当社の金属屋根防水改修工法
に固定ディスク廻りの不具合も
発生していました︒可塑剤の抜
けた塩ビシートはプラスチック
のように固くなり破断している
箇所が所々あり︑不具合個所か
ら雨水が浸入し漏水が発生して
いる状況です︒
シート撤去後に現れたビス穴や
腐食箇所︑シート撤去端末など
は当日中にシーリング材や防水
材等による仮防水処理をしてお
く必要があるため︑シートは少
しずつ撤去して︑なるべく速や
かにＭＲ工法による本防水施工
を行いました︒施工順序として
は軒先から水上︵棟︶へ向かっ
て施工していきました︒
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

用をかけて設置していただくの
ですから︑遮熱効果やエネル
ギー効率の改善効果等プラスア
ルファを実感していただけるよ
うな提案をしていきたいと思い
ます︒
■植物品質と安定供給
折板屋根緑化システムは比較的
大面積の施工となります︒また︑
植物は工業製品とは違い生き物
です︒品質確保のためには季節
を選び︑数ヶ月程度の生産期間
が必要となります︒
弊社では東西に圃場を展開し生
産しておりますが︑千 ㎡クラス
の受注が続いた時は在庫が逼迫
したことがあります︒その時は
各圃場と連携を取りつつ︑期日
通りに納める事が出来ました
が︑﹁品質・納期﹂︑守るうえで
生き物を扱う難しさを実感して
います︒
今後も﹁生き物だから﹂とそれ
に甘えることなく︑品質・納期
に厳しく︑環境には優しく︑お
客様に喜んでいただけるような
製品づくりを心掛けて精進して
まいりますので何卒宜しくお願
い申し上げます︒

②については︑シート防水＆断
熱材をカットした端末について
Ｌ型金物アングルにより固定し︑
シーリング処理及び塗膜防水塗
りこみで納めました︒
結果的に本工事により︑防水施
工範囲からの水の浸入による漏
水は止まり︑お客様には大変ご
満足いただきました︒
今回のような工事の場合は︑ふ
たを開けてみないとわからない
現場合わせの工事となってしま
う事や︑予算組みが難しい事︑
本工事では施工範囲外である未
撤去のシート防水不具合個所か
らの雨水浸入による漏水など︑
いくつかのリスクを抱えた工事
となりうることを関係者が十分
理解しておく必要があり︑決し
て安易に行うべき工事ではない
かもしれません︒
ただ︑今回のような工事に限ら
ず︑現場の状況をしっかり把握
した上で︑お客様︑請負業者︑
施工業者︑材料製造メーカーが
共に共通認識のもとで工事を
行っていく事が重要だと感じた
施工現場となりました︒

社様なので︑特に安全性に対
しては非常に敏感に検討され
ておりました︒また︑重量へ
の配慮︑過去の施工経験等も
採用いただいた一因と伺って
おります︒
４．今後の課題として
■緑化の目的と効果の認知
現在︑この折板屋根緑化の主
な目的は︑緑地面積の確保で
す︒もちろん︑それはそれで
目的を持った素晴らしいこと
ではありますが︑せっかく費

BS・ラピタルエース

﹁ビッグサンＭＲ工法﹂は︑高柔軟性
のポリマーセメント系塗膜防水材に
よる防水効果︑防錆効果︑遮熱効果
など様々なメリットで好評いただき︑
上市以来着実に施工実績を増やして
おります︒そんな中でも今回は少し
変わった施工例を紹介させていただ
きたいと思います︒
次期防水改修の仕様案としては
再度シートの貼り替えという手
段もありますが︑一度シート防
水下に水が回ると︑それが金属
屋根を伝い広範囲に広がるため
思わぬところから漏水が発生す
るなど︑シート防水の癖の悪さ
に辟易していたお客様は︑シー
ト防水を撤去したうえで塗膜防
水による改修が出来ないかと要
望されました︒
■金属屋根自体への防水自体は
問題ないのですが︑
①塩ビシートを撤去する前段階
では︑金属屋根の劣化度合や現
況が不明なため︑シート撤去後
に金属屋根の下地調整・補修が
どの程度必要か？板金が必要な
のか？など見当もつかない事︒
②シート防水残存部と新規塗膜
防水との境界取り合いの納まり
をどうするか︒
といった懸案事項を抱え︑手探
り状態で施工が開始されまし
た︒
①については︑本施工前にシー
トを部分撤去し下地の状況︵発
錆︑穴あき︑塗装や補修歴の有
無とその状態︶を確認する事に
より︑おおよその金属屋根劣化
傾向をつかんだ上で本施工を開
始しました︒
ムは︑既に販売されているＶ
ＵＳ５００︵ユニット式セダ
ム︶を用い︑折板屋根の上で
ステージを作って敷き並べて
いきます︒直接ではないにせ
よ金属屋根の上に載せる為︑
出来る限り軽量で︑一方で強
風にも耐えうるシステムが求
められます︒
当社では︑
５０㎏ ／ ㎡︵比較例
芝・草花類＝通常１００㎏ ／
㎡以上︶と比較的軽量な上︑
耐負圧力︵引き剥がす力に対
して︶３９０㎏ ／ ㎡以上で強
風等に対しても安全性が担保
された優れたシステムである
ことを広くご紹介しておりま
す︒折板屋根緑化だけで︑全
国で約２万 ㎡の実績をいただ
いております︒
３．施工事例
■施主 東証一部上場企業
子会社工場
■場所 長野県伊那市
■施工時期 ２０１５年
■面積 約７８０ ㎡
■採用の経緯
安全性についてご理解いただ
けたのが採用の決め手だった
と思います︒上場企業の子会

