
EFL(Electrodeless Fluorescent Lamps) 

全てLEDにしますか？ 
それとも でECO＋環境改善しますか？ 



１．LEDは万能省エネ照明ではない！ 

省エネ照明＝LEDしかない 
設置場所・用途によって最適な省エネ照明を選択できる時代です。 

HID照明を「省エネ照明に変えたいけど・・」とお悩み方朗報です！ 

LEDだけじゃない！ 

EFLがあった～ 

施設空間全体を均一に明るくしたい！ 

電力削減＋CO2削減だけじゃなく作業環境向上にも役立てたい！ 

初期工事コストを抑えたい！ 

EFLにお任せください！ 

なぜ、EFLが良いのでしょうか？ 



指向性の強いLEDの場合、スポットライトの様な「光」
で照射された箇所のみ明るくし周りは暗くなります。 

EFLは蛍光灯同様、やさしい灯りで広範囲を照らす 
「あかり」のため、空間全体があかるくなります！ 

5mの高さから照射した場合の影の出方の違い。 
左のLEDは影がはっきりと出ているが、右のEFLは影が薄くぼんやりとしている。 

影が濃くて作業
効率DOWN！ 

影が薄くて作業
効率UP！ 

２．LEDとEFLの違い① 

「ひかり」と「あかり」で照射の特性が違う！ 

指向性の強さで影の出方が違う！ 

手暗がりで伝
票が書けない 

目が疲れる 

小さい字も良
く見える！ 

外にいるみた
い！ 

明暗差が強く
て目が疲れる 

壁が暗くて見
えにくい！ 

照明の台数
増やさないと 

空の下にいる
みたい！ 

色がはっきり
と正しく見え

る 

目に優しく落
ち着くあかり 



※工事に価格費用に関しては場所、位置、時期、等によって変わります。事前の現地調査を正しく行い施設負荷も考慮してお客様へのより良い環境提案が必要です。 

２．LEDとEFLの違い② 

器具重量で初期工事費と安全度が違う！ 

既設水銀灯照明を省エネ照明に交換する際に発生する工事費用について。 
器具が重く設置が一人で出来ない場合は工事費用に大きく影響がでます。 

LED EFL 

重量 100W～130Wクラスで概ね20kg程度 100W~120Wクラスで概ね7kg程度 

設置作業員数 重量の為、最低2名必要 軽量の為、1名で十分 

施工安全度 器具重量が重いため危険！ 器具重量が軽量の為安全施工！ 

工事実施後① 暗く感じ、台数増をする場合が多い 
明るく感じ、必要な箇所だけ点灯させる運用になり
更なる省エネ効果が出る 

工事実施後② 
灯数が多いと天井への負荷が高く、補強工事の検
討が必要になる場合がある 

天井への負荷は軽い 

重いと工事が
大変！ 

LEDとEFLにはそれぞれ特性があり向き不向きがあります。 
「省エネ照明＝LED」だけではなく、LED、EFLの特徴をよく理解し適材適所にそれぞれの照明を 
設置する事で、「会社」にも「環境」にも「人」にも優しいWin-Win-Winな照明で明るい環境を作り 
あげるお手伝いを致します。 



３．HIDとLEDとEFLを比べてみる 

水銀灯(400W) LED(100W～130W) EFL(100W～120W) 
節電効果 -- 75%削減 75%削減 

寿命 12Σ000h程度 40,000h～50,000h 60,000h（設計寿命100,000h) 

減衰率 35%/2000h 20%-30%/2000h 5%/2000h 

重量 安定器は重い 20kg程度 7kg程度 

影 -- 影は濃く、点光源の為マルチシャドウになる。 影は薄い 

発熱温度 ランプ温度300℃～400℃ ランプ温度は無いがインバータが高温 ランプ温度90℃程度。インバーターは50℃ 

水銀含有量 
水銀灯：30mg～60mg 
高圧ナトリウム灯：20mg 
メタルハライド：20mg～35mg(金属ハロゲン化合物) 

