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はじめに  

（１）「沖縄地域における屋上・壁⾯緑化の⼿引き」とは 
本書は、沖縄地域において建築物や土⽊構造物（以後「建築物等」とします）緑化に関係する技

術者に向けた⼿引き書です。 
緑化資材に沖縄県産材を積極的に活用し、県の活性化に貢献する都市緑化を目指していることが

本書の特徴で、国営沖縄記念公園海洋博覧会地区（以下、海洋博公園という）において実施した実
験結果を活用し、県産材を用いて効果的に緑化することができる適切な技術を紹介しています。 

（２）本書の目的 
私たちは、緑化による多⾯的な効果を適切に発現させ地域の環境を改善すると同時に、沖縄県産

の緑化資材の活用や観光地としての魅⼒の向上により地域の活性に資することを目的として本書
を作成しました。 

○建築物等緑化の普及推進に寄与する 
沖縄県の特性を反映した建築物等緑化の⼿引きである本書を広く

頒布することにより県⺠の建築物等緑化への理解が進み、普及拡大
が期待できます。 

○都市の景観整備、低負荷・循環型社会実現へ寄与する 
沖縄の在来植物、亜熱帯植物を活用した、沖縄にふさわしい建築

物等の緑化が普及することにより、観光県沖縄の景観向上やうるお
いある都市空間の形成が期待できます。 

建築物等の緑化が普及することにより、建物レベル・都市レベル
の温熱環境が改善し、ひいては低負荷・循環型の都市形成が期待で
きます。 

○沖縄地域における建築物等の緑化技術の向上に寄与する 
沖縄地域の有する条件（緑化目的・環境条件等）に適した屋上・

壁⾯緑化技術を⽰すことにより、適切な緑化⼿法で安定的な緑化遂
⾏に寄与する。⼜技術開発の波及効果も期待できます。 

○沖縄地域の産業振興に寄与する 
沖縄県産材を活用した緑化⼿法を⽰しています。今後、この⼿法

が普及することにより関連産業が活性化し、沖縄県の産業振興に寄
与する可能性があります。 

○海洋博公園における成果の活用が出来る 
海洋博公園における建築物等緑化技術の開発（実証試験・⼿引き

の整備等）の成果が広く沖縄地域の建築物等緑化の普及に資するこ
ととなります。 
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■作成の背景 

・国営沖縄記念公園事務所では、平成 15 年度〜20 年度の期間、主に海洋博公園の建築物の屋上や壁⾯緑化の実施を検討するにあ
たって「屋上・壁⾯緑化技術に関する調査研究」を実施しました。 

・この研究は、亜熱帯地域における屋上・壁⾯緑化に関する知⾒を得ることに加え、沖縄地域の活性化に資する緑化を目指し、県
産材の緑化資材としての可能性について、園内で様々な資材を用いて栽培実験を実施して有効性について検証を重ねたものです。 

・この研究成果を有効に活用し、地域の活性化に資する緑化を推進するために本書を作成しました。 
■本書の構成 

・「本編」と「事例集」で構成しています。 
●本編の内容 
・実験に基づき安定的に緑化可能であると実証された沖縄県産材を使用した屋上緑化の仕様である「屋上緑化推奨構成」について、

推奨する土壌や排⽔層の構成と配合⽐率を具体的に⽰しています。 
・屋上緑化バリエーション（案）は、屋上緑化推奨構成の活用バリエーションについて、緑化の条件や目的の異なる数タイプを紹

介しており、適用する建築物や適用箇所の特性に応じて応用することができます。 
・壁⾯緑化推奨構成は、沖縄地域の気候風土に根ざした植物を活用した壁⾯緑化の構成について⽰したものです。 
・壁⾯緑化タイプ（案）は、壁⾯緑化推奨構成の活用バリエーションについて、緑化箇所の状況に対応した数タイプの標準的なモ

デルについて紹介しており、適用する建築物や適用箇所の特性に応じて応用することができます。 
・これら実証実験に基づいた緑化推奨構成を活用することによって、安定的な植物の⽣育や許容荷重の⼩さな建築物への配慮、期

待する効果の発現などが期待できます。 
●事例集の内容 
・「事例集」では、緑化を計画する際の参考となる沖縄地域の事例を、建物用途毎に整理し、写真と管理者からのヒアリング情報を

コメントで⽰しています。 

■利用に際しての留意事項 
・本書で提案している屋上・壁⾯の緑化推奨構成、ならびに緑化バリエーション（案）は、沖縄地域の既存の建築物や今後計画さ

れる土⽊構造物の屋上や壁⾯の緑化に適用できます。 
・本書で提案している屋上・壁⾯の緑化推奨構成、ならびに緑化バリエーション（案）は、国営沖縄記念公園事務所が独自に提案

しているもので、他の基盤材及び基盤構成の利用を制限し、緑化における設計の自由度を制限するものではありません。 
・本書は、屋上・壁⾯の緑化推奨構成、ならびに緑化バリエーション（案）に基づいた整備による効果を保証するものではありま

せん。 
・屋上・壁⾯の緑化推奨構成、ならびに緑化バリエーション（案）を用いて屋上緑化・壁⾯緑化の計画・設計、施⼯、運用するに

際には、必ず建築基準法や消防法等をはじめとする関係する法令・条例等を確認し、これを遵守してください。 
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１．沖縄地域における屋上・壁⾯緑化の意義と効果 

沖縄地域における建築物等の緑化は、以下に⽰す３つの意義と効果があります。 
 
（１）沖縄らしい景観形成 
（２）都市空間や⽣活空間の環境条件の改善 
（３）自然環境がもたらす恵みの享受 
（４）沖縄県の産業振興への寄与 
 

（１）沖縄らしい景観形成 

○地域全体を観光地としてレベルアップする 

・観光県である沖縄県において、より多くの⽅が魅⼒的と感じる景観を形成することは、観光客を
誘致する上で大変に重要です。 

・優れた観光地の魅⼒は、個々の観光施設でなく、地域全体が醸し出す地域の特性にあります。 
・観光地として沖縄地域をみた場合、点在する個々の観光施設には質の⾼いものが多く⾒られるも

のの、沖縄の特質を⽣かした地域の魅⼒づくりについては⼗分とはいえません。 

○沖縄の造園・緑化技術が亜熱帯地域の特性を活かす 

・沖縄らしい景観は、亜熱帯の気候特性にその源泉があります。 
・沖縄地域の気候特性を最も反映する植物を材料とした造園・緑化が、亜熱帯地域の特性と他には

ない地域の魅⼒を引き出します。 
・地上部と共に建築物等を緑化することにより、沖縄らしい景観形成に大きな効果をもたらします。 

○⽇常の⽣活空間を豊かにする。 

 ・良好な景観の形成は、単に観光客へのもてなしだけではなく、そこに住まう⼈々の⽇常の⽣活
空間を豊かにします。 

 
 

