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遮熱断熱ガラスコート取り扱いを検討している企業様へ、初めにお読みください

知って得する省エネ情報

窓から省エネ
省エネガラスコートH-SC



遮熱断熱ガラスコート取り扱いを検討している企業様へ、初めにお読みください

現在、遮熱ガラスコートは、地球温暖化時代の建物ガラス張りビルの空調費20％～30％削減対策商品として、中国はじめ東南アジア、中東、
インド、アメリカ他世界中で注目を集めています。
特に、2011年3月11日に日本で起きた東日本大震災による福島原発事故後の電力不足問題以降、既存建物の窓ガラスへの遮熱・断熱対策が
一番省エネ効果が高い為、日本の遮熱・断熱ガラスコートが世界中から注目され、施工依頼が多くなっています。

遮熱・断熱ガラスコートは、現在、日本と中国に製造開発メーカーがあります。
しかし、各メーカー毎、カタログやインターネットでは、自社が一番と遮熱性能を謳っていますが、実際はどのメーカーの商品が一番優れているのか
判断がつきません。コスト面、性能面、施工面をあらゆる角度から比較検証して、一番優れている商品を選択し、営業展開、施工ビジネスとして新し
く事業をはじめることが重要となります。
節電ECOショップでは、今後の省エネ事業として、新しく遮熱・断熱ガラスコートをスタートされる企業の方に失敗なく、効率よく、事業スタートでき
るよう、導入のポイントをお教えします。
先ず一番重要なポイントとして、遮熱性能の比較になります。現在遮熱材料としては、ATOが中心で世界中販売されていますが、近赤外線の一
番暑く感じる所の遮熱カットが十分ではありません。赤道直下の日射の暑い所は、近赤外線カットが８0％～90%のが最適です。
一般的に使われているに使われている50％前後の近赤外線カットＡＴＯに対し圧倒的な遮熱効果が得られ、体感温度も抜群です。

現在MTO,CTOは、殆どの会社が材料コストが高いことと、開発が遅れている為、スケッチ以外は使っていません。1㎡の材料代で500円ぐらい
しかATOに対し価格が違わず、施工価格及び利益率にはほとんど影響しません。 施工したことによる空調費の省エネ率から見た償却期間も
遮熱性能が高い分、2～3年ATO施工時より早くなり、ATO入りガラスコートの施工会社との施工獲得競争には絶対に負けません。
又施工方法も節電ECOショップのローラー施工は、塗りムラが起きず、修正も簡単で遮熱性能もどこを測っても均一です。
特に３m以上の高さある大きい窓ガラスの施工では、他社ガラスコートでは施工が難しい為、絶対に有利になります。

世界30か国販売、施工面積100万㎡以上の世界ＮＯ，1 遮熱、断熱ガラスコートメーカー スケッチからのアドバイス
実際現場で競争すれば遮熱性能、数値、施工方法、施工後の仕上がり、全てにおいて100％スケッチ・節電ECOショップ商品がNO,1であること
は必ず証明できます。
節電ECOショップを知らない方、実際に施工を見たことがない方は、比較の仕様がない為、どうしてもATOを使ったメーカーの商品が一番だと
思ってしまいがちです。MTO, CTOがあることすら知らないメーカーがあります。今回、性能検査キットをご用意しましたので、事業をスタートする
前に必ず、各メーカー毎に性能チェックと施工チェックをして、それから契約をスタートして下さい。無駄な時間と投資がないよう充分ご注意下さい。

省エネガラスコートH-SC；法人建物向け1㎡10000円；５年償却プランの世界戦略を2020年1月よりスタート
冷暖ガラスシールド；トリプル遠赤コラボ用1㎡10000円；冷暖快適リノベーションとして2021年1月よりスタート
初めてビジネスに参画する方に、商品知識マスターから施工デモ、温度データどり、それに基づく収益シュミレーションの作り方、施工獲得まで世界
NO.1メーカーとして、サポート支援していきます。
まずは、WEBで最低限の商品知識、他社メーカーとの性能の違いをマスターした上で、契約を検討してください。



