感じられるようです︒
そこで︑弊社はお客様のリ
スクアセスメント実施に活
用していただけるように︑
主要製品の﹁化学物質管理
シート﹂を作成しました︒
このシートにはあらかじめ︑
製品ごとに含有されている
リスクアセスメント対象物
質を記載しており︑実際に
作業されるお客様が各施工
現場の環境を考慮したうえ
で保管条件や保護具の使用
について記入をしていただ
く項目も設定しております︒
是非ご活用ください︒
最後に︑リスクアセスメン
トを実施し︑法令を順守す
るのが目的ではなく︑リス
クアセスメントを実施する
ことで施工作業を行う方々
の労働災害︑健康障害防止
を図るのが目的であること
をご理解いただきたいと思
います︒

しっかり乾燥硬化していま
すし︑通年用のビッグサン
と比べても白華が出にくい
ように感じます︒材料自体
ある程度のセルフレベリン
グ性もあるので仕上がりも
綺麗ですし︑施工がとても
やり易い材料だと思います︒
配合比も液材 粉材＝ １ １
で水添加も不要なので簡単
ですし︑特に小面積で施工
する時に重宝しています︒
﹂
ー改善して欲しい点などは
ありますか？
﹁試作段階の製品は少し材料
の粘度が低く︑垂直面に材
料があまり載らない印象が
あった のですが︑製品版で
は改善されていると感じま
す︒あと︑水希釈をしない
ためなのか︑雑な混合撹拌
をするとダマ︵小さな粉材
の塊︶が出来やすいので︑
材料の混合撹拌は職人さん

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

リスクアセスメントについて

でも冬用ビッグサンを紹介さ
れて使い出してからはそのよ
うな不安からは解放されまし
た︒屋外であれば夕方ギリギ
リまで施工しても翌朝には

﹁ビッグサンは昔から使用し
ていますが︑正直なところ冬
時期の施工は乾燥硬化がなか
なか進まなかったり︑トップ
コ ー トまで施工した後に降
霜等で白華が発生する不安が
あったりして 心配な面が多
かったですね︒

ー冬用ビッグサンを使ってみ
た感想は？

冬用ビッグサンがまだ試作品
の段階から使って頂いている
滋賀県の防水施工店︑有限会
社ノーブルネットワーク 松
本専務にお話を伺いました︒

寒い時期の防水施工の不安が
無くなりました！

平成２６年６月に労働安全衛生法が
のリスクアセスメントを行
改正され２年後の昨年６月より﹁特
い︑その結果に対する予防策
定の化学物質﹂を取り扱う際のリス
などを記入・掲示することで
クアセスメント実施が義務化されま
今回の法改正に対応している
した︒この﹁特定の化学物質﹂とは
ようです︒
﹁労働安全衛生法施行令別表第９﹂
に掲げられる約６４０種類の化学物
弊社製品をご使用いただいて
質を指し︑
それらを含有する製剤︵製 いるお客様からも︑その様式
品︶についてもリスクアセスメント
に化学物質名を記入してほし
実施義務の対象となります︒
いとのご依頼を頂くことがあ
りますが︑お客様の中には︑
今回義務化されたリスクアセスメン
リスクアセスメントの内容を
トとは﹁一定の危険性・有害性が確
把握する段階でつまずいてし
認されている化学物質︵前述６４０
まうことが多いのが現状のよ
物質︶による危険性︑有害性等の調
うです︒
査を行うこと﹂です︒また︑リスク
アセスメントの結果を持って﹁労働
リスクアセスメントを実施す
者の危険や健康障害を防止するため
るために必要な情報は︑どの
に必要な措置を講じること﹂が努力
会社のどのような製品でも基
義務となっています︒
本的に﹁安全データシート︵以
対象は化学物質を製造し︑又は取り
下ＳＤＳ︶﹂に記載されてい
扱う全ての事業者で︑その業種や規
ます︒リスクアセスメントの
模による区別はありません︒
対象となる物質は﹁労働安全
衛生法 表示または通知すべ
簡単に例えると﹁高いところで作業
き物質﹂に記載されており︑
すると落下の危険がある﹂この危険
製品の有害性も﹁危険有害性
性︵リスク︶を把握するのがリスク
の要約﹂に記載されています︒
アセスメントであり実施義務です︒
リスクアセスメントの結果に
その結果﹁落下を防ぐために安全帯
対する措置は﹁取扱い及び保
の装着を徹底しよう﹂などの具体的
管上の注意﹂や﹁曝露防止及
な予防策を講じるのは努力義務です︒ び保護措置﹂を参考に検討で
きます︒しかし︑普段あまり
ＳＤＳを目にすることが無い
施工代理店の方にとっては︑
それらの情報をＳＤＳから拾
い上げることが手間であると

