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３月２０日より５月２４日までの６６日間
岡山で花と緑の緑化フェアが開催されます︒
を提案しています︒
今回弊社が出展する作品は︑四
季草花が咲き続けるやすらぎと
安全生活をテーマにしています︒

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！

モク芝マット
与︑耐クラック性を向上させ
るという発想で開発された防
水材なのです︒地下用防水材
は︑あくまでも︑セメントモ
ルタルが主役で︑エマルジョ
ンが脇役という立場で構成さ
れている︒つまり︑地下のコ
ンクリート構造物は温度変化
による変位が小さく︑常に湿
潤環境にあるという事から︑
伸びが犠牲になっても︑湿潤
接着力に優れた性能が要求さ
れる事になります︒もちろん︑
アルカリ性に優れたエマル
ジョンが選定されている事は
言うまでもありません︒
最近は大気にやさしくという
環境問題をクリアーするため
に︑多種多様な樹脂がエマル
ジョン化されてています︒一
般的なアクリル系からエポキ
シ系︑ポリエステル系︑シリ
コン系などあらゆる樹脂が開
発され︑自動車から弱電︑繊
維など︑幅広い用途に使われ
るようになってきました︒土
木・建築の分野でも︑特殊な
セメント系パウダーとの組み
合わせにより︑面白い機能を
持った夢のコラボが期待され
ている事は間違いありません︒

エポフィラー
プライマーＥ
ＥＰＣ－Ｔ

安全性では︑台風や突風から緑
化を守る事が出来るこれまでの
常識をくつがえした﹁立体固定
法﹂採用の
ユニッ
ト︑このＶＵＳ５００でつくら
れた﹁シーズン花壇ユニット﹂
では屋上緑化を緑だけの世界か
ら︑低管理で四季草花が咲き続
け︑緑一色ではなく︑色とりど
りの花を満喫できる︑殺風景に
なりがちな緑化を︑やすらぎと
ふれあいの場に変えて演出しま
す︒
環境商品では︑間伐材のチップ
と炭から作ったマットに芝を生
やしたモク芝マットは︑施工し
たその日から使える芝生を特徴
にエコロジー生活を提案してい
ます︒四季の花が咲き続けるこ
れからの屋上緑化スタイルを会
場にてご覧下さい︒

大丈夫！
元気だよ♪

グサン屋上用防水材に見ら
れる︑弾性にすぐれた防水
層でありながら︑多種多様
の下地によく接着する性能
と︑水系でありながら内部
まで早く乾燥する性能は︑
エマルジョン樹脂を︑特殊
なセメントで改質する事に
より︑はじめて付加された
性能である︒もちろん︑ア
ルカリ性に優れたエマル
ジョンの開発がこの面白い
組み合わせを可能としたと
思うのです︒
一方︑ビッグサン地下用防
水材の方は︑同じようにセ
メントとエマルジョンを組
み合わせでセットされては
いるが︑建築用と同じ発想
での機能設計となってはい
ません︒逆に︑全く反対の
発想で開発された製品と
言ったほうがいいかも知れ
ません︒建築用防水材がエ
マルジョン樹脂をセメント
で改質したのに比べ︑ビッ
グサン地下用防水材は︑防
水用プレミックスモルタル
に︑相溶性の優れたエマル
ジョン樹脂を混和する事に
より︑接着性と柔軟性を付

セダムちゃんと
緑化のお手伝いを
しています！

にやさしい﹂
﹁環境にやさしい﹂
を掲げてきた当社の製品に
とっては︑これからが本格的
な出番という事になるでしょ
う︒中でも当社の主力商品で
あるポリマーセメント系の防
水材のパフォーマンスは面白
い︒セメントを使わない従来
型の水系製品は︑大気を汚染
させない︑オゾン層を破壊し
ないという環境対応型ジャン
ルで︑多くの人に認知されて
おりますが︑ポリマーセメン
ト系防水材はそれだけのパ
フォーマンスに留まりません︒
耐水性に優れ︑アルカリに強
いエマルジョンが新しく開発
され︑水和反応を必要とする
セメントと組み合わせる事に
より︑セメントの優れた特性
と︑エマルジョン樹脂の優れ
た性能を相互にうまく引き出
す事に成功したのです︒ビッ

