■ 屋上緑化
２０１２．０４．樹木医・環境造園家・豊田幸夫
１．屋上ガーデンを計画・設計する上での６つのチェックポイント
① 荷重条件内で植栽基盤（土壌と排水層）の確保と整備を行う。
② 漏水防止対策を行う。
③ 風対策を行う。
④ 潅水設備を設ける。
⑤ 安全対策をする。
⑥ 自然環境条件・植栽環境条件に適した植栽をする。

図１ 屋上の標準的な断面例
２．既存建物の緑化する場合のチェックポイント
① 荷重条件を調べる。
② 防水層の状態を調べる。改修の有無。
③ 風の影響。
④ 給水設備や電源の有無。
⑤ 階下への漏水の有無。事前に緑化前の写真を撮り、緑化による瑕疵のトラブルを防ぐ。
既存建物の屋上緑化をする場合には、積載荷重条件のチェックと防水層の改修の有無を確かめねばならない。
基本的には、防水層の改修時に緑化をすることが望ましい。
防水層の改修の有無は、それぞれの劣化の程度、改修後の耐用年数から判断する。また、防水層を残して改修
するか、撤去して改修するかの判断は、屋上緑化の内容、撤去に伴う経済性、雨仕舞いなど、専門家の意見を聞
いて、総合的に判断する必要がある。
３．計画・立案のための調査
屋上緑化を計画・設計するにあたり、屋上緑化と大地の緑化の違いを考慮して、まずは、緑化目的や利用形態
などの発注者の希望与条件を調査する。また、気象条件や風の影響などの自然環境条件の調査、積載荷重条件や
防水層の種類と状態などの建築条件の調査、消防法や緑化基準などの法規制等の調査が必要となる。
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４．建物の荷重条件と積載荷重チェックシート
新規の建物の場合では屋上緑化をするということで構造補強を行うことが多いが、既存建物の屋上緑化の場合
では、建築基準法で決められている表５のような積載荷重を考慮し、設計者などから情報を得て計画・設計する
必要がある。
＜表１＞ 建築基準法 85 条で定める積載荷重
対 象

住 宅

百貨店等

事務所

床板

1800 N/㎡(180kgf／㎡)

3000 N/㎡(300kgf／㎡)

3000 N/㎡(300kgf／㎡)

大梁、柱、基礎

1300 N/㎡(130kgf／㎡)

2400 N/㎡(240kgf／㎡)

1800 N/㎡(180kgf／㎡)

600 N/㎡(60kgf／㎡)

1300 N/㎡(130kgf／㎡)

800 N/㎡(80kgf／㎡)

地震力荷重

また、屋上に長期に載せられる荷重は地震力荷重に屋上の面積をかけたものが全体積載可能な重量である。た
とえば、
100 ㎡の住宅の屋上では６０＊100＝６０００kg が全体積載可能な重量で、
これ以下にする必要がある。
また部分的には積載できる重さを 180kg／㎡前後を基準にして床材や土留め材を計画・設計する。積載できる重
さは、表６の積載荷重チェックシート（例）に基づいて計算しておくことが必要。
＜表２＞ 積載荷重チェックシート（例）
資材

仕様・規格

重さ・比重

数量

土壌

・比重＊土壌厚

㎡

排水層

・比重（重さ）＊厚

㎡

土留め材

・重さ

ｍ

植栽樹木

・樹木

・重さ

本数

・潅木

・重さ

㎡

・草花

・重さ

㎡

・芝

・重さ

㎡

・比重（重さ）＊厚

㎡

・池

・池の深さ

㎡

・ﾊﾟｰｺﾞﾗ

・重さ

基

・ﾍﾞﾝﾁ等

・重さ

基

・重さ

基

床材
施設

設備機器

重量（ｋｇ）

備考

その他
kg

総重量

基準重量

地震力荷重＊屋上緑化対象面積＝

kg

５．荷重条件と緑化
荷重条件が厳しい場所の緑化では、全面を緑化する場合には、軽量なセダム緑化や薄層緑化工法による緑化を
検討する。部分的な緑化でよい場合には、軽量土壌工法で植栽基盤厚 20ｃｍ前後の緑化が可能である。ただし、
緑化以外の床材や土留め材、備品などの重さを計算に入れて緑化エリアを決定する必要がある。
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６．樹木の重さ
＜表３＞ 樹木の重さ（例）
・芝生

