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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向配置された複数の透明シート層からなる多重シートを透過する光量を調節する調光
方法であって、
　（ａ）前記多重シートの透明シート層間に水分を供給する工程と、
　（ｂ）工程（ａ）の後、前記多重シートの透明シート層間を減圧にし、該透明シート層
間に水分が存在する状態で該透明シート層同士を密着させる工程と
　を有する、調光方法。
【請求項２】
　前記透明シート層の材料が、フッ素樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、ポリエチレ
ン、エチレン－酢酸ビニル共重合体、ポリエチレンテレフタレート、アクリル樹脂、また
はポリカーボネートである請求項１に記載の調光方法。
【請求項３】
　前記フッ素樹脂が、エチレン－テトラフルオロエチレン共重合体、ヘキサフルオロプロ
ピレン－テトラフルオロエチレン共重合体、パーフルオロ（アルキルビニルエーテル）－
テトラフルオロエチレン共重合体、テトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン
－フッ化ビニリデン共重合体、ポリフッ化ビニリデン、フッ化ビニリデン－ヘキサフルオ
ロプロピレン共重合体、またはポリフッ化ビニルである請求項２に記載の調光方法。
【請求項４】
　前記透明シート層の全光線透過率が、８０％以上である請求項１～３のいずれかに記載



(2) JP 5280457 B2 2013.9.4

10

20

30

40

50

の調光方法。
【請求項５】
　前記工程（ａ）が、前記多重シートの透明シート層間に水蒸気および／またはミストを
供給し、前記透明シート層の対向面に結露を発生させる工程（ａ１）であり、
　前記工程（ｂ）が、工程（ａ１）の後、前記多重シートの透明シート層間を減圧にし、
該透明シート層間に水蒸気および／またはミストに由来する水分が存在する状態で該透明
シート層同士を密着させる工程（ｂ１）である、請求項１～４のいずれかにに記載の調光
方法。
【請求項６】
　屋根および／または壁の少なくとも一部が、前記多重シートで構成されている建造物に
おいて、前記多重シートを透過する光量を調整する、請求項１～５のいずれかに記載の調
光方法。
【請求項７】
　対向配置された複数の透明シート層からなる多重シートを透過する光量を調節する調光
システムであって、
　前記多重シートと、
　前記多重シートの透明シート層間に水分を供給する水分供給手段と、
　前記多重シートの透明シート層間を減圧にする減圧手段と
　を備えた、調光システム。
【請求項８】
　前記水分供給手段が、水蒸気を供給する水蒸気供給手段、またはミストを供給するミス
ト供給手段である、請求項７に記載の調光システム。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の調光システムを備えた建造物であって、屋根および／または
壁の少なくとも一部が、対向配置された複数の前記多重シートで構成されている、建造物
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、調光方法、調光システムおよび建造物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　屋根や壁が、透明シートまたは透明フィルムで構成されている建造物としては、植物栽
培用ハウス、家畜舎、養殖施設、スポーツ施設等が挙げられる。該建造物においては、様
々な事情から、建造物に入射する光量を調節することが求められる。たとえば、植物栽培
用ハウスにおいては、植物が盛んに光合成を行う朝には、できるだけ多くの光をハウス内
に入射させ、一方、昼には、ハウス内の温度上昇や植物のストレスを抑えるために、過剰
な光が入射しないようにすることがある。
【０００３】
　建造物内に入射する光量を調節できるパネル材や建造物としては、下記のものが提案さ
れている。
　（１）２枚の透明フィルムと、これらを気密に保持するフレームと、これらで囲まれた
空間に接続された真空ポンプおよびエアポンプとを備えたパネル材（特許文献１参照）。
　（２）屋根や壁が、複数の透明シート層からなる多重シートで構成され、該多重シート
の透明シート層間に水蒸気を供給する水蒸気供給装置を備えた建造物（特許文献２参照）
。
【０００４】
　（１）のパネル材では、２枚の透明フィルム間の空間を真空ポンプで減圧にし、２枚の
透明フィルムを密着させることで、２枚の透明フィルムを透過する光量を増加させている
。しかし、本発明者らが追試したところ、２枚の透明フィルムを密着させる前後で、２枚
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の透明フィルムを透過する光量はほとんど変化しなかった。
【０００５】
　（２）の建造物では、多重シートの透明シート層間に水蒸気を供給することによって、
透明シート層の表面に結露を発生させ、多重シートを透過する光量を低下させている。し
かし、透明シート層の表面に発生した結露は容易には除去できないため、多重シートを透
過する光量を、透明シート層間に水蒸気を供給する前のレベルに戻そうとしても、短時間
で戻すことができない。また、多重シートを透過する光量を、透明シート層間に水蒸気を
