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色彩輝度計

輝度測定範囲：0.005～ 1,200,000 cd/m2
輝度精度：±4%以内
色度精度：dx,dy：±0.005（Illuminant A）
　　　　　dx,dy：±0.008以内

（Illuminant A+当社基準色ガラス）
　　　　　dx,dy：±0.005以内

（当社基準 LEDパネルRGBWにおいて）

微小面の微弱光を約２秒の高速測定が可能な
超高感度色彩輝度計

輝度測定範囲：0.005～1,000,000 cd/m2
輝度精度：±2%以内
色度精度：dx,dy : ±0.003（Illuminant A）
　　　　　dx,dy：±0.008以内
　　　　　　　（Illuminant A+当社基準色ガラス）

1000分台の色度精度により高精度管理が可能

２Ｄ色彩輝度計

実機 評価結果

自動車業界の照明評価用光計測器の
デファクトスタンダードモデル

自動車業界の照明評価用光計測器の
デファクトスタンダードモデル

自動車業界の照明評価用光計測器の
デファクトスタンダードモデル

自動車業界の照明評価用光計測器の
デファクトスタンダードモデル

分光放射計

輝度測定範囲：0.0005～5,000,000 cd/m2
（SR-LEDW）

輝度精度：±2%以内
色度精度：dx,dy : ±0.002（Illuminant A）

高品質化に対応した高精度測定が可能な
超低輝度分光放射計

*本カタログ内の精度値（輝度・色度）は、弊社の定める基準光源・測定条件における規格値です。
*本製品の特性上、光源や測定条件、測定環境などの違いにより、記載の規格値を上まわる誤差が
 生じる場合があります。

輝度測定範囲：
分光モード：0.5～ 5,000,000 cd/m2
XYZモード：0.005～40,000 cd/m2
輝度精度：±2%以内 (分光モード )
色度精度：dx,dy : ±0.002（分光モード：Illuminant A）

一度に1376x1024 ポイントの分光測定で
スペクトル変化を面で捉える

２Ｄ分光放射計

実機 評価結果

分光スペクトル
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Exterior LightingLLLLLLLiggggghhhhhhhhhhhhhtttttttttinnngggggggEExxxxxxttttttttttteeerrrrrrrrrrrrrrriiiiiooooooorrrrrrrrrrrrrr Exterior Lighting

・ 近赤外分光放射計 SR-NIR
採用機種例

・ 照度計 IM-600 / 1000
・ 紫外線強度計 UVR-300(UD-360A)

採用機種例

ヘッドライト（前照灯） / フォグランプ（前部霧灯） /
バックフォグ（後部霧灯） / バックランプ（後退灯）

輝度・光度 (照度 )・色度・色温度・発光ムラ・配光・
応答速度

輝度・光度 (照度 )・色度・色温度・発光ムラ・配光・
応答速度

・ 分光放射計 SR-LEDW
・ 2D色彩輝度計 UA-200A / UA-200
・ 輝度色度ユニフォミティ測定器 UA-10
・ 照度計 IM-600 / 1000
・ 応答度色彩輝度計 RD-80SA 

採用機種例

評価例 評価例

評価例

評価例

評価例

評価例

・ 分光放射計 SR-LEDW
・ 2D色彩輝度計 UA-200A / UA-200
・ 輝度色度ユニフォミティ測定器 UA-10
・ 照度計 IM-600 / 1000
・ 応答度色彩輝度計 RD-80SA 

採用機種例

・ 分光放射計 SR-LEDW
・ 2D色彩輝度計 UA-200A / UA-200
・ 輝度色度ユニフォミティ測定器 UA-10
・ 照度計 IM-600 / 1000
・ 応答度色彩輝度計 RD-80SA 

採用機種例

・ 分光放射計 SR-LEDW / UL2 / UL1R / 3AR
・ 色彩輝度計 BM-5AC / 7AC / 9A
・ 2D色彩輝度計 UA-200A / UA-200