 

街路景観形成効果 俯瞰景観（モノレール車窓景観等）形成効果 
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（２）都市空間や⽣活空間における環境の改善 

○温熱環境を改善する 

・昼間、建築物の表⾯は、直射⽇光によって気温を大幅に上回る温度にまで⾼温化します。⾼温化
した建築物は、周辺の⽣活空間に輻射熱を放射し「暑さ」の要因となると同時に、都市空間全体
の温熱環境を悪化させます。特に RC 造など⽐熱の大きな建築は⽊造と⽐較して蓄熱量が多く、
⾼温化の影響が夜間にまで及びます。 

・屋上・壁⾯緑化は、建築物の表⾯温度の⾼温化を和らげ、⽣活環境の温熱環境を改善するほか、
蒸発散作用によって都市空間の熱環境を緩和します。 

○エネルギー消費を削減する  

・沖縄地域の建築の形態は、かつての自然の⼒を活かした風通しの良い建築から、多くのエネルギ
ーを消費する空調設備を備えた建築へと大きく様変わりました。 

・壁⾯緑化のひとつである緑のカーテン等は、涼しげな屋内・外の景観を演出するとともに屋内に
侵⼊する⽇射を和らげます。このような緑化を適切に⾏うことにより、⽣活空間の快適化とエネ
ルギー消費の軽減をもたらし、省 CO2 型都市・地域構造の形成に貢献します。 

○⾬⽔流出を抑制する  

・沖縄県における降⽔は、スコールや「かたぶい（集中豪⾬）」など、短期時間に多くの降⽔量が
あることが大きな特徴です。 

・都市部においては、⼈⼯的な土地被覆が増加したことにより、⾬⽔が地表に滞留することなく河
川に流れ出してしまいます。この結果、河川の⽔量が極端に変動し、都市型⽔害や渇⽔の要因と
なることが考えられます。 

・屋上緑化は、⼈⼯的な土地被覆を緑で覆うことによって、⾬⽔の流出を穏やかにし、都市型⽔害
の発⽣や渇⽔の抑制に貢献します。 

 

 
 

屋上緑化による屋内への熱貫流の低減 
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緑化部分のコンクリート表⾯ 
施⼯当時そのままを思わせる新鮮な表⾯ 
（施⼯後１８年） 

露出部分のコンクリート表⾯ 
かなり劣化している（施⼯後１８年） 

（３）みどりがもたらす恵みの享受 

○⽣態系サービスを増大する 

・都市はその活動によって様々な環境負荷もたらしますが、大気や⽔の浄化や廃棄物の分解など、
⽔と緑の自然環境基盤がその負荷を⽀えています。 

・都市を⽀えるみどりがもたらす各種の恩恵は、そこに⽣息する動物や⿃、昆⾍などによる⽣態系
に依存しています。 

・特に都市化が進⾏した緑が少ない市街地においては、⽣物の⽣息・⽣育域が減少しており、これ
らの⽣態系サービスが⼗分に機能していないことが考えられます。 

・屋上や壁⾯に緑をつくることは、⽣きものの⽣息・⽣育空間を拡大し、都市における⽣態系サー
ビスの増大に大きく貢献すると考えられます。 

○防⽔層や壁⾯の劣化防⽌など、建築物の保護効果をもたらす 

・沖縄地域は、⽇射が強く、風⾬が激しいことなどから建築物にとって過酷な環境といえます。 
・⽣体である屋上・壁⾯緑化などの緑化⾯は、環境に対応して常に更新することが特徴です。 
・屋上・壁⾯緑化により建築物を覆うことは、防⽔層や壁⾯の劣化防⽌などの保護し、建物の寿命

を⻑くする効果を発揮することが期待できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
       出典：都市緑化技術開発機構 特殊緑化共同研究会編 ,NEO GREEN SPACE DESIGN① P31 
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（４）沖縄の産業振興への寄与 

○沖縄県の産業振興に寄与する 

・私たちは、沖縄地域における建築物等の緑化は、前述したような緑化による様々な効果が発揮さ
れると同時に、沖縄の産業振興に寄与することが必要であると考えています。 

・このため、後述する屋上緑化推奨構成を検討するにあたっては、県産材を活用した亜熱帯植物の
⽣育に適した緑化資材を研究すると同時に、資材の価格、⼗分な供給量、流通体制の確⽴などを
勘案して策定しました。 

○沖縄県産材を活用する 

・建築物等の緑化に活用する資材に沖縄県産材を活用することにより、これを産出する地域、これ
を取り扱う県内の流通機構などが活性化し、沖縄の産業振興に寄与することが期待されます。 

○沖縄地域の緑化技術を活用する 

・緑化に当たり沖縄地域の緑化技術を活用することにより、亜熱帯植物の⽣産者、造園・園芸に関
わる事業者などが活性化することで、沖縄の産業振興に寄与することが期待されます。 
 

建築物等の緑化による産業振興 

沖縄県産土壌改良材の製造状況 沖縄県産土壌（国頭マージ） 
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２．屋上緑化推奨構成 

（１）屋上緑化推奨構成とは？ 

・本⼿引きにおける屋上緑化推奨構成とは、国営沖縄記念公園事務所が提案する沖縄地域の植⽣や
気候などに対応し、沖縄地域の活性化に資する屋上緑化基盤と緑化植物の構成のことです。 

○実証実験に基づいた緑化基盤 

・沖縄地域における屋上緑化や壁⾯緑化について、地域
での実績不⾜よって期待する結果が得られない可能性
があることが、その実施を躊躇させている大きな要因
のひとつと考えられます。 

・屋上緑化推奨構成は、国営沖縄記念公園事務所が平成
15 年度〜20 年度の期間に実施した、沖縄県産材を活
用した緑化基盤の実証実験の成果を活用し、安定的な
植物の⽣育が期待できる緑化基盤の構成を提案してい
ます。 

○地域活性化に貢献する緑化資材 

・屋上緑化推奨構成では、地域活性化に貢献する都市緑
化を目指して、屋上緑化基盤の主な材料として沖縄県
産材を活用しています。 

・今回提案している屋上緑化推奨構成では、改良土壌に
「国頭マージ」と「独⽴発泡タイプ廃ガラス材」を、
排⽔層に保⽔性を有しない「独⽴発泡タイプ廃ガラス
材」を採用しています。 

