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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正方形状の底プレート部（６）の上面にブロック状の複数の嵩上げ部（３）が突設され
ることによって、該複数の嵩上げ部（３）間の空間部が、土壌等の植栽基盤材を収納する
植栽基盤材収納部（２）として形成され、該植栽基盤材収納部（２）と前記嵩上げ部（３
）とを具備して全体が平面正方形状で発泡性合成樹脂からなるパネル本体（１）が構成さ
れ、前記植栽基盤材収納部（２）は、該植栽基盤材収納部（２）内に収納される植栽基盤
材が縦横に交差した状態になるとともに連続した状態になるように前記パネル本体（１）
に形成され、しかも前記嵩上げ部（３）間の空間部として連続した状態とされている植栽
基盤材収納部（２）の列の部分における底プレート部（６）の中央及び両側に突出部（８
）が形成され、前記中央及び両側の突出部（８）の中間部分に傾斜面の頂部（７）が形成
され、該傾斜面は、該頂部（７）から両側に向かって傾斜し、前記植栽基盤材収納部（２
）の縦列と横列はそれぞれ４列ずつ配置されているとともに、該前記植栽基盤材収納部（
２）の縦列と横列とが交差する部分には、前記頂部（７）が存在しないように構成されて
いることを特徴とする屋上緑化施工用パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋上緑化施工用パネルと、そのパネルを複数個用いて屋上緑化の施工を行な
う屋上緑化の施工システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、都市緑化等の要請が高まり、それに応じて建築物の屋上に植生パネル等を設置し
て緑化を行う技術が開発され、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。そして、このような屋上緑化
の技術として、たとえば下記特許文献１や特許文献２のような特許出願もなされている。
【特許文献１】特開２００３－１４３９４０号公報
【特許文献２】特開２００４－８９００５号公報
【０００３】
　このような屋上緑化の技術は、一般に集中管理型緑化と粗放型緑化とに大別される。集
中管理型緑化では、ヒートアイランド現象抑制等、単に技術的観点からのみならず、人工
の庭園等を施工して美観を維持することも重視されるので、一定期間ごとに念入りなメン
テナンスを行なう等、その名のごとく集中的な管理が必要となる。
【０００４】
　これに対して粗放型緑化では、集中管理型緑化のように美観が要求されるわけではなく
、専ら技術的な観点のみ考慮することで足りるとされ、またメンテナンスも極力省力する
ことが望まれている。このようなメンテナンス省力の観点から、粗放型緑化では、灌水を
さほど必要としないセダム類が主たる植物種として用いられている。
【０００５】
　また、土壌は植栽の基盤となるものであり、植物を好適に生育させるには積層される土
壌の厚さも一定以上必要であるが、上記セダム植物は他の植物に比べて土壌層の厚さが薄
くても生育するので、屋上部に多大な積載荷重をかけない、いわゆる薄層緑化に最も適し
た植物種であることも、セダム植物が主として粗放型緑化に用いられている理由の１つで
もある。
【０００６】
　しかしながら、上述のようなヒートアイランド対策として屋上緑化がなされているのは
、植物の水による蒸散によって屋上近傍における大気の温度を下げるからであり、この作
用を有効に生じさせるには、蒸散量の多い植物を用いることが本来は好ましい。この点、
セダム植物はもともと蒸散量が多くない植物種であるので、ヒートアイランド対策には最
適な植物種であるとはいえない。
【０００７】
　また、植物種が限られることは、緑化が本来目的とすべき植物の多様性を実現すること
を困難にすることにもなる。この意味でもセダム植物以外の植物種を用いた屋上緑化の開
発が望まれている。そして、このような課題は、上記特許文献１や特許文献２に記載され
た発明によっても解決することができない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　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、セダム植物に代えて、
