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地球温暖化問題を解決するための一つの解決策として、
多くの建物に採用されている金属製折板屋根に設置が可能な遮熱シートです。

冷えルーフは､金属折板屋根に新設･既設を問わず施工が可能な屋根遮熱システムです｡
金属折板屋根の上に遮熱シート｢冷えルーフ｣を施工することで､屋根面の日射による温
度上昇を抑制することができ、室温の低減・空調費の削減･CO2の削減といった効果の
他、副次的な効果として雨音低減･結露の緩和・屋根材の熱伸縮による金属疲労の抑制･
冬季の保温などの効果を得ることができます｡
既存の遮熱対策商品である遮熱塗料･屋上緑化･二重折板等の方式と比較し､低コストで
実施でき､施工期間も短く､設置撤去後の移設も容易にできます｡
冷えルーフを施工する面積としては､屋根面積の80%程度｡冷えルーフの遮熱原理とし
ては､折板屋根の上に孔が無数に開いたシートを敷設することで日陰を作り出し､屋根表
面に直接太陽光があたらず､シートと屋根の間に設けられた通気層が熱の伝わりを抑制
し、屋根上を風が吹き抜けていくことで､屋根面の温度上昇を防ぎ､結果として建物内へ
の輻射熱を低減させます｡また､屋根面の汚れ等（反射率の低下）に影響されることなく遮
熱効果を維持していくことが可能な､全く新しい遮熱システムです。

工場・常温倉庫・冷蔵倉庫・事務所
店舗・コンビニエンスストア・ドラッグストア
ショッピングセンター・集合住宅・仮設住宅
モデルルーム・現場事務所・学校・幼稚園
廃棄物処理施設・etc

※ハゼ式と重ね式では、施工金額が異なります。
※上記以外の屋根では､嵌合式･プレハブ･ユニットハウス等に対応しております｡メーカーにより仕様が異なりますのでお問合せください。 

※流れと働きについて

■ 特許・実用新案・商標登録　各取得済

■ 国土交通大臣認定 （建築基準法：屋根材の認定）

■ シート寿命　10年以上 （加速度耐候試験実施）

■ 耐風圧性能試験・風洞試験実施済

■ 施工後5年間の性能保証

■ 保証期間内年1回の無料メンテナンス実施

■ PL保険・工事賠償責任保険加入

■ 業種・用途別施工実績

■ 規格シートの種類
適用屋根 品番 規格（ｍｍ） 流れ（ｍ）×働き（ｍ）

ハゼ式折板屋根
重ね式折板屋根

SHR-500-L50

500用

5.29 × 5.04
SHR-500-L40 5.29 × 4.04
SHR-500-L30 5.29 × 3.04
SHR-500-M50 3.54 × 5.04
SHR-500-M40 3.54 × 4.04
SHR-500-M30 3.54 × 3.04
SHR-600-L48

600 
（300）用

5.29 × 4.84
SHR-600-L30 5.29 × 3.04
SHR-600-M48 3.54 × 4.84
SHR-600-M30 3.54 × 3.04
SHR-333-L53

333用

5.29 × 5.368
SHR-333-L33 5.29 × 3.37
SHR-333-M53 3.54 × 5.368
SHR-333-M33 3.54 × 3.37

（防火地域または準防火地域内の建築物の屋根）

折板屋根の上に施工された冷えルーフが日陰を作り、折板の温度上昇を抑制し
ます｡シートと折板屋根の間に設けられた空気層が、太陽からの熱が屋根に伝
わるのを抑えます｡遮熱は日陰の効果によってもたらされるので屋根の汚れに
よる影響を受けず、遮熱効果を発揮し続けます｡
この遮熱効果により折板屋根の熱伸縮を抑え折板屋根の｢音鳴り｣を抑制します。

鉄 83.5 折板屋根
断熱材   0.03 〜 0.04 屋根断熱材
空　気   0.0241 冷えルーフ空気層

シートと折板屋根の間の空気層に風が通り抜
けていくことでシート下の熱ごもりを防ぎ、冷
えルーフの断熱効果を高めています｡

雨やあられによる、折板屋根をたたく音が緩和
されます。冬季は､屋根面からの放射冷却が抑
えられることで暖められた内部の熱が逃げにく
くなり建物の保温効果を発揮します。また、屋
根裏などの結露緩和効果も発揮します。

