
１．はじめに

　東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化
し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意
識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、
持続可能で活力ある国土づくりを推進することが益々重
要な課題となっており、省エネルギー対策を推進するた
めの制度等が年々、増加している１）。
　建築外皮の遮熱性能及び断熱性能に係る主な制度は、
経済産業省エネルギー庁が実施している「トップラン
ナー制度」と国土交通省が実施している「住宅の品質確
保の促進等に関する法律（通称：品確法）」の中の「住
宅性能表示制度」である。
　トップランナー制度は、エネルギーを消費する機械器
具が対象であったが、今般、自らエネルギーを消費しな
くても、住宅・ビルや他の機器等のエネルギーの消費効
率の向上させる製品（窓、断熱材等）に対して新たにトッ
プランナー制度の対象として追加された。
　品確法の中の「住宅性能表示制度」は、新築の場合、
10分野 32項目の評価項目があり、それぞれの項目につ
いて等級や数値で評価されている（等級が高いほど性能
が高い）。住宅の省エネルギー性能は、評価項目の中の「温
熱環境」という項目で、１～４等級（段階）の省エネル
ギー性能評価が行われ、最上級が４等級（平成 25年度
基準相当）になっている２）。
　例えば、「住宅性能表示制度」の中で断熱等性能等級
を求める場合、外皮平均熱貫流率 (UA値 )、平均日射熱
取得率（η A値）を用いる。平成 25年改正省エネルギー
基準の建築外皮の性能基準を表 -1に示す。
　日射熱取得率や熱貫流率を測定するために、窓や断熱
材等については、下記の JIS規格が制定されている。
　・JIS A 1493:2014 窓及びドアの熱性能－日射熱取得
　　率の測定
　・JIS A 2103:2014窓及びドアの熱性能－日射熱取得

　　率の計算
　・JIS A 4710:2015 建具の断熱性試験方法
　・JIS A 2102-1:2015 窓及びドアの熱性能－熱貫流率
　　の計算－第 1部：一般
　・JIS A 2102-2:2011 窓及びドアの熱性能－熱貫流率
　　の計算－第 2部：フレームの数値計算方法
　・JIS R 3106:1998 板ガラス類の透過率・反射率・放
　　射率・日射熱取得率の試験方法
　・JIS R 3107:1998板ガラス類の熱抵抗及び建築にお
　　ける熱貫流率の算定方法

注記　日射熱取得率とは、窓ガラス面に垂直に入射する
　　　日射について、ガラス部分を透過する日射の放射
　　　束と、ガラスに吸収されて室内側に伝達される熱
　　　流束との和の、入射する日射の放射束に対する比。

　最近では遮熱性能に着目した機能性塗料（遮熱塗料）
の製造及び販売が伸長しており、遮熱塗料を代表する高
日射反射率塗料には、下記の JIS規格がある。
　・JIS K 5602:2008 塗膜の日射反射率の求め方
　・JIS K 5675:2011 屋根用高日射反射率塗料
　遮熱塗料には、反射機能（日射反射率）による熱線吸
収抑制のほかに、断熱機能による熱伝導抑制、放射機能
による熱放出などを特徴とするものがある。上記２規格
は、遮熱性能の中の反射機能による熱線吸収抑制のみを
測定及び評価しており、塗料のすべての遮熱性能を定量
的に熱エネルギー量で評価することができない。そのた
め、メーカーは表面温度、室内温度、エアコンの消費電
力量などの独自基準による遮熱性能評価を行っている現
状にあり、ユーザーの製品選択に際して遮熱性能を判断
する共通の指標がない。これらの評価方法は、試験方法
が互いに異なるため、評価結果を横並びで比較すること
ができなかった。

