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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　材料変質の波長依存性評価を行う光暴露装置であって、
　前記材料の第１の表面位置及び第２の表面位置を含む表面位置にそれぞれ、異なる第１
のピーク波長及び第２のピーク波長を備える波長領域の光を照射することができる光源と
、
　前記材料を保持することができる試料台と、
　前記材料の温度制御を行う温度制御装置と、
　前記材料の温度を検知することができる温度センサと、
　前記温度センサからの出力に基づき、前記光源、並びに前記温度制御装置の少なくとも
１つをコントロールするコントローラと、
　を含み、前記コントローラは、前記第１の表面位置及び前記第２の表面位置の温度を一
定にするように制御する、光暴露装置。
【請求項２】
　前記光源は、それぞれに前記第１のピーク波長及び前記第２のピーク波長を備える波長
領域の光を照射する第１の単色光源及び第２の単色光源を含むことを特徴とする請求項１
に記載の光暴露装置。
【請求項３】
　前記温度制御装置はヒーター及び／又は冷却装置を含むことを特徴とする請求項１又は
２に記載の光暴露装置。
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【請求項４】
　光照射中において、前記光源と前記材料の間に、熱線遮断ガラスを配置することを特徴
とする請求項１から３のいずれかに記載の光暴露装置。
【請求項５】
　前記光源は、前記第１の表面位置及び前記第２の表面位置において、所定の面積に照射
することができることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の光暴露装置。
【請求項６】
　前記材料を収容し、前記材料が照射される雰囲気をコントロールできる容器と、及び
　前記容器内に所定の雰囲気を供給することができる雰囲気調整装置と、を更に備え、
　前記第１の表面位置及び前記第２の表面位置の雰囲気を一定にするように制御すること
を特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の光暴露装置。
【請求項７】
　前記試料台は、前記ヒータ及び／又は冷却装置を含むことを特徴とする請求項３に記載
の光暴露装置。
【請求項８】
　前記光源は、前記第１のピーク波長を備える波長領域の光を照射可能な第１のＬＥＤ及
び前記第２のピーク波長を備える波長領域の光を照射可能な第２のＬＥＤを備えることを
特徴とする請求項１から７のいずれかに記載の光暴露装置。
【請求項９】
　前記光源は、更に、第３のピーク波長を備える波長領域の光を照射することができ、前
記第３のピーク波長は、前記第１及び第２のピーク波長のいずれとも異なることを特徴と
する請求項１から８のいずれかに記載の光暴露装置。
【請求項１０】
　材料変質の波長依存性の評価を行うための光暴露方法であって、
　前記材料の第１の表面位置に、光源が第１のピーク波長を備える波長領域の光を、所定
の面積に照射するステップと、
　前記材料の第２の表面位置に、光源が第２のピーク波長を備える波長領域の光を、所定
の面積に照射するステップと、ここで、前記第１の表面位置及び前記第２の表面位置は所
定距離隔てられており、前記第１のピーク波長は、前記第２のピーク波長とは異なってお
り、
　センサが前記第１の表面位置及び前記第２の表面位置の温度を測定するステップと、
　コントローラが測定した温度を基準値と比較し前記材料の前記第１の表面位置及び／又
は前記第２の表面位置を加熱又は冷却する指令を送るステップと、
　前記指令を受けてヒーター又は冷却装置がそれぞれ機能し、前記第１の表面位置及び／
又は前記第２の表面位置の温度を一定にするステップと、を含む、光暴露方法。
【請求項１１】
　前記材料は前記第１の表面位置及び前記第２の表面位置の何れとも異なる第３の表面位
置を備え、
　前記第３の表面位置に、光源が第３のピーク波長を備える波長領域の光を、所定の面積
に照射するステップと、ここで、前記第３の表面位置は、前記第１及び前記第２の表面位
置から所定距離隔てられており、前記第３のピーク波長は、前記第１の及び前記第２のピ
ーク波長とは異なっており、
　センサが前記第３の表面位置の温度を測定するステップと、
　コントローラが測定した第３の表面位置の温度を基準値と比較し前記材料の前記第３の
表面位置を加熱又は冷却する指令を送るステップと、
　前記指令を受けてヒーター又は冷却装置がそれぞれ機能し、前記第１の表面位置及び／
又は前記第２の表面位置及び／又は前記第３の表面位置の温度を一定にするステップと、
を含む、ことを特徴とする請求項１０に記載の光暴露方法。
【請求項１２】
　更に、前記材料の変質の波長依存性を評価するステップを含む、ことを特徴とする請求
