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コケなどの薄層緑化植物による
屋上・壁面緑化システム、
野菜による新しい屋内緑化の提案、
森づくり、水辺づくりを始め、
環境に配慮した景観資材の提供、
調査、環境イベントの企画等のサポート。

エスペックミックは生態学的観点から自然を研究し、
ソフト・ハード両面から社会に貢献できるよう取組んでいます。

私たちは自然環境を考慮した「本物」の環境を創造することにこだわっています。

事業メニュー

屋上緑化
（コケ・など薄層緑化 

システム、屋上菜園）

壁面緑化
（コケ・グリーンタワー）

屋内緑化

森づくり

景観資材

ビオトープ
水辺づくり

環境モニタリング／
環境コンサルティング

都市緑化
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緑化施設整備計画認定制度

ヒートアイランド現象

「ヒートアイランド現象」緩和の有効な手段として、
屋上や壁面の緑化が注目されています。

都市緑化の必要性

炭酸ガスの増加による地球温暖化など、地球規模の環境問題は日々深刻となっ
てきており、特に産業や人工物の集中する都市部では、その排出熱や太陽の放
射熱の蓄積により、地域的な昇温現象「ヒートアイランド現象」が起こってい
ます。

ヒートアイランド現象の緩和には緑化が有効ですが、公有地の緑化のみでは不
十分であり、新たに大規模な緑地公園を設けることは都市部において困難です。
そこで、注目されているのが屋上や壁面の緑化です。都市部には、緑化に適し
た広い屋上や壁面は十分にあります。また、屋上や壁面の緑化には断熱効果が
あり、冷暖房費削減による省エネ効果も期待できます。政策面からも「緑化施
設整備計画認定制度」により、民有地における屋上や壁面の緑化促進が支援さ
れています。

都市部の地表面の熱収支が、道路舗装や建築物などの増加
や冷暖房などの人工排熱の増加により変化し、都市部の気
温が郊外に比べて高くなる現象のことです。（右図参照）

ヒートアイランド 現象は、単に気温の上昇をまねくだけで
なく都市の天気にも影響を与えています。 近年、大都市で
は、夏に局地的な雷雲が発生し、突発的な激しい雷雨を降
らしています。その結果、道路が浸水し交通マヒを引き起
こしたり、落雷による停電、電子機器の破壊など、多方面
に多大な被害が出ています。これなども、ヒートアイラン
ド 現象が原因になっていると考えられてい ます。

都市におけるヒートアイランド現象の緩和、良好な自然的環境の創出を図るため、建築物の屋上、空地その他の屋外での緑化施設
の整備に関する緑化施設整備計画を市町村長が認定し、固定資産税の特例措置等の支援を行う制度です。

○対象となる緑化施設
「緑の基本計画」における「緑化重点地区」内の建築物の敷

地内（建築物の屋上、空地その他の屋外）において整備さ
れる緑化施設

○緑化施設を整備する建築物の敷地面積
緑化重点地区内（地区計画等緑化率条例によ り制限を受け

る区域を除く）では 500 ｍ２以上、緑化地域内及び地区計画
等緑化率条例によ り制限を受ける区域内では 300 ｍ２

　
○緑化面積の建築物の敷地面積に対する割合

緑化率：２０％以上

工場等からの排熱

人工排熱量の増加

緑地、水面の減少、
人工物、舗装面の増加

反射率の低下、地表面の熱吸収量の増加

地表面の高温化

地表面からの
水分蒸発量減少

地表面から大気への
熱輸送量増大

都市圏の
大気の高温化

輻
射
熱
の
増
大

反射率の低下、
放射冷却の減少

建物による熱
の吸収量増加

建物の高温化

エアコンの
使用増加

輻射熱の増加

■ヒートアイランド現象はどのようにして起こるか

■制度制定の背景

・既成市街地にお
ける緑の減少、
不足

・公有地の緑化の
みでは対応不十
分

緑化施設整備計画認
定制度の創設

認定計画に従って整
備された緑化施設に
ついて固定資産税の
軽減措置
（5年間、課税標準 1/2）

法改正

税法改正

現状 効果
・民有地において
緑化を行う者の
負担を軽減

・都市における緑
化を推進
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自然環境の創造を通じた CO2 削減