冷えルーフ施工後の折板屋根の状況

風の通り道のイメージ ▶

積雪時の状況 ▶

参考） 熱伝導率（W/m・K）

日陰の効果を屋根に、熱伝導率の低い空気層を利用

風の力でシートと折板屋根の間の空気層の熱ごもりを防ぎます

シートが雨音を抑制します｡冬場は保温効果や結露緩和効果を発揮します

施工前

施工後

冷えルーフが施工可能な屋根の種類

ハゼ式タイプ 重ね式タイプ（ボルト留め）

折板表面温度
−3℃（シート無）
折板表面温度
−3℃（シート無）

折板表面温度
3℃（シート下）
折板表面温度
3℃（シート下）

温度低減 省エネ

結露の緩和

雨音低減CO2削減

冬季の保温 屋根保護

冷えルーフの仕組み

冷えルーフの主な効果と特徴について

冷えルーフとは

冷えルーフの仕様

働き 流れ
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■ 日傘の効果で熱を大幅にカット！！

■ いろんな金属折板屋根の状態でも効果を発揮！！

■ サーモグラフィーによる屋根裏面の遮熱性能テスト ■ ユーザー評価事例

※上記の結果は実績値であり、保証値ではありません。

※現場の状況・天候により効果は変わります。

DATA
屋根面積： 230㎡
施工面積： 186.48㎡
カバー率： 81.1%
施工日数： 1日

設置状況 外気温
（℃）

空調電力量
（kWh）

電力量差
（kWh） 削減率

1 施工前 31.0 332.0 – –
2

施工後

31.6 274.5 -57.5 17.3%
3 31.3 286.4 -45.6 13.7%
4 31.7 299.5 -32.5 9.7%
5 30.6 263.2 -68.8 20.7%
6 30.5 243.5 -88.5 26.6%

■ 検証結果
夏場に室温管理を必要とする建屋への省エネ対策として、冷えルーフによる空調電力及び費用の削減効果を検証しました。

施工前と施工後で外気温が同条件の
箇所をピックアップし、検証しています。

熱が直接伝わって暑い！ 冷えルーフで熱が伝わりにくい！ 電力消費が抑えられない！ 冷えルーフで節電対策！

施工前 施工前施工後 施工後

施工後幅23m
奥行
き1
0m

高さ6m
ハゼ式

←施工前 施工後→
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比較対象の5日間の平均電力削減量は…

約▲60kWh/日
平均 約20% の空調電力量削減が確認されました。

設置前 65.4℃

設置前

設置後 44.1℃

設置後

冷えルーフが直射日光を遮り、屋根の温度上昇を抑制します。
遮熱系塗料とは異なり、表面が汚れていても、性能が落ちることがないのも大きな特長です。POINT

POINT

遮熱効果 省電力効果

温度差　-28.3℃
未施工エリア

74.8℃
施工エリア

46.5℃

温度差　-5.3℃
未施工エリア

28.5℃
施工エリア

23.2℃

温度差　-10.2℃
未施工エリア

58.9℃
施工エリア

48.7℃

のみ（シングル折板） 二重折板 ＋ 遮熱塗料 ＋ 

屋根表面温度差 21.3℃ 屋根裏温度差 19.5℃

43.1℃ 62.6℃
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■ 冷えルーフによる保温効果の仕組み  屋内からの熱　  放射冷却 ■ 夜間の放射冷却及び積雪時における屋根裏面の結露緩和を実現します｡

未施工エリアでは結露しているのが分かります｡サーモグラフィーの画像からも冷えルーフを施工しているエリアと
未施工エリアとでは屋根裏面の温度に差があることが分かります｡

屋根上の状況

2009.1.27 PM3:00
気温5.6ºC 湿度39% 屋根裏面の状況 屋根裏面の状況（サーモグラフィー）

冷えルーフを施工した屋根冷えルーフを施工した屋根冷えルーフ未施工の屋根

積雪時

シートと折板屋根の間に設けられた空気
層が屋根からの放射熱を抑え､ 熱が逃げ
るのを抑制します。また､ 積雪によって屋
根が直接冷やされるのも減少させます。

シートによって屋根からの放射熱が遮られ
空気層の熱が逃げにくくなることで高い
保温効果を発揮します。（屋根裏面の結露
環境が見られない）

屋根からの放射熱を遮るものが無く夜間
の放射冷却による温度低下が激しい。

（屋根裏面の結露環境も多く見られる）

 施工エリア　  未施工エリア

2008年1月2日の温度推移表

■ 冷えルーフの冬季の保温効果を検証したデータです。

冬場は、低温時に屋根の表面
が冷えすぎないよう温度低
下を抑制します｡

図：冷えルーフ施工・未施工エリア折板表面温度比較—：冷えルーフなし—：冷えルーフあり
••••••••：データ欠損区間—：気温データ

屋根表面
最大

＋6℃冬

・冬季及び日没から日の出までの日射の影響を受けない時間帯での保温効果
 （放射冷却を防ぐ）を確認できます。
・雪積時はさらにはっきりした差が表れ、更なる保温効果を発揮します。

