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・現状器具はそのままに、ランプと電源を交換
・ランプ交換のため重量は軽い

ランプが軽いため外灯ポールは交換ナシ
ランプが軽い為、天井リフレクター使用可能

・一体型に比較して価格が安い
・廃棄物（現状照明器具やポール等）が無く、工事も短時間で
済むため工事費用も低く抑えられる

・冷却FAN
・蛍光体基板デバイス

■水銀灯/ナトリウム灯 ■Retro Fit LED Lamp
（白色〜ナトリウムランプ発光色）

水銀灯/ナトリウム灯代替 Retro Fit LED Lamp Denka Confidential



ランプ交換

● Retro Fit LED Lampの場合

● 一般的LED灯具導入の場合

LED灯具 丸ごと交換要
⇒ 大がかりな工事が必要

灯具の大型化
ナトリウム灯は白色光になる

灯具毎交換

既存灯具をそのまま使い、
ランプと電源を交換
⇒ 工事が簡単で安価

既存水銀灯/ナトリウム灯

ナトリウム灯色も再現

廃 棄

Retro Fit LED Lamp 他社製品との比較 Denka Confidential
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１,世界初のナトリウムランプ発光色
2000Kの暖色光LED高出力照明
デバイス/ランプ 特許取得
（*5000K昼白色も有り）

特徴

２,LED特有のぎらつきや直進の

眩しさがない

・電球より暖かい光で、柔らかな
空間効果を演出(景観条例対応）

・霧,雪,ガス発生時にも視認効果確保(安全性対応）

４,専用設計冷却ファン内臓により、
冷却機能の効率化

・長寿命保証
・密閉器具にも設置可能

効果

３,ランプと電源のみ交換
現状器具をそのまま使用可
軽量＆、交換が容易

・ぎらつきや眩しさがない
・目にも優しい柔らかな光
・スポーツ施設にも最適

・デザインされた高価な灯具をそのまま使える
・短時間での工事が可能
・廃棄物も少なく、環境に優しい
・工事コスト削減効果も大

・照明が途切れた際の目の慣れさすさ（暗順応）

Retro Fit LED Lamp 特徴と効果 Denka Confidential



《技術検証結果（事務局記入欄）》

技術名称 Retro Fit LED Lamp（レトロフィットランプ）
提案者 ㈱シーエス ・ エイコーグループホールディングス㈱
技術の種類 ○ 連続照明 ○ 局部照明 ○ トンネル照明

技術概要
既存のHIDランプを照明器具はそのままにランプ交換で置き換えることができるLEDランプ
優しく且つ高出力発光対応に新規開発の擬似1コアLEDデバイスを搭載、特に高圧ナトリウムランプ代替用2000K
色温度域でも高発光効率を実現、発光色そのままに置き換えが可能。コンパクト化のため、高性能冷却FANシステ
ムにより高放熱性を確保。ランプの配光特性は道路灯フィット化対応可能。（ランバート～バッドウイング配光）

画像等

経済性の向上 ○
道路交通の安全
性向上への寄与 ○

評価点
• 既存のHID道路灯のLED化による電力使用量の低減が期待でき
る。

• 美装化柱などの既設のHIDデザイン照明灯のLED化が期待できる。

照明施設の安
全性の向上 ○ 環境親和性 ○

導入にあたって
の課題・改善点

• 既存のHID照明器具に内蔵した場合における性能指標の証明及
び品質確認方法の明確化が望まれる。メンテナンスの

効率化 ○
応用・展開可能
性 ◎

縦型タイプ

発光状態＠2000K

横型タイプ

道路灯設置

モノシャドウ

ランプ
交換

道路灯

高圧ナトリウムランプ
代替

国交省HP（令和2年度新たな道路照明に関する技術公募 有望な技術） Denka Confidential



令和2年度新たな道路照明に関する技術公募 技術検証結果➾対応

Lampカバーケースの

レンズ化で、各照明器具向け

カスタマイズ対応
（Denka記載）

Denka Confidential



蛍光体基板
モノシャドウ
＠阿知須

参考）SMD照明
マルチシャドウ

新川地区 萩市道 松陰大橋 阿知須地区 山口県道

既存 蛍光体基板 既存 蛍光体基板 既存 蛍光体基板

消費電力（W) 110 78.2 180 92.5 180 91.6

光束(lm） 11000 9900 19000 11000 20000 12000

色温度（K) 2100 2015 2100 2000 2050 2050

直下照度(lx） 7m； 23 7m； 39 3m； 106 3m； 63 10m； 26 10m； 26

灯具 NHT110LS □50㎜
17S12P

NH180FL □55㎜
17S16P

NHT180LS □55㎜
17S16P

考察

蛍光体基板
設定条件では明るすぎる。
消費電力30％削減➾
60％削減で
同等レベル

ランプ配向性の差による差発現
車道面 既存；46,蛍光体基；54
蛍光体基板の方が照射
バランスが良い
消費電力
約50％削減

消費電力
約50％削減で同等

蛍光体基板/Retro Fit LED Lamp 試験設置①

蛍光体基板デバイス灯具山口県試験設置状況
※）LED灯具は指向性のためHDI灯光束の50％確保が目標

蛍光体基板特性の
擬似1コア化による
モノシャドウが
確認できている。（右図）
グレア低減され
スポーツ施設展開にメリット

Denka Confidential 

実機評価中…
2020年10月～
異常なし

NETIS登録
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蛍光体基板/Retro Fit LED Lamp 試験設置② Denka Confidential 

