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4・v 解説~

ガラス透過光による木材の変色

1 .はじめに

木材は住宅において様々な部材に用いられてい

るが，その耐久性となると構造材や外構材を対象

とする場合1-4)が多く ，内装材を対象とした研究

はあまり行われていないのが現状である。しかし，

内装材は美観上重要な部材であり，住宅メーカー

や内装材メーカーでは仕様の選定や新製品の開発

などに際して性能評価を行う機会が多い。このた

め， 筆者らはこれまで内装材の耐久性そのなかで

も耐光性の研究に取り組んできており ，本報では，

屋内における光劣化環境に着目して木材の変色に

関する検討を行った最近の研究5-8)について解説

する。

2.屋内における光劣化環境

木材は，木造住宅における構造材はもちろん，

構造形式にかかわらず外壁や塀などの外装材，和

洋室の建具や床材などの内装材 (図 1)に多く用

辻本吉寛*

いられている。そして，部材により異なる環境に

置かれるために，当然ながら異なる劣化形態を示

すことになる。

このうち，外装材と内装材を比較すると，木材

の風合いや素材感を生かすために，内装材では無

塗装もしくはクリア塗装を施す程度で使用される

図2 内装用木村のやけ

図1 住宅における木材の使用例

*積水ハウス株式会社総合住宅研究所
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図3 窓サッシのガラス構成
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場合が多く，光環境によっては変色しやすいと言

える。そのうえに，昼夜や季節などでの使用形態

が変化する部分では局部的な変色になる傾向があ

る(図 2)。

一方，外装材が雨水や雪などに晒されるのに対

して，内装材はそれらが当たらないだけではなく ，

光としても窓サッシを透過した太陽光が照射され

るという特徴がある。このため，窓サッシのガラ

スでの反射・吸収により放射照度が小さくなるの

に加えて，分光分布が変化する O さらに最近は，

住宅の高気密高断熱化により，複層ガラス，遮熱

断熱複層ガラスだけではなく，遮熱断熱複層ガラ

スに防犯のための“合せガラス"を組み合わせた

防犯遮熱断熱複層ガラス(以下，防犯複層ガラス

という)も使われ始めている 9ーω。これらは単板

ガラスに比べて光のカット率が大きくカットされ

る波長域も広くなっていて，それに伴い内装材の

光環境は大きく変化してきている。このことは，

“やけ"(暗濃色化)と“あせ"(明淡色化)という

光変色現象を有し，それらの傾向が樹種により異

なるだけでなく，照射される光の波長域や塗装の

有無によっても変化する 12ーω木材にとって，非常

に重要なことである。
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図4 太陽光およびガラス透過光の分光分布①

全波長域 (260nm~800nm)

そこで，住宅などの窓サッシに使用されている

代表的なガラスとして，単板ガラス，普通複層ガ

ラス，高断熱複層ガラス，遮熱断熱複層ガラス，

防犯複層ガラスの 5種類をあげ(図 3)，ガラスを

透過した太陽光および直射太陽光について放射照

度の分光分布を明らかにした筆者らの研究5)につ

いて解説する。

図4と5に， 2004年11月2日に京都府木津川市

で得られた，ガラス透過太陽光と直射太陽光の分

光分布 5)を示す。 440nm以上の波長域においては，

直射太陽光と比較してガラス構成によってほぼ一

定の比率で放射照度が減衰するのに対して(図

4)，440nm以下の波長域においては，分光分布そ

のものが変化している(図 5)。すなわち，直射太

陽光では波長290nm付近から放射照度が立ち上

がるのに対し，単板ガラス，普通複層ガラス，高

断熱複層ガラス，遮熱断熱複層ガラス，防犯複層

ガラスの順に放射照度の立ち上がりが高波長側に

ずれている。特に遮熱断熱複層ガラスでは波長350

nm以下，防犯複層ガラスでは波長390nm以下の

光が室内に殆ど届かないことがわかる。これは，

赤外線をカットする目的でコーテイングされた金

属膜によって紫外線が反射され，合せガラス部分
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図5 太陽光およびガラス透過光の分光分布②
紫外線域 (280nm~400nm)
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図6 屋内暴露試験

