太陽光発電と緑化
電システムを開発する動きに
なってきました︒つまり﹁電気
を売るだけの時代から︑貯めて
使う時代へ﹂というコンセプト
で開発を進めています︒
具体的には太陽光発電の電力と
夜間の安価電力を合わせて︑蓄
電池に貯めて︑それを昼間の必
要な時に使用することにより
トータルでエネルギーコストを
下げるということを一番に考え
ました︒
ただ︑それだけではなく阪神及
び東北大地震の際にエアコンな
どの電気がなく夜中に寒いつら
い思いをされた方も多かったと
思います︒そのような時にも蓄
電池に貯めた電力を使うことに
より︑インフラ復旧までの暖房
やパソコンの緊急電力として使
用できる安心安全システムをア
ピールするようになりました︒

というしかありません︒
そこで︑比較的に省メンテで長
期に緑化を維持することのでき
る︑当社のセダム緑化パネルを
太陽光周りに配置し︑周囲から
の美観に配慮すると同時に植物
の蒸散作用を利用した冷熱効果
で発電をより効率的に行うこと
や建物への直射日光からの熱エ
ネルギーを遮断することにより︑
トータルで﹁エネルギーコスト
削減・安心安全・地球環境への
貢献﹂を目指しておられます︒
弊社もそのお手伝いができるこ
とを誇りにして薄層屋上緑化シ
ステム﹁Ｖｕｓ ５００﹂を販売
させていただきます︒
ご注文はＨＩＴＡＣＨＩのお店
に言っていただければ結構です︒
お問い合わせをいただければ必
要に応じ詳細について係員がご
説明にお伺いいたします︒

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

ここ数年︑異常な速度で広がった太陽
光発電ですが︑その一番の理由は売電
を目的にした利益追求目的が大きかっ
たと考えられます︒勿論︑クリーンエ
ネルギーの創生手段の一つとして﹁地
球環境に優しい太陽光発電﹂という崇
高な理由もそこにはありました︒
また︑国や自治体も各種の助成金や工
場立地法の変更等をして環境設備の一
環として緑地と同様に見なす︵カウン
トする︶というような積極的な支援を
行うことにより有形無形の応援をした
ことで︑業務用はもとより家電製品の
中でもコスパの優れた時代の最先端の
盟主として急速に広まりました︒
当初国内の各家電メーカーが争って
シェアを奪い合い︑そのうちに安価な
中国製の発電パネルが市場に割り込む
かたちで厳しい市場になってきました
が︑その太陽光発電の拡大がここにき
て減速しつつあります︒その大きな理
由は︑売電の単価が極端に開始当初よ
り下落の一途をたどっている為です︒
日立コンシューマーマーケティ
ング様では︑太陽光発電の原点
﹁地球環境に優しい﹂をテーマに
屋上に設置する場合︑太陽光パ
ネルの周囲に緑化をプラスする
ことを提案されています︒
長野大学での研究結果からも以
前からパネルが発電中に温度が
上昇し発電効率が落ちることが
知られています︒それだけでな
く発熱で屋上周囲温度が上がれ
ば階下の室温にも影響し︑エア
コンをフル活用する可能性も出
てきます︑こうなれば本末転倒
溶剤型シリコン樹脂塗料のため︑
従来のアクリルウレタン系のトッ
プコートと比較して︑更に耐候性
に優れ︑長期間に渡り︑仕上がり
の艶引け︑色あせが少ないフラッ
トで耐汚染性も良好な美しい塗膜
を形成します︒

建物の塗替え改修の際︑更なる高
寿命化を図るにあたり︑使用材料
も﹁できるだけ長持ちするものを
使いたい︒
﹂という要求も増えて
きており︑
﹁ビッグサントップＳ
ｉ﹂は︑こういったお客様のニー
ズにお応えできる製品であると自
負しております︒
また︑
﹁ビッグサントップＳｉクー
ル﹂は﹁ビッグサントップＳｉ﹂
同様︑シリコン樹脂を使用した高
耐候性塗料としての性能の他︑高
日射反射率塗料としての性能にも
優れており︑従来の水性アクリル
ウレタン系の高日射反射率塗料で
はラインナップできなかったグ
リーン色︑ブルー色の２色が標準
色に入っております︒
特に工場・倉庫等の金属折板屋根
にはブルー系の色が塗られている
事が多く︑屋根改修の際にも同系
色での塗替えを希望される御施主
様が多いのですが︑従来の﹁ビッ
グサントップＵＲ﹂では︑ブルー
系の色については︑使用している
有機顔料の性質上の問題があり対
応できませんでした︒

