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(57)【要約】
　【課題】従来の室内緑化装置に比べて構造が簡易で取
り扱いも著しく容易となり、製造コストも低減すること
ができ、しかも緑化と室内家具との一体感、調和感を現
出させることができる等、従来では予測できないような
室内における装飾効果を生じさせることができ、室内緑
化用に適した緑化用の容器ユニットシステムと、その容
器ユニットシステムを用いた緑化工法を提供することを
課題とする。
　【解決手段】土壌等の植栽基盤とポット苗植物とが収
容可能な容器ユニット本体の一面側に、該容器ユニット
本体内に収容されるポット苗植物の植物体の部分を外部
に裸出させうる開口部が形成された容器ユニットと、該
容器ユニットを支持する支持部材と、該支持部材を棚と
して設置することができる什器とからなることを特徴と
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　土壌（３０）等の植栽基盤とポット苗植物（３１）とが収容可能な容器ユニット本体（
１）の一面側に、該容器ユニット本体（１）内に収容されるポット苗植物（３１）の植物
体（３２）の部分を外部に裸出させうる開口部（６）が形成された容器ユニット（２０）
と、該容器ユニット（２０）を支持する支持部材（４０）と、該支持部材（４０）を棚と
して設置することができる什器（５０）とからなることを特徴とする緑化用の容器ユニッ
トシステム。
【請求項２】
　容器ユニット（２０）の底部に孔（１２）が形成され、該孔（１２）を介して前記容器
ユニット（２０）内に供給し得る水を貯留することができる貯水部（４５）が、支持部材
（４０）に設けられ、該容器ユニット（２０）が支持部材（４０）に支持された状態で、
該容器ユニット（２０）の底部が、前記支持部材（４０）の貯水部（４５）に貯留された
水に浸漬するように構成されている請求項１記載の緑化用の容器ユニットシステム。
【請求項３】
　容器ユニット本体（１）の底面側に凹状の掛止部（２８）、（２９）が形成され、該掛
止部（２８）、（２９）が掛止可能な１対の掛止板（４１）、（４１）が、支持部材（４
０）に設けられている請求項１又は２記載の緑化用の容器ユニットシステム。
【請求項４】
　支持部材（４０）上に棚板（５２）が載置可能に構成されている請求項１乃至３のいず
れかに記載の容器ユニットシステム。
【請求項５】
　土壌（３０）等の植栽基盤とポット苗植物（３１）とが収容可能な容器ユニット本体（
１）の一面側に、該容器ユニット本体（１）内に収容されるポット苗植物（３１）の植物
体（３２）の部分を外部に裸出させうる開口部（６）が形成されて構成された容器ユニッ
トを準備し、該容器ユニットの容器ユニット本体（１）内に土壌（３０）等の植栽基盤と
ポット苗植物（３１）とを収容するとともに、該ポット苗植物（３１）の植物体（３２）
の部分を前記容器ユニット本体（１）の一面側の開口部（６）から外部に裸出させ、該植
栽基盤とポット苗植物（３１）を収容した容器ユニット（２０）を、支持部材（４０）で
支持するとともに、該支持部材（４０）を棚として什器（５０）内に設置して施工するこ
とを特徴とする緑化工法。
【請求項６】
　水を貯留することができる貯水部（４５）を支持部材（４０）に設けるとともに、水を
浸入させるための孔（１２）を容器ユニット（２０）の底部に形成し、容器ユニット（２
０）を支持部材（４０）に支持させるとともに、該容器ユニット（２０）の底部を前記支
持部材（４０）の貯水部（４５）に貯留された水に浸漬させることによって、前記容器ユ
ニット（２０）の底部の孔（１２）から前記支持部材（４０）の貯水部（４５）内の水を
前記容器ユニット（２０）内に浸入させる請求項５記載の緑化工法。
【請求項７】
　容器ユニット本体（１）に掛止部（２８）、（２９）を設けるとともに、該掛止部（２
８）、（２９）に掛止可能な１対の掛止板（４１）、（４１）を支持部材（４０）に設け
、該掛止板（４１）、（４１）に前記掛止部（２８）、（２９）を掛止させることによっ
て、容器ユニット（２０）を支持部材（４０）に支持させる請求項５又は６記載の緑化工
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、緑化用の容器ユニットシステムと、その容器ユニットシステムを用いた緑化
工法、さらに詳しくは、室内の壁面等の前面部側に設置することによって、その壁面等の
前面部側を緑化する緑化用の容器ユニットシステムと、その容器ユニットシステムを設置
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して室内壁面等を緑化する緑化工法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、都市緑化等の要請が高まり、それに応じて都市部における種々の場所、たとえば
、公園、歩道等の場所で人為的に樹木を植設する等によって緑化が行われている。特に建
築物、構築物等が立ち並ぶような場所では、自然木等が少ないので、そのような建築物、
構築物等の壁面の緑化を行うことが盛んに試みられており、その緑化の工法として種々の
方法がある。
【０００３】
　その１つとして、たとえば建築物の屋上に植生パネル等を設置して緑化を行う屋上緑化
