霧ヶ峰 シリーズ
◆講演内容のご紹介

町田 誠 氏
建築敷地内の緑がもたらしたも
の・緑の効果
○都市公園法と都市緑地法︑緑
化の動向
○屋上緑化・壁面緑化について
○都市に於ける緑の役割と今後
の取り組み

三輪 隆 氏
建築・都市のサステナビリティ
と屋上緑化
○都市で生物多様性が必要な理
由
○公共投資の向かう先がグリー
ンインフラ
○ポートランドの例

○屋上緑化は防水技術と園芸技
術の組み合わせ
○屋上緑化の機能では屋上・屋
根の表面温度を下げること︑
雨水を蓄えることが重要
○管理型の芝生︵ターフ︶と粗
放型のセダム︵茎葉撒きと株
植え︶の２５ 年間の観察記録

実践︑屋上緑化を探して２５年間

田島 常雄 氏

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

２０１７年を迎えてご挨拶
の伝統や文化が次第に変化して
しまうのではないかと危惧して
おります︒

BS・ラピタルエース

メディアに翻ろうされた結果︑
アメリカの現状を僅かながら知
ることが出来ました︒

新年明けましておめでとうございま
す︒本年もどうぞよろしくお願い申
し上げます︒
時代と共に都市も農村も自然環
境も変わる︑よく言えば進化し
て行くでしょうが︑日本の伝統
や文化や習慣が世界の荒波に呑
み込まれ︑味気ない郷土となら
ないことを望んでおります︒

これからも︑自然と人間に
やさしい製品づくりをモッ
トーにして製品開発を行っ
てきた弊社の路線を堅持し
つ︑豊かな日本を創る礎に
なれれば光栄と考えます︒

世の中が未だにデフレ思考
から脱却できずに﹁安けれ
ば良い﹂﹁効率最重視﹂や
安直な拝金主義がまかり通
る中で︑﹁こころ﹂を大事
にする協会活動とそれに企
業として参画できた大日の
ことを誇りに思います︒

一つの原因としては特殊緑
化での﹁有名人﹂にご講演
いただけたことと︑当協会
の活動が次第に広まったこ
と及び毎回︑そうであるが
実際の都市緑化の問題点を
クリーンに︑尚且つタイム
リーに取り上げることが出
来たことが大きな原因と考
えます︒

なりました︒

最後に皆様のご健勝を心よりお
祈り申し上げます︒

本年も︑安心安全なＢＩＧＳＵ
Ｎ及び大日化成製品をご愛顧し
ていただきますよう︑お願い申
し上げます︒

また︑一材型の塗膜のため撹拌
ミスも無く︑ローラーで簡単に
ご使用いただけます︒そのうえ
火気の心配や水系ですので臭気
が無いために施工者の健康被害
もなく︑どなたにも喜んで施工
して頂ける筈です︒

安倍首相が早々にトランプと会 弊社は環境と人にやさしい製品
合を持ったことは︑今後︑日米 を主眼に置いた開発をして参り
関係を非常に有意義なものにす ました︒使用される方々に喜ん
るでしょう︒今年は︑トランプ で頂ける製品として昨年は︑無
大統領の極端な行動で右往左往 臭で火気にも安全な﹁スカイ
させられることになるか︑ある コートＷ﹂という水系一材型ウ
いは意外と平穏な政治を進めて レタン製品の販売を致しまし
行くか楽しみにしております︒ た︒
ただ︑この大統領選挙で学ばせ
て貰ったのは︑評論家やマスメ この製品は水系でありながら︑
ディアを鵜呑みにすることなく︑ 透明度︑伸度︑強度︑耐候性︑
自分の目で現状を確認する︑数 耐水性に非常に優れた物性を有
多くの情報を集積した上での判 した塗膜になり︑外壁タイル等
断に基づいた決断をしなければ の保護やコンクリートの防水用
いけないという教訓だった気が 途でご使用頂けます︒
します︒

近年の日本においては︑昨年も
沢山の外国人が日本に観光にき
ており︑観光産業は活発に業績
を伸ばしていますが︑建築土木
業界は相変わらず人手不足で︑
特に若い人の就業が減少してお
り︑今後もこの傾向は続いてい
くことと想定できます︒