広島県 廿日市市 宮前串戸駅前 歩道デザイン灯具

2022年２月
高圧ナトリウムランプ
NH180 を
Retro Fit LED Lamp
縦型2000K 100Wと交換

3m先の歩道照度を比較
ナトリウムランプと同等（5lx）
を確認

実消費電力（安定器等込み）
NH180 :200W
Retro Fit LED Lamp:105W

試験設置状況



Retro Fit LED Lamp(縦型） Denka Confidential 

口金 E39
※カバーケース材

ガラス 150W以上クラス
PC ～125Wクラス
（使用環境により適宜対応可）

※暫定仕様のため、変更の可能性が有ります。投入電力、色温度は調製可能です。

LUMINAS INTENSITY
DISTRYBUTION
DIAGRAM
＠EVERFINE-GO2000A_V1

機種名

NPH-T〇〇〇-□□-◇

NPH-T：縦型Retro Fit LED Lamp
※NPH-E：横型Retro Fit LED Lamp

○○〇：投入電力W

□□：相関色温度K

◇：平均演色評価数Ra

Ra60～70：6

Ra70～80：7

Ra80～90：8

例）

NPH-T100- 20-6：縦型100W2000KRa60～70 

NPH-T150 -55-8：縦型150W5500KRa80～90

（lm/W)
印加 2000K 5500K 2000K 5500K
100W 123 162 109 143
125W 121 159 107 141
150W 116 144 103 127

Retro Fit LED Lamp発光効率（縦型）配光測定参考値

Ra68 Ra80

※エージング 3500ｈ＠200W
LLMF98.0％MIN（参考値）


Sheet1 (3)

														2021.09.30						デバイス測定評価③’20210628SSC2200K-1より ソクテイ ヒョウカ

				横型ランプ　評価＠三安デバイス2020年12月度品 ヨコガタ ヒョウカ サン アン ネン ガツ ド ヒン

								2000 K				5000 K																						Retro Fit LED Lamp発光効率（縦型）配光測定参考値 ハッコウ コウリツ タテガタ ハイコウ ソクテイ サンコウ アタイ

								光束(lm） コウソク		発光効率（lm/W) ハッコウ コウリツ		光束(lm） コウソク		発光効率（lm/W) ハッコウ コウリツ																				（lm/W)		Ra68 				Ra80

				150 W		IES（ERVAN)		14914		103.52		20096		138.75																				印加 インカ		2000K		5500K		2000K		5500K

						積分球 セキブン キュウ		13084		90.35		17658		122.4																				100W		123		162		109		143

						IES(大阪産技研） オオサカ サン ギケン		17088		110.6																								125W		121		159		107		141

						積分球 セキブン キュウ		16220		101.68																								150W		116		144		103		127

				200W		IES（ERVAN)						28087		138.08						Retro Fit LED Lamp発光効率（横型）配光測定参考値 ハッコウ コウリツ ヨコ ガタ ハイコウ ソクテイ サンコウ アタイ

						積分球 セキブン キュウ						24466		121.3						（lm/W)		Ra68 				Ra80

																				印加 インカ		2000K		5500K		2000K		5500K

				2021年9月試作量産タイプ　デバイス評価＠１A ネン ガツ シサク リョウサン ヒョウカ																100W		116		155		101		135

								三安　2000K サン アン		SSC　2000K①		SSC　2000K②		SSC　5500K						125W		114		152		99		133

				17S12P		色温度（K) イロ オンド		2107		1995				5394						150W		109		138		95		120						縦型旧ガラス(重量超品） タテガタ キュウ ジュウリョウ チョウ ヒン

						Ra		67.5		84.9				81.8																				Retro Fit LED Lamp発光効率（縦型）配光測定参考値 ハッコウ コウリツ タテガタ ハイコウ ソクテイ サンコウ アタイ

						光束(lm） コウソク		7035		5871				8897						①Ra68150WのIESデータによる。														（lm/W)		Ra68 				Ra80

						発光効率(lm/W) ハッコウ コウリツ		155.6		130.7				197.4						②Ra84 はssc①/三安＠2000K＝130/150及び縦型比参考 サン アン オヨ タテガタ ヒ サンコウ														印加 インカ		2000K		5500K		2000K		5500K

				17S16P		色温度（K) イロ オンド		2047		1980		1978		5340						③投入電力費は縦型2000K、5500K参考 トウニュウ デンリョク ヒ タテガタ サンコウ														100W		123		162		109		143

						Ra		67.1		85.0		84.9		81.9																				125W		121		159		107		141

						光束(lm） コウソク		6045		5899		5828		8946																				150W		116		144		103		127

						発光効率(ⅼm/W) ハッコウ コウリツ		150.5		131.4		130.5		199.9

																						縦型もRa80 に変更 タテガタ ヘンコウ												Ra65～68 　縦型Newガラスケース(高さ低改良品） タテガタ タカ テイ カイリョウ シナ

				※量産タイプデバイス試作　使用CSP リョウサン シサク シヨウ																		Retro Fit LED Lamp発光効率（縦型）配光測定参考値 ハッコウ コウリツ タテガタ ハイコウ ソクテイ サンコウ アタイ												Retro Fit LED Lamp発光効率（縦型）実測値 ハッコウ コウリツ タテガタ ジッソク アタイ

