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対応型ウ

「珊境対応型ウレタン防水材シ‘ステム」認定諏
「サラセー多 RE」はfF記の環境および品質裏亘A概要）llをクリアし、

日本ウレタン建材工業会の「環境対応型ヴ レタン防水材システム」の．―

認定を受けました（竺塞琶号： 熙 k-O士ooe) ＇ 

只元三，なし〔と !;甕峯三雫r
●環境ホルモンの疑いがある化学1l； サラセーヌRE目止め ＾ 
身駆使用し／てし｝はい四一 、 サ？竺ニヌ罪立上り用

・合器のリサイクルが可能なこと ●ブライマー ,,. 

●接着 材
［品質基、準］
• ウレタ4防水村がJIS A 6021 ●トップコニト

仁l
（建築用塗膜防水材）の全項目の

，・ 規格を満足していること

人にやさしい 有機溶剤を全く含有しないウレタン塗膜防水材です。従って施工時に揮発する溶剤臭がなく、

無溶剤タイプ 臭いも残りません。化学物質に敏感な人にも安全で、健康面にも悪影響を与えません。

環境にやさしい 使用済みの外装容器のリサイクル・システムを確立。使用後の容器は指定回収業者が引取り、

リサイクル容器 再生原料として再利用されます。施工店にとって廃材の後始末の手間が大きく軽減されます。

●施工店の皆様 使用済み外装容器の回収方法の詳細は旭硝子ポリウレタン建材株式会社にお問い合わせください。

旭罷子株式会社
〒100-0006

東京都干代田区有楽町1-12-1

（新有楽町ビル）

旭桶子ポリウレタフ建材株式会社
〒104-0033 東京都中央区新川 2-9-2（マルキョー新川ビル2F)TEL.03 (3297) 0341 

仙台営業所 TEL.022(299) 6371 九州営 業 所 TEL.092(431) 5154 
名古屋営業所 TEL.052 (219) 5491 北海道出張所 TEL.011 (241) 5120 
関 西支 店 TEL.06(6453) 6401 久 喜 工 場 TEL.0480(23) 0331 

技術研 究 所 TEL.0480(22) 6300 ―ii畢
http:/ /www.saracenu.com 



JUコASAHI GLASS COMPANY 

日本の屋根は約9Q池 社の
各サラセーヌ工業会会員が守ります。

「新しい防水技術と技能者の養成には、l
特に力を注いでいます。
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茄海道立5Cク会 TEL.011 (241)5120 中郵グ5Cク＇業会 TEL.052(219) 5491 

東尤タラセク工業合 TEL.022(299) 6371 鳳西クラCク＇氣会 TEL.06(6453) 6401 

‘’Cク工業合
TEL.03 (3297) 0341 九州Z5セク工氣会 TEL.092(431) 5154 

旭罷子株式会社
本 社 〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-12-1（新有楽町ビル）

旭硝子ポリウレタ］建材株式会社
本社 〒104-0033東京都中央区新川2-9-2（マルキョ一新川ピル2F)TEL. 03 (3297) 0341 

ホームページで『サラセーヌ』の情報発信中！！ http ://www.saracenu.com 
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| 1液ウレタン塗膜防水工法【溶剤f酎減・廃材削減］

●攪拌の必要がありません。

●硬化不良がありません。

●冬季ても翌日奴工程が施工てきます。

●物性が安定しています。

●施工の効率化がはかれます。

●機械施工が可能てす。

●残缶処理が楽に行えます。

●立上がリ用もあります。

l 金属屋根の改修に画期的工法を提供

防水型塗装材

■販売元 dP テ’~''I，，.ル-7’ィン7株式会社 1 E•mad : 10kyo@dpcdpc.com uRL:http:l/www.dpcdpc.coml 

本社・東京営業所 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-11-14 NKビル4F Tel.(03) 5302-1901（代）Fax.(03) 5302-1902 

大阪営業所〒541-0048 大阪市中央区瓦町3-1-4 トーア紡ビル4F Tel.(06) 6231-8501（代）Fax.(06)6231-8505 

名古屋営 業所 〒461-0004 名古屋市千種区今池3-12-20 KAピルBF Tel.(052) 744-1011（代）Fax.(052)735-0011 

札幌営業所〒001-0010 札幌市北区北10条西4-19 楠本第10ビル5F Tel.(011) 746-3110（代）Fax.(011)746-3120 

■製造元 ］］IC*EI＊インキ4ヒ零口E貫［諒式三社 ■関係団体 ディックプルーフィング工業会

―-2-
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トーヨーソフランシール／ウレタン塗膜防水工法

通気緩衝二層防水

【ソフランSSR工法】
■ゴムシート＋ウレタン塗膜の2層防水。

■下地からの水分による膨れを防止。

■継目がなく、シームレスでカラフルな仕上がり。歩行仕様にも対応可能。

■下地の動きや、クラソクに追従。
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［例］
SSA-UCエ法 ソフランシール162

... 
ソフランシール141

ソフランSSRシート
ソフランSSRテープ

I ソフランプライマーU-015
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[ DFCウレタン防水学校 巴詈：五晨喜且巧已り量苔已乳芦翌f¢雷悶翡門悶醤靡蹂澁年、］

ダイフレックス防水工事業協同絹合 | http:／／www.dyflex.or.jp _J 
北 海道支部

東北支部

北 信越支部

東 関東支部

北 関東支部

束京支部

多摩甲信支部

神奈川静岡支部

中部支部

関西支部

九州支部

〒001-0010
〒983-0852

〒950-0911
〒273-0027
〒330-0843
〒163-0823
〒185-0012

〒221-0057
〒464-0850
〒541-0048

〒812-0007

札幌市北区北十条西4-19 楠本第10ビル5階
仙台市宮城野区梱岡4-5-24 第ーパークビル903号室

新潟市笹口3-17 ライフコア笹口3-B
船橋市海神町西1-1067-5
さいたま市大宮区吉敷町1-133-1 ワンライトビル7F

東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル23階私書箱第6086号
東京都国分寺市本町3-10-22 丹野オリエントプラザ国分寺605-2
横浜市神奈川区青木町4-2 アーバンビラ弐番館1F
名古屋市千種区今池3-12-20 KAビル

大阪市中央区瓦町3-1-4 トーア紡ビル4F
福岡市博多区東比恵3-25-25 メゾン東比恵102号

TEL:011-737-5961 

TEL:022-292-1531 
TEL:025-243-4691 

TEL:047-436-1581 
TEL:048-646-4870 

TEL:03-5381-0231 
TEL:042-359-1980 
TEL:045-442-2071 

TEL:052-735-3991 
TEL:06-6209-6660 
TEL:092-432-9220 

FAX:011-737-5977 

FAX:022-292-1532 
FAX:025-243-4693 

FAX:047-436-1584 
FAX:048-646-4871 
FAX: 03-5381-0232 
FAX:042-359-1990 

FAX:045-442-2075 
FAX: 052-735-3992 
FAX: 06-6209-7133 
FAX:092-432-9221 



労校の屋上っこ宅全なの？？

I表くの疑蓉

（ぎくの労咬（さ、 ？スベスト ってのう危おいもG)

を無く窃ため（こ、教室の三事をしたhだ。（ぎくら

の力‘らだのため7c,;hだって、佐生ガ言っこだふ。

柄とね、（承C(3小さいとき、おうち（こいると、

のCC力‘eガ森＜ぢる晒ガ柄ったので・、つつも

お衷の三事をしたhだ`。 しつ C（古う窃だったh

だっこ。たてもののぢ力‘にも危ぢいものガ柄る

hをね。

だ力‘ら（ぎ C(3外で放，3：こと力7tt3き！ お昼

や窃み(3、ともだちと労校の屋上でドッ干ボーIL

を芍るふ。屋上（内外(2おる力‘ら、む全だふね09

みんなに優 しい防水材

カタログのこ請求は

eg全国防水改修工事業団体連合会

V田島ルーフィンク株式会社
URL http://www.tajima-roof.jp/ 

オルタックプラスの答え

オルタックプラスは屋外で使用されることの多い

ウレタン防水材料です。しかし万ーに備えて、

トルエンやキシレンなどの強い溶剤を使用せず、

また、シックハウスについての対応も心がけました。

オルタックプラスは文部科学省が規制対象として

いる6つの化学物質や、厚生労働省が特定して

いるシックハウスの原因とされる14の有害物質

などを一切使用していません。

オルタックプラスは、工事に携わっている方々 、

建物を使用される皆様やその周囲の環境を含めた

「みんなに優しい防水材」 です。

穎境対応型ウレタン塗膜防水 、．

オル9•:,90®0

栗京：〒101-8579 東京都千代田区岩本町3-11-13 TEL(03)5821-7721 

大阪〒550-0003 大阪市西区京町堀1-10-5 TEL (06) 6443-0431 



今こそ信頼と実績のパネコート

通気複合防水工法 E9‘‘SE冒
強靱さと、抜群の耐久性と、

美しい仕上りのダブル防水

駐車場専用複合防水・床システム

、t震四:RTWェ法

｀ ・建築物の軽量化 『會

I

•施工工期の大幅短縮

■優れた防水性・耐摩耗性

■屋上スペースの有効利用

⑭ 
大型店舗・各種遊戯施設の

駐車場に…

•ふくれない

•はがれない

•やぶれない

・施工性が良い

・リフォームに最適です

ク
多

”
llt>-

、 ．一 ゃ；”•み、

良‘
営 業本部 〒550-0004 大阪市西区靱本町 2丁目9-ll TEL(06)6446-612ll(tl 

新東洋合成株式會社
東京支店 〒140-0013 束）MIi品川区南大井 3丁目34-3 TEL (03) 5763-10311代1
福岡営業所 〒810-0073 福岡 市中央区拌鶴 2丁目8-22 TEL(092)715-l36ll(t 
工 場 〒592-8331 坊lrli西区築池新町 3丁27 TEL (072) 244-763ll代1

ホームページURLhttp://www.shintoyogosei.com 

- 6-



■犀•II•Iふ 9 t-T澤ふi 千1|11|l||

ウレタン用液状配合剤
令防水材、床材 、テニスコート、

競技用グランド材などに

利用されています。

TOKYO 
JUSHI 
KOGYO 
CO.,LTD 

東京樹脂工業株式会社
本社／東京都千代田区岩本町2-10-1

〒101-0032 乞 03-3863-1258
工場／千葉県市川市鬼高 1-3-12 

〒272-0015 乞 0473-79-7701

1 全国防水リフレッシュ連合会 iiil| 
Japan 
Waterproofing 
Refresh 
Federation 

北海道防水
リフレッシュセンター

リフレッシュセンター北陸

総合防水材料メーカー

曰新工業椋式会社
http://www.nisshinkogyo.co.jp 

関束防水
リフレッシュ事業協同組合

リフレッシュセンター中部

近畿防水
リフレッシュ事業協同組合

―-7-

全国防水リフレッシュ連合会
Japan Waterproofing Refresh Federation 

http://www.refresh.or.ip 

〒120-0025

口 東京都足立区千住東2-23-4 日新工業株内
TEL: 03-3882-2483 FAX : 03-3881-8545 

関東防水リフレッシュ事業協同組合

近畿防水リフレッシュ事業協同組合・

リフ レッシュセンター中部

九州 •G8防水 リ フ レッ シュ センター・・ ・
北海道防水リフ レッシュセンター

東北防水 リフレッシュセンター

中国防水リフレッシュセンター・・・

四国防水リフ レッシュセンター

リフレッシュセンター北陸

•• 匹03-3882-2483

806-6533-3 l 9 l 
8052-933-4 76 l 

・・・ 包092-451-l 095 
岱Oll-281-6328 
岱022-263-03l 5 

•••• 四082-541-5033

・・・匹087-831-8370
・ ・ ・ 8076-222-332 l 



I HAMATITER • I 

URBAN ROOF 

NEW 

-8000 
2成分形ウレタン塗膜防水材

1:1 1.1 
主剤・硬化剤比率 比重

■ウレタン防水材塗布量比較〈例〉 13%UP! 

工 法 Newu-8000 1四嘩 U-8000 1 A社品 1 晦品
(1:1配合、比重1.1) I (1:1配合比重1.25)I (1:2配合、比重1.4)I n:2配合比重1.3) ➔ 

X-2(C-3) 

CB-2.0 

3.3 Kg/m' 

2.2 Kg/m' 

《X-2(C-3)工法の場合》

3.8 KgJm' 4.2 Kgfm' 

2.5 Kg/m' 2.8 KgJm' 

材料使用量（重量）が竺井士往足牙疋品kより約］13%＼

3.9 KgJm' 〈従来品のu-8000〉
〈NewU-8000〉

2.6 Kgtm' 同じ塗布重量で比較した場合、 NewU-8000は、

U-8000（従来品）と比べて、約13％塗布面積がUPします。

A社1:2配合品（比重1.4)より約21殉 削減できます！！
※この数値は計算値であり、保証値ではありません。

■色調 ■荷 姿． 主剤：8kg（角缶）．ll!化剤：8kg（角缶・ベール缶）

グレー"') グリーン は）

※当社従来品と比較して明るい色調となります。

（印刷のため、現品と色が異なる場合があります。） t=lゴー
言 YOKOHAMA:t認炉芸ぷ芦禁喜-7-7 TEL 0463-31-3119 FAX 0463-31-2769 http://www.yrc.eo.jp/hamatite/ 
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■防水材料と環境問題 〈清水市郎〉-----------_＿25

■防ぐ～シェルターとしての建築～ 〈安達和男〉------------30

■私のNPO活動 〈鵠田裕〉-----------＿ 36

■超速硬化ウレタンスプレーと防水性能 〈技術委員会〉---------40

■〈ウレタン建材工算例）―――--------＿45

■建簗及び防水業界を取り巻く庫象と環境の変化〈広報委員会〉-----------＿54

■NUK NEWS -----------58 

■ウレタン建材商標一覧----------_62

■統計資料＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿63

■役員構成・組織概要＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 64

■会員名薄＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 65

■編集後記-----------67

■広告索引＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿67



芳香族アミン硬化剤―---------― | 
芳香族アミン化合物
•イハラキュアミンMT(MBOCA)

Cl 

｛｝ 
Cl 

H,N CH,{づ-NH,

•CUA-4 

Hぺ〗t。-CH9CH,cH，・パ》NH,
•キュアハード-MED

H,Ncc:CH2吃;5H2

•エラストマー1000P

゜Hぺ》とo{CH2CH,c出CH2og-0-NH2

アミン含有液状硬化剤
•イハラキュアミン ML-100

イハラキュアミンMT35％溶液
（可塑剤に溶解）

•イハラキュアミン ML-520
変性アミン50％溶液
(PPGに溶解）

•イハラキュアミン ML-530
変性アミン50％溶液
（特殊ポリオールに溶解）

•各種ポリオールにMBOCA溶解品
各種可塑剤にMBOC紀劉屏品

（受託生産も可能）

•ポレアSL-lOOA 

゜ぃ k
叫 0

"― H2N - O CH2CH2C出CH,ot.,cH忍 CHCH,o十nC-0-NHtナ

新規熱硬化性ポリウレアエラストマー ポレアは全く新しい熱硬化性エラストマーです。

ポレ，，，R
高強度・高弾性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性・耐久性に優れます。

用途

◆鉄鋼 ・製紙・染色などの各種弾性ロール ♦試作モデル材料
♦キャスターなどの工業部材 ♦樹脂型材料 など

ク＼ラケミカJしエ撰株式会社門悶霊胃盟．ご芯塁旦pこご二？二。↑[}



ご挨拶

日本ウレタン建材工業会

会長 角田 孝郎

会誌30号の発刊に際し、 一言ご挨拶を申し上げます。

初めに、関係官庁、学会及び関係者の皆様方には、

当工業会並びに会誌「ウレタン建材」に対して心温ま

るご指導とご支援を賜り厚くお礼を申し上げます。

政府は 10月の月例経済報告の中で、景気の基調判

断について「回復している」との判断を 8ヵ月連続で

据え謄いています。これは、 2002年2月に始まった現

在の景気拡大期間が 10月で戦後最長のいざなぎ景気

(1965 -70年）に並んだことになり、 11月には戦後最

長の拡大になることが確実な情勢となっていることを

意味しています。

平成 17年度のウレタン建材の出荷量は前年比98.4

％で69,532tと前年割れとなっていますが、主力の防

水材は40,959tで昨年に引き続き過去最高の出荷とな

っています。しかしながら、その伸びはわずか 1％で

あり、今年度（平成 18年度）上期の防水材の出荷量は

前年の90％と低迷をしています。

防水材市場はいわゆるストック市場ですから、市場

は着実に増えているものと思います。実際、主要市場

であるマンションの供給件数は着実に増えています。

こうした状況から、ウレタンの防水材は他の材料との

競争で劣位にあると認識せざるを得ません。

昨年のウレタン建材29号に投稿いただいた東工大

田中教授のご指摘にあるように、ウレタン材料の課題

として環境性、耐久性が挙げられています。まさしく

工業会の課題として当を得だこ指摘と思います。

工業会では、 2000年代に入り社会的ニーズに応える

べく環境問題にいち早く取り組み、 2002年には「環境

宣言」を発表し、環境負荷低減の「環境対応型ウレタ

ン防水材システム」の認定制度をスタートさせ、 2005

年には「ホルムアノレデヒド自主規制」制度を発足さ

せています。今後は環境性の向上策として、廃棄物量

を減らすという観点に立ち、塗り重ねてゆく施工法の

普及に努めていきます。この塗り重ね工法は、耐久性

の向上に繋がる利点もあります。

こうして、環境性、耐久性の向上を図って社会貢献

に寄与すると共に、ウレタン建材の地位向上、市場拡

大に結び付けたいと考えております。

厳しい市場環境にはありますが、課題を一つ一つ解

決して、会員一同が一丸となってウレタン建材市場の

進化を目指して活動していきます。

今後とも、関係各位の皆様方のご支援とご指導をお

願い申し上げます。

【雑感】

今年の 8月に福岡市で、飲酒運転による追突事故で

幼い三人のお子さんが亡くなられたという痛ましい事

故が発生しました。しかし、事故直後の取り締まりで

も飲酒運転の検挙数は減らず、その後も毎日のように

飲酒運転による事故が発生し報道されています。また

かとの思いは小職だけではないと思います。これとよ

く似た現象が独占禁止法違反ではないでしょうか。会

社は法令順守を標傍しながら、実際は、談合等、跡を

絶たないのが実態のようです。共通した点は、「自分

だけは大丈夫」という思い込みではないでしょうか。

また、談合は会社のため、組織のためと大きな勘違い

をしていることではないでしょうか。いまや、談合は

会社の社会的信頼を失うばかりか、本人や、本人の家

族までにも不幸をもたらす行為である事は明らかです。

最近、中央高速を利用する機会が多くなり、談合坂

という場所を通るたびに独禁法を思い出しています。

名前の由来に、戦国時代、 北条氏と武田氏が和議調停

をした場所という説があるようです。そういう意味で

は北朝鮮との談合は大いにすべきなのでしょうが、商

取引においての談合は飲酒運転に匹敵する法令違反と

認識して行動すべきでしょう。

- ll -



、ら

ー"“螂if躙2警1

t‘ .cos川C•PROダ
斗諷と 達ー—

■トータルコスト削減
通気工法なのに作業性は密着クロス入り工法と同じ。
接着剤不要だから、貼り込み ・貼り直しが簡単。

■抜群の通気性能
通気量は従来の穴あき緩衝シートのおよそ5倍。
だから、防水層のフクレが発生しにくい。

-
COSMIC-Geo R 

覇境に優しい材料を使用した安心防水工法

～コスミックECOはもちろん、

ヽ

プライマーやトップコートにいたるまで無溶剤化を実現。
これまでの防水材に比べ臭いが少なく、
改修工事における臭気問題を解決しています。

ゴミを減らす「リニュースシステム」

～コスミックECOは水で硬化します。
硬化した残材は専用容器だから簡単に取り外すせ、
容器は回収して再利用を行う
「リュースシステム」を確立しています。

，・

COSMIC-IP RAY 
期短縮でますます拡がる施工箇所

～外気温に影響されることなく、安定した反応が得られる
高精度•高品質な施工が可能。硬化が早く、
連続積層吹付けが可能なので複雑な形状にも
楽に施工できます。

械固定仕様 CA工法の耐風圧性

～コスミックCA工法は機械固定方式なので、防水層が
風で飛ばされることがないように充分考慮しなくては
なりません。下地固定アンカーの強度およびシートの
強度を測定して適切な固定数を求めます。