・これらは、実証実験の結果の結果より植物が安定して
⽣育した材料の中から、産業振興の観点から流通体制
や価格を勘案して選定しました。 

○建築物の耐荷重に対応した緑化基盤の厚さと配合比 

・屋上緑化は、実施する箇所の荷重条件に適応することが必要ですが、緑化基盤の重量は、採用す
る基盤の厚さや軽量土壌の配合⽐によって大きく異なり、また⽣育可能な植物も変化します。 

・屋上緑化推奨構成の改良土壌は、「国頭マージ」と「独⽴発泡タイプ廃ガラス材」を適切な割合
で配合することによって、植物の⽣育に⼗分な量の土壌の軽量化が可能となり、特別な補強をし
なくても既往の建築物に適応できることが特徴です。 

・本書では、植物の⽣育可能な軽量土壌の厚さと配合⽐に対応した単位当たり重量を明らかにして
おり、建築物の耐荷重に対応して緑化基盤を設計することが可能です。 
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＜資料＞ 海洋博公園における屋上・壁⾯緑化に関する調査研究 
■改良土壌の検討 

本書で提案している屋上緑化推奨構成では⺟材として国頭マージを推奨していますが、屋上緑化
に活用可能な沖縄県産土壌は、この他にも島尻マージ、ジャーガル、琉球⽯灰岩があります。 

また、⺟材を改良するための改良材として、⽊炭、堆肥、独⽴発泡タイプ廃ガラス材を活用した
沖縄県産土壌改良材などがあります。 

国営沖縄記念公園事務所では、これらの⺟材、改良材について各種の試験を実施し、その特性を
まとめました。以下に⺟材と改良材の試験結果の概要を⽰します。 

表：母材の特性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表：改良材の特性 
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■排⽔層の検討 
排⽔材料は、①⼗分な透⽔能⼒を有していること、②⼊⼿が容易で安価であること、③出来るだ

け軽いこと（荷重制限により重要となる）、④郷土の材料であること、の４つの条件で選定しまし
た。 

このうち、荷重制限が最も重要であることから屋上緑化推奨構成における排⽔層には独⽴発泡タ
イプ廃ガラス材を採用しました。 

表：排水層の特性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■植物種の選定 
屋上・壁⾯緑化は通常の植栽より厳しい環境条件での植栽となります。海洋博公園における調査

研究では、下図に⽰すフローに基づき植物種を選定した上で試験植裁を実施し、植物種の屋上・壁
⾯緑化への適正について調査しました。 

本書で紹介している適性植物リストは、植物種選定フロー及び試験植裁の結果に基づいて作成し
ています。 

    図：植物種選定のフロー 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

□候補種 
海浜・岩礁植⽣の植物 

 屋上・壁⾯緑化において実績のある植物

□市場性の調査
⽣産可能、計画⽣産可能な植物、及び今後活用可能な植物 

□目標とする緑化タイプの決定樹種
・彩りのある緑化 
・緑量のある緑化 
・薄層植栽基盤での緑化 

№ 候補排⽔材料 透⽔性 ⼊⼿難易・価格 重 量 総合評価
クラッシャラン 重い

(2.4ｔ/m2)
クラッシャラン １に⽐べやや軽いが、重い

(2.0ｔ/m2)
単粒度砕⽯ ①と同様

(2.4ｔ/m2)
非常に軽い
(0.45ｔ/m2)

3 非常に⾼い △重量が重く、やや⾼価

4

容易・安い

容易・安い

容易・やや⾼い

容易・非常に⾼い非常に⾼い ○重量は軽く透⽔性は良い
が、⾼価である

2 ⾼い ◎重量はやや重いが、⼊⼿
容易で安価

保⽔性を有しない
独⽴発泡タイプ廃ガラス材

1 ⾼い △⼊⼿は容易で安価である
が重量が重い
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（２）屋上緑化推奨構成の内容 

１）屋上緑化推奨構成 

・屋上緑化推奨構成は、下図に⽰す改良土壌、排⽔層、緑化植物からなっています。 
■屋上緑化推奨構成模式図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）改良土壌 

 
「国頭マージ」と「独立発泡タイプ廃ガラス材」を配合したものを推奨します。 
 

・屋上緑化推奨構成で推奨している改良土壌は、「国頭マージ」と「独⽴発泡タイプ廃ガラス材」
を配合したもので、堆肥を混⼊して施⼯します。 

②構成材料 

■国頭マージとは 
中・古⽣層の岩⽯や洪積層の国頭礫層の風化で⽣じた土。粘土質で明るい赤⾊を呈し弱酸性。名

は沖縄島北部の国頭地域に広く分布するのに由来する。他に久⽶島東部、⽯垣島、⻄表島に分布。
土壌学の分類では赤⻩⾊土。（「沖縄コンパクト事典」／琉球新報社編より） 

■独立発泡タイプ廃ガラス材とは 
地域から排出される廃ガラスを原料とした軽⽯状の多孔質軽量発泡資材。 
 
 
 
 
 
 

沖縄県産の独⽴発泡タイプ廃ガラス材の製造過程 
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③構成材料の配合比 

・改良土壌の配合⽐と植栽基盤の厚さ（土壌厚）別の単位当り重量（kg/㎡）について、堆肥を混
⼊しない場合と加えた場合に分け、参考値として⽰します。 

 
 
 
 
 
 
 

（注）「植栽基盤の厚さと改良土壌の配合比」のご利用にあたって 

・改良土壌の「植栽基盤の厚さと配合⽐」別重量表（kg/㎡）は、国営沖縄記念公園事務所が実施した「屋上・壁
⾯緑化技術に関する調査研究」で試験した材料をもとに作成しており、市販されている緑化資材とは⽐重が異な
ることがあります。 

 

２）排⽔層の推奨構成 
 
「独立気泡タイプ廃ガラス」を推奨します。 

 

・屋上緑化推奨構成で推奨している排⽔層は、速やかな排⽔が可能な「独⽴発泡タイプ廃ガラス材」
（沖縄県産の品質が安定した均質なもの）とします。 

・独⽴発泡タイプ廃ガラス材を用いた製品には改良土壌資材として保⽔性能を有する資材も存在し
ますが、排⽔層に使用しないで下さい。  

 
 
 