外国人労働力は︑益々増大しな
がら︑あらゆる業種に浸透をし
て行きます︒特に都市部におい
ては︑外国人法人等の不動産の
所有をよく耳にしますが︑日本

社竹中工務店 技術研究所リ
サーチフェローの三輪 隆 氏︑
田島ルーフィング株式会社会
長の田島常雄 氏︑という都市
緑化の重鎮である御三方にご
登壇頂き１２年前に薄層緑化
技術協会を立ち上げた当初の
状態から現在までの状況を振
り返り︑都市緑化の目指す未
来を提言頂きました︒
田島先生からは協会員も多く
経験した屋上緑化の失敗例も
含めて勇気を持って発表して
頂きました︒
聴講された皆様もかなり熱心
に聞いていただき︑中身の濃
い講演会であったと考えます︒
今までは︑一般的な講演会を
開く際にかなり宣伝努力して
ようやく会場いっぱいの人に
お集まりいただく︑それでも
足らずに俗にいう﹁動員をか
ける﹂事が当たり前となるこ
とが多い中で︑今回は全く自
然に普通のＰＲをしただけで
会場定員以上の方のご参集と

＜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！
＜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

皆様には弊社製品を大変ご愛顧賜り
経済大国世界一のアメリカの大
謹んで御礼申し上げます︒
統領が保護主義になるのかと世
界中が動揺しており︑日本にお
昨年は︑熊本地震や鳥取地震があり︑ いてもＴＰＰや防衛等︑修正を
災害を受けた方々は今もなお︑困難
余儀なくされることと思われま
な生活を余儀なくされておられます︒ す︒
現地が復興されるのはまだまだ時間
が必要であり︑被災された方々が元
の生活に一日でも早く戻られるよう
お祈りいたします︒

講師には国土交通省 都
市局 公園緑地・景観課
長の町田 誠 氏︑株式会

代表取締役

日本全国︑地震や津波は何処で起き
るか解りませんので︑非常食の常備
や日頃の訓練を怠らない事が肝要に
思います︒
さて︑昨年はアメリカの大統領選挙
でトランプが勝利しました︒多くの
予想を覆したと言うか評論家やマス

例年恒例となった屋上薄
層緑化技術協会の第７回
講演会が大盛況のうちに
終わりました︒

小林 直樹
﹁今回は都市の緑を再考す
る﹂と題し︑東京国際
フォーラムにてとり行い
ました︒

第7回

スカイレジン＜下地調整材＞
駐輪場屋根（VUS500）

屋上緑化講演会
薄層屋上緑化技術協会

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

BIGSUN

RX 工法

38
号

出演者：長谷川博己

樋口真嗣（監督・特技監督）

竹野内豊

上映：119 分

石原さとみ

まず︑前評判で話題になっていたの

配給：東宝

ドイツでも同じように
保水としての屋上緑化
が盛んです︒国土が違
いますしこれまで栄え
てきた歴史もありま
す︒街の発展は石畳が
ヨーロッパの特長で
す︒日本は地道でした
が︑戦後に著しく発展
したので︑下水道の整
備が行いやすかったこ
ともあります︒
この様に︑雨水処理の
工程としても役立つ緑
化︒日本とは違います
が︑ヨーロッパ的な用
途ではあるものの︑植
物の蒸散作用の効果も
期待できます︒
手段や経路は違っても
地球温暖化の緩和とい
う目的は同じです︒

いつもお世話になっており
ます︒大日化成株式会社
東京支店営業部の小林大晃
と申します︒
１０年間程大阪の某スー
パーで働いておりましたが︑
一昨年の１０月に大日化成
に入社させて頂きました︒
防水や緑化関係の仕事はま
だまだわからないことばか
りで︑新しいことを学ぶ毎
日ですが︑すこしずつ仕事
に慣れてきましたし︑やり
がいのある大事な仕事だと
日々感じています︒
また︑職場の雰囲気もとて
も良く︑先輩方に忙しい中︑
時間を割いて教えて頂いて
います︒自分が以前の職場
で後輩にここまで指導して
いなかったなぁ︑と反省す
ることがあるくらいです︒
入社してから１年経ちまし
て現在は︑先輩方に同行し
て得意先や現場に訪問した
り︑設計事務所を廻り︑設
計活動を行っています︒ま
だまだ︑うまく説明できな
いことや理解できないこと
が多々あり︑難しさも感じ
ています︒以前の職場で︑
食品メーカーさんからよく
提案に来て頂いていたので
こういう気持ちだったのだ
なと今︑感じています︒
実際に目で見て聞いて︑少
しでも早く仕事に関する知
識や経験をつけて︑問い合
わせ等にスムーズに対応で
きるようにしていきたいと
思います︒ご迷惑をおかけ
することがあるかもしれま

