
図 -1　遮熱塗料の遮熱機能（市場で標榜されている機能） 図 -2　測定装置の全体構成

1. はじめに

すでに JIS K 5602「塗膜の日射反射率の求め方」で
塗膜の日射反射率が、さらに JIS K 5675 ｢ 屋根用高日
射反射率塗料 ｣ において遮熱塗料として要求される性
能が規定されていたが、塗膜の熱性能について客観的な
評価ができず、国内の関係者から熱量を直接的に測定す
る、塗膜の日射吸収率の測定方法の標準化が求められて
きた。この背景には、市場に日射反射以外の原理と効果
が不明確な遮熱機能を標榜する塗料も販売されているこ
とで、消費者の混乱を招いていることがある。（図 -1参
照）

　そこで、平成 24年度から塗料の省エネルギー性能評
価方法及び装置の開発１）をはじめ、平成 25～ 26年度
には、開発したプロトタイプ機の改良を行い、装置の
精度及び熱収支理論計算値との整合性を検討した。平
成 27年度からは、一般社団法人 日本塗料工業会（以
下、日塗工）が、この測定方法の JPMS化に向けて委員
会を立ち上げ、平成 28年４月に日塗工規格として「JPMS

29:2016 塗膜の熱性能－熱流計測法による日射吸収率の
測定」が制定された。
　平成 28年度からは、スガ試験機株式会社との実用試
験機の共同開発を開始し、測定装置が完成した。また、「塗
膜の熱性能－熱流計測法による日射吸収率の求め方」の
JIS原案作成委員会が立ち上げられ、平成 28年 12月に
日塗工より JIS原案が日本規格協会に提出された。本規
格は、JISC審査会の審査を経て平成 29年 10月以降に
制定される予定である。
　主に「一般塗料及び遮熱塗料」と塗膜の日射侵入比と
の関係の一例について、報告する。

2. 測定装置及び測定原理

2.1　測定装置

　　測定装置は、日射照射装置，恒温室及び計測ユニッ
 トで構成されている。日射照射装置で射出された光は、
光導入窓及びバッフル板を通過し、試験体に照射され
る。試験体に吸収された熱は、熱流計及び熱流計と熱
抵抗が同等な補助板を移動し、加熱・冷却熱板に吸収
される。測定装置の全体構成を図 -2に示す。

　2.2　測定原理

　　人工太陽（日射照射装置）による日射を塗膜面に照
　 射し、建築物内外に実際に生じる熱移動を想定した現
象から各諸特性を設定又は測定することによって熱流
束を算出する。日射遮蔽性としての塗膜の日射吸収率
（α）は，照射日射吸収熱量（Qα）と照射日射熱量（QSolar）
とで、式 (1)によって求める。同時に、塗膜を横並び
で評価するための、塗膜の日射侵入比（ηp）を求める
ものである。

α＝
　Qα　　 ……………………………… 
QSolar

　　照射日射吸収熱量 (Qα)は，試験体の両表面の温度
　差によって通過する熱量 (QW)と、試験体の対流熱伝
　達による熱量 (QCV)と、試験体の放射熱伝達による熱
　量 (Q r)との和で、式によって求められる（図 -3参
　照）。
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図 -3　試験体の熱移動の内訳

表 -1　試料

塗料種 塗膜表面の色
（マンセル値） 明度 Ｌ＊ 日射反射率 ％

（全波長域） 放射率

高日射反射率塗料

N1 7.6 24.1 0.89

3Y 8/2 83.3 69.8 0.87

2G 8/2 85.4 68.1 0.86

1PB 4/8 38.1 36.3 0.89

2G 3/4 25.3 22.4 0.90

一般塗料

N1 3.7 4.0 0.89 

N4 35.7 11.0 0.88 

N6 58.8 26.8 0.87 

N8 81.2 57.0 0.87 

N9.5 95.4 83.7 0.87 

10G 2/4 16.0 5.8 0.89 

10G 4/10 40.8 18.8 0.89 

5YR 2/1 9.7 4.8 0.89 

5YR 4/8 38.4 17.1 0.89 

5PB 2/6 18.7 15.8 0.89 

5PB 4/6 39.6 26.2 0.89 

　　Qα＝ QW + QCV + Q r　 ……………………… 

　　照射日射熱量（QSolar）は、放射強度計によって照射
　日射強度（ISolar）を測定し、式 (3)によって求められる。
　但し、Awは照射する試験体の面積とする。

　　QSolar ＝ ISolar + AW　 ………………………… 

　　屋外側空気温度と室内側温度との差によって生じる
　 試験体を通過する熱量をゼロにした場合、試験体の両
表面の温度差によって通過する熱量（QW）は、照射
日射侵入熱量（Qη）に等しく、式 (4)となる。

