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1. はじめに 

壁にあるスイッチを入れれば電灯が灯ります。蛇口をひねれば，水が出ま

す。買物に行けば，自分を着飾る衣服が店頭に並んでいます。数限りない商

品は，どこからかお店に運ばれて来ます。こうした便利な生活を送れるのが

当たり前だと考えていませんか？実は人類の進化発展を支えて来たのが自

然の恵みです。自然の恵みの代表が，我々人類の生活の基盤に隠れて見えな

い資源です。平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では津波により原

子力発電所で深刻な事故が誘発されただけでなく，日本中で電力供給不足が

議論されました。日頃なにげなく使っているエネルギーの大切さを身にしみ

て感じた人が多かったのではないかと思います。放射性物質による環境への

影響も危惧され，エネルギーと環境の関わりの大きさも認識されたことと思

います。エネルギーを考える場合，資源，自然災害，環境問題が密接に関連

しています。エネルギーの安定確保という観点では，地震・津波などの自然

災害，省エネルギーや環境破壊などの問題もリスクとして考えられなければ

いけません。 

 21 世紀を迎え，実は自然の恵みである資源の供給に翳りが見え始めました。

国際エネルギー機関は，2010 年に発行した世界エネルギー白書において，

原油（難しい言葉でいうと在来型油田からの原油）の生産が 2006 年に最大

量を記録し，今後供給が減尐するということを初めて公式に認めました。数

十年というしばらくの間は，幸に天然ガスや石炭などを使って原油の不足分

を補えますが，いずれ到来するエネルギー資源の不足は，海外異存率の高い

日本に大きな影響を及ぼします。例え１分でも 1 秒でも資源の安定供給の時

間を引き延ばすことは大事なことです。過去 46 億年の歴史の中で，人間が

誕生し，進化発展を遂げた場である地球を理解し，資源の安定供給に尐しで

も役立つことが必要です。自然災害への理解を深め，省エネルギーを推進し，

エネルギー資源の減耗を最小限に食い止め，エネルギー資源を効率的良く回

収するといった技術発展は不可欠なアプローチです。資源の確保に失敗し，

皆さんが学校で習ったオイルショックが恒久的に続くような電力不足・日用

品不足に加え，環境破壊の進行といった危機を尐しでも遠ざけるためにも。 



 資源の安定供給に必要な技術の革新を目指すだけでなく，災害に結びつく

自然現象への理解を深めるには，自然災害による影響の軽減，地震波や電磁

気などの地球物理学を用いた地下の資源探査だけでなく，実は省エネルギー

という問題にも取り組む必要があります。もしエネルギー消費を削減できる

とすれば，削減分のエネルギーは，新しく手に入れることのできたエネルギ

ーと考えても良いでしょう。ここでは，エネルギー削減として，皆さんの身

近にあるエアコン（世界の中で，日本だけクーラーと呼びます）とそのエネ

ルギー消費を考えます。なぜエアコンが必要なのか，エアコンを使わなけれ

ばどれくらいエネルギー消費を抑えられるのか，そしてそのエアコンを使わ

ずに生活が可能なのか，について最近の研究成果をご紹介します。 

2. エアコンと電力消費 

地球温暖化の影響でしょうか？夏の暑さは年々厳しくなり，昼間に留守を

しようものなら，帰宅後，エアコンを使わなければ部屋の温度を下げられな

いことも多いと思います。では，なぜ部屋の温度が上がるのでしょうか？そ

の理由は，建物の外側が日射により温められ，その熱が建物の壁を通して部

屋に入り込むからです。では，この熱を遮断することができたら，部屋の温

度はどうなるでしょうか？ 

 

 

図 1 日本の夏の一日の電力消費（資源エネルギー庁，2011）。日本全体の消費電力が 6000

万キロワット弱になり，その約 30%に及ぶ一般家庭の消費電力は約 2000 万キロワッ

トにもなる。 



 電力消費が最大

となる真夏の昼間

14 時頃，在宅の一

般家庭でも多くの

電力を消費します

（図 1）。それでは，

どれくらいの電力

が消費されている

のでしょう。資源

エネルギー庁の調

査によると，在宅

の一般家庭では平

均して 1.2 キロワ

ットの電力を消費

しています（図 2）。

この消費電力うち，53%に当たる 640 ワット時の電力が，実はエアコンによ

る電力消費であると考えられています。冷蔵庫による消費電力はエアコンの

消費電力の約半分に過ぎず，エアコンの使用を尐しでも抑えることができれ

ば，大きな電力消費削減に繋がります。もし部屋の温度が 1 度低くなる，あ

るいはエアコンの設定温度を 1 度高くすると，一般家庭の平均的な消費電力

を 32 ワット時だけ減尐させることができると試算されています。エアコン

設定温度を高くして下さいという案内を良く目にしますが，この理由もはっ

きりと理解できるのではないかと思います。エアコン使用による電力消費を

どう削減するかは省エネルギーを考える上で重要な問題なのです。エアコン

の設定温度は，快適と思われる温度です。真夏の日差しによる熱エネルギー

が屋根や壁を通して部屋の温度を高めるため，エアコンを動かして温度を下

げる必要があるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 夏 14 時頃の在宅家庭の電力消費内訳（資源エネルギー

