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(54)【発明の名称】板種子及び板種子の縦置き出芽法
(57)【要約】
【課題】

生育が早く斉一で、圃場での生育期間を低コ

ストで短縮できるなどの利便性がある出芽種子を、少な
い資材て、コストが低く、移動・運搬や機械化播種に適
した出芽板種子として作成する。
【解決手段】

．種子２あるいは被覆種子を主材料と

し、これに接着材料３や添加物４を加え、板材料５に層
状に接着して板状に作成した板種子１。

．上記板種子

１を垂直方向に立てて出芽させることによって、機械に
よる播種作業に適するように、幼芽２ｂ・幼根２ｃが一
定方向に、かつ、傷つき難いように整列した出芽板種子
を、大量、かつ均一に作る板種子の縦置き出芽法。
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【特許請求の範囲】

したことを特徴としている。

【請求項１】

種子あるいは被覆種子を主材料とし、こ

【０００６】Ｂ．板種子を垂直方向に立てて出芽させる

れに接着材料や添加物を加え、板材料に層状に接着して

ことによって、機械による播種作業に適するように、幼

板状に作成したことを特徴とする板種子。

芽・幼根が一定方向に、かつ、傷つき難いように整列し

【請求項２】

た出芽板種子を、大量、かつ均一に作ることを特徴とし

請求項１に記載の板種子を垂直方向に立

てて出芽させることによって、機械による播種作業に適

ている。

するように、幼芽・幼根が一定方向に、かつ、傷つき難

【０００７】

いように整列した出芽板種子を、大量、かつ均一に作る

【作用】上記構成及び手段により、本発明の板種子及び

ことを特徴とする板種子の縦置き出芽法。
【発明の詳細な説明】

板種子の縦置き出芽法は、以下のような作用を行う。
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【０００８】上記Ａ．の構成により、紙のような板材料

【０００１】

に、種子あるいは被覆種子が接着材料や添加物を介して

【発明の属する技術分野】本発明は、出芽種子は、生育

整然と、あるいは不揃いの状態で層状に接着されて板状

が早く斉一で、圃場での生育期間を低コストで短縮でき

に作成され、板種子が得られる。また、種子あるいは被

るなどの利便性がある点に着目し、これを実用化するた

覆種子は相互に密着する状態で層状に接着されているの

めに、少ない資材て、コストが低く、移動・運搬や機械

で、使用する紙のような板材料は少なくて済み、コスト

化播種に適した出芽板種子を作り、農業上の利用価値が

が安くなる。

高い板種子及び板種子の縦置き出芽法に関する。

【０００９】上記Ｂ．の手段により、上記Ａ．の構成に

【０００２】

よって得られた板種子を、垂直に立てた状熊に置いて、

【従来の技術】出芽種子には上記のような利便性がある

水分や温度を与えて出芽させると、重力の影響を受け

ため、出芽種子の播種を機械化しようとする試みが、こ

20

て、幼芽は垂直に上へ向って、幼根は下に向って伸び

れまでも行われてきた（例えば、特開平０８−１５００

る。つまり、幼芽・幼根が板種子の内部あるいは表面に

４７号公報）。しかし、出芽したての幼芽・幼根は傷つ

沿って伸びるので、出芽させた板種子を、運搬・移動さ

きやすいこと、出芽した植物は形状が一定でないことな

ぜる際に、幼芽・幼根を傷める心配が少ない。しかも、

どが原因となって、省資材、低コスト、高能率の機械化

幼芽・幼根が一定方向に整列しているので、播種作業の

が実現しない状況にある。

機械化に適している。

【０００３】

【００１０】

【発明が解決しようとする課題】幼芽・幼根が傷つくこ

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付

とを避ける方法として、コーティングによる保護（特開

の図面を参照して具体的に説明する。図１は本発明によ

平１１−００９０１５号公報）、ゲルによる保護（特開

る板種子１の外観斜視図、図２はその拡大端面図であ

平０７−２６８８０９号公報、特開平０７−２３３００
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る。この図１及び図２において、板種子１は、種子（あ

