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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】塗膜構造体の日射反射率計算方法、装置、プロ
グラム、及び、熱量予測計算方法、装置、プログラム、
並びに、遮熱効果の定量評価方法、カラーデザイン方法
を提供する。
【解決手段】目標とする塗膜色を呈する塗膜構造体の日
射反射率予測計算方法であって、目標とする塗膜色を入
力する入力手順と、入力手順で入力された目標とする塗
膜色を得るための原色塗料の配合を取得する塗料配合取
得手順と、目標とする塗膜色の塗料が塗布される下地と
塗料配合取得手順で取得された原色塗料の塗膜とからな
る塗膜構造体の可視光波長域及びそれに隣接する非可視
光波長域での波長λでの分光反射率を算出し、算出した
分光反射率に基づいて日射反射率ＲSを算出する日射反
射率算出手順とを有することを特徴とする。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
目標とする塗膜色を呈する塗膜構造体の日射反射率予測計算方法であって、
　目標とする塗膜色を入力する入力手順と、
　前記入力手順で入力された目標とする塗膜色を得るための原色塗料の配合を取得する塗
料配合取得手順と、
　前記目標とする塗膜色の塗料が塗布される下地と前記塗料配合取得手順で取得された原
色塗料の塗膜とからなる塗膜構造体の可視光波長域及びそれに隣接する非可視光波長域で
の波長λでの分光反射率を算出し、算出した分光反射率に基づいて日射反射率ＲSを算出
する日射反射率算出手順とを有することを特徴とする塗膜構造体の日射反射率予測計算方
法。
【請求項２】
前記日射反射率算出手順は、
　可視光波長域及びそれに隣接する非可視光波長域での波長λについて前記下地の分光反
射率ρg(λ)を算出し、算出した前記下地の分光反射率ρg(λ)に基づいて前記下地の反射
率Ｒg(λ)を算出する下地反射率算出手順と、
　前記下地に積層される塗膜の各原色についての単位厚さ当たりの吸収係数及び散乱係数
、原色配合比、膜厚を取得する塗膜データ取得手順と、
　前記下地反射率算出手順で取得した前記下地の反射率Ｒg(λ)、及び、前記塗膜データ
取得手順で取得された前記塗膜の各原色についての単位厚さ当たりの吸収係数及び散乱係
数、原色配合比、膜厚に基づいて塗膜構造体の反射率Ｒ(λ)を算出し、これに基づいて塗
膜構造体の分光反射率ρ(λ)を算出する塗膜構造体分光反射率算出手順とを有することを
特徴とする請求項１記載の塗膜構造体の日射反射率予測計算方法。
【請求項３】
前記塗膜構造体分光反射率算出手順で算出された前記分光反射率ρ(λ)を前記下地の分光
反射率ρg(λ)に設定し、
　前記下地反射率算出手順、及び、前記塗膜データ取得手順、並びに、前記塗膜構造体分
光反射率算出手順を順次に繰り返すことにより、二種以上の塗料種積層によってなる塗膜
構造体の分光反射率ρ(λ)を算出することを特徴とする請求項２記載の塗膜構造体の日射
反射率予測計算方法。
【請求項４】
前記塗料配合取得手順は、原色塗料の配合から目標とする塗膜色に近似する原色塗料の配
合の候補を取得し、
　前記日射反射率算出手順は、前記塗料配合取得手順で取得した原色塗料の配合の候補に
対して前記日射反射率を算出することを特徴とする請求項１記載の日射反射率予測計算方
法。
【請求項５】
前記塗料配合取得手順は、原色塗料の配合から目標とする塗膜色に近似する原色塗料の配
合を取得し、
　前記日射反射率算出手順は、前記塗料配合取得手順で取得した原色塗料の配合に対して
逐次前記日射反射率を算出することを特徴とする請求項１記載の日射反射率予測計算方法
。
【請求項６】
目標とする塗膜色を呈する塗膜構造体を有する被測定対象の熱量を予測計算する熱量予測
計算方法であって、
　前記被測定対象の構造に基づいて熱回路を設定する熱回路設定手順と、
　前記熱回路設定手順で設定すべき前記熱回路に関するパラメータ及び前記被測定対象の
有する前記塗膜構造体に対応する日射反射率を含むパラメータを前記熱回路に設定するパ
ラメータ設定手順と、
　前記パラメータ設定手順で設定された前記パラメータ及び前記日射反射率に基づいて前
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記熱回路を解くことにより、前記被測定対象に流出入する熱量を予測する熱量予測計算手
順とを有し、
　前記被測定対象に塗布される目標の塗膜色の塗膜構造体に対応する日射反射率は、請求
項１乃至５のいずれか一項記載の日射反射率予測計算方法により算出されることを特徴と
する熱量予測計算方法。
【請求項７】
目標とする塗膜色を呈する塗膜構造体の日射反射率予測計算装置であって、
　目標とする塗膜色を入力する入力手段と、
　前記入力手段で入力された目標とする塗膜色を得るための原色塗料の配合を取得する塗
料配合取得手段と、
　前記目標とする塗膜色の塗料が塗布される下地と前記塗料配合取得手段で取得された原
色塗料の塗膜とからなる塗膜構造体の可視光波長域及びそれに隣接する非可視光波長域で
の波長λでの分光反射率を算出し、算出した分光反射率に基づいて日射反射率ＲSを算出
する日射反射率算出手段とを有することを特徴とする塗膜構造体の日射反射率予測計算装
置。
【請求項８】
前記塗料配合取得手段は、原色塗料の配合から前記目標とする塗膜色に近似する原色塗料
の配合の候補を取得し、
　前記日射反射率算出手段は、前記塗料配合取得手段で取得した原色塗料の配合の候補に
対して前記日射反射率を算出することを特徴とする請求項７記載の日射反射率予測計算装
置。
【請求項９】
前記塗料配合取得手段は、原色塗料の配合から目標とする塗膜色に近似する原色塗料の配
合を取得し、
　前記日射反射率算出手段は、前記塗料配合取得手段で取得した原色塗料の配合に対して
逐次前記日射反射率を算出することを特徴とする請求項７記載の日射反射率予測計算装置
。
【請求項１０】
目標とする塗膜色を呈する塗膜構造体を有する被測定対象の熱量を予測計算する熱量予測
計算装置であって、
　前記被測定対象の構造に基づいて熱回路を設定する熱回路設定手段と、
　前記熱回路設定手段で設定された前記熱回路に関するパラメータ及び前記被測定対象の
有する目標の塗膜色を呈する前記塗膜構造体に対応する日射反射率を前記熱回路に設定す
るパラメータ設定手段と、
　前記パラメータ設定手段で設定された前記パラメータ及び前記日射反射率に基づいて前
記熱回路を解くことにより、前記被測定対象に流出入する熱量を予測する熱量予測計算手
段とを有し、
　前記被測定対象に塗布される目標の塗膜色を呈する前記塗膜構造体に対応する日射反射
率は、請求項１乃至５のいずれか一項記載の日射反射率測定方法により算出されることを
特徴とする熱量予測計算装置。
【請求項１１】
コンピュータに、
　目標とする塗膜色を入力する入力手順と、
　前記入力手順で入力された目標とする塗膜色を得るための原色塗料の配合を取得する塗
料配合取得手順と、
　前記目標とする塗膜色の塗料が塗布される下地と前記塗料配合取得手順で取得された原
色塗料の塗膜とからなる塗膜構造体の可視光波長域及びそれに隣接する非可視光波長域で
の波長λでの分光反射率を算出し、算出した分光反射率に基づいて日射反射率ＲSを算出
する日射反射率算出手順とを実行させるコンピュータ読み取り可能な塗膜構造体の日射反
射率予測計算プログラム。
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【請求項１２】
前記日射反射率算出手順は、
　可視光波長域及びそれに隣接する非可視光波長域での波長λについて前記下地の分光反
射率ρg(λ)を算出し、算出した前記下地の分光反射率ρg(λ)に基づいて前記下地の反射
率Ｒg(λ)を算出する下地反射率算出手順と、
　前記下地に積層される塗膜の各原色についての単位厚さ当たりの吸収係数及び散乱係数
、原色配合比、膜厚を取得する塗膜データ取得手順と、
　前記下地反射率算出手順で取得した前記下地の反射率Ｒg(λ)、及び、前記塗膜データ
取得手順で取得された前記塗膜の各原色についての単位厚さ当たりの吸収係数及び散乱係
数、原色配合比、膜厚に基づいて塗膜構造体の反射率Ｒ(λ)を算出し、これに基づいて塗
膜構造体の分光反射率ρ(λ)を算出する塗膜構造体分光反射率算出手順とを有することを
特徴とする請求項１１記載の塗膜構造体の日射反射率予測計算プログラム。
【請求項１３】
前記塗膜構造体分光反射率算出手順で算出された前記分光反射率ρ(λ)を前記下地の分光
反射率ρg(λ)に設定し、
　前記下地反射率算出手順、及び、前記塗膜データ取得手順、並びに、前記塗膜構造体分
光反射率算出手順を順次に繰り返すことにより、二種以上の塗料種積層によってなる塗膜
構造体の分光反射率ρ(λ)を算出することを特徴とする請求項１１記載の塗膜構造体の日
射反射率予測計算プログラム。
【請求項１４】
前記塗料配合取得手順は、原色塗料の配合から目標とする塗膜色に近似する原色塗料の配
合の候補を取得し、
　前記日射反射率算出手順は、前記塗料配合取得手順で取得した原色塗料の配合の候補に
対して前記日射反射率を算出することを特徴とする請求項１１記載の日射反射率予測計算
プログラム。
【請求項１５】
前記塗料配合取得手順は、原色塗料の配合から目標とする塗膜色に近似する原色塗料の配
合を取得し、
　前記日射反射率算出手順は、前記塗料配合取得手順で取得した原色塗料の配合に対して
逐次前記日射反射率を算出することを特徴とする請求項１１記載の日射反射率予測計算プ
ログラム。
【請求項１６】
コンピュータに、
　前記被測定対象の構造に基づいて熱回路を設定する熱回路設定手順と、
　前記熱回路設定手順で設定された前記熱回路に関するパラメータ及び前記被測定対象に
塗布される目標の塗膜色を呈する塗膜構造体に対応する日射反射率を前記熱回路に設定す
るパラメータ設定手順と、
　前記パラメータ設定手順で設定された前記パラメータ及び前記日射反射率に基づいて前
記熱回路を解くことにより、前記被測定対象に流出入する熱量を予測する熱量予測計算手
順とを実行させ、
　前記被測定対象の有する目標の塗膜色を呈する前記塗膜構造体に対応する日射反射率は
、請求項１１乃至１５のいずれか一項記載の日射反射率測定プログラムにより算出させる
ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な熱量予測計算プログラム。
【請求項１７】
請求項６に記載の熱量予測計算方法によって算出された前記被測定対象に流出入する熱量
に基づいて前記被測定対象の遮熱効果を定量的に提示し、評価可能とすることを特徴とす
る遮熱効果の定量評価方法。
【請求項１８】
色彩を提示し、決定する色彩決定手順と、
　前記色彩決定手順で決定された色彩に対応する原色塗料の配合を算出する候補算出手順
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と、
　前記候補算出手順で算出された原色塗料配合候補に対して日射反射率を算出する日射反
射率予測計算手順と、
　前記日射反射率予測計算手順で算出された日射反射率に基づいて被測定対象に流出入す
る熱量の計算を行う熱量予測計算手順と、
　前記熱量予測計算処理手順で算出された熱量に基づいて被測定対象の遮熱効果を定量的
に評価する定量評価手順と、
　前記色彩を前記被測定対象に適用したときの遮熱効果を定量的に提示する提示手順とを
有することを特徴とするカラーデザイン方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、塗膜構造体の日射反射率計算方法、装置、プログラム、及び、熱量予測計算
方法、装置、プログラム、並びに、遮熱効果の定量評価方法、カラーデザイン方法に係り
、特に、目標とする塗膜色を呈する塗膜構造体の日射反射率計算方法、装置、プログラム
、及び、熱量予測計算方法、装置、プログラム、並びに、遮熱効果の定量評価方法、カラ
ーデザイン方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、省エネルギーの観点から、建築物などの屋根や外壁などに太陽熱高反射塗装が多
く用いられているようになってきている。
【０００３】
　太陽熱高反射塗料（遮熱塗料）は、高い日射反射率を有する塗料である。高日射反射率
塗膜を構成・保持するための技術は多数報告されており、それらの技術を用いて遮熱塗料
配合設計、日射反射率最適化積層仕様等が考えられるようになっている（特許文献１～７
参照）。このような、太陽熱高反射塗料を、日射の当たる建築物の屋根・壁面、或いは、
道路面、車両、船舶等、日射による熱負荷の軽減が望まれる構造物表面に適用することに
よって、日射エネルギーを反射させ、温度上昇の緩和、空調負荷の低減が可能となる。
【０００４】
　しかし、実際に遮熱塗料を適用する場合には、被塗物の用途、ユーザ（塗膜購入者）の
希望に合わせ、塗膜色を調色して提供する必要がある。このため、遮熱塗料の原色を複数
色用意し、その混色によって望む塗膜色を調色することが一般的である。
【０００５】
　遮熱塗料では、「日射反射率ＲS」の高低がその機能の優劣を支配する重要な指標であ
るため、調色した遮熱塗料についての「日射反射率ＲS」を予めユーザに提示する必要が
ある。従来、日射反射率ＲSを計算により予測することは困難であり、実際に調色を実施
し、塗膜を作成したのち分光光度計を用いて実測し、日射反射率ＲSを計算していた。
【０００６】
　日射反射率ＲSの予測が困難である２つの理由を以下の実測例を用いて説明する。
【０００７】
　図１は遮熱塗料の原色群からホワイト原色とブルー原色との混色による実測例を説明す
るための図を示す。
【０００８】
　図１は、塗膜構造体の塗膜色について、可視光波長域（380～780nm）における塗膜構造
体の分光反射率ρ(λ)の実測値を用いて、
　JIS Z 8722 (2000) 色の測定方法－反射及び透過物体色
　JIS Z 8729 (2004) 色の表示方法－L*a*b*表色系及びL*u*v*表色系（CIELAB表示系）
　JIS Z 8721 (1993) 色の表示方法－三属性による表示（マンセル表示系）
に準じて計算した値と、塗膜構造体の日射反射率ＲSについて、日射波長域（300～2100nm
）における塗膜構造体の分光反射率ρ(λ)の実測値を用いて、JIS R 3106 (1998) 板ガラ
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ス類の透過率・反射率・放射率・日射取得率の試験方法に準じて計算した値を示している
。なお、試験片は、塗装下地としてJIS K 5600 (1999) 4.1.2に規定されている隠蔽率試
験紙の白地部分を用い、上記塗料を６mil塗布した塗膜構造体を使用している。
【０００９】
　一般に、塗膜色、分光反射率ρ(λ)の測定は、図２に示すような測定システム１０によ
り行われる。
【００１０】
　測定システム１０は、積分球１１の透過側開口部１２に光を入射し、反射側開口部１３
に配置された試験片１４に光を照射し、試験片１４で反射された光を積分球１１により検
出器１５に集光して、検出器１５によって試験片１４の分光反射率ρ(λ)を測定する。
【００１１】
　このような測定システムとして、島津紫外・可視・近赤外分光光度計UV-3600（島津製
作所製）に、UV-3600/3100シリーズ用積分球付属装置ISR-3100（島津製作所製）を設置し
た測定システムがあり、本明細書中の実測値はこの測定システムを用いたものである。
【００１２】
　また、試験片１４の測定面に対する入射光の入射角については、JIS R 3106に、「１５
°を超えない入射角」との規定があるのでそれに準じる入射角８°で測定した。
【００１３】
　第１の理由については、遮熱塗料の原色群から、図１（Ａ）に示すようなホワイト原色
と、図１（Ｂ）に示すようなブルー原色との混色による実測例を用いて説明する。
【００１４】
　この２原色を質量比50：50（等量混色）で混色すると図１（Ｃ）に示すような混色塗膜
構造体を得る。
【００１５】
　上記の図１に示す実測例のように、塗膜構造体の日射反射率ＲSが90.2％であるホワイ
ト原色と、日射反射率ＲSが29.3％であるブルー原色を等量混色した場合に、その混色塗
膜構造体の日射反射率ＲSは、
　90.2％×0.5　＋　29.3％×0.5　＝　59.75％
とはならず、それよりも17.55ポイント低い42.2％となっている。
【００１６】
　これは、「日射反射率ＲSには加法性が成立しない」ことを示しており、日射反射率ＲS

が解っている原色同士の混色であっても、その結果は単純な足し算では予測できないこと
を示している。
【００１７】
　第２の理由を、図１（Ａ）に示したホワイト原色を、隠蔽率試験紙（黒地）の上に4、6
、8、10milの厚さで塗布した塗膜構造体についての実測例を用いて説明する。
【００１８】
　この場合の各塗膜構造体についての日射反射率ＲSの推移を図３に示す。ここで、隠蔽
率試験紙（黒地）の日射反射率ＲSは、5.3％であり、図３に示すように塗膜の日射反射率
ＲSが、下地の影響を受け、塗布厚さの増加と共に、変化していくことが解る。
【００１９】
　つまり、同じ塗料を用いても、塗膜構造体の日射反射率ＲSは、その下地の種類、塗布
厚さによって異なるため、塗膜単独での日射反射率ＲSを考えることには現実的な意味が
希薄である。よって、より現実的な日射反射率ＲSを考えるために被塗物となる下地、下
塗り/中塗り/上塗り等の塗装仕様、及び、塗布量を総合的に勘案した塗膜構造体について
の値である必要がある。
【００２０】
　このような、太陽熱高反射塗料（遮熱塗料）を実際に適用する場合には、周囲環境、あ
るいは、好みに応じて調色する必要がある。
【００２１】
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　表１は、遮熱塗料用調色原色塗料の日射反射率、塗膜色、相対単価を示している。
【００２２】
【表１】
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　例えば、総原色塗料数が４色以上である場合、ターゲット色を出すための調色配合は複
数存在する。表１では、例として、白色遮熱塗料に対して、総原色数６色が用意された場
合の調色原色塗料組合せをあげている。
【００２３】
　遮熱塗料用調色原色塗料６色から３色を選んで調色する３原色塗料調色系の原色塗料組
合せは、実務的には、色相の離れた色が選ばれるので赤系、青系、黄系から１色ずつで３
×１×２＝６通りの中から選ばれることが多いが、原理的には、式（１）のように表され
、２０通りの選び方が存在する。
【００２４】
【数１】

　３原色塗料調色系が、全ての調色系の基本となるが、調色可能色域を広げるため４原色
塗料調色系、或いはそれ以上の原色塗料を用いる調色系で調色を実施することも行われて
おり、また、総原色塗料数が更に多数用意された場合には、原色塗料組合せはさらに増加
することとなる。
【００２５】
　なお、参考に、総原色数ｎ色が用意され、使用原色数をｋ色とした場合の原色塗料組合
せの総数を表２にまとめる。
【００２６】
【表２】

　次に、表１で例示した調色原色塗料を用いて得られる調色塗膜の日射反射率、及び、調
色塗料単価がどのように変化するかを考察する。
【００２７】
　ここでは、例として、日本塗料工業会塗料用標準色見本帳から、マンセル明度４、及び
、７に相当するグレーCN-40、CN-70を選び、その色票をターゲットとして比較することと
する。
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　以下の３通りの３原色調色系を用いて調色を実施した結果を表３、表４に示す。
【００２９】
　３原色調色系Ｉ：原色塗料組合せ（Rd(1)‐Bl(1)‐Yl(1)）を使用した３原色調色系
３原色調色系ＩＩ：原色塗料組合せ（Rd(1)‐Bl(1)‐Rd(2)）を使用した３原色調色系
３原色調色系ＩＩＩ：原色塗料組合せ（Rd(1)‐Bl(1)‐Rd(3)）を使用した３原色調色系
　なお、表３はCN-40近似調色の例、表４はCN-70近似調色結果の例を示している。
【００３０】
【表３】

