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1.  はじめに 
 
ヒートアイランド現象によって年々，気温が上昇し

ている都市部において，その対策として一定面積以上

の建物に屋上緑化を義務付ける条例や，屋上緑化にか

かる費用の一部を補助する条例を定める自治体が増え

ている。また，植物の蒸散作用や断熱効果によって建

物への熱負荷が減少する1），日射エネルギーの 50％程

度を潜熱化できる2），といった屋上緑化の効果に関す

る研究事例も多数報告されている。 
当社でも，屋上緑化へのニーズに応えるために，発

泡スチロール廃材を温風処理することによって骨材化

した材料を活用して軽量の緑化基盤（商品名：テプサ

ム緑化基盤）を開発した3）。但し，排水性を重視して

システムを設計したため，夏期の散水量が多いという

欠点があった。 
 そこで，テプサム緑化基盤の保水性を高め，管理し

やすさを向上させるために，日東紡績（株）製のロッ

クウールを保水層に適用することを試みた。本報では，

ロックウールを適用した新しい緑化システムを開発し，

その性能評価を行った一連の実験を報告する。 
 
2.  ロックウールの性能評価 
 
2.1  材料および方法 
2.1.1  ロックウールの含水拡がり試験 
屋上緑化の貯水層に適したロックウールを選定する

ために，密度や組成が異なる 4 種類のロックウールに

ついて，上から供給した水が横方向へ拡がる状況を計

測した。試験に用いた 4 種類のロックウールの組成を

表－1 に示す。供試するロックウールを水平に設置し

たガラス面に載せ，ロックウールの中心部に径 80mm
の透明な塩ビ管を置いた。塩ビ管内に 1 リットルずつ

30 秒程度かけて注水し，3 リットルまで給水した。1
リットル加えるごとに，ガラスの裏面よりロックウー

ル内に水が拡がったエリアの最大径を計測した。 
 
表－1 含水拡がり試験に供試したロックウール 

Table 1 Rock-wools used in the test 
 密度 バインダー 

① 90kg／㎥ 農業用親水バインダー 

② 110kg／㎥ 農業用親水バインダー 

③ 150kg／㎥ フェノール系撥水バインダー 

④ 250kg／㎥ フェノール系撥水バインダー 

 
2.1.2  ロックウールの貯水性，排水性評価試験 

屋上緑化に適したロックウールを選定するにあたっ

て，ロックウール自体の貯水性や排水性についても計

測した。上記実験に用いた①と②を切り出して，土壌

分析用のサンプルカップ（径 90mm，容積 100ml）に詰

め，土壌分析の定法にしたがって有効水分量（pF1.8～
3.0）と飽和透水係数を計測した。 
 
2.2  測定結果 
2.2.1  ロックウールの含水拡がり状況 
 組成や繊維密度が異なる 4 種類のロックウールにつ

いて，供給した水がロックウール内で拡がる状況につ

いて計測した結果を表－2 に示す。供試した 4 種類の

うち，繊維密度が高く，強度がある素材として選定し

た建設用資材の③，④は，撥水性バインダーを用いて

いるため，供給した水は表面に留まり，中に浸透しな

かった。農業用資材で親水性バインダーを用いている

ロックウールでは，表面から供給された水がすぐに浸

透しロックウール底面とガラス面の間ににじみ出てく＊１ 技術センター建築技術研究所環境研究室 
＊２ 日東紡績（株）商品開発部 
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るが，注水が完了するとロックウール内に毛管力によ

って吸い上げられ，水を含んでいる部分が横に拡がっ

ていく状況が観察された。繊維密度と水の拡がり状況

に明確な関連性は認められなかったが，密度 110kg 品

は水を横方向に拡げる力がやや強かった。 
 以上の結果から，強度はやや劣るが，農業用ロック

ウールは上から供給された水を素早く浸透させ，底面

を遮水すれば，水を横方向に拡げながら貯水できるこ

とが明らかとなった。 
2.2.2  ロックウールの貯水性，排水性 
 繊維密度が異なるロックウールの有効水分量（pF1.8
～3.0）と飽和透水係数を測定した結果を表－3 に示す。