　　Qη＝ QW　 …………………………………… 

　　塗膜の日射侵入比（ηp）は、照射日射侵入熱量（Qη）
　と照射日射熱量（QSolar）とで、式 (5)によって求めら
　れる。

　　ηp＝
　Qη　　 ……………………………… 

　　　　  QSolar

　　照射日射がある場合の試験体の熱移動の内訳は、図

　-3を参照する。

3.　試料

　塗料の種類は、高日射反射率塗料から無彩色を１色、
有彩色を４色の計５色とし、一般塗料から無彩色を５色、
有彩色を６色の計 11色を選定した。検討に用いた塗膜
の色、日射反射率及び修正放射率（以下、放射率）の測
定結果を表 -1に示す。

4.　測定

　4.1　試験基板の種類

　　環境条件は、表 -2による。気流発生装置の運転条
　 件は、屋外側表面熱伝達率を調整したときの条件で一
定とする。

QSolar

QCV

QW

Q r 熱流計

屋外側仕切板加熱・冷却熱板基材

塗膜
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表 -2　環境条件

平面図

A-A’ 断面図

図 -4　測定項目の測定位置

項　目 日射時の条件
屋外側空気温度θex　　　　　　　　℃ 23 ± 0.5

室内側温度（加熱・冷却熱板の温度）θin

　　　　　　　　　　　　　　　　 ℃
23 ± 0.5

屋外側表面熱伝達率 hse　　 W/（ｍ2･K) 14 ± 1

照射日射強度 I Solar　　　　　　　W/ｍ2 1000 ± 50

　4.2　測定項目

　　測定項目は、次による。
　　ａ）試験体の両表面の温度差によって通過する
　　　　熱流束　QW / AW（qW）
　　ｂ）照射日射熱流束　QSolar / AW

　　ｃ）バッフル板の表面温度　θ g

　　ｄ）屋外側空気温度　θ ex

　　ｅ）塗膜の表面温度　θ p

　　ｆ）室内側温度　θ in

　4.3　測定方法

　　試験体の両表面の温度差によって通過する熱流束が
　 一方向に単調に変化することなく 10回測定し、偏差
が平均値の±５％になった後に、4.2の全ての測定

項目について、測定装置で 10分間以上、かつ、40回
以上測定し、平均値を求める。試験体の両表面の温度
差によって通過する熱流束、照射日射熱流束、及び各
部の温度の測定位置を図 -4に示す。

　4.4　算出方法

　　算出方法は、次による。
　　ａ）試験体の両表面の温度差によって通過する熱量

　　　（QW）　測定した試験体の両表面の温度差によっ
　　　て通過する熱流束（qW）を基に、式 (6)によって
　　　求める。
　　ｂ）試験体の対流熱伝達による熱量（QCV）　屋外側
　　　対流表面熱伝達率（hCV）の設定値、屋外側空気
　　　温度及び塗膜の表面温度の測定結果を基に、式 (7)

　　　によって求める。
　　ｃ）試験体の放射熱伝達による熱量（Qr）　屋外側
　　　放射表面熱伝達率（hr）の設定値、バッフル板の
　　　表面温度及び塗膜の表面温度の測定結果を基に、
　　　式 (8)によって求める。

　　　QW＝ qW × AW　 …………………………… 

　　　QCV＝ hCV（θ ex－ θ p） × AW　 …………… 

　　　Qr＝ hr（θ g－ θ p） × AW　 ……………… 

　　ここに、
　　　AW ：試験体の面積（ｍ2）
　　　hCV ：屋外側対流表面熱伝達率　[W/（ｍ2･K)]

　　　hr ：屋外側放射表面熱伝達率　[W/（ｍ2･K)]

　　　QCV ：試験体の対流熱伝達による熱量（W）
　　　Q r ：試験体の放射熱伝達による熱量（W）
　　　Q W ：試験体の両表面の温度差によって通過する
　　　　 　熱量（W）
　　　θ p ：塗膜の表面温度（℃）
　　　θ ex ：屋外側空気温度（℃）
　　　θ g ：バッフル板の表面温度（℃）

　　ｄ）塗膜の日射吸収率（α）　照射日射吸収熱量（試
　　　 験体の両表面の温度差によって通過する熱量と試

験体の対流熱伝達による熱量と試験体の放射熱伝
達による熱量との和）の照射日射熱量に対する比
で、式 (9)によって求める。

　　α＝
　Qα　

＝
Q W＋ QCV＋ Q r　 ………… 

　　　　 QSolar　　　　  QSolar

試験体

塗膜の表面温度

照射日射熱流束

A A'