なし RoHS指令、水銀条約対象外となる5mg以下 

発光原理 

電子をランプ内に封入されている水銀原子に当てて
紫外線を発生させています。HIDは水銀原子の密度

や温度が圧倒的に高いため、蛍光物質の力を借り
なくてもいいくらいの光を放出しています。 

LEDはP型（プラス）、N型（マイナス）の2つの半導体

で構成されます。電流を流すとこれらが結合されエ
ネルギーが生まれます。その際の余分なエネル
ギーが光エネルギーに変換され発光します。 

フェライトコアに巻かれた誘導コイルに240kHzの電
流を流すことで発生する誘導磁界より電子が放出さ
れ、その電子がアマルガムガスを励起させて紫外線
を発生し、ランプ内に塗布した蛍光体に当たり可視

光に変換され発光するライトです。 

ちらつき 多い 少ない なし 

グレア 点発光で眩しい 点発光で指向性が強く非常に眩しい 面発光でやわらかい灯り。 

演色性 CRI：45程度 CRI70程度 CRI：80以上 

器具重量 灯具とインバーターは別置きが多い。灯具よりもイ
ンバーターが重い 

消費電力が大きくなるとヒートシンク部が非常に重
い。20kg程度 ランプ・インバーターの重さはさほどない。8kg程度 

誘虫性 誘虫性は高い 低誘虫 低誘虫 

波長 三波長。紫外線が多い 短波長 三波長で太陽光に近い 

始動時間 5分～10分程度 瞬時 瞬時 

再始動時間 ランプ温度が下がってから始動のため15分～20分
程度 瞬時 瞬時 



EFL(無電極ランプ)とは、電極を使用しない新しい発光原理をもつ照明です。従来の水銀灯は、
長時間点灯・点滅による電極の消耗が寿命の原因でした。電極を使用しないEFLは省エネ・
長寿命を実現し、空間を明るくする広がりのある「あかり」として世界的に注目されている次世
代照明です。 

～EFL発光原理～ 
フェライトコアに巻かれた誘導コイルに240kHz
の電流を流すことで発生する誘導磁界より電子
が放出され、その電子がアマルガムガスを励起
させて紫外線を発生し、ランプ内に塗布した蛍
光体に当たり可視光に変換され発光するライト
です。 

EFLは安全規格・ノイズ対策も万全 

EFLは、電磁波を発生して他の電気製品を誤作動させる心配がありません。国際規格
であるEMC(Electromagnetic Compatibility)で、電磁両立試験、電磁環境適合試験に合
格しています。日本の安全規格である、PSEも取得しています。 
日本独自の基準である型式申請についても国内の厳しい試験をクリアしております。 
また、水銀含有量が低く、特に環境に厳しいEUのRoHS指令にも適合している環境負荷
の低いランプといえます。 

電波法基準値 

Nortrum-EFL測定値 

コイル(フェライトコア) 
磁界が発生 

電子 

アマルガムガス 

可視光 

蛍光体 
紫外線 

４． EFL(Electrodeless Fluorescent Lamp)の仕組み 

EFLは強くて
優しくて安全 

電極の無い蛍光灯の親分！ 



EFLは長寿命 

寿命が水銀灯と比較して約5倍の60,000時間なので、ランプ交換の頻度が極端に少なく、メンテナンスのランプ代・交
換作業費が節減できます。 
蛍光灯や水銀灯と異なり電極を持たず電子放出物質などの消耗部材がないため、ランプ寿命が60,000時間(光束維
持率70%時)と長く、さらに時間経過による光量の減衰が少なく明るさが持続します。 
・メンテナンス費用と労力が大幅軽減 
・ランプ交換のためのオートリフター不要 
・イニシャルコストの早期償却が可能 
・ランプ交換が16年に1回のため環境負荷軽減(10時間/1日の場合) 

