
緑のカーテン講座： 
 

 みんなで育てよう♪緑のカーテン♪ 

• 日時：平成25年5月18日(土）10時 ～11時 

• 環境学習センター 環境学習教室 

• 講師 宮田幸和 

      (岡山県地球温暖化防止活動推進員） 



倉敷市環境学習センターでは、 

緑のカーテンを普及させることによって 

地球温暖化対策として、 

二酸化炭素の削減に取組んでいます。 

 

参加者の皆様 是非 緑のカーテンを作って 

グリーンくらしきエコアクションに参加しましょう！ 



・ 携帯電話は マナーモード か 電源OFF に ご協力を 

• 五軒家町内会のエコ委員 

     五軒家とゴーヤ 

今日ご参加の皆様 

 緑のカーテンへの取組は  

   今年初めて  

   2年目、3年目、4年目、5年目以上 

5月8日は ゴーヤの日 今日は5月18日も 

                    5  一8  で ゴーヤ    
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緑のカーテンとは 

ゴーヤやアサガオなどのつる性の植物で窓や建物を被覆することで涼しさを
作り出す自然のカーテンです 



緑のカーテンなぜ涼しいの？ 

遮光 

放射熱 蒸散作用 

相乗効果により、夏を涼しくしてくれます。 

       =>エアコンによる消費電力を抑える。 

隣近所にも 良い影響 



遮光・日差しをさえぎる 

一般的な窓ガラスの遮光率15％ 窓を60％覆う緑のカーテンがある場合、 
 遮光率約80％  高性能の遮蔽ガラスでも55％程度 

すだれで約50～60％ 

窓から室内に入り込む日差しによる室温の上昇を防ぎます。 



蒸散作用 

植物は暑い時は地中の水分をしっかり吸い上げ、葉っぱからたくさんの水
分をだして蒸発させています。この時、周りの熱を奪う作用を蒸散作用とい
います。打ち水をした時のように周りの気温を下げ、涼しい風が室内に流れ
込んでくるのです。 



放射熱を抑える 

• 直射日光だけでなく、強い日差しを受けて窓付近の地面や壁の
温度も高くなり、部屋の中をもっと暑くしてしまいます。 

• エアコンの室外機などから放出されるのも暑さの原因です。 

• (放射熱がヒートアイランドの要因の一つです） 

• これらの放射熱により、室温以上に暑さを感じることになります。 

 緑のカーテンにより、 

   また張り方を工夫して壁や地面も日差しからさえぎることで、 

   放射熱を効果的に抑えることが出来ます。 



気温30℃は暑い？涼しい？ポイントは体感温度！ 

体感温度に影響する４要素 

気温 

放射熱 

気流
（風） 

 気温３０℃ 放射熱５０℃の
場合 体感温度は 

（30℃＋50℃）÷2＝40℃ 

 

緑のカーテンが付近の壁や地面の放射熱を
下げることで、体感温度も下がり、快適に過
ごせます。 

湿度 

壁面の温度が気温より高
くなると空気に移動し、気
温が上昇します 

ヒートアイランドの原因 



緑のカーテンの内外の温度差・サーモグラフィによる見える化 
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外気温 内面温度 室内温度

緑のカーテンの 

内外温度差は 

3.4℃！ 

平成24年9月19日 14：00 

環境学習センター「アスエコ」 

温度の高い部分が暖色に、低い部分が寒色で表示
されます。プランターや道路部分の温度がかなり高
くなっています。 





緑のカーテンに植える植物は？ 

• 作りたい緑のカーテン大きさによって選ぶ 

• 葉の美しい、緑の長持ちする植物を選ぶ 

• 組合せはには注意：  相性の悪い植物も 

•     例：ヘチマとヒョウタン；ゴーヤと豆類 

• 食べる楽しみ：ゴーヤ、キュウリ、カボチャ、パッションフルーツ、 

•     四角マメ、ブドウ －－－－－ 

• 花や実を楽しむ：アサガオ、ユウガオ、フーセンカズラ、 

•     オーシャンブルー、ヘチマ、ジャスミン－－－－ 

• バルコニーならゴーヤや朝顔 

• 大きい範囲なら ヘチマ や オーシャンブルー 
 

 