バッフル板の表面温度

屋外側空気温度

照射日射熱流束塗膜の表面温度

室内側温度
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表 -3　高日射反射率塗料及び一般塗料の塗膜の日射侵入比，日射吸収率及び日射反射率

塗料種 塗膜表面の色
（マンセル値） 塗膜の日射侵入比 塗膜の日射吸収率 日射反射率

(300～ 2500nm)

高日射反射率塗料

N1 0.74 0.76 24.1

3Y 8/2 0.32 0.37 69.8

2G 8/2 0.31 0.38 68.1

1PB 4/8 0.59 0.64 36.3

2G 3/4 0.75 0.80 22.4

一般塗料

N1 0.96 0.99 4.0

N4 0.84 0.87 11.0

N6 0.75 0.78 26.8

N8 0.43 0.43 57.0

N9.5 0.12 0.11 83.7

10G 2/4 0.91 0.96 5.8

10G 4/10 0.79 0.83 18.8

5YR 2/1 0.90 0.95 4.8

5YR 4/8 0.84 0.89 17.1

5PB 2/6 0.86 0.90 15.8

5PB 4/6 0.71 0.73 26.2

　　ここに、
　　　Qα ：照射日射吸収熱量（W）
　　　QSolar ：照射日射熱量（W）
　　　QW ：試験体の両表面の温度差によって通過する
　　　   熱量（W）
　　　QCV ：試験体の対流熱伝達による熱量（W）
　　　Qr ：試験体の放射熱伝達による熱量（W）

　　ｅ）照射日射侵入熱量（Qη）　屋外側空気温度と室
　　　 内側温度との差によって試験体を通過する熱量を

ゼロにした場合、試験体の両表面の温度差によっ
て通過する熱量（QW）に等しく、式 (10)となる。

　　 
Qη  

＝ 
Q W　 ……………………………… 

　　 AW　　 AW

　　ここに、
　　　　AW ：試験体の面積（ｍ2）
　　Qη / AW ：照射日射侵入熱流束（W/ｍ2）
　　QW / AW ：試験体の両表面の温度差によって通過する 

 　熱流束（W/ｍ2）

　　ｆ）塗膜の日射侵入比（ηP）　塗膜の日射侵入比（ηP）
　　　 は、照射日射侵入熱量（Qη）の照射日射熱量（Q Solar）

に対する比であり、式 (11)によって求める。

　　ηP ＝
　 Qη　　 ……………………………… 

　　　　  QSolar

　　ここに、
　　　　ηP ：塗膜の日射侵入比
　　　 Qη 	：照射日射侵入熱量（W）
　　 Q Solar ：照射日射熱量（W）

5.　測定結果

　高日射反射率塗料及び一般塗料の塗膜の日射侵入比及
びと塗膜の日射反射率の測定結果を表 -3に示す。
　図 -5,6では、一般塗料における日射反射率と塗膜の
日射侵入比との関係性を検討した。無彩色及び有彩色と
もに高い相関性があることが分かる。同様に、一般塗料
における日射反射率と塗膜の日射吸収率との関係性も検
討した（図 -7,8参照）。こちらも無彩色及び有彩色とも
に高い相関性があることが分かる。図 -9,10では、一般
塗料における明度と塗膜の日射侵入比との関係性を検討
した。明度との相関性は日射反射率との相関性よりも劣
る結果となった。
　図 -11,12では、高日射反射率塗料における日射反射
率と塗膜の日射侵入比及び塗膜の日射吸収率との関係性
を検討した。無彩色及び有彩色ともに高い相関性がある
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ことが分かる。
　図 -13,14では、各種塗料における日射反射率及び明
度と塗膜の日射侵入比との関係性を検討した。各種塗料
の日射反射率と塗膜の日射侵入比とに高い相関性がある
ことが分かる。各種塗料の明度と塗膜の日射侵入比との
関係については、ほぼ同一の明度であれば、一般塗料よ
り高日射反射率塗料の方が塗膜の日射侵入比が低いこと
が分かる。
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　　　G-2系・G-3系：約 12倍
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6.　まとめ

　同程度の明度であれば、高明度の白色塗料 (N-9.5)を
除き、高日射反射率塗料と一般塗料の塗膜の日射侵入比
の測定結果から、高日射反射率塗料の方が塗膜の日射侵
入比が低くなり、本装置により遮熱効果の検証が可能で
あることが分かった。
　本報で扱った塗料については、高日射反射率塗料及び
一般塗料ともに日射反射率と塗膜の日射侵入比とに相関
性が認められたが、あらゆる塗料に適用できるかについ
ては、より多くの試料を用いた検証が必要である。今回
測定したデータ等を用いて、日塗工で明度に対する塗膜
の日射侵入比を用いた遮熱性能レベルを段階的に☆など
の数で区分表示の検討が行われていく予定である。
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