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(57)【要約】
　
【課題】蔓性植物を良好に生長させることができると共
に、遮光を要する場所に容易に移動させることができて
蔓性植物による日差し遮光作用を効果的に発揮させ得る
、移動式蔓性植物支持装置を提供する。
【解決手段】キャスター３が付設されて移動可能となさ
れた台車部５の前側左右に脚柱６，６を立設し、台車部
５の後側左右に支柱７，７を立設する。プランタ９を下
方から支持する昇降設置台１０が上下動可能に設けられ
、固定装置８により所要高さで、脚柱６、支柱７に固定
される。支柱７，７間が、蔓性植物栽培用のネット状物
１５で覆われる。ネット状物１５の上下の部分は、上下
のネット取付杆１２，１３で支持される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板部にキャスターが付設されて移動可能となされた台車部の前側左右に脚柱が立設さ
れると共に、該台車部の後側左右に支柱が立設されてなり、
　プランタを下方から支持して上下動し得る昇降設置台の前側の両隅部に、軸線が上下方
向であって前記脚柱を挿通させる挿通孔を有するスライド筒が設けられると共に、後側の
両隅部に、軸線が上下方向であって前記支柱を挿通させる挿通孔を有するスライド筒が設
けられており、該昇降設置台を所要高さに設定した状態で該スライド筒を前記脚柱又は前
記支柱に固定するための固定装置が設けられており、
　又、前記支柱間が、蔓性植物栽培用のネット状物で覆われる如くなされ、該ネット状物
の上部分が該支柱の上端側に取り付けられると共に該ネット状物の下部分が前記昇降設置
台に取り付けられることを特徴とする移動式蔓性植物支持装置。
【請求項２】
　基板部にキャスターが付設されて移動可能となされた台車部の前側左右に脚柱が立設さ
れると共に、該台車部の後側左右に支柱が立設されてなり、
　前記支柱は、下支柱パイプ内に上支柱パイプがスライド可能に挿入され、該上支柱パイ
プの所要のスライドによって設定された支柱長さが固定具で固定可能となされた伸縮支柱
として構成されており、
　又、プランタを下方から支持して上下動し得る昇降設置台の前側の両隅部に、軸線が上
下方向であって前記脚柱を挿通させるスライド筒が設けられると共に、後側の両隅部に、
軸線が上下方向であって前記支柱を挿通させる挿通孔を有するスライド筒が設けられてお
り、該昇降設置台を所要高さに設定した状態で該スライド筒を前記脚柱又は前記支柱に固
定するための固定装置が設けられており、
　又、前記支柱間が、蔓性植物栽培用のネット状物で覆われる如くなされ、該ネット状物
の上部分が該支柱の上端側に取り付けられると共に該ネット状物の下部分が前記昇降設置
台に取り付けられることを特徴とする移動式蔓性植物支持装置。
【請求項３】
　平面視で正方形状又は矩形状を呈する基板部にキャスターが付設されて移動可能となさ
れた台車部の前側左右に脚柱が立設されると共に、該台車部の後側左右に支柱が立設され
てなり、該支柱の上端相互は支柱連結杆で連結されており、
　前記支柱は、下支柱パイプ内に上支柱パイプがスライド可能に挿入され、該上支柱パイ
プの所要のスライドによって設定された支柱長さが固定具で固定可能となされた伸縮支柱
として構成されており、
　又、プランタを下方から支持して上下動し得る昇降設置台の前側の両隅部に、軸線が上
下方向であって前記脚柱を挿通させるスライド筒が設けられると共に、後側の両隅部に、
軸線が上下方向であって前記支柱を挿通させる挿通孔を有するスライド筒が設けられてお
り、該昇降設置台を所要高さに設定した状態で該スライド筒を前記脚柱又は前記支柱に固
定するための固定装置が設けられており、
　又、前記支柱間が、蔓性植物栽培用のネット状物で覆われる如くなされ、該ネット状物
の上部分が該支柱の上端側に取り付けられると共に該ネット状物の下部分が前記昇降設置
台に取り付けられることを特徴とする移動式蔓性植物支持装置。
【請求項４】
　前記ネット状物の上部分は、左右方向に延長する上のネット取付杆で支持されると共に
、前記ネット状物の下部分は、左右方向に延長する下のネット取付杆で支持される如くな
されており、該上のネット取付杆は前記支柱に取り付けられると共に、該下のネット取付
杆は前記昇降設置台に取り付けられることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の移
動式蔓性植物支持装置。
【請求項５】
　前記ネット状物の上部分は、左右方向に延長する上のネット取付杆で支持されると共に
、前記ネット状物の下部分は、左右方向に延長する下のネット取付杆で支持される如くな



(3) JP 2011-120526 A 2011.6.23

10

20

30

40

50

されており、該上のネット取付杆は、上のフック部材を介して前記支柱連結杆に着脱可能
に取り付けられると共に、該下のネット取付杆は、下のフック部材を介して前記昇降設置
台に着脱可能に取り付けられることを特徴とする請求項３記載の移動式蔓性植物支持装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動式蔓性植物支持装置に関するものである。より詳しくは、蔓性植物を良
好に生長させることができると共に、日差しを遮る必要のある場所に容易に移動させるこ
とができて蔓性植物による日差し遮光作用を効果的に発揮させることができ、これによっ
て室温の上昇を抑制できる移動式蔓性植物支持装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　日差しを遮る必要のある場所に容易に移動させることができて蔓性植物による日差し遮
