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(57)【要約】
【課題】ポットに植えつけた植物、ポット、またはポッ
ト据付部材に対するメンテナンス作業が必要となる場合
、ユーザがこのメンテナンス作業を容易に行うことが可
能なポット据付部材を提供する。
【解決手段】本発明に係るポット据付部材は、植物を植
えつけるためのポット１０３を、同一方向に延設した、
複数のレール部３に載架し据付るためのものである。ポ
ット据付部材は、レール部３とによってポット１０３を
挟持するための、ポット１０３の上部面１３１における
側端部に延設した上部当接面５２を有する棒形状のポッ
ト押さえ部５を備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植物を植えつける上部面および植えつけた植物を支える底部面を備えたポットを、同一
方向に延設した、複数の棒状部材に載架して据付るポット据付部材において、
　上記棒状部材は、上記ポットの底部面を支持しており、
　上記ポットの上部面における側端部に延設したポット押さえ面を有する、該棒状部材に
固定された、棒形状のポット押さえ部を備え、
　上記ポット押さえ部は、複数のポットの上部面における側端部それぞれを、上記ポット
押さえ面によって上記棒状部材と挟持するように配置されることを特徴とする請求項１に
記載のポット据付部材。
【請求項２】
　上記ポット押さえ部は、ポットの底部面を支持する２以上の棒状部材にまたがって固定
されるように配置されることを特徴とする請求項１に記載のポット据付部材。
【請求項３】
　上記ポット押さえ部は、上記ポット押さえ面から略垂直に折れ曲がり、ポットの側部面
に当接する側部当接面と、
　上記側部当接面から、上記ポット押さえ面とは反対の方向に略垂直に折れ曲がり棒状部
材に当接し、その端部が巻き返された巻き返し面と、を有しており、
　上記巻き返し面を上記棒状部材とともに挟み込み、上記ポット押さえ部を棒状部材に固
着するためのポット押さえ固着部を備えることを特徴とする請求項１または２に記載のポ
ット据付部材。
【請求項４】
　上記ポット押さえ面が延設される方向に対し略垂直となる方向に連設されたポットそれ
ぞれにおいて、上記ポット押さえ固着部は、隣り合った、上部面の側端部それぞれに対し
てポット押さえ面を延設したポット押さえ部同士を共に、上記棒状部材に固着することを
特徴とする請求項３に記載のポット据付部材。
【請求項５】
　異なるポットにおいて、隣り合った底部面における側端部をそれぞれ支持する２つの棒
状部材が一体となるように固定するための棒状部材固定部と、
　上記棒状部材固定部によって固定される２つの棒状部材の連結部分と、上記棒状部材に
対して押圧しポット押さえ部を固着させる上記ポット押さえ固着部とを貫通するボルトと
、
　上記ボルトとによって棒状部材と棒状部材固定部とを挟み込み、２つの該棒状部材を固
定するための第１ナットと、
　上記ボルトとによってポット押さえ固着部を棒状部材に押圧するように固定するための
第２ナットとを備えることを特徴とする請求項４に記載のポット据付部材。
【請求項６】
　植物を植えつけるためのポットを、同一方向に延設した、複数の棒状部材に据付るため
に用いる取り付け金具であって、
　上記ポットにおいて植物を植えつける側を上部、植えつけた植物を支える側を底部とし
たとき、
　上記棒状部材における底部側の端部面に当接する底部支持当接面と、
　上記棒状部材における上部側の端部面に当接し、該底部支持当接面に対向する面である
棒状部材押さえ部と、
　上記ポットの上部面に当接し該ポットを上記棒状部材とによって押さえる、ポット押さ
え部を該棒状部材の上部側の端部面に押圧し固着するためのポット押さえ固着部と、
　上記底部支持当接面、棒状部材押さえ部、およびポット押さえ固着部それぞれには、同
一形状の貫通孔が形成されており、その頭部が底部支持当接面に当接するとともに、これ
ら貫通孔を介して貫通し、底部から上部に向かって突出するボルトと、
　上記ボルトに挿入し、該ボルトの頭部とによって、底部支持当接面と棒状部材とを挟み
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込むための第１ナットと、
　上記ボルトに挿入し、上記ポット押さえ固着部を棒状部材に対して押圧する第２ナット
とを備えることを特徴とする取り付け金具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、植物を植えつけるための直方体形状のポットを、同一方向に延設した、複数
の棒状部材に載架して据付るポット据付部材等に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ヒートアイランド対策、建築物保護、ならびに、やすらぎ効果等の観点から、建
築物の屋上等に植物を植え付ける、いわゆる屋上緑化に対する関心が高まっている。また
、ある規模以上の建物に対して、一定割合以上範囲を植物により緑化するように義務付け
る地方自治体が増えており、緑化可能な十分な敷地を有さない工場等では、該工場におけ
る屋上スペースを活用した緑化に関心を高めている。
【０００３】
　このような屋上緑化を実施する施工例としては、例えば、折板屋根に複数のレールを設
置し、該レール上に略直方体形状のポット（植木鉢）を敷き詰める工法がある（非特許分
文献１）。
【０００４】
　この従来の工法では、折板屋根の継ぎ目部ごとに固定金具を取り付け、該固定金具にレ
ール（下レール）を取り付ける。そして、このレール間に略直方体形状のポットを敷き並
べ、該ポットにセダム等の植物を植え付けている。
【非特許文献１】日本地工株式会社、“屋上緑化”、［online］、［平成18年7月7日検索
］、インターネット＜URL：http://www.chiko.co.jp/Green/o_rei.html＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の構成では、敷き並べたポットまたは該ポットに植え付けた植
物に対するメンテナンス作業を行う場合、該メンテナンス作業を容易に行うことができな
いといった問題が生じる。
【０００６】
　すなわち、従来では、各ポット同士をほぼ隙間なく並べ、図１３に示すように、各ポッ
ト２０１の四隅を、平面形状が略円形となる押さえ金具２０３によって押さえ、該ポット
２０１を固定した状態で植物２０２を植えつけている。
【０００７】
　このようにポット２０１が敷き詰められているため、植物２０２を植えつけた範囲内で
メンテナンス作業が必要となる場合、該メンテナンス作業を行う必要がある場所まで移動