と称される技術が開発され、普及しつつある。このような屋上緑化は、建築物の屋上で植
物を栽培し、屋上面からの熱の吸収、放出を緩和することで、いわゆるヒートアイランド
現象を抑制するものであり、また建築物の屋上で植物を栽培が行なわれることで、大気汚
染等に対する環境改善を図ることも意図するものである。
【０００４】
　また、このような屋上緑化のみならず、建築物の外壁に植物が植えられた植栽基盤を取
り付けて緑化を行うことも行われている。このような建築物の外壁の緑化も、屋上緑化の
場合と同様に、太陽光の照り返しを緩和し、ヒートアイランド現象の防止を図るものであ
るが、建築物の外壁は、屋上の場合と異なり、不特定多数の歩行者等に視認されうるので
、建築物の外壁の意匠性を向上させるという観点も無視できない。
【０００５】
　たとえば、複数の植物を組み合わせて、建築物の外壁に植栽すると、その建築物の外壁
を種々のバリエーションで彩ることが可能となる。このように建築物の外壁
の緑化を行うことで、意匠性を向上させることができることから、このような壁面緑化を
室内に適用して、建築物の室内空間の演出をするという要望も産業界に存在する。
【０００６】
　しかしながら、このような建築物の室内における壁面緑化の技術は、現実にはほとんど
普及していない。これは、緑化技術そのものが植物に対する灌水を必要とし、そのような
灌水は当然のことながら水の飛散を伴い、また排水処理を必要とするため、その水の飛散
に対する対処や排水処理の必要なことなどが室内の壁面緑化に合致しないためである。
【０００７】
　このため、室内における壁面緑化の技術に関する特許出願も非常に少なく、そのような
状況の中で、本発明者等は、下記特許文献１のような特許出願を見出した。この特許文献
１に係る発明は、請求項１にも記載されているように、「外面に開口部を設け、内部に植
物を植栽させるケースが壁面に取り付けられる壁面緑化装置であって、外面に少なくとも
１つの開口部が設けられ、壁面に取り付けられる縦型のケースと、前記開口部より上方で
あって、前記ケース内の上部に設けられた上部液体室と、前記開口部より下方であって、
前記ケース内の下部に設けられた下部液体室と、前記下部液体室に貯留された液体を前記
上部液体室に送給する手段であって、前記下部液体室内に設けられた液体送給手段と、前
記液体送給手段によって供給される液体の通路であって、前記下部液体室と前記上部液体
室とを連通する連通手段と、前記開口部に対向するように前記ケース内に設けられた、植
物が植栽される植栽部材とを備え、前記植栽部材は、植物を支持するための多孔質のシー
トからなる植物支持手段と、吸液性のシート部材と、を含み、前記植物支持手段と前記シ
ート部材は互いに接触する部分を有し、前記シート部材の一端は、前記上部液体室内部ま
で延びており、他端は前記下部液体室へ向かって延びており、前記液体送給手段によって
前記上部液体室に供給された液体は、前記シート部材を通って前記植物支持手段へ移動し
て植物に供給されることを特徴とする壁面緑化装置」に係るものである。
【０００８】
　そして、このような構成とすることによって、当該特許文献１の明細書の段落［００１
３］にも記載されているように、「植物に供給される液体はケース内部で循環されるので
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、余剰な液体をケースの外部に排出する必要が無く、排出された液体の飛散等の問題は生
じない。」という効果が生じることとなる。
【０００９】
　しかしながら、このような特許文献１に係る発明では、余剰な液体を外部に排出させな
い観点から、縦型のケース内の上部と下部とにそれぞれ液体室が設けられており、このよ
うにケース内の上下に液体室を設けること自体、ケースの構成が複雑化し、組み立てや取
り扱いが必ずしも簡易なものではない。
【００１０】
　さらに、この特許文献１に係る発明では、下部液体室に貯留された液体を上部液体室に
送給するための、循環水ポンプのような液体送給手段が下部液体室に設けられているので
、この循環水ポンプのような液体送給手段を設けなければならないことのよって、装置全
体が複雑化し、室内用の壁面緑化装置に適したものとは必ずしもいえないものである。
　さらに、この特許文献１に係る発明では、植栽部分がシートで連結されているため、部
分的な植物の取り替え等は行いにくいこととなっていた。
【００１１】
　さらに、植物が植栽される植栽部材の構成も、当該特許文献１の明細書の段落［００２
６］に記載されているように、植物１１を支持するための植物支持部材１８と、上部水槽
１４内の水を植物支持部材１８及び植物１１に供給するためのシート部材１９と、開口部
１２に対向するケース１０の背面に固定されるボード２０からなる三層構造とされており
、このような構造によっても、装置の構成が一層複雑なものとなっている。
【００１２】
　そして、以上のように構成が複雑となることで、装置の製造コストも高くつくこととな
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】実用新案登録第３１２９１７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたもので、上記特許文献１に開示