蒸散量が多く、一般にポットで植生される、いわゆるグランドカバーポット植物を用いる
ことができ、且つそのような蒸散量の多い植物を用いても、屋上部にかかる積載荷重を少
なくすることができる屋上緑化施工用パネル、屋上緑化の施工システムを提供することを
課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、正方形状の底プレート部
６の上面にブロック状の複数の嵩上げ部３が突設されることによって、該複数の嵩上げ部
３間の空間部が、土壌等の植栽基盤材を収納する植栽基盤材収納部２として形成され、該
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植栽基盤材収納部２と前記嵩上げ部３とを具備して全体が平面正方形状で発泡性合成樹脂
からなるパネル本体１が構成され、前記植栽基盤材収納部２は、該植栽基盤材収納部２内
に収納される植栽基盤材が縦横に交差した状態になるとともに連続した状態になるように
前記パネル本体１に形成され、しかも前記嵩上げ部３間の空間部として連続した状態とさ
れている植栽基盤材収納部２の列の部分における底プレート部６の中央及び両側に突出部
８が形成され、前記中央及び両側の突出部８の中間部分に傾斜面の頂部７が形成され、該
傾斜面は、該頂部７から両側に向かって傾斜し、前記植栽基盤材収納部２の縦列と横列は
それぞれ４列ずつ配置されているとともに、該前記植栽基盤材収納部２の縦列と横列とが
交差する部分には、前記頂部７が存在しないように構成されていることを特徴とする屋上
緑化施工用パネル。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、上述のように、土壌等の植栽基盤材を収納する植栽基盤材収納部と、その植
栽基盤材を所定の厚みにするために前記植栽基盤材収納部を所定の深さに形成すべく嵩上
げする嵩上げ部とをパネル本体に具備させたため、重量のある土壌等の植栽基盤材は植栽
基盤材収納部のみに存在し、嵩上げ部はパネル本体の一部をなしているので、パネル本体
を軽量の素材で構成することで、基盤が土壌等の植栽基盤材のみで構成されている場合に
比べて、屋上の設置面にかかる荷重を著しく減少させることができ、従って、その分、植
栽基盤材収納部に収納される植栽基盤材の厚さを厚くすることができるので、ポットで植
生されるような、蒸散量の多いいわゆるグランドカバーポット植物を植栽基盤材収納部内
の植栽基盤材で生育させることができ、その結果、ヒートアイランド現象の抑制に好適で
、植物の多様性を実現することもできる、屋上緑化施工用パネルや、そのパネルを用いた
施工システムを提供することができるという効果がある。
【００１５】
　またパネル本体を、断熱性を有する軽量素材で構成した場合には軽量化を確実に図れ、
積載荷重を一層減少させることができ、また、その素材の断熱特性を利用して、屋上部に
おける外断熱効果を生じさせることができる。
【００１６】
　特に、屋上緑化施工用パネルを複数配置してシステムとして施工した場合には、外断熱
効果も優れたものとなり、断熱塗装等の施工を不要にしうるという効果がある。また、こ
のように外断熱効果を生じさせることができる結果、夏場、冬場等、季節を問わず植物の
蒸散作用を好適に生じさせることができるという効果がある。
【００１７】
　さらに、隣接するパネル相互間を連結する連結部をパネル本体に形成した場合には、シ
ステムとして施工する場合に複数のパネルの一体化作業を簡易に行なうことができ、シス
テム施工の作業性が向上するという効果がある。
【００１８】
　さらに、植栽基盤材収納部に収納された植栽基盤材が、パネル本体１上で縦横に交差し
た状態となるように、植栽基盤材収納部と嵩上げ部とを配置した場合には、縦横に配置さ
れた植栽基盤材中において植物の根が縦横に伸長し易くなり、従って嵩上げ部によって植
栽基盤材での植栽面積が一部制限されているにもかかわらず、植物の根系の発達に支障を
きたすことがなく、また給排水にも支障をきたすことがないという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