【００３１】
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【表４】

　表１に例示した遮熱塗料用調色原色は、６色中に赤系原色塗料を３種含んでいるが、上
記の３通りの３原色調色系での調色結果を比較することにより、赤系原色３種の使い方で
日射反射率、及び、単価がどのように変化していくかを確認することができる。
【００３２】
　表３の結果を見ると、３原色調色系Ｉ～ＩＩＩのうち日射反射率を極大化できるのは３
原色調色系Ｉである。
【００３３】
　なお、例えば、CN-40の色票の日射反射率は12.3%であったので、これを基準に考えると
、３原色調色系Ｉによる調色塗膜の日射反射率44.9%は44.9%－12.3%＝32.6%の日射反射率
の向上が実現されたことになるが、相対単価は1.54と高価になることが解る。
【００３４】
　また、単価を極小化できるのは３原色調色系ＩＩＩであるが、この場合日射反射率は40
.4%と３原色調色系Ｉ～ＩＩＩのうち最も低い値となり、３原色調色系ＩＩは中間に位置
し、日射反射率は僅差でＩに及ばないが、単価はＩよりも低くなることが解る。
【００３５】
　表４に示すCN-70近似調色の結果でも、表３に示すCN-40近似調色の結果に見られるよう
な３原色調色系Ｉ～ＩＩＩによる日射反射率、及び、単価の変化は生じているが、その変
化幅は小さくなっていることが解る。
【００３６】
　従来の一般的なＣＣＭ（Computer Color Matching）では、目標とする塗膜色に対する
原色塗料の配合を計算することは可能であったが（例えば、特許文献８、９、１０参照）
、目標とする塗膜色に対する原色塗料の配合を計算するのみであった。しかしながら、同
じターゲット色（目標とする塗膜色）への近似調色であっても、表２のように複数存在す
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る調色系のどれを選択するかで、日射反射率、及び、単価は、表３、表４のように変化し
、また、その変化の大きさは、ターゲット色の色相・明度・彩度によってまちまちであり
、一般ＣＣＭのように単に、目標とする塗膜色に対する原色塗料の配合を計算するのみで
は、一概に簡易的処方を決定することはできなかった。
【００３７】
　また、日射反射率がわかったとしてもこの値からどれだけの遮熱効果が得られるのか定
量的に予測することはできなかった。
【００３８】
　遮熱効果の評価項目については冷房費の削減や、室温上昇の緩和等いくつかの視点が考
えられるが、これらの基礎となる室内に流出入する熱量を予測する方法としては、簡易的
には建築環境工学などで用いられる定常計算方法によるものがある。
【００３９】
　なお、日射反射率を測定し、測定した日射反射率から日射吸収率を算出し、算出した日
射吸収率をもとに相当外気温を算出し、算出された相当外気温から貫流熱量を算出するこ
とにより、定常計算方法を用いることにより遮熱塗装の効果を測定する方法が提案されて
いる（例えば特許文献１１参照）。
【００４０】
　しかし、建築環境工学などで用いられる定常計算方法はそのままでは、定常的な熱量を
計算することしかできず、熱容量、気象条件の変化を勘案した予測計算を行なうことはで
きなかった。熱容量、気象条件の変化を勘案した非定常的な熱量を計算する場合には、大
型コンピュータを用いた熱負荷計算用シミュレーションプログラムを用いる必要があり、
容易に活用することができない。また、コストが高くなるなどの問題点があった。
【特許文献１】特公平６－１９０６１号
【特許文献２】特許第３４８４１６４号
【特許文献３】特許第２５９３９６８号
【特許文献４】特開２０００－２１２４７５号公報
【特許文献５】特開２００２－１２８２５号公報
【特許文献６】特開２００４－１０８５３号公報
【特許文献７】特開２００４－２７２４１号公報
【特許文献８】特開平１１－２２８８７７号公報
【特許文献９】特開平１１－２２８８７８号公報
【特許文献１０】特開昭６３－１５３６７７号公報
【特許文献１１】特開２００２－３９９７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００４１】
　このように、遮熱塗料用調色原色塗料は、一般的な塗料とは異なる顔料を用いることが
あり、その場合、それら原色塗料を用いて調色することのできる調色可能色域も大きく変
化し、そのため、従来の一般的な塗料の調色で培った経験が生かされにくく、実務的には
「調色しにくい」と評価される一因となっていた。
【００４２】
　そして、目標とする塗膜色（ターゲット色）を呈する遮熱塗料の日射反射率は予測でき
ず、また、日射反射率がもたらす遮熱効果についても予測困難であった。
【００４３】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたもので、目標とする塗膜色を呈する塗膜構造体の
日射反射率、塗膜構造体が適用される対象の熱量、及び、遮熱効果を定量評価できる塗膜
構造体の日射反射率計算方法、装置、プログラム、及び、熱量予測計算方法、装置、プロ
グラム、並びに、遮熱効果の定量評価方法、カラーデザイン方法を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
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【００４４】
　本発明は、目標とする塗膜色を呈する塗膜構造体の日射反射率予測計算方法であって、
目標とする塗膜色を入力する入力手順と、入力手順で入力された目標とする塗膜色を得る
ための原色塗料の配合を取得する塗料配合取得手順と、目標とする塗膜色の塗料が塗布さ
れる下地と塗料配合取得手順で取得された原色塗料の塗膜とからなる塗膜構造体の可視光
波長域及びそれに隣接する非可視光波長域での波長λでの分光反射率を算出し、算出した
分光反射率に基づいて日射反射率ＲSを算出する日射反射率算出手順とを有することを特
徴とする。
【００４５】
　また、本発明の日射反射率算出手順は、可視光波長域及びそれに隣接する非可視光波長
域での波長λについて下地の分光反射率ρg(λ)を算出し、算出した下地の分光反射率ρg

(λ)に基づいて下地の反射率Ｒg(λ)を算出する下地反射率算出手順と、下地に積層され
る塗膜の各原色についての単位厚さ当たりの吸収係数及び散乱係数、原色配合比、膜厚を
取得する塗膜データ取得手順と、下地反射率算出手順で取得した下地の反射率Ｒg(λ)、
及び、塗膜データ取得手順で取得された塗膜の各原色についての単位厚さ当たりの吸収係
数及び散乱係数、原色配合比、膜厚に基づいて塗膜構造体の反射率Ｒ(λ)を算出し、これ
に基づいて塗膜構造体の分光反射率ρ(λ)を算出する塗膜構造体分光反射率算出手順とを
有することを特徴とする。
【００４６】
　さらに、本発明は、塗膜構造体分光反射率算出手順で算出された分光反射率ρ(λ)を下
地の分光反射率ρg(λ)に設定し、下地反射率算出手順及び塗膜データ取得手順、並びに
、塗膜構造体分光反射率算出手順を順次に繰り返すことにより、二種以上の塗料種積層に
よってなる塗膜構造体の分光反射率ρ(λ)を算出することを特徴とする。
【００４７】
　本発明の塗料配合取得手順は原色塗料の配合から目標とする塗膜色に近似する原色塗料
の配合の候補を取得し、日射反射率算出手順は塗料配合取得手順で取得した原色塗料の配
合の候補に対して日射反射率を算出することを特徴とする。
【００４８】
　また、本発明の塗料配合取得手順は、原色塗料の配合から目標とする塗膜色に近似する
原色塗料の配合を取得し、日射反射率算出手順は塗料配合取得手順で取得した原色塗料の
配合に対して逐次、日射反射率を算出することを特徴とする。
【００４９】
　また、本発明は、目標とする塗膜色を呈する塗膜構造体を有する被測定対象の熱量を予
測計算する熱量予測計算方法であって、被測定対象の構造に基づいて熱回路を設定する熱
回路設定手順と、熱回路設定手順で設定すべき熱回路に関するパラメータ及び被測定対象
の有する塗膜構造体に対応する日射反射率を含むパラメータを熱回路に設定するパラメー
タ設定手順と、パラメータ設定手順で設定されたパラメータ及び日射反射率に基づいて熱
回路を解くことにより、被測定対象に流出入する熱量を予測する熱量予測計算手順とを有
し、被測定対象に塗布される目標の塗膜色の塗膜構造体に対応する日射反射率は、上記で
述べた日射反射率測定方法により算出されることを特徴とする。
【００５０】
　さらに、本発明は、目標とする塗膜色を呈する塗膜構造体の日射反射率予測計算装置で
あって、目標とする塗膜色を入力する入力手段と、入力手段で入力された目標とする塗膜
色を得るための原色塗料の配合を取得する塗料配合取得手段と、目標とする塗膜色の塗料
が塗布される下地と塗料配合取得手段で取得された原色塗料の塗膜とからなる塗膜構造体
の可視光波長域及びそれに隣接する非可視光波長域での波長λでの分光反射率を算出し、
算出した分光反射率に基づいて日射反射率ＲSを算出する日射反射率算出手段とを有する
ことを特徴とする。
【００５１】
　本発明の塗料配合取得手段は、原色塗料の配合から目標とする塗膜色に近似する原色塗
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料の配合の候補を取得し、日射反射率算出手段は、塗料配合取得手段で取得した原色塗料
の配合の候補に対して日射反射率を算出することを特徴とする。
【００５２】
　本発明の塗料配合取得手段は原色塗料の配合から目標とする塗膜色に近似する原色塗料
の配合を取得し、日射反射率算出手段は塗料配合取得手段で取得した原色塗料の配合に対
して逐次前記日射反射率を算出することを特徴とする。
【００５３】
　また、本発明は、目標とする塗膜色を呈する塗膜構造体を有する被測定対象の熱量を予
測計算する熱量予測計算装置であって、被測定対象の構造に基づいて熱回路を設定する熱
回路設定手段と、熱回路設定手段で設定された熱回路に関するパラメータ及び被測定対象
の有する目標の塗膜色を呈する塗膜構造体に対応する日射反射率を前記熱回路に設定する
パラメータ設定手段と、パラメータ設定手段で設定されたパラメータ及び日射反射率に基
づいて熱回路を解くことにより、被測定対象に流出入する熱量を予測する熱量予測計算手
段とを有し、被測定対象に塗布される目標の塗膜色を呈する塗膜構造体に対応する日射反
射率は、上記で述べた日射反射率測定方法により算出されることを特徴とする。
【００５４】
　また、本発明の塗膜構造体の日射反射率予測計算プログラムは、コンピュータに、目標
とする塗膜色を入力する入力手順と、入力手順で入力された目標とする塗膜色を得るため
の原色塗料の配合を取得する塗料配合取得手順と、目標とする塗膜色の塗料が塗布される
下地と塗料配合取得手順で取得された原色塗料の塗膜とからなる塗膜構造体の可視光波長
域及びそれに隣接する非可視光波長域での波長λでの分光反射率を算出し、算出した分光
反射率に基づいて日射反射率ＲSを算出する日射反射率算出手順とを実行させることを特
徴とする。
【００５５】
　本発明の塗膜構造体の日射反射率予測計算プログラムの日射反射率算出手順は、可視光
波長域及びそれに隣接する非可視光波長域での波長λについて前記下地の分光反射率ρg(
λ)を算出し、算出した前記下地の分光反射率ρg(λ)に基づいて下地の反射率Ｒg(λ)を
算出する下地反射率算出手順と、下地に積層される塗膜の各原色についての単位厚さ当た
りの吸収係数及び散乱係数、原色配合比、膜厚を取得する塗膜データ取得手順と、下地反
射率算出手順で取得した下地の反射率Ｒg(λ)、及び、塗膜データ取得手順で取得された
塗膜の各原色についての単位厚さ当たりの吸収係数及び散乱係数、原色配合比、膜厚に基
づいて塗膜構造体の反射率Ｒ(λ)を算出し、これに基づいて塗膜構造体の分光反射率ρ(
λ)を算出する塗膜構造体分光反射率算出手順とを有することを特徴とする。
【００５６】
　本発明の塗膜構造体の日射反射率予測計算プログラムは、塗膜構造体分光反射率算出手
順で算出された分光反射率ρ(λ)を前記下地の分光反射率ρg(λ)に設定し、下地反射率
算出手順及び塗膜データ取得手順並びに塗膜構造体分光反射率算出手順を順次に繰り返す
ことにより、二種以上の塗料種積層によってなる塗膜構造体の分光反射率ρ(λ)を算出す
ることを特徴とする。
【００５７】
　本発明の塗膜構造体の日射反射率予測計算プログラムの塗料配合取得手順は原色塗料の
配合から目標とする塗膜色に近似する原色塗料の配合の候補を取得し、日射反射率算出手
順は塗料配合取得手順で取得した原色塗料の配合の候補に対して日射反射率を算出するこ
とを特徴とする。
【００５８】
　本発明の塗膜構造体の日射反射率予測計算プログラムの塗料配合取得手順は、原色塗料
の配合から目標とする塗膜色に近似する原色塗料の配合を取得し、日射反射率算出手順は
塗料配合取得手順で取得した原色塗料の配合に対して逐次日射反射率を算出することを特
徴とする。
【００５９】
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　本発明の熱量予測計算プログラムは、コンピュータに、被測定対象の構造に基づいて熱
回路を設定する熱回路設定手順と、熱回路設定手順で設定された前記熱回路に関するパラ
メータ及び被測定対象に塗布される目標の塗膜色を呈する塗膜構造体に対応する日射反射
率を熱回路に設定するパラメータ設定手順と、パラメータ設定手順で設定されたパラメー
タ及び日射反射率に基づいて熱回路を解くことにより、被測定対象に流出入する熱量を予
測する熱量予測計算手順とを実行させ、被測定対象の有する目標の塗膜色を呈する前記塗
膜構造体に対応する日射反射率は、上記で述べた日射反射率測定プログラムにより算出さ
せることを特徴とする。
【００６０】
　また、本発明の遮熱効果の定量評価方法は、上記で述べた熱量予測計算方法によって算
出された被測定対象に流出入する熱量に基づいて被測定対象の遮熱効果を定量的に提示し
、評価可能とすることを特徴とする。
【００６１】
　また、本発明のカラーデザイン方法は、色彩を提示し、決定する色彩決定手順と、色彩
決定手順で決定された色彩に対応する原色塗料の配合を算出する候補算出手順と、候補算
出手順で算出された原色塗料配合候補に対して日射反射率を算出する日射反射率予測計算
手順と、日射反射率予測計算手順で算出された日射反射率に基づいて被測定対象に流出入
する熱量の計算を行う熱量予測計算手順と、熱量予測計算処理手順で算出された熱量に基
づいて被測定対象の遮熱効果を定量的に評価する定量評価手順と、色彩を前記被測定対象
に適用したときの遮熱効果を定量的に提示する提示手順とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００６２】
　本発明によれば、目標とする塗膜色を入力し、目標とする色を得るための原色塗料の配
合を取得し、下地の分光反射率及びその上に塗布される塗膜を有する塗膜構造体の日射反
射率ＲSを算出することにより、目標とする塗膜色の日射反射率を容易に予測でき、予測
された日射反射率から所望の塗膜色の遮熱機能を容易に予測することが可能となる。
【００６３】
　また、本発明によれば、予測計算された日射反射率から日射吸収率を求め、これを熱量
予測対象に適用することにより、被測定対象に流入する熱量を算出することができる。さ
らに、算出した熱量予測対象の熱量に基づいて空調負荷、体感温度などの熱量予測対象の
環境を定量的に示すことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６４】
　図４は本発明の一実施例のブロック構成図を示す。
【００６５】
　本実施例が適用されるシステム１００は、入力装置１０１、処理装置１０２、メモリ１
０３、表示装置１０４、出力装置１０５、プログラムファイル１０６、原色塗料組合デー
タベース１０７、調色配合量組合データベース１０８、原色塗料単価データベース１１０
、下地情報データベース１１０、塗料情報データベース１１１、計算結果出力ファイル１
１２を含む、コンピュータシステムから構成されており、目標とする塗膜色の塗膜構造体
に対して可視光波長域及びそれに隣接する非可視光波長域での波長λにおける日射反射率
を計算し、計算した日射反射率に基づいて建物に流出入する熱量を計算し、さらに、計算
した熱量に基づいて建物の遮熱効果を定量的に評価する処理を行う。
【００６６】
　なお、塗膜構造体は、下地及び目標色が得られるように原色塗料を配合した塗料から形
成される塗膜とからなる構造体である。さらに、波長λは、可視光波長域及び少なくとも
紫外光領域及び赤外光領域を含む、可視光波長域に隣接する非可視光波長域を含む波長で
ある。
【００６７】
　入力装置１０１は、キーボード、マウスなどから構成されており、ユーザによって操作
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され、目標とする塗膜色などのデータやコマンド入力の入力が行われる。
【００６８】
　処理装置１０２は、ＣＰＵなどから構成されており、プログラムファイル１０６にイン
ストールされたプログラムに基づいてデータを処理する。メモリ１０３は、ＲＡＭなどの
揮発性記憶装置から構成され、処理装置１０２の作業用記憶領域として用いられる。
【００６９】
　表示装置１０４は、ＣＲＴ、ＬＣＤなどから構成されており、処理装置１０２での塗料
調色プログラムの処理により取得される分光反射率などの結果などを表示する。出力装置
１０５は、例えば、プリンタであり、処理装置１０２での塗料調色プログラムの処理によ
り取得される日射反射率予測結果などをプリントアウトする。
【００７０】
　プログラムファイル１０６、原色塗料組合データベース１０７、調色配合量組合データ
ベース１０８、原色塗料単価データベース１０９、下地情報データベース１１０、塗料情
報データベース１１１、計算結果出力ファイル１１２は、ハードディスクドライブなどの
記憶装置に設定される。
【００７１】
　プログラムファイル１０６は、各種プログラムがインストールされたファイルである。
【００７２】
　原色塗料組合データベース１０７は、代表的な総原色塗料数n、使用原色塗料数kについ
て作成した数表が格納されている。
【００７３】
　調色配合量組合データベース１０８は、原色塗料の配合量の組合せが予め記憶されたデ
ータベースである。
【００７４】
　原色塗料単価データベース１０９は、原色塗料の単価が予め記憶されたデータベースで
ある。
【００７５】
　下地情報データベース１１０は、各種下地の分光反射率ρ(λ)、及びそれぞれのサンダ
ーソン補正係数がデータベース化されたものであり、予め実測した鉄鋼、亜鉛メッキ鋼板
等の各種鋼板素材や、モルタル、ＡＬＣ等の各種コンクリート素材、或いは、木質外装材
、アスファルトコンクリート等の基材や、既になんらかの塗装が施されている建築物の屋
根・壁面、道路面、或いは、車両、船舶等、日射による熱負荷の軽減が望まれる構造物表
面の分光反射率ρg(λ)の測定値が予め入力されている。
【００７６】
　塗料情報データベース１１１は、各塗料各原色の散乱係数Ｓ、及び、吸収係数Ｋ、サン
ダーソン補正係数、並びに、膜厚換算係数がデータベース化されたものである。
【００７７】
　計算結果出力ファイル１１２は、プログラムの計算結果、例えば、原色塗料組合、その
配合量、使用塗料価格、分光反射率などの計算結果が記憶される。
【００７８】
　また、計算された分光反射率ρ(λ)を下地情報データベース１１０、又は、塗料情報デ
ータベース１１１に再入力しておけば、この塗り替え時の塗装仕様における下地の反射率
ρg(λ)として利用できる。
【００７９】
　なお、システム１００は、プログラムファイル１０６に本発明の日射反射率予測計算プ
ログラムがインストールされており、本発明の日射反射率予測計算装置を構成する。
【００８０】
　システムにインストールされる日射反射率計算プログラムは、目標とする塗膜色を呈す
る塗膜構造体の日射反射率予測計算方法を、コンピュータを用いて実行する。
【００８１】
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　目標とする塗膜色を呈する塗膜構造体の日射反射率予測計算方法は、目標とする塗膜色
を入力する入力手順と、入力手順で入力された目標とする塗膜色を得るための原色塗料の
配合を取得する塗料配合取得手順と、目標とする塗膜色の塗料が塗布される下地と塗料配
合取得手順で取得された原色塗料の塗膜とからなる塗膜構造体の可視光波長域及びそれに
隣接する非可視光波長域での波長λでの分光反射率を算出し、算出した分光反射率に基づ
いて日射反射率ＲSを算出する日射反射率算出手順とを有する。
【００８２】
　また、上記日射反射率算出手順は、可視光波長域及びそれに隣接する非可視光波長域で
の波長λについて下地の分光反射率ρg(λ)を算出し、算出した下地の分光反射率ρg(λ)
に基づいて下地の反射率Ｒg(λ)を算出する下地反射率算出手順と、下地に積層される塗
膜の各原色についての単位厚さ当たりの吸収係数及び散乱係数、原色配合比、膜厚を取得
する塗膜データ取得手順と、下地反射率算出手順で取得した下地の反射率Ｒg(λ)、及び
、塗膜データ取得手順で取得された塗膜の各原色についての単位厚さ当たりの吸収係数及
び散乱係数、原色配合比、膜厚に基づいて塗膜構造体の反射率Ｒ(λ)を算出し、これに基
づいて塗膜構造体の分光反射率ρ(λ)を算出する塗膜構造体分光反射率算出手順とを有す
る。
【００８３】
　さらに、塗膜構造体分光反射率算出手順で算出された分光反射率ρ(λ)を下地の分光反
射率ρg(λ)に設定し、下地反射率算出手順、及び、塗膜データ取得手順、並びに、塗膜
構造体分光反射率算出手順を順次に繰り返すことにより、二種以上の塗料種積層によって
なる塗膜構造体の分光反射率ρ(λ)を算出する。
【００８４】
　塗料配合取得手順は原色塗料の配合から目標とする塗膜色に近似する原色塗料の配合の
候補を取得し、日射反射率算出手順は塗料配合取得手順で取得した原色塗料の配合の候補
に対して日射反射率を算出することを特徴とする。
【００８５】
　本実施例の日射反射率予測計算プログラムの処理動作をより具体的に説明する。
【００８６】
　本実施例の日射反射率予測計算プログラムは、目標とする塗膜色を呈する塗膜構造体の
日射反射率を予測するプログラムであり、主に、目標とする塗膜色を入力する入力手順と
、入力手順で入力された目標とする塗膜色を得るための原色塗料の配合を取得する塗料配
合取得手順と、目標とする塗膜色の塗料が塗布される下地と塗料配合取得手順で取得され
た原色塗料の塗膜とからなる塗膜構造体の可視光波長域及びそれに隣接する非可視光波長
域での波長λでの分光反射率を算出し、算出した分光反射率に基づいて日射反射率ＲSを
算出する日射反射率算出手順とを有する。
【００８７】
　以下に、日射反射率予測計算プログラムの処理を図面とともに説明する。
【００８８】
　図５は日射反射率予測計算プログラムの処理フローチャートを示す。
【００８９】
　なお、図５において、
　C0は、ターゲット色 L*0, a*0, b*0である。
【００９０】
　G1,G2,・・・,Gnは、総原色塗料数nの各原色塗料名である。
【００９１】
　kは、使用原色数である。
【００９２】
　sは調色配合ステップ数である。
【００９３】
　最小配合単位はΔg=100/s（％）で表される。
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【００９４】
　ΔEmaxは、色差の許容値であり、計算上の色差がこの値以下となれば調色配合計算は終
了する。
【００９５】
　nCkは原色塗料組み合わせ総数であり、総原色塗料数nの中から任意の使用原色塗料k色
を選ぶ組み合わせの総数である。
【００９６】
　Nは調色配合量組み合わせ総数であり、使用原色塗料各色の配合量をΔgずつ変化させた
ときの調色配合量組み合わせの総数である。
【００９７】
　Ccalは計算された調色配合量での塗膜色L*c, a*c, b*cである。
【００９８】
　g1,g2,・・・,gkは、計算された使用原色塗料G1,G2,・・・,Gkのそれぞれの調色配合量
(％)である。
【００９９】
　Rsは、計算された調色配合量での塗膜を指定された塗布量で下地上に塗布した場合の塗
膜構造体の日射反射率である。
【０１００】
　ΔE(Ccal-C0)は、計算された塗膜色Ccalとターゲット色（目標とする塗膜色）C0との色
差である。
【０１０１】
　Costは、計算された調色配合量での調色塗料単価である。
【０１０２】
　処理装置１０２はユーザによる入力装置１０１の操作により、塗料調色プログラムを起
動させる。処理装置１０２は塗料調色プログラムがスタートされると、ターゲット色C0、
下地の種類及びその塗布量並びに使用する原色塗料名Ｇ1～Ｇn、使用原色塗料数k、配合
ステップ数s、許容誤差ΔEmaxの入力を要求する。
【０１０３】
　処理装置１０２はステップＳ１１－１～Ｓ１１－３でユーザからターゲット色C0が入力
されると、ステップＳ１１－４で原色塗料組み合わせ総数nCk、及び、調色配合組み合わ
せ総数Nを計算する。
【０１０４】
　原色塗料組み合わせ総数nCkは、総原色塗料の数n色の中から任意の使用原色塗料の数k
色を選ぶ組み合わせの総数であり、下記の式（１－１）により算出される。
【０１０５】
【数２】