するための足場がなく、ユーザは容易にメンテナンス作業を行うことができない。
【０００８】
　そこで、ユーザが、強引にポット２０１上を移動しメンテナンス作業が求められる場所
まで移動した場合、このユーザの移動による踏みつけで、植物２０２を傷めたり、ポット
２０１を破損させたりする。特に、屋上における緑化では、取り付けに必要な部材等に対
する軽量化が求められており、このため、上記ポット２０１は通常、ポリプロピレン等で
形成される。このため、上記ポット２０１は、力に対して強い強度を有しておらず、ユー
ザの体重により破損する場合がある。
【０００９】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、ポットに植えつけ
た植物、ポット、またはポット据付部材に対するメンテナンス作業が必要となる場合、ユ
ーザがこのメンテナンス作業を容易に行うことが可能なポット据付部材などを提供するこ
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とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係るポット据付部材は、上記した課題を解決するために、植物を植えつける上
部面および植えつけた植物を支える底部面を備えたポットを、同一方向に延設した、複数
の棒状部材に載架して据付るポット据付部材において、上記棒状部材は、上記ポットの底
部面を支持しており、上記ポットの上部面における側端部に延設したポット押さえ面を有
する、該棒状部材に固定された、棒形状のポット押さえ部を備え、上記ポット押さえ部は
、複数のポットの上部面における側端部それぞれを、上記ポット押さえ面によって上記棒
状部材と挟持するように配置されることを特徴とする。
【００１１】
　ところで、上記ポットとは、植物を収容するための容器（植木鉢）であり、例えば、ポ
リプロピレン等によって形成することができる。
【００１２】
　上記構成によると、棒形状の上記ポット押さえ部を有しているため、棒状部材とによっ
て複数のポットの上部面と底部面とを挟みこみ固定することができる。
【００１３】
　また、本発明に係る据付部材は、このポット押さえ部が棒状部材に固定されるとともに
、該ポット押さえ部が有するポット押さえ面が、ポットの上部面における側端部に延設さ
れている構成である。このため、ポットに植えつけた植物、ポット、またはポット据付部
材に対する修復等メンテナンス作業が必要となる場合、このポット押さえ面を足場として
ポット上をユーザが自由に行き来できる。
【００１４】
　さらにまた、ユーザがポット押さえ面に乗った場合、押さえ部が固定されている棒状部
材と、ポットの側端部との両方に該ユーザの体重がかかることとなる。このため、ポット
に係る圧力を分散することができ、ユーザの体重に起因してポットが破損することを防止
することができる。それゆえ、ユーザは、ポットの破損に対する過度な注意を払う必要が
なく、上記ポット押さえ面を足場にしてポット上を移動することができる。
【００１５】
　このように、本発明に係るポット据付部材では、複数のポットを配置した範囲において
、メンテナンスが必要となるポットの位置まで容易に移動することができる。したがって
、本発明に係るポット据付部材は、ポットに植えつけた植物、ポット、または当該ポット
据付部材に対するメンテナンス作業が必要となる場合、ユーザがこのメンテナンス作業を
容易に行うことができるといった効果を奏する。
【００１６】
　また、本発明に係るポット据付部材は、上記した構成において、上記ポット押さえ部は
、ポットの底部面を支持する２以上の棒状部材にまたがって固定されるように配置される
ように構成されることが好ましい。
【００１７】
　上記構成によると、１つのポットに配置した上記ポット押さえ面に対してかかる圧力を
、該ポットを支持する２つ以上の棒状部材で受けることができるため、１つの棒状部材で
圧力を受ける場合と比較して、圧力に対する強度を向上させることができる。
【００１８】
　本発明に係るポット据付部材は、上記した構成において、上記ポット押さえ部は、上記
ポット押さえ面から略垂直に折れ曲がり、ポットの側部面に当接する側部当接面と、上記
側部当接面から、上記ポット押さえ面とは反対の方向に略垂直に折れ曲がり棒状部材に当
接し、その端部が巻き返された巻き返し面と、を有しており、上記巻き返し面を上記棒状
部材とともに挟み込み、上記ポット押さえ部を棒状部材に固着するためのポット押さえ固
着部を備える構成であることが好ましい。
【００１９】
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　上記構成によると、ポット押さえ固着部を備えているため、棒状部材の所望する位置に
ポット押さえ部を固着させることができる。なお、巻き返し面は、その端部が巻き返され
ているため、該巻き返し面が外れようとする際にこの巻き返し部分がポット押さえ固着部
に引っかかることとなる。このため、ポット押さえ部が棒状部材から容易に外れてしまう
ことを防ぐことができる。
【００２０】
　したがって、本発明に係るポット据付部材は、ポットの寸法に応じた棒状部材における
適切な位置に、ポット押さえ部をより強固に固着させることができる。
【００２１】
　本発明に係るポット据付部は、上記した構成において、上記ポット押さえ面が延設され
る方向に対し略垂直となる方向に連設されたポットそれぞれにおいて、上記ポット押さえ
固着部は、隣り合った、上部面の側端部それぞれに対してポット押さえ面を延設したポッ
ト押さえ部同士を共に、上記棒状部材に固着するように構成されていることが好ましい。
【００２２】
　上記構成によると、ポット押さえ面が延設される方向に対し垂直となる方向に連設した
ポットそれぞれにおいて、隣り合った、上部の側端部それぞれに延設したポット押さえ面
を有するポット押さえ部同士を棒状部材に共に固着することができるため、この側端部に
延設したポット押さえ面両者を合わせて、ユーザが移動するための足場として利用するこ
とができる。
【００２３】
　すなわち、ユーザが利用可能な足場の幅を大きくすることができ、該ユーザは、植えつ
けた植物、該植物を植えつけるポット、あるいは該ポットを据付る当該ポット据付部材に
対して修復等のメンテナンス作業が必要となる場合、容易に目的の場所まで移動すること
ができる。
【００２４】
　また、本発明に係るポット据付部材は、足場として大きなスペースを確保できるため、
メンテナンス作業を効率的に行うことができる。
【００２５】
　また、本発明に係るポット据付部材は、上記した構成において、異なるポットにおいて
、隣り合った底部面における側端部をそれぞれ支持する２つの棒状部材が一体となるよう