植栽後、5 年が経過した樹林では、１ha あたリ約 60t の CO2

を固定しています。同様の方法で創出された樹林は、15 年生
で約 165t、30 年生では約 572t の二酸化炭素を固定します。

エスベックミックでは、日本に元々ある自然の森の姿を指向
し、苗木を密植・混植する手法で、森づくりをお手伝いして
おります。植栽地周辺の植生や土壌などの環境を調査し、樹
種選定や土壌診断、植栽計画を立て、基盤造成工事及び植樹
を実践しています。

企業によるふるさとの森づくり

エスペックの神戸 R&D センターでは、1999 年から約１ha の
敷地におよそ 3 万本の苗を植栽しました。社員の手で植えら
れた苗木は、生き物の棲み処となり、木々によリ防音・防風
効果をもつ森となります。また、木々の生長とともに、大気
中の二酸化炭素を吸収・固定します。

コケによる CO2 の吸収

ポット苗の生育により固定吸収される CO2

①②は樹木の乾燥重量 ( 地上部現存量 ) の実測値から算出。
③は樹木の胸高直径と樹高を実測し、幹材積算出式と乾燥重量算出式を用いて
二酸化炭素固定量を推定。幹材積と乾燥重量算出式は、既知の式を複数検討。
③については、得られた推定値のうち、最高推定値と最低推定値を除いた推定
値の範囲を示している。
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コケ植物は「生き続ける化石」であり、全ての生態系の基
礎として重要な役目を果たしています。コケ植物は世界で
25,000 種程の種類が確認され、日本ではその一割程度の種類
が確認されています。それだけの種類があるコケの中には、
日の当たる場所でしか育たないコケもあります。

コケ植物は、腐蝕化の進行が極めてゆるやかであるため、光
合成により吸収した二酸化炭素を放出することなく、炭素の
固定化効率が非常に高いため（杉の 15 倍）、温暖化ガスの吸収、
削減効果が期待できます。

エスモスに使用しているスナゴケは、生育の本質的な要件と
して土壌を必要としません。乾燥に強く、水がない状態でも
“仮死状態” になるだけで、水分が供給されることによって即
座に生物活動を開始します。

①乾燥時のスナゴケの状況
　仮死状態で休眠する。

②保水時のスナゴケの状況
　最大８倍保水する。

③約 15 分で
　最大に保水したスナゴケの状況
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ビオトープの創出と環境教育・コンサルティング

エスペック神戸 R&D センターでは、森づくりと合わせてビオトープの創出を行いました。この空間は、地域の人々や社員の憩い
の場、環境教育の場として多くの人々に緑のやすらぎをもたらします。
エスペックミックでは、在来の植物を用いた自然生態系の保全・再生を目的としたビオトープ整備やビオトープを通じて行われる
企業の社会貢献活動、イベントの開催をお手伝いします。