　原色塗料組み合わせデータベース１０７は、例えば、表５に示すようなデータ構造とさ
れており、代表的な総原色塗料数n、使用原色塗料数kについて計算し、その結果を順次、
表５に示すような数表に格納することにより作成される。処理装置１０２は、ステップＳ
１１－５で原色塗料組み合わせ番号をj=1に設定し、ステップＳ１１－６～Ｓ１１－１４
において、j=1～nCkまで日射反射率予測計算処理、及び調色配合塗料単価計算処理を繰り
返し行うことによって指定した全ての原色塗料組み合わせについて調色配合量を計算する
。
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【０１０６】
【表５】



(19) JP 2008-170155 A 2008.7.24

10

　また、調色配合組み合わせ総数は、使用原色塗料の数のk色の配合量をΔg=100/sづつ変
化させたときの調色配合量の組み合わせの総数であり、下記の式（１－２）で算出される
。
【０１０７】
【数３】

　例えば、３原色塗料調色系で、配合ステップ数を100（最小配合単位Δg＝1%）とすると
k=3、s=100となるので、上式よりN=176851通りの調色配合量の組合せが存在することにな
る。
【０１０８】
　調色配合量をΔgの倍数で表した配合単位倍数の組合せの具体例を表６～８に示す。
【０１０９】
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【表６】

【０１１０】
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【表７】

【０１１１】
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【表８】

　表６、７、８に示すようにMksにはM(k-1)1、M(k-1)2、M(k-1)3、・・・、M(k-1)sが順
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に現れる「入れ子構造」になっている。表６の実線で囲んだ部分と表７の実線で囲んだ部
分とが同じデータ構造となっており、表６の破線で囲んだ部分と表７の破線で囲んだ部分
とが同じデータ構造となっている。また、表６の一点鎖線で囲んだ部分と表７の一点鎖線
で囲んだ部分とが同じデータ構造となっており、表６の二点鎖線で囲んだ部分と表７の二
点鎖線で囲んだ部分とが同じデータ構造となっている。
【０１１２】
　さらに、表７の実線太線で囲んだ部分と表８の実線太線で囲んだ部分とが同じデータ構
造となっており、表７の破線太線で囲んだ部分と表８の破線太線で囲んだ部分とが同じデ
ータ構造となっている。また、表７の一点鎖線太線で囲んだ部分と表８の一点鎖線太線で
囲んだ部分とが同じデータ構造となっており、表７の二点鎖線太線で囲んだ部分と表８の
二点鎖線太線で囲んだ部分とが同じデータ構造となっている。
【０１１３】
　このような「入れ子構造」を利用して、計算を繰り返すことによって、任意の使用原色
塗料数k、配合ステップ数sのときの配合単位倍数組合せのマトリクスMksを算出し、その
個々の配合単位倍数に最小配合単位Δg（％）をかけることによって、それぞれの調色配
合量を求めることができる。
【０１１４】
　これによって、調色配合量組み合わせの算出を簡略化することが可能となる。
【０１１５】
　調色配合量組み合わせデータベース１０８は、例えば、表６、表７、表８に示すような
データ構造とされ、代表的な使用原色塗料数k、調色配合ステップ数sについて調色の配合
の組み合わせを計算し、その結果を順次、数表に格納することにより作成される。処理装
置１０２は、ステップＳ１１－６で調色配合組み合わせ番号i＝１に設定し、ステップＳ
１１－７～Ｓ１１－１０において、iについて、i=1～Nまで繰り返し後述する日射反射率
予測計算を行うことによって、ターゲット色に許容色差ΔEmax以内で近似する調色配合量
を計算する。
【０１１６】
　ステップＳ１１－７で行われる日射反射率予測計算処理は、原色塗料、各色の塗膜の吸
収係数K、散乱係数Sと、調色配合からダンカンの混色理論を用いて合成することで、調色
塗膜の吸収係数K、散乱係数Sの値を算出し、これと、下地の分光反射率、及び、その上に
塗布される調色塗膜の膜厚から、クベルカ‐ムンク理論を用いて、調色塗膜の分光反射率
を計算し、この分光反射率算出をJIS R 3106記載の各波長λで実施することによって日射
反射率を予測計算し、また、可視光波長域での分光反射率算出結果を用いて塗膜色の予測
を行うものである。
【０１１７】
　なお、処理装置１０２は、ステップＳ１１－８で、ステップＳ１１－７で調色配合組み
合わせ番号iについて算出した、日射反射率Rs、原色塗料名Ｇ1～Ｇk、調色配合量ｇ1～ｇ

k、塗膜色Ｃcalを計算結果ファイル１１２に蓄積する。なお、処理装置１０２はステップ
Ｓ１１－９では調色配合組み合わせを終了するための条件、（ΔE(Ccal-C0）＞ΔEmax）
、及び、（i＜N+1）の条件の判定を行っている。すなわち、ステップＳ１１－９では、調
色配合された塗膜色の色Ccalとターゲット色Ｃ0との色差ΔE(Ccal-C0）が予め設定された
許容色差ΔEmaxより大きいか否か、及び、調色配合組み合わせ番号iが調色組み合わせ総
数（N+1）未満か否かの判定を行っている。処理装置１０２は、ステップＳ１１－９で終
了条件となったとき、すなわち、色差ΔE(Ccal-C0）が許容色差ΔEmaxより大きく、かつ
、調色配合組み合わせ番号iが調色組み合わせ総数N+1未満のときには、ステップＳ１１－
１０で調色組み合わせ番号i=i+1として、次の調色配合組み合わせについて日射反射率予
測計算を実行する。
【０１１８】
　また、処理装置１０２は、ステップＳ１１－９で終了条件となったとき、すなわち、色
差ΔE(Ccal-C0）が許容色差ΔEmax以内となったとき、あるいは、調色配合組み合わせ番
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号iが調色組み合わせ総数N+1に達すると、ステップＳ１１－１１で色調配合塗料単価計算
処理を実行する。
【０１１９】
　処理装置１０２は、ステップＳ１１－１２で、ステップＳ１１－１１での色調配合塗料
単価計算処理結果を含む計算結果、原色塗料名Ｇ1～Ｇｋ、調色配合量ｇ1～ｇk、日射反
射率Rs、ターゲット色との色差ΔE(Ccal-C0）、調色塗料単価Costを、計算結果出力ファ
イル１１２に蓄積する。
【０１２０】
　処理装置１０２は、ステップＳ１１－１３で原色塗料組み合わせ番号jが原色塗料組み
合わせ総数nCk未満か否かを判定している。処理装置１０２は、ステップＳ１１－１３で
原色塗料組み合わせ番号jが原色塗料組み合わせ総数nCk未満の場合には、ステップＳ１１
－１４で原色塗料組み合わせ番号j=(j+1)して、ステップＳ１１－６に戻って次の原色塗
料組み合わせについて、調色配合量を変化させつつ、日射反射率Rsを計算する。
【０１２１】
　また、処理装置１０２は、ステップＳ１１－１３で原色塗料組み合わせ番号jが原色塗
料組み合わせ総数nCkに達すると、処理を終了する。
【０１２２】
　ユーザは、計算結果出力ファイル１１２に記憶された塗膜色Ccal、日射反射率Rs、調色
塗料単価Costなどを提示することが可能となる。
【０１２３】
　なお、本実施例では、遮熱白色原色の調色配合量が100％から順次、各原色塗料の配合
量を増加させていき、ターゲット色に近似できた時点で計算を終了する計算方法を用いた
が、調色配合決定アルゴリズムは、この他にも多数考えられそのいずれを用いても同様な
結果を得ることができる。
【０１２４】
　例えば、ターゲット色C0のデータから、計算の初期値を変化させて計算負荷を減らす方
法や、調色配合ステップ数sを小さな値からスタートさせ、配合領域を狭めながら順次、
調色配合ステップ数sを大きくして計算精度を向上させる方法等が考えられる。また、本
実施例によれば、明度最大となる調色配合量が遮熱白色原色100％を起点に網羅的な計算
を行うため、ターゲット色C0を明度最小であるL*=0、a*=0、b*=0の純粋な黒とすると、L*
a*b*空間における各調色系での調色可能色域を示す色立体データをファイルに出力するこ
とができる。
【０１２５】
　なお、本実施例では、原色塗料、及び、その調色配合量を変化させつつ、順次に日射反
射率を算出するようにしたが、使用原色塗料の組み合わせ、及び、その調色配合量の組み
合わせのうち予めターゲット色に近似した上位の組み合わせを、一般ＣＣＭなどを用いて
取得した後、日射反射率予測計算処理を実行し、使用原色塗料、その調色配合量、及び、
日射反射率などを取得するようにしてもよい。
【０１２６】
　図６は塗料調色プログラムの変形例の処理フローチャートを示す。
【０１２７】
　本変形例の塗料調色プログラムでは、処理装置１０２は、ユーザによる入力装置１０１
の操作により、塗料調色プログラムを起動させる。処理装置１０２は塗料調色プログラム
がスタートすると、ターゲット色C0、及び、使用原色塗料名Ｇ1～Ｇn、使用原色塗料数k
、配合ステップ数s、許容色差ΔEmaxなどの入力を要求する。
【０１２８】
　処理装置１０２は、ターゲット色C0、及び、使用原色塗料名Ｇ1～Ｇn、使用原色塗料数
k、配合ステップ数s、許容色差ΔEmaxなどが入力されると、ステップＳ１２－１で一般Ｃ
ＣＭを用いて入力された配合ステップ数s毎に使用原色塗料及びその配合量を変えて、許
容色差ΔEmax以内となるように調色処理を実行する。
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【０１２９】
　処理装置１０２は、ステップＳ１２－２で、ステップＳ１２－１の一般ＣＣＭ処理によ
り求められた使用原色塗料名Ｇ1～Ｇk、その調色配合量ｇ1～ｇk、ターゲット色との色差
ΔE(Ccal-C0)のうち、例えば、色差ΔE(Ccal-C0)が小さい上位３種類の使用原色塗料名Ｇ

1～Ｇk、その調色配合量ｇ1～ｇk、ターゲット色との色差ΔE(Ccal-C0)を計算結果出力フ
ァイル１１２に蓄積する。
【０１３０】
　次に処理装置１０２は、日射反射率予測計算処理で用いられる下地種類及び塗布量の入
力を求め、ステップＳ１２－３で下地種類及び塗布量が入力されると、ステップＳ１２－
４で、ステップＳ１２－１の一般ＣＣＭ処理で求められた使用原色塗料名Ｇ1～Ｇk、その
調色配合量ｇ1～ｇk及びステップＳ１２－３で入力された下地種類及び塗布量に基づいて
日射反射率予測計算を行う。
【０１３１】
　次に処理装置１０２は、ステップＳ１２－５で原色塗料単価データベース１０９から使
用原色塗料の単価を取得し、調色配合量に適用して、調色配合単価を計算する。次に処理
装置１０２は、ステップＳ１２－６で使用原色塗料名Ｇ1～Ｇk、調色配合量ｇ1～ｇk、日
射反射率Rs、ターゲット色との色差ΔE(Ccal-C0)、調色塗料単価Costを計算結果出力ファ
イル１１２に蓄積する。
【０１３２】
　ユーザは、計算結果出力ファイル１１２に記憶された使用原色塗料名Ｇ1～Ｇk、調色配
合量ｇ1～ｇk、日射反射率Rs、ターゲット色との色差ΔE(Ccal-C0)、調色塗料単価Costな
どを提示することが可能となる。
【０１３３】
　また、算出された日射反射率Rsから被測定対象の有する塗膜構造体の日射吸収率（１－
Rs）を求め、求められた日射吸収率（１－Rs）を熱量予測処理のためのパラメータの一つ
として設定することにより塗膜構造体の熱量予測計算を行うことが可能となる。ここで、
塗膜構造体とは、目標とする塗膜色を呈する塗膜が塗布されるべき下地、及び、下地に塗
布された塗膜とからなる構造体を指している。また、被測定対象とは、塗膜構造体が適用
される対象物を指しており、例えば、建築物、自動車などである。
【０１３４】
　〔遮熱日射反射率予測計算処理〕
　次にステップＳ１１－７、ステップＳ１２－４の日射反射率予測計算処理について詳細
に説明する。
【０１３５】
　〔原理〕
　まず、日射反射率予測計算処理の原理について説明する。
【０１３６】
　〔日射反射率ＲS〕
　塗膜の日射反射率ＲSは、JIS R 3106 (1998)「板ガラス類の透過率・反射率・放射率・
日射取得率の試験方法」の「6.日射透過率・日射反射率及び日射吸収率の算定」に記載さ
れた計算方法に準じ計算することができる。
【０１３７】
　その理論的な基礎式は以下のように表される。
【０１３８】
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【数４】

　実際の計算上は、積分では煩雑なため、式（２）を用いる。
【０１３９】
【数５】

　Eλ・Δλの値については、上述のJIS R 3106の付表２「日射透過率、日射反射率及び
日射吸収率を計算するための重価係数」に記載されている。
【０１４０】
　図７は日射透過率、日射反射率及び日射吸収率を計算するための重価係数を説明するた
めの図を示す。
【０１４１】
　図７には、波長300～2500nmまでの重価係数が記載されているが、300～2100nmまでを用
いることを標準と規定しており、2100～2500までの値も含めて計算に使用する場合には、
「その旨を報告の数値に附記する」ことと規定している。
【０１４２】
　図８は、JIS R 3106に基づいて求められた直達日射相対値の標準スペクトル分布を示し
ている。
【０１４３】
　図８において、
　紫外線波長域：波長300～380nm
　可視光波長域：波長380～780nm
　赤外線波長域：波長780～2100nm
と区分することが一般的であり、通常、この波長域300～2100nmについて式（２）の計算
を実施し、日射反射率ＲSを求めることとなる。
【０１４４】
　ここで、上記の波長域それぞれについて
【０１４５】
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【数６】

を計算すると、その比は
　紫外線波長域：1.7％
　可視光波長域：50.2％
　赤外線波長域：48.1％
となり、この比が日射エネルギーの波長域別構成を表している。つまり、日射エネルギー
の約半分は、赤外線波長域にあり、これを如何に反射するかによって日射反射率の高低が
大きく変化することが解る。
【０１４６】
　また、可視光波長域の反射率は、塗膜色と密接な関係にあるため、その自由な変更が極
めて困難であるのに対し、赤外線波長域は、目に見えないが故に、その高低は、塗膜色と
は無縁であり、塗料設計上の自由度が大きく確保できるという利点となり、日射反射率Ｒ

