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はじめに

昨今、さまざまな分野で「環境」という⾔葉を耳にします。現代では年々
暑くなる「地球温暖化」が深刻化し地球規模での問題となっています。こ
れらはすべて私たち人間の手によって環境は破壊されてきましました。な
らば私たちの手で責任をもって環境を守っていきたいとの思いで開発した
のが紫外線・近赤外線カットコーティング剤「エコガラスコート」です。

建築物の壁面は35％〜80％以上が窓ガラスとなっています。室内への夏
場の熱侵入は窓ガラスから約70％以上、冬場の熱放出は約50％となって
おり、窓ガラスの遮熱が「省エネ対策」のポイントとなりガラスメーカー
も熱線反射ガラス・ペアガラス・合わせガラスなどを、フィルムメーカー
も断熱フィルムなどを売り出 しています。
しかし、断熱ガラスは高価なため新築物件などにしか普及していません。しかし、断熱ガラスは高価なため新築物件などにしか普及していません。

フィルムは最近断熱タイプが増えてきましたが施工費がかかる上に耐久性
に⽋けるため、数年で張替えなければならなく、また表面がフラットでな
い型ガラス・ペアガラス・網入りガラスなど施工出来ないガラスが多いの
が現状です。
「エコガラスコート」はこのような問題点は少なく既存のガラスにコー
ティングするだけでUVカット性能・遮熱性能を付与することができ耐久
性、経済性にも優れます。
この「エコガラスコート」を環境対策の1アイテムとして、「省エネ」
「CO2削減」「コスト削減」などに取り組まれている企業をはじめ、一
般住宅・マンション・コンビニ・ホテル・飲⾷店・店舗などに施工してい
ます。今後も「温暖化・ヒートアイランド現象」などの環境問題に対応す
る「省エネ対策商材」「環境対策商材」として「エコガラスコート」は活
躍いたします。



エコガラスコートは既存のガラスにコーティングするだけで、有害紫外線をカットします。
また近赤外線も遮断するために、輻射熱による温度の上昇を抑え、冷暖房の効率が良くなり
省エネ対策やＣＯ２の削減などにお役に⽴てる画期的な商材です。

1.紫外線を99％カット
有害紫外線を９９％カットし皮膚ガン・白内障・シミ・ソバカスなどから人体を守ります。また
カーテンやじゅうたんなどの変⾊・劣化の防⽌、紫外線に寄り付く害⾍の防⽌に有効です。
※複眼、うす光性の昆⾍や酸化炭素などに反応する蚊などは対象外です。

2.近赤外線（熱線）をカット
近赤外線（熱線）をカットし、輻射熱による温度の上昇を抑えます（夏場で３℃〜10℃）冷暖房の
効率が高まり省エネ対策に効果的です。冬場の結露の緩和にも有効と考えます。また、省エネ効果
で二酸化炭素（CO2)の削減と地球温暖化の防⽌に

特徴

ガラスコーティングするだけで快適空間

概要

3.優れたコーティング膜
透明性が高く 硬化後は 鉛筆硬度で５Ｈと強い 被膜でキズが付 きにくく下地への密着性も高く 耐
久性にも優れています 。
コーティング膜は不燃性で建築材料として適しています。
4.幅広い用途
ガラス・陶器などの無機基材、樹脂版・塗装面などの有機基材、木材などの天然基材などにコー
ティングが出来ます。
また液状なので基材の形状を選ばず、艶だし、保護などのトップコート剤としても使用できます。

5.優れた経済性
現在使用の既存ガラスなどに塗布するだけで十分な性能を得る事が出来、ガラスを交換したりする
必要はありません。
また近赤外線カット効果で電気代の節約に貢献できます。