ロックウールの有効水分量は 700 リットル/㎥程度で，

繊維密度が低い 90kg 品は 110kg 品に比べて有効水分量

が若干高かった。植栽土の有効水分量は 100 リットル/
㎥程度であることから，ロックウールは植栽土の 7 倍

以上の水分を貯水できることが明らかとなった。 
また，ロックウールの飽和透水係数は 2～3×10-3m/s

だった。密度 110kg品に比べて，貯水力が高い 90kg品
の飽和透水係数がやや低かった。但し，植栽に適した

土壌の飽和透水係数は 10-3～10-5m/sとされていること

から，90kg品でも植栽用として十分な排水性を備えて

いることが明らかとなった。 
 

3.  ロックウールを適用した屋上緑化システ

ムの性能評価 
 
3.1  材料および方法 
3.1.1  試験区の構成 

2005 年 11 月に，図－1a ,b に示す断面構造を備えた 2
種類の試験区を当社技術センターの材料棟屋上に設置

した。図－1a はテプサム緑化基盤の下に保水層として 
  a) 

 

維密度 110ｋg 品のロックウールを敷設した試験区

が屋上緑化用芝と

し

 評価方法 
状況を比較するために，各試験区に

は

 
図－1 屋上緑化システム試験装置の断面図 

Fig m  
 

表－2 ロックウールの含水拡がり試験結果 
Table 2 Diameter of area retaining water in rock-wool 

 

繊

（ロックウール区），図－1b は従来の屋上緑化システ

ムに用いている厚さ 10mm で凹凸がついた保水板を敷

設した試験区（在来区）の断面構造を示している。な

お，試験区の高さ（厚み）を揃えるために，保水層の

下にロックウール区には厚さ 40mm のスタイロフォー

ムを，在来区には厚さ 60mm のスタイロフォームを敷

いた。また，散水装置については，径 16mm の点滴ホ

ースを 300mm 間隔でテプサム緑化基盤の上面に刻んだ

溝に埋設した。なお，試験区ごとに散水スケジュール

や散水量を設定できるよう，試験区ごとに独立したタ

イマーコントローラーを設置した。 
各試験区の大きさは 10m2で，当社

て開発した｢みさと｣芝を試験区の設置時に植え付け

た。 
3.1.2 
｢みさと｣の生育

3 ヶ所の調査地点を設け，2006 年 4 月より 2 週間に

1 回の割合で，目視によって 5 段階で葉色（0：枯死～

5：濃緑）と被覆度（0：0％被覆～5：100％被覆）をス

コアリングした。なお，調査結果は葉色スコアと被覆

度スコアを足して 2 で除した値を緑被度スコアとして

算出した。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

テプサム緑化基盤

ロックウール 30

50

15～20

芝土
遮水シート

自動給水管

スタイロフォーム 40

 
 
 
 

a）：ロックファイバー区，b）：在来区 
s. 1 Cross sections of roof-top greening syste

1リットル 2リットル 3リットル
① 28 39 48
② 28 39 51
③
④

含水の拡がり径（cm）

表面で撥水して含水せず
表面で撥水して含水せず

飽和透水係数

（10-3m/s）

有効水分量

（㍑/m3）

① 2.4±0.14 741.5±4.9

② 3.0±0.15 709.0±14.4

表－3 ロックウールの貯水性，排水性分析結果 
Table 3 Drainage and water retention capability of rock-wool 

b） 

） a

自動給水管

テプサム緑化基盤

10

50

15～20

芝土 貯水板

60スタイロフォーム

39-2

 



大成建設技術センター報 第 40 号(2007) 

また，各試験区の中央部にて，貯水層の下面に熱電

対

と 10 月以降は原則として無散水で芝

 
に 1 回の割合で，各試験区に

9 月にかけて，ロックウール区には週 3 回，

，肥料

タ 
の下面で経時的に計測した温度デ

 

 

