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発表内容 

１．はじめに 
  大型配光測定システムの必要性 

  LED総合評価及び光測定サービス一覧 

 

２．配光測定システム 
  概要、測定方法、基本仕様 
      配光測定システムの特徴 

 

３．配光測定システムによる測定事例 
  光の広がり方と配光曲線 

  構造、LED腐食などによる配光特性の測定例 

 

４．まとめ 
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大型配光性システムの必要性 

OKIエンジニアリングは、大型配光測定システムを新たに設置し、最大1.2mの直管形LEDランプに 
関して、JIS規格（JIS C 8105-5）に基づく配光測定を実施します。 
これにより、昨年6月にスタートした業界最大級の積分球による全光束測定サービスと併せて、 
さらに充実した光学特性評価サービスを提供していきます。 

LED照明の置き換え・急速な普及 
寿命が長い 
省電力etc. 

光の広がり方（配光性）、色合い（演色性）など 

光の質に対する要求が高まってきた 

配光性に関するJIS規格制定 

（JIS C 8105-5） 

評価するための設備導入の負担 
対応可能な第三者試験所が少数 

しかし 

演色性が良い 

演色性が悪い 

配光性 演色性 
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特殊環境試験 

品質・信頼性 

LED総合評価 

観察 

故障・劣化要因 

発熱解析 

開放不良 
高抵抗 

リーク 
短絡 

電気的特性 

光学的特性 

劣化 

ワイヤ等 素子・接合 周辺材料 

観察 

分析 

・外観 
・透視 
・断面 

・断面観察 

・表面元素 
・状態分析 

設計・開発 

材料選定 

製品の品質・信頼性 

特性評価 

構造解析 

材料分析 

初期品質評価 

分析 

熱解析 

（試験後は初期と同じ評価を実施） 
・表面観察 

放熱性設計 

・熱特性 
 
・電気特性 
 
・光学特性 
 

EMC 

正常 

LED総合評価 

大型積分球 

大型配光特性システム 
信頼性試験 

etc. 
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機器名称 仕様 対象 機器名称 

光部品・製品の光特性評価サービス一覧 

全光束測定システム 新設 Illumia-2100-195 LEDLAMP，
光製品例 
・直管LED 
・バックライト 
・有機EL 
・白熱灯 

球内径   ：76Inch（19３0mm） 

測定可能項目：分光放射強度スペクトル，分光放射強度，全光束， 

       相対色温度，色座標，色度図，演色評価数， 

       ドミナント/ピーク/重心波長，半値全幅，色純度 

波長範囲  ：350～10５0nm 

その他   ：LM-79規格，CIE規格準拠，４π測定可能 

 
 

大型配光測定 
システム 

GP-2000 
試料サイズ     ：直管型LEDランプ1.2m長まで対応可能 

測定距離      ：試料サイズにより２～６ｍ、12m 

水平回転角度    ：±180°（TypeB）、0～360°（TypeC） 

鉛直回転角度    ：±90° （TypeB）、 0～180°（TypeC） 

検出器       ：照度計JIS一般AA級 

照度計色補正用分光器：電子冷却型CCDイメージセンサ 

照明製品全
般 

ＬＥＤ光測定システム TELARED チップLED 
（小型品） 

球内径 ：300mm 

波長範囲：390～780nm 

三刺激値：CIE1931XYZ表色系 色度図 

その他 ：熱過渡特測定装置（T3Ster）へアドオン熱抵抗同時測定可能 

     電気特性（VF/IR）、温度特性 

簡易測定機器 
 スペクトルナビ 
 照度計 

新設 
 

既存 

MK-350 T-10A 照明製品全
般 

既存 【MK-350；分光放射測定器】 

 測定項目；照度、色度、主波長、相関色温度、演色評価指数 

 

【T-10A；照度計】 

 測定項目；照度 
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発表内容 発表内容 

１．はじめに 
  大型配光測定システムの必要性 

  LED総合評価及び光測定サービス一覧 

 

２．配光測定システム 
  概要、測定方法、基本仕様 
  配光測定システムの特徴 

   

３．配光測定システムによる測定事例 
  光の広がり方と配光曲線 

  構造、LED腐食などによる配光特性の測定例 

 