供給する前のレベル以上に増加させることはできない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第４７７３１９０号明細書
【特許文献２】特開２００７－３１９１３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、複数の透明シート層からなる多重シートを透過する光量を短時間で増
加できる調光方法、調光システムおよび該調光システムを備えた建造物を提供することで
ある。
　さらに、本発明の目的は、複数の透明シート層からなる多重シートを透過する光量を低
下でき、その後、多重シートを透過する光量を、光量を低下させる前のレベル以上にまで
、短時間で増加できる調光方法、調光システムおよび該調光システムを備えた建造物を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の調光方法は、対向配置された複数の透明シート層からなる多重シートを透過す
る光量を調節する調光方法であって、（ａ）前記多重シートの透明シート層間に水分を供
給する工程と、（ｂ）工程（ａ）の後、前記多重シートの透明シート層間を減圧にし、該
透明シート層間に水分が存在する状態で該透明シート層同士を密着させる工程とを有する
ことを特徴とする。
【０００９】
　本発明の調光方法においては、前記工程（ａ）が、（ａ１）前記多重シートの透明シー
ト層間に水蒸気および／またはミストを供給し、前記透明シート層の対向面に結露を発生
させる工程であり、前記工程（ｂ）が、（ｂ１）工程（ａ１）の後、前記多重シートの透
明シート層間を減圧にし、該透明シート層間に水蒸気および／またはミストに由来する水
分が存在する状態で、該透明シート層同士を密着させる工程であることが好ましい。
　本発明の調光方法は、屋根および／または壁の少なくとも一部が、前記多重シートで構
成されている建造物にて、前記多重シートを透過する光量を調整する方法であることが好
ましい。
　前記透明シート層の材料は、フッ素樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、ポリエチレ
ン、エチレン－酢酸ビニル共重合体（以下、ＥＶＡと記す。）、ポリエチレンテレフタレ
ート、アクリル樹脂、またはポリカーボネートであることが好ましい。
　さらに、フッ素樹脂としては、エチレン－テトラフルオロエチレン共重合体（以下、Ｅ
ＴＦＥと記す。）、ヘキサフルオロプロピレン－テトラフルオロエチレン共重合体（以下
、ＦＥＰと記す。）、パーフルオロ（アルキルビニルエーテル）－テトラフルオロエチレ
ン共重合体、テトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン－フッ化ビニリデン共
重合体（以下、ＴＨＶと記す。）、ポリフッ化ビニリデン、フッ化ビニリデン－ヘキサフ
ルオロプロピレン共重合体、またはポリフッ化ビニルが好ましい。
　また、前記透明シート層の全光線透過率は、８０％以上であることが好ましい。
【００１０】
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　本発明の調光システムは、対向配置された複数の透明シート層からなる多重シートを透
過する光量を調節する調光システムであって、前記多重シートと、前記多重シートの透明
シート層間に水分を供給する水分供給手段と、前記多重シートの透明シート層間を減圧に
する減圧手段とを備えたことを特徴とする。
　前記水分供給手段は、水蒸気を供給する水蒸気供給手段、またはミストを供給するミス
ト供給手段であることが好ましい。
　本発明の調光システムで用いられる透明シート層の材料、およびフッ素樹脂は、前記調
光方法のものと同様のものが好ましく、透明シート層の全光線透過率も前記と同様である
ことが好ましい。
【００１１】
　本発明の建造物は、本発明の調光システムを備えた建造物であって、屋根および／また
は壁の少なくとも一部が、前記多重シートで構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の調光方法によれば、複数の透明シート層からなる多重シートを透過する光量を
短時間で増加できる。
　また、本発明の調光方法において、多重シートの透明シート層間に水蒸気および／また
はミストを供給すれば、多重シートを透過する光量を低下でき、その後、多重シートを透
過する光量を、光量を低下させる前のレベル以上にまで、短時間で増加できる。
【００１３】
　本発明の調光システムによれば、複数の透明シート層からなる多重シートを透過する光
量を短時間で増加できる。
　また、本発明の調光システムにおいて、多重シートの透明シート層間に水分を供給する
手段を水蒸気および／またはミストを供給する手段とすれば、多重シートを透過する光量
を低下でき、その後、多重シートを透過する光量を、光量を低下させる前のレベル以上に
まで、短時間で増加できる。
【００１４】
　本発明の建造物によれば、建造物に入射する光量を短時間で増加できる。
　また、本発明の建造物において、多重シートの透明シート層間に水分を供給する手段を
水蒸気および／またはミストを供給する手段とすれば、建造物に入射する光量を低下でき
、その後、光量を低下させる前のレベル以上にまで、建造物に入射する光量を短時間で増
加できる。
　かくして、本発明の調光方法、調光システム、および本発明の調光システムを備えた建
造物は、植物栽培用ハウスのような屋根や壁が透明シートまたは透明フィルムで構成され