に固定するための棒状部材固定部と、上記棒状部材固定部によって固定される２つの棒状
部材の連結部分と、上記棒状部材に対して押圧しポット押さえ部を固着させる上記ポット
押さえ固着部とを貫通するボルトと、上記ボルトとによって棒状部材と棒状部材固定部と
を挟み込み、２つの該棒状部材を固定するための第１ナットと、上記ボルトとによってポ
ット押さえ固着部を棒状部材に押圧するように固定するための第２ナットとを備えるよう
に構成されていることが好ましい。
【００２６】
　上記構成によると、棒状部材を棒状部材固定部により固定するために利用するボルトと
、ポット押さえ部をポット押さえ固着部によって棒状部材に固着させるために利用するボ
ルトとは共用されている。
【００２７】
　このため、本発明に係るポット据付部材は、ポットを据付るために必要な部品数を低減
させることができる。
【００２８】
　ところで、複数の棒状部材にポットを取り付けるための取り付け金具が有する部品数が
少なければ少ないほど取り付け作業を効率的に行うことができる。
【００２９】
　そこで、本発明に係る取り付け部材は、植物を植えつけるためのポットを、同一方向に
延設した、複数の棒状部材に据付るために用いる取り付け金具であって、上記ポットにお
いて植物を植えつける側を上部、植えつけた植物を支える側を底部としたとき、上記棒状
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部材における底部側の端部面に当接する底部支持当接面と、上記棒状部材における上部側
の端部面に当接し、該底部支持当接面に対向する面である棒状部材押さえ部と、上記ポッ
トの上部面に当接し該ポットを上記棒状部材とによって押さえる、ポット押さえ部を該棒
状部材の上部側の端部面に押圧し固着するためのポット押さえ固着部と、上記底部支持当
接面、棒状部材押さえ部、およびポット押さえ固着部それぞれには、同一形状の貫通孔が
形成されており、その頭部が底部支持当接面に当接するとともに、これら貫通孔を介して
貫通し、底部から上部に向かって突出するボルトと、上記ボルトに挿入し、該ボルトの頭
部とによって、底部支持当接面と棒状部材とを挟み込むための第１ナットと、上記ボルト
に挿入し、上記ポット押さえ固着部を棒状部材に対して押圧する第２ナットとを備えるこ
とを特徴とする。
【００３０】
　上記構成によると、該ボルトの頭部と第１ナットによって、底部支持当接面と２つの棒
状部材と棒状部材押さえ部とを挟み込むため、２つの棒状部材を、底部支持当接面と棒状
部材押さえ部とによって固定することができる。
【００３１】
　また、さらに上記ポット押さえ固着部を棒状部材に対して押圧する第２ナットを備える
ためポット押さえ固着部を棒状部材に押圧して固着させることができる。
【００３２】
　また、棒状部材を固定するために利用するボルトと、ポットおさえ固着部を棒状部材に
固着させるために利用するボルトとを共用している。
【００３３】
　よって、本発明に係る取り付け金具は、ポットを棒状部材に取り付けるるために必要な
部品数を低減させることができるため、該ポットの取り付け作業を効率的に行うことがで
きる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明に係るポット据付部材は、以上のように、植物を植えつける上部面および植えつ
けた植物を支える底部面を備えたポットを、同一方向に延設した、複数の棒状部材に載架
して据付るポット据付部材において、上記棒状部材は、上記ポットの底部面を支持してお
り、上記ポットの上部面における側端部に延設したポット押さえ面を有する、該棒状部材
に固定された、棒形状のポット押さえ部を備え、上記ポット押さえ部は、複数のポットの
上部面における側端部それぞれを、上記ポット押さえ面によって上記棒状部材と挟持する
ように配置されることを特徴とする。
【００３５】
　したがって、本発明に係るポット据付部材は、ポットに植えつけた植物、ポット、また
は当該ポット据付部材に対するメンテナンス作業が必要となる場合、ユーザがこのメンテ
ナンス作業を容易に行うことができるといった効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　本発明の一実施形態について図１ないし図１２に基づいて説明すると以下の通りである
。すなわち、本実施の形態に係る緑化システム１００は、図２に示すように、工場または
倉庫等の折板屋根１０１上に設置したポット１０３に植物１０２を植え込み、屋根の緑化
を実現するものである。図２は、本発明の実施形態を示す図であり、折板屋根１０１に据
付たポット１０３に植物１０２を植えつけた緑化システム１００の一例を示す。
【００３７】
　図２に示すように、緑化システム１００は、複数の、植物１０２が植え込まれたポット
１０３…と、該ポット１０３それぞれを折板屋根１０１上に据付るための、ポット据付部
材１とを備えてなる構成である。
【００３８】
　上記ポット１０３は、植物を収容するための、直方体形状をした容器（植木鉢）であり
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、例えば、ポリプロピレン等によって形成することができる。なお、本実施の形態に係る
緑化システム１００では、図３に示すように各ポット１０３が植え込み口１０４を９つ有
しており、この植え込み口１０４それぞれに植物を植えつけることができるようになって
いる。なお、この図３は、本発明の実施形態を示すものであり、ポット１０３の概略構成
を示す斜視図である。
【００３９】
　また、この植えつける植物としては、価格が手ころであり、一年中外置きできるためセ
ダム類が好適である。
【００４０】
　なお、本実施の形態に係るポット１０３では、説明の便宜上、植え込み口１０４が設け
られる側の面を上部１３１、該上部１３１と対向する面でありポット１０３の底となる面
を底部１３２とする。
【００４１】
　また、上部１３１において長手となる辺側の面を第１側部１３３ａ、１３３ｂとし、上
部１３１において短手となる辺側の面を第２側部１３４ａ、１３４ｂとする。第１側部１
３３ａ、１３３ｂ、ならびに第２側部１３４ａ、１３４ｂそれぞれを特に区別する必要が
ない場合は、単に第１側部１３３、および第２側部１３４と称する。
【００４２】
　（ポット据付部材の構成）
　上記ポット据付部材１は、ポット１０３を、折板屋根１０１上に据付るためのものであ
る。ここで図４を参照して、本実施の形態に係るポット据付部材１の構成について説明す
る。この図４は、本発明の実施形態を示すものであり、ポット据付部材によって、ポット
１０３が折板屋根１０１に据付られた状態の一例を示す図である。
【００４３】