■改良土壌の「植栽基盤の厚さと配合⽐」別重量表（kg/㎡）

9:1 7:3 5:5 3:7 9:1 7:3 5:5 3:7

1.35 1.18 1.01 0.83 1.25 1.13 1.00 0.87

100mm 135 118 101 83 125 113 100 87

150mm 203 177 152 125 188 170 150 131

200mm 270 236 202 166 250 226 200 174

300mm 405 354 303 249 375 339 300 261

土壌厚

国頭マージ：廃ガラス発泡剤（堆肥なし） 国頭マージ：廃ガラス発泡剤（堆肥あり）配合
配合⽐（容積）

⽐重

■排⽔層の厚さ別重量（kg/㎡）

30mm

50mm

材料
⽐重

排⽔層厚

独⽴発泡タイプ廃ガラス材（φ5〜15mm）
0.5

15
25
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３．屋上緑化バリエーション（案） 

（１）屋上緑化バリエーション（案）とは 

・屋上緑化バリエーション（案）とは、施⼯場所の条件や緑化の目的が異なる 4 種類の状況にお
いて、屋上緑化推奨構成を活用した場合の典型的な例を⽰したものです。 

・屋上緑化バリエーション（案）では、タイプごとに、その特徴や留意事項を整理するとともに、
施⼯事例を紹介しています。 

・屋上緑化推奨構成を活用した屋上緑化を計画することができます。 

（２）施⼯場所の条件や緑化の目的に適した屋上緑化 

・屋上緑化バリエーション（案）4 つの屋上緑化タイプは、施⼯のために必要な建築物の条件や、
緑化による機能が異なります。 

・施⼯場所の状況や屋上緑化の目的にあわせて、以下のフローを参照の上、適切なタイプを選択し
てください。 
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（２）モデル⼀覧 
 

 

 

 

 

芝⽣タイプA 芝⽣タイプB 草本・低⽊タイプ 菜園タイプ

・温熱環境の改善を主な目
的とした既往の建築物の屋
上緑化

・緑の景観形成を主な目的
とした既往の建築物の屋上
緑化

・屋上空間の積極的活用を
目的とした屋上緑化

・食育や地域コミュニティ
の醸成等を目的とした屋上
緑化

・既存建築物に適用可能な
荷重
・低い整備コスト
・低いメンテナンスコスト
・温熱環境改善効果

・既存建築物に適用可能な
荷重
・低い整備コスト
・低いメンテナンスコスト
・温熱環境改善効果
・景観形成効果

・多面的な価値の発揮
・温熱環境改善効果
・景観形成効果
・屋上空間の積極的活用

・多面的な価値の発揮
・温熱環境改善効果
・緑を通じたコミュニティ
醸成効果
・屋上空間の積極的活用

100～150mm 150～200㎜ 150～200㎜ 150～300㎜

130kg/㎡程度以上の積載
荷重に対応すること

200kg/㎡程度以上の積載
荷重に対応すること

200kg/㎡程度以上の積載
荷重に対応すること

350kg/㎡程度以上の積載
荷重に対応すること

あり

乾燥に強い地被植物や小型
の低木

沖縄地域の農作物

・温熱環境の改善
・緑の景観形成
・温熱環境の改善

温熱環境の改善
景観の形成 △ ◯

屋上空間の活用 × ◯

・耐荷重の確認
・台風時を想定した排水関
連施設のメンテナンス手段
の確保
・潅水システムの設計

・耐荷重の確認
・台風時を想定した排水関
連施設のメンテナンス手段
の確保
・農作業を前提とした土壌
厚、附帯施設の確保

・緊急時の潅水

・除草
・刈り込み
・施肥
・緊急時の潅水

・除草
・刈り込み
・施肥
・自動もしくは手動による
日常的な潅水

・除草
・施肥
・菜園管理者による日常的
な管理

◎

◎

・屋上緑化を前提するなど許容荷重の大きな建築物

なし

・緑の景観形成
・温熱環境の改善
・屋上空間の活用

◯

・屋上緑化を想定していない許容荷重が少ない既存建築
物

・耐荷重の確認
・台風時を想定した排水関連施設のメンテナンス手段の
確保
・緊急時の潅水方法の確認

⽣育する植物
（候補植物種を参照）

期待される効果

計画・設計時の
留意点

地被植物（芝生を含む）

主なメンテナンス

タイプ

イメージ

概要

特徴

土壌厚

建築物の条件

灌⽔
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屋上緑化バリエーション（案）

（土壌厚100㎜〜150㎜ 灌⽔なし）
■建築物等の条件

施⼯箇所 平坦かそれに近い屋上に適用

施⼯規模 簡易な施⼯

耐荷重  130kg/㎡程度以上の積載荷重に対応
■導⼊する施設

植裁 地被植物(芝⽣等を含む)

灌⽔施設 緊急時の⼿撒き灌⽔の設備（夏場10⽇程度以上の連続⽇照り等）

土壌厚 100㎜〜150㎜
■1㎡当りの参考重量（kg/㎡）（堆肥20％混⼊時）

・緑化構成材のうち重量の大半を占める土壌層と排⽔層の個別重量と合計重量を参考として⽰します。

9:1 7:3 5:5
1.25 1.13 1.00

100mm 125 113
150mm 188 170 150

排⽔層 30mm
130mm 140 128
180mm 203 185 165

※荷重を算出する場合には、植物、その他資材等の重量を別途加算して下さい。
■メンテナンスの条件

低い

基本的になし（緊急時（過剰に乾燥したとき）は灌⽔が必要）
■期待する効果

安定的に美しい芝⽣⾯、上空（モノレール等）からの景⾊の改善

屋内（屋上直下）の温熱環境の改善

昆⾍等の⽣息・⽣育空間の提供

土壌層が薄いため、基本的に不可
■応用

○より美しい芝⽣⾯を安定的に保ちたいとき
・自動灌⽔装置の導⼊

・維持管理の⽔準の向上（除草、灌⽔の頻度、施肥等）

⽣態系サービス

灌⽔

建築物：屋上１.芝⽣タイプ-A

メンテナンスの頻度

空間活用

配合 国頭マージ：廃ガラス発泡材（堆肥あり）
改良土壌の配合⽐（容積）

改良土壌の⽐重

改良土壌

15

計

景観
熱環境
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 屋上緑化バリエーション（案）

（土壌厚150㎜〜200㎜ 灌⽔なし）
■建築物等の条件

施⼯箇所 平坦かそれに近い屋上に適用

施⼯規模 簡易な施⼯

耐荷重  200kg/㎡程度以上の積載荷重に対応
■導⼊する施設

植裁 地被植物(芝⽣等を含む)