ている建造物に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の調光システムの一例を示す断面図である。
【図２】本発明の調光システムの他の例を示す断面図である。
【図３】本発明の建造物の一例を示す斜視および断面図である。
【図４】本発明の建造物の他の例を示す斜視および断面図である。
【図５】例１～３における照度の比較率を示すグラフである。
【図６】例４における照度の比較率の時間変化を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本明細書における「シート」には、比較的薄い「フィルム」と呼ばれるものも包含され
る。
　本明細書における「対向配置」とは、透明シート層の表面に直交する方向から見たとき
、それぞれの透明シート層が重なるように配置され、透明シート層間の一部または全部が
、密着されていない状態にあることを意味する。該透明シート層間は、気体（空気等。）
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が供給された際に空間を形成できればよく、気体の供給前において、透明シート層間に視
認できる隙間がなくてもよい。
　本明細書における「屋根および／または壁の少なくとも一部」には、屋根または壁に設
けられた窓も包含される。
【００１７】
（調光システム）
　図１は、本発明の調光システムの一例を示す断面図である。調光システム１は、対向配
置された２つの透明シート層１２からなり、一方の透明シート層１２に給気口１４、第１
の排気口１６および第２の排気口１８が設けられた多重シート１０と、２つの透明シート
層１２の周縁を気密に保持する枠材２０と、多重シート１０の透明シート層１２間に水蒸
気を供給する水蒸気供給手段３０（水分供給手段）と、多重シート１０の透明シート層１
２間を減圧にする減圧手段４０とを備えたものである。
【００１８】
　水蒸気供給手段３０は、水蒸気発生装置３２と、水蒸気発生装置３２と多重シート１０
の給気口１４とを接続する給気流路３４と、給気流路３４の途中に設けられた送風機３６
とを備えたものである。水蒸気発生装置としては、たとえば、加熱器（ヒーター等。）と
水浴とを備えたもの、市販の加湿器等が挙げられる。
　減圧手段４０は、一端が多重シート１０の第１の排気口１６に接続された排気流路４２
と、排気流路４２の途中に設けられた真空ポンプ４４とを備えたものである。
【００１９】
　透明シート層１２は、光を透過する材料からなるものであればよい。該材料としては、
たとえば、透明樹脂が挙げられる。また、透明シート層１２の少なくとも一方が透明樹脂
からなる可とう性のシートであれば、他方をガラス板または樹脂板としてもよい。
　透明樹脂としては、フッ素樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、ポリエチレン、エチ
レン－酢酸ビニル共重合体（以下、ＥＶＡと記す。）、ポリエチレンテレフタレート、ア
クリル樹脂、ポリカーボネート等の熱可塑性樹脂が好ましく、透明性、機械的強度、耐候
性、耐紫外線性、耐熱性、溶着性等の点から、フッ素樹脂が好ましい。
【００２０】
　フッ素樹脂としては、エチレン－テトラフルオロエチレン共重合体（以下、ＥＴＦＥと
記す。）、ヘキサフルオロプロピレン－テトラフルオロエチレン共重合体（以下、ＦＥＰ
と記す。）、パーフルオロ（アルキルビニルエーテル）－テトラフルオロエチレン共重合
体、テトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン－フッ化ビニリデン共重合体（
以下、ＴＨＶと記す。）、ポリフッ化ビニリデン、フッ化ビニリデン－ヘキサフルオロプ
ロピレン共重合体、ポリフッ化ビニル等が挙げられ、透明性、機械的強度、耐熱性等の点
から、ＥＴＦＥ、ＦＥＰ、またはＴＨＶが好ましく、ＥＴＦＥが特に好ましい。
　透明樹脂は、本発明の目的を損なわない範囲で、公知の添加剤等を含んでいてもよい。
【００２１】
　透明シート層１２は、単層シートであってもよく、積層シートであってもよい。積層シ
ートとしては、たとえば、ポリエチレン層と、ＥＶＡ層と、ポリエチレン層とがこの順に
積層された３層シートが挙げられる。
　透明シート層１２は、表面処理が施されたものであってもよい。表面処理としては、親
水化処理、防汚処理、撥水処理等が挙げられる。
　親水化処理の方法としては、透明シート層１２の表面に親水化剤（無機質コロイド、親
水性樹脂、金属酸化物等。）を塗布する方法、透明シート層１２の表面に金属（ケイ素、
スズ、チタン等。）の酸化物をスパッタリングする方法等が挙げられる。
　多重シート１０の内側で透明シート層１２同士が向かい合っている面（すなわち、透明
シート層１２の対向面）の双方が親水化処理された面であってもよく、対向面の片方が親
水化処理された面であってもよく、対向面の双方が親水化処理されていない面であっても
よい。
【００２２】
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　透明樹脂からなる透明シート層１２の厚さは、透明性、加工性等の点から、８００μｍ
以下が好ましく、７００μｍ以下がより好ましい。また、機械的強度等の点から、２０μ
ｍ以上が好ましく、４０μｍ以上がより好ましい。
　ガラスからなる透明シート層１２の厚さは、３ｍｍ～１０ｍｍが好ましい。
【００２３】
