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取 扱 説 明 書

                波長

作成     年 月

株式会社    

         大阪府八尾市本町        八尾                                  

 

     

  度                  波長   買 上                    

 使用   前    取扱説明書    読  上 安全 正   使      

 保証    

保証期間   製品 保証 納入後  年       

保証範囲   上記保証期間 当社 責   故障 生  場合    商品 故障部分 交換   修理 

当社側 責任    行    

   保証  納入品単体 保証 意味    交換    費用等 納入品 故障   誘発   損害

      容赦       

   特別 取 決  場合 除  問題品  返送    修理 交換  対応           

    下記 該当  場合 保証範囲  除外          

保証範囲 対象外

   客様   移動輸送時 落下 衝撃等  客様 取扱 適正      生  故障 損害 場合

   客様   使用上 誤      修理 改造   故障   損傷

  天災 災害     場合

  異常電圧       外部要因 起因  故障   損傷 当社外 原因   場合 

  合議  当社 責    故障  判定   場合
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 使用上 注意

 非常 精密 光学機器   落下    強 衝撃 与          注意     

 本製品 防滴構造     相当     防水        水没              

 人工気象器 内部 入  測定  場合 庫内湿度    以下 使用       

     越  環境下  本製品 庫内温度    以上 温度差          分    表面 結露

     特性 信頼性 影響 及         

 本体    表面 摺    光拡散板             段差         水滴 溜  

 測定値 影響 出      水滴 常時                経年変化   内部 浸水

  可能性         注意     内部浸水  保証対象外      

           

                       場合

           接続      自動的                 

           場合

      使用                                          確認       

必要                                             

           用                         展開       

展開後 本製品        接続    以下          出   

           開                       項目  黄色           状態   

右                   更新  選       
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続            参照       選択    

先                    指定       



4

       関  警告 出               進                        製

 純正品     安心          電子署名  各             確認       

             更新                              正常 更新       

表示     以上                      完了   
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 専用          

               解凍               右                    

本製品        接続                            起動     

自動          後 入射光              表示     

入射光 強         飽和 起   下図    上限 超  部分 網掛    表示     

        性質上 一部  飽和   他 部分        影響 出     飽和      

露光時間 調整            場合  自動露光            
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 測定    各表示   

基本的 測定           各測定     表示 選択       

 発光     測定

光源       演色評価 照度等 測定 行       

         

最 基本的       表示   

 演色性評価   

光源 色温度 色座標 演色性評価 表示    

      測定   

照度 光合成有効光量子束密度       色温度 測定    

 吸収     測定

     吸収      透過      測定        

 透過        

式                与          透過      表示    

 吸収        

式                与          吸収      表示    

    補正

半導体 性質上 熱    励起   電子    暗電流 生  測定誤差 生       補正    

     補正  呼       補正      遮光      補正           行       

   補正    表示  現在 補正状況 知         

    良好 補正 得     状態

  補正 得      品質 若干低 状態

   十分 補正 得      状態

本製品   過去 行     補正     利用     補正 省略  機能      

    急激 温度変化等 影響 温度 正確 記録      場合      表示 出    正  

補正             遮光  状態       正   負            場合  

改     補正 行       

    低減

半導体 熱    電子回路     影響                自動的 

低減  機能    無  設定  場合            行     

   低減 有効      場合 測定時 統計処理 行  収束半径 一定値以下 

               続    測定中 入射光 一定 保       

          中 収束状況 緑色    表示      入射光 変動     収束   場合 

   行   来      各測定      一度                   中断     

 露光調整

     調整    下 表示欄 数値 入力     露光時間 設定         自動露光    

     最適      強度 自動的 露光 調整    

   露光時間 長    熱    影響 受         低減 有効        



7

      表示

結果表示画面   最大     過去 測定結果 現在 測定結果        重 合   表示

          

       枠内                     現在 測定結果 記憶    一度       

解除         使用中  数値表   保存  行        内容 合   出力     

 演色性評価

光源 色温度 色座標 演色性 表示        画面左半分   色度図 右上 試験色       

 各演色評価数 表          測定             測定 行 結果表示画面 移行    

  相関色温度

      色度図 色座標

   平均演色評価数

       平均 

  色度図 線 黒体軌跡

          

      測定

照度 光合成有効光量子束密度 測定        誤差 少             上下     

高  表示      露光時間 調整       自動露光       簡単 調整     
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照度      

光合成有効光量子束密度

               

相関色温度    

各測定値 表示     領域 右      

  測定値 校正      

正確 測定器 測定    実測値 各欄 

入力                     

 吸収     測定   

     吸収      透過      測定        

           昼光色蛍光灯 

最適化  出荷      

各光源 測定  際  蛍光灯 

表示値通  太陽光          

               集光   

       換算       

例   

 植物育成           測 

表示                  

 太陽光 測  表示       
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      通   対照光 入射    対照光測定                

     強度 弱   十分 測定品質 期待    範囲   斜線    測定  除外     

     鋭        滑          光源 使用       

次  測定対象      通  光 入射    試料光測定                測定完了後 

自動的 結果表示画面 移行    

      透過率 低 場合   露光時間 変更    試料光 測定              

 特性上 精度 若干低下    

次 図 示     上下 対称 鋭     現  場合          入射光 開口数 条件 

満         生    拡散板等 利用  入射光 整形       
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 故障    思   

故障    思    以下 点  確認           異常        使用 中止   

弊社営業部    買 上  販売店  連絡願    

症状 対処

測定    

 USB     PC 正  接続      確認       

 本製品 PC 接続         起動        

     等 強 光 近距離 測定  場合       集中    半値幅以上

 入射光 強   飽和  余計 幅 広   測定    状態          

再起動    減光      拡散板等 利用   測定       

測定値 異常

    表面 拡散板  汚          付着      水滴       

  可能性      拡散板表面  柔   布 綿棒 清掃       

 高湿環境     内部 結露 発生    可能性      常温 低湿度 部屋

  十分 乾燥     使       

    補正 状態 OK   BAD        補正        

 露光時間 長  熱    汚               低減 調整       

 PC    不足 可能性      他 起動           閉       

 本体内部 浸水 衝撃   破損 可能性    修理 必要   

    異常

 Win7             順                  先       

        認識    場合  削除           直       

                   一旦        応答   場合      

PC  再起動   省電力    解除   使用     

 出荷前 校正          

本製品 最終的 照度 校正      校正   証明   照度計 使用      

本製品 照度計    階級                 一般形 級照度計 準拠     実用的 照度

値 要求   測定   使用            

波長 分光感度 最終的 校正  公的工業技術            分光器 使用      

但    機器 校正期限切     同     妥当 測定         随時確認         

        証明 校正証明  弊社独自基準  照度 限  有償対応          
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 主 仕様

   超小型回折格子付               

波長測定範囲          

照度測定      測定       万                           自動露光 場合 

照度計階級                一般形 級照度計 準拠

発光     測定   

       相対分光強度分布  最大  波長 比較表示 可能 

  演色性評価         色度座標 色温度 演色評価数       

       測定  照度         光合成光量子束密度           

吸収     測定   
  透過                  

  吸収                  

波長分解能 半値幅                    

精度

波長       

波長再現性       

相対強度     以下

色座標     以下

相関色温度   以下

演色性評価数     以下

照度   以下

透過率       

露光時間            手動   自動調整

総画素数                            

輝線迷光             

   分解能 露光時間     未満            以上       自動切替 

                   長約      

対応                                   使用      

                    画像    

動作温湿度範囲         相対湿度    以下  結露     

原産国 日本


