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　保守と検査が常に負担となる作業場
所を思い浮かべてほしい。そのような
環境では、可燃性物質や爆発性雰囲気
も、振動や衝撃、極端な温度の影響を
受ける。このような作業場所に照明が
ないとしたらどうだろうか。危険な環
境に安全な照明を設置することの重要
性から、蛍光灯やHID（High Intensity 
Discharge：高輝度放電）照明をLED照
明に置き換える動きが生じている。LED
はエネルギー効率が高く、このような
用途に対して光の制御や分配性能に優
れている。しかし、この特殊な応用分
野における広範な普及を促しているの
は、SSL（Solid State Lighting：固体照
明）の堅牢な設計と、実質的に保守が
不要という特長である。
　高い危険性または有害性を伴う場所
とは、爆発性のガスや粉塵が存在する
恐れのある場所のことである。照明器
具もそれを設置する施設も遠隔地にあ
ったり、アクセスが困難な場所にあっ
たりする可能性があるため、保守をあ
まり必要としない設計が望ましい。ま
た、湿気や浸水、極端な温度も危険を
引き起こす可能性がある。
　危険な環境の典型的な例としては、
製油所、掘削プラットフォーム、化学
工場、発電施設がある。このような場
所はアクセスが不可能であったり、稼
働を停止するには膨大な費用がかかっ
たりすることから、低保守性が不可欠
である。
　石油、ガス、石油化学製品の精製処

理では、爆発性雰囲気や可燃性物質が
生成される可能性がある。照明は、エ
ネルギー効率の高さや用途に対する適
合性に加えて、極端な温度下で絶えず
続く衝撃や振動に耐えられる必要があ
る。このような場所で使用される照明
は、OSHA（Occupation Safety and 
Health Administration：労働安全衛生
局、米国の連邦機関）またはEU-OSHA

（European Agency for Safety and 
Health at Work：欧州労働安全衛生機
関）のガイドラインを満たすことが求
められる。
　一部の危険な工業環境における照明
設計の変化に伴い、蛍光灯をエネルギ
ー効率の高いLED照明と実用的な設
計の筐体に置き換えざるを得ない状況
が生じている。そこでは、安全性、保
護、セキュリティが重要で、外観は二
の次である。オーストリアのツムトー
ベル社（Zumtobel）で照明アプリケー
ションマネージャーを務めるビアテ・ト

ララウ氏（Birthe Tralau）は、「LEDは
指向性の光源であり、レンズと光学部
品によって指向性が実現される。一方、
蛍光灯に指向性を持たせるにはリフレ
クタが必要で、それによって効率が低
下するため、（LEDと比較して）ルー
メン（光束）が低くなる」と説明した。

低保守性
　米ダイアライト社（Dialight）の技術
サポートマネージャーを務めるスチュ
アート・ヘッド氏（Stuart Head）は、LED
照明が採用されるもう1つの理由とし
て「LED照明は、保守をあまり必要と
しない設計と構造を特長とし、保守検
査の間隔を長くとることができる」こ
とを付け加えた。
　同氏は、危険場所での保守に関する
検討事項の一部を次のようにまとめ
た。「過酷な環境での保守は、非常に
危険な作業となる可能性がある。装置
が密閉されている場合、ランプの交換

キャロライン・ヘイズ

危険場所において過酷な条件やリスクの高い環境の下に設置されるLED照明
器具は、そのような場所に固有の一連の厳しい基準を満たすように設計する
必要がある。

危険場所を照らすLED照明

図1　マクガフ社が提供する「Endurance」シリーズの密閉型照明器具。
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は不要で、装置の中に粉塵やガスが入
らないことが保証される。また、電球
の交換が不要であるため、照明にアク
セスする必要はないことになる。これ
によって健康と安全上のリスクと、電
球やランプの交換にかかるコストが低
下する」（ヘッド氏）。
　過酷で危険な環境向けのLED照明
は、世界中で大きな規模で使用されて
いる。その中の1つの小区分に注目する
と、米調査企業のIHS社は、2014年の
世界の海底油田掘削施設の総数を799
施設と算出している。すべてが同時に
稼働しているわけではないが、海底油
田掘削施設は、米国、メキシコ湾、南
米、欧州北西部、アフリカ西部、東南
アジア、中東といった地域に分布して
いる。
　海底油田掘削施設では、照明も衝撃
や振動の影響を受ける。英マクガフ社

（McGeoch）は、既存の従来型照明や
蛍光灯と直接交換できるように設計さ
れた照明器具「Endurance」を製造して
いる（図1）。同製品は、危険場所、特
に可燃性ガスが存在する可能性のある
場所向けに設計されており、IP68（継
続的に水没しても内部に浸水すること
がない）に準拠し、ブリーザードレンを

