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Q-Labについて

1956年に創立したQ-Lab Corporationは工業･商

業･政府･民生といった市場における生産者の製

品に関する耐候性･光安定性･耐腐食性の試験を

手助けする製品とサービスを提供するグローバ

ル企業です。本社と製造は米国オハイオ州のク

リーブランドにあります。Q-Labのオフィスと技

術センターはドイツのザールブリュッケン、英

国のボルトン、中国の上海にあります。高度な

技術を持つ営業は世界規模のネットワークによ

り販売を行っています。

Q-Labの製品とサービスに関する品質･経済性･信

頼性の高さから、耐候性試験機における最も信

頼されるブランド、という評判を築き上げてき

ました。

QUV試験機は
世界で最も使われている
耐候性試験機です

耐候性試験をする理由

仕様への適合
✴ 顧客要求に応える

✴ 行政規制に先行対応する

市場不具合の予防
✴ 品質と耐久性の改善

✴ 市場における高い評価

✴ 製品性能の保証

製品競争力をつける
✴ 材料費の削減

✴ 製品群の拡張

✴ 新市場への進出

✴ 競争に勝つ
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貴社の製品は屋外での継続使用が可能で
しょうか?

QUV試験機ならすぐに結果が得られます
日射と水分によって毎年莫大な額の損失が発生しています。QUV耐候

性試験機は日射･降雨･結露によるダメージを再現することができ、

何ヶ月あるいは何年もかけて屋外で引き起こされるようなダメージ

を、わずか数日あるいは数週間で再現させることができます。

迷わず試験する事をお勧めします
QUV試験機は材料を高温のもと制御された紫外線照射と湿潤のサイク

ルに交互にさらして試験します。特殊な紫外線蛍光ランプを用い、太

陽光による影響を再現し、結露メカニズムと水噴射(スプレー)法、あ

るいはそのいずれかの方法で露や雨による影響を再現します。ダメー

ジの種類には、変色、光沢の損失、チョーキング(塗膜劣化)、亀裂、

ひび割れ、曇り、ブリスター(ふくれや気泡)、脆化、強度の低下、酸

化などが含まれます。

現実との相関
Q UV試験機のUVA-340型ランプは、太陽光の短波長側のスペクトルを

最も忠実に再現することができます。試験結果は屋外における試験結

果と非常に良好な相関が取れます。

高いコストパフォーマンス 
QUV試験機の導入および運用コストは驚くほどに経済的です。この経

済性は低コストの蛍光UVランプならびに通常の水道水が使用可能な結

露機能による効率の良い設計によります。

容易な操作性 
シンプルで洗練されたQUV試験機は導入･使用ともに簡単なうえメ

ンテナンスもほぼ必要ありません。一日24時間×週7日間休まず完全

自動で稼働します。また以下の特長を持ち合わせています。

✴ プログラミングが簡単なユーザーインターフェース

✴ 暴露条件の継続表示

✴ 自己診断機能による警告と保守の通知

✴ AUTOCAL™ による迅速な校正

QUV試験機の全ての部品はアクセスが容易なため、ユーザ
による保守点検が可能な設計となっています。実際にサー
ビスを依頼する手間と派遣作業が削減し、運用コストを低
く抑えることに役立っています。

洗練を極めたシンプルさ
QUV試験機は製品リリースから、使用が簡単かつ高い

信頼性を誇っています。困難な操作性、多数にわた

るサブシステム構成、故障時の長いダウンタイム、

難しいメンテナンスとトラブルシューティング、高

価なサービスパーツとサービス派遣費用など、複雑

な耐候性試験機において頻繁に発生する不満を排除

しています。

耐候性試験器の世界標準 
世界中に供給されている何千台ものQUV試験機は、促

進耐候性試験機の世界標準となっています。 

QUV試験機はお客様の試験の信頼性と再現性を保証し

つつ、世界的･国内･業界内の幅広い仕様に適合しま

す。
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UVA-340の波長分布は、耐久性材料にダメージを与える、
太陽光のUV領域を最も忠実に再現できるランプです。

波長 (nm)

