かりになるかとおもいます︒室
内の温度が上がる原因は︑外気
の熱が建物の中に侵入するから
です︒真夏の屋根の表面温度は
６０℃〜７０℃ぐらいになると
いわれており︑屋根の温度が上
がると必然的に室内の温度も上
がってしまい︑その結果エアコ
ンの温度設定を下げてしまうこ
とになってしまいます︒しかし︑
屋根の温度を上げない方法とし
て︑屋根に太陽光を反射する機
能をもった遮熱塗料を施工する
という方法があります︒
そこで︑今回おすすめしたい
のが︑金属屋根改修工法である
クール・ド・ルーフ メタル屋根
ビッグサン
工法と︑スレー
ト屋根改修工法であるクール・
ド・ルーフ スレート屋根ビッグ
サン
工法です︒
市場には数多くの遮熱塗料が
上市されていますが︑ビッグサ
ン
工法と
工法がそれ
らと異なる点は︑防水機能を兼
ね備えた防水遮熱複合工法であ
ることに尽きます︒金属屋根・
スレート屋根は︑経年劣化︵腐
食︑ひび割れ︑屋根材ジョイン
ト部の目開き等︶によって雨漏
りが発生します︒雨漏りは︑当
然のことながら遮熱塗装だけで
は改善することができません︒
せっかくお金を掛けて遮熱塗装
をしても︑早期に屋根の劣化が
進行してしまっては元も子もあ
りません︒そこで︑
工法︑
工法では︑柔軟かつ軽量な
防水塗膜で屋根全体をコーティ
M
R

います︒
さて︑最近なでしこジャパ
ンという言葉を耳にする機会
が増えたのではないでしょう
か？サッカー女子日本代表の
愛称です︒昨年の女子Ｗカッ
プで劇的なＰＫ戦の末︑アメ
リカを倒し︑優勝したことも
記憶に新しいと思います︒
ご存知の方も多いとは思い
ますが︑大日化成は岡山に工

M
R

ングしてしまおうと考えまし
た︒そうすれば︑雨水の侵入
を防ぐことで雨漏りをストッ
プすることに加え︑金属・ス
レート屋根の延命化も図るこ
とができます︒もちろん︑太
陽熱高反射塗料であるビッグ
サントップ
との組み合わ
せで︑室内温度を下げること
ができます︒当社で実施した
遮熱効果試験では︑屋根裏温
度でマイナス５℃〜マイナス
１３℃の温度低減効果 が
※確
認されています︒これで︑漏
水対策︑節電対策ともにバッ
チリというわけです︒
また︑ビッグサン
工法︑
工法は︑水性材料を使用
した人・環境にやさしい環境
配慮型の材料で構成されてお
り︑防水と遮熱の基本性能に
加え︑弾性塗膜による雨音の
低減効果や︑優れた防錆性能︑
劣化スレートの強度回復など
様々な付加性能も期待できま
す︒
国内自動車メーカーの工場
などでも継続採用されている
実績からもその性能は実証済
みです︒節電対策︑漏水対策
に是非︑ご検討・ご提案下さ
い！
U
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当
※社︑遮熱試験結果の一例
であり︑すべてにおいてこれ
を保証するわけではありませ
ん︒

S
R

場があるということもあり︑
去年の夏になでしこリーグの
岡山湯郷ベルとスポンサー契
約をさせて頂きました︒写真
のトレーニングウエアにも弊
社の商品ＢＩＧＳＵＮの文字
がプリントされています︒
岡山湯郷ベルには日本代表
でも活躍している宮間あや選
手や福元美穂選手が在籍して
おり︑今季のリーグ戦では開
幕４連勝でスタートし︑６月
１０日現在︑６勝１分２敗で
３位に付けています︒このま
まの調子でぜひとも優勝を目
指してほしいですね︒大日化
成も引き続き応援していきま
す︒
今年はロンドンオリンピッ
クにＷカップアジア最終予選
とサッカーイベントが目白押
しです︒海外でもヨーロッパ
ＮＯ．１の国を決めるユーロ
２０１２も開幕し︑サッカー
ファンにとってはまだまだ眠
れぬ夜が続きそうです︒