光作用を効果的に発揮させることができ、これよって室温の上昇を抑制できる移動式蔓性
植物支持装置として、実用新案登録第３１２３８９９号公報が開示するものが提案されて
いる。
【０００３】
　該移動式蔓性植物支持装置は、プランタを設置するためのキャスター付き台車に２本の
支柱を立設すると共に、該２本の支柱間に、蔓性植物栽培用のネットを張設する構成を採
用していた。かかる構成を有する移動式蔓性植物支持装置によるときは、日差しを遮る必
要のある場所に移動させることにより、該２本の支柱間に張設されたネットで生長した植
物による日差し遮光作用によって室温の上昇を抑制できる利点があった。
【０００４】
　しかしながら、かかる移動式蔓性植物支持装置によるときは、植物が植えられたプラン
タを台車に直接設置するため、該プランタは、地面や床面等の設置面に近い低位置の設置
状態とならざるを得なかった。それ故、該移動式蔓性植物支持装置を例えばベランダに設
置したときは、台車に載せられたプランタがベランダ立壁の下側部分に位置することにな
った。そのため、該ベランダ立壁で日光が遮られてプランタの植物が日照不足になり易く
、その生育が悪くなる問題があった。
【０００５】
　又、プランタが設置面に近い低位置にあると、植えられている植物が犬や猫の被害に合
い易い問題があった他、水遣りや追肥をしたり芽欠きをする等の栽培作業の際に屈まなけ
ればならず作業性が悪い問題もあった。更に、プランタに植えられた植物が遮光作用を発
揮できるようになるためには、植物がある程度にまで生長している必要があるが、プラン
タが低位置に設置されている場合は、植物が遮光作用を発揮するまでに長い日数（例えば
２～３週間程度）を要することになり、その間は室温の上昇抑制を図り得ない問題があっ
た。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実用新案登録第３１２３８９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、前記従来の問題点に鑑みて開発されたものであり、プランタに植えられた蔓
性植物を良好に生長させることができると共に、日差しを遮る必要のある場所に容易に移
動させることができて植物による日差し遮光作用を効果的に発揮させることができる移動
式蔓性植物支持装置の提供を課題とするものである。更に、水遣りや追肥をしたり芽欠き
をする等の栽培作業を楽な姿勢で行うことが可能であると共に、プランタに植えられてい
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る植物が犬や猫の被害に合いにくくでき、又、植物の生長の早い段階から植物による日差
し遮光作用を発揮させることも可能な移動式蔓性植物支持装置の提供を課題とするもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するため、本発明は以下の手段を採用する。
　即ち、本発明に係る移動式蔓性植物支持装置は、基板部にキャスターが付設されて移動
可能となされた台車部の前側左右に脚柱が立設されると共に、該台車部の後側左右に支柱
が立設されてなり、プランタを下方から支持して上下動し得る昇降設置台の前側の両隅部
に、軸線が上下方向であって前記支柱を挿通させる挿通孔を有するスライド筒が設けられ
ると共に、後側の両隅部に、軸線が上下方向であって前記支柱を挿通させる挿通孔を有す
るスライド筒が設けられており、該昇降設置台を所要高さに設定した状態で該スライド筒
を前記脚柱又は前記支柱に固定するための固定装置が設けられている。又、前記支柱間が
、蔓性植物栽培用のネット状物で覆われる如くなされ、該ネット状物の上部分が該支柱の
上端側に取り付けられると共に該ネット状物の下部分が前記昇降設置台に取り付けられる
ことを特徴とするものである。
【０００９】
　又、本発明に係る移動式蔓性植物支持装置のより具体的な態様は、基板部にキャスター
が付設されて移動可能となされた台車部の前側左右に脚柱が立設されると共に、該台車部
の後側左右に支柱が立設されてなり、前記支柱は、下支柱パイプ内に上支柱パイプがスラ
イド可能に挿入され、該上支柱パイプの所要のスライドによって設定された支柱長さが固
定具で固定可能となされた伸縮支柱として構成されている。又、プランタを下方から支持
して上下動し得る昇降設置台の前側の両隅部に、軸線が上下方向であって前記支柱を挿通
させるスライド筒が設けられると共に、後側の両隅部に、軸線が上下方向であって前記支
柱を挿通させる挿通孔を有するスライド筒が設けられており、該昇降設置台を所要高さに
設定した状態で該スライド筒を前記脚柱又は前記支柱に固定するための固定装置が設けら
れている。又、前記支柱間が、蔓性植物栽培用のネット状物で覆われる如くなされ、該ネ
ット状物の上部分が該支柱の上端側に取り付けられると共に該ネット状物の下部分が前記
昇降設置台に取り付けられることを特徴とするものである。
【００１０】
　又、本発明に係る移動式蔓性植物支持装置のより具体的な態様は、平面視で正方形状又
は矩形状を呈する基板部にキャスターが付設されて移動可能となされた台車部の前側左右
に脚柱が立設されると共に、該台車部の後側左右に支柱が立設されてなり、該支柱の上端
相互は支柱連結杆で連結されており、前記支柱は、下支柱パイプ内に上支柱パイプがスラ
イド可能に挿入され、該上支柱パイプの所要のスライドによって設定された支柱長さが固
定具で固定可能となされた伸縮支柱として構成されている。又、プランタを下方から支持
して上下動し得る昇降設置台の前側の両隅部に、軸線が上下方向であって前記支柱を挿通
させるスライド筒が設けられると共に、後側の両隅部に、軸線が上下方向であって前記支