しかし︑
﹁ビッグサントップＳ
ｉクール﹂ならブルー系の仕上
げで尚且つ高日射反射率塗料の
性能も得る事が可能になりまし
た︒
今年の夏も昨年に引き続き猛暑
が予想されます︒加えて震災以
降の電力需給問題の影響で今年
も全国的に節電対策が求められ
ており︑高日射反射率塗料の需
要はますます増えてくる事が予
想されます︒
従来の﹁ビッグサントップＵＲ﹂
に加え︑
﹁ビッグサントップＳ
ｉクール﹂も御検討頂きます様︑
よろしくお願い申し上げます︒
トップ Si クール

それに加えて各電力会社も高価な買電
を強制されることを嫌い︑現在以上の
太陽光発電の広がりを抑え込むような
動きも出てきつつあります︒

﹁ビッグサントップＳｉ﹂及
び﹁ビッグサントップＳｉ
クール﹂は︑２０１３年に金
属・スレート屋根用防水改修
システム﹁ビッグサンＭＲ工
法﹂及び﹁ビッグサンＳＲ工
法﹂の防水層保護塗料として
販売を開始しました︒２液弱
サンシャインウエザオメーターの
促進耐候性試験の
結果︑従来のアク
リルウレタン系
トップコートが約
３０００時間の照
射で︑光沢保持率
が半減してしまう
のに比べ︑ビッグ
サントップＳｉの
場合︑同じ照射時
間で ８
8０％以上
の光沢保持率が確
認できました︒
この試験で使用し
た促進耐候性試験
機は１０００時間
で約５年︑３００
０時間で約１５年
相当の屋外暴露に
よる経年劣化に相
当します︒

BS・ラピタルエース

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

＜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！
トップ Si

緑化（植物）は、蒸散作用のおかげで周辺の
温度を下げる効果があります。
その為に、ソーラパネル単独よりも緑化を
併設した方が、発電効率が３％〜１６％増加
するといわれています。

霧ヶ峰 シリーズ
スカイレジン＜下地調整材＞
ガソリンスタンド屋根（VUS500）

そのような逆風が吹き経済的メリット
が大きく減じられたことにより一般の
消費者の関心が減り太陽光発電そのも
のに魅力を感じられなくなったことに
よると考えられます︒

「ビッグサントップＳｉ」シリーズ

そこで国内の今の先進的メーカーは単
に太陽光発電の設備を売るだけでな
く︑トータルシステムとしての発電蓄

２液弱溶剤型シリコン樹脂塗料

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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街で見かけたエコグッズ

（THE DAY THE EARTH STOOD STILL）

地球が静止する日

監督：スコット・デリクソン
出演者：キアヌ・リーブス

ジェニファー・コネリー
ジェイデン・スミス
上映：106 分

公開：2008 年

配給：20 世紀フォックス

品とわかりますが︑５１年版はヒッ
トし世間から支持を得たものの︑リ
メーク版では﹁なぜ米国政府が︑か
たくななのか﹂その背景がほとんど
描かれていないことや︑登場人物の
人物像なども中途半端なうえ﹁伝え
たいこと﹂の的が絞れておらず︑見
終わった後は残念な印象だけが残り
ました︒
せっかく最新のＣＧ技術を使い︑達
者な役者陣を配して製作されたにも
関わらず︑ストーリーや脚本が練り
込まれていないため︑駄作に終わっ
てしまった本作︒にも関わらず︑こ
のコーナーで取り上げた理由は︑﹁人
類が地球環境を破壊しすぎる﹂警鐘
作品であることと︑実は主演のキア
ヌ・リーブスが︑自身の人生体験を
昨年末に発表したことにあります︒