取り付けた場合はIP66（強い噴流水に
よる有害な影響がない）に準拠する。
照明器具は密閉されており、世界各地
の主電源に対応する700mAの定電流
駆動回路に加えて、低レベルの非常用
補助電源を装備する。マクガフ社によ
ると保守は不要で、爆発性雰囲気が存
在する恐れのある場所での使用に向け
て、ATEX（欧州連合が定める指令）の
Zone 1および21に対する認証を取得
しているという。
　同製品は、塩水噴霧と振動から保護
するように設計されており、保管温度
は−20〜+60℃となっている。Lexan
ポリカーボネートレンズは紫外線（UV）
を防止し、耐衝撃性を持つ。筐体は、
マリングレード（海洋等級）の硬い陽極
酸化アルミニウムでできており、ステ
ンレス鋼製のベゼルが付属している。
30Wと55Wのオリジナル版に加えて、
17Wの薄型バージョンが最近発表され
ている。

インテリジェンスの追加
　インテリジェントな照明制御を採用
すれば、施設内の通路、部屋、または
それよりも大きな区域に必要に応じて
照明を提供することができ、さらなる

効率改善と寿命延長につながる。また
LED照明には、点灯した瞬間から100%
の光出力を達成するという、独立した
発電機を使用する危険場所においては
特に貴重な利点がある。独立した発電
機は停電や電圧低下が生じやすいた
め、このような場所には非常用照明が
必要となる。
　ダイアライト社は、LED照明の瞬時
点灯のメリットを活用し、照明器具に占
有センサーを組み合わせることによっ
て、消費エネルギーの削減と照明シス
テムの動作寿命の延長を図っている。
自動照明をさらに一歩進めた、無線制
御機能搭載、危険場所対応のLED照
明器具を世界で初めて製造したと同社
は自負している。
　無線制御が可能なダウンライト「Safe-
Site High Bay」（図2）は、エポキシ粉
体を塗装した灰色の鋳造アルミニウム
の中に配置された白色LEDライトエン
ジン「SafeSite」、耐候性と耐食性を
備えるランプアセンブリ、そして筐体
で構成される。UV安定性を備え、耐
摩耗性が強化されたSLXポリカーボネ
ートレンズ、透明な陽極酸化アルミニ
ウム製のヒートシンク、ステンレス鋼
製の付属部品によって、さらに堅牢な
保護が実現されている。地味な外観の
ランプは軽量で、高天井照明や投光照
明向けに設計されている。
　Class I、Div 2に適合するこの照明器
具は、タッチスクリーン管理インター
フェースで操作することができる。単
一のコントローラに対して最大100個
の照明器具をネットワーク接続し、バ
ンクを構成して各ゾーンの点灯／消灯
と調光の両方の機能を制御することが
できる。これにより、照明を24時間
年中無休で点灯する必要はなく、また、
従来型の照明器具が典型的な動作によ
って摩損することもなくなる。人がエ

図2　ダイアライト社が提供するこ
の「SafeSite」シリーズの高天井用
照明は、厳しい工業環境に対応する
ように設計されている。
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リアに入ると、搭載されている占有セ
ンサーがそれを検知し、消灯または調
光するように定められた時間であって
も照明を点灯することができる。環境
光センサーも太陽光を感知して、窓や
天窓から十分な光が差し込む場合は、
自動的に照明器具を調光する。
　リモートアクセスは、任意のWi-Fi
対応機器による管理および監視によっ
て行われる。照明を接続する無線ネッ
トワークは、IEEE 802.15.4のメッシュ
ネットワーク規格に基づき、2.4 GHzで
動作する。セキュリティについては、
セキュアな認証を実現する128ビットの
AES（Advanced Encryption Standard）
アルゴリズムによってネットワークへ
のアクセスが保護される。同システム
は、有線規格であるDALI（Digital Ad-
dress a ble Lighting Interface）に基づ
く構成でも提供されている。
　同社が危険場所向けに提供する一連
のLED照明製品であるSafeSiteシリー
ズの中には、「SafeSite LED Linear」
というステンレス鋼製の直線形のLED
照明器具もあり、32Wと64Wのモデル
で提供されている。光出力はそれぞれ、
18Wの蛍光灯2個分と36Wの蛍光灯2
個分に相当する。ダイキャスト鋳造アル
ミニウム製のバージョンも提供されて
いる。また、「SafeSite LED Area Light」
という製品もある。ATEX指令とIEC（In-
ter national Electrotechnical Commis-
sion：国際電気標準会議）Ex認証に適
合し、消費エネルギーは従来のHID投
光照明やウェルガラス照明と比べて少
なくとも50%低い。最後に、「SafeSite 
LED Bulkhead」は、階段の吹き抜け、
プラットフォーム、出口、通路、構台
向けの低保守性の照明器具である。収
容エリアで使用する場合は埋め込み型
に変形可能な標準照明器具に加えて、
非常用モデルや可搬モデルが提供され