　まず、上記ポット据付部材１を固定する折板屋根１０１の構成について説明する。折板
屋根１０１は、複数の板の端部を鉤継ぎによりつなぎ合わせて構成し、この鉤継ぎにより
つなぎ合わせた、継ぎ目部１０６が折板屋根１０１の山部１０５ごとに形成されている。
【００４４】
　そこで、本実施の形態に係るポット据付部材１は、上記した山部１０５に形成された継
ぎ目部１０６を利用して、折板屋根１０１に固定できるようになっている。
【００４５】
　本実施の形態に係るポット据付部材１は、図４に示すように固定部２、レール部３、ポ
ット押さえ部５、および押さえ金具１０を備えてなる構成である。
【００４６】
　なお、本実施の形態では、説明の便宜上、レール部３が延設される方向をｘ軸方向、ポ
ット押さえ部５が延設される方向をｙ軸方向、折板屋根１０１に対して垂直となる方向を
ｚ軸方向とする。
【００４７】
　（固定部）
　上記固定部２は、本実施の形態に係るポット据え付け部１自身を、折板屋根１０１の山
部１０５の継ぎ目部１０６に固定するものであり、例えば、ステンレス鋼等によって形成
される。また、この固定部２の上面２１、すなわち、固定部２において、折板屋根１０１
の山部１０５における該固定部２の固着面と対向する面上に、レール部３が載置される。
【００４８】
　ここで、図１を参照して、固定部２の詳細な構成について説明する。なお、この図１は
、本実施の形態に係るポット据付部材１を、図４においてｙ軸方向から見た場合における
断面形状を示す図である。
【００４９】
　図１に示すように固定部２は、上記した上面２１、支持部２２、第１面２３、第２面２
４、およびボルト２５を備えてなる構成である。なお、図１では図示されていないが、本
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実施の形態に係るポット据付部材１では、固定部２は、上記ボルト２５を２つ有している
。ただし、このボルト２５の個数はこれに限定されるものではなく、１つであってもよい
し、３個以上であってもよい。すなわち、継ぎ目部１０６を挟持するために必要となる力
の大きさに応じてボルト２５の個数が決定される。
【００５０】
　上記第１面２３は、固定部２本体を形成する面の１つであり、上記支持部２２を有する
面である。
【００５１】
　第２面２４は、固定部２本体を形成する面の１つであり、ボルト２５を有する面である
。
【００５２】
　上面２１は、レール部３が載置される面であり、該上面２１の略中央部には、後述する
が、折板屋根１０１の山部１０５における固定部２の固着面と略垂直となる方向でかつ、
折板屋根１０１とは反対側に突出している突出部２６を取り付けることができるようにな
っている。
【００５３】
　すなわち、この上面２１の略中央部には、貫通孔が形成されており、該上面２１におけ
る折板屋根１０１側の面から、レール部３が載置される側の面に向かって、ボルトで形成
された突出部２６をはめ込み、上面２１に固定することができる。
【００５４】
　なお、この突出部２６は、後述するが、レール押さえ部４、およびポット押さえ固定部
６を装着するために利用する部材である。
【００５５】
　上記支持部２２は、継ぎ目部１０６に当接する部材であり、ボルト２５とともに継ぎ目
部１０６を挟持して固定部２本体を継ぎ目部１０６に固定するものである。
【００５６】
　上記ボルト２５は、第２面２４から第１面２３側に向かって移動し、継ぎ目部１０６を
支持部２２対して押圧するものである。すなわち、第２面２４において貫通孔が設けられ
ており、該貫通孔にボルト２５を挿入し、締め付ける（螺合する）ことによりボルト２５
の先端が第１面側に向かって移動するようになっている。そして、このボルト２５と支持
部２２とによって継ぎ目部１０６を挟み込み、固定部２自身を折板屋根１０１に固定する
ことができる。
【００５７】
　なお、この固定部２における、上面２１、第１面２３、および第２面２４それぞれの配
置関係は、以下のようになっている。
【００５８】
　すなわち、第１面２３と第２面２４とは互いに対向するとともに、両者によって継ぎ目
部１０６を挟み込む位置にそれぞれ配置される。
【００５９】
　一方、上面２１は、固定部２本体において、上記したように折板屋根１０１の山部１０
５における固着面と対向するとともに、該折板屋根１０１と接する側とは反対側に配置さ
れる。
【００６０】
　つまり、本実施の形態に係る固定部２では、図１に示すように、折板屋根１０１に対し
て略垂直となるとともに、継ぎ目部１０６を挟み込む位置に第１面２３と第２面２４とが
配置される。また、この第１面２３および第２面２４における折板屋根１０１と接する側
とは反対側の端部には上面２１が配置される。このため、第１面２３、第２面２４、およ
び上面２１によって形成される、その断面形状はコの字型となる。
【００６１】
　（レール部）
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　次に、図５を参照してレール部３の構成について説明する。なお、この図５は、レール
部３にポット１０３を載置した状態の一例を示す図である。
【００６２】
　上記レール部３は、ポット１０３を支持するためのものであり、長方形の薄板の短手方
向を、略垂直に折り曲げて形成した断面Ｌ字形状の部材である。このレール部３は、固定
部２の上面２１に配置され、折板屋根１０１に形成された山部１０５の長手方向に対して
略垂直でかつ、折板屋根１０１と略平行となるように延設される。すなわち、レール部３
と山部１０５とは略垂直に交差している。なお、このレール部３は、例えば、ステンレス
鋼で形成された薄板によって形成することができる。
【００６３】
　上記レール部３は、図５に示すようにポット１０３の第１側部１３３に当接する第１側
部当接面３２と、ポット１０３の底部１３２に当接する底部当接面３１とを有し、第１側
部当接面３２と底部当接面３１とによって断面Ｌ字形状のレール部３を形成している。
【００６４】
　なお、上記底部当接面３１は、固定部２の上面２１と当接する面であり、折板屋根１０
１の山部１０５における固着面と略平行となる。
【００６５】
　一方、第１側部当接面３２は、底部当接面３１の端部から、該底部当接面３１対して略
垂直となるように折れ曲がった面であり、固定部２の上面２１から、折板屋根１０１が配
置されている方向とは反対に向かって立ち上がっている。
【００６６】
　なお、上記底部当接面３１および第１側部当接面３２は、ポット１０３を支持するのに
十分な範囲を確保できる範囲で設けられている。
【００６７】
　なお、本実施の形態に係るポット据付部材１では、図５に示すように、ポット１０３の
第１側部１３３ａ側に配置されるレール部３の底部当接面３１と、この第１側部１３３ａ
