薄層緑化技術協会 会長 小林知義

BS・ラピタルエース

コンクリート欠損部の補修に最適なポリマーセメントモルタル

機溶剤の揮発分が影響したもの
と思われる︒工事は中断し︑別
の防水工法を検討しなくてはな
らなくなった︒そこで︑水系の
防水材であり臭気︑毒性の少な
いビッグサン防水材の使用が検
討︑採用され︑その後は特に問
題が発生する事なく工事は終了
した︒
今回紹介した事例は︑決して他
の防水工法を否定するものでは
ありません︒有機溶剤系の防水
材でも機械固定工法でも適材適
所で工法選定できれば非常に優
れた工法であると考えますが︑
前述のような現場には不向きな
工法であったという事です︒

霧ヶ峰 シリーズ
今後も︑一層努力し緑化に対し
皆さんが御興味を持ち︑お知り
になりたいことを通して協会活
動を広げて行きたいと︑改めて
決意した次第であります︒
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月
日新大阪のメルパル
クホールの会場には非常に寒い
悪天候にもかかわらず熱心な受
講者の皆さんが約
名以
上ご参加頂き︑多くの質疑応答
も出て改めてこの問題の大きさ
を感じ取った次第であります︒

http://www.hakusoryokka.org/

なお︑詳細は薄層屋上緑化技術
協会の
をご覧ください︒
H
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タン機械的固定工法にて施工開
始されたが︑機械固定用下張シー
トをアンカーで固定する際に︑
階下に大きな音・振動が発生し︑
施設側からクレームが入り工事
が中断︒機械固定シート未施工
であった箇所については︑音・
振動が発生せず︑且つ既存ウレ
タン塗膜及びゴムシート防水を
撤去する事無く︑直接施工可能
な代替工法を検討せざるを得な
い状況となり︑課題をクリアで
きるビッグサンが採用され︑工
事は無事終了した︒同施設内の
別棟でも今後改修工事が計画さ
れているとの事であり︑引き続
きビッグサンでの改修工事を推
奨していただいている︒
＜速硬型軽量プレミックスモルタル＞

水系エポキシポリマーセメント
モルタルの新しい形です。
溶剤型塗布材料の下地調整材に
最適です！

節電できる壁面緑化を実現！

階
桐蔭横浜大学准教授の飯島先生 一昨年の竹中工務店さま
には﹁心の健康に役立つ緑地︑ ホールをお借りして実施したと
そして建築の緑﹂と題して御講 きや︑昨年の有楽町駅前東京
演を頂くことが出来ました︒
フォーラムでの講演と開催を重
ねるたびに参加者の数も増えて
おります︒

・無音
・無振動

入居した状態で施工しなければ
︻事例２︼都内某病院屋上防水改
ならない改修工事では︑何かと
修︵既存防水 アスファルト防
制約が付きまとうもの︒そんな
水 シ
+ ンダーコンクリート押え︶ 時は︑ぜひビッグサン防水材を
ご検討ください︒きっと皆様の
ご期待に応えられるものと思い
ます︒
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ウレタン塗膜防水での防水改修
工事を予定し施工開始したとこ
ろ︑病院内の空気環境測定器の
アラームが作動してしまった︒
また︑病院関係者︑患者から
﹁臭気がする﹂とのクレームが
入ったとの事︒原因を探ったと
ころ︑屋上に室内への空気を取
り込む換気口があったため︑ウ
レタン防水施工中に発生した有
しい