された室内緑化装置に比べて構造が簡易で取り扱いも著しく容易となり、製造コストも低
減することができ、しかも緑化と室内家具との一体感、調和感を現出させることができる
等、従来では予測できないような室内における装飾効果を生じさせることができ、室内緑
化用に適した緑化用の容器ユニットシステムと、その容器ユニットシステムを用いた緑化
工法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、このような課題を解決するために、土壌等の植栽基盤とポット苗植物とが収
容可能な容器ユニット本体の一面側に、該容器ユニット本体内に収容されるポット苗植物
の植物体の部分を外部に裸出させうる開口部が形成された容器ユニットと、該容器ユニッ
トを支持する支持部材と、該支持部材を棚として設置することができる什器とからなるこ
とを特徴とする緑化用の容器ユニットシステムを提供するものである。
【００１６】
　このような緑化用の容器ユニットシステムにおいて、容器ユニットの底部に孔を形成し
、該孔を介して前記容器ユニット内に供給し得る水を貯留することができる貯水部を支持
部材に設け、該容器ユニットが支持部材に支持された状態で、該容器ユニットの底部が、
前記支持部材の貯水部に貯留された水に浸漬するように構成することが可能である。
【００１７】
　また、容器ユニット本体の底面側に凹状の掛止部を形成し、該掛止部が掛止可能な１対
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の掛止板を、支持部材に設けることも可能である。また、支持部材上に棚板が載置可能と
なるように構成することも可能である。
【００１８】
　さらに本発明は、土壌等の植栽基盤とポット苗植物とが収容可能な容器ユニット本体の
一面側に、該容器ユニット本体内に収容されるポット苗植物の植物体の部分を外部に裸出
させうる開口部が形成されて構成された容器ユニットを準備し、該容器ユニットの容器ユ
ニット本体内に土壌等の植栽基盤とポット苗植物とを収容するとともに、該ポット苗植物
の植物体の部分を前記容器ユニット本体の一面側の開口部から外部に裸出させ、該植栽基
盤とポット苗植物を収容した容器ユニットを、支持部材で支持するとともに、該支持部材
を棚として什器内に設置して施工することを特徴とする緑化工法を提供するものである。
【００１９】
　このような緑化工法において、水を貯留することができる貯水部を支持部材に設けると
ともに、水を浸入させるための孔を容器ユニットの底部に形成し、容器ユニットを支持部
材に支持させるとともに、該容器ユニットの底部を前記支持部材の貯水部に貯留された水
に浸漬させることによって、前記容器ユニットの底部の孔から前記支持部材の貯水部内の
水を前記容器ユニット内に浸入させることができる。
【００２０】
　また、容器ユニット本体に掛止部を設けるとともに、該掛止部に掛止可能な１対の掛止
板を支持部材に設け、該掛止板に前記掛止部を掛止させることによって、容器ユニットを
支持部材に支持させることも可能である。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明は、上述のように、土壌等の植栽基盤とポット苗植物とが収容可能な容器ユニッ
ト本体の一面側に、該容器ユニット本体内に収容されるポット苗植物の植物体の部分を外
部に裸出させうる開口部が形成された容器ユニットと、該容器ユニットを支持する支持部
材と、該支持部材を棚として設置することができる什器とからなるものであるため、この
ような容器ユニットの容器ユニット本体内に土壌等の植栽基盤を収容するとともにポット
苗植物を収容し、そのポット苗植物の植物部分を、容器ユニット本体の一面側の開口部か
ら外部に裸出させ、このように植栽基盤とポット苗植物が収容されてその植物部分が外部
に裸出された容器ユニットを支持部材に支持させ、その支持部材を棚として什器に設置す
ることで、家具のごとき什器にポット苗植物を植栽させることができ、それもポット苗植
物の植物部分を什器の前面側に裸出させることができるので、あたかも家具の什器によっ
て室内の壁面緑化を行うような現出効果が得られる。
【００２２】
　また、支持部材に容器ユニットを支持させるとともに、支持部材に棚板を載置した場合
には、家具什器の中にポット苗植物と書籍等を併存して展示することができ、家具の什器
によって室内壁面緑化を現出する効果を一層向上させることができるという効果がある。
【００２３】
　また、このような室内の壁面緑化も、家具の什器に棚としての支持部材を設置するとと
もに、その支持部材に、ポット苗植物の植物部分を前面側に裸出させた容器ユニットを支
持させるだけの、全体として非常に簡易な作業で室内の壁面等の緑化を行うことができる
という効果がある。
【００２４】
　さらに、容器ユニット支持部材に支持させ、その支持部材を什器の棚として設置するこ
とができるので、容器本体をコンパクトにすることによって、室内壁面緑化の施工のみな
らず撤去も容易にすることができるという効果がある。また、通常のポット植物等、流通
性の高い植物をそのまま植え付けることができるので、特別な養生が不要であるとともに
、低コストの施工を実現することができるという効果がある。また、ポット植物の生育状
態が悪い容器ユニットを部分的に取り替える等の作業も容易に行えるという効果がある。
【００２５】



