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【Abstract】

Recently, roOf top spaces of buildings in urban area have been thought as important sapces for promotion Of greenery

So,some 10cal governments have begun↓ O put oH′ners of building under↓he obligatiOn of lnaking their OM′n building rOoftop

grecllery

HoM′ever,because the environment of thses spaces are very severe for plants,oM′ ners of buildings have to pay much cost

fOr Planting and maintaining oF these plants and they are liable to select plants which is easy for maintenance,not beatiful

lf a1l rooftOps are covered H′ith↓hese plants, these spaces M′ould be unattractive spaces

ln spite of these situatiOns,the roof toPs Of buildings have much potentialities fOr being used as attractive spaces研′here

many citizens in urban area、 vill be able↓o enjoy not only gardening but also harvest of vege,ables

So,we have deve10ped conversion systenl fro■ l rOoftop space intO rental farm in simlpe and economical way, and have

made practical experirnent on the some buildings

ln this report, v′e introduce the resuit Of this experirnent and the possiblllies and prOblenls tO be solved oF this system
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1.は じめに

ヒー トアイランド現象等の都市の環境問題を解決する

ため 「みどり」が担う役害Jは,ま すます大きくなってき

ており,そ の役割の大きさを多 くの人も認識 している.

しかし,現 下の経済 ・財政状況のなかで,都 市に新たな

「みどり空間」を都市公園等の公共事業等の手法により

確保 していくことには,現 実として相当の困難が伴うこ

ともまた事実である.

このようななかで,「新たな緑化フロンティア」 とし

て建築物の屋上空間に注目が集まってきている。それは,

都市の環境問題が著 しい者陣心部空間において,数 少ない

未利用地であるとともに,都 心部であるだけにその緑化

の波及効果が周辺地域の都市環境へ及ぼす影響が相対的

に大きなものと期待されているからである.

このため, このような問題への早急な対応を必要とし

ている一部の地方自治体では,早 急な手だてとして条例

等による 「規制」施策でその推進を図ろうとしている。

しかし,強 烈な日射,乾 燥,高 い気温等植物にとって

は生育条件の厳 しい屋上環境での緑化推進は,整 備時に

も,そ の後の管理においてもビル所有 (管理)者 大きな

負担が伴うため, このような規制はいくら罰則を設けた

としてもビルオーナー等規制の対象となる者の理解が得

られなければ,そ の推進には限界があると言わざるを得

ない.

このような状況のなか,技 術開発の方向も,「規制を

受けることとなるビル所有者向け」に 「いかにメンテナ

ンスフリーで植物を育てられるか」と言った方向からの
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