＊ ＬＥＤを測定するために開発されたハンドヘルド ＬＥＤ光測定器 ＊
ギガヘルツオプティック社

分光照度分布を
ハンドヘルドで確認可能 ！

DIN class A for f1', u, f3 and f4（DIN 5032 part 7）

◇ ＬＥＤ、ＬＥＤモジュールやその他の光源のための光測定器
◇ 測定器は小型積分球を内蔵し、照度、放射照度測定が可能
◇ さらに分光放射分布からカラー測定も可能
◇ 可搬性に優れたハンドヘルドタイプ
◇ ６０×５２ｍｍ（２４０×１６０ピクセル）のディスプレー内蔵
◆ ドイツ ＤＫＤ / ＰＴＢ認定のラボで較正（校正証明書付き）
測定機能：
１. 照度測定
明所照度
暗所照度
暗所 / 明所照度の比較値
暗所 / 明所照度の比較値同士の比較値

Ep
Es
Es/Ep
EVE

２. 放射照度測定
放射照度
分光放射照度

Ee
Eλ

３. カラー測定
ＣＩＥ１９３１ 色度図
ＣＩＥ１９７６ 色度図
相関色温度
色温度
演色性
４. ドミナント波長
５. ピーク波長
６. 半値幅
７．色純度

x,y
u' , v'
Δ uv
CT
CRI (Ra, R01 〜 R15)
λ dom
λp
λ 0.5
Purity

概要：
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準拠：DIN class B（DIN 5032 part 7）,

ＢＴＳ２５６- Ｅ

To have eternal coexistence with nature through observation and measurement by MiroQro

周知のようにＬＥＤの市場占有率は日々更新し続けています。たとえば、オーストラリアでは、２０１０年に段階的に白熱電球
の販売を中止、カナダでも２０１２年までに、そして欧州、米国では２０１６年までに白熱電球の販売を段階的に取り止めて行く
方針との報告もあります。これらの世界的な取り組みをみても、「LED 光」がいかに主流になってきているかがお分かり頂けると思
います。すなわち、伝統的な白熱電球は LED 電球へ、それを追うように有機ＥＬ（OLED）の活躍する分野も益々拡がることでしょう。
ところが、これらの新しい光源の発光スペクトルは白熱電球のように広帯域ではなく、レーザのように狭帯域でない、疑似狭帯域
スペクトルの性質を持っております。それ故に、従来の手法でそれらの光源を測定した場合、その測定精度は不安定になっている
現実があります。

この測定精度の不安定さは、目標とするスタンダードスペクトルと完全にマッチした理想的な積分フィルター（ディテクター）
が存在していなかったためです。いわゆる校正用光源と異なった分光分布を持つ光源を測定するとき、その測定不確実性は通常光
源より高まるか、あるいはしばしば未知となります。
これらの問題を解決するために Gigahertz-Optik 社は豊富な経験と技術を駆使し自社開発の新しいセンサー技術、Bi-Tech センサー
を「LED 光測定器」向けに開発致しました。
この Bi-Tech センサーとは、分光測定と光強度測定を合わせた新しいセンサー技術
です。
（詳細は下図参照）
当社製品において、Bi-Tech センサーを利用し、可搬性に優れたハンドヘルドタイプ
の「LED 光測定器」はありました。しかし、測定データを可視化してグラフで見る
ためにはインターフェースを介して PC で確認する必要がありました。
今回の新製品「BTS256-E」では他社製品の「LED 光測定器」にはない、２４０×
１６０ピクセルのディスプレーをつけることにより、現場での作業効率向上につな
がるもの確信をしております。研究者、フィールドサービスエンジニアのみならず、
生産現場の方にも使い勝手の良い製品となっております。
「その場ですぐにグラフ化された測定データを確認することが出来る」しかも
「簡単操作」そんな今回の新製品が「ＢＴＳ２５６- Ｅ」です。

Ｂｉ - Ｔｅｃｈセンサー：
Bi-Tech セ ン サ ー は 積 分 デ ィ テ ク タ ー と ダ イ
オードアレイディタクターが一体となり、相互の
短所を互いの長所で補完しあった技術です。例え
ば、積分ディテクターは入射光の光強度を正確に
測定できますが分光測定はできません。一方ダイ
オードアレイディタクターはスペクトル分布の測
定はできますが、光強度の正確な測定はリニアリ
ティの欠如から測定の不確実性が高いと言う性質
があって信頼性に欠けます。
そのため、積分ディテクターが光強度測定を担い、
ダイオードアレイディタクターにスペクトル分布
測定を担わせた技術が Bi-Tech センサーです。

＊ 照度分光分布をハンドヘルドの
ディスプレーで即確認

ミロクロ

ＢＴＳ２５６- Ｅの仕様：
＊積分センサー：

積分時間
測定レンジ
最大照度測定値
照度校正不確実性

100 μ s ~ 6s
７レンジ、 １６bit ADC
199,999lx( ノイズ量≦ 0.01lx)
± 2.2%

＊スペクトルセンサー：

ダイオードアレイ
波長域
積分時間
センサーシャッター速度
測定速度

256pixel CMOS
380nm~750nm
5.2s~30s
100ms
≦ 5ms (@199,99 lx）
≦ 1s (@100 lx）
ピーク波長精度
± 1nm
ドミナント波長精度
± 1nm
Δ x, Δ y 再現性
標準光源 +/-0.0001
ＬＥＤ
+/-0.0002
（＠ 2000cts ピークパワー）
色温度測定範囲
1700K 〜 17000K
相関色温度誤差（Δ CCT ） 標準光源Ａ 50K
ＬＥＤ
〜 +/- 4%
（ただしＬＥＤのスペクトルに依存）
演色性
Ra, R1 〜 R15

＊一般仕様：

マイクロプロセッサー
測光部
電源
インターフェース
使用環境
寸法
重さ

16bit 命令サイクル 25ns
Φ 20mm
５VDC 450mA / USB
USB2 Mini USB ポート
使用時 10~30℃ 保管時 -10~50℃
160 × 85 × 60 ｍｍ (L/W/H)
500g

準拠：DIN class B（DIN 5032 part 7）,

＊ アプリケーションソフトによりＰＣで詳細分析 ＊
- 照度分光分布、色度図、色温度、演色性 -

DIN class A for f1', u, f3 and f4（DIN 5032 part 7）

姉妹器：ＢＴＳ２５６- ＬＥＤ光測定器のご案内

● 光束測定

[ lm ]

● 分光放射分布

[ W/nm ]

● カラー測定
＊ 色度図

[ xy ]

＊ 色度図

[ u'v' ]

＊ 色温度

[Ｋ]

＊ 演色性
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