Sを考える上ではとりわけ重要な波長域である。
【０１４７】
　また、日射反射率ＲSの算出方法については、上述のJIS R 3106以外にも、JIS A 5759(
1998)「建築窓ガラス用フィルム」等にも規定があるが、いずれの規定においても重価係
数の扱いが若干異なる程度であり、同様に計算することができる。
【０１４８】
　〔日射反射率ＲSの計算例〕
　図９は、分光反射率ρ(λ)の実測例を示す図である。
【０１４９】
　図９では、遮熱塗料の原色群から、レッド、ブルー、エローの３原色について、図２に
示すような測定システム１００を用いて、波長300～2500nmの波長域で塗膜構造体の分光
反射率ρ(λ)を測定した実測例を示している。
【０１５０】
　なお、試験片は、塗装下地としてJIS K 5600 (1999) 4.1.2に規定されている隠蔽率試
験紙の白地部分を用い、上記３原色塗料をそれぞれ６mil塗布した塗膜構造体を使用して
いる。
【０１５１】
　以上のような測定で得られた分光反射率ρ(λ)と、図７に示すJIS R 3106の付表２「日
射透過率、日射反射率ＲS及び日射吸収率を計算するための重価係数」に記載のEλ・Δλ
の数表を用いて、式（２）の計算を実施することによって、日射反射率ＲSを求めること
ができる。
【０１５２】
　図１０は３原色の分光反射率ρ(λ)の測定値を用いて日射反射率ＲSの計算を行った結
果を示す図である。
【０１５３】
　本実施例のように、塗膜構造体の日射反射率ＲSは、塗膜構造体の分光反射率ρ(λ)の
測定値から計算される。
【０１５４】
　次に、塗膜構造体の分光反射率ρ(λ)の予測計算方法について説明する。
【０１５５】
　まず、紫外線～可視光～赤外線（300～2100nm）に亘る波長域において、任意の下地上
に、任意の調色配合塗料を1層塗布した場合の、塗膜構造体の分光反射率ρ(λ)の予測計
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算方法について説明する。
【０１５６】
　〔クベルカ－ムンク理論〕
　このような塗膜構造体の分光反射率ρ(λ)についての研究としては、例えば、P.Kubelk
aとF.Munkが1931年に報告した塗膜層の光学的性質についての理論的な解析結果が知られ
ており、一般に「クベルカ－ムンク理論」と呼ばれている。（P.Kubelka , F.Munk , Z.t
ech.Phys. , 12 , 593 (1931)）。
【０１５７】
　図１１はクベルカ－ムンク理論の概念図を示す。
【０１５８】
　この「クベルカ－ムンク理論」は、ある散乱係数Ｓと吸収係数Ｋを持った膜厚Ｘである
均質な塗膜層が、反射率Ｒgである下地に上に密着（Optical Contact）して置かれたとき
の反射率Ｒを求めるものである。
【０１５９】
　〔ダンカンの混色理論〕
　また、複数の原色を混色することによってなる調色塗膜の散乱係数Ｓと吸収係数Ｋにつ
いては、1962年にD.R.Duncanによって次のような報告がなされている。
【０１６０】
　ここで、原色１～ｎのｎ種の原色を、配合比Ｃｉで混色することによって得られる調色
塗膜の散乱係数Ｓと吸収係数Ｋは以下のように表すことができる。
【０１６１】

【数７】

　これは、散乱係数Ｓと吸収係数Ｋには加法則が成り立つということを示しており、調色
塗膜のＫ／Ｓは次の式で表される。
【０１６２】

【数８】

　この結果は、「ダンカンの混色理論」として知られている（D.R.Duncan, J. Oil.Colou
r.Chem.Assoc, 45 , 300 (1962)）。
【０１６３】
　〔日射反射率計算手法〕
　本実施例では、「クベルカ－ムンク理論」、及び、「ダンカンの混色理論」を基礎とし
て、日射反射率を計算している。
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【０１６４】
　このとき、本実施例では、分光反射率ρ(λ)の実測値と、「クベルカ－ムンク理論」で
の反射率Ｒを関係付ける補正を行っている。
【０１６５】
　図１２は分光反射率ρ(λ)の実測値とクベルカ－ムンク理論での反射率Ｒを関係付ける
補正を説明するための図を示す。
【０１６６】
　クベルカ－ムンク理論で扱う反射率Ｒ(λ)は、図１２（Ａ）に示すように均質な塗膜層
１３１による理想状態での反射であるが、実測上は、図１２（Ｂ）に示すように空気１３
２と接するある屈折率を持つ塗膜層１３１での界面、或いは、塗膜層１３１と下地１３３
との界面で、屈折率の差に起因する反射が生じる。
【０１６７】
　実測で得られる分光反射率ρ(λ)は、これら界面で生じる反射の影響を含む反射光全体
についての値となるため、計算で得られる反射率Ｒ(λ)を実測状態での分光反射率ρ(λ)
へ補正する必要がある。
【０１６８】
　このような補正を行う方法としては、1942年にJ.L.Saundersonが報告した「サンダーソ
ン補正式」と呼ばれる補正式が知られている（J.L.Saunderson , J.Opt. Soc. Am. , 32 
, 727 (1942)）。
【０１６９】
　サンダーソン補正式は、
【０１７０】
【数９】

で表される。
【０１７１】
　式（８）においてｋ1は、フレスネル反射係数である。
【０１７２】
　フレスネル反射係数ｋ1は、塗膜面に垂直な入射光に対しては、
【０１７３】

【数１０】

で表せる。
【０１７４】
　式（９）において、ｎ0=1.0003であるから、ｎ1=1.5程度の樹脂では、ｋ1=0.04程度と
予想される。実際には、表面状態等の影響も受けるため、実験的に求めることとなるが、
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0.00～0.05の値を用いることが多い。
【０１７５】
　また、式（８）において、ｋ2は、内部拡散反射係数である。
【０１７６】
　内部拡散反射係数ｋ2は、以下のような予測式が、数多く報告されているが、これにつ
いても、実際には、実験的に求めることが多く、0.3～0.8の値を用いることが多い。
【０１７７】
【数１１】

　なお、ｋ1、ｋ2の値を求める方法の詳細については、例えば、「E.L.Cairns , D.A.Hol
tzen , D.L.Spooner Color Res. and Application , 1 , No.4 , 174 (1976)に記載があ
る。
【０１７８】
　さらに、式（８）において、ｋlinは光学系に関する正反射成分であり、理論的には、
正反射光を完全に含む測定の場合
　　　　ｋlin＝ｋ1

正反射光を完全に含まない測定の場合
　　　　ｋlin＝０．０
と考えることができる。しかしながら、光学系・試験片の表面性状の影響を強く受けるた
め、これについても実験的に求めることが多く、0.00～0.05の値を用いることが多い。
【０１７９】
　また、式（８）は、Ｒ(λ)をρ(λ)に補正する式となるが、この逆補正として分光反射
率ρ(λ)を反射率Ｒ(λ)に補正する式（サンダーソン逆補正式）は以下のように表せる。
【０１８０】
【数１２】

　〔クベルカ－ムンク理論〕
　次に、クベルカ－ムンク理論について説明する。
【０１８１】
　図１３はクベルカ－ムンク理論のモデル図を示す。
【０１８２】
　図１３に示すように均質な塗膜層１３１の中に微小厚さｄｘの層１３４を想定し、この
層１３４の下方、上方から来る光束ｉ、ｊを考える。
【０１８３】
　まず、下方に向かって通過する光束については、上方から来る光束ｉの変化量ｄｉは、
微小層ｄｘの吸収によってｉＫｄｘ減少し、微小層ｄｘの散乱によってｉＳｄｘだけ減少
し、下方から来る光束ｊの微小層ｄｘによる散乱によってｊＳｄｘだけ増加する。
【０１８４】
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　また、上方に向かって通過する光束については、下方から来る光束ｊの変化量ｄｊは、
微小層ｄｘの吸収によってｊＫｄｘだけ減少し、微小層ｄｘの散乱によってｊＳｄｘだけ
減少し、上方から来る光束ｉの微小層ｄｘによる散乱によってｉＳｄｘだけ増加する。
【０１８５】
　この様子を上方への変化を＋の方向として微分方程式に纏めると次のように表すことが
できる。
【０１８６】
【数１３】

　式（１２）、式（１３）に示される微分方程式は以下のように解くことができる。
【０１８７】
　式（１２）、式（１３）の両辺をそれぞれｉ、ｊで割り辺々足し合わせると、
【０１８８】
【数１４】

　ここで、ｊ／ｉ＝ｒとおき、両辺にｒ／Ｓを乗じて整理すると、
【０１８９】
【数１５】

　さらに、
【０１９０】
【数１６】

とおき、両辺にＳを乗じて整理すると、
【０１９１】
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【数１７】

　式（１８）は積分することができて、その一般解は積分定数をＣとして、
【０１９２】
【数１８】

　ここで、図１３に示すモデルより、塗膜層１３１の厚さｘ=0のときｒ＝ｊ／ｉ＝ＲSで
あり、塗膜層１３１の厚さｘ＝Ｘのときｒ＝Ｒであると考えられるからその範囲で、式（
１８）を積分すると、
【０１９３】

【数１９】

となる。よって、図１３に示すモデルの一般解は次式のように表記できる。
【０１９４】
【数２０】

　次に、塗膜層１３１の厚さが任意のＸであったときの反射率Ｒを求める式を導出する。
【０１９５】
　式（２２）でＸ＝∞とすると、右辺は∞となる。このときの左辺が∞となるためには、
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ＲS＝０と考えてよいため、
【０１９６】
【数２１】

に収束することになる。
【０１９７】
　したがって、Ｘ＝∞のときの反射率ＲをＲ∞と表記することとすると、
【０１９８】
【数２２】

で表せる。また、その逆数をとると、
【０１９９】

【数２３】

で表せる。
【０２００】
　これらを用いて式（２２）の一般解を書き換えると、
【０２０１】
【数２４】
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【０２０２】
　この式（２７）によって、
下地１３３の反射率Ｒg、厚さＸ＝∞のときの（完全隠蔽のときの）反射率Ｒ∞、塗膜層
１３１の散乱係数Ｓが既知であれば、任意の厚さＸのときの反射率Ｒを求めることができ
る。
【０２０３】
　また、式（２７）は、式（１６）より、
【０２０４】
【数２５】

であるから、
　式（２７）と式（２８）より、塗膜層１３１の散乱係数Ｓ、及び、吸収係数Ｋが既知で
あれば、反射率Ｒgの下地１３３の上に、この塗膜層１３１を任意の厚さＸで密着させた
ときの反射率Ｒを求めることができることとなる。
【０２０５】
　このようにして導出された反射率Ｒ(λ)から、式（８）のサンダーソン補正を用いてρ
(λ)を求め、これを式（２）に代入することにより日射反射率ＲSを計算することができ
る。
【０２０６】
　式（２２）の一般解は式（２７）以外の形にも書き下すことができる。
【０２０７】
　例えば、
【０２０８】
【数２６】

とおき、以下のような双曲線関数（hyperbolic cotangent）を用いると、
【０２０９】
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【数２７】

で表せる。
【０２１０】
　また、式（２２）より、
【０２１１】
【数２８】

で表せる。
【０２１２】
　この式（３２）を用いても、式（２７）と式（２８）同様、
塗膜層１３１の散乱係数Ｓ、及び、吸収係数Ｋが既知であれば、反射率ＲSの下地１３３
の上に、この塗膜層１３１を任意の厚さＸで密着させたときの反射率Ｒを求めることがで
きる。
【０２１３】
　また、式（２４）は、
【０２１４】
【数２９】

で表せる。
【０２１５】
　この式は、下地１３３の反射率Ｒgの影響を受けない無限大膜厚（完全隠蔽膜厚）のと
きの反射率Ｒ∞についての、クベルカ－ムンク理論の帰結としてよく知られている公式で
ある。
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　しかし、前述のように、日射反射率予測計算は、下地１３３の反射率Ｒgの影響を前提
としているため、式（３３）から日射反射率を求めることは困難である（参考文献：財団
法人日本色材研究所編　カラーマッチングの基礎と応用　日刊工業新聞社　（1991）／村
田幸男　色彩技術ハンドブック　株式会社総合技術センター　（1990））。
【０２１７】
　〔多層積層への展開〕
　次に多層積層への展開方法について説明する。
【０２１８】
　図１４は多重積層系の計算手順を説明するための図を示す。
【０２１９】
　前出の図１３に示すように、クベルカ－ムンク理論は、反射率Ｒgである下地１３３の
上に、１層の塗膜層１３１が密着（Optical Contact）して置かれたときの反射率Ｒを求
めるものである。
【０２２０】
　しかし、実際の塗装系においては、鋼板、コンクリート等の様々な素材よりなる基材の
上に、下塗り/中塗り/上塗り/クリヤー等の塗料を塗り重ねる場合や、既に何らかの塗装
系が施工してある被塗物を、さらに、何らかの塗装系で塗り替える場合など、複数の色材
による多層積層系となることが一般的である。
【０２２１】
　このような多層積層系となる場合であっても、図１４に示すように下層より順を追って
反射率Ｒを計算し、次に、この計算された反射率Ｒを下地の反射率Ｒgとして上層へ計算
を進めていくことにより、反射率の計算は可能となる。
【０２２２】
　〔散乱係数Ｓ、及び、吸収係数Ｋ〕
　次に、本本実施例の日射反射率予測計算処理での用いられる基礎的なパラメータのうち
の塗膜の単位厚さ当たりの散乱係数Ｓ、及び、吸収係数Ｋの求め方について説明する。
【０２２３】
　ここで、未知数は、塗膜層１３１の散乱係数Ｓ、及び、吸収係数Ｋの２つのみであるか
ら、２種類の反射率の異なる下地１３３上に、塗膜層１３１を密着させて、２通りの反射
率Ｒを測定することにより、式（２７）を用いて連立二元方程式として解くことは可能で
ある。
【０２２４】
　このような解法のうち、簡便な方法の一例として、「湊の方法」（湊 , 千葉大学工学
部研究報告　19 , No.36 , 203 (1968)）が知られている。
【０２２５】
　式（２７）をＳについて纏めると、
【０２２６】
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【数３０】

で表せる。
【０２２７】
　ここで、白い下地と、黒い下地の２種類の下地を用い、同一塗料で同一膜厚の塗膜層を
作成すると、この２つの試験片から計算される散乱係数Ｓは同じ値となるはずなので、
【０２２８】

【数３１】
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で表せる。
【０２２９】
　この式の第２辺と第３辺をみると、Ｒg1、Ｒg2、Ｒ1、Ｒ2は実測できるから、この方程
式での未知数はＲ∞のみとなる。
【０２３０】
　よって、式（３５）より、以下のようにＲ∞を求めることができ、
【０２３１】
【数３２】

で表せる。
【０２３２】
　ここで、
【０２３３】
【数３３】

である。
【０２３４】
　こうしてＲ∞が求まったならば、式（３５）に、Ｒ∞と、（Ｒg1、Ｒ1）または、（Ｒg

2、Ｒ2）の何れかを代入して散乱係数Ｓを求めることができる。
【０２３５】
　吸収係数Ｋについては、式（３３）を用いて
【０２３６】
【数３４】

として求められる。
【０２３７】
　このように求められた散乱係数Ｓ、及び、吸収係数Ｋは、塗膜層１３１の単位厚さに対
応する値となっており、これらの数値を用いて、上述の日射反射率の予測計算を実施する
ことができる。
【０２３８】
　なお、下地１３３の影響を無視できる場合については、Ｒ∞について計算することが目
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比（Ｋ／Ｓ）がパラメータとなるので、散乱係数Ｓ、及び、吸収係数Ｋの単位厚さ当たり
の値は必要ではなく、相対値でも計算可能となる。これに対し、下地１３３の影響を考慮
する必要がある場合には、上述のように、塗膜層１３１の単位厚さに対応する絶対値とし
て散乱係数Ｓ、及び、吸収係数Ｋを求めることが必須となる。
【０２３９】
　〔透過率の計算方法〕
　また、多層積層系塗膜における日射反射率予測計算を行う際、下層の反射率の全体の日
射反射率への影響度を考慮するため、各単一塗膜層の透過率を算出する必要がある。
【０２４０】
　なお、クベルカ－ムンク理論では、塗膜層１３１の散乱係数Ｓ、及び、吸収係数Ｋが既
知であれば、塗膜層１３１によって形成される厚さＸの単一塗膜層の反射率、及び、透過
率について計算することができる。ここで、単一塗膜層とは、下地上に形成されていない
、いわゆる、フリーフィルム状態を意味する。
【０２４１】
　透過率を実測する場合には単一塗膜層の透過率を測定することとなるので、実測される
分光透過率をτFF(λ)、理論的に計算される透過率を透過率ＴFF(λ)、及び、実測される
分光反射率をρFF(λ)、理論的に計算される反射率を反射率ＲFF(λ)としたとき、クベル
カ－ムンク理論からは、厚さXである単一塗膜層の透過率、及び、反射率について以下の
ように表記される。
【０２４２】

【数３５】

　式（３９）は、hyperbolic sin関数、及び、hyperbolic cos関数を用いて以下のように
表すこともできる。
【０２４３】
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【数３６】

　ここで、ａ、ｂについては式（１６）、式（２９）と同様で、
【０２４４】

【数３７】

　である。
【０２４５】
　なお、単一塗膜層の分光透過率測定についても、理想状態の透過率ＴFF(λ)から実測状
態の分光透過率τFF(λ)への補正が必要となる。このため、サンダーソン補正のときと同
様にk1、k2を用いて、以下のように補正（Allen補正と呼ぶこととする）することができ
る。
【０２４６】
　この補正では、単一塗膜層の分光透過率τFF(λ)と、分光反射率ρFF(λ)を一組で補正
することとなる。
【０２４７】
【数３８】

　E.Allen , Color Res and Appl. , 12 , 106 (1987)参照。
【０２４８】
　散乱係数Ｓ、及び、吸収係数Ｋを求める場合に、下地の反射率を変えたときの分光反射
率ρ(λ)の測定値を用いて求める方法（湊の方法）を前段で紹介したが、この方法とは別
に「透過率」を測定する方法でもあっても同様に散乱係数Ｓ、及び、吸収係数Ｋを求める
ことができる。
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【０２４９】
　このような方法として、式（４５）で表される透過率を厚さの異なる２枚の薄膜につい
て測定し、未知数である散乱係数Ｓ、及び、吸収係数Ｋを求める、いわゆる、「Caldwell
の方法」（B.P.Caldwell , J. Opt. Soc. Am. , 58 , 755 (1968)）が知られている。
【０２５０】
　〔散乱係数Ｓ、及び、吸収係数Ｋの計算結果〕
　ここで、散乱係数Ｓ、及び、吸収係数Ｋの計算例について説明する。
【０２５１】
　図１５は散乱係数Ｓ及び吸収係数Ｋの計算結果の一例を示す図である。
【０２５２】
　図１５は、ある遮熱塗料の原色群から、ホワイト原色について上述の「湊の方法」で得
られた、散乱係数Ｓ、及び、吸収係数Ｋの計算結果を示しており、散乱係数Ｓ、及び、吸
収係数Ｋは、塗膜の単位膜厚（μｍ）に対する値として計算した結果である。
【０２５３】
　試験片作成上は、均一膜厚を得るために、アプリケータ（厚さ単位はmilが一般的）を
用いているが、通常の塗料施工の場合、塗布量m（塗布時の単位面積当たりの塗布重量：k
g/ｍ２）で管理することが多いため、これと、乾燥状態での膜厚である膜厚Ｘ（μｍ）と
の関係は予め実測してある。
【０２５４】
　この換算係数を膜厚換算係数（γ）とすると、
【０２５５】

