
型式 発光面（長さ） 発光色 冷却方式 用途例

1
ＩＤＢＢ
　－ＬＳＲ●●●●Ｗ

２００～３０００ｍｍ 白 自然空冷

2
ＩＤＢＢ
　－ＬＳＲ●●●●Ｒ

２００～３０００ｍｍ 赤 自然空冷

3
ＩＤＢＢ
　－ＬＳＲ●●●●Ｂ

２００～３０００ｍｍ 青 自然空冷

4
ＩＤＢＢ
　－ＬＳＲ●●●●ＷーＳ

２００～３０００ｍｍ 白 自然空冷

5
ＩＤＢＢ
　－ＬＳＲ●●●●Ｒ－Ｓ

２００～３０００ｍｍ 赤 自然空冷

6
ＩＤＢＢ
　－ＬＳＲ●●●●Ｂ－Ｓ

２００～３０００ｍｍ 青 自然空冷

7
ＩＤＢＢ
　－ＬＳＲ●●●●ＩＲ
　－８６０－Ｓ

２００～３０００ｍｍ 赤外 自然空冷

１－１ ＬＬＲＧＷ
１００～１５００ｍｍ
（５０００ｍｍまで対応
可能）

白赤青ほか（赤外も対応可
能）

水冷
鋼板，ガラス，シート，金属表面，エッジ，画像処理用，目視検査用，ライン
センサー用，高感度カメラ用，ハイスピード撮像

１－２ ＬＬＲＧＣ
１００～１５００ｍｍ
（５０００ｍｍまで対応
可能）

白赤青ほか ファン冷却
鋼板，ガラス，シート，金属表面，エッジ，画像処理用，目視検査用，ライン
センサー用，高感度カメラ用，ハイスピード撮像

１－３ ＬＬＲ １００～３０００ｍｍ
白赤青ほか（赤外も対応可
能）

ファン冷却
鋼板，ガラス，シート，金属表面，エッジ，画像処理用，目視検査用，ライン
センサー用

１－４ ＬＬＲＨ
１００～１０００ｍｍ
（３０００ｍｍまで対応
可能）

白 自然放熱
クリーンルーム，医療器具，医療用シート，食品包装，食品容器，衛生用品，
ラインセンサ用光源，目視検査用光源，画像処理用光源

１－５ ＬＬＲＶＣ（旧ＬＬＲＶ）
発光面長さは不明
（長さ寸法は１５０～３
０５０ｍｍ）

白赤青ほか（赤外も対応可
能）

自然放熱
鋼板，ガラス，シート，金属表面，エッジ，画像処理用，目視検査用，ライン
センサー用

１－６ ＬＬＲＪ １００～３０００ｍｍ 白赤青ほか 自然放熱
鋼板，ガラス，シート，金属表面，エッジ，画像処理用，目視検査用，ライン
センサー用

１－７ ＬＬＲＲＣ
１００～４００ｍｍ（３
０００ｍｍまで対応可
能）

白赤青ほか（赤外も対応可
能）

ファン冷却 ラインセンサ，高感度カメラ，ハイスピード撮像

１－８ ＬＬＲＧ－ＲＧＢ
発光面長さは不明
（長さ寸法は２２０ｍ
ｍ）

白赤青ほか ファン冷却
鋼板，ガラス，シート，金属表面，エッジ，画像処理用，目視検査用，ライン
センサー用，エリアセンサー用

１－９ ＬＬＲＡ
発光面長さは不明
（長さ寸法は１３８～５
３８ｍｍ）

白赤青ほか ファン冷却
金属シャフト，鋳造品，鋼板，ガラス，シート，金属表面，エッジ，画像処理
用，目視検査用，ラインセンサー用

２－１ ＳＰＸ－ＴＡ２００ ２４０～３９６０ｍｍ 白 自然空冷 不明

２－２ ＳＰＸ－Ｔａ family １２０～４２００ｍｍ 白（赤外も対応可能） 自然冷却or強制冷却 不明

２－３ ＳＰＸ－ｉＴ
発光面長さは不明
（単一長さ）

白赤青ほか 不明 不明

２－４ ＳＰＸ－ＳＬＩＭ
発光面長さは不明
（単一長さ）

白赤青ほか 不明 不明

３－１ ＫＤＰＢ２ １００～３０００ｍｍ 白赤青ほか 不明 画像処理用

３－２ ＫＤＰＬ３ １００～３０００ｍｍ 白赤青ほか 自然空冷 画像処理用

３－３ ＫＤＤＬ３
１００～２４００ｍｍ
（３０００ｍｍまで対応
可能）

白赤青ほか 不明 画像処理用

4 ＭＬＮＣ １００～３００ｍｍ 白赤 不明 不明

5 ＰＤＬ １００～５００ｍｍ 白 自然空冷orファン空冷 画像検査用

６－１ ＬＰＭＲ ２００～６００ｍｍ 白 空冷 ラインセンサー用