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項１０又は１１に記載の光暴露方法。
【請求項１３】
　請求項１０から１２のいずれかに記載の光暴露方法によって、各表面位置の温度一定で
、異なる波長の光を前記材料の所定距離隔てた異なる表面位置に、照射することにより、
異なる波長の光による暴露試験を同時に行うことができる試験方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光暴露方法及び光暴露装置に関し、より詳しくは、光暴露により対象物に変
質を生じさせる方法及びそのための装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より光暴露装置として、人工促進耐候性試験機が市販されているが、その光は太陽
類似光であり紫外線から赤外線まで広範囲の波長の光を試料に照射するものである。その
目的は、自然環境下での材料の変質や性能変化を調べることであり、材料評価においては
使用環境に耐える性能が確認できればほぼ目標を達成する。これらは主に耐久性試験とい
う位置付けである。一方、その材料の変化、変質過程を検討するための適正な評価用サン
プルを得るのに適しているとは言い難い。
【０００３】
　材料設計においては、性能変化に寄与している要因は何か、どのような因子がどの程度
作用しているのかを知ることは重要である。変化に影響する因子としては、光以外に熱、
水などがあるが、従来の人工促進耐候性試験機においては、一定の試験環境条件（照度及
び温度など）にするために、光源からの放射光以外に、照射面を制御した冷風により冷却
し、経過時間により評価用の試験片を得る方法が取られている。暴露時の温度を計測・制
御する方法としては、ブラックパネル温度計やブラックスタンダード温度計が使用されて
いるが、試験材料の色違いや表面形状の違いにより試料面の温度が、ブラックパネル温度
計やブラックスタンダード温度計の表示温度と違った温度になっている。更に、人工促進
耐候性試験機の光源からの放射光の制御方法や試料の暴露方法から、暴露される位置や経
過時間により試料が受ける露光量や熱量など正確性に欠けるなどの問題がある。
【０００４】
　また、回折格子等を利用してキセノン光源を分光して特定の波長の光を使用することも
できるが、異なる波長の発光源を組み合わせて太陽光に合わせた光源とする耐候性試験機
についても検討されている（例えば、特許文献１）。また、一般に、試料を屋外に暴露さ
せた際の環境条件（自然環境の条件）をできるだけ忠実に再現したうえでの試験の実施が
求められているため、光源から試料への照射光の入射角度を時間変化させる制御部を備え
る耐候性試験についても提案されている（例えば、特許文献２）。
【０００５】
　また、紫外線領域に照射エネルギーを有する光源からの光を分光して材料表面に連続的
に照射し、照射された材料表面の劣化現象を分光した波長について分析して劣化現象と照
射波長の関係を求め、劣化現象と照射波長の関係を光源の分光照射特性を考慮して補正す
ることにより材料の劣化現象の照射波長依存性を求める。材料の劣化現象の照射波長依存
性と光源の波長特性とに基づき、屋外暴露試験と促進耐候性試験における光源のそれぞれ
について材料に対する実効エネルギーを求め、単位時間あたりの実効エネルギーの比に基
づいて促進耐候性試験における加速倍率を決定する。このような耐候性評価試験方法が提
案されている（例えば、特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１５－０２５７５２号公報
【特許文献２】特開２０１４－２３５１５１号公報
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【特許文献３】ＷＯ２０１４／１７４６６４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、何れの試験方法においても、そもそも耐候性試験は、総合評価を行うこ
とにより、その価値が認められる。即ち、仮に、抽出された特定の要因による耐候性をい
くら評価しても、結局は環境条件（自然環境の条件）を忠実に再現しないものであり、耐
候性試験としての意味が無い。つまり、そもそも環境は、光及び熱・水等の複合条件であ
り、耐候性試験はかかる複合条件を前提とした試験にほからなない。
【０００８】
　一方、各要素を個別に評価する試験は、実際の環境条件（自然環境の条件）にはあるは
ずもなく、学術的な興味はあっても、実務的な意味はないと言える。そして、実務的な意
味のない耐候試験は、行う価値もないとされるのが一般的である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　しかしながら、本発明者らは、材料の光に対する変化を正確な温度で材料に与える影響
を知ることにより、正確な光の影響の基本情報が得られることの意義を見出すことができ