：１８㎏／㎡前後

・樹高 2ｍ前後の中木 ： 30 ㎏／本前後

・潅木類（樹高 30ｃｍ前後 ： ２㎏／本前後

・樹高 3ｍ前後の高木 ： 50 ㎏／本前後

・潅木類、地被植物蜜植

・樹高 4ｍ前後の高木 ： 200 ㎏／本前後

・生垣（２〜3 本／ｍ）

：25〜30 ㎏／㎡前後
：40〜50 ㎏／㎡前後

７．屋上緑化資材の重さ
＜表４＞ 主な排水資材と外構資材の比重
主な排水資材と土壌改良資材の比重
黒曜石パーライトの比重

：0.2 前後

主な外構資材の比重
木材（ウッドデッキ）の比重 ：0.9 前後

真珠岩パーライトの湿潤時の比重 ：0.6 前後

砂利、砂の比重

：1.7〜2.1 前後

バーミュキライトの湿潤時の比重 ：0.6 前後

レンガの比重

：2.0 前後

ピートモスの湿潤時の比重

コンクリートの比重

火山砂利の比重

：0.8 前後
：0.8〜1.0 前後

：2.3 前後

御影石の比重

：2.8 前後

８．植栽基盤の厚さと重量計算例
植物を育成させるための土壌の厚さは、
植え付け時の植物の形状寸法と種類及び土壌の組成により異なるので、
積載荷重条件を考慮して、適切な土壌と植える植物の大きさと種類を決めることが重要である。
＜表５＞ 植物と植栽基盤の厚さ及び重量計算例
工法

植栽基盤

自然土壌

自然土壌

工法

排水層
重量

改良土壌

改良土壌

工法

排水層
荷重

軽量土壌

マルチング

工法

軽量土壌
排水層
重量

軽量土壌

マルチング

工法（排水パ 軽量土壌
ネル使用）

排水パネル
重量

草花・ハーブ類

潅木類

中木

高木

（2.0ｍ前後）

（3.5ｍ前後）

２５cm

３５cm

４５cm

６０cm

８cm

１２cm

１５cm

２０cm

４４８kg/㎡

６３２kg/㎡

８１０kg/㎡

１０３２kg/㎡

２０cm

３０cm

３５cm

４５cm

７cm

１０cm

１２cm

１５cm

３０２kg/㎡

４５０kg/㎡

５２７kg/㎡

６７５kg/㎡

２㎝

２㎝

２㎝

２㎝

１５cm

２０cm

３０cm

４０cm

５cm

７cm

１０cm

１３cm

１７８kg/㎡

２３２kg/㎡

３３５kg/㎡

４３８kg/㎡

２㎝

２㎝

２㎝

２㎝

１５cm

２０cm

３０cm

４０cm

３cm

３cm

３cm

３cm

１５３kg/㎡

１９５kg/㎡

２８０kg/㎡

３６５kg/㎡

＊自然土壌の比重：1.6、改良土壌（30％混入）の比重：1.3、軽量土壌の比重：0.85、排水層の比重：0.6、排水パネル：5 ㎏/㎡、
マルチングの比重：1.0 として計算。＊土壌の厚さは植える植物の根の鉢の大きさにより変わる。
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９．植栽基盤の整備と標準断面
標準的な植栽基盤の断面は、押えコンクリートの上に防根シートを敷設し、排水基盤（パーライトまたは保水
排水パネル）を設置し、その上に土壌流失防止と排水基盤の目詰まり防止のために透水シート（軽量土壌によっ
ては不要の場合がある）を敷き、土壌（軽量土壌または改良土壌等）を造成する。土壌の上に土壌の飛散防止や
雑草防止等の目的で表層をマルチングする。

