輝度配光特性測定装置
C9920-11

発 光デバイスの 輝度 、および発 光 角 度 分 布を計 測

発光角度ごとの輝度、発光スペクトル、色度座標などの測定が可能
輝度配光特性測定装置 C9920-11は、有機ELや無機ELなどの発
光デバイスの発光輝度、
スペクトル、およびそれらの発光角度分布をエ
レクトロルミネッセンス法により測定する装置です。
発光デバイスをサンプルホルダにセットして定電流電源より電流／
電圧を供給し発光させます。この発光を専用光学系、
ファイバを通して
検出器で測定します。検出器には分光器とマルチチャンネルの裏面入
射型冷却CCD検出器を用いているため、分光スペクトルを瞬時に高精
度で測定することができます。
サンプルホルダは、回転ステージ上にセットされているためサンプル
をステップごとに回転させながら同様の測定をすることができます。

その結果、発光デバイスの発光角度ごとにデータが取得でき、発光角
度分布を測定することも可能です。
ソフトウエアからは、定電流電源に対する最小電流／電圧値、最高電
流／電圧値、ステップ電流／電圧値の設定、測定角度範囲、測定最小
ステップ角度などが設定でき、測定はすべて自動的に行われます。測定
された結果は、
ポーラプロットによる発光角度分布、電流密度（または
電圧）-輝度や発光スペクトル、色度などのグラフ表示が可能で、
ランバ
ーシアン仮定による外部量子効率を計算できるだけでなく、発光角度
分布による補正も行えます。

発光角度ごとの輝度、発光スペクトル、色度座標などの
測定が可能
回転ステージをコントロールしながら設定した角度ご

C9920-11 システム構成例

との輝度、発光スペクトル、色度座標の測定が可能です。

光学系 輝度計測用 A10119-01

回転ステージ、定電流電源のコントロール、各電流（電圧）

サンプルホルダ EL輝度測定用（pinタイプ）
A9924-03

ステップにおけるスペクトルの瞬時計測、ポーラプロット

ファイバ
プローブ

をはじめとする様々なグラフ形式での測定結果表示が可
能です。

PMA-12 マルチチャンネル分光器
C10027-01

自動回転ステージ
配光分布計測用
A10120-01

基本ソフトウエア
発光効率測定用
U6039-06

2400 定電流電源
C13697-01
回転ステージ
コントローラ

データ解析装置 ノート型
C13783-01

DS102

特 長
発光角度ごとの輝度、発光スペクトル、色度座標の測定が可能
ソフトウエアから定電流電源のコントロールが可能
設定した角度、注入電流（印加電圧）ステップごとに瞬時にスペクトル測定が可能
電子冷却された高性能裏面入射型冷却CCDにより、超高感度測定が可能
専用ソフトウエアによる簡単な設定、計測、結果表示
測定後、ポーラプロットによる発光角度表示、電流/電流密度/電圧-スペクトル、電流/電流密度/電圧-エネルギ-変換効率、
電流/電流密度/電圧-色度座標など様々なグラフに変換可能
検出器や解析装置など共用構成品が多いため、絶対PL量子収率測定装置・外部量子効率測定への拡張が容易

仕 様
回転ステージ

最小設定角度１ °

測定角度範囲

0 °〜 ＋80 °、−80 °〜 ＋80 °

最小設定ステップ

1°

分解能

0.1 °以下

検出器

裏面入射型冷却CCD

冷却温度

−15 ℃

受光素子チャンネル数

1024 ch

測定波長範囲

380 nm〜780 nm（検出器単体：200 nm〜950 nm）

ファイバ

1.5 m

測定スポットサイズ

200 μm

測定輝度範囲

10 cd/m2〜10 000 cd/m2

標準構成
オプション

専用の解析ソフトウエアの採用により、
簡便な操作性を実現。
輝度配光特性測定ソフトウエア

輝度配光分布特性測定ソフトウエアにより、Windows上での計測が可能です。
配光分布測定と電流効率測定の2つの測定モードを選択できます。

■ 測定結果表示画面
配光分布測定時の基本画面です。
表示画面左上のウインドウでは、測定角度
範囲や測定角度ステップのほか、最小電流／
電圧値、最大電流／電圧値、ステップ電流／
電圧値などが設定できます。
表示画面左下のウインドウは、測定生デー
タを示しています。サンプルのモニタ測定、計
測中のデータなどを表示します。
表示画面右側の図では、様々なグラフ表示
を行えます。配光分布を示すポーラプロットを
はじめ指定したグラフを画面上に表示するこ
とができます。