今回は︑冬用ビッグサン
を御使用いただいた施工
業者様の声を皆様に紹介
させて頂きます︒

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＞

霧ヶ峰 シリーズ
気を付ける点さえ︑しっか
りと押さえておけばとても
使いやすい良い材料だと思
います︒今年も冬場の施工
には冬用ビッグサンを使わ
せてもらいますよ！﹂

任せにせず︑なるべく僕が
自分でやるようにしていま
す︒︵笑︶

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！
有限会社ノーブルネットワーク 松本専務 様

今年ももうすぐ寒い冬の
季節がやってきます︒毎
年この時期は塗膜防水材
にとって︑材料の硬化が
進まず︑作業可能な時間
も限られるため職人さん
泣かせの時期となりま
す︒
そこで︑今年も低温時で
も乾燥硬化の速い冬用
ビッグサン Ｓ(Ｃ ８０
０・Ｒ ８００ を
) 冬期限
定で１１月より販売開始
します！
−

今年で正式販売を開始し
て３年目のシーズンと な
りますが︑使用して頂い
た施工業者様からは大
変︑御好評をいただいて
おります︒

−

スカイレジン＜下地調整材＞
高校校舎屋上（VUS500）

今回のリスクアセスメント実施義務
化に伴い大手企業では独自にリスク
アセスメントの様式を作成し︑実際
に現場で施工を行う代理店が現場で

冬用ビッグサン使用ユーザー様の声

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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原題：The Towering Inferno

上

映：165 分

ウィリアム・ホールデン

製作国：アメリカ合衆国

公

開：1975 年（日本）

が共同で製作したこともあり︑本来なら
共演できないはずのポール・ニューマン
とスティーブ・マックイーンの２大ス
ターが主役を演じて大ヒットを飛ばしま
した︒ご存じない方のために簡単にあら
すじをご紹介しましょう︒

したかったのかというと︑今ネッ
ト上では不気味な話が広がってい
るからです︒それというのもここ
数年︑人気のリゾートホテル﹁マ
リーナベイサンズ﹂
︵シンガポール︶
が傾き始めているという噂です︒

いずれにせよ︑火災も建築強度も︑
どちらも﹁防災﹂上では無視でき
ない問題ですので︑話のタネとし
て本作品をご覧頂ければと思いま
す︒

ネット上には現場での検証映像な
ども出ているようですが︑人気の
ホテルだけに気になるところです︒
かくいう筆者も︑一度ぐらいは屋
上のインフィニティプールで泳い
でみたいと思っていましたので︑
詳細をご存じの方は︑ぜひ真実の
ほどをご一報ください！

ニューマン演じる設計士による︑本日落 建築関連の皆様なら真偽のほどを
成式という地上５５０メートル・１３８ ご存じかもしれませんが︑ネット
階建︑世界最大の超高層ビル﹁グラス・ 記事によると︑このホテルを建設
した業者が建てた︑とある百貨店
タワー﹂︒ところが︑建築会社の婿養子
が小遣い欲しさに経費をケチったため︑ は１９９５年に突如崩壊し︑多く
か細いケーブルにより配電盤がショート の犠牲者を出したのだとか︒しか
も︑その建設業者はすでに倒産し
します︒
ているうえ︑そもそもの納期より
義父のウィリアム・ホールデンは︑たか も随分早い納期で前倒し完成させ
がボヤと軽んじて完成祝賀パーティを優 たとのこと︒マリーナベイサンズ
先したことから︑人知れず燃え広がる火 については︑日本の建設会社は軒
災に︑ついに現場はパニックに陥ります︒ 並み︑難易度が高すぎると辞退し
派遣された消防隊長のマックイーンは奇 たこともあり︑この業者で大丈夫
だったのかと不安の声が高まって
いるそうです︒いやはや︑実態は
どうなのでしょうか︒

