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プレゼント企画／ビニル床 新システムのご紹介

東日本大震災により被害を受けられました皆さまへ

省エネ･ 節電を考える

この度の震災により被害にあわれた皆さまに心よりお見舞い申し上げるとともに、
亡くなられた方々とご遺族の皆さまに深くお悔やみを申し上げます。
被災地の一日も早い復旧及び復興を心よりお祈り申し上げます。

ニーズが高まる省エネ・節電対策製品
エコオフィス展・Ｒ＆Ｒ展に出展

防水業界でも意識の変化

東京ビッグサイトで開催された、第２回 エコオフィス／エコ工

震災以降、建設業界は、大きな方向転換をしなくてはならな

場EXPO（5月開催）、第１６回 リフォーム&リニューアル建築再生

くなってきました。ひとつには耐震・津波への災害対応の見

展２０１１
（6月開催）に出展し、当社ブースには多くのお客様にお

直し。そして、もうひとつは省エネ・節電に関わるエネルギーシ

立ち寄りいただきました。誠にありがとうございました。

フトです。

特に、エコオフィス展に出展した、窓ガラス用紫外線赤外線

その中で、直接防水業界に関係する可能性を高めているのが、

反射吸収コーティング剤「ＵＩ−シールド

α」においては大変好

エネルギーシフトに関わる事業です。３年前より「グリーンニュー

評でした。

ディール※１」で省エネ･節電対策がクローズアップされ、２年前か

３月に発生した東日本大震災の影響を受け、地震に対する何

らは「スクール・ニューディール※２」によって、特に太陽光発電が

らかの対策を多くの方々が模索している中、開催された展示会

注目を浴びるようになってきました。さらに、この震災で一気に

でしたので、電力供給不足による供給不安から、省エネや節電

民生用の普及が加速されてくることは、間違いありません。

対策に大変興味を持った上で、ご来場いただいている様子が顕
著に現れていました。
設計者や施主、施工業者など業種を問わず、省エネや節電に
注目していることが分かりました。

ソーラーパネルが１５〜２０年の耐久性を求められているのに
対し、防水は１０年保証を基準にしています。必然的に、ソー
ラーパネルが設置されている中で改修しやすい防水工法が採
用される傾向にあるのは、言うまでもありません。今後は、より
メンテナンスしやすいウレタン塗膜防水の需要が高まっていく
と確信しています。

窓からの熱の侵入をカット！
効率よく節電をサポートします。
■窓から侵入する熱エネルギーを遮って、空調設備を効率
よく運転。
■近赤外線を５０％反射・吸収。塗るだけで−2℃〜−5℃
の効果があります。
■紫外線を９９％以上カット。皮膚がんや、シミ・ソバカス
対策、またカーテンなどの室内窓際物品の日焼けによる
変色・劣化を防ぎます。

※１ グリーンニューディールとは、2008年6月地球温暖化対策推進法の改正により、中核市･特
例市を対象に環境省が出した基金のこと。3年間で活用することとしており、環境に対する
地域の取り組みを支援する。事業例としては、太陽光パネルの設置やLED照明への変更、窓
ガラス改修などがあげられる。
※2

窓ガラス用紫外線赤外線
反射吸収コーティング剤

■硬化すると鉛筆硬度でガラスに近い４Ｈ以上の強靭な
塗膜を形成。通常の清掃でも塗膜が劣化しにくいです。

スクール･ニューディールとは、2009年4月に政府が打ち出した「学校の耐震化・エコ改修・
情報通信技術環境の整備推進」を柱とする政策のこと。中でも、太陽光発電は、導入費用
の97.5％を国が補助する仕組みとなっている。

ソーラー発電モジュール用
あと施工基礎アンカー

福島市の小中学校の窓に
窓ガラス用紫外線赤外線反射吸収コーティング剤「ＵＩ−

α」のボランティア施工を福島市立森合小学校・

シールド

御山小学校・渡利中学校の３校にて、施工しています。
当社はこれまで義援金と言う形で被災地支援を行なって
きましたが、その一方で当社が持つ技術で地元のニーズに
あった義援を何かできないか模索していました。
そんな中、
「放射能の影響を留意して、窓を締め切った教
室の中で汗だくになりながら学ばなければならない子供た
ちが、少しでも快適に過ごせる施策はないか」という福島市