UVB-313の波長分布は自動車塗料や屋根材のような耐久性
の高い材料の試験に用います

ランプのスペクトラム分布

QUV試験機の蛍光ランプは太
陽光の短波長側の紫外エネル
ギーを再現することで、貴社
製品が屋外において引き起さ
れるポリマー劣化を再現させ
ます。

✴ 結果が早く得られる

✴ 安定した光源スペクトラム

✴ 簡素化された照度制御

✴ 最小限のメンテナンス

✴ 寿命の長いランプ

✴ 機器と運用コストが安い

4

紫外光と太陽光の再現
紫外光は屋外にさらされる耐久材においてほぼ全て

の光安定性の反応を与える事ができます。QUV試験

機の蛍光ランプはダメージを与える短波長側の紫外

光を再現し、太陽光によって引き起される物理的な

損傷を再現させます。異なるアプリケーションに適

した数種の紫外光ランプを用意しています。アプリ

ケーション毎の光源選択に関してはQ-Labの資料

LU-8160をご参照ください。

QUV試験機の光源 
Q-Labは最高品質の紫外蛍光ランプを提供します。

スペクトルを発生させるランプの技術における背

景は使用時の本質的な安定です。各製造ロットは

販売許可を受ける前に厳格な一連のテストに合格

しなければなりません。その結果として毎年に渡

りQUV試験機が常に同一かつ安定したスペクトルを

発生する事ができます。

UVA-340 ランプ
UVA-340型ランプは、太陽光の主要な短波長域であ

る365nmから下限の295nmの範囲において優れた太陽

光のシミュレーションを実現します。

UVB-313 ランプ
UVB-313型ランプは、通常地表に届く紫外線よりも

さらに過酷な影響力を持つ短波長側の紫外線により

促進を最大にさせます。結果としてこのランプは、

一部の素材に現実では考えにくい過剰な劣化を引き

起こします。UVB-313型ランプは品質管理や研究開

発用途、あるいは非常に耐久性の高い素材の試験に

最も有効です。

蛍光ランプの利点



SOLAR EYE® 放射照度制御
光の強度変化は材料の劣化速度に影響を与える可能性があります。ま

た波長分布の変化は劣化速度と種類の双方に影響を与える可能性があ

ります。よって耐候試験機は再現性の高い試験結果を得るために放射

照度制御が要求されます。 

SOLAR EYEシステム
QUVモデルの多くはSOLAR EYE放射照度制御を搭載しています。SOLAR 

EYEシステムは、フィードバックループにより光の強度を自動で維持す

る精密制御システムです。コントローラーが紫外線の強度をモニター

し、ランプに与える電力を調整することで、ランプの経年劣化やその

他あらゆる変動を補正します。SOLAR EYEシステムが手動の照度制御と

比べ高い再現性と繰返し性能をもたらします。

SOLAR EYEの利点

照度を制御 
✴ 光強度のモニター

✴ 設定した光強度の維持

✴ 繰り返し性と再現性の最大化

長いランプ寿命
✴ 設定値を保つことができなくなるまで動作する

✴ メンテナンス回数の削減

結果の促進 
✴ 高レベルの照射による影響を最大化

✴ 夏の正午における日射より75%も高い照射レベル

各ランプの設定値と実際の照度の両方を
常時表示します。

オペレーターが要求する照度レベルを設
定すると、この値が設定値となります。

SOLAR EYEのUVセンサーは試料固定
面にあります。

紫外照射サイクル
の間、内蔵セン
サーは一対のラン
プの放射照度を測
定し、コントロー
ラに伝達します。
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SOLAR EYE 放射照度制御の動作原理
SOLAR EYEの自動フィードバックループシステムにより、放射照度は継続的にモニター
され精密に維持されます
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コントローラーは測
定した放射照度を設
定値と比較します。

