として左右に揺動自在となるように、電子天秤の

内部に貯留する排液の重みを利用して、前記隔壁下部を

計量皿上に取り付け、測定開始時には前記排液量測定補

支点として前記揺動方向とは反対方向へ揺動させて下方

20

隔壁を境として、左右に設けられた２つ

助具を左右いずれかの方向に揺動させて前記排液量測定

へ傾斜させることにより、前記函状体の一方に備えられ

補助具を傾斜させた状態としておき、傾斜させて上がっ

ている排液出口から貯留排液を吐出させ、次いで、新た

ている側の前記函状体の一方に備えられている排液入口

に傾斜させて上がっている側の前記函状体の他方に備え

から、前記函状体の一方の内部に排液を引き入れ、その

られている排液入口から、前記函状体の他方の内部に排

内部に貯留する排液の重みを利用して、前記隔壁下部を

液を引き入れ、その内部に貯留する排液の重みを利用し

支点として前記揺動方向とは反対方向へ揺動させて下方

て、前記隔壁下部を支点として直前の揺動方向とは反対

へ傾斜させることにより、前記函状体の一方に備えられ

方向へ揺動させて下方へ傾斜させることにより、前記函

ている排液出口から貯留排液を吐出させ、次いで、新た

状体の他方に備えられている排液出口から貯留排液を吐

に傾斜させて上がっている側の前記函状体の他方に備え

出させ、これを順次繰り返すことにより、自動的に貯留

られている排液入口から、前記函状体の他方の内部に排

排液を順次吐出できるようにした排液量測定手段を用い

30

液を引き入れ、その内部に貯留する排液の重みを利用し

て、微少な排液量を連続測定する、請求項１記載の養液

て、前記隔壁下部を支点として直前の揺動方向とは反対

栽培における自動給液方法。

方向へ揺動させて下方へ傾斜させることにより、前記函

【請求項３】

養液栽培ベッド上で培養液を用いて園芸

状体の他方に備えられている排液出口から貯留排液を吐

作物を養液栽培するにあたり、養液栽培ベッドから排出

出させ、これを順次繰り返すことにより、自動的に貯留

される培養液について、微少な排液量を連続測定し、こ

排液を順次吐出できるようにした排液量測定手段と、前

の排液量と給液量とから、園芸作物の吸水量を連続的に

記排液量測定手段により測定された排液量と給液量とか

算出し、算出された吸水量に基づいて新たな給液量を決

ら、園芸作物の吸水量を連続的に算出し、算出された吸

定し、決定された給液量だけ培養液を自動給液しながら

水量に基づいて新たな給液量を決定する給液管理制御手

園芸作物を栽培することを特徴とする、養液栽培方法。
【請求項４】

隔壁を境として、左右に設けられた２つ

段と、前記給液管理制御手段の決定に基づき培養液を自
40

動給液する給液手段と、を備えることを特徴とする、養

の函状体のそれぞれ上方にそれぞれ排液入口を備え、か

液栽培における自動給液装置。

つ、前記隔壁を境として左右対称の位置の側方にそれぞ

【請求項６】

れ排液出口を備えた排液量測定補助具を、前記隔壁下部

栽培ベッドと、前記養液栽培ベッドから園芸作物が吸収

を支点として左右に揺動自在となるように、電子天秤の

しなかった培養液を排液として排出する排液口と、隔壁

計量皿上に取り付け、測定開始時には前記排液量測定補

を境として、左右に設けられた２つの函状体のそれぞれ

助具を左右いずれかの方向に揺動させて前記排液量測定

上方にそれぞれ排液入口を備え、かつ、前記隔壁を境と

補助具を傾斜させた状態としておき、傾斜させて上がっ

して左右対称の位置の側方にそれぞれ排液出口を備えた

ている側の前記函状体の一方に備えられている排液入口

排液量測定補助具を、前記隔壁下部を支点として左右に

から、前記函状体の一方の内部に排液を引き入れ、その

揺動自在となるように、電子天秤の計量皿上に取り付

内部に貯留する微少な排液の重みを利用して、前記隔壁

50

園芸作物を培養液を用いて栽培する養液

け、測定開始時には前記排液量測定補助具を左右いずれ
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かの方向に揺動させて前記排液量測定補助具を傾斜させ