の中間膜によって紫外線が吸収されるためと考え

られる。

3.窓サッシ越し太陽光による屋内暴露試験

前述のように，ガラス透過太陽光の分光分布は

試料
試験

3ケ月
コード

SG2 

ラジアタパイン
SG4 

無塗装

SG5 

SG2 

ラジアタパイン
SG4 

クリア塗装

SG5 

SG2 

ラジアタパイン
SG4 

着色クリア塗装

SG5 

ガラス構成によって異なるが，これまで木材の耐

光性に関する研究では，そのような影響があまり

考慮されていなかった。しかし最近の研究により，

窓サッシのガラス構成やそれによる太陽光の分光

分布の変化が，木材の変色に与える影響が詳細に

検討されつつある O

ここでは，筆者らが窓サッシ越し太陽光による

屋内暴露試験を実施した研究7)を中心に解説す

る。この研究では，普通複層ガラス (SG2)，遮熱

断熱複層ガラス (SG4)，防犯複層ガラス (SG

5 )の 3種類のガラス構成の窓サッシを用い，京

都府木津川市において2006年1月6日から 1年

間，各々のサッシの窓際(屋内側)に数種類の木

材の無塗装品および塗装品を水平に置いた状態で、

屋内暴露試験が実施された(図 6)。

図7において淡色の針葉樹材であるラジアタパ

イン (Pinω radiata)の外観の変化を比較すると，

6ヶ月 12ヶ月

注-試料の左 113はアルミ箔で覆って暴露していて、ほぽ初期の状態を保っている。

図7 屋内暴露試験における外観変化
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無塗装品・塗装品とも SG2 >SG4 >SG 5の順

に光変色の度合いが小さくなっている。また図 8

において，L*値(明度)， a *値(正:赤方向，負:

緑方向)， b *値(正:黄方向，負:青方向)および

LlE¥b (色差)の変化を見ると，暴露期聞が長くな

るに従い全体的には Y値が減少し，♂値および

b*値が増加し， Ll E*abが増加していることがわか

るO これは，いわゆる“やけ" (暗濃色化)に伴う

典型的な変化である O ただし， SG5では，L*イ直が

殆ど変化せず，。ネ値およびY値が一旦減少した後

に3ヶ月前後で初期値に戻り，その後も徐々に増

加する。それに伴い，LlE*abも1ヶ月後に一旦極

大値を示した後3ヶ月前後まで低下し，そこから

再度増加するという特異な変化を示す(図 8)。な

11-

お，図には示していないが，同様の傾向がヒノキ

(Chamaecyparis obtusa)の無塗装品においても見

られている7)。これは，“やけ"に伴う典型的な変

化とは異なるものであり，ガラス透過太陽光の特

徴的な分光分布に由来する現象が起こったことを

示している。

そこで，この特徴的な変色が，どのようなメカ

ニズムで生じたのかを考えてみたい。これまで，

“スギの辺材に紫外~可視光を分光して照射する

と波長400nm前後を境界として短波長域では濃

色化，長波長域では明色化する"という片岡らの

報告ωがある。また，山本らの報告20)によると，“紫

外線から可視光を20nmの波長幅で分光して木材

に照射した結果，淡色材は紫外線により f値が減
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面骨量

試験機に同じガラスを設賞すれば、
設定を変えずに波長域分布ち

室内向けに変換できる

図9 促進耐光性試験のイメージ

少し，a*値およびY値が増加して暗濃色化し，可

視光では逆方向に変化して明淡色化し，この逆方

向の変化を生じた波長を意味する境界波長は樹種

により異なる"ことがわかっている。

これらの知見を基に図 7と8の結果を考察する

と，普通複層ガラスにより 320nm以下の波長がカ

ットされた SG2では，それより長波長側の紫外

線による暗濃色化と可視光による明淡色化との競

争反応の結果，紫外線の影響が強く暗濃色化が進

んだと考えられる。一方，ラジアタパインの境界

波長が，変色傾向の近似しているヒノキの L本値の

境界波長である434~465nm20)付近とすると，防犯

複層ガラスにより紫外線が殆どカットされた SG

5では，境界波長以上の光による明淡色化が進ん

だと考えられ， 2ヶ月までの変化はそれと合致し

た結果と言える O これに対して 3ヶ月以降に暗

濃色化に変化したことについては，明淡色化が一

定レベルで停止するのに対して，放射照度は小さ

いものの境界波長以下の光による暗濃色化は継続

的に進行して，徐々に暗濃色に転じたという可能

性が考えられる O

一方，上記の屋内暴露試験において，i農色の広

葉樹材であるマホガニー (Swieteniamacrophylla) 