表 -1　平成 25 年改正省エネルギー基準の建築外皮の性能基準

地域区分 1 2 3 4 5 6 7 8

UA値 0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87 -

η A値 - - - - 3.0 2.8 2.7 3.2
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　ユーザーが製品を選択するにあたって、熱性能を総合
的に評価するための指標がないことは大きな問題であ
り、標準化された指標を確立することは、この種の塗料
の利用拡大に向けての課題であった。
　そこで、総合的に熱性能を評価する試みとして、平成
24年度に実施した「塗料の省エネルギー性能評価方法
調査」３）では、遮熱塗料を熱流量（熱エネルギー :W/㎡）
で評価することができた。しかし、測定値の変動が大き
く、精度の点で問題があった。このため、この測定方法
の信頼性を改善することが要望されていた。
　平成 25年度からは平成 24年度「塗料の省エネルギー
性能評価方法調査」をもとに、一般社団法人 日本塗料
工業会と共同で測定方法の信頼性の改善を行った。測定
装置を改良することで、熱流量測定の精度及び信頼性が
十分にあり、反射機能だけでなく、断熱機能および放射
機能を含めた熱移動に関する遮熱機能を総合的に評価で
きることがわかった。
　本報は、窓及びドアの熱性能の JIS規格を参考にして、
一般社団法人 日本塗料工業会規格 (JPMS)化及び JIS規
格化に向けて、日塗工と共同で開発した塗膜の熱性能測
定装置を用いて、塗膜を通過する熱流量及び日射熱取得
率を求めるために行っている内容のうち、測定装置、測
定原理及び熱収支理論計算について報告する。熱収支理
論計算は、本測定装置の実測値と理論値との整合性を図
るために検討したものである。
　また、一般社団法人　日本建材・住宅設備産業協会か
らの「平成 26年度エネルギー使用合理化国際標準化推
進事業委託費（省エネルギー等国際標準共同研究開発・
普及基盤構築事業 グリーン建材・設備製品に関する国
際標準化・普及基盤構築）」の受託試験で遮熱塗料を建
材実部材に塗装した試験体の熱性能測定結果についても
報告する。

２．塗膜の遮熱性能　JPMS 化に向けての測定方法及び

　　装置の開発

　遮熱性能の発現機能に拘わらず多様な遮熱塗料を横並

びで評価するため、下記の照射日射がある場合の試験体
を通過する熱流量の測定を行った。塗膜の熱性能測定モ
デルを図 -1に示す。

2.1 塗膜の熱性能測定装置の改良点及び全体構成

　熱流量測定の精度を向上させるため、平成 25年度に
開発した遮熱塗料における熱性能測定装置について、更
なる改良を行った。改良点を次に示す。
　①屋外側高透過ガラスの放射熱伝達率を制御するため
　　に、屋外側流路の日射装置側に外側流路を設置し、
　　屋外側高透過ガラスの温度上昇を抑制する。
　②試験体裏面温度の制御を精度よく行うために、室内
　　側流路をヒートシンク（加熱・冷却板）に変更した。

　上記の改良を行った熱性能測定装置の全体構成を図
-2、環境条件を表 -2に示す。なお、測定装置は、日射
照射装置、恒温室及び計測箱によって構成する。

 

2.2 測定原理

2.2.1 一般

　塗膜の日射熱取得率の測定は，二つの段階によって行
う。第１段階は，照射日射がある場合に試験体を通して
計測ユニットに流れる熱量（照射日射取得熱量＋試験体
の内外温度差によって試験体を通過する熱量）の測定で
ある。第２段階は，試験体の内外温度差によって通過す
る熱量の測定である。照射日射熱量は，測定において試図 -1　塗膜の熱性能測定モデル

図 -2　測定装置の全体構成

表 -2　環境条件

項目 夏期条件

室温 θin　　　　　　　　　℃   25

外気温 θex　　　　　　  　 ℃   35

屋外側表面熱伝達率 hex　　 W/(m2･K)   14

照射日射強度 ISolar　　　　 W/m2 1000
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験体直前の放射強度計によって決定する。照射日射取得
熱量は，第１段階で測定した熱量と第 2段階で測定した
試験体の内外温度差によって試験体を通過する熱量との
差として決定する。塗膜の日射熱取得率（η）（日射侵
入率と同義）は，照射日射取得熱量の照射日射熱量に対
する比であるから，式 (1)によって求められる。

　η =          ・・・・・・・・・・・・(1)

