かっている現状で︑団地な
どでは空き家が⽬⽴つとい
うのに︑何故か︑都市の中
⼼部にタワーマンションが
できるというミスマッチ︒
本来はあり得ないことが起
こっています︒理由は︑⾃
然のニーズというより︑安
い⾦利のお⾦が市場に溢れ
て︑マンション購⼊が⾦持
ちの⽇本⼈・外国⼈の投機
の対象になっている︒こう
考えるしか答えは浮かびま
せん︒引き時を間違えては
ならないと思います︒
⽇本は︑四⽅を海に囲ま
れた島国︑敵に攻め込まれ
たり︑難⺠が押し寄せてき
たりする危険は少ない︒そ
の代わり︑地震や台⾵など
の⾃然災害をもろに受けや
すい国です︒
国や⾏政が真っ先にやら
なければならない事は︑そ
の対策です︒津波や地震の
対策を含めての社会資本の
整備ではないでしょうか︒
鉄道・橋梁・護岸・⾼架
橋・地下鉄・⾼速道路・空
港・港湾・下⽔道など︑耐
震補強も含め︑メンテナン
スが必要な危ない箇所は無
数にある︒業界をあげて︑
その⽅向に舵を切らなけれ
ば︑⽇本の未来はないと思

います︒⾏政の従来の⼿法
は︑何か災害が起きてから︑
対処するというやり⽅です
が︑私は起きる災害をシ
ミュレーションして︑守る
地域︑捨てる地域を明確に
し︵コンパクトシティ化︶︑
予防処置しておくことが︑
⼀番︑安くつく対策だと思
うのです︒社会資本を整備
して︑東京⼀極集中経済か
ら︑地⽅分権の経済に誘導
する政策こそが︑地⽅にも
雇⽤が⽣まれ︑⼀番の景気
対策になると思います︒
当社は︑持続的な社会を
⽬指して︑これからも更に︑
道路や橋梁・下⽔道など︑
メンテナンスに必要な︑独
創的な製品の開発に⼒を注
いでいきたいと思っていま
すので今後とも︑ご愛顧の
程︑なにとぞよろしくお願
い申し上げます︒
⼤⽇化成株式会社
代表取締役会⻑ ⼩林知義

講演は︑基調講演として前
⽥武志参議院議員が諸外国の
例等を上げながら︑今後の国
内での建設全般の中で特に必
要とされる省エネ・断熱構造
等を考慮実施することによ
り︑温暖化防⽌を含めて地球
環境にもたらす⼤きなプラス
効果を上げつつその必要性を
強く訴えられました︒
ついで︑⼆⾒先⽣より国内
では建築物の⼀部・付属物と
して考えられていた︑ビル周
辺街中の外構緑化や屋上緑化・
壁⾯緑化等を︑逆に街づくり
の原点として捉え︑伝統的な
英国の例を上げながらヒトが
快適に住み︑仕事をし︑⽣活
する空間をみどりを中⼼に総
合的にデザインすることの重
要性を講演いただきました︒
富先⽣からは︑ハーブを中
⼼とした⾹りの効果がもたら
す医療効果を上げながら︑都
市緑化への採⽤を念頭にフィ
トセラピー全般について説明
があり︑⽣で⾷べるだけでは
なく︑成分を抽出し実験した

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

あけましておめでとうございます︒
本年もよろしくお願いします︒
⼀昨年の総選挙により︑⻑期安
定が約束された安倍政権は︑アベ
ノミクスで⾦融緩和と財政出動に
より円安を誘導し︑輸出産業の振
興と海外からの観光客を呼び込む
ことで景気を維持してきた︒また︑
世界を股にかけての積極外交で︑
クール・ジャパンを演出した外交
⼿腕も⾒事であったと思われま
す︒ただ︑その反⾯︑イスラム国
への対応や︑集団的⾃衛権など︑
⼀気呵成に︑やり過ぎたのではと
不安を感じる⼈も多いのではない
でしょうか︒
我々の業界に⽬を転じてみれ
ば︑全体の景気が下降気味である
中︑福島を含む東北の復興事業︑
都市部においては︑駅前市街地開
発など︑好調に推移していると感
じられます︒５年後の東京オリン
ピックに向けて︑好調な観光と相
まって︑ホテルなど東京周辺の整
備は︑更に進むと思われます︒た
だ︑資材の⾼騰と職⼈さんの不⾜
が頭痛の種で︑特に︑当社のメイ
ン商品であるビッグサン塗膜防⽔
は︑職⼈さんの⼿を借りて初めて
機能を発揮するというもので︑⼈
⼿不⾜は︑即︑売り上げにも影響
を及ぼす事になります︒⼼配の種
はつきません︒

都市緑化の必要性が重視
されるようになり︑はや１
０年以上経過しました︒現
在までに⼯場⽴地法や各地
⽅⾃治体の建築確認許可を
絡めた規制により︑随分街
中の緑も⾒直され増えてき
たように思いますが︑まだ
まだその質も低く量も少な
く︑各種課題を残している
のが実状です︒