やカリン (Pteroca中山 indicus)では，L*値は一旦

増加した後減少し，ピイ直は~ß.減少した後増加

し，ド値は増加するという傾向を示し，その変化

は淡色材に比べて小さいことが示されている7)。

原因としては，これらの濃色材は抽出成分を多く

含み多様な変色反応が交錯するため，濃暗色化と

明淡色化が入り混じっているωことが考えられ

るO また，ガラス構成による差も淡色材に比べて

小さいことが示されている7)。

木材保存

4. 新たな促進耐光性試験法の提案

内装用木材の光変色を評価するに際して，窓サ

ッシ越し太陽光による屋内暴露試験は大変有用で

ある O しかし，そのような評価を，場所を問わず

年間を通じて迅速に行うためには，人工的な光源

を用いた促進耐光性試験が欠かせない。

ここでは，図 9に示すようなイメージを具現化

させた，筆者らの提案する促進耐光性試験法，お

よびそれにより得られた成果6)について解説す

る0

4. 1 人工光源の検討

促進耐光性試験の光源としては，キセノンラン

プ，カーボンアーク光，メタルハライドランプが

考えられる O このうちキセノンランプが太陽光の

分光分布と近似しているといわれており22，23)，ns 

では「窓ガラス越しの昼光をシミュレートする場

合」の試験法としてキセノンランプに波長300~

320nm の相対分光放射照度がO.1~2.8% になる

フィルターを使用する方法札制を規定している O し

かし，前述の通り窓サッシのガラス構成によって

ガラス透過太陽光の分光分布が大きく変化するこ

とから，筆者らは窓サッシのガラスそのものをフ

ィルターとして組み込むことにより，実際の室内

に近い光環境を作り出すことを検討した 5，6)。

ランプとしては，太陽光の分光分布との近似性

ではキセノンランプに劣るものの，試料台が固定

式であり試料と人工光源の聞にガラスを組みこみ

やすく放射照度が大きく促進性の高いことから，

メタルハライドランプを採用することとした。そ

してフィルターとして，図 3に示した各々のガラ

ス群をアルミテープで貼り合わせて 5種類の“窓

Vol. 36-1 (2010) 
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σ二>

メタJレJ、ライドランプ

窓サッシガラス
フィルター

試料

図10 促進耐光性試験

サッシガラスフィルター"を新たに作製した。そ

の際，コーテイング膜の変質およびガラスの熱割

れを防ぐために，窓サッシのガラスを 3分割した

うえで，複層ガラスではコーティング膜を有する

面を内側にして空気層を設けずに直接重ねること

とした。これらを組み合わせたものを内装材の促

進耐光性試験の人工光源として用い(図10)，試験

を実施した結果について解説する。

4.2 促進耐光性試験法

図11と12に，屋内暴露試験と同じ木材を用いて，

メタルハライ ドランプと 5種類の窓サッシガラス

フィルターおよび標準フィルターを組み合せた

“ガラス透過メタルハライドランプ式試験"を実施

した結果を示す6)。ただし，ここでは普通複層ガ

ラス相当フィルタ ーでの試験 (MG2)，遮熱断熱

複層ガラス相当フィルタ ーでの試験 (MG4)，防

犯複層ガラス相当フィルターでの試験 (MG5)お

よび直射光に相当する標準フィルターでの試験

(MP)とそれに散水を加えた試験 (MW)について

述べ，単板ガラス相当フィルターおよび高断熱複

層ガラス相当フィルターでの試験は省略する。な

お，この試験では，ガラス構成によって透過光の

輯射熱が異なるため，太陽光の放射照度が同じ条

件での表面温度の測定結果から， MW， MP， MG 

2のブラックパネル温度は63
0

Cで制御し， MG4 

およびMG5は50
0

Cで制御する方法を採用 してい

る6)。

促進耐光性試験の結果を見ると，ラジアタパイ

ンでは，無塗装品・塗装品とも MG2>MG4>

MG5の順に光変色の度合いが小さくなっている

(図11)。また，照射時聞が長くなるに従い，全体

試料

ラジアタパイン

試験

コード

MW  

MP 

無塗装 I MG2 

MG4 

MGS 

MW  

MP 

ラジアタパイン
クリア塗装 I MG2 

ラジアタパイン
着色クリア塗装

MG4 

MGS 

MW  

m 

MG2 

MG4 

MGS 

試験時間 [hoe同]