と対向する位置にある他の側部（第１側部１３３ｂ）に配置される、他のレール部３の底
部当接面３１とによって、該ポット１０３を支持する構成となっている。
【００６８】
　つまり、ポット１０３の第１側部１３３ａと当接するレール部３が有する底部当接面３
１は、第１側部当接面３２から第１側部１３３ｂに向かって略垂直に折れ曲がって形成さ
れている。逆に、ポット１０３の第１側部１３３ｂと当接するレール部３が有する底部当
接面３１は、第１側部当接面３２から第１側部１３３ａに向かって略垂直に折れ曲がって
形成されている。
【００６９】
　そして、この２組の底部当接面３１それぞれの面上にポット１０３が載置できるように
なっている。
【００７０】
　より具体的には図５に示すように、側部当接面３２に対して左右対称となる向きに折れ
曲がった底部当接面３１を有する２つのレール部３…が固定部２の上面２１上に一体的に
配置される。
【００７１】
　なお、同一ポット１０３を支持する２組のレール部３…の間隔は、該ポット１０３の第
２側部１３４の幅に一致するように設定されている。
【００７２】
　　（ポット押さえ部）
　次に図６を参照してポット押さえ部５について説明する。なお、この図６は、本発明の
実施形態を示すものであり、レール部３に載置されたポット１０３に上記ポット押さえ部
５を装着した状態を示す。
【００７３】
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　上記ポット押さえ部５は、レール部３に載置されたポット１０３が、該レール部３から
落下等しないように固定するものである。
【００７４】
　このポット押さえ部５は、レール部３と略垂直となり、かつ折板屋根１０１と略平行と
なる方向、すなわち、図４におけるｙ軸方向に延設するように、該レール部３上に配置さ
れる。
【００７５】
　すなわち、従来のようにポット１０３の四隅を押さえるのではなく、２つのポット押さ
え部５によって、一度に複数のポット１０３の第２側部１３４ａおよび第２側部１３４ｂ
を押さえつけ、複数のポット１０３…をレール部３に固定することができる構成となって
いる。なお、このポット押さえ部５は、レール部３と同様に、例えば、ステンレス鋼の薄
板によって形成することができる。
【００７６】
　より詳細には、図６に示すように、ポット押さえ部５は、ポット１０３の第２側部１３
４に当接する第２側部当接面５１と、ポット１０３の上部１３１に当接する上部当接面５
２と、レール押さえ部４の上面に当接し、該上面と後述するポット押さえ固定部６とによ
って挟まれる巻き込み部５３と、を有する。
【００７７】
　このポット押さえ部５では、該ポット押さえ部５の長手方向に対して垂直となる断面形
状において、第２側部当接面５１における一方の端部（ポット１０３の上部１３１側の端
部）が、該第２側部当接面５１が当接している側部１３４（例えば、側部１３４ａ）に対
向する側部１３４（例えば、側部１３４ｂ）に向かって略垂直に折れ曲がり、ポット１０
３の上部１３１と当接する上部当接面５２を形成する。
【００７８】
　なお、上部当接面５２は、ポット１０３の上部１３１において、植え込み口１０４を阻
害しない範囲で、該上部の側部に形成されている。
【００７９】
　また、ポット押さえ部５の上部当接面５２と、レール部３の底部当接面３１とはいわゆ
る捩れの位置にあると言える。そして、この上部当接面５２にかかる力は該上部当接面５
２が当接しているポット１０３の側部１３４と、ポット押さえ部５を固定している２つの
レール部３…に及ぼされる。
【００８０】
　また、上部当接面５２が形成されている端部の反対側（底部１３２側）となる端部では
、該上部当接面５２とは反対方向に略垂直に折れ曲がり、そこからさらに、ポット１０３
の上部１３１方向に略垂直に折れ曲がった巻き込み部５３を形成する。
【００８１】
　すなわち、巻き込み部５３は、図７に示すように、第２側部当接面５１における、底部
１３２側の端部位置において、該第２側部当接面５１に対して略垂直に折れ曲がり、後述
するレール押さえ部４の上面に沿ったレール押さえ部当接面６１を有する。
【００８２】
　さらに、この巻き込み部５３は、レール押さえ部当接面６１における、第２側部当接面
５１が形成された端部とは反対側の端部位置から、レール押さえ部４の上面に対して略垂
直に立ちあがった立ち上がり面６２も有する。
【００８３】
　なお、ポット押さえ部５の取り付けに関する詳細は後述する。
【００８４】
　（押さえ金具）
　押さえ金具１０は、レール部３とともに、ポット押さえ部５を固定させるための金具で
あり、図１に示すように、レール押さえ部４、ポット押さえ固定部６、および突出部２６
を備えてなる構成である。
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【００８５】
　上記レール押さえ部４は、同一の固定部２の上面２１に配置される２つのレール部３…
の側部当接面３２同士を重ねあわせて固定するものである。
【００８６】
　ポット押さえ固定部６は、ポット押さえ部５をレール部３に対して固定するものである
。
【００８７】
　突出部２６は、レール押さえ部４、およびポット押さえ固定部６を装着するために利用
する部材である。
【００８８】
　なお、押さえ金具１０が有するレール押さえ部４、ポット押さえ固定部６、および突出
部２６についての詳細は、以下に記載する「ポット据付部材の設置手順」の中で記載する
。
【００８９】
　また、本実施の形態に係るポット据付部材１において、レール押さえ部４、突出部２６
、後述するボルトナット４４、および固定部２の上面２１あるいは後述する座金３３によ
って棒状部材固定部を実現する。
【００９０】
　（ポット据付部材の設置手順）
　ここで、上記した図７および図８～図１０を参照して、本実施の形態に係るポット据付
部材１の、折板屋根１０１への設置手順について説明する。なお、図８は、本発明の実施
形態を示すものであり、固定部２の、折板屋根１０１に対する取り付け状態の一例を示す
図である。また、図９は、本発明の実施形態を示すものであり、レール部３とレール押さ
え部４との取り付け方向を示す図である。また、図１０は、本発明の実地形態を示すもの
であり、ポット１０３…をレール部３に載置した状態を示す図である。
【００９１】
　まず、図８に示すように、折板屋根１０１の山部１０５に形成された継ぎ目部１０６上
に固定部２…を配置し、ボルト２５を締め付け、該継ぎ目部１０６を固定部２の支持部２
２とにより挟みこむ。このようにして、複数の固定部２を継ぎ目部１０６ごとに固着して
いく。なお、継ぎ目部１０６に固着する固定部２の個数および間隔は、ポット１０３を配
置する範囲および、ポット１０３の第２側部１３４の寸法に応じて決定される。