いる。このため、大量の使用済み培養液が施設外へ排出

た状態としておき、傾斜させて上がっている側の前記函

され、資源の無駄と地下水等の環境汚染への原因となっ

状体の一方に備えられている排液入口から、前記函状体

ている。

の一方の内部に、前記排液口からの排液を引き入れ、そ

【０００４】これらの状況を背景として、作物に対して

の内部に貯留する排液の重みを利用して、前記隔壁下部

適量の培養液を、生育期間を通じて完全自動で供給する

を支点として前記揺動方向とは反対方向へ揺動させて下

ことができ、排液削減により養水分の利用効率が高い、

方へ傾斜させることにより、前記函状体の一方に備えら

養液栽培の給液法が強く望まれている。

れている排液出口から貯留排液を吐出させ、次いで、新

【０００５】病気の発生、拡散や養分組成の乱れなしに

たに傾斜させて上がっている側の前記函状体の他方に備
えられている排液入口から、前記函状体の他方の内部

排液を出さない方法には、培養液のリサイクル法がある
10

が、貯留タンク、ろ過・殺菌装置など大規模な設備が必

に、前記排液口からの排液を引き入れ、その内部に貯留

要であり、多大なコストがかかる上に、常に収益低下や

する排液の重みを利用して、前記隔壁下部を支点として

尻腐れ果など品質低下等の危険を伴っている。さらに、

直前の揺動方向とは反対方向へ揺動させて下方へ傾斜さ

リサイクル設備を用いても、培養液組成が修正できない

せることにより、前記函状体の他方に備えられている排

ほど乱れる場合もあり、系外に捨てざるを得ない場合も

液出口から貯留排液を吐出させ、これを順次繰り返すこ

ある。

とにより、自動的に貯留排液を順次吐出できるようにし

【０００６】

た排液量測定手段と、前記排液量測定手段により測定さ

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の課題

れた排液量と給液量とから、園芸作物の吸水量を連続的

を解決して、園芸作物の生育遅延や収量低下を招くこと

に算出し、算出された吸水量に基づいて新たな給液量を

なく、園芸作物の生育に応じて自動的に園芸作物にとっ

決定する給液管理制御手段と、前記給液管理制御手段の

20

て適量の培養液を自動給液することのできる自動給液方

決定に基づき培養液を自動給液する給液手段と、を備え

法と自動給液装置を提供することを目的とするものであ

ることを特徴とする、養液栽培装置。

る。

【発明の詳細な説明】

【０００７】さらに、本発明は、上記の如き自動給液方

【０００１】

法と自動給液装置とを用いて、園芸作物の生育遅延や収

【発明の属する技術分野】本発明は、養液栽培における

量低下を招くことなく、園芸作物の生育に応じて自動的

自動給液方法と自動給液装置、並びにこれを用いた養液

に園芸作物にとって適量の培養液を自動給液し、これに

栽培方法と養液栽培装置に関する。さらに詳しくは、本

より肥料や水の節約及び使用済み培養液の排出量を削減

発明は、園芸作物の生育不良や収量低下を伴うことな

させて、環境負荷が小さく、しかも養水分の利用効率が

く、園芸作物の生育に応じて適量の培養液を自動給液す

高くて、園芸作物を効率よく養液栽培することのできる

ることのできる方法と装置、並びにそのような自動給液

30

養液栽培方法と養液栽培装置とを提供することを目的と

方法と自動給液装置とを用いて、肥料や水の節約及び使

するものである。

用済み培養液の排出量を削減させて、効率よく園芸作物

【０００８】

を養液栽培することのできる方法と装置に関する。

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課

【０００２】

題を解決するため鋭意検討を重ねた。その結果、驚くべ

【従来の技術】蔬菜及び花卉などの園芸作物の生産にあ

きことにシシオドシにヒントを得た排液量測定補助具を

たり、ロックウール耕をはじめとする養液栽培の割合が

電子天秤と組合せた排液量測定手段を用いることによ

増加してきている。一般的に、養液栽培における培養液

り、微少な排液量を連続測定することができ、このよう

の給液には、タイマーや日射比例方式が用いられるが、

にして測定された微少な排液量と培養液の供給量とから

作目、季節、天候、作物の生育状況等は全く考慮されな
いため、これらを考慮して、その都度、給液量や給液間

園芸作物の吸水量を連続的に算出し、この吸水量に基づ
40

いて給液を行うと、園芸作物に適量な培養液を自動的に

隔の設定を修正しなければならない。このため、栽培期

給液することができることを見出し、かかる知見に基づ

間を通じて、作物に適量の培養液を、完全に自動で給液

いて本発明を完成するに到った。

することは不可能である。また、給液設定の修正には、

【０００９】請求項１に係る本発明は、養液栽培におい

生産者の長年の経験や高度な技術が必要なため、給液管

て培養液を自動給液するにあたり、養液栽培ベッドから

理に失敗し、生育不良や収量低下を引き起こす危険性が

排出される培養液について、微少な排液量を連続測定

ある。

し、この排液量と給液量とから、園芸作物の吸水量を連

【０００３】さらに、ロックウール栽培では、病気の発

続的に算出し、算出された吸水量に基づいて新たな給液

生、拡散や養分組成が乱れることを防ぐために、かけ流

量を決定し、決定された給液量だけ培養液を自動給液す

し方式をとる場合が多く、このとき安全を見越して、供

ることを特徴とする、養液栽培における自動給液方法を

給量の３０％程度が排液となるように培養液を供給して

50

提供するものである。
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【００１０】請求項２に係る本発明は、隔壁を境とし