大日化成株式会社岡山工場技術
部の吉村と申します︒

大阪の箕面に生まれ高校までを
大阪で過ごし︑今をときめく加
計学園岡山理科大学を修了し大
日化成に入社してから十余年が
経ちます︒

学生時代は学業に打ち込みなが
ら熱中したのが回胴式遊技機︑
いわゆるパチスロです︒パチス
ロ＝ギャンブルと思われます
が︑正確には名前の通り遊戯機
でありバクチではありません︒
そんなパチンコ業界にもルール
があります︒私が悪友に誘われ
覚えたのが１万枚２万枚︵２０
〜４０万円相当︶は当たり前の
４号機時代︑各メーカーはとに
かく出玉性能を追求します︒獣
王︑アラジン︑ミリオンゴッド
アルバイト代を全て支給日
･･･
に使い果たしてしまう生活を繰
り返していました︒
しかしあまりにギャンブル性が
高いため規制が強化され出玉が
抑えられた５号機の時代に突入
します︒５号機初期は過激な４
号機に慣れた我々ヘビーユー
ザーからは物足りない台ばかり
で︑私も一時期辞めて平穏な生
活を送っていました︒
おそらく５号機の暗黒時代で遊
戯人口も減り︑業界全体が廃れ
ていくのは明らかでした︒しか
しパチスロメーカーの開発陣は
規制の範囲内でどうにか出玉性
能の優れた台を作り出そうと試
行錯誤を繰り返したはずです︒
そこには規制の網の目をかいく
ぐるようなトリックであった
り︑言葉遊びにも似た屁理屈が
あったかもしれません︒

スカイコートｗ を始めこれ
からの大日化成新製品にも
是非ご期待いただきますよ
うお願いいたします︒

そして日々ユーザーの要望
にお応えできるものづくり
を︑更には驚かせるような
製品作りを意識して日々精
進しております︒

しかし開発者が知恵を振り
絞った結果︑４号機には及
ばないものの規制内でユー
ザーが満足する機種を作り
出しある程度人気を取り戻
し現在に至ります︒私はと
いうと︑こうした絶望的な
５号機規制を乗り越えた開
発者に敬意を払いながら︑
時々楽しむようにしていま
す︒
このように業界あるところ
に必ず規制や規格が存在し︑
それをクリアするために
メーカーの開発陣は知恵を
絞り︑何度も何度も同じよ
うな実験・試験を繰り返し
ます︒どんな製品にも開発
者の努力や想いがあるのを
忘れないようにしたいもの
です︒

今やドバイの１６２階建のブルジュ・ 策を打って火災を止めますが︑犠牲者は
多数にのぼったのでした︒
ハリファといい︑香港の１１８階建
の環境貿易広場といい︑１００階を
マックイーンがつぶやく﹁消防隊が対応
超える建物は各地にありますが︑い
出来るのは地上７階までだ︒﹂﹁高いビル
ざ火災や地震となるとどうなので
を建てるなら︑まず俺達に相談してから
しょうか？ 日本には︑世界最高レ
にしてくれ︒﹂というセリフは︑今こそ
ベルの建築基準がありますので︑火
世界に広げたい名言です︒
災や地震でも諸外国のような被害が
出ないと思いますが︑世界にも我ら
なお本作は︑ＣＧを使わず実写優先時代
日本の技術を活かしてもらいたいと
の作品だけあって︑火災シーンは迫力満
ころです︒
点︒しかも脇役にフレッド・アステアや
フェイ・ダナウェイ︑ロバート・ワグナー
さて︑中高年なら誰でも知っている
１９７４年の超大作﹁タワーリング・ にジェニファー・ジョーンズなど主役級
がズラリ！これだけの作品は︑もう２度
インフェルノ﹂︒
と製作されないだろうという豪華さで
す︒
実はワーナー・ブラザースと２０世
紀フォックスという﹁ライバル会社﹂ さて︑今回なぜ﹁防災環境﹂をテーマに

