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　東京の年平均気温は、過去１００年で2.9℃の上昇がみられ、他

の大都市の平均上昇気温2.4℃、中小規模の都市の平均上昇気

温１℃に比べて大きな上昇です。気温上昇の原因には、地球温暖

化の影響もありますが、ヒートアイランド現象を含む都市温暖化

の傾向が、顕著に現れています。

　夏場の最高気温が３０℃を超える日数をみると、近年の増加傾

向が明らかです。特に９０年代に入ってからは、３５℃以上の日数

も増加するなど、東京の夏は、ますます暑くなってきています。

　熱帯夜の日数は、５年移動平均で年間30日を超えるようにな

り、確実に増加しています（単年でみると、1999年は46日/年、

2000年は41日/年、2001年は25日/年）。夜間の気温上昇は、

睡眠障害を引き起こすなど、国民の健康に直接悪影響を及ぼす

問題です。

建築物の被覆対策

2000年度から既に開始している自然保護条例に基づく屋上等緑化指導により、屋上や壁面の緑化により、建物躯(く)

体における蓄熱を抑制できることがわかっています。今後は、環境確保条例に基づく「建築物環境計画書」制度により、

遮熱塗料により、建物躯体の温度を下げることで、これらの取り組みに大きく貢献できます。

東京域の高温域の分布
１９８１年 １９９９年

資料　環境省「ヒートアイランド現象の実態解明と対策のあり方について」

東京年平均温度の推移

熱帯夜の推移
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夏場の倉庫内の温度が異常に高くなり、作業に集中できない。

こんな悩みはありませんか？

倉庫では暑くて作業が出来ない

２階の部屋は冷房が効かない。ドアを開けた瞬間にムワっとした熱気
が・・・。

住宅の2階が暑い

コンクリートに蓄熱した熱が朝まで暑い。クーラーが効かない。

マンションの最上階と西側の住民が苦しい

温度の変化で卵の生産性が全く違う。

鶏舎では夏の暑さで鶏が死ぬ

企業としての環境対策に効果絶大。

国際環境規格ISO１４００１対策に

光熱費削減 CO2削減

遮熱効果

園児たちが快適で楽しく過ごせる環境を作るために。

幼稚園・保育園の夏場の遮熱に
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What Is The Energy Star ？

　アメリカ合衆国環境保護庁（ＥＰＡ）が定めたエナジースター・プログラムで、

省エネルギーに対応できている製品に認定されています。日本では、ＯＡ機器

に認定されていますが、アメリカ合衆国では家電製品から建設資材まで２７

分野に幅広く認定されています。このエナジースタープログラムは国際的に

広がっており、現在ではオーストラリア、ニュージーランド、台湾でも導入され

ており、カナダとＥＵでは導入を検討中です。アステックペイントのエナジース

ターシリーズはオーストラリアで初めてエナジースタープログラムに認定され

た塗料です。エナジースターに認定される塗料とは、すなわち省エネルギーに

対応できる塗料を意味します。

　太陽光に含まれる熱赤外線を効果的に反射しますので、建物の屋根からの熱

を大幅に下げます。それにより屋根からの貫流熱量を激減させる為、室内の冷

房負荷を低減できます。従って、電気料金を減らすと共に、電気基本料金も削

減することが可能です。

（左）アステック遮熱塗料　（右）一般塗料

サーモグラフによる温度実験
（アステックペイントオーストラリア社）

　屋根からの熱を防ぐことによ

り、冷房費を４０％以上削減出

来ることが様々な実例から判明

しています。また、住宅の屋根へ

の塗布はもちろんのこと、ビル

やマンションの屋上、倉庫や工

場の遮熱塗料として使用するこ

とができます。遮熱防水材も兼

ね備えているので、防水目的で

使用することも可能です。

○冷房費削減

○室内温度低下

○冬場の結露防止

○保冷トラック　など

○一般住宅

○ビル・マンション

○工場・倉庫

○タンク・サイロ

施工対象例

施工効果

外壁全般・住宅屋根・金属屋根・波型スレート屋根
（磁器タイル以外）（釉薬・陶器瓦以外）対象下地
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促進耐候性試験（ASTM G53-96）

ASTM G53-96に基づく2800時間UVB 313ランプ／湿
潤暴露試験。試験板に対し、照度1.05でのUVB照射、60℃
での湿潤を4時間サイクルで行い、合計2800時間暴露す
る。