冷えルーフを設置することで、放射冷却を緩和します。
それにより、屋根裏温度が平準化され、結露が抑制されます。POINT POINT

屋根裏の結露

カビ発生

冷えルーフを施工した直下だけ、
結露による地面の濡れがありません。

放射冷却で熱が逃げる！ 冷えルーフが熱を逃がさない！ 霜が溶けて水滴が落ちる！ 冷えルーフが霜の発生を防ぐ！

施工前 施工前施工後 施工後

放射冷却により、屋根裏面が冷やされ内部の空気中に含まれる水蒸気が昇華して、
屋根裏に霜となって堆積されます。それが日射の影響を受けて水滴（結露）となり落下します。

ダイスケ君の
解説

保温効果 結露防止効果
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あられ
雨

冷えルーフのシートで雨やあられを受けることで、
金属屋根をたたく雨音が低減されます。

■ 屋根材の熱伸縮による音鳴りの低減

折板屋根は､太陽光のあたる位置によって陰になる部分ができ、表面温度も変わり
ます（右サーモグラフィー画像参照）｡これにより、屋根上で熱膨張による収縮率が
異なることで屋根と建物をつなぐ金具部分や締め付け部分がきしみ､音鳴り（板鳴り

（解説は右参照））が発生します｡

音鳴り（板鳴り）
特に二重析板屋根に多く起こる問題で､日射や気温の変動で
析板の表面等が熱膨張を起こし、ボルトや締め付け部がきし
み､「ギシギシ」「力チ力チ」といった音やひどい時は､「バーン」
という破裂したような音が鳴る場合もあります。

冷えルーフが敷設されていた部分は、白っぽく見えるが（写真①、②）これは塗装が剥
げているのではなく表面に埃がついているからです。
近くで見ると冷えルーフが敷設されていない部分の青色の塗装が剥げて錆止めの塗
膜部分がむき出しになっているのが分かる。また赤錆も多く発生しています。（写真
③）白くなっている部分を手で擦ると青色の屋根が濃く浮き出ます。（写真④、⑤）

■ 屋根面保護 （建物保護効果の検証（一時撤去時））

普通の会話の音が静かな事務所の
音になるイメージです。

交通量の多い道路の音が普通の
会話の音になるイメージです。

−7〜9dB

−15〜16dB

写真① 写真② 写真③ 写真④ 写真⑤

施工部分

冷えルーフなし 冷えルーフあり

雨音がうるさい！ 冷えルーフが雨音を軽減！ 日射量の差が金属疲労を起こす！ 冷えルーフが屋根面を保護！

施工前 施工前施工後 施工後

・屋根全体が日陰に覆われるので、屋根温度の平準化（時間帯・部分）ができ、
  熱伸縮による音鳴りを抑制することができます。また、屋根の金属疲労軽減にも貢献します。
・直射日光を防ぐことにより、屋根面の保護をします。

POINT金属屋根を直接たたく雨やあられの音が冷えルーフにより低減され、
建屋内の大切な会話や打ち合せを妨げません。POINT

■ 直接屋根面を叩く雨・あられの騒音を測定したデータです。

雨音軽減効果 音鳴り低減・屋根保護効果



9 10

2007年7月施工　岐阜県恵那市
店舗　ハゼ式　54.3m2

2008年6月施工　静岡県静岡市
倉庫　ハゼ式　4325.3m2

遮熱塗料施工済屋根
職場環境

改善暑熱対策

二重折板屋根施工済屋根

施工前

施工中

施工例　ハゼ式折板屋根
2007年8月施工　富山県射水市
工場　ハゼ式　1922.4m2Q. 導入検討のポイントはなんでしたか？（複数回答可）

Q. 施工・メンテナンスの良い点は？

Q. 導入に満足していますか？（複数回答可）

Q. 導入後に改善されたと感じる点はどこですか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

Q. 室温抑制にはどのくらい効果がありましたか？

Q. 空調使用量の削減にはどのくらい効果がありましたか？ Q. 建物用途はなんですか？

49%

34%

55%

8%

5% 6%

7%
5
3 2 1

25%

遮熱効果が
圧倒的

約90％が
やや満足以上

省エネ効果

雨音低減

遮熱効果

満足

その他
音鳴り緩和

やや満足

やや不満

不満

CO2削減

結露緩和

冬季の保温

38%

17%

20%

6%

約半数が
効果を実感

工場の割合
が大きい

工場

事務所

店舗

倉庫

仮設事務所

その他

49%

26%

37%

13%
32%

5%

5%

6%
3
3 3

18%

遮熱効果
＋副次的効果
の回答多数

２～3℃
が多数

省エネ効果

雨音低減 遮熱効果

1～2℃

2～3℃

その他

3～5℃

6℃CO2削減
結露緩和
音鳴り緩和

冬季の保温

54%

23%

14%

8%

11%

9%

5%未満

10%未満

20%未満

30%以上

5年無償点検1 短期施工2 5年保証3

冬季保温職場環境
改善暑熱対策

冷えルーフ ユーザーアンケート
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2010年6月施工　岐阜県可児市
店舗　重ね式　271.1m2