-ユ—フレッZス株式会社 http://www.uplex.jp
□本 社 引51-0053 東京都渋谷区代々木2-ll-14(NKピル5F) TEL. (03) 5302-2115 FAX. (03) 5302-2117 

□大阪営業所 〒550-0002 大阪市西区江戸堀l•20-22 （ウエスト船場ピル5F) TEL. (06) 4803-2041 FAX. (06) 4803-2047 

-12-



］ユ三19ウレタン塗膜防水材シリーズ

― ― 一COSMIC-PRO COSMIC・GCO CO§MIC-IPRAY 

一置渭可••••
、書iし： ■■渭t' 置濯■• ーユ遷，9- •• k",'．1’999 ... ， .• 

----<正会員〉

僻アイ

陳ハイテック ！東京都東村山市 1042-409-2224 
＇ ・ レック ：栃木県宇都宮市 ：028-613-1066 侑ハイパ ｀ ーンール工業 ：東京都板橋区 103-3554-0081 

園アクティブ ！東京都新宿区 ！03-3299-3234 芳賀防水工業 ！神奈川県川崎市中原区 ！044-733-5208

閥 イ シ ダ ！長野県茅野市 :0266-72-2627 陳 浜 田 屋 i群馬県高崎市 ， :027-364-4511 

陳エイ ケ ン ：埼玉県八潮市 ：048-998-0370 陳平 田産業：東京都目黒区 103-5715-1898 
＇ エ スアイ工業憫 ：北海道稚内市 :0162-33-6407 ル 丁ック ：東京都青梅市 ！0428-32-4040 昧 ビ ド―

園 エムビーエルi埼玉県さいたま市緑区 :048-874-7819 ＇ 富 士建興叫東京都新宿区 !03-3200-1429 

（荀 岡 本 工 業 ：神奈川県川崎市多摩区 ：044-935-4466 北斗工業 備 ：東京都杉並区 ＇ :03-3335-9933 

小 野 防 水 (ffl:茨城県石岡市 ：0299-22-4031 陳マックス工業 i神奈川県相模原市 1042-779-7551 

園沖防 水 ：神奈川県座間市 :042-767-2297 松本防 水 i東京都杉並区 103-3325-2167 

聡 神奈川商会 ！神奈川県川崎市幸区 ！044-544-7877 陳 三 池i東京都大田区 ！03-3721-8230 

樺沢ケミカル避青工業所 ：埼玉県上尾市 :048-725-9500 明和テ ック梱 i東京都品川区 :03-3782-2919 

光栄工業閥i東京都練馬区 ！03-3928-2271 森 下 防 水 i東京都江戸川区 ！03-3674-6153 

陳 言 長 ！千葉県市川市 :047-396-8777 ロ防水園 i東京都板橋区山崎総＾

聡 コミヤト ー タ ル i栃木県小山市 !0285-45-8383 洵 R E A Li東京都世田谷区

園金野工 業 ：東京都葛飾区 ' ォ ムアップ ：東京都板橋区!03-5629-6547 淋リフ ー

閥 サウザン リ ー フ ！神奈川県川崎市麻生区 1044-988-6459 レオン工業閥 ！東京都新宿区

佐 々木レジン梱i神奈川県川崎市川崎区 !044-344-8591 渡部防水工業閥i東京都練馬区

園サトー建工i埼玉県越谷市 :0489-87-0295 

園佐藤 防 水 ：東京都武蔵野市 ＇ 10422-36-8212 ----<賛助会員〉

圃佐野防 K7 工業 ！東京都西多摩郡瑞穂町 ：042-556-4311 アコム産業棘 ！東京都台東区

サンエークリエイト卸 i東京都江戸川区

閥システムモルナイト ！埼玉県所沢市

真装産業鞠！東京都北区

陳 ス バ ル i東京都西東京市

総合防水工業鞠 ！埼玉県さいたま市桜区

梱 壮伸 建材 ！埼玉県川越市

太陽テクニカル園 i茨城県つくば市

園 高野工務店 i東京都足立区

03-3698-3341 

042-990-3431 

03-3906-2314 

0424-68-6161 

048-857-5313 

0492-45-6560 

陳 ア ク 吋 東京都練馬区

閥 ア ル ゴ ！東京都千代田区
＇ 

洵 エコ ールi東京都練馬区
＇ 木村ファイン通商陳 i東京都千代田区

＇ 光 栄 商 事 閥：東京都練馬区

昧 サ ムi東京都練馬区

0298-39-2550 陳 秀カンパニー ！東京都文京区

03-3605-2569 昧 タ ナ ベ ！東京都杉並区

竹内エンジニアリング工業園 i東京都足立区 :03-5837-3191 陳 ダ ン バ ラ：千葉県印西市

梱タニ ム ラ！東京都府中市 :042-366-7473 東部 塗 料 閥：埼玉県八潮市

東洋工事昧：東京都目黒区 !03-3724-2520 陳 ニ シ ノ！東京都杉並区

栃木アンカー工 業眸 ：栃木県栃木市 ：0282-24-6637 陳フロンテ ィア ！東京都豊島区

陳トミヨシ商会i東京都大田区 !03-3775-2203 三井化学ポリウレタン棘 ！東京都港区

陳 トー エ ン ！東京都渋谷区 ！03-3379-2073 

園南満工 業 ：千葉県松戸市 !047-343-2154 ----<協賛会員〉

防技陳日 研 ：東京都練馬区 ：03-5999-5560 日曹商事陳！東京都中央区

ニチモコミュニティ閥 ：神奈川県横浜市港北区 ：045-474-2601 野 口 興 産 聡 ：東京都練馬区

日 新 商 事 卸 ！宮城県仙台市宮城野区 ！022-295-9895 ユープレックス閥 ！東京都渋谷区

コスミック工業会 ユ—フレックス株式会社

103-3963-0990 

03-3290-1010 

03-5398-2339 

03-3355-6331 

03-3904-3910 

03-5687-2961 

03-5921-3655 

03-5835-1507 

03-5987-0730 

03-3256-4481 

03-3928-5811 

03-5946-4447 

03-5800-2451 

03-3396-6606 

0476-46-1223 

048-995-2137 

03-3399-8808 

03-3986-0871 

03-6253-4160 

:03-3270-0703 
， 

： 
103-3994-5601 

103-5302-2115 

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-11-14(NKビル5F) TEL: 03-5302-2115 FAX: 03-5302-2117 
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-20-22（ウエスト船場ビル5F) TEL: 06-4803-2041 FAX : 06-4803-2047 
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1 特別寄稿

防水層の耐根性評価試験方法と
緑化防水層としての
ウレタン防水の可能性

東京工業大学建築物理研究センター教授

田中享二

1.はじめに

結論から書く。「可能性は充分にある」である。

今まで、普通のウレタン防水はとても緑化防水に

使えるものではなかった。だから緑化用ウレタン防

水層というものはなかったし、ウレタン防水関係者

も自分たちは無関係と、最初から決め付けている人

が多かった。私の研究室で防水層の耐根性に関して、

最初に実験を行ったのは2003年初夏であった。ウレ

タン防水層も試験体の中に入れていたが、ササを植

えてからわずか 2ヶ月で、見事に地下茎に突き破ら

れた。だから実は私も、緑化防水にウレタン防水層

は無理だと思っていた。

当時、建築学会では緑化防水層の研究が進められ

ており、耐根性が最重要項目であるとの認識から、

試験方法の勉強をしていた。そしてドイツでは、耐

根性を調べるということが以前からなされているこ

と、ただ古くからある DIN規格（日本の JISに匹

敵する）の試験方法では実際の防水層の耐根性評価

が不十分であるとのことから、新たにTheLand 

scaping and Landscape Development Research Society 

e.v. (FLL)より、耐根性評価のための試験方法 (F

LL試験法2002年改訂） りが提案され、実務に使用

されていることを知った。

当然のことであるが、この方法の直接利用を考え

た。ところが、使われている植物が違う上、試験方

法にも理解のしにくいところもあり、人を介して調

べてもらったりもしたが、結局のところ判然としな

いことが多かった。建築材料や試験方法、評価等は、

風土や社会とかに連動している部分もあるものだか

ら、当然なのかもしれない。もう仕方がない。みん

なで日本版試験方法を作ろう。そう決心するまでに

は、時間はかからなかった。

2.防水層耐根性評価のための試験方法

具体的試験方法は、第 3回防水シンポジウム等で

「屋上緑化用メンブレン防水工法の耐根性試験方法

（案）」として、あるいは毎年の建築学会大会等で

次々と報告してきたので、ご存知の方も多いと思う。

概略はつぎのとおりである。

試験体は緑化に使われる植物を大きく 2種類、木

本類（樹木）、草本類（草花）にわけて作られる。それ

は植物のサイズによって緑化防水システムが異なる

からである。そして木本類としてタブノキとヤシャ

ブシが選ばれた。これは、比較的成長の早い木であ

り、根の伸びの速いことが期待されたからである。

一方草本類としては、シバとクマザサが選ばれた。

これらの地下茎は、防水層にとって強敵であること

が知られており、また両植物とも日本人に好まれて

使われるからである。

次に防水層を施工する容器であるが、 図1に示す

ような、 2重容器方式を採用した。この方式の原型

は田島ルーフィング（樹の緑化防水技術陣が開発した

ものである。これは写真 1に示すように内側のパン

チングメタルの容器に防水層を敷設し、そこに植物

を植え込み、容器全体を土壌の入れられている外側

容器に埋設するものである。利点は、防水層を押し

破った地下茎や根が、さらに外側に自由に伸びるこ
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用いた内彎喜塁

この内11に防止層を籍エ）
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用いた外側喜醤
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窓

図 1 耐根性評価のための試験（木本用）

写真 2 外側容器を外しての根の貫通の観察

写真 3 木本類の耐根性試験

写真 1 植物の植え込み

とが出来るため、 写真 2に示すように定期的に外側

容器をはずすことにより、結果をはっきりと確認で

きる点にある。当然のことであるが、木本類は写真

3に示す大きな容器で、草本類には写真 4に示す小

さな容器で試験を行うようになっている。

なお防水層であるが、シートものの場合には必ず

ジョイントがある。ジョイント部は耐根性の観点か 写真4 草本類の耐根性試験

ら、弱点となり易いため、必ずその部分も含めて試

験体を作ることを義務付けている。 に土壌を入れ、さらに樹木を植えるのである。かな

また試験体数は各々 4体とした。率直に言って 4 りの重量となる。作業たるや大変である。しかし、

体というのは、作業面からは大変な数である。木本 これでもギリギリの数であると考えている。 8体に

類では容器だけでも lm角、高さ50cmもある。これ すべきという意見もあった。ちなみに緑化防水本家
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のドイツでは、きっちり 8体である。なぜ多数試験

体が必要かというと、相手が生き物である植物であ

るということに由来する。植物は工業製品ではない

のだ。個体のばらつきの幅が大きい。だから 8体な

のである。ただ日本人的せこさで、これを 4体に値

切ってしまった。

次に試験体の管理であるが、最大のポイントは植

物を順調に成長させることにある。考えてみれば分

かることであるが、植物が弱っていて根系の成長が

悪いものでは、防水層を突き破る力が弱くなるため、

脆弱な防水層でも損傷せず、その結果、合格防水層

として評価されてしまう。安定的に植物を生育させ

るためには、それに適した環境整備が必要である。

そのため、温室内で園芸の専門家による管理のもと

試験を行うこととした。さらにどの程度の試験期間

が必要かについても、かなり議論があった。理想は

4年以上ということであったが、結果を出るまでに

長期間を要するのは実用的ではないということから

2年とした。これについては今もって議論のあると

ころであり、現在行っている試験を継続しながら確

認する予定である。

3.根系先端の押し付けカ

さて本題である。前述の試験により、当該防水層

が耐根性をもつかどうかの判定はできる。ただ、そ

れがどうして大丈夫であったのか、あるいは破られ

てしまったのかという理屈は、相変わらず解らずじ

まいである。植物の根系はどのような力で、防水層

を押し破ろうとするのか、これを調べようと思った

のが、ことの発端である。

根系のなかでも、地下茎は特に危険であることが

知られている。これは緑化屋根先進国であるドイツ

でも同様のようであり、 2005年5月に緑化防水調査

団を結成し、日本版耐根性試験方法を携えて、意見

交換をかねてドイツを訪問したが、緑化防水層の評

価試験を一手に引き受けているバイゼンシュテファ

ン大学 ・造園学科の担当者もそのことをしきりに強

調していた。

さて我々の研究であるが、まず、地下茎や根の防

水層を押し破ろうとする力、これを測定することと

8.5 22 

1 1 1荷重潤定部 （ビーム型ロードセル）

地下茎

7.5 
、誘弓1部分

（湿潤土壌）

ポリエチレン 上上下内」 単位 ：mm  
フォーム

図2 地下茎先端押し付け力測定装置

した。研究室としては2002年から測定装置開発に着

手していたが、なかなか思うように行かず苦戦して

いたが、 2005年になってやっと図2に示すような装

置を完成させることができた。この装置のポイント

は、植物の根系が水分を求めるという性質の利用に

ある。水分を求め伸びてくる根や地下茎の先端部分

に、荷重受け板を設置し、それを押す力を測定する

のである。そのため装置は根や地下茎の誘導部分、

押し付け力測定部分、それらの誘引部分から構成さ

れている。誘導部分は根や地下茎を測定装置の方へ

もってくるためのもので、ここではラッパ状の円錐

筒のガイドが作られている。この中に入れられた根

や地下茎の先端部分は、外側に行くことができず、

荷重測定装阻の荷重受け板の方へ誘導されてくる。

それらをうまく誘引するところがポイントである。

誘引のためには湿潤状態が必要である。ここが乾燥

していると、それらは成長を止めるかもしくは、も

との水分の潤沢な方へUターンをする。そのために、

根の押し付けを受ける荷重受け板（中心 1mm(/)の孔

があけられている）の背後に水分を充分含む浬潤土

壌を置き、そこから湿分が滲み出る仕組みにしてあ

る。

さて地下茎をもつ植物の選定である。強力な地下

茎といえば何といってもタケ・ササ類である。ただ

屋上に竹類を植えることはそれほど一般的ではない

ので、背の低いクマザサとした（写真 5)。タケ ・サ
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写真 5 クマザサ 写真 6 ノシバ 写真 7 測定状況

サ以外にも地下茎によって増えてゆくものは意外に ッパ状筒の中に入れる。 後は地下茎が伸びてきて、

多い。緑化屋根で最初に最も多く使用される芝生も 荷重板を押し付けるのをひたすら待つだけである。

そうである。だからノシバも、試験植物とした（写

真 6)。

測定手順は簡単である。まず写真 7に示すように

容器を半分に仕切る。片側に植物を植える。仕切り

板に、先ほどの根系誘導のためのラ ッパと同じ直径

の孔をあけておき、そこに測定装置を取り付ける。

植えたばかりの植物は勢いがないので、数週間、元

気を取り戻すのを待つ。頃合を見計らって、装置に

近いところの地下茎を 1本、逃げられないようにラ

4.地下茎先端の押し付けカ

測定結果をクマザサについては図3に、ノシバに

ついては図4に示す。今回の測定では、 2005年 4月

30日に、地下茎をラッパのなかに誘導したが、それ

が荷重受け板を押し付け始めたのは 5月21日であ

り、1日目ですでに1.2N程度の押し付け力が観測さ

れた。これら押し付け力は翌日の明け方から日中に

かけて一旦低下するが、夕方からさらに上昇した。

拡大

0

8

6

4

2

 

ー

(N
)
[t'../-JW一要

地下茎誘導：2005年4月30日
地下茎到運：2005年5月21日

6/4 6/6 6/86/10 

二[
O
五

(N)CHIJ,/1,1,1 

(9寺匂l)

（月/8)

図 3 クマザサの地下茎先端の押し付けカ

□[ 
0時 24時 （時刻）

8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16（月1日）

拡大

地下茎誘導：2005年7月258
地下茎到違：2005年8月38

6N 
測定打ち切り

図4 ノシバの地下茎先端の押し付けカ
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その後、大まかには 1日を 1周期としながら、全体

として上昇し続けた。そして 6月10日には、なんと

9.8N（約 1kgf)を記録した。その翌日はやや押し付

け力の低下する傾向は見られたが、使用しているロ

ードセルの許容値lONに近接したため、測定を中止

した。

押し付け力が上昇するのは、概ね午後から夜間に

かけての時間帯で見られており、荷重の増加速度は、

その最大が 6月5日に、図中の拡大図に示すとおり

2Nの荷重上昇が約 2時間で観測されている。これ

は荷重速度に直すと約 1N/時間ということになる。

また地下茎の先端の形状であるが、 写真8に示す

ように、自由に伸長させた地下茎では先端は非常に

尖っているのに対し、荷重受け板で伸長が押さえら

れた地下茎は、その先端が鱗片葉の発達した多少ふ

くらみのある形状へと変化させていた。

ノシバについても基本的には同様であり、押し付

け力は午後から夜間にかけて上昇、昼間に低下を繰

り返しながら、全体としては 1週間程度までは荷重

が増加し、その後はやや頭打ち状態が続いた。この

測定期間中に観測された最大押し付け力は 6Nであ

った。

5.簡便な耐根性評価試験方法

防水図が耐根性を持つかどうかは、先に述べたよ

うな試験方法により調べることが可能である。ただ

問題は 2年間という長年月を要することである。完

成品としての緑化防水層の最終耐根性確認ならばこ

れでも良いかも知れないが、日々緑化用の防水材料

や防水層の開発に取り組んでいる人たちにとって、

写真 8 地下茎の先端の形状

この長期間は実際的でない。厳密ではないが、早く

簡便に評価する試験方法が必要であろう。このこと

を考えて研究室では大まかではあるが、誰でもすぐ

耐根性を評価できる試験方法を開発した。

この試験方法は、強力な地下茎の先端を持つクマ

ザサとノシバを想定したものである。そのためには

これらの先端がどれほど尖っているかについて述べ

ておく必要がある。そこで先端を拡大して調べた

（写真 9）。この先端は球形で近似すると、その直径

は0.1mmから0.5mm程度である。いろいろ検討したが、

0.5mmc/)程度が使い易そうであり、この先端を持つ模

擬針（軸部太さ 3mmの）を使用することとした。

防水層は図 5に示すような2枚の鋼製の円盤で固

定した。この中央部には 3mm(/)の孔が開けられてお

り、模擬針は 1mm／分で下がってきて、この孔を通っ

て防水層を突き抜ける（写真10)。模擬針の上部には

ロードセルが取り付けられており、荷重と針の変位

量を測定する。

試験方法検討のために、試料としていろいろとカ

学的にバラエティに富ませた材料を用意した。すな

わち、硬度にバリエーションをもたせたウレタン・

写真 9 地下茎先端の形状と球形に近似した時の直径
（単位： mm)
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ウレア樹脂系塗膜 5種、厚さにバリエーションをも