スピルバーグもこの障害のた
め︑非常に苦労をしたと告白し
ています︒実際に︑トム・クルー
ズの場合には台本が読めないた
め︑音声録音をしてもらってセ
リフを覚えたそうです︒
今では各種の治療法や対策ソフ
トなども出ていますので︑以前
ほど偏見がない失読症ですが︑
この症状を含めた﹁発達障害者﹂
は年々増加傾向にあります︒増
加している理由は︑
１つには﹁発
達障害﹂という認識が広がり︑
これまでは﹁変わった子﹂﹁ダ
メな人﹂というレッテルしか貼
られていなかった人が︑昨今で
は障害を疑われて通院し︑病院
で確定的な診断が出たことによ
ります︒

います︒
話は変わりますが︑私
は小・中・高校と野球部
を︑大学ではテニスをし
ており体を動かすことが
大好きです︒最近では年
上の方と野球やソフト
ボールをする機会が増
え︑心身ともにリフレッ
シュでき楽しい時間を過
ごしております︒
大学でテニスをしてい
た時に尊敬していた先輩
の言葉を︑現在私のテー
マとしております︒その
言葉は﹁日進月歩﹂です︒
意味は文字通り﹁たえま
なく︑どんどん進歩する
こと﹂で︑私はこの言葉
は業務にも通ずることが
あると考えております︒
そのため︑先輩社員に質
問等を行い︑日々成長で
きるよう努めておりま
す︒
最後になりましたが︑
より良い製品ができるよ
う尽力していきますの
で︑これから宜しく願い
致します︒

﹁失読症﹂は︑文字を読み取りにくい
という障害で︑俳優仲間のトム・ク
ルーズや有名監督のスティーブン・

岡山工場技術部の小椋
と申します︒入社して間
もなく１年が経とうとし
ていますが︑まだ１つ１
つの業務に対して時間が
かかり︑苦労することも
多い状況です︒
業務内容としては︑製
品検査や先輩社員の業務
補助等を主に行っており
ます︒製品検査では︑製
造部にて製造された製品
を当社の製品規格に基づ
いて検査し︑出荷の合否
を決めております︒異常
等が見つかれば製品担当
者に迅速に報告をし︑お
客様の元にはより良い製
品をお出しできるように
日々業務をしております︒
先輩社員の業務補助で
は︑弊社営業部から受け
た依頼試験やテーマ開発︑
製品改善の補助等を行っ
ております︒先輩社員が
業務をスムーズに遂行で
きるようサポートをする
だけではなく︑先輩社員
の作業や考えについて質
問等を行うことで︑私自
身の知識として会得して
おります︒また先輩社員
に作業等のご指導をして
いただくことで︑作業の
効率を向上させておりま
す︒
職場の雰囲気はとても
温かく︑すぐに溶け込む
ことができました︒先輩
方と仲良くさせてもらい︑
ストレスもなく毎日楽し
く仕事をさせてもらって

あらすじだけを見ても︑地球環境
に対する人間の傲慢さを描いた作

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。

ベースになっているのは１９
５１年にロバート・ワイズが
監督した映画で︑人類が傲慢
になりすぎた地球を心配し警
告を与えにきた異星人と︑そ
れを迎えるアメリカ政府のガ
ンコな姿勢を描いた作品です︒
今回のリメーク版も同様に︑
人類が﹁進歩発展﹂をめざす
あまりに︑地球環境を破壊し
続けることを危惧した異星人