(6) JP 2010-220522 A 2010.10.7

10

20

30

40

50

　さらに、複数の容器ユニットの配置態様を変化させ、植物の種類や色や変化させ、さら
に什器の色を変化させる等によって、室内壁面緑化のデザイン性を種々変化させることが
でき、またそのデザイン性を高めることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】一実施形態の緑化用の容器ユニットの開口状態を示す概略平面図。
【図２】図１のＡ－Ａ線半裁断面図。
【図３】図１のＢ－Ｂ線断面図。
【図４】図１のＣ－Ｃ線断面図。
【図５】容器ユニット本体の空間部内に所定の高さまで土壌を収容した状態を示す断面図
。
【図６】容器ユニット本体の空間部内にポット苗植物を収容した状態の断面図。
【図７】ポット苗植物を収容後に、容器ユニット本体の空間部内に土壌を再度収容した状
態の断面図。
【図８】蓋体を閉じた状態の断面図。
【図９】蓋体を閉じた状態の半裁断面図。
【図１０】支持部材の概略平面図。
【図１１】図１０のＡ－Ａ線拡大端面図。
【図１２】図１０のＢ－Ｂ線拡大断面図。
【図１３】図１０のＣ部拡大平面図。
【図１４】什器の概略正面図。
【図１５】什器の概略側面図。
【図１６】容器ユニットの掛止部を支持部材の掛止板に掛止させた状態の概略断面図。
【図１７】容器ユニットの掛止部を支持部材の掛止板に掛止させた状態の概略斜視図。
【図１８】什器に支持部材を設置するとともに、支持部材に容器ユニットと棚板を設置し
た状態を示す概略正面図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施形態について図面に従って説明する。本実施形態の緑化用容器ユニ
ットシステムは、図１乃至４に示すような容器ユニット２０と、図１０乃至図１３に示す
ような支持部材４０と、図１４および図１５に示すような什器５０とからなる。
【００２８】
　緑化用容器ユニットは、図１乃至４に示すように、上面開口型の容器ユニット本体１と
、該容器ユニット本体１の上面開口部２を開閉自在とする蓋体３とで構成されている。容
器ユニット本体１と蓋体３とは、ヒンジ部４を介して連設されている。容器ユニットの材
質は特に限定されるものではないが、本実施形態では、容器ユニット本体１、蓋体３、及
びヒンジ部４の全体が合成樹脂によって一体成形によって構成されている。容器ユニット
本体１、蓋体３、ヒンジ部４を構成する合成樹脂の種類は、特に限定されるものではない
が、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエステルなどの汎用性の合成樹
脂を好適に用いることができる。特に、耐候性のポリプロピレンを用いるのが望ましい。
【００２９】
　容器ユニット本体１は、上述のように上面開口型のものであり、図１乃至図３に示すよ
うに、四方の側面部１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄと、底面部１ｅとで構成されている。そして
、四方の側面部１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄは、上側から下側に向かってわずかに斜め内向き
のテーパ状となるように形成されている。
【００３０】
　容器ユニット本体１の内部には、土壌等の植栽基盤と、ポット苗植物とが収容される空
間部５が形成されている。植栽基盤としては、たとえば後述する土壌３０が用いられ、こ
のような土壌３０として人工土壌、天然土壌のいずれをも使用することができる。ポット
苗植物３１は、後述のように、植物の根を埋設している根鉢３３の部分と、該根鉢３３か
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ら立設する植物体３２の部分とで構成され、容器ユニット本体１内では、ポット苗植物３
１は横向きに収納される。
【００３１】
　そして、横向きに収納されたポット苗植物３１の植物体３２の部分を、容器ユニット本
体１の外側に裸出させる開口部６が、該容器ユニット本体１の側面に形成されている。こ
の側面の開口部６は、該容器ユニット本体１の側面の上縁部から、湾曲した略Ｕ字状とな