たせた塩化ビニル樹脂シート 5種、補強材等にバリ

エーションを もたせた加硫EPDMゴム シート 5種

を、試作もしくは各種製品の中から探してきて使用 るに従って、

写真10 模擬針貫入試験

している。だから この中には、 実際の防水層以外の

ものも多く含まれている。

それらの測定結果を図6に示す。一般に硬質にな

また厚さが厚くなるに従って、測定さ
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れる荷重は高くなるが、その挙動は単純ではない。

厚手のものでは、模擬針先端が侵入すると、針側面

が防水層に接触するためと推定されるが、荷重の挙

動が複雑になる傾向が見られている。また補強材等

が組み込まれている ものは、当然その影響を受けて

いる。

6.クマザサとノシバの耐根試験

さて上記に述べた方法で、各々のシートの模擬針

侵入に対しての抵抗性を調べることが出来たが、こ

の結果がどのような意味をもつのかが重要である。

この関係を明らかにするために、クマザサとノシバ

を用いた先に述べた耐根試験を行った。試験の途中、

定期的に植物の植え込まれている内側容器を外側容

器から引き上げ、側面、底面から根や地下茎の防水

層貫通状態を観察した。観察後はふたたび外側容器

に埋め戻し、試験を継続した（これが日本版耐根性

評価試験方法、二重容器方式の良いところである）。

試験期間は 2年間とした。そして一部のものは防水

層が突き破られた（写真11)。

問題は模擬針を使った簡便な試験方法による結果

と、ここでの結果とがどのような関係にあるのかと

いうことである。そのことをいくつかの物理量をも

とに調べてみた。そのなかでもっとも良さそうに思

えたのが、模擬針試験での「荷重の最大値」であっ

たので、両者の関係を調べた。 図7に模擬針試験で

の荷重の最大値を材料ごとに棒グラフで示す。この

中で特に実植物を用いた 2年間の実験で、地下茎が

写真11 地下茎の防水層貫通

貫通した材料を黒棒で示した。今回の測定では、お

およそ14.3Nのラインを基準として、それ以下なら

ばほとんどの材料で地下茎の貫通現象が見られてい

る。（貫通現象の見られなかった材料はただ 1種類

だけあるが、それもぎり ぎりの値である。）

ちなみに地下茎の押す力の実測によると、 9.8Nが

観測されているので、これはかなり近い値となる。

だからこの結論は総合的に考えて、かなり整合性の

あるものと思う。ただ何Nで安全かの線引きは、い

ろいろな植物の測定が必要であり、現時点では示す

ことは出来ていない。しかし大まかではあるが、こ

の簡便な方法でどの程度の耐根性かを、ざっと調べ

ることはできる。製品のスクリーニング試験として

役立たせて欲しい。

7. ウレタン防水層は緑化防水層としての

可能性はあるか

最後にウレタン防水層は緑化防水層としての可能

性があるかどうかである。ここまでの説明で理解で

きたと思うが、そしてウレタン ・ウレア樹脂系試験

体の結果も示すように「可能性は充分ある」である。

塗膜系防水層の利点は、ジョイント部のないこと

である。あまり詳細に述べなかったが、いわゆるシ

ート系防水層の耐根性の弱点は、ジョイント部にあ

る。根や地下茎は、防水層を突き破ることが出来な

いと判断すると、屈曲し防水層表面に沿って伸び始

める。そこに少しでもジョイント部等の段差がある

と、そこにもぐりこもうとする。ここは危険な部位

となる。だから建築学会で提案した耐根性試験法で

も、 ドイツの試験法でも、シート系防水層は必ずジ

ョイント部を設けるように指示しているのは、その

ためである。

ただ現状で塗膜防水層が使えないのは、ここで行

った実験で明らかになったように、柔らかいからで

ある。ウレタン防水層の JISは、伸びのある柔ら

かい材料となるように規定しているから当然であ

る。しかし硬いものを使えば可能である。どの程度

まで硬くすればよいのか、それは今後の課題である

が、それには模擬針を用いた種々のウレタン・ウレ

ア樹脂の試験データは参考になると思う。

-20-



模擬針貫通試験による防水層の強度 (N)
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図 7 耐根試験結果と模擬針貫入試験結果との比較

（注） 防水層でないサンプルも含まれている

最後に注意すべき点を指摘しておく。厚さの監理

である。普通の屋上防水層以上の最低厚さの確保が

大事である。根や地下茎が感知する硬さは、当然厚

さも含めてでの話である。いくら硬い材料でも薄け

れば全体として強度が下がり、根や地下茎は貫通す

る。塗膜防水層は通常 3mm近くの厚さがある。厚さ

が同じならば硬い材料がよい。硬い材料というのは

そういう意味である。塗膜系防水層の最大の泣き所

は、ひとえに厚さの不均ーさにある。

特に気をつけなければならないのは、皮膜のなか

に封じ込められた気泡の存在である。気泡は外から

は見えないが、明らかに厚さの薄い部分となる。そ

して根や地下茎は、それを決して見過ごさない。今

回の実験でも内部気泡部分で、地下茎にきれいに貫

通された試験体があった。それはコーナ一部で施工

のしにくい箇所だったから、苦労して試験体を作っ

てくださった方には同情するが、植物は見逃しては

くれなかった。

8.おわりに

今、緑化は花盛りである。国交省の調査でもここ

数年、年平均20haほどで増加しているとのことであ

る。この成長マーケットをねらって、防水材料も含

めたいろいろな分野からの参入が続いている。施工

法も含めて、技術的に明らかに危ないと思われるも

のも散見する。その一方で、本来緑化防水のポテン

シャルを持っているはずなのだが、今までの流れの

中で参入を見送っている分野もある。

その観点からウレタン防水をみると、頭から参入

できないものとあきらめているようなふしが見られ

る。緑化屋根は工場屋根のような大面積から、個人

住宅の屋根やベランダといった個人がささやかに楽

しみたいという小面積にいたるまで、要求の幅が大

きい。ウレタン防水が絶好の位置にいるとは思わな

いが、ウレタン防水が適する緑化屋根もありそうに

思える。材料と技術を検討してみる価値はあるので

はないか。
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特別寄稿 I 

環境・ウレタン・未来

ものつくり大学 技能工芸学部建設技能工芸学科教授

博士（工学）

1.はじめに

本誌における特別寄稿として、表題のような執筆

依頼をいただいた。

いま、私たちが生きている21世紀は、「環境の世

紀」ともいわれている。 18世紀から 19世紀にかけて

主に西ヨーロッパで起こった産業革命をさらに推進

させた20世紀には、日本を含めた先進諸国の人類は

豊かで快適な生活を得た。しかし、その反面で地球

環境に対する大きな負の遺産を抱えることとなり 、

1990年代後半からは世界的な規模で、環境保全が叫

ばれるようになった。

そのような社会的な背景の中で、私たちが生業と

する建築においても環境への配慮が大きな課題とし

て取上げられている。

本稿においても、そのような点に関して筆者が研

究や学協会における業務を通じて、考えていること

を述べさせていただくことにする。

2.建築における環境配慮

筆者は、特に建築の材料施工分野における品質管

理および耐久性や保全の研究をバックグラウンドと

して、昨今では特に建築内外装仕上げにおける環境

保全と健康安全の研究をしている。そのような中で、

日本語の「環境」という言葉は非常に幅広い意味を

包含しており、英語では以下のような二つの単語に

当たると考えている。

① Environment ;自然環境 ・地球環境

②Surroundings ;周辺環境

したがって、①は世界規模で注目を集めているま

さしく大きな地球環境であり、シックハウス症候群

近藤照夫

が問題とされている室内空気質とか、ようやく日本

でも意識が高まってきた景観などは②にあたると解

釈できる。しかし、実際には「環境」の漢字で表現

されており、非常に広大な意味を持つことになる。

筆者は、環境問題から派生する現在の建築分野が

抱える技術課題として、建築の内外装に対する具体

的な要求性能とそれらの開発ポイントを以下のよう

な5項目に集約している。それらの技術動向を交え

て整理すると、以下のとおりである。

(1)耐震安全性や耐風圧性の確保 ：日本では地震の発

生や台風の来襲が多く、内外装部材の剥離 ・剥落

による災害防止を図るためには接着のみに頼らず、

工場成形部材の機械的固定が有効な構法となる。

日常的な剥離・剥落防止にも、当然のことながら

非常に有効な手法である。

(2)耐久性の確保：省資源につながる長寿命建築を求

めるには、耐侯性や耐水性、耐紫外線性、寸法安

定性等々の多岐にわたる要求性能を施工時のみで

はなく、長期間にわたって維持できる耐久性が従

来以上に強く求められている。長寿命な建築を実

現することは、省資源にも繋がることになる。

(3)省資源化の重要性：材料のReuse（再使用）や

Recycle（再生利用）によるReduce（廃棄物と資源使

用量の削減）が、全産業分野で推進されている。

建築分野でも大きく推進されているが、当該分野

のみではなく 他産業も含めて、 3R活動を推し進

めてゼロエミッションを実現化させていくことが

最終目標となる。

(4)人間の健康安全性：重金属や環境ホルモン、 VO

C、アスベストなど人間の健康被害をもたらす有
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害物質を含まない材料を用い、建築の施工者及び

使用者、居住者の健康と安全を確保して、安心で

きる生活を維持することが重要である。

(5)省エネルギー：資源保護と湿暖化防止の観点から

はエネルギーを消費する空調に頼ることなく室内

空間を制御して、室内空間における快適性向上と

結露防止を図る断熱性の向上が求められている。

断熱構法としては、従来の日本で一般化していた

RC躯体の屋内側に断熱層を設置する“内断熱構

法’'ではなく、集合住宅や戸建住宅の別なく特に

“外断熱構法’'が大きな注目を集めている。

現在の建築内外装仕上げにおいては、上記の 5項

目が強く求められており、これらが技術開発のポイ

ントであると思われる。

3.ウレタン塗膜防水における現状と課題

上述のような建築における環境配慮を受けて、本

稿の主題であるウレタン塗膜防水に焦点を絞って考

えてみたい。

ウレタン塗膜防水は、1960年代に下地コンクリー

トヘ直接塗付する手塗り密着工法を皮切りとして、

1970年代の発泡ポリエチレンシートを用いた通気緩

衝工法、 1980年代の改質アスファルトシートとの組

合せによる複合防水による耐久性向上及び超速硬化

ウレタン吹付け工法による高品質や高物性の確保を

経て、 1990年代には耐久性と強度を向上させた高機

能硬化ウレタンの開発によって、不具合の改善や性

能向上、さらには適用範囲の拡大を図ってきた。そ

の間に、 JISA 6021屋根用塗膜防水材の材料規格が

制定され、日本建築学会建築工事標準仕様書JASS

8防水工事及び旧建設省建築工事共通仕様書（現在

の国土交通省公共建築工事標準仕様書）などの公的

な仕様書に採用され、信頼性のある建築防水として

の位置付けを確保してきた。

また、日本ウレタン建材工業会では、 2003年 7月

1日に施行されたシックハウス症候群対策を盛り込

んだ改正建築基準法に対応して、 2005年11月には

「ホルムアルデヒド自主規制」表示申請登録実施要領

を制定して、「F*＊＊*」の自主表示制度を発足さ

せている。 2003年 7月の改正建築基準法では、接着

剤や塗料などに添加されているホルムアルデヒド と

木質系材料の防蟻剤であるクロルピリホスを含む建

築材料の内装使用を規制している。防水材は主とし

て屋外で使用されるが、駐車場や開放廊下、ベラン

ダなどへの適用においては室内濃度を向上させる可

能性が考えられる。このような点に配慮して、 28℃

におけるホルムアルデヒド発散速度0.005rng/rrih以

下、 23℃における放散量0.12mg/L以下の規定を満足

して、室内使用の制限を受けないF*＊＊＊レベル

の表示ができる材料を承認登録している。

さらに、 2006年4月に施行されたvoe排出規制

を盛り込んだ改正大気汚染防止法に配慮した「環境

対応型ウレタ ン防水材システム」認定制度を2006年

6月に発足させている。 2010年度には、 2000年度V

oc排出量に対して30％削減することを目標とした

法改正に、いち早く対応している状況は評価できる

ものである。

上述したように、現状では耐久性や信頼性の向上

を目的としたエ法の改善とともに、環境配慮に対し

ても積極的な姿勢が見られる。しかし、防水信頼性

や耐久性を確保するための品質管理や材料の再使用

や再利用による省資源化は、必ずしも十分な状態で

はないように思われる。

また、現在は未知であっても新たな事実が見つか

り、有害物質に対する指定や規制が今後も増大して

いくことは想像に難くない。

したがって、新たな材料を開発するに当たって、

構成する化学成分については、微量なものも含めて

十分な配慮が不可欠である。

環境対応型防水システム認定マーク

（出典：日本ウレタン建材工業会HP)
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「環境対応型ウレタン防水材システム・認定基準」 （概要）

対 象 試験項目 基 準

ウレタン防水材 JIS A 6021全項目
試験結果がJISA 6021の規格を満足していること。

またはJISA 6021認定工場の製造によるJISマーク表示製品

耐候性
色’グレーまたは申請者の指定色

トップコート 光沢保持率・平均80％以上
品質基準

耐水接着性 分類： 0 （カッ トの縁が完全に滑らかで、どの格子の目にもはがれがない。）

プライマー 耐水接着性 はく離接着強度 ．平均50N/25mm以上（水浸漬後）いずれかの郭材の材破

接着剤 耐水接着性
はく離接着強度 平均40N/25mm以上（水浸漬後）または通気緩衝シートの

100％材破

溶剤
「労働安全衛生法施行令別表第6-2」に規定されている溶剤を ‘‘使用してい

ない’'こと

環境庁 環境ホルモン戦略計画SPEED'98における「内分泌撹乱作用を有す

環境基準 環境ホルモン ると疑われる化学物質」（最新版）にリス トアップされている物質を‘‘使用し

ていない’'こと

容器
容器の大部分が再利用又は再資源化が可能なもの、若しくは金属缶に比較

して、環境負荷が軽微なもの

1.防水材システムには、施工対象部位（平場・立上り等）ごとのエ法を総て試験対象とすること。

2.試験体は全ての試験項目において、国土交通省「建築工事共通仕様書」における当該適用部位の仕様(X-1、X-2)によリ作製す

ること(JISA 6021による試験を除く）。

3.環境基準における ‘‘使用していない’'状態とは、配合設計意圏に含まれず、製造工程上および施工時において混入しないこと

が確認されていることをいう。

4.おわりに

ウレタン防水の環境配慮について、筆者の業務経

験を通じて考えていることを述べさせていただいた。

建築における環境配慮が強く求められている現代

であるが、基本的な要求性能を満足させ る品質管理

が十分に確立されている ことが前提となる。

•――参考資料全システム一覧

認定番号 会社名

NUK-02001 （株）ダイフレックス

NUK-02002 （株）ダイフレックス

NUK-02003 ディックプルーフィング（株）

NUK-03004 ユープレックス（株）

NUK-03005 （株）ダイフレックス

NUK-03006 旭硝子ポリウレタン建材（樹

NUK-0400ワ 田島）レーフィング（株）

NUK-04008 田島）レーフィング（船

NUK-04009 ディックプルーフィング（株）

NUK-04010 旭硝子ポリウレタン建材（株）

NUK-04011 旭硝子ポリウレタン建材（株）

NUK-04012 保土谷建材工業（街

NUK-05013 日本特殊塗料（松

NUK-06014 東日本塗料（株）

NUK-06015 東日本塗料（掬

（出典 ：日本ウレタン建材工業会HP)

また、環境配慮を含めた研究開発は、ネガティブ

（回避的）な技術ではなくポジティブ （挑戦的）な技術

をめざし、人類の持続可能な発展には不可欠なもの

とするこ とが重要である。そう す ることによって、

大きな ビジネスチャンスが生まれて くると確信して

いる。

システム名

ォータス・工コ・シリーズ

SP・シリーズ

ァース・ コー ト・シリーズ

スミック・工コ・シリ ーズ

ェコ・ウレックス ・シリーズ

サラセーヌ REシリ ーズ

オルタック・プラスシステム（一般仕様）

オルタック ・プラスシステム(OSS仕様）

フラッ トワンECOシリ ーズ

サンシラールエコシステム

リムスプレーエコシステム

日CエコプルーフEシステム

プルーフロンエコシステム

フローン HNTエコシステム

フローンHNTエコ 12システム
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1 特 別寄稿
- -- -

防水材料と環境問題

（財）建材試験センター

清水市郎 c
 
が--、

1.建築行政等に於ける環境問題への取組み

地球環境問題解決に向けて法制度としては、循環

型社会形成推進基本法（基本的枠組み法）を殻とした、

一般的な取り組みの、「廃棄物処理法」、「資源有効

利用促進法」及び、個別物品の特性に応じた 「包装

容器リサイ クル法」、「家電リサイクル法」、「食品リ

サイクル法」、「建設リサイクル法」、「自動車リサイ

クル法」、「グリーン購入法」が制定されて、社会的

に機能している。

また、日本工業標準調査会「環境 JISに関する

活動について」では、環境 ・資源循環規格で 「環境

配慮規格」及び 「環境測定規格」を2本の柱として、

JI Sのグリーン化・環境配慮規格策定のアクショ

ンプログラムを推進している。この中で建築分野の

規格への環境側面の導入として、 JISQ 0064 

「製品規格に環境側面を導入するための指針」に基

づき、環境配慮の一般原則として、

1. 設計時点において、建設資材・構造物のライフ

サイクルの各段階において環境への影響を考慮す

る。

2. ライフサイクルの各段階において総合的な環境

負荷の低減に配慮する。

3. 資源は持続的に利用するように配慮する。（高

耐久 • 長期供用による資源保護、再資源化に際し

ては環境負荷の少ない方法を優先、循環利用が困

難な解体発生材は適正な最終処分、建設資材には、

有害物質の使用を抑制するとともに、環境への影

響を最小限にする配慮、環境側面に関する情報は

適切に記録し、管理、）

4. 規格制定では、資源循環型の環境配慮製品の使

用を妨げない規格とし、他の環境関連規格への配

慮をする。以上の項目内容を環境 JISのベース

として、今後検討がされていく。

更には、日本建築学会では、日本建築士連合会、

日本建築士事務所協会連合会、日本建築家協会、建

築業協会の 5団体と共同で 「地球環境・建築憲章」

を公示し、啓蒙を行なっている。この内容は、長寿

命（建築は世代を越えて使い続けられる価値ある社

会資産となるように企画・計画・設計 ・建設 ・運用

・維持される）、自然共生（建築は自然環境と調和し、

多様な生物との共存を図りながら、良好な社会環境

の構成要素として形成される）、省エネルギー（建築

の生産のエネルギー消費は最小限にとどめられ、自

然エネルギーや未利用のエネルギーは最大限に活用

される）、省資源・循環（建築は可能な限り環境負荷

の小さい、また再利用・再生が可能な資源 ・材料に

基づいて構成され、建築の生涯の資源消費は最小限

にとどめられる）、継承（建築は多様な地域の風土・

歴史を尊重しつつ新しい文化として創造され、良好

な成育環境として次世代に継承される）の 5項目か

ら成り、建築分野における地球環境問題解決の指針

を示したものである。

2.防水分野に於ける環境問題の取組み

2.1 国際的な取り組み例

環境問題の取組みとしては、 CIBW83/RILEM166-

MRS : Joint Commitee on Roofing Materials and 

Systemsでは、 表 1に示す持続可能な屋根システム

のための提案として21項目を掲げている。!)
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表1 CIB W83/RILEM166-MRS : Joint Commitee on Roofing Materials and Systemsによる持続可能な屋根層のための21の提案