庁，2011） 



3. 微小セラミック球を混入したペンキによる輻射熱抑制効果 

何年か前に，

ペンキに微小

セラミック球

を混入し，金

属の表面に塗

ると，いくら

直射日光が当

たっても，な

ぜか表面温度

が上昇しない

ことが知られ

て い ま し た

（図 3）。この

微小セラミッ

ク球の混入し

たペンキが，

輻射熱を吸収

しない現象に

ついて実験的

な確認はされ

ていたのです

が，その理由

がわかりませ

んでした。図 3

に示された通

り，ペンキだ

けを塗ると，

日光により温度が上がります。ペンキを塗らない鏡のような金属面でも温度

があがります。どうも温度が上がるかどうかは，微小セラミック球が混入し

ているペンキが塗られているかどうかで決まっているようです。そこで，金

属などの固体の温度を上昇させる近赤外線と呼ばれる光線が，微小セラミッ

 

 

図 3 ペンキに微小セラミック球を混ぜる前（上図）と混ぜた後

（下図）の金属製屋根の温度変化（Ohkawa, et al., 2011）。

×印は気温，細線は既に微小セラミック球入り塗料を塗布

した屋根の表面温度変化，太線は塗料塗布前後の温度変化。

微小セラミック球入りの塗料塗布により，日射の熱エネル

ギー吸収効果に変化が現れ，実に 10 度程度の表面温度の違

いが生まれたことがわかる。 



ク球により吸収されなくなるのではないかという仮説を立てて，実際に近赤

外線がペンキに当たった後，どうなるかを数値シミュレーションで確認しま

した。近赤外線は 0.2 から数ミクロンの波長を持っています。数値シミュレ

ーションで微小セラミック球の大きさを変えながら確認したところ，微小セ

ラミック球の直径と同じ波長の光線が微小セラミック球に当たって四方八

方に反射される現象が起きることがわかりました（Ohkawa, et al., 2011; 堀

江, 2012）。また，この現象が，物理の分野でミー散乱と呼ばれる現象である

ことも確認できました。 

 図 3 で，気温に比べて 10 度以上高い温度になった金属製の屋根の下にあ

る部屋では，おそらくエアコンを使わずにはいられないでしょう。部屋にい

るだけで暑い思いをすることになるからです。しかし，もし実験通り，屋根

が気温と同じ温度のままであれば，エアコンを使わずに済むかもしれません。

この実験と数値シミュレーションで，ひょっとすると微小セラミック球入り

のペンキで，夏の電力消費を抑えられるのではないかという考えに至った訳

です。 

 

4. 微小セラミック球を混入したペンキを使用した実例 

図 4. 微小セラミック球入りのペンキを屋根に塗

った様子（Mikada et al., 2011）。 



そこで，ある方に

お願いし，実際にそ

の方の家の屋根に

このペンキを使っ

て戴くこととしま

した（図 4）。この

図（写真）で，この

ペンキが塗られた

屋根が白くなって

います。そして，こ

の家の消費電力を

調べたところ，真夏

の消費電力だけで

はなく，予想してい

なかった真冬の消

費電力まで抑えら

れたことがわかり

ました（図 5）。どうも，ペンキに混入した微小セラミック球は，屋根の表面

にあるにも拘らず，建物内部から外に逃げようとする熱も遮断しているので

はないかと考えられます。建物の持ち主に，エアコンの使用についてお聞き

したところ，夏は冷房に，冬は暖房にエアコンを使用していたが，この微小

セラミック球入りのペンキを塗ってからは，夏も冬も使用時間が極端に減尐

したということでした。この方は，同時に太陽熱発電も始められたので，電

力会社に買い取って貰った分を含む電気料金ではなく，実際に消費した電力

だけで図を作成してあります。2008 年 9 月に微小セラミック球入りのペン

キを塗り，消費電力が大幅に減尐したことがわかります。気温の年による変

化を正確には見積もれないのですが，概算で，夏は 2〜4 割に止まっていま

すが，冬の電力消費が 4〜5 割削減されていると考えられます。想定した以

上の省エネ効果があったようです。 
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図 5 微小セラミック球入りのペンキを屋根に塗った 2008

年 9 月より前，そしてそれ以降の，図 4 に見られる建

物で消費した電力の変化。2006 年 1 月から 2011 年 9

月までの変化を示している（Mikada et al., 2011）。 



5. まとめ 

現在，地球だけでなく人類を取り巻く環境は大きく変化しています。地球

温暖化により，北極海の氷が薄く狭くなったり，南極や高地で氷河が減尐し

たりする自然の変化だけでなく，人類が頼りにしてきた石油や天然ガスなど

の資源（炭化水素資源と呼びます）に供給にかげりが見られます。炭化水素

資源は，エネルギー資源として 19 世紀・20 世紀の爆発的な文明の発展を支

えて来ました。21 世紀を迎え，人類は炭化水素を引き継ぐ新たなエネルギー

を手に入れる必要に迫られつつあります。しかし，炭化水素に代わる新たな

エネルギー源は，今のところ見つかっていません。こうした中，実は省エネ

ルギーによるエネルギー削減は，新たなエネルギー源を発見することと同等

なのです。セラミックという地球の表面に近い場所に大量に存在する物質を

使った省エネルギーは，当面の省エネに最適な資源と考えることができます。

また，直接エネルギーとして使えなくても，エネルギー消費を抑える現象を

見つけ，その現象を導く素材を開発することは重要です。今回ご紹介した輻

射熱抑制という効果が広く知られ，使われることが大事であると考えていま

す。 
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