　透明シート層１２の全光線透過率は、８０％以上が好ましく、８５％以上がより好まし
く、９０％以上が特に好ましい。全光線透過率が７０％以上であると、植物の光合成に必
要な光を確保しやすい。透明シート層１２の全光線透過率の上限は、特に制限されない。
　透明シート層１２の全光線透過率は、ＪＩＳ Ｋ７３６１－１の規定に準拠して測定さ
れる。
　多重シート１０の全光線透過率は、多重シートを透過する光量を多くしたい場合には、
８０％以上となるように調整するのが好ましく、８５％以上がより好ましく、９０％以上
が特に好ましい。一方、多重シートを透過する光量を少なくしたい場合には、５０～８０
％となるように調整してもよい。
【００２４】
　以上説明した調光システム１にあっては、多重シート１０の透明シート層１２間に水蒸
気を供給する水蒸気供給手段３０を備えているため、透明シート層１２の対向面に結露を
発生させ、多重シート１０を透過する光量を、透明シート層１２間に水蒸気を供給する前
よりも低下させることができる。
【００２５】
　また、多重シート１０の透明シート層１２間を減圧にする減圧手段４０を備えているた
め、多重シート１０の透明シート層１２間を減圧にし、透明シート層１２間に水蒸気に由
来する水分が存在する状態で透明シート層１２同士を密着させることによって、多重シー
ト１０を透過する光量を、透明シート層１２間に水蒸気を供給する前のレベル以上にまで
、短時間で増加させることができる。
【００２６】
　なお、本発明の調光システムは、対向配置された複数の透明シート層からなる多重シー
トと、多重シートの透明シート層間に水分を供給する水分供給手段と、多重シートの透明
シート層間を減圧にする減圧手段とを備えたものであればよく、図１に示す調光システム
１に限定はされない。
【００２７】
　たとえば、多重シート１０は、図２に示す調光システム２のように、２つの透明シート
層１２の周縁に枠材を設けることなく、２つの透明シート層１２の周縁をヒートシールし
た袋状のものであってもよい。また、袋状の多重シートは、１枚の透明シートを半分に折
りたたみ、３辺をヒートシールして２つの透明シート層からなる多重シートとしたもので
あってもよく、筒状の透明シートの両端の開口をヒートシールして２つの透明シート層か
らなる多重シートとしたものであってもよい。
　また、給気口と排気口を一つにまとめて給排気口とし、該給排気口に水分供給手段と減
圧手段とを切り替え可能に接続してもよい。
【００２８】
　また、複数の多重シートを、該多重シート間を連通手段（連通パイプ、連通スリット等
。）で連通状態にして並設し、かつ該多重シートの少なくとも一つに給気口を設けて水分
供給手段を接続し、該多重シートの少なくとも一つに排気口を設けて減圧手段を接続する
ようにしてもよい。
　また、透明シート層の数は、２に限定はされず、３以上であってもよい。光線透過率、
コスト等の点から、２～５が好ましく、２～３が特に好ましい。
【００２９】
　また、水分供給手段は、図１に示す水蒸気供給手段３０に限定はされず、ミスト発生装
置と給気流路と送風機とを備えたミスト供給手段であってもよく、水槽と送液ポンプとを
備えた流水供給手段であってもよい。ミスト供給手段を備えることによって、水蒸気供給
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手段３０を備えた場合と同様に、透明シート層１２の対向面に結露を発生させ、多重シー
ト１０を透過する光量を、透明シート層１２間にミストを供給する前よりも低下させるこ
とができる。一方、流水供給手段を備えた場合、水蒸気供給手段３０やミスト供給手段を
備えた場合のように、多重シート１０を透過する光量を、透明シート層１２間に流水を供
給する前よりも充分に低下させることはできない。
【００３０】
（調光方法）
　本発明の調光方法は、下記の工程（ａ）～（ｃ）を有する方法である。
　（ａ）対向配置された複数の透明シート層からなる多重シートの透明シート層間に水分
を供給する工程。
　（ｂ）工程（ａ）の後、多重シートの透明シート層間を減圧にし、該透明シート層間に
水分が存在する状態で該透明シート層同士を密着させることによって、多重シートを透過
する光量を、透明シート層間に水分を供給する前よりも増加させる工程。
　（ｃ）工程（ｂ）の後、必要に応じて、透明シート層間に気体の層を形成することによ
って、多重シートを透過する光量を、透明シート層間に水分を供給する前のレベルに戻す
工程。
【００３１】
工程（ａ）：
　通常状態の多重シートにおいては、断熱等の目的から、透明シート層間に気体の層が形
成されている。多重シートが、図１に示すように、枠材２０によって、２つの透明シート
層１２が所定の間隔で平行に保持されている場合、透明シート層１２間を加圧することな
く、透明シート層１２間に気体の層が形成される。一方、多重シートが、図２に示すよう
に、袋状のものの場合、透明シート層１２間を送風機３６で加圧することによって、透明
シート層１２間に気体の層が形成される。
【００３２】
　透明シート層間に気体の層が形成されている状態で、透明シート層間に水分を供給する
と、多重シートの内側で透明シート層同士が向かい合っている面（すなわち、透明シート
層の対向面）の少なくとも一方が水分で濡らされる。
　水分は、透明シート層の表面を濡らすことができるものであればよい。該水分としては
、水（流水）、水蒸気、ミスト等が挙げられる。なお、水分として水蒸気および／または