図11 促進耐光性試験における外観変化

的に L*値が減少し，a*値およびY値が増加 し，結

果としてLIE * abが増加している。これは，屋内暴

露試験で見られた“やけ"(暗濃色化)に伴う典型

木材保存 Vol. 36-1 (2010) 



害

おおよその目安としては，この促進耐光性試験80

時聞が屋内暴露 l年に相当し，促進倍率は約100倍

となる O またこの試験では，マホガニーやカリン

の無塗装品・着色クリア塗装品でも屋内暴露試験

と同じ変色傾向を示すこと，屋内暴露よりもガラ

ス構成による差が明確になることが明らかにされ

ている 6)。

一方，外装材の劣化環境である直射光を想定し

たMP試賠責においては 窓サッシガラスフィル

ターを用いた試験よりも急速に変色が進行する

(図11，12) 0 それに散水を加えた MW試験におい

ては， 50時間前後までは MPと同様の変化を示す

が，それ以降散水の影響が表れ，無塗装品では白

化および光沢の増加が見られ，塗装品では塗膜割

-14-

的な変化が再現されていることを示す結果であ

るO

また MG5では，ぷ値およびb*1i直が一旦減少し

た後10時間前後で初期値に戻りその後徐々に増加

する。それに伴い， L1 E*abも極大値を示した後10

時間前後まで低下し，そこから再度増加する(図

12)。図には示していないが，ヒノキの無塗装品に

おいても同様の傾向が見られている O これらのこ

とは，前述の屋内暴露試験において見られた全体

的な変色傾向や，同じ防犯複層ガラス構成の SG

5で、の特異な変色パターンと一致する O したがっ

て，窓サッシガラスフィルターを組み込むことに

より，促進耐光性試験においても屋内暴露試験の

光変色と同じ現象が再現され得ると言える。また，
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れおよび光沢の減少が見られている(図11)。白化

は，リグニンなどが紫外線により低分子化し水に

溶脱して，紫外線に安定なセルロースに富む表面

になったためと思われる 16)。

5腫まとめ

住宅の高気密高断熱化や防犯対策のため，窓サ

ッシのガラスの構成は多様化しつつあり，ガラス

を透過した太陽光による屋内の光環境も多様化し

ている。内装用木材の光変色に関する最近の研究

では，このような光環境の変化が考慮され，以下

のことが明らかにされている O

(1) 太陽光の直射光および窓サッシのガラス透過

光は，窓サッシの種類により440nm以下の波長

域での分光分布が大きく異なる。

(2) 窓サッシ越し太陽光による屋内暴露試験で

は，ガラス透過光の分光分布の差異により，内

装用木材の全体的な変色の度合いが，普通複層

ガラス，遮熱断熱複層ガラス，防犯複層ガラス

の順に小さくなる。

(3) 波長390nm以下の光が室内に殆ど届かない

防犯複層ガラスの場合，透過光による淡色の針

葉樹材の変色は，初期に♂値およびY値が一

旦減少した後に徐々に増加し，それに伴いA

E *abも増加・減少その後増加という特異な変

色パターンを示す。

(4) “窓サッシガラスフィルター"とメタルハライ

ドランプを組み合せた促進耐光性試験では，窓

サッシ越し太陽光による屋内暴露試験において

みられた変色パターンと促進試験のそれとが一

致し，実際の光変色の再現に向けて有望な試験

法であることが示されている。

筆者らは，これらの知見を踏まえ，窓、サッシそ

のなかでも特に紫外糠域の遮光効果の高い窓サッ

シの透過光を想定した内装材の促進耐光性試験法

として上記の(4)を提案する。なお，今後の研究課

題としては，防犯複層ガラスなどにおける特異な

変色機構の究明が挙げられる。
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