						三安 サン アン		SSC				2020年12月初回販売品　三安CSP 6000K搭載デバイス ネン ガツ ショカイ ハンバイ ヒン サン アン トウサイ										（lm/W)		Ra68 				Ra80						（lm/W)		IES				積分球 セキブン キュウ

				2000K		N32L16 		V2K33G						B33 L18		B32 L18						印加 インカ		2000K		5500K		2000K		5500K				印加 インカ		2000K		5500K		2000K		5500K

						160-170＠350ｍA		223-208＠700ｍA				色温度（K) イロ オンド		5186		5239						100W		123		162		109		143				100W		119		159		102		140

				5500K		(参考：2020.12） サンコウ		W2B2G				Ra		68.3		68.76						125W		121		159		107		141				150W		115		155		99		135

						B33/32　L18		271-254＠700ｍA				全光束(lm） ゼン コウソク		9006		8986						150W		116		144		103		127				200W		110		149		94		129

						180-190＠350ｍA		W3B0G				発光効率(lm/W) ハッコウ コウリツ		199.2		198.9

								285-271＠700ｍA

														機種名 キシュメイ										機種名 キシュメイ

														NPH-E〇〇〇-□□-◇										NPH-T〇〇〇-□□-◇

														NPH-E：横型Retro Fit LED Lamp ヨコ ガタ										NPH-T：縦型Retro Fit LED Lamp タテ ガタ

														　※NPH-T：縦型Retro Fit LED Lamp タテガタ										　※NPH-E：横型Retro Fit LED Lamp ヨコ ガタ

														○○〇：投入電力W トウニュウ デンリョク										○○〇：投入電力W トウニュウ デンリョク

														□□：相関色温度K ソウカン イロ オンド										□□：相関色温度K ソウカン イロ オンド

														◇：平均演色評価数Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ										◇：平均演色評価数Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ

														　Ra60～70：6										　Ra60～70：6

														　Ra70～80：7										　Ra70～80：7

														　Ra80～90：8										　Ra80～90：8

														例） レイ										例） レイ

														NPH-E100- 20-6：横型100W2000KRa60～70  ヨコ ガタ										NPH-T100- 20-6：縦型100W2000KRa60～70  タテ ガタ

														NPH-E150 -55-8：横型150W5500KRa80～90 ヨコ ガタ										NPH-T150 -55-8：縦型150W5500KRa80～90 タテ ガタ
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														　Ra80～90：8										　Ra80～90：8

														例） レイ										例） レイ

														NPH-E100- 20-6：横型100W2000KRa60～70  ヨコ ガタ										NPH-T100- 20-6：縦型100W2000KRa60～70  タテ ガタ

														NPH-E150 -55-8：横型150W5500KRa80～90 ヨコ ガタ										NPH-T150 -55-8：縦型150W5500KRa80～90 タテ ガタ





Sheet1

														2021.09.30

				横型ランプ　評価＠三安デバイス2020年12月度品 ヨコガタ ヒョウカ サン アン ネン ガツ ド ヒン

								2000 K				5000 K

								光束(lm） コウソク		発光効率（lm/W) ハッコウ コウリツ		光束(lm） コウソク		発光効率（lm/W) ハッコウ コウリツ

				150 W		IES（ERVAN)		14914		103.52		20096		138.75

						積分球 セキブン キュウ		13084		90.35		17658		122.4

						IES(大阪産技研） オオサカ サン ギケン		17088		110.6

						積分球 セキブン キュウ		16220		101.68

				200W		IES（ERVAN)						28087		138.08

						積分球 セキブン キュウ						24466		121.3



				2021年9月試作量産タイプ　デバイス評価＠１A ネン ガツ シサク リョウサン ヒョウカ

								三安　2000K サン アン		SSC　2000K①		SSC　2000K②		SSC　5500K

				17S12P		色温度（K) イロ オンド		2107		1995				5394

						Ra		67.5		84.9				81.8

						光束(lm） コウソク		7035		5871				8897

						発光効率(lm/W) ハッコウ コウリツ		155.6		130.7				197.4

				17S16P		色温度（K) イロ オンド		2047		1980		1978		5340

						Ra		67.1		85.0		84.9		81.9

						光束(lm） コウソク		6045		5899		5828		8946

						発光効率(ⅼm/W) ハッコウ コウリツ		150.5		131.4		130.5		199.9

				※量産タイプデバイス試作　使用CSP リョウサン シサク シヨウ

						三安 サン アン		SSC				2020年12月初回販売品　三安CSP 6000K搭載デバイス ネン ガツ ショカイ ハンバイ ヒン サン アン トウサイ

				2000K		N32L16 		V2K33G						B33 L18		B32 L18

						160-170＠350ｍA		223-208＠700ｍA				色温度（K) イロ オンド		5186		5239

				5500K		(参考：2020.12） サンコウ		W2B2G				Ra		68.3		68.76

						B33/32　L18		271-254＠700ｍA				全光束(lm） ゼン コウソク		9006		8986

						180-190＠350ｍA		W3B0G				発光効率(lm/W) ハッコウ コウリツ		199.2		198.9

								285-271＠700ｍA
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Retro Fit LED Lamp発光効率（縦型）参考値