ミストを供給した場合、下記の理由から、遮光効果や遮熱効果も期待できる。
【００３３】
　水分として水蒸気および／またはミストを供給した場合、透明シート層の対向面の少な
くとも一方に結露が生じる。また、水蒸気および／またはミストは、これらを含む気体と
して供給されるため、水蒸気および／またはミストを含む気体が供給されると同時に、透
明シート層間の気体が透明シート層に設けられた排気口から追い出される。
【００３４】
　透明シート層の対向面に発生した結露は、光を反射、散乱させるため、遮光効果を発揮
できる。よって、多重シートを透過する光量を、透明シート層間に水蒸気および／または
ミストを供給する前よりも低下させることができる。また、透明シート層の対向面に発生
した結露は、赤外線を吸収するため、遮熱効果も発揮できる。一方、水分として流水を供
給した場合、遮光効果はほとんど期待できない。
【００３５】
工程（ｂ）：
　透明シート層の対向面の少なくとも一方が水分で濡らされた状態で、多重シートの透明
シート層間を減圧にする。これにより、該透明シート層間に水分が存在する状態で該透明
シート層同士が密着することになる。該透明シート層間に水分が存在する状態で該透明シ
ート層同士が密着した場合、透明シート層間に気体が存在しない状態で見かけ上１枚のシ
ートのごとく一体化するため、該透明シート層間に気体の層が形成されている状態や、該
透明シート層間に水分が存在しない状態で該透明シート層同士が密着した場合に比べ、光
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線透過率が高くなる。よって、多重シートを透過する光量が、透明シート層間に水分を供
給する前よりも増加する。
【００３６】
工程（ｃ）：
　多重シートが、図１に示すように、枠材２０によって、２つの透明シート層１２が所定
の間隔で平行に保持されている場合、減圧手段４０を停止し、必要に応じて透明シート層
１２間を送風機３６で加圧することによって、透明シート層１２間に気体の層が形成され
る。多重シートが、図２に示すように、袋状のものの場合、減圧手段４０を停止し、つい
で透明シート層１２間を送風機３６で加圧することによって、透明シート層１２間に気体
の層が形成される。透明シート層間に存在していた水分は、給気口、排気口、または必要
に応じて設けられた透水性シート（たとえば、特開２００５－２０４６５０号公報に開示
される。）から排水される。透明シート層１２間に気体の層が形成されることにより、多
重シートを透過する光量を、透明シート層間に水分を供給する前のレベルに戻すことがで
きる。
【００３７】
　以上説明した本発明の調光方法にあっては、多重シートの透明シート層間に水分を供給
した後、多重シートの透明シート層間を減圧にし、該透明シート層間に水分が存在する状
態で該透明シート層同士を密着させているため、多重シートを透過する光量を、透明シー
ト層間に水分を供給する前のレベル以上にまで、短時間で増加させることができる。
【００３８】
（調光方法の具体例）
　つぎに、調光システム１を用いた調光方法について、具体的に説明する。
　調光システム１を用いた調光方法は、下記工程（ａ１）～（ｃ１）を有する。
　（ａ１）多重シート１０の透明シート層１２間に水蒸気および／またはミストを供給し
、透明シート層１２の対向面に結露を発生させることによって、多重シート１０を透過す
る光量を、透明シート層１２間に水蒸気および／またはミストを供給する前よりも低下さ
せる工程。
　（ｂ１）工程（ａ１）の後、多重シート１０の透明シート層１２間を減圧にし、透明シ
ート層１２間に水蒸気および／またはミストに由来する水分が存在する状態で透明シート
層１２同士を密着させることによって、多重シート１０を透過する光量を、透明シート層
１２間に水蒸気および／またはミストを供給する前よりも増加させる工程。
　（ｃ１）工程（ｂ）の後、必要に応じて、透明シート層間に気体の層を形成することに
よって、多重シートを透過する光量を、透明シート層間に水蒸気を供給する前のレベルに
戻す工程。
【００３９】
工程（ａ１）：
　通常状態の多重シート１０においては、断熱等の目的から、透明シート層１２間に気体
の層が形成されている。
　透明シート層１２間に気体の層が形成されている状態で、水蒸気発生装置３２および送
風機３６を作動させ、水蒸気発生装置３２から発生した水蒸気（および該水蒸気の一部が
凝集したミスト）を含む気体を、給気流路３４経由で給気口１４から多重シート１０の透
明シート層１２間に供給すると、透明シート層１２間の気体が第２の排気口１８から追い
出され、その後、透明シート層１２間が水蒸気を含む気体で満たされて、透明シート層１
２の対向面の少なくとも一方に結露が生じる。
【００４０】
　透明シート層１２の対向面に発生した結露は、光を反射、散乱させるため、遮光効果を
発揮できる。よって、多重シート１０を透過する光量を、透明シート層１２間に水蒸気を
供給する前よりも低下させることができる。また、透明シート層１２の対向面に発生した
結露は、赤外線を吸収するため、遮熱効果も発揮できる。
【００４１】
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工程（ｂ１）：
　透明シート層１２の対向面の少なくとも一方に結露が発生した状態で、水蒸気発生装置
３２および送風機３６を停止し、ついで減圧手段４０を作動させ、第１の排気口１６から
透明シート層１２間の気体を排気し、透明シート層１２間を減圧にする。これにより、透