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

金属屋根・スレート屋根を補修し
遮熱することが出来る唯一の工法
今年も暑い夏がやってま
いりました︒平成２３年３
月１１日の東日本大震災と
原発事故の影響によって今
年も全国的に︑一般家庭︑
企業において電力供給不足
に見舞われることが予測さ
れます︒特に電力需要の多
い生産設備︑工場を抱えた
企業にとっては︑夏場の電
力需要拡大は非常に頭を悩
ます問題であり︑節電対策
の整備を求められることか
と思います︒
さて︑夏場に必ず使用し︑
電気代がかかるのはエアコ
ンです︒エアコンの設定温
度を１℃上げると︑消費電
力が約１０％節約できると
いわれています︒このこと
からも︑エアコンの設定温
度を上げることが節電に大
きな効果があることがお分

２０１２年︑今年は４年
に一度のオリンピックイ
ヤーです︒開催地はロンド
ンで︑夏季オリンピックと
しては３０回目の記念すべ
き大会です︒前回大会の北
京オリンピックでは︑北島
康介選手や︑女子ソフトボー
ルチームが金メダルを獲得
するなど素晴らしい大会で
した︒今年も２６競技が行
われる予定で︑特に注目の
競技は︑現在人気を集めて
いるサッカーです︒
北京では現在Ａ代表で活
躍している本田︑長友︑香
川を中心としたメンバーで
臨みましたが︑他の強豪国
に敗れ︑グループリーグ敗
退という残念な結果に終わ
りまし た︒今大会のメン
バーは若いうちか
ら海外でプレーし
ている選手も多く︑
良い結果が期待でき
るのではないかと思

＜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
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霧ヶ峰 シ リ ー ズ
スカイレジン＜下地調整材＞
商業ビル屋上（VUS500）

ク
ール
ル・ド・ルーフ
フメ
タル屋根
クール・ド・ルーフ
メタル屋根
＆ ク
ール
ル・ド・ルーフ
フ スレート屋根
スレート
ト屋根
クール・ド・ルーフ
ガンバレなでしこジャパン！

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
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ご存じ︑今は亡きキング・オブ・
ロックンロール／エルヴィス・
プレスリーがハワイを舞台に唄
い・踊る１９６１年の映画︒ひ
たすら大スター・プレスリーの
魅力をまき散らすためだけに制
作されたような作品のため︑ス
トーリーはあって無いようなも
のですが︑往年のファンやプレ
スリーを知らない世代にとって
は︑新鮮な作品でしょう︒
オープニング即座に映し出さ
れるダイヤモンドヘッドとワイ
キキビーチの映像︒意外やワイ
キキ周辺に︑ほとんど大きな建
物はなく︑わずかに１棟 高層ホ
テルの建築途中なのが見てとれ
ます︒中盤に出てくるピクニッ
クのシーンでも︑夜景で有名な
タンタラスの丘﹁プウ・ウアラ