【００９２】
　また、固定部２それぞれを各継ぎ目部１０６に固着する際、上記したように突出部２６
を該固定部２に取り付ける。すなわち、固定部２の上面２１の略中央部に形成された貫通
孔において、該上面２１における折板屋根１０１側の面から、レール部３が載置される側
の面に向かって、ボルトで形成された突出部２６をはめ込み取り付ける。
【００９３】
　上記のようにして、各継ぎ目部１０６ごとに固定部２…が配置されると、図９に示すよ
うに、第１側部当接面３２に対する底部当接面３１の折れ曲がり方向が互いに逆となる２
つのレール部３（レール部３ａおよびレール部３ｂと称する）を組として、固定部２の上
面２１に配置する。この上面２１では、組としたレール部３ａ・３ｂ両者の第１側部当接
面３２それぞれによって突出部２６を挟み込むように配置する。
【００９４】
　このようにレール部３ａ・３ｂの組を固定部２の上面２１に配置すると、突出部２６の
先端部から該固定部２に向かってレール押さえ部４を、レール部３ａの第１側部当接面３
２とレール部３ｂの第１側部当接面３２とを一緒に挟み込むように嵌め込む。この結果、
突出部２６は、レール部３ａとレール部３ｂとの連結部分において突出することとなる。
【００９５】
　ここで、レール押さえ部４の構成について説明する。レール押さえ部４は、図９に示す
ように、第１レール当接面４１、第２レール当接面４２、および上部押さえ面４３を備え
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ている。
【００９６】
　この第１レール当接面４１は、レール部３ａの第１側部当接面３２と当接しており、上
記第２レール当接面４２は、該第１レール当接面４１と対向するとともに、レール部３ｂ
の第１側部当接面３２と当接している。
【００９７】
　そして、この第１レール当接面４１と第２レール当接面４２との配置間隔は、突出部２
６をレール部３ａ・３ｂ両者の第１側部当接面３２それぞれで挟み込んだ状態を収容でき
る間隔、すなわち、２枚分の、第１側部当接面３２を形成する板の厚みと突出部２６の厚
みを加えた大きさを収容できる間隔となっている。
【００９８】
　また、上部押さえ面４３は、第１レール当接面４１と第２レール当接面４２の両者に対
して垂直となり、かつ折板屋根１０１側とは反対側に形成された面であり、該上部押さえ
面４３の中央部には、突出部２６が貫通するように貫通孔が形成されている。
【００９９】
　したがって、上記貫通孔を通じて突出部２６を貫通させ、第１レール当接面４１と第２
レール当接面４２とによって、レール部３ａ・３ｂそれぞれの第１側部当接面３２および
突出部２６を挟み込むように、レール押さえ部４を装着する。
【０１００】
　そして、このように装着したレール押さえ部４を、さらに突出部２６の先端部からはめ
込んだボルトナット４４によって、該先端部から折板屋根１０１に向かって押圧し固定す
る。
【０１０１】
　このようにして、折板屋根１０１上に、該折板屋根１０１の山部１０５の長手方向とは
略垂直となり、かつ折板屋根１０１と平行となる位置に複数のレール部３…を配置するこ
とができる。
【０１０２】
　レール部３…が配置されると、図１０に示すように、レール部３とレール部３との間に
、複数のポット１０３…を配置していく。所望する個数のポット１０３…をそれぞれ配置
し終わると、折板屋根部１０１の山部１０５の長手方向と一致する、ポット１０３の側部
（第２側部１３４）に沿って、複数のポット押さえ部５…を配置していく。
【０１０３】
　ところで、各ポット押さえ５を固定する、ポット押さえ固定部６は、図７に示すように
、ポット押さえ固定部第１面７１、ポット押さえ固定部第２面７２、およびポット押さえ
固定部上面７３を備え、ポット押さえ固定部上面７３の略中央部に形成された貫通孔を通
じて突出部２６を突出させた構成である。そして、ポット押さえ部５の長手方向（図４に
おけるｙ軸方向）においてみた、ポット押さえ固定部６の断面形状は、これらポット押さ
え固定部第１面７１、ポット押さえ固定部第２面７２、およびポット押さえ固定部上面７
３によってコの字形状となっている。
【０１０４】
　上記ポット押さえ固定部第１面７１は、ポット押さえ部５の第２側部当接面５１と当接
する面であり、ポット押さえ固定部第２面７２は、ポット押さえ固定部第１面７１と対向
し、かつこのポット押さえ固定部第１面７１とともに突出部２６を挟み込む位置に配置さ
れた面である。また、ポット押さえ固定部上面７３は、ポット押さえ固定部第１面７１お
よびポット押さえ固定部第２面７２に対して垂直となるとともに、これらの面の、レール
押さえ部４側とは反対側端部に配置された面である。
【０１０５】
　ここで、まず、ポット押さえ部５は、第２側部当接面５１がポット１０３の第２側部１
３４に、上部当接面５２がポット１０３の上部１３１にそれぞれ当接するとともに、巻き
込み部５３のレール押さえ部当接面６１が、レール押さえ部４の上面に当接するように配
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置される。
【０１０６】
　そして、このように配置されたポット押さえ部５に対して、ポット押さえ固定部第１面
７１またはポット押さえ固定部第２面７２が、第２側部当接面５１に当接するとともに、
ポット押さえ固定部第１面７１またはポット押さえ固定部第２面７２の端部によって、レ
ール押さえ部当接面６１を、ポット１０３の上部から底部に（図４におけるｚ軸の下向き
に）向かって押圧するように、ポット押さえ固定部６を配置する。
【０１０７】
　なお、このようにポット押さえ部５をポット押さえ固定部６により固定する場合、巻き
込み部５３における立ち上がり面６２は、ポット押さえ固定部第１面７１とポット押さえ
固定部第２面７２との間に配置された、ボルトナット４４の側面に当接している。また、
このボルトナット４４を貫通する突出部２６は、ポット押さえ固定部上面７３に形成され
た貫通孔を通じて該固定部上面７３を貫通し、ポット１０３の底部１３２から上部１３１
に向かう方向（ｚ軸における上向き）に突出している。
【０１０８】
　このように押さえ部５を配置し、固定部上面７３を貫通しているボルトの先端部から挿
入したポット押さえ固定部用ナット７４を締め付け、ポット押さえ固定部６をポット１０
３の上部から底部に向かって、すなわちレール部３に向かって押圧するように固定する。
【０１０９】
　その後、本実施の形態に係るポット据付部材１では、折板屋根１０１に取り付けられた
ポットの植え込み口１０４に植物１０２を植え込んでいく。
【０１１０】
　以上のように、本実施の形態に係るポット据付部材１は、折板屋根１０１に固定するこ