灌⽔施設 緊急時の⼿撒き灌⽔の設備（夏場10⽇程度以上の連続⽇照り等）

土壌厚 150㎜〜200㎜
■1㎡当りの参考重量（kg/㎡）（堆肥20％混⼊時）

・緑化構成材のうち重量の大半を占める土壌層と排⽔層の個別重量と合計重量を参考として⽰します。

9:1 7:3 5:5

1.25 1.13 1.00

150mm 188 170

200mm 250 226 200

排⽔層 30mm 15

180mm 203 185

230mm 265 241 215

※荷重を算出する場合には、植物、その他資材等の重量を別途加算して下さい。
■メンテナンスの条件

低い
基本的になし（緊急時（過剰に乾燥したとき）は灌⽔が必要）

■期待する効果
安定的に美しい芝⽣⾯、上空（モノレール等）からの景⾊の改善

屋内（屋上直下）の温熱環境の改善

昆⾍等の⽣息・⽣育空間の提供

活動空間としての屋上の提供
■応用

○より美しい芝⽣⾯を安定的に保ちたいとき
・自動灌⽔装置の導⼊
・許容加重に余裕がある場合、より厚い土壌層の導⼊
・維持管理の⽔準の向上（除草、灌⽔の頻度、施肥等）

○緑化部を踏込可として利用したいとき
・観賞・休憩を目的に緑化部に⽴ち⼊る場合、緑化表層へ補強材を導⼊し緑化⾯を保護
・軽度の運動等は可能ですが、緑化⾯を過度に損耗するような利用は避ける

景観
熱環境

⽣態系サービス
空間活用

建築物：屋上２.芝⽣タイプ-B

メンテナンスの頻度
灌⽔

改良土壌の配合⽐（容積）
国頭マージ：廃ガラス発泡材（堆肥あり）

改良土壌の⽐重

改良土壌

計

配合
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 屋上緑化バリエーション（案）

（土壌厚150㎜〜200㎜ 灌⽔あり）
■建築物等の条件

施⼯箇所 ⾒られる機会の多い平坦かそれに近い屋上・ベランダ・⼈⼯地盤等

施⼯規模 大規模な改修、新規計画建築物への適用

耐荷重  200kg/㎡程度以上の積載荷重に対応
■導⼊する施設

植裁 乾燥に強い草本や低⽊

灌⽔施設 自動もしくは⼿撒き灌⽔の設備

土壌厚 150㎜〜200㎜
■1㎡当りの参考重量（kg/㎡）（堆肥20％混⼊時）

・緑化構成材のうち重量の大半を占める土壌層と排⽔層の個別重量と合計重量を参考として⽰します。

9:1 7:3 5:5

1.25 1.13 1.00

150mm 188 170

200mm 250 226 200

排⽔層 30mm
180mm 203 185

230mm 265 241 215

※荷重を算出する場合には、植物、その他資材等の重量を別途加算して下さい。
■メンテナンスの条件

確実で⾼い頻度

自動もしくは⼿撒き
■期待する効果

屋内（屋上直下）の温熱環境の改善

⿃類、昆⾍等の⽣息・⽣育空間の提供

鑑賞・活動空間として積極的に活用
■応用

○大きめの低⽊を導⼊する場合
・より厚い土壌層の導⼊

○緑化部を庭的に活用する場合
・連続的に厚さが変化する植栽基盤の導⼊

・土壌層の厚さに応じた植裁の導⼊（薄い土壌：芝⽣・草本、厚い土壌：低⽊）

・より厚い土壌を実現できる緑化コンテナを導⼊することによって中⾼⽊を配置することも可能

建築物：屋上３．草本・低⽊タイプ

メンテナンスの頻度

庭園空間や鑑賞空間の形成
上空（モノレール等）からの景⾊の改善、うるおいある景観を形成景観

配合
改良土壌の配合⽐（容積）

改良土壌の⽐重

改良土壌

計

国頭マージ：廃ガラス発泡材（堆肥あり）

灌⽔

15

空間活用

熱環境
⽣態系サービス
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屋上緑化バリエーション（案）

（土壌厚150㎜〜300㎜ 灌⽔あり）
■建築物等の条件

施⼯箇所 利用者が安全に作業することが可能な屋上・⼈⼯地盤等

施⼯規模 大規模な改修、新規計画建築物への適用

耐荷重  350kg/㎡程度以上の積載荷重に対応
■導⼊する施設

植裁 沖縄地域の農作物

灌⽔施設 ⼿撒き灌⽔の設備

その他 農機具の収納庫、器具等の洗い場
■1㎡当りの参考重量（kg/㎡）（堆肥20％混⼊時）

・緑化構成材のうち重量の大半を占める土壌層と排⽔層の個別重量と合計重量を参考として⽰します。

9:1 7:3 5:5

1.25 1.13 1.00

150mm 188 170

200mm 250 226 200
300mm 339 300 261

排⽔層 30mm

180mm 203 185

230mm 265 241 215

330mm 354 315 276

※荷重を算出する場合には、植物、その他資材等の重量を別途加算して下さい。
■メンテナンスの条件

確実で⾼い頻度

⼿撒き
■期待する効果

農作業を通じたコミュニティの形成

農と緑を通じた⾷育・環境学習の推進

屋内（屋上直下）の温熱環境の改善

農産物の供給
■応用

○より多くの収穫を期待する場合
・より厚い土壌層の導⼊、施肥

○果樹を導⼊する場合
・より厚い土壌を実現できる緑化コンテナを導⼊することによって果樹を栽培することも可能

建築物：屋上４．菜園タイプ

メンテナンスの頻度
灌⽔

国頭マージ：廃ガラス発泡材（堆肥あり）

15

計

配合

改良土壌の⽐重
改良土壌の配合⽐（容積）

改良土壌

⽣態系サービス

コミュニティの醸成
⾷育・環境学習の場

熱環境
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（３）沖縄における屋上緑化にふさわしい植物 
沖縄地域における屋上緑化に用いる候補となる主な植物を以下に⽰します。 

 
 
芝⽣タイプ（地被植物を含む）

植物名 特    徴

アメリカハマグルマ 昭和50年頃に熱帯アメリカから導⼊された常緑の多年草で、⻩⾊の花が美しい。成⻑が早
くのり⾯緑化や、道路緑化に利用されており、萌芽⼒が強いため刈り込みが必要。

イヌシバ 多年⽣の草本で、アメリカ南部・熱帯アメリカ原産。地上を這う茎から発根して広がり、
⽣⻑は早く刈り込みをせず放置すると30㎝にも伸びる。

イワダレソウ 熱帯から亜熱帯に広く分布する、クマツヅラ科イワダレソウ属の地表を低く這う植物で、
よく群落を作る。

コウライシバ 東南アジア原産の芝で、⼀般緑化、庭シバとして最も多く用いられている。ノシバより耐
寒性はやや劣る。茎は地表を這うようにしてのび、節から根を出しながら広がっていく。