（実施形態１）
　先ず、一実施形態としての屋上緑化施工用パネルについて説明する。図１はその屋上緑
化施工用パネルの平面図、図２は図１のＡ－Ａ線断面図、図３は図１のＢ－Ｂ線断面図を
それぞれ示す。
【００２０】
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　図１乃至図３において、１は屋上緑化施工用パネルのパネル本体で、全体が平面正方形
状に形成され、且つ全体が発泡ポリスチレン等の発泡性合成樹脂で構成されている。この
パネル本体１は、植栽基盤材を収納する植栽基盤材収納部２と、該植栽基盤材収納部２に
収納される植栽基盤材を所定の厚みにするために前記植栽基盤材収納部２を所定の深さに
形成すべく嵩上げする嵩上げ部３とを具備して構成されている。この嵩上げ部３は、底プ
レート部６の上面に複数個突設して形成されている。
【００２１】
　植栽基盤材収納部２は、図１に示すように、平面視で略格子状となるように形成されて
いる。このように植栽基盤材収納部２が平面略格子状に配設される結果、その格子状の植
栽基盤材収納部２の間に略正方形からなるブロック状の複数の嵩上げ部３が配設された状
態となる。すなわち、前記パネル本体１は、前記底プレート部６の上面に、略正方形から
なるブロック状の複数の嵩上げ部３が一体的に突設された構成からなるものである。この
植栽基盤材収納部２内の底部側には、粒状のパーライト４が収納され、さらにそのパーラ
イト４の上部に土壌５が収納されている。すなわち、本実施形態では、植栽基盤材として
土壌５とパーライト４とが使用されている。この場合、パーライト４を充填せず、後述す
る実施形態のように土壌５のみが植栽基盤材収納部２内に充填されていてもよい。本実施
形態では、土壌５として軽量の人工土壌が用いられている。
【００２２】
　パネル本体１の底プレート部６は、図３に示すように、わずかな角度（たとえば２～３
°）に傾斜する傾斜面に形成されている。この傾斜面は、頂部７から両側に向かって傾斜
するように形成されている。パネル本体１の底プレート部６の略中央及び両側には突出部
８が形成され、前記傾斜面の頂部７は、図３に示すように、前記中央及び両側の突出部８
、８の中間部分に形成されている。従って、パネル本体１の底プレート部６に貯留する水
分は、その頂部７から中央及び両側の突出部８、８に向かって流れることになる。この結
果、屋上に本来形成されている水勾配（屋上面が２～３°等、わずかに傾斜していること
）によって、水が均一に貯水されないことが好適に防止できる。
【００２３】
　また、略格子状に配設された植栽基盤材収納部２の端縁は、パネル本体１で遮蔽される
ことなく開放状態とされ、それによって植栽基盤材収納部２に収納された土壌５やパーラ
イト４の端縁から水が排出されるように構成されている。
【００２４】
　さらに、パネル本体１の一方の端縁側には、図１乃至３に示すように、係合片９が上向
きに形成され、他方の端縁側には、隣接するパネル本体１の係合片９が係入される係合溝
１０が形成されている。より具体的には、図１に示すように、正方形状のパネル本体１の
隣接する２辺の側縁に係合片９が形成され、他の２辺の側縁に係合溝１０が形成されてい
る。
【００２５】
　そして、このような構成からなる屋上緑化施工用パネル１１を使用する場合には、植栽
基盤材収納部２内に上述のように粒状のパーライト４及び土壌５を収納し、予めポット１
３に植物１４を植生し生育させたポット苗を、土壌５の所定位置に埋設し、必要に応じて
パネル本体１の表面に図２及び図３のようなシート状のマルチング材１２を設置する。図
１には、そのマルチング材１２は示していない。
【００２６】
　このように土壌５の所定位置にポット苗を埋設した後、この屋上緑化施工用パネル１１
を建築物等の屋上部に設置する。屋上緑化施工用パネル１１は多数個準備し、図４に示す
ように、その多数の屋上緑化施工用パネル１１を縦横に配置する。
【００２７】
　その際、１つの屋上緑化施工用パネル１１に着目すると、該屋上緑化施工用パネル１１
の２辺に形成された係合片９を、その２辺に隣接する２つの屋上緑化施工用パネル１１の
係合溝１０に係入する。また、前記屋上緑化施工用パネル１１の他の２辺には係合溝１０