た。即ち、暴露する材料に、照射光による温度上昇が少なく、かつ、他の試験片の暴露面
に影響を与えないで、光と温度の関係が、特定の試験機により見出すことができるのであ
れば、対象となる材料の変質のメカニズムを容易に評価・解析できる。例えば、試料面に
特定波長の光を照射しても、温度上昇が小さく、かつ、設定した試験片の温度で長時間暴
露可能な装置であれば、純粋に光と熱による影響を把握し易い。また、所定範囲内の波長
の光、試料の温度、雰囲気等を個別に精密に制御することにより、材料の変質のメカニズ
ムを解き明かせることを見出し、本願の発明を完成させることに成功した。
【００１０】
　これは、光暴露方法及び光暴露装置において、各要素となる、光の波長範囲、光の単位
面積あたりの量、試料の温度（特に、照射面の温度）を個別に制御する光暴露方法及び光
暴露装置を見出したためである。このような方法及び装置においては、所定の範囲の波長
の光を個別に照射することができ、被照射材である試料の温度を自在に変化させることが
でき、かかる所定の条件下で、所望の時間、光暴露を可能とする。
【００１１】
　より具体的には、以下のようなものを提供することができる。
（１）材料の評価を行う光暴露装置であって、前記材料の所定の表面位置に少なくとも１
つの所定の波長領域の光を照射することができる光源と、前記材料を保持することができ
る試料台と、前記材料を加熱することができるヒーターと、前記材料の温度を検知するこ
とができる温度センサと、前記材料を収容し、前記材料が照射される雰囲気をコントロー
ルできる容器と、前記容器内に所定の雰囲気を供給することができる雰囲気調整装置と、
前記温度センサからの出力に基づき、前記光源、前記ヒーター、及び前記雰囲気調整装置
の少なくとも１つをコントロールするコントローラと、を含む光暴露装置。
【００１２】
　ここで、上記材料は、基本的には、平坦な表面を備える板状、フィルム状、及び類似の
形状を持つものが好ましい。例えば、包装用や袋に用いられるフィルムや衣服などに用い
られる布、生地等も評価の対象となり得る。光源からの光は、およそ円形の照射面形状を
備えてもよい。円形からずれる場合は、その面積から円相当の半径に計算し直して、円と
して取り扱うことも可能である。光源から試料表面までは、所定の間隔がある。直接試料
に接触すると、力学的若しくは機械的な影響を与える恐れがあることと光源自体の熱が試
料に伝わり試料温度制御に影響する恐れがある。また、光源は、特定の波長（及び波長の
幅）の光を放出できるものであってもよい。フォトルミネセンス（ＰＬ）、エレクトロル
ミネセンス（ＥＬ）、カソードルミネセンス（ＣＬ）等のようなルミネッセンスを利用し
たものが好ましい。発光ダイオード（ＬＥＤ（ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄ
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ｅ））、有機ＥＬ等のようなエレクトロルミネセンス（ＥＬ）が好ましい。光源としてＬ
ＥＤを使用する場合、光だけでなく熱も輻射されることがある。間に空間を形成すること
により、その空間を占める雰囲気ガスを介在する対流により、かかる輻射熱が運び去られ
易くなる。試料台は、試料である材料を載置できるものであればよい。いわゆる（試料）
ホルダーを含んでもよい。ヒーターは、試料である材料を所定の温度まで加熱できるもの
であればよい。上記試料台を加熱して材料を加熱してもよい。温度センサは、試料である
材料の温度を検出できるものであればよい。熱電対、放射温度計等の既存の如何なる温度
検知器（装置）を含んでもよい。容器は、試料である材料の周りの雰囲気（雰囲気ガスの
種類、相対湿度等を含む）を比較的均一に維持可能にできるものであればよい。外界から
閉鎖されたものでもよく、開放されたものでもよい。試料である材料周辺が見えるように
少なくとも一部に透明な部分（窓）があってもよい。外界からの光の影響を防止するため
に、不透明な材料で構成されてもよい。雰囲気調整装置は、所定の雰囲気ガスを供給可能
な特定ガス種のガスボンベ、レギュレータ、フローメータ―を含んでよく、更に、その温
度及び湿度をコントロール可能なヒーター、加湿器、除湿器等を更に含んでよい。コント
ローラは、所定の入力に対して、所定の出力を行うものを含んでよい。また、所定の入力
に応じて所望の状態を得るべく演算を行い、それに従って所定の出力をするものであって
よい。操作盤等のような入力装置からの入力や、温度センサ等のような検出器からの信号
という入力を受け、光源若しくは光源の制御装置、ヒーター若しくはヒーターの制御装置
、及び雰囲気調整装置若しくは雰囲気調整装置の制御装置の少なくとも１つに対して、コ
ントロールのための出力をすることができるものであってもよい。
【００１３】
（２）前記光源は、第１の単色光源及び第２の単色光源を含み、それぞれの単色光源は、
それぞれ異なる第１のピーク波長及び第２のピーク波長を備えることを特徴とする上記（