留する排液の重みを利用して、前記隔壁下部を支点とし

て、左右に設けられた２つの函状体のそれぞれ上方にそ

て直前の揺動方向とは反対方向へ揺動させて下方へ傾斜

れぞれ排液入口を備え、かつ、前記隔壁を境として左右

させることにより、前記函状体の他方に備えられている

対称の位置の側方にそれぞれ排液出口を備えた排液量測

排液出口から貯留排液を吐出させ、これを順次繰り返す

定補助具を、前記隔壁下部を支点として左右に揺動自在

ことにより、自動的に貯留排液を順次吐出できるように

となるように、電子天秤の計量皿上に取り付け、測定開

した排液量測定手段を用いて、微少な排液量を連続測定

始時には前記排液量測定補助具を左右いずれかの方向に

する、請求項３記載の養液栽培方法を提供するものであ

揺動させて前記排液量測定補助具を傾斜させた状態とし

る。

ておき、傾斜させて上がっている側の前記函状体の一方
に備えられている排液入口から、前記函状体の一方の内

【００１３】請求項５に係る本発明は、隔壁を境とし
10

て、左右に設けられた２つの函状体のそれぞれ上方にそ

部に排液を引き入れ、その内部に貯留する排液の重みを

れぞれ排液入口を備え、かつ、前記隔壁を境として左右

利用して、前記隔壁下部を支点として前記揺動方向とは

対称の位置の側方にそれぞれ排液出口を備えた排液量測

反対方向へ揺動させて下方へ傾斜させることにより、前

定補助具を、前記隔壁下部を支点として左右に揺動自在

記函状体の一方に備えられている排液出口から貯留排液

となるように、電子天秤の計量皿上に取り付け、測定開

を吐出させ、次いで、新たに傾斜させて上がっている側

始時には前記排液量測定補助具を左右いずれかの方向に

の前記函状体の他方に備えられている排液入口から、前

揺動させて前記排液量測定補助具を傾斜させた状態とし

記函状体の他方の内部に排液を引き入れ、その内部に貯

ておき、傾斜させて上がっている側の前記函状体の一方

留する排液の重みを利用して、前記隔壁下部を支点とし

に備えられている排液入口から、前記函状体の一方の内

て直前の揺動方向とは反対方向へ揺動させて下方へ傾斜

部に排液を引き入れ、その内部に貯留する排液の重みを

させることにより、前記函状体の他方に備えられている

20

利用して、前記隔壁下部を支点として前記揺動方向とは

排液出口から貯留排液を吐出させ、これを順次繰り返す

反対方向へ揺動させて下方へ傾斜させることにより、前

ことにより、自動的に貯留排液を順次吐出できるように

記函状体の一方に備えられている排液出口から貯留排液

した排液量測定手段を用いて、微少な排液量を連続測定

を吐出させ、次いで、新たに傾斜させて上がっている側

する、請求項１記載の養液栽培における自動給液方法を

の前記函状体の他方に備えられている排液入口から、前

提供するものである。

記函状体の他方の内部に排液を引き入れ、その内部に貯

【００１１】請求項３に係る本発明は、養液栽培ベッド

留する排液の重みを利用して、前記隔壁下部を支点とし

上で培養液を用いて園芸作物を養液栽培するにあたり、

て直前の揺動方向とは反対方向へ揺動させて下方へ傾斜

養液栽培ベッドから排出される培養液について、微少な

させることにより、前記函状体の他方に備えられている

排液量を連続測定し、この排液量と給液量とから、園芸

排液出口から貯留排液を吐出させ、これを順次繰り返す

作物の吸水量を連続的に算出し、算出された吸水量に基

30

ことにより、自動的に貯留排液を順次吐出できるように

づいて新たな給液量を決定し、決定された給液量だけ培

した排液量測定手段と、前記排液量測定手段により測定

養液を自動給液しながら園芸作物を栽培することを特徴

された排液量と給液量とから、園芸作物の吸水量を連続

とする、養液栽培方法を提供するものである。

的に算出し、算出された吸水量に基づいて新たな給液量

【００１２】請求項４に係る本発明は、隔壁を境とし

を決定する給液管理制御手段と、前記給液管理制御手段

て、左右に設けられた２つの函状体のそれぞれ上方にそ

の決定に基づき培養液を自動給液する給液手段と、を備

れぞれ排液入口を備え、かつ、前記隔壁を境として左右

えることを特徴とする、養液栽培における自動給液装置

対称の位置の側方にそれぞれ排液出口を備えた排液量測

を提供するものである。

定補助具を、前記隔壁下部を支点として左右に揺動自在

【００１４】請求項６に係る本発明は、園芸作物を培養

となるように、電子天秤の計量皿上に取り付け、測定開
始時には前記排液量測定補助具を左右いずれかの方向に

液を用いて栽培する養液栽培ベッドと、前記養液栽培ベ
40

ッドから園芸作物が吸収しなかった培養液を排液として

揺動させて前記排液量測定補助具を傾斜させた状態とし

排出する排液口と、隔壁を境として、左右に設けられた

ておき、傾斜させて上がっている側の前記函状体の一方

２つの函状体のそれぞれ上方にそれぞれ排液入口を備

に備えられている排液入口から、前記函状体の一方の内

え、かつ、前記隔壁を境として左右対称の位置の側方に

部に排液を引き入れ、その内部に貯留する排液の重みを

それぞれ排液出口を備えた排液量測定補助具を、前記隔

利用して、前記隔壁下部を支点として前記揺動方向とは

壁下部を支点として左右に揺動自在となるように、電子

反対方向へ揺動させて下方へ傾斜させることにより、前

天秤の計量皿上に取り付け、測定開始時には前記排液量

記函状体の一方に備えられている排液出口から貯留排液

測定補助具を左右いずれかの方向に揺動させて前記排液

を吐出させ、次いで、新たに傾斜させて上がっている側

量測定補助具を傾斜させた状態としておき、傾斜させて

の前記函状体の他方に備えられている排液入口から、前

上がっている側の前記函状体の一方に備えられている排

記函状体の他方の内部に排液を引き入れ、その内部に貯

50

液入口から、前記函状体の一方の内部に、前記排液口か

( 5 )
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らの排液を引き入れ、その内部に貯留する排液の重みを

