
紫外線（UV-C）照射装置

VA-5 Series

テクニカルガイド
ver1.2 • VA-5-MB

• VA-5-MS
• VA-5-ALB
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1. 機器の説明 ①機器本体

➢ 本体各部位の名称と機能を説明します。
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ランプ交換扉（殺菌灯・点灯管）
：殺菌ランプの交換時に開閉します。

扉を開くと、天井部に殺菌灯5本が
格納されています。
また、各殺菌ランプの左右どちらかに
対応する点灯管が付属しています。

試料室扉
：試料へのUV照射時に開閉します。

操作パネル
：照射強度を調整します。背面に

電源コードがあります。

設置台（脚部）
：本体を支えるとともに、試料室底面の

高さを実験者が操作しやすい位置に
据えます（高さは固定です）。

※写真はVA-5-MBです。

シャッターレバー（VA-5-MSのみ）
：レバーを引くとシャッターが

閉まり、UV照射を遮蔽できます。



1. 機器の説明 ②操作パネル

➢ 操作パネルについて説明します。

電圧計
：殺菌ランプにかかる電圧が表示されます。

電圧調整ダイヤル
：殺菌ランプにかける電圧を調節します。

電源スイッチ
：電源スイッチです。

操作開始／終了時に
押下します。

殺菌ランプ点灯スイッチ

点灯スイッチの状態 殺菌ランプの点き方

右ON 1器点灯、中央。

中央ON
2器点灯、内側。
（中央の両隣にある2器）

左ON 2器点灯、両端。

➢ 殺菌ランプ点灯スイッチで5本の殺菌ランプの点灯状態を操作します。

※スイッチは複数同時に押下が可能です。3つ全て押すと5器が点灯します。
詳しくは「3. 照射量の調整」参照。
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2. 使用にあたりご用意頂くもの

➢ VA-5 Series のご使用に際し、下記の機器・備品を
ご準備いただくことをおすすめ致します。

No. 品名 写真 用途／必要スペック

1
紫外線強度計
（殺菌ランプの
主要波長：254nm）

照射量（J/m2）の設定／照射
する紫外線領域を測定できる

2 ストップウォッチ
照射量（J/m2）の調節／コン
マ00秒まで表示できる

3 紫外線保護メガネ
紫外線からの保護／照射する
紫外線領域をカットできる

4 手袋
紫外線からの保護／照射する
紫外線領域をカットできる

5 アームカバー
紫外線からの保護／照射する
紫外線領域をカットできる

6 金網

↑ランプに巻いた状態

照射量（J/m2）の調節（殺菌
ランプに巻いて使用）／ステ
ンレス製・平織り0.05 mm, 
200メッシュ, 大きさ：
43cm×10cm×５
（ランプ1本あたり×5本分）

7
紫外線を遮断できる
板

照射量（J/m2）の調節・試料
にかざして使用／黒色透明の
プラスチック板等
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3. 照射強度の調整 ①電圧・点灯制御

点灯スイッチの状態 殺菌ランプの点き方

右ON 1器点灯、中央。

中央ON
2器点灯、内側。
（中央の両隣にある2器）

左ON 2器点灯、両端。

右・中央

ON
3器点灯、中央。

左・右

ON
3器点灯、1本おき。

左・中央

ON
4器点灯、中央以外。

全部ON 5器点灯。
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➢ 殺菌ランプの電圧を「電圧調節ダイヤル」で調節し、点灯させるランプ
の選択を「点灯スイッチ」で制御します。

➢ 殺菌ランプの点灯バリエーション

電圧が低すぎると、ランプが点かない場合があります。

※点灯状態を確認する際はランプ交換扉を閉めた状態で行い、

ランプを直視しないこと！



3. 照射強度の調整 ②金網による遮蔽

➢ 殺菌ランプの照射強度が強すぎる場合、金網等の遮蔽物
を用いて調節します。

➢ 金網は、メッシュが細かく、ランプに巻きつけ易く、か
つ腐食しにくいものをお勧めいたします。

➢ 条件にあてはまる標準的な金網の仕様は以下の通りです。

• ステンレス製

• 平織り0.05 mm

• 200メッシュ

➢ ランプ1本あたりの大きさ：43cm×10cm

➢ 使用方法：殺菌ランプを取り外し、金網を巻きます。こ
のとき、巻き終わりの部分が照射する側（下側）となら
ないように気を付けて下さい。次に、ランプの両端をビ
ニルテープでしっかりと固定し、機器に装着します。

1重に巻くと、ランプ
1本の最小照射強度が
0.005 mW/cm2 程度
となります。

金網を巻いた状態の殺菌ランプ
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巻き終わ
りは上側

側面



4. サンプルへのUV照射

➢ 一般的な「サンプルへのUV照射」の流れをご説明します。

※照射開始の15分程度前に電源スイッチをONにして、光源
を安定させます。

1. 試料室底面にUV強度計を置き、照射強
度を測定します。目的の照射強度にな
るよう、電圧・点灯状態を調節します。

2. 用意したサンプルを板などを被せ、UV

を遮蔽した状態で試料室庫に置きます。

3. 遮蔽物を取り外すと同時にストップ
ウォッチを押し、目的の照射時間経過
後に、遮蔽物を再びサンプルに被せま
す。※ランプを直視しないこと！

4. 遮蔽物を被せたままサンプルを試料室
から取り出し、試料室扉を閉めます。

5. 照射完了後は、点灯スイッチを全てオ
フにし、電源スイッチを切ります。

cf) 照射量の調整
：UV強度計で照射強度を測定し、照射時間を算出します。

例)測定したUV強度が「0.040 mW/cm2」である場合
※UV強度は電圧・点灯状態で制御します。

1        mW/cm2 x 1秒 ＝ 10    J/m2

0.040 mW/cm2 x 1秒 ＝ 0.40 J/m2

• 10  J/m2⇒ 10  J/m2 ÷ 0.40 J/m2 ＝25    秒
• 5    J/m2⇒ 5   J/m2 ÷ 0.40 J/m2 ＝12.5 秒
• 2.5 J/m2⇒ 2.5 J/m2 ÷ 0.40 J/m2 ＝6.25 秒
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➢ 殺菌ランプ

：口金 G13, 15W, φ25.5 mm×436 mm

標準品（納品時に装着されている製品）

：東芝ライテック株式会社, 品番GL15

http://saturn.tlt.co.jp/pdocs/s/GL15

5. 消耗品の交換

6. お困りごと・故障の場合

➢ 保証期間内の故障の場合は、お手元に保証書を
ご用意の上お問合せ頂けますと、スムーズにご
案内できます。

株式会社メイベル
〒600-8813
京都市下京区中堂寺南町134 
KRP2号館 218号室
（京都リサーチパーク東地区2号館）
E-mail: sales@mabel.co.jp
電話 / FAX: 075-874-5505 （担当：進藤）
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➢ 点灯管（グローランプ）……スイッチをONにし
た直後、点灯が遅いランプがある、線量が安定
しない等の現象が現れた場合には、各殺菌ラン
プに付属の点灯管を交換してください。

15W 蛍光灯用 点灯管（ねじ式）

：三菱電機, 品番FG-1E など

mailto:sales@mabel.co.jp

