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11.照 明 球 お よ び 器 具
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34年度においても口立製作所の照明製品ほいっそうの充実が岡ら

れた｡

光源の 製品としては超高圧水鋏ランプ,キセノンランプなど特

殊用途向のもののほか,反射形針先ランプ,小形水銀ランプ,反射

形カラーランプなどが追加された｡

水銀灯の普及はとくに甘党ましく,こJしにこたえるため香椎の照

明祁具が完成し,ポールrl~】の小形安定署詰も■抑制こ送られた｡これに

呼はして主として道路灯の甘動点 †11の光電式t∫1動点滅拒も莞滅し

た｡柑こその:i三安部品である CdSセルほその梢牲において画期的

なもので,広い応用範仰こおける発展が大いに期待されている｡.

家庭ノt-J蛍光灯としてとくにリングライトを主力とした器具が行櫨

完成され,漸新なデザインをもって愛好されつつある｡

ルミパネルほ前年に引つづき,いよいよ多くの顕著な実績を納め

たが,新しくカラールミパネルが完成しいっそう好評を得ている｡

ILO.1回転式口金のつし､た日立反射形蛍光ランプ

従 の狼光ランプに反射膜を内蔵し,光を反射させて集光照別の

得F)れる新形猷光ランプが完成した｡

木製品は優秀な反射膜を有し,約2侶の圃下光度が得られるから

反射かさ什器具を使用する必要がなく,またじんあい付前によるノ∴-二

灯申の光度低下も一般形に比L.非常に少ないので,人変経済的であ

る.｡しかも直角な方向にい一腰回能な何転ベースを使用しているから

任意な角度を選択できて,十分な照明効果を発揮できる隼r.宇長を有し

ている｡寸法および電気的梢昭ほ普通の頃光ランプと同一であって,

従来の器具にそのまま点灯できるから使利である｡

以上のような特長を有しているのでそのm途は広く,おもにショ

ーウインド,精密作業,デパート,抑予i,事苛軌り子などの1矧憤度の王1てて

別川,あるいほ~r二域,駅柄几 街路粧列などじんあいの多い場所Ⅵ

酢刷†】として使丁IJされている._.

】l.0.2 超高圧水銀ランプ

水銀の紫外および可視域におけるスペクトル梢仲をれL,手'話柄りな

~一打能率の点光源である超高任水銀ランプ1,0()OWを製品化した｡

水銀蒸気席と発光効率との関係は,よく知られているように圧力

の増加につれて増す.= 高圧水鋲ランプの水銀蒸気圧ほ約80三くび1ミを

ラJ二し,Lかも非常に小形であるため.コンパクトな高=~ノ｣ランプと

してすぐれているl-.(第3図)ランプ持件としてほ,ランプ電力り冊)

W,ランプ電圧90nV,ランプ電流1.nA,仝光来約70,000Jmが

主要値であるが,蒸気丑と電流密度の~■高し､こと亡上,放射線スペクト

であり,1気圧程度の水銀ランプなどに比べ

新色性が良くなっている｡/払訂県木銀ランプほt肝状の糾い伴な利

川したものであり,水銀相見1ミが1`～iいため,ランゾを点灯するには

安定器のはかに空冷架間せ要する.=･=途としては,サーチライト肌

り汀百計川,マイクロフィルム.i克み,仙弓光1‖廿光源など多プ川iにわた

′,ている｡-､

Il.0.3 キセノンランプ

太陽光に最も兄い分光分布をもつ人工光源であるキセノンランプ

50〔IW九形-ⅩL-5nOを矧1日ヒした-Jキセノンガス牒亮一丑山こ封入し′

たキセノンランプの分光エネルギー分イl~iほ,紫外線から可視光線.†ゴ

よび赤外線領域にわたり強い連続スペクトルをホし 特に-=†祝光の

分光分イIlは太陽光のそJL･に最も頬似lノていろ卜, ｢変･､しり洞

ても分光分イIJが変らない`｡さらに点光源で効率および働鳩甘凄く,

瞬時点灯ができ,ノ.1灯後ただちにノ友定する饗封ミなもっているので次
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第1図 反射形蛍光 ラ ン プ(40W)

