と協会の顧問を御願いしている︑
桐蔭横浜大学准教授の飯島健太郎
先生の﹁心の健康に役立つ緑地︑
そして建築の緑﹂と題して少子高
齢化の現代の喫緊の問題に即し
た︑御講演をして頂きました︒
松永先生のお話は実際に病院内
で要介護高齢患者３０名にご協力
いただき︑病院の屋上緑地と対照
的な屋外の緑のない病院内駐車場
の２箇所で生理指標と心理指標を
数値化して生理的効果としてのリ
ラックス指標である副交感神経活
動の亢進や心理的効果としての
﹁うつ﹂の緩和等を確認出来たと
いうものであり︑具体的に検証し
た結果の報告説明を頂きました︒
飯島先生は都市生活者の半数以
上がストレスを実感している現状
等から︑心の健康を基本に知覚対
象としての緑のもたらす心理的効
用を理論的に且つ非常に解りやす
くご説明頂きながら︑最終的に医
療・福祉的な対応の中での園芸作
業の心理的効用を訪問介護員受講
生を対象に行なった︑園芸作業前
後のＰＯＭＳ診断︵感情プロ
フィール検査︶を使った結果とし
て︑緊張・不安・抑うつ・落ち込
み・怒り・敵意・活力・疲労の項
目数値の低下が確認された説明・
発表をいただき非常に面白い興味
のわくお話しでありました︒
やはり︑結果としても聴講参加
者のアンケートを見ると約８０％
の方が﹁非常に良かった﹂あるい
は﹁良かった﹂とお褒めの言葉を

当物件は︑水泳競技振興・
健康増進リハビリの中核施設
をコンセプトの元整備された
施 設 で す ︒ 施 設 内 に は ５ ０ｍ
プ ー ル ︑ ２ ５ｍ プ ー ル ︑ 歩 行
用プール︑他各種水槽でビッ
グサン防水材を採用して頂き
ました︒各種水槽には露出防
水のビッグサンＧＲＧ工法
を︑各プールにはビッグサン
Ｇ Ｒ 工 法︵ タ イ ル 貼 り 仕 上 げ ︶
で施工して頂きました︒
ビッグサン防水材は︑使用
する材料がすべて水系の材料
で構成されている事で密閉さ
れたピットや室内でも安全に
作 業 が お こ な え る 事 ︑﹃ ポ リ
マーセメント系塗膜防水工事
施 工 指 針 ︵ 案 ︶・ 同 解 説 ﹄ ２
４下地の状態の項でポリ
―
マーセメント系塗膜防水材の
特 長 と し て は ︑﹁ コ ン ク リ ー
ト下地が多少湿潤状態でも施
工可能である﹂と記載されて

頂いております︒
講演会中の質疑応答も具体的
で積極的なご質問が多く︑時流
に合った講演内容で現代社会の
悩みにソフトの面から貢献する
緑化技術の必要性を十分に御理
解頂くことが出来たと考えてお
ります︒
この我々協会の講演会の特徴
は︑回を追うごとにリピーター
の方が増えているのもありがた
い事と思います︒尚︑詳しいア
ンケートデーターは協会のホー
ムページの中のトピックスでご
確認下さい︒
協会事務局を仰せつかってお
ります大日化成としては両先生
のお陰で大成功した結果を持ち
まして︑各方面に働きかけて屋
上のＶＵＳ工法やモク芝工法を
広めたいと思います︒
今まで緑化商品を販売しなが
ら︑ふと﹁この緑化の仕事が厳
しい価格競争をしながら納品し
て︑結果として世の中の人々の
お役に立っているのか︑またど
れだけの貢献が出来ているのか﹂
自信なく不安に感じていたこと
が︑払拭されて自分自身の業務
として間違いなく誇れる仕事に
なったことを痛感しました︒
﹁何
となく緑っていいなあ︑気持ち
がいいなあ﹂と感じていたこと
は︑気持ちだけでなく実際に科
学だったんだと思うことができ
ました︒

おり下地が湿潤状態でも
施工できるという事も採
用理由の一つとなってい
ます︒湿潤状態と言って
もどんな状況でも良い訳
ではなくコンクリート下
地に表面水︵付着水・た
まり水︶および湧水︑漏
水が無い事が条件である
とされています︒
当物件のプールは︑タ
イル貼り仕上げとなって
おりタイル下地のセメン
トモルタルと防水材の密
着の良さも材料選定で考
慮されたと聞いています︒
外部に露出したプールも
あり︑急な天候の変化で
防水層の白華や様々な困
難な状況もありましたが︑
建設会社様︑防水施工業
者様のご尽力により安全・
確実な施工をして頂きあ
りがとうました︒

