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外気温の変化で自動的に透明から梨地に無段階に変化します。
温度が高くなるとどんどん梨地が濃くなります。
夏だけなら梨地フィルムでもいいのですが、冬はやはり、たっぷり日光を入れたい！
その気持ちに正面から応えたフィルムが調光です。

調光に興味はあるけど、うちのハウスに
0.15mmは無理！そうおっしゃる
農家さんに朗報です。
右の図のように高温時の梨地度合いが調光
より少し弱いですが、温度に反応して変化す
る性質は全く同じです。
（黒線と赤線を比較してみて下さい。）
これも塗布型で流滴性が継続します。

左の寒い時の透明度合いを見て下さい。
ハウス内部が完全に見えています。
同じフィルムが夏になると右写真の様に白く変化します。

高温時の調光ハウスを内部から
見上げた写真です。

2018年夏の高知

夏は梨地／冬は透明

調光の0.1mm厚タイプ

オートマティックなオンリーワン！温度感応透明度変化型農ＰＯ！

塗布型農ＰＯ                                                                            0.15mm厚

塗布型農ＰＯ                                                                        0.1mm厚



昨今の異常気象、特に異常高温は農業経営
に甚大な被害を与えています。
果菜類の果実焼け、葉菜類の生育不良、更に
花卉（き）類の花弁焼け、さらに水稲育苗での
苗焼けなど。
調光は外気温の変化に合わせて透明度が変
化します。高温時には真直ぐ作物を照らす光
が自動的に散乱光に変化し、作物の‘体温（作
物温度）’が下がります。

７月末の高知市のトマトのサーモグラフです。
左が調光、右が透明フィルムです。
透明フィルムハウスでは梁（はり）や畝間が白く
写っており、温度が上がっています。
トマトの茎葉部の色から、調光ハウスの方がト
マトの‘体温（作物温度）’が低くなっていること
が分かります。

１月末の兵庫県加西市でのプランターでの
無加温栽培のサーモグラフです。プランター
の土の温度は、左側の調光区の方が高いこと
が分かります。
エネルギー資源に乏しい日本では冬期の暖
房を出来るだけ絞り、昼間の太陽光を最大限
に活用して温度と地温を上げようとします。

冬期も‘柔らかい’光になってしまう梨地フィルムでは、作物の温度と地温の上昇が緩慢になってしまうことが、
このサーモグラフで分かります。
太陽光を熱源としても重視する日本型の農業には、農ＰＯは、冬はやっぱり透明である方が有利です。

焼けの被害、お困りではありませんか

夏の調光

冬の調光

高温時は散乱光

低温時は透明が有利！

調　光 透明フィルム

調　光 梨地フィルム

収穫物を守ります 調光の効果①
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大曲2018年4月21日の 1日の気温変化
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梨地に変化！

突然の夏日にも安心突然の夏日にも安心
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ほぼ同じ場所から外を見てみると差は歴然！
調光では光を散乱させていて、外にある筈の鉄塔
がはっきり見えません。
外から来る光が散乱されている為です。
言わば ’すりガラス’のようになっています。

異常高温の実例をグラフでお示しし
ます。
急で大きな変化に対し人力で対応す
るのはかなり大変な作業です。
調光は温度が高まるに連れて白濁し
散乱光に変えて作物の被害を軽減
します。

2018年４月秋田県のアメダスデータからグラフ化。
左が一日の最高気温。右が特定日の温度変化。

調　光 透明フィルム

突然の温度上昇にも…

３月に初夏の陽気。５月に夏日。突然やってくる異常高温。
動けない作物に与えられた猶予はわずか３０分と言われています。
調光は外気温に自動的に反応して白濁し、散乱光に変えて作物に届ける為、被害が軽減される可能性が高まります。

わずか

30分

高温時にハウス内部から見ると

気温の変化を観察

わずか30分の出来事です 調光の効果②



透明フィルム下では葉焼けが
発生しています。
夏から秋に掛けては翌年の
春芽に向けて養分蓄積の大
事な時期です。
こうして‘エンジンが部分的に
損傷’してしまうと、翌年の春
芽の収穫に不安が残ります。