次にランプへの設
定値を保持するた
めに、電流調整を
するよう電源部へ
指令を出します。

Fluorescent Lamp Advantages



温度制御
QUV試験機は精度向上と促進試験のために、

精密な温度制御を行います。

UV サイクル  
温度は通常、初期的な光化学反応に影響を与えることはありませんが、

様々な連鎖反応への影響を確実に与えます。それゆえQUVが制御する温

度はUV暴露試験中における真髄と言えます。

結露サイクル  
材料は屋外において濡れた状態に1日あたり平均8ｰ12時間さらされる事

があるため、実験室の試験において水分の影響を加速させることは困難

です。QUV試験機の結露サイクルは過酷さを上げて水分による損傷効果

を加速するために、温度を上げて稼働します。

使い易さについて
簡単な操作
✴ 24時間×7日間の完全自動運転

✴ 使い勝手の良いプログラミング環境

✴ 内蔵形のマイクロプロセッサー

✴ 継続的な照射モニターと制御

簡単なメンテナンス
✴ 迅速でミスの無いAUTOCAL校正

✴ UC10を用いた再校正による高精度の維持

簡単な保守点検

ユニバーサルキャリブレーションシステムによる構
成は迅速･簡単･確実です。数秒でISOに適合する校
正が可能です
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✴ ユーザによる保守点検が可能、費用の

大幅削減

✴ エラーの自己診断機能

✴ 常時システムモニタリング

✴ わかりやすいシステム状態表示

特許取得済みのAUTOCALシステムは校正情報
をUC10からSOLAR EYE照度コントローラーへ
と転送し測定精度を確保します。

放射照度の校正

UC10 放射照度校正センサー  
ユニバーサル校正器(UC)システムは、SOLAR EYEの精度と特にテスト結

果の精度を保証するうえで、QUV試験機のSOLAR EYEシステムにとって必

須のアクセサリーです。UC1ハンドヘルド表示器と共に使用する1個の

UC10/UVスマートセンサーによって何台ものQUV試験機を校正することが

可能です。

AUTOCAL™ 校正
SOLAR EYEシステムによる校正はわずか数秒で完了し、オペレーターの

ミスが無いとても簡単な操作となっています。校正の時期は警告ランプ

によりわかるようになっています。特許取得済みのAUTOCALシステムは

照度計からの校正の結果を自動的にAUTOCALコントローラーへ転送する

ようになっています。

UC10 の再校正
UC10スマートセンサーは、新品で安価な校正済みの照度センサーに毎年

交換する必要があります。これによりNISTトレーサビリティーとISO適

合が保証されます。UC10スマートセンサーをQ-Labに返送し校正する事

も可能です。



水分の再現
QUV試験機は2つの方法で水分を再現します。ほとんどのアプリケー

ションにおいて結露が屋外における水分浸漬を再現させるための最

良の方法です。全てのQUVモデルにおいてプログラムされた結露サ

イクルを利用することができます。いくつかのアプリケーションに

おいては現実的な結果を得るための水噴射も要求されるため、一部

のQUVモデルは結露と水噴射の両機能を備えています。

結露サイクル  
多くの屋外環境においては材料は毎日12時間以上濡れた状態になっ

ています。屋外濡れの主要因は露であり雨でないことを研究結果が

示しています。QUV試験機は独自の結露機構を用いてこれを再現し

ます。結露サイクルの間試験槽の底部にあるウォーターリザーバー

は蒸気を生成するために加温されます。温かい蒸気が試験槽を加熱

温度において湿度100％に保ちます。 

QUVは試料がチャンバーの内壁となるように設計されています。

よって試料の反対側は室内の空気にさらされます。このように室内

空気による冷却は試験面を室内の蒸発温度よりも数℃ほど低くさ

せ、試料表面における水分の継続的な結露を確かなものにします。

蒸発プロセスによって水分は自然にしたたり、一般的な水道水を

使った場合でも純粋な水分のみが試料に集まることになります。 

水スプレーサイクル  
考え得るいくつかの環境のうち、晴天による熱上昇の後に急な降雨

によって熱放散が起きる場合には、材料の温度が突然下がることが

あります。この結果として熱衝撃が多くの材料にとって問題となり

ます。幾つかの材料にとって降雨が構造的な浸食を与える事になり

ます。QUVの水スプレーはこれらの環境を実現することに役に立ち

ます。

通常の水道水を用いた効率の良い結露サイクルのシステムとは異な

り、水スプレーシステムは研究室で使われるレベルの純水が必要で

す。QUV/sprayのための再純水化システムの情報については10ペー

ジを参照ください。

独特な結露機構によりQUVは屋外濡れの主要因で
ある結露を再現させます
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結露サイクルの利点:
✴ 屋外濡れと同様である