るように切り欠いて形成されたものであり、このように容器ユニット本体１の側面を切り
欠いて形成することで、前記上面の開口部２と連通状態とされている。このように側面の
開口部６は、容器ユニット本体１の側面を切り欠いて形成されているので、図１乃至図３
のように蓋体３を開いた状態では開口部というよりもむしろ切欠部であるが、蓋体３を閉
じた状態では、図８及び図９に示すように容器ユニット本体１の側面の上縁部に蓋体３が
当接するので、開口部の形態となる。
【００３２】
　そして、該側面の開口部６が形成された容器ユニット本体１の側面側には、フード部７
が外向きに突出して形成されている。このフード部７は、両側面部７ａ、７ｂと底面部７
ｃとの三方を包囲するように形成されている。また、この容器ユニット本体１のフード部
７と同じ方向に、蓋体３にもフード部８が突出して形成されている。そして、蓋体３を閉
じた状態においては、容器ユニット本体１のフード部７と蓋体３のフード部８とで四方が
包囲された状態となる。また、この容器ユニット本体１及び蓋体３のフード部７、８には
、略長方形状の孔９が、多数穿設されている。この孔９は、図１に示すように、２列に整
列して等間隔に形成されている。
【００３３】
　このフード部７、８は、本来はポット苗植物３１の植物体３２の部分に対して風圧を軽
減するためのもので、容器ユニット２０を屋外で用いる時には機能するものであるが、本
実施形態のように室内緑化で使用される場合には、特に機能を発揮するものではない。
【００３４】
　また、容器ユニット本体１の底面部１ｅのほぼ中央には、凹部１０が形成されている。
この凹部１０は、図３に示すように、上面側がわずかに凹状となるように形成されており
、従って、下面側は、同図のように、わずかに突状となるように形成されている。また、
この凹部１０と略同形状の凹部１１が、図４のように蓋体３の略中央にも形成されている
。
【００３５】
　前記容器ユニット本体１の凹部１０には、図１に示すように、細長い長方形状の複数の
長孔１２が穿設されている。この長孔１２は、後述する支持部材４０に容器ユニット２０
を支持させたときに、該支持部材４０の貯水部４５内の水を該容器ユニット２０内に浸入
させるためのものである。この長孔１２と略同形状の長孔１３が前記蓋体３の凹部１１に
も穿設されているが、蓋体３の凹部１１の長孔１３は、特に水を浸入させる機能を有する
ものではない。
【００３６】
　さらに、蓋体３の裏面側の所定位置には、図２及び図４に示すように突出部１４が形成
されている。この突出部１４は、蓋体３を閉じたときに、容器ユニット本体１の側面開口
部６を形成する周縁部６ａのうち、後述の図８及び図９のように、比較的上側の周縁部６
ｂに接触するように形成されている。
【００３７】
　また、容器ユニット本体１の上端部周縁には、図１に示すように、フランジ１５がわず
かに外向きに突出形成されている。このフランジ１５には、略等間隔に複数の孔１６が穿
設されており、この孔１６に挿入可能な突起１７が、蓋体３の裏面側に略等間隔に形成さ
れている。
【００３８】
　さらに、側面の開口部６が形成された容器ユニット本体１の側面部１ａと対面する側面
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部１ｃには、図２に示すように、複数の長孔１８が穿設されている。この長孔１８は、同
図のように上下２列に整列して配設されている。
【００３９】
　さらに、前記側面の開口部６が形成された側面部１ａ及び長孔１８が穿設された側面部
１ｃと隣接する長手方向の側面部１ｂ、１ｄには、図２に示すようにそれぞれ縦方向にリ
ブ１９が形成されている。
【００４０】
　支持部材４０は、図１０及び図１３に示すように、細長いレール状に形成されたもので
あり、図１１及び図１２に示すように、断面が略凹字状に形成されている。該支持部材４
０の材質は特に限定されるものではないが、本実施形態では全体がステンレスで構成され
ている。
【００４１】
　支持部材４０は、図１０乃至図１３に示すように、容器ユニット２０を支持すべく、該
容器ユニット２０の掛止部２８、２９に掛止可能な１対の掛止板４１、４１を左右に有し