せんが︑今後とも宜しく
お願いします︒
個人的な事を書かせてい
ただきますが︑入社する
にあたって︑出身の大阪
府から千葉県の方へ移住
しまして︑その際に結婚
しました︒子供︵男の子︶
も生まれまして︑現在４
か月になります︒独身で
ダラダラと過ごしていた
日々から︑この１年の間
に生活が一変することに
なり︑第２の人生を歩ん
でいる感覚で過ごしてい
ます︒
生まれた子供は︑両親と
もに体が大きくないにも
かかわらず︑４か月で約
７５００ｇ と︑少し大き
めです︒日々︑少しずつ
成長していくのを見るの
が楽しみです︒大きく
なったら一緒にサッカー
が出来たらと思っていま
す︒
最後になりましたが︑以
前の会社で学んだこと︑
今後学んでいくことを活
かして皆様のお役に立て
るように頑張りたいと思
いますので︑どうぞ宜し
くお願いします︒

ストーリーは非常に単純で︑東京湾に
謎の生物が現れ︑町を破壊し多くの人
間が犠牲になる中︑総理以下︑多数の
政治家や役人が右往左往︒そこにアメ

リカから女性特使がやってきて主
が﹁延々続く会議シーン﹂︒どんなに
導権を握ろうとするものの︑最終
ダラダラ会議が続くのかと思いきや︑
的には日本側の対策が功を奏しま
実際にはスピーディーに展開していた
す︒しかしラストシーンには︑決
ので意表を突かれました︒いえ︑会議
して﹁万事解決ではない﹂との︑
だけでなくセリフも含め全体がスピー
強烈な苦いメッセージが込められ
ディーで︑良く言えばテンポがあるも
ています︒
のの︑悪く言えばあまりにも早すぎて︑
コチラの脳が内容を理解しきれず︑結
こうしてお粗末な文章で書いてし
果的に﹁もう一度見てみたい﹂欲求に
まうと特段︑面白みは感じないの
つながり︵？︶何度も映画館に通うリ
ですが︑何度も改組される会議や︑
ピーターが増えたようです︒
進化し形態が変化するゴジラ︑そ
して自衛隊や現場で戦う人達の頑
また︑役人や政治家︑御用学者がこぞっ
張る姿が︑今までのゴジラ映画に
て議論をするけれど︑結局は何の結論
無い︑何ともいえない面白さをか
にも至らず︑転々と改組を繰り返すあ
もしだしていますので︑ぜひ多く
たりは︑エンターテイメントというよ
の方に見て頂きたいと思います︒
りはドキュメンタリー実録︑もしくは
ブラックユーモアといえる程︑日本の
なお出演者リストに﹁野村萬斎﹂
政治家や官僚組織のあり方を的確に表
の名前が出てきて︑さて彼はどこ
現しています︒こんな映画︑今まで無
で出ていたのか不思議に思ってい
かった！
ると︑なんと！日本を代表する狂
にも︑本作を含め昨年は邦画界で大
ご存じ︑日本が生んだ世界の
言師・萬斎氏が︑かのゴジラだっ
当然︑根底にあるのは核・放射能に対
ヒットが連発！
﹁ゴジラ﹂
︒本作で明らかにな
たのです！
する批判︒会議での﹁謎の現象︵生物︶﹂
りますが︑漢字では﹁呉爾羅﹂
その代表作は﹁聖地巡礼﹂という を﹁福島原発﹂に置き換えても通用す
と書くそうです︒このゴジラ︑
さて︑昨年秋には﹁日本がインド
流行語まで飛び出したアニメ映画の るほど︒とはいえ︑放射能のリスクを
人間が大量投棄した放射性物
に原子力発電を売り込む﹂と報道
軽視しすぎたあまり︑怪物を産みだし
﹁君の名は︒﹂︒関連書籍も大ヒット
質から生まれた怪獣で︑関連
されましたが︑国内の福島原発も
し︑ついに興行収入２００億円を突 た人間に対する批判の象徴ゴジラが
作品は︑渡辺謙も出演のハリ
完全にコントロールできない我が
﹁福島原発﹂をほうふつとさせるのは
破しました︒
ウッド作品含め︑国内外で何
国が︑外国に原発を売り込むのか
残念なことです︒なぜなら︑ゴジラ誕
度もリメイクされました︒
と頭を抱えてしまいました︒
本作﹁シン・ゴジラ﹂も﹁君の名は︒﹂ 生の昭和２９年には︑まったくありえ
なかった現実ですから︒
同様に予想外のヒットということ
本コラムの勝手な解釈ですが︑シ
で︑﹁何がそんなに面白いのか？﹂︑
ン・ゴジラの﹁シン﹂とは︑正真
映画館で検証してきました︒もちろ そういった意味で︑珍しく﹁子供には
正銘オリジナルのゴジラの意味の
んゴジラそのものが︑放射性物質の 難しい﹂大人向けのゴジラ作品でした︒
﹁真﹂と︑﹁新たな﹂の﹁新﹂︑そ
投棄により生まれた怪物ということ
して今の日本人に﹁本当にそれで
で﹁映画で学ぶ環境問題﹂執筆者と
良いのか？﹂と問う﹁辛﹂など︑
しての任務を果たすためにです！
様々な意味合いが込められている
と思われますが︑皆様はどう感じ
るでしょうか？