Retro Fit LED Lamp(横型） Denka Confidential 

※レンズ有/無 記載寸法は同じ
※カバーケース材 PC/ガラス

※暫定仕様のため、変更の可能性が有ります。投入電力、色温度は調製可能です。

レンズ無 レンズ有

機種名

NPH-E〇〇〇-□□-◇-※

NPH-E：横型Retro Fit LED Lamp

※NPH-T：縦型Retro Fit LED Lamp

○○〇：投入電力W

□□：相関色温度K

◇：平均演色評価数Ra

Ra60～70：6

Ra70～80：7

Ra80～90：8
※：レンズ等特別仕様A～

例）

NPH-E100- 20-6：横型100W2000KRa60～70 

NPH-E150 -55-8：横型150W5500KRa80～90
※ ₋A レンズ仕様A

道路 SIM

LUMINAS INTENSITY
DISTRYBUTION
DIAGRAM
@NeoLight 9500

レンズ有レンズ無

（lm/W)
印加 2000K 5500K 2000K 5500K
100W 116 155 101 135
125W 114 152 99 133
150W 109 138 95 120

Retro Fit LED Lamp発光効率（横型）配光測定参考値

Ra68 Ra80

E39

レンズ無

レンズ有

※取付後 筐体回転防止機構

※エージング 4400ｈ＠200W
LLMF99.5％MIN（参考値）


Sheet1 (3)

														2021.09.30						デバイス測定評価③’20210628SSC2200K-1より ソクテイ ヒョウカ

				横型ランプ　評価＠三安デバイス2020年12月度品 ヨコガタ ヒョウカ サン アン ネン ガツ ド ヒン

								2000 K				5000 K

								光束(lm） コウソク		発光効率（lm/W) ハッコウ コウリツ		光束(lm） コウソク		発光効率（lm/W) ハッコウ コウリツ

				150 W		IES（ERVAN)		14914		103.52		20096		138.75

						積分球 セキブン キュウ		13084		90.35		17658		122.4

						IES(大阪産技研） オオサカ サン ギケン		17088		110.6

						積分球 セキブン キュウ		16220		101.68

				200W		IES（ERVAN)						28087		138.08						Retro Fit LED Lamp発光効率（横型）配光測定参考値 ハッコウ コウリツ ヨコ ガタ ハイコウ ソクテイ サンコウ アタイ

						積分球 セキブン キュウ						24466		121.3						（lm/W)		Ra68 				Ra80

																				印加 インカ		2000K		5500K		2000K		5500K

				2021年9月試作量産タイプ　デバイス評価＠１A ネン ガツ シサク リョウサン ヒョウカ																100W		116		155		101		135

								三安　2000K サン アン		SSC　2000K①		SSC　2000K②		SSC　5500K						125W		114		152		99		133

				17S12P		色温度（K) イロ オンド		2107		1995				5394						150W		109		138		95		120						縦型旧ガラス(重量超品） タテガタ キュウ ジュウリョウ チョウ ヒン

						Ra		67.5		84.9				81.8																				Retro Fit LED Lamp発光効率（縦型）配光測定参考値 ハッコウ コウリツ タテガタ ハイコウ ソクテイ サンコウ アタイ

						光束(lm） コウソク		7035		5871				8897						①Ra68150WのIESデータによる。														（lm/W)		Ra68 				Ra80

						発光効率(lm/W) ハッコウ コウリツ		155.6		130.7				197.4						②Ra84 はssc①/三安＠2000K＝130/150及び縦型比参考 サン アン オヨ タテガタ ヒ サンコウ														印加 インカ		2000K		5500K		2000K		5500K

				17S16P		色温度（K) イロ オンド		2047		1980		1978		5340						③投入電力費は縦型2000K、5500K参考 トウニュウ デンリョク ヒ タテガタ サンコウ														100W		123		162		109		143

						Ra		67.1		85.0		84.9		81.9																				125W		121		159		107		141

						光束(lm） コウソク		6045		5899		5828		8946																				150W		116		144		103		127

						発光効率(ⅼm/W) ハッコウ コウリツ		150.5		131.4		130.5		199.9

																						縦型もRa80 に変更 タテガタ ヘンコウ												Ra65～68 　縦型Newガラスケース(高さ低改良品） タテガタ タカ テイ カイリョウ シナ

				※量産タイプデバイス試作　使用CSP リョウサン シサク シヨウ																		Retro Fit LED Lamp発光効率（縦型）配光測定参考値 ハッコウ コウリツ タテガタ ハイコウ ソクテイ サンコウ アタイ												Retro Fit LED Lamp発光効率（縦型）実測値 ハッコウ コウリツ タテガタ ジッソク アタイ

						三安 サン アン		SSC				2020年12月初回販売品　三安CSP 6000K搭載デバイス ネン ガツ ショカイ ハンバイ ヒン サン アン トウサイ										（lm/W)		Ra68 				Ra80						（lm/W)		IES				積分球 セキブン キュウ

				2000K		N32L16 		V2K33G						B33 L18		B32 L18						印加 インカ		2000K		5500K		2000K		5500K				印加 インカ		2000K		5500K		2000K		5500K

						160-170＠350ｍA		223-208＠700ｍA				色温度（K) イロ オンド		5186		5239						100W		123		162		109		143				100W		119		159		102		140

				5500K		(参考：2020.12） サンコウ		W2B2G				Ra		68.3		68.76						125W		121		159		107		141				150W		115		155		99		135

						B33/32　L18		271-254＠700ｍA				全光束(lm） ゼン コウソク		9006		8986						150W		116		144		103		127				200W		110		149		94		129