６－２ ＬＰＣＦ ２００～７００ｍｍ 白 空冷 ラインセンサー用

６－３ ＬＰＳＤ ３００ｍｍ 白 空冷 ラインセンサー用

６－４ ＬＣＳＦ

７－１ ＷＳＨ １００～１８００ｍｍ 白赤青赤外ほか 自然空冷 ラインセンサーカメラ用

７－２ ＷＴＡ １００～２０００ｍｍ 白赤青赤外ほか 自然空冷 ラインセンサーカメラ用

（別紙）
競合品（被告主張）一覧表

被告各製品

アイ・テックシステム社製品

レボックス社製品

京都電機器社製品

ＭＯＲＩＴＥＸ社製品

表面キズ・異物・汚れ・ムラ検査，
プリント基板のパターン・キズ検査

近藤製作所社製品

ＳＨＩＭＡＴＥＣ社製品

開発中

日進電子工業社製品



8 ＵＨＰＬ１ ２４０～１６８０ｍｍ 白 不明 不明

９－１ ＳＫＬＣ １７６～１９３９ｍｍ 白 不明 縦方向の欠陥検査

９－２ ＳＫＬＢ ２４０～２４００ｍｍ 白 不明 ラインセンサカメラ用

９－３ ＳＫＬ－ＵＶ ４３２～８６４ｍｍ 紫外 自然空冷 ラインカメラ用

９－４ ＳＰ５００／ＳＬ０８５ 検査装置組込専用モデル 白赤赤外 自然空冷 無地素材検査専用

１０－１ ＨＤＬＡ ２００～３０００ｍｍ 白青アンバー赤外ほか 自然空冷 ラインセンサーカメラの補助照明

１０－２ カスタムメイド カスタムメイド カスタムメイド 水冷
ラインセンサー用検査機，高機能フィルム・金属箔・シート検査，スマート
フォン・薄型テレビ用ガラス検査

11 ＧＬＢ
２１６～２３７６ｍｍ
（３９９６ｍｍまで対応
可能）

白（赤青も対応可能） 自然空冷 各種検査

ＬＮＬＰ
１００～１０００ｍｍ
（３０００ｍｍまで対応
可能）

白（赤青赤外も対応可能） 自然空冷 外観検査，キズ・打痕検査，異物検査等

ＬＮＳＰ２
１００～１０００ｍｍ
（３０００ｍｍまで対応
可能）

白（赤青赤外も対応可能） 自然空冷 外観検査，キズ検査，異物検査等

ＬＮＳＰ
１００～１０００ｍｍ
（３０００ｍｍまで対応
可能）

白（赤青赤外も対応可能） 自然空冷 外観検査，スクラッチ検査，貼り合わせ検査等

ＬＮＳＰ－ＦＮ
１００～１５００ｍｍ
（３０００ｍｍまで対応
可能）

白（赤青赤外も対応可能） ファン空冷 外観検査，スクラッチ検査，貼り合わせ検査等

ＬＮ ６０，２００ｍｍ 白赤青ほか 自然空冷 外観検査，欠陥検査等

ＬＮ－ＨＫ ６０，２００ｍｍ 白 不明 外観検査，欠陥検査等

ＬＮＳＤ １００～３０００ｍｍ 白赤青（赤外も対応可能） 不明 フィッシュアイ・キズ・打痕検査，異物検査，汚れ検査等

ＬＮＤ２ １０１～１２０３ｍｍ 白赤（青赤外も対応可能） 不明 キズ・打痕検査，異物検査等

ＨＬＮＤ １００～２７００ｍｍ 白赤（青赤外も対応可能） 不明 異物検査，汚れ検査等

ＬＴ １００～１８００ｍｍ 白（赤青赤外も対応可能） 不明 フィッシュアイ検査，スクラッチ検査等

ＬＮＶ ３０１ｍｍ 白赤青ほか 不明 欠陥検査，汚れ検査等

ＬＮＤＧ ３００～３０００ｍｍ 白（赤青赤外も対応可能） 不明 縦シワ・縦スジ検査，折れ・凹凸検査，流れ方向のキズ検査等

ＬＮＩＳ２ １００～１０００ｍｍ 白（赤青赤外も対応可能） 不明 ストリーク検査，スクラッチ検査，流れ方向のキズ検査等

ＬＮＩＳ １００～１０００ｍｍ 白（赤青赤外も対応可能） 不明 ストリーク検査，スクラッチ検査，流れ方向のキズ検査等

ＬＮＩＳ－ＦＮ １００～１５００ｍｍ 白（赤青赤外も対応可能） ファン空冷 ストリーク検査，スクラッチ検査，流れ方向のキズ検査等

シバサキ社製品

ＨＡＹＡＳＨＩ－ＲＥＰＩＣ社製品

電通産業社製品

原告各製品

12

ユーテクノロジー社製品