イメージ図

コーティング後コーティング前



材料特性

ガラス、陶器などの無機基材から樹脂、塗装面などの有機基材、木材などの天然基材までコー
ティング可能。また、液状なので基材の形状を選びません。

適用基材 用途（施工対象） 効 果

ガラス・陶器・樹脂版 住宅・マンション・⾞ ⽇焼け防⽌・劣化防⽌
塗装面・ステンレス ホテル・コンビニ・学校 断熱効果・省エネ効果

アルミ・鉄板・木材・竹 店舗・飲⾷店・病院・電⾞ 結露抑制・害⾍の⾶来防⽌

主成分 シロキサン架橋型反応性ポリマー
外観 極淡⻩⾊透明液体（UV)・緑⾊透明液体（NIR)・淡⻘白⾊透明液体（HG)
比重（25℃） ０．８９（UV・NIR) ０．９４（HG)
不揮発分（％） ２３〜２５
希釈溶剤 酢酸ブチル、メチルイソブチルケトン、ブチセロ他

項 目 特 性 試験条件等
外 観 無⾊透明（UV・HG)・薄い⻩緑⾊（NIR) 目視による
密着性 １００/１００ ゴバン目試験

塗膜特性

用 途

密着性 １００/１００ ゴバン目試験
硬 度 ４Ｈ〜５Ｈ 三菱鉛筆ユニ硬度基準
耐水性 ○ 40±2℃×24時間浸水
耐湿性 ○ 50±2℃×24時間98%RH

耐アルカリ性 ○ 1%NaOH水溶液に24時間浸漬
耐酸性 ○ 5%SO4水溶液に24時間浸漬

耐候性
△E2.0以下（1000時間）

サンシャインウェザーメーター
△E3.0以下（1001時間）

比較項目 コーティング フィルムエコガラスコート スポンジ工法

作業性 ○ ○ ◎
美 観 ◎ △ ○
性 能 ◎ ○ ◎
耐候性 ◎ ◎ △

比較項目
紫外線 可視光線 ⽇ 射

⽇射熱取得率 遮蔽係数（Ｓ
）透過率 透過率（％） 反射率（％） 吸収率（％） 透過率（％） 反射率（％） 吸収率（％）

3㎜素ガラス 64.8 90.2 8.2 1.6 85.8 7.8 6.4 0.88 1.0 
エコガラスコート 0.2 85.1 7.7 7.2 51.9 5.7 42.4 0.67 0.76

Ａ社（コーティング） 4.8 78.0 8.0 14.0 50.8 6.9 42.3 0.65 0.74 
Ｂ社（断熱フィルム） ＜1 74 9 17 51 16 33 ― 0.70 
※エコガラスコート・Ａ社は3㎜ガラスにコーティング。Ｂ社は6mmガラスに貼付。

タイプ別比較

光学的性能



紫外線カット効果

３.害⾍の⾶来軽減（複眼、うす光性の昆⾍）

紫外線（300ｎm〜400ｎm）を９９％カット！

1.退⾊防⽌
カーテン、じゅうたんなどの変色防止や
家具、商品などの劣化防止に。

２.人体の保護
皮膚ガンなどの病気から人体を守ります
シミ、ソバカスを防ぎ美肌に。

３.害⾍の⾶来軽減（複眼、うす光性の昆⾍）
蛍光灯などから出る紫外線に寄り付く害虫を防ぎます
※但し、可視光線領域に反応する虫や酸化炭素に反応する

蚊などは対象外です



近赤外線カット効果

１.抜群の遮熱性
超微粒⼦特殊⾦属により近赤外線（熱線）をカット！
夏場のジリジリした暑さを和らげます。
冬場は暖房による温もりを逃がしません。
（夏場で3℃〜10℃の温度差）

２．家計にやさしい
抜群の遮熱性で外気などに室温が影響されにくく室内の
温度管理を効率的にします。冷暖房効率が上がることに
より電気代の節約に役⽴ちます。
（当社調べ。実験環境により結果が異なります）