１）に記載の光暴露装置。
【００１４】
（３）前記光源は、更に、第３のピーク波長を備える第３の単色光源を含み、前記第３の
ピーク波長は、前記第１及び第２のピーク波長いずれとも異なることを特徴とする上記（
２）に記載の光暴露装置。
　ここで、第１、第２、及び第３の単色光源は、互いに置換可能に配置されてもよい。こ
れら単色光源の発光原理が互いに同じであってもよく、異なっていてもよい。
【００１５】
（４）前記第１の単色光源及び第２の単色光源は、それぞれ第１のＬＥＤ及び第２のＬＥ
Ｄを含むことを特徴とする上記（２）に記載の光暴露装置。
【００１６】
（５）光照射中において、前記光源と前記材料の間に、熱線遮断ガラスを配置することを
特徴とする上記（１）から（４）のいずれかに記載の光暴露装置。
【００１７】
（６）前記材料の前記所定の表面位置は、第１の表面位置及び第２の表面位置を含み、そ
れぞれの位置において、所定の半径を持つ円相当の面積において照射することができ、前
記第１の表面位置及び第２の表面位置が、そのような照射を受けて温度の変化があった場
合であっても、かかる温度変化が相互干渉しないほど離れて前記第１の表面位置及び第２
の表面位置が備えられていることを特徴とする上記（１）に記載の光暴露装置。
【００１８】
（７）前記光源は、第１の単色光源及び第２の単色光源を含み、それぞれの単色光源は、
それぞれ異なる第１のピーク波長及び第２のピーク波長を備え、前第１の表面位置及び第
２の表面位置に、それぞれ前記第１の単色光源及び第２の単色光源のみがそれぞれの単色
光を照射することを特徴とする上記（６）に記載の光暴露装置。
【００１９】
（８）前記所定の表面位置は、更に第３の表面位置を含み、前記光源は、更に、第１及び
第２のピーク波長の何れにも異なる第３のピーク波長を備える第３の単色光源を含み、前
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記第３の表面位置がそのような照射を受けて温度の変化があった場合であっても、前記第
１から第３の位置のそれぞれの温度変化が相互干渉しないほど離れて、前記第３の位置が
備えられていることを特徴とする上記（７）に記載の光暴露装置。
【００２０】
（９）前記第１の単色光源及び第２の単色光源は、それぞれ第１のＬＥＤ及び第２のＬＥ
Ｄを含むことを特徴とする上記（７）に記載の光暴露装置。
【００２１】
（１０）光照射中において、前記光源と前記材料の間に、熱線遮断ガラスを配置すること
を特徴とする上記（６）から（９）のいずれかに記載の光暴露装置。
【００２２】
（１１）材料の評価を行う光暴露方法であって、前記材料の少なくとも１つの位置に、光
源が少なくとも１つの所定の波長領域の光を、所定の半径を持つ円相当の面積において照
射するステップと、センサが前記少なくとも１つの位置の温度を測定するステップと、コ
ントローラが測定した温度を基準値と比較し前記材料の前記少なくとも１つの位置を加熱
又は冷却する指令を送るステップと、前記指令を受けてヒーター又は冷却装置がそれぞれ
機能するステップと、を含む、光暴露方法。
【００２３】
（１２）前記材料の前記少なくとも１つの位置が、第１及び第２の位置を含み、前記少な
くとも１つの所定の波長領域の光が、第１及び第２の波長領域の光を含み、前記照射する
ステップにおいて、前記第１及び第２の位置にそれぞれ前記第１及び第２の波長領域の光
が照射されることを特徴とする上記（１１）に記載の光暴露方法。
【００２４】
（１３）試料温度一定で、異なる波長の光を同一試料の所定距離隔てた異なる場所に、照
射することにより、異なる波長の光による暴露試験を同時に行うことができる試験方法。
この試験は、加熱及び／又は冷却しながら、行うことができるので、適切に制御されれば
、一定の温度条件で試験が可能である。加熱には、市販のヒーターが用いられ得るが、熱
は主に熱伝導により伝達される。冷却には、市販のクーラーが用いられ得るが、熱は主に
対流によりクーラーから送られる冷気との界面から奪われ、その界面へは熱伝導により熱
が移動する。或いは、このような試験を恒温恒湿槽中で行うことも可能である。上記の異
なる波長は、複数のある特定波長であってよい。例えば、市販のＬＥＤ等において規定さ
れている紫外線域の波長や、可視光域の波長を用いることができる。
【００２５】
　ここで、上記所定距離とは、対象材料の被照射部（典型的には、試料表面に形成される
円形のスポット）の同士の間の距離に関する。このような被照射部は、光暴露（若しくは
照射）により、材料が光エネルギーを吸収してその温度が上昇する。この熱は、主に熱伝
導により被照射部から周囲に伝達する。この伝達する熱が、最も近い（最近接の）他の被
照射部に影響を及ぼさないだけ離れている距離のことをいう。ここでは、対象物で表現を
しているが、多くの対象物である材料の典型的な熱拡散率（又は熱伝導率）から、およそ
の目安を取ることができる。本装置においては、対象材料の表面の被照射部の大きさは、