						180-190＠350ｍA		W3B0G				発光効率(lm/W) ハッコウ コウリツ		199.2		198.9

								285-271＠700ｍA

														機種名 キシュメイ										機種名 キシュメイ

														NPH-E〇〇〇-□□-◇										NPH-T〇〇〇-□□-◇

														NPH-E：横型Retro Fit LED Lamp ヨコ ガタ										NPH-T：縦型Retro Fit LED Lamp タテ ガタ

														　※NPH-T：縦型Retro Fit LED Lamp タテガタ										　※NPH-E：横型Retro Fit LED Lamp ヨコ ガタ

														○○〇：投入電力W トウニュウ デンリョク										○○〇：投入電力W トウニュウ デンリョク

														□□：相関色温度K ソウカン イロ オンド										□□：相関色温度K ソウカン イロ オンド

														◇：平均演色評価数Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ										◇：平均演色評価数Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ

														　Ra60～70：6										　Ra60～70：6

														　Ra70～80：7										　Ra70～80：7

														　Ra80～90：8										　Ra80～90：8

														例） レイ										例） レイ

														NPH-E100- 20-6：横型100W2000KRa60～70  ヨコ ガタ										NPH-T100- 20-6：縦型100W2000KRa60～70  タテ ガタ

														NPH-E150 -55-8：横型150W5500KRa80～90 ヨコ ガタ										NPH-T150 -55-8：縦型150W5500KRa80～90 タテ ガタ





Sheet1 (2)

														2021.09.30						デバイス測定評価③’20210628SSC2200K-1より ソクテイ ヒョウカ

				横型ランプ　評価＠三安デバイス2020年12月度品 ヨコガタ ヒョウカ サン アン ネン ガツ ド ヒン

								2000 K				5000 K

								光束(lm） コウソク		発光効率（lm/W) ハッコウ コウリツ		光束(lm） コウソク		発光効率（lm/W) ハッコウ コウリツ

				150 W		IES（ERVAN)		14914		103.52		20096		138.75

						積分球 セキブン キュウ		13084		90.35		17658		122.4

						IES(大阪産技研） オオサカ サン ギケン		17088		110.6

						積分球 セキブン キュウ		16220		101.68

				200W		IES（ERVAN)						28087		138.08						Retro Fit LED Lamp発光効率（横型）配光測定参考値 ハッコウ コウリツ ヨコ ガタ ハイコウ ソクテイ サンコウ アタイ

						積分球 セキブン キュウ						24466		121.3						（lm/W)		Ra68 				Ra80

																				印加 インカ		2000K		5500K		2000K		5500K

				2021年9月試作量産タイプ　デバイス評価＠１A ネン ガツ シサク リョウサン ヒョウカ																100W		116		155		101		135

								三安　2000K サン アン		SSC　2000K①		SSC　2000K②		SSC　5500K						125W		114		152		99		133

				17S12P		色温度（K) イロ オンド		2107		1995				5394						150W		109		138		95		120

						Ra		67.5		84.9				81.8

						光束(lm） コウソク		7035		5871				8897						①Ra68150WのIESデータによる。

						発光効率(lm/W) ハッコウ コウリツ		155.6		130.7				197.4						②Ra84 はssc①/三安＠2000K＝130/150及び縦型比参考 サン アン オヨ タテガタ ヒ サンコウ

				17S16P		色温度（K) イロ オンド		2047		1980		1978		5340						③投入電力費は縦型2000K、5500K参考 トウニュウ デンリョク ヒ タテガタ サンコウ

						Ra		67.1		85.0		84.9		81.9

						光束(lm） コウソク		6045		5899		5828		8946

						発光効率(ⅼm/W) ハッコウ コウリツ		150.5		131.4		130.5		199.9

																						縦型もRa80 に変更 タテガタ ヘンコウ

				※量産タイプデバイス試作　使用CSP リョウサン シサク シヨウ																		Retro Fit LED Lamp発光効率（縦型）配光測定参考値 ハッコウ コウリツ タテガタ ハイコウ ソクテイ サンコウ アタイ

						三安 サン アン		SSC				2020年12月初回販売品　三安CSP 6000K搭載デバイス ネン ガツ ショカイ ハンバイ ヒン サン アン トウサイ										（lm/W)		Ra68 				Ra80

				2000K		N32L16 		V2K33G						B33 L18		B32 L18						印加 インカ		2000K		5500K		2000K		5500K

						160-170＠350ｍA		223-208＠700ｍA				色温度（K) イロ オンド		5186		5239						100W		123		162		109		143

				5500K		(参考：2020.12） サンコウ		W2B2G				Ra		68.3		68.76						125W		121		159		107		141

						B33/32　L18		271-254＠700ｍA				全光束(lm） ゼン コウソク		9006		8986						150W		116		144		103		127

						180-190＠350ｍA		W3B0G				発光効率(lm/W) ハッコウ コウリツ		199.2		198.9

								285-271＠700ｍA

														機種名 キシュメイ										機種名 キシュメイ

														NPH-E〇〇〇-□□-◇										NPH-T〇〇〇-□□-◇

														NPH-E：横型Retro Fit LED Lamp ヨコ ガタ										NPH-T：縦型Retro Fit LED Lamp タテ ガタ

														　※NPH-T：縦型Retro Fit LED Lamp タテガタ										　※NPH-E：横型Retro Fit LED Lamp ヨコ ガタ

														○○〇：投入電力W トウニュウ デンリョク										○○〇：投入電力W トウニュウ デンリョク

														□□：相関色温度K ソウカン イロ オンド										□□：相関色温度K ソウカン イロ オンド

														◇：平均演色評価数Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ										◇：平均演色評価数Ra ヘイキン エンショク ヒョウカ スウ