強い日差しと高温の中、透
明フィルム下では葉が痛め
つけられているのに対し、
調光下では健全な葉が展
開しています。

2018年9月末

2018年７月末

調　光 透明フィルム

調　光 透明フィルム

これらの作物に限らず、光合成産物を転流させて収穫物になる作物は、
高温期や突発的な高温で同様の被害を受けるようです。
調光は温度変化によって、オートマティックにフィルムの濁度が変化し、
散乱光度合いが変化するフィルムです。
高温時だけ作物に優しい散乱光に。それが調光です。

アスパラガスの場合佐 賀 県

メロンの場合高 知 県

作物にとって葉は光合成のエンジン。
エンジンが‘損傷‘すると作物へのエネルギー供給がダウンし、収量低下の恐れ。
調光は高温時のダメージを軽減します。

‘エンジン’焼けを防ぎます！ 調光の効果③

透明フィルム下では葉焼けが
発生しています。
夏から秋に掛けては翌年の
春芽に向けて養分蓄積の大
事な時期です。
こうして‘エンジンが部分的に
損傷’してしまうと、翌年の春
芽の収穫に不安が残ります。



芽の収穫に不安が残ります。

調光の原理

栽培上の注意

展張上の注意

温度によって光の屈折率が変化する物質と変化しない物質を
組み合わせている！
光が空気中から水中に進む場合、真直ぐ進まないことはご存知の通りです。
これは空気と水で光の屈折率が異なる為です。この現象は温度が変わっても同じです。
調光では温度が変わると屈折率が変わる物質と変わらない物質を組み合わせています。
これの為に調光は、低温では透明に近く、高温では白く濁って見えます。

調光は高温時には梨地調に変化する為、作物からの蒸散量が減少します。
土壌からの蒸発も緩やかになる為、透明フィルムと同じように潅水していると潅水過剰となる傾向があります。
良い栽培をする為には、同時期の透明フィルム下の栽培に比較して、潅水量を約２割減らす方が良いようです。
これは種々の条件で変化しますので、あくまでも参考値であり、作物の生育を見ながらご判断いただきたいと思います。

調光は天候が荒れる今の時代には不可欠な機能性フィルムであると自負していますが、お使いいただくに当り、
注意を必要とする部分があります。
調光は有効な機能を付加した影響で、従来の0.15mm厚農ＰＯより柔らかく、同じ感覚でお取り扱いいただくと
問題が発生することがあります。

ハウスバンドと擦れるサイド巻き上げや谷換気部分は高温時、常時オープンになっており、調光を使う意味があり
ません。こうしたか所はクリンアルファ２１を展張することをお勧めしております。

調光は0.15mm厚ですが、通常の透明0.15mm厚品と同じテンションで展張するとスプリング止め部分で傷が
入ることがあります。0.1mm厚フィルムを展張する感覚での展張をお願いします。
調光の特性をご理解いただき、
現代にピッタリの高機能農ＰＯ ’調光’ を是非お試しいただきたいと思います。

調光機能は失われない！
調光は三層構造を
採っています。
そして調光機能は真ん中の層
にあります。これらの物質はフィ
ルム外に逃げてしまうことがあ
りません。
フィルムとしての形がある限り、
温度変化に連動して散乱度合
が変化します。  

低温時の調光内部 高温時の調光内部
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東京営業部
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1-8
茅場町髙木ビル4階
Tel: 03- 6810-9683 Fax: 03- 6810-9684
大阪営業部
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町2-2-8
住化不動産道修町ビル７階
Tel: 06- 4256-4681 Fax: 06- 4256-4682

 

原反規格
銘柄 厚み(mm) 幅(cm) 長さ (m) 梱包単位(本)

加工品について

ご使用上の注意
フィルムには表裏があります。ハウスの外から文字が正しく読めるようにお張り下さい。
直射日光が当たる場所で束ねた状態で放置しますと融着する恐れがあります。
反射シートでカバーするなどして温度が上がらないようにして下さい。
硫黄の燻煙、燻蒸処理はフィルム劣化の恐れがあります。
全自動谷換気をご使用の場合、頻繁に開閉を行いますと、摩擦によりフィルムを破損する恐れ
があります。
塗布型フィルムでは流滴剤コーティング面（ハウス内面）を強く擦らないで下さい。

･
･
･
･
･

･

記載が無い銘柄、規格については代理店にお問い合わせ下さい。

掲載商品は全て対応致します｡広幅品についてはお問い合わせください。

クリンアルファ S

クリンアルファN

クリンアルファ２ １
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透明塗布型農ＰＯ 透明練込型農ＰＯ