号公報）、紙パルプによる保護（特開平１１−００４６

るいは被覆種子）２を主材料として、これに接着材料３

０７号公報）などの技術が開示され、また、種子を土壌

や充填物（添加物）４を加え、対をなす板材料である紙

中で出芽させて土壌ごと播種する、などの手段が考えら

等５，５間に層状に接着して板状に作成したものであ

れるが、これら先行技術の技術や手段においては、幼根

る。種子２は図面では一定方向に整然と並んでおり、こ

・幼芽を保護するために、比較的多量の土壌、紙あるい

の形態が望ましいが、不揃いの状態でもよいものであ

はゲルなどの資材を多く使う必要があり、このために操

る。また、種子２は、その胚２ａの方向が上下まちまち

作性が悪＜、コストも高くなって負担が大きくなってい

になっているが、あえて揃える必要はない。また、種子

る。また、紙等に種子を貼り付けて催芽させ、このシー

２を対をなす紙等５，５間に層状に接着して板状にして

トを圃場に敷く方法（特開平０８−２１００５４号公
報、特開平９−２０２１０６号公報）も提案されている

いるが、これを１枚の紙等５上に接着材料３や充填物４
40

を加えた種子２を層状に接着して、板状に作成するよう

が、多量の紙を使用する、などの問題点があった。

にしてもよい。

【０００４】本発明は、資材の使用量が少なく、低コス

【００１１】上記板種子１の内部はそのほとんどが種子

トで、取り扱い性が容易であり、播種作業の機械化に適

２であるが、板種子としての形状、強度を持たせるため

した性状の出芽種子を生産することができる板種子及び

に、接着材料３や充填物４が加えられている。板種子１

板種子の縦置き出芽法を提供することを目的とする。

の両面の紙等５，５は、この実施例では紙を屠状に接着

【０００５】

したものである。

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた

【００１２】この板種子１を、垂立方向に立てた状態に

めに本発明は、

置き、温度や水分を与えると、図３に示すように、種子

Ａ．種子あるいは被覆種子を主材料とし、これに接着材

２は胚２ａから発芽して、幼芽２ｂ・幼根２ｃが重力方

料や添加物を加え、板材料に層状に接着して板状に作成
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向に沿って上下方向に伸びる。このように幼芽２ｂ・幼

( 3 )
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根２ｃが板種子１の表面から突出しないので、運搬・移

動・運搬や機械化播種に適した出芽板種子を作ることが

動などの際に、出芽種子が傷つく恐れが少ない。

できる。また、生育が早く斉一で、圃場での生育期間を

【００１３】さらに、播種を機械化する際に、垂直方向

低コストで短縮できる、などの利便性がある。

に出芽した板種子１の使用を前提とすれば、運搬・装填

【００１７】

などが容易な上、幼芽２ｂ・幼根２ｃの方向が揃ってい

ことによって、機械による播種作業に適するように、幼

るため、例えば図４に示すように、播種具６による種子

芽・幼根が一定方向に、かつ、傷つき難いように整列し

２の掻きとり、移動、播種などの機械作業部の設計開発

た出芽板種子を、大量、かつ均一に作るので、出芽板種

にあたって、大きな利便性が見込まれる。図３に示す出

子の移動・運搬あるいは播種・植え付けなどの作業課程

芽した板種子１を、図４に示すように下から順に掻きと
ると、根と芽の方向が揃った出芽種子を逐次取り出すこ

．板種子を垂直方向に立てて出芽させる

で、幼芽、幼根が傷付くことがない。しかも、重力との
10

関係で、個々の種子と芽あるいは根の方向が一定に揃う

とができる。

ので、移動・運搬や播種・植付けなどの作業課程を機械

【００１４】このように本発明では、若干の接着材料

化するにあたって、大きな利便性がある。そして、出芽

３、充填物４、紙等５を使って、種子２を板状に整形・

板種子を播種機械と併せることにより、農業生産を高能

固定するだけなので、資材の使用量は少なく、コストが

率、低コスト化することができる。

低く、重量も少ない。また、板状の種子集団（板種子

【図面の簡単な説明】

１）を垂直方向に配置して出芽させるので、幼芽２ｂ、

【図１】本発明による板種子の斜視図である。

幼根２ｃは、板種子１の上下面あるいは内部に伸びる。

【図２】同板種子の拡大端面図である。

従って、出芽板種子の移動・運搬あるいは播種・植え付

【図３】板種子を垂直方向に立てて出芽させた状熊の拡

けなどの作業課程で、幼芽２ｂ、幼根２ｃが傷付く可能

大端面図である。

性が低い。しかも、重力との関係で、個々の種子と芽２
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【図４】出芽した種子を板種子から掻きとり播種する状

ｂあるいは根２ｃの方向が一定に揃うので、移動・運搬

態の説明図である。

や播種・植付けなどの作業課程を機械化するにあたっ

【符号の説明】

て、大きな利便性がある。

１ 板種子

【００１５】

２ 種子（あるいは被覆種子）

【発明の効果】以上説明したように本発明による板種子

２ｃ

幼根

及び板種子の縦置き出芽法によれば、以下の作用効果を

３ 接着材料

奏することができる。

４ 充填物（添加物）

【００１６】

５ 紙等（板材料）

．種子あるいは被覆種子を主材料とし、

これに接着材料や添加物を加え、板材料に層状に接着し
て板状に作成したので、少い資材で、コストが低く、移
【図１】

６ 播種具
30
【図２】

２ａ

胚 ２ｂ

幼芽
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【図３】

【図４】
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【手続補正書】
【提出日】平成１２年２月７日（２０００．２．７）