植栽基盤標準断面図（例）

保水排水パネル使用断面図（例）

１０．屋上緑化に使用する土壌の種類
屋上緑化に使用する土壌には、黒土などの良質な自然土壌と、パーライトやピートモスなどを混入して軽量化
した改良土壌、軽い土壌改良資材や火山砂利を主成分とした人工軽量土壌がある。
一般的に、自然土壌は屋上菜園のほか、荷重条件のよい人工地盤等に、改良土壌は一般的な荷重条件が考慮さ
れた屋上緑化や庭園等に、軽量土壌は荷重条件が厳しい屋上緑化や既存建物の屋上緑化以外に一般的な屋上緑化
等によく使用されている。
１１．軽量土壌
軽量土壌には、成分から分類すると無機質系人工軽量土壌、有機質混合人工軽量土壌、有機質系人工軽量土壌
がある。有機質系人工軽量土壌の場合、有機質が分解することにより窒素飢餓と地盤沈下の恐れが生じる。一般
的には有機質混合の人工軽量土壌が適する。
比重から分類すると、比重が 0.6〜0.8 の土壌改良資材を主成分とした既存建物屋上等を考慮した人工軽量土壌
と、火山砂利やリサイクル資材などを主成分とした比重が約 0.9 前後の人工軽量土壌がある。また、あまり軽量
な土壌は飛散する問題がある。いずれの場合でも、土壌成分表や実績のあるものを選ぶ。
また、養分要求量は造園樹木と草花では異なる。一般的に野菜が一番養分要求量が多く、次に草花、ハーブ、
家庭果樹、花木、針葉樹の順になる。一方、屋上などでは樹木があまり大きく成長すると、荷重負荷や剪定作業
などの問題が生じるため、植栽する植物に適した土壌を選ぶことが管理にも影響することになる。
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１２．排水層の資材
屋上緑化に使用する排水層の資材には、軽量で通気性のある火山砂利、パーライト、軽量な人工軽量骨材、ゼ
オライトなどを使用する。火山砂利は微粒子のものは使用しない。パーライトは一般的に黒曜石パーライトを使
用するが、パーライトは踏まれると潰れるので施工時に注意する必要がある。また、排水層としての機能を確保
しながら、排水層の厚さを薄くし、かつ保水性と通気性の機能を持たせた排水パネルを使用する方法がある。露
出防水の場合には、防水層保護が補償できる防水メーカー指定の排水パネルを使用した緑化防水工法とする。
１３．マルチング
マルチングとは、植物の根元に敷きわらなどを敷いて、乾燥防止や保温、雑草の繁殖防止などを行うことをい
う。屋上緑化では、土壌の飛散防止や乾燥防止のために、グランドカバープランツなどの植物で被うか、表層を
人工発泡石や火山砂利などでマルチングする。
松のバークチップやヤシガラのチップなどがあるが、一般的には重く飛散しづらい火山砂利やレンガの砕石、
人工軽量骨材、ゼオライトなどのマルチング材を使用する。厚さは２〜３ｃｍが一般的である。
１４．植栽基盤の設計でのポイント
（１）土壌
荷重条件を考慮しながら、植栽植物の大きさに適した植栽基盤を確保する。基本的には軽量土壌を使用する。
人工地盤などでは改良土壌を使用する。人工地盤でも土壌厚が十分に確保できない場所では保水性の高い軽量土
壌を使用する。現地発生土を使用する場合には土壌検査を行い適切な土壌に改良して使用する。
（２）排水層
一般的には押さえコンクリートの上に防根シートを敷設し、黒曜石パーライトを敷設した構造とする。防根性
と速やかな雨水排水を問題とする場合には保水透水パネル設置の防水緑化工法とする。屋上菜園の場合は、排水
層と土壌の混合防止と防水層の保護および通気性のために保水透水パネル設置の防水緑化工法とする。
排水資材には黒曜石パーライトのほか、人工地盤などでは火山砂利、人工発泡石（メサライト等）を使用する。
排水層と土壌の間の透水シートは、軽量土壌工法や改良土壌工法などでは敷設しないこともある。
（３）マルチング
風が強い場所では火山砂利や人工軽量骨材（メサライト等）、ゼオライトなど風に飛ばされないものを使用す
る。