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が存在するが、該他の２辺に隣接する２つの屋上緑化施工用パネル１１の係合片９を係入
する。
【００２８】
　このようにして、ある１つの屋上緑化施工用パネル１１は、係合片９と係合溝１０との
係合によって、四方に隣接する屋上緑化施工用パネル１１と連結され、相互に隣接する屋
上緑化施工用パネル１１、１１の相互間が不要に離脱するのが防止されることとなる。従
って、縦横に配置された多数の屋上緑化施工用パネル１１は、それぞれ相互に隣接する屋
上緑化施工用パネル１１との係合片９、係合溝１０間の係合によって順次連結されながら
配置されていくので、屋上部に多数の屋上緑化施工用パネル１１を配置して施工する作業
を非常に容易に行うことができる。
【００２９】
　次に、このようにして設置された屋上緑化施工用パネル１１の植栽基盤材収納部２の表
面には、すでに生育した植物が植生されているので、その植物の蒸散等の作用によって、
ヒートアイランド現象の抑制等に寄与しうる。
【００３０】
　特に、本実施形態では、植栽基盤材を収納する植栽基盤材収納部２と、植栽基盤材が収
納されない嵩上げ部３とをパネル本体１に具備させたため、植栽基盤材収納部２の面積が
嵩上げ部３の面積によって制限を受けることになるので、植栽基盤材収納部２に収納され
る植栽基盤材の厚さをある程度厚くしても、植栽基盤材の面積が１００％の場合に比べて
パネル全体の重量も大幅に軽減することができる。従って、植栽基盤材の厚さを厚くする
ことができる分、ポットで植生されるような、蒸散量の多いいわゆるグランドカバーポッ
ト植物を生育させることができ、蒸散作用を有効に発揮させることができる。
【００３１】
　また、パネル本体１が軽量の素材である発泡ポリスチレン等の発泡性合成樹脂で構成さ
れているので、パネルによって屋上部にかかる積載荷重を大幅に緩和することができる。
しかも、発泡性合成樹脂には断熱効果があるので、このようにパネル本体１が発泡性合成
樹脂で構成された屋上緑化施工用パネル１１を図４のように多数配置することで、屋上部
における断熱効果を優れたものとすることができ、夏場、冬場を問わずに植物の蒸散作用
を維持することができる。
【００３２】
（実施形態２）
　本実施形態では、図５及び図６に示すように、土壌５の上部にマルチング材１５が設け
られている。図５は実施形態１の図２に対応する断面部分、図６は実施形態１の図３に対
応する断面部分である。このマルチング材１５は、樹皮（バーク）、不織布、天然繊維マ
ット、合成紙、及び火山砂利等の砂利を含むものである。このマルチング材１５は、図５
及び図６に示すように土壌５の上部に設けられているとともに、嵩上げ部３の上部にも設
けられている。従って、本実施形態では、上記実施形態１のように嵩上げ部３がパネル本
体１の上面に現出されないこととなる。
【００３３】
　また、本実施形態において、マルチング材１５に代えて、植栽基盤材収納部２に収納さ
れている土壌５と同じものを設けることも可能である。この場合には、土壌５が植栽基盤
材収納部２からパネル本体１の上面にかけて連続的に設けられていることとなる。結果的
には、嵩上げ部３が土壌５で覆われてパネル本体１の上面に現出されないこととなる。従
って、この場合は、上記実施形態１のように、土壌５が平面視で略格子状となるように現
出されるようなことはなく、パネル本体１の上面全面に土壌５が現出された状態となる。
【００３４】
　嵩上げ部３がパネル本体１の上面に現出されないように構成されている点で、嵩上げ部
３がパネル本体１の上面に現出されて土壌５が平面視で略格子状となるように構成されて
いた上記実施形態１の場合と相違するが、パネル本体１自体の構造やその他の構成につい
ては上記実施形態１と共通するため、その詳細な説明は省略する。
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【００３５】
（実施形態３）
　本実施形態では、図７に示すように、パネル本体１の端部に土留部材１６を取り付けて
いる。また本実施形態ではパネル本体１の上面に土壌５が設けられており、上記土留部材