【数３９】

と表され、測定に用いた遮熱塗料の場合は、
γ≒383
となる。
【０２５６】
　また、塗布量ｍ（kg/m2）≒0.0164×塗布厚（mil）
膜厚Ｘ（μｍ）≒383×塗布量（kg/m2）
とした。
【０２５７】
　なお、計算は、JIS R 3106の日射反射率計算に必要な波長のみで実施している。
【０２５８】
　図１５に示すように赤外線波長域では、ホワイト原色であっても、散乱係数Ｓは、長波
長になるに連れて減少し、吸収係数Ｋは、ホワイト原色のバインダーとして用いられてい
る有機樹脂による赤外線吸収帯の影響を受ける様子が確認できる。
【０２５９】
　〔日射反射率予測計算処理結果〕
　次に、日射反射率予測計算処理結果について説明する。
【０２６０】
　前段のように各原色の散乱係数Ｓ、及び、吸収係数Ｋを求めると、これら原色の任意の
混色によって得られる混色塗膜について、分光反射率ρg(λ)を持つ基材上に、任意の塗
布厚さで塗布した場合の、積層塗膜構造体の分光反射率ρ(λ)が求められることとなる。
【０２６１】
　そして、分光反射率ρ(λ)を用いて、JIS R 3106より日射反射率ＲSが計算される。
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【０２６２】
　日射反射率の予測が困難である理由として、以下の２点を指摘したが、ここでは、この
２点を考慮した場合について、日射反射率の計算予測値と実測値を比較することとする。
【０２６３】
　予測困難な理由：１．加法性が成立しない。２．塗布厚さによる変化が大きく、下地の
影響を受ける。
【０２６４】
　図１６はある遮熱塗料の原色のホワイト原色とブルー原色との混色による計算予測値と
実測値との比較結果を示す図である。
【０２６５】
　なお、実測に用いた試験片は、隠蔽率試験紙の白地部分に上記塗料を６mil塗布したも
のを使用し、この条件に従って計算予測を実施した。６mil塗布は、塗布量0.98kg/ｍ２に
相当し、このときの膜厚は、約３８μｍとなる。
【０２６６】
　図１６に示されるようにホワイト原色、及び、ブルー原色の分光反射率ρ(λ)の計算予
測値が、実測値を再現しているのみならず、その2原色の等量混色についても精度よく計
算されていることが解る。
【０２６７】
　日射反射率は、ここで計算された分光反射率ρ(λ)の計算予測値を用いて計算すること
ができる。なお、図１７にホワイト／ブルー原色混色での日射反射率の比較結果を示す図
を示す。
【０２６８】
　図１８、図１９は原色のホワイト原色を、隠蔽率試験紙の白地部分、黒地部分の２種類
の下地の上に塗布したときの計算予測値と実測値との比較結果を示す図である。図１８は
ある遮熱塗料の原色のホワイト原色を、隠蔽率試験紙の白地部分、黒地部分の２種類の下
地の上に４milの膜厚で塗布した条件での計算予測値と実測値との比較結果を示している
。図１９は１０milの膜厚で塗布した条件での計算予測値と実測値との比較結果を示して
いる。
【０２６９】
　なお、４mil塗布は、塗布量0.07kg/ｍ２に相当し、このときの膜厚は、約２５μｍとな
る。１０mil塗布は、塗布量0.16kg/ｍ２に相当し、このときの膜厚は、約６３μｍとなる
。
【０２７０】
　図１８、図１９に示されるようにホワイト原色の分光反射率ρ(λ)の膜厚による変化、
及び、下地の影響による変化が、計算によって再現されていることが解り、この例でも日
射反射率は下表のように計算することができる。
【０２７１】
　図２０はホワイト原色の膜厚/下地による日射反射率の計算結果を示す図である。
【０２７２】
　顧客への日射反射率提示における要求精度については、公的な規定等は無いが、市場で
の実務上は±５points（最大目盛の５％）程度であればよいと考えられる。
　この要求精度を鑑み、上記の計算結果と実測値との比較を見ると、日射反射率の計算予
測は充分良好に行うことができると判断できる。
【０２７３】
　なお、予測計算においては、サンダーソン補正係数ｋ1＝０．００、ｋ2＝０．６０、ｋ

lin＝０．０３を用いている。
【０２７４】
　〔塗膜色予測計算処理〕
　次に、塗膜色予測計算処理の理論について説明する。
【０２７５】
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　ここでは、日射反射率とは別に、分光反射率ρ(λ)から計算可能である「塗膜色」につ
いて説明する。
【０２７６】
　日射反射率計算の場合は、日射に含まれる波長域全体について計算する必要があるため
に、紫外線～可視光～赤外線に亘る300～2100nmの波長域における分光反射率ρ(λ)を考
慮したが、塗膜色計算は、可視光についてのみ計算すればよいため、上記の計算によって
求めた分光反射率ρ(λ)のうち、380～780nmのみの値を用いる。
【０２７７】
　分光反射率ρ(λ)から、塗膜色を計算する方法については、JIS Z 8722 (2000)「色の
測定方法－反射及び透過物体色」に規定があり、これは、分光反射率ρ(λ)から、ＸＹＺ
表色系の三刺激値Ｘ、Ｙ、Ｚを計算するものである。
【０２７８】
　そのための基礎式は、
【０２７９】

【数４０】

　で与えられている。
【０２８０】
　標準イルミナント、補助イルミナント及び代表的な蛍光ランプの下での三刺激値計算の
場合の重価係数
【０２８１】
【数４１】

の値は、JIS Z 8722 (2000)「色の測定方法－反射及び透過物体色」の付表１に観測者の
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【０２８２】
　図２１は観測者の視野及び波長間隔に応じた数表を示す図であり、建築物外装用塗膜の
測色条件として比較的一般的な、C光源、2°視野の波長間隔５nmの数表を例示している。
【０２８３】
　なお、測定は図２に示す測定システム１００によって行われ、測定条件はJIS Z 8722で
分類されている「照明及び受光の幾何学的条件」での条件ｄ(n-D)[0/d]に相当するものを
用いている。
【０２８４】
　つまり、ρ(λ)の値が解れば、式（４７）、式（４８）より三刺激値Ｘ、Ｙ、Ｚが計算
されることとなる。
【０２８５】
　このようにして得られた三刺激値Ｘ、Ｙ、Ｚで塗膜色の表記はなされたことになるので
あるが、実際的には、このＸＹＺ表色系から、Ｌ*ａ*ｂ*表色系、或いは、三属性（色相
Ｈ、明度Ｖ、及び、彩度Ｃ）のいわゆる、マンセル表示に変換した値を用いて塗膜色を表
すことが行われている。
【０２８６】
　Ｌ*ａ*ｂ*表色系への変換については、JIS Z 8729 (2004) 色の表示方法－Ｌ*ａ*ｂ*表
色系及びＬ*u*ｖ*表色系にその方法が規定されており、三属性（色相Ｈ、明度Ｖ、及び、
彩度Ｃ）への変換については、JIS Z 8721 (1993) 色の表示方法－三属性による表示 に
規定がある。
【０２８７】
　ここでは、塗膜色の管理に多く用いられるＬ*ａ*ｂ*表色系への変換について説明する
。
【０２８８】
　これは物体色を、国際照明委員会（略称CIE）が1976年に推奨した３次元の近似的な均
等色空間であるCIE(1976) Ｌ*ａ*ｂ*空間（略記CIELAB）で表示しようとするものである
。
【０２８９】
　この変換式は、以下のように規定されている。
【０２９０】
　CIE1976明度L*については、Ｙ／Ｙn＞0.008856のとき、
【０２９１】
【数４２】

となり、Ｙ／Ｙn≦0.008856のとき、
【０２９２】
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【０２９３】
　また、Ｌ*ａ*ｂ*表色系の色座標ａ*、ｂ*については、
【０２９４】
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【数４４】

となる。
【０２９５】
　さらに、Ｘn、Ｙn、Ｚnの値については、「JIS Z 8729 付表３　完全拡散反射体の標準
イルミナント及び補助標準イルミナントによる三刺激値並びに色度座標」に記載されてい
る数表３のようになる。図２２は完全拡散反射体の標準イルミナント及び補助標準イルミ
ナントによる三刺激値並びに色度座標の数表を示す図である。
【０２９６】
　〔塗膜色予測計算結果〕
　次に、塗膜色の予測計算結果について説明する。
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【０２９７】
　前段では、クベルカ－ムンク理論から予測計算された分光反射率ρ(λ)の可視光波長域
380～780nmの値を用いて、塗膜色をＬ*ａ*ｂ*表色系で表示できることを述べたが、ここ
では、このように予測計算されたＬ*ａ*ｂ*の値と実測値とを比較する。
【０２９８】
　図２３、図２４は、塗膜色の実測値と予測計算との比較結果を示す図である。なお、図
２３、図２４は上述の日射反射率の予測計算の例示として用いた条件について上述の塗膜
色の予測計算結果を示している。また、色差は、JIS Z 8730 (2002) 色の表示方法－物体
色の色差に準じて以下の式で計算した。
【０２９９】
【数４５】

　なお、Ｃ光源２°視野での計算値である。
【０３００】
　また、建築物外装等での色差管理基準は、ΔＥ*

ab≦0.5程度とする場合が一般的であり
、これを鑑みると上記の塗膜色の予測計算は、良好に行うことができると判断できる。
【０３０１】
　次に本実施例で適用される分光反射率予測計算プログラムについて説明する。
【０３０２】
　本実施例の分光反射率予測計算プログラムで計算された多層積層系の分光反射率ρ(λ)
を下地情報データベース２１７、又は、塗料情報データベース２１８に再入力しておけば
、この塗り替え時の塗装仕様における下地の反射率ρg(λ)として利用できる。
【０３０３】
　図２５は分光反射率予測計算プログラムの処理フローチャートを示す。
【０３０４】
　まず、処理装置１０２において、ステップＳ１－１で下地反射率算出処理が実行される
。
【０３０５】
　図２６は下地反射率算出処理の処理フローチャートを示す。
【０３０６】
　処理装置１０２はステップＳ２－１でユーザによって下地の種類：jが指定されると、
ステップＳ２－２で指定された下地をキーとして下地情報データベース２１７が参照され
て、下地情報データベース２１７から指定された下地の分光反射率ρgj、サンダーソン補
正係数ｋ1、ｋ2、ｋ1inが読み出され、ステップＳ２－３でこのうち指定された下地の分
光反射率ρgjが計算結果ファイル１１２に出力される。
【０３０７】
　また、処理装置１０２は、ステップＳ２－４で分光反射率ρgj及びサンダーソン補正係
数ｋ1、ｋ2、ｋ1inを用いて式（１１）に示すサンダーソン逆補正により下地の反射率Ｒg

jを計算し、ステップＳ２－５で計算した下地の反射率ＲgjをＲgとおく。
【０３０８】
　以上により下地反射率算出処理は終了し、下地の分光反射率ρgjを取得することができ
る。
【０３０９】
　次に、処理装置１０２は、ステップＳ１－２で分光反射率算出処理を実行する。分光反
射率算出処理は、塗膜データ取得処理Ｓ１－２－１及び塗膜構造体分光反射率算出処理Ｓ
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１－２－２を含む処理である。
【０３１０】
　図２７は分光反射率算出処理の処理フローチャートを示す。
【０３１１】
　処理装置１０２は、ステップＳ３－１でユーザによって下地に積層されるｎ層の塗料ｐ

1～ｐn、各層の塗料の原色配合比（例えば、塗料ｐ1の原色数ｑであるときの原色配合比
）ｃ11～ｃ1q）、塗布量ｍ1～ｍqが入力されると、ステップＳ３－２で計算を実施する層
ｉを１に設定する。なお、ステップＳ３－１は図２５に示すステップＳ１－２－１の塗膜
データ取得処理に相当する。処理装置１０２は、ステップＳ３－３でｉが（ｎ＋１）層に
なるまで、ステップＳ３－４～Ｓ３－１３を繰り返す。なお、ステップＳ３－４～Ｓ３－
１２は、図２５に示すステップＳ１－２－２の塗膜構造体分光反射率算出処理に相当する
。
【０３１２】
　処理装置１０２は、まず、ステップＳ３－４で第ｉ層の塗料の散乱係数Ｓ及び吸収係数
Ｋを式（４）～（６）に基づいて合成し、合成した散乱係数Ｓpi、吸収係数Ｋpiを算出す
る。
【０３１３】
　次に処理装置１０２は、ステップＳ３－５で式（４６）に基づいて第ｉ層の塗料の塗布
量ｍiから膜厚Ｘiを換算する。さらに、ステップＳ３－６で式（２７）、（２８）に散乱
係数Ｓpi、吸収係数Ｋpi、膜厚Ｘiを代入し、第１～第ｉ層までの反射率Ｒiを計算する。
【０３１４】
　次に処理装置１０２は、ステップＳ３－７で式（８）に反射率Ｒiを代入することによ
り第１層～第ｉ層までの分光反射率ρiを計算する。
【０３１５】
　処理装置１０２は、ステップＳ３－８で第１～第ｉ層までの分光反射率ρiを計算結果
ファイル１１２に出力する。
【０３１６】
　次に処理装置１０２は、ステップＳ３－９で、各層の散乱係数Ｓpi及び吸収係数Ｋpi、
膜厚Ｘiから式（３９）～（４１）に基づいて第ｉ層の透過率ＴFFi、及び、反射率ＲFFi

を求める。次に処理装置１０２は、ステップＳ３－１０で第ｉ層の透過率ＴFFi、及び、
反射率ＲFFiから式（４５）を用いて第ｉ層の分光透過率τFFi、及び、分光反射率ρFFi

を算出する。
【０３１７】
　処理装置１０２は、ステップＳ３－１１で第ｉ層の分光透過率τFFi、及び、分光反射
率ρFFiを計算結果ファイル１１２に出力し、ステップＳ３－１２で第１～第ｎ層までの
反射率Ｒiを次の塗膜の下地の反射率Ｒgとして設定し、ステップＳ３－１３で（ｉ＋１）
をｉとしてステップＳ３－３に戻って処理を続ける。
【０３１８】
　上記処理により、第ｎ層までの塗膜の分光反射率ρi、各塗膜の分光透過率τFFi、分光
反射率ρFFiを取得することができる。
【０３１９】
　次に処理装置１０２は、ステップＳ１－３で日射反射率算出処理を実行する。
【０３２０】
　図２８は日射反射率算出計算処理の処理フローチャートを示す。
【０３２１】
　処理装置１０２は、まず、ステップＳ４－１で下地の反射率Ｒgから式（８）を用いて
下地の分光反射率ρを計算する。次に処理装置１０２は、ステップＳ４－２で分光反射率
ρから式（２）を用いて日射反射率ＲSを算出し、ステップＳ４－３で算出した日射反射
率ＲSを計算結果出力ファイル２１９に出力する。
【０３２２】



(49) JP 2008-170155 A 2008.7.24

10

20

30

40

50

　次に処理装置１０２は、ステップＳ４－４で各層の分光透過率τFFi、分光反射率ρFFi

から下記の式（５５）、（５６）を用いて各層の日射透過率ＴSFFi、日射反射率ＲSFFiを
計算するとともに、計算された日射透過率ＴSFFi、日射反射率ＲSFFiから下記の式（５７
）を用いて各層の日射吸収率ＡSFFiを計算し、ステップＳ４－５で計算された各層の日射
透過率ＴSFFi、及び、日射反射率ＲSFFi、並びに、日射吸収率ＡSFFiを計算結果出力ファ
イル２１９に出力する。
【０３２３】
【数４６】

【０３２４】
【数４７】

【０３２５】
【数４８】

【０３２６】
　処理装置１０２は、ステップＳ１－４で塗膜色計算処理を実行する。
【０３２７】
　図２９は塗膜色算出処理の処理フローチャートを示す。
【０３２８】
　処理装置１０２は、ステップＳ５－１でユーザにより光源種及び視野が入力されると、
ステップＳ５－２で第ｎ層までの分光反射率ρから式（４７）、（４８）を用いて三刺激
値ＸＹＺを求める。
【０３２９】
　次に処理装置１０２は、ステップＳ５－３で三刺激値ＸＹＺから式（４９）、（５１）
、（５２）を用いてＬ*ａ*ｂ*値を計算する。処理装置１０２は、ステップＳ５－４で第
ｎ層までの塗膜色を計算結果ファイル１１２に出力する。
【０３３０】
　処理装置１０２は、ステップＳ１－５で計算結果ファイル１１２に保持された第１～第
ｎ層までの日射反射率ＲS、三刺激値ＸＹＺ、Ｌ*ａ*ｂ*値、及び、各層の日射反射率ＲSF

Fi、日射透過率ＴSFFi、日射吸収率ＡSFFiを出力装置２１５によりプリントアウトする。
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【０３３１】
　以上により、多層の日射反射率ＲS、及び、塗膜色を実測値に極めて近い値で算出でき
る。なお、図３０に吸収係数Ｋ、散乱係数Ｓのデータを合成して求められた分光反射率ρ
(λ)の数値計算結果の抜粋を示す図を示す。
【０３３２】
　なお、上記実施例では、本発明の分光反射率予測計算方法をコンピュータシステムにイ
ンストールされた分光反射率予測計算プログラムよって実現した例について説明したが、
これに限定されるものではない。
【０３３３】
　〔熱量予測計算処理〕
　所望の塗膜色を呈する塗膜構造体を有する被測定対象の熱量を計算するための熱量予測
計算処理について説明する。
【０３３４】
　分光反射率予測計算処理で求められた日射反射率Ｒから日射吸収率（１－Ｒs）を求め
て、求められた日射吸収率（１－Ｒs）にを熱回路のパラメータとして設定することによ
って熱量予測計算処理が実行される。
【０３３５】
　本実施例の熱量予測計算方法は、目標とする塗膜色を呈する塗膜構造体を有する被測定
対象の熱量を予測計算する熱量予測計算方法であって、被測定対象の構造に基づいて熱回
路を設定する熱回路設定手順と、熱回路設定手順で設定すべき熱回路に関するパラメータ
及び被測定対象の有する塗膜構造体に対応する日射反射率を含むパラメータを熱回路に設
定するパラメータ設定手順と、パラメータ設定手順で設定されたパラメータ及び日射反射
率に基づいて熱回路を解くことにより、被測定対象に流出入する熱量を予測する熱量予測
計算手順とを有し、被測定対象に塗布される目標の塗膜色の塗膜構造体に対応する日射反
射率は上記日射反射率予測計算方法により算出される。この熱量予測計算方法は、熱量予
測計算プログラムがインストールされたコンピュータシステムによって構成される熱量予
測計算装置によって具現化される。
【０３３６】
　次に、熱量予測計算処理の具体例について説明する。
【０３３７】
　図３１は熱量予測計算処理の処理フローチャートを示す。
【０３３８】
　処理装置１０２はステップＳ４１－１で熱量予測計算プログラムが起動されると、ステ
ップＳ４１－２で起動された熱量予測計算プログラムにより被測定対象の所在地を要求す
る画面を表示する。
【０３３９】
　次に処理装置１０２はステップＳ４１－３でユーザにより被測定対象が建物である場合
、その建築物の所在地情報が入力されると、ステップＳ４１－４で被測定対象の気象庁デ
ータベースから気象情報を取得する。
【０３４０】
　次に、処理装置１０２は、ステップＳ４１－５で被測定対象の方角、および、サイズを
要求するサイズ要求画面を表示する。処理装置１０２はステップＳ４１－６でユーザによ
り被測定対象の方角、及び、サイズなどが入力されると、ステップＳ４１－７で被測定対
象の方角、及び、サイズなどを取得する。
【０３４１】
　次に、処理装置１０２は、ステップＳ４１－８で被測定対象の内部温度などの条件を示
す内部情報を要求する内部情報要求画面を表示する。処理装置１０２は、ステップＳ４１
－９で内部情報が入力されると、ステップＳ４１－１０で内部情報を取得する。
【０３４２】
　次に処理装置１０２は、ステップＳ４１－１０で取得した所在地情報から日射量、被測