柱を挿通させる挿通孔を有するスライド筒が設けられており、該昇降設置台を所要高さに
設定した状態で該スライド筒を前記脚柱又は前記支柱に固定するための固定装置が設けら
れている。又、前記支柱間が、蔓性植物栽培用のネット状物で覆われる如くなされ、該ネ
ット状物の上部分が該支柱の上端側に取り付けられると共に該ネット状物の下部分が前記
昇降設置台に取り付けられることを特徴とするものである。
【００１１】
　前記の各移動式蔓性植物支持装置において、前記ネット状物の上部分は、左右方向に延
長する上のネット取付杆で支持される如くなすと共に、前記ネット状物の下部分は、左右
方向に延長する下のネット取付杆で支持される如くなし、該上のネット取付杆は前記支柱
に取り付けられる如くなすと共に、該下のネット取付杆は前記昇降設置台に取り付けられ
る如くなすのがよい。
【００１２】
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　支柱の上端相互が支柱連結杆で連結される前記移動式蔓性植物支持装置において、前記
ネット状物の上部分は、左右方向に延長する上のネット取付杆で支持される如くなすと共
に、前記ネット状物の下部分は、左右方向に延長する下のネット取付杆で支持される如く
なし、該上のネット取付杆は、上のフック部材を介して前記支柱連結杆に着脱可能に取り
付けられる如くなすと共に、該下のネット取付杆は、下のフック部材を介して前記昇降設
置台に着脱可能に取り付けられる如くなすのがよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、以下の如き優れた効果を奏する。
(1) 本発明に係る移動式蔓性植物支持装置によるときは、キャスターによって台車が移動
可能であるため、ネット状物で生長した蔓性植物を含む装置全体を所要場所に容易に移動
させることができる。
　かかることから、該植物を、日差しの方向に応じて、遮光を要する場所に移動させるこ
とができ、蔓性植物による日差し遮光作用を効果的に発揮させることができる。これよっ
て、室温の上昇を抑制できることとなる。
【００１４】
(2) 昇降設置台を上下動させることができ、所望の高さで固定できるため、ベランダの立
壁や周辺の植木等の他物の配置に極力影響されない状態で、日当たりを良好に確保して植
物栽培を行なうことができ植物の生長を促進させ得る。又、プランタを高所に位置させる
ことにより、水遣りや追肥、芽欠き等の栽培作業を楽な姿勢で行なうことができ作業性を
向上させ得る。
　更に、プランタを高所に位置させることにより、植物の生長の早い段階から遮光効果を
得ることもできる。
　そして、強風時等においては、昇降設置台を下降させることにより重心を低くでき、装
置全体の安定性を向上させ得る。
【００１５】
(3) 前記支柱を伸縮支柱として構成する場合は、ネット状物を張設する作業が容易であり
、又、該支柱を縮小状態とすることにより、支柱の上端側における繁茂植物の葉を切り落
とす作業を、高所作業によることなく安全に行うことができる。その後、支柱を伸長させ
ることにより、ネット状物を張った状態にできる。
【００１６】
(4) ネット状物の上部分と下部分を、左右方向に延長する上下のネット取付杆に支持させ
る構成を採用するときは、前記支柱間の間隔が比較的小さい場合であっても、該上下のネ
ット取付杆の長さによって幅広のネット状物を張設でき、これにより、蔓性植物の栽培面
積を増大させ得る。この場合、上下のネット取付杆を上下のフック部材を介して、支柱連
結杆や昇降設置台に着脱可能に取り付ける構成を採用するときは、植物栽培時期が終わっ
たときに、上下の取付杆の取り外しが容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る移動式蔓性植物支持装置を示す斜視図である。
【図２】その使用状態を示す斜視図である。
【図３】その使用状態を示す側面図である。
【図４】パイプ基材を示す一部断面斜視図である。
【図５】上支柱パイプの上端部分相互を支柱連結杆で連結した状態を示す正面図と、その
部分拡大図と、その部分断面図である。
【図６】支柱の長さを固定する固定具を示す分解斜視図と、支柱の長さを固定した状態を
示す斜視図である。
【図７】支柱を所要長さで固定した状態を示す断面図である。
【図８】台車部の構成を示す分解斜視図である。
【図９】脚柱と下の水平枠杆とをジョイント部材を介して連結した状態を示す断面図と、
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下の水平枠杆相互をジョイント部材を介して連結した状態を示す断面図である。
【図１０】移動式蔓性植物支持装置の下側部分の構成を示す斜視図である。
【図１１】昇降設置台の構成を示す分解斜視図である。
【図１２】昇降設置台を構成するスライドジョイント部材の構成を説明する斜視図である
。
【図１３】上の水平枠杆相互をスライドジョイント部材を介して連結した状態を示す断面
図である。
【図１４】スライドジョイント部材により昇降設置台の上下高さの調節を行なう要領と、
その高さの固定状態を示す断面図である。
【図１５】ネット状物を上下のネット取付杆に取り付けた状態を示す斜視図である。
【図１６】上のネット取付杆を支柱連結杆に取り付けると共に、下のネット取付杆を昇降
設置台に取り付けた状態を示す斜視図である。
【図１７】移動式蔓性植物支持装置の支柱を縮小した状態を示す側面図である。
【図１８】その装置において、昇降設置台を低位置にした状態を示す側面図である。
【図１９】昇降設置台を低位置にした状態を示す斜視図である。
【図２０】昇降設置台の他の態様を示す斜視図である。
【図２１】その平面図である。
【図２２】その分解斜視図である。