環境負荷低減

1.環境汚染物質を含まない原材料から作られた製品を使用する。

2 できるだけ廃棄物量の少ない防水層、施工方法を採用する。

3. 危険な廃棄物となる可能性のある製品の使用は避ける。

4.施工される地域の気候特性や地理的な要因を考慮する。

5. リサイクルや再利用の可能な製品を使う。

6.植栽可能な緑化屋根の普及を推進する。特に、大都市の屋根ではそのことが望まれる。

7. 寿命の尽きた防水層の分別回収のし易い防水設計とする。

省エネルギー

8.断熱材の使用は、建物全ライフに渡リ冷暖房費低源に有効であることを認識し、防水層に適切な断熱材を付与する。

9.断熱材を乾燥状態にしておく。断熱性の長期間保持、屋根防水層の耐久性確保のためである。

10．移動 ・輸送コスト低減のため、出来るだけその地域の技能者、材料、施設を利用する。

11. 材料製造、施工も含めての全エネルギー評価は、工法比較に有効な手段であることを認識する。

12.気象条件を考慮して屋根表面の色、材質を考える事。 エネルギー消費や防水層の性能に影響を及ぼすからである。

屋根の長寿命

13. 十分な経験と技能をもつ防水設計者、材料供給者、請負者、販売者、建物監理者を採用する。

14.丈夫で耐久性のある屋根防水の価値を十分理解し、防水設計に責任のある体制づくリをする。

15. 下地の適正さの重要性を良く理解する。

16. 水の滞留を避けるため排水には十分配慮する。

17. 屋根への水の浸入可能性を最小にする。

18. 維持管理に必要な郎品は、容易に修理や交換が出来るようにしておく。

19. 防水施工作業の管理をしっかり行い、必要に応じて指導する。

20.破損等の防止のため、歩行路や仮設保護層を設けるなどして、完成した屋根防水層の上に直接乗ることを制限する。

21. 定期的な検査や修繕を行ない、予防的な維持管理を施す。

2.2 防水材料ライフサイクル性能評価

防水材料の環境負荷低減効果について、ライフサ

イクル性能評価の観点から、検討を行なった。これ

には、原料採取・防水材料製造・施工 ・供用 ・維持

管理 ・解体・廃棄処理 ・回収再生・保管 ・輸送の過

程で検討の必要がある。 表 2に防水材料のライフサ

イクル性能評価項目を整理した。 2)

3.各種防水材料のリサイクルとその可能性

3.1 アスファルト系シー ト防水材料

(1)リサイクルの現状

一部の工場では端物を補助材料として利用され

れいる。一般的に、撤去防水材料は産業廃棄物建

設資材として埋立て処理されている。

(2)防水材料のリサイクルの可能性

劣化 防水層の被覆アスファルトの回収について

は、熱プレス法で、50から70％の回収が出来る。

劣化アスファルトの再生には、再生剤として、プ

ロセスオイルの添加で、だれ長さ以外の物性回復

が出来る。再生剤と同時に未使用のアスファルト

コンパウンド約50％を混合する事により、未劣化

アスファルトと同等の物性に回復が出来る。

(3)リサイクルにあたっての今後の技術的課題

解体時の精度を上げた、分別採取の技術開発が

必要である。更に、防水材料の補強材のリサイク

ルの検討が必要である。 3)

3.. 2 合成高分子シート防水材料

(1)リサイクルの現状

一部のメ ーカーでは、施工現場の端物を回収し、

工場で再生化 を行なっている。一般的に、撤去防

水材料は産業廃棄物建設資材として埋立て処理さ

れている。

(2)防水材料の リサイクルの可能性
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表 2 (1)防水材料のライフサイクル性能項目

項目 (1)採取 (2)製造 (3)建設 (4)供用 (5)維持管理

材料 原油選定 原料使用量低減 施エロス低漑 耐久性向上 材料使用量低減

合成製造技術 工場内再利用 施工技術向上 耐汚染性向上 トップコート施工

副資材低洞 製造技術向上 施工標準化 耐候性両上 回数低減

採取技術向上 容器の削減 容器廃材低減 容器低減

採取廃棄物低減 過剰包装抑制 容器再利用

ロスの低混 容器資源化

材料回収再利用

手段 採取設備改良 製造工程合理化 作業の効率化 メンテナンスフリー化 仮設物低漑

採取エネルギー低洞 混合の効率化 施工機械化 点検設備効率化

採取機械自動化 大容量化 荷揚げ省力化 作業簡素化

作業安全性 エネルギー使用量低減 工程数削漑 点検補修機械化

労働生産性向上 有機溶剤削浪

製造自動化 無公害化

無公害化 機械固定工法

表 2 (2)防水材料のライフサイクル性能項目

項目 (6)解体 (7)廃棄処理 (8)回収再生 (9)保管 (10)輸送

材料 解体作業マニュアル化 解体安全性 回収防水材の 容器の簡素化 荷容器の減容

解体容易性 焼却安全性 確保 製品貯蔵安全性 低比重化

粉塵削減 埋没安全性 成分分離性 製品火災安全性 安全性

汚染物質流出安全性 再生利用性 容器量抑制 包装材低減

手段 解体作業機械化 適正処理施設 回収処理施設設置 ハンドリング向上 翰送エネルギー低漑

エネルギーの低減 廃棄エネルギー低満 成分分離施設設置 尖災安全性 マテリアルハンドリ

道具の性能向上 廃棄作業量低減 回収エネルギー低液 ング合理化

作業安全性 廃棄作業安全性 作業の合理化 通い容器

機械固定工法 作業の安全性 輸送安全性

無騒音粉塵化

加硫ゴム (EPDM)系シート：回収ゴムの再生化

は、未加硫ゴムとし、次いで硫黄と促進剤を添加

し、加硫ゴムとする。 EPDM系ゴムには、約10

％の混入で未使用のゴムと同等の物性となる。 4)

均質塩化ビ系シート：押出成型法で十分に溶融が

出来るので、再生配合シートの作製が可能である。

但し JIS等の物性発現には、可塑剤 ・熱安定剤

が必要である。 5)

ふるい選別 ・風力選別 し、再生を試みた。再生

シートの物性は経年劣化より、繊維混入による低

下が認められた。今後は、粉砕 ・分離技術が必要

である。 7)

複合塩ビ（ガラス繊維補強複合）系シート ：シート

の粉砕・ガラス繊維との分離技術及び新生配合粉

の処方をにより、シートの再生が可能である。 J

IS規格を満足するには、新生配合粉を50％以上、

添加する必要がある。 6)

熱可塑性ポリオレフィン樹脂系（ポリエステル繊

維補強複合シート） ：経年後回収のシート粉砕後、

(3)リサイクルにあたっての今後の技術的課題

再生を行なうには、解体時の分別採取等の回収

方法の確立の必要がある。更に、回収シートの粉

砕・分粒技術の確立の必要がある。また、再生化

の技術向上が必要である。

3.3 ウレタン防水材料

・(1)リサイクルの現状

一般的には、撤去防水材料は建築産業廃棄物と

して、処理されている。 8)

(2)防水材料のリサイクルの可能性
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回収防水材料を粉砕、分粒し、新生材料と混合

し、再利用が可能性がある。但し、タール系ウレ

タンとノンタール系ウレタンとの相性は悪いの

で、同種材料での混合が必要である。

(3)リサイ クルにあたっての今後の技術的課題

解体時の分別、採取の技術の開発が必要であ

る。 8)

3.4 建築用シーリング材

(1)リサイクルの現状

通常では、撤去シーリング材は建設廃材、廃プ

ラスチックとして、埋設処理されている。

(2)防水材料のリサイ クルの可能性

冷凍粉砕し、同種のシーリング材と混合し、再

生品として利用出来る。また、目地内部に使用す

れば、新規シーリング材と遜色ない防水機能を持

たせる事が出来る。

(3)リサイクルにあたっての今後の技術的課題

解体時の材種別の分別、採取の手法の確立が必

要である。更に、粉砕、分粒（チップ化）の技術確

立の必要がある。 9)

4. リサイクルのための防水材料の循環と

その課題

現状では、新規防水材料が製造・施工・供用され

た後は、産業廃棄物建設資材として、埋設処理され

ている。今後は、 図1に示す還流経路により、防水

材料を回収 ・再生の方向での環境負荷低減が肝要で

ある。 10)

使用済み防水亘亘］

製造会社回収

防水分野回収

5.今後の課題

建築における環境問題解決の手法として、防水材

料の視点での種々の技術的問題について検討を行な

った。環境問題解決の一手法としての、防水材料リ

サイクルでは今後、使用済み防水材料の分別回収や

回収経路の整備等のハード、ソフトの両面からの検

討を更に進める必要がある。

環境問題は今後一層加速されて傾向にある。日本

ウレタン建材工業会でも、環境対応型ウレタ ン防水

材システムの認定等の活動を通して、防水層の耐久

性、防水材料の環境規制等の環境問題に力を注いで

おり、今後の更なる展開に期待をしたい。
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h4•J,“・日日
ウレタン系塗膜防水材 II 各種塗床材

アクアコート＃2000 ウレタンゴム系塗膜防水材 アクアコート＃3000MTウレタン系高機能塗床材

II #2500 JIS A 602 1類合格品 11 #8851 エポキシ系帯電防止床材

II #9000 低臭ビニルエステル系塗床材

iァイレジン株式会社

本社・工場／千葉県野田市中里222ff (04)7129-3121 営業所／埼玉県吉川市中野338ff (048)983-3883 
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I 特別寄稿 I 

防ぐ～シェルターとしての建築～
（株）日本設計常務執行役員第一建築設計群長

安達和男

グランドゼロ

911といわれるアメリカの同時多発テロから 5

年がたった。ニューヨーク、マンハッタンのオフィ

ス街は、忙しく行き来するビジネスマンと楽しげな

観光客であふれている。その中にかつてのワールド

トレードセンター (WTC)の跡地だけが、まさにぽ

っかりと穴を開けている。グランドゼロである。 9

11では周辺のビルにも、飛び散る鉄骨や瓦礫によ

り大きな被害が出た。しかしワールドファイナンシ

ャルセンター (WFC)など他のビルは修復され、再

びビジネスの舞台となっている。今、グランドゼロ

はアメリカの聖地である。国内はもとより世界から

人たちが訪れる。しかし観光地ではない。テロとの

戦いの原点であり 、アフガニスタンやイラン侵攻の

きっかけとなった犠牲者たちの慰霊の場である。世

界中がテレビ中継を見まもる中で、飛行機が衝突し、

写真1 グラン ドゼロの穴

WTC跡地は瓦礫が取り除かれ、大きな穴となっている。その中に地

下鉄と駅が露出している。WFC街区へは仮設の陸橋がかけられてい

るが、ここだけが周辺地区の中で異様な風景となっている。

やがてツインタワーが崩壊し、 2600人の死亡者を出

した衝撃は、今でも消えない。そしてニューヨーク

ではWTCのないことの喪失感が大きい。 WTCを

頂点にしていたマンハッタンの特徴あるスカイライ

ンは、今ではしまりのない平坦なものに見える。 W

TCは日本の霞ヶ関ビルほか超高層ビルに大きな影

響を与えた。モダニズム建築の一つの頂点でもあっ

た。シンプルな配置、形状、デザイン、極限までの

合理的なテクノロジー。日本の建築関係者は何度も

見学に訪れて、 WTCに学んだ。そのWTCも国家、

民族、宗教の対立の前には、人々のシェルターには

なりえず、逆に憎しみの標的となり、多くの被害者

を出した。モダニズムやテクノロジーが人類に貢献

するばかりでないことの象徴として、グランドゼロ

の穴がある。

写真2 WTCのないスカ イライン

911までは、この超高層ビルの頂点にWTCのツインタワーがそびえ

ていた。二つの川に挟まれたマンハッタンの水平線と、高層ビルの

垂直線でできていた風景は冠を失った。
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写真 3 新潟県中越地震での屋根被害 写真4 新潟県中越地震廃棄物の山

建物全体ではそれほどの被害がなくても、棟瓦の損傷から漏水が生 濡れて使えなくなった廃棄物が、道端に山積みされている。阪神淡

じた例が多かった。あいにくの長雨で家具や物に被害が出た。応急 路大震災の際は、もっと多くの廃棄物が出た。地球環境面でも大き

措置はブルーシートしかなかった。 な影響が出る。

安全と安心 というより、人や生活を傷つけるものとなってしま

安全と安心という言葉がよく使われている。それ った事件が多い。だからこそ、われわれ建築関係者

が見出しにくいので標語化しているのだろう。安全 は原点に戻り、様々な害から人をまもる建築本来の

と安心の反対語は、危険と不安である。地球環境、 機能と性能を確保していく必要がある。

戦争やテロ、経済、社会情勢、それらに危険と不安

を感じることが、安全と安心の標語化を必要として 防水の考え方

いる。我々の建築界にも不安は多い。阪神淡路大震 雨露を凌ぐことこそ建築の本義である。人も獣も

災、新混県中越地震、福岡県西方沖地震など地震の 体温を維持するために、水に濡れることを避ける。

発生。回転扉、エレベータの相継ぐ事故。アスベス 飲み水と体の清潔さを保つための水浴以外は水を嫌

トやホルムアルデヒドなどの健康障害。そして耐震 う。これが洞窟から始まる住まいの原点である。現

偽装。ここ何年かは、建築は人をまもるシェルター 代の人間はさ らに雨を嫌う 。人間の暮ら しのための

写真5 インドネシアの草葺き屋根 写真 6 インドの屋上庭園

幾重にも編みこまれた草葺き屋根は、激しい雨を軒先の切り穂へ流 パンジャブールの宮殿の屋上庭園は、幾何学的な庭割の中に樹木が

す。同時に雨水をたっぷりと保水する。 植えられている。敵を寄せ付けない城壁の中のマハラジャの憩いの

場である。さらには厚い断熱層として機能している。
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膨大なモノが水を嫌うからである。新潟県中越地震

の被害地を歩くと、地震で屋根を傷められ、雨水で

より濡れた廃棄物が山になっていた。布団、家具、

テレビ、パソコン、書物などである。地震の直接的

な被害に加えて起きた雨による二次被害である。傷

んだ屋根に青い防水シートを掛けた民家も多かっ

た。地震時に破断しない屋根や防水方法がテーマだ

と感じた。

防水の方法にもいくつかの考え方がある。水を通

さない防水層を作るものが基本である。ウレタンや

アスファルト防水屑である。防水層はいくつかの層

から構成される。下地の躯体とのなじみや挙動を吸

収する下地層、断熱層、主たる防水層、表面を保護

する押えや塗膜屑などである。これらの各層がそれ

ぞれの目的の機能を発揮し、全体としての防水層を

形成している。ところで防水とは水を防ぐことであ

る。これを逆転の発想で、水を使う、制御する性能

と考えられないか。ここ10年でスポーツウェアやレ

インウェアの世界はゴアテックス一色になった。ゴ

アテックスは雨を通さないが水蒸気を通すという網

目の大きさに編まれている。これが雨の日に蒸れな

い雨具を可能にした。つまり水を制御するフィルタ

ーである。これと同じことが防水層でできれば、呼

写真7 インドの牛糞瓦屋根

牛の糞を平たく乾燥させて作った瓦である。屋根に勾配があれば、

こんなものでも雨をしのげる。さらに、この瓦は燃料にもなる。

吸する屋根ができる。さらに保水性という機能を考

えてみたい。東南アジアの草屋根は分厚い。スコー

ルの雨を十分に滲みこませ、スコール後の日射によ

る蒸発熱で涼しさを呼ぶ。日本にも木肌葺きや柿葺

がある。保水して防水するしくみである。屋上緑化

は断熱と植物生反応の蒸散による冷却である。さら

にCO2を02に変換する光合成を代替する防水層が

できればすごい。屋根での貯水層までいく道もある

かもしれない。雨水の再利用や蓄熱による冷暖房も

考えられる。実現性は費用対効果で量られるが、環

境コストや防水技術の革新で将来、動きうるもので

ある。

完全な遮断

廃棄物の埋設処理場で、周辺の地下への危険物質

拡散事故がある。これは遮水シートや防水層よる遮

断に失敗したためである。そもそも永遠に完全な防

水層がないのに、廃棄物の下に永遠の遮断層を期待

する発想がおかしい。将来の維持管理の発想が欠落

している。安く処理しようという観点で処理場が設

計されるが、それでは安全は確保できない。シー ト

などの遮断層の下に、性能維持のための空間が取れ

るようにするのが本来である。その空間の寸法は、

どう維持するかできまる。また、フェイルセーフの

設計思想で、遮断層が切れた場合の水道（みずみち）

をあらかじめ設定し、貯留層を用意するという設計

もあるだろう。いずれにしてもコストがかかること

を覚悟しなければならない。欧米のように岩塩の涸

窟に廃棄物を貯蔵するのは、現在の人知では完全な

貯留施設はできないとの諦めの意思表明でもある。

屋根の利用

一般的には屋根というと勾配がある。勾配があれ

ば防水はずいぶん楽になる。木肌葺きや瓦屋根は呼

吸する屋根である。しかし都市では屋根は減り、勾

配の小さな屋上ばかりである。これはスカイフ ロン

ティアなどというまでもなく、屋上まで空間として

利用しようとするためである。バルセロナのカサ・

ミラの屋上はすばらしい。程よい高さからの眺望、

心地よい屋外生活、月夜のピアノ演奏会など、都市
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写真8 カサ ・ミラの屋上 写真9 ニューヨークの屋上