✴ 高温での促進

✴ 水道水を使用可能

✴ 結露水は純水のため、試料に斑点や汚れ
が発生しない

✴ 手間のかからないメンテナンス

結露サイクルにおけるQUV断面図
室内空気冷却

スプレーノズル 試料

UVランプ

振上げ式ドア

酸化通気口

ウォーターヒータ

試料

ベースキャビネット

蒸気

加熱された水

(Q UV /sprayのみ)

QUV試験機は加熱された高純度な水を用いて、屋外に
おける水分の効果を再現します。



QUVコントローラ
機能的かつ使い易く設計されたQUVコントローラーは完全な自己診断

エラーチェックを備えています。

コントローラは一定間隔でシステム全体の状態と能力を監視していま

す。また簡素化された警告メッセージ、定期メンテナンスのリマイン

ダーを表示するか、必要であれば自動安全電源遮断を実行します。

全てのQUVシステムはISOとASTM暴露試験を含む10個までのプログラム

済みのテストサイクルを保存することができます。外部USBポートか

ら簡単にソフトウェア更新ができます。内蔵のコンピューター化され

たデータロギングによりトラブルシューティングと自己診断の情報を

USBポートから取り出したり、簡単にPC接続し監視することができま

す。自動ラボ温度センシング機能が不具合発生時の温度を記録し、ト

ラブルシューティングの補助となる情報を表示します。

自動データロギング 
試験条件の証明文書が要求される品質管理下にあるシステムや顧

客が広範囲に渡る試験文書を要求する専門の試験所向けに、全て

のQUVテスターは操作履歴を自動的に記録します。ユーザは以下の

機能を使用することができます:

✴ 暴露条件の自動的な記録とモニタリング

✴ LANを介してQUV試験機からPCへ直接データ転送

✴ グラフあるいは表形式によるデータ検証

✴ 主要な動作パラメータをExcelスプレッドシートと親和性の高
いフォーマットデータにより外部USBポートからエクスポート

✴ Q-LABサービスエンジニアによるトラブルシューティングのた
めに、試験機の完全な自己診断データをUSB端子からダウン
ロード

内蔵のコンピューター化されたデータロギング、コンパイ
ル、データのレビューによりより簡単に使用できるようにな
りました。
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QUVスペースセーバーフレーム
QUV試験機は密集した実験室においても少ない面積で設置が可

能です。振上げ式ドアにより内部へのアクセスは簡単です。

設置スペースが限られた場所においては、スペースセーバー

フレームにより、二段重ね設置にも対応します。



一般的なQUV試験サイクル
QUVは以下の規格にとどまらず、数多くの国内、国

際、工業規格に準拠しています:

✴ ASTM D4799

✴ ASTM D6662

✴ ASTM G154

✴ ASTM D4587

✴ EN 927-6

✴ ISO 11507

✴ ISO 4892-3

✴ SAE J2020

✴ J15 K 5600-7-8

✴ AATCC TM186

QUVは自動車
部品、レンズ、
ボトル、CDな
ど様々な三次元
形状の試料を収
容することがで
きます。

試料の設置

試料ホルダー
✴ 1つのホルダーあたり2つのフラットパネル

✴ 標準サイズ 75 mm×150 mm  (3"×6")

✴ 特殊ホルダーによる3次元形状の試料取付

✴ オプション 100 mm×150 mm　(4"×6")

試料最大容量
✴ 標準サイズ×48 (QUV/se, QUV/spray, QUV/cw)

✴ 標準サイズ×50 (QUV/basic)

