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b．試験項目
（a）実証規模の屋根面緑化システムによる夏季，冬季
の適応性の確認

　スレート屋根に設置した緑化システムにおける，つ
る性植物の夏季，冬季の適応性を確認するために，年
間を通した栽培試験を行った。
（b）実証規模の屋根面緑化システムによる遮熱効果の
確認
　屋根面緑化システムによる遮熱効果を確認するため
に，緑化した屋根面としていない屋根面の表面温度を
計測し比較した。
　また，遮熱効果を視覚的に表すことを目的として，
屋根表面と裏面について赤外線サーモグラフィにより
熱画像の撮影を行った。
c．結果
（a）実証規模の屋根面緑化システムによる夏季，冬季
の適応性

写真1　工場屋根への設置状況

図2　屋根面緑化システムの概要

まえがき

　屋上緑化は，建物の温度上昇を抑え冷房効率を上げ
ることから建物の省エネルギー効果や都市部でのヒー
トアイランド現象の緩和など，環境問題の有効な改善
策として大きく注目されている。また，工場立地法が
緩和されたことにより，工場等の緑地面積の確保を目
的として屋根面の緑化も増加している。
　そこで，エネルギア総合研究所で開発した屋上緑化
システム（図1）を工場屋根面に応用し，適応性につ
いて検討した。
　本研究では，屋上緑化システムを応用した実証規模
の屋根面緑化システムによる夏季・冬季の適応性およ
び遮熱効果の確認試験を中国電機製造㈱と実施した。
また，実証規模の屋根面緑化システムを設置した工場
は稼働中のため，建物内の試験条件の設定が難しく，
詳細なデータの取得が困難なことから，試験用のプレ
ハブ建物を用いて，緑化による遮熱効果を検証したの
で，その概要について報告する。

試験概要および結果

（1）実証規模の屋根面緑化システムによる夏季，冬季
の適応性および遮熱効果の確認

a．試験装置
　屋上緑化システムを応用した屋根面緑化システムを
作製し，共同研究先である中国電機製造㈱工場の屋根
面に設置した。なお緑化した工場の面積は約200㎡で
スレート製の屋根である（写真1，図2）。
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図1　屋上緑化システムの概要
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（2）プレハブ建物による屋根面緑化システムの遮熱効
果の検証
a．試験装置
　検証試験は3.6m×7.2m×3.2mのプレハブハウス
を屋根面緑化の試験装置として用いた。
　この試験装置を厚さ100mmの断熱材で3.6m×
3.6mの2部屋に区切り，一方の部屋の折板屋根につる
性植物を用いた緑化システムを設置し，もう一方の屋
根面は緑化しないままにした（図4）。
　なお，工場の屋根面緑化を想定して，屋根面から直
接，室内に熱が伝わるように，出入り口を除いて窓は
設けず，天井を外した。
　屋根面を緑化することによる遮熱効果を定量化する
ための計測項目を表1に示す。また，各項目の計測機
器の設置位置を図5に示す。

工場屋根表面

工場屋根裏面

※線より矢印方向が緑化箇所
写真3　屋根表面および屋根裏面の温度分布

図4　試験装置の概略図

　実証規模での屋根面緑化システムによる適応性確認
試験の状況を記録した写真を写真2に示す。夏季の葉
焼けや冬季の変色は見られたが，枯死などのトラブル
は発生しなかったことから，つる性植物の適応性に問
題はないことが確認できた。

 ※2月の葉色は紅葉によるもの

写真2　屋根面緑化システムにおけるつる性植物の生育の推移

（b）実証規模の屋根面緑化システムによる遮熱効果
　屋根表面の温度を計測した結果を図3に示す。
　緑化した箇所では最高温度が38.7℃，緑化していな
い箇所では58.6℃で，温度差は19.9℃だった。
　また，工場の屋根表面と屋根裏面を赤外線サーモグ
ラフィにより撮影した熱画像を写真3に示す。
　緑化した部分と緑化していない部分を画像で比較す
ると，温度分布に差があることから緑化による遮熱効
果は明らかである。
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図3　スレート屋根表面温度の推移
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て，試験条件を設定し，屋根面や室内の温熱環境を計
測した。実施期間と試験条件を表2に示す。