＜土木用防水材＞

スカイレジンＷＥ
エポフィラー
プライマーＥ
ＥＰＣ－Ｔ

防水改修工事で大活躍するビッグサン
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ビッグサン防水材は新築工事で採用さ
れることは勿論ですが︑﹁様々な既存
防水下地︵コンクリート︑モルタル︑
鉄板︑アスファルト︑ウレタン︑ゴム
シート︑塩ビシート︑
など︶
に良好な接着性を有している﹂︑﹁水系
の材料であり︑既存防水層に塗り重ね
ても下地を侵すことがないため︑不具
合個所︵浮き︑フクレ︑破断など︶の
部分補修のみでビッグサン防水材によ
る塗り重ね改修施工が可能﹂︑﹁臭気・
毒性を極力少なくした環境重視型の材
料であり︑施工中の近隣トラブルに発
展しにくい﹂といった理由から︑防水
改修工事で多く採用されています︒今
回は︑当初別の防水工法が改修採用さ
れたにも関わらず︑ビッグサン防水材
が中途採用・検討された事例を２例︑
ご紹介させていただきたいと思いま
す︒
︻事例１︼東京都渋谷区内︑某研修セ
ンター屋上他︵既存防水 ウレタン通
気緩衝工法︑ゴムシート防水︶
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スカイレジン＜下地調
＜下地調整材＞
商業施設屋上（VUS500）

薄層緑化技術協会は︑発足 現在はセダムのみに留まらず︑
して
年となります︒現 薄層の芝や草花を含めて各種の
在︑当社がその事務局をお 特殊な緑化を広めることにより
引き受けしております︒ま 少しでも世の中にお役に立ちた
た︑会長は弊社の小林知義 いという思いから活動しており
が就任させていただいてお ます︒
ります︒
その中で︑会の最も重要な行事
協会発足当初の活動趣旨は︑ の一つが４年前から開催してお
当初多肉植物のセダム類を ります︑屋上緑化講演会です︒
中心に軽量薄層の緑地に関 毎年︑受講者も増え好評を頂い
する正しい認識を各界に広 ております︒
めようとして︑資材メー
カー・施工関係の
社が また今回から大阪府民の生活に
集まりスタートしました︒ プラスになるものとして︑大阪
府農林水産部様より後援をいた
だける事となりました︒
普段皆さんが体感されている︑
緑がもたらす健康へのプラス影
響とは︑どんなものが有り︑学
術的にはどう評価されているの
か︑客観的に数値化したものは
有るのかなど︑少子高齢化を迎
えたこれからの日本にとって重
要且つタイムリーな話題とし
て︑﹁病院の屋上緑地が要介護
者高齢患者に及ぼす生理的リ
ラックス効果を医療法人徳松会
老人保険施設エルダリーガーデ
ン施設長 松永医師に御願いす
ると同時に︑当協会技術顧問で
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桐蔭横浜大学 飯島 准教授
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現場は某企業の研修センターで︑宿泊
や食事など一般の方々の利用も可能と
なっている施設の防水改修工事︒既存
防水はウレタン通気緩衝工法︑ゴム
シート防水が混在していることもあ
り︑下地を選ばず︑また既存防水を撤
去する事無く下地処理が大幅に軽減で
きるウレタン機械的固定工法が設計仕
様となっていた︒設計仕様通り︑ウレ

薄 層 緑化 技 術 協 会 主 催
第 4 回屋 上 緑 化 講 演 会 の ご 報 告

通気緩衝工法 水分を逃がし防水層の
割れ・ふくれを防ぎます
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RX 工法
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（Twister）

監督：ヤン・デ・ボン

脚本：マイケル・クライトン

製作総指揮 スティーヴン・スピルバーグ

アン・マリー・マーティン

出演者：ヘレン・ハント

ビル・パクストン
ユニバーサル映画

⑤ハラハラ・ドキドキするパニッ
クシーン
⑥なんといってもリアル感あふれ
るコンピュータグラフィックスと
バツグンの音響効果﹁
﹂
︒
などなど︑シンプルなストーリー
の中にも︑盛りだくさんで飽きさ
せません︒

とはいえ︑
年代後半の作品で
すから︑現代のようなテクノロジー
はなく﹁研究装置がリモコン操作
できない﹂﹁自分達の手で竜巻の前
に装置を設置しなければならない﹂
﹁何度も同じ失敗ばかり繰り返す﹂
など︑アナログ感覚な演出につい︑
イライラしてしまうのも事実︒ヒ
ロインのヘレン・ハントも︑ハリ
ウッドきっての大根役者とあって︑
巻研究者︵ツイスター・ハンター︶﹂ 今ひとつ感情移入しづらいところ
今回取り上げるのは
年公開︑竜巻と研究者の闘いを 夫婦とその仲間の波乱万丈な活躍
もあります︒
描いた米国映画﹁ツイスター﹂
︒ ぶりを描いています︒