														　Ra60～70：6										　Ra60～70：6

														　Ra70～80：7										　Ra70～80：7

														　Ra80～90：8										　Ra80～90：8

														例） レイ										例） レイ

														NPH-E100- 20-6：横型100W2000KRa60～70  ヨコ ガタ										NPH-T100- 20-6：縦型100W2000KRa60～70  タテ ガタ

														NPH-E150 -55-8：横型150W5500KRa80～90 ヨコ ガタ										NPH-T150 -55-8：縦型150W5500KRa80～90 タテ ガタ





Sheet1

														2021.09.30

				横型ランプ　評価＠三安デバイス2020年12月度品 ヨコガタ ヒョウカ サン アン ネン ガツ ド ヒン

								2000 K				5000 K

								光束(lm） コウソク		発光効率（lm/W) ハッコウ コウリツ		光束(lm） コウソク		発光効率（lm/W) ハッコウ コウリツ

				150 W		IES（ERVAN)		14914		103.52		20096		138.75

						積分球 セキブン キュウ		13084		90.35		17658		122.4

						IES(大阪産技研） オオサカ サン ギケン		17088		110.6

						積分球 セキブン キュウ		16220		101.68

				200W		IES（ERVAN)						28087		138.08

						積分球 セキブン キュウ						24466		121.3



				2021年9月試作量産タイプ　デバイス評価＠１A ネン ガツ シサク リョウサン ヒョウカ

								三安　2000K サン アン		SSC　2000K①		SSC　2000K②		SSC　5500K

				17S12P		色温度（K) イロ オンド		2107		1995				5394

						Ra		67.5		84.9				81.8

						光束(lm） コウソク		7035		5871				8897

						発光効率(lm/W) ハッコウ コウリツ		155.6		130.7				197.4

				17S16P		色温度（K) イロ オンド		2047		1980		1978		5340

						Ra		67.1		85.0		84.9		81.9

						光束(lm） コウソク		6045		5899		5828		8946

						発光効率(ⅼm/W) ハッコウ コウリツ		150.5		131.4		130.5		199.9

				※量産タイプデバイス試作　使用CSP リョウサン シサク シヨウ

						三安 サン アン		SSC				2020年12月初回販売品　三安CSP 6000K搭載デバイス ネン ガツ ショカイ ハンバイ ヒン サン アン トウサイ

				2000K		N32L16 		V2K33G						B33 L18		B32 L18

						160-170＠350ｍA		223-208＠700ｍA				色温度（K) イロ オンド		5186		5239

				5500K		(参考：2020.12） サンコウ		W2B2G				Ra		68.3		68.76

						B33/32　L18		271-254＠700ｍA				全光束(lm） ゼン コウソク		9006		8986

						180-190＠350ｍA		W3B0G				発光効率(lm/W) ハッコウ コウリツ		199.2		198.9

								285-271＠700ｍA
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Retro Fit LED Lamp発光効率（縦型）参考値






Retro Fit LED Lamp展開

レンズカバー

形式 ランプ 用途 形式 ランプ 用途
【縦型】

NPH-T-
75,100,

125,150,
200
-50/20

高天井
体育館
工場
ガソリンスタンド

駐車場

公園/
スポーツ施設

街路灯

【縦型】

※※-T-
20

-50/20

開発中

道路灯

街路灯

防犯灯

公園灯

【横型】

NPH-E-
75,100,

125,150,
200
-50/20

道路灯

街路灯

スポーツ施設
テニスコート

ガソリンスタンド

【縦型】

PCFB-

17/33

開発中

道路灯

街路灯

防犯灯

公園灯

【縦型】

NPH-T-
350
400
500
-50/20

開発中

スポーツ施設

港湾

ライトアップ

白色
5500K

ナトリウム
色2000K

レンズ有

レンズ無し

Denka Confidential 

基板Φ115㎜

基板
（60×24）×4枚

＋
（24×24）×1枚

基板φ64



使用電源

雷サージ15Kv対応
＠SPD

入力電圧265V対応

Denka Confidential 



□排気ガスや塵・霧・雪の中でも透過性良く、悪天候でも明るく照らせる。

□昔ながらの景観を大事にしている町並み、保存地区向け。（景観条例）

□白っぽいあかりによって虫が寄り集まることを避けることができる。

□照明間隔が広がる等・・・暗順応対応
プルキンエ現象を利用して
杆体細胞の感度の低い赤い色の照明を用いて
杆体の飽和を防ぎつつ錐体による視力を確保。

(参考）ナトリウム灯発光色

高圧ナトリウムランプNHT220・LS 2050K 

□スペクトル比較

□特 徴

Denka Confidential 

ヒトのロドプシン（点線）と3つのフォトプシンの
平均吸収スペクトル。点線（桿体のロドプシン）より
長波長側（>600[nm]）でもL錐体は感度を持つ
（Wikipedia)錐体細胞（Cone cell）と杆体細胞（Rod cell）の