を施工
工事は対象の３校を夏休み前から順に施工開始し、7月
いっぱいで完了する予定です。
当社が出来得る支援には限りがありますが、保有する技
術で一日でも早く被災地に直接的なお手伝いをしたい、と
の願いが、ようやくこの夏に実現できそうです。

ソーラー発電モジュールの設置を
安全かつ簡単に実施できます。
■コンクリート基礎の設置が不要になり、工期短縮・屋根
荷重の軽減が図れる簡単施工。
■１２㎜φのアンカーを躯体まで打込み、十分な引張強度、
せん断強度を確保した安全対策。
■ウレタン塗膜防水の納まりを考慮した基礎アンカーとし
て開発しているため、十分な防水性能を確保します。

教育委員会の要請を受けて、前述の３校について当社の

α」を無償で施工することになりました。

「ＵＩ−シールド
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東日本大震災後の施工現場レポート
タイルの落下事故を防いだ
タイル外壁の被害状況を調査

施工済
一体化した塗膜が落下事故を防ぐ

今回の地震により、色調保持型タイル剥落防止工法「エバー

某大学（宮城県仙台市） 震度６弱

2010年3月 施工

一方、右ページにあげた「エバーガード」の施工物件では、地
はら

ガード」を施工した建物が、どのような影響を受けたのかを調

震によるタイルのひび割れや浮き（孕み）が生じていますが、

査するために、震災後３月下旬から４月上旬にかけて、宮城県

一体化した塗膜の強度により剥落にはいたっておりません。

及び茨城県内の施工現場とその周辺の現状確認を行ないま

二重三重に塗布した特殊アクリル樹脂がタイル上で一体膜を作

した。

り、タイルが剥れるのを防ぐことができた様子がうかがえます。

被災地を見渡すと、震災で被害を受けたタイル外壁の建物の
多くは、タイルの剥落やひび割れが起こっていました。
特に宮城県内においては、下の写真のように複数のタイルが

エバーガードが
施工されていない部位

「エバーガード」は、地震時の外壁タイル剥落防止を保証する
ものではありませんが、今回の調査により、二次災害を防ぐ役
割を担えたことが確認できました。

一体となって、まとまった面積で剥落しているケースや、ひび割

これまでも、２００８年に制度化された定期報告制度により

れによりタイルが破損している様子が目につきました。また、

外壁タイルの調査や改修工事が増加傾向にありましたが、今回

余震による剥落防止対策として、落下防止ネットで剥落箇所を

の地震によりさらに外壁タイルの安全性が注目されていくと考

覆っている建物も多く見受けられました。

えております。
部分 的に孕んで いるが、膜で 繋
がっているため剥落にいたってい
ない。

宮城県内の建物の状況

下地タイルのひび割れに伴う塗膜
層のひび割れ。

未施工
役所庁舎

建物全景

ホテル

破損箇所接写

建物全景

オフィスビル

建物全景
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破損箇所接写

某庁舎（宮城県仙台市） 震度５強

破損箇所接写

集合住宅

建物全景

当建物における地震の影響の度
合いがうかがえる、ガラスブロック
の破損状況。

ひび割れ部の状況。

2008年3月 施工

孕んでいるが、塗膜で繋がってい
るため剥落にいたっていない。

某庁舎（宮城県岩沼市） 震度６弱

破損箇所接写

2008年3月 施工

耐震補強の成果か、大きな孕みやひび割れは見受けられなかった。
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ニュース

拡大するウレタン塗膜防水のシェア

先着100名様にプレゼント／ビニル床新システムのご紹介

新築工事で採用される超速硬化ウレタン
日本防水材料連合会の発表によりますと、2010年度初めてメ
ンブレン防水の中で、ウレタン塗膜防水の施工面積がNo.1にな
りました。
【図−１】