400W高圧ナトリウム灯 400Wメタルハライドランプ 200W EFL(無電極ランプ) 185Wコンパクト蛍光ランプ 

EFL 

EFL減衰率比較 

EFLは省エネ 

水銀灯の最大1/3の消費電力で水銀灯と同等の明るさを実現すると共に、CO２も削減します。また、ランプ発熱温度
が低いので、室内温度の上昇も低減されるため、2次的な省エネにも効果があります。 

EFLは優しく明るいあかり 

太陽光に近いあかりで、グレアもちらつきもなく、広がるとても優しいあかりです。 
また、虫が好む領域の波長が低いので、虫が集まりにくいあかりともいえます。 

EFL 水銀灯 メタハラ 高圧ナトリウム 

演色性(CRI) ≧80 40～45 65～90 60 

ちらつき なし 多い 多い 多い 

グレア 目に優しい まぶしい まぶしい まぶしい 

EFLは瞬時点灯・瞬時再点灯 

水銀灯は、電源投入後明るくなるまで時間がかかりますが、EFLは瞬時に点灯します。 
もちろん電源再投入時にも瞬時再点灯します。 
・すぐに点灯するからこまめに消せる。運用面でも省エネ効果が期待 

EFLあかるさの理由(PLM) 

人の目が実際に感じる明るさを「瞳孔ルーメン(PLM)」と言います。瞳は眩しさを感じると瞳孔を閉じる
仕組みとなっているため、グレア(眩しさ)の多いLEDなどは、機械で測る照度の割に人の目では明るさ
を感じられません。逆にEFLの様なやさしいあかりは瞳孔を閉じることなくあかりを拾う為、機械で測る
照度よりも明るさを感じる事が出来ます。 

右写真は「高圧ナトリウム灯(175W/120Lum)」と「EFL(80W/80Lum)の比較写真で
す。今までの基準で行くと高圧ナトリウム灯の方が明るいと言う事になりますが、
Plmでは高圧ナトリウム灯が108.5PlmでEFLが156.8Plmとなります。 
※高圧ナトリウム灯の補正係数は0.64・無電極ランプの補正係数は1.96 高圧ナトリウム灯 EFL 

虫が集まりやすい光の波長(360nm～410nm)

人が見える領域(可視光)は(380nm～780nm)

無電極ランプの波長のピークは545nm

波長　/nm

200 300 400 500 600 700
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75
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光
分
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５． EFL(Electrodeless Fluorescent Lamp)の特徴 

「Lumが大きいと明るい」が当たり前じゃなかったのか！ 
PLMって機械じゃなく人間の感じ方の単位なんだな！ 



① コアパテント：1件（CN101951723A,201010281447.2,201010281448.7） 

     （1）寒冷地対応：業界最低温度の-25 ℃を超え、-40℃の寒冷地に対応、カナダ  

     の寒冷地でも設置されている。 

     （2）ｼﾞｯﾀｰ周波技術（中国語名：抖频技術、英語：Jitter Frequency Technology   

      通信電子干渉防止技術 

② 無電極ランプ製造設備実用新案 6件 

③ 無電極製造技術、無電極構造技術に関する実用新案 6件 

④ 技術戦略パートナー：米ベル研究所、中国復旦大学、清華大学 

⑤  インバーター：GE社と共同開発でGE社が製造、他社にない電子回路  

   保護、雷サージ対応を備えている。 

⑥  当社の品質検査システムが評価され、中国国家の無電極品質基準策定に参加： 

   GB29142-2012、 GB29143-2012、GB29144-2012 

⑦  故障率は業界平均の1/10以下。 

⑧  UL、CCC、CE、PSE、RoHSなどの認証を取得している。 

⑨ 定格寿命100,000時間、発光効率＞80-83lm/w、５年間の製品品質保証 

 

 

 