﹁手ぬぐい﹂が静かなブーム
皆さんは﹁手ぬぐい﹂ 創業し︑４００周年を
と聞いてどんな印象 迎えた京都の永楽屋
を持たれるでしょう は︑没落しゆく状況か
か？ 中高年の方には ら脱するため︑現代表
﹁すたれた製品﹂と である１４代目社長の
いうイメージがある 細辻伊兵衛が︑モダン
かもしれませんし︑ やレトロ︑アートやデ
若い方には﹁手ぬぐ ザインを取り入れて手
い﹂を知らない人も ぬぐいに新たな境地を
いるかもしれません 開きました︒彼は名門
ので少しご説明しま 老舗への逆玉の輿に
すと︑細かい糸︵輪 のったつもりだった婿
奈︶が飛び出してい 養子というのですか
るタオル地と違い︑ ら︑人生何があるかわ
着物の反物のハギレ かりませんね︒
から作られたという
手ぬぐいは︑木綿の 永楽屋の手ぬぐい︑今
平織りで作られた布 では海外でも﹁和アー
ト﹂的な存在になり︑
です︒
タペストリーなどとし
その名の通り︑手を て重宝されるほか︑日
ふいたり汗ふきや︑ 本国内でも温暖化によ
り﹁汗ふきスカーフ﹂
お祭りで使うなど
様々な用途で江戸時 代わりに︑夏場にはご
代より重宝されてき 婦人の首に巻かれるこ
ましたが︑平成時代 とも多くなりました︒
にはすっかり見かけ もうすぐ母の日です
が︑安価だけどすてき
なくなりました︒
なプレゼントとして喜
その手ぬぐいが今︑ ばれるかもしれません
静かなブームになっ よ︒
ています︒
要因は︑外国人観光
客からお土産として
人気になっているか
らというだけでな
く︑手ぬぐいメー
カーによる様々な起
死回生策にもありま
す︒
たとえば江戸初期に

東京支店
105-0012

康平
小椋
技術部

東京都港区芝大門 1-4-14 芝栄太楼ビル 5F

キアヌは︑一見ハリウッドきっての
他には︑たとえば昨今増えてい
１９９４年の﹁スピード﹂で が︑使者であるキアヌ・リーブス
成功者に見えますが︑実は子供を亡
る農薬や添加物︑遺伝子組み換
女性の心をつかみ︑１９９９ を送り込み︑米国政府要人との面
くし︑恋人も亡くし︑妹は白血病で
え食品の他︑環境物質との因果
年から始まった﹁マトリック 談を望むものの一方的に拒否され︑
長
年
闘
病
し
︵
現
在
は
治
癒
と
の
こ
と
︶
︑
関係や妊娠中のアルコール摂取
ス﹂シリーズでは︑世界中の 遂には人類を排除し滅ぼそうとす
彼自身も長年ウツ病に悩んでいたう
などとの関連を疑う医療者や科
男性をも魅了したキアヌ・リー る様子がスペクタクルに描かれて
え幼少時からは﹁失読症︵しつどく
学者も多くいます︒
ブスが２００８年に主演した います︒
しょう︶﹂という症状のため︑非常に
ＳＦ作品︑それが
苦労してきたことを昨年末にフェイ
とはいえ︑まだまだ未解明の部
﹁地球が静止する日﹂です︒
異星人がなぜ人類を滅ぼすのかと
分が多い﹁発達障害︵学習障害︶﹂
スブック︶で発表したのです︒
いうと︑人類以外の動物を救うた
ですが︑次回以降もまた取り上
め︒そのため﹁ノアの箱船﹂的な
げてみたいと想います︒
実際に︑大スターであるキアヌは今
物体に動物を載せる一方︑話し合
でも質素に暮らし︑地下鉄や電車に
いさえしようとしない人類には冷
さて︑﹁文字が読みづらい失読
普通に乗り︑他人に席を譲る素晴ら
めた対応を続けます︒しかし︑科
症﹂だったキアヌ・リーブス︒
しい人格者ですが︑その彼が幼少時
学者の女性と知り合ったことから︑ より﹁発達障害︵学習障害︶﹂の一種 台本を覚えてセリフを言うのが
最後の最後で人類の優しさに気づ
である﹁失読症﹂に悩んできたことは︑ 仕事である俳優の主演作として
いて滅亡を止めてくれるというス
見てみれば︑佳作だという評価
世界中に新たな衝撃を与えました︒
トーリーになっています︒
が高まるでしょうか？ ・・・
ぜひ皆さま自身の目で確かめて
ください︒
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