＜写真１＞人工軽量骨材（メサライト）

＜写真２＞ゼオライト系マルチング
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１５．薄層緑化工法
薄層緑化は、荷重条件が厳しい既存の屋上などのために開発された緑化工法で、土壌厚が 10cm 以下と薄く、
40〜90kg／㎡前後と非常に軽い。基本的には自動潅水設備と連動。
薄層緑化工法には、各種の工法が開発されている。植物は一般的にシバの他、タマリュウや地被植物類を使用。
＜表６＞各種の薄層緑化工法の特徴
薄層緑化工法

特

徴

ブロック式薄層緑化工法 完熟バーク堆肥と焼成土壌などのリサイクル資材をブロック状にした保水性の高い基盤に
（ユニットグリーン）

よる簡易な緑化。目地にはボラ石を入れて排水を図る構造。シバの場合、基本的には定期
的な手動潅水での育成が可能。厚さは約 75ｍｍ前後。

ユニット式薄層緑化シス 潅水パレットと 315mm 角の植栽基盤コンテナと一体型で設置が容易。土壌は下水汚泥の
テム （スクエアターフ リサイクル資材を使用。耐風性考慮。防根性能もある。センサー式の自動潅水システムと

Light）

連動。芝、タマリュウにも対応可能。厚さは 65mm 前後。

マット式工法（薄層芝生 保水排水パネルと不織布の植栽基盤を使用した耐風性を考慮したと薄層緑化工法。植栽す
緑化システム・ＦＤ−Ｔ る植物に合わせて表層に土壌を敷設し、各種の地被植物に対応可能。自動潅水システムと
連動。マット厚さは 20mm。

Ｓ）

マット式工法 （TM９タ 15mm の保水性マットと 35mm の排水材一体型の基盤と改良シバ（TM９）を組み合わせた

ーフマット工法）

軽量なシステム。シバ込で厚さ約 75mm。

１６．薄層緑化工法での留意事項
①

風の影響の少ない場所ではあまり問題とならないが、大規模に緑化する場合には、必ず耐風性を考慮した
植栽基盤・工法とすること。

②

薄層での芝生は、植栽基盤が 20cm 以上の芝生に比べて表面が湿っているので、芝生に座った場合には洋
服が湿ることがある。そのため、寝転んだりするような利用には適さない。

１７．セダム緑化工法
セダム緑化工法とは、耐乾燥性の強いセダム類による、土壌厚 35〜70mm 前後と非常に薄く、40〜60kg／㎡
と非常に軽く、一般的には水やりを必要としないローメンテナンスの軽量薄層タイプの屋上緑化工法。
１８．セダム緑化工法での留意点
①

風が強い高層ビルなどで使用する場合には風対策に十分注意する必要がある。

②

自然環境条件に適したセダムを選ぶ。セダムは多湿に弱く、基本的には日当たりのよい場所に使用する。一
般的にはメキシコマンネングサを使うことが多いが、メキシコマンネングサ、モリムラマンネングサ、タイ
トゴメ、サカサマンネングサなどの混植や常緑キリンソウが望ましい。

③

セダム緑化では 100％被覆することはなく、70〜80％の被覆が一般的で、冬季には 40％前後に落ちること
もある。

④

維持管理としては、基本的には、降雨のみで潅水は必要ない。除草は手抜き除草を年２〜３回行うときれい
なセダムガーデンとなる。施肥は緩効性肥料（60〜90g／㎡）を秋に散布するのが望ましい。病虫害防除は
ほとんど必要ないが適宜行う。風が強い場所では土壌の補給をする必要がある。
＜樹木医・環境造園家・豊田幸夫＞ 無断転用禁止