表2　計測試験の実施期間および試験条件
実施項目 8月 9月 条件
空調機電力
消費量計測

空調on
冷房28℃設定

遮 熱 効果
計 測 空調off

d．結果
（a）緑化の有無による屋根面温度の比較
　計測を行った期間のうち晴天日の3日間を図6に示
す。屋根表面の日最高温度は，緑化した屋根では平均
して52.5℃，緑化していない屋根では60.5℃で，緑化
により最大8.0℃低下した。

（b）緑化の有無による室内の温度分布の比較
　屋根周辺から床面までの垂直方向の温度分布（午前
10時から16時平均）を図7に示す。
　緑化した室温は，緑化していない室温に比べて，屋
根面から10cm下の温度では6.7℃，床面から1.7mの
高さで計測した室温でも4.6℃低下した。
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図6　屋根表面温度の推移
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図7　屋根周辺から床面までの垂直方向の温度分布

表1　遮熱効果の定量化に関わる計測項目
項　目 測定箇所 測定点数

① 屋根面の温度 屋根表面と裏面 2（表裏）×
3ヶ所×2

② 屋根面下の室温 屋根面10cm下 3ヶ所×2

③ 床面の温度 床面の表裏 2（表裏）×
1ヶ所×2

④ 温度分布 中心部にて床面から
0.1，0.6，1.1，1.7m高 4×2ヶ所×2

⑤ 消費電力量 エアコンの電力量 1ヶ所×2

b．試験項目
（a）緑化の有無による屋根面温度の比較
　つる性植物の遮熱効果が，屋根面の温度に及ぼす影
響を把握するために，緑化した屋根面と緑化していな
い屋根面の温度を計測し比較した。
（b）緑化の有無による室内の温度分布の比較
　つる性植物の遮熱効果が，室内の温度分布に及ぼす
影響を把握するために，室内の高さ方向の温度分布（床
面から0.1，0.6，1.1，1.7m高）および，床面の温度
を計測し比較した。
（c）緑化の有無による屋根表面および裏面の熱画像に
よる比較

　屋根面の緑化による遮熱効果を確認するために，赤
外線サーモグラフィにより屋根表面と裏面の熱画像の
撮影を行った。
（d）緑化の有無による空調機消費電力量の比較
　屋根面を緑化することによる遮熱効果を定量化する
ために，室内に設置した空調設備の消費電力量を計測
し比較した。
c．計測工程
　緑化による遮熱効果を定量化することを目的とし
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図5　各計測機器の設置位置
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あとがき

　実証規模の屋根面緑化システムによる夏季，冬季の
適応性および遮熱効果の確認試験の結果，つる性植物
はスレート屋根面の環境においても年間を通して大き
なトラブルは発生しなかったことから，水耕栽培によ
る緑化システムは工場屋根面においても応用可能であ
ることが確認できた。
　また，プレハブ建物による屋根面緑化システムの遮
熱効果の検証試験では，つる性植物による緑化システ
ムの遮熱効果を具体的に定量化することができた。し
かし，今回の試験では，開始当初はつる性植物の植え
傷みによる枯葉が目立ち，つる植物による被覆率が
50％に満たなかった（写真6）。この被覆率が増やせ
れば遮熱効果も高くなり，空調機の消費電力量等の更
なる低減効果も期待できると考えられる。
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図8　空調機の消費電力量の推移
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写真6　試験開始当初のつる性植物の生育状況

（c）緑化の有無による屋根表面および裏面の熱画像の
比較

　赤外線サーモグラフィにより熱画像の撮影を行った
結果を写真4，5に示す。
　緑化した屋根では表面温度および屋根裏面温度の低
下が確認できた。
　また，緑化した部屋の壁面は36℃，緑化していな
い部屋では39℃程度を示しており，屋根面の熱が対
流や放射によって壁面に伝わっていることが確認され
た。

（d）緑化の有無による空調機電力消費量の比較
　緑化の有無による空調の消費電力量を比較するため
に，試験期間のうち晴天日だった3日間における屋根
面を緑化した部屋と緑化していない部屋の空調機消費
電力量の1時間ごとの積算量の推移を図8に示す。
　3日間を平均した一日あたりの消費電力量は，緑
化した部屋では9.1kWh，緑化していない部屋では
10.6kWhで，屋根面を緑化することによって空調機
の消費電力量が14.2％低減することがわかった。

写真4　緑化した屋根面と緑化していない屋根面の温度分布

36.0℃

39.0℃

写真5　緑化した屋根裏面（上）と
緑化していない屋根裏面（下）の温度分布
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