採用機種例

ターンランプ / サイドターンランプ（方向指示器） /
ハザード（駐車灯） / 車幅灯

光度・色度・発光ムラ・配光・応答速度・反射率

テールランプ（尾灯） / ストップランプ（制動灯） /
ハイマウントストップランプ（制動灯） ガラス（窓ガラス / UVカットガラス） 

可視光透過率・紫外線強度（透過率）

紫外線ランプ

UVカットガラス

紫外線強度計
UVR-300( 受光部 :UD-360A)

ライセンスランプ（番号灯）  / ナンバープレート

照度・色度・物体色

誤発進抑制レーダー

近赤外光

外　装外外外外外外外外外外外外外外外外外 装装装装装装装装装外　装



Interior LightingLLLLLLLLLLLLLLLiggggggghhhhhhhhhhhhhhtttttingggggggInttttttttttttttteeerrrrrrrrrrrrrriiooooooorrrrrrrrrrrrr Interior Lighting

評価例 評価例

評価例

評価例

評価例

評価例

・ 分光放射計 SR-LEDW / UL2 / UL1R
・ 色彩輝度計 BM-5AC
・ 2D色彩輝度計 UA-200A / UA-200
・ 応答度色彩輝度計 RD-80SA
・ 2D分光放射計 SR-5000 

採用機種例

・ 分光放射計 SR-LEDW / UL2 / UL1R
・ 色彩輝度計 BM-5AC
・ 2D色彩輝度計 UA-200A / UA-200
・ 照度計 IM-600M
・ 2D分光放射計 SR-5000 

採用機種例

・ 分光放射計 SR-3AR
・ 2D色彩輝度計 UA-200A / UA-200
・ 2D分光放射計 SR-5000 

採用機種例

・ 分光放射計 SR-LEDW / UL2 / UL1R
・ 色彩輝度計 BM-5AC
・ 2D色彩輝度計 UA-200A / UA-200
・ 照度計 IM-600 / 1000
・ 2D分光放射計 SR-5000

採用機種例

・ 分光放射計 SR-LEDW / UL2 / UL1R
・ 色彩輝度計 BM-5AC
・ 2D色彩輝度計 UA-200A / UA-200
・ 2D分光放射計 SR-5000

採用機種例

・ 分光放射計 SR-LEDW / UL2 / UL1R
・ 色彩輝度計 BM-5AC
・ 2D色彩輝度計 UA-200A / UA-200
・ 輝度色度ユニフォミティ測定器 UA-10
・ 応答度色彩輝度計 RD-80SA
・ 2D分光放射計 SR-5000

採用機種例

カーナビゲーション / インフォメーションディスプレイ
カメラモニターシステム(CMS)

輝度・色度・発光ムラ・配光・応答速度・
スパークル・タッチセンサ モアレ

メーターパネル（速度表示装置）

光度・輝度・色度・発光ムラ・配光・応答速度

スイッチ / テルテール及びインジケータ

輝度・色度・発光ムラ

トリム / ドアステップランプ / 室内照明類

輝度・色度・発光ムラ

シート材 / ダッシュボード

物体色・メラメラ感

HUD （Head-Up Display)

輝度・色度・発光ムラ・照度・透過率

内　装装装装装装装装装内内内内内内内内内内内内内内内内内内内　内　装



・ライセンスランプ *

・バックフォグ *
・バックランプ *

・ハイマウントストップランプ *

・テールランプ *
・ストップランプ *・トリム

・ドア･ステップ･ランプ 

・ドアランプ 

・サイドターンランプ *
・ウインカー *
・ハザードランプ *

・ヘッドランプ *
・フォグランプ *

・カメラモニターシステム

・誤発進抑制近赤外レーザ

・窓ガラス

・ヘッドアップディスプレイ
・カーナビゲーション
・インスツルメントパネル
・メータパネル *

・ルームランプ
・マップランプ
・フロアランプ
・車室空間照明

・リアビュー用近赤外照明

・シート材

自動車関連部品の光計測に関するお客様の使用用途に合致したソリューションや無料セミナーを開催しており、
さまざまな情報・ノウハウをセミナーを通して皆様にご提供させていただきます。 
事例などを多数紹介させていただきますので、他では聞くことができない内容がビッシリ詰まった技術セミナー
です。
ぜひ現在のお困りごとや、ご不明点を解決してください。
ご興味が御座いましたら、弊社までご連絡願います。 