　　　ここに， Q Gain： 照射日射取得熱量（Ｗ）
 Q Solar： 照射日射熱量（Ｗ）

　照射日射によって生じる熱伝達率の変化等の影響は，
全て日射熱取得率に含まれるものとする。

2.2.2 日射取得熱量の測定

　照射日射がある場合に測定する試験体の熱量の内訳
を，図 -3に示す。

Qc   ：加熱 ･冷却板によって付加又は除去される熱量
Q Gain ：照射日射取得熱量
Q Solar ：照射日射熱量
Q w   ：照射日射がある場合の試験体の内外温度差に 

 　よって通過する熱量

注記　図 -3は，室内側空気温度より屋外側空気温度が
　　　高い夏期条件の場合を示している。冬期条件の場
　　　合は，計測ユニット内外の温度が逆転するため試
　　　験体及び屋外側の仕切板の貫流熱流方向が逆にな
　　　る。

　照射日射熱量（Q Solar）は，式 (2)によって求められる
　（図 -3参照）。

　Q Solar = I Solar × Aw　　　　・・・・・・・・・・・・・(2)

　　　ここに，I Solar：照射強度（W/㎡）
　　　　　　　   Aw ： 試験体面積（㎡）

 照射日射取得熱量（Q Gain）（図 -3参照）は，照射日射
がある場合に試験体を通して計測ユニットに流れる熱量
（QC）と試験体の内外温度差によって試験体を通過する
熱量（Qw）との差であるから，式 (3)によって求められる。

　Q Gain =QC － Qw　　　　・・・・・・・・・・・・・(3)

　　　ここに，  QC ： 加熱 ･冷却板によって付加又は除
　　　　　　　　  去される熱量（W）
     　　　　　Qw ： 照射日射がある場合の試験体の内 

  外温度差によって通過する熱量（W）

2.3 試験体を通過する熱量の熱収支理論計算式

　照射日射がない場合および照射日射がある場合に試験
体を通過する熱量（熱流量）について、熱収支理論計算
式を式 (4)～ (18)に示す。

2.3.1 照射日射がない場合に試験体を通過する熱量

　照射日射がない場合に試験体を通過する熱量の内訳を
図 -4及び式 (4)に示す。

Q’A ： 照射日射がない場合に試験体を通過する熱量 (W)

Q’B ： 試験体表面での対流熱伝達による熱移動 (W)

Q’C ： 試験体，バッフル板，屋外流路の各面から射出及
　　 び反射された長波放射の内、試験体に吸収される 

  熱量 (W)

Q’D ：試験体から長波放射で射出される熱量 (W)

図 -3　照射日射がある場合に測定する
試験体の熱量の内訳

図 -4　照射日射がない場合に試験体を通過する
熱量の内訳
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　Q’A = Q’B+ Q’C - Q’D　　　　・・・・・・・・・・・・・(4)

⑴　試験体表面での対流熱伝達による熱移動

　Q’B= Ap×h’ex×(θ’ex -θ’p)　　　  ・ ・・・・・・・・・・(5)

　　　ここに，Q’B： 試験体の対流熱伝達による熱量 (W)

　　　　　　　Ap ： 試験体の面積（㎡）
　　　　　　　h’ex ： 屋外側対流熱伝達率 W/（㎡ ･K)
　　　　　　　θ’ex ： 屋外側空気温度 (℃ )

　　　　　　　θ’p ： 塗膜の表面温度 (℃ )

⑵　試験体，バッフル板，屋外流路の各面から射出及び
　　反射された長波放射の内、試験体に吸収される熱量

　Q’C,1= Ap× αp × εp × σ × (θ’p+273.15)4　　・・・・・・・・・(6)

　Q’C,2= Ag× αg × εg × σ × (θ’g+273.15)4　　・・・・・・・・・(7)

　Q’C,3= As× αs × εs × σ × (θ’s+273.15)4　　・・・・・・・・・(8)

　Q’C  =QC,1 + QC,2 + QC,3　　 　　　・・・・・・・・・・(9)

　　　ここに，Q’C ： 試験体，バッフル板，屋外流路の 

  各面から射出及び反射された長波 

  放射の内、試験体に吸収される熱 

  量 (W)