公開：1996 年

そんな作品を今回取り上げたのは︑
日本でも最近︑竜巻が多発してい
るからです︒この映画が公開され
た当時は﹁竜巻なんて︑アメリカ
だけの話﹂といった感が強かった
のですが︑ダウンバーストと呼ば
れるものも含めると︑なんと昨年
︵
年︶１年間だけでも約
件も発生しています︒
︵気象
庁調べ︶
その内︑ 月 日に埼玉県越谷市
で発生したものは﹁
﹂と呼ば
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れる大きなもので︑
名が負傷
し
棟もの住家が被害を受
けたようですから︑日本でも決し
て他人事ではなくなりました︒

どれが原因にせよ︑気象庁の統計
で見る限り︑多発するのは５月以
降︑特に夏場の 月
月には集
中しているようですので︑これか
らの時期︑防災目的に﹁竜巻・突風﹂
も加えておく方が良いようです︒

日本での多発要因には様々な学説
がありますが︑いわゆる環境汚染
による地球温暖化︵熱帯低気圧︶
による影響説以外にも︑﹁太陽の活
動による地磁気異常﹂や﹁東北大
震災による地殻変動からの影響﹂
など︑素人目には信じがたいもの
も含めて︑多彩な説があります︒
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この映画にもありますが﹁竜巻の
警報は出しづらい﹂ようですから︑
アメリカ並みに﹁防災地下室﹂を
備えるまではできなくても︑各家
庭や事業所で︑突風や停電に備え
た意識は高めて頂きたいもの︒
そんなことも鑑みながら︑一度は
ご覧頂きたい作品です︒
ちなみに話のタネとして︑ヤン・デ・
ボン監督のお嬢さんが農場の子供
としてチラっと出演しているのも︑
みどころです︒