ガウディの代表作であるカサ・ミラノ屋上は特徴的な煙突で知られ ニューヨークの商層ビルは、上から見られることを意識して設備機

る。パルセ ロナの街を見下ろす屋上では夜にピアノ コンサート が開 器をきれいに納めているものが多い。一方、古い中層ビルには、ま

かれている。 だ木製の貯水槽が載っているものもある。

が屋上の心地よさを使いこなしている。一方、現代

の屋上は設備機械の場である。有効率の向上、個別

空調などのため、電気のキュービクルや空調の室外

機などが置かれる。これは都市景観や都市環境、地

域環境上に多くの問題を抱えているが、経済優先の

中ではやむをえない方向である。したがって、屋上

は初めから防水性能を持つ機械置場として設計する

必要がある。防水性能の方は維持管理、防水改修が

できなければならない。機械室の方は機械と配管の

維持管理、更新ができなければならない。この更新

サイクルは一致しない。最小公倍年数で更新が計画

されるが、事故、故障の際などはそうはいかない。

さらに厄介なのは機械類の固定である。耐震性の面

からは躯体に固定したい。防水層の貫通が出る。望

ましくない。こうした問題を個別解として解きなが

ら屋上は設計されている。しかし設計思想としては

原点に戻り、防水性のある屋根と機械懺場とを分離

する必要がある。軽微な設備機器の設置なら、屋上

防水層の上にフリーアクセス床をとり、設備はフリ

ーアクセス床の支持材に固定する方法がある。重装

備なら、機械置場は層としてラックや架台を設けて

固定し、それの下部から配管する。その機械置場の

下部で防水層の維持管理も可能にする。その機械置

場の周囲はルーバーなどで囲い美観を考慮する。こ

うしたきちんとした設計を行っている建物も多い。

写真10 ドイツ国会議事堂のドーム

ガラスで架け替えられたドームには多くの観光客が訪れる。漏水に

悩まされても、ガラス張りの政治を象徴するドームの人気は高い。

一方、中小ビルでできないのは法による高さ制限の

ためである。この高さ制限の緩和が建物と機械類の

長寿命化に役立つはずである。

人が建築をまもる

シェルターとして人を守るものとして、われわれ

は建築をつくってきた。しかし、最近は建築も金融

商品化している。投資の対象として、利回りや転売

利益の大きなものなら、用途も形状も問わない。速

く、安く、簡単につくることが求められる。経済社

会の原則からは仕方ないことであっても、これが姉

歯氏の耐震偽装事件を生んだ。この犯罪は、建築に
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関わる怪しげなコンサルタン ト、確認申請の審査過

程、建築士の資格と能力、施工管理の不明朗さ等、

多くの問題を明らかにした。それぞれの問題を改善

しない限り、建築に安全と安心は取り戻せない。そ

れは法の規制強化や、資格能力の検証などで行なわ

より大切なことは、建築に関わるわれわれが仕事に

誇りを持ち、能力を高める努力をし、社会の信頼を

取り戻すことである。施主や利用者に信頼され、安

全を託されてこその資格である。そして、人が建築

をまもり、建築が人をまもる、本来の姿を取り戻し

ざるをえない。しかしどんなに規制が強化されても、 ていきたい。

それだけでは必ず抜け道を見つける人たちが出る。

アスベストに対して
どうやって立ち向かえばよいのか…

アスベストを攻略する方法をわかりやすく解説した決定版

アスベストバスター
＠ ※本書は建築土会継続能力開発(CPD)制度の単位取得ができます。

A5判／136頁 お求めは…

（写真は筆者撮影）

大好評につき初版完克御礼

．·'L口滋且~
本苔ではアスベストについていたずらに

危険性をあおるのではなく、

アスペストのllll姐点を明確にし、

「こうやればアスベストは怖くない」
という理念にたって、解説しています。

アスペストに関する動向は

現在めまぐるしく動いており、

本国は2006年度版として

最近の情報を総括したものです。

1,200円（税込） F AX(o3-3228-3410)もしくは

ア克丸誌． ふm-..--・雙息

編著

拙束京建築士会情報委員会
佃日本建築士会連合会

アスベス トバスター研究会
テツアドー出版

聡テツアドー出版

WEB(http:/ /www.refo.jp)で受け付けております！
ー一環窯 躙 9 競" - -• 

※送料別途

〒165-0026 東京都中野区新井1--:34-14 TEL 03-3228-3401 FAX 03-3228-3410 
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塗膜防水専用補強材 翠着通気クロス
密着通気クロスは塗膜防水の密着工法におけるフクレ対策専用の補強材です。

従来の密着工法は、工程もシンプルで施工単価も通気緩衝工法に比べ安価でした。しかし、防水層のフクレ現象

が頻繁に起こりました。その反面通気緩衝工法は、品質面では優れるものでしたが、工程数の多さから施工単価が

密着工法に比べ非常に高いものでした。

密着通気クロスMTG5500は、このような欠点を解消した補強材です。

作業性では密着工法同等。通気量では通気緩衝工法と同党の品質を可能にしました。

このクロス仕様のエ法は、従来の密着工法とは違い、 部分的に浮かし貼り状態の密着工法と言えます。クロスに

添付してある穴あきフィルムの孔を介して防水層と下地が一体となりフィルムの下では、連通した浮かし貼り状態

（通気層）になるエ法です。

【材質】

【クロス写真】

［防水層見本］

【特徴】

［代表物性】

ガラスクロス

ポリエステル不織布、ポリエチレン、ポリエステルフィルム複合体

アクリル系粘着材

防水層仕上がり 下地側から見た防水層

※グレーの点が下地との接着層。黒の部分は浮かし貼り状態の通気層※

特許出願中

1

2

3

4

5

6

7

8

 

密着工法と同等の作業性。
クロス貼り、即ウレタン塗工が可能。
トータルコストが、通気緩衝工法に比べ格段に安い。
穴あき通気工法に比べ防水層の下地への密着率が非常に高い。(21％以上）
非常にクロスが薄いため施工後に孔の跡が出にくい。
従来の通気緩衝工法に比べ通気璽が圧倒的に多い。(1OOOml/min以上）
粘着加工を施しているため作業性も良好。
ガラスクロスをソフト仕上げにしているため強靱で柔軟。下地への馴染みも良好。

単位 MTG5500 備考

目付け g/rri 100+10 JIS L 1906 
厚み mm 0.2+0.03 JIS L 1906 
引張強力 N/5cm たて 530以上 よこ 460以上 JIS L 1906 
伸び率 ％ たて 4 よこ 4 JIS L 1906 
引裂き強力 N たて 17以上 よこ 15以上 JIS L 1906 
乾熱収縮率 ％ たて

゜
よこ

゜
80℃5分

通気量 ml/min 1000 JASS 8 1986に準じた社内報

※上記物性は、代表値であり保証値ではありません。

I 製造元東洋紡績株式会社スパンボンド事業部訂謬品ご『唸雲悶累畠円9号

販売代理店 新興産業株式会社 東京高機能材料部 ；；げ孟塁腐ぷ＿喜悶沖ば悶塁塁悶翌応誓3番3号
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I 特別寄稿 I 

私のNPO活動

鶴 田 裕

NPOって？

名刺交換をすると、しばし眺めた後にNPOって？と問われることが今でもあります。 1998年12月に社会貢献

活動を行う市民グループが、法人格を得られる “NPO法（議員立法）”が施行されたので、 8年経ったことにな

ります。 Non-ProfitOrganizationの略、非営利団体でしかも民間の団体に限定された組織です。 NPO法では以下

に示す12の分野で活動する団体と決めています。保健や医療・福祉の増進、社会教育の推進、まちづくりの推進、

文化 ・ 芸術·スポーツの振興、環境保全を図る、災害時の救援活動、地域安全活動、人権擁護•平和の推進、国際

協力活動、男女共同参画社会の形成促進、子供の健全育成、これらの活動を行う団体の運営・活動に関する連絡・

助言・援助活動です。建築分野ですと、まちづくりの推進、環境保全、災害時の救援活動、最近のシックハウス問

題を考えるとすれば、保健・医療、市民への建築知識の啓蒙であれば社会教育の推進、など拡大解釈は自由です。

“非営利＂には、幾つかの条件が定められています。利益が出るのは構わないが、「利益を関係者で配分しない」、

「その利益は公益のために使う」が基本です。法人としての義務には、「情報公開」、「NPO法にのっとった運営」、

「課税対象として捕捉」、「残余財産が戻ってこない」つまり解散した時は公的機関や公益団体に譲渡し、設立資金

を出した人にその資金は戻ってこないなどです。また組織の要件には、「会員の資格について、不当な条件をつけ

ないこと」、「役員のうち、報酬を受ける者の数は 1/3以下であること」、「暴力団、もしくはその構成員の統制下

ではないこと」などです。

非営利以外の制約には、宗教活動をしないこと、政治活動をしないこと、特定の公職の候補者もしくは公職に

ある者または政党を推薦、支持、反対をすることを目的としないこと、があります。

とにもかくにも、社会に広く貢献しようという気持ちを持って活動する人たちの集団と、お考え下さい。

気が付いたら、私は今 3つのNPOの会員になっ

ています。

本人が上記のNPOとは？と模索しながら入会を

決意（チョット大げさですが）したのは丁度 6年前の

ことでした。今振り返ってみると嵌められた感があ

りますが、まだ会員にもなっていない私に、 NPO

建築技術支援協会主催で、「建築技術の伝承をいか

に図るか」というテーマで公開のパネルディスカッ

ションをしたい、ついては貴殿に防水を担当願いた

いということでした。企画が煮詰められて案内パン

フを受け取ってビックリ。会場が東京ガスの大ホー

ルだったこともさることながら、東大名誉教授の内

田祥哉先生の基調講演に始まり、パネラーは協会代

表理事の東工大和田章先生始め、大手ゼネコンの現

役部長やら、設計界でのオピニオンリーダーなどそ

うそうたる方々ばかりの席で、汗顔の至りでした。

そろそろ第 2の人生、つまり日本ウレタン建材工業

会のメンバー会社を辞めさせてもらおうと考えはじ
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めていた時でしたので、技術の伝承を合言葉にいろ

んな活動が出来そうだったことが入会の大きな動機

付けでした。この法人の創設に腐心した方々は、大

学の先生方を核にして、私とほぼ同年代のゼネコン

OB達で、現役時代にお目にかかったことは無かっ

たものの、名前だけは熟知していた方々が沢山居ら

れました。

入会して早や 6年経過、若葉マークは取れている

はずですが、何しろ技術の伝承が合言葉ですから、

分科会組織でいろいろなことが出来るので、新鮮な

ことばかりです。私が今、直接関わっていることは

外部からの依頼による研修会やセミナーの企画運営

です。何しろ現役時代はそれぞれ一つのお城を築い

た方々ばかりの会員ですので、講師に事欠くことは

ありません。この“外部”には、ゼネコンの協会や、

中小ゼネコンなどがあります。企画運営に回ったり、

反対に自分が講師役になったり、いろいろです。

この 3年程かかりっきりなのは、 1級建築士受験

の某予備校からの依頼で、防水ビデオ、 DVD作り

です。昨年までに防水の総論、アスファルト防水熱

工法の 2編が既に完成済みで、この秋には改質アス

ファルト防水トーチ工法とウレタン塗膜防水編が出

来ました。日本ウレタン建材工業会からの大きなバ

ックアップを頂いたことに大変感謝を致しておりま

す。過去15年ほどの 1級建築士試験問題、いわゆる

過去問を調べ上げ、将来の動向も予測しながら脚本

を書き、各工業会や協会に依頼してロケハンを繰り

返しながら現場を選定、現場に乗り込みカメラマン

達に指示・依頼、撮影したものの編集、必要に応じ

各工業界の方々にも立ち会って頂いたり、ナレータ

ーによる“音入れ’'（話し言葉でオトイレと聞こえた

時はビックリ）、説明用のフリップの原図作成など、

すべて私一人ですから、 1本作るのに 1年がかりで

す。防水総論と熱アスのナレーターはおだてられて

私が担当しましたが、絵の長さとナレーションの時

間とが一致せず、 NGの連続でもう＜たくた。後 5

秒早くシャベッテ！に懲りて、 3作目以後は専門家

にお願いしましたが、ニュースを見ている感じで今

ひとつ。目下最後のシート防水編に注力中です。

最近、当協会の集合住宅部会がマンション改修の

設計や管理に乗り出したので、防水の案件のみを手

伝っています。管理組合の方々が訪ねて こられ、打

合せ後に“今日は目からウロコが落ちたような気が

してます”とこれもおだてられているのかなと思っ

たり、イヤ本当かもしれないと思ったり、複雑な感

じです。この仕事を始めた頃、お医者さんが数人居

住しているマンションを手がけた際、これも打合せ

後に「あなた方の協会には優秀な専門医が沢山いる

事はわかったが、主治医がいませんね」との感想が

寄せられ、一同爆笑という場面がありましたが、最

近では少しずつ解決してきています。防水は高所作

業なので、足場歩きは不可欠。まだ足元はしつかり

しているぞとは思いながらも、 70の声を聞いたので

そろそろ引退かと思っていますが、当面は協会に生

命保険を特別にかけてもらったりしています。

もう一つ、技術相談業務という仕事があります。

設計者、ゼネコンなどからの問い合わせに答えよう

という仕事ですが、実費だけは戴くことにしていま

す。私が受けることになった場合、最初の説明を受

ける時だけはタダにしていますが、殆どの方々はN

POなのだから全部タダと思っているらしく、有料

と聞くと、その後の音沙汰はありません。最初に図

面や写真などを持ってこられ、その時点での意見や

判断を述べていますので、 依頼者はそれで満足して

しまうようです。お金の取り決めをするまでは何も

意見を言わないというやり方もありますが、折角こ

こまで来られ、口を閉ざしているのも大人気なく、

又NPOらしくもないと考えています。せめて事務

所経費や運営費くらいは欲しいのですが、タダでは

ないとわかった時の顔と目の動きを見るのがせめて

もの慰めです。

この協会にも時代の移ろいを感じさせる悩み事が

あります。協会そのものは、既述のように技術の伝

承の旗の下に生きがいを持って集まった人ばかりで

すが、そろそろ10年を経過し会員の平均年齢が上が

る一方なのですが、志を同じくする新人の入会が稀

なのです。企業の定年が徐々に65歳に近づいている

ことが大きな理由かも知れませんが、価値観や生き

甲斐感の変化などがあるようで、しばしば創設時か

らの会員の口から洩れる悩み言葉です。
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兎に角この協会の会員は多士済々なので、公的機 NPO法人です。

関などからも声がかかりますし、私が知らない活動

が多々あり、全貌の説明は不可能です。

2番目のNPOは、匠リニューアル技術支援協会

です。最近理事に祭り上げられてしまいましたが、

私の役割は実際に防水や塗装をする技能職やその職

長クラスのレベルアップを図るのが目的で、勉強会

の講師役が殆どです。従って時間的には僅かですが、

心の中のスタンスはかなりこの協会に傾いていま

す。技能者の仕事が終わってからの勉強会なので、

土曜の 6時から 9時までです。防水についての関心

は、ゼネコン、設計とも薄くなるばかりの折、防水

層をつくるという実務の方々の技量、真心に期待す

る度合いはますますたかまり、一人でも多くの心の

ある技能者が育ってゆけば良いなと思っています。

この方々と話していて、改めて目が輝いていること

に気付かされました。

3番目は古くからのお付き合いだった組織がNP

0法人になりました。昭和60年度に完了した建設省

（当時）の総合技術開発プロジェクト（通称総プロ）、

「建築物の耐久性向上に関する技術開発」の成果は、

改修工事標準仕様書に反映されましたが、横浜市が

市や公社が所有する建築物の劣化程度の調査手法や

判定方法、ならびに改修仕様書を作成するための委

員会を設置、私は防水部門を担当しました。横浜市

内にある技術研究所に勤務していたことが縁で、声

がかかりました。その後、この組織を母体として

“建物の長寿命化ネット’'が結成され、広く建築物の

専門工事業者も会員として迎え入れ組織名称そのも

のの活動をしています。年に数回ですが、横浜市民

を対象とした講演会等を開催し、意識の高揚に協力

しています。横浜ら しいスマートな活動をしている

NPO＝タダ、という先入観を持たれることは困

ると書いたつもりですが、“それではあなたは、お

金を貰っているの’'と聞かれることがあります。ま

ず出費の方ですが、金額の大小はともかくとして、

協会としては会員からの年会費は貴重な財源です。

なにしろ寄付金を受けることは出来ないのですか

ら。横浜の建物長寿命化ネットは、学術会員扱いで

会費免除になっています。何か“働き”をし、かつ

“依頼者から実入りがあれば”、交通費＋仕事に見合

ったお手当てを戴くことがありますが、相手次第で

す。昔から、仕事着手の段階で、捕らぬ狸…は嫌い

な人間で、仕事を一生懸命やれば、お金というもの

は後から付いてくるものと信じている人間ですか

ら、成り行きで満足しています。そのために第 1の

人生りでも、第 22)でも迷惑を蒙った方がおられた

と思いますが、まー私はNPO向きの人間と思い、

お許し下さい。

最後にもう一つ。 NPO法人は民間団体に限ると

申し上げましたが、国の仕事でそれに近いお手伝い

もしています。地方裁判所の建築に関わる紛争解決

に、建築の技術者が調停委員、専門委員、鑑定員な

どの肩書きで協力するという仕事があります。10人

以上の建築技術支援協会会員が、東京、横浜、さい

たま、千葉地裁などで活躍しています。そして非常

勤の国家公務員としてのお手当てを頂戴しておりま

す。たまたま、建築技術支援協会会報の最新号が其

のミニ特集号でしたが、私の報告文を末尾に添えて、

締めくくりとさせていただきます。

1)第 1の人生の最後：大成建設（樹技術研究所・部長職

2)第 2の人生の最後： （樹ダイフ レックス ・監査役
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ナイナイづくしとアルアルだらけ 件が多い。たかだか10数件なのでパターン分類は

鶴田 裕 出来ないが、問題が大きいと判断したものを列挙

ゼネコンから第 2の人生に仕事変えをしたばか

りの私に、かつての同僚だったY教授から「今度、

裁判所に調停員制度が出来るが、あなたを防水の

担当者として推薦したい」との電話を受けた。と

っさに「今は防水材料メーカーに身を置いている

ので、当事者双方から不公平感を抱かれるでしょ」

で一件落着。本心はもうこの年になって、係争ご

とに関わり人生を暗くしたくないということだっ

た。それから 6年余り、第 2の人生の退職挨拶を

出したら、またまたY教授から電話が届く。今度

はとっさに断り言葉が浮かばず、引き受ける羽目

r ヽ o

以来丸三年経過し、調停、鑑定合わせて17件を

担当した。若葉マークで 3~4件こなした頃、本

会会員で調停員では先輩格の東京工大の田中享二

教授から、裁判官や弁護士を対象とした勉強会の

講師役を引き受けて欲しいとの事。最後のQ&A

で「このような雨漏り、水淵れを防ぐ為には誰に

イニシアティブをとって貰ったら良いのか」と問

われ、ゼネコン時代の経験から即座に“設計者”

と答えてしまったせいか、被告が設計者という案

したい。

【1】防水層が無い！ 【その 1】斜線制限を受け

た斜め屋根（建築関係者の多くは斜め壁と言う）の

殆とがタイル張りや塗装状の仕上げだけ。 【その

2】地下外周壁の外側に防水層が無い。ブロック

の二重壁による水漏れの目隠しで、住宅では健康

を害し、業務用では湿気で用をなさず。 【2】防水

をしたつもり！ シーリング材の能力を過大評価。

ALC建築に目立つが、斜め屋根があろうものな

ら事態は最悪。 【3】沢山あるのは “みずみち"! 

