
8.照 明 球 お よ び 器 具

uGHTJNG TUBES AND F]XTURES

35年を上回る設備投資,技術革新の波にのり,一段と販路の拡充

が行われたため,日立照明製品は質量ともに格段の躍進を示した｡

新しく開発された光 としては,従来の複写機用水銀ランプに代

る投写機用蛍光ラソプがあり,その経済性は事務能率化への大きな

推進力となっている｡35年に新製品として出された110W高出力

蛍光灯は急激な躍進を示し国内一の納入実績を誇っている｡水銀ラ

ソプでは200W扱が増強されて,街路照明などに大きな 与をして

いる｡また殺菌ランプでは4W,6Wの品種増強を行い,各種環境

衛生枚掛こ取り付けられて,環境衛生の改善に役だっている｡

トラソジスタを使用した蛍光灯点灯装置は35年に引き続き需要

の増加を示しているが,新たに騒音のない逆接続防1L装置付の改善

を行い好評を博している｡

調光装置もユニット形に改善して操作,保守を容易にすることに

より好評を得ている｡

日立光導電セルは屋外灯そのほかの自動点滅器の受光部として活

躍してきたが,今度は自動車前照灯の自動切替装置としてトラソジ

スタを使用した 源に組員合わされて初登場,今後の日動事業界に

貢献するものである｡

新い､照明の分野として投光照明が注目されているが,この技術

を応用して皇太子御成婿記念の皇居前大噴水の照明が施された｡

家庭用照明器具では,リングライトを主軸にカクテルリングライ

ト,折たたみ式スタソドなど各種新製品が追加されたが,好評のル

ミパネルを使用した,ルミュニットを他社に先んじて世に送り出し

た｡新しいJISに準拠した蛍光灯明視スタソドも他社に先がけて完

成した｡

照明と最も関係の深い配線器

具については家庭用の各種を開

発してきたが今度工 用の新器

種が戦列に加わり,今後の躍進

が期待される｡

8.1光 源

臥】･1蛍光ランプ類の

新品種

リングライトとして従来の

20,30Wに追加して40Wを完

成した｡また,最近蛍光ランプ

による複写機の需要が急増して

いるが,これに応ずるため使用

する感光紙に従って,3,700Åぉ

よび4,200Aに,エネルギー分布

のピークがある2種類の複写機

用蛍光ランプを完成したり

ランプ寸法は,普通の20W蛍

光ラソプと同一で,入力電力は

30Wである｡

衛生環境を改善するために使

用する殺菌ラソプとして,従来

10,15Wを発売していたが今臥

これに追加して4,6Wの小形

品を完成した｡これは,家庭用

第1図 リングライト20,30,40ワット

第2図 500Wおよび700Wバラスト レス蛍光水銀ランプ

第3図 左上 ルミュニット845形(20W4灯用直付形蛍光照明器具二､
左~ト ルミュ･ニット242形(20W4灯用直什形蛍光照明器具一
石上 ルミュニット424形(20W2灯用直付形蛍光照明器具･
右~ト ル■ミュニット243形(20W4灯用直付形蛍光照明器具)
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第4囲 左上

左下

右

ムーンライトK形(折たたみ式蛍光灯スタソド)

ムーンライトHl形(折たたみ式蛍光灯スタソド)

ヵクテルリングライトK313形(吊下式蛍光照明器具)