これに対し︑特に都会の緑
化条件に合わせた薄層緑化を
中⼼とした各種都市緑化の発
展と正しい緑化のあるべき姿
を模索すべく︑緑化資材メー
カなどが結束し︑薄層屋上緑
化技術協会を１０年前に⽴ち
上げました︒協会の啓蒙活動
の⼀環として講演会を開いて
おり︑今回第６回を開催いた
しました︒これまでの実績を
評価され正式に国⼟交通省や
⼤阪府の後援もいただきレベ
ルの⾼い講演会となっており
ます︒
今回も︑約１００名の聴講
希望者にご参加いただき盛況
のうちに講演会を⾏うことが
出来ました︒当講演会ではリ
ピーターが多く︑毎回の講演
内容が⾮常に⾯⽩くためにな
る内容で︑⼤々的な報道・宣
伝をせずとも多数ご参加頂い
ております︒地味ではあるけ
れども⾝につく講演会として
皆様のお役に⽴っていると考
え⾃負しております︒

＜速硬型軽量プレミックスモルタル＞

協会での活動は︑みどり
を増やすこと世の中のため
になるということが主旨で︑
直接ビジネスには反映しま
せんが︑⼤⽇化成では会社
をあげて世のため⼈のため
に役⽴つことをやり続けて
まいります︒

参加者は︑都市緑化に携
わる関係者の⽅︵役所・設
計会社・建設会社・造園業者︶
が多く︑質疑も活発なので
講演会の成果が現れるのが
楽しみです︒

最後に当協会の技術顧問の
後藤⽒から︑最近の都市緑化
の施⼯例として⽣物多様性を
基本にした東京の⼆⼦多摩川
ライズⅡ α-⼯区の屋上緑化
の写真を中⼼に具体的に植物
種も含めて説明すると同時
に︑韓国での⽐較的⼤規模な
屋上・壁⾯緑化も説明いただ
きました︒

成果の発表がありました︒

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

霧ヶ峰 シリーズ
スカイレジン＜下地調整材＞
民間企業ビル屋上（VUS500）

しかし︑ただ︑忙しいからといっ
て︑ヨーロッパのように︑海外か
ら無制限に︑作業者をどんどん⼊
れるというのもどうかと思われま
す︒少⼦⾼齢化で⼈⼝減少に向

第 6 回 屋上緑化講演会を開催しました

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

34
号

監督：コリン・トレボロウ
原作：マイケル・クライトン
製作：フランク・マーシャル

パトリック・クロウリー

製作総指揮：スティーヴン・スピルバーグ
出演者：クリス・プラット

﹁遺伝⼦組換え﹂が⼈類や地
球にとって救世主になるのか︑
それとも﹁ジュラシック・ワー
ルド﹂の﹁インドミナス・レッ
クス﹂のように災いをもたらす
のか︑今後 ⻑い時間をかけて
みないと判断できないのかもし
れませんが︑少なくとも⼝にす
る⾷品がどういうものなのか︑
わかりやすい表⽰が良いのは間
違いないことでしょう︒

わざるをえない﹂としたデータ
さらに良くなかったのは⽣育環境︒
が出てきています︒
ただ単なるアトラクションとして⽣
み出された﹁インドミナス・レックス﹂
そのやり⽟にあがっているの
は︑動物としてではなく⾦儲けの道
は︑モンサントという多国籍バ
具として︑成⻑させるためだけにエ
イオ科学メーカー︒
サを与えられ︑飼育者とのコミュニ
以前︑本欄でも取り上げたＰ＆
ケーションなどもなく︑周囲との社
Ｇ御曹司のフォスター・ギャン
会形成など︑まったくないまま成⻑
ブル⽒制作の﹁スライブ
してしまいました︒
︶
﹂という映画でも悪
︵ THRIVE
い会社として取り上げられてい
要するに︑愛情や善悪の判断など
ました︒
ない﹁悪魔﹂のような存在になって
しまったのです︒
﹁世界の⾷糧事情を改善する﹂
その怪物が逃げ出してしまったため︑
を⼤義に活動を続けるモンサン
２万⼈の来場者ににぎわっていた
ト社と︑研究者のデータをもと
パークはパニックに！
に同社を批判する環境保護団体
最後は⼀件落着とわかっていても︑
は⻑年︑互いに譲らない主張を
つい⼿に汗を握ってしまうスケール
続けてきましたが︑昨今では欧
の⼤きい作品です︒
州連合︵ＥＵ︶がモンサント社
製品を排除しようとしているな
どの報道もでてきているうえ︑
ＴＰＰで⽇本の農業⽣産者や⽣
協連が懸念しているのも︑実は
このモンサント社を中⼼とした
遺伝⼦組換え⾷品や農薬︑添加
物らしいということで︑環境問
題が気になる⾝には︑まだまだ
気が休まりません︒
さて︑本作品と﹁環境問題﹂との
関連性は﹁遺伝⼦組換え﹂です︒
昨今︑遺伝⼦組換え⾷品は珍しいも
のでは無くなりました︒むしろ反対
に︑⽇常⽣活において遺伝⼦組換え
ではない⾷品を探す⽅が難しいで
しょう︒たとえば﹁遺伝⼦組換えで
はない⼤⾖を使う﹂⾖腐であっても︑
実は⼤⾖⽣育のために使っている⼟
壌や肥料に﹁遺伝⼦組換え︵ＧＭ︶
﹂
が⼊り込んでいる可能性はきわめて
⾼いのです︒
そしてＧＭ (=Genetically
については︑フランスの
Modiﬁed)
カーン⼤学・セラリーニ教授やロシ
アのイリーナ・エルマコヴァ博⼠な
ど︑国内外多数の⼤学や研究者が研
究をおこなっているのですが︑
﹁調べ
れば調べるほど︑危険性が⾼いと⾔