BIG SUN

２６回目を迎えた全国都市緑化
フェアおかやまの西大寺メイン
会 場 で は ︑﹁ グ リ ー ン デ ザ イ ン
計画﹂をテーマに︑２５㎡単位
の空間をグリーン帆布で囲み緑
化美・庭園景観を競うデザイン
ガーデンとなっています︒

eco

水がなくても
大丈夫だし、
繁殖力も強いから

eco

大日化成株式会社は花や緑にあ
ふれる町並みの一角をイメージ
した﹁まちなみガーデン﹂に出
展し︑緑を使った新しい生活ス
タイルを遊び場から壁面︑屋上
への広がりを目指し︑最新の緑
化製品で作った安心と快適生活

全開

スカイレジン＜下地調整剤＞
国立大学学舎 屋上（VUS500)

パフォーマンスに優れた︑
ポリマーセメント系防水材

出身は
この辺だよ！
日本に帰化した
でも、
！
のでいまは日本人
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過去の出展作品
のど
乾い ガ
た

米国のサブプライム発の経済危機は︑ 社の倒産︑中小ゼネコンの民
日本経済の牽引車であった自動車業 事再生という不幸な連鎖を引
界や弱電業界を奈落の底に突き落と き起こしております︒
し︑我々建設業界にも有名不動産会 今︑政治は混迷の中にありま
すが︑よく見みてみると与党
も野党も同じ方向で景気回復
を目指しているように思われ
ます︒どちらにしても︑省エ
ネと環境関連︑農業関連の産
業を育成し︑内需拡大をはか
るという政策が基本となるの
ではないでしょうか︒
我々の業界︑建築・土木関
係の仕事はマンション新築な
どの住宅は一休みとなり︑国︑
県︑市町村などの公共関連の
改修工事の発注が増加する事
と思われます︒しかも︑耐震・
省エネ・環境対策は改修工事
の主要なテーマという事にな
ります︒
開発ポリシーとして︑
﹁地球

eco

きびしい環境でも
強くて雪・熱・
日陰でも元気です。

eco

eco

雪でも
日差しがても
強く

僕、ツルマンネン君。
大昔にアジアで産まれて
日本に来ました。

パワー
も
暗闇で

魔法の
セダムちゃん
eco

これだけ科学が発達した
世紀の現在でも︑﹃深
海
メートルを旅
した人間は宇宙を旅した
人間より少ない﹄と言わ
れ︑深海の中の実態はあ
まり知られていません︒
そんな未知の世界を美し
い映像で映し出したのが︑
年に公開された
ドキュメンタリー映画

たく別の作品です︒
︶
この映画はイギリス
チー
ムによって７年間かけて制作さ
れ︑ドキュメンタリー映画として
は異例の大ヒットを記録したので

たちが泳ぎまわり︑透明な体を青く

に人類の行動を反省しなけれ
ばいけない︒
︒
︒そう静かに︑
しかしとても強く問いかける
作品です︒
この映画では触れられなかっ
たのですが︑海洋汚染による
影響で珊瑚礁が消え︑海鳥が
石油まみれで死んでいくとい
う現実を目の当たりにさせら
れます︒デンマークでは︑北
海に流れ出た化学物質による
影響で数ヶ月の間に
万
頭ものアザラシの
死体が流れ着いたこともある

す︒

一方で︑美しい海の映像と音
楽だけで構成されていますの
で︑ヒーリングムービー︵い
やしの映画︶としての効果も
あります︒きっとその美しい
海の神秘に魅了されるはずで

とか︒
﹁海を汚してはいけな
い﹂
という強いメッセージは︑
この映画では一切﹁語られず
して﹂多くの観客に伝わった
のでした︒

1

輝かせた幻想的なミズクラゲが無数
にただよいます︒敵をあざむくため
に巨大な竜巻となってうねるイワシ
の大群︒そのうねりの中をサメやミ
ズドリたちが交差しながら舞う様子
は圧巻です︒さらに﹃アース﹄同様︑
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽
団による音色が美しく映像に重な
り︑一瞬で青の世界にひきこまれて
しまいます︒
まさに﹃ディープ・ブルー﹄は︑海
の生命の力強さとはかなさ︑自然界
の奥深さと地球の歴史を感じること
ができる作品ですが︑ナレーション
などはほとんどなく︑淡々と美しい
海の映像と音楽だけで構成されてい
るだけです︒にも関わらず単なる
的な背景映画では終わらず︑
何か私たちの胸に大きく訴えかけて
くるものがあるのは︑その圧倒的な
美しさによるものでしょう︒見てい
るとまるで母の胎内を思い出すかの
ような郷愁感に陥るのは︑海が﹁生
命の母﹂とも呼ばれるゆえんでしょ
うか︒