近赤外線（熱線）カットで省エネ対策！

３．環境にやさしい・省エネ対策
省エネ効果の向上で二酸化炭素（CO2)の排出削減で地球温暖化防⽌に。

● 電気代削減結果をブナの木の吸収量に換算した一例
下記表の測定結果をブナの木の二酸化炭素吸収量で換算するとおよそ９ヶ⽉
（６⽉〜２⽉）で３１８本分の吸収量になります。

（1）夏季使用⾦額削減額（7⽉〜9⽉）
3,073（kWh）×13.32（円）＝40,932円

（2）他期使用⾦額削減
4,207（kWh）×12.1(円)=50,905円

（3）電気料⾦削減額
91,838円

（4）削減率
19.19%

（5）削減電⼒量
7,280kWh

（6）集計期間で削減したにCO₂排出量
3,501kg

（7）高さ10mのブナの木
318本分の吸収量



エコガラスコートの透過率曲線

エコガラスコートエコガラスコートエコガラスコートエコガラスコート

一般ガラス一般ガラス一般ガラス一般ガラス

透過率曲線グラフとは？透過率曲線グラフとは？透過率曲線グラフとは？透過率曲線グラフとは？

透過率曲線からエコガラスコートの特性を見る
と、可視光線は80％以上を維持しつつ、紫外
線は99％以上をカット、近赤外線は人が暑い
と感じる領域の80％をカットしていることがわ
かる。

透過率曲線とは、光線の波長を測定するもので、紫外線
領域から赤外線領域までを測定したグラフである。

工業試験場で行った工業試験場で行った工業試験場で行った工業試験場で行った
データ測定結果データ測定結果データ測定結果データ測定結果



実験例（1）

測定期間： 平成17年4⽉24⽇ 午後1時〜平成17年5⽉6⽇ 午前5時30
分使用材料： エコガラスコート

Ａ工業㈱役員応接室温度測定

A-1

A-2

測定環境

ほぼ同じ環境の部屋
2部屋での実験

左の⾒取り図の位置に温度
計を設置、12⽇間にわたり
温度を測定

施工済みガラス

B-2

B-1

室外

ほぼ同じ環境の部屋
2部屋での実験

コーティングなしの部屋

コーティングありの部屋

室外

温度計設置場所

見解見解見解見解見解見解見解見解

実験の結果、昼間の温度差は2地点において最高7.0℃の温度差が出た。
そのほか、昼間だけではなく夜においても同２地点において最高6.3℃の差が出たことを考
えると、夏季の遮熱効果だけではなく、冬季の保温効果も大きく期待できる結果となった。



エコガラスコート 塗布ガラスと未塗布ガラス、1地点の室内温度測定データ 測定期間（4/24～5/5）

エコガラスコート 塗布ガラスと未塗布ガラス、2地点の室内温度測定データ 測定期間（4/24～5/5）



測定⽇ 平成16年9⽉15⽇
使用材料 エコガラスコート（HG70）
時 間 ＰＭ12：40〜ＰＭ14：20
天 候 晴れ時々曇り
外気温 30℃
測定者 (有)大光テクニカル 古市 弘光

(有)大光テクニカル 伊藤 佐織
ナツキコーポレーション 大⻄ 伸

名古屋市Ｔホテル測定テスト
実験例

名古屋市にあるビジネスホテルでの温度測定実験。

測定環境は、全く同じレイアウト、間取りの隣同士の部屋で５０２号室には窓ガラス２枚にエコガラス
コートを施工し、５０３号室には施工を施さずに１２：４０～１４：２０にかけて行った。

初秋の天候は快晴で日差しも強く室内温度はエアコンが無ければ室内温度は上昇する一方である。

５０２号 ５０３号

時間
５０２号室 ５０３号室

温度差 備考コーティング有
り

コーティング無
し

12:40 29.6 29.6 0.0 
12:45 30.0 30.2 0.2 

エ
ア
コ
ン
Ｏ
Ｆ
Ｆ
状
態

12:50 31.1 32.7 1.6 
12:55 30.8 32.4 1.6 
13:00 31.4 33.1 1.7 
13:05 31.8 33.3 1.5 
13:10 32.2 33.7 1.5 
13:15 31.5 33.9 2.4 
13:20 31.4 34.2 2.8 
13:25 31.4 33.9 2.5 
13:30 31.2 34.1 2.9 