｜輝度・光度(照度）・色度｜輝度・光度(照度）・色度
　色温度・発光ムラ・配光　色温度・発光ムラ・配光
｜輝度・光度(照度）・色度
　色温度・発光ムラ・配光
｜輝度・光度(照度）・色度
　色温度・発光ムラ・配光
｜輝度・光度(照度）・色度
　色温度・発光ムラ・配光

｜輝度・照度・色度・演色性｜輝度・照度・色度・演色性
   発光ムラ・配光・応答度   発光ムラ・配光・応答度
｜輝度・照度・色度・演色性
   発光ムラ・配光・応答度
｜輝度・照度・色度・演色性
   発光ムラ・配光・応答度
｜輝度・照度・色度・演色性
   発光ムラ・配光・応答度

｜輝度・色度・発光ムラ・配光・光度｜輝度・色度・発光ムラ・配光・光度｜輝度・色度・発光ムラ・配光・光度｜輝度・色度・発光ムラ・配光・光度

｜可視光(透過率)
　紫外線強度(透過率)
｜可視光(透過率)
　紫外線強度(透過率)
｜可視光(透過率)
　紫外線強度(透過率)
｜可視光(透過率)
　紫外線強度(透過率)

｜輝度・照度・色度・発光ムラ・配光｜輝度・照度・色度・発光ムラ・配光｜輝度・照度・色度・発光ムラ・配光｜輝度・照度・色度・発光ムラ・配光

｜光度・輝度・色度｜光度・輝度・色度｜光度・輝度・色度｜光度・輝度・色度

｜反射輝度・色度｜反射輝度・色度｜反射輝度・色度｜反射輝度・色度

｜近赤外光｜近赤外光｜近赤外光｜近赤外光

｜近赤外光｜近赤外光｜近赤外光｜近赤外光

｜照度｜照度｜照度｜照度

｜光度(照度)・色度｜光度(照度)・色度｜光度(照度)・色度｜光度(照度)・色度

｜光度・輝度・色度・発光ムラ・配光｜光度・輝度・色度・発光ムラ・配光｜光度・輝度・色度・発光ムラ・配光｜光度・輝度・色度・発光ムラ・配光｜輝度・色度｜輝度・色度｜輝度・色度｜輝度・色度

｜光度・色度｜光度・色度｜光度・色度｜光度・色度 ｜照度・色度｜照度・色度｜照度・色度｜照度・色度

・ルームミラー

｜反射率・｜反射率・照度・色度・発光ムラ｜反射率・照度・色度・発光ムラ｜反射率・照度・色度・発光ムラ｜反射率・照度・色度・発光ムラ

* 国土交通省・道路運送車両の保安基準

自動車メーカ

サプライヤA

サプライヤB

半世紀に亘り光計測器の開発・販売により、信頼性の高い価値ある
良質な製品・サービスを提供
半世紀に亘り光計測器の開発・販売により、信頼性の高い価値ある
良質な製品・サービスを提供
半世紀に亘り光計測器の開発・販売により、信頼性の高い価値ある
良質な製品・サービスを提供
半世紀に亘り光計測器の開発・販売により、信頼性の高い価値ある
良質な製品・サービスを提供

開発・設計、品管、受入部門やサプライヤとの色彩管理が可能開発・設計、品管、受入部門やサプライヤとの色彩管理が可能開発・設計、品管、受入部門やサプライヤとの色彩管理が可能開発・設計、品管、受入部門やサプライヤとの色彩管理が可能