各波長に対する感度



● これまで以上の大光量LEDデバイス
⇒ 水銀ランプ/ナトリウム灯の置換え用LEDランプを冷却FANでコンパクトに製作しレトロフィット可能に

高出力デバイス用に蛍光体基板を開発

●蛍光体基板デバイスを冷却FANランプ（RetroFitLEDLamp)に最適化
特にナトリウム発光色で有利

○ デバイス多数個使いの場合

多数のデバイス（SMD使用）

必要輝度を確保するために
デバイスを集めた照明器具
灯具の大型化、グレアの問題

コーン型ランプ
投光器

SMD

○ 単一発光 COBの場合・1コア発光

投光器 灯具

1コアからの発光
光学設計/ランプデザインの
マージンを担保
COBの高出力化の課題
放熱/樹脂層劣化/ワイヤ数

COB

単独のデバイス（1コア）

※電源ユニットの交換は必要
(HIDランプ用安定器からLED用電源へ)

○放熱例/ヒートシンク・ヒートパイプ

蛍光体基板 ～高出力照明レトロフィット～
～デバイス・灯具について
～

高出力照明
レトロフィット照明器具市場に
蛍光体基板が最適
デバイス構造から

高出力化 可能＆擬似1コア

Denka Confidential 

○放熱例/冷却FAN（ランプ）

横型FAN
○横型Retro Fit LED Lamp

～150W 

交換

HIDランプ器具

HIDランプ 冷却FANランプ
（縦型）

○ Retro Fit LED Lamp

水銀灯、ナトリウム灯を、置換え工事なしにLED化！

LEDデバイスの評価

項目 蛍光体基板
デバイス CSP SMD COB

放熱性 ◎ ◎ 〇 ×
グレア 〇 × × ◎
大面積化 〇 〇 〇 ×～△
色度面内
ばらつき ◎ △ △ 大面積化

課題

○ 蛍光体基板デバイス

蛍光体基板
へ展開



Face UP LED COB Flip Chip LED COB CSP LED 蛍光体基板

長所 LEDチップの汎用･廉価化 端子接続による放熱
素子ｻｲｽﾞ大型化に伴う低Droop
基板設計で絶縁層構成
ワイヤレスによる信頼性

封止樹脂層が薄く樹脂放熱性確保（CSP)
実装時樹脂層により、JCリークの防止（CSP)
封止工程が不要→実装機のみで生産（CSP)
蛍光体基板による色度調整

蛍光体基板による擬似1コア化（CSPの利用）
青色光の再利用により発光効率UP(低色温度で有利）

短所 高出力化（Chip数増大）に伴うワイヤー数の増大
；信頼性の低下

封止樹脂の信頼性（放熱性の課題+蛍光体の発熱）
絶縁ペーストによる放熱性の低下
基板設計時の絶縁耐圧未考
⇒高出力用途には不適

封止樹脂の信頼性（放熱性の課題+蛍光体の発熱）
Cが素子下部近傍（数μｍ）に有り接続時リークの発生

専用設備が必要/ラインタクトの長期化
JC～素子下面間に反射膜形成必要

⇒採用メーカーの制限/高コスト化

CSP搭載のグレア発生を
蛍光体基板で抑制

構造

蛍光体基板の特徴

構成説明図 COB比較

基板

Face UP LED

ワイヤ
コアメタル

封止樹脂電極
絶縁層

基板

電極/ﾊﾟﾀｰﾝFlip Chip LED
絶縁層

コアメタル

封止樹脂

蛍光体基板

電極/ﾊﾟﾀｰﾝ
Flip Chip LED

絶縁層
コアメタル

封止樹脂
CSP

蛍光体層

●『CSP搭載蛍光体基板デバイス』これまで以上の大光量LEDデバイス「高出力COB」の熱課題対応置換え
①1コアによる品位ある照明（基板発光でグレアの低減）

②CSP応用による高出力対応（放熱性向上･･･高出力/熱に対する長期信頼性確保）
③ナトリウム灯代替の低色温度（2000-2100K)にCASN蛍光体基板がCSPとのマッチング良好（2200KのCSP搭載デバイスが2000Kに）

放熱性 放熱性放熱性

放熱性 放熱性 放熱性基板発光

課題有

改善

相関色温度
2300KCSP搭載

相関色温度
2300KCSP搭載

相関色温度2300K

相関色温度2000K

CASN蛍光体基板の発光v白色基板（同電流印加）

蛍光体基板の効果

白色基板
グレアの低減

色度バランス

擬似1コア

Denka Confidential 



Retro Fit LED Lamp(縦型）設置 Denka Confidential

5500Kランプ
①ゴルフ練習場駐車場

100W
②フットサル場

200W投入
※700W水銀灯を置換

既存水銀灯に比べ照度高く
150Wで対応可

①

②

設置個所



10A印加
電圧40＋8.97V
電力 490W
65℃

Retro Fit LED Lamp(縦型大）検討

CSP18直列42並列
基板Φ115㎜

350W 42000lm

Denka Confidential



道路灯への対応・・・道路SIM① Denka Confidential
道路灯ケースKSC-4 評価

①Retro Fit 
LED Lamp搭載

②ケース専用
LED Lamp搭載

③Retro Fit 
LED Lamp単体

④ケース専用
LED Lamp単体車道幅6.5ｍ、

灯具高さ10ｍ、
70m（35ｍ）間隔千鳥配置、
仰角20°、
舗装材C2、
照明等級ME5にて判定

項目 Cd/㎡ UO Uｌ 環境
係数

規格 ≧0.5 ≧0.35 ≧0.40 ≧0.50

①
結果 0.58 0.47 0.22 0.71

判定 ✔ ✔ × ✔

②
結果 0.73 0.53 0.40 0.73

判定 ✔ ✔ ✔ ✔

③
結果 0.42 0.44 0.35 0.83

判定 × ✔ × ✔

➃
結果 0.45 0.52 0.52 0.80

判定 × ✔ ✔ ✔

Cd/㎡:平均路面輝度
Uo:総合均斉度
Ul:車線軸均斉度

SIM結果

専用に光学設計された
専用ランプが道路灯ケース
（KSC-4)
にセットされた場合のみ適合

※） LED Lampに70W印加 (ケース専用ランプ値に合わした）

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.iwasaki.co.jp/lighting/support/products/detail.php?ItemNo%3DKSC-4/H745&psig=AOvVaw0MF-AbvDiuWv5iiyGvTjqD&ust=1623298971329000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCchYvaifECFQAAAAAdAAAAABAD


