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1.  はじめに 
 
 近年，都市とその周辺部で問題になっているヒート

アイランド現象の緩和策，あるいは省エネ対策として，

屋上や壁面を緑化する建物が増えている。壁面は主に，

壁面にネットやワイヤーといった生育補助材を取り付

け，つる植物を登はん／下垂させる方法や，壁面に植

栽基盤を直接，設置する方法によって緑化されている。

また、夏期の日射を遮蔽するために、ヘチマなど一年

生植物によって窓面を覆う，いわゆる「緑のカーテ

ン」が普及しつつあり，「緑のカーテン」の省エネ効果

に関する研究も行われている 1）。但し，緑化装置を常

設し，多年生植物を植え付け，窓面など開口部を被覆

する壁面緑化はほとんど実施されていない。 
 横浜国大建築棟では，2009 年に耐震改修した際，建

物の東西・南壁面に鉄骨フレームを組んで，窓面を被

覆する壁面緑化システムを導入した（図-1）。本報では，

横浜国大建築棟に設置した壁面緑化システムの概要と， 
 

  
図-1 緑化状況（2011 年 5 月） 
Fig.1  Greening wall (May, 2011) 

2009 年から 3 年間実施した植生調査を通して，開口部

の緑化に適した植物や緑化工法，および植物の維持管

理方法について検討した結果を記す。 
 

2.  緑化の構成 
 
 横浜国大建築棟においては，建物外周に設けた鉄骨

フレームを介して各階の庇にあたる部分に幅 745 ㎜の

歩廊を設け，そこにプランターと登はん補助材を設置

し，登はん補助材に沿ってつる植物を繁茂させること

とした（図-2）。 
登はん補助材については，緑化に濃淡をつけること

と窓面の視野を確保するために、2 種類の補助材を用

いた。腰壁の前には密度の高い緑化を施すためにエキ

スパンドメタルを設置し，窓面の前面にあたるエキス

パンドメタルの上端と上階の歩廊との間にロープを張

った。なお，今回用いたロープは超高強力ポリエチレ

ン繊維ダイニーマ®製で，ワイヤーに匹敵する強度があ 

 
図-2 壁面緑化システムの概要図 

Fig.2  System of greening wall 
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り，軽量で扱いやすいという特性を備えている。また，

その特性を活かして植物の繁茂に適したロープの張り

方を検討するために，鉛直ではなく斜めに，場所によ

ってロープの密度を斜め高密度，斜め中密度，斜め低

密度に変えて張ることとした（表-1）。 
つる植物については，窓面の日射遮蔽に適した植物

種を選定するために，生育特性の異なる 12 種類の植物

を植え付けた。なお，12 種類の植物は用途と生育特性

によって，エキスパンドメタル部を被覆するために基

本構成種として植え付けた吸着・付着型植物と，ロー

プ部を被覆するために登はん種として植え付けた巻つ

る性植物の 2 つに大別される（表-2）。 
 

表-1 ロープの張り方 
Table 1  Patterns of extended rope 

 
 