コンクリートの亀裂、打ち継ぎ、セパレーターま

わりなどなど。そして全く無くなってしまったの

が良いコンクリートを打とうという心意気。 【4】

足りないのが断熱層の厚さ！ 現場発泡材に共通す

る問題。セパのボル トを残し、これを定規とし厚

さが 1/3しかなかったのには絶句。

水に関わるクレームは何でもあり一ー。調停員

になる前の面接で「防水でしたら引き受けられま

す」と答えたが、実態は防水層が無いところの雨

漏れ ・水洩ればかり。最後に一言。マンションの

案件では原告は女性の出席に限る。下手に亭主が

出てこないほうが、打率は高い。

サーツ会報 (29号）の謂停関連ミニ特菓 より

1 建築コンバージョン事例集100_ 

c "CPD2単位’'を取得できる
自習型研究プログラムを登戴！

CPD制度［建築士会継続能力開発制度］

建築士会が継続能力開発を行っている

人の実績を確認して証明し、表示する制度。

IIA5判 230頁
■税込価格3,200円（本体価格3,048円）

「空室の目立つオフィスピルが賃貸マンションに」 「廃
校となった小学校を宿泊施設に」…時代の変遷ととも
に当初の目的が失われた建物の “価値ある部分”を有
効に活かし、新しい用途の建物へと再生する 「コンパ
ージョンは」急激に注目を集めています。

本書は「Before& After」の写頁及び物件概要等を
記載した詳細編と、コンバージョンに至る経緯等をス
トーリー性をもって表現した取材編から構成。

| z株式会社テツアドー出版 お問合せ TELO332283401

-39-



超速硬化ウレタンスプレーと防水性能

技術委員会

1. はじめに

超速硬化ウレタンスプレーは防水材として近年着

実にその実績を伸ばしてきており、 2005年には約

220万m'の施工面積を数えるほどになっている。促

進暴露、屋外曝露については途中経過ではあるが丸

3年試験では強度保持率等からその耐久性について

は良好な結果を得ている。 (2006年の建築学会の学

術講演会にて防水材料の耐候性試験、ウレタン防水

材の促進曝露試験、ウレタン防水材の屋外曝露試験

結果について各々佐々木、島村が報告した。）

一方物性面からはどのような性能を持ったスプレ

一材料が防水材に良いのかという系統だった検証は

なされていないのではなかろうかと思われる。 JA

SS8の参考仕様、国土交通省の建築工事監理指針

の「共仕」以外のエ法の記載では超速硬化ウレタン

スプレーは JISA 6021に規定されている抗張積

280の 2倍以上の数値を持ち、あるいは伸びは 250

％以上という数値の材料である、とされている。

超速硬化スプレー材料にはウレタン／ウレアタイ

プがあり、その架橋比率により、 JISA 6021に

張り強度の更に高い性能を持ったもの、全ての架橋

がウレアタイプの伸びが200％近辺の主に防食用途

に使用されているもの等がある。

このようないままでの防水材料の規格とはやや異

なる性能を持ったウレタン材料は防水用途として可

なのか、そうであればどのような枠組みでくくれば

よいのだろうか。

技術委員会ではこの点について物性面から伸びと

引張強度の積で現される抗張積を 1つの切り口と

し、防水性能面からは、 JASS8の性能評価試験

に規定されている評価方法で進めるこ とにした。今

回の報告は経過を含め中間報告という位置づけであ

る。

2. 試験

2. 1 試験方法

今回採用した試験方法は JASS8の参考資料 1

メンブレン防水層の性能評価試験方法に則って行っ

た。

適合する防水用途のもの、主に床材用途のように伸 2. 2 試験体

びが450% (J IS A 6 0 2 1規格）に満たないが引っ 表 1~2参照。

表 1 試料および作製仕様

工程 試料 工法 塗布量 (K8/mり 養生期間

1 プライマー Dーラー刷毛 0 2 3時間

(1液ウレタン湿気硬化型） 塗り

2 スプレー材 専用スプレー機 3. 0 5分

（超速硬化型、 2液）

3 仕上塗料 ローラー・刷毛 0. 2 

(2液型、アクリルウレタン） 塗リ
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表2 試験体の寸法、形状

試験項目 試験体寸法 試験体形状

水密 1800 X 1200 X 900 厚さ6mmのフレキシプル板に施工

へこみ 100 X 100 シー ト状

酎衝撃 300 X 300 シー ト状

疲労 150 X 400 A型 中央部裏面にV型の切込みを有する厚さ8mmのフレキシプル板に施工

耐風 1000 X 1000 厚さ 100mmのコンクリー ト板に施工

ふくれ 300 X 300 厚さ60mmのコンクリート板に施工

ずれ 垂 れ 600 X 150 厚さ30mmのコンクリート板に施工

コーナ一部安定性 600 X 300 X 150 厚さ30mmの I型のンクリート板に施工

3. 性能および性能区分

表 3参照。

4. 各項目の試験結果

4. 1 水密 (n= 1) 
表 4参照。

試験項目

水密試験

へこみ試験

耐衝撃試験

疲労試験

耐風試験

ふくれ試験

ずれ・垂れ試験

コーナ一部安定性試験

試験項目

水密

表3 試験項目と性能および性能区分（詳細は JASS8参照）

性能 性能区分の表示と解説（一例）

被膜が水を通さない。 試験期間中の漏水のなかったものを合格とする。

接合邪が連続している。

下地との関係が適切である。

切断しない、穴があかない 「へこみ4」．載荷抵抗性優

透水しない 養生が望ましいが慎重に行なえば養生不要

切断しない、穴があかない 耐衝撃区分3：革靴で乱暴に歩行しても穴があかない

透水しない

切断しない、穴があかない 疲労A4:大型のプレキャストコンクリー ト部材の接合部に生

透水しない ずると予思される疲労

被膜全体がなくならない 耐風4 耐えうる最大負圧10.0kPa、59m/s 

下地との接合状態が変化しにくい、 ふくれ4, ふくれ抵抗力が優

ふくれない

寸法変化しにくい

末端がずれない、はがれない ずれ・垂れ3.おのおのの防水性能の持つ適正な耐用年数を確

保する

末端がずれない、はがれない コーナ一部安定性3：おのおのの防水性能の持つ適正な耐用年

数を確保する

表 4 水密 (n=1) 戸水深 80cm

1 漏水無し
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4. 2 へこみ (n= 3) 
表 5参照。

4. 3 耐衝撃 (n= 3) 
表 6参照。

4. 4 疲労 (n= 3) 
表 7、写真 2参照。

4. 5 耐風 (n= 1) 
表 8参照。

4. 6 ふくれ (n= 3) 
表 9参照。

4. 7 ずれ・垂れ (n= 3) 
表 10参照。

4. 8 コーナー部安定性 (n= 3) 
表 11参照。

試験項目
サンプル

No. 

2 

20℃ 3 

4 
へこみ

2 

60℃ 3 

4 

試験項目
サンプル

No. 

2 

0℃ 3 

4 
耐衝撃

2 

20℃ 3 

4 

2 

60℃ 3 

4 

4. 9 抗張積と試験結果まとめ

表 12参照。

5. 考察

今回供試した材料は引張り強さは通常の防水材の

2倍以上、伸びは劣るものの抗張積も 2倍以上で J

IS規格と比較すると 3倍以上の高抗張積のもので

ある。評価試験結果では各項目で非常に良好な結果

を得ている。特にムーブメント疲労試験において、

温度条件で一 10℃から 60℃、ムーブメントが最高

5 mmであっても異常無しという結果を得た。

これから推測されることは 5mmのムーブメントに

追随する性能として、伸びが200％台であっても可

能性があるのではなかろうかということである。但

しサンプルNo.3および4については強度がかなり

強いためか試験の途中でフレキシブル板の表面の破

壊が発生し、プライマーならびにスプレー材が剥離

した状態となっているので現行以上に強い下地材に

する必要があると考える。

表 5 へこみ (n=3) 

載荷荷重 N 
区分

50 150 250 

穴あき無し 穴あき無し 穴あき無し

穴あき無し 穴あき無し 穴あき無し へこみ4

穴あき無し 穴あき無し 穴あき無し

穴あき無し 穴あき無し 穴あき無し

穴あき無し 穴あき無し 穴あき無し へこみ4

穴あき無し 穴あき無し 穴あき無し

表 6 耐衝撃 (n=3) 

衝撃の高さ m 
区分

0. 5 1. 0 1. 5 

穴あき無し 穴あき無し 穴あき無し

穴あき無し 穴あき無し 穴あき無し 耐衝撃4

穴あき無し 穴あき無し 穴あき無し

穴あき無し 穴あき無し 穴あき無し

穴あき無し 穴あき無し 穴あき無し 耐衝撃4

穴あき無し 穴あき無し 穴あき無し

穴あき無し、 穴あき無し、 穴あき無し

穴あき無し 穴あき無し 穴あき無し 耐衝撃4

穴あき無し 穴あき無し 穴あき無し
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表 7 疲労 (n=3) 

試験項目
サンプル ムーブメン ト mm 

区分
No. 0 5~1. 5 ⇔ 1.0~2.0 2. 5~5. 0 

2 異常なし 異常なし 異常なし 疲労A4

疲労 3 異常なし 異常なし※ 異常なし 疲労A4

4 異常なし 異常なし※ 異常なし 疲労A4

注：サンプルNo.3は※で中心から両側に 5~10mm剥離し、最終剥離幅は中心から両側に 20~30mm剥離した。

サンプルNo.4は同様に剥離し最終剥離幅は完全剥離と中心から両側に60~70mm剥離が観察された。

工程1 工程2 工程3

No. 
0.5mm⇔1.0mm 1.0mm⇔2.0mm 2.5mm⇔5.0mm 

ステップ1 1 ステッブ2 1 ステップ3

一3
 

③ □亡！亡i
①
 

．．
 

＇ 

写真 2

表 8 耐風 (n=1) 

試験項目
サンプル 負圧 kPa 

区分
No. -2 0 -5. 0 -10. 0 

2 ふくれ•はく離無し ふくれ・はく離無し ふくれ•はく離無し 耐風4

耐風 3 ふくれはく離無し ふくれ•はく離無し ふくれ•はく離無し 耐風4

4 ふくれ•はく離無し ふくれ•はく離無し ふくれ•はく離無し 耐風4

表 9 ふくれ (n=3) 

試験項目
サンプル 圧力 kPa 

区分
No. -2. 0 -5. 0 -10. 0 

2 ふくれ無し ふくれ無し ふくれ無し ふくれ4

ふくれ 3 ふくれ無し ふくれ無し ふくれ無し ふくれ4

4 ふくれ無し ふくれ無し ふくれ無し ふくれ4

表10 ずれ・垂れ (n= 3) 

試験項目
サンプル

防水層の垂れ 防水層のずれ量 mm 区分
No. 

2 ずれ・垂れ無し

゜
ずれ垂れ3

ずれ垂れ 3 ずれ・垂れ無し

゜
ずれ垂れ3

4 ずれ・垂れ無し

゜
ずれ垂れ3
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表11 コーナ一部安定性 (n=3) 

試験項目
サンプル

外観観察 区分
No 

2 破断 しわ引きつリ無し コーナー郭安定性3

コーナ一部安定性 3 破断•しわ引きつリ無し コーナ一部安定性3

4 破断 しわ引きつリ無し コーナー郭安定性3

表12 抗張積と試験結果まとめ

項 ＼目
1 2 3 4 JIS規格

引張強さ (N/mm2) 8. 5 9 6 16. 1 20.0 2. 3以上

伸び （％） 631 560 340 220 450以上

抗張積 (N/mm) 1070 1080 1100 880 280以上

硬化物比重 1. 0 1. 0 1. 0 1 0 

水密 合格

へこみ 20℃ へこみ4 へこみ4 へこみ4

60℃ へこみ4 へこみ4 へこみ4

耐衝撃 0℃ 衝撃3 衝撃4 衝撃4

20℃ 衝撃3 衝撃4 衝撃4

60℃ 衝撃3 衝撃4 衝撃4

疲労 A4 A4 A4 

耐風 耐風4 耐風4 耐風4

ふくれ ふくれ4 ふくれ4 ふくれ4

ずれ垂れ ずれ垂れ3 ずれ垂れ3 ずれ・垂れ3

コーナ一部安定性 コーナ一部安定性3 コーナー躯安定性3 コーナー郭安定性3

水密は 1で代表させた。

6.まとめと今後の方針

高抗張積のウレタン塗膜材料と防水性能について

はこれからの課題である。高抗張積という言葉のみ

でくくれる問題なのか、例えば伸びと引張強度もあ

る範囲を持たせることになるのか、引張強度なのか

モデュラスが適切なのか、厚みの点はどうか等々各

種条件における広範囲なデータの取得が必要になっ

てくると考えられる。技術委員会として今後のテー

マとし検討する予定である。

田中教授ならびに建材試験センターの清水氏に多大

のご尽力をいただきました。本紙面をお借りしてお

礼申し上げます。

なお今回のデータ取得については東京工業大学の

7.参考資料

・建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水

工事 (2000年版）

・建築工事監理指針（平成 13年版）

・日本建築学会2006年度大会 講演集
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1 ここにもそこにもウレタン建材 I 

東京都田無市●3.ooom
市立某中学校改修工事
田島ルーフィング（株） 。

神奈川曝横浜

某小学校

千葉県千葉市

某小学校

v
b
 



ここにもそこにもウレタン建材
静岡県磐田市●2,100吋

某小学校屋上
横浜ゴム（株）

神奈川県横浜市●2,500吋

某マンション改修工事
田島ルーフィング（株）

埼玉県さいたま市●l.OOOm

某小学校
保土谷建材工業（株）

京都府亀岡市●l.300吋

某大学新築工事
（株）ダイフレックス

l 



井凛敦賀市●2,168召

賀市民文化センター屋上防水改修工事
ダイフレックス

静岡県駿東郡●700吋

某ビル改修工事

兵庫県伊丹市●2.080吊

某ターミナルビル改修工事
ディックプルーフィング（株）

神奈川嗅川崎市●4.500吊

某ターミナル倉庫改修工事
田島ルーフィング（株）



ここにもそこにもウレタン建t3 | 
大阪市鶴見区●l.600吋

合同アーバス改修工事
旭硝子ポリウレタン建材（株）

千葉喋船橋市●1,800団

某社員寮
旭硝子ポリウレタン建材（株）

東京都江東区●3,000吋

都内某団地
旭硝子ポリウレタン建材（株）

大分県豊後

特別養
旭硝子



| ここにもそこにもウレタン建材 I 
------- ----- - - - - - - - - - - - -----------

福井県福井市●600ポ

福井県某高等学校
（株）ダイフレックス

奈川県横浜市● 150衣 3隻

視艇ヘリコプターデッキ
ダイフレックス

宮城県仙台市●850吋

スポーツセンター泉
旭硝子ポリウレタン建材（株）

改修工事

鳥取県罵取市●3,000吊

布施競技場
保土谷建材工業（株）



1 ここにもそこにもウレタン建材
長野県佐久市●500吊

某宇宙科学研究所
新東洋合成（株）

長野県松本市●9,000m

某アミューズメント改修工事
ディックプルーフィ

愛知県新城市●1,563.1吋

某県立高校体育館改修工事
＇`ィックプルーフィング（株）

I 



ここにもそこにもウレタン建材

栗亨都中央区●7,000団

某病院
保土谷建材工業（株）

茨城県つくば市●2,500

某ショッピングセンター駐車場
イフレックス

ー＿ふ＿ーこーニ

潟県新潟市●3,000吊

Kビル屋上駐車場
保土谷建材工業（株）

埼玉県）1|越市●l.700吊

某駐車場改修工事
（株）ダイフレックス

京都'.1戸川区●2,500吋

某ショッピングセンター駐車場
（株）ダイフレッ



ここにもそこにもウレタン建材
福岡県北九州市●2,800吋

某屋上駐車場
新東洋合成（株）

大分県大分市束鶴崎●2,300吊

大分市鶴崎総合市民センター
旭硝子ポリウレタン建材（株）

大阪府大阪市●2,600吋

某物件新築工事屋上緑化・一般歩行部
（株）ダイフレックス

神奈川県横浜市●15,000吋

某集合住宅ベランダ
ユープレックス（株）

※次頁に施工手順を掲載

I 



ウレタンバルコニー床防水の施工手順

適切なウレタン防水工事を行なって

頂くために NUKでは工事管理チェッ

クシートを作成しましたのでこ覧下さ

い。

アドレスはこちらです。

http://www.nuk-pu.jp/Cheksheet/ 
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（写真提供：ユープレックス（街） ］ 

ウレタン塗布 (l層及び 2層）
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建築及び防水業界を取り巻く事象と環境の変化

広報委員会

1.はじめに

構造計算書偽造事件は一部の人間が引き起こした

特異な事件だ―。と言い切れるだろうか。

安値受注による手抜き工事という観点から考えれ

ば、建築業界全体の大きな問題として捉えることが

できるのではないか。

本音を言えば建築仕上である我々の業界から見

てまさか人命に係わる構造に極端なコストダウンに

よる手抜きがあるはずはない、そのしわ寄せが仕上

げに来て、安値になってしまうことが悪循環の原因

だ一ー。などと勝手に推測しそれを固定概念化して

いた。

ところが、姉歯建築士による耐震強度偽装は、構

造設計、積算、確認、施工監理時と少なくとも 4回

は内容をチェックする機会があったはずだが、こと

ごとくノーチェックだったということになる。悪い

言葉で言えば関係者全員がグルとなってこの犯罪が

行なわれたということではないだろうか。

日本では歴史的にもエ匠制度の伝統から設計施工

一貫体制で建築生産が多く行われてきた。しかし現

代の建築生産では、設計者、工事監理者が施工者か

ら独立性を保っている事が重要である。それぞれ独

立して機能していれば、チェックや検査を含め相互

に緊張関係あることによってミスや手抜きを含めた

不具合が発見され修正されたはずだ。このことは防

水業界でも例外ではないということである。

この業界にコテ一本片手に下げて（最近では悲し

いことにローラーらしいが…）参入しようとする一

部の未熟手塗工は（あえて職人とは言わない）ウレタ

ン防水の厚みを誤魔化すこともできてしまう。薄塗

りの仕上りは悪いし、ひび割れ追従性の弱さによる

防水性能の低下など…こんなことが許されるはずが

ないし、必ず後々しっぺ返しを食うことになる。技

術が身を立て、良い仕事が顧客を生む…これが真の

職人の世界である。

このようなことが起こらないように広報委員会で

は、ウレタン防水の信頼性の向上と手抜き工事とク

レームの削減を念頭に工事管理チェックシート

(http://www.nuk-pujp/chksht/)の作成、ウレタン塗膜

防水施エマニュアルの改訂に力を注いでいる。

2. JWMAは防水業界を変革することが

できるか

数年前から JASS8の改訂の時などに防水 4団

体の技術委員が集まって技術的な交流を行ない、防

水の『B』、 4団体の『4』・『D』をとって略し B4

D（ビーヨンディ）と呼んでいた。そのような中でA

RK、TRK、KRKが先行しNUKが最後に理事会

決定を経て参加することになった。

その組織の概要とは、

JWMAとは日本防水材料連合会（略称：防材連）

Japan Waterproofing Materials Association（略称：

JWMA)で、防水材料メーカー団体であるアス

ファルトルーフィング工業会、合成高分子ルー

フィング工業会、日本ウレタン建材工業会およ

びトーチエ法ルーフィング工業会の 4つの工業

会は、その上部組織とする「連合会」を平成 18

年4月 1日にさかのぼり設立した。

4つの工業会は、これまで事業をそれぞれ個々に

展開していたが、材料工法に違いがあるものの防水

材料メーカー団体としての目的は同じであることを

認識し、これからは4工業会が常に連携の取れる体

制を構築しておくことが防水業界の発展に非常に重

要であると考え、組織統一を目指すことにした。
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「連合会」設立への運びは、昨年 8月より 4工業会の