項目 Cd/㎡ UO Uｌ 環境
係数

規格 ≧0.5 ≧0.35 ≧0.40 ≧0.50

①
結果 0.85 0.50 0.47 0.50

判定 ✔ ✔ ✔ ✔

②
結果 1.53 0.44 0.42 0.68

判定 ✔ ✔ ✔ ✔

③
結果 1.06 0.51 0.34 0.72

判定 ✔ ✔ × ✔

車道幅6.5ｍ、
灯具高さ10ｍ、
70m（35ｍ）間隔

千鳥配置
仰角20°、
舗装材C2、
照明等級ME5にて判定

道路灯への対応・・・道路SIM②(レンズ・千鳥配置）

道路灯ケースKSC-4 

ランプフレネルレンズ
レンズ有

レンズ無

蛍光体基板
レンズ無
ケース有

蛍光体基板
レンズ有
ケース有

蛍光体基板
レンズ有
ケース無

①Retro Fit LED 
Lamp レンズ装着
単体

②Retro Fit LED
Lampレンズ装着
道路灯ケース搭載

③Retro Fit LED
Lamp レンズ無
道路灯ケース搭載

Cd/㎡:平均路面輝度
Uo:総合均斉度
Ul:車線軸均斉度

レンズ装着することで
均斉度が向上した
150Wでは輝度が高すぎる傾向

Denka Confidential

※）Retro Fit LED Lampに150W印加

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.iwasaki.co.jp/lighting/support/products/detail.php?ItemNo%3DKSC-4/H745&psig=AOvVaw0MF-AbvDiuWv5iiyGvTjqD&ust=1623298971329000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCchYvaifECFQAAAAAdAAAAABAD


項目 Cd/㎡ UO Uｌ 環境
係数

規格 ≧0.5 ≧0.35 ≧0.40 ≧0.50

①
結果 0.67 0.33 0.43 0.81

判定 ✔ × ✔ ✔

②
結果 1.21 0.47 0.46 0.64

判定 ✔ ✔ ✔ ✔

③
結果 0.87 0.4③ 0.29 0.69

判定 ✔ ✔ × ✔

車道幅7.0ｍ、
灯具高さ10ｍ、
40m間隔 片側配置、
仰角20°、
舗装材C2、
照明等級ME5にて判定

道路灯への対応・・・道路SIM③(レンズ・片側配置）

道路灯ケースKSC-4 

ランプフレネルレンズ
レンズ有

レンズ無

蛍光体
基板

レンズ有
ケース有

蛍光体
基板

レンズ無
ケース有

蛍光体
基板

レンズ有
ケース無

①Retro Fit LED 
Lamp レンズ装着
単体

②Retro Fit LED
Lampレンズ装着
道路灯ケース搭載

③Retro Fit LED
Lamp レンズ無
道路灯ケース搭載

Cd/㎡:平均路面輝度
Uo:総合均斉度
Ul:車線軸均斉度

レンズ装着することで
均斉度が向上した
150Wでは輝度が高すぎる傾向

Denka Confidential

※）Retro Fit LED Lampに150W印加

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.iwasaki.co.jp/lighting/support/products/detail.php?ItemNo%3DKSC-4/H745&psig=AOvVaw0MF-AbvDiuWv5iiyGvTjqD&ust=1623298971329000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCchYvaifECFQAAAAAdAAAAABAD


道路灯への対応・・・配光検討（ランプ単体SIM)

レンズ形状による配光特性のコントロール/道路灯カバー無し



ﾌﾚﾈﾙﾚﾝｽﾞｶﾊﾞｰ 追加ｻﾝﾌﾟﾙ
Type101 Type201

Type101 Type201

ﾚﾝｽﾞｶﾊﾞｰ無し Type101 Type201

道路灯への対応・・・配光検討 Denka Confidential

道路灯ケースKSC-4
ケースカバーガラスのレンズ効果

道路灯ケースKSH-2
ランプ単体の配光特性効果



カバーケース レンズ無 カバーケース レンズ有

標準品

配光調
整
リフレク
タ
両側

配光調
整
リフレク
タ
片側①

道路灯への対応・・・配光コントロールイメージ図 Denka Confidential



Retro Fit LED Lamp フォトギャラリー① Denka Confidential 

ハイウェイテクノフェア2021



Retro Fit LED Lamp フォトギャラリー② Denka Confidential 



https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.pinterest.ph/pin/69524387971733746/?amp_client_id%3DCLIENT_ID(_)%26mweb_unauth_id%3D%7b%7bdefault.session%7d%7d%26from_amp_pin_page%3Dtrue&psig=AOvVaw2czuDkQz9_UEFMP7RjZO2X&ust=1626411617034000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCPDXg8yl5PECFQAAAAAdAAAAABAJ
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