都市緑化に関連した、各種調査研究、施設の設計・施工など環境保全業務に関わる各種の設備を、コンサルティング、ご提案して
います。

●生物多様な空間の創出
 ・植栽提案、計画の作成
 ・植栽基盤造成
 ・苗木・水辺等植物材料の生産、提供
 ・ビオトープ池の造成
 ・追跡調査と維持管理

●環境教育・イベント
 ・植樹祭のご提案

 ・子どもを対象とした自然観察会、勉強会

●カーボンオフセットに関するコンサルティング
 ・温室効果ガス排出量の測定
 ・樹木による二酸化炭素吸収量の測定
 ・温室効果ガス削減のためのコンサルティング

企業のビオトープの創出や森づくり、環境創造活動をサポート

里山づくり

砂漠緑化

海外

フロート式ろ過装置

湖沼

河川

ビオトープづくり

急斜面

マングローブ 森

多自然型護岸づくり

魚つき森 海

汚染土壌

汚染地下水

汚染土壌・地下水浄化

植物による浄化

ファイトレメディエーション

のり面緑化

赤土流出防止

アグリガラス

フィールド養液栽培装置

用水

水処理装置

汚水
浄化

排水処理装置

排水

田畑

農村

残渣

汚泥/糞尿

残渣

堆肥

コンポスト化施設

農業用水路の浄化

海面養殖

残飼料etc.の浄化

屋上の緑化

アトリウムの緑化

街路の緑化

オフィスビル

学校・病院 都市緑化

熱帯雨林再生

リサイクル利用

工　場

郷土の森づくり

ベストマンシステム

ベストマンアイランド

多自然型川づくり

ベストマンリベットメント

植物生産施設
植物試験研究施設

畜産施設

浄化

陸上養殖

バイオマスエネルギー

水産養殖施設水中の森

水質モニタリング

雨水

リサイクル利用

環境コンサルティング〈自然のもつ能力を生かした環境保全トータルシステムの提供〉
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屋上緑化

特　徴

都市を “砂漠化” から救う大きな手段となりうるもの、それが「エスモス」です。

軽い・薄い 土壌を使用していないため、軽く・薄く・扱いやすく、色々な場
面の緑化で利用できます。

ローメンテナンス 散水・刈込・施肥などのメンテナンスが原則不要で、維持管理に
かかるコストを低減できます。

施工が容易 50cm スクウェアのユニットを基本としているため、施工が楽に
行えます。

高品質 植物工場技術を応用し、管理された環境で一貫生産しているので、
高品質なコケを供給できます。

CO2 を吸収・固定 コケは腐食化の進行が緩やかなため、光合成により吸収した CO2

を放出することなく、固定化します。

省エネ効果 エスモスは断熱効果があり、空調効率の向上による省エネ・防音
効果が期待できます。

商品ラインナップ
エスモスには、屋上緑化用のエスモス ルーフと壁面・屋
根用のエスモス ウォールとがあります。エスモス ルーフ
は植生立体マットと基盤材＋保水マットで構成され、エス
モス ウォールはさらに表面をネット加工しています。

いずれも、土を使わないために非常に軽量で、専用の金具
を使用した簡単な工法で施工できます。しかもメンテナン
スフリーで、潅水・刈り込み・除草などの必要がほとんど
ありません。

スナゴケ

トレイ※1
約 50cm

約 50cm

水抜き穴
植生立体マット＋
基盤材＋保水マット

■ユニット構造（エスモス ルーフ）

○エスモス ルーフ・ESM-R
型番 ESM-R3000 ESM-R4000

植栽種 スナゴケ
育成率 50 〜 70% 80 〜 100%

構　成
植生立体マット ポリプロピレン

基盤材 紙など
保水マット 不織布など

寸法※ 1, ※ 2 50 × 50 × H1.5cm（標準サイズ）

重　量
（１枚）

乾燥時 約 0.5kg 約 1.0kg
湿潤時 約 2kg 約 4kg

○エスモス ウォール・ESM-W
型番 ESM-W1500

植栽種 スナゴケ

育成率 50 〜 70%

構　成

植生立体マット ポリプロピレン

基盤材 紙など

保水マット 不織布など

寸法※ 1, ※ 2 50 × 50 × H2.0cm（標準サイズ）
1000 × 2000 × H2.0cm（最大サイズ）

重量（１枚）
乾燥時 約 0.5 〜 1.5kg

湿潤時 約 2 〜 6kg

※ 1  トレイは別途となります。
※ 2  異形サイズにも対応できます。

置き敷き用トレイ入り 屋根用トレイ入り

R-4000

R-3000

W-1500

■ラインナップ

エスモス（コケによる薄層緑化システム）
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施工例 
○屋上
屋上は施工しやすく、憩いの場所として利用可能な
ことから、建物の緑化場所として最適と考えられま
す。エスモスなら、工場や商業施設、公共施設はも
とより、マンションや一般住宅の屋上も簡単に緑化
することが可能です。