目的とする評価項目が測定可能な面積であればよい。例えば、色差、微小硬度、ＦＴＩＲ
の計測は、技術の進歩により、より小さな面積でも可能になるので、特に下限があるわけ
ではない。一方、被照射部の大きさには、特に上限はないが、試験を簡便に行うという利
点を損なうほど大きくする必要はない。また、均一な光源を得ることが難しくなるので、
光源として技術的に対応可能な範囲であればよい。
【発明の効果】
【００２６】
　以上述べてきたように、同じ材料に対して、異なる波長領域の光を、同じ位置又は異な
る位置に照射することができ、それぞれの位置が、独立に温度コントロールされるため、
材料の光劣化若しくは変質の要素分析が容易となる。
【図面の簡単な説明】
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【００２７】
【図１】本発明の１つの実施例の光暴露装置の模式図である。
【図２】本発明のもう１つの実施例の光暴露装置の模式図である。
【図３】本発明の別の実施例の光暴露装置の模式図である。
【図４】光学系アタッチメントを変えた図３の光暴露装置の模式図である。
【図５】光学系アタッチメントを変えた図３の光暴露装置の模式図である。
【図６】本発明のもう１つの実施例の光暴露装置の予備試験において、試料温度の経時評
価を行った結果を示すグラフである。
【図７】本発明のもう１つの実施例の光暴露装置の予備試験において、ＬＥＤの電流値と
、放射照度の関係を示すグラフである。
【図８】本発明のもう１つの実施例の光暴露装置によって、試料の変質を調べた結果を示
すグラフである。
【図９】本発明の実施例の光暴露装置を用いて求めることができる、波長及び温度のマト
リクス上での材料の変質マップを示すグラフである。
【図１０】本発明の実施例の光暴露装置を用いた、素材の耐久性向上のためのシステム及
び方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施例を説明するが、本発明の範囲を限定するもの
ではない。
【００２９】
［実施例］
　図１から５は、本発明の実施例に関する光暴露装置の模式図を示す。図１は、シンプル
な構成からなる基本的な光暴露装置１を示し、図２は、雰囲気を変えることができる試料
室８を備える光暴露装置１ａを示す。
【００３０】
　図１に示す光暴露装置１は、配線を内蔵する取付具３の先端に取り付けられ、入力電力
調整可能とした発光部（ＵＶ－ＬＥＤ）４と、移動可能な設置架台２、及び温度コントロ
ール可能な試料台５からなる。試料台５は、内部にヒーター５ａを含んでよい。また、更
にオプションとして冷却部５ｂを含んでもよい。試料台５に固定された試料６、７におい
て、光が照射される被照射部の熱が、他の被照射部に影響を及ぼさないように、それぞれ
の発光部（ＵＶ－ＬＥＤ）４を所定距離隔てて配置することができる。試料の被照射部の
近傍に温度センサを設置して、試料温度を記録することができる。試料台５の温度コント
ロールは、熱伝導方式（カスケード方式）とされている。ここでは、発光部（ＵＶ－ＬＥ
Ｄ）が３つ直列に設けられており、所定の距離である距離Ａ及び距離Ｂ（距離Ａ）だけ隔
てられている。これらの距離は、本光暴露装置において、各発光部（ＵＶ－ＬＥＤ）相互
からの光の影響を受けないものが好ましい。典型的には、４ｍｍ以上であってもよい。例
えば、被照射部の照射スポットの面積が約１ｃｍ２であるとき、その円近似による半径が
約０．５７ｃｍとなるので、照射スポットの中心間の距離は１．２ｃｍ以上であることが
好ましい。照射スポットの相当円の半径をＲとすると、２Ｒ以上とすることができ、２．
５Ｒ以上とすることができる。照射スポットの径が異なる場合は、より大きい方の径Ｒを
用いることが好ましい。図１に示すように試料６及び試料７が分断されている場合は、試
料内の熱伝導の影響を受け難いので、距離Ａは、分断されない連続体の試料７の場合の距
離Ｂよりも短くてもよい。もし、各発光部（ＵＶ－ＬＥＤ）から横方向に漏れる光が多い
ようであれば、光不透過性の光遮断壁（図示しない）を置くこともできる。また、各発光
部（ＵＶ－ＬＥＤ）４先端から、試料６及び試料７の表面までの距離は、短い方がＬＥＤ
光の拡散の程度が低く好ましい。ＬＥＤ又はその周辺部材が発する熱線の影響が無視でき
る（実験に影響を与えない）程度に離れていることが好ましい。例えば、発光部（ＵＶ－
ＬＥＤ）先端から試料の表面までの距離が、１．５ｍｍであってもよい。これは、設置架
台が発光部（ＵＶ－ＬＥＤ）先端をその試料側の表面に面一に備える場合においては、１
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．５ｍｍのスペーサを置くことにより、容易に達成できる。また、スペーサの厚みを４ｍ
ｍにすれば、４ｍｍの距離を保持することができる。更に、後述する所定の厚み（例えば
、１ｍｍ）の石英ガラス若しくは熱線遮断ガラス（所望の波長の光に対しては透過性が高