(51) JP 2008-170155 A 2008.7.24

10

20

30

40

50

定対象のサイズ情報から被測定対象の表面積、内部情報から熱量など、熱量予測計算に必
要なパラメータを算出する。パラメータは、建築環境工学などの分野で一般に用いられて
いる日射量などを求めるための式から算出されるものであり、例えば、「環境工学教科書
　第二版　環境工学教科書研究会編著　彰国社」に記載されているもので、すべて定常計
算により取得できる。よって、計算が容易である。
【０３４３】
　図３２は熱量予測計算に必要なパラメータを示す図である。
【０３４４】
　気象情報から取得されるパラメータは、外気温Ｔex〔℃〕、屋根面日射強度Ｉｒ〔Ｗ／
ｍ2〕、壁面日射強度Ｉw〔Ｗ／ｍ2〕、風速ｖ〔ｍ／ｓ〕である。外気温Ｔex〔℃〕は、
所在地情報から近接する気象庁測候所を抽出し、抽出した気象台あるいは、測候所の気象
データを気象庁などのデータベースから取得する。気象データは、通信装置１１６により
インターネットを介して気象庁あるいは気象情報提供会社などにアクセスすることにより
取得することができる。
【０３４５】
　屋根面日射強度Ｉｒ〔Ｗ／ｍ2〕、及び、壁面日射強度Ｉw〔Ｗ／ｍ2〕は、所在地情報
から近接する気象台、あるいは、測候所を抽出し、抽出した気象台、あるいは、測候所の
データから平均大気透過率、及び、抽出された気象庁測候所の緯度、経度、並びに、日照
時間データから算出する。
【０３４６】
　例えば、太陽定数をＪ0＝１．３７〔ｋＷ／ｍ2〕、太陽高度をｈ〔度〕、大気透過率を
Ｐとすると、法線面直達日射量ＪDは、ブーガの式より、
　ＪD＝０．５×Ｊ0×Ｐ＾cosec(ｈ)　　　・・・（２－１）
で求められる。また、水平面天空日射量Ｊsは、
　Ｊs＝０．５×Ｊ0×sin(ｈ)・（１－Ｐ＾cosec(ｈ)）／（１－１．４×ｌｎ（Ｐ））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２－２
）
で求められる。
【０３４７】
　ここで、被測定対象である建物の屋根や屋上に直達する日射量である水平面直達日射量
ＩHは、
　ＩH＝ＪD×sin(ｈ)　　　・・・（２－３）
で求められる。
【０３４８】
　さらに、被測定対象である建物の壁面に直達する日射量である鉛直面直達日射量Ｉvは
、
　Ｉv＝ＪD×cos(ｈ)×cos(α－Ａv)　　　　・・・（２－４）
で求められる。なお、ここで、Ａvは、壁面方位角であり、単位は、〔度〕である。
【０３４９】
　水平面直達日射量と日照時間に基づいて水平面実照日射強度が算出され、鉛直面直達日
射量と日照時間に基づいて鉛直面実照日射強度が算出される。なお、日照時間は、近接気
象台あるいは測候所データより取得できる。
【０３５０】
　水平面実照日射強度は屋根面日射強度Ｉｒ〔Ｗ／ｍ2〕に相当し、鉛直面実照日射強度
は壁面日射強度Ｉw〔Ｗ／ｍ2〕に相当する。
【０３５１】
　風速ｖ〔ｍ／ｓ〕は、気象台、あるいは、測候所データより取得できる。
【０３５２】
　被測定対象を建物とした場合、建物条件から得られるパラメータは、屋根表面日射吸収
率ａr〔％〕、屋根面積Ｓr〔ｍ2〕、屋根熱伝達抵抗ｒrex〔ｍ2ｋ／Ｗ〕、屋根構造熱抵
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抗Ｒrc〔ｍ2ｋ／Ｗ〕、天井熱伝達抵抗ｒrin〔ｍ2ｋ／Ｗ〕、及び、壁表面日射吸収率ａw
〔％〕、外壁熱伝達抵抗ｒwex〔ｍ2ｋ／Ｗ〕、壁構造熱抵抗Ｒwc〔ｍ2ｋ／Ｗ〕、内壁熱
伝達抵抗ｒwin〔ｍ2ｋ／Ｗ〕である。
【０３５３】
　屋根表面日射吸収率ａr〔％〕は、前述の方法により被測定対象の屋根面を構成する塗
膜構造体の日射反射率から決定される。屋根面積Ｓr〔ｍ2〕は、被測定対象のサイズ情報
から求められる。
【０３５４】
　屋根熱伝達抵抗ｒrex〔ｍ2ｋ／Ｗ〕は、風速ｖ〔ｍ／ｓ〕より算出される。
【０３５５】
　屋根構造熱抵抗Ｒrc〔ｍ2ｋ／Ｗ〕は、被測定対象の屋根構造、各部位の熱伝導率、厚
さより算出される。
【０３５６】
　天井熱伝達抵抗ｒrin〔ｍ2ｋ／Ｗ〕は、空調工学の常用値が採用される。
【０３５７】
　壁表面日射吸収率ａw〔％〕は、前述の方法により被測定対象の壁面を構成する塗膜構
造体の日射反射率から決定される。
【０３５８】
　外壁熱伝達抵抗ｒwex〔ｍ2ｋ／Ｗ〕は、空調工学の常用値を採用する。
【０３５９】
　壁構造熱抵抗Ｒwc〔ｍ2ｋ／Ｗ〕は、被測定対象の壁構造、各部位の熱伝導率、厚さよ
り算出される。
【０３６０】
　内壁熱伝達抵抗ｒwin〔ｍ2ｋ／Ｗ〕は、空調工学の常用値を採用する。
【０３６１】
　また、室内条件から取得されるパラメータは、室温Ｔin〔℃〕、室内空気体積Ｖair〔
ｍ3〕、室内空気容積熱容量Ｃair〔Ｗｈ／ｍ３ｋ〕、換気回数Ｎ〔回数／ｈ〕、内部熱源
Ｈ〔Ｗ〕などがある。
【０３６２】
　室温Ｔin〔℃〕は、空調設定温度（目標温度）として固定値に設定する。
【０３６３】
　室内空気体積Ｖair〔ｍ3〕は、建物の内容量から算出する。
【０３６４】
　室内空気容積熱容量Ｃair〔Ｗｈ／ｍ3ｋ〕は、空気の物性値を設定する。
【０３６５】
　換気回数Ｎ〔回数／ｈ〕は、ユーザが室内使用状況から推定した値を設定する。
【０３６６】
　内部熱源Ｈ〔Ｗ〕は、ユーザが室内機器の消費電力量、在室人数などから推定した値を
設定する。
【０３６７】
　上記パラメータは、すべて推定値、あるいは、規定値をユーザが入力、あるいは、デー
タファイルなどからメモリ１０３に予めインストールしておくことにより、取得できる。
【０３６８】
　処理装置１０２は、ステップＳ４１－１２で上記のパラメータを熱回路に設定し、熱回
路を定常計算により解き、熱量を算出し、ステップＳ４１－１３で計算結果を表示する。
【０３６９】
　〔熱量予測計算〕
　図３３は建物の簡易熱量予測を行なうときの計算方法を説明するための図を示す。
【０３７０】
　まず、被測定対象は、屋根部分が屋根基材２１１、塗膜２１２、天井構造断熱材２１３
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から構成され、壁部分が壁基材２２１、塗膜２２２、壁構造断熱材２２３から構成されて
いる。
【０３７１】
　上記構造の被測定対象において屋根部分は外気温Ｔexと室温Ｔinとの間に屋根熱伝達抵
抗ｒrex、屋根構造熱抵抗Ｒrc、天井熱伝達抵抗ｒrinを直列に接続した熱回路が構成され
ている。ここで、屋根熱伝達抵抗ｒrexと屋根構造熱抵抗Ｒrcとの接続点には、屋根面日
射強度Ｉrに屋根表面日射吸収率ａrを掛けた熱流（ａr×Ｉr）が流入する。上記熱回路の
定常解は、キルヒホッフの法則を用いて任意の熱流を求めることができる。
【０３７２】
　ここで、外気温Ｔexと室温Ｔinとの温度差（Ｔex－Ｔin）は、
　室内に流れ込む熱流をｉrとすると、室外に流れだす熱流は、
　｛（ａr×Ｉr）－ｉr｝　　　・・・（２－５）
で表せる。
【０３７３】
　よって、
　（Ｔex－Ｔin）＝ｉr×（Ｒrc＋ｒin）－｛（ａr×Ｉr）－ｉr｝ｒrex

　　　　　　　　＝ｉr×（Ｒrc＋ｒin＋ｒrex）－（ａr×Ｉr×ｒrex）・・・（２－６
）
　よって、
　（Ｔex－Ｔin）＋（ａr×Ｉr×ｒrex）＝ｉr×（Ｒrc＋ｒin＋ｒrex）・・・（２－７
）
となる。したがって、室内に流れ込む熱流ｉrは、
　ｉr＝｛（ａr×Ｉr×ｒrex）＋（Ｔex－Ｔin）｝／（Ｒrc＋ｒin＋ｒrex）・・・（２
－８）
で求めることができる。
【０３７４】
　また、屋根の表面温度Ｔrsは、上記熱流ｉrを用いることにより、
　Ｔrs＝Ｔin＋ｉr×（Ｒrc＋ｒin）　　　・・・（２－９）
で求めることができる。
【０３７５】
　また、天井温度Ｔrcは、同様に熱流ｉrを用いることにより、
　Ｔrc＝Ｔin＋ｉr×ｒrin　　　　　　　　・・・（２－１０）
で求めることができる。
【０３７６】
　なお、壁面については外気温Ｔexと室温Ｔinとの間に外壁熱伝達抵抗ｒwex、壁構造熱
抵抗Ｒwc、内壁熱伝達抵抗ｒwinを直列に接続した熱回路が構成されている。ここで、外
壁熱伝達抵抗ｒwexと壁構造熱抵抗Ｒwcとの接続点には、壁面日射強度Ｉwに壁面日射吸収
率ａwを掛けた熱流（ａw×Ｉw）が流入する。上記熱回路の定常解を求めることにより、
屋根と同様にキルヒホッフの法則を用いて壁面の熱流ｉwを求めることができる。
【０３７７】
　なお、上記熱流ｉr、ｉwは単位面積当たりの熱流であり、屋根及び東西南北の壁の各々
について独立して計算することが可能である。屋根の単面積当りの熱流をｉr、東壁面の
単位面積当りの熱流をｉwE、西壁面の単位面積当りの熱流をｉwW、南壁面の単位面積当り
の熱流をｉwS、北壁面の単位面積当りの熱流をｉwNとし、屋根面積をＳr、東壁面の面積
をＳwE、西壁面の面積をＳwW、南壁面の面積をＳwS、北壁面の面積をＳwNとすると、屋根
全体の熱流は
　ｉr×Ｓr　　　　・・・（２－１１）
東壁面の熱流は
　ｉwE×ＳwE　　　・・・（２－１２）
西壁面の熱流は
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　ｉwW×ＳwW　　　・・・（２－１３）
南壁面の熱流は
　ｉwS×ＳwS　　　・・・（２－１４）
北壁面の熱流は
　ｉwN×ＳwN　　　・・・（２－１５）
で求められる。
【０３７８】
　ここで、換気による熱の流出入量Ｑairは、一般に前出のパラメータを用いて、
　Ｑair＝Ｃair・Ｖair・（Ｔex－Ｔin）・Ｎ　　　　　　　　　　　　・・・（２－１
６）
で求められる。
【０３７９】
　さらに、内部熱源による発熱量は、Ｈである。
【０３８０】
　したがって、室内へ流入する熱量Ｉは、式（２－１１）～（２－１５）に換気による熱
の流出入量Ｑair及び内部熱源による発熱量Ｈを加算したものとなるので、
　Ｉ＝（ｉr×Ｓr）＋（ｉwE×ＳwE）＋（ｉwW×ＳwW）＋（ｉwS×ＳwS）
　　　　　　　　　　　　　　　＋（ｉwN×ＳwN）＋Ｑair＋Ｈ　　　・・・（２－１７
）
で求められる。
【０３８１】
　上記式（２－１７）により室内へ流入する熱量Ｉを求めることができる。このとき、上
記パラメータ及び熱回路は、定常計算法により算出できるため、計算が簡単である。
【０３８２】
　次に、上記の式を用いて、熱流が０となるような室温Ｔinを求める場合について考えて
みる。
【０３８３】
　室温Ｔinは、式（２－８）より
　Ｔin＝Ｔex＋（ａr×Ｉr×ｒrex）－ｉr・（Ｒrc＋ｒin＋ｒrex）
で表される。
【０３８４】
　ここで、内部熱源Ｈ、換気による熱流を考慮すると、時刻ｊの室温Ｔin(j)は、
　Ｔin(j)＝Ｔex(j)

　　　　　＋〔Ｈ(j)＋Σ｛Ｓi・ａi・Ｉi(j)・ｒiex／（ｒex＋Ｒic＋ｒiin）｝〕
　　　　　／〔Ｃair・Ｖair・Ｎ(j)＋Σ｛Ｓi／（ｒiex＋Ｒic＋ｒiin）｝〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２－１８
）
で表せる。なお、Σは、屋根、東西南北壁面について各々Σ以降の計算を行なった結果を
加算したものである。
【０３８５】
　なお、式（２１）は被測定対象の熱容量を考慮していない。精度を上げるために、被測
定対象の熱容量を考慮する必要がある。
【０３８６】
　建物の熱容量Ｃtは、屋根構造の熱容量をＣr、壁構造の熱容量をＣw、室内空気の熱容
量をＣair、室内什器の熱容量をＣfとすると、一般に
　Ｃt＝｛（Ｃr＋Ｃw）／２｝＋Ｃair＋Ｃf　　　　　　　　　　　　・・・（２－１９
）
で表される。
【０３８７】
　時刻ｊで室温をＴin(j)、外気温をＴex(j)、屋根面日射強度をＩr(j)とすると、屋根面
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から室内に流入する熱流ｉr(j)は、式（２－８）より
　ｉr(j)＝｛（ａr×Ｉr(j)×ｒrex）＋（Ｔex(j)－Ｔin(j)）｝／（Ｒrc＋ｒin＋ｒrex

）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２－２０
）
で表される。
【０３８８】
　ここで、式を簡略化するために、
　ｒrex＋Ｒrc＋ｒrin＝１／ｋr　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２－２１
）
とおくと、式（２－２０）は、
　ｉr(j)＝ｋr×｛（ａr×Ｉr(j)×ｒrex）＋（Ｔex(j)－Ｔin(j)）｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２－２２
）
で表される。
【０３８９】
　なお、時刻ｊにおける東西南北壁面の熱流ｉwE(j)、ｉwW(j)、ｉwS(j)、ｉwN(j)につい
ても同様に独立して算出することができる。
【０３９０】
　また、時刻ｊにおける換気による熱流出入量Ｑair(j)は、換気回数をＮ(j)とすると、
　Ｑair(j)＝Ｃair（Ｔex(j)－Ｔin(j)）・Ｎ(j)　　　　　　　　　　・・・（２－２３
）
で求められる。
【０３９１】
　時刻ｊに室内に流入する熱流Ｉ(j)は、式（２－１７）より
　Ｉ(j)＝（ｉr(j)×Ｓr）＋（ｉwE(j)×ＳwE）＋（ｉwW(j)×ＳwW）＋（ｉwS(j)×ＳwS

）
　　　　　　　　　　　　　　　＋（ｉwN(j)×ＳwN）＋Ｑair(j)＋Ｈ(j)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２－２４）
で表される。
【０３９２】
　式（２－２４）において、式を簡略化するために、
（ｉr(j)×Ｓr）＋（ｉwE(j)×ＳwE）＋（ｉwW(j)×ＳwW）＋（ｉwS(j)×ＳwS）
　　　　　　　　　　　　　　　＋（ｉwN(j)×ＳwN）＝Σ（ｉi(j)×Ｓi）
とおくと、式（２－２４）は、
　Ｉ(j)＝Σ（ｉi(j)×Ｓi）＋Ｑair(j)＋Ｈ(j)　　　　　　　　　　・・・（２－２５
）
で表される。
【０３９３】
　式（２－２５）は式（２－２２）及び式（２－２３）より、
　Ｉ(j)＝Σ〔ｋi×Ｓi×｛（ａi×Ｉi(j)×ｒiex）＋（Ｔex(j)－Ｔin(j)）｝〕
　　　　＋｛Ｃair（Ｔex(j)－Ｔin(j)）・Ｎ(j)｝＋Ｈ(j)　　　　　　・・・（２－２
６）
で表せる。
【０３９４】
　ここで、外気温Ｔex、及び、各面への日射強度Ｉiは、時刻ｊから時刻ｊ＋１の間に連
続的に変化する気象条件となるが、時刻ｊと、時刻ｊに近似した時刻（ｊ＋１）とでは、
外気温Ｔex及び熱流Ｉは近似しており、略等しい、すなわち、
　Ｔex(j)＝Ｔex(j+1)

　Ｉi(j)＝Ｉi(j+1)
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と仮定すると、
　時刻ｊから時刻ｊ＋Δｔ(0＜Δｔ＜1)における室温の上昇ΔＴin(j)は、建物の熱容量
をＣtとすると、
　Ｃt・ΔＴin(j)＝[Σ〔ｋi×Ｓi×｛（ａi×Ｉi(j)×ｒiex）＋（Ｔex(j)－Ｔin(j)）
｝〕
　　　　＋｛Ｃair（Ｔex(j)－Ｔin(j)）・Ｎ(j)｝＋Ｈ(j)]・Δｔ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２－２７）
で表せる。
【０３９５】
　次に、式（２－２７）を微分方程式と見て、さらに、（Ｔex(j)－Ｔin(j)）をｘに置き
換えると、式（２－２７）は、
　｛Σｋi×Ｓi×ａi×Ｉi(j)×ｒiex＋Ｈ(j)｝－｛Σｋi×Ｓi＋Ｃair×Ｎ(j)｝×ｘ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝Ｃt・（ｄｘ／ｄｔ）　　・・・（２－２８
）
で表せる。
【０３９６】
　ここで、式を簡略化するために
　Σｋi×Ｓi×ａi×Ｉi(j)×ｒiex＋Ｈ(j)＝Ｈ(j)'　　　　　　　　・・・（２－２９
）
　Σｋi×Ｓi＋Ｃair×Ｎ(j)＝ＫＳ(j)　　　　　　　　　　　　　　・・・（２－３０
）
とすると、式（２－２９）は、
　Ｈ(j)'＋ＫＳ(j)×ｘ＝Ｃt・（ｄｘ／ｄｔ）　　　　　　　　　　　・・・（２－３１
）
となる。式（２－３１）を変形すると、
　ｄｘ／｛Ｈ(j)'＋ＫＳ(j)×ｘ｝＝１／Ｃt・ｄｔ　　　　　　　・・・（２－３２）
　両辺にＫＳ(j)をかけると、式（２－３１）は、
　ｄｘ／｛Ｈ(j)'／ＫＳ(j)＋ｘ｝＝ＫＳ(j)／Ｃｔ・ｄｔ　　　・・・（２－３３）
　さらに、式（２－３３）は、
　ｄｘ／｛－（Ｈ(j)'／ＫＳ(j)）－ｘ｝＝－（ＫＳ(j)／Ｃｔ）・ｄｔ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２－３４）
　ここで、積分公式
　∫｛ｄｘ／（ａ－ｘ）｝＝－｛ｌｎ（ａ－ｘ）＋ｌｎＣ｝（Ｃは積分定数）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２－３５）
を用いて式（２－３４）の両辺を積分し、Δｔ＝０のとき、Ｔin(j)＝Ｔin(j+Δt)となる
ように積分定数Ｃを決めると、
　Ｔin(j+Δt)＝Ｔex(j)＋Ｈ(j)'／ＫＳ(j)

　　－（Ｔex(j)＋Ｈ(j)'／ＫＳ(j)－Ｔin(j))ｅｘｐ（－ＫＳ(j)/Ｃt・Δt)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２－３６）
が得られる。
【０３９７】
　ここで、Δｔ＝１とすると、式（２－３６）は
　　Ｔin(j+1)＝Ｔex(j)＋Ｈ(j)'／ＫＳ(j)