【図２３】繋ぎ杆と上の前後の水平枠杆との連結状態を示す断面図である。
【図２４】昇降設置台のその他の態様を示す断面図である。
【図２５】昇降設置台の固定装置の他の態様を示す断面図と斜視図である。
【図２６】昇降設置台の固定装置のその他の態様を示す断面図と斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００１８】
　図１～３において本発明に係る移動式蔓性植物支持装置１は、基板部２にキャスター３
が付設されて移動可能となされた台車部５の前側左右に脚柱６，６が立設されると共に、
該台車部５の後側左右に支柱７，７が立設されてなり、プランタ９を下方から支持し得る
昇降設置台１０が、該脚柱６，６と該支柱７，７に、上下動可能となされ、該昇降設置台
１０が、固定装置８によって所要高さ位置で固定可能に設けられている。又、両支柱７，
７間１１が、上下のネット取付杆１２，１３を介して、蔓性植物栽培用のネット状物１５
で覆われる如くなされている。該脚柱６，６と該支柱７，７は共に、本実施例においては
図４に示すように、鋼製の直線状パイプ材１６の外表面１７に樹脂被覆１９を施してなる
、例えば丸パイプとしてのパイプ基材２０を所要長さに切断して構成されている。
【００１９】
　前記脚柱６，６は、本実施例においては、前記プランタ９による植物の栽培高さを考慮
して設定されるものであり、本実施例においては該脚柱６の上端６ａ（図３）を、例えば
キャスター３の下端１１２から約５８ｃｍに設定している。又、その外径は約２２ｍｍに
設定されている。
【００２０】
　又本実施例においては、前記支柱７は伸縮支柱７ａとして構成され、その長さは、１４
０～２４０ｃｍの範囲で可変とされている。該伸縮支柱７ａは、大径の下支柱パイプ２１
内に、小径の上支柱パイプ２２をスライド可能に挿入し、該上支柱パイプ２２の所要のス
ライドによって設定された支柱長さを固定具２３で固定可能となされている。該下支柱パ
イプ２１の外径は約２２ｍｍに設定されると共に、該上支柱パイプ２２の外径は約１９ｍ
ｍに設定されている。
【００２１】
　そして、該上支柱パイプ２２，２２の上端相互は支柱連結杆２５で連結されている。該
支柱連結杆２５は、本実施例においては図１～２、図５に示すように、前記と同様構成の
パイプ基材２０を所要長さに切断して構成されており、その外径は約１９ｍｍに設定され
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ている。該上支柱パイプ２２の上端部分２６と該支柱連結杆２５の端部分２７相互は、図
５（Ａ）（Ｂ）に示すようにＬ字状ジョイント部材２９を用いて連結されている。該Ｌ字
状ジョイント部材２９は、前記上端部分２６を挿入させ得るジョイント孔３０が設けられ
たジョイント筒部３１と、前記端部分２７を挿入させ得るジョイント孔３２が設けられた
ジョイント筒部３３が、直角に交わるように連結されており、支柱の上端部分２６と一方
のジョイント筒部３１、支柱連結杆の端部分２７と他方のジョイント筒部３３は、夫々、
図５（Ｃ）に示すように、タッピングビス３５等を用いて固定されている。
【００２２】
　又、前記固定具２３は、本実施例においては図１～２、図６～７に示すように、前記下
支柱パイプ２１の端部に固定される内筒部材３６と、前記上支柱パイプ２２を挿通させる
外筒部材３７とを具えている。該内筒部材３６の先側部分３９の外周面はテーパ面４０に
形成されると共に、該先側部分３９には、その先端で開口するスリット４１の複数が周方
向に所要間隔で設けられている。又、前記内筒部材３６の基端側部分４２の外周面には雄
ネジ部４３が設けられている。そして、前記外筒部材３７の基端側部分４５の内周面には
、該雄ネジ部４３に螺合し得る雌ネジ部４６が設けられると共に、その先側部分４７の内
周面には、該外筒部材３７を締め付けたときに前記テーパ面４０を内方に向けて押圧する
テーパ面４９が設けられている。
【００２３】
　そして図７に示すように、前記上支柱パイプ２２のスライド長さを所要に設定した後に
前記外筒部材３７を締め付けると、該外筒部材３７の前記テーパ面４９が前記内筒部材３
６のテーパ面４０を内方に押圧し、該押圧により、前記スリット４１，４１間に形成され
た挾持片５０の夫々が内方に変形して上支柱パイプ２２の外周面５１を挾持し、この挾持
によって、前記設定された支柱長さを固定可能となされている。
【００２４】
　前記基板部２は、本実施例においては図１、図８～１０に示すように、平面視で正方形
状に枠組みされる前後左右の下の水平枠杆５２，５２，５２，５２の、直角に交わる前記
端部分５３，５３相互を、ジョイント部材５５で連結してなる。該前後左右の下の水平枠
杆５２，５２，５２，５２も、前記パイプ基材２０を所要長さに切断して構成されている
。
【００２５】
　該ジョイント部材５５は、図８～９に示すように、先端５６が開放した円形のジョイン
ト孔５７を有する、軸線が水平である水平ジョイント筒部５９，５９相互を、直角に連結
すると共に、そのコーナ部６０に、上端６１が開放した円形のジョイント孔６２を有する
、軸線が上下方向である垂直ジョイント筒部６３を立設してなる。該垂直ジョイント筒部
６３は、図９に示すように、その下側部分に、前記キャスター３の支持軸６５を保持する
保持筒部６６が一体的に収容状態で設けられており、該保持筒部６６の外周面６７と前記
垂直ジョイント筒部６３の内周面６９との間には、前記脚柱６の下端部分７０の周壁部７
１又は前記支柱７の下端部分７２の周壁部７３を圧入状態に嵌め入れる環状嵌着溝７４が
設けられている。
【００２６】
　然して図１、図９～１０に示すように、前後左右の下の水平枠杆５２，５２，５２，５
２の、直角に交わる前記端部分５３，５３を、対応の水平ジョイント筒部５９，５９の円