＜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！

金属屋根の改修仕様としては︑塗装
塗り替え︑塗膜防水による改修︑断
熱材敷設の上シート防水施工といっ
た方法がありますが︑元々の金属屋
根︵瓦棒︶を塩ビシートの機械固定
工法にて防水改修されていた某工場
の現場で︑次期改修の話が持ち上が
りました︒
既存のシート防水が経年の伸縮で変
形し︑波打ち︑破断が発生し︑さら

１．折板屋根緑化について
﹁屋上緑化﹂という名称が
すっかり定着してきました
が︑最近では︑工場やショッ
ピングセンター︵以下ＳＣ︶
の屋根など︑いわゆる折板
屋根に緑化をするケースが
多く見られます︒屋上＝平
面と区別する意味で﹁折板
屋根緑化﹂と呼んでいます︒
その大きな目的は緑地面積
の確保です︒新築・増改築
をする場合︑各自治体の基
準で︑ある一定の緑地面積
を確保する必要があります︒
例えば︑建物のまわりに植
込みを造ったり︑樹木を植
えたり と
…いうことになり
ますが︑限られたスペース
に緑化を優先すると商業利
用として非効率的な為︑建
物の屋根の利用が緑地とし
てカウントされるようにな
り︑効率よく緑地面積の確
保に繋がことで市場が拡大
しています︒
２．ＶＵＳ５００折板屋根
緑化システム
当社の折板屋根緑化システ

折板屋根緑化を施工して

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＞
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
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本年４月に発生した熊本地震で
は︑熊本地方での余震が収まる
どころか鹿児島方面や福岡方面
そして日向灘や豊後水道など東
西南北に絶え間ない地震が広
がっています︒そんな中︑鹿児
島県にある川内原発について
﹁なぜ余震が続くのに止めない
のか？﹂という批判が市民団体
を中心に相次いで出されていま
すが︑ネット上では

ジャック・レモン

マイケル・ダグラス
上映：122 分

公開：1979 年

疲労

疲労 A4
20℃

へこみ４

ジョイントずれ

ジョイントずれ３
60℃

へこみ４

ずれ・垂れ

ずれ・垂れ３
0℃

耐衝撃２

コーナー部安定性

コーナー部安定性３
20℃

耐衝撃３

耐風

耐風４
60℃

耐衝撃１

ふくれ

ふくれ４

業務内容ですが︑販売処理
票の作成︑納品書のチェッ
ク・送付︑請求書の発行・
送付︑仕入入力業務などを
行っています︒
販売処理票の作成は本社事
務員全員で行い︑お客様か
ら頂いた注文書から販売処
理票を作成し︑事務員同士
で入力漏れやミスがないか
の確認を行っています︒

様々な業務を行えば行う
ほど︑﹁こうすれば作業
が早くなるのではない
か﹂﹁こういう資料を作
れば効率が良くなるかも
しれない﹂など︑日々業
務の効率化ができるよう
に思考を巡らせ︑できる
ことから実行し︑自身の
成長に繋げています︒

