
ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。 また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

赤外線を反射する特殊顔料をグラッサコートに配合。屋根の美しさが長持ちするだけでなく、住まいの蓄熱も抑える、新しい性能を備えた屋根材です。
カラーも選べる全9色をラインナップしています。

屋根で住まいをクールダウン。省エネ効果も備わります。

年間の冷暖房エネルギーを
約3％※削減し、省エネに貢献。
屋根裏の温度低減により、室内への熱の伝達を抑え、省エネへの
貢献が期待される遮熱グラッサ。当社が行なったシミュレーションでは、
当社従来品に比べ、年間の冷暖房エネルギーを約3％削減※する
ことがわかりました。

商品ページ P143

遮熱グラッサの効果が、環境省の
環境技術実証事業でも実証されました。
環境省による「環境技術実証事業」とは、すでに実用化された先進的環境技術を第三者機関

が客観的に判断し、その普及を促進する事業です。コロニアル遮熱グラッサは発売した色の

年次で、同事業の「ヒートアイランド対策技術分野（建築物外皮による空調負荷低減等技術）」

において効果が実証され、環境省環境技術実証マークを取得しました。

●当マークは平成25年度のものです。

遮熱：太陽光の熱エネルギーを反射して熱吸収を抑えることで温度上昇を抑えること
断熱：熱の伝達を遅らせること

〈遮熱と断熱の違いについて〉

赤外線反射顔料
赤外線

無機彩石無機化粧層

（無機系塗料）

基材

拡大図
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赤外線を反射する特殊な顔料をグラッサコートに
配合。遮熱グラッサの表面で、高いレベルで太陽の
熱を反射し、野地板への熱の伝達、さらには屋根裏
への熱の侵入を抑えます。

グラッサコートに赤外線反射顔料を配合。

遮熱グラッサは、太陽光に含まれる可視光線、赤外
線、紫外線のうち、色を感じさせる可視光線の反射
はほぼそのままに、熱線となる赤外線のみの反射率
を大幅に向上。これにより、屋根材への蓄熱を抑
え、夜間の大気への放熱、居住空間への熱の伝達
を抑制します。

赤外線を反射し、蓄熱を抑えて、温度上昇を抑制。
■グラッサの太陽光反射特性

■遮熱グラッサ構造図
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太陽光の熱に影響する波長域は、可視光50％、赤外線50％と言われており、
赤外線の反射だけでは一概に効果を計れません。なお遮熱グラッサは赤外線
領域では45％、全波長領域では35％以上の反射率となります。（グラッサ・
クールシルバー）

通常のグラッサに比べ、

約30％以上の
赤外線反射率を計測しました。

〈遮熱グラッサの反射率について〉

※当社従来品比（コロニアルグラッサブラック） 九州大学尾崎教授による温湿度予測ツール「THERB」(国土交通省品確法の特別評価方法認定ソフト)を使用した算出値です。
　【計算モデル】床面積121㎡の住宅をモデル化（屋根標準工法＋天井無断熱、外壁SD通気工法＋ＧＷ50㎜）【外部環境】拡張アメダス気象データ標準年（2000年版/大阪地域）に基づく
　【空調条件】冷房26℃（6～9月）、暖房20℃（12～3月）、実生活を想定した空調運転＊年間の冷暖房負荷は計算に基づく目安であり、建物形状、地域、生活環境等により異なります。

約37,390MJ 約36,443MJ

当社従来品
（コロニアルグラッサ/グラッサ・ブラック）

遮熱グラッサ
（グラッサ・クールシルバー）

年  間
冷暖房エネルギー

約3%削減
（当社従来品）

■耐候性試験分光光度計反射率測定データグラフ
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紫外線に強いグラッサコートに赤外線反射顔料を配合した遮熱
グラッサは、長期耐候性とともに遮熱性能も長期間キープ。30年
相当の経年試験でも、その高い持続力が確認されています。

耐候性とともに遮熱性能も
長期間持続。

太陽光に含まれる光線のうち、熱線となる赤外線の反射率を大幅
に高めることで、屋根全体の日射反射率もアップ。屋根材の蓄熱を
抑えて、居住空間内部への熱の伝達を抑制します。

赤外線の反射によって
日射反射率も向上。

（グラッサ・クールシルバー）

■当社実験結果

2011年7月・2012年7月・2013年7月測定データ  場所：滋賀県湖南市  屋根勾配：6寸  屋根面積：23m2  断熱材なし  換気棟あり
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表面温度 試験基準温度

試験基準温度標準工法
屋根裏温度

熱シャット工法
屋根裏温度 -12℃ -13℃ -17℃ -18℃
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コロニアルグラッサ
（グラッサ・ブラック）

コロニアル遮熱グラッサ

屋根で熱を反射し、居住空間への熱の伝達を軽減させる
ことで、冷房を減らし、地球温暖化の原因になるCO2の
発生を軽減することも期待できます。

地球温暖化防止にも貢献！

赤外線を反射することで屋根の表面温度と屋根
裏温度の上昇を抑制する遮熱グラッサ。単体の
効果はもちろん、熱シャット工法を併用すればより
一層の温度上昇抑制効果が得られます。

グラッサ・クールブラック／グラッサ・クールブラウン
グラッサ・クールグリーン／グラッサ・クールブルー
グラッサ・クールレッド

屋根の表面温度と屋根裏温度を下げて、室内の温度低下に貢献。

蓄熱せず赤外線を反射して
地球外に放出

室温上昇を抑え、空調冷房を抑制
することで省エネ、CO2発生も抑制
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■日射反射率の比較グラフ 遮熱グラッサ・シリーズ グラッサ・シリーズ
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※社内試験データです。JIS K 5675適合ではありません。

4645

H23（実証番号 051-1115）：グラッサ・クールホワイト（CC825W）、グラッサ・クールシルバー（CC835W）
H24（実証番号 051-1249）：グラッサ・クールベージュ（CC833W）、グラッサ・クールオレンジ（CC823W）
H25（実証番号 051-1325）：グラッサ・クールブラック、グラッサ・クールブラウン、グラッサ・クールグリーン
グラッサ・クールブルー（CC826*）、グラッサ・クールレッド（CC893*）、
グラッサ・クールホワイト（CC825P*）、グラッサ・クールシルバー（CC835P*）、
グラッサ・クールベージュ（CC833P*）、グラッサ・クールオレンジ（CC823P*）は
平成28年度で申請中です。
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太陽光の熱に影響する波長域は、可視光50％、赤外線50％と言われており、
赤外線の反射だけでは一概に効果を計れません。なお遮熱グラッサは赤外線
領域では45％、全波長領域では35％以上の反射率となります。（グラッサ・
クールシルバー）

通常のグラッサに比べ、

約30％以上の
赤外線反射率を計測しました。

〈遮熱グラッサの反射率について〉

※当社従来品比（コロニアルグラッサブラック） 九州大学尾崎教授による温湿度予測ツール「THERB」(国土交通省品確法の特別評価方法認定ソフト)を使用した算出値です。
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紫外線に強いグラッサコートに赤外線反射顔料を配合した遮熱
グラッサは、長期耐候性とともに遮熱性能も長期間キープ。30年
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※社内試験データです。JIS K 5675適合ではありません。
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