４．まとめ 
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遮蔽板 遮蔽板 
遮蔽版／受光部 

測定範囲（測光距離）２～１２ｍ 

遮光板1 遮光板2 

大型ゴニオステージ 

大型配光測定システム概要と測定方法   

遮光板3／受光部、分光器 

配光特性評価暗室 
 ・反射率２％以下 
 ・長さ15m 

測光距離は、サンプル長さの5倍以上必要。理想的には10倍。 

本システムでは１．２ｍの直管型LEDが理想的な状態で測定できる。 

Type B（αβ座標系）配光測定 Type C（θφ座標系）配光測定 

測定系 
 

JIS C8105-5 
対応 

試料ランプ 

β 

α θ 

φ 
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【測定項目】 

 配光曲線、スペクトル、放射束 、測光量（cd、lx、lm）、 

 色度座標 （x,y），（u,v）、色温度 K、 

 演色性（Ra，R1～R15）、波長範囲（360～830nm） 

 その他；IES（※）形式でのデータ出力可能 

                    ※IES・・・Illuminating Engineering Society 

                              （北米）照明学会 

基本仕様   

【対象測定サンプル】 

    ・直管型ＬＥＤランプ（1.2m（40型）又は、 0.6m（20型） 

    ・電球型ＬＥＤランプ（口金；E39・E26・E17・E11） 

    ・シーリングライト： ～直径70cm 

    ・耐荷重：２０ｋｇまで（取付け治具を含む） 
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◆１２ｍの測光距離を確保できることにより、１．２ｍの直管型LEDを 
  理想的な状況で測定可能。 
 
◆３枚の遮光板を設定して有り、迷光（※）の影響を受けづらい為、 
  精度の良い測定結果を取得できる。 
 
◆暗室内の反射率は２％以下と低いレベルに設定。 
 
◆一定料金で主要な測定項目を網羅している。 
  （測定項目；スペクトル、放射束、測光量、色度座標、色温度、 
                 演色性評価数、主波長、ピーク発光波長） 
 
◆照明設計のシミュレーションに必要なIESデータを出力することが可能。 
 
◆弊社にて測定サンプル取付け治具の検討及び作製対応 
 
  ※迷光・・・必要な波長の光以外の紛れ込んだあるいは迷い込んだ光 

OKIエンジニアリングの配光測定システムの特徴   
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発表内容 

１．はじめに 
  大型配光測定システムの必要性 

  LED総合評価及び光測定サービス一覧 

 

２．配光測定システム 
  概要、測定方法、基本仕様 
      配光測定システムの特徴 

   

３．配光測定システムによる測定事例 
  光の広がり方と配光曲線 

  構造、LED腐食などによる配光特性の測定例 

 

４．まとめ 



 © Copyright 2013 Oki Engineering Co., Ltd.                                                                                                                                                                                                              All rights reserved 11 

http://www.oeg.co.jp/ 

全般配光型ＬＥＤ電球 

蛍光灯型電球同様に下側方向にも光が広がる 

 ⇒人形が確認出来る 

光の広がり方と配光曲線（各タイプ別電球による違い） 

電球型蛍光灯 

下側方向にも光が広がる 

 ⇒人形が確認出来る 

一般型ＬＥＤ電球 

指向性が強い 

 ⇒人形が見えない 
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全般配光型ＬＥＤ電球 

ＬＥＤ電球の内部構造 

一般型ＬＥＤ電球 

チップLED 

１枚目のレンズ 

２枚目のレンズ 

チップLED 

上方向 

横方向 

下方向 

上方向 斜め上方向 
斜め上方向 
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LED照明の構造による配光特性の測定例１ （放熱板による違い） 

従来構造の直管型LEDランプ 放熱板無しタイプの直管型LEDランプ 

外部放熱板有り 外部放熱板無し 
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拡散板無しタイプの直管型LEDランプ 拡散板有りタイプの直管型LEDランプ 

LED照明の構造による配光特性の測定例２ （拡散板による違い） 

拡散板有り 拡散板無し 

反射板 

後ろにも光が 
広がるので 
反射板を利用 
できる 
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チップLEDのみ チップLED＋集光レンズ 

LED照明の構造による配光特性の測定例３ （ビーム電球型LEDのレンズ） 

チップLED＋集光レンズ＋外カバー 

単にチップLEDを 
発光させている 
（光度；298cd） 

集光レンズにより、 
光の強さと方向性が 
向上した 
（光度；1029cd） 

外カバーにより、更に 
集光され、光の強さが向上し 
方向性が安定した 
（光度；1130cd） 
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LED照明の構造による配光特性の測定例４ （配光性の開発） 