形のジョイント孔５７，５７に挿入することにより、平面視で正方形状をなす前記基板部
２を構成できる。そして、前記保持筒部６６に前記支持軸６５を挿入して取り付けること
により、図１、図１０に示すように、前記台車部５を構成できる。
【００２７】
　該台車部５の前側左右と後側左右に設けられている前記垂直ジョイント筒部６３，６３
、６３，６３の円形の各ジョイント孔７５に、前記脚柱６，６の下端部分７０，７０を挿
入すると共に、前記支柱７，７の下端部分７２，７２を挿入し、これらの下端部分７０，
７０，７２，７２の周壁部７１，７３を前記環状嵌着溝７４に圧入状態に嵌め入れると、
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該脚柱６，６と該支柱７，７が該台車部５の前後左右で立設状態となる。本実施例におい
ては図９（Ａ）（Ｂ）に示すように、前記水平ジョイント筒部５９と前記水平枠杆５２の
端部分５３とをタッピングビス３５等を用いて固定すると共に、前記垂直ジョイント筒部
６３と前記脚柱６の下端部分７０とを、前記垂直ジョイント筒部６３と前記支柱７の下端
部分７２とを、タッピングビス３５等を用いて固定している。
【００２８】
　本実施例においては、前記脚柱６，６の対向内側部間の間隔及び前記支柱７，７の対向
内側部間の間隔は約４２ｃｍに設定されると共に、前記脚柱６と前記支柱７の対向内側部
間の間隔は約４２ｃｍに設定されている。
【００２９】
　又、前記昇降設置台１０は、本実施例においては図１、図１０～１１に示すように、平
面視で正方形状に枠組みされる前後左右の上の水平枠杆８３，８３，８３，８３の、直角
に交わる端部分８５，８５相互を、前記固定装置８を構成するスライドジョイント部材８
６で連結してなる。該前後左右の上の水平枠杆８３，８３，８３，８３は、前記パイプ基
材２０を所要長さに切断して構成されている。
【００３０】
　該スライドジョイント部材８６は、図１２～１４に示すように、先端８７が開放した円
形のジョイント孔８９を有する、軸線が水平である水平ジョイント筒部９０，９０相互を
、直角に連結すると共に、そのコーナ部９１に、上下端９２，９３が開放し且つ前記脚柱
６又は前記支柱７を挿通させ得る挿通孔９５を有するスライド筒９６が設けられている。
【００３１】
　然して図１、図１０～１１に示すように、前後左右の上の水平枠杆８３，８３，８３，
８３の、直角に交わる端部分８５，８５を、対応の水平ジョイント筒部９０，９０の円形
のジョイント孔８９，８９に挿入することにより、平面視で正方形状をなす前記昇降設置
台１０を構成できる。そして、該水平ジョイント筒部９０と上の水平枠杆８３の端部分８
５とは、図１３に示すように、タッピングビス３５等を用いて相互が一体化されている。
【００３２】
　又、図１２、図１４に示すように、前記スライド筒９６の上側部分９７は、その外周面
に雄ネジ部１００が設けられた雄ネジ筒部１０１として構成されており、該雄ネジ筒部１
０１の外径は、上端に向けて稍小径となるテーパ状に形成されている。そして該上側部分
９７には、その上端で開口するスリット１０２の４本が周方向に９０度の角度ピッチで設
けられている。
【００３３】
　かかる構成を有する雄ネジ筒部１０１には締付け筒部１０３をねじ込んで締め付けるこ
とができるようになされており、該雄ネジ筒部１０１と該締付け筒部１０３とを含んで、
前記固定装置８が構成される。該締付け筒部１０３は、図１４に示すように、その下側部
分が、内周面１０５が平滑である円筒部１０６として構成されると共に、その上側部分は
、その内径が、下端１０８から上端１０９に向けて稍小径となるテーパ状に形成されてお
り、その内周面１０７には、前記雄ネジ部１００に螺合する雌ネジ部１１０が内周面に設
けられた雌ネジ筒部１１１として構成されている。
【００３４】
　然して、前記締付け筒部１０３を緩めた状態では、前記雄ネジ筒部１０１の内径が前記
脚柱６の外径や前記支柱７の外径よりも若干大きいために、前記スライド筒９６は該脚柱
６や該支柱７の軸線方向で上下動できる。これによって、前記昇降設置台１０の高さを所
要に設定できる。該昇降設置台１０の高さは、本実施例においては、前記キャスター３の
下端１１２からの上面高さが１５～６０ｃｍとなるように設定されている。そして、該昇
降設置台１０の高さが所要に設定された状態で、例えば、その上面１１３（図３）がキャ
スター３の下端１１２（図３）から５０ｃｍの高位置に設定された状態で、前記締付け筒
部１０３を締め付ける。これにより、図１４（Ｂ）に示すように、前記隣り合うスリット
１０２，１０２間に形成された挾持片１１５の夫々が内方に変形して、前記脚柱６や前記
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支柱７の外周面１１６を挾持した状態となり、この挾持によって、各スライド筒９６，９
６，９６，９６が前記脚柱６，６、前記支柱７，７に固定される。これにより、前記昇降
設置台１０が所要高さで安定状態で固定されることになる。
【００３５】
　このようにして昇降設置台１０が上昇状態で固定されることにより、前記脚柱６，６と
前記支柱７，７と前記基板部２と前記昇降設置台１０とにより、図１０に示すような直方
体状の枠体１１７が構成されることになる。そして本実施例においては、前記基板部２に
、肥料やジョーロ等の栽培用具を載せるためのメッシュ状等の棚板１１９が、その両側の
フック片１２０，１２０を左右の下の水平枠杆５２，５２に上側から引っ掛けることによ
って取り付けられている。
【００３６】
　前記上のネット取付杆１２は、図１、図１５～１６に示すように、前記パイプ基材２０