事務局が中心となって検討を始め、本年4月に 4エ

業会の正式な賛同を受け、 7月の理事会で会則や役

員等を決定、今日に至っている。 役

今後、防水業界に対する環境を含めた社会的使命

や役割への期待が益々高くなっていくなか、以下の

とおり新たに誕生した「連合会」の活動に期待して

いただきたい。

【組織図】

総会・理事会
理事4名／副理事4名

運営委員会
委員8名

ー 一【設立の目的】

1. 社会的課題となっている環境問題への配慮、対

応に取り組み易くなる。

2. 防水材業界の情報が、迅速にかつ的確に伝達で

きる。

3. ユーザーに対し、防水材料 ・エ法等の提案がで

きる。

4. 学会など業界関係機関での会合において、業界

の統一窓口としての対応が図れる。

5. 官公庁に対して総合的に対応できるため、防水

材料業界の地位向上が図れる。

［組織概要】

名 称： 日本防水材料連合会（略称：防材連）

Japan Waterproofing Materials Association 

（略称： JWMA)

所在地 ：〒104-0033東京都中央区新川 1-3-2

（新東京ビル KRK内）

TEL.03-3206-2337 F AX.03-3206-2338 

設 立 ：平成 18年4月

事業年度： 毎年4/1～翌年 3/31

主事業 ：（1）官公庁など諸機関ならびに関係団体と

の連絡協議

(2)技術情報の交換および研究開発

(3)市場調査ならびに需要開発、その他

員： 会 長筒井清光(TRK会長）

副会長猪野瀬正明 (ARK常任理事）

角田孝郎 (NUK会長）

会計監事駒井幸夫 (KRK会長）

員： アスファルトルーフィング工業会

（略称： ARK、会長：清野三郎）

合成高分子ルーフィング工業会

（略称： KRK、会長：駒井幸夫）

日本ウレタン建材工業会

（略称： NUK、会長：角田孝郎）

トーチエ法ルーフィング工業会

（略称： TRK、会長 ：筒井清光）

事務局： 所在地と同じ

会

3.原油高騰による影響

2006 年 4 月 18 日囮の記事では、—―- 『国産ナフサ

価格、 4-6月は 5万円前後へとなりナフサの高騰

が止まらない』極東のナフサスポット価格は2006年

3月に 1トン当たり 604ドルに達し、昨年 9月以来

7カ月 ぶりに同600ドルの大台を突破して過去最高

値に迫った。足下のナフサ価格を国産基準価格に換

算すると、 1トン当たり 5万2000円以上の高値に相

当する。スポット価格がこのまま高値で推移すれば、

4-6月の国産平均価格は 1キロリットル当たり 5

万円前後に達する計算で、石油化学製品の事業採算

が一段と悪化することになる。このため各社は、製

品価格への転嫁による採算改善を目指し今後、製品

価格の改定に一斉に動くことが必至の情勢となって

きた 。

また、 2006年8月14日旧）の記事では『ナフサ価

格見通し、下期 5.8万円へ上方修正』化学大手各社

が、下期 (10-3月）のナフサ価格見通しを国産ベー

スで 1キロリットル当たり 5万8000円レベルに上方

修正する動きが加速している。原油 ・ナフサは 7月

中旬以降に一段と価格が上昇したうえ、中東情勢の

緊迫化や米国のハリケーン不安などもあって当面、

下落要因が見当たらないとみられている。こうした
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情勢を早期に織り込むことで、業績の変動リスクを

減らすとともに、需要家へのアナウンス効果も狙っ

ているとみられる。［化学総合］

【グラフ】

図 1参照（日本芳香族協会ホームページ：ナフサ

原油の価格推移グラフ）

以上のような記事が新聞紙上を賑わせている。

ウレタン材料は原油から精製されるナフサから作

られるのでその影響は必至である。

物価変動という観点からすると工事請負契約の変

更が考えられる。

工事請負契約書の第『25条賃金又は物価変動に基

づく請負代金額の変更』には、甲又は乙は、エ期内

で請負金額の日から 12月を経過した後に日本国内に

おける賃金水準又は物価変動により請負代金額が不

適当となったと認めたときは、相手方に対して請負

代金額の変更を請求ができる。一という条文を活
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かすことができるならば元請に要求できるというこ

とを末端の工事業者に啓蒙していきたいものである。

4.おわりに

耐震偽装事件から始まったこの一年ですが，この

事件を発端に益々品質管理や，手抜きの防止が叫ばれ

ていくに違いない。広報委員会では工事の手抜き防

止や品質の向上に関して以前から強い関心を持ち取

り組んできた。こらからもウレタン建材の更なる発

展を願い法令順守のもと、防水層の品質管理とさら

なる技術向上目指して行きたい。

【参考文献】

・日本建築家協会ホームページ：耐震強度偽装事件

に関して The Chemical Daily Co., Ltd 2006年4

月18日、 8月14日記事より

・日本芳香族協会ホームページ ：ナフサ原油の価格

推移グラフ

第二次石油危機
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•ポリウレタン主剤 R 

ポ•97L- ヽ‘‘，，ス
防水材、床材、目地材、接着材へ塗料、注型の新しい基材

渇

•ポリウレタン硬化剤 .. R 

ポI'‘‘―ド.,.._
•ウレタン系止水材
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エッセンス

化 学 を科学する心

脊一工業製薬
第一工業製薬株式会社 本社／京都 Tel075-255-0900 支社／東京・大阪 支店／名古屋 Tel052-571-6331 

ウレタ ン材料事業部／東部営業部 Tel03-327 4-6058 西部営業部 Tel06-6229-1597 

九州 Tel092-472-6353 

http://www.dks-web.co.jp 

>̀ 
※本書は建築士会継続能力開発(CPD)制度の

単位取得ができます。

住 まいの相談室
Q&A100 

全国の建築士会で受けた相談事例をもとに

住宅に関する問題や解決方法をQ&A形式で紹介。

「リフォーム」「バリアフリー」「耐震」

「瑕疵（かし）」「紛争問題」などのテーマに分類し、

わかりやすくまとめました。

住宅問題の解決に建築±はもちろん

住まいでお悩みの方にも参考となる 1冊です！

:I 
...“"正一雙

■内容構成
はじめに

1. 住まいづくりの考え方

2. 敷地 ・地盤

3 技術的相談・よりよい住まいの入手

4. リフォーム

5. 高齢者・バリアフリー

6. 環境・衛生

7. 耐震関連

8. 住宅の瑕疵、品質の問題

9. マンションの問題

10. 紛争トラブル

付録よくある質問

CP直位取得設問

あとがき

＠ 
A5判／156頁

1,260円（税込）
編著 社 日本建築士会連合会

テツアドー出版編集部

お求めは…

FAX(03•3228辺10) もしくは

WEB(血 p://wwwrefo.,p）で受け付けており裏す！

懺）テツアドー出版

※送料胴違

〒165-0026 東京都中野区新井1-34-14

TEL 03-3228-3401 FAX 03-3228-3410 
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NUKNEWS 
防水4団体協調路線など視野に

挨拶する角田会長

日本ウレタン建材工業会 (=N

UK、角田孝郎会長）は 5月 18

日、東京千代田区麹町のルポー

ル麹町（麹町会館）で第23回定時

総会を開催した。

総会では 2005年度を、 耐震強

度偽装事件や北日本を中心とし

た記録的降雪など建設業界に打

撃を与える不安な社会情勢下、

ウレタン建材出荷量が前年比を

第23回定時総会開催

わずかに下回りながらも主力の

防水材においては過去最高を達

成した年として評価するととも

に、技術、広報、統計各委員会

の活発な動きを紹介した。

これら社会経済情勢を踏まえ、

前年度活動成果を引き継いでの

2006年度は、①ウレタン建材の

普及宣伝活動②ホームページの

有効活用と活性化③環境対応型

ウレタン防水材システムの普及、

拡大④施工管理方法の確立⑤国

土交通省など関係官庁との連携

⑥建築学会ならびに関係諸団体

との連携⑦ウレタン建材に関す

る市場調査、情報交換、資料収

集⑨労働安全衛生の普及―な

どを事業計画として掲げた。

総会終了後、午後 6時開始の

懇親会で挨拶した角田会長は、

「株価や新築マンション着工件数

などに経済の回復基調が見て取

れるものの、ウレタン建材の出

荷量などについては楽観の許さ

れぬ情況だ。工業会としては新

材料、新技術を提供し、また環

境対応型ウレタン防水の水平展

開を図りながら社会ニーズに対

応していきたい。また、当工業

会を含む防水 4団体（アスファル

トルーフィング工業会： ARK、

トーチエ法ルーフィング工業

会： TRK、合成高分子ルーフィ

ング工業会： KRK)で“防水”と

いう大枠での業界活動を推進す

べく『日本防水材料連合会』の設

立を計画し、 10月設立を目途と

して作業を進めているところだ」

と有力団体の大同団結に触れ、

これまでにない新たな活動形態

の構築をほのめかした。このあ

と懇親会は、吉田輝信副会長の

発声で一同乾杯となり、会員ほ

か出席者らは歓談のひとときを

過ごした。

「環境対応型ウレタン防水材システム」新たに 3システムが認定取得

環境負荷低減の具体策である マーク」の使用許可通知が送付さ

当工業会の「環境対応型ウレタン れた。

防水材システム」認定制度がスタ 認定取得システム最新のもの

ートして 4年、本年度は認定申 は以下のURLで確認できる。

請のあった 2社 3システムの審 http://www.nuk-pujp/kankyo 

査が行われ適合と判定されたシ

ステムが合計 9社 16システムに

なった。当該システム製品はN

UKから「認定証」および「認定

■認定番号： NUK-06014

東日本塗料（株）

フローン HNTエコシステム
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■認定番号： NUK-06015

東日本塗料（株）

フローン HNTエコ 12システム

■認定番号： NUK-06016

東洋ゴム工業（株）

ソフランシールエコシステムー R



NUKNEWS 
ホルムアルデヒド「F此斉此此」の自主認定機関発足

10社144品種が登録

当工業会技術委員会は、市場

の動向をふまえ、関係機関への

調査を行い、環境WGが主体と

なって「表示申請登録実施要領」

を作成し、ホルムアルデヒド

「F*＊＊＊」の自主認定機関を

発足させた。当工業会ではこの

認定制度の目的を、「表示申請登

録を強制するものではなく、あ

くまでも 自主認定のもとで、表

示申請登録し、塗膜防水工法の

安全性を明確に示すことにあ

る。」としている。これによる

「ホルムアルデヒド自主規制表示

申請要領」に基づいて、表示申

請登録委員会で審査した結果、

11月現在 10社 144品種が承認登

録製品に登録されている。

H本防水材料連合会(]WMA)が発足

防水材料メーカー団体である

4工業会が「日本防水材料連合

会」 (JWMA)を設立し、 10月 19

日都内で会見した。設立日は遡

って4月 1日とした。

日本防水材料連合会は、日本

ウレタン建材工業会 (NUK)、

アスファルトルーフィング工業

会 (ARK)、合成高分子ルーフ

ィング工業会 (KRK)、 トーチ

工法ルーフィング工業会(TRK)

の4工業会で構成され、正会員

は44社が加盟している。

役員は、会長に筒井清光氏 (T

RK)、副会長に角田孝郎氏 (N

UK)、猪野瀬正明氏 (ARK)、

会計監事に駒井孝雄氏 (KRK)

が就任した。

連合会内には、理事会、運営

委員会、広報統計委員会、技術

委員会を設置し 、運営委員会は

年間計画立案、官公庁や他団体
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工業会ホームページの以下の

URLでダウンロード及び確認

ができる。

「ホルムアルデヒド自主規制」表

示申請登録実施要領ダウンロー

ド＝ http://www.nuk-pu.jp/topics/ 

jishukisei.html 

承認登録製品一覧＝ http://www.

nuk-pu j p/topics/nintei.htrnl 

との交流など。広報統計委員会

は出荷量の集計及び解析等を行

い、更に保証制度等の検討等を

テーマとしている。技術委員会

は技術交流を深め、 JASS 8や

公共建築仕様書改訂などへの取

組みを行う。

事務局は、 KRK内に設置。

(TEL 03-3206-2337) 



グラスファイバーが建築に

強さと耐久性を与えた。

日本ウレタン建材工業会賛助会員

GRCに

FRPに

断熱に

防虫網に

インテリアに

疇日東紡;~:~~区：；ばこ巴9門99イ99ど。勺!~741
■東 京／〒102-0073 夏京｀千代臨鳩れ1•28鳩7 ァ ーハプレイ >5f TEL 03(3514)87い ■名古屋／〒460-0003 名古屋市中区緯1 ・ 17 • 13 名輿ピル TEL 052(231)5137 

■大 販／〒541.0043 大阪市中央区高1橋4•3•108 生伏見町ビル翫II TEL 06(6208)5061 
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三井化学ポリウレタンの
建材用ウレタン樹脂

三井化学ポリウレタンの建材用ウレタン樹脂は、耐久性・耐寒性 ・柔軟性・耐摩耗性・

耐薬品性などに優れた性能を持ち、床材 ・舗装材・防水材・シーリング材をはじめ、スポ

ーツ施設、土木分野などで幅広く活用されています。

防水材

h m 
カラー防水材

ー液

ǹ-w '' 亘:' 成`分こ形

二液
ポ
リ

床材 セと虚ゴ饂・ヽ 装材― ー ゴムチップ等

硬木防般質讐床釦床床床n， と`で ！ ［mJ 各種バインダー

特 I-.用

し`
ウ

プライマーー＼ト＼ 
レ

し
型取り材夕

トップコ ン 硬質

各触媒種1原疇料 樹 一般

脂 軟質
事

三井化学ポリウレつコ株式会社
Mitsui Chemicals Polyu『ethanes,Inc. 

本 社 〒105-7117東京都港区東新橋l-5-2汐留シテイセンターl7F
TEL 03-6253-4 l 00 FAX 03-6253-4267 

大阪支店 〒550-0004 大阪市西区靱本町l-l l -7 
TEL 06-6446-2950 FAX 06-6446-2958 
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ウレタン蹴樗プランド一覧

＇ 社名 プランド名 社名 ブランド名

アイレジン（樹 アクアコート 日新工業（樹 セピロン

i 
カーダム

旭硝子ポリウレタン建材（樹 サラセーヌ 日本特殊塗料（樹 プルーフロン

＇ 
サンシラール ユータッ ク

i リムスプレー

i マルチボード工法 東日本塗料（樹 フローン

l ミルクリート

＇ 
新東洋合成（樹 パネコート 日立化成工材（掬 グランドシール

＇ 
ダイナミックシート ハイスター

大日本インキ化学工業（株 ディックウレタン 保土谷建材工業（樹 パンレタン

i 
プライアデック ミリオネート

， 
パンデックス HCエコプルーフ

＇ 

＇ 
ウォールライト HCスプレー

HCパーク

味ダイフレックス DD防水工法

： 
ネオフレックスエ法 三井化学ポリウレタン（株 タケネート

i 
クイックスプレーエ法 タケラック

＇ バリューズエ法 ハイプレン

I オータス・エコ

ユープレックス（樹 コスミック

田島ルーフィング（樹 オルタック PRO、 ECO、ONE

！ 
オルタック・プラス コスミ ック SPRAY

オルタック・アクト コスミックH、UW
I 

プロタイト UP防水工法

UPクイックエ法

ディックプルーフィング（恥 フラットワン

ウォールライト 横浜ゴム（掬 ハマタイト

＇ コンポ アーバンルーフ
l 

ディックウレタン

I FSコー ト

東洋ゴム工業（株） ソフランシール

（社名 ・50音順）
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◆統計資料◆

ポリウレタン主要製品の出荷量推移
（歴年 1~12)（単位：トン）

三 次 8年 9年 10年 II年 12年 13年 14年 15年 16年 17年

建 築 土木材料 67,047 64,713 65,899 67,896 70,318 67,106 65,641 67,431 70,647 69,532 

内 ｛防水材料 35,898 35,093 37,490 38,130 39,613 38,742 36,795 38,580 40,562 40,959 

訳 その他 31,149 29,620 28,409 29.766 30,705 28,364 28,846 28,851 30,085 28,573 

註 (I)上記は製品重量である。

(2)建築土木用のその他は，床材，弾性舗装材，シーリング材などである。

ウレタン建築土木材料出荷量 （歴年1~12) （トン）

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 

昭和61年

62年

63年

平成元年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年

10年

11年

12年

13年

14年

15年

16年

17年

I 

73,679 I 27,900; 134,003 I~竺9ー ウレタン（建築土
卜

薔＇ 出荷量
85,081 26,~60 < 152,146 ¥58,500 

I-

｀ ｀ 
82,725 27,680 -:.. 173,062 ¥.60,420 I 

防水材料出← ． 

｀ 85,095 ~9, 225 ヽ． 184,118 、63,496
← ．ヽ 、

85,397 I 33,562、 198,024 ヽ 71,670
ト

＇ 77,508 I 32,338i 174,751 | 71,653 
.... ．． 

)72,525 82,059 | 33,963.} 164,542 
← / 

86,748 I 31,109, 143,906 | 7,890 
ト

‘ 91,450 I 32,996 ・: 146,616 I 66,804 
I-

＇ 84,116 I 33,811 ¥ 143,978 | I 66,105 
← 

｀ 
98,146 I 35,898 ! 161,667 ) 67,047 

I 

78,035 I 35,093 ¥ 149,982 I 64,713 

｀ 
69435 I 37,490 ¥ 126,597 | 65,889 

＼ 鴫

73,310 I 38, 130¥ 120,968 | 67,896 

｀ 
72,023 I 39, 163 • 128,234 | 70,318 

I 

64,449 I 38,742/ 116,644 I 67,106 、．
62,053 I 36,795: 110,291 I 65,641 

．． 
63,303 | 38,580 ¥ 109,793 67,431 

ヽ
65,153 I 40,562¥ 116,532 I 70,647 

． 
63,270 I 40,959 1 122,788 I 69,532 

木材料）

荷量

゜
50,000 100,000 150,000 200,000 

建築着工総床面積

I I木造 I I非木造

250,000 300,000 
（千吋）
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■ 日本ウレタン建材工業会 役員名簿

会長 角田孝郎 〈旭硝子ポリウレタン建材（松〉

副会長 吉田輝信 〈保土谷建材工業（株〉

副会長 三浦吉晴 〈（株）ダイフレ ックス〉

■理 事旭硝子ポリウレタン建材（扮 角田孝郎

新東洋合成 （樹 月城則男

（樹 ダイフレ ックス三浦吉晴

大日本インキ化学工業（樹 藤田裕司

田島）レーフィング（掬 猪野瀬正明

ディックプルーフィング（樹 山川 博

束洋コム 工業 （樹 尾上敏夫

日本特殊塗料 （恥 永宗弘旨

日新工業 （樹 菅野司

■日本ウレタン建材工業会の概要

設立昭和44年lO月

目 的 防水材等ウレタン建材関連事業の振興ならびに会員の親睦融和を図る。

主事業 市場調査ならびに需要開発に関する事項，技術情報の交換および研究開発に関する

事項諸機関ならびに関係団体その他との連絡協議。

■日本ウレタン建材工業会 委員会構成

技術委員会

広報委員会

統計委員会

委 員 長

副委員長

委員

委員長

副委員長

委員

委員長

副委員長

委員

■理 事東日本塗料 （樹 松岡紀寛

日立化成工材 （樹 小林幸男

保土谷建材工業 （樹 吉田輝信

三井化学ポリウレタン（掬 甲斐洋一

ユープレックス （掬 市居良治

横浜コム （樹 高橋総一郎

■監 事アイレジン （樹 吉川幸太郎

第一工業製薬 （樹 赤瀬宜伸

■事務局長 森田勇

保土谷建材工 業 （掬（佐々木哲夫）

横浜ゴム （樹（川見薫）

旭硝子ポリウレタン建材（株

大日本インキ化学工業（樹

田島ルーフィング（株）

束洋ゴム工業 （樹

（樹 ダイフレックス（横山淳之輔）

旭硝子ポリウレタン建材（樹（樋口忠男）

保 士谷建材 工業 （樹

新束洋合成 （樹

三井化学ポリウレタン（樹（池田聡）

保土谷建材工業（樹（倉重浩一）

旭硝子ポリウレタン建材（掬

（樹 ダイフレックス

大日本インキ化学工業（樹

第一工業製薬 （扮

（掬 ダイフレックス

日 新 工 業（樹

東日本塗料 （掬

第一工業製薬 （樹

田島ルーフィング （株）

閥

⑮

卸

料

薬

ム

塗

製
殊
業
ゴ浜

特
工

本
一

日

第

横
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会員名簿

平成18年10月現在

正会員

アイレジン（樹 342-0042 埼玉県吉川市中野338 0489-83-3883 

旭硝子ポリウレタン建材（樹 104-0033 東京都中央区新川2-9-2マルキョー新川ピル2F 03-3297-034 l 

新 東洋合成（樹 550-0004 大阪市西区靭本町2-9-11 岡崎橋ビル 06-6446-61 21 

（樹ダ イフレックス 163-0823 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル23F 双 03-5381-1 555 