ヒメキランソウ
多年⽣の草本で、海岸近くの草地や岩場に多く⾒られる。
盛んにランナーを出し繁殖し、緻密に地表⾯を覆う。⽇当たりの良い排⽔の良い砂質土壌
を好む。

草本・低⽊タイプ
植物名 特    徴

キバノタイワンレンギョウ クマツヅラ科の常緑低⽊で、タイワンレンギョウを基本種とした園芸品種で、葉の⾊が⻩
⾊。強い剪定に耐えるので、⽣垣にも使いやすい。

シャリンバイ 気汚染に強いことから道路脇の分離帯などに植栽されたり、艶のある常緑葉が美しく、良
く刈り込みに耐えるため庭⽊として植栽されている。

ミニサンダンカ 赤、ピンク、⻩⾊等の品種がある。別名：ベニデマリ、コバノサンダンカ

ハリツルマサキ 常緑の低⽊で、海岸地の岩場に自⽣が⾒られる。
半つる性で、⽇当たりの良い排⽔の良い砂質土壌を好み、強剪定にも耐える。

菜園タイプ
植物名 特    徴

シマトウガラシ
（島唐⾟⼦）

沖縄原産、ナス科トウガラシ属の多年草または低⽊。草丈は40-60cmで茎は多数に枝分か
れする。沖縄では各家庭の屋敷内によく⾒かけられ、古くから料理、薬用として利用され
てきた。

ハンダマ（⽔前寺菜）昔から薬草として常用されてきた。⽔のあるところを好み、挿し⽊で簡単にふやせて、難
しい栽培法はなく農薬も不要で、⼀年を通じてとれる。

シマナー（⾟⼦菜) で、作りがってのよい野菜です

ニガナ（苦菜） キク科の多年草。土壌を選ばず、⽇の当たるところであればどこにでも育つ。夏季の野菜
が少ない時期にも収穫できる。沖縄では，琉球王朝時代から⾷されてきた。

ワケギ（分葱） ギリシャ原産のネギ科ネギ属の球根性多年草植物で、⾷用などに家庭園芸やベランダ園芸
として年中栽培できる野菜である。

※ ここに紹介した種以外にもホウレンソウ、レタス、ニラなど多種が栽培できる
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４．壁⾯緑化推奨（案） 

（１）壁⾯緑化推奨（案）とは 

・沖縄における壁⾯緑化として推奨されるものを、緑化タイプと、沖縄県産の植物それぞれの⾯か
ら⽰しています。 

（２）壁⾯緑化タイプ（案） 

・壁⾯緑化タイプ（案）は、沖縄地域における壁⾯緑化の事例に基づいた典型的な 4 つのタイプ
を設定しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※壁⾯緑化には上記のほか、下垂する植物を垂らす⽅法もありますが、特に沖縄では強風時に揺れ
てすり切れる場合があるため、ほとんど用いられません。 

 
 
 

・直接壁面に付着及び着生
する植物による緑化

・登はんのための補助施設
に巻きつく、または絡み付
く植物による緑化

・プランターや鉢をベラン
ダやバルコニーなどの壁の
前に設置する緑化

・壁面緑化ユニットにより
植栽基盤を造成する緑化

・比較的小さい面積でも使
用できる
・景観上のアクセントやラ
ンドマークとなる効果を期
待できる
・均一に広げるのが難しい

・壁の前面にロープやネッ
トを張ったり、支柱や格子
を設けるなどして、それに
植物を絡ませ、壁面を覆う
・緑のカーテンは、仮設の
資材を用い簡易に設置・撤
去することが可能
・ドラゴンフルーツを栽培
するなど沖縄らしい緑化を
手軽に楽しむことが可能

・壁面又は壁面の前に設け
たプランターから、植物を
上に伸ばしたり下に垂らし
たりして壁面を覆う

・壁面に植栽基盤を取り付
けて植物を生育させる

イメージ

概要

特徴

壁前植栽 基盤造成タイプ 直接登はん 間接登はん
（緑のカーテンを含む）
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（３）沖縄における壁⾯緑化にふさわしい植物 
沖縄地域において、壁⾯緑化用の候補となる主な植物を、以下に⽰します。 

  
 

付着タイプ
植物名 特      徴

アマミヅタ
ブドウ科の落葉つる性⽊本のツタで、⽣⻑が非常に速い。
茎ひげの先端に吸盤を持ちネット等の補助資材なしで、建築物の壁⾯やのり⾯に伸びてい
く。

オオイタビ
関東南部以⻄、特に海岸近くの暖地に自⽣しするクワ科イチジク属の常緑⽊本類で、⽣⻑
はやや遅い。壁や樹⽊等に吸着して伸び刈り込みに耐えるので、剪定して形を整えること
ができる。

ヒハツモドキ 東南アジア原産のコショウ科の⽊本性つる植物で、⽣⻑は早い。
種⼦は粉末にして⾹⾟料に利用される、果実は赤く熟するので観賞価値も⾼い。

ヒメイタビ オオイタビに非常によく似ているが、葉がやや⼩さく葉柄が短い。
壁に付着し密⽣すると枝が外側に伸びるので、適宜刈り込みが必要。

登はんタイプ
植物名 特      徴

巻きつるタイプ 

コウシュンカズラ 常緑の⽊本類で、沖縄の自⽣種。径2㎝ほどの⻩⾊い花を付け、開花期が⻑く耐潮性があ
り、乾燥、加湿にも強く環境適応性に優れている。

モミジバヒルガオ
沖縄には台湾から導⼊されたものと思われ別名：タイワンアサガオといわれている。葉が

で、放置すると野⽣状態になるため、伸びすぎたつるのピンチが必要。
巻きひげタイプ 

カエンカズラ
大型の常緑つる性植物で、１０ｍ以上にも伸びる。花が次々と咲いて炎のように⾒えるこ
とから「⽕炎」カエンカズラと呼ばれている。⽇当たりの良い、肥沃な土壌を好む。⽇陰
でも⽣育するが花付きが悪くなる。

クダモノトケイソウ 多年性のツル植物で、⽣⻑は速い。ツルは古くなると⽊質化して硬くなる。
楕円形の果実は独特の酸味と⾹味があり⽣⾷のほか、ジュース等に加⼯される。