を所要長さに切断して構成され、その全長が約８０ｃｍに設定されている。そして、その
両端部１２１，１２１には、引掛け部材１２３，１２３が固着されている。該引掛け部材
１２３は、本実施例においては図１５に示すように、前記上のネット取付杆１２の端部１
２１を密接に嵌入させて該端部１２１に溶着等によって固着される有底筒部１２５の外面
の上下に、該有底筒部１２５の底部１２６側に向けて屈曲するフック状の引掛け部１２７
，１２７が突設されている。前記下のネット取付杆１３は、前記上のネット取付杆１２と
同一の構成を有するため、その具体的な説明を省略する。
【００３７】
　前記ネット状物１５は、図２～３に示すように、朝顔や胡瓜、ゴーヤ等の蔓性植物の蔓
が巻き付き可能なもので、正方形状のネット目１３０を有しており、該ネット目１３０の
大きさは、１辺が５～２０ｃｍに設定される。本実施例においては約１０ｃｍに設定され
ている。該ネット状物１５は、例えば、ポリプロピレン等のプラスチック繊維やジュート
を素材として形成できる。そして該ネット状物１５の横幅は、前記支柱７，７間１１の例
えば前面側（前記脚柱６，６が存する側）１３１を覆い得るように、例えば約８０ｃｍに
設定されると共に、その上下長さは、例えば約１７０ｃｍに設定されている。
【００３８】
　該ネット状物１５の上部分１３２は、左右方向に延長する前記上のネット取付杆１２に
支持されるのであるが、その際、例えば、該上のネット取付杆１２が該ネット状物１５の
ネット目１３０をジグザグ状に挿通して該ネット状物１５を縫うようにして行なわれる。
又、該ネット状物１５の下部分１３３は、左右方向に延長する前記下のネット取付杆１３
に支持されるのであるが、例えば、該下のネット取付杆１３が、前記ネット状物１５のネ
ット目１３０をジグザグ状に挿通して該ネット状物１５を縫うようにして行なわれる。
【００３９】
　このようにしてネット状物１５の上部分１３２に取り付けられた上のネット取付杆１２
は、例えば図１、図１６に示すように、その長さ方向の中間部分の両側が、Ｓ字状を呈す
る上のフック部材１３５，１３５を用いて前記支柱連結杆２５に着脱可能に取り付けられ
る。その際、上のフック部材１３５の下の環状部１３６に前記上のネット取付杆１２が嵌
め入れられると共に、上の環状部１３７に前記支柱連結杆２５が嵌め入れられる。これに
より、上のネット取付杆１２が、左右の上のフック部材１３５，１３５を介して該支柱連
結杆２５の両側で吊下された状態となる。そしてこの状態で、上のネット取付杆１２の両
側部分１３９，１３９（図１）が、前記支柱７，７の両側で１６ｃｍ程度突出した状態と
なる。
【００４０】
　前記下のネット取付杆１３はその長さ方向の中間部分が、Ｓ字状を呈する下のフック部
材１４０，１４０を用いて、前記昇降設置台１０を構成する前の下の水平枠杆５２の両側
に取り付けられる。その際、該下のフック部材１４０の上の環状部１４１に前記下のネッ
ト取付杆１３が嵌め入れられると共に、下の環状部１４２に前記前の下の水平枠杆５２が
嵌め入れられる。そして、このように下のネット取付杆１３が昇降設置台１０に取り付け
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られた状態で、下のネット取付杆１３の両側部分１４３，１４３（図１）が、前記昇降設
置台１０の両側で１６ｃｍ程度突出した状態となる。
【００４１】
　然して、前記ネット状物１５の上下に取り付けられた上下のネット取付杆１２，１３が
前記支柱連結杆２５と前記昇降設置台１０に取り付けられた状態で、該ネット状物１５が
斜め方向で張った状態となるように前記支柱７，７を伸長させる。例えば２２０ｃｍ程度
の長さに伸長させる。
【００４２】
　このようにして前記ネット状物１５を傾めに張設した状態で、正方形状に枠組みされた
前記昇降設置台１０に、図２～３に示すようにプランタ９を設置する。該プランタ９は、
左右の上の水平枠杆８３ａ，８３ａで下方から支持された状態となる。
【００４３】
　張設されたネット状物１５に蔓性植物（例えば朝顔）１４５が繁茂した状態を、図２～
３に一点鎖線で示している。
【００４４】
　本実施例においては、前記上ネット取付杆１２の両側部分１３９，１３９が支柱７，７
の両側で突出すると共に、前記下のネット取付杆１３の両側部分１４３，１４３が前記昇
降設置台１０の両側で突出した状態にあるため、支柱７，７間の間隔が比較的小さい場合
であっても、該上下のネット取付杆１２，１３の長さによって、幅広のネット状物を張設
できる。これによって、蔓性植物の栽培面積を増大させることができる。
【００４５】
　蔓性植物１４５が繁茂した状態にある植物支持装置の全体は、前記台車部５がキャスタ
ー３によって移動可能であるため、日差しの方向に応じて、遮光を要する場所に容易に移
動させることができる。
【００４６】
　又、本実施例においては、上下のネット取付杆１２，１３を、上下のフック部材１３５
，１４０を介して、前記支柱連結杆２５や昇降設置台１０に着脱可能とされているため、
植物栽培時期が終わったときには、該上下のネット取付杆１２，１３の取り外しが容易と
なる。
【００４７】
　図３は、かかる構成を有する移動式蔓性植物支持装置１をベランダ１４６に設置した状
態を示しており、前記支柱７，７は例えば２２０ｃｍ程度に伸長しており、支柱上端１４
７，１４７は、ベランダの屋根の稍下側に達している。前記昇降設置台１０の高さは、例
えばベランダ立壁１４９の高さ等、周辺の物の配置状態等を考慮して、栽培植物に日光を
極力当てることができるように設定すればよい。例えば、該昇降設置台１０を、キャスタ
ー３の下端１１２から５０ｃｍの高所に位置固定する。この状態で、該昇降設置台１０上
に載置されたプランタ９の上面１５０の高さが例えば７５ｃｍ程度になる。昇降設置台１