内外装照明の光計測評価例

開発/設計

受入検査

開発/設計

品質管理

品質管理

生産

開発/設計

品質管理

生産

技術セミナーのご提案技術セミナーのご提案技術セミナーのご提案技術セミナーのご提案

■CIE1931 色度座標
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輝度 (cd/m2)・色度・照度 (lx)・光度 (cd)・色温度 (K)・演色性
*照度・光度測定にはオプションの照度アダプタZV-30が必要です　　　　

ワイドレンジ分光放射計

輝度測定範囲：
0.0005～5,000,000cd/m2
*0.01～ 100,000,000 lx

超低輝度分光放射計

輝度測定範囲：
0.001～300,000cd/m2
*0.02～ 7,000,000 lx 

超低輝度分光放射計

輝度測定範囲：
0.0005～300,000cd/m2
*0.01～ 7,000,000 lx 

測定波長範囲内において5nm以下のスペクトル
波長幅 (半値幅 )によりJIS Z 8724対応品

近赤外分光放射計

測定波長範囲：
600～1030nm 

近赤外放射量(W/sr･m2)

輝度測定範囲：
0.005～1,000,000cd/m2

紫外線強度計

表示範囲：0.1 ～ 280,000μW/cm2
UD-250 220～300nm
UD-360A 310～400nm
UD-400 360～490nm

紫外線強度量(μW/cm2)

輝度(cd/m2)

色彩輝度計

2D色彩輝度計

輝度測定範囲：
0.005～ 1,200,000cd/m2

色彩輝度計

輝度測定範囲：
1～12,000,000cd/m2

輝度 (cd/m2)・色度・色温度 (K)・発光輝度ムラ・色度ムラ

輝度 (cd/m2)・色度・色温度
(K)・発光輝度ムラ・色度ムラ

輝度(cd/m2)・色度・色温度(K)

輝度計

輝度測定範囲：
0.01～ 28,000,000cd/m2

BM-9A20D : 2°
BM-9A10D : 1°
BM-9A02D : 0.2°

デジタル照度計

計量法型式承認取得
JIS 規格一般形AA級照度計準拠
照度測定範囲：
0.005～999,000 lx

分光照度計（演色照度計）

JIS規格一般形AA級照度計準拠
照度測定範囲：
2～1,000,000 lx

照度 (lx)・光度 (cd)・色度・色温度 (K)・演色性 照度 (lx)・光度 (cd)

輝度色度ユニフォミティ測定器

輝度測定範囲：0.1 ～ 1,000,000cd/m2
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正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
・必ず指定の電源電圧に接続してご使用下さい。
   接続を誤ると、火災や感電の原因となります。

安全に関するご注意

輝度測定範囲：
0.05～1,000,000cd/m2

2D色彩輝度計

標準レンズ

広角レンズ

望遠レンズ

10～1,000,000cd/m2

UA-10SH

UA-10WH

UA-10TH

0.1～ 30,000cd/m2

UA-10SL

UA-10WL

UA-10TL

輝度計類は製品の製造終了後8年間の保守サポート期間を設けております。
保守サポート期間終了後につきましても、修理可能な範囲で対応させていただきますが、修理箇所により交換部品の不足などにより修理が不可能な場合もございます。
また大きな修理が必要な場合につきましては、新品へのお買換えを推奨いたします。
なお、保守サポート期間終了後の校正サービスは、今後も可能な限り対応させていただきます。

保守サポートサービス

計測器ラインナップ

紫

表示

色度精度向上タイプ
　dx,dy:±0.0013 (標準光源A)

2D分光放射計

輝度測定範囲：
0.5～ 5,000,000cd/m2

特注対応品

〒174-8580　東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL.03-3558-2666　FAX.03-3558-4661
E-mail: techno-info@topcon.co.jp

https://www.topcon-techno.co.jp