で手軽に使用できる殺菌装置など,各種の応用製品に用いられ･発

売されている｡

8.】.2 水銀ランプの新品種

水銀ランプの需要増加はまことに著い､ものがあるが,新しく追

加された品種として,200W,250Wの一般形･蛍光形･反射形･

蛍光反射形がある｡

35年度に発表したバラストレス蛍光水銀ランプ500Wは,その

簡便性から,各方面より非常な好評を博しているが･今回,新しく

700Wの一般形(BH-700)および反射形(BHR-700)を発売した○

8.2 照 明 器 具

8.2.1家庭用照明器具

(1)ルミュニット

新しい材料と近代感覚を取り入れた目立ルミュニットは,従来の

家庭用照明器具の形を破った20W4灯用･3灯用･2灯用の画期

的な多灯器具で,ルミパネルをとおした拡散光線は,器具のデザイ

ンとともに,豪華な照明効果をもたらすことができる｡器種は,普

及形3著洋種を含め,8器種に及んでいる｡

(2)カクテルリングライト

従来のリングライトの特長を生かしながら,こかに電球の光を調

和させて演色性の改善と光東の増加を車ルーた器具で,他祉i■こ例がな

∴太陽光線に近い明るい光ほ,-･般家庭はもとより,fE鼠すし

鼠旅館,飲食店などの構色件を尊ぶとこ7-)に剛､られ好評を博し

ている｡

(3)蛍光灯スタント

折たたみの新機構を取り入れたムーンライトK形,ムーンライト

Hl形が開発されたが,特に,ムーンライトHl形は,10Wの蛍光

ランプで15Wの明るさが得られる高照度形で,プラスチックの笠

を使用しているため,折たたむとブラナ､ソトとして使用することも

できるものである｡

8.2.2 エ事用照明器具

工事用照明器具に舞5図で示すような,逆三角形白色塗装の露出

形直付40Wl灯,2灯の新品種が加えられた｡これらは,共通し

た形状をもち,そのシンプルなデザインと相まって取付が容易で,

特に工場,

いる｡

務所,商店街アーケードなどの広範囲な用途に適して

8.2.3 水銀灯器具

(1)新形投光器の完成

投光器に第d図で示すような,新形MT43,MTlO3およぴMT

44が加えらナlた｡

第5図 上 NM4106(40Wl灯用露出形直付蛍光照明器具)

~卜 NM4206(40W2灯用露FJi形直付蛍光照明器具)

第6図
上 MT43し3UO,400W水銀ランプ用

投光器)

右上MTlO3(700,1,000W水銀ラソプ用

投光器)

右 MT44(300,400W水銀ランプ用

普及形投光器)

第7閲

MRF-42+ML42

(300,400W反射形水銀ランプ用

ガード付ホルダー)

MT43,103は,それぞれ300,400W水銀ランプ用および700,

1,000W水銀ランプ川の高効率形で,特にランプ交換のための後部

開閉機借としてスライドバー方式を取り入れたことと僻仰目盛板防

水機構に独特な構造を取り入れてある｡また,MT44は普及形300･

400W水銀ランプ用で,軽量で取り扱いが簡単である｡

(2)昆外川反射形水鋭ラソプホルダ

反射形水銀ラソプ300,400W用で,ランプ口金部は,独特なツ

リコソ/ミッキソグを使用した完全防水構造で,フードおよぴガード

は鋼板プレス方式を取り入れ,軽量でシンプルなデザインであり･

取り扱いがきわめて簡単な特長を有するものである｡

8.2.4 調 光 装 置

劇場,映画館,会 重などの白熱灯,蛍光灯調光装置はすでに昭
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ット 式 調 光 装 置第8図 ユ