＜速硬型軽量プレミックスモルタル＞

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

これからもお客様のご要
望を反映すべく環境に優し
い製品の開発に努めてまい
ります︑今後とも弊社製品
をよろしくお願い申し上げ
ます︒

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！

屋上緑化講演会をおえて

松永慶子 医師

いつのまにか日中は汗
ばむような季節となりま
したが︑皆様いかがお過
ごしでしょうか？
今回は︑ こ
｢ んなところで
活躍しています ｣
防水編という事でこれか
らの季節︑ご家族で一度
は訪れる事もあるプール
での採用実績をご紹介し
ます︒

飯島健太郎 先生

当社が事務局をさせて頂いております
薄層屋上緑化技術協会の活動の一環とし
て︑毎年︑恒例となりました屋上緑化講
演会を２月１９日に新大阪のメルパルク
ＯＳＡＫＡにて開催致しました︒この講
演会は年を追う毎に盛況となり今回は参
加者約１３０名と増えてきました︒特に
今回は大阪府の御公認を頂いての開催と
なり今後の各方面への働きかけの弾みに
なればと考えております︒
今回は︑医療法人徳松会医師 老人保
健施設エルダリーガーデン施設長の松永
先生による﹁病院の屋上緑地が要介護高
齢患者に及ぼす生理的リラックス効果﹂

「ビッグサン」は、こんなところで活躍しています。

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

霧ヶ峰 シリーズ
スカイレジン＜下地調整材＞
福祉施設屋上（VUS500）

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

28
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原因は︑ロシアの衛星破壊

脚本：アルフォンソ・キュアロン

製作総指揮 スティーヴン・ジョーンズ

ホナス・キュアロン

出演者：サンドラ・ブロック

ジョージ・クルーニー

宇宙空間は︑まさに無重力
状態︵ゼロ・グラビティ︶で
コントロールがきかず︑漂流
状態になったライアンはパ
ニックになるばかり︒一方ベ

監督：アルフォンソ・キュアロン

率とは一般的なご家庭
なら︑年間でおよそ２
万円の節約になりま
す︒
しかもマイクロナノ
バブルという非常に微
細な泡が︑節水だけで
はなく︑洗浄︑保湿︑
温浴にも作用している
のではないかと言われ
ています︒実際に大学
などの研究施設でマイ
クロナノバブルの可能
性について研究もされ
ているようです︒
気持ちいい肌あたり
も魅力のひとつ︒節水
ができても︑水勢が
ちょろちょろとしかな
かったら意味がないで
すよね︒
取りつけるだけで最
大約５０％の節水︒家
計に頭を抱える主婦の
方をはじめ︑一人暮ら
しの方にとっても︑非
常に心強いエコグッズ
です︒
まずは自宅におひと
つ︒そしてプレゼント
にアリアミスト ボリー
ナも最適です︒

テランのマットは的確な指示を
出し︑無事の帰還をめざすもの
のトラブルが続発︒わずかな酸
素と時間に追われ︑果たして二
人は無事に生還できるのでしょ
うか？
次々発生する危機的トラブル
は︑ハラハラドキドキの連続で
す︒
さて︑本作でトラブルのきっ
かけに使われたのは﹁宇宙ゴミ
︵スペース・デブリ︶﹂
︒ゴミ問
題は地球上だけでなく宇宙でも
大変な問題になっていて︑宇宙
は無限空間だからといって無責
任に捨て続ければ︑結局ゴミと
いうのは人類に襲いかかってく
ることを思い知らされます︒

J
A
X
A

ないため︑様々な対策や予防
策を採っているようです︒
ちなみに︑人工衛星を所有
する大半の国によって締結さ
れている﹁宇宙損害責任条約﹂
という国際条約があり︑万が
一の場合は︑衛星を打ち上げ
た国から賠償を受けられるよ
うになっていて︑日本の人工
衛星やロケットのスペース・
デブリによって被害が生じた
場合は︑日本の国が損害賠償
補償をすることになっていま
す︒
﹁作ったはいいが︑捨てる
ゴミのことも考えよう︒﹂
これが︑この映画が訴えた
かったことでしょうか？
そういった辺りも考えなが
ら︑ぜひご家族でご覧頂きた
い一押しの作品です︒
この映画︑映画館公開時に
は３ の上映が話題となりま
した︒３ 映画自体はもはや
珍しくないものの︑これまで
の３ は﹁飛び出す﹂概念で
したが︑本作では﹁奥行き﹂
や﹁深さ﹂を見事に表現した
のです︒筆者も実際に映画館
で体感しましたが︑無限大に
広がる宇宙に﹁本当に落ちて
いくのではないか﹂と想える
ほどでしたので︑できれば３
映像をご覧ください︒