　　－（Ｔex(j)＋Ｈ(j)'／ＫＳ(j)－Ｔin(j))ｅｘｐ（－ＫＳ(j)/Ｃt)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２－３７
）
で表される。
【０３９８】
　上式（２－３７）により、室温Ｔinの初期値として適当な数値を代入することにより、
その後の室温変化をシミュレートすることが可能となる。なお、このとき、時刻ｊと次の
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時刻（ｊ＋１）との間の時間を例えば、１０分～１時間に設定すると、良好な結果が得ら
れる。
【０３９９】
　また、被測定対象の熱容量Ｃtを考慮しない場合には、式（２－１８）を式（２－２１
）、（２－２９）、（２－３０）を用いて書き換えた式、
　Ｔin(j)＝Ｔex(j)＋Ｈ(j)'／ＫＳ(j)　　　　　　　　　　　　　・・・（２－３８）
を用いることにより室温Ｔinのシミュレートが行なえる。
【０４００】
　また、屋根表面温度Ｔrsの変化については、式（２－９）を用いた式、
　Ｔrs(j)＝Ｔin(j)＋ｉr(j)×（Ｒrc＋ｒrin）　　　　　　　　　・・・（２－３９）
によりシミュレートできる。
【０４０１】
　天井表面温度Ｔrcの変化については、式（２－１０）を用いた式、
　Ｔrc(j)＝Ｔin(j)＋ｉr(j)×ｒrin　　　　　　　　　　　　　　・・・（２－４０）
によりシミュレートできる。
【０４０２】
　〔処理手順〕
　次に実際の熱量予測計算処理の処理手順について説明する。
【０４０３】
　図３４は熱量予測計算処理の処理フローチャートを示す。
【０４０４】
　処理装置１０２は、ステップＳ５１－１で取得したパラメータを用いて熱抵抗を合成し
た係数（１／ｋi）を合成する。熱抵抗は、式（２－２１）に取得したパラメータである
熱抵抗ｒiex、Ｒic、ｒiinを代入することにより、熱抵抗を合成した係数（１／ｋi）を
算出する。なお、ｉは屋根面を示す「ｒ」、東壁面を示す「wE」、西壁面を示す「wW」、
南壁面を示す「wS」、北壁面を示す「wN」に相当する。
【０４０５】
　次に、処理装置１０２はステップＳ５１－２で取得したパラメータを用いて熱容量Ｃt

を合成する。熱容量は、式（２－１９）に取得されたパラメータである熱容量Ｃr、Ｃw、
Ｃfを代入することにより合成熱容量Ｃtを算出する。
【０４０６】
　次に、処理装置１０２は、ステップＳ５１－３で熱抵抗を合成した係数（１／ｋi）及
び合成熱容量Ｃtを式（２－２９）、（２－３０）に代入することにより、熱抵抗を合成
した係数（１／ｋi）及び合成熱容量Ｃtを含むパラメータをまとめる。
【０４０７】
　次に処理装置１０２は、ステップＳ５１－４で時刻ｊを０にリセットする。
【０４０８】
　次に、処理装置１０２は、ステップＳ５１－５で時刻ｊのパラメータを取得し、ステッ
プＳ５１－６で式（２－３７）に取得したパラメータをセットして、時刻ｊにおける室温
Ｔin(j)を算出する。
【０４０９】
　処理装置１０２は、ステップＳ５１－７で全計算が終了するまで、ステップＳ５１－８
でｊを順次に増加させ、室温Ｔin(j)を算出する。処理装置１０２は、ステップＳ５１－
７で室温Ｔin(j)すべての算出が終わると、算出結果を整理し、表示する。
【０４１０】
　〔シミュレーション結果〕
　ここで、上記の熱量予測計算処理により行なったシミュレーションの具体例について説
明する。
【０４１１】
　図３５はシミュレーション対象の建物条件を示す図、図３６はシミュレーション対象の
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室内条件を示す図、図３７はシミュレーション対象が存在する場所の気象条件を示す図、
図３８はシミュレーションの計算手順を示す図、図３９は室温シミュレーション結果を示
す図を示す。
【０４１２】
　なお、シミュレーション対象建物は郡山の倉庫であり、初期条件として６月１３日２４
時の実測室温１８．５℃を用いる。
【０４１３】
　まず、図３５に示す建物条件を図３８（Ａ)に示す式に代入することにより熱抵抗を合
成したパラメータ（１／Ｋｊ）を求める。
【０４１４】
　また、図３９に示す室内条件を図３８（Ｂ)に示す式に代入することより熱容量を合成
した熱容量Ｃｔを求める。
【０４１５】
　次に、時刻ｊ＝０におけるパラメータを図３８（Ｃ）に示すように式（２－２９）、（
２－３０）に代入して、パラメータＨ(j=0）'、及び、ＫＳ(j=0)を求める。
【０４１６】
　次に、初期条件である外気温Ｔex(j=0)＝１８．５℃、及び、図３８（Ｃ）で求められ
たパラメータＨ(j=0)'、並びに、ＫＳ(j=0)を図３８（Ｄ）に示す式、すなわち、式（２
－３７）に代入することにより時刻ｊ=0からΔｔ時間＝１時間経過した後の室温Ｔin(j=1

）を求める。これにより、時刻ｊ＝０である６月１３日２４時におけるパラメータから時
刻ｊ＝１である６月１４日１時における室温Ｔin(j=1)を予測することができる。
【０４１７】
　同様に、図３８（Ｅ）に示すように、式（２－３７）に相当する式に時刻ｊ＝１におけ
るパラメータを代入することにより時刻ｊ＝ｊ＋１＝２における室温Ｔin(j=2)を予測す
ることができる。同様にして、時刻ｊにおける室温Ｔin(j)を順次にシミュレートするこ
とが可能となる。
【０４１８】
　上記予測結果を１時間毎に順次にプロットすることにより図３９に○で示すようなシミ
ュレーション結果が得られる。
【０４１９】
　本実施例の室温シミュレーションの結果は、図３９に●で示す実測室温と略同じ変化を
示しており、正確な室温シミュレーションを行なうことが可能であることがわかる。また
、△は建物の熱容量を勘案しない場合の実測室温の推移を示しており、室温を的確にシミ
ュレートできないことがわかる。シミュレートを行なうには、本実施例の如く、気象条件
、建物の熱容量など前述のパラメータを総合的に勘案する必要がある。なお、実線は、外
気温Ｔexの遷移を示している。
【０４２０】
　室温Ｔinの推移を予測することにより塗膜２１２、２２２の評価を行なうことが可能と
なる。
【０４２１】
　このように、上記のように熱回路を用いて、定常計算方法により計算を行うことにより
、屋根面からの熱貫流、東・南・西・北壁面からの熱貫流、換気による熱流出入量、内部
発熱による熱流量を各々独立して計算することが可能となり、独立して計算した各熱貫流
、熱流出入量の総和を被測定対象全体の熱負荷として算出するので、熱流量計算を定常計
算式により容易に求めることができる。
【０４２２】
　なお、本実施例では、室温Ｔinをシミュレーションする場合について説明したが、熱回
路により求めることができる天井温度、壁面温度などをシミュレーションすることも可能
である。また、熱流シミュレーション結果から空調の電力消費などを算出することも可能
である。
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【０４２３】
　なお、上記実施例では、被測定対象として建築物の熱負荷を簡易計算する方法について
説明したが、被測定対象は建築物に限定されるものではなく、道路など他の構造物にも適
用可能である。
【０４２４】
　図４０は道路の簡易熱量予測を行なうときの計算方法を説明するための図を示す。
【０４２５】
　道路は、土壤３１１の上に路床・路体３１２が積層され、さらに、路床・路体３１２上
に路盤３１３が積層され、路盤３１３上に基層舗装体３１４及び表層舗装体３１５が積層
され、さらに、塗膜３１６が形成された構造とされている。
【０４２６】
　この場合の熱回路は、図４０に示すように土壌３１１の熱抵抗である土壌熱抵抗Ｒr1、
路床・路体構造熱抵抗Ｒr2、路盤３１３の熱抵抗である路盤熱抵抗Ｒr3、舗装体構造熱抵
抗Ｒr4、表面熱伝達抵抗ｒrexを外気温Ｔexと地中温度Ｔinとの間に直列に接続した構成
とされている。これによって、建物と同様に道路の熱流を推測することが可能となる。道
路の熱流を推測することにより、塗膜３１６の評価を行なうことが可能となる。
【０４２７】
　このように、建物だけでなく、道路など他の被測定対象にも温度、熱流などの予測が可
能となる。
【０４２８】
　次に、被測定対象の環境を定量的に評価することによって、被測定対象の具体的な「遮
熱効果」を定量評価する方法について説明する。
【０４２９】
　また、本発明の遮熱効果の定量評価方法は、熱量予測計算方法によって算出された被測
定対象に流出入する熱量に基づいて被測定対象の遮熱効果を定量的に提示し、評価可能と
するものである。
【０４３０】
　本発明の遮熱効果定量評価方法について、以下に、更に具体的に説明する。
【０４３１】
　図４１は遮熱効果評価方法を説明するための図を示す。
【０４３２】
　遮熱塗料の特徴はその塗膜の日射反射率の高さにあり、それによって日射による受熱量
を低減し、図４１に示すような遮熱効果を発揮する。
【０４３３】
　以下に、図４１に示した効果を定量化する方法について説明する。
【０４３４】
　建造物の屋根(屋上防水層)や、外壁材、または、自動車・車両や船舶等の屋外で用いら
れる移動体の外装部を形成する構造材の劣化は、日射の紫外線による化学的な劣化や、衝
撃等による物理的な劣化等さまざまな要因が複合して発生するが、その要因のひとつとし
て、日射受熱による熱劣化も大きな影響も与えていると考えられる。
【０４３５】
　そのため、それら外表面への遮熱塗料の適用は、日射下での温度上昇を緩和し、構造材
の寿命延長に役立つことが予想されるが、その効果の定量化は上記のように複合要因であ
ることから一般に困難である。
【０４３６】
　熱量予測計算処理では、外表面温度の推移が計算可能であるので、遮熱塗料を施工した
場合と、しなかった場合での外表面温度推移を比較計算し、参考データとして供すること
ができる。
【０４３７】
　外表面温度推移は個々の案件の条件を入力して計算することとなるが、夏季快晴の気象
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条件下（日射1000W/m2）での目安としては、日射反射率10points向上で、表面温度は最大
4～5℃低下する場合が多い。
【０４３８】
　また、夏季快晴時のアスファルト舗装の道路表面温度については、以下の文献に示され
るようにその最高温度は60℃を超え、遮熱塗料を施工すると50℃程度に抑えられることが
知られている。このことは、例えば、特開2004-251108号公報、特開2005-61042号公報な
どに記載ある。
【０４３９】
　一般的な舗装用のアスファルトの軟化点は50～60℃程度のものが使用されることが多い
ため、遮熱塗料をアスファルト舗装面に施工することによって軟化点を越える時間を大き
く縮小できることが予想される。
【０４４０】
　これにより、アスファルト舗装面の「わだち掘れ防止」が可能となると示唆され、遮熱
塗料を施工した場合としなかった場合について、熱量予測計算処理で計算したそれぞれの
外表面温度推移の差から、熱劣化の低減効果を捉えることができる。
【０４４１】
　昨今、大都市圏で大きな問題として取り上げられているヒートアイランド現象の原因と
して、コンクリート、アスファルト舗装等の比較的日射反射率の低い人工被覆面が増加し
、日射受熱量が増大したこと（原因（１））、空調機器が普及し、その室外機からの人工
排熱が増加したこと（原因（２））等があげられているが、これらの原因については、太
陽熱高反射塗料（遮熱塗料）の適用によって、その影響が緩和されることが期待される。
【０４４２】
　上記の原因（１）について、図３３に示す熱回路図を用いて説明する。
【０４４３】
　屋根面に注目すると、日射受熱によって屋根表面温度が上昇し、外気温＜屋根表面温度
となった場合に屋根表面から外気への熱放出が生じ、ヒートアイランドの原因となるので
あるが、この熱放出量は、図中の屋根熱放出強度arIr-irで表される。
【０４４４】
　屋根面の日射反射率が低い（屋根面日射吸収率arが高い）場合、屋根面日射強度Irが大
きい日中には屋根熱放出強度が増大し、また、屋根面日射強度Irが0になる夜間であって
も、日中の日射受熱によって室温Ｔinが過度に上昇するため、室温＞外気温の状態が長く
続き、屋根熱流強度irが負の値となるため屋根からの熱放出が生じる。
【０４４５】
　同様の現象が、壁面についても、また、図４０に示す道路面についても生じ、これらの
総和が原因（１）である。
【０４４６】
　前述の熱量予測計算処理では、各部位での熱放出強度の推移が計算可能であり、ヒート
アイランド現象（夜間については熱帯夜）の原因（１）に対して定量的な評価が可能であ
る。
【０４４７】
　原因（２）については、後述の空調使用電力量の低減量から室外機からの人工排熱量を
見積もることができるが、この排熱は、室外機の冷却方式によって大きく異なるため、そ
の定量的評価は困難である。
【０４４８】
　つまり、室外機が空冷式の場合は、空調機器が消費する電力量が最終的には室外機から
顕熱として放熱され、ヒートアイランド現象を引き起こすと考えることができるが、水冷
式の場合、冷却水の蒸発潜熱として排熱される熱と、顕熱として排熱される熱があり、潜
熱排熱では外気を温める作用は無いため、直接的にはヒートアイランド現象を引き起こさ
ない。
【０４４９】



(61) JP 2008-170155 A 2008.7.24

10

20

30

40

50

　建築物等の室内で空調冷房を使用する場合には、遮熱塗料の適用によって、冷房費の削
減、また、それに伴うCO2排出量の削減が可能となると考えられるが、本報では、電力駆
動の空調機器を用いている場合を例に、その定量的評価方法について説明する。
【０４５０】
　まず、電気料金体系について簡単に説明する。
【０４５１】
　詳細については、電気事業法に基づく「電気供給約款」に記載されているが、ここでは
、「従量電灯制」と「実量制」に大別して説明する。
【０４５２】
　〔従量電灯制について〕
　各家庭のような個人契約に多い契約方式であり、例えば、「従量電灯B」での契約では
、図４２に示すように、契約時に決定される受電の電流（A）によって基本料金（円／1契
約）が定められ、１ヶ月間に実際に使用した電力量に応じた電力量料金（円／kWh）が加
算される計算方式になっている。
【０４５３】
　〔実量制について〕
　工場等の事業所で多い契約方式であり、例えば「高圧電力A」での場合は、図４２に示
すように、基本料金が契約電力によって変動するという特徴がある。
【０４５４】
　これは、実量制での契約電力が、当月を含む過去１年間の各月の使用電力を30分毎に計
量し、そのうちの最も大きい値が最大需要電力として定められるためであり、夏季に過大
な電力を使用すると、通年で基本料金が上昇することになる。
【０４５５】
　つまり、遮熱塗料適用による冷房費の削減は、第１には、空調使用電力量削減による電
力量料金の削減であるが、実量制による契約をしている場合には、以下の２点から考える
必要がある。
１．空調使用電力量削減による電力量料金の削減
２．夏季日中の最大需要電力の低減による通年での基本料金の削減
　また、CO2排出量削減については、空調使用電力量削減から換算することができる。換
算係数については、環境省報道発表資料等で公表されており、一般的な数値としては、0.
555kg-CO2/kWhを用いることができる。例えば、環境省報道発表資料（平成18年3月23日）
「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について（http://w
ww.env.go.jp/press）などである。
【０４５６】
　上述の効果を定量評価するための計算処理について説明する。
【０４５７】
　図４３は、定量評価処理の処理フローチャートを示す。
【０４５８】
　図４３に示す定量評価処理は、計算対象日、１日についての空調使用電力量を計算する
ものである。
【０４５９】
　処理装置１０２は、ステップＳ６１－１で使用機器の空調能力（ｋＷ）、その成績係数
（ＣＯＰ）、稼働時間（時刻ｓ～ｅ）、電力量料金単価（円／ｋＷｈ）が入力される。
【０４６０】
　処理装置１０２は、ステップＳ６１－２で時刻ｊに稼働開始時刻ｓを設定し、ステップ
Ｓ６１－３で時刻ｊにおける空調機器の出力（％）を計算し、ステップＳ６１－４で時刻
ｊにおける空調使用電力（ｋＷ）を計算する。処理装置１０２は、ステップＳ６１－５で
時刻ｊにおける空調の出力及び空調使用電力を計算結果出力ファイル１１２に蓄積し、ス
テップＳ６１－６で時刻ｊ＝ｊ＋１とし、ステップＳ６１－７で時刻ｊが稼働終了時刻ｅ
に達したか否かを判定する。処理装置１０２は、ステップＳ６１－７で時刻ｊが稼働終了
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時刻ｅとなるまで、ステップＳ６１－３～Ｓ６１－６の処理を実行する。
【０４６１】
　処理装置１０２は時刻ｊが稼働終了時刻ｅになると、ステップＳ６１－８で日空調使用
最大需要電力（ｋＷ）を計算し、ステップＳ６１－９で日積算空調使用電力量（ｋＷ／日
）を計算し、ステップＳ６１－１０で１日当の空調使用電力料金（円／日）を計算し、ス
テップＳ６１－１１で１日当の二酸化炭素ＣＯ2の排出量（ｋｇ／日）を計算する。
【０４６２】
　処理装置１０２は、ステップＳ６１－１２で上記ステップＳ６１－８～Ｓ６１－１１の
計算結果を出力する。
【０４６３】
　また、建築物等の空調による室内設定温度を一定とした場合の、ある時刻jに室内に流
入する熱量I(j)を、式（２－２３）を用いて直接計算することができる。ここで、室温が
設定温度に保たれていると仮定しているので、計算された熱量I(j)は空調負荷熱量と考え
ることができる。
【０４６４】
　次に、空調負荷予測処理の各計算について説明する。
【０４６５】
　まず、ステップＳ６１－３の時刻jにおける空調機器の出力（％）の計算について説明
する。
【０４６６】
　空調機器の時刻毎の出力は、空調機器が処理できる熱量の定格値である空調能力(kW)を
用いて、以下の式（３－１）で表される。
【０４６７】
　〔時刻jにおける空調機器の出力(％)〕＝
　　　　　　　　　〔時刻jに室内に流入する熱量I(j)〕／〔空調能力(kW)〕×100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ただし、上限は100％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（３－１
）
　当然ながら空調機器の出力の上限は100％であり、つまり、式（３－１）で、
　〔ある時刻jに室内に流入する熱量I(j)〕＞〔空調能力(kW)〕
となる時間帯には、空調機器は最大出力の100％稼動をするが、空調能力以上の熱量が室
内に流入するため、室温を設定温度に保持することができなくなることが解る。
【０４６８】
　計算結果として、時刻毎の空調機器の出力推移がアウトプットされるが、これにより、
空調能力の過不足を考えることができる。
【０４６９】
　次にステップＳ６１－４の時刻jにおける空調使用電力(kW)の計算について説明する。
【０４７０】
　空調機器の時刻毎の使用電力(kW)は、上記の空調出力(％)の計算結果と、空調機器の効
率を表す成績係数（COP）を用いて、以下の式で表される。
【０４７１】
　〔時刻jにおける空調使用電力(kW)〕＝
　　　〔時刻jにおける空調機器の出力(％)〕/100
　　　　　　×〔空調能力(kW)/空調機器の成績係数(COP)〕　　　　　　・・・（３－２
）
で表せる。
【０４７２】
　なお、空調機器の成績係数（COP）は、
(空調機器が処理する熱量（kW））／(空調機器が使用する電力（kW））
であり、空調機器のエネルギー効率を評価する指標である。
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【０４７３】
　実際の冷房空調機器の空調能力は、夏季全体での平均空調出力が50％程度になるように
計画されているものが多く、そのような場合、盛夏快晴日等の空調稼動状況では、
　〔ある時刻jに室内に流入する熱量I(j)〕＞〔空調能力(kW)〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（３－３）
となる時間帯が発生することが多いが、このような場合には、遮熱塗料を施工することに
よって時刻jに室内に流入する熱量I(j)の低減に成功しても、式（３－３）の大小関係が
逆転しない限り空調使用電力の削減は生じないが、時刻毎の空調機器の出力推移の計算結
果から、空調能力が不足する時間帯が縮減される効果を評価することができる。
【０４７４】
　ステップＳ６１－８で計算される日最大需要電力（kW）は、前記の時刻jにおける空調
使用電力(kW)の計算結果から、日最大値を選び出す計算である。前述の電気料金体系のう
ち、実量制による契約をしている場合については、基本料金算定のために最大需要電力が
必要となる。
【０４７５】
　ステップＳ６１－９で計算される日積算空調使用電力量（kWh）の計算について説明す
る。
【０４７６】
　ここでは、計算された時刻jにおける空調使用電力(kW)からステップＳ６１－１０で日
積算空調使用電力量（kWh）を計算する。空調稼動時間は、時刻sから時刻eまでとすると
、計算式は式（３－４）で表される。
【０４７７】
【数４９】