オランダは︑九州より少
し小さく国土の大半が海
抜０ｍ 地帯という山岳の
日本と比べると︑かなり
環境が違います︒海抜０
ｍ という水の国ともいわ
れ︑その地のりを利用し
ているのが︑有名な風車
です︒
ヨーロッパ各国の貿易が
盛んになると︑ウォーター
フロントとして栄えてき
たロッテルダム︒近年で
は航空便の拠点となるハ
ブ空港として︑スキポー
ル空港も有名です︒この
様に貿易が盛んな国です
が︑やはりメインは農業
国です︒
風車も農業に活用されて
いますが︑近年のＩＴ革
命によって︑ＩＴ農業︵ス
マート農業︶の先端国と
しても有名です︒
こんな緑の国とも思える
オランダでの緑化事情は︑
日本とは少し違います︒
もちろん緑化を増やすこ
とで︑地球環境に優しい
国づくりという基本的な
スタンスは同じです︒

監督：庵野秀明（総監督）

備して雨水を汚水とは
別に排水する︑分流式
下水道への移行も推進
されていますが︑補助
的な手法として降った
場所で雨水を貯留︑浸
透あるいは蒸発させて
排水パイプ︵下水道︶
への集中的な流量を緩
和するという考え方が
採用され屋上緑化を保
水の為に利用すること
が一般的になっていま
す︒

そのため︑製作発表当初は期
待されていなかったという本
作︒というのも︑スマホが普
及するにつれ映画館から遠の
く若者に対し︑ヒットした TV
ドラマを映画版にする手法が
乱発されてきたため︑今回も
内容が薄いのではと不安視さ
れたからです︒ところが意外

シン・ゴジラ

日本は独自の発展をし
てきましたが︑ヨー
ロッパと肩を並べる緑
化大国となるよう︑大
日化成の緑化システム
を広報していきたいと
思います︒

東京都港区芝大門 1-4-14 芝栄太楼ビル 5F
東京支店
105-0012

公開：2016 年

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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オランダ市街地では︑﹁雨
水は素早く排除する﹂と
いう方針でした︒しかし
ながら日本とは違い︑イ
ンフラ整備が遅れており
合流式下水道︵生活汚水
と雨水が同じところを流
れる︶が旧市街地にはい
まだに多く︑集中豪雨で
は容量オーバーとなり︑
汚水が川や湖に溢れると
いう問題があります︒
そのため︑インフラを整

小林 大晃
東京支店

オランダ
海外の緑化事情