【手続補正３】

【手続補正１】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００６

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正方法】変更

【補正内容】

【補正内容】

【０００６】Ｂ．上記Ａ．に記載の板種子１を垂直方向

【特許請求の範囲】

に立てて出芽させることによって、機械による播種作業

【請求項１】

縦長形状の一端側に胚（２ａ）を有する

に適するように、幼芽・幼根２ｂ，２ｃが一定方向に、

種子あるいは被覆種子（２）を主材料とし、これに接着

かつ、板材料５の内側で重力方向に沿って上下方向に延

材料（３）や添加物（４）を加え、上下対をなす板材料

び、傷つき難いように整列した出芽板種子を、大量、か

（５，５）間に種子あるいは被覆種子（２）を縦長方向

つ均一に作ることを特徴としている。

に層状に接着して板種子（１）に作成したことを特徴と

【手続補正４】

する板種子。

【補正対象書類名】明細書

【請求項２】

請求項１に記載の板種子（１）を垂直方

【補正対象項目名】０００８

向に立てて出芽させることによって、機械による播種作

【補正方法】変更

業に適するように、幼芽・幼根（２ｂ，２ｃ）が一定方

【補正内容】

向に、かつ、板材料（５）の内側で重力方向に沿って上

【０００８】上記Ａ．の構成により、紙のような板材料

下方向に延び、傷つき難いように整列した出芽板種子

５，５間に、縦長形状の種子あるいは被覆種子２が接着

を、大量、かつ均一に作ることを特徴とする板種子の縦

材料や添加物３を介して整然と、あるいは不揃いの状態

置き出芽法。

で層状に接着されて板状に作成され、板種子１が得られ

【手続補正２】

る。また、種子あるいは被覆種子２は相互に密着する状

【補正対象書類名】明細書

態で層状に接着されているので、使用する紙のような板

【補正対象項目名】０００５

材料５は少なくて済み、コストが安くなる。

【補正方法】変更

【手続補正５】

【補正内容】

【補正対象書類名】明細書

【０００５】

【補正対象項目名】０００９

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた

【補正方法】変更

めに本発明は、

【補正内容】

Ａ．縦長形状の一端側に胚２ａを有する種子あるいは被

【０００９】上記Ｂ．の手段により、上記Ａ．の構成に

覆種子２を主材料とし、これに接着材料３や添加物４を

よって得られた板種子１を、垂直に立てた状熊に置い

加え、上下対をなす板材料５，５間に種子あるいは被覆

て、水分や温度を与えて出芽させると、重力の影響を受

種子２を縦長方向に層状に接着して板種子１に作成した

けて、幼芽２ｂは垂直に上へ向って、幼根２ｃは下に向

ことを特徴としている。

って伸びる。つまり、幼芽・幼根２ｂ，２ｃが板種子１

( 5 )
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の内側面に沿って伸びるので、出芽させた板種子１を、

【手続補正７】

運搬・移動させる際に、幼芽・幼根２ｂ，２ｃを傷める

【補正対象書類名】明細書

心配が少ない。しかも、幼芽・幼根２ｂ，２ｃが一定方

【補正対象項目名】００１７

向に整列しているので、播種作業の機械化に適してい

【補正方法】変更

る。

【補正内容】

【手続補正６】

【００１７】

【補正対象書類名】明細書

せることによって、機械による播種作業に適するよう

【補正対象項目名】００１６

に、幼芽・幼根２ｂ，２ｃが一定方向に、かつ、板材料

【補正方法】変更

５の内側で重力方向に沿って上下方向に延び、傷つき難

【補正内容】

いように整列した出芽板種子を、大量、かつ均一に作る

【００１６】

．板種子１を垂直方向に立てて出芽さ

．縦長形状の一端側に胚２ａを有する種

ので、出芽板種子の移動・運搬あるいは播種・植え付け

子あるいは被覆種子２を主材料とし、これに接着材料３

などの作業課程で、幼芽、幼根２ｂ，２ｃが傷付くこと

や添加物４を加え、上下対をなす板材料５，５間に種子

がない。しかも、重力との関係で、個々の種子と芽ある

あるいは被覆種子２を縦長方向に層状に接着して板種子

いは根の方向が一定に揃うので、移動・運搬や播種・植

１に作成したので、少い資材で、コストが低く、移動・

付けなどの作業課程を機械化するにあたって、大きな利

運搬や機械化播種に適した出芽板種子を作ることができ

便性がある。そして、出芽板種子を播種機械と併せるこ

る。また、生育が早く斉一で、圃場での生育期間を低コ

とにより、農業生産を高能率、低コスト化することがで

ストで短縮できる、などの利便性がある。

きる。
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