い）を、１．５ｍｍのスペーサの２個を組み合わせて、４ｍｍの距離を保持することもで
きる。
【００３１】
　ＬＥＤ照射器を含む発光部４からの熱を遮断するものを試料との間に介在させることも
できる。例えば、間に介在する空気等の雰囲気ガスを媒介とする対流による熱伝導は、石
英ガラスを介在させたり、前記雰囲気ガスを流動させることにより、発光部４からの熱を
含んだ雰囲気ガスを試料面に当たらないようにすることができる。輻射熱については、石
英ガラスも空気層も、高い透過性を備えるため、あまり有効ではないかもしれない。市販
の熱線反射ガラスや熱線吸収ガラスを用いることは可能であるが、本試験の対象となる光
を十分に透過させることを確認する必要がある。ＬＥＤを含む発光部４からの光量は、供
給電力により調節可能である。ＬＥＤを含む発光部４と試料の被照射の表面との間隔を一
定距離に保持したままで暴露することが好ましい。ＬＥＤ光は、必ずしもコヒーレンスが
高くなく、光が広がり易いので、距離が遠くなると、単位面積当たりの光量が小さくなる
と考えられる。後述するように、図１の装置を試料室内に入れ、雰囲気（成分、温度、湿
度等）をコントロールすることもできる。ＬＥＤは、特定の波長の光（又は、特定の波長
にピークを持つ光）を発光することが容易であり、不必要な波長の光を出さないようにす
ることも可能である。
【００３２】
　図２は、本発明のもう１つの実施例の光暴露装置１ａの模式図を示す。光暴露装置１ａ
は、照射部２ａが発光波長の異なる複数のＬＥＤ４ａを含み、図中、その下に試料片６ａ
を配置するが、その下にある銅製の熱溜５ａが、その下にあるヒーター５ｂからの熱量を
受け取った後、その熱量を試料片６ａに伝達する。ヒーター５ｂは、断熱材５ｃの上に配
置され、カスケード方式で制御される。温度制御は、試料片６ａに配置された主温度セン
サ９ａ及び熱溜５ａとヒーター５ｂの間に配置された温度センサ９ｂにより制御される。
即ち、主温度センサ９ａ及び／又は温度センサ９ｂから検知された温度に基づいて、コン
トローラ８ｄが、ヒーター５ｂに対して必要な出力（例えば電力）を演算等により求めて
、ヒーター５ｂに供給する。これらの構成要素からなる試験部は、容器に含まれる試料室
８内に配置される。試料室８は密閉式でもよく、外気が流入可能な開口を設けていてもよ
い。貯留又は外部からの導入により、雰囲気調節装置８ｃは、所定の雰囲気ガス種（例え
ば、乾燥空気、所定の湿度を備える空気、窒素又はアルゴン等の不活性ガス、酸化性のガ
ス等、或いは、これらの混合物）を供給することができ、それに接続される雰囲気ガス導
入管８ａから導入される雰囲気ガスで充満された雰囲気内で所定の評価が行われる。雰囲
気ガスのオーバーフローは、雰囲気ガス排出管８ｂから排出される。これにより、所望の
ガス種の成分や温度及び湿度を備える雰囲気で試験室８内を充満させることができ、試験
雰囲気を自在に制御することができる。
【００３３】
　図３から図５は、それぞれ、本発明の別の実施例について、光学系アタッチメントを交
換した光暴露装置の模式図である。図３の光学系アタッチメントの１つを装着した光暴露
装置１０は、筐体１２中に、光源となる発光ダイオード（ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ
　ｄｉｏｄｅ）の１であるＬＥＤ１（１４）、ＬＥＤ２（１６）、ＬＥＤ３（１８）、Ｌ
ＥＤ４（２０）、ＬＥＤ５（２２）、ＬＥＤ６（２４）、を並べて保持する光源保持部２
６と、これらの光源からの光をサンプルに照射するための光学系のアタッチメント３０と
、ここで、同アタッチメント３０は、複数の光源側のミラー３２と、複数の照射対象物側
のハーフミラー３４とを含んでなり、暴露対象の材料からなるサンプル４０と、ここで、
サンプル４０は、サンプルホルダー４１に保持され、また、暴露表面には半径Ｒのほぼ円
形の照射スポット４２があり、前記サンプル４０を冷却する冷却装置５６及び前記サンプ
ル４０を加熱するヒーター５８と、を含む。また、オプションとして、光源であるＬＥＤ
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（１４、１６、１８、２０、２２、２４）とサンプル４０との間に、開閉可能な熱線遮断
ガラス４３を配置してもよい。
【００３４】
　ＬＥＤ１（１４）、ＬＥＤ２（１６）、ＬＥＤ３（１８）、ＬＥＤ４（２０）、ＬＥＤ
５（２２）、ＬＥＤ６（２４）には、それぞれ、ピーク波長が異なる市販のＬＥＤを用い
ることができる。波長については、特に限定されないが、評価するために必要な波長の範
囲を網羅していることが好ましい。一度に必要な範囲の波長の効果を調べることができ、
効率的である。例えば、３００ｎｍから６００ｎｍを一度に評価する場合は、評価波長の
幅（ｎｍ）÷（装置のＬＥＤの数－１）＝標準波長幅Ｗ（ｎｍ）を求め、最小波長、最小
波長＋標準波長幅Ｗ×１、最小波長＋標準波長幅Ｗ×２、最小波長＋標準波長幅Ｗ×３、