ニガウリ(ゴーヤー)ビタミンＣを豊富に含み夏野菜として⾷される。

ヘチマ
インド原産のウリ科の⼀年草。巻きひげで他のものに絡みつきながら⽣⻑する。花期は7 -
9⽉。雌花と雄花に別れており、直径8cmほどの⻩⾊い花を咲かせる。キュウリのような
実を付ける。

絡み付きタイプ 

ブーゲンビレア 常緑の⽊本類で、熱帯を代表する花⽊の⼀つである。
⽇当たりの良い、腐植の多い肥沃な土を好む。多くの花⾊がある。

ルリマツリ る。⽣育は⽐較的早く刈り込みにも耐えるので管理も容易である。
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登はん･下垂タイプ
植物名 特      徴

巻きつるタイプ 

ヒスイカズラ フィリピン原産の熱帯に自⽣するマメ科のつる植物で、花の⾊が宝⽯の翡翠の⾊ににてい
ることに由来。花が下垂するのでパーゴラ仕⽴てにするとよい。

ベンガルヤハズカズラ 熱帯インド・ベンガル原産の大型常緑つる性の多年⽣草本。つるは⻑く伸びて⽊質化し薄

巻きひげタイプ 

シッサス
ブラジル、ペルー原産のブドウ科の常緑⽊本類。パーゴラやアーチに利用すると、茎から
赤褐⾊の気根を無数に下垂させ美しい景観を作る。気根を切りそろえて簾状の造形美を楽
しむこともできる。

ニンニクカズラ 付く。和名は、花や葉を砕くとニンニク臭がすることに由来。耐潮風性は極めて強いが、
乾燥にやや弱い。⽣⻑はやや遅いため、剪定は枝を間引く程度とする。

絡み付きタイプ 

アリアケカズラ ⻩⾊や桃⾊の筒状の花を咲かせる常緑の⽊本類で熱帯アメリカ原産。
排⽔の良い肥沃な土を好み、⽇当たりの良い場所で花付きがよい。

ウコンラッパバナ 咲くラッパ状の花では最大といわれる。枝が混み合ってきたら間引き剪定を⾏う。
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５．計画・施⼯に関するチェックポイント 
・建築物等緑化を実施する際、特に留意すべき事項について整理します。 

（１）構造の強度に関するチェックポイント 

・建築物の構造設計に当たっては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、
はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、
風圧、土圧及び⽔圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、⼀様に構造耐⼒上安全であるよ
うにすべきとされています。（建築基準法施⾏令第 36 条の 3） 

・建築基準法施⾏令第 85 条で定められている建築物の積載荷重は下表のとおりです。 
・計画建築物の場合は、固定荷重の⼀部として構造計算を実施してください。また、既存建築物の

場合は、屋上緑化による積載荷重と、風荷重（後述）を算出し、許容範囲内であることを確認し
て下さい。 

表：建築物の積載荷重 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜チェックポイント＞ 

□計画建築物の場合、固定荷重に屋上緑化に関する荷重を⾒込んだ構造計算 
□既往建築物の場合、追加積載荷重と風荷重の合計が当該建築物の積載荷重の確認。 
 

1,800 N/m2 1,300 N/m2 600 N/m2

184 kg/m2 133 kg/m2 61 kg/m2

2,900 N/m2 1,800 N/m2 800 N/m2
296 kg/m2 184 kg/m2 81.576 kg/m2

2,300 N/m2 2,100 N/m2 1,100 N/m2

235 kg/m2 214 kg/m2 112 kg/m2

2,900 N/m2 2,400 N/m2 1,300 N/m2

296 kg/m2 245 kg/m2 133 kg/m2

2,900 N/m2 2,600 N/m2 1,600 N/m2

296 kg/m2 265 kg/m2 163 kg/m2

3,500 N/m2 3,200 N/m2 2,100 N/m2

357 kg/m2 326 kg/m2 214 kg/m2
5,400 N/m2 3,900 N/m2 2,000 N/m2

551 kg/m2 398 kg/m2 204 kg/m2

（７）

（８）

廊下、⽞関⼜は階段

屋上広場⼜はバルコニー

(3)から(5)までに掲げる室に連絡するものにあつては、(5)の「その他の場
合」の数値による。
(1)の数値による。ただし、学校⼜は百貨店の用途に供する建築物にあつて
は、(4)の数値による。

（４）

（５）

劇場、映画館、演芸場、
観覧場、公会堂、集会場
その他これらに類する用
途に供する建築物の客席
⼜は集会室

（６） 自動⾞⾞庫及び自動⾞通路

その他の場合

固定席の場合

百貨店⼜は店舗の売場

地震⼒を計算する場合

（１）

（２）

（３） 教室

事務室

住宅の居室、住宅以外の建築物における寝
室⼜は病室

構造計算の対象 床の構造計算をする場合 大ばり、柱⼜は基礎の構
造計算をする場合
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（２）強風に関するチェックポイント 

○強風に関する検討の必要性 

・通常屋上に吹く風は、屋上⾯が⾼くなるにつれ強くなります。 
・⼜風速や風の流れ⽅は、建物の規模・形状・風向き・周辺の状況（地形や建物）によって変化し

ます。 
・建物屋上での風の流れは複雑で、以下に⽰すような剥離流や吹き下ろしの風が吹きます。 
・したがって屋上・壁⾯緑化を⾏うにあたっては、個々に関しての風速や風の流れについて⼗分な

検討が必要になります。 
■建物廻りの風の流れ※ 

 
 
 
 
 
  ●建物屋上の平均的な風の流れ      ●屋根に作用する風圧力    

                              ●低層棟の吹きおろし 

図は「新・緑空間デザイン設計・施工マニュアル④ （財）都市緑化技術開発機構/特殊緑化共同研究会編」より転載 

○沖縄地域における基準風速 

・沖縄地域は台風が多く⼜強⼒なことから、特に留意が必要です。 
・建築基準法施⾏令において、その地⽅における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風

の性状に応じた風速が設定されており、沖縄県は最大の 46m/s と定められています。 
・強風への対策が⼗分ではない場合、倒⽊や枝折れ、⼜緑化を形成する資材や装置などの⾶散し、

廻りに危害を及ぼす可能性があります。 

○風荷重の計算とこれに対応した設計の実施 

・屋上・壁⾯緑化を実施する際には、建築基準法施⾏令：39 条第 2 項 （屋根葺き材等の緊結）
関連告⽰：屋根葺き材、外装材及び屋外に⾯する帳壁の構造⽅法を定める件（ 告⽰第 1458 号）
に基づく構造とするとともに、建築基準法施⾏令：82 条の 5（屋根葺き材等の構造計算／許容
応⼒度等の計算）に基づき風荷重を算出し、これに耐えるよう設計しなければなりません。 