今年は︑春から始まる
リーグを優勝する事を⽬
標に頑張ります︒その為
に︑ジムに通い体作りを
していこうと思っており
ます︒後は︑ゴルフにも
挑戦して⾏こうと思いま
す︒まだ︑始めたばかり
でまともに打つ事もでき
ませんが練習して⾏きま
す︒

あけましておめでとうご りますが︑少しでも早く
ざいます︒本社営業部の増 知識を⾝に着け︑理解し︑
⽥と申します︒去年の５⽉ 問い合わせ等に素早く対
に︑⾷品関係の仕事から転 応できる様に⽇々精進し
職し︑⼊社いたしました︒ て⾏きますので︑これか
今まで︑防⽔という⾔葉は︑ らも宜しくお願いいたし
携帯や時計など︑電⼦機器 ます︒
にしか使われているイメー
ジしかありませんでした︒
趣味は︑⼩学⽣の時か
しかし︑⼊社してからは︑ ら続けているサッカーに
こんなにも⾊々な場所に防 なります︒現在も︑社会
⽔がされている事が解り驚 ⼈チームに所属し休みの
きました︒それと同時に︑ ⽇は⼤概サッカーをして
防⽔をする事の⼤切さも学 います︒現役時代は︑毎
びました︒
⽇厳しい練習で嫌になる
時もありましたが︑今で
は週に２回出来るサッ
カーをとても楽しんで
やっています︒

このハイブリッド恐⻯にとって︑

そのため︑テーマパーク運営側
が想定していたよりも︑はるかに
⾼い知能と恐ろしいどう猛さを持
ち合わせており︑⾮常に危険な⽣
物になってしまいました︒そのう
え︑⼈間の悪いクセで﹁どのよう
な恐⻯であっても︑⼈間はコント
ロールできる﹂まさに﹁アンダー
コントロール﹂と宣⾔し︑⼈寄せ
パンダのごとくテーマパークの⽬
⽟にしたのです︒

ティラノサウルス・レックスや他
の恐⻯の遺伝⼦を組み合わせ︑さ
らにＤＮＡが⽋損する部分はコウ
イカやアマガエルなど現⽣動物の
遺伝⼦も組み合わせて︑⼈⼯的に
⽣み出したものです︒

ジュラシック・ワールド
（Jurassic World）

ご存じスティーブン・スピ
ルバーグが送り出す恐⻯映画
の﹁ジュラシック・パーク﹂
シリーズ︑久々の第４弾で︑
映画史上 歴代最⾼の興⾏収⼊
を誇った作品︑それが今回の
﹁ジュラシック・ワールド﹂で
す︒

1
物語は︑前３作同様に琥珀
︵化⽯︶からＤＮＡを採取し︑
遺伝⼦操作によって⽣み出し
た恐⻯を⾒せるテーマパーク
﹁ジュラシック・パーク﹂が舞
台になっています︒今回注⽬
すべきは︑古代に⽣息してい
た恐⻯ではなく︑新しく⼈間
が作り出した﹁ハイブリッド﹂
と呼ばれる恐⻯﹁インドミナ
ス・レックス﹂︒この恐⻯は︑

配給 ユニバーサル・ピクチャーズ

今では︑友達の家に遊び
に⾏った時に︑ふとベラン
ダがどんな防⽔がされてい
るのか⾒てしまっている⾃
分がいます︒ただ︑まだ⾒
ていても防⽔の種類が塗膜
防⽔かどうかしか解らず何
が使われているかまではよ
く解りません︒ちなみに︑
私の家のベランダは︑塗膜
防⽔でした︒今後は︑⾊々
な現場を⾒させてもらい解
る様に勉強して⾏きたいと
思います︒

こんな私ですが︑早く
⼀⼈前になれるよう頑張
りますので︑これからも
宜しくお願い致します︒

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：2015 年

仕事の⽅は︑現在︑各先
輩⽅と同⾏したり担当の得
意先を回ったり現場訪問し
たりして⾊々なことを学ん
でいます︒⼊社してから︑
約半年が経ち︑⼀⼈で得意
先や設計事務所に訪問する
事も多くなりましたが︑質
問されても解らない事が多
く︑⾃分の知識不⾜を感じ
る時が多々あります︒まだ
まだ解らない事が多くお客
様と話をしていても初めて
聞くような単語が⾶び交い
正直混乱してしまう事があ

増⽥ 傑
本社営業部

ブライス・ダラス・ハワード
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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