０をこのように高所に位置させることより、ベランダ立壁１４９によって日光が極力遮ら
れない状態で植物栽培を行ない得ることとなり、植物を良好に生長させることができる。
【００４８】
　又、このようにプランタ９を高所に配置することにより、植物に水遣りしたり追肥した
り、芽欠きする等の栽培作業を楽な姿勢で行ない得ることとなる。
【００４９】
　そして、前記台車部５により、プランタ９とネット状物１５と生長した蔓性植物１４５
の全体を一纏まりにして移動させることができるため、該植物を、日差しの方向に応じて
、遮光を要する場所に移動させることができ、蔓性植物１４５による日差し遮光作用を効
果的に発揮させることができる。これよって、室温の上昇を抑制できることとなる。
【００５０】
　又、プランタの植物が一定程度にまで生長するには所要日数を要するのであるが、この
ように高所で植物栽培を行ない得ることにより、プランタが高位置にある分だけ、蔓性植
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物の生長の早い段階から遮光効果を得ることもできる。
【００５１】
　又、蔓性植物がネット状物１５で繁茂し過ぎたときは、支柱７の上端側の葉を切りたい
場合があるが、このような場合は、前記支柱７を、例えば図１７に示すように縮小状態と
することにより、高所作業を避けて安全に葉を切り落すことができる。その後、支柱７，
７を伸長させれば、ネット状物１５を張った状態にできる。
【００５２】
　なお強風の際は、前記支柱７を縮小状態とすることにより風の影響を緩和できる。この
とき、前記昇降設置台１０を図１８、図１９に示すように低位置に下ろすことにより、全
体の重心を下げて、強風に対する安定性を向上させ得ると共に、前記ベランダ立壁１４９
を風除けとしても機能させて植物を保護できることとなる。
【００５３】
　かかる移動式蔓性植物支持装置１はベランダ以外の場所に設置されることもある。かか
る場合も、周辺にある植木等の他物の配置状態によって植物への日当たりが悪くなる場合
は、前記昇降設置台１０を所要高さに上昇させて固定状態とすることにより、良好な日当
たりを確保して植物を栽培できることになる。
【００５４】
　そして、生長した蔓性植物を、日差しの方向に応じて、遮光を要する場所に移動させる
ことができ、蔓性植物による日差し遮光作用を効果的に発揮させることができる。これよ
って、室温の上昇を抑制できることとなる。
【００５５】
　又、前記ベランダにおける場合と同様に、前記昇降設置台１０を高所に位置させること
により、蔓性植物の生長の早い段階から遮光効果を得ることもできる。そして、植物があ
る程度生長した後は、昇降設置台１０を低位置に下ろして固定状態とすることにより、全
体の重心を下げて装置を安定化させ得ると共に、前記支柱７，７間の略全体に亘って植物
を繁茂させることができる。これにより、窓の外側を効果的に緑化できて見栄えがよく、
然も、日差しを遮る遮光作用も発揮させ得ることとなる。
【００５６】
　又、前記昇降設置台１０を前記高位置に設置することにより、犬や猫等を忌避でき、そ
の被害を防止できることともなる。
【００５７】
　又、前記と同様に、蔓性植物がネット状物１５で繁茂し過ぎたときは、前記支柱７を、
例えば図１７に示すと同様にして縮小状態とすることにより、高所作業を避けて安全に葉
を切り落すことができる。その後、支柱７，７を伸長させれば、ネット状物１５を張った
状態にできる。
【００５８】
　繁茂した蔓性植物を含む装置全体の設置場所を変更する場合、移動距離が長いときは、
支柱の高さを低くして植物を下ろした状態で安全に移動させることができ、新たな設置場
所で支柱を伸長させれば、ネット状物１５を張った状態にできる。
【００５９】
　又、本実施例においては、前記プランタ９を、斜め状態で取り付けられたネット状物１
５の後側に設置しているため、移動式蔓性植物支持装置１を窓辺に設置した場合は、外に
出なくても、窓を開けて室内から水遣りできる等、メンテナンスが容易となる。又、ネッ
ト状物１５が傾斜状態に張設されているため、該傾斜状態のネット状物１５で支持された
植物に対しての日当たりが良好となる。
【実施例２】
【００６０】
　本発明は、前記実施例で示したものに限定されるものでは決してなく、「特許請求の範
囲」の記載内で種々の設計変更が可能であることはいうまでもない。その一例を挙げれば
次のようである。
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【００６１】
(1) 前記支柱７，７は、伸縮できない一定長さのものとして構成することもある。
【００６２】
(2) 前記支柱７，７の上端相互は、前記支柱連結杆２５等で連結しないこともある。
【００６３】
(3) 前記支柱７，７は、必要に応じて、前記昇降設置台１０の最上昇位置よりも上側の部
位で屈曲可能に構成することもある。このように構成する場合は、植物の栽培状態を安定
させるために、支柱上端を建物の壁面等で支持させることができる。
【００６４】
(4) 前記昇降設置台１０は、前記したような、正方形状や矩形状等の枠体を以って構成す
ることの他、図２０～２１に示すように、前記前後の上の水平枠杆８３ｂ，８３ｂ相互を
、前記左右の上の水平枠杆８３ａ，８３ａと平行する１本又は複数本の繋ぎ杆１５９，１
５９で連結することもある。本実施例においては、該繋ぎ杆１５９を２本を用いており、
該２本の繋ぎ杆１５９，１５９で、左右の上の水平枠杆８３ａ，８３ａ間が、等幅で四分
割されている。そして、該繋ぎ杆１５９と前後の上の水平枠杆８３ｂ，８３ｂとの連結は
、例えば図２２～２３に示すように、筒状ジョイント部材１６０を用いて行うことができ
る。