　また、1日あたりの空調使用電力量料金（円/日）の計算は、日積算空調使用電力量(kWh
)と電力量料金単価（円／kWh）を用いて、下記の式（３－５）で計算される。
1日あたりの空調使用電力量料金（円/日）＝
日積算空調使用電力量（kWh／日）×電力量料金単価（円／kWh）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（３－５）
　さらに、1日あたりのCO2排出量の計算（kg/日）は、日積算空調使用電力量(kWh)と、電
気の使用に係る二酸化炭素の排出係数(kg-CO2/kWh)を用いて、式（３－６）で計算される
。
〔1日あたりのCO2排出量の計算（kg/日）〕＝
　　　　　　〔日積算空調使用電力量（kWh／日）〕
　　　　　　　　　　×〔電気の使用に係る二酸化炭素の排出係数(kg-CO2/kWh)〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（３－６）
　以上の計算で、1日あたりの空調使用電力量料金・CO2排出量の定量的評価を実施するこ
とができ、この計算を各月の各日について行うことによって、月別の空調使用電力量料金
・CO2排出量の定量的評価が可能となる。
【０４７８】
　なお、一般的な工場等では実量制による契約をしている場合が多く、また、夏季に電力
使用のピークを迎えることが知られているが、上述の計算を夏季期間全日について実施し
、計算された日空調使用最大需要電力(kW)の中からさらに最大値を選び出すことによって
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、空調使用最大需要電力(kW)を算定することができる。
【０４７９】
　これが、図４２に示した電気料金基本料金を決める契約電力(kW)のうち空調使用に用い
られる部分であり、これにより、基本料金、電力量料金を考慮した冷房費を定量的に評価
することができる。
【０４８０】
　また、図４３に示した処理フローは、冬季の暖房費についても同様に使用することがで
きるため、通年での評価も可能である。
【０４８１】
　ここでは、さらに、温熱環境評価指標（SET*、及び、PMV）を用いた体感温度の改善の
定量的評価について説明する。
【０４８２】
　なお、SET*（Standerd Effective Temperature）はアメリカ空調学会（ASHRAE）が定め
、計算プログラムを公開している指標であり、計算結果が温度単位で表される所謂体感温
度である。また、PMV（Predictid Mean Vote）は、ISO-7730に規定された指標であり、計
算結果は、かなり暑い(+3)、暑い(+2)、やや暑い(+1)、中立(0)、やや寒い(-1)、寒い(-2
)、かなり寒い(-3)の7段階評価で表される。
【０４８３】
　これらの計算方法は、詳細についてはそれぞれの規格に記載されているので、その概要
については省略し、入力条件のみを説明する。
【０４８４】
　これらの熱的快適性を考える上で、重要な４要素は、以下の項目である。
【０４８５】
　（１）室温（℃）
　（２）相対湿度（％）
　（３）輻射（平均放射温度 ℃）
　（４）気流（風速　m/s）
　この他に、その環境にいる人体側の要素として、
　（５）代謝量（人の作業活動による産熱量　単位：met）
　（６）着衣量（単位:：clo）
が考慮され、以上の６要素を入力条件として、温熱環境評価指標（SET*、及び、PMV）は
構成されている。
【０４８６】
　なお、熱量予測計算処理で計算結果を用いて、SET*、及び、PMVを計算するためには、
（１）室温については直接計算可能であり、（２）湿度、（４）気流、（５）代謝量、及
び、（６）着衣量については、計算対象の調査によって推定が可能であるから、（３）輻
射を計算すればよいことになる。
【０４８７】
　ここで、（３）の輻射は、室内各面からそれぞれの温度に応じて放射される長波放射で
あり、これを温度単位で表したものが平均放射温度である。
【０４８８】
　黒球温度計（グローブ温度計）を用いて実測評価する方法が一般的であるが、平均放射
温度≒平均壁面温度（℃）であるため、熱量予測処理で計算することが可能である。
【０４８９】
　つまり、室内各内面の温度を各面の面積で加重平均を計算することによって、（３）の
輻射についても推移を算定する事ができる。
【０４９０】
　なお、例えば、天井面については、熱量予測計算処理の式（２－３９）により直接算出
することができる。また、他の面についても同様に算出することができる。
【０４９１】
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　次に上記体感温度予測処理の処理ステップについて説明する。
【０４９２】
　図４４は体感温度予測処理の処理フローチャートを示す。
【０４９３】
　処理装置１０２は、ステップＳ７１－１で室内の相対湿度（％）、気流（ｍ／ｓ）、在
室中の人の代謝量（ｍｅｔ）、着衣量（ｃｌｏ）などが入力されると、ステップＳ７１－
２で時刻ｊを１に設定し、ステップＳ７１－３で時刻ｊにおける平均放射湿度を計算する
。
【０４９４】
　平均放射温度は、
　平均放射温度≒Σ｛（室内各内面の温度×各内面の面積）／内面積の和｝・・・（３－
８）
により計算される。
【０４９５】
　次に、処理装置１０２は、ステップＳ７１－４で時刻ｊにおけるＳＥＴ＊を計算し、ス
テップＳ７１－５でＰＭＶを計算し、ステップＳ７１－５で時刻ｊにおけるＳＥＴ＊、Ｐ
ＭＶを計算結果出力ファイル１１２に蓄積する。
【０４９６】
　処理装置１０２は、ステップＳ７１－７で時刻ｊ＝ｊ＋１とし、ステップＳ７１－８で
時刻ｊ＞２４となるまで上記ステップＳ６１－３～６１－７の処理を繰り返す。これによ
り、計算対象日の１時から２４時までの温熱環境評価指標（SET*、及び、PMV）の推移を
計算することができる。
【０４９７】
　処理装置１０２は、ステップＳ７１－９で時刻毎のＳＥＴ＊及びＰＭＶを出力する。
【０４９８】
　このような体感温度予測処理による温熱環境評価指標による評価では、室温とともに、
平均放射温度が考慮されるため、例えば、比較的オープンな構造で換気回数が多く、室温
上昇の緩和としての遮熱効果が実測しにくい場合であっても、遮熱効果として天井面等の
内表面温度が低下していれば、体感温度改善が定量的に評価できるという利点がある。
【０４９９】
　また、冷房使用で室温設定温度に保持されている場合であっても、遮熱塗料施工により
、著しく天井面等の内表面温度が低下していれば、体感温度は低下するため、設定温度を
上げて空調負荷熱量を低減させても体感温度としては変化しない場合も考えられ、この場
合には、冷房費削減に繋がる効果と評価することもできる。
【０５００】
　このように、遮熱効果として、図４１に示す
　効果（１）の構造材の熱劣化の低減、
　効果（２）のヒートアイランド現象の緩和、
　効果（３）の冷房費削減、CO2排出量削減、
　効果（４）：体感温度の改善、暑熱環境の改善
の４つの効果を提示することができる。
【０５０１】
　以上のように上記プログラムを用いることにより、目標とする塗膜色を呈する遮熱塗料
にしたときの室温、空調電力などを定量的に提示することが可能となる。
【０５０２】
　〔カラーデザインシステム〕
　また、本発明のカラーデザイン方法は、主に、色彩を提示し、決定する色彩決定手順と
、色彩決定手順で決定された色彩に対応する原色塗料の配合を算出する候補算出手順と、
候補算出手順で算出された原色塗料配合候補に対して日射反射率を算出する日射反射率予
測計算手順と、日射反射率予測計算手順で算出された日射反射率に基づいて被測定対象に
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流出入する熱量の計算を行う熱量予測計算手順と、熱量予測計算処理手順で算出された熱
量に基づいて被測定対象の遮熱効果を定量的に評価する定量評価手順と、色彩を前記被測
定対象に適用したときの遮熱効果を定量的に提示する提示手順とからなり、上記システム
１００にインストールされたカラーデザインプログラムによって具現化される。本発明の
カラーデザイン方法を用いることにより、顧客などに塗料の色彩とその効果などを具体的
に提供することができる。
【０５０３】
　図４５はカラーデザインシステムの処理フローチャートを示す。
【０５０４】
　まず、処理装置１０２は、ステップＳ８１－１で顧客の要望、イメージ、色彩の系統な
どの入力に基づいて色彩を提示する。処理装置１０２は、ステップＳ８１－１で目標色が
決定すると、ステップＳ８１－２で例えば、ＣＣＭなどを用いて目標色を実現するための
原色塗料の配合を求め、近似する配合の候補を算出する。なお、目標とする塗膜色を実現
するための原色塗料の配合を求める方法としては、キーワード、コラージュなどを含むカ
ラーイメージとＣＡＤデータとが入力されたカラー３次元画像を用いた方法（例えば、特
開２００６－９９７９６号公報参照）や色材及び光輝材を含む構成材料の量と反射率など
から所望の反射率による塗装色を再現する方法（例えば、特開平７－１５００８１号公報
参照）、あるいは、建造物などの使用目的や形態、機能、立地環境などに基づいて予め外
装色を分類しておき、分類に基づいて色を１又はそれ以上選定し、選定した色又は選定さ
れた色を組み合わせることによって塗装色を決定する方法（例えば、特許第２９４８５９
０号公報参照）などの方法などがある。なお、なお、色彩決定方法は、上記以外の他の色
彩決定方法であってもよく、これらに限定されるものではない。
【０５０５】
　次に処理装置１０２は、ステップＳ８１－２で目標色（目標とする塗膜色に相当）を実
現する原色塗料の配合が算出されると、ステップＳ８１－３で前出の日射反射率予測計算
処理を実行し、日射反射率を算出する。
【０５０６】
　次に処理装置１０２は、ステップＳ８１－４で、ステップＳ８１－３で算出した日射反
射率から日射吸収率を求め、前出の熱量予測計算処理を実行し、熱量を算出する。
【０５０７】
　次に処理装置１０２は、ステップＳ８１－５で、ステップＳ８１－４で算出した熱量に
基づいて前出の定量評価処理を実行し、空調負荷計算処理を実行する。さらに、ステップ
Ｓ８１－６で、ステップＳ８１－４で算出した室内各内部の温度に基づいて体感温度予測
計算処理を実行し、体感温度などを算出し、表示装置１０４に表示して、提示する。
【０５０８】
　上記ステップＳ８１－２～Ｓ８１－６の処理として上述の上記日射反射率予測計算処理
、熱量予測計算処理、体感温度予測処理、空調負荷予測処理を用いることができる。
【０５０９】
　次に、処理装置１０２は、ステップＳ８１－７で画像処理ソフトなどにより、目標色な
どを塗装対象に貼り付け、いわゆる、カラープレゼンテーションを行うことができる。
【０５１０】
　このように本実施例のカラーデザイン方法では、顧客に色彩を提示し、色彩が決定され
ると、決定された色彩に対応する原色塗料の配合を算出し、算出された原色塗料配合候補
に対して日射反射率を算出し、算出された日射反射率に基づいて被測定対象に流出入する
熱量の計算を行い、算出された熱量に基づいて被測定対象の遮熱効果を定量的に評価でき
る評価値を求め、求めた評価値を、決定された色彩を被測定対象に適用したときの遮熱効
果を定量的に提示することができる。これによって、被測定対象に目標とする色彩を施し
たＣＧ画像などとともに、コスト、及び、その遮熱効果、例えば、電力消費量、電気代、
内部の体感温度などを定量的に表示することができる。したがって、顧客に具体的に遮熱
塗料による遮熱効果、被測定対象の見栄えなどを提示できる。以上により、決定した色彩
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に基づいてその空調負荷、体感温度などの具体的な指標を表示装置１０４に表示すること
によって提示するとともに、更に具体的にカラープレゼンテーションを行うことができ、
顧客の満足度を向上させることができる
【０５１１】
　また、処理装置１０２は、ステップＳ８１－８で色彩が決定されない場合、すなわち、
提示した目標色、及び、それに対応する空調負荷、体感温度が満足できない場合には、ス
テップステップＳ８１－１に戻って再び、色彩を決定し、その空調負荷、体感温度などの
具体的な指標を表示装置１０４に表示することによって提示する処理を実行する。
【０５１２】
　なお、ステップＳ８１－１の色彩の提示、決定方法については、感性、イメージ、審美
性、記号性、視認性、サイン性、記憶性などのキーワードを入力することにより、色彩を
自動抽出したり、色調などを指定することにより色彩を自動抽出するようにしたりしても
よい。
【０５１３】
　また、ステップＳ８１－２のＣＣＭについては、市販されているＣＣＭシステムなどを
そのまま用いても良い。
【０５１４】
　システム１００には、上記に説明した塗膜構造体の日射反射率計算処理プログラム、熱
量予測計算処理プログラム、遮熱効果の定量評価プログラム、カラープレゼンテーション
を行うためのプログラムがプログラムファイル１０６に予めインストールされており、入
力装置１０１の指示によって実行される。
【０５１５】
　なお、本実施例では、図４に示すようなコンピュータシステムで上記処理実現したが、
ネットワークを介して端末とサーバとの間で、コマンド、及び、データのやり取りをして
、上記処理を実現するようにしてもよい。
【０５１６】
　図４６は本発明の適用例のブロック構成図を示す。
【０５１７】
　本適用例は、上記日射反射率予測計算処理、熱量予測計算処理、体感温度予測処理、空
調負荷予測処理プログラムを、ネットワークを介して提供する例を示す。
【０５１８】
　本適用例のシステム５００は、サーバ５１１と端末５１２とがネットワーク５１３を介
して通信可能とされた構成とされている。
【０５１９】
　サーバ５１１は、コンピュータシステムから構成されており、ハードディスクドライブ
などに上記図２９～図３３、図３４～４６を用いて説明した日射反射率予測計算処理及び
熱量予測計算処理、空調負荷予測処理、体感温度予測処理プログラムが予めインストール
されており、端末５１２により指定された各種データに基づいてインストールされたプロ
グラムを実行し、計算結果を端末５１２に送信する。
【０５２０】
　端末５１２は、コンピュータシステムから構成されており、ネットワーク５１３を介し
てサーバ５１１に対して計算に必要な各種データを指定するとともに、サーバ５１１から
その計算結果を受信してディスプレイ上に表示する。なお、ネットワーク５１３は、ＬＡ
Ｎ、無線ＬＡＮ、インターネット、携帯電話網、電話回線網などを含むものである。
【０５２１】
　また、本実施例では、サーバ５１１で塗膜調色プログラムを実行したが、これに限定さ
れるものではなく、サーバ５１１から端末５１２に所定の条件に従ってプログラム自体を
提供して端末５１２でプログラムを実行するようにしてもよい。
【０５２２】
　また端末５１２がプログラムを実行し、データベースをサーバ５１１に持つようにして
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もよい。
【０５２３】
　なお、本発明は、上記実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲で各種の変形例が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０５２４】
【図１】遮熱塗料の原色群からホワイト原色とブルー原色との混色による実測例を説明す
るための図である。
【図２】測定装置のブロック構成図である。
【図３】ホワイト原色を直接、隠蔽率試験紙（黒地）の上に4、6、8、10milの厚さで塗布
した試験片の日射反射率の推移を示す図である。
【図４】本発明の日射反射率予測計算システムの一実施例のブロック構成図である。
【図５】日射反射率予測計算プログラムの処理フローチャートである。
【図６】日射反射率予測計算プログラムの変形例の処理フローチャートである。
【図７】日射透過率、日射反射率及び日射吸収率を計算するための重価係数を説明するた
めの図である。
【図８】直達日射相対値の標準スペクトル分布図である。
【図９】分光反射率の実測例を示す図である。
【図１０】３原色の分光反射率スペクトルを用いて日射反射率計算を行った結果を示す図
である。
【図１１】クベルカ－ムンク理論の概念図を示す。
【図１２】分光反射率ρ(λ)の実測値とクベルカ－ムンク理論での反射率Ｒを関係付ける
補正を説明するための図である。
【図１３】クベルカ－ムンク理論のモデル図である。
【図１４】多重積層系の計算手順を説明するための図である。
【図１５】散乱係数Ｓ及び吸収係数Ｋの計算結果の一例を示す図である。
【図１６】ある遮熱塗料の原色のホワイト原色とブルー原色との混色による計算予測値と
実測値との比較結果を示す図である。
【図１７】ホワイト／ブルー原色混色での日射反射率ＲSの比較結果を示す図である。
【図１８】原色のホワイト原色を、隠蔽率試験紙の白地部分、黒地部分の２種類の下地の
上に塗布したときの計算予測値と実測値との比較結果を示す図である。
【図１９】原色のホワイト原色を、隠蔽率試験紙の白地部分、黒地部分の２種類の下地の
上に塗布したときの計算予測値と実測値との比較結果を示す図である。
【図２０】ホワイト原色の膜厚/下地による日射反射率の計算結果を示す図である。
【図２１】観測者の視野及び波長間隔に応じた数表を示す図である。
【図２２】完全拡散反射体の標準イルミナント及び補助標準イルミナントによる三刺激値
並びに色度座標の数表を示す図である。
【図２３】塗膜色の実測値と予測計算との比較結果を示す図である
【図２４】塗膜色の実測値と予測計算との比較結果を示す図である。
【図２５】分光反射率予測計算プログラムの処理フローチャートである。
【図２６】下地反射率算出処理の処理フローチャートである。
【図２７】分光反射率算出処理の処理フローチャートである。
【図２８】日射反射率算出処理の処理フローチャートである。
【図２９】塗膜色算出処理の処理フローチャートである。
【図３０】吸収係数Ｋ、散乱係数Ｓのデータを合成して求められた分光反射率ρ(λ)の数
値計算結果を示す図である。
【図３１】熱量予測計算処理の処理フローチャートである。
【図３２】熱量予測に必要なパラメータを示す図である。
【図３３】建物の簡易熱量予測を行なうときの計算方法を説明するための図である。
【図３４】熱量予測計算処理の処理フローチャートである。
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【図３５】シミュレーション対象の建物条件を示す図である。
【図３６】シミュレーション対象の室内条件を示す図である。
【図３７】シミュレーション対象が存在する場所の気象条件を示す図である。
【図３８】シミュレーションの計算手順を示す図である。
【図３９】室温シミュレーション結果を示す図である。
【図４０】道路の簡易熱量予測を行なうときの計算方法を説明するための図である。
【図４１】遮熱効果評価方法を説明するための図である。
【図４２】従量電灯制及び実量制電気料金の説明図である。
【図４３】定量評価処理の処理フローチャートである。
【図４４】体感温度予測処理の処理フローチャートである。
【図４５】カラーデザインシステムの処理フローチャートである。
【図４６】本発明の適用例のブロック構成図である。
【符号の説明】
【０５２５】
　１０　測定システム、１１　積分球、１２　透過側開口部、１３　反射側開口部
　１４　試験片、１５　検出器
　１００　塗料調色システム、１０１　入力装置、１０２　処理装置、１０３　メモリ
　１０４　表示装置、１０５　出力装置、１０６　プログラムファイル
　１０７　原色塗料組合データベース、１０８　調色配合量組合データベース
　１０９　原色塗料単価データベース、１１０　下地情報データベース
　１１１　塗料情報データベース、１１２　計算結果出力ファイル
　１２１　透過側開口部、１２２　反射側開口部
　１３１　塗膜層、１３２　空気、１３３　下地
　５００　システム
　５１１　サーバ、５１２　端末、５１３　ネットワーク
【図１】 【図２】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】 【図３２】
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【図３３】 【図３４】

【図３５】 【図３６】
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【図３７】 【図３８】

【図３９】 【図４０】



(78) JP 2008-170155 A 2008.7.24

【図４１】 【図４２】

【図４３】 【図４４】
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