LED照明の配光を制御している機構を変更し、目的の配光性の開発を行う。 

通常の向き 通常の向き 
ある角度での 
配光性 

片側配光 バットウィング配光 

ある角度での 
配光性 
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直管型LEDの導入評価サポート例 

製造メーカーA 製造メーカーB 製造メーカーC 

高価格 低価格 低価格 

製品① 製品② 製品③ 製品④ 製品⑤ 

全光束〔lm〕 2365 2388 1839 1294 1522 

演色評価数（Ra） 82 84 84 85 87 

色座標 ｘ 0.35 0.34 0.38 0.36 0.33 

色座標 ｙ 0.37 0.35 0.38 0.37 0.35 

色温度〔K〕 4864 5193 4034 4448 5441 

消費電力〔W〕 25 24 18 23 26 

製造メーカーB 製品② 製造メーカーA 製品① 

低価格の製造メーカーBの製品②は、 
製造メーカーAの製品①と 
測定結果がほぼ同じものとなった。 

配光曲線もほぼ同じ 

製造メーカーBの製品②を導入 

あるお客様が蛍光灯から直管型ＬＥＤの導入を検討し、弊社にて光特性評価を実施した。 

性能を確保しコストダウンを実現 

Totalの信頼性OK 
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LEDチップの分析結果例 分解後の観察および分析 

Sが検出 

腐食前 

腐食後 

EDX（※）による電極変色部の元素分析結果 

変色はLED用封止材(シリコーン)の硫黄成分の透過による 
電極（Ag）の腐食が原因と考えられる。 

硫黄系ガスの 
新しい分析手法 

◆ヘッドスペースクロマト 
  グラフFPD法 
◆熱抽出ガスクロマト 
  グラフ質量分析法 
◆ヘッドスペースガス 
  クロマトグラフ質量 
  分析法 

※EDX・・・Energy Dispersive  
           X-ray Spectroscopy 
       （エネルギー分散型X線分光法） 
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分光放射束-波長のグラフ（スペクトル） 

腐食前 
光度417〔cd〕 

腐食後 
光度308〔cd〕 

配光特性測定事例 電極腐食前後での配光曲線・全光束の比較 

電極の腐食後、光度及び全光束は約26%低下するが、 
配光性（光の角度）は変わらない。 

試験条件：JIS C 60068-2-43 
H2S濃度：15ppm， 
温度25℃，湿度75%RH， 
試験時間：21日間（ 504時間）  

配光曲線 

腐食前 
全光束1451〔lm〕 

腐食後 
全光束1074〔lm〕 

ガス腐食試験機 

ガス種類 

 硫化水素（H2S） 

 二酸化硫黄（SO2） 

 二酸化窒素（NO2） 

 塩素（Cl2） 
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IESデータファイル 

測定した配光データより 
IESデータの出力が可能。 
 
屋内外の光学設計に使用する為の 
IES に準拠したフォーマットに対応。 IESファイルを出力することによって、 

無償照明シミュレーションソフト 
「DIALux：ダイアルクス」などに 
使用することが出来ます。 

IES ファイルフォーマット 

シミュレーションモデル例１（屋内） シミュレーションモデル例２（屋外） シミュレーションモデル例３（道路） 
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発表内容 

１．はじめに 
  大型配光測定システムの必要性 

  LED総合評価及び光測定サービス一覧 

 

２．配光測定システム 
  概要、測定方法、基本仕様 
      配光測定システムの特徴 
 

３．配光測定システムによる測定事例 
  光の広がり方と配光曲線 

  構造、LED腐食などによる配光特性の測定例 

 

４．まとめ 
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大型配光測定システムを導入したことにより、 
 
◆単なる光の量を測定することに留まらず、光の広がり方を中心とした 
    シミュレーションデータなどの付加価値のある光の質に関する情報を 
    お客様に提供することが可能となりました。 
 
◆弊社のシステムの特徴を生かした精度の良い測定結果をお客様へ 
    提供できることにより、システム変更の有効化、コストダウン、長寿命、 
    効率化をサポート出来ます。 
 
◆弊社が所有する設備や分析装置を使用し、信頼性評価との 
    組み合わせによる配光測定評価を提供することが出来ます。 

まとめ 
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□ 信頼性技術事業部 
     実装技術グループ 
□ TEL：03-5920-2354 
□ 担当：野口 高 
□ URL： http://www.oeg.co.jp/ 

 

ご清聴いただき、ありがとうございました 

》お問合せ先 

ご連絡をお待ちしております 
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