＜写真１＞ユニットグリーンの基盤

＜写真２＞ユニットグリーンでの芝生

＜写真３＞スクエアターフ

＜写真４＞スクエアターフでのタマリュウ

＜写真５＞薄層芝生緑化システムＦＤ−ＴＳ

＜写真６＞ＦＤ−ＴＳ工法での植栽例

＜写真７＞ＴＭ９ターフマット工法

＜写真８＞ＴＭ９ターフマットでの植栽例

＜樹木医・環境造園家・豊田幸夫＞ 無断転用禁止

１９．漏水防止と雨水排水上の留意点
＜造園関連＞
① パラペット部分では、植栽基盤との間を開ける。または、土壌の高さを防水層より 15cm 以上低くする。
② 植え込み内にドレンを設置する場合、点検可能な桝を必ず設ける。ルーフドレンの回りは耐圧透水板やパー
ライト詰め透水管などを敷設して空隙をつくり、速やかな排水を図る。
③ 出入り口部分際まで緑地としない。舗装や排水溝を取り、雨水の浸入を防ぐ。
④ 防根対策は防水層の種類と状態によって決定する。耐根シートは敷設する。
＜建築関連＞
① 緑化される屋上空間の排水設備計画をする場合でも、基本的には通常の排水計算に基づいた設計をし、緑化
によって安全側に作用すると考えるのが望ましい。
② 排水のための水勾配は最低１／100 以上とし、勾配は必ず躯体でとる。
③ ルーフドレンは１空間最低２個所以上設置することを原則とする。
④ 皿型のルーフドレンは、落葉や土などで目詰まりを起こしやすいので避ける。
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２０．屋上緑化での風対策
屋上では、吹き降ろしや吹き上げ風などもあり、かなり風は強い。壁や防風ネットなどによる風速の減速、支
柱による風倒防止、マルチングなどによる土壌飛散防止や乾燥防止対策をする。
また、薄層緑化工法を採用する場合には、風で飛ばされないように床に固定できる工法とする必要がある。さ
らに、デッキなどの床材も飛ばされないような構造のものとする。
高層ビルなどで建物からの景観を重視するような屋上庭園の場合には、強化ガラスの壁にすると景色も楽しめ
るとともに風の影響を少なくすることができる。
＜表７＞風対策例
対策項目

対策例

・植栽計画による軽減

・背の低い植物、耐風のある植物の植栽、生垣の設置等

・風速の軽減

・壁・防風ネット・ラティスの設置等

・風倒防止

・支柱の設置（樹木地下支柱等）

・土壌飛散防止

・マルチング・地被植物の植栽等

・乾燥防止

・マルチング等

２１．樹木支柱
一般的な屋上では支柱を支えるほどの土壌厚さが十分でなく、従来型の風除け支柱が使用できないため、抵抗
板などを設置して根鉢を地中で固定する樹木地下支柱などの方法で支持する。最近では、風が強いので、地下支
柱と八つ掛け支柱併用が望ましい。
＜表８＞ 屋上に使用する樹木支柱の種類と特徴
支柱の種類
八つ掛け支柱