■夏季の電力対策の基本的な考え方

昼間の10時から16時までのピークカットは「空調」の節電対策が最優先

空調
42％

照明27％

OA機器８％

ショーケース
冷蔵庫６％

エレベーター
エスカレーター３％

その他
１４％

業務部門の１４時断面の需要構成

平成23年5月資源エネルギー庁(
東電管内の需要構造推計･業務部門)より

時間帯別電力需要（機器別）

空調のピークカット
10時～16時がポイント

■建物の熱の出入りは、
夏は窓ガラスから
73％が入ります

■建物の熱の出入りは、
冬は窓ガラスから
58％熱逃げします。

１、商品を知る。（商品特徴、メリット）

５)ビルの電気代で一番コストがかかるのは、空調費で、
全体の42％を占めます。その中でも夏場の10時～１６時
が一番コストがかかっています。
その為、このピーク時の空調費削減に最も効果的なのが
窓ガラスの遮熱・断熱対策になります。

14：00最大15度の温度差

コートなし
省エネガラスコートH-SC

1)既存建物の熱の出入りは、夏は窓から７3％太陽熱が入り、
冬は窓から58％暖房熱が逃げます。

＝窓ガラスの遮断熱対策が一番の空調費の省エネ対策。特に窓ガラス面が大き
いビルや商業施設は特に夏又は昼間、太陽熱が多く入ります。

２）夏場又は、昼間太陽熱が暑くなればなるほど、コートした面とコートなしで温度
差が大きくなります。

３）冬は、室内の暖房熱（遠赤外線）を90％以上カットする為、窓から熱逃げするの
を防ぎます。日中に太陽直射熱が室内に入った分の熱量は、 そのまま熱逃げせず、
保温効果で室温自体が２～３度高くなり、暖房設定温度も ２～３度下げることがで
きます。 省エネ効果20～30％の断熱効果があります。

４）コートすることにより、塗膜は撥水性が高くなる為、結露発生時の水ダレ抑止効
果があります。また塗布したガラス面は吸熱性が高く、ノーマルガラスより保温性が
上がる為、結露の発生自体を遅らせ、結露の引きも早くなります。
＝結露抑制効果50％以上

断熱ガラスコートによるピーク時カット

窓
７3％

外壁7％

屋根
11％

換気口6％

●窓から冷房時に外から熱が入ってくる割合

●暖房時に窓から熱逃げする割合

夏

冬



断熱ガラスコート商品の特徴

断
面
図
ガ
ラ
ス

室外 室内

日射
100％

直接透過
85.7％①直接反射

7.9％③

熱吸収
6.4％

流入熱量比
①＋②＝87.9％

除去熱量比合計
③＋④＝12..1％

吸収再放射
4.2％④

吸収再放射
2.2％②再透過

ガ
ラ
ス
断
面
図

室外 室内

流入熱量比
①＋②＝53.9％

除去熱量比合計
③＋④＝46.1％

２、夏の太陽熱の出入りと遮熱の仕組み

１）夏は太陽直射熱（近赤外線）を8０％以上カットし
、窓際で最大10度以上、室内温度は２～３度下がります。
＝空調費20～30％の省エネ対策。

２）省エネガラスコートH-SPをコートすると、可視光透過率はほとんど変わらず、
ＩＲ(近赤外線)を85%～９０％以上カットします。
ガラスのコート面で吸収して、吸収した熱の3分の2は、はいいてきた方向に再放射
します。太陽の直射熱は、窓着は10㎝のところで10度以上室温で2～3度カットし
ます。省エネ20～30％カット

３）)紫外線カットは99％で、特にオゾンホールのあるオーストラリアやニュージーラ
ンド、赤道直下で紫外線の強い東南アジア諸国等に最適です。色褪せ防止、シミ、
そばかす対策に最適。

断
熱
ガ
ラ
ス
コ
ー
ト

熱
吸収
61％

吸収再放射
40.6％ ④ 吸収再放射

25.4％②

再放射

日射
100％

直接透過
34％①

直接反射
5％③

ノーマルガラスの場合

夏



３、冬の断熱効果のメカニズム⇒結露防止機能について

外気温0℃
室温25℃外気温0℃

室内の暖房熱
熱逃げしない

熱移動の原理 ①熱は暑いところから寒いところへ移動します。
②熱は太陽直射熱（近赤外線）と輻射熱

・暖房熱（遠赤外線）の2種類あります。

《夜》
《夜》

①暖房を入れると窓際の温度が非常に低い為、室内の暖まった熱が窓から
熱逃げし、暖房が効きづらい。②更に室内の空気中の水分が冷たい窓に付着
することで、結露しやすくなる。

①暖房を入れると外気温と室温の温度差は大きくなるが、コーティング膜が熱吸収し、
吸収された熱の２/３が熱逃げしない為、暖房設定温度を下げても暖かい。
②窓際が施工前より暖かくなり、窓ガラスも暖房熱を吸熱している為保温効果で
空気中の水分が付着しても結露になりにくい。