とができる固定部２を備えレール押さえ部４とボルトナット４４とによって、該固定部２
にレール部３を固着することができる構成である。
【０１１１】
　このように、レール部３を折板屋根１０１に取り付けることができるため、折板屋根１
０１に形成される山部１０５の間隔に影響されることなく、レール部３にポット１０３を
適切に載置することができる。
【０１１２】
　また、ポット押さえ部５を、ポット押さえ固定部６によりレール部３に固定することが
できる構成であるため、少なくともポット押さえ部５を２つ準備するだけで、複数のポッ
ト１０３を一度にレール部３に固定することができる。
【０１１３】
　したがって、従来のようにポット２０１の四隅ごとに該ポット２０１を固定するための
押さえ金具２０３を準備する構成と比べ、部材数を低減させることができるとともに、折
板屋根１０１に対するポット１０３の設置にかかる工程数を低減させることができる。
【０１１４】
　さらに、このポット押さえ部５は、レール部３に載置されたポット１０３…の第２側部
１３４に沿って配置される構成である。このため、本実施の形態に係るポット据付部材１
によって折板屋根１０１に載置したポット１０３…に植物１０２を植え込んだ後、この植
物１０２を植え込んだ範囲においてメンテナンスが必要となる場合、このポット押さえ部
５を足場として、ユーザは目的の場所まで移動することができる。
【０１１５】
　特に、ポット１０３の第２側部１３４が隣接する位置では、各第２側部１３４ごとにポ
ット押さえ部５が設けられているため、ユーザが足場として利用できる幅（ポット押さえ
部５の短手方向の大きさ）は、図７に示すＡ－Ａ´となる。すなわち、２つ分のポット押
さえ部５の上部当接面５２と、固定部上面７３との、図４におけるｘ軸方向の大きさとな
り、ユーザが歩行したり、作業したりするための足場として十分な幅を確保することがで
きる。
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【０１１６】
　このため、折板屋根１０１に据付たポット１０３に植物１０２を植えつけた後において
、植物１０２を植えつけた範囲でメンテナンスが必要となった場合であってもユーザは容
易に目的の場所まで移動することができる。また、ユーザは、メンテナンスを行うための
十分な足場を確保することができるため、メンテナンスに関する作業を効率的に行うこと
ができる。
【０１１７】
　また、本実施の形態に係るポット据付部材１では、ポット押さえ部５の上部当接面５２
と、レール部３の底部当接面３１とはいわゆる捩れの位置にある。そして、この上部当接
面５２にかかる力は当接面５３が当接しているポット１０３の側部１３４と、ポット押さ
え部５を固定している２つのレール部３…に及ぼされる構成である。
【０１１８】
　このため、１つのポット１０３に配置した上部当接面５２に対してかかる圧力を、該ポ
ット１０３を載架した２つのレール部３で受けることができる。したがって、例えば、１
つのレール部３で上部当接面５２に対してかかる圧力を受ける構成と比較して、圧力に対
する強度を向上させることができる。
【０１１９】
　また、本実施の形態に係るポット据付部材１では、ポット押さえ部５における巻き込み
部５３を有しているため、ポット押さえ部５が外圧により外れそうになる場合であっても
、この巻き込み部５３がポット押さえ固定部６に引っかかり、ポット押さえ部５がレール
部３から容易に外れてしまうことを防ぐことができる。
【０１２０】
　また、本実施の形態に係るポット据付部材１では、レール押さえ部４と固定部上面７３
とによって、隣り合ったポット１０３の底部をそれぞれ支持する２つのレール部３…を挟
み込み、突出部２６とボルトナット４４とによってこれら両者を固定することができる。
このように、２つのレール部３…が一体となるように固定することできるため、隣り合う
ポット１０３同士を密接してレール部３に連設することができる。
【０１２１】
　なお、上記では、固定部２上にポット押さえ部５を配置し、ポット押さえ固定部６によ
り固定する構成について説明した。さらに、本実施の形態に係るポット据付部材１では、
図１１に示すように、レール部３における任意の位置に該ポット押さえ部５を配置するこ
ともできる構成となっている。なお、この図１１は、本発明の別の実施形態を示すもので
あり、レール部３における任意の位置にポット押さえ部５を配置した構成の一例を示す断
面図である。
【０１２２】
　レール部３における任意の場所にポット押さえ部５を配置する場合、固定部２上にポッ
ト押さえ部５を配置する構成と比較して以下の点が異なる。すなわち、後者は、突出部２
６が、ポット１０３の底部１３２から上部１３１に向かって（ｚ軸方向上向きに）固定部
２の上面２１を貫通し、２つのレール部３における第１側部当接面３２によって挟まれ突
出している。
【０１２３】
　これに対して、前者は、突出部２６が、ポット１０３の底部１３２から上部１３１に向
かって（折板屋根１０１側からｚ軸方向上向きに）座金３３を貫通し、２つのレール部３
における第１側部当接面３２によって挟まれ突出している。すなわち、前者は、レール部
３における底部当接面３１を支持するための座金３３をさらに備え、該座金３３を介して
、突出部２６がｚ軸方向上向きに突出している点で後者と異なる。
【０１２４】
　このように、固定部２上以外のレール部３における場所にも、ポット押さえ部５を配置
することができる。このため、折板屋根１０１に形成された継ぎ目部１０６の間隔に左右
されることなく、ポット１０３の寸法（第２側部１３４ａ－１３４ｂ間の間隔）に応じて
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ポット押さえ部５を配置することができる。
【０１２５】
　すなわち、本実施の形態に係るポット据付部材１では、上記ポット押さえ固定部６を備
えているため、レール部３の所望する位置にポット押さえ部５を固着させることができる
。
【０１２６】
　また、ポット１０３を載置して、植物１０２を植え付けた範囲（緑化範囲）の端となる
部位では、図１２に示すような以下の構成とすることができる。すなわち、図１に示す構
成において、緑化範囲外側となるポット押さえ部５の代わりに鼻隠し部７および鼻隠し用
座金８、鼻隠し用ボルト９をさらに備え、以下に示す構成とする。
【０１２７】
　なお、図１２は、本発明の別の実施形態を示すものであり、ポット据付部材１の端部に
鼻隠し部７を取り付けた場合の一例を示す図である。
【０１２８】
　上記鼻隠し部７は、ｙ軸方向からみた断面形状において、鼻隠し壁部５４と、ポット押
さえ部５と同様な巻き込み部５３とを有している。上記鼻隠し壁部５４は、緑化範囲の端
部位置において、ポット据付部材１が露出しないように覆うものである。