第21巽1反射形蛍光 ラ ソ プ(20W)

第3図 超高圧水銀ランプ

等_滋薩酔

1!‡4F叉1キセノンランフ

のようなノムい用途が腐る｡

脚軒1色光源,棋色試験用,肥羊美験J廿 天然色映画撮影および

映′榊J,投光および撲照灯川,赤外緑通信用の苓光源ならびに紫

外線光泌′等々.二∴なお､第4図ほその`ケ真であるLl

キセノンランプを点灯するにほ,起動器と安定拷詩を使用するL〕交

流11)()Ⅴを電源とし,起動絹で高周波高電丑せ牒牲してランプを点

灯させ,安定器で点幻~を緋指させるようになっているr▲

1l.0.4 家庭用蛍光灯器具新器種出そろう

リングライトを佐川したつり下船共は発売以来非常に好評を得て

きたれ さらに変化に富んだ1灯川およぴ2灯川の所帯種ガ多数加

わ/)た-7 なかでもリングライト33形と39形ほ,今までと異なったボ

ンポリ形の純和風語注i~㌔とLてi-iミHされており,ことに1灯川の:う3形

左し二:リングライト33形

左~F:リングライトSA形

右上:スターラ†卜12形

右卜:6Wスタソド3形

第5岡 荊J｢≠家庭室川i拉光 灯筈琵具
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ではかさほ好みに応じて上下転倒して2様に使いわけられる｡これ

らの新器瞳にはいずれも保安球が付属し,リングライト32形以外ほ

グロースタータとプルスイッチが併用されているので,プルスイッ

チを点灯状態にしておけば壁に振付けたタンブラスイッチで点滅す

ることができる便利な器具である｡

リングライトSA形はリングライト用スタンドとして最初に発売

されたものであるが,明快な近代的デザインほ,和紙をラミネート

したプラスチック のかさを透した柔かな光と相まって,応接室や

に豪華な照明効果をそえるものである｡

巾:管を使用した器具もつり~ド器具に普及形のスターライト12ノ玖

サンライトF3形をほじめ,グロースタータとプルスイッチ俳‖l式

など,いずれも保安球付の4器種が加わり,10Wスタンドのムー

ンライト1形,3形あるいは保安球付のムーソライトZ3形,A形

などとともに多彩な新製品が=そろった｡

なお,6Wの小形管を使用し.た6Wスタンドほ2形,3形ともに

落付きのあるしゃれたデザインの和風祁具で,侵室のマスコットと

して愛用されるほか,玄関や廊下,あるいほ居間のアクセサリとし

て重宝である｡これらの器具ほ,壁掛用のブラケットとしても快打1

できるように設計されているので利用範囲が広い｡

11.0,5 カラールミパネルの完成

｢_l立ルミパネルは発売以来画期的な好評を得て,大ビルディソグ

から住宅にいたるまで,多数の実箭を納めているが,34年度にいた

っていっそうデラックス化したカラーパネルの完成をみた｡

ピンク,ブルー,イエローの3種があり,いずれも淡く快よい色

調を備えており,従 のil色ルミパネルと組み介わせて,天非の色

彩のかもし目すふんい気を楽しむ快適な照明が簡単に得られる｡

3色ともそれぞれの色の分光成分をわずかに強調したもので,効

率i･まほとんど低下することなく優美な色調をうることに成功したも

ので,耐候性や耐題色件も白色ルミパネルと同様にきわめてて;■古く,

したがって広い用 を備えたものである｡

各色の組合わせにより光天井に一美しいパタソをえがく ことがで

き,ビルの入口,ホテルのロビー,商店のショーウイソドや売場,

の照明に好適である｡

】l.0.d 各種高圧水銀灯器具

すでに高圧水銀ランプおよび安定昔話を開発してきたが,続いて苓

積水銀灯器具を完成し,需要に応ずる体勢をととのえた｡おもなる

製品ほ次のとおりである｡

(1)反射かさ(MK形)