室温23℃

窓際の寒いエリアも
拡大

エアコン
設定温度

エアコン
設定温度

窓
ガ
ラ
ス

断
熱
コ
ー
テ
ィ
ン
グ

熱逃げ

熱逃げ

熱逃げ

窓冷えが少なくなり、保温効果で結露抑制効果 山梨県中央市玉穂庁舎 冬の温度測定結果

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0
塗布した部屋

未塗布の部屋

夜間は、塗布した部屋
が暖かい＝断熱効果

日中は、塗布した部屋
が涼しい＝遮熱効果

施工前；熱逃げして寒い。結露がひどい。
施工後；保温効果で温かい



施工方法

1人1日施工可能面積

ガラス油膜とり作業

３ｍ大きい窓への施工

１㎡あたりの塗布量

使用している遮熱材料

赤外線カット率

施工トレーニング

その他

スポンジバー工法・スプレーガン工法

ローラー工法、垂れ流し工法

・関西ペイント＝アレスクールプラスウィンドウ

・石原産業＝STIR

・日本特殊塗料＝サーモバランス

・ダイフレックス＝UIシールド

・フォユー＝アットシールドクリア

・フミン＝フミンコート　　　　中国メーカー

・ECOP=クリスタルボンド

・アスクリン＝クールセーブ

・大光テクニカル＝エコガラスコート

15㎡～20㎡

　代表メーカー

スケッチ：ローラー工法

スケッチ関連；ECOショップ

一般販売用;ＨＯＴガードH-SP

メーカー施工用;省エネガラスコートH-SC

冷暖ガラスシールド

15㎡～20㎡

養生に時間がかかる。

塗布量が一定しない。膜厚が違う

必ず必要

難しい、塗り斑、タレが起きやすい

20～25g

ATO90％以上(一部ITO)

50％前後

時間がかかる

必ず必要

簡単、どこでも膜厚均一

25g

CTO・MTO

HOT 80％・省エネ・冷暖90%

1日(施工研修+現場研修）

施工性が良い

膜厚均一・剥離剤ありで塗り直しも簡単

人間が一番暑いと感じる近赤外線９00nｍを実際にどれくらいカットできているかを、スケッチ、ECOショップでは、施工しているガラスと、
施工していないガラスで測定できる光学特性器でチェックできます。この光学特性器を使って証明しているのは、スケッチ、ECOショップのみです。

4、他社ガラスコートとの比較



節電ECOショップ・スケッチ「省エネガラスコート」

Ecop「KB（クリスタルボンド）90」

石原産業「ST-IR21」

フミン「フミンコーティング」

環境省ETVに登録されています。詳しくは、http://www.env.go.jp/policy/etv/field/f05/p3.htmlで検索ください。

競合他社との遮熱性能。

最も暑いと
感じる波長域

紫外線 近赤外線

ATO

MTO・CTO
最高遮熱タイプ
世界NO,1商品
冷暖ガラスシールド

分
光
透
過
率
（
％
）

75％

50％

380㎚ 900㎚～1100㎚

遮熱性能の差

遮
熱
カ
ッ
ト
率

低

高

他社商品との違い ⑵性能 遮熱性能比較



7、他社ガラスコートとの比較 ：検査機器による性能比較を知る。

人間が一番暑いと感じる近赤外線９00nｍを実際にどれくらいカットできているかを、スケッチ、ECOショップでは、施工している
ガラスと、施工していないガラスで測定できる光学特性器でチェックできます。この光学特性器を使って証明しているのは、スケッチ、
ECOショップのみです。カタログ値と3%以内の赤外線カット率を保証はスケッチのみ。世界NO、1の性能保証。

検証方法 実際に施工したガラスでの効果検証方法について

◆スプリットタイプの光学特性機を使ってチェックする方法
この方法で実際に塗布したガラス面の表と裏にそれぞれ機械を挟んで、
挟まれたガラス面の紫外線・赤外線・可視光線透過率を計測できます。
この測定方法で、実際の施工での効果を検証できると共にサンプルガラスと
同じ性能を発揮しているかチェックできます。
当社省エネガラスコートH-SCはこのスプリットタイプの計測器で
測っても右記の通り、サンプルガラスとほぼ同様の性能を表示しています。