ている。

地域的な検討事項
　ダイアライト社は2010年、独化学メ
ーカーのランクセス社（Lanxess）のシ
ンガポール工場において、T8管蛍光
灯とMH（Metal Halide：メタルハライ
ド）照明器具をLED照明に取り替えた

（図3）。照明は、危険場所での使用に
関する認証条件を満たすとともに、シ
ンガポールの規格「SS 531」にも準拠す
る必要があった。同規格では、施設内
の様々なエリアにおける推奨照度レベ
ルが定められている。また、「SS 530」
の「Green Mark」要件も満たす必要
があった。こちらは、エネルギー効率
の高い照明と認定されるために達成す
る必要のある1平方メートル当たりの
消費電力を規定するものである。
　このプロジェクトでは、ダイアライト
社の「SafeSite LED High Bay」、「Duro-
Site LED Low Bay」、「SafeSite Wall-
pack/Bulkhead」、街灯用製品の「Street-
Sense LED」を使用した。同社によると、
エネルギー消費量とCO2排出量が55%
削減されたという。
　地域の規制に加えて、その地域の気
候も考慮に入れる必要がある。例えば
シンガポールは10〜12月が雨季で、熱
帯暴風雨が頻繁に発生する。ダイアラ
イト社のヘッド氏は、設置したLEDに
は落雷に対するサージ保護が内蔵され
ていることを指摘した。保護されてい
ない蛍光灯バラストは、落雷によって
焼損する恐れがある。

その他のリスク要因
　すべての危険場所が、海底油田掘削
施設や工業プラントに見られる過酷で
危険な条件下にあるわけではないが、
それでもそこに設置される照明器具
は、極端な温度や、ガス／蒸気／粉塵

が舞う環境で安全に動作するように設
計する必要がある。危険な環境は、作
業場所で危険物質が取り扱われる場合
に生じ、安全な動作環境を確保するに
は温度、圧力、通気を検討する必要が
ある。
　安全な動作を確保するために、液体
の流入を防止することが必要となる場
合がある。例えば、食品製造現場や駐
車場である。これらは、爆発性を伴う
海底油田掘削施設よりは危険度の低い
環境だが、それでも安全性を考慮した
照明設計が求められる。
　食品調理および加工現場では、衛生
上の観点からLED照明は防水性の筐体
に収容される。湿度の高い場所もLED
照明を湿気から保護する必要があるた
め、同様の措置がとられる。

材料の選択肢
　高い湿度や衛生上の条件に対応する

図3　シンガポールにあるランクセス社の化
学工場には、LEDを採用するダイアライト社
の照明器具が設置されている。
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ために、照明器具は防水性を備える必
要がある。重量は重要で、多様な化学
的環境に適したプラスチックが使用さ
れる。ツムトーベル社のトララウ氏に
よると、同社は工業分野向けにプラス
チックを使用するつもりだが、用途に
応じて選定を行う必要があることを理
解しているという。「ポリカーボネート
を主材料とする。ポリカーボネートは、
重工業プラントや機械装置による振動
に耐える耐衝撃性を持ち、紫外線も防
止する。しかし、化学合成油や洗浄液
に対する耐性がないという欠点がある。
このような場合に当社は、化学耐性の
あるPMA（ポリメチルアクリレート）を
使用するが、PMAには耐衝撃性がない。

（ツムトーベル社は）『Chemo』も提供
している。これはポリカーボネートと
PMAの利点を併せ持ち、優れた耐衝
撃性を備えつつ、化学的環境でも使用
することができる」（トララウ氏）。