表-2 植栽したつる植物の特性 
Table 2  Characteristics of used climbing plants 

種　名 生育型 登はん特性

基本構成種（エキスパンドメタル部）

　ヘデラ・カナリエンシス 常緑 吸着・巻きつる

　ヘデラ・ヘリックス　cv. ピッツバーグ 常緑 吸着・巻きつる

　　　　　　　　　　cv. ゴールデンチャイルド 常緑 吸着・巻きつる

　　　　　　　　　　cv. グレーシャ 常緑 吸着・巻きつる

　オオイタビ 常緑 吸着

　ツルアジサイ 落葉 吸着

登はん種（ロープ部）

　カロライナ・ジャスミン 常緑 巻きつる

　スイカズラ 常緑 巻きつる

　テイカカズラ 常緑 吸着・巻きつる

　ビグノニア 半常緑 巻きつる

　ツキヌキニンドウ 半常緑 巻きつる

　クレマチス 落葉 巻きつる  
 

3.  つる植物および緑化工法の検証 
 
3.1  試験区の構成 
 今回，実施した緑化においては，窓面の日射遮蔽に

適した植物種，および緑化工法としてロープの張り方

について検証するために，窓面 2 スパン分を一つのユ

ニットとして植物種の構成やロープの張り方を変えて

いる。大まかに，5～8F では，ロープの張り方を斜め

高密度張りに固定し，登はん種の構成をユニットごと

に、A：登はん種なし、B：常緑（ジャスミン）単植、

C：落葉（クレマチス）単植、D：常緑+落葉（ジャス

ミン、クレマチス）混植に変えている。2～4F におい

ては，ロープの張り方をユニットごとに，①斜め低密

度張り，②斜め中密度張り，③斜め高密度張りに変え，

登はん種としてジャスミン，スイカズラ，テイカカズ

ラ，ビグノニア，ツキヌキニンドウ，クレマチスの 6
種を混植した。 
3.2  調査方法 

月に一回の頻度で，各階に設けた調査定点にて植え

付けた植物の生育状況について，つるの伸び，茎葉の

色や密度，病害の発生状況などを目視にて総合的に評

価し，生育活性度（0：枯死～10：最優）としてスコア

リングした。また，エキスパンドメタル部とロープ部

における植物の被覆度を目視にて評点（0：0％～10：
100％被覆）した。 
本報では植え付け当初から継続して調査することが

できた 2F，3F，5F，8F の調査定点（表-3）にて得られ

たデータを解析する。 
 

表-3 調査定点における緑化の構成 
Table 3  Plants and patterns of rope at investigation points 

基本構成種
（エキスパンドメタル部）

登はん種
（ロープ部）

8F 常緑単植：ジャスミン

5F 落葉単植：クレマチス

3F 斜め中密度

2F 斜め低密度

緑化植物
ロープの
張り方

　ヘデラ・カナリエンシス，
　ヘデラ・へリックス，
 　cv.ピッツバーグ
 　cv.ゴールデンチャイルド
 　cv.グレーシャ
　オオイタビ，
　ツルアジサイ

常緑/落葉混植：ジャス
ミン，クレマチス，スイ
カズラ，テイカカズラ，
ビグノニア，ツキヌキニ
ンドウ

斜め高密度

 
 
3.3  調査結果 
3.3.1  基本構成種について 
まず，基本構成種として植え付けた 6 種類の吸着・

付着型植物について生育活性度スコアの推移を季節ご

とに整理した（図-3）。なお，表示している値は各定点

で評点したスコアを植物種ごとに平均したものである。 
基本構成種として植栽した 6 種類のつる植物におい

ては，ツルアジサイを除いて常緑種を植え付けたにも

関わらず，秋から冬にかけて古い葉を落とし，冬季に

活性度スコアが低下する植物が多かった。 
植栽した 6 種類の基本構成種のうち，ヘデラ・カナ

リエンシスの活性度スコアが調査期間を通して高いま

ま推移し，エキスパンドメタル部の大部分をカナリエ
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ンシスが被覆した。但し，付着型の植物は自ら補助材

に巻きついて登はんしないため，管理作業において登

はん補助材に誘引する必要があった。 
へリックス種 3 種は小型種で，カナリエンシスほど

生育は旺盛ではなかった。また，巻つる型植物と混植

した低層階において他種に被圧されてしまい，活性度

スコアが低いまま推移した。オオイタビは典型的な付

着型植物だが，エキスパンドメタルに付着して登はん

する状況は見られなかった。ツルアジサイは落葉種だ

ったためか，他種に被圧され，徐々に衰退した。 

 
図-3 基本構成種の生育活性度スコアの推移 

Fig.3  Scores of plant vigor of clinbing plants on expandmetals 
 

3.3.2  登はん種について 
6 種類の巻きつる性植物について，生育活性度スコ

アの推移を季節ごとに整理した（図-4）。09 年度におけ

る登はん種の生育活性スコアは 2～4 点で推移し，基本

構成種に比べて活性度スコアが低かったが，10 年夏頃

には登はん種と基本構成種の間で活性度スコアの差が

見られなくなった。基本構成種がエキスパンドメタル

部を被覆し，登はん種が風で煽られないようになり，

登はん補助材に絡みつきやすくなったと考えられた。 

 
図-4 登はん種の生育活性度スコアの推移 

Fig.4  Scores of plant vigor of clinbing plants on ropes 

6 種類の植物のうち，落葉性のクレマチスと半落葉

性のビグノニア，ツキヌキニンドウは秋から冬にかけ

て活性度スコアが大きく低下した。常緑性のジャスミ

ンやテイカカズラ，スイカズラは冬季につるの伸長は

止まるものの，緑葉を維持した。常緑種のうち，ジャ

スミンは登はん活性が高く，ロープ部の植生を主に構

成していた。テイカカズラやスイカズラはロープに巻

き付くだけでなく，ロープにそって枝を広げており，

被覆力に優れていた。 
3.3.3  エキスパンドメタル部の被覆率について 
 調査定点を設けた 2F，3F，5F，8F のエキスパンド

メタル部における被覆率の推移を季節ごとに整理した

（図-5）。植え付け 1 年目より，5，8F に比べて 2，3F
における被覆率が高いまま推移し，最大でエキスパン

ドメタルの 60～70％が被覆された。09 年夏期に高層階

では，つるが傷つき，枯れたカナリエンシスが目立っ

た。建築棟は南に面しており，夏季の卓越風の影響を

受け，揺すられた際につるが登はん補助材に当たり，

低層階に比べて被覆率が低かったと考えられる。 

 