明シート層１２間に水分が存在する状態で透明シート層１２同士が密着し、多重シート１
０を透過する光量が、透明シート層１２間に水蒸気を供給する前よりも増加する。
【００４２】
工程（ｃ１）：
　減圧手段４０を停止すると、透明シート層１２間を加圧することなく、透明シート層１
２間に気体の層が形成される。透明シート層１２間に存在していた水分は、給気口１４、
第１の排気口１６、第２の排気口１８、または必要に応じて設けられた透水性シートから
排水される。透明シート層１２間に気体の層が形成されることにより、多重シート１０を
透過する光量を、透明シート層１２間に水蒸気を供給する前のレベルに戻すことができる
。
【００４３】
　以上説明した調光システム１を用いた調光方法にあっては、多重シート１０の透明シー
ト層１２間に水蒸気を供給し、透明シート層１２の対向面に結露を発生させているため、
多重シート１０を透過する光量を、透明シート層１２間に水蒸気を供給する前よりも低下
させることができる。
【００４４】
　また、多重シート１０の透明シート層１２間を減圧にし、透明シート層１２間に水蒸気
に由来する水分が存在する状態で透明シート層１２同士を密着させているため、多重シー
ト１０を透過する光量を、透明シート層１２間に水蒸気を供給する前のレベル以上にまで
、増加させることができる。
【００４５】
（建造物）
　本発明の建造物は、本発明の調光システムを備えた建造物であって、屋根および／また
は壁の少なくとも一部が、多重シートで構成されているものである。
【００４６】
　建造物としては、植物栽培用ハウス（農業用ハウス、園芸用ハウス等。）、家畜舎（牛
舎、養豚場、養鶏場等。）、魚等の養殖施設、スポーツ施設（体育館、プール、テニスコ
ート、サッカー場、野球場等。）等が挙げられ、光、温度等の室内環境の調節が重要とさ
れる点から、植物栽培用ハウスが好ましい。
【００４７】
　図３は、農業用ハウスの一例を示す斜視および断面図である。農業用ハウス５０は、上
述の調光システム１を備え、屋根および壁が、調光システム１の多重シート１０で構成さ
れているものである。該農業用ハウス５０は、農業用ハウス５０の骨格をなす、土台５２
、柱５４、桁５６、垂木５８、棟木６０、梁６２等と、該土台５２、柱５４、桁５６、垂
木５８、棟木６０等に一体に設けられた枠材（図示略）と、該枠材に周縁が気密に保持さ
れた２つの透明シート層１２からなる多重シート１０と、多重シート１０の透明シート層
１２間に水蒸気を供給する水蒸気供給手段３０（水分供給手段）と、多重シート１０の透
明シート層１２間を減圧にする減圧手段４０とを備えたものである。
【００４８】
　水蒸気供給手段３０は、水蒸気発生装置３２と、水蒸気発生装置３２と多重シート１０
の給気口１４とを接続する給気流路３４と、給気流路３４の途中に設けられた送風機３６
とを備えたものである。
　減圧手段４０は、一端が多重シート１０の第１の排気口１６に接続された排気流路４２
と、排気流路４２の途中に設けられた真空ポンプ４４とを備えたものである。
【００４９】
　農業用ハウス５０の骨格をなす、土台５２、柱５４、桁５６、垂木５８、棟木６０、梁
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６２等としては、金属製のパイプ、金属製の型材（アングル材、角材等。）等が挙げられ
る。これらは、緊結金具（直交クランプ、自在クランプ等。）で連結されている。
　多重シート１０間に存在する柱５４、桁５６、垂木５８、棟木６０等には、多重シート
１０間を連通状態にする連通パイプ、連通スリット等の連通手段（図示略）が設けられて
いることが好ましい。多重シート１０間を連通状態にすることにより、透明シート層１２
に設ける給気口１４、第１の排気口１６ならびに第２の排気口（図示略）の数、および水
蒸気供給手段３０ならびに減圧手段４０の数を最小限に抑えることができる。
【００５０】
　農業用ハウス５０における調光方法は、上述した調光システム１を用いた調光方法と同
様に行えばよい。
【００５１】
　以上説明した農業用ハウス５０にあっては、屋根および壁を構成する多重シート１０の
透明シート層１２間に水蒸気を供給する水蒸気供給手段３０を備えているため、透明シー
ト層１２の対向面に結露を発生させ、多重シート１０を透過する光量を、透明シート層１
２間に水蒸気を供給する前よりも低下させることができる。その結果、農業用ハウス５０
に入射する光量を低下できる。
【００５２】
　また、多重シート１０の透明シート層１２間を減圧にする減圧手段４０を備えているた
め、多重シート１０の透明シート層１２間を減圧にし、透明シート層１２間に水蒸気に由
来する水分が存在する状態で透明シート層１２同士を密着させることによって、多重シー
ト１０を透過する光量を、透明シート層１２間に水蒸気を供給する前のレベル以上にまで
、短時間で増加させることができる。その結果、農業用ハウス５０に入射する光量を短時
間で増加できる。
【００５３】
　なお、本発明の建造物は、本発明の調光システムを備えた建造物であって、屋根および
／または壁の少なくとも一部が、本発明の調光システムの多重シートで構成されているも
のであればよく、図３に示す農業用ハウス５０に限定はされない。
　たとえば、図４に示す農業用ハウス５１のように、調光システム１の代わりに上述の調
光システム２を備えたものであってもよい。
　また、図４に示すように給気口１４と第１の排気口１６を一つにまとめて給排気口とし
