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はじめに
ガラスやガラスベースの製品は、古くから利用され、世界中の人々にさまざまな構造
や機能を提供しています。20 世紀には、ガラス製品の製造という点でも用途という点

でも大きな進歩が見られました。これはおもに、自動車や高層建築、個人家屋、一般

消費者向けのガラス製品が登場したためです。こうした需要の高まりに応えるために、

1950 年代からは、大量生産用の商用フロートガラスが開発および改良されるようにな

りました。

最近では、複合製品や特殊コーティングの進歩により、特定の機能的ニーズや環境条
件、光の要件に対応するガラス製品を製造できるようになっています。また、昨今では
製造者側も消費者側も、製品のエネルギー効率や、紫外線の遮断、可視光の透過、夏
の断熱、冬の保温といった用途に応じた要件を重視するようになっています。

比較可能で管理された手法を用いて、ガラス製品の測定や分

使用機器

類を行うために、各国の基準や国際的な規格も策定されていま

•

す。このアプリケーションノートでは、以下の 3 つの規格をもと

Cary 7000 多角度可変自動測定分光光度計 (UMS) は、高度に自
動化された紫外 -可視 - 近赤外 (UV-Vis-NIR) 分光光度計システム

に、Cary 7000 多角度可変自動測定分光光度計 (UMS) を使用し
て、ガラス製品の測定を行いました。

•

です。さまざまな入 射角度で透 過率や絶対反 射率の測定を実

施できます。直線偏光をサンプルに入射すれば、透過率の測定

ISO 9050 (2003) : 建築用ガラス−可視光透過率、日射透過
率、日射熱取得率, 紫外線透過率および関連グレージング

が可能です。また、サンプルと入射面に垂直な軸を中心に検出
器アセンブリを移動をさせれば、反射率の測定ができます。

ファクターの測定方法

•
•

Agilent Cary 7000 多角度可変自動測定分光光度計

結果と考察

EN 410 : 建築物のガラス – グレージングの光および熱特性

の測定

上で述べた各規格では、特定のレポートパラメータが設定され

ISO 13837 (2008) : 路上走行車 – 安全グレージング材料 –

ています。Cary WinUV ソフトウェアレポートでは、そうしたパ

太陽光透過率の測定手法

ラメータが自動的に計算および表示されます。また、各データ
セットを無人分析で自動的に採取することが可能です。このこ

実験手法

とから、Cary 7000 UMS を使えば、生産性という面で利点が得

られることがわかります。初期較正およびベースライン採取後、

サンプル

3 分 未 満で各データの 採 取を設 定および 実 行しました。ユー

Agilent Cary 7000 UMS を用いて、各種の自動車用および建築
用ガラス製品の測定を実施しました。Cary 7000 UMS はパワフ

ザーの指定する入 射角または反射角を用いてデータが測定さ
れるため、同じサンプルで反射率と透過率を測定する必要のあ

ルかつ汎用的な分光分析装置で、透過率および絶対反射率の

る分析でも、ユーザーによるさらなる操作は不要です。図 1〜3

多角度測定が可能です。

で示すように、この種のサンプルの正確な分析を可能にする高
品質データが得られています。

Agilent Cary 7000 UMS は、サンプルの同じポイントで透過率お

よび絶対反射率測定をおこないます。測定間にサンプルを動か
す必要はありません。サンプル上の同じ位置での透 過率 (%T)

と反射率 (%R) の in situ 測定により、きわめて正確な吸収率 (A

= 1–T–R) を算出し、ガラス基盤 (内部透過率 ) およびコーティン

グ特性をより詳細に分析することが可能です。そうした機能に
より、QA/QC 業務に対応できる最高品質の反射率および透過
率データを得ることができ、ガラス加工およびコーティングガ

ラス加工製品の研究・開発でこれまでにないレベルの知見が得
られます。
汎用的な T、R、A データの測定に加えて、主要な国際的および

各地域のガラス規格に対応する専門的な計算も実行可能です。

このアプリケーションの実験では、Agilent Cary WinUV バージョ

ン 6 ソフトウェアが搭載する標準メソッドを用いて、一連の透
過率および反射率データを採取しました。値の計算には、内蔵
のガラス計算およびレポート作成ツールを使用しました。テス
トレポート、スペクトルデータ、算出パラメータの例を以下のセ
クションに示しています。
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EN 410
EN 410 に関する計算

1.0

演色、光反射率、光透過率、総太陽エネルギー透過率 (ソーラーファクター )
および遮蔽係数、UV 透過率
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図 1b. 建築用ガラスサンプル ( 厚さ 2 mm) の透過率、反射率、吸収率スペク
トル (A=1-T-R)。s- および p- 偏光 スペクトルデータは、いずれも入射角 60º
で採取しました。

図 1a. 建築用ガラスサンプルについて得られた EN 410 テストレポートの例

ISO 9050
ISO 9050 に関する計算
CIE 損傷係数、光反射率、光透過率、皮膚損傷係数、総太陽エネルギー透過
率 (ソーラーファクター ) 、UV 透過率

Tp

0.9

Ts

T、R 、A

0.895
0.89
0.885
0.88
0.875
400

450

500

550

600

波長 (nm)

1.0
Tp

0.8

Ts
T、R 、A

図 2a. 建築用ガラスサンプルについて得られた ISO 9050 テストレポートの例
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図 2b. 建築用ガラスサンプル ( 厚さ 2 mm) の透過率、反射率、吸収率スペク
トル (A=1-T-R)。s- および p- 偏光スペクトルデータは、いずれも入射角 7º で
採取しました。挿入図 : 図 2b の Tp および Ts スペクトルの拡大図。s 偏光と p
偏光のスペクトル間におよそ 0.003 % T の差があることを示しています。
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ISO 13837

結論

ISO 13837 に関する計算
太陽光 UV 透過率 T UV(400) 、太陽光直接透過率 T DS(1.5) 、太陽光 UV 透過率
T UV(380)、太陽光直接透過率 T DS(1.0)

ポート作成ツールを用いて、自動車や建築材に用いられる 3 種

Agilent Cary 7000 UMS と標 準ソフトウェアメソッドおよびレ
類 の ガラス 製 品 の 光 学 特 性 を 算 出しました。ISO 9050、ISO

13837、EN 410 といった国 際 的および 各地 域のガラス規 格に

従って、光学特性レポートを作成しました。Cary 7000 UMS はす
ぐに使えるパワフルで生産性の高いソリューションで、ガラス

製品のルーチン QA/QC 分析や研究開発に理想的です。

図 3a. 自動車用ガラスサンプルについて得られた ISO 13837 テストレポート
の例
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