電流効率測定時の基本画面です。
配光分布測定結果から求められた全光束
補正値を使い、発光効率の補正も可能です。

サンプル提供：山形大学

グラフ表示

様々なグラフ形式で、測定結果の表示が可能です。

電流密度／輝度（cd/m2)

電流密度／ランバーシアン仮定での外部量子効率（配光分布による補正可）

電流密度／電力効率（lm/W)

電流密度／電圧

電流密度／電流効率（cd/A)

時間／発光スペクトル

電流密度／色度座標（x,y)

時間／電流（電圧）

※電流密度の代わりに電圧でも表示することができます。

電流密度／発光スペクトル
時間／色度座標（x,y)

城戸研究室

様

オプション部品や構成品の追加により、
多岐にわたる測定対象に対応。
オプション
サンプルホルダ EL輝度測定用（pinタイプ）
A9924-03

試料の脱着の容易なプローブPinタイプのサンプル
ホルダです。お客様の試料に合わせてカスタマイズ
可能です。

外形寸法図

（単位：mm）

270.5

● 光学系 輝度計測用 A10119-01

340

関連
関連製品

540

C9920シリーズは、共有構成品も多く簡単に下記製品への拡張が可能です。

絶対PL量子収率測定装置 C9920-02,-02G,-03,-03G

外部量子効率測定装置 C9920-12

フォトルミネッセンス法により発光材料などの発光量子収率の絶
対値を測定。

積分球を用い、発光角度分布特性に依存することなく精度の高
い発光効率測定が可能。

絶対PL量子収率測定装置 C9920-02,-02G,-03,-03Gは、フォトル
ミネッセンス法により発光材料の発光量子収率の絶対値を測定します。
分光器を用いることにより、さまざまな波長での励起が可能です。各種
サンプルホルダも用意しておりますので、薄膜だけでなく溶液や粉体の
測定にも対応します。

外部量子効率測定装置 C9920-12は、発光デバイスを電流（電圧）励起
し、発光するフォトン数を計測することで測定サンプルの外部量子効率を測
定する装置です。デバイス内の発光層やガラス基板による吸収、反射ミラー
など効率に関係する要素も含め、注入した電流に対して外部へ発光する効
率を測定することが可能です。

C9920-02G、-03G システム 構成例
キセノン光源用
電源

キセノン光源
C9920用入力光学系付 CW
L10092

PMA-12 マルチチャンネル分光器
C10027-01

基本ソフトウエア
量子収率測定用
U6039-05

ファイバ
プローブ

データ解析装置
ノート型
C13783-01

積分球アダプタ
PL励起用
A10093

分光器
(自動制御電動)
A10080-02

C9920-12 システム 構成例
ハロゲン光源
L6758-21J
積分球アダプタ
（EL自己吸収率補正用）
A10393

基本ソフトウエア
発光効率測定用
U6039-06

積分球ユニット
3.3インチ
A10094

ファイバ
プローブ
ライトガイド
励起光用
A10079-01

積分球ユニット
3.3インチ
A10094

PMA-12
マルチチャンネル分光器

データ解析装置 ノート型
C13783-01
サンプルホルダ
EL外部量子効率測定用
（pinタイプ）
A9924-04

治具 PL溶液計測用
A10104-01

標準構成
オプション

PL/EL計測用プラグ
A10612-01

サンプルホルダ PL測定用
A9924-01

遮光アダプタ
EL外部量子効率測定用
A9829

標準構成
オプション

2400 定電流電源
C13697-01

Windowsは米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
その他の記載商品名、ソフト名等は該当商品製造会社の商標または登録商標です。
※本カタログの記載内容は2018年5月現在のものです。 本内容は改良のため予告なく変更する場合があります。
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