・・・、最小波長＋標準波長幅Ｗ×（装置のＬＥＤの数－１）とすることができる。より
具体的には、（６００－３００）÷（６－１）＝６０ｎｍであるので、３００、３６０、
４２０、４８０、５４０、６００ｎｍの波長のＬＥＤを使用すれば、まんべんなく調査が
可能である。一方、数回に分けて、精密に計測するためには、評価波長域を幾つかに分け
て、同様な波長分布とすることができる。波長の順に並べると整理が容易になる。一方、
エネルギー単位で等間隔に並べることもでき、その際には、Ｅ＝ｈν＝ｈ（ｃ／λ）が一
定の間隔となるような波長を選択することができる。
【００３５】
　これらのＬＥＤは、出力が低いため、あまり暴露装置に使われてこなかったが、分析精
度の向上などにより、劣化の初期状態を把握することが可能になり、それにより、却って
出力の低いＬＥＤの方が解析には好都合ということが分かった。また、キセノンなどの光
源に比べて出力が低いＬＥＤでは、照射面の温度制御が容易になる。複数の光源側のミラ
ー３２は、市販のものを用いることができる。また、照射対象物側のハーフミラー３４も
市販のものを用いることができる。これらの光学系ミラー（レンズなどを含んでもよい）
は、アタッチメントとしてまとめられ、本発明の１つの実施例の光暴露装置を多様に用い
ることが可能にしている。
【００３６】
　細線で描かれた光路は、各ＬＥＤから１つに集められ、サンプル４０の暴露面の照射位
置４２に照射される。そのスポット半径は、Ｒ（例えば、約０．５ｃｍ）であり、これに
より、単位面積当たりの光の量を多くすることもできる。尚、各光路の途中に必要に応じ
てレンズ等のようなもので光を収束させることもできる。また、オプションとして、光路
に光ファイバーを用いて、光エネルギーのロスを最小限にすることもできる。
【００３７】
　図４のもう１つの光学系アタッチメントを装着した光暴露装置１０は、筐体１２中に、
光源となる発光ダイオード（ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）の１つである
ＬＥＤ１（１４）、ＬＥＤ２（１６）、ＬＥＤ３（１８）、ＬＥＤ４（２０）、ＬＥＤ５
（２２）、ＬＥＤ６（２４）を並べて保持する光源保持部２６と、これらの光源からの光
をサンプルに照射するための光学系のアタッチメント６０と、を含む。ここで、同アタッ
チメント６０にはミラーが必ずしも必要ではなく、これらの光源１４、１６、１８、２０
、２２、２４に対応する位置に、暴露対象の材料からなるサンプル４０の暴露表面に半径
Ｒ（例えば、約０．５ｃｍ）のほぼ円形の照射スポットが照射位置４４、４６、４８、５
０、５２、５４にある。これらの照射位置は、互いにその温度において干渉されることが
ないほど十分な間隔をおいて設定される。このような間隔は、図から分かるように、６個
のＬＥＤ（１４、１６、１８、２０、２２、２４）の相互間隔に相当する。即ち、このよ
うなＬＥＤが直接対面してサンプル４０を照射する場合では、これらのＬＥＤを上述する
所定の間隔で離して配置することにより、所定の照射位置間の間隔を維持できる。
【００３８】
　図５のもう１つの光学系アタッチメントを装着した光暴露装置１０は、筐体１２中に、
光源となる発光ダイオードの１つであるＬＥＤ１（１４）、ＬＥＤ２（１６）、ＬＥＤ３
（１８）、ＬＥＤ４（２０）、ＬＥＤ５（２２）、ＬＥＤ６（２４）はあるものの、実際
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に使用する光源はＬＥＤ１（１４）のみである。光をサンプルに照射するための光学系の
アタッチメント７０は、ミラー又はハーフミラー７２が複数設けられ、同じ光が、サンプ
ルの異なる照射位置にある半径Ｒのほぼ円形の照射スポットに照射される。このように、
アタッチメントを交換するだけで、多様な試験を行うことができる。
【００３９】
　図６は、今回行った光暴露実験の予備試験として、図２の光暴露装置において、試料温
度の時間変化をプロットしたものである。ヒーター５ｂはカスケード方式による制御が行
われているので、試験開始から、比較的短い約４０分で一定の温度（図中、約４７℃）と
なり、±２℃の温度安定性を持っていた。また、光が照射されているところと、されてい
ないところでの温度差は、ほとんどなかった。図７は、同装置において、試験片に照射さ
れるエネルギーと、ＬＥＤの電流値との関係を示す。この図から明らかなように、きれい
な直線性が認められた。従って、照射エネルギーは、電流値を制御することでコントロー
ルできることが分かる。
【００４０】
[実験例]
　図２の光暴露装置において、試料として、ブルースケール（ＪＩＳ　Ｌ　０８４１）を
用いた。使用したＬＥＤのピーク波長は、それぞれ、３１０ｎｍ、３２５ｎｍ、３４０ｎ
ｍであり、各ＬＥＤの照射エネルギーは、９ｍＷ／ｃｍ２であった。このときの照射面積
は、何れも、約１ｃｍ２であった。また評価した温度は、試料温度で、２３℃、４３℃、