特 徴
・ 中高木に使用する従来型で竹や丸太で 3 または 4 方向から支える方法。土壌厚が 40

ｃｍ以上ある場合で締まりの良い土壌に使用。安価。
布掛け支柱

・ 生垣や列植などに用いられる従来型で竹や丸太を使用して支える方法。土壌厚があ

る場合に使用。安価。
ワイヤー支柱

・ アンカーやフックで固定したワイヤーを使用して固定する方法。高木に適する。防

水層に注意する。やや高価。
溶接金網固定法

・ 溶接金網を土壌の下に敷設して根鉢を固定する方法。中木などの使用に適する。

抵抗板設置固定法

・ 抵抗板を使用し、土壌の下に敷設して根鉢を固定する方法。各種サイズのものがあ

る。高木や土壌厚が少ない場合に適する。高価。
２２．植栽計画による風害の軽減
外周部は風や乾燥に強い樹木を選ぶ。大木となる樹木は選ばない。株立ちの樹木は１本立ちより風の影響を受
けるのが少ない。生垣に使用する樹木は耐風性や耐乾燥性のある樹木を選ぶ。キンモクセイは適さない。イヌツ
ゲやウバメガシなどが適する。植栽基盤厚に適した樹木の形状寸法を選ぶ。
風が強い場所では風の影響をあまり受けない背の低い植物を植えるなどの計画とすることが望ましい。また、
１・２階の人工地盤では高木を植え、次第に中木主体から低木主体、潅木類主体、グランドカバープランツ主体
の植栽計画とするのがメンテナンスなども考慮すると望ましい。
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２３．屋上緑化での潅水設備
屋上の潅水方法としては、ジョウロやホースなどによる手撒き、移動式スプリンクラー、しみ出しパイプや点
滴パイプなどのドリップ式ホース連動の、手動または自動潅水装置などが一般的に使用される。
自動潅水装置は、家庭用のものは逆止弁がセットされていないものがあるが一般的には、逆止弁やエアーバルブ
を設け、タイマー連動の電磁弁がセットされている。電源は一般電源のほか、乾電池（約半年で交換）やソーラ
ーのものもある。
２４．潅水設備設置上のポイント
①

人工軽量土壌で、降雨利用の無潅水型の場合でも、天候や植物の水分要求に応じた潅水が出来るように散
水栓は必ず設ける。

②

手撒きまたは清掃用と、手動または自動潅水用の散水栓の２口の設置が望ましい。

③

自動潅水の場合、設備機器の定期点検が必要である。できれば、雨水センサーまたは土壌水分センサーと
連動した自動潅水装置が一般的である。

④

天候や植物の生育状況を見ながら潅水するジョウロや散水ホースによる手撒き潅水が望ましいが、
大面積
の場合はドリップホースなどの散水ホースを設置し、必要に応じて手動で潅水する方法が建設費も安く、
手間もかからず便利である。また、定流量自動停止弁をつけると自動的に弁が閉じる。

⑤

芝生地の場合は、移動式スプリンクラーなどを使用すると便利である。

⑥

植栽当初、活着までの間は水やりを十分行うことが必要であるが、その後、水やりを軽減して植物を乾燥
に耐えられるようにするのが望ましい。

⑦

雨水や中水利用が望ましい。

２５．屋上緑化での植栽
植栽する植物は、防風対策や軽量土壌などを用いて植栽基盤を確保すれば、たいていの植物を植えることは可
能である。
屋上の植栽計画で注意することは、風害やメンテナンスを考慮して、１階の人工地盤では街並みを形成するよ
うな高木を植栽し、低層部の屋上では中高木のある緑化で、上に行くに従い潅木類主体、グランドカバー類主体
となるような計画とすることが望ましい。
２６．屋上緑化での植栽のポイント
① 大地の場合と同様に、計画地の気象条件や自然環境条件に適した樹木の中から、積載荷重条件や植栽基盤の
厚さ、樹木の成長度、搬入などを考慮して樹種及び形状を選ぶ。
② 屋上に植える樹木は、ケヤキやサクラ、クスノキなどの大きくなる樹木は荷重負荷などの点から適さない。
③ 背の高い草花は風で倒れやすいので注意する必要がある。
④ 乾燥に強い植物として、コノテガシワ、イヌツゲ、サザンカ、ハイビャクシン、ノシバ、セダム類、マツバ
ギク、ローズマリーなどがある。
⑤ キンモクセイは風に弱いので屋上の生垣には適さない。
⑥ 植え方としては、外周部に風や乾燥に強い樹木を植えて風をさえぎり、内部に草花などを植栽する。枯れ枝
や実の落下によるケガなどの防止のために、高木や実のなる樹木は内側に配置する。

＜樹木医・環境造園家・豊田幸夫＞ 無断転用禁止

２７．安全対策
積載荷重や漏水防止などの建物に対する安全対策とともに、転落防止や枯れ枝や物などの落下防止など人の安
全への配慮を十分考慮する必要がある。また、近隣への配慮、防災への配慮も考慮する。
＜表９＞安全対策と近隣への配慮
分類

項目

内容・対策

建物に対する安 積載荷重

・植栽基盤の軽量化、軽量な資材の使用等。

全対策

・排水勾配、防水層の保護、ルーフドレンカバーの設置、

漏水防止

・パラペットとの納まり、室内への雨水流入防止。
・防水層を傷つけない、アンカーを使用しない設置方法。
・植込み内の排水、テラス部分の雨水排水等。
・ドレンの定期的な清掃等。
人に対する