　それでもすべての環境と用途に対応
するわけではない。添加剤によって
Chemo製品を最適化することによっ
て、アルコールを使用する場合など特
定用途のニーズに対応することができ
るとトララウ氏は付け加えた。同様に、
光学部品を変えることによっても、環
境のニーズに対応することができる。
　「ダイアライト社では、銅を含まない
アルミニウムを器具の筐体に使用して
いる。着火性を持たないためだ。また、
高湿度／低温／水分や塩分に触れる環
境に適したステンレス鋼製の製品も提
供している」とヘッド氏は述べた。
　オランダのフィリップス・ライティン
グ社（Philips Lighting）は、DFSS（De-
sign for Six Sigma）の原則に従って照
明器具を設計している。DFSSでは、開
発プロセスの各段階において顧客要件
の確認を行う。これによって同社は、例
えば照明器具を天候条件に適応させる
ための固有の変更を加えることができ
る。また、追加のコーティングや耐久性
に優れた塗料を適用し、堅牢な原材料
を用いて製造することで、沿岸地域の
湿気や砂漠地帯の砂嵐によって生じ得
る腐食から照明器具を保護している。
　ATEX（ガスと粉塵の危険性を対象
とする）、IEC、EN（Euro Norms）の
各規格に加えて、日本、カナダ、中国、
ロシアなどの各地域に対応するための
地域的な規格も存在する。ツムトーベ
ル社のトララウ氏は、危険場所のLED
照明に対するこれらの保護規定にグロ
ーワイヤ試験（Glow Wire Test）を加
えた。この試験は、典型的な環境にお
いて照明器具の材料が引火しないこと
を確認するものである。筐体の壁の厚
さと使用材料も検査する。

設計のトレンド
　トララウ氏によると、全般的な傾向

図3　シンガポールにあるランクセス社の化
学工場には、LEDを採用するダイアライト社
の照明器具が設置されている。

図4　ツムトーベル
社が提供する連続接
続型照明システム
「Tecton」は、柔軟
性と拡張性に優れた
設計を可能にする。
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としてLED照明器具のサイズが縮小
しつつあるという。世代が進むごとに
前世代よりも小型になり、材料の削減
というメリットがあると同氏は述べた。
LED照明には、特定の光学部品を利
用することによって光を拡散できると
いう利点もある。
　同氏は、同社が提供する柔軟性に優
れた直線形のLED照明システム「Tec-
ton」を紹介した。トランク接続または
デイジーチェーン接続によって、照明
器具を長い連続的な列状に構成するこ
とができる（図4）。作業員や機械類の
変更に応じて壁やパーティションを移動
させ、作業エリアを変更する可能性が
ある場所で使用される。「最新のTecton
は、サイズが交換対象の蛍光灯の半分
で、第2世代では高さがさらに半分に
なる予定だ」とトララウ氏は述べた。
　スナップ取り付け式であるために組
み立て工具は不要で、作業スペースの
ニーズに適応させることができる。例
えば、端部キャップと取付具は透明な
プラスチック製であるため、必要に応
じて非常用のLED照明を組み込むこと
ができる。材料は、環境条件に応じて
選定され、ポリカーボネートの分量を
減らすためにアルミニウムとプラスチ
ックが使用されるとトララウ氏は説明
した。「例えば、ポリカーボネートクリッ
プは油や洗浄液に対する耐性がないの
で、代わりにPBT（ポリブチレンテレフ
タレート）製の取付クリップと端部キャ
ップが使用されている」（トララウ氏）
　実用的な考察は、LED照明器具の設
計にも影響を与える。筐体に埃がたま
ると、それが絶縁層となって照明器具
が過熱し、故障や火災の原因となる恐
れがある。同様に、平らな表面に残っ
た油分も絶縁層を形成する。埃の堆積
を防ぐために、表面に傾斜をもたせた
設計が採用される。ツムトーベル社の

「Graft」シリーズ（図5）にスロットがあ
るのはそのためで、埃がそこを通って
落ち、堆積しないようになっていると
トララウ氏は説明した。同氏はこれを
煙突効果と呼び、埃を吹き飛ばすこと
ができるとしている。天井が高い場所

（日々の活動では埃が拡散されず堆積
する可能性が高い）や、埃っぽい工業
環境において、特に有用である。
　通気も、照明器具の中に空気を通す
ことによって埃を除き、LEDの温度を
引き下げる効果があり、効率を最大限
に高めることができると同氏は付け加
えた。
　爆発の危険性がある場所に対し、同
社は「KXA」シリーズの照明器具も製
造している（図6）。防爆性を備えたこの
ディフューザ照明器具は、Zone 1と21
での使用が認証されており、36Wの
LED2個とT26高周波バラストを搭載
する。本体はガラス繊維強化ポリエス
テル、コントローラは射出成形ポリカ
ーボネートでできており、内部にプリ
ズム構造を持つ。ハロゲンフリー配線
で接続されている。
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図6　ツムトーベル社が提供する「KXA」シ
リーズの防爆型照明器具。

図5　ツムトーベル社の
「Graft」シリーズの照明器
具には、埃の堆積を防ぐた
めのスロットがある。
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