図-5 エキスパンドメタル部における被覆率の推移 
Fig.5  Covering rates of climbing plants on expandmetals 

 
3.3.4  ロープ部における被覆率について 
 10 年春に，エキスパンドメタル部の 50～60％ほどが

被覆されるようになり，10 年夏ごろから巻つる性植物

がロープを登はんするようになった。各定点のロープ

部における被覆率の推移（図-6）をみると，6 種類の落

葉種，常緑種を混植した 3F ロープ部における被覆率が

高いまま推移し，窓面の 30％ほどが植物によって被覆

された。同じく 6 種類を混植した 2F では，3F に比べ

て被覆率が低かった。2F と 3F ではロープの張り方が

異なっており，3F ロープ部に繁茂しているジャスミン

やスイカズラには斜め中密度張りがつるを広げるのに

適していたと考えられた。 
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図-6 ロープ部における被覆率の推移 
Fig.6  Covering rates of climbing plants on ropes 

 
3.3.5  植物の維持管理について 
 横浜国大建築棟にて実施してきた維持管理作業を表-
4 にまとめた。実態として，緑化業者が月に 1 回の頻

度で巡視し，その都度，植物の生育状況に応じて作業

を施した。その中で，09 年夏に高層階の生育状況が劣

化したことから，次年度より，i)植物を補助材へ誘引・

固定する頻度を高める，ii)階ごとに散水量を設定する，

iii)追肥に有機系肥料を用いる，ことに配慮することと

した。それ以降，各植物の生育状況が安定した。 
 以上，壁面の植生を維持するために，風環境や土壌

水分に留意し，植物の生育状況に応じて管理スケジュ

ールを設定することが重要であることが確認された。 
 

4.  まとめ 
 横浜国立大学建築棟に設置した壁面緑化システムに

おいて，プランターの足元をメッシュ状の登はん補助

材と付着型つる植物で被覆し，開口部の前に張ったロ

ープに巻つる性植物を登はんさせることによって，定

常的に窓面の 20～30％を被覆できた。また，①付着型 
植物にはヘデラ・カナリエンシス，巻つる性植物には 

 
 

 
 

ジャスミンやスイカズラが適していること，②登はん

補助材にロープを用いる場合，斜めに張ることによっ

て被覆率を高められることが明らかとなった。 
 なお，開口部の緑化が熱環境に及ぼす影響に関して

共同研究者らが一連の研究を行っている 2），3）。カナリ

エンシスによって窓面が 60.7％ほど被覆された場合，

緑化なしに比べて室温差が最大 0.6K（夏期晴天日昼間，

空調停止時）になることが確認された。但し，実測値

より求めた壁面緑化の日射透過率に基づいて年間の熱

負荷解析を行ったところ，常緑種を用いた場合，暖房

負荷増加量が大きくなり，年間熱負荷が 6.3％も増加す

ることが明らかとなった。 
 以上，今回，横浜国大建築棟に適用した工法によっ

て開口部がある建物外皮も緑化を施すことができるが，

建物への熱負荷を考慮すると，季節ごとに，特に冬期

の被覆率を植物種や維持管理によって制御しなければ

ならないことが明らかとなった。 
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2009 2010 2011
春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋

誘引 1 2 2 2 1 3 3 2

剪定 1 1 1

除草 2 1 1 1 3 3 2

施肥 有機入化成 微量要素
4,5,6F-堆肥
他階-化成

有機入化成 ボカシ堆肥

散水
スケジュール

<各フロア>
週3回

深夜4分間

<各フロア>
週3回

深夜5分間
明方5分間

<各フロア>
週3回

深夜4分間

<2～5F>
週3回

深夜5分×2
<6～RF>
週3回

深夜8分×2  

表-4 実施した維持管理作業とその頻度 
Table 4  Schedule of maintenance of greening wall 
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