転落防止

安全対策

・手すりの高さを 110cm 以上にする。
・花壇の縁に足をかけて転落しないように十分配慮する。
・足がかりになるものを置かない。
・ラティスも 110cm 以上で、小さな子供がいる場合には、ラティスに足がか
からないようなものとする。

落下・飛散防止 ・壁掛けプランターなどが落下防止、置き方、固定などに十分注意する。
・枯枝や実などが落ちてケガなどをさせないように、樹木の配置に注意する。
・倒木や物が飛ばないようにしっかりと固定する。
近隣への配慮

防音

・ウッドデッキのガタつきを防ぐ、ゴムマットなどを敷く。

日照

・プライバシーの確保とともに、近隣への日照も考慮する。

汚れ

・ベランダなどで、餌台などを設置する場合、野鳥などの糞が階下に迷惑に
ならないように注意する。
・落葉やツル植物が階下に影響しないように管理する。

防災への配慮

水

・階下に水が降りそそがないように水やり方法に注意する。

避難経路

・避難経路、避難用隔壁、避難用ハッチ部分に物を置かない。
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２８．屋上緑化に使用する土留め材
植栽の土留めにはコンクリートやブロック積み、レンガ積みなどの造成型と、組み立て式のシステムコンテナ
型や置き敷きの簡易造成型やコンテナを使用したものなどがある。重量、強度、耐転倒性、設置方法、経年変化、
取替えの簡便さ、デザイン性などから選定する。補修性や施工性などを考慮すると簡易造成型やシステムコンテ
ナ型の使用が望ましい。
＜表１０＞ 土留め材とシステムコンテナ
名称

特徴

コンクリート土留め

・大規模な屋上緑化などに使用、表面はタイル張りなどの仕上げとすることが多い。

コンクリートブロック

・小規模な屋上緑化などに使用、表面はタイル張りなどの仕上げとすることが多い。

化粧ブロック積み

・大規模でローコストな屋上緑化などに使用されている。

レンガ積み

・屋上ガーデンなどに使用されている。高さは低いのが一般的。

自然石

・六方石や御影石などを使用した土留め。高さは２０〜30cm 前後。

枕木

・無害な防腐処理材の枕木を使用し、カスガイ等で固定した簡易なもの。幅は
100 140、高さは 200 240、長さは 2000 前後。

GRC

・ボルトによる接着方式、砂岩調、岩肌調などがある。幅は 120mm、高さは 150mm、
220mm、300mm、450mm が基本寸法。曲面のものがある。
（TLC）

アルミ製縁材

・アルミを素材としたもので、薄層緑化工法などの縁材に使用される。高さは 170mm、
80mm。
（FD ウォール）

金網コンテナ

・格子状の金網を使用し、内側に不織布とヤシマットを設置したもので、サイズは
自由。

再生プラスチック縁材

・再生プラスチックを使用した簡易な L 型の縁材。厚さは 12mm、9mm。高さは 150mm、
200mm、300mm が基準。補助的に使用。土圧が多くかかる場合にはブロック等で支持。

２９．屋上に使用する床材
床材には、タイル張りや石張りなどのほか、ウッドデッキやウッドパネル、パネル状のタイルなどがある。タ
イルはテラコッタタイルや磁器タイル、石は石灰岩やスレート系の自然石の使用が多い。また、ウッドデッキは
意外に照り返し温度が高いので注意する。保水性のあるレンガなどのほうが打ち水効果が期待でき、照り返し温
度が高くならない。環境などに配慮すると、保水・透水性のあるリサイクル資材の床材で、再利用しやすい構造
のものが望ましい。
３０．床材での留意点
① 屋外の使用に耐える素材を使用すること。
② 重量に注意すること。
③ 強風時でも風に飛ばされない構造とすること、
④ 雨水の排水を妨げないような水勾配などに留意すること。
⑤ 階下への騒音などが発生しづらいものとすること、
⑥ 防水層に影響を与えないことなど。
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