◆データロガー「サーモクロン」を使って温度測定する方法
データロガー「サーモクロン」は、温度測定したい箇所に設置するだけで、

0.1℃単位、10分単位～30分単位で時間の経過に合わせて設置した周辺温度を
計測できます。計測後、パソコンにデータを取り込むと、何時何分に何度の温度が
あったかグラフとして見ることができます。
その為、施工したガラスと未施工のガラスの内窓１０cm～１５cm離れた箇所にそれ
ぞれ設置し、1週間～２週間計測することで、未塗布箇所との温度差を実際の現場
で長期間データ取得することが可能になります。
また当社では実際のフィールドテストで他社ガラスコートと並べて温度測定した実績
があり、そのデータでも当社が一番遮熱効果が高いと評価
されました。

注意：温度計を鉄やステンレスで計測して、温度差が10度以上出ている
と掲載しているメーカーがありますが気を付けてください。
実際の温度差が出ないメーカーが良く使います。

スプリットタイプ
光学特性機

省エネガラスコートH-SCを塗布した実際のガラス
UVカット率99％、IRカット率90％、VL透過率70%

温度測定風景
データロガー
「サーモクロン」

簡易式温度測定
20℃

21℃

22℃

23℃

24℃

25℃

26℃

27℃

28℃

29℃

30℃

31℃

32℃

33℃

34℃

35℃

36℃

37℃

38℃

39℃

40℃

41℃

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

計測した温度グラフ

実測するのは当社だけ、嘘はつけません



17

8、他社商品との違い ⑵性能

Copyright © 2019 SKETCH CO.,LTD All Right Reserved

〈参考〉ノーマルガラス3mm

D社E:3mmガラス F社:3mmガラス

T社:3mmガラス

紫外線カット率 : 99.2%
赤外線カット率 : 28%
可視光透過率 : 88%

紫外線カット率 : 12%
赤外線カット率 : 16%
可視光透過率 : 92%

紫外線カット率 : 12%
赤外線カット率 : 17%
可視光透過率 : 92%

紫外線カット率 : 99.8%
赤外線カット率 : 31%
可視光透過率 : 86%

E社:6mmガラス

紫外線カット率 : 99.5%
赤外線カット率 : 43%
可視光透過率 : 85%

紫外線カット率 : 99.7%
赤外線カット率 : 91.4%
可視光透過率 : 70.4%

●各社のサンプルガラス計測値

冷暖ガラスシールド3mm

光学特性器による性能比較



9、 他社ガラスコートとの施工方法比較と遮熱性能比較

スポンジ工法 ガン吹き工法 垂れ流し工法

他社の工法

☆膜厚調整が塗布作業中不可（一発勝負で失敗できない）
☆膜厚の定量化は不可
☆剥離剤がない⇒塗り直しが大変

当社ローラー工法

☆膜厚調整が可能 塗りムラ・液ダレ防止
☆１㎡２５g～で必ず塗布⇒品質統一
☆専用の剥離剤による簡単、剥離万一の場合修正が容易

簡単
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温度測定グラフ ブルーがスケッチ商品

一番温度が低い

2011年4月他社ガラスコートとフィールドコンペで勝利。その後もコンペするたび勝利。
実際に他社比較されると決定的に性能差がわかり、施工受注が確実になります。

３社競合で、実際に4㎡の窓ガラスにコートして、4日間の温度データを取り、
スケッチが他の2社に温度差4度から6度近くの性能差を実証。
採用され3800㎡受注。



遮熱フィルムの安いもので１㎡1,500円～、施工代金を加えると１㎡５000円以上となります。

また、耐久性において５年から長いもので１０年が１つの交換基準です。

弊社、節電ガラスコートは上記に比べて断然コスト的には安く、耐久性が断熱＆ＵＶカット機能付きで１5年以上と全てに

おいて優れています。又、ノーマル板ガラスに施工する事によりLOE-Eガラスの効果が得られます。

１kg当たりの施工面積が幣社のコート剤は２5㎡施工することが出来、透明性が高く、塗りムラが起きず塗り直しが出来ること

が大きなメリットです。又性能面でも世界ナンバーワンです。赤外線カット85％～90%、UVカット99％

⑨飛散防止

①黄変・剥離 ②熱割れ ③景色のゆがみ ④景色の映り込み ⑤切れ目ライン ⑥傷つきやすさ ⑦型板ガラスへの施工 ⑧施工価格

フィルム例） フィルム例） フィルム例） フィルム例） フィルム例） フィルム例） フィルム例）