すが︑この映画の成功が︑前回ご
紹介した﹃アース﹄の企画へと繋
がったのです︒
ヒットした大きな要因の１つに︑
人類が見たこともないような光景

悪くなり出したのは小学生
の頃︒私の視力の事です︒
視力が悪くなる原因は遺伝
などと聞きますが実際は９
０％以上が生活習慣だそう
です︒私の場合は大好きな
漫画︒母親に早く寝なさい
と電気を消されてからも
ベッドの薄暗い電気でこっ
そり読んでいたからだと思
います︒
そこで以前から興味はあっ
たけど︑勇気がなく出来な
かったレーシックの手術を
しました︒レーシックとは
レーザーで角膜の形状を矯
正し︑屈折力を変えること
で近視・乱視・遠視を矯正
する視力回復手術の事です︒
やっぱり目にあてるものな
ので怖くてなかなか出来な
かったのですが同じ本社の
人がしたのでその話を聞き︑
自分でも調べる中で安全だ
と思い手術する決心をしま
した︒
手術をする前に手術が出来
る角膜かを調べる検査があ
ります︒角膜が薄い人など
は手術が出来ないのですが︑
私の角膜は２回手術できる
厚みがあるようで検査は大
丈夫でした︒
手術当日︑怖くて妹に付き
添ってもらったのですが手
術自体の痛みは全く無く︑
１５分ほどで終了︒
手術直後は涙目になってい
るのでぼやけているけどな
んとなく今までの裸眼の視
界よりはっきりしている感

じ︒目を開けているとし
みるような痛みがあるの
で家に帰って数時間寝て
いたのですが︑起きると
もうすっかり見えるよう
になっていました︒
新聞など近くの字を見る
と︑まだ焦点が合ってい
ないのか見づらかったけ
ど︑それも１週間もする
と見えるように︒結局１
カ月後の検診では最初０．
０５ほどしかなかった視
力が両目で１．５にまで
回復しました︒
毎日起きてはコンタクト
をつけるわずらわしさや︑
ずれて痛くなったり︑目
の不快感から開放され本
当に快適︒これならもっ
と早くからしておけば良
かったと思います︒
以前は視力が回復するも
のだとは考えられません
でしたが欧米で広まった
レーシックは日本でもか
なり広まっていて︑私が
行った病院もいつもたく
さんの人がいてました︒
今では老眼もレーザーで
治るそうです︒興味のあ
る方は是非やってみて下
さい︒

その海を汚しているのが︑誰あろう
私たち人間であるなら︑今一度真剣
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ブルー （Deep Blue）
ディープ
が息つく暇なく次々と映し出され
ることがあります︒珊瑚礁ではコ
バルトブルーの中で色鮮やかな魚

まさに万能品﹁重曹﹂
︒
ほんの身近でも︑
﹁こ
んなところでも！﹂と
いう意外な使われ方を
しているかもしれませ
ん︒

人気の最大要因は﹁人
と環境にやさしく食べ
ても安心﹂ということ︒
その上︑洗剤や特殊薬
剤にくらべ安価なた
め︑最近︑特に見直さ
れているようです︒
若い女性には入浴剤と
しても人気だという重
曹は︑胃潰瘍や胃酸過
多になった時︑出すぎ
た胃酸を抑えるための
制酸剤などとして医薬
品にも使われていま
す︒

に存在する﹁炭酸水素
ナトリウム﹂という︑
人の体内でも作られて
いる物質です︒

﹃ディープ・ブルー﹄です︒
︵
年にも同名の映
画が公開されていますが︑
制作国・内容ともにまっ

﹁重曹﹂とは︑砂糖より
も粒子が細かく︑やわ
らかいのが特徴の白い
粉︒
弱アルカリ性の性質を
持ち︑油汚れや手あか
汚れを落としやすくす
る働きがあります︒ま
た︑穏やかな研磨効果
があり︑クレンザーと
しても使えます︒食器
や家具︑床もキレイに
なる上に︑少々の鍋の
焦げ付きなら︑この粉
を少しかけておくだけ
でスルっと取れるので
日常生活には欠かせな
い必須アイテムです！
その上︑脱臭効果もあ
るため︑各種消臭剤と
しても重宝するだけで
なく︑食用としても使
えるので妊婦のつわり
防止やうがいにまで使
われていた時代もある
ほどです︒
このように︑おばあちゃ
んの時代から家庭生活
に重宝されてきた﹁重
曹﹂
︒なんと１９世紀か
ら使われている︑まさ
に﹁先人の知恵﹂の１
つですが︑元々自然界
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総務部 奥村 恵美子
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公開：2007 年
制作：イギリス BBC 放送
演奏：ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
上映時間：91 分
製作期間 7 年、ロケ地 200 ヶ所
撮影フィルム 7000 時間
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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