６． ノートン・ライティングテクノロジーの優位性 

寒冷地
OK！ 

電子回路
保護 

GE社製世界一

のインバーター
はノートンだけ 



電圧と電流の位相差が少ない。 通常動作時入力側電圧は200V
程度で周波数は235KHz。 

入力電圧AC200V、PFC出力電
圧は410Vで安定している。 

スタート時出力電圧波形。スタート
時の過渡変動が少ない。30uS で安
定している。 

スタート時バラストコイル入力側電
圧。通常動作時と同等で過渡変動
が起きていない。 

日本の検査評価機関のコメント：回
路調査の結果ではこのバラストは
非常に良くできていると思われる。 
①PFC 回路電流、バラスト回路電
流のモニターを行う回路が組み込
まれており、安全性が確保できて
いると思われる。 
②通常点灯時には出力電圧が非
常に高くなるが、このバラストは高
電圧を発生しない。 

７． GE製インバーターの検査評価 



８． 設置実績 

 
■世界の設置事例： 
 
上海アマゾン物流センター、江蘇化繊印染廠、北京首都鋼鉄廠、厦門振興タイヤ有限公司、上海百富勤空調、上海浦東空港高速道路、
上海外高橋保税区港及び区内道路、上海恒隆広場、上海世界博覧会会場、上海好博家スーパー、上海源深体育館、上海ディーゼル、
上海納傑電気、上海東方集団、上海電力、コカコーラ厦門、Dell厦門、厦門钨業、南京鋼鉄集団、南京鋼鉄廠、京滬高鉄鎮江西ステー

ション、張家口都市トンネル、都江堰光明光電材料、北京釣魚台国賓館、北京燕莎友誼商場、北京首都鋼鉄廠、中国石油大慶油田、中
国石油化工集団勝利油田渤海、中国石油化工集団勝利油田済陽、中国石油化工集団ガソリンスタンド、米国オーランドディズニーワー
ルド、カナダトロント市スイミングプール、カナダ都市トンネル、台湾南開科技大学、台北国際空港、台北円山大飯店、ドイツSAUER、ドイ
ツフランクフルト都市駐車場、ブラジルリオ・デ・ジャネイロ街路及びトンネル、ギリシャ都市トンネル、エクアドルキト都市道路、ナイジェリ
ア空港高速道路、その他多数…… 