和32年より蓮如占化し仁各所に納入してきたが,装躍が大形化L,場

所によっては使用しにくい点が思った｡

35年度に開発Lたユニット式調光機は,弟8図に示すように白熱

灯は2kW川,敏光畑はFLR-40×40灯川を1ユニットとし,各ユ

ニットにはモータむ取り付け,個々に遠方操作ができ組み立てある

いはユニットの交換はきわめて容左抽二なっている｡

木装躍ほ,すでにNHK技術研究所などに納入し好評引専して

いる｡

8･2･5トランジスタ蛍光灯

トランジスりンバータによる~l両端24V川蛍光灯点灯装償照そ

の後量産化の段隙こはいり,国鉄およびバス会社などに多数納入し/

たJ約1隼irこわたる使用結果より,位川射′卜がいっそう明確になリ

効率ならびに伝糖度の∴■よで改良された 附こすることができた｡ま

た,ノ～呈灯周波数は今まで約7･5kcを使用していたが,約14kcにあ

げ･発生騒音を皆無にした〇また取扱上の問題として,

にセレン整

源に直列

ことにより,誤接続による事故を防ぐ

ようにした0弟9図ほ･以上の改良を施した国鉄納入の新しいリン

グライト形トランジスタ蛍光灯である｡

8･2･d 光導電セルの応用

さきにCdSセルを利用L15Aの負荷な開閉するF･一助･∴滅器SR-

115を 品化したが,続いてSR-116を尤成L.たし.木器はSR-115

を小形化したもので,相生は同一である(第一0図)｡また,CdS七′L

を受光体とした自動車前照灯月戯切替装置を製品化した｡これは,

対向車の前照灯を受光し,トランジスタで増幅したのち作中の前照

灯をリレーによって主灯から副灯に切り替えるもので,この方而に

おける今後の活用が大いに期待されるものである｡

そのほか,バーナの自動点火確認装苗,200n-の距離まで検知で

きる盗難防止器を完成Lた｡

8･3 照 明 施 設

8･3･1特殊器具の開発

皇太子殿下のご結婚を記念して,36年川10日,皇居前頑｣山余

門地区に,大噴水塔が建設された｡

日立製作所は,電気機械の総設備を納入L,その一環である噴水

照明装置も製作した｡

照明装置は,池の･~巨矢部の主噴水に,400W揖光高圧水銀灯×12

灯･両側の副噴水に′300Wx8灯ずつが使われた｡

水盤内の水銀灯からの光は,着色フィルタをとおLてジェットり･モ

水を,黄,線色に照L,夜の景観を一段と〕三しくしている｡

8･3･2 光天井照明

ルミノ＼ネルむ仙川した光人ル照抑よ,こJLまで多くの成果な収

め,甘地において好評キいただいているカ･こ,さらに新Lくェンル

スルミパネルの完成をみた｡
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第朋巻 第1号

第10図 靂]動点滅器SR-116使川状況

(ポールのはば中央にある小門筒状のもの)

第11国 鳥侶前ノこ噴水塔の照明(夜景)
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節13図 帝都高速度交通営【凱中野坂上≠の

110W高出力敏光灯による照明

909mmx3,636mmエンドレスルミパネルの連続配跡こよる光夫

胴ま,従来に比べ,透光板支持金粋が少なく,単純化される

築に調和した Lい施設とすることができる｡

8.3.3100W高出力蛍光灯

照明設備の合理化の目的で,器具の人形化を計った11()W 高出

力猷光灯が開発され,二Ⅰ~二場や駅舎などの照明に使われている｡

110W高出プJ蛍光灯を但別に連続的り付けたラインライテンダほ

均一･高昭度が安仙に得られるので,今後,大いに活用されることが

見込まれている｡

8.4 配 線 器

8.4.1露出配線器具

代の具器線慨霜

具

るコンセントやスイッチは,従

九形であったが,第14図のように角形で斬新なデザインのコン∴ヒ

ソトとスイッチを製品化した｡従来,スイッチのツマミは,棒のよう

な形状で突出していたが,l¥!のように波動形にLて,カバーの表面か

!㌧いすかナl-1る程度にし,全体の高さむ低くした｡また,開閉酢倒木

在来黄銅と併存銅のしゅう助接触でふ)〕たカ1角形ストソナには銀

接点む便珊し,技触祇机を少なくして長寿命にしている､.､このは′1､

に,こ二=.らとデザイン,機偶の類似した2連1トノナ,ストソナ什

コンセント,ダブルコンセントむ弘一†I∫Ⅰ化し17こ｡

8.4.2 理込配線器具

縦線器具の占占質向上が要望さJLている折かト.埋込二Jン∴セント,

埋込ダブルコンセントの刃受は,接触 実な両面接触とL,接触部

のi■揖斐上昇を~卜げ,定格電流~を15Aとした｡規込トグルスイッチ

ほ速断機構で,接点には銀接点を便川しているため,接点の温度上

昇が少なく,寿命が Cるてつな

ノ
.
＼ これらの,哩込器具以外に,

込連淵スイッチ,コ:ン∴七∵ント,プレートなどの連用器具関係→式を

製品化した｡

第14図 角形コンセント,角形スイッチ

第15図 埋込ダブルコン㌧セント,埋込トグルスイッチ

第16岡

8.4.3 信 号 器

弟lる図のような優

エ
ー ジ ック

ベ ル
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具

なミュージックベルを製品化した(-,これは,

従米のブザーと=異なり,押ボタンを押すと乾電池を

クがl叶転して,

源とLたモー

しい音色のオルゴールが鳴るようになっている｡