業界に提供していくこと︑そ
れと︑これからの若手技術部
員や営業部員に技術を伝えて
いくことが小生の使命である
と考えており︑日々の指導に
努力しています︒
また︑社内のみならず業界
の発展にも積極的に取り組ん
でおり︑ポリマーセメント系
塗膜防水協議会や全国エポキ
シ工事業協会の委員として︑
関係する技能検定や規格の策
定等にタッチし努力していま
す︒２００６年には︑ポリマー
セメント系塗膜防水施工指針
案・同解説の策定委員として
原案内容の作成に参加しまし
た︒ビッグサン防水材もこれ
によって一定の性能を有する
本防水として地位を固め︑ま
た認識を高めてきました︒
最近は︑日本水道協会／
の改定作業に参
JWWA K-143
加しており改定原案内容の一
部を作成中です︒この規格は
飲料水用途のエポキシ樹脂の
規格であり︑材料の衛生性と
物性の規定がメインの規格で
す︒市場において︑品質が良
く安全である製品が安心して
使用されるよう取り組んでい
ます︒
今後も︑会社と業界の発展
に更に頑張っていきたいと考
えています︒

東京都港区浜松町１-２-５

『ゼロ・グラビティ』
（原題：Gravity）

マイクロナノバブル＆節水
いつもなにげなく
使用しているシャ
ワー︒最近ではシャ
ワーを浴びるだけと
いう方も多いようで
す︒洗髪にもお風呂
洗いにもシャワーは
必須︒しかしかけ流
しのシャワーでは︑
どうしても水道代や
光熱費がかさんでし
まいます︒
そこで最近︑注目
されているのが節水
のできるシャワー
ヘッド︒いま使用し
ているシャワーヘッ
ドを取り外して︑節
水シャワーヘッドを
取りつけるだけで︑
水道代や光熱費が下
がります︒中にはしっ
かりと元が取れる節
水シャワーヘッドも
あります︒
今回ご紹介するの
は︑その中でも特に
人気の高いアリアミ
スト ボリーナ︒最大
約５０％の節水率を
誇り︑家計の味方と
して人気を博してい
ます︒５０％の節水

D

公開：2013 年

技術部の甲本と申します︒こ
の会社に入社し︑もう３０年が
近くなってきました︒
入社当時は全くのゼロからの
スタートではありましたが︑今
では技術部全体も見る立場と
なってしまいました︒早いもの
です︒
入社当時も製品にビッグサン
防水材はありましたが︑当時は
どちらかと言うとサンシーラー
という建築用シール材が主流で
した︒樹脂はウレタン系とポリ
サルファイド系とがありまし
た︒それから次第にビッグサン
の販売量が増えてきました︒こ
のころから︑業界も環境問題に
対する意識が強まってきたのだ
ろうと思います︒その後︑最終
的に建築用シール材の販売を中
止したのですが︑丁度そのころ︑
私には一つの転機がありまし
た︒
それは︑当時大手エマルジョ
ンメーカーを退職した凄い方が
当社の技術顧問としてこられた
事です︒そして︑その方の下で
仕事が出来たという事でした︒
その方は︑技術的にも優れた方
でしたが人格的にも優れた方
で︑今でも尊敬している方です︒
当時は︑その技術顧問の言わ
れるとおりに何でもやりまし
た︒それによって︑エマルジョ
ンの基礎とポリマーセメントや
エマルジョン塗料の設計的なこ
とを学び経験しました︒
あと︑当時の技術部長からも
施工技術等の指導を受けまし
た︒指導も厳しく辛かった記憶
もありますが︑その経験がある
から現在があると思っておりま
す︒
現在は︑これまでに受けた貴
重な知識やスキルを製品開発や
改良に生かし︑よりよい製品を

東京支店
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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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甲本 周平
技術部
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今回は昨年度公開︑アカデ による宇宙ゴミ︵スペース・
国内でも︑原発のゴミ問題が
ミー賞も多数獲得し大変な人 デブリ︶の襲来︒
東京都知事選の争点にされるな
気を博した﹃ゼロ・グラビ
ど︑新たな社会問題になってい
ティ﹄を題材に︑地球ではな
突然想いも寄らぬ膨大な宇 ますが︑実際に宇宙のゴミ問題
く宇宙の環境問題を取り上げ 宙ゴミが大挙して飛来した為 も相当深刻なようです︒
ます︒
にクルーが即死しただけでな
く︑シャトルの大破とともに︑
日
( 本宇宙航空研究
初めての宇宙飛行として︑ ライアンとマットは１本の
開発機構 で
) は︑スペース・デ
女性博士ライアン︵サンドラ・ ロープでつながれたまま︑宇 ブリの危険性︵地球への落下頻
ブロック︶が︑
マット︵ジョー 宙に放り出されてしまいま
度︶が急速に増大していること
ジ・クルーニー︶や他のクルー す︒
を懸念して︑情報発信をおこ
とともに船外活動をおこなっ
なっていますが︑それによると︑
ている最中に︑スペースシャ
宇宙ゴミは平均で週に１〜２回
トルが大破するという想定外
の頻度で﹁大気圏に再突入﹂し
の事故が発生します︒
ているそうで︑これまでは人や
建物に大きな被害を与えたこと
がないだけで︑決してあなどれ

テレビなどで大人気のエコグッズ