施工前 施工後

○屋根
2004 年の工場立地法の緩和策により、敷地面積に対
する緑地面積の割合に屋上や壁面の緑化面積も緑地
として算入できるようになりました。これにより、
工場施設、特に屋根の緑化に関心が集まっています。

工場の屋根には折板屋根が多く使用されています。
しかし、一般的な鋼製折板屋根の表面温度は夏期で
は 60 〜 80℃程度にもなり、環境への負荷が非常に
大きくなります。折板屋根を緑化した場合、屋根の
表面温度は夏期でも 30 〜 35℃程度でにとどまり、
室内環境の大きな改善になると同時に、省エネ効果
も期待できます。

○壁面
工場立地法の緩和策により、壁面の緑化面積も緑
地に算入可能となりました。エスモスは、従来工
法では難しかった壁面の緑化も可能ですので、新
しい緑化場所として壁面を有効に活用できます。

○庭園
エスモスを自由にカットし庭づくりに使用するこ
とで、コケ庭園が創出されます。

施工前 施工後

施工前 施工後

施工前 施工後

マンション駐車場折板屋根 住宅傾斜屋根
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屋上緑化

特　徴

主な仕様ユニット構造

セダムを利用した薄層緑化システム、ローメンテナンスで施工も簡単。

※ 1 セダムは、山岳地の岩場の吹きだまりなど , 他の植物が成育できないわずかな土壌でも成育する多肉植物です。乾燥に強く日本にも多く自生しています。
※ 2  基本的には植栽を踏むことはできません。歩行用デッキを組み合わせてデザインさせていただきます。

セダムルーフユニットでは、植栽するセダム※ 1 にメキシコマンネングサを利用しています。メキシコマンネングサは、１年を通じ
て光沢ある黄緑色に色づき、背丈は 10 〜 20cm、5 〜 6 月に黄色い花を咲かせます。そこにはエスモスで使用するスナゴケとは違っ
た趣があり、併せて利用することで、変化に富んだ屋上緑化が可能になります。

●軽量で設置も簡単
ユニット１枚は 50cm 四方で、重量も乾燥時 5kg、湿潤時約
7kg と軽量となっており、持ち運びも容易です。

●優れた施工性
屋上などにユニットを並べ固定するだけで設置は OK。手間が
かからず短時間で施工できます。

●緑化管理がほとんど不要
セダムは乾燥に強く灌水も簡単なもので十分です。除草も含め
て管理の手間もほとんどかかりません。また、植生マットの交
換も容易にできます。

近年私たちの身の回りには日本在来の草本群落と呼べるような草原が急速に
減少していっています。万葉に謳われた野草をはじめとした懐かしく可憐な
花々が混生し、蝶や鳥が好んで訪れるチガヤ草原。
そんな「はらっぱ」を都市に、屋上に創出させます。

在来野草チガヤによる緑化（チガヤ草原の創出）

セダム（メキシコマンネングサ）
植生マット＋土壌

客土

トレイ（ポリプロピレン）

50cm

50cm

水抜き穴

型番 S-2000

植栽種 セダム※ 1（メキシコマンネングサ）

ユニット寸法 50 × 50 × H6cm（トレイ厚 4cm）

工　法
置き敷き工法※ 2

インシュロックによるトレイ間結束、 
又はトレイ接着（飛散防止）

重　量 約 30kg/m2（湿潤時）【乾燥時約 5kg（１枚あたり）】

出荷条件 繁茂率 50％以上

管
　
理

灌　水 簡易自動潅水 除　草 年１〜２回程度

刈　込 年１〜２回程度 施　肥 年１〜２回程度

目　土 刈込み時に行う（少量） 開　花 4 〜 6 月 
（種類による異なる）

用　途 屋上緑化

○チガヤマット　W0.58 × L1.8m ○ルートボールミニ　Φ約 2cm

セダム（セダムによる薄層緑化システム）／チガヤ草原
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壁面緑化