フィルム例）

高性能遮熱フィルム・クリアタイプの短所

①のりの劣化の為、耐久年数５年~７年で短い。

②熱割れしやすい。

③景色のゆがみが目立つ。

④夜は反射して映り込みし、夜景がみずらい。

⑤幅広ガラスにはつなぎ目が出る。

⑥表面硬度がH～２Hの為、傷つきやすい。

⑦型板ガラスには施工できない。

⑧１㎡施工価格15000円～で高い。

高性能遮熱フィルム・クリアタイプの長所

⑨飛散防止効果がある。

省エネガラスコートH-SCが優れていること

①フィルムの２倍以上の耐久性。

② フィルムより熱割れしにくい。

③景色のゆがみは殆どない。

④夜映り込みしない。

⑤ローラーでコートする為つなぎ目が出ない。

⑥表面硬度が4Hでつめで傷が付かない。

⑦型板ガラスにも施工できる。

⑧１㎡施工価格8800円で安い。

省エネガラスコートH-SPが劣っていること

⑨飛散防止効果がない。

フィルム例）

10，３Mの透明遮熱フィルムとの比較



11、他社ガラスコートとの比較 性能効果のチェック方法を学び、どれが一番か比較する。

実際にデモ施工して、各社カタログ、パンフレット通りの性能が出るかチェック及び比較する。
・サンプルガラスではインチキできる為、必ず実際１㎡以上のデモ施工することが一番重要なポイント。
・その上で実際に施工した窓ガラスに対し、スプリットタイプ光学特性器で赤外線カット率、可視光透過率、UVカット率を測り、比較する。
・塗りムラ、ヨレ、タレなど目視でチェック。
・温度測定器で塗布面と未塗布面を温度測定して実際の1日の温度を比較チェックする。（サーモクロン又はHLT-100BTを使用する。）
・赤外線ランプ、赤外線センサーで塗布面と未塗布面の温度差比較。

各種パンフレット事例

関西ペイント 日本特殊塗料 石原産業

施工した窓ガラスの性能をチェック

スプリットタイプ
光学特性機

しょうえねがらすこーとH-SPを塗布した実際のガラス
UVカット率99.6％、赤外線カット率85％、VL透過率71%

未塗布ガラス＝７８.1℃ 塗布ガラス＝50.5℃

温度測定風景 データロガー
「サーモクロン」

簡易式温度測定
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計測した温度グラフ

施工した窓ガラスの仕上がりをチェック

①塗布したガラスに機械を挟んで計測 ②ランプを当てて、中から温度測定器で実測

③サーモクロンで一定期間の温度測定し、比較

フミンコート；異物感が汚い

六本木・国立新美術館

スマートコート；液ダレがひどい

東京・木場・深川ギャザリア
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12、技術データ

Copyright © 2019 SKETCH CO.,LTD All Right Reserved

ガラスコートの成分にホルムアルデヒド含有なし

平成18年8月 財団法人日本食品分析センターによる分析試験

分　析　試　験　項　目 結　果 検　出　限　界 注１ 方　法

ホルムアルデヒド放散量 0.12mg/L 1 吸光光度法

注１、JIS K 5601‐4‐1：2003「塗料成分試験方法‐第4部：塗膜からの放散成分分析」
3.デシケータ法に準じて試験した。

平成１６年１０月 社団法人日本鉄道車両機械技術協会による試験

■材料燃焼試験 判定 不燃性

温度２０℃ 湿度７３％ アルコール燃焼時間 １分４５秒

着　火 なし 残　炎 ―
着　炎 なし 残じん ―

煙 なし 炭　化 変色６０ｍｍ

火　勢 ― 変　形 なし

アルコール燃焼中

　 備　考

アルコール燃焼後

平成１８年４月 株式会社高環境エンジニアリング
「コート剤耐候性試験報告書」

省エネガラスコートについて２５００時間（約１０年分に相当）にわたる
キセノンランプによる耐候試験を実施し、白濁等顕著な変化のない資料
について材料試験を行った。

試験内容
15cm*7.5cm のガラスを用意し、それぞれにコート剤を塗布、乾燥後に
試験に供した。試験装置はスガ試験機製サンシャインスーパーロングライフ
キセノンウェザーメ-タ-WEL-6XS-DC-BEC 型を用いた。
試験時間及び照射量は以下のとおりである。

照射時間：2580 時間(試料①）
照射エネルギー：2343255MJ/㎡(試料①）

試験結果
色・膜に変化は認められない。

■ホルムアルデヒド試験

平成25年度実施の試験結果

■環境省、環境技術実証事業ETV

省エネガラスコート

（HOTガード）

ETVにより、年間25～30％省エネが証明