＜チェックポイント＞ 

□風荷重の適切な算出 
□強風時を前提とした⾶散しにくい施設の構成 
□風荷重に対応した緑化施設の躯体との緊結 
□適切な風除けの設置 
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（３）安全性に関するチェックポイント 

○建築基準法にもとづくもの 

・屋上広場または、２階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必
要な⾼さが 1.1m 以上の⼿すり壁、柵または⾦網を設けなければなりません。（建築法施⾏令 126
条第１項） 

・建築物の５階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供することが
できる屋上広場を設けなければなりません。（建築基準法施⾏令 126 条第２項） 

・耐⽕建築物では、屋根に耐⽕性能、準耐⽕性能が求められます。 
・このため、緑化に当たっては、防⽕上⽀障がないように配慮する必要があります。 

○消防法にもとづくもの 

・屋上広場に避難橋が設置される建築物において屋上緑化を実施する場合には、避難の⽀障となら
ないよう避難経路を確保し、屋上緑化を計画する必要があります。（消防法施⾏規則第 26 条第 4
項） 

・連結送⽔管や放⽔⼝、避難器具などの消防用設備を操作する際に⽀障とならないように屋上緑化
を計画する必要があります。（消防法施⾏規則第 26 条第 4 項） 

＜チェックポイント＞ 

□安全上必要な柵等の適切な設置 
□避難の用に供する屋上広場の確保 
□防⽕上⽀障のない緑化植物及び緑化資材の選択 
□屋上における避難経路の確認 
□消防用設備の確認 
 

（４）壁⾯緑化に関するチェックポイント 

○建築基準法にもとづくもの 

・「避難上有効なバルコニー」（建築基準法施⾏令第 121 条第１項３号または６号イ）を設ける場
合は、避難ハッチ等を使用する際に⽀障とならないように壁⾯緑化を計画する必要があります。 

・「非常用の進⼊⼝」「非常用の進⼊⼝に代わる開⼝部」（建築基準法施⾏令第 126 条の６）を設け
る場合は、これを利用する際に⽀障とならないように壁⾯緑化を計画する必要があります。 

・補助資材やユニットを用いた壁⾯緑化を含む帳壁は、壁⾯緑化による荷重や風荷重を考慮し、脱
落することがないよう計画する必要があります。（建築基準法施⾏令３９条第２項、建設省告⽰
第 109 条第３第１号） 

・採光（建築基準法第２８条第１項）、換気（建築基準法第２８条第２項）、排煙（建築基準法第３
５条）に必要な開⼝部等を被覆しないように配慮して計画する必要があります。 
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○消防法にもとづくもの 

・避難または消⽕活動に有効な開⼝部を覆わないように壁⾯緑化を計画する必要があります。（消
防法施⾏規則第５条の２） 

 

＜チェックポイント＞ 

□避難ハッチ、非常用の進⼊⼝等の確認 
□壁⾯緑化による荷重の確認 
□採光、換気、排煙に関する事項の確認 
 

（５）潮風に関するチェックポイント 

・大⼩の島からなる沖縄地⽅では、台風時をはじめとして全ての地域で潮風の影響を受けます。 
・このため、樹種の選定にあたっては、潮風への耐性や風の軽減処置等に留意する必要があります。 
■潮風に強い樹種については「沖縄地域での屋上・壁⾯緑化適正植物リスト」参照してください。 

＜チェックポイント＞ 

□潮風に強い樹種等の選定 
□台風時に潮風害を受けた場合の対策の⽴案 
 

（６）渇⽔に関するチェックポイント 

・沖縄地⽅の⽔不⾜は深刻ですので、緑化の維持に灌⽔が極⼒少なくてすむ⼿法や、⾬⽔の利用な
ど、緑化を遂⾏するにあたり極⼒⽔道⽔を使用しないよう様々な場⾯で⼼がける必要が有ります。 

・このため、新たに計画される建築物については中⽔や⾬⽔が活用できる潅⽔システムの導⼊が推
奨されます。 

・植物の⽣育に関しては、風で植物の⽔分蒸発量も多く（⽔分要求度が⾼く）なり、乾燥に強い樹
種の選定や、風軽減処置等に留意する必要があります。 

■乾燥に強い樹種については「沖縄地域での屋上・壁⾯緑化適正植物リスト」参照してください。 

＜チェックポイント＞ 

□乾燥に強い樹種等の選定 
□⽇照り時における緊急の潅⽔⼿段の確保 
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（７）コンクリート⾯等の⾼熱に関するチェックポイント 

・沖縄地域に限らず、屋上や壁⾯などのコンクリート⾯の表⾯温度は大変に⾼温となり、70℃以
上にもなることがあります。 

・このような環境は、植物に大きな熱的ストレス与え、成⻑阻害や枯損に⾄る場合もあります。 
・沖縄は他地域に⽐べ夏期が⻑くこの傾向は顕著で、蓄熱や放射熱の影響が大きいところでは、つ

る植物が直接コンクリート⾯を伸張して⾏かない（熱い⽅を避ける）ことが考えられます。 
・このため、屋上・壁⾯緑化を計画・設計する際には、なるべく熱の影響を受けないように植物と

コンクリート⾯との距離をとるなどの⼯夫が必要となります。 

＜チェックポイント＞ 

□遮熱⼿段の確保 
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６．沖縄地域での屋上・壁⾯緑化用候補植物リスト 
本リストは、沖縄地域において建築物や土⽊構造物の緑化に推奨される植物として、沖縄地域で

の屋上・壁⾯緑化用の候補植物リストを⽰したものです。 

（１）リスト掲載樹種の選定 

・以下に⽰す参考⽂献より、リストに掲載する植物種を選定しました。 

参考⽂献 
 「沖縄の都市緑化植物図鑑」,(財)海洋博記念公園管理財団編集・発⾏,1996 年 

「つる植物 ―特性と利用法―」,平良⼀男ら著，沖縄出版,1996 年 

（２）リストの項目 
 以下の内容を⽰しています。 

・植物名、学名 
・⽣育特性：「耐潮性」「耐風性」「耐乾性」それぞれの強弱 
・用途：屋上、壁⾯それぞれの用途に用いられるか、該当する用途ごとに⽰しています 
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沖縄地域における屋上・壁⾯緑化の⼿引き（案） 

―海洋博公園が開発した技術の活用― 
 

平成２３年３⽉ 
 

発⾏：内閣府沖縄総合事務局 国営沖縄記念公園事務所 
編集：財団法⼈ 都市緑化技術開発機構 
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