 



緑のカーテンにむく植物 １ 



緑のカーテンにむく植物 ２ 



緑のカーテンの育て方 

 

 ゴーヤを例にとって説明 





園芸店やホームセンターに行って 確認・相談しよう！ 

  緑のカーテンｺｰﾅｰ を設置している店も 

• ゴーヤの種や苗もいろいろ種類がある。 

• 土や肥料も いろいろ 、ゴーヤ専用のものもあります。 

• ネットも  大きなカーテンには ロールタイプ で長さ30mのものも 

• 支柱も 組み立てに便利なものや、 

        長さ、形状に工夫を凝らしたものも 

     (手作りもまた楽しみ） 

• プランターも ゴーヤ専用や 水が底部にたまるようにしたものも。 

• 害虫予防用 薬液 

 

 

 
 

 

 







良い苗を選ぶには 

・ 根元がしっかり太くてずんぐりむっくりが◎ 

・ ゴーヤは本葉が４～5枚出た状態で双葉がついている◎ 

推奨大きさ：長さ60cm以上、奥行き25cm以上,深さ30cm 



土が命：土づくりをしっかり 

• 手軽なのは市販の培養土で、園芸店やホームセンターなどで 

     手に入ります。 

• 最初から肥料が入っているものもあります。 

• 土の質が生育を大きく左右するので、出来るだけ良質のもの 

    （通気性と保水性を備えたもの）を選びましょう。 

• 地植えが出来る場合は、地植えが有利です。 

• 前の年に植物を育てていた土と同じ科のもの 

     (例：ゴーヤの後にゴーヤやキュウリ、ヘチマなど）を植えると、 

     連作障害が出ることがあります。 

• 土のＰＨは６．５～７．５が目安です。  

 



水の消費パターン 

・夜は殆ど使わない 

・12時から15時の間に最も使う 

・7月下旬が一番多く使う。 

マルティングやワラを敷いて水
の蒸発を防ぐのも効果あり。 

水やりの必要性確認方法 
  「割り箸を土に刺し、引き抜いてみて。土がわずか、あるいは何もついて 

   来なければ水が必要です。たくさんついてくるなら、まだいりません」 

水やりに使う水は 風呂の残り水
や、 台所から出る排水を出来る
限り使いましょう！！ 



ネットと窓の間にすき
間をつくり、風が通る
ようにすればより効果
的です 

１０ｃｍの網目サイズがお勧めです。 

手入れもしやすく、葉が茂ってもある程
度風が抜け、緑のカーテンも壊れにくく
なります。 

窓の周囲の壁や地面にも日陰を作り、熱
を発生させる面をカバーするのも涼しさの
コツです。 







摘心の仕方には親づるが１ｍ程度で行うやり方もあります。 

最初に伸びてきたつる「親づる」が１ｍ程度になったら、先端をカット。摘心をすると、脇から子づ
るや孫づるが出て伸びる。子づるを切らないと孫づるが出ないということはないが、積極的に子
づるを切る方が、孫づるもよく出てくる。「摘心をしないと１本が上へ上へと伸びるだけで面になり
ません。実も、親より子づるや孫づるに多くつきます」 