先着100名様にプレゼント

加した屋上駐車場の事例など、様々な条件の建物の防水を実
現することができました。
こうしたウレタン塗膜防水の用途展開を受けて、３月にJIS

ウレタン塗膜防水がトップシェアになった最大の理由は、ス
トック活用社会を反映した結果が大きいと考えられます。大面
積の屋上はもとより、架台基礎や側溝･巾木など、既存形状に
合わせた施工が可能なことが改修工事に選ばれる理由です。一

（日本工業規格）が改訂となり「高伸長形」
「高強度形」といっ

タイル張り仕上外壁のマニュアル本 差し上げます！

『これからのタイル張り仕上外壁リニューアル』
監修：芝浦工業大学 本橋健司教授 ／ 共著：タイル外壁リニューアル研究会 ／ 発行：株式会社テツアドー出版

たタイプ別の基準が設けられました。

（平成23年4月15日第2版1刷

ウレタン塗膜防水のシェアも拡大しつつあり、様々な意味で

■ タイル張り仕上外壁をリニューアルする際に知っておきたい制度や法律

注目されています。

■ 外壁落下事故と定期報告制度について

方で、近年では前述したウレタン塗膜防水の特徴を生かし、新
築工事でも特徴的な建物で採用されるケースが増えてきてい

■ タイル張り仕上外壁の診断方法、改修方法

【図−1】 各種防水材料施工面積比較（2010年度）

ます。その理由は、超速硬化ウレタンが持つ高物性や硬化特性

合成高分子ルーフィングシート防水
29.3％

ＦＲＰ防水
9.0%

当社では、以前より一般屋上にとどまらず緑化防水や駐車場
防水、またコンクリート保護を目的とした地下防水と様々な用
途展開を超速硬化ウレタンで行なってきました。

コンクリート押え工法を実現した事例、特殊形状や床機能を付

申込
方法

同封のFAX送信票に必要事項をご記入の上、
［希望］に○をつけてFAXにてご返信ください。
応募締切： 平成23年9月30日（金）
※当選者の発表は、書籍の発送をもって代えさせていただきます。
※プレゼントは100名様に達した時点で終了とさせていただきます。ご了承ください。

アスファルト防水
22.8%

一般的に汎用している手塗りウレタンでは物性的に困難だった

リニューアルをお考えの際に、ぜひご参考になさってください。

改質アスファルトシート防水
8.5%

により適用可能な部位や用途が広がっているからです。

防水納まりの簡略化による自由な植栽計画を実現した事例、

全196ページ）

ウレタン塗膜防水 30.4%
※出典：日本防水材料連合会 広報統計委員会 統計より

ビニル床新システムのご紹介
超速硬化ウレタンの採用ポイントと採用事例

開放廊下やバルコニー、階段を漏水から守りながら安全と美観をプラス

屋上緑化
採用Point

押え工法（外断熱押え工法）
◎ 軽量化
◎ シームレスな納まり

採用Point

◎ 軽量化
◎ 納まりの簡略化

露出工法（特殊形状、特殊使用）
採用Point

◎ 均一な膜厚
◎ 特殊使用に対応できる材料
◎ 自由な設計を実現できる

◎ 自由度の高い意匠性

グリーンプレイス ／ V−UF 工法

クイックスプレー ／ UPM−10CF 工法

クイックスプレー ／ SPM−160KY 工法

グリーンプレイス ／ V−UF 工法

クイックスプレー ／ UPM−10CF 工法

パワレックス ／ MU−1E 工法

防滑性ビニル床シート ＋ ウレタン塗膜防水材

ダイナフロア システム

平成23年 ８月

販売開始

耐久・耐候性能・亀裂追従性能

防滑性・衝撃音吸収性

安全・安心・美観向上

ウレタン塗膜防水材

防滑性ビニル床シート

防滑性ビニル床シート +
ウレタン塗膜防水材

エバーコートSP−100

ダイナKRシート
ダイナKDステップ

ダイナフロア
システム

※販売に関するお問合せは、裏表紙記載の最寄りの営業所 または 担当営業までおたずねください。
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