培装置から、養液栽培ベッド１と排液口２とを除いた、

利用して、前記隔壁下部を支点として前記揺動方向とは

排液量測定手段３と、給液管理制御手段４と、給液手段

反対方向へ揺動させて下方へ傾斜させることにより、前

５と、を備えることを特徴とするものである。

記函状体の一方に備えられている排液出口から貯留排液

【００１８】請求項１に係る本発明の自動給液方法にお

を吐出させ、次いで、新たに傾斜させて上がっている側

いては、養液栽培において培養液を自動給液するにあた

の前記函状体の他方に備えられている排液入口から、前

り、養液栽培ベッド１の排液口２から排出される培養液

記函状体の他方の内部に、前記排液口からの排液を引き

について、微少な排液量を連続測定する。養液栽培ベッ

入れ、その内部に貯留する排液の重みを利用して、前記

ド１としては、噴霧耕を行うことのできる噴霧栽培ベッ

隔壁下部を支点として直前の揺動方向とは反対方向へ揺
動させて下方へ傾斜させることにより、前記函状体の他

ドが望ましい。この養液栽培ベッド１の下部には排液口
10

２が設けられている。

方に備えられている排液出口から貯留排液を吐出させ、

【００１９】ここで微少な排液量の連続測定は、排液量

これを順次繰り返すことにより、自動的に貯留排液を順

測定手段３を用いることにより行うことができる。この

次吐出できるようにした排液量測定手段と、前記排液量

排液量測定手段３としては、例えば請求項２記載の微少

測定手段により測定された排液量と給液量とから、園芸

排液量測定手段を挙げることができる。この排液量測定

作物の吸水量を連続的に算出し、算出された吸水量に基

手段３は、排液口２の下に備えられている。

づいて新たな給液量を決定する給液管理制御手段と、前

【００２０】請求項２記載の排液量測定手段３は、基本

記給液管理制御手段の決定に基づき培養液を自動給液す

的に排液量測定補助具（自動吐出器具ということもでき

る給液手段と、を備えることを特徴とする、養液栽培装

る。）３１と電子天秤３２とからなるものである。この

置を提供するものである。

排液量測定補助具３１の１例を図２に示す。排液量測定

【００１５】
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補助具３１は、図２に示すように、隔壁６を境として、

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を示

左右に設けられた２つの函状体７Ａ、７Ｂとからなって

す。請求項１に係る本発明は、養液栽培における自動給

いる。２つの函状体７Ａ、７Ｂとしては、要するにその

液方法に関し、養液栽培において培養液を自動給液する

内部に排液を貯留できるような構造のものであればよ

にあたり、養液栽培ベッドから排出される培養液につい

く、図２に示すような略円筒形状に限定されるものでは

て、微少な排液量を連続測定し、この排液量と給液量

なく、全体を略直方体状としたものなどであってもよ

（培養液の供給量）とから、園芸作物の吸水量を連続的

い。２つの函状体７Ａ、７Ｂとしては、隔壁６を境とし

に算出し、算出された吸水量に基づいて新たな給液量を

て、左右対称に設けておく必要はなく、要するに内部に

決定し、決定された給液量だけ培養液を自動給液するこ

排液がある程度たまったらバランスが崩れ転倒するよう

とを特徴とするものである。

なものであればよい。また、函状体７Ａ、７Ｂのサイズ

【００１６】そして請求項２は、請求項１の従属項であ

30

についても特に制限はないが、函状体７Ａ、７Ｂをあわ

る。次に、請求項３に係る本発明は、請求項１に係る本

せた全長（全幅）が２５ｃｍ程度、或いはそれ以下とな

発明の自動給液方法を用いた養液栽培方法であり、請求

るようなサイズとすることが好ましい。この２つの函状

項４はその従属項である。また、請求項５に係る本発明

体７Ａ、７Ｂは、それぞれ上方にそれぞれ排液入口８

は、請求項１に係る本発明の自動給液方法を実施するの

Ａ、８Ｂを備えている。さらに、この２つの函状体７

に好適な自動給液装置に関するものである。さらに、請

Ａ、７Ｂは、隔壁６を境として左右対称の位置の側方に

求項６に係る本発明は、請求項３に係る本発明の養液栽

それぞれ排液出口９Ａ、９Ｂを備えている。排液出口９

培方法を実施するのに好適な養液栽培装置に関するもの

Ａ、９Ｂは、後記するように、左右に揺動した際に、函

である。従って、本発明を説明するにあたっては、最も

状体７Ａ、７Ｂの内部に貯留する排液を全て一旦吐出で

広い範囲を規定している、請求項６に係る本発明の養液
栽培装置の１例を示す図面に基づき説明するのが最も分

きるものであればよく、その形状は特に制限されるもの
40

ではない。

かりやすいため、この請求項６に係る本発明の養液栽培

【００２１】このような排液量測定補助具３１が、隔壁

装置の１例を示す図面に基づいて、以下、請求項１〜６

６下部を支点として左右に揺動自在となるように、電子

に係る本発明について説明することとする。

天秤３２の計量皿上に取り付けられている。電子天秤３

【００１７】図１は、請求項６に係る本発明の養液栽培

２としては、ＲＳ２３２Ｃ等の電気的出力が可能なもの

装置の１例を示す説明図である。図１に示される請求項

が用いられる。電子天秤３２としては、特に制限はない

６に係る本発明の養液栽培装置は、養液栽培ベッド１

が、０．１ｇ単位のものが好ましく、特に、０．０１ｇ

と、排液口２と、排液量測定手段３と、給液管理制御手

単位のものが好ましい。なお、このような排液量測定補

段４と、給液手段５と、を備えることを特徴とするもの

助具３１の内部に貯留される排液の量は必ずしも微量で

である。なお、請求項５に係る本発明の養液栽培におけ

ある必要はなく、排液量測定補助具３１としては、電子

る自動給液装置は、この請求項６に係る本発明の養液栽

50

天秤３２がオーバーレンジとならないうちに排液を吐出

( 6 )