■国内設置の続々 
 
屋内プール、精密機械工場、学校、公共体育館、大型倉庫、自
動車教習所、大手鉄道会社整備工場、食品工場、漁協市場、街
路灯、飲食看板 



ノートン・ライティングの納入実績
2015年2月20日現在

No. 納品時期 納品場所 商品種類

1 2014年6月 　東京都目黒区 　防犯灯 LED防犯灯

2 2014年7月    ドラッグストアー　２０店舗　照明 LED直管

3 2014年8月 　長野県　公立中学校　体育館　照明 無電極ランプ

4 2014年9月 　大阪市内　病院内照明 LEDランプ

5 2014年9月 　大手スポーツクラブ 　室内プール　 無電極ランプ

6 2014年9月 　埼玉県草加市　建材製造メーカー　工場内照明 無電極ランプ

7 2014年9月 　種子島　芋加工工場　室内照明 無電極ランプ

8 2014年9月 　種子島　漁協　水揚げ場　照明 無電極ランプ

9 2014年9月 　長野県　精密機械メーカーA社　工場内照明 無電極ランプ

10 2014年9月 　長野県　精密機械メーカーB社　工場内照明 無電極ランプ

11 2014年10月 　埼玉県　工場倉庫 無電極ランプ

12 2014年10月 　佐賀県　鳥栖市　運輸会社　街路灯照明 無電極ランプ

13 2014年10月 　大手鉄道会社　工場内　照明 無電極ランプ

14 2014年10月 　大手アパレルメーカー配送センター　照明 LED直管

15 2014年11月 　奈良県　屋内スイミングプール　屋内プール照明 無電極ランプ

16 2014年11月 　都内私立小・中・高・大学一貫校　　室内プール　照明 無電極ランプ

17 2014年11月 　都内私立小・中・高・大学一貫校　　街路灯　照明 無電極ランプ

18 2014年11月 　京都市　福祉施設　照明 LEDランプ

19 2014年11月 　鹿児島　漁協　水揚げ場　照明 無電極ランプ

20 2014年11月 　名古屋市　飲食店　看板灯　照明 無電極ランプ

21 2014年11月   大阪機械大手メーカー　　工場内照明 無電極ランプ

22 2014年11月 　東京都自動車教習所　道路灯 無電極ランプ

23 2014年11月 　栃木県　精密機械メーカー　工場内照明 無電極ランプ

24 2014年11月 　埼玉県川口市　機械メーカー　工場内照明 無電極ランプ

25 2014年11月 　東京都内私立大学　校内照明 LEDランプ

26 2014年12月 　長野県　精密機械メーカーＣ社　工場内照明 無電極ランプ

27 2014年12月   大阪市商店街　照明 無電極/LEDﾗﾝﾌﾟ

28 2014年12月 　長野温泉旅館 LEDランプ

29 2015年1月 　大手鉄道会社　本社事務所　照明 LEDランプ

30 2015年1月 　鹿児島　漁協　水揚げ場　 無電極/LEDﾗﾝﾌﾟ

31 2015年1月 　都内オフィスビル　2棟の省エネ化 LEDランプ

32 2015年1月 　鹿児島県食品加工工場 無電極ランプ

33 2015年1月 　長野県　精密機械メーカーD社　工場内照明 無電極ランプ

34 2015年1月   鹿児島奄美大島　漁協 無電極ランプ

35 2015年1月   大阪市 福祉施設　照明 LEDランプ

日本国内納入実績



36 2015年1月   神戸市　テニスコート用照明 無電極ランプ

37 2015年1月 　都内　マンション　照明 LEDランプ

38 2015年2月 　長野県　精密機械メーカーE社　工場内照明 無電極ランプ

39 2015年2月 　埼玉県　機械メーカー　工場内照明 無電極ランプ

40 2015年2月予定 　長崎県　船舶製造　工場内照明　 無電極ランプ

41 2015年2月予定 　埼玉県　建材製造メーカー　 ｿｰﾗｰ無電極ﾗﾝﾌﾟ

42 2015年2月   福岡県　LED防犯灯 LED防犯灯

43 2015年3月予定   大手フィットネスクラブ　都内店舗 無電極ランプ

44 2015年3月予定 　群馬県　フットサルコート 無電極ランプ

45 2015年3月予定 　長野県　精密機械メーカーF社　工場内照明 無電極ランプ

46 2015年3月予定   横浜市　大手スポーツジム　プールその他館内照明 無電極ランプ/LED

海外納入実績

上海百富勤空調、上海浦東空港高速道路、上海外高橋保税区港及び区内道路、上海恒隆広場、上海世
界博覧会会場、上海好博家スーパー、上海源深体育館、上海ディーゼル、上海納傑電気、上海東方集
団、上海電力、コカコーラ厦門、Dell厦門、厦門钨業、南京鋼鉄集団、南京鋼鉄廠、京滬高鉄鎮江西ス
テーション、江蘇化繊印染廠、張家口都市トンネル、都江堰光明光電材料、北京釣魚台国賓館、北京燕
莎友誼商場、北京首都鋼鉄廠、厦門振興タイヤ、中国石油大慶油田、中国石油化工集団勝利油田渤海、
中国石油化工集団勝利油田済陽、中国石油化工集団ガソリンスタンド、米国　アマゾン物流センター、
オーランドディズニーワールド、カナダトロント市スイミングプール、カナダ都市トンネル、台湾南開科技大
学、台北国際空港、台北円山大飯店、ドイツSAUER、ドイツフランクフルト都市駐車場、フランスシャルルド
ゴール国際空港、ブラジルリオ・デ・ジャネイロ街路及びトンネル、ギリシャアテネ国際空港 ギリシャ都市ト
ンネル、エクアドルキト都市道路、ナイジェリア空港高速道路、その他多数……
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