
図 -1　遮熱塗料の遮熱機能（市場で標榜されている機能）

1.　はじめに

　高日射反射率塗料（遮熱塗料）は発売から 20年以上
経過した。その間、都市におけるヒートアイランド対策
や省エネルギー効果への関心が高まり、徐々にではある
が確実に成長し普及してきた経緯がある。しかしながら、
近年においては、その出荷量（14,000トン :2017年度
集計）がやや横ばいになり始めている。なお、建築塗料
出荷量全体に対する遮熱塗料の比率は 3％程度である。
　市場の成長を妨げている要因の 1つとして、経済産業
省の調査 1)によると、一般消費者の遮熱塗料に対する認
知度が低く、特に、原理や効果が分かりにくいとの結果
が報告された（図 -1参照）。

放射などの様々な遮熱機能にかかわらず、日射によって
塗膜に発生する熱量のうち、内側に通過する熱量として、
塗膜の遮熱性能を横並びで比較評価できるようになっ
た。
　また、運用面では、（一社)日本塗料工業会（以下「日
塗工」という。）が、「遮熱塗料（屋根用）自主管理基準」
を策定し、2018年 10月 1日より運用を始めた。なお、
この自主管理基準では、日塗工の会員 /非会員を問わず
申請が可能である。登録されている製品については、日
塗工のホームページ 2)で公開されている。
　今回は、塗膜を通過する熱量を直接測定する、この新
しい測定方法について、安定した正確な測定した結果を
報告できるように日々熟考している当協会の取り組みに
ついて紹介する。

2.　目的

　当協会では、JIS K 5603の策定段階から誤差要因を
可能な限り除去し改良を重ねてきた標準機を所有してお
り、事実上、この試験機による測定値が標準になると考
えている。
　共同開発者である試験機メーカーのスガ試験機㈱が試
験機の製品 1号機を製造した。製品化にあたり、当協会
が所有する標準機と製品 1号機について、同じ試料を用
いて、測定値が同じになるように、製品 1号機の調整作
業を行った。具体的には、安定して供給できる一次標準
板（黒）をスガ試験機㈱と共同で開発し、その標準板を
用いて試験機の器差を標準機と製品 1号機で確認し、測
定値の再現性を向上させるための検討を行った。

3.　塗膜の熱性能測定装置の特徴

　本測定装置は、日射照射装置、恒温室及び計測ユニッ
トから構成されている。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、熱流計及び補助板（熱流計と
熱抵抗が同等）を移動し、加熱・冷却熱板に吸収される。
なお、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、バッフル板の表面温度，屋外側空気温
度、塗膜の表面温度及び室内側温度の計測は、内蔵され
ている専用の計測プログラムで自動的に行うシステムに
なっている。
　本試験機の試験装置前面、計測ユニット、試験装置側
面及び恒温槽の内部の写真を図 -2～図 -4に示す。

　他方で、市場では日射反射やそれ以外の遮熱機能の広
告が氾濫し、それが行き過ぎたことにより、逆に一般消
費者や建築業界に不信感を抱かせる結果となったとの見
方もある。
　このような状況の中、遮熱塗料の健全な普及を目指し
て、JIS K 5602「塗膜の日射反射率の求め方」が制定さ
れた。この JIS規格に基づき測定することで、反射タイ
プの遮熱塗料を比較・評価することが可能になった。さ
らに、JIS K 5675「屋根用高日射反射率塗料」が制定さ
れた。これにより、品質性能も評価することが可能になっ
た。
　しかしながら、JIS K 5602では「日射反射率」とい
う相対的な比率を測定しているため、熱エネルギー量へ
の換算が容易でなく、反射タイプ以外の塗料には対応で
きなかった。
　そこで、疑似太陽光源から塗膜を通過して室内側に貫
流する熱量を直接測定する方法を開発し、2017年 11月
に JIS K 5603「塗膜の熱性能－熱流計測法による日射
吸収率の求め方」が制定された。ここで求められる「塗
膜の日射侵入比」を使うことで日射反射機能以外の断熱、
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図 -2　試験装置前面

図 -3　計測ユニット

図 -4　試験装置側面及び恒温槽の内部

表 -1　屋外側表面熱伝達率の設定時の環境条件

表 -2　日射照射時の環境条件

測定項目 測定値又は設定値

光学特性 日射反射率 ％ 4.1

修正放射率 0.90

塗膜の色

L
*
: 7.9

a
*
: 0.1

b
*
: 0.4

環境条件 照射日射強度 W/m2 0

屋外側空気温度 ℃ 23.0 ± 0.5

室内側温度 ℃ 33.0 ± 0.5

測定項目 設定値

環境条件 照射日射強度 W/m2 1000

屋外側空気温度 ℃ 23.0 ± 0.5

室内側温度 ℃ 23.0 ± 0.5

屋外側表面熱伝達率 W/(m2･K) 14

4.　標準機への製品 1号機の測定性能を合わせ込み

　当協会で所有している標準機に製品 1号機の測定性能
を合わせ込む作業を以下の手順により行った。なお、試
料は一次標準板（黒）とする。
　⑴　JIS K 5603の附属書 A（規定）「屋外側表面熱伝　
　 達率の設定」により、2台の試験機の屋外側表面熱伝
達率を風速及び気流を調整することで 15W/(m2･K)に
設定した。一次標準板（黒）の光学特性及び屋外側表
面熱伝達率の設定時の環境条件を表 -1に示す。