６３℃であった。試験は、２４時間行い、試験後の試料と未暴露試料とを比較して、それ
ぞれ、色差ΔＥ＊（ａｂ）を求めた。数値が大きい方が、色差が大きく、色の変化が大き
かったことを示す。その結果を表１にまとめる。
【表１】

【００４１】
　これを温度に対してプロットすると、図８のようになる。この図において、（黒塗りの
◇）は、３１０ｎｍの試験結果であり、（■）は、３２５ｎｍの試験結果であり、（▲）
は、３４０ｎｍの試験結果である。この図から分かるように、３１０ｎｍでは、温度に対
して直線的に変質が進んでいる。一方、３２５ｎｍ及び３４０ｎｍでは、４３℃で最も変
質しており、明確な差異が認められた。一般には、温度が高い方が、化学反応の活性化エ
ネルギーを得やすくなると考えられ、変質が多くなると思われるが、ここでは、３１０ｎ
ｍでのみその傾向が認められ、それ以外ではそうならなかった。このことから、変質のメ
カニズムが、それぞれ異なっていたと推察される。
【００４２】
　図９は、このようにして、本発明の光暴露装置において、得られるであろうある材料の
変質特性を模式的に描いたグラフである。このグラフの横軸は、温度であり、右に行くほ
ど高くなり、縦軸は、波長であり、上に行くほど長くなる。図中の等高線のようなものは
、等変質の位置を示すものであり、それぞれの線上では、ほぼ同等の変質が生じていると
考えられる。この等高線から分かるように、変質大は短波長かつ比較的高温において、変
質の最も大きい領域をしめしており、中くらいの変質の領域は破線で示され、変質の小さ
い領域は点線で示される。この図から、この材料において、最も変質しやすい条件は、実
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線で描かれた領域内であることがわかる。即ち、この領域の条件をクリアできれば、この
材料は、実用的であると言え、この領域の条件を調べることが、この材料の耐久性を調べ
ることになる。従って、長時間必要な耐久試験の項目を減少させることができる。また、
等高線が込み合っているところは、変質が急激に生じ始めると考えられるところであり、
そうでないところは、変質が穏やかに生じると考えられる。即ち、使用環境において、急
峻ルートを経る可能性のある使用条件では、材料の意外な程の変質が起こり易く、その材
料の使用条件の注意書きを加えることができる。一方、緩慢ルートとされるような条件の
変化のあるところで使用される場合は、急激な変質は起こり難いと言える。従って、その
材料の使用条件につき、注意書きを付け加えることができる。
【００４３】
　図１０は、本発明の実施例の光暴露装置を用いた、素材の耐久性向上のためのシステム
及び方法を示す。素材（若しくは基材）として用いられる材料につき、本発明の実施例の
光暴露装置により、温度・波長等の変質試験を行う。その結果、変質し易い条件が明らか
となる。そこで、その条件を緩和するための、遮断／吸収部材をその素材に組み込み、複
合化させる。例えば、熱線遮断／吸収部材をコーティング等することができる。仮に、そ
の素材が、そのような光／熱の吸収材料と混合可能なものであるならば（例えば、複合プ
ラスチック）、そのような材料を原料に配合して、混合し、成形すると、素材の耐久性を
向上させたあらたな材料を設計することができる。このように、本発明の実施例の光暴露
装置を用いれば、素材の耐久性を向上させた新たな材料の設計等が容易にできる。即ち、
特定因子に起因する変質防止又は抑制を可能にする材料設計システムを構築することがで
きる。
【００４４】
　以上述べてきたように、本発明の実施例による光暴露装置又は光暴露方法は、光の波長
及び熱を独立して制御できるという特徴を備えるため、光及び熱による変質の影響の解析
が可能という特有の効果を発揮する。
【符号の説明】
【００４５】
１、１ａ、１０　光暴露装置
２　ＬＥＤ取り付け架台
２ａ　照射部
４、４ａ　ＬＥＤ
５　試料台
５ａ　熱溜（Ｃｕ）
５ｂ　５８　ヒーター
６、６ａ、７　試料
８　試料室
９ａ、９ｂ　温度センサ
１２　筐体
１４　ＬＥＤ１
１６　ＬＥＤ２
１８　ＬＥＤ３
２０　ＬＥＤ４
２２　ＬＥＤ５
２４　ＬＥＤ６
２６　光源保持部
３０　光学系アタッチメント１
３２　ハーフミラー（光源側）
３４　ハーフミラー（対象側）
４０　サンプル（材料）
４２　照射スポット１



(12) JP 6865919 B2 2021.4.28

10

４４　照射スポット２
４６　照射スポット３
４８　照射スポット４
５０　照射スポット５
５２　照射スポット６
５４　照射スポット７
５６　冷却装置
６０　光学系アタッチメント２
７０　光学系アタッチメント３
７２　ハーフミラー

 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１０】
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