13:40 26.4 34.0 7.6
13:45 25.7 32.6 6.9 

エ
ア
コ
ン
Ｏ
Ｎ
状
態

13:50 25.6 32.3 6.7 
13:55 25.6 32.4 6.8 
14:00 25.4 33.1 7.7 
14:05 26.4 31.4 5.0 
14:10 26.6 31.2 4.6 
14:15 26.1 31.0 4.9 
14:20 26.0 31.0 5.0 

実験結果は最高７.６℃の温度差が出た。

注目すべき点は、エアコンのスイッチを
入れた時の効果である。

エアコン稼働前までの温度差は２．９℃
だが、スイッチを入れたすぐ後に最高の
７．６℃の温度差が測定できた。

エアコンの効きが早くしかも効率的だと
いうことがよくわかる結果となった。



バローグループ メゾン ドゥ ジャルダン エコガラスコート施工

施工日：２００８．５．２８
面 積：７０㎡
ｸﾞﾚｰﾄﾞ ：ｴｺｶﾞﾗｽｺｰﾄHG150

節電効果節電効果節電効果節電効果

●節電効果

※電力単価を11円にした場合
19年度 24,365×11＝268,015

20年度 17,391×11＝191,301

差額 268,015－191,301＝￥７６７６７６７６,７１４（２８％削減）７１４（２８％削減）７１４（２８％削減）７１４（２８％削減）

平成19年度 平成20年度

コーティング前 コーティング後

月 電気使用量(kwh) 使用電気料 電力単価 電気使用量(kwh) 使用電気料 電力単価

7月 4,513 ¥47,669 ¥10.5 2,518 ¥29,435 ¥11.6 

8月 5,179 ¥59,869 ¥11.5 4,368 ¥55,910 ¥12.7 

9月 6,109 ¥70,620 ¥11.5 4,257 ¥54,489 ¥12.7 

10月 4,202 ¥49,331 ¥11.7 3,010 ¥40,785 ¥13.5 

11月 2,622 ¥28,081 ¥10.7 2,026 ¥25,203 ¥12.4 

12月 1,740 ¥18,635 ¥10.7 1,212 ¥15,077 ¥12.4 

合計 24,365 ¥274,205 ¥11.1 17,391 ¥220,899 ¥12.55 



使用液剤：エコガラスコート
使用目的：UVカット・遮熱
場 所：福島県郡山市

施⼯例

日差しが多く差し込むショールーム日差しが多く差し込むショールーム日差しが多く差し込むショールーム日差しが多く差し込むショールーム
遮熱の快適を実現すると共に、遮熱の快適を実現すると共に、遮熱の快適を実現すると共に、遮熱の快適を実現すると共に、UV遮熱の快適を実現すると共に、遮熱の快適を実現すると共に、遮熱の快適を実現すると共に、遮熱の快適を実現すると共に、UV
カットによる展示品の日焼けも防止。カットによる展示品の日焼けも防止。カットによる展示品の日焼けも防止。カットによる展示品の日焼けも防止。

日中暑いショールームが快適になり日中暑いショールームが快適になり日中暑いショールームが快適になり日中暑いショールームが快適になり
ました。ました。ました。ました。