　⑵　屋外側表面熱伝達率を調整したのち、試験体の両
　　表面の温度差によって通過する熱流束を 2台で測定
　　した。日射照射時の環境条件を表 -2に示す。

　　　細部にわたって製品 1号機の内部構造等の機械的
　　 な条件を調整した結果、一次標準板（黒）における
試験体の両表面の温度差によって通過する熱流束の
差は、2台の試験機間で 0.2％まで縮めることがで
きた。

5.�　試験体を貼付するシリコンコンパウンドの塗付け量

の設定

　本測定装置は、試験板を図 -3に示す計測ユニットに
取り付ける際に、両者を確実に熱結合させるため、半導
体放熱用のシリコンコンパウンドを試験板の裏面に塗布
しなければならない。この塗布作業は人によるバラツキ
を起こす可能性があることから、標準的な作業方法及び

計測ユニット

コントロール
パネル　　　

塗膜表面

ランプ室

恒温槽

計測
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図 -6　各塗付け量におけるシリコンコンパウンドの状況

図 -7　塗膜の日射侵入比（η p）による遮熱性能基準レベル（☆数区分）

塗付け量の範囲を検討することとした。検討内容を下記
に示す。
　⑴ 　シリコンコンパウンドの適切な塗付け量の範囲を

設定
　⑵ 　シリコンコンパウンドの塗布方法の作業標準（マ
ニュアル）を作成

　シリコンコンパウンドの塗付け量を 0.3～ 14.6gの範
囲内で測定を行った結果（図 -6参照）、JIS K 5603の
附属書 B（規定）「試験体の両表面の温度差によって通
過する熱量の熱収支理論計算」に規定されている方法で
計算した理論値に近い塗付け量は、180 × 180mm の塗付
け面積に対して4±1gが適切な範囲であることが確認で
きた。

　シリコンコンパウンドの塗付け量を約 4gとし、本作
業の未経験者にシリコンコンパウンドの塗布方法の作業
標準にしたがって作業させた場合、測定結果のばらつき
は繰返し 3回に対して、最大 3％程度であった。

6.　日塗工の遮熱塗料（屋根用）自主管理

　日塗工では、JIS K 5603によって求めた「塗膜の日

射侵入比」を用いて、一般消費者でも容易に判断したり、
比較したりすることができるように、遮熱性能の基準レ
ベルを策定し、その表示方法を公表している。
　この性能基準の特徴として、その性能の高い順に星
マーク 3つ「☆☆☆」、2つ「☆☆」、1つ「☆」、及び一
般塗料の範囲に分けられる。この自主管理により、一般
消費者が使用したい製品の星マークの数を見るだけで、
難解な熱計算等を行うことなく、熱性能の把握をするこ
とが可能になった。同時に、それを求めるために用いた
環境条件等の試験条件も合わせて公表されているため、
専門家にも有用な情報が提供される。
　この業界基準により、遮熱塗料の遮熱性能基準レベル
と表示方法が業界内で統一化されることを期待してい
る。なお、2019年 9月 11日現在における遮熱塗料（屋
根用）自主管理 登録商品は、登録数：9社 ,17商品 , 

476件（色）である。

7.　まとめ

　⑴ 　細部にわたって製品 1号機の内部構造等の試験機
に付随する固有の条件をプロトタイプ機（原機）に
と合わせることで、一次標準板（黒）における試験
体の両表面の温度差によって通過する熱流束の差を
小さくすることができた。

　⑵ 　試験体と計測ユニットを結合させるシリコンコン
パウンドの塗付け量について、「塗膜の日射侵入比」
への影響の程度を確認し、適正な範囲の塗付け量を
見出すことができた。また、シリコンコンパウンド
の塗布方法の作業標準を作成し、この通りに作業を
行うことで、例え経験が少ない作業者であっても再
現性の良い測定ができることが確認できた。

　以上の結果におごらず、標準板（黒）の両表面の温度

2g 塗付 4g 塗付 7g 塗付

　☆　：日射侵入比≦0.8～ 0.6

 ☆☆ ：日射侵入比≦0.6～ 0.4

☆☆☆：日射侵入比≦0.4

塗膜色相Ｌ値

塗
膜
の
日
射
侵
入
比
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差によって通過する熱流束測定の再現性をより向上させ
る必要がある。

8.　今後の課題

　「塗膜の熱特性測定装置」の試験機に関する構造的な
設計等といったハードウェア面は概ね整った。そして、
測定結果のばらつき要因とそれを最小限に抑える作業手
順についても種々の知見やノウハウを蓄積し、これらの
技術は、スガ試験機㈱製の製品 1号機についても適用す
ることができた。今後もより再現性を向上させるための
検証を引き続き進めていく。そこで、次のステップとし
て、日塗工及びスガ試験機㈱と共に、JIS K 5603に必
要な試験データの蓄積を行っていく。

あとがき

　一般社団法人 日本塗料工業会並びにスガ試験機株式
会社との協力により、測定の再現性を確保できました。
当協会では各種遮熱塗料の熱性能測定試験のご依頼に対
し、迅速に対応しております。お気軽にお問い合わせく
ださい。

【お問い合わせ先】

 東支部　　TEL：0466-27-1121　FAX：0466-23-1921
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