特開２００３−２１９７４１

9

10

できるものであればよい。

手段によれば、上記吐出が順次自動的に繰り返されるこ

【００２２】このような排液量測定補助具３１と電子天

とから、自動的に貯留排液が順次吐出されることにな

秤３２とからなる排液量測定手段３を用いての微少な排

る。その結果、養液栽培ベッド１から排出される、余剰

液量の測定は、具体的には次のようにして行えばよい。

の培養液（排液）について、微少な排液量が精度高く連

まず測定開始時には排液量測定補助具３１を左右いずれ

続的に測定できる。

かの方向に揺動させて排液量測定補助具３１を傾斜させ

【００２５】請求項１に係る本発明においては、このよ

た状態としておく。図１では右側に揺動させて排液量測

うにして測定された排液量と、給液量（培養液の供給

定補助具３１をいわゆる右下がりに傾斜させたものが示

量）とから、園芸作物の吸水量を連続的に算出し、算出

されているので、以下、この状態のものについて説明す
る。そして、傾斜させて上がっている側、つまり図１で

された吸水量に基づいて新たな給液量を決定し、決定さ
10

れた給液量だけ培養液を自動給液することを特徴とす

は左側の函状体７Ａに備えられている排液入口８Ａか

る。ここで園芸作物の吸水量の連続的な算出と、算出さ

ら、函状体７Ａの内部に、排液（つまり養液栽培ベッド

れた吸水量に基づく新たな給液量の決定は、給液管理制

１の排液口２から排出される培養液）を引き入れ、その

御手段４により行われる。

内部に貯留する排液の重みを利用して、隔壁６下部を支

【００２６】即ち、給液管理制御手段４により、上記の

点として測定開始時の揺動方向とは反対方向へ、つまり

ようにして測定された排液量と、給液量（培養液の供給

図１では左側へ揺動させて下方へ傾斜させることによ

量）とから、園芸作物の吸水量が連続的に算出され、算

り、左側の函状体７Ａに備えられている排液出口９Ａか

出された吸水量に基づいて新たな給液量が決定される。

ら貯留排液を吐出させる。次いで、新たに傾斜させて上

給液管理制御手段４は、具体的には、給液を制御しうる

がっている側、つまり今度は右側の函状体７Ｂに備えら

コンピュータからなる。この制御コンピュータは、必要

れている排液入口８Ｂから、函状体７Ｂの内部に排液を

20

に応じて環境計測可能なものが用いられる。さらに、給

引き入れ、その内部に貯留する排液の重みを利用して、

液手段５により、このようにして給液管理制御手段４に

隔壁６下部を支点として直前の揺動方向（つまり左側へ

より決定された給液量分の培養液が自動給液される。給

の揺動）とは反対方向（つまり右側）へ揺動させて下方

液手段５は、基本的には給液管５Ａと給液ノズル５Ｂと

へ傾斜させることにより、函状体７Ｂに備えられている

からなるものである。

排液出口９Ｂから貯留排液を吐出させる。排液の貯留に

【００２７】ここで給液された培養液は、作物に吸収さ

従って、以下、これが順次自動的に繰り返される。

れるもの、養液栽培ベッド１内に付着しているもの、排

【００２３】換言すると、排液口２から排出された、吸

出されるものに分けることができるが、頻繁に給液が行

収されなかった分の培養液（余剰の培養液）は、排液量

われ、速やかに余剰液が排出される状態では、養液栽培

測定補助具３１を構成する２つの函状体７Ａ、７Ｂの一

ベッド１内に付着している量はほぼ一定であり、給液量

方、図１では左側の函状体７Ａ、に備えられている排液

30

（培養液の供給量）と測定された排液量とから、園芸作

入口８Ａから、函状体７Ａの内部に貯留（蓄積）され、

物の吸水量が連続的に算出される。給液管理制御手段４

その重量を電子天秤３２により連続計測し、重量変化よ

（制御コンピュータ）は、算出された吸水量に基づい

り排液量を求める。このとき液が函状体７Ａの内部に閾

て、次の新たな給液量（培養液の供給量）、並びに給液

量以上になると、その内部に貯留する排液の重みで、排

間隔を決定し、さらに、給液手段５により、このように

液量測定補助具３１全体は、隔壁６下部を支点として測

して給液管理制御手段４により決定された給液量分の培

定開始時の揺動方向とは反対方向へ、つまり図１では左

養液が所定間隔で自動給液される。

側へ揺動し下方へ傾斜することになり、左側の函状体７

【００２８】このような給液管理制御手段４（制御コン

Ａに備えられている排液出口９Ａから貯留排液が吐出さ

ピュータ）による、吸水量に基づいた給液方法の概略に

せられる。前記したように、排液の貯留に従って、以
下、これが順次自動的に繰り返されることから、自動的

ついてのフローチャートを図３に示す。まず、規定量の
40

培養液を園芸作物の根に噴霧等の手段により給液する

に貯留排液が順次吐出されることになる。これにより、

と、培養液は園芸作物により吸収され、吸収されなかっ

電子天秤３２がオーバーレンジになることが防止され

た培養液は排出される。この排液量を連続的に測定し、

る。排液量計測の分解能は電子天秤３２のそれに等しい

給液量から排液量を差し引いたものが、吸水量として算

ことから、例えば１０秒あたり０．０１ｇ（１０ｍｇ／

出される。この吸水量に基づいて、次の新たな給液量を

１０ｓｅｃ.）といった極めて微少な排液量の測定も可

算出して、給液を行う。

能である。勿論、測定間隔を短くすれば、さらに細かく

【００２９】吸水量に基づいて、次の新たな給液量を算

計測可能であり、１秒間隔以下でも測定可能である。な

出する方法について説明する。吸水量は、作物の状態と

お、貯留排液の吐出は、必ずしも一定量である必要はな

日射、温度、湿度等の環境要因とによって決定される

く、貯留した排液が一度に排出されればよい。

が、直前の吸水量は、これらを反映した結果とみなすこ

【００２４】上記したような請求項２記載の排液量測定

50

とができる。従って、直前の吸水量と同量の給液を行え