、前記容器ユニット２０の底部が載置可能な載置部４２、４２が、前記掛止板４１、４１
に連設されている。さらに、該載置部４２、４２から段差部４３、４３を介して支持部材
４０の底部４４が形成されている。そして、この底部４４と段差部４３、４３とで包囲さ
れた空間部が、容器ユニット２０に浸入させるための水を貯留する貯水部４５として形成
されている。
【００４２】
　支持部材４０の両端部側には、１対の側板４６、４６が設けられており、該側板４６、
４６の両側には、図１２に示すように掛止板４１、４１の外側に突出する突出片４７、４
７が形成されている。そして、該突出片４７、４７の下部には図１２に示すように、溝部
４８、４８が形成されている。この溝部４８、４８には、ボルト４９、４９が挿入され、
そのボルト４９、４９によって、前記側板４６、４６を介して支持部材４０が什器５０に
取り付けられることとなる。
【００４３】
　什器５０は、図１４及び図１５に示すように、全体が家具の本棚のような構成からなる
ものである。すなわち、什器５０は、同図のように天板５１ａ、１対の側板５１ｂ、５１
ｂ、底板５１ｃからなるものである。そして、この什器５０に、棚として上記支持部材４
０が設置されることになるが、この図１４及び図１５では、棚の部分は仮想線で示されて
おり、この位置に前記支持部材４０が設置されることとなり、その支持部材４０に、前記
容器ユニット２０が設置され、或いは棚板５２が載置されることとなる。
【００４４】
　より詳細には、支持部材４０には、棚板５２が載置される部分と、前記容器ユニット２
０が掛止される部分とを併存させることができ、棚板５２が載置される部分と容器ユニッ
ト２０が掛止される部分とを適宜組み合わせて併存させることによって、１段の棚に、容
器ユニット２０が設置されて植栽がなされる部分と、棚板５２が載置されて本棚等として
使用される部分とが併存することとなる。
【００４５】
　什器５０の側板５１ｂには、図１５に示すように多数の孔５３が上下に穿設されている
。
【００４６】
　次に、上記のような構成からなる緑化用の容器ユニットシステムを用いて、本発明の緑
化工法の一実施形態である室内緑化を行う工法について説明する。
【００４７】
　先ず、支持部材４０を、図１４の仮想線に示すように、什器５０の棚となる部分に設置
する。より具体的には、什器５０の棚となる部分に支持部材４０を配置するとともに、支
持部材４０の側板４６の突出片４７に形成された図１２及び図１８に示す溝部４８に、図
１３に示すようにボルト４９又は棚ダボを挿入し、そのボルト４９又は棚ダボを、什器５
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０の側板５１ｂの孔５３に挿通させることによって、支持部材４０が什器５０の棚となる
部分に設置されることとなる。
【００４８】
　支持部材４０は、必要に応じて什器５０内に複数段（図１４においては２段）取り付け
る。また支持部材４０の貯水部４５内には、予め水を貯留しておく。
【００４９】
　次に、このようにして設置された支持部材４０に、容器ユニット２０と棚板５２とを組
み合わせながら適宜設置する。その際、容器ユニット２０には、予めポット苗植物３１を
収容する。
【００５０】
　その手順について説明すると、先ず、図１及び図２に示すように、容器ユニット　の蓋
体３を開いて上面の開口部２を開口させた状態で、図５に示すように、植栽基盤としての
土壌３０を容器ユニット本体１の空間部５内に収容する。土壌３０として人工土壌と天然
土壌のいずれを用いてもよいことは、上述のとおりである。この場合、容器ユニット本体
１の側面の開口部６の周縁部６ａにおける下縁部６ｃの位置まで土壌３０を収容する。こ
れは、側面の開口部６からポット苗植物３１の植物体３２の部分を裸出させる必要があり
、その際に、植物体３２の位置が側面の開口部６の位置に合致するように、ポット苗植物
３１を容器ユニット本体１内に設置する高さを調整するためである。
【００５１】
　次に、ポット苗植物３１を容器ユニット本体１の空間部５内に収容し、図６に示すよう
に前記土壌３０の上に載置する。このとき、同図のようにポット苗植物３１の植物体３２