、該給排気口に水蒸気供給手段３０と減圧手段４０とを切り替え可能に接続してもよい。
　また、屋根の形状は、断面半円状のものであってもよい。また、農業用ハウスの形状は
、屋根および壁が一体化された断面半円状のものであってもよい。
【実施例】
【００５４】
　以下、実施例により本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれら実施例に限定し
て解釈されない。
【００５５】
（全光線透過率）
　透明シート層の全光線透過率は、ＪＩＳ Ｋ７３６１－１に準拠して測定した。
【００５６】
（照度の比較率）
　多重フィルムの光源側で測定された照度Ｘと、多重フィルムを挟んで光源とは反対側で
測定された照度Ｙとから、下式より比較率を求めた。
　比較率（％）＝Ｙ／Ｘ×１００。
【００５７】
〔例１〕
　例１～３における照度の測定は、温度：２５℃、相対湿度（以下、ＲＨと記す。）：３
３％、外光が遮断された室内にて行った。
【００５８】
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　片面が親水化処理されたＥＴＦＥフィルム（Ａ）（旭硝子社製、エフクリーン１００Ｗ
Ｔ、厚さ：１００μｍ、縦：１２５０ｍｍ、横：１２５０ｍｍ、全光線透過率：９３～９
４％）および親水化処理されていないＥＴＦＥフィルム（Ｂ）（旭硝子社製、エフクリー
ン１００ＮＴ、厚さ：１００μｍ、縦１２５０ｍｍ、横１２５０ｍｍ、全光線透過率：９
３～９４％）を用意した。
　なお、親水化処理は、親水化剤（金属酸化物タイプ）を塗布する方法により行なった。
【００５９】
　ＥＴＦＥフィルム（Ａ）の横方向のほぼ中央付近で、かつ縦方向の下端付近に給排気口
（Ｃ）を１箇所設け、ＥＴＦＥフィルム（Ａ）の横方向のほぼ中央付近で、かつ縦方向の
上端付近に排気口（Ｄ）を１箇所設けた。
　ＥＴＦＥフィルム（Ａ）とＥＴＦＥフィルム（Ｂ）とを、ＥＴＦＥフィルム（Ａ）の親
水化処理された面が内側となるように重ね、これらフィルムの周縁を、受け部材と抑え部
材とからなる枠材（縦：１１５０ｍｍ、横：１１５０ｍｍ）で気密に挟持し、多重フィル
ムを作製した。
【００６０】
　多重フィルムのＥＴＦＥフィルム（Ａ）側に、光源ランプ（東芝ライテック社製、反射
型陽光ランプＤＲ４００／Ｔ（Ｌ））を設置した。また、多重フィルムのＥＴＦＥフィル
ム（Ｂ）側に、照度計（英弘精機社製、ＭＳ－７２０、分光放射計）を設置した。光源ラ
ンプおよび照度計は、光源ランプの発光部と照度計のセンサ部とを結ぶ直線が、多重フィ
ルムの表面に対して直交するように、かつ多重フィルムの中心を通るように設置した。ま
た、光源ランプの発光部と多重フィルムとの距離は４５０ｍｍとし、照度計のセンサ部と
多重フィルムとの距離は３２０ｍｍとした。
【００６１】
　ＥＴＦＥフィルム（Ａ）とＥＴＦＥフィルム（Ｂ）とが単に重なった状態にて、多重フ
ィルムの光源側と、多重フィルムを挟んで光源とは反対側とで照度を測定し、比較率を求
めた。結果を図５に示す。
【００６２】
〔例２〕
　ついで、給排気口（Ｃ）に、チューブ（塩化ビニル樹脂、内径：２５ｍｍ）の一端を接
続し、該チューブの他端を、真空掃除機（ニクロン工業社製、ＮＣ－１０３、１００Ｖ、
１０５０Ｗ）に接続した。
　真空掃除機を作動させ、ＥＴＦＥフィルム（Ａ）とＥＴＦＥフィルム（Ｂ）との間を減
圧にし、ＥＴＦＥフィルム（Ａ）とＥＴＦＥフィルム（Ｂ）とを密着させた。
【００６３】
　ＥＴＦＥフィルム（Ａ）とＥＴＦＥフィルム（Ｂ）とが密着した状態にて、多重フィル
ムの光源側と、多重フィルムを挟んで光源とは反対側とで照度を測定し、比較率を求めた
。結果を図５に示す。
【００６４】
〔例３〕
　ついで、前記チューブの他端を、送風機（淀川電気製作所社製、ＥＬＥＣＴＲＩＣ Ｂ
ＬＯＷＥＲ、サイズ：３０φ、５０／６０Ｈｚ、５５／５１Ｗ）に繋ぎかえた。また、Ｉ
Ｔコンロ（日立製作所社製、ＭＨ－Ｂ１、１００Ｖ、１３５０Ｗ）上に設置された水浴を
、透明樹脂製の筐体内に入れ、該筐体と送風機とを連結した。
　送風機を作動させ、ＥＴＦＥフィルム（Ａ）とＥＴＦＥフィルム（Ｂ）との間に水蒸気
を含む空気を供給し、多重シートの内側の表面に結露を発生させた。
【００６５】
　ついで、前記チューブの他端を、真空掃除機（ニクロン工業社製、ＮＣ－１０３、１０
０Ｖ、１０５０Ｗ）に繋ぎかえた。
　真空掃除機を作動させ、ＥＴＦＥフィルム（Ａ）とＥＴＦＥフィルム（Ｂ）との間を減
圧にし、ＥＴＦＥフィルム（Ａ）とＥＴＦＥフィルム（Ｂ）との間に水分が存在する状態
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でＥＴＦＥフィルム（Ａ）とＥＴＦＥフィルム（Ｂ）とを密着させた。
【００６６】
　ＥＴＦＥフィルム（Ａ）とＥＴＦＥフィルム（Ｂ）とが水の薄膜を介して密着した状態
にて、多重フィルムの光源側と、多重フィルムを挟んで光源とは反対側とで照度を測定し
、比較率を求めた。結果を図５に示す。
【００６７】
　図５の結果から明らかなように、多重フィルムを透過する光量は、ＥＴＦＥフィルム（
Ａ）とＥＴＦＥフィルム（Ｂ）とが乾燥して密着した状態（例２）では、ＥＴＦＥフィル
ム（Ａ）とＥＴＦＥフィルム（Ｂ）とが単に重なった状態（例１）とほとんど変わらなか
った。一方、ＥＴＦＥフィルム（Ａ）とＥＴＦＥフィルム（Ｂ）とが水の薄膜を介して密
着した状態（例３）では、例１および例２よりも、多重フィルムを透過する光量が増加し
ていた。
【００６８】
〔例４〕