１６がパネル本体１の端部に取り付けられることで、パネル本体１の側方へ土壌５が零れ
落ちるのが防止されることとなる。そして屋上緑化施工用パネル１１が、上記実施形態１
の図４で説明したように縦横に複数配置される場合、本実施形態においては、その縦横に
複数の屋上緑化施工用パネル１１が配置された状態における四方の周辺部に上記土留部材
１６が設けられることになる。
【００３６】
　この土留部材１６の取り付けは、該土留部材１６に、パネル本体１の端部に形成されて
いた係合片９や係合溝１０と同じものを形成し、その係合片９及び係合溝１０を、パネル
本体１の係合片９及び係合溝１０に係合させることによってなされることとなる。
【００３７】
　このようにパネル本体１の端部に土留部材１６を取り付けた点は、上記実施形態１及び
２と相違するが、パネル本体１自体の構造やその他の構成については上記実施形態と共通
するため、その詳細な説明は省略する。
【００３８】
（実施形態４）
　本実施形態では、嵩上げ部３の平面形状が上記実施形態と相違している。すなわち本実
施形態では、図８に示すように、嵩上げ部３の平面形状が円弧面を４箇所に有する略十字
状に形成されている。この点で嵩上げ部３が平面略正方形に形成されていた上記実施形態
１乃至３と相違する。
【００３９】
　そして、嵩上げ部３がこのような円弧面を４箇所に有する形状に形成されている結果、
植栽基盤材収納部２は、上記実施形態１のような略格子状を変形したような形状となり、
前記嵩上げ部３の円弧面間の空間部にそれぞれグランドカバーポット植物が収容できるよ
うな形状に形成されている。植栽基盤材収納部２の平面形状が略格子状であるか否かで実
施形態１と相違しているが、パネル本体１上で縦横に交差した状態となるように配設され
ている点では上記実施形態１と共通しており、このように縦横に交差した状態となってい
ることで、植栽基盤材収納部２内に収容される土壌等の植栽基盤材が連続した状態となり
、実施形態１と同様に植物の根系の発達に支障をきたすことがなく、また給排水にも支障
をきたすことがないのである。
【００４０】
　また、嵩上げ部３の表面には溝２３が形成されている。この溝２３は、図８に示すよう
に、平面略井桁状に形成されたものである。植栽基盤材収納部２内に土壌等の植栽基盤材
を収容し、或いはグランドカバーポット植物を収容する等の施工を行なう際には、施工の
作業者が嵩上げ部３の表面に足を設置させて施工することとなるが、上記のような溝２３
が形成されている結果、施工作業時に作業者が足を滑らせるようなこともない。また溝２
３が形成されていることによって、嵩上げ部３の表面において水が流れ易くなる。
　さらに嵩上げ部３の裏面側には、図９及び図１０に示すように、下向きにわずかにテー
パ状となるように形成された略円柱状のリブ２５が下向きに突設されている。そしてリブ
２５の底面は、底プレート部６の裏面よりもさらに下側に位置するように構成されている
。従って、実際には、底プレート部６は屋上部の設置面に接触せず、前記リブ２５の底面
が屋上部への設置面となる。この結果、底プレート部６の裏面側に排水の流路が形成され
、排水を容易にしている。
【００４１】
　パネル本体１の全体が平面正方形状に形成され、その全体が発泡ポリスチレン等の発泡
性合成樹脂で構成されている点、嵩上げ部３が底プレート部６に一体的に形成されている
点、パネル本体１の底プレート部６がわずかな角度（たとえば２～３°）に傾斜する傾斜
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面に形成されている点等も上記実施形態１と共通している。従って、図１１に示すように
、底プレート部６は頂部７から両側に向かって傾斜するように形成され、底プレート部６
の略中央及び両側に突出部８が形成され、前記頂部７が中央及び両側の突出部８、８の中
間部分に形成されている。さらに、図１０及び図１１に示すように、パネル本体１の一方
の端縁側及び他方の端縁側にそれぞれ係合片９及び係合溝１０が形成されている点でも実
施形態１と共通する。
【００４２】
　また本実施形態においても、土壌５として軽量の人工土壌が用いられている。ただし、
上記実施形態１のようなパーライト等は収納されていない。また土壌５及び嵩上げ部３の