都市のヒートアイランド現象の緩和に有効です。
壁面緑化がすぐにできるグリーンタワー用に仕立てた長尺のつる性植物です。

特　徴
●つるの長さが 2.5m あり、広範囲の緑化がすぐにできます。

●栽培品種は多数ご用意しておりますので、用途や好みに合
わせてお選びいただけます。

樹種名 つる長 コンテナ径
（cm）

備考

キウイ 2.5 18 巻つき
アケビ 2.5 15 巻つき
ビグノニア　カプレオラータ 2.5 15 巻つき
ノウゼンカズラ 2.5 15 吸着
ツルウメモドキ 2.5 15 巻つき
クレマチス　アーマンディ 2.0 15 巻つき
カロライナジャスミン 2.5 15 巻つき
ヘデラ　カナリエンシス 2.0 15 下垂
ヘデラ　ヘリックス 2.0 15 下垂
ハゴロモジャスミン 2.5 15 巻つき
ビナンカズラ 2.5 15 巻つき
スイカズラ 2.5 15 巻つき
斑入スイカズラ 2.5 15 巻つき
ツキヌキニンドウ 2.5 15 巻つき
ナツユキカズラ 2.5 15 巻つき
モッコウバラ 2.0 15 絡みつき
ツルハナナス 2.5 15 巻つき
ムベ 2.5 15 巻つき
テイカカズラ 2.5 15 巻つき
ニシキテイカ 2.5 15 下垂

■長尺仕立規格品

プランタ・プランター
壁面緑化に最適な、水やりの手間を省ける栽培用トレイ（プランター）です。

○仕組み

⑤培養土

③給水シート

④防根シート

② 栽培容器

① 給水用プランター 

水
（給水用）

つる植物による壁面緑化（グリーンタワー）

イメージ

イメージ
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自然植生を目指した森をつくることで、次世代のために環境を守っていきます。

森づくり

当社が長年追求している「幼苗植栽手法による郷土の森づく
り」は自然復元を目的とし、潜在自然植生のデータを基に樹
種を選定し、自然植生を目指した森を造ることを基本として
います。この植生学的知見による森づくりは、計画する土地
に対して持続し安定した「地域の自然の森」「極相林」「潜在
自然植生」を考慮した緑化計画です。その土地固有の森づく
りを樹木の幼苗により行うこの植栽手法は、特に海岸埋め立
て地や造成地のような環境条件の厳しい地域や大規模面積の
緑化、斜面の樹林化において効果的な手法です。

幼
苗
植
栽
手
法
の
特
徴

活着率が高い

植栽時間の幅が広い

廉価な施工価格

施工が容易

法面の緑化

公園の緑化

私たちは、森づくりが単に樹林帯をつ
くるばかりでなく、土地利用の少ない
法面に適応可能であることを実証して
きました。

2005 年の愛知万博は、環境博と言われ
るぐらい環境に配慮された博覧会でし
た。開催前に作られた会場へのアクセ
ス道路についても、法面をいかに早く
自然に戻すかが検討事項に挙げられま
した。私たちは、事前に近隣の森から
種子を採取し、その地域の遺伝子を持
つ苗木を作り植栽しました。ここでも、
幼苗植栽の技術が生かされています。

愛知県一宮市で行われた植樹祭では、
4000 人にのぼる市民が参加しました。

植栽当時、高さ 50cm ほどであった苗
木も、今では 10m を超えている木々も
あり、豊かな森を形成するにいたって
います。毎日多くの市民が、癒しの空
間として利用しています。