　該筒状ジョイント部材１６０は、前記上の前後の水平枠杆８３ｂ，８３ｂを挿通させ得
るスライドジョイント筒部１６１に、前記繋ぎ杆１５９の端部分１５８を挿入させ得るジ
ョイント筒部１６２を具えている。該ジョイント筒部１６２は、該繋ぎ杆１５９の端部分
１５８が挿入された状態で、タッピングビス３５等により該繋ぎ杆１５９に固定されるよ
うになされている。又、該スライドジョイント筒部１６１は、左右方向の位置決めが行わ
れた後、タッピングビス３５等で上の水平枠杆８３ｂに固定されるようになされている。
　そして、両繋ぎ杆１５９，１５９の上端１６４は前記前後左右の上の水平枠杆８３ｂ，
８３ｂ、８３ａ，８３ａの上端１６５と面一に設定されている。
　かかることから、昇降設置台１０上に載置されたプランター９は、その長さが比較的短
いものであっても、該昇降設置台１０上に安定状態で載置できることになる。
　又、前記繋ぎ杆１５９は、図２４に示すように、その両端部に、前後の上の水平枠杆８
３ｂ，８３ｂに上側から引っ掛けられるフック状の引掛け部１６３を有するものとして構
成されることがある等、該繋ぎ杆１５９の両端部は、各種手段で、前後の上の水平枠杆８
３ｂ，８３ｂに連結できる。
　又前記昇降設置台１０は、板状やメッシュ状を呈するものとして構成されることもある
。又、該昇降設置台１０の平面視の形状は、長方形や矩形状を呈するものには特定されな
い。
【００６５】
(5) 前記基板部２は、前記したような、正方形状や矩形状等の枠体を以て構成されること
の他、板状やメッシュ状を呈するものとして構成されることもある。又、該基板部２の平
面視の形状は、正方形状や矩形状を呈するものには特定されない。又、該基板部２や該昇
降設置台１０の平面視の形状は、正方形状や矩形状を呈するものには特定されない。
【００６６】
(6) 前記脚柱６，６、前記支柱７，７、前記下の水平枠杆５２、前記上の水平枠杆８３、
前記支柱連結杆２５、前記上下のネット取付杆１２，１３を構成するために用いられる前
記パイプ基材２０は、角パイプ等、円形以外のパイプを用いて構成されることもある。
【００６７】
(7) 前記支柱７，７を伸縮支柱７ａとして構成する場合、その支柱長さの固定具２３は、
上支柱パイプ２２の所要のスライドによって設定された支柱長さを固定できる限り、前記
実施例で示したものには特定されず各種に構成され得る。
【００６８】
(8) 前記昇降設置台１０の四隅部に設けられた前記スライド筒９６を前記脚柱６，６、前
記支柱７，７に固定する前記固定装置８としては、例えば図２５に示すように、該スライ
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ド筒９６に設けたネジ用孔１５１にタッピングネジ３５を螺合しその先端を、該脚柱６や
該支柱７にねじ込むように構成することの他、固定ネジを螺合しその先端を支柱７の表面
部に押圧状態とすること等によって行なうこともできる。
　又図２６に示すように、前記脚柱６や前記支柱７を嵌入させ得るＣ字状を呈する、スラ
イド筒９６としてのバンド部材１５２の縁部１５３でネジ軸片１５５，１５５を突設する
と共に、該ネジ軸片１５５，１５５に、操作ナット部材１５６の内周面に設けられている
雌ネジ部１５７を螺合し、該操作ナット部材１５６を締め付けることにより、前記Ｃ字状
のバンド部材１５２で前記脚柱６や前記支柱７を締め付け得るように構成することもでき
る。
　その他、該固定装置８は、前記スライド筒９６を支柱７に固定することのできる各種の
公知手段を用いて構成できる。
【００６９】
(9) 前記キャスター３は、必ずしも前記脚柱６，６の下端や前記支柱７，７の下端に設け
られるとは限らず、前記基板部２に付設されてもよい。
【００７０】
(10)前記ネット状物１５は、前記した傾斜状態で取り付けられることの他、前記支柱７，
７の前面や後面に沿うように下方向に垂れた状態で取り付けられることもある。この場合
、前記プランタ９は、該ネット状物１５の手前に配置される。
【００７１】
(11)前記上下のネット取付杆１２，１３を介してネット状物１５を、支柱７の上端側と昇
降設置台１０に取り付ける場合、該上下のネット取付杆１２，１３は、結着等により、着
脱を予定しない状態で取り付けられることもある。
【００７２】
(12)本発明に係る移動式蔓性植物支持装置１は、前記支柱７，７を縮小状態にすると共に
前記ネット状物１５を取り外すことにより、蔓性植物以外の植物、例えばトマトやナス等
を栽培するに際し、該支柱７，７をその植物の支柱として用いることもできる。この場合
、トマト等の植物の生長に合わせて支柱を伸長させ、その状態で、該支柱７の長さを前記
固定具２３により固定すればよい。
【符号の説明】
【００７３】
　１　移動式蔓性植物支持装置
　２　基板部
　３　キャスター
　５　台車部
　６　脚柱
　７　支柱
　８　固定装置
　９　プランタ
　１０　昇降設置台
　１２　上のネット取付杆
　１３　下のネット取付杆
　１５　ネット状物
　２１　下支柱パイプ
　２２　上支柱パイプ
　２３　固定具
　２５　支柱連結杆
　５５　ジョイント部材
　８６　スライドジョイント部材
　９５　挿通孔
　９６　スライド筒



(14) JP 2011-120526 A 2011.6.23

　１３５　上のフック部材
　１４０　下のフック部材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(19) JP 2011-120526 A 2011.6.23

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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