( 7 )
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12

ば、環境要因や作物の状態が大きく変化していない限

従って、まず園芸作物を養液栽培ベッド１に定植し、給

り、作物に適量な給液を行うことができる。しかし、作

液管理制御手段４（給液を制御しうるコンピュータ）に

物が直前の吸水量より大量の培養液を欲する場合には、

より、所定量の培養液を給液手段５の給液ノズル５Ｂか

直前の吸水量と同量の給液では、作物に全供給量が吸水

ら、園芸作物の根部に供給する。供給された培養液は園

されてしまうことになる。この場合には、排液がないた

芸作物に吸収されるが、吸収されなかった分の培養液

め、作物が欲している正しい吸水量を算出することがで

（余剰の培養液）は、排液口２から排出される。

きなくなる。これを防ぐために、直前の吸水量よりも若

【００３５】請求項３に係る本発明は、このような養液

干多い定量、すなわち、いわゆる不感帯（量）〔デッド

栽培において、養液栽培ベッドから排出される培養液に

ゾーン〕を設けて（or 加えて）給液することで、作物
にストレスを与えないで給液を行うことができ、かつ排

ついて、微少な排液量を連続測定し、この排液量と給液
10

量（培養液の供給量）とから、園芸作物の吸水量を連続

液を削減することが可能である。

的に算出し、算出された吸水量に基づいて新たな給液量

【００３０】また、日射等の環境要因の変化は急激な場

を決定し、決定された給液量だけ培養液を自動給液しな

合が多い。これに対応するため、いわゆるフィードフォ

がら園芸作物を栽培することを特徴とするものである。

ワード制御を採用し、直前までの吸水量と日射、温度、

【００３６】ここで微少な排液量の連続測定は、排液量

湿度等の環境要因の関係式を回帰等により算出し、次回

測定手段３を用いることにより行うことができる。微少

の吸水量について、上記関係式と環境要因とから推測し

排液量測定手段３としては、例えば請求項４記載の排液

て給液を行うとよい。これにより、急激な環境変化に対

量測定手段を挙げることができる。この請求項４記載の

応した上で、精度高く適量を自動給液することが可能と

排液量測定手段は、基本的に排液量測定補助具３１と電

なり、排液削減も実現できる。

子天秤３２とからなるものであり、前記した如き請求項

【００３１】即ち、養液栽培において培養液を自動給液
するにあたり、

20

養液栽培ベッドから排出される培養液

２記載の排液量測定手段と同様である。また、このよう
な排液量測定手段３を用いての微少な排液量の測定法

について、上記のようにして、微少な排液量を連続測定

は、請求項１に係る本発明において述べた通りである。

し、

【００３７】請求項３に係る本発明においては、このよ

この排液量と給液量とから、園芸作物の吸水量を

高精度、連続的に算出し、

算出された吸水量と日射、

うにして連続的に微少な排液量をまず測定する。次い

温度、湿度等の環境要因の関係式から、気象条件を変数

で、請求項３に係る本発明においては、請求項１に係る

とする吸水量の推定式を導き出し、

本発明において述べたと同様にして、上記のようにして

この推定式と気象

条件により、新たな給液量（潅水量）を決定し、決定さ

測定された排液量と、給液量（培養液の供給量）とか

れた給液量だけ培養液を自動給液することにより、日

ら、園芸作物の吸水量を連続的に算出し、算出された吸

射、温度、湿度等の環境要因、植物体の大きさ、状態に

水量に基づいて新たな給液量を決定し、決定された給液

応じて、高精度の給液（潅水）を完全自動で行うことが

30

量だけ培養液を自動給液する。簡単に言うと、測定され

できる。このため、肥料と水の使用量を削減することが

た排液量と給液量（培養液の供給量）とから、給液管理

でき、排液をほとんど出さないため、環境に優しいもの

制御手段４によって、園芸作物の吸水量を連続的に算出

となっている。

し、算出された吸水量に基づいて、次の新たな給液量

【００３２】請求項３に係る本発明は、上記した如き請

（培養液の供給量）、並びに給液間隔を決定し、さら

求項１に係る本発明の自動給液方法を用いた養液栽培方

に、給液手段５により、このようにして給液管理制御手

法である。即ち、請求項３に係る本発明は養液栽培方法

段４により決定された給液量分の培養液が所定間隔で自

に関し、養液栽培ベッド上で培養液を用いて園芸作物を

動給液される。

養液栽培するにあたり、養液栽培ベッドから排出される

【００３８】さらに、請求項３に係る本発明において

培養液について、微少な排液量を連続測定し、この排液
量と給液量（培養液の供給量）とから、園芸作物の吸水

は、このようにして決定された給液量だけ培養液を自動
40

給液しながら園芸作物を栽培する。

量を連続的に算出し、算出された吸水量に基づいて新た

【００３９】請求項５に係る本発明の養液栽培における

な給液量を決定し、決定された給液量だけ培養液を自動

自動給液装置は、上記した如き、排液量測定手段３と、

給液しながら園芸作物を栽培することを特徴とするもの

給液管理制御手段４と、給液手段５と、を備えることを

である。

特徴とするものであり、また、請求項６に係る本発明の

【００３３】本発明が適用される園芸作物には特に制限

養液栽培装置は、図１に示されるように、養液栽培ベッ

がなく、蔬菜、果樹、花卉など任意の作物に適用するこ

ド１と、排液口２と、排液量測定手段３と、給液管理制

とができる。特に、キュウリ、トマト等の蔬菜類が好適

御手段４と、給液手段５と、を備えることを特徴とする

である。

ものである。これら各手段については、既に説明した通

【００３４】請求項３に係る本発明においては、養液栽

りである。

培ベッド上で培養液を用いて園芸作物を養液栽培する。

50