植栽基盤造成

植栽直後 ２年後

植樹祭の様子

植栽前 ９年後

郷土の森づくり
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企業による緑化

私たちは、企業の社会的責任（CSR）、または社員の環境教育の視点にたって、これまでの景観重視の造園的な緑化とは異なった角
度からも森づくりを提案・サポートすることで、企業の環境に対する啓発活動を応援しています。

○Ｎ社　グリーンプロジェクト
大阪市大正区に約 74ha という広大な敷地
を構えるＮ社において平成 17 年より継続
して社員自らの手により 3 万本を越す苗
木が植栽されました。騒音の吸収、粉塵の
吸着、防火壁、CO2 の吸収固定など鬱蒼
とした樹木で構成された森を工場内に創出
させることはとても機能的な緑化といえま
す。
大阪湾の埋立地大正区に新しい「森」が誕
生します。

○ JA 共済　るふさとの森づくり
大切なふるさとの自然を守り育てたい、そ
うした願いから、兵庫県内各地に木を植え
る「ふるさとの森づくり」活動が JA 共済（全
国共済農業協同組合連合会）主催により平
成 17 年 6 月にスタートしました。第 1 回
目の植樹祭は兵庫県加古郡播磨町で実施さ
れ、その後平成 20 年 9 月までに県内 5 箇所、
合計で約 2 万 5 千本の苗木植栽による「ふ
るさとの森づくり」が展開されています。

防災林を提供する

樹林帯は地震による二次災害の火災の
拡大を防止し、また避難場所として機
能します。阪神大震災二次災害鎮火直
後の調査によると、火事が焼け止まっ
た地点は道路および樹木が植栽された
公園であったと言う報告があります。
樹林帯は火災の熱と風を遮り、さらに
着火飛来物を防ぎます。関東大震災の
例ではスダジイ、タブノキの樹林帯に
非難した人々２０，０００人が火災から
守られました。
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水辺本来の植生復元を目指し、護岸機能・水質浄化機能を持った植物群落を創出します。

ビオトープ

商品ラインナップ

ベストマンシステムとは、水生植物を活用した水辺緑化システムで、自然環境復元・植生護岸の作成・水質浄化を目的にしていま
す。エスペックミックでは、これらに関わる技術コンサルティングと植物製品の提供、販売を行っています。

小型植生浮島

施工直後施工直後 施工後半年施工後 1 年

●水際での植生工が困難な場合やため池・公園内修景池の水
面緑化において浮島は効果的に機能します。「小型植生浮島」
はアゼスゲ植栽育成済み製品であるため現地での設置作業
手間が少なく、早期・確実に自然景観に近い水面緑化を図
ることができます。

　岸辺から離れた水面に浮かぶ「小型植生浮島」はカメや水
鳥たちの絶好の休息・営巣の場としても活躍します。

ベ
ス
ト
マ
ン
シ
ス
テ
ム
（
植
物
に
よ
る
多
自
然
型
川
づ
く
り
）

植生護岸

水質浄化

生物の生息空間

景観形成

製品・技術サポート 植物製品

ベストマン  ロール ベストマン  チガヤマット ベストマン  ルートボール

ベストマン  アイランド ベステック  リベットメント

水辺づくり（ベストマンシステム）
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景観資材

こんなところでも「地球にやさしい」製品が活躍しています。
土鋪装
土鋪装は、自然景観とのマッチングに優れていることから、散策道や河川敷での実績が多くあります。水路の護岸としても最適で、
冠水しても割れたり崩れたりすることがありません。成分も安全なものを使用しているので、有害物質が流失する恐れもなく、完
全にリサイクル可能な鋪装です。

●リ・アース工法の特徴
保水性・通気性 ・ヒートアイランド化を防ぐ打ち水効果を発揮します。
透水性 ・降雨時でも水たまり、ぬかるみができません。
耐久性 ・耐摩耗性に優れ、削れによる砂埃がほとんど発生しません。