エナジースターペイントはアメリカの試験機関ＡＳＴＭ

（米国材料試験協会）にて、促進耐侯性試験（塗膜の寿命）

の試験を受けています。試験結果上では2,800時間（約

13年以上）の耐侯性が認められており、国内の遮熱塗料

に比べて長い塗膜寿命を示しています。

　エナジースターペイントの遮熱塗料は44色のカラーバリ

エーションが対応可能です。「濃い色にも遮熱効果が期待

できる」という次世代型遮熱塗料です。住宅の屋根を白色

に塗ることは美観上、現実的にむずかしいものですが、アス

テックペイントの遮熱塗料は、一般の住宅であればお好み

の色で遮熱塗装が可能です。また、工場や倉庫であれば、企

業のイメージカラーを重視して遮熱塗装をすることも可能

です。

　エナジースターペイントは【ダートガードテクノロジー】を

採用しており、遮熱効果と同じく防汚効果も十分に発揮し

ます。よく日本の市場では遮熱塗装をしても、数年経過する

と汚れてしまい、あまり　遮熱効果が持続的に期待できなく

なったり、塗膜表面の凹凸が激しく、同様に汚れが溜まって

効果が低減したりしています。日本の汚れた大気の状態で

は仕方がないところはありますが、エナジースターペイント

はきれいな美しい仕上がりと防汚効果で、効果を少しでも

長く継続させることをお約束します。

ＡＳＴＭ 　（米国材料試験協会）

１９０２年発足の米国における工業材料およ
びその試験法の標準化機関

American Society For Testing and Materials.
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① 3 0 0 ～ 4 0 0 nm の 領 域 が 紫 外 線 に 当 た り ま す 。

紫外線は、殺菌効果や有機物の劣化と分解を主な働きとしているため、

人が皮膚障害を受けやすくなると同時に、塗装等への影響を最も大き

くさせる光線です。

② 400～700nmの領域の光線が可視光線に当たります。その名の通

り私達の目に感じる太陽光線で、７色の光線はこの領域の光です。

③ 700～2500nm 以上の領域の光線が赤外線に当たります。これは

熱線とも呼ばれる目に見えない光線で全体の49％を占めています。

私達が『熱い』と感じる物体から発せられている光線は、この領域の光

の流れです。

太陽光線のエネルギーは様々な波長の光となって地球に届きます。

その太陽エネルギーは３種類の光線で成り立っています。

紫外線　５％　　　可視光線　４６％

赤外線　４９％

真夏に濃い色の屋根材やカラー鋼板に触れると、とても

熱くなっています。なぜなら、これらの屋根材や外壁材が、

太陽光線の赤外線を吸収し、熱くなってしまっているの

です。

右図によると、通常の黒色塗料ではあらゆる波長の熱を

吸収していますが、エナジースターペイントでは近赤外

線の領域を反射することにより、屋根材の表面温度を大

幅に下げることが可能となります。

遮熱塗料は熱のエネルギーの元となる赤外線を有効に反射す
ることにより、熱を内部に伝えにくくさせる効果を有します。

（赤い線がアステックペイントの黒の反射率。黒い線が一般塗料の反射率を表します。）

What do (S.R.I) Solar Reflectance index, figures represent?
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　日射反射率が遮熱塗料の遮熱性を最も発揮している要素となり

ます。金属屋根は夏場では７０℃～９０℃までその表面温度が上

昇します。エナジースターペイントはその上昇する温度を３０℃～

４０℃落とすことが出来ます。（色により変化）。よって、一般的な

塗料に比べ、エナジースターペイントを塗るだけで、屋根の温度を

著しく下げることが可能です。また、表面の温度を落とすことで室

内へ進入する熱を大幅に削減することが出来きるのです。

Total Solar Reflectance

　一般的には、熱伝導率が低くてある程度厚みのある素材を、いわゆる「断熱材」と称して、建物の屋根・外壁など

に使用します。グラスウール、ポリスチレンフォームやポリウレタンフォームなどがその代表的な素材です。ところ

が、塗料の膜厚は1mm以内ですので、いくら熱伝導率が低くとも、厚さが少ないため、多少の熱伝導での断熱効果

はあっても、あまり期待はできません。あくまで、反射・放射が遮熱塗装のメインであり、熱伝導のみの「断熱材」で

ないことをご理解いただく必要があります。

　長波放射率とは、屋根材等の表面から熱が放出され

る現象であり、表面が冷える効果を示すものです。放射

率は0～100%で示され、数値が高い程放射率が高く、

冷却効果が高いと言えます。一般的に金属屋根などは

長波放射率は低く、熱の放出が少ないため、室内への

熱の侵入を防ぐことはできません。逆に、エナジースター

ペイントであれば、長波放射率は非常に高く、熱くなっ

た屋根材から熱を多く放出しますので、室内の熱を大

幅に削減します。

Emissivity

What do (S.R.I) Solar Reflectance index, figures represent?
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　一般塗料　　　　　アステック