主として工場洒封粥川として使用される大きさ 300,400W川と,

700,1,000W用の2種があり,反射面の材料から鉄板製ホーロー

引とアルミ電解研摩仕上げがある｡両者とも独特の設計によって

船具効率高く,すぐれた配光梢昭を有している｡

(2)街路灯帯具(MG形)

MG401～407の7穐を標準形として完成した｡全絡穫とも新し

いデザインで,特に放熱に留意し,防滴形で開｢1別にほ防虫網を

張り,乳白色ガラスが使用されている｡

(3)道路灯船具(MD形)

300,400W川MD41,42,43の3船種を標準形道路灯船具とし

て製品化した｡MD41,42は球形で,川途に応じて3橙のレンズ

により全万札 ニ方向,四力向の配光をうることができる｡

MD43ほ卵形で,配光は二方向であるが前者に比し帯具効率が

すぐれ,特にハイウェイ川として適している｡

(4)投光器(MT形)

壁面,広場,操作場などの投光照明に川いる3()0,4()nW用MT

41,42の2瞳投 器を製品化した｡

MT41は全密閉防水形で後部とびら開閉によってランプ交換
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評

第6図 高J上水銀灯川

術路灯器具

第42巻 第1号

第7図 高圧水銀灯用

道路灯器具

をする~■訂級形投光絹で,秋用ビーム形でほ最大光度25万Cdを射

している｡.

MT42ほ防滴形で前面ガラスわくをほずして,ランプを交換す

る--▲般形である√､両者とも広竹1ビーム形と狭f｢Jビーム形を備えて

いる(=

(5)安定器

30nW,4()OWポール川として円筒形安是都度莞成した｡この安

定据は材料の選沢と設計の合押化によって′ト形化されたもので,

何形に比し20～30%軽最である｡また庭園照明などのために100W

川をも製品化Lた｡

さらに街路灯など末端電圧の降~卜する電路用として300,400W

用の定電流形安定器を製品化した｡

11.0.7 自動点滅器

(硫化カド ウム光導電セルを利什=ノた自動点滅器)

交通の安仝,社会性の向上から最近道路旧札 街路照明が重視さ

れるようになってきたが,これらのランプを周囲の明るさに応じて

碓黒に点崩させる装置が望まれていた｡日立製作所でほ従来の光電

池,光電管受光掛こ代るものとして硫化カドミウムを用いた光導電

セルの研究を進旦＼よ諭命,高廿九 しかも分光感度が500m/′か

ら7()On叩の~-■J視仝城に広かる受光休と,これを利川した日動点滅

冊の結種化に成功した｡

点滅裾の内部備電ほ弟8図のとおりで,電濾電圧はA.C.100V

とL,鷹流イ｢,光導電セル,リレーコイルが再丁~亡列に入っているきわ

〟)て簡里な回路である､つ これらの部.汀-はプラスチックスのケースに

納められ防水膨としてあるし､

木紬よ小形楯罷で気候,湿度,振軌など周岡条件による影響が少

く,照度変化に一■瓜実に応勤し㌻つけ忘れ_1｢消し忘れ｣がないので人

件洪の節約になる特長をもっている｡

おもなる定烙ほ次のとおりである｡

第8図 自動点滅器
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第9同 名 古 屋 城 の 旧

11.0.8 名古屋城ほか各所の照明

開府350周年を記念して完成した名古屋城ほ昔の名城を円現した

独Ⅲの室内構遇を備えているが,全城日立蝋光闇≠闇具をもって照

明されている｡特殊な構造の照明器具は室内に調和し好評を博して

いる｡

池袋に増儲されて西武百貨店には合計10,000杖におよぷルミパネ

ルが納入されている｡

東京高 度交通営団丸の内新線が,新宿まで完成し,新宿駅ほか

各駅に多数の照明器具が納入された｡

構浜駅前に完成した相模鉄道会館ほ地下2肝㌔ 地上7椚のビルデ

ィングで全鮒高島屋の売場として使川されているが,高‖ソ｣60W択

光ランプ1,700本を三i三体とした,高いJ限度の t,多数の特

殊サイズのルミパネルも使用され,最も近代的な施設として韓日さ

れている｡
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第11図 地下 鉄 新 伯 駅 の 照 明 第12図 横浜 島 臣 の 照 明