・高圧縮強度を保持し、表面のひび割れ、剥離を起こしません。
・無着色のため、褪色しません。

美観性 ・土の自然色をそのまま生かしているため景観を損ないません。
安全性 ・混和材には、FC 剤を使用しているため動植物に無害です。

・有害な着色料を全く使用しないために、環境を汚染しません。
リサイクル性 ・繰返し再生可能で、施工時も廃棄物ゼロの完全リサイクル材

です。

●施工例

三重県名張市施工状況

岐阜県各務原市 階　　段

土舗装
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リーフシェルフ

屋内緑化
リーフシェルフ

屋内緑化の事例

ビルのロビーやオフィス、店舗内などに野菜や花を使った新しい屋内緑化を提案します。

●観葉植物に替えて、野菜を使った手軽に屋内緑化を行う棚（リーフシェルフ）です。
●オフィスやロビー、飲食店舗からご家庭まで手軽に水耕栽培による屋内での野菜

づくりができ、見る楽しみ、育てる楽しみ、食べる楽しみの３つの楽しみを体験
できます。

●リーフシェルフは、W900 の標準タイプから、設置場所にあわせたカスタム設計
も行っています。

●装置と合わせて、野菜の供給も行っています（カップリーフ、装置本体と別途）

●光源はお客様のご要望に合わせて各種ご用意いたします。
●対応できる光源は、蛍光ランプ、スリム蛍光ランプ、LED（RGB）などです。

 栽培できる野菜：葉菜類、ハーブ類など

コスレタス レッドリーフ イチゴ

LED 赤（R) LED 緑（G） LED 青（B）
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屋内緑化

アグリガラス（アトリウム用ガラス）
「アグリガラス」は、独自に開発した当社オリジナルの植物用ガラスです。温度上昇の原因となる赤外線を大幅にカットしながらも、

植物の光合成に必要な光と生育に必要な紫外線を透過します。ホテルや大規模商業施設、オフィスビル、マンションのエントラン
ス等に設けられるアトリウムやサンルーフに最適です。樹木や花々が咲き乱れる、緑あふれる空間を創出できます。

●熱負荷となる赤外線を大幅にカット
植物の光合成に必要な 400 〜 700nm の可視光域の光を通しな
がら、熱負荷となる近赤外線や遠赤外線を大幅にカットするこ
とで植物の生育に最適な光環境をつくりだします。

●植物の生育に必要な紫外線を透過
植物の生育に必要な UV-A 領域（320 〜 400nm）の紫外線を透
過させ、植物の生育を高めます。

●既存の温室ガラスの張り替えにも対応
通常のフロートガラスと同じ厚みなので、新設から既存施設の
ガラスの張り替えにもお応えしています。

寒冷紗

夏期のガラス  アトリウム

太陽光

寒冷紗により光量低下

夏期のアグリガラス  アトリウム

太陽光 赤外線

可視光線はガラス
なみに透過

熱負荷となる赤外線は
大幅カット

アグリガラスに替えると

●寒冷紗は不要。遮光しない
ため徒長を抑制します。

●地温はガラスアトリウムより
約 10℃下がります。

●空調コストを約 30％低減で
きます。

●冬期は保温効果があります。

アグリガラスの効果

アグリガラスの飛散防止効果アグリガラスの分光透過率

アグリガラス（アトリウム）

アグリガラスを使ったガラスハウスの事例
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アグリガラス

熱線吸収板ガラス

フロートガラス

波長 nｍ

※ガラスの厚み3mm
透過率％

○通常ガラス ○アグリガラス

飛散

特殊
フィルム



●このカタログは2010年11月現在のものです。 

大阪オフィス／アグリ事業部
530-8550
大阪市北区天神橋3-5-6
Tel:06-6358-4855　Fax:06-6358-4856

本社（愛知）
Tel:0587-95-6369　Fax:0587-474-6719

東京
Tel:03-5643-0305　Fax:03-5643-0307

福岡
Tel:092-433-3791　Fax:092-474-3500

和泉ラボ
Tel:072-275-7895　Fax:072-275-7894