【００４０】なお、上記したように、給液量（培養液の

( 8 )
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14

供給量）と排液量とから吸水量を求めていることから、

１回の培養液噴霧量と設定した。このようにして決定さ

養液栽培ベッド１においては、余剰液が速やかに排出さ

れた給液量だけ、給液手段５から培養液を自動給液しな

れなければならない。このために、養液栽培ベッド１内

がらキュウリを栽培した。

に、防根透水性のシート等を用いて園芸作物の根域を制

【００４５】図４は、このときの給液量、排液量、及び

限し、養液栽培ベッド１の排水性を保持することが望ま

これらより算出した吸水量の推移を示したグラフであ

しい。

る。図４内上部の太線が吸水量、細線が給液量、図４内

【００４１】以上の如き請求項１、２に係る本発明の自

下部の細線が排液量をそれぞれ示している。図４から明

動給液方法と請求項５に係る本発明の自動給液装置によ

らかなように、吸水量は日中に向け増加し、その後減少

れば、園芸作物の生育遅延や収量低下を招くことなく、
園芸作物の生育に応じて自動的に園芸作物の適量な培養

しており、この変化に応じて給液量が増減していること
10

が分かる。一方、排液量は一定範囲の中に留まってお

液を自動給液することができる。

り、この間の排液率、即ち、排液量／給液量は８％程度

【００４２】さらに、請求項３、４に係る本発明の養液

であった。

栽培方法と請求項６に係る本発明の養液栽培装置によれ

【００４６】培養液の給液状態及びキュウリの生育等

ば、上記の如き自動給液方法と自動給液装置とを用い

を、日射比例の給液方式を採った以外は、上記した如き

て、園芸作物の生育遅延や収量低下を招くことなく、園

本発明の方法と同じ条件下で栽培を行ったものと比較し

芸作物の生育に応じて自動的に園芸作物の適量な培養液

た。日射比例の給液方式では、１回の噴霧量を固定し、

を自動給液し、これにより肥料や水の節約及び使用済み

噴霧間隔を調節することにより、日射が375Ｗ／ｍ ま

培養液の排出量を削減させて、環境負荷が小さく、しか

では日射に比例して給液量を増加させた。日射が375Ｗ

も養水分の利用効率が高くて、園芸作物を効率よく養液

／ｍ

栽培することができる。

２

２

20

以上の場合には、５分間隔で給液を行った。１回

の噴霧量は、栽培期間中、手動で変更し、定植後２２日

【００４３】

目まではベッドあたり168ｍｌ、４２日目までは283ｍ

【実施例】次に、本発明を実施例により説明するが、本

ｌ、これ以降は425ｍｌとした。キュウリの草丈及び給

発明はこれらのみに限定されるものではない。

液量の推移について図５に示す。図５では、太線が、本

【００４４】実施例１

発明による吸水量に基づく給液を行った場合の給液量を

図１、２に示す如き養液栽培装置を用いて、キュウリ

示しており、●がそのときの草丈を示している。また、

（アンコール１０）の養液栽培を行った。培養液として

細線が、比較例たる日射比例による給液を行った場合の

は、園試処方培養液100％濃度液(8 meq L
‑ 1

q L
4

Ca(NO3 )2 , 4 meq L

‑ 1

‑ 1

MgSO4 , 4 meq L

, 3 ppm Fe, 0.05 ppm Mn, 0.5 ppm B,

KNO3 , 8 me

給液量を示しており、○がそのときの草丈を示してい

‑ 1

る。

NH4 H2 PO

0.005 ppm Z

n, 0.02 ppm Cu, and 0.01 ppm Mo.)を用いた。具体的

【００４７】図５から明らかなように、本発明による吸
30

水量に基づく給液を行った場合には、作物（キュウリ）

には、内寸法が厚さ８０ｍｍ、幅６００ｍｍ、長さ３４

の生育に応じて、自動的に給液量が増加していた。一

５０ｍｍの養液栽培ベッド１（噴霧栽培ベッド）に、２

方、比較対照たる日射比例による給液を行った場合に

２個体のキュウリを定植し、養液栽培ベッド１から排出

は、生育による給液量の増加はみられなかった。また、

される培養液について、図２に示す如き排液量測定補助

この日射比例による給液を行った場合には、初期の作物

具３１（全長約２５cm）と電子天秤３２（ＲＳ２３２Ｃ

（キュウリ）が小さい状態でも、本発明による吸水量に

等の電気的出力が可能なもの）とからなる排液量測定手

基づく給液を行った場合に比べ、給液量は多かった。

段３を用いて微少な排液量を連続測定し、この排液量と

【００４８】また、このときの播種後３６日目における

給液量とから、給液管理制御手段４（制御コンピュー

キュウリの草丈及び葉数について調べた。結果を第１表

タ；環境計測可能なもの）により、園芸作物の吸水量を
連続的に算出し、算出された吸水量に基づいて新たな給

に示す。
40

液量を決定した。ここで新たな給液量としては、直前の

【００４９】
【表１】第１表

吸水量に不感量〔６ｇ×噴霧間隔（分）〕を加えた量を

【００５０】第１表から明らかなように、吸水量に基づ

これは、吸水量に基づく給液（本発明法）では、生育に

く給液（本発明法）では、日射比例による給液（比較対

応じて給液量が増加したため、作物（キュウリ）がスト

照）によるものと比べ、草丈が高く、葉数も多かった。

50

レスを受けることなく、旺盛に生育できたためと考えら

( 9 )

特開２００３−２１９７４１

15

16

れる。

表に示す。

【００５１】このときの栽培終了時までの１個体あたり

【表２】第２表

の作物（キュウリ）の果実本数と収量とについて、第２

【００５２】第２表から明らかなように、吸水量に基づ

10

２

噴霧間隔を調節することにより、日射が571.2Ｗ／ｍ

く給液（本発明法）では、日射比例による給液（比較対

までは日射に比例して給液量を増加させた。日射が571.