南の方から桜が開花したとの 入っています︒
ニュースが聞こえてくる季節 昨年は﹁長崎の教会群とキ
となりましたが︑私にとって リスト教関連遺産﹂として
世界遺産への登録を目指し
は辛い時期なのです︒
と申しますのは２０数年来花 ましたが残念ながら今年以
粉症に悩まされております︒ 降に見送りとなりました︒
鼻みず︑鼻づまり︑目のかゆ また日本有数の椿の島とし
み︒大好きなお酒も呑めない て有名で︑かつては全国生
ほど症状がきつかったのです 産量の３０％を占め日本一
の生産量を誇っていました︒
が・・・
実は昨年あるお得意先で︑
﹁花 資生堂のシャンプー・リン
﹂のシ
粉症の症状に良く効く注射を ス﹁
扱っている病院がある﹂と教 リーズに五島の椿油が使用
えて頂き︑早速通院したとこ されていることはご存知な
ろ信じられない程に症状が楽 い方が多いのではないかと
になったのです︒今まで毎年 思います︒
この季節になると花粉症対策
薬を大量に購入していたのが 業務の方では一昨年より発
嘘のように改善されました︒ 売しこの大日新聞でも何度
この記事を読まれた方︑私ど かご紹介させて頂いている
シート﹂
も大日化成の製品をご愛好頂 ﹁ビッグサン
いているお得意様にだけの特 も担当しています︒
シート﹂
典︑こそっと病院名をお教え ﹁ビッグサン
します︒もしよろしければ連 はノンスチレン型の
絡してきてください︒
シートで紫外線照射により
約２０分で硬化すると言う
申し遅れましたが大阪営業部 ユニークな特徴をもってい
の野原定治と申します︒
る製品です︒
大日化成に入社してこの春で 現在は
都市機構の指定
３０年になります︒出身は五 材料として主に浴室防水に
島列島です︒少し五島列島の 採用され順調に実績を伸ば
紹介をさせて頂きます︒
してきています︒
得意先で五島列島の出身で
紫外線の照射により硬化す
す︑と話すと﹁あ〜︑たしか る特徴を活かし︑様々な場
鹿児島の下の方﹂とか﹁熊本 面で使用される可能性を秘
と島原の間の所﹂とかよく間 めた製品と思います︒
違えられる方がいらっしゃい 皆様からも面白いアイデア
ますが︑五島列島は長崎県に や使用方法がありましたら
なります︒
是非ともご連絡をお願いし
長崎と言いましても長崎港か ます︒
ら西に
もはなれ これからも大日化成の製品
を宜しくお願いします︒
ており大小あわせて
あまりの島からなる列島で
す︒フェリーで４時間あまり
かかります︒人口は約７万人︒
五島列島は比較的キリスト教
徒が多く︵因みに私は仏教徒︶
合わせて
箇所あまりの
カトリック教会があり︑ユネ
スコ世界遺産の暫定リストに
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野原 定治
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当時︑﹁スピード﹂というパニッ もちろんハリウッド映画の王道で
ク・アクションで大ヒットを飛 あるスタイルがここでも明確に出
ており︑たとえば
ばしたヤン・デ・ボン監督と
﹁ジュラシックパーク﹂で不動
①離婚寸前の夫婦が︑危機を乗り
の地位を得た脚本家マイケル・ 越える中で愛と絆を取り戻す︒
クライトンが︑スティーブン・ ②彼らを信じて支える仲間の破天
スピルバーグ製作総指揮の元で 荒ぶり︒
辣腕をふるう︑何ともぜいたく ③技術を盗んで一儲けたくらもう
な作品です︒
とする敵役︵実は元仲間︶と彼ら
の凋落︒
舞台はアメリカ・オクラホマ州︒ ④ヒロインの過去のトラウマから
竜巻の多発地帯で活動する﹁竜 の脱却︒
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大阪営業部
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２０１４年︑今年も が︑２００１年岡山
シーズンをむかえ︑ 県美作町と民間の協
なでしこリーグ戦が 力を得て創部致しま
始まりました︒第一 したが︑この度さら
なる発展を目指すた
節は３月３０日 日
( )
めに︑
ＮＰＯ法人か
岡山県 美作ラグ
ビー・サッカー場︑ ら︑一般社団法人岡
つまりホームグラウ 山湯郷Ｂｅ ｌｌｅ と
ンドでの開幕です︒ して法人格を取得
対戦相手は︑
ＦＣ吉備 し︑新たな一歩を踏
み出すこととなりま
国際大学Ｃｈａｒｍ
ＮＰＯ法人は
との試合です︒キッ した︒
クオフわずか２分後 非営利団体ですが︑
に︑エースの宮間選 一般社団法人は非営
手がボレーシュート 利でなくてもよく︑
を決め︑幸先のよい ファンのみなさまか
ゲーム展開でした︒ らの入場料やグッズ
その後１点を取られ などの販売などで利
追いつかれたのです 益を上げて税金を支
が︑後半６８分に松 払うことができるの
きちっ
岡選手がゴールを決 です︒つまり︑
め優位に試合を進め とした経営母体とし
て２−１で勝利をお て存続し選手の皆さ
さめることができま んの支えとなるもの
した！東京では桜が です︒今年は幸先良
満開したとのニュー く勝利スタートで
スもありましたが︑ す︒法人にもなった
湯郷ベルの拠点であ 岡山湯郷Ｂｅ ｌｌｅ
る岡山県美作市では︑ を大日化成では今年
午前中は雨模様︒し も応援して参ります
かしみなさまの応援 ので︑みなさまもぜ
の熱意が伝わったの ひ応援してください
か︑午後からは雨も ませ︒
やみ︑なんと２６０
０名ものファンの
方々の大歓声に見守
られて︑開幕戦を勝
利で飾ることができ
ました︒さて︑岡山
湯郷Ｂｅ ｌｌｅ です

東京都港区浜松町１-２-５

配給：ワーナー・ブラザーズ

日頃は営業活動やお電話で応対させていただいていおりますスタッフの日常をお伝えいたします。
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東京支店
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応援よろしくお願い致します
今年も頑張ります！湯郷ベル