の部分を側面の開口部６から裸出させる。従って、土壌３０の上に載置されるのは、ポッ
ト苗植物３１の根鉢３３の部分である。
【００５２】
　次に、図７に示すように、さらに土壌３０を容器ユニット本体１の空間部５内に収容し
、すでに収容されている土壌３０上に載置されていたポット苗植物３１の根鉢３３の部分
を埋設する。
【００５３】
　その後、図８及び図９に示すように、蓋体３を閉じる。この場合、ヒンジ部４を介して
蓋体３を回動させ、蓋体３の突起１７を容器ユニット本体１のフランジ１５の孔１６に挿
入することで、蓋体３を閉じた状態が確実に維持されることとなる。
【００５４】
　このようにして容器ユニット本体１内に土壌３０及びポット苗植物３１が収容された容
器ユニット２０を複数個準備し、前記支持部材４０に設置する。より具体的には、容器ユ
ニット２０の掛止部２８、２９を、図１７および図１８に示すように、支持部材４０の掛
止板４１、４１に掛止させる。これによって、複数の容器ユニット２０は、ガタつくこと
なく、確実に支持部材４０上に設置されることとなり、各容器ユニット２０が支持部材４
０から離脱するようなこともない。
【００５５】
　このようにして複数の容器ユニット２０は、図１７及び図１８のように支持部材４０に
支持された状態で、什器５０の棚となる部分に配置されることとなる。この場合において
、複数の容器ユニット２０は、図１９に示すように支持部材４０上の所定の位置に設置さ
れ、容器ユニット２０が設置されていない支持部材４０上には、同図のように棚板５２が
設置されることとなる。
【００５６】
　このように容器ユニット２０と棚板５２とを適宜配置することで、什器５０の棚となる
部分に変化を持たせることができるが、相互に隣接する容器ユニット２０、２０間に間隔
を隔てることなく、従って棚板５２を設置せずに容器ユニット２０のみを什器５０内に配
置することも可能である。
【００５７】
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　この場合において、容器ユニット本体１の底面部１ｅの凹部１０には、細長い長方形状
の複数の長孔１２が穿設されているため、支持部材４０の貯水部４５に貯留されていた水
は、長孔１２を介して容器ユニット２０内に浸入することとなり、浸入した水は、容器ユ
ニット本体１内に収容されている土壌３０や、ポット苗植物３１の根鉢３３の部分に浸透
することとなり、土壌３０やポット苗植物３１に対して、灌水として機能することとなる
。
【００５８】
　さらに、容器ユニット本体１の後方の側面部１ｃには長孔１８が穿設されているので、
灌水としての機能が奏されるだけでなく、容器ユニット本体１内の通気性も維持されるこ
ととなる。
【００５９】
　また、個々の容器ユニット本体１へのポット苗植物３１の収容作業も、上述のように上
面の開口部２から土壌３０を先ず容器ユニット本体１の空間部５内の所定位置の高さまで
収容し、次にその土壌３０上にポット苗植物３１を載置するとともに、側面の開口部６か
ら該ポット苗植物３１の植物体３２の部分を外側に裸出させ、その後にポット苗植物３１
の根鉢３３の部分を覆うように土壌３０を再度収容して、空間部５内を満杯の状態とする
ことで、土壌３０やポット苗植物３１の収容作業自体も簡易に行うことができる。従って
、その分、施工性も良好となる。
【００６０】
　このように、複数の容器ユニット２０が設置された什器５０の前面側においては、図１
９に示すように、該容器ユニット２０に収容されたポット苗植物３１による室内壁面緑化
が行われるのであるが、容器ユニット２０が設置されない部分においては、同図のように
棚板５２が設置され、その棚板５２の上に書籍５４等が載置されるため、室内壁面緑化と
家具什器を融合したデザイン性の高い室内装飾を提供することが可能となる。
【００６１】
　尚、上記実施形態では、容器ユニット本体１が、四方に側面部１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ
を有する有底四角筒状に形成されていたが、容器ユニット本体１の形状は該実施形態に限
定されるものではなく、たとえば有底円筒状に形成されたようなものであってもよく、ま
た、他の形態のものであってもよい。ただし、側面の開口部６の形成し易さ、支持部材４