【０１２９】
　この鼻隠し壁部５４は、ポット押さえ部５の第２側部当接面５１よりも高い位置までｚ
軸上向きに突出し、緑化範囲側のポット押さえ部５の上部当接面５２と同様の方向に折れ
曲がっている。そして、この折れ曲がった部分を所定位置で巻き返し、ｚ軸方向下向きに
再度折り曲げ、固定部２の第１面２３の、折板屋根１０１側の端部まで伸ばし形成される
。
【０１３０】
　上記第１面と、この鼻隠し壁部５４の、該第１面２３と当接する位置とにおいて、それ
ぞれ貫通孔が形成されており、これらの貫通孔を通じて鼻隠し用ボルト９を、緑地範囲外
側から緑地範囲側に向けて挿入し、鼻隠し壁部５４および第１面２３を固定できるように
なっている。
【０１３１】
　なお、上記鼻隠し壁部５４は、薄い板で形成されており、鼻隠し壁部５４と第１面２３
とを鼻隠し用ボルト９で固定するだけでは、この固定の強度が小さくなる。そこで、鼻隠
し用座金８を設け、該鼻隠し用座金８と第１面２３とによって鼻隠し壁部５４を挟みこみ
固定するように構成されている。
【０１３２】
　以上のように、緑化範囲の端部となる位置では、ポット押さえ部５の代わりに鼻隠し部
７を設け、該鼻隠し部７を鼻隠し用座金８と鼻隠し用ボルト９とによって固定することで
、ポット据付部材１における上記端部位置を隠すことができる。
【０１３３】
　したがって、ポット据付部材１の各部が露出しないように隠すことができるため、本実
施の形態に係るポット据付部材１の審美性を向上させることができる。
【０１３４】
　また、本実施の形態に係るポット据付部材１における固定部２の本体部では、図８に示
すように、上面２１、第１面２３、および第２面２４において、所定個数の凸部３４が形
成されている。このため、上面２１、第１面２３、および第２面２４それぞれの外圧に対
する強度を向上させることができる。
【０１３５】
　このように、上面２１、第１面２３、および第２面２４それぞれでは、外圧に対する強
度を向上させることができるため、上面２１、第１面２３、および第２面２４を形成する
薄板としてより薄い軽量ものを採用することができる。このため、固定部２の重量を低減
させることができ、本実施の形態に係るポット据付部材１の設置を有利とする。
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【０１３６】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１３７】
　なお、本実施の形態に係るポット据付部材１では、レール部３とポット押さえ部５とが
略垂直に交差するように延設されていたが、両者が延設される方向はこれに限定されるも
のではない。例えば、レール部３が延設される方向と同一方向にポット押さえ部５が延設
される構成であってもよい。
【０１３８】
　しかしながら、上記したようにレール部３とポット押さえ部５とが略垂直に交差するよ
うに延設される構成の方が、ポット押さえ部５を複数のレール部３によって支持すること
となるため、該ポット押さえ部５にかかる外圧に対する耐久性の点で有利である。
【産業上の利用可能性】
【０１３９】
　本実施の形態に係るポット据付部材１は、ポット押さえ部５がポット１０３の側端部を
レール部３とによって挟み込む、棒形状の部材であるため、該ポット押さえ部５を足場と
して利用することができる。また、本実施の形態に係るポット据付部材１は、折板屋根１
０１に設置されていたが、設置場所はこれに限定されるものではなく、レール部３が設置
できる場所であり、かつポットに植え込んだ植物の生育可能な場所であればよい。
【図面の簡単な説明】
【０１４０】
【図１】本実施の形態に係るポット据付部材を、ｙ軸方向から見た場合における断面図で
ある。
【図２】本発明の実施形態を示す図であり、折板屋根に据付たポットに植物を植えつけた
緑化システムの一例を示す。
【図３】本発明の実施形態を示すものであり、ポットの概略構成を示す斜視図である。
【図４】本発明の実施形態を示すものであり、ポット据付部材によって、ポットが折板屋
根に据付られた状態の一例を示す図である。
【図５】本発明の実施形態を示す図であり、レール部にポットを載置した状態の一例を示
す図である。
【図６】本発明の実施形態を示すものであり、レール部に載置されたポットにポット押さ
え部を装着した状態を示す図である。
【図７】本発明の実施形態を示すものであり、レール部に載置されたポットにポット押さ
え部を装着した状態を示す図である。
【図８】本発明の実施形態を示すものであり、固定部の、折板屋根に対する取り付け状態
の一例を示す図である。
【図９】本発明の実施形態を示すものであり、レール部とレール押さえ部との取り付け方
向を示す図である。
【図１０】本発明の実地形態を示すものであり、ポット…をレール部に載置した状態を示
す図である。
【図１１】本発明の別の実施形態を示すものであり、レール部における任意の位置にポッ
ト押さえ部を配置した構成をｙ軸方向から見た場合における断面図である。
【図１２】本発明の別の実施形態を示すものであり、ポット据付部材の端部に鼻隠し部を
取り付けた場合の一例を示す図である。
【図１３】従来技術を示すものであり、折板屋根に据付たポットに植物を植えつけた緑化
システムの一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１４１】
　１　ポット据付部材
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　２　固定部
　３　レール部（棒状部材）
　４　レール押さえ部（棒状部材押さえ部）
　５　ポット押さえ部
　６　ポット押さえ固定部（ポット押さえ固着部）
　１０　押さえ金具（取り付け金具）
　１３　第２側部
　２１　上面（底部支持当接面）
　２２　支持部
　２５　ボルト
　２６　突出部（ボルト）
　３１　底部当接面（底部支持面）
　３２　第１側部当接面（側部支持面）
　３３　座金（底部支持当接面）
　４１　第１レール当接面
　４２　第２レール当接面
　４４　ボルトナット（第１ナット）
　５１　第２側部当接面（側部当接面）
　５２　上部当接面（ポット押さえ面）
　５３　巻き込み部（巻き返し面）
　５４　鼻隠し壁部
　６１　レール押さえ部当接面
　６２　立ち上がり面
　７４　固定部用ナット（第２ナット）
　１００　緑化システム
　１０１　折板屋根
　１０３　ポット
　１３１　上部（上部面）
　１３２　底部（底部面）
　１３３ａ　第１側部（側部面）
　１３３ｂ　第１側部（側部面）
　１３４ａ　第２側部（側部面）
　１３４ｂ　第２側部（側部面）
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