上部には、実施形態２と同様にマルチング材１５が設けられている。
この点では実施形態１と相違している。このようなマルチング材１５が設けられているの
で、実施形態２と同様に嵩上げ部３がパネル本体１の上面に現出されないこととなる。従
って、少なくとも表面側から見た状態では、図１２に示すように、パネル本体１の存在を
感じさせずにマルチング材１５の表面に複数の植物１４がほぼ等間隔に植設された状態と
なる。
【００４３】
　本実施形態においても、実施形態１の図４のように多数の屋上緑化施工用パネル１１が
縦横に配置される。その際、実施形態１と同様に、屋上緑化施工用パネル１１の２辺に形
成された係合片９を、その２辺に隣接する２つの屋上緑化施工用パネル１１の係合溝１０
に係入することによって、四方に隣接する屋上緑化施工用パネル１１と連結される。本実
施形態において、その係合片９と係合溝１０との係合状態は、図１３に示されている。
【００４４】
　本実施形態においても、屋上緑化施工用パネル１１の植栽基盤材収納部２に収容された
グランドカバーポット植物の蒸散等の作用によって、ヒートアイランド現象が好適に抑制
され、また嵩上げ部３の面積によって植栽基盤材の面積が制限を受けることになるので、
植栽基盤材の厚さを厚くすることでグランドカバーポット植物の蒸散作用を有効に発揮さ
せることができる。さらに、パネル本体１が軽量の素材である発泡性合成樹脂で構成され
て屋上部にかかる積載荷重が緩和され、発泡性合成樹脂の断熱効果によって屋上部におけ
る断熱効果を優れたものとすることができる。
【００４５】
　さらに本実施形態では、上記のように植栽基盤材収納部２がグランドカバーポット植物
を収容するのに適合する複数の円弧面を有して形成されているので、植栽基盤材とともに
、グランドカバーポット植物を非常に容易に設置することができる。
【００４６】
（実施形態５）
　本実施形態の屋上緑化施工用パネルは、上記実施形態４のような形状の嵩上げ部３を有
しており、さらに図１４及び図１５に示すように、パネル本体１の端部に土留部材１６が
取り付けられている。本実施形態の土留部材１６は、上記実施形態３の土留部材１６と形
状等が相違している。
【００４７】
　すなわち上記実施形態３ではブロック状の土留部材１６が用いられていたのに対し、本
実施形態ではアルミニウム製の板状の土留部材１６が用いられており、その土留部材１６
とパネル本体１の端部との間に繊維マット、メッシュシート等からなる土壌流出防止材や
砂利を含む充填材１７が充填されている。土留部材１６が設けられている他、上記のよう
な土壌流出防止材を含む充填材１７が充填されていることによって、土壌５の流出がより
確実に防止されることとなる。
【００６５】
（その他の実施形態）
　尚、上記実施形態では、パネル本体１が発泡ポリスチレンで構成されていたため、上述
のような好ましい効果が得られたが、パネル本体１の材質も該実施形態に限定されない。
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たとえば発泡ウレタン等のスチレン以外の発泡性合成樹脂を用いることが可能である。
　尚、パネル本体１を発泡ポリスチレンで構成する場合、たとえばウレタン系塗料を塗布
し被覆し、或いは未発泡ウレタンをスプレーコーティングにより吹き付けて被覆すること
も可能である。すなわち、発泡ポリスチレンは他の合成樹脂に比べると耐候性が劣るので
、上記のようなウレタン系塗料の塗布や未発泡ウレタンのスプレーコーティング等で被覆
することで、耐候性に劣る発泡ポリスチレン製のパネル本体１の劣化を好適に防止するこ
とができる。
【００６８】
　さらに、土壌の厚さ、嵩上げ部３の面積、パネル本体１の荷重等も問うものではないが
、たとえば土壌の厚さは６０ｍｍ以上であることが好ましい。６０ｍｍ未満であると、植
栽する植物の生育が不十分となるおそれがあるからである。この観点からは８０ｍｍ以上
であることが好ましく、１００ｍｍ以上であることがさらに好ましい。
【００６９】
　また緑被部分の面積を一定以上に確保すること、植物の生育を良好とすること、及び美
観の観点等から、パネル本体１上で占める土壌の面積は２０％以上であることが好ましく
、３０％以上であることがより好ましい。従って、パネル本体１上で占める嵩上げ部３の