　　　　　　　　αp ： 塗膜の放射吸収係数
　　　　　　　　αg ： 高透過ガラスの放射吸収係数
　　　　　　　　αs ： 屋外側流路側面の放射吸収係数
　　　　　　　　Ap ： 試験体の面積（㎡）
　　　　　　　　Ag ： 高透過ガラスの面積（㎡）
　　　　　　　　As ： 外側流路側面の面積（㎡）
　　　　　　　　εp ： 塗膜の修正放射率
　　　　　　　　εg ： 高透過ガラスの修正放射率
　　　　　　　　εs ： 高透過ガラスの修正放射率
　　　　　　　  θ’p ： 塗膜の表面温度 (℃ )

　　　　　　　  θ’g ： 高透過ガラスの表面温度 (℃ )

　　　　　　　  θ’s ： 屋外側流路側面の表面温度 (℃ )

⑶　試験体から放射される長波放射による熱量

　Q’D= AP× εP × σ × (θ’P + 273.15)4　・・・・・・・・・・(10)

　　　ここに，Q’D ： 高透過ガラスから試験体へ放射さ 

  れる長波放射による熱量 (W)

　　　　　　　AP ： 試験体の面積（㎡）
　　　　　　　εP ： 塗膜の修正放射率

　　　　　　　θ’P ： 塗膜の表面温度 (℃ )

2.3.2 照射日射がある場合に試験体を通過する熱量

　照射日射がある場合に測定する試験体を通過する熱量
の内訳を図 -5及び式 (11)に示す。

QA ：照射日射がある場合に試験体を通過する熱量 (W)

QB：試験体表面での対流熱伝達による熱移動 (W)

QC ：試験体，バッフル板，屋外流路の各面から射出及び
　　反射された長波放射の内、試験体に吸収される熱量
　　(W)

QD ：試験体から長波放射で射出される熱量 (W)

QE：試験体の日射吸収による熱量

　QA = QB + QC + QD － QE　・・・・・・・・・・・・・・(11)

⑴　試験体表面での対流熱伝達による熱移動

　QB= Ap×hce×(θex -θp)　　・・・・・・・・・・・・・・(12)

　　　ここに，QB ： 試験体の対流熱伝達による熱量 (W)

　　　　　　　Ap ： 試験体の面積（㎡）
　　　　　　　hce ： 屋外側対流熱伝達率 W/（㎡ ･K)
　　　　　　　θex ： 屋外側空気温度 (℃ )

　　　　　　　θp ： 塗膜の表面温度 (℃ )

⑵　試験体，バッフル板，屋外流路の各面から射出及び
　　反射された長波放射の内、試験体に吸収される熱量

　QC,1= Ap× αp × εp × σ × (θp+273.15)4　　・・・・・・・・(13)

　QC,2= Ag× αg × εg × σ × (θg+273.15)4　　・・・・・・・・(14)
　QC,3= As× αs × εs× σ × (θs+273.15)4　　・・・・・・・・(15)

図 -5　照射日射がある場合に試験体を通過する
熱量の内訳
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　QC  =QC,1 + QC,2 + QC,3　　 　　・・・・・・・・・・(16)

　　　ここに，QC ： 試験体，バッフル板，屋外流路の 

  各面から射出及び反射された長波 

  放射の内、試験体に吸収される熱 

  量 (W)

　　　　　　　　αp ： 塗膜の放射吸収係数
　　　　　　　　αg ： 高透過ガラスの放射吸収係数
　　　　　　　　αs ： 屋外側流路側面の放射吸収係数
　　　　　　　　Ap ： 試験体の面積（㎡）
　　　　　　　　Ag ： 高透過ガラスの面積（㎡）
　　　　　　　　As ： 外側流路側面の面積（㎡）
　　　　　　　　εp ： 塗膜の修正放射率
　　　　　　　　εg ： 高透過ガラスの修正放射率
　　　　　　　　εs ： 高透過ガラスの修正放射率
　　　　　　　   θp ： 塗膜の表面温度 (℃ )