第一工業製薬（樹 103-0027 束京都中央区日本橋3-12-1 第一三木ビル 。3-3274-6058 
大日本インキ化学工業（樹 101-0021 東京都千代田区外神田6-1-8第3DICピル 。3-5818-1841
田島ルーフィング（樹 101-8579 東京都千代田区岩本町3-11-13 03-5821-7721 

ディックプルーフィング（樹 151-0053 東京都渋谷区代々木2-1l」4 NKビル4F 03-5302-1 901 

東洋コム工業（掬 564-0044 大阪府吹田市南金田2小 10 06-6330-1211 

日 新 エ ~,業 （恥 103-0005 東京都中央区日本橋久松町9-2日新中央ビル 03-3882-2571 

日本特 殊塗料（樹 114-0002 東京都北区王子5-16-7 03-3913-6153 

東 日本塗料（樹 124-0006 東京都葛飾区堀切3-25-18 03-3693-0851 

日立化 成工材（恥 317-0051 茨城県日立市滑川本町5-12-15 0294-22-1313 

保土谷建材工業（樹 212-8588 川崎市幸区堀川町66-2興和川崎西ロピル 044-549-6670 

三井化学ポリウレタン（樹 105-7117 東京都港区東新橋1-5-2汐留シテイセンターl7F 03-6253-4 168 

ユープレックス（~ 151-0053 束京都渋谷区代々木2-11-14NKビル5F 03-5302-21 15 

横 浜 ゴ ム （樹 254-0071 神奈川県平塚市四之宮1-7-7 0463-31-3119 

賛助会員

イハラケミカル工業（樹 110-0008 東京都台東区池之端l-4-26 03-3822-5235 

活材ケミカル（粉 l 05-000] 東京都港区虎ノ門3-8-2l No.33森ピル 03-3436-64 71 

和歌山精化工業（樹 641-0007 和歌山市小雑賀1-1-82 0734-23-3247 

東 洋 紡 績 （樹 103-8530 東京都中央区日本橋小網町17-9 03-3660-4858 

日 東 紡 績 （樹 102-8489 東京都千代田区九段北4-1-28九段ファーストプレイス 03-3514-87 4 l 

（樹 □ーダス商会 140-0014 東京都品川区南大井6-25-10大森ハイツ212 03-3298-6571 

-65-



SUオネードエ鑽倉；：：悶::-6？ごば悶：口悶悶7?ttロ;:9こ。業;:e内com/
支部名 1 会員名

卸シ オ ン

卸東都 工業

北海道レヂポン 卸

北海道特殊防水 卸

北 海道 1 （松 アクアグレース
支 部闇セイワ工業

（松‘ノ ロ防水 北 海 道

卸 伊勢工業

函館東興 (00

s p テク ノ 侑

侑長 牛塗装店

侑 川村防水

卸熊谷 工 務 店

東北レヂポン 閥

東北支部 I安住 防水卸

侑東北ケミカル工業

東北シオ ン 樹 脂 （松

卸 エイブル

（粉 山 崎 工 業

卸アイ・レック

上毛産業 卸

日本マスチ ック 工業條

レヂン工業 條

閥 日立東 亜建工

（荀常 陽防水

（荀サン防水 工 業

卸 トミナガ

卸 丸川技研工業

闇菊 池防 水工業

ヨシダ塗研 侶

（荀 太洋工業

（掬 木村 塗装店

（荀 関防水 工 事

（荀 藤真興業

洵 KEIYOリニューアル

條 荒川防水興業

卸 ラク シ ー

侑） 関工業

京葉レヂナー 侑

（松 三栄 レヂボン

大榮卸君津支店

條 ケンソー

関東 ・ 1 闇ジェン コ ジ一
信越支部 赤堀工業 （株）

大 和 興業條

（松 ワプル

東邦塗装工業 （株）

卸ハイ エ スト

（松 アクト 総 合 防 水

園 auビ ルリ フォ ー ム

卸埼 玉成 光

卸トス コルーフテ ック

サンシン工業卸

卸 マサル

侑 城 東防水工業

江東 卸

総 合建工卸

（荀 栄 工 業所

（松 東建技工

ョッャ ウレ タン （株）

共立 レジ ン工業（松

條 0. R . N 

ク ニ化学防 水（株

クリス テ ル工業（株

閥 葵防水工業

卸 日本 樹脂施工

東京コ ート 條

T E L 

(Ol 1)873-4151 
(011) 863-1647 
(011)831-4065 
(01 I) 642-6336 
(011)855-2621 
(011) 855-3952 
(011)751-1736 
(O 11) 77 4-2922 
(0138) 49-8571 
(0157)38-2212 
(0175)29-1310 
(0178) 43-6035 
(O I 9) 623-5465 
(022) 297-2185 
(022) 286-3737 
(022) 229-2887 
(022) 258-3589 
(024)951-8248 
(0246) 29-1255 
(028) 6 I 3-1066 
(027) 364-4545 
(027) 327 -3353 
(0277) 54-1333 
(0294) 33-3178 
(029) 851-6445 
(029) 857-8047 
(029) 254-4471 
(0299) 23-4581 
(029) 295-5513 
(04)7133-6868 
(04)7172-1762 
(04)7131-5535 
(047) 429-4988 
(047) 441-5325 
(047) 445-8400 
(047)473-1590 
(047)312-8888 
(04 7) 34 7 -5039 
(047) 452-8766 
(047) 425-4867 
(0438) 36-9706 
(0438) 37-2020 
(047)398-1601 
(047)376-1185 
(043) 277-2510 
(043) 421-3340 
(043) 263-0033 
(043) 271-7905 
(048) 837 -0828 
(048) 483-1377 
(04) 2953-9718 
(03) 5295-6350 
(03) 3643-610 I 
(03) 3643-5916 
(03) 3684-3669 
(03)5619-1992 
(03) 3940-0662 
(03) 5249-0787 
(03) 3967-5432 
(03) 3954-2611 
(03) 3988-8145 
(03) 5992-960 I 
(03) 3362-9321 
(03) 3372-2451 
(03) 3395-854 7 
(03) 3395-6002 
(03)3455-1455 

支部名

関東・

信越支部

近畿・

中部支部

中国・

九州支部

会員名

吉田 建設工業閥

卸 芳 松

（掬鈴 木乃防水耐火板

（有）タッミ 工 業

（荀 マ ル ユ 工 業

日本防水工業（松

侶ペ ルテ ッ ク

卸グレ ー ト

條） スパル

卸フラップ 工 業

侑ちひろ建 工

侑巽

侑） 東亜興業

横田 工 業 闇

卸 ピルド ッ ク

テイケイ ・エンジニアリング

卸 ビルドテ ック

愛善産業 （掬

侑） 横浜レジン

旭ボリマ ー （掬

闇 荏田 防 水

翠光創建卸

閥 高新塗装工業

武 山 工 業 （掬

洵富 士防水

侑 佐 野 防 水

侑ス エヒロ工業

北越産業 （掬

新潟レヂン 卸

鍋 林 建 エ （桜

国 際建資閥

三 公 工 業 （株

卸ニシ ムラ工業所

サ カ エ 化 建 工 業 （株）

卸 名岐防水

（荀オオクボグ ラウ ト

建材化 工 卸

卸タグチフロ ッキング研究所

（有） エムズルーフ

（樹マ ルコオ・ボーロ化工

卸 名 西

閥 名 神
卸アク トクリエイティブトラスト

池田技建 工 業卸

卸 住 吉 技 研

日英工業 （松

阪神防水工業

（松宮 士防水工業

クリエイト工業 卸

大成工材 卸

卸 ナ ル ミ

照見工業 卸

洵 三 優 工 業

卸道 工

大早耀産業 卸

卸 日 光

條）新防水 工業

卸ボリマ ート

ワイエム技研

伸栄産業 （有）

山 陰東陽 化成 （有）

九州創建 （株）

侑 ヤマケン

レヂボンケミ カ ル卸

東邦工業卸

池福工材 卸

T E L 

(03) 3669-552 I 
(03) 3968-0024 
(03) 3781-2343 
(03) 37 42-6407 
(03) 3882-4370 
(03) 3998-8721 
(042) 334-0525 
(0424) 21-7372 
(0424) 68-6161 
(0424) 61-6752 
(042)477-2131 
(0424) 72-6764 
(045)314-9103 
(042) 666-0002 
(0426) 48-8676 
(042) 696-6520 
(0428) 32-4040 
(045) 866-3622 
(045) 921-5036 
(044) 933-1593 
(046)272-7477 
(0466) 43-9643 
(046)804-6116 
(055) 235-3551 
(055) 228-1300 
(055) 279-5353 
(055)923-4721 
(025) 270-2500 
(0258) 34-3322 
(026) 221-0232 
(054) 247-776 1 
(0545)21-3245 
(0538) 48-7100 
(0561) 72-0333 
(052) 445-2282 
(052) 771-7826 
(052) 931-0765 
(052) 916-2739 
(052) 804-4343 
(0565) 34-4631 
(052) 409-4629 
(058)271-7459 
(058) 229-5430 
(06) 6773-2651 
(06) 6627-2256 
(06) 67 46-1700 
(078) 924-20 I 4 
(078) 577-1956 
(078) 753-98 I 5 
(0794) 32-681 I 
(0866) 93-53 10 
(082) 873-4283 
(084) 952-0353 
(0846)22-1147 
(08395) 6-0324 
(0834) 63-0272 
(083) 927-6565 
(0834) 61-0505 
(0853) 22-6046 
(0852) 28-2233 
(0857) 26-5421 
(092)475-1204 
(0942) 44-27 43 
(095)843-7545 
(097) 551-6686 
(096) 369-0382 



- 会誌ウレタン建材も今号で30号を迎えました。発刊に際し御協力いただきました関係各位に

深く御礼するとともに、特別寄稿を頂いた先生方にはウレタン建材の観点から環境と未来像などについて書いて

いただき合わせて感謝申し上げます。

さて、今夏のノーネクタイは、もはや当たり前になりクールビズも定着してきた感がありますが、日本は 6%

のCO2削減の世界的公約を果たさなくてはいけません。その約束を果たすことができず、日本の2004年の排出

量は基準となる1990年比で 8％上回るという状態です。国民全体が真剣に取り組まないと達成はおろか増加す

る一方のようです。 NUKは業界に先立って、環境宣言、環境対応型ウレタン防水材システム、ホルムアルデヒ

ド自主規制と活動してきました。今後とも業界の牽引車となるべく環境問題に取り組んでいく所存です。

（広報委員長横山淳之輔）
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防水のことなら組合員にお問い合わせ下さい。
製造元：保土谷建材工業株式会社

JIS A 6021認定製品…………………………………ウレタン塗膜防水材 9ゞ如L3,シ

9ゞ 如しク↓防水工事業協同組合員
●建設省愛計振発第154号認可

組合員名

東部

大和工業（粉苫小牧叫

日新建工 卸札幌（営）

大和防水工業侶

中央建材工業（船札幌（営）

日新建エ （樹東北伎

中央建材工業侶加」台（営）

桑原建材 卸

富士建興 昧

中央建材工業（掬東京伎

井上渥青工業 卸

大和工業 （粉

日新建工卸

（粉 工業技術研究 所

（株） テンダー

カウナベ工業 （粉

（有） ウエノ工業

中央建材工業保漸潟（営）

中部

卸五 十鈴

中央建材工業保松本（営）

（株）折橋政次郎 商店

協同廷材 （籾

松本工業 （籾

マッコウ建設 （株

重喜防水工業（株

辰巳防水工業（有）

中央建材工業（和

東海物産咋

（株） リノテック

東京建材工業俄

oo 明光建 材

日 清建 工俄

吉田防水店

太田建材侶

北川 5歴青工業 卸

西部

中央建材工業條沃阪（営）

ハイドロテ ッ ク卸

松美化建工業諒

棚田建材 （約

久下商店

大芝建材 （掬

和光工業 （船

和光工業 （掬烏取 （営）

中央建材工業保 広島（営）

（株） 彩

（株） 三洋技 廷

俄 山本商会

大三工業四

徳島大三工業 （採

卸 さかぐち

（株） エ材社

日建工材 （株）

（株） ダイニ

（株）北原建材商会

侶約沖縄装美 工業

（組合設立昭和46年）

所 在

北海道苫小牧市音羽町2丁目 12-11

札幌市西区発寒十五条4丁目 1-15

地

札幌市中央区大通り西 16丁 目 3 （池 JIIビル）

札幌市中央区南一条西7丁目 12 （北日本大通ピル）

仙台市青葉区昭和町4-9 （カーサ北仙台）

仙台市青葉区高松2丁目 11-15

東京都文京区後楽2丁目 10-3

東京都新宿区大久保3丁目 13-1

東京都大田区酉蒲田 8丁目 9-10

東京都品川区東五反田 1丁目 8-1

東京都足立区千住大川町 11-13

東京都足立区千住 1-21-3

東京都文京区本郷2丁目 12-6

横浜市西区浅問台 15-6

群馬県高崎市矢中町319-6

千葉県流山市美田 653-59

新潟県新潟市米山 5丁目 1-25 （小林ビル）

長野県伊那市伊那部上新田 2346-1

長 野 県 松 本 市 野 溝 木 工 1丁 目 6-58

富山県富山市安野屋町3-1-6

静岡県浜松市若林町2582

静岡県富士市吉原 1T目 11-8

静 岡 県 静 岡 市 駿 河 区 敷 地 1-9-19

名古屋市北区大野 4丁目 12

名古屋市西区砂原町207

名古屋市千種区高見 1丁目 6-1

名古屋市千種区若水3丁目 20-23

名古屋市千種区新西 2丁目 3-6

名古屋市中川区島井町 1204-2

名古屋市西区城西5丁目 23-2

愛知県春日井市大手田酉町1丁目 3-9

岐阜県恵那市大井町上茶屋 543-1

三重県四日市市追分 1丁目 8-16

石川県金沢市千日町8-30

大阪市西区京町堀2-5-17 （藤田ピル C)

大阪市西区江戸堀 1-10-27 （肥後橋三宮ピル）

大阪府茨木市高田町25-11

神戸市灘区友田町3丁目 2-1

京都市右京区西院春栄町 23

和歌山県東牟婁郡串本町西 向 842

島根県松江市矢田町250-213

鳥取県鳥取市徳尾52-4

広島市西区中広町 1丁目 4-16 （安藤ピル）

広島市安佐南区上安2-33-8

広島県大竹市立戸4丁目 1-47

愛媛県松山市三番町7丁目 8-1

香川県高松市本町 1丁目 17

徳 島 県 徳 島 市 北 矢 三 町 1丁目 2-61

徳島県板野郡藍住町乙瀬字中田 54-1

北九州市門司区大里東口 3-10

福岡市城南区片江4丁目 8-8

宮崎県宮崎市大字小松字竹 ノ内 968

鹿児島県鹿児島市下伊敷3丁目 12-28

沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目 164-3

電話

0144(34)3358 

011 (663)1525 

011 (641)1717 

011 (271)3961 

022 (273) 1921 

022 (273) 5724 

03(3811)0448 

03(3200)1429 

03(3730)1281 

03 (344 7) 3241 

03(5818)3357 

03(5284)1371 

03 (3811) 4421 

045 (319) 1991 

027(352)9190 

047(153)6158 

025(245)1705 

0265 (78) 4331 

0263 (25) 0351 

076(420)5344 

053 (454) 5461 

0545 (52) 3030 

054 (237) 2448 

052(991)0111 

052(501)1401 

052(761)6181 

052 (722) 1311 

052(774)6621 

052 (431) 0005 

052(524)1411 

0568(83)3196 

0573(25)3297 

0593 (45) 0531 

076(241)1131 

06(6443)6665 

06(6443)6765 

072(626)6111 

078 (841) 3551 

075(311)2044 

0735 (72) 1111 

0852(60)2132 

0857(27)6507 

082(291)3780 

082(872)6225 

08275 (2) 5155 

089 (931) 6261 

0878(51)6811 

088(631)4161 

088(692)4729 

093 (371) 1468 

092(801)7822 

0985(47)6155 

099(229)5155 

098 (887) 384 7 

, f.1..,, I.,う土防水工事業協同組合
事務局 〒212-8588 川崎市幸区堀川町66-2 興籾川崎西ロヒル 11階 TEL 044-549-6675 

FAX044-549-6677 

名古屋 052-571-4208 

保土谷建材工業株式会社内
本社 044-549-6670 大阪 06-6203-4651

札幌 011-281-0151 仙台 022-718-5340 新南隔 0834-61-3658 
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“↓Lヌよ＂は
輻広い用途に展開します。

新築から改修まで屋上防水、
ベランダ、開放廊下も……

バン レクンは、幅広い用途に適していよす。Ii¥上防

水はもとより、ベラ ンダ、庇、 I井1放廊下、室附防水ま

て｀ニーズに応えたエ法がそろ って います。 またそれぞ

れの用途において新築だけてなく、改修用途ての；l,―;要

はユーザーの皆様方に大きなメリ ットを提供します。

i（建設省愛計振発第 l54号認可）“↓L長＇ょ防7k工事業協同組合
〒212-0913 川崎市幸区堀川町66-2興和川崎西ロビル11階

（保土谷建材工業卸内）

TEL044(549)6675 
http://www.panretan.com/ 

の 保土谷建材工業株式会社
●本 社 〒212-0913 川崎市幸区堀川町66-2

興和川崎西ロビル11階 TEL044(549)6670(代）
http://www.hodogaya-kenzai.com/ 

●大阪営業所合06(6203)4651 ●新酉阻営業所合0834(61)3658
●札幌営業所合011(281)0151 ●仙台営業所合022(?18)5340
●名古屋営業所合052(5?1)4208



ダイフレックスは、
これからも爛境対応型工法でリードします！

日本ウレタン建材工業会「珊境対応型ウレタン防水材システム」
認定工法ラインナップ

環境DD:Jステムオータス・エコシリーズ

璃境DD:JステムSP:;リーズ

環境対応型エコ・ウレックスシリーズ

d
 

面・空間・創造

株式会社ワィフレクス

DYFLEX 
http:/ /www.dyflex.co.jp 

お問い合わせは…

TEL. 03-5381-15邸 FAX.03-5381-1566 
本社／〒163-0823東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSピル23階私書箱第6086号