面積は、８０％未満、或いは７０％未満となる。一方、屋上の設置面にかかる積載荷重を
大きくしない観点からは、パネル本体１上で占める土壌の面積は８０％を超えないことが
好ましい。従って、嵩上げ部３の面積は２０％以上となる。
【００７０】
　さらに、屋上の設置面にかかる積載荷重を考慮する必要性から、屋上緑化施工用パネル
の重量の数値を考慮する必要もある。この場合、屋上の設置面には、上記のようなパネル
本体１の重量と、植栽基盤材収納部２内に収納される土壌等の植栽基盤材と、植栽基盤材
収納部２内であってその底部側に収容される水（底面水と称される）との総重量がかかる
ことになるが、ここではパネル本体１と底面水との総計の重量を考慮し、その場合４０ｋ
ｇ／ｍ2以下であることが好ましく、３０ｋｇ／ｍ2以下であることがより好ましい。
【００７１】
　さらに植栽基盤材収納部２内に収納される植栽基盤材が土壌である場合、屋上部の積載
荷重の点から湿潤土壌（底面水で湿潤されている土壌）の比重は０．５～１．６であるこ
とが好ましく、０．６～１．２であることがより好ましい。
【００７２】
　さらに、上記実施形態では、土壌５の下部に粒状のパーライト４を充填したが、このよ
うなパーライト４以外の軽量骨材を充填することも可能であり、さらには繊維マット等を
充填することも可能である。また、このパーライトのような軽量骨材を充填することで、
透水性、吸水性等の作用を良好にしうるという好ましい効果が得られるが、このような軽
量骨材を土壌５の下部に充填することも本発明に必須の条件ではない。すでに述べたよう
に、土壌５のみを植栽基盤材収納部２に収納してもよい。
【００７３】
　さらに、上記実施形態では、係合片９と係合溝１０との係合によって、隣接する屋上緑
化施工用パネル１１の相互間を連結することとしたが、このような係合片９と係合溝１０
との係合以外の手段によって連結することも可能である。また、このような連結手段によ
って隣接する屋上緑化施工用パネル１１の相互間を連結することで、上述のような好まし
い効果が得られたが、このような連結手段を屋上緑化施工用パネル１１に具備させること
も、本発明に必須の条件ではない。
【００７４】
　さらに、上記実施形態では、植栽基盤材収納部２に収納される植栽基盤材として、土壌
５、パーライト４、マルチング材１５等を用いたが、植栽基盤材の種類はこれらに限定さ
れるものではない。また土壌５として上記実施形態の人工土壌に代えて天然の土壌を使用
することも可能である。
【産業上の利用可能性】
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【００７５】
　本発明の屋上緑化施工用パネル、屋上緑化の施工システムは、都市部等の各種建築物の
屋上緑化のために、広く利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】一実施形態の屋上緑化施工用パネルの概略平面図。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図。
【図３】図２のＢ－Ｂ線断面図。
【図４】屋上緑化施工用パネルを複数配置した状態の概略平面図。
【図５】他実施形態の屋上緑化施工用パネルの概略断面図。
【図６】他実施形態の屋上緑化施工用パネルの概略断面図。
【図７】土留部材をパネル本体の端部に取り付けた状態の一部断面図。
【図８】他実施形態の屋上緑化施工用パネルの概略平面図。
【図９】同概略底面図。
【図１０】図８のＣ－Ｃ線断面図。
【図１１】図８のＤ－Ｄ線断面図。
【図１２】同屋上緑化施工用パネルの概略斜視図。
【図１３】同屋上緑化施工用パネルを連結した状態を示す概略断面図。
【図１４】他実施形態の屋上緑化施工用パネルであって、土留部材をパネル本体　　の一
方の端部に取り付けた状態の一部断面図。
【図１５】同他方の端部に取り付けた状態の一部断面図。
【符号の説明】
【００７７】
　１…パネル本体　　　　　２…植栽基盤材収納部
　３…嵩上げ部　　　　　　５…土壌
　９…係合片　　　　　　１０…係合溝
１１…屋上緑化施工用パネル
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