本葉 5-6枚で親づるの先を2-3cm切る方法もあります。 



グンとツルが伸びた時、葉の緑色
が薄くなってきたとき、ツルがひょ
ろっとしている時も追肥が必要な
タイミングです。 

肥料の種類と効力 

Ｎ：葉や茎 

Ｐ：花や実 

Ｋ：根 

Ｍｇ：葉緑素を作る。不足=>黄色 







病害虫には強い品種ですが、まれに病気や
害虫が発生します。状況に応じて病変部を
取り除くか、薬剤を散布してください。 

薬剤は、なるべく環境にやさしいものを使いましょう 

ニームオイルもお勧め 

病害虫対策は予防が肝心 



ゴーヤは美味しく頂きましょう：加熱しても殆んど壊れないビタミンＣが豊富で
、苦み成分であるモモルデシンには血糖値や血圧を下げる作用や抗酸化作 

 用があるといわれています。 

• レシピ例 

   ゴーヤチャンプル、ゴーヤの佃煮、苦くないゴーヤジュース、 

   ゴーヤチップ、  ゴーヤ茶、ゴーヤのミルクゼリー、 

   ゴーヤのフルーツデザート、ゴーヤジャム   

   ゴーヤとじゃこのふりかけ、ゴーヤのサラダいろいろ 

 

＜苦味を抑えるには＞ 

①わたをしっかりとる②薄く切る③塩もみをする④湯がく 

＜ゴーヤーと相性のよい食材＞ 

①油（ごま油やシーチキンの油もgood!） ②豚肉③玉ねぎ 



緑のカーテンを作ると 

地球温暖化を防ぐ緑のカーテン 

• エアコンの使い方が変わる ＝＞ エネルギー消費量が減る 

• 室外機からの排熱が減る 

  建物の表面温度が下がる ＝＞ ヒートアイランド対策 

  環境への意識が変わる   ＝＞ 地球にやさしい行動に 

   

グリーンくらしきエコアクション に 参加 ！ 

地域での繋がり・ネットワーク・コミュニケーションの増 

緑のカーテンづくりは子育てと同じ 愛情が大切です。マニュアル通り 

    にはうまくいかないことも。 生育状況をよく見て対処しましょう。 

失敗はカーテンの母：へこまない、落ち込まない 

失敗はアイデアの元： 

・ 緑のカーテンを向こう３軒両隣りから広げていきませんか！？ 



緑のカーテンアンケート結果より 



・ 五軒家町内会での取組・山陽新聞記事 

   約２００世帯のうち１／４の世帯で緑のカーテンに取組 

   アスエコから感謝状 

• ２０１２ 五軒家町内会 緑のカーテンフェスタ 

•    2012/11/3 ～ 11/4 

•   
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ゴーヤ、朝顔、カボチャ 
ゴーヤ 

ゴーヤ、朝顔 ゴーヤ 

ゴーヤ,朝顔 



ゴーヤ、朝顔,パッションフルーツ 

パッションフルーツ 

トマト、ゴーヤ 

ゴーヤ,朝顔 
沖縄スズメウリ 沖縄スズメウリ 



ゴーヤ、風船カズラ 

ゴーヤ ゴーヤ、風船カズラ 

風船カズラ、朝顔 



緑のカーテンづくり 参考サイト 

• 緑のカーテンの作り方(ＮＰＯ法人 緑のカーテン応援団） 

• 大阪市緑のカーテン＆カーペットづくり 

      （大阪市役所環境局環境施策部環境施策課） 

• グリーンカーテンプロジェクト ｉｎ にいがた(財団法人 新潟県環境保全事業団） 

• 山梨の夏を冷やせ！緑のカーテンガイドブック(財団法人 やまなし環境財団） 

 

「緑の相談室のご案内」 
  (公財）岡山市公園協会では、ご家庭での植物の育て方などの 
     緑化相談を行っていますので、お気軽にご相談ください。 
  半田山植物園 緑の相談窓口(受付：13時～16時、火曜休） 
    ☎ ０８６－２５６－８７８７ 
 



今年も緑のカーテンコンテストを行います 

 岡山県環境学習センター アスエコ 

 倉敷市環境学習センター 



エアコンは個人あるいは家庭の 

  中にいる人は涼しいけど 

緑のカーテンは 外にいる周りの 

  人も涼しくしてくれます。 

• 最後まで  

ご清聴ありがとうございました。 
 

本日の講座が一つでも皆様の今後の緑のカーテンの 

 取組でお役に立てればこれ以上嬉しいことは御座いません。 