Fig.3  
 

，ロックウール区（29.7℃）に比べて若干低かった。

を埋設し，温度の経時変化を 30 分ごとにデータロガ

ーで記録した。 
 なお，4～7 月

生を管理し，8～9 月の間は，ロックウール区に週 3 回

で朝 7 時から 30 分間，在来区に毎日朝 7 時から 20 分

間，散水するようスケジュールを設定した。 
3.2  結果および考察 
3.2.1  芝生の生育状況

 2006 年 4 月より 2 週間

て調査した緑被度スコアの推移を図－2 に示す。スコ

アリング調査を開始した当初，ロックウール区におけ

る芝の萌芽が旺盛で，ロックウール区の緑被度スコア

が在来区に比べて高かった。5 月上旬に萌芽が揃い，

試験区間で緑被度スコアに差が見られなくなったが，5
月下旬以降，雨水のみで管理していた 7 月まで，ロッ

クウール区の緑被度が高いまま推移した。特に 7 月上

旬における緑被度スコアの差が顕著だった。2006 年 6
月の降水量が平年に比べて少なく，ロックウール区に

比べて在来区では貯水量が少なくなり，乾燥ストレス

によって芝生の被覆度が低下したと考えられる。7 月

15 日調査時の両試験区における芝生の生育状況を図－

3 に示す。 
 8 月から

朝 30 分，在来区には毎朝 20 分の散水を施したが，ロ

ックウール区の緑被度スコアが高いまま推移した。在

来区では，8 月に入って色スコアが回復したが，乾燥

害によって裸地化した部分が埋まらず，被覆度スコア

が低いままだった。ロックウール区では，散水量が在

来区の 1/2 程度しかないにもかかわらず，芝生はダメ

ージを受けることなく緑被度を維持していた。 
 9 月末に，両試験区とも緑被度が低下したが

不足によるもので，ｍ2あたり窒素量で 3gを追肥したと

ころ，10 月には緑被度スコアが回復した。また，10 月

に入って散水を止め，雨水のみで管理したが，生育不

良が生じないまま経過した。なお，ロックウールを貯

水層に敷設することによって土壌が過湿状態になり，

芝生に土壌病害が発生しやすくなってしまうことが危

惧されたが，両試験区においても病害の発生は観察さ

れなかった。 
3.2.2  温熱デー

 各試験区の貯水層

ータのうち，8 月の実測データと 8 月 1 ヶ月間で集計

したデータを図－4，表－4 に示す。8 月 1 ヶ月間で平

均した在来区における貯水層下面の平均温度は 29.3℃ 
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図－2 各試験区における緑被度スコアの推移 

Fig.2 Trends of green-cover scores 

 
図－3 7 月 25 日調査時における芝生の生育状況 

a):ロックウール区，b):在来区 
Turfs in th ck plot (b) on Julye ro -wool plot (a) and ordinary 

で

在来区における散水量がロックウール区に比べて多か

ったためと考えられる。また，ロックウール区の貯水

層下面では，在来区に比べて日最低温度の月平均値が

高く，日最高温度は低い傾向が見られ，貯水層として

敷設したロックウールの断熱効果が認められた。 

5

ロックウール区

在来区

a)

b)
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4.  まとめ 
 
 今回，新たに屋上緑化システムの保水層として適用

 

表－4 06 年 8 月における貯水層下面の温度の統計値 
Ta n 

が明らかとなった。 
えたロックウールを保水層に

用

す

参考文献 

1) 洞田浩文，西村正和，中村政則：建築物の熱環境に及ぼす

2) 

3) 屋祢下亮，梅田和彦：

2006年8月 平均温 平均 日最高温度平均

在来区 29.3 25.6 33.9

ロックウール

したロックウールは，鉱物由来の繊維がランダムに配

綿していることによって毛細力が全方向に働くことを

特徴としており，表面から供給した水を横方向にも拡

げる機能を備えていることが確認された。また，一般

の植栽土の 7 倍以上の水を保持できるにもかかわらず，

良質な植栽土と同等の排水性能を備えており，水分の

移動がほとんど期待できない屋上などの人工地盤上で

植栽基盤の保水層として望まれる機能を備えているこ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－4 貯水層下面における温度の推移（06 年 8 月） 
Fig.4 Temperatures under the water retention panel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ble 4 Statistic data for temperatures under the water reservatio
area in August 

度 日最低温度

区 29.7 27.6 32.0

 
と

 また，それら機能を備

適用した植栽基盤を屋上に設置し，その性能を評価し

たところ，適度な降雨があれば春秋の中間期は雨水の

みで芝生を維持できること，また，在来の保水板を適

用した植栽基盤に比べて夏季の散水量を 1/2 程度に低

減しても芝生を維持できることが明らかとなった。 
以上の結果を統合し，ロックウールを貯水層に適

ることによって，年間の散水量を低減することが可

能な省管理型の屋上緑化システムを開発した。 
 

 

屋上緑化の効果，大成建設技術研究所報，Vol.28，pp.313-
316，1995 
梅田和彦，深尾仁，森川泰成：屋上芝生植栽の熱環境改善

効果に関する研究－芝生植栽の熱挙動の実験的検討，空

気調和・衛生工学会学術講演会講演論文集，2003.9 
EPS 基盤を用いた屋上緑化，大成建
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