　　　　　　　   θg ： 高透過ガラスの表面温度 (℃ )

　　　　　　　   θs ： 屋外側流路側面の表面温度 (℃ )

⑶　試験体から放射される長波放射による熱量

　QD= AP× εP × σ × (θP + 273.15)4　・・・・・・・・・・(17)

　　　ここに，　QD ： 高透過ガラスから試験体へ放射さ 

  れる長波放射による熱量 (W)

　　　　　　　  AP ： 試験体の面積（㎡）
　　　　　　　  εP ： 塗膜の修正放射率
　　　　　　　  θP ： 塗膜の表面温度 (℃ )

⑷　試験体の日射吸収による熱量

　QE= AP× ISolar ×  １－ 　　　　　　・・・・・・・・・・(18)

　　　ここに，　QE ： 試験体の日射吸収による熱量 (W)

　　　　　　　  AP ： 試験体の面積（㎡）
　　　　　　　 ISolar ： 照射強度（W/㎡）
　　　　　　　  ρ P ： 塗膜の日射反射率（％）

2.4 熱収支理論計算による塗膜の日射熱取得率

　2.3の理論計算式及び表 -2の環境条件により、塗膜
の日射熱取得率を模擬的に求めると表 -3の結果が得ら
れる。なお、塗膜の日射反射率、修正放射率及び各表面
温度は、仮想の値である。

表 -4　塗膜の光学特性

基材 色 塗料
日射反射率　％

修正放射率
表面の色

全波長域 近赤外波長域 L*

窯業系外装建材
N7グレー

一般塗料 36.1 30.9 0.92 71.7

遮熱塗料 57.4 74.8 0.92 72.0

N8グレー
一般塗料 52.8 47.9 0.92 81.8

遮熱塗料 67.1 76.8 0.92 82.2

窯業系屋根材
シルバー

一般塗料 18.0 14.8 0.94 56.5

遮熱塗料 35.2 45.2 0.94 51.0

オレンジ
一般塗料 15.9 18.9 0.94 53.7

遮熱塗料 30.9 41.9 0.94 40.0

カラー鋼板
ブラウン

一般塗料  7.8  8.0 0.88 30.3

遮熱塗料 25.2 47.3 0.87 30.9

項　目 結　果

通過する熱流量（実測値） W/㎡ 453

通過する熱量（理論値） 430

日射熱取得率 0.45

日射反射率　％ 57.4

修正放射率 0.89

表 -3　塗膜の熱性能値
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3. 建材実部材（基材）に遮熱塗料及び一般塗料を塗装

　した場合の熱性能測定

　遮熱塗料の遮熱性能を定量的に比較評価する手段とし
て、屋根や壁に用いられる基材に遮熱塗料及び一般塗料
を塗布した試験体を用い、熱・光学特性（日射反射率、
放射率）の測定及び熱性能測定装置（平成 25年度型）
により、表 -2の環境条件にて熱流量の測定を実施した。

3.1 試料

　試料（計 10種類）を以下に示す。
　・基材の種類：３種類（Ａ社 :窯業系外装建材、
　　Ｂ社 :窯業系屋根材、Ｃ社 :カラー鋼板）
　・塗料の種類：２種類（遮熱塗料、一般塗料）
　・表面色：２色（但し、カラー鋼板については１色）

3.2 試料の形状

　Ａ社 :窯業系外装建材　180 × 180 × 15mm

　Ｂ社 :窯業系屋根材　　180 × 180 × 5mm

　Ｃ社 :カラー鋼板　　　180 × 180 × 0.6mm

3.3 熱・光学特性（日射反射率、放射率）の測定

　各試料の日射反射率、修正放射率及び測色の測定結果
を表 -4に示す。

図 -6　窯業系外装建材における熱流量挙動

図 -7　窯業系屋根材における熱流量挙動

図 -8　カラー鋼板における熱流量挙動

基材 色 塗料 熱流量 W/㎡ 日射反射率（全波長域）％

窯業系
N7グレー

一般塗料 240 36.1

外装建材 遮熱塗料 175 57.4

N8グレー
一般塗料 190 52.8

遮熱塗料 140 67.1

窯業系
シルバー

一般塗料 315 18.0

屋根材 遮熱塗料 284 35.2

オレンジ
一般塗料 358 15.9

遮熱塗料 279 30.9

カラー鋼板
ブラウン

一般塗料 413 7.8

遮熱塗料 309 25.2

表 -5　各種試料の熱流量
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3.4 照射日射がある場合の試験体を通過する熱流量測定