試験試料はQUV試験機の前面と背面の両側に取り付ける事ができ、数
多くの試料容量を収容することができます。

多用な試料固定
取扱いが容易な試料ホルダーは最大20mm(3/4")までの厚みに適合

し、すばやくワンタッチでの試料取付が可能です。保持リングに

より試料が確実に保持されるため試料を厳密なサイズにカットす

る必要がありません。更にレンズや3-D形状の部品といったあらゆ

る製品の固定のためのカスタムホルダーも用意しています。
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QUV試験機のモデル
QUV試験機にはいくつかのモデルがあります。性能比較の際は仕

様書(LU-0819)を参照ください。

モデル QUV/se
最も人気の高いこのモデルは、紫外線の放射照度を正確に維持

管理するSOLAR EYE放射照度制御システムが特徴です。QUV/se試

験機は、相関性が実証されている結露発生機構により屋外にお

ける湿気の影響を再現します。より迅速で再現性のより高い試

験と長寿命の光源とISOに適合する校正が可能です。QUV/seモデ

ルによって最先端の促進耐候試験が簡単かつ安価にできるよう

になります。

モデル QUV/spray
QUV/seモデルと同じ機能に加え、スプレーノズル･配管･制御･排

水から構成される水スプレーシステムを搭載しています。

短時間の水スプレーは熱衝撃を発生させるために利用でき、よ

り長時間の場合は物理的侵食を促す事もできます。QUV/spray試

験機は、紫外線(UV)放射のみ、水噴射(水スプレー)のみ、ある

いは結露サイクルに設定することが可能です。水スプレーの使

用時にはイオン除去水の使用を推奨します。

QUV/sprayモデルは結露のほかにも熱衝撃や表
面浸食のための水噴射をプログラムすることが
できます。

SOLAR EYE放射制御によって、お客様に最大限の促進
効果をもたらす照度増加が可能です
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研究の結果、屋外における湿りの大部分は雨ではな
く露によって起こるとされています。全てのQUVモ
デルは、結露によって屋外の湿りを再現します

再純水化システム
(オプション)
水スプレーシステムを用いる幾つかの試験は莫

大な量の純水を消費します。それらの試験によ

り純水化のための費用は急激に上昇します。Q-

Labは使用した水を再純水化するオプションを

用意しています。これによって純水生成にかか

る費用を80％以上も削減させることができま

す。



QUV試験機のモデル (続き)

モデル QUV/basic
QUV試験機ラインナップで最もシンプルなモデルで、できるだけコストを

抑えたいという試験所や研究室向けです。放射照度は定期的なランプ交

換とランプ位置のローテーションにより維持されます。水分の影響を再

現するための結露システムを搭載していますが、水スプレーシステムは

付属しません。

SOLAR EYE放射照度制御システムを搭載しないため、光の強度調整と校

正機能を持たないために、強い放射照度の試験には不向きです。

試験する試料と比較試料を同時に試験機内にさらす、比較暴露の場合に

QUV/basic試験機をお奨めします。

QUV モデル一覧 
QUV/se
✴ SOLAR EYE照度制御

✴ 結露

✴ ISO校正

QUV/spray
✴ SOLAR EYE放射照度制御

✴ 結露

✴ 水スプレーシステム

✴ ISO校正

QUV/basic 
✴ 高い経済性

✴ 比較試験に最も適合

✴ 手動照度調整

✴ 校正不要

QUV/cw 
✴ SOLAR EYE放射照度制御

✴ 白色可視光ランプ

✴ 屋内光安定性試験

✴ ISO校正

モデルQUV/cw
いくつかの業界における試験では、屋内での光安定性試験に白色蛍光

灯の使用を定めています。これらの屋内照明条件を模擬するた

め、QUV/cwモデルはSOLAR EYE放射照度制御システムが搭載されてお

り、白色蛍光灯の光の出力をモニターし制御できるようになっていま

す。より詳細な情報はLU-0823 QUV/cw概要を参照下さい。
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QUV試験機
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波長 (nm)

QUV/cwは冷白色ランプを用いオフィスと同等の天井の蛍
光灯下での屋内環境を再現させます。またISO, ANSI, 
ASTMといった屋内光安定性試験の方法に適合します。
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QUV/basicはコストを抑える必要のある
研究施設に適しています。放射照度は定期
的なランプ交換によって維持されます。
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