株式会社ティアンドデイ製 『Thermo 
Recorder RTR-51』３０分毎に自動的に
測定するモジュールで専用ソフトに落
とし込むとエクセル化してグラフ作成
が可能

【測定場所】

九州 福岡県 倉庫

建物寸法：間口7,000mm、

奥行き19,800mm、高さ5,000mm

施工箇所：屋根３６㎡

施工下地：折板屋根

【使用器具】

電気料金及びCO2排出量（kg）の比較表

●遮熱性評価実験における

　非加熱面のサーモグラフ
●遮熱性評価実験における
　温度変化グラフ

●遮熱評価の試験体と測定装置図

実験場所：福岡大学研究室

屋根表面温度差（最高）１６．２℃

倉庫内温度差（最高）　　６．１℃

削減効果が最も高

かったのは８月

金属屋根表面温度 室内温度
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エナジースターペイントと他社

遮熱塗料と比較実験を行なう。

測定上、エナジースターペイント

の遮熱性能（測定温度）はSコー

トに比べ2.3℃温度が落ちてい

る結果となった。その温度差は

あまり変わらないように感じら

れるが、遮熱塗料間での温度差

としては、1℃の差でも大きいも

のである。

＜試験条件＞

○試験体　　　鋼板

○色　　　　　白に統一

○下塗り　　　同プライマー使用

○照射時間　　15分後

○測定方法　　鋼板裏にモジュールを設置

他社塗料との比較

１５分後の温度　４７.２℃

材質　　　　　　水性ピュアアクリル

促進耐侯性試験　2000～3000時間対応

　　　　　　　（約13年～15年相当）

＜商品情報＞

１５分後の温度　４９.５℃

材質　　　　　　水溶性アクリル

促進耐侯性試験　１０００時対応

　　　　　　　　（約５年～７年相当）

＜商品情報＞

エナジースターペイント　vs　他社遮熱塗料

エナジースターペイントの遮熱

塗料と一般のアクリル塗料とで

温度比較を行う。温度差は２０．

７℃の差が出ており、濃い色で

も遮熱効果が十分に得られるて

いるのが分かる。

＜試験条件＞

○試験体　　　鋼板

○色　　　　　グレーに統一

○下塗り　　　同プライマー使用

○照射時間　　15分後

○測定方法　　鋼板裏にモジュールを設置

一般塗料との比較

１５分後の温度　 ５８.５ ℃ １５分後の温度　７９.２℃

エナジースターペイント　vs　一般の塗料

アステックペイント 一般アクリル塗料

Ｓコート（他社塗料）アステックペイント

　木製の遮熱実験器具５台使用して、エナジースターペイントと他の塗料との温度差

実験を行う。約１０種類の試験体がある中、ほんの一部の代表的な例を抜粋して下

記の報告にまとめる。インターネット上や資料でそれぞれが品質を競い合う遮熱塗

料業界だが、実際の効果の違いは、はなかなか分からないのが現状である。試験を

行い、大変興味深い結果・数値が出た。

温度差

２０.７℃

温度差

２.３℃
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JA（福岡県） HONDA工場（宮崎県） 自動車部品工場（熊本県）

パナソニック工場（福岡県） 日立金属工場（福岡県）

濃い色の屋根（コロニアル）明るい色の屋根（コロニアル） 沖縄の屋根

一般住宅の外壁 オーストラリアの一般住宅 マンション外壁

小学校屋根（佐賀県）
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アステックペイントの基本色４４色のそれぞれの反射率を表記しております。（一部、調色できない遮熱塗料もございます。）また、印刷により色が

若干変わって出ておりますので、目安としてご利用ください。詳細は外装用色見本帳（４４色）でご確認ください。

アステックペイント遮熱塗料は以下の外装用４４色に対応が可能です。

（色の右に表記してあるのは日射反射率）
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●製品については下記までお問合せください。
製造元

ASTEC PAINTS AUSTRALIA PTY.LTD

輸入元

株式会社アステックペイントジャパン
〒８１１‐２２０７　福岡県粕屋郡志免町南里７丁目３－７

TEL０９２－９５７－７７７８　FAX０９２－９５７－７７７９

エナジースター　ＩＲグロス

エナジースター　ＥＣ－１００ＤＧ

Ｂ－１６ＩＲプライマー

高耐久性遮熱塗料

高耐久性遮熱防水塗料（屋根用）
ダートガード

高耐久性遮熱防水塗料（外壁用）

合成アルキッド樹脂遮熱サビ止め下塗り材

エナジースター　ＥＣ－２０００ＤＧ　ＩＲ
ダートガード