業をしますが︑時間が足
りずに先輩社員や同期の
方に手助けして頂くこと
もあり︑まだまだ業務を
効率的に行うための努力
や時間調整が未熟だと実
感します︒

本作は︑カリフォルニアにある原発所 と一蹴するむきもあったのですが︑
内で偶然︑テレビの取材班が事故の様 公開からわずか１２日後に︑当時
子を撮影するというスクープから始ま 最も大きな原発事故となったス
ります︒主役のＴＶキャスターを務め リーマイル島原子力発電所事故が
るのは︑今は懐かしいジェーン・フォ アメリカ北東部で発生し︑一気に
ンダ︒重要な役回りのフリーカメラマ 世間の風向きが変わったのです︒
ンを演じ︑本作のプロデューサーも努 それもあってか︑本作品は各映画
めるのは︑当時まだ若手だったマイケ 賞のノミネート作品として今なお
ル ダ
･グラスです︒︵いずれも著名な二 高い知名度をほこっています︒
世俳優！︶
ただ︑さすがに４０年も前の作品
早速 放映しようとすると︑原発経営
ですから︑放映データが安易にコ
陣から大変な圧力がかかり放送は中止 ピーが可能なデジタルではなく︑
に︒納得がいかないカメラマンはフィ コピーがしづらいアナログフィル
ルムを盗み出し︑物理学者や各種の専 ムであったことや︑原子力制御室
門家に事故の様子を見せて︑一体何が のスタッフ数や機器があまりにも
起こっていたのかを突きとめようとし 貧相なこと︑そしてカーチェイス
ます︒折しも︑新しい発電所の許認可 もこじんまりとしたものだったり
を得るための公聴会が開かれている最 するのですが︑３ １･１を経験し︑
中で︑真実を公表しようとする彼らに 今また﹁想定外﹂の震度を記録し
対し︑お金に目がくらんでいる経営陣 続ける熊本地震︑そして政府や電
力会社の対応などの現実を目の当
の魔の手が迫ります︒
たりにすると︑ちょっとしたサス
そんな中︑﹁原発を愛してるんだ︒私は︑ ペンス以上にハラハラするもので
この発電所でずっと働いてきたんだ︒﹂ す︒
という技師であり室長であるジャック
レモン扮するゴデルがコトの重要性に それというのも︑冒頭に書いた﹁原
気づき︑安全を軽視する経営陣︵建設 発運営者側の安全に対する意識﹂
会社含む︶をかばいきれないと判断し︑ が何も変わっていないからです︒
﹁原
とうとう捨て身の作戦に出るのです︒ 本作はフィクションですから︑
発運営者﹂もフィクションである
ここから先は本作品をご覧になる方の はずの存在なのですが︑現実とダ
ために書きませんが︑炉心溶融という ブって見えるのは筆者だけではな
重大事故が起きた時︑つまりメルトダ いようです︒実際にネット上には︑
ウンになった後に︑放射性物質や核燃 本作品を通して︑改めて原発問題
料がアメリカの地下を溶かしてメルト を認識したという声が絶えません︒
スルーし︑地球の反対側である中国に なぜなら︑本作でも再三問われる
まで到達してしまうと意味の﹁チャイ ﹁事故が起きた時︑どういう対策が
ナ・シンドローム﹂という言葉が注目 取られるのか︒廃棄物の処理法も
含め答えがありません︒
﹂という反
されました︒
対派の質問に︑４０年後の未だに
本作が公開された当初の１９７９年３ きちんとした答えが出されていな
月１６日前後には︑﹁くだらない映画﹂ いからです︒

本社総務部の古屋野と申し
ます︒昨年９月に入社しま
したが︑入社当初は初めて
の業種︑職種ということも
あり︑戸惑うことも数多く
ありました︒現在は少しず
つ業務にも慣れ︑少しずつ
落ち着いてはきましたが︑
まだまだミスが多いため︑
もっと丁寧に︑ミスを減ら
して業務を円滑にしていく
ように心がけています︒

さて︑今回取り上げた１９７９年の
アメリカ映画﹁チャイナ・シンドロー
ム﹂は︑原子力発電所の不祥事をも
み消そうとする側と︑それをあばこ
うとするマスコミ側の対立を描いた
作品ですが︑４０年近く時を経た今︑
改めて鑑賞してみても﹁原発運営者
側の安全に対する意識﹂が当時と何
も変わっていないことに驚かざるを
えません︒

今年５月１１日付でも出しています
が︑残念ながら原子力発電というの
は︑一度 大きな事故を起こしてし
まうと︑決して小さくない範囲の地
域にとても甚大な被害を後世にわた
りもたらしてしまうため︑一事業所
内だけの問題として片付けることは
できず︑一般市民にとっては無視で
きないものなのです︒

出演者：ジェーン・フォンダ

漏水なし
水密

先輩方や同期の方々とも
仲良くさせて頂き︑もっ
と正確に業務がでなけれ
ばと焦ってしまうことが
多くあります︒焦れば焦
るほど混乱してミスが増
えてしまうので︑物事を
冷静に見られるようにな
ることを現在の目標にし
ています︒
今後も業務を吸収しなが
らミスを減らしていき︑
効率的に動くことができ
るよう日々努めて参りま
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

また︑納品書のチェックで
は︑販売処理票と納品書を
見比べながら︑納品書に入
力ミスがないかのチェック
と訂正を行っています︒納
品先が工事現場になってい
る納品書をチェックしてい
る時︑自分が利用したこと
がある建物名が記入されて
いると︑この建物ではこの
材料を使っているのかと︑
少し不思議な気持ちになり
ます︒
納品書や請求書を送付する
時は︑郵便物の集荷時間に
間に合わせられるように作

古屋野 めぐみ
総務部

監督：ジェームズ・ブリッジス

試験結果
項目

配給：コロムビア映画
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。

チャイナ・シンドローム

﹁川内原発は﹃止めない﹄ので
はない︒相次ぐ地震により︑シ
リンダーがゆがんで﹃止めたく
ても止められない﹄のだ！﹂
というブラックな噂さえ流れて
います︒

メンブレン防水層の性能評価試験において、好成績をおさめました。

もちろん九州電力では﹁トラブ
ル情報なし﹂という公式発表を

ビッグサン URX 工法が、ポリマーセメント系塗膜防水材としては、業界ではじめて

（The China Syndrome）

項目

へこみ

試験結果

耐衝撃
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ニューストピック！