スポットだったのか？﹂ということも
考えさせられます︒
誰もが憧れる南国リゾートの最高
峰・ハワイ︒
ここに別荘を持つことは︑世界中の
セレブにとっては当然の約束︒
けれどそれは︑リゾート地として開
発されてきたからこその結果であっ
て︑今なお何もない自然だけの島であ
れば︑ここまで多くの人々を魅了しな
かったことでしょう︒もし手つかずの
自然だけが良いのであれば︑他にいく
らでもあるのです︒けれど︑魅力的に
開発されるからこそ憧れ︑調和された
土地を訪れるからこそ知る自然の良
さ・大切さ︒
実際に触れて初めて﹁環境について︑
ちゃんと考えなくては！﹂と気づく人
が多いのも︑事実なのです︒
つまり︑乱開発は絶対にだめですが︑
自然の大切さを学ぶためにも︑ある程
度の開発はやむを得ない部分があると
いうこと︒であれば︑自然との共存・
調和を最大限考えたうえで︑私達はリ
ゾート開発をしていかなければ︑なら
ないということです︒
さて﹁風﹂についてですが︑屋外ロ
ケの各場面を見ていると意外に風が強
いことが見てとれます︒昔から知られ
る通り︑ハワイは貿易風が有名なので
すが︑最近のワイキキ周辺の繁華街で
は大きな建物が増えてきたせいか︑こ
の映画ほど強い風を感じることがあり
ません︒
そして﹁砂浜﹂といえば︑ご存知ワ
イキキビーチですが︑約３
にわ
たって続くこの世界的に有名なビーチ
が︑実は人工浜だということは意外に

知られていません︒元が湿地帯
だったため︑あの広大な浜の砂は
当初︑オアフ島北部のノースショ
アから運ばれてきたのだそうで
す︒
肝心の本編に話を移しますと︑
除隊してハワイに戻ってきたプレ
スリー演じるお金持ちの息子チャ
ドと︑恋人マイリのロマンスを中
心に描かれるのですが︑最後はカ
ウアイ島で催される二人の結婚式
がエンディング︒
﹁ハワイで結婚式﹂が女性の憧
れになったのは︑この映画のおか
げといっても過言ではないでしょ
う︒
貿易風や人工浜のワイキキビー
チ︑そして当時の未開発の様子な
ど︑予備知識を元に鑑賞すれば︑
誰もが知る﹁アロハ・オエ﹂やハ
ワイ結婚式の定番﹁ハワイアン・
ウェディング・ソング﹂︑そして﹁ブ
ルーハワイ﹂という名曲とともに︑
子供達も一緒に観られる映画とし
て︑気軽に楽しんで頂けることで
しょう︒

オアフ島 ワイキキビーチ

カア州立公園﹂︵公園・広場は日中の
み入場可︶からワイキキ周辺が一望
できますが︑昨今の賑わいぶりを知
る人からすれば︑５０年前のハワイ
がいかに未開発だったのかと驚くこ
とでしょう︒
今回この映画を﹁映画で学ぶ環境
問題﹂として取り上げたのは︑そう
いった﹁開発と環境﹂について書き
たかったことがあります︒特に﹁自
然と開発の調和﹂そして﹁風﹂と﹁砂
浜﹂について︒
私達が﹁環境問題﹂を考える時︑
一部の人は﹁開発は自然破壊で悪﹂
といった思考に陥るようです︒これ
はこれで決して間違ってはいません
が︑一方で︑﹁自然のまま開発されて
いなかったら︑今ほどハワイは人気

そこで思いついたの
が︑以前使用して古く
なった﹁よしず﹂の再
利用です︒
３年くらい使用し︑傷
んだものの大きすぎて
廃棄処理に困り保管し
ていたものです︒

東京都港区浜松町１-２-５

公開

ノーマン・タウログ
ハル・カンター
エルヴィス・プレスリー
ジョーン・ブラックマン
アンジェラ・ランズベリー
1961 年
監督
脚本
出演
共演

はたくさんあった よ
｢
しず﹂が︑ほとんど売
り切れ状態で
次の入荷時期について
問合せしても未定との
こと︒
どこのホームセンター
に問い合わせても同様
に在庫切れの状態でし
た︒

大日化成エコへの取り組み
近年︑夏は猛暑で︑冬は
寒波の異常気象が続いて
います
今年も暑い夏がやってき
ました︒
岡山県北にある弊社岡山
工場付近は夜ともなれば
都会に比べ比較的気温が
下がりますが
日中はうだるような暑さ
が続き︑エアコンをつけ
てもなかなか効きません︒
そこで対策としてゴーヤ
緑化を数年前から続けて
います︒
ゴーヤ緑化には室温の上
昇を抑える効果がありま
すが︑毎年 月
5 の連休明
けに植えたゴーヤが育ち
緑のカーテンが出来上が
るのは︑早くても６月中
旬です︒