エコガラスコートＱ＆ＡエコガラスコートＱ＆ＡエコガラスコートＱ＆ＡエコガラスコートＱ＆Ａ

Ｑ．エコガラスコートは実際どのくらい遮熱効果がありますか？
Ａ．施工ガラスと未施工ガラスとの温度測定の結果約５度～10度の温度差が出ております。

Ｑ、光熱費は何％くらい削減できますか？
Ａ、冷房の設定温度を1度上げると10％の節電になると言われています。

エコガラスコートを施工すると20％～30％電気代の削減ができます。
※使用状況、環境によります。

Ｑ、冬場は寒くなるのですか？

Ａ、エコガラスコートのカットする領域はジリジリした暑さを感じる近赤外線ですので寒くなる事はありま
せんのでご安心下さい。

Ｑ、耐久年数はどれくらいありますか？
Ａ、使用状況によって変わりますが、通常施工（室内）でしたら10年経過しても劣化しません。

Ｑ、掃除はどうしたらいいですか？

Ａ、ガラスと同じように、ガラスクリーナーなどで掃除をしていただけます。

Ｑ．どんなところに施工されていますか？
Ａ．マンション・ホテル・コンビニ・飲食店・電車など日差しが気になる窓ガラス全般に

施工実績があります。

Ｑ、施工できないガラスはありますか？
Ａ、基本的にはどのガラスでも施工は可能ですが下記の点に注意して下さい。Ａ、基本的にはどのガラスでも施工は可能ですが下記の点に注意して下さい。

・表面処理ガラス(ミラーガラスなど) 
処理面側に施工した場合、光の反射時にムラが発生する場合があります

・すりガラス
半透明になってしまいます。

Ｑ．見積りがほしいのですが？

Ａ． http://www.ecolife-support.com

お問合せフォームにてお気軽に連絡ください。
また、どんな内容でもお待ちしております。

Ｑ、施工時間はどれくらいかかりますか？
Ａ、ガラスの施工面積、施工場所の状況によって変わりますが目安としましては10㎡で2時間程度です。

Ｑ、破損防止効果はありますか？
Ａ、コーティングでは破損防止効果はありません。

フィルムタイプのエコガラスコートＦをおすすめします。



特⻑
１．有害紫外線99％カット
有害紫外線を99％カットし皮膚ガン・白内障・シミ・ソバカスなどから人体を守ります。またカーテンや
じゅうたんなどの変⾊・劣化の防⽌、紫外線に寄り付く害虫の防⽌に有効です。
※複眼、うす光性の昆⾍や酸化炭素などに反応する蚊などは対象外です。
２．近赤外線（熱線）カット
近赤外線（熱線）をカットし、輻射熱による温度の上昇を抑えます（夏場で３℃〜10℃）冷暖房の効率が
高まり省エネ対策に効果的です。冬場の結露の緩和にも有効と考えます。また、省エネ効果で二酸化炭素
（CO2)の削減と地球温暖化の防⽌に
３．飛散防⽌
JIS A5759 A法（衝突による⾶散と傷害の防⽌）・・・JIS規格値をクリア
JIS A5759 B法（層間変位による⾶散防⽌）・・・・・JIS規格値（⾶散防⽌率95％以上）をクリア

概要概要概要概要
エコガラスコートＦは窓ガラスに張ることで有害紫外線・近赤外線をカットします。冷暖房効率が
良くなり、電気代の削減での省エネ対策、ＣＯ２の削減での環境対策にお役に立てる商材です。

光学特性

分光光度計によるデータ

緑・・・紫外線、可視光線
赤・・・近赤外線

比較項目
紫外線 可視光線 ⽇ 射

⽇射熱取得率 遮蔽係数
（Ｓ）透過率 透過率（％） 反射率（％） 透過率（％） 反射率（％） 吸収率（％）

６㎜素ガラス 49.4 87.6 7.6 79.5 6.9 13.6 0.84 0.96 
エコガラスコートＦ 0.1 83.8 8.3 59.0 6.7 34.3 0.70 0.80

Ａ社（断熱フィルム） ＜1 74 9 51 16 33 ― 0.70 
※エコガラスコート・Ａ社は６㎜ガラスに張付。

赤・・・近赤外線

構造・仕様

品名：エコガラスコートＦ
寸法：1,220mm×30m/1本
⾊ ：透明