　例４における照度の測定は、平成２０年９月の天候が晴れの日に屋外にて行った。
　例１と同様にして、ＥＴＦＥフィルム（Ａ）およびＥＴＦＥフィルム（Ｂ）の周縁が受
け部材と抑え部材とからなる枠材で気密に挟持された多重フィルムを作製した。多重フィ
ルムの表面が真南に向くように、かつ傾斜角度４５゜となるよう屋外に設置した。また、
多重フィルムのＥＴＦＥフィルム（Ｂ）側に、照度計（英弘精機社製、ＭＳ－７２０、分
光放射計）を設置した。照度計のセンサ部と多重フィルムとの距離は３００ｍｍとした。
【００６９】
　給排気口（Ｃ）に、チューブ（塩化ビニル樹脂、内径：２５ｍｍ）の一端を接続し、該
チューブの他端を、送風機（淀川電気製作所社製、ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＢＬＯＷＥＲ、サ
イズ：３０φ、５０／６０Ｈｚ、５５／５１Ｗ）に接続した。また、ＩＴコンロ（日立製
作所社製、ＭＨ－Ｂ１、１００Ｖ、１３５０Ｗ）上に設置された水浴を、透明樹脂製の筐
体内に入れ、該筐体と送風機とを連結した。
　送風機を作動させ、ＥＴＦＥフィルム（Ａ）とＥＴＦＥフィルム（Ｂ）との間に水蒸気
を含む空気を供給した。多重フィルムの太陽側と、多重フィルムを挟んで太陽とは反対側
とで照度の時間変化を測定し、比較率を求めた。結果を図６に示す。多重シートの内側の
表面に発生する結露が増えるにしたがって、多重シートを透過する光量が減少した。
【００７０】
　水蒸気を含む空気の供給開始から約１２分後、前記チューブの他端を、真空掃除機（ニ
クロン工業社製、ＮＣ－１０３、１００Ｖ、１０５０Ｗ）に繋ぎかえた。
　真空掃除機を作動させ、ＥＴＦＥフィルム（Ａ）とＥＴＦＥフィルム（Ｂ）との間を減
圧にした。多重フィルムの太陽側と、多重フィルムを挟んで太陽とは反対側とで照度の時
間変化を測定し、比較率を求めた。結果を図６に示す。減圧開始直後にＥＴＦＥフィルム
（Ａ）とＥＴＦＥフィルム（Ｂ）とが水の薄膜を介して密着した状態となり、多重フィル
ムを透過する光量が短時間で増加した。また、そのときの多重シートを透過する光量は、
水蒸気を含む空気の供給開始前のレベルを上回るものであった。
【００７１】
〔例５〕
　例５における照度の測定は、温度：２５℃、ＲＨ：３３％、外光が遮断された室内にて
行った。
　例１と同様にして、ＥＴＦＥフィルム（Ａ）およびＥＴＦＥフィルム（Ｂ）の周縁が受
け部材と抑え部材とからなる枠材で気密に挟持された多重フィルムを作製した。
【００７２】
　多重フィルムのＥＴＦＥフィルム（Ａ）側に、光源ランプ（松下電器産業社製、ナショ
ナル ハイランプ３００Ｗ型）を設置した。また、多重フィルムのＥＴＦＥフィルム（Ｂ
）側に、照度計（東京光電社製、ＡＮＡ－Ｆ１１、一般Ａ級照度計）を設置した。光源ラ
ンプおよび照度計は、光源ランプの発光部と照度計のセンサ部とを結ぶ直線が、多重フィ
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ルムの表面に対して直交するように、かつ多重フィルムの中心を通るように設置した。ま
た、光源ランプの発光部と多重フィルムとの距離は４５０ｍｍとし、照度計のセンサ部と
多重フィルムとの距離は３２０ｍｍとした。
【００７３】
　給排気口（Ｃ）に、チューブ（塩化ビニル樹脂、内径：２５ｍｍ）の一端を接続し、該
チューブの他端を、送風機（淀川電気製作所社製、ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＢＬＯＷＥＲ、サ
イズ：３０φ、５０／６０Ｈｚ、５５／５１Ｗ）に接続した。また、ＩＴコンロ（日立製
作所社製、ＭＨ－Ｂ１、１００Ｖ、１３５０Ｗ）上に設置された水浴を、透明樹脂製の筐
体内に入れ、該筐体と送風機とを連結した。真空掃除機（ニクロン工業社製、ＮＣ－１０
３、１００Ｖ、１０５０Ｗ）に連結した。
　送風機を作動させ、ＥＴＦＥフィルム（Ａ）とＥＴＦＥフィルム（Ｂ）との間に水蒸気
を含む空気を供給し、多重シートの内側の表面に結露を発生させた。多重フィルムを挟ん
で光源とは反対側で照度の時間変化を測定した。
【００７４】
　水蒸気を含む空気の供給開始から４分後、水蒸気を含む空気を、室内の空気に切り替え
、多重フィルムを挟んで光源とは反対側で照度の時間変化を測定した。多重シートの内側
の表面の結露がしだいに除去されたが、水蒸気を含む空気を供給する前の照度に戻ったの
は、室内の空気に切り替えてから約２０分たってからであった。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明の調光システムおよび調光方法は、屋根や壁が透明シートまたは透明フィルムで
構成されている建造物に入射する光量の調節に有用であり、光、温度等の室内環境の調節
が重要とされる植物栽培用ハウスなどに利用される。

　なお、２００８年１０月１４日に出願された日本特許出願２００８－２６４７５３号の
明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書の全内容をここに引用し、本発明の明細書の開
示として、取り入れるものである。
【符号の説明】
【００７６】
　１　調光システム
　２　調光システム
　１０　多重シート
　１２　透明シート層
　３０　水蒸気供給手段（水分供給手段）
　４０　減圧手段
　５０　農業用ハウス
　５１　農業用ハウス
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