東京支店

BLUE HAWAII
その古くなった﹁よし
ず﹂の表面にビッグサ
ントップＵＲ︵遮熱塗
料︶を塗ってみました︒
表面は遮熱塗料を塗布
することにより遮蔽効
果がさらに高まり
裏面は手を加えていな
いため室内から見る景
色は﹁葦︵あし︶
﹂で
風情があります︒

できて面白いです︒
私が製品の製造を通して
意識していることは︑同
じものを同じように作る
ことです︒
当たり前のことなので
すが︑これほど難しいこ
ともないように私は思い
ます︒時期によって少し
作り方が違う製品があっ
たとしても︑毎回同じも
のを作らなければならな
いので難しいですが努力
している点でもありま
す︒同じ品質のものを毎
回作れてこそ︑お客様の
信頼に繋がると思うの
で︑これからも毎回変わ
らず品質の良いものをお
客様にお届けできればと
思っております︒
職場についてですが︑
製造部は仲も良くお互い
に助け合って仕事ができ
ているので仕事でのスト
レスも無く︑毎日楽しく
仕事をさせてもらってい
ます︒まだまだ先輩と同
じように製品を作ること
はできませんが︑仕事面
でも人間面でも先輩方を
見習ってこれからも頑
張っていきたいと思いま
す︒
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（ブルー・ハワイ）

﹁よしず﹂は今年は４
月中旬から活躍してい
ます︒

岡山工場製造部の一ノ瀬
と申します︒入社して間も
なく１年になりますが︑ま
だまだ日々の業務ではいろ
いろと苦労することも多い
です︒
入社当初は体力面が大き
な問題になりました︒製造
部は力仕事がほとんどなの
で毎日充填作業をするだけ
でかなり体に負担をかけて
いたように思います︒
私は中学︑高校と硬式野
球をやっていて体力には自
信があったつもりでしたが︑
働きだしてから仕事で使う
体力とは別物であると感じ
ました︒
しかしながら︑１年間の
経験というものも大変大き
なもので︑体力だけが全て
ではないことを学びました︒
やはりどんな作業にもコツ
があって︑それさえ掴めた
らあまり力は使わなくても
それまでと同等以上の作業
ができます︒なので最近で
は︑いかに力を使わずいつ
もと同じように作業できる
かコツを探しながら働いて
います︒
最近では充填作業だけで
はなく︑製品を練る作業も
少しずつではありますが
行っています︒
作る製品の数が多いこと
と︑製品ごとに作り方に違
いがあるため作り方を覚え
るだけで一苦労です︒効率
良く作業しないと練るのに
時間がかかってしまったり
と︑体力だけではなく頭も
使わないといけないので大
変ではありますが︑毎回作
るごとにいろいろな発見が

一ノ瀬 直哉
製造部

昨年の夏の事でした︒ま
だ︑ゴーヤの育成が不十
分な頃︑真夏日で雨が数
日降らないという日が続
いていたころ
暑さ対策として他に何か
できないかと考え︑思い
ついたのが日本の伝統で
もある﹁よしず﹂の利用
です︒
﹁よしず﹂は日光を遮りな
がら風を通し︑見た目も
涼しく風情ある便利なも
のです︒
室内からブラインドをす
るよりも効果は高く
窓の外側で日射を遮蔽す
るためエアコンの効きも
よくなり︑電気代も節約
することができます︒
早速︑ホームセンターに
﹁よしず﹂を買いに走りま
したが︑誰も考えること
は同じですね︒
ほんの 週
1 間くらい前に

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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地球環境を考えるコラム