　熱流量測定の一例として、窯業系外装建材、窯業系屋
根材及びカラー鋼板 (一般塗料 :N8グレー )の熱流測定
結果を図 -6～８に示す。照射開始後最大約 120分程度
で熱流量が安定することが分かった。安定した後の熱流
量を各試料の熱流量として以下の考察を進めた。各種試
料の熱流量を表 -5に示す。

3.5 まとめ

3.5.1 熱流量と日射反射率

　各種試料について照射日射条件下で得られた熱流量と
日射反射率の測定値を１つの図にプロットすると図 -9

のようになる。窯業系外装建材及びカラー鋼板について
は、熱流量と日射反射率との間には明確な比例関係があ
ることがわかり、窯業系屋根材についても一般塗料に比
較して遮熱塗料の熱流量が低いことがわかる。
　各基材の熱抵抗は窯業系外装建材 (t=15mm),窯業系屋
根材 (t=5mm)，カラー鋼板 (t=0.6mm)となっており、最
も熱抵抗の大きい窯業系外装建材と最も小さいカラー鋼
板に明確な比例関係にあることから、基材の熱抵抗がこ
の範囲内なら、熱性能測定装置の熱性能の測定範囲と考
える。

3.5.2 熱流と修正放射率

　各種試料について、修正放射率と夏日射条件下で得ら
れた熱流量と測定値をまとめてプロットすると図 -10の
ようになる。今回試験を実施した一般塗料及び遮熱塗料
の修正放射率は 0.87～ 0.94であり、照射日射条件下に
おける熱流量と修正放射率の間に相関は認められなかっ
た。

3.5.3 熱流量が平衡に達するまでの時間と熱抵抗

　各種試料について、熱流量が平衡状態に達するまでの
時間と熱抵抗と測定値をまとめてプロットすると図 -11

のようになる。但し、各基材の熱伝導率を窯業系外装建
材及び窯業系屋根材は１W/m･K、カラー鋼板は 45 W/m･K

として熱抵抗を計算した。熱抵抗と熱流量が平衡状態に
達するまでの時間との間には明確な比例関係があること
がわかる。

4. 結論

　遮熱塗料における熱性能測定装置を用いて、実測した
熱量と試験体を通過する熱量の熱収支理論計算値との整
合性を確認した結果、概ね良好な結果が得られ、装置の
信頼性を得ることができた。また、窓と同様に省エネル
ギー性能の定量的な評価手法を確立し、等級付けを行え
るような評価方法とする展開が拓けてきた。
　屋根や壁の基材に塗料を塗布した建材実部材につい
て、熱性能測定装置を用いることで塗料の遮熱性能を定
量的に把握できることも確認できた。

5. 今後の課題

　実製品（基材）に遮熱塗料及び一般塗料を塗装した場
合の熱性能測定する場合、測定データの信頼性を確認す
るために、今後、下記にあげたような装置及び測定条件
の影響要因について検証しておくこと重要である。
　１）測定データの蓄積（塗色の違い等）
　２）表面の形状（凹凸等）の違いによる影響を確認

図 -9 各種試料における日射反射率と熱流量

図 -10 各種試料における修正放射率と熱流量

図 -11 各種試料における熱抵抗と熱流量

－ 26 －

ブラウン（一般）

オレンジ（一般）

オレンジ（遮熱）

シルバー（遮熱）

N7 グレー（一般）

N7 グレー（遮熱）

N8 グレー（遮熱）
N8 グレー（一般）

ブラウン（遮熱）

シルバー（一般）

赤：一般塗料

青：遮熱塗料

赤：一般塗料

青：遮熱塗料
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