照）によるものと比べ、果実本数が多く、収量も多かっ

2Ｗ／ｍ

た。これは、吸水量に基づく給液（本発明法）では、旺

0：00〜翌日0：00までの２４時間における総給液量と総

盛な生育が果実生産に結び付いたためと考えられる。

排液量を測定し、排液率（排液量／給液量）が0.3前後

【００５３】実施例２

となるように１回の噴霧量を変更した。給液量と排液量

実施例１において、養液栽培ベッド１（噴霧栽培ベッ

の推移について図７に示す。

ド）に、２０個体のキュウリを定植したこと、及び直前

【００５７】図７では、太線が、吸水量と日射の回帰式

までの吸水量と日射との１次回帰式から算出した量を１

に基づく給液（本発明法＋日射の回帰式に基づく給液）

回の培養液噴霧量（新たな給液量）と設定したこと、以

を行った場合の給液量を示しており、そのときの排液量

外は実施例１と同様にして栽培を行った。

20

２

以上の場合には、３分間隔で給液を行った。

を太破線で示している。また、細線が、比較例たる日射

【００５４】図６は、ある晴天日の３０分毎の吸水量と

比例による給液を行った場合の給液量を示しており、そ

平均日射との相関を◆で示したものである。図６から明

のときの排液量を細破線で示している。

らかなように、吸水量と平均日射には、非常に高い相関

【００５８】図７から明らかなように、昼間の給液量に

がみられ、ｙ＝0.021ｘ＋4.9742という１次回帰式が得

ついては、吸水量と日射の回帰式に基づく給液（本発明

られた。

法＋日射の回帰式に基づく給液）を行った場合と比較例

【００５５】新たな給液量は、前日に算出された上記１

たる日射比例による給液を行った場合とに大きな差はな

次回帰式と設定排液率（排液量／給液量）に基づき、日

いが、比較例たる日射比例による給液を行った場合に排

射の実測値を当てはめて算出した。なお、栽培期間中、

液が多かった。

１日毎の吸水量と日射との１次回帰の相関関係は、栽培

【００５９】また、このときの播種後３７日目における

期間全体の平均で0.88と非常に高いものであった。

30

キュウリの草丈及び葉数について調べた。結果を第３表

【００５６】培養液の給液状態及びキュウリの生育等

に示す。

を、日射比例の給液方式を採った以外は、上記した如き

【００６０】

本発明の方法と同じ条件下で栽培を行ったものと比較し

【表３】第３表

た。日射比例の給液方式では、１回の噴霧量を固定し、

【００６１】第３表から明らかなように、吸水量と日射

スを受けることなく、旺盛に生育できたためと考えられ

の回帰式に基づく給液（本発明法＋日射の回帰式に基づ

る。

く給液）を行った場合には、日射比例による給液（比較

【００６２】このときの栽培終了時までの１個体あたり

対照）によるものと比べ、草丈が高く、葉数も多かっ

の作物（キュウリ）の果実本数と収量とについて、第４

た。これは、吸水量と日射の回帰式に基づく給液（本発

表に示す。

明法＋日射の回帰式に基づく給液）を行った場合には、

【００６３】

生育に応じた給液が行われ、作物（キュウリ）がストレ

【表４】第４表

( 10 )
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【００６４】第４表から明らかなように、吸水量と日射

【図１】

の回帰式に基づく給液（本発明法＋日射の回帰式に基づ
く給液）を行った場合には、日射比例による給液（比較

請求項６に係る本発明の養液栽培装置の１例

を示す説明図である。
10

【図２】

排液量測定補助具３１の１例を示す説明図で

対照）によるものと比べ、果実本数が多く、収量も多か

ある。

った。これは、吸水量と日射の回帰式に基づく給液（本

【図３】

発明法＋日射の回帰式に基づく給液）を行った場合に

よる、吸水量に基づいた給液方法の概略についてのフロ

は、作物の生育や状態により変化する吸水量に応じて給

ーチャートである。

液が行われるため、作物（キュウリ）にストレスを与え

【図４】

ることなく、効率的に培養液を供給することができたた

らキュウリを栽培したときの給液量、排液量、及びこれ

めと考えられる。

らより算出した吸水量の推移を示したグラフである。

【００６５】

【図５】

【発明の効果】請求項１、２に係る本発明の養液栽培に

らキュウリを栽培したときのキュウリの草丈及び給液量

おける自動給液方法及び請求項５に係る本発明の養液栽

20

給液管理制御手段４（制御コンピュータ）に

実施例１において、培養液を自動給液しなが

実施例１において、培養液を自動給液しなが

の推移を示したグラフである。

培における自動給液装置によれば、園芸作物の生育不良

【図６】

や収量低下を伴うことなく、園芸作物の生育に応じて自

吸水量と平均日射との相関を示したものである。

動的に園芸作物にとって適量の培養液を自動給液するこ

【図７】

とができる。従って、請求項１、２に係る本発明の養液

したグラフである。

栽培における自動給液方法及び請求項５に係る本発明の

【符号の説明】

養液栽培における自動給液装置によれば、不必要な給液

１ 養液栽培ベッド

を行わないので、肥料や水の節約及び使用済み培養液の

２ 排液口

排出量を削減させ、環境負荷を小さなものとすることが

３ 排液量測定手段

できる。

４ 給液管理制御手段

【００６６】また、請求項３、４に係る本発明の養液栽

30

実施例２における、ある晴天日の３０分毎の
実施例２における給液量と排液量の推移を示

５ 給液手段５

培方法及び請求項６に係る本発明の養液栽培装置によれ

５Ａ

給液管

ば、上記の如き自動給液方法と自動給液装置とを用い

５Ｂ

給液ノズル

て、園芸作物の生育遅延や収量低下を招くことなく、園

６ 隔壁

芸作物の生育に応じて自動的に園芸作物にとって適量の

７Ａ、７Ｂ

函状体

培養液を自動給液し、これにより肥料や水の節約及び使

８Ａ、８Ｂ

排液入口

用済み培養液の排出量を削減させて、環境負荷が小さ

９Ａ、９Ｂ

排液出口

く、しかも養水分の利用効率が高くて、園芸作物を効率

３１

排液量測定補助具

よく養液栽培することができる。

３２

電子天秤

【図面の簡単な説明】

( 11 )
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【図１】

【図２】

【図４】
【図３】

【図５】

【図６】

( 12 )
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【図７】
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