製 作：アーウィン・アレン

は︑屋上を一部緑化もし
くは太陽光発電のパネル
設置をしなければならな
い法案を決議しました︒
環境保護の観点から緑化
を全てにしたかったよう
ですが︑一部の緑化もし
くは太陽光パネルでもｏ
ｋというところに留まっ
たようです︒そもそもの
目的は︑やはり夏場の太
陽光を遮断する効果で︑
建物内の気温を下げる作
用はもとより︑ヨーロッ
パ各地で盛んな︑雨水を
一旦緑化に含ませて︑一
度に大量の雨水が流れ出
る事を防止する作用︒そ
して︑もう一つの緑化の
目的︒野生の鳥がすみつ
く︑生物多様性が期待さ
れる︒この３つが義務化
の主題だそうです︒
日本で緑化と言えば︑
ヒートアイランド現象の
緩和や太陽光の遮熱が取
りざたされていますが︑
生物多様性については議
論されてはいるものの︑
遅々として進んでいない
のが現状です︒
生物多様性は環境保護︑
環境の再構築とも言える
素晴らしい計画と思いま
す︒緑が少ないから植え
ればいい︒という安易な
考えにおさめず︑環境を
もとにもどす︒この考え
が日本国内でも普及すれ
ばよいと強く思います︒

その後︑８月４日にはアラブ首
長国連邦・ドバイで８６階建マ
ンションの火災も発生し︑高層
ビル火災は世界的な問題である
ことを印象づけました︒

今回は﹁環境﹂といっても﹁防
災環境﹂をテーマに﹁タワーリ
ング・インフェルノ﹂を記事に
しようと執筆中︑偶然にも英国
の２４階建・高層マンション
﹁グレンフェル・タワー﹂が猛火
に包まれたニュースが飛び込ん
できました︒この火災は︑２０
１７年６月１４日未明にロンド
ン西部で発生し︑死傷者１００
人以上という大惨事となりまし
た︒
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花の都パリ︒誰しも聞い
たことがあると思います︒
それを象徴するように︑
パリの観光ガイドの写真
などは︑街角のカフェに
上手く花を写しこんで︑
綺麗な街を創造させます︒
では実際はどうなので
しょうか？
﹁花の都に騙されて﹂とい
うエッセイがあります︒
実は花は花でも﹁華﹂
︑つ
まり﹁華やかな都パリ﹂
というのが︑正しい様で
す︒マリーアントワネッ
トの時代に象徴される︑
ベルサイユ宮殿や︑凱旋
門︒世界のモードのトッ
プを行くパリコレなど︑
華やかさが先行している
からでしょうね︒
パリの街には︑ブローニュ
の森・ヴァンセンヌの森
と市内を東西に別けた大
きな森があります︒しか
し︑市内には建物が密集
しており︑ほとんど公園
というものが有りません︒
実はパリの街中には緑化
が非常に少ないのです︒
実際にはそうでも無いよ
うなのですが︑緑化面積
を計算する基準にもよる
のかもしれませんが︑ヨー
ロッパ諸国の他の街から
比べると︑非常に少ない
そうです︒また人口密度
が高いのも︑一人あたり
の緑化面積が狭くなって
いる原因かとも思います︒
建物が密集しているため
に︑緑地を増やすことは
困難ですから︑目が行く
のはどうしても屋上や壁
面になります︒
フランス議会は２０１５
年に︑商業地域内にあら
たに建造物を建てる際に

ポール・ニューマン
ご覧下さい。

東京都港区芝大門 1-4-14 芝栄太楼ビル 5F

出演者：スティーブ・マックイーン
↑
↑
↑
↑

東京支店
105-0012

督：ジョン・ギラーミン
監
緑化スタイルサイト
http://ryokka.org

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。

タワーリング・インフェルノ
詳しくは

フランス・パリ
海外の緑化事情