０に支持させて什器５０に配置する場合の作業性等の観点からは、上記実施形態のように
有底四角筒状に形成されることが好ましい。
【００６２】
　また、上記実施形態では、四方の側面部１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄが上側から下側に向か
ってわずかに斜め内向きのテーパ状となるように形成されていたが、このように四方の側
面部を斜め内向きのテーパ状となるように形成することは本発明に必須の条件ではない。
【００６３】
　さらに、上記実施形態では、什器５０の前面側にのみポット苗植物３１の植物部分を現
出させる場合について説明したが、前後両面にポット苗植物３１の植物部分を現出させる
ように容器ユニット２０を配置することも可能である。この場合、複数配置された容器ユ
ニット２０について、ポット苗植物３１の植物部分が、交互に前面側と後面側に向くよう
に、隣接する容器ユニット２０の開口部６を反対側に向かせて配置することも可能である
。また、ポット苗植物３１の植物部分が、支持部材４０の列ごとに前面側と後面側に向く
ように、容器ユニット２０を配置することも可能である。
【００６４】
　さらに、上記実施形態では、什器５０に設置された支持部材４０に容器ユニット２０と
棚板５２とを併存して設置したが、容器ユニット２０のみを設置することも可能である。
また、上記実施形態では支持部材４０の１列の棚部分には容器ユニット２０を設置すると
ともに、他の列の棚部分には容器ユニット２０と棚板５２とを併存したが、全体の支持部
材４０の半分ずつに容器ユニット２０と棚板５２とを設置することも可能である。
【００６５】
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　さらに、支持部材４０の列ごとに植物種を代えて容器ユニット２０を設置することも可
能である。
【００６６】
　さらに、容器ユニット本体１の材質も上記実施形態のポリプロピレン、ポリエチレン、
ポリスチレン等の汎用性の合成樹脂に限らず、また合成樹脂以外の素材のものを用いるこ
とも可能である。
【００６７】
　また、上記実施形態では、支持部材４０としてステンレス製のものを用いたが、支持部
材４０の材質も該実施形態のステンレスに限らず、他の金属であってもよく、また金属以
外の素材、たとえば合成樹脂で構成することも可能である。
【符号の説明】
【００６８】
　１　容器ユニット本体
　２　開口部
　３　蓋体
　６　開口部
１２　孔
２０　容器ユニット
２８　掛止部
２９　掛止部
３１　ポット苗植物
３２　植物体
４０　支持部材
４１　掛止板
４５　貯水部
５０　什器
５２　棚板



(12) JP 2010-220522 A 2010.10.7

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 2010-220522 A 2010.10.7

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(14) JP 2010-220522 A 2010.10.7

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(15) JP 2010-220522 A 2010.10.7

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(16) JP 2010-220522 A 2010.10.7

【図１７】 【図１８】



(17) JP 2010-220522 A 2010.10.7

フロントページの続き

(72)発明者  田中　克奉
            東京都豊島区北大塚１－１５－５　東邦レオ株式会社東京支社内
(72)発明者  吉田　啓助
            東京都豊島区北大塚１－１５－５　東邦レオ株式会社東京支社内
Ｆターム(参考) 2B327 ND02  NE07  NE12  TA04  TB03  UA03  UA16 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