愛知県常滑市
ユニットハウス

タイ国
日系企業

ユニットハウス
（ナガワ製専用）

ベトナム国
日系企業

2006年7月施工　愛知県豊橋市
プレハブ校舎　勘合式　271.4m2

2009年6月施工　東京都江東区
現場事務所　51.75m2

2010年6月施工　埼玉県さいたま市
事務所　重ね式　48.3m2

2010年5月施工　埼玉県熊谷市
工場　重ね式　215.0m2

2006年7月施工　新潟県川口町
仮設住宅　重ね式　1662.0m2

現在は撤去済みでありません

現在は撤去済みでありません

施工前

施工中

施工中

施工例　プレハブ・現場事務所・ユニットハウス

施工例　海外事例

施工例　重ね式折板屋根

職場環境
改善

省エネ
対策暑熱対策

職場環境
改善

省エネ
対策暑熱対策

職場環境
改善

省エネ
対策暑熱対策職場環境

改善
省エネ
対策暑熱対策

省エネ
対策暑熱対策

教室内の
暑熱

熱中症
対策

省エネ
対策暑熱対策

結露対策

雨音対策

居住環境
改善

暑熱対策

雨音対策居住環境
改善

省エネ
対策 暑熱対策

雨音対策居住環境
改善

省エネ
対策 暑熱対策
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積雪直後のシート ▶

30cm以上の積雪時の屋根上の状況

夏季と冬季（積雪時）での屋根状況の変化

シート下の状況

軒先シート下シート下軒　先 シート上

夏季の状況

Q 冷えルーフにはなぜ無数の穴が開いているのですか？

A
風（自然の力）の流れを良くすることで、より効果的に屋根
全体の温度を下げるためです。また、シートに開けられたた
くさんの孔（アナ）は吹き込んだ風の抜け道となり、シート
のあおり（浮き上がり・バタつき）を防ぎます。

Q 冷えルーフは何でできていますか？
A シートの素材自体はポリエチレン製ですが、耐候性を高めるため特殊加工を行っております。

Q ポリエチレンは燃える素材ですが、使っても平気なのですか？
A ご安心ください国土交通省の認定製品です。結果として施工後はほぼフラットなので燃え広がりません。

Q 国土交通大臣の認定とはどんな内容ですか？

A 建築基準法に基づく、屋根葺き材の飛び火性能試験を合格し防火性能が認定されたものです。
国土交通大臣認定　DR-0871。

Q なぜシート素材を使用しているのですか？
A 低価格・短期施工が実証された優れた素材だからです。

Q 冷えルーフは、その他の遮熱工法と何が違うのですか？
A まず、施工にかかるコストが大幅に低減されることや、施工期間が短期で遮熱効果を発揮します。

Q なぜ折板の種類によって価格が異なるのですか？
A 折板形状により施工方法及び必要な金具、他接続材料も異なるためです。

Q 使用できる屋根の種類を教えてください。
A 金属製折板屋根のうち、ハゼ式折板と重ね式折板に対応しています。一部現場事務所等の利用も可能です。

Q 見積をお願いしたいのですが、どうすればいいですか？

A
折板屋根の種類や屋根面積がわかれば概算見積は可能です。
正式見積は、現場調査実施後のご提出となりますが、屋根の損傷具合で施工をお断りすることもございます。
現場調査をご希望のお客様は、お気軽にご相談ください。

Q 施工をするとき、屋根を改造したりしますか？
A 改造は基本的にはありません。

Q 取り外しはできますか？
A 取外し可能ですがご依頼の場合、別途撤去費用が発生いたします。

Q 屋根の上に、エアコンの室外機等が置いてありますが施工できますか？
A ご心配いりません。各種のサイズ違いのシート施工で屋外機等を避けて施工いたします。

Q 積雪にはどの程度まで耐えられるのですか？
A 最大で1mまでは対象としておりますが、雪降しを行う地域についてはお断りをしています。

冷えルーフにこれまで多く寄せられた質問をご紹介します。

冷えルーフ　Q&A施工例　積雪時の事例


