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1. 応募の流れ 

応募に関する流れは以下の通りです。 

  担当 

  検討 

委員会 

応募者 

①公募参加規約・応募 

 要件の確認 

公募参加規約及び応募要件を確認  
〇 

↓    

②申請書類の作成 申請書類（参加申請書、組織概要、実施

体制）、承諾書を作成 

 
〇 

↓    

③申請 申請書を事務局に提出 

別添-1 様式 1-1 ～様式 1-5 及び 

登記簿謄本（または社印の印鑑証明） 

 

〇 

↓    

④公募技術の評価 応募者の技術の評価 〇  

↓    

⑤評価結果の通知 フィールド試験への選定結果を通知 〇  

↓    

⑥フィールド試験前に提出

する書類の提出 

（別添-1 様式 2-1 ～様式 2-9）  
○ 

↓    

⑦フィールド試験の実施 照明器具の設置  〇 

↓    

⑧フィールド試験の評価 照度測定、画像測光、実際の見え方等 〇  

↓    

⑨フィールド試験の 

評価通知 

フィールド試験評価結果の通知 
〇 

 

↓    

⑩実環境試験の実施 道路走行時における見え方評価試験と

海面漏れ照度測定 
〇 

 

↓    

⑪実環境試験の評価 照明性能、視線誘導効果、独創性等 〇  

↓    

⑫海峡部道路照明設備仕

様書策定のための協力 

ヒアリング等  
○ 
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2. 応募資格 

（１）  応募要件 

 応募者は、会社概要等を《様式－１》に記載するものとし、以下の条件を満足

するものとします。 

1) 応募技術を製造・納入する能力を有すること。 

2) 応募技術に関して応募要領に従って、必要事項の記載及び必要な照明・計算資

料等の提出ができること。 

3) 提出資料の記載及び添付される資料等は日本語に限るものとし、提出された

資料等に関する技術的質問に日本語で答えられること。     

4) 実証試験（フィールド試験及び実環境試験、以下「実証試験」と呼ぶ）実施対

象者に選定された場合に、実証試験に必要な機材を準備できる者 

5) 公募要領【応募方法編】に記載する公募に係る規約の内容に同意し、承諾書を提

出できる者 

 

（２）  資格要件 

応募者は、以下の２つの条件を満足するものとします。 

1) 「民間企業」または「共同企業体※1」であること 

※1  複数の企業で、本公募に参加することを目的に形成する企業組織体のこ

とをいいます。 

2) 技術評価、フィールド試験対象技術の決定、実環境試験及び評価に関わる者に

対して、応募技術の内容開示を承諾すること。 

 

（３）  応募技術の数 

 １応募参加者当り、各パターン（1車線、2車線、3車線）において２技術以内

とします。 

 

3. 費用分担 

 提出書類及び試験用照明器具にかかる費用は応募者が負担するものとします。ただ

し、実環境試験用照明器具の試作費用の一部及び試験用照明器具の設置及び撤去は、

海峡部道路照明検討委員会（以下「検討委員会」という。）が負担するものとします。 

 

4. 申請書類 

 公募参加を希望する際は、以下の書類を準備・作成の上、提出して下さい。なお、

申請書類フォーマットは、本資料の「別添-１（海峡部道路照明への適用に関する技

術公募 申請書類）」に基づき作成して下さい。 

 なお、1応募者において 2技術を応募する場合にあっても、以下に示す申請書類は
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個別に作成し、申請するものとします。 

 また、《様式 1-2》に記載する「連絡先担当者」は個別に充てるものとし、兼務はで

きないものとします。 

 

・ 公募参加申請書 《様式１－1》 

・ 公募参加者の概要 《様式１－2》 

・ 道路照明の諸特性 《様式１－3》 

・ 承諾書 《様式１－4》 

・ 代表者および役割分担 《様式１－5》【共同企業体の場合】 

・ 登記簿謄本（または社印の印鑑証明） 

 

5. 提出方法及び提出期限、提出先 

（１）  提出方法 

 原則、電子メールとします。但し電子メールで提出できない場合は、持参、郵

送（書留郵便に限る。）のうちいずれかの方法とします。なお，全ての場合におい

て参加申請書提出の着信を電話等により確認して下さい。また、電子メールで提

出する場合は以下の形式等とします。これ以外の提出は無効とします。 

 

・ 使用可能なソフトは以下のとおりとします。 

・ Microsoft Word 、Microsoft Excel、 JustSystemｓ 一太郎又は Adobe 

Acrobat  

・ ファイル総量は「（２）提出期限及びファイル総量」に示す。 

・ プリントアウト時に規定の枚数以内となるように設定しておくこと。なお、送

信された応募書類のプリントアウトは白黒印刷で行います。 

・ ファイルは 1 個に束ねる又は複数となる場合は、提出資料の順にファイル番

号を付与しておくこと。 

 

（２）  提出期限及びファイル総量 

 次に示す書類を以下の期限内に提出して頂きます。なお、期限内に到着しない

場合及び必要書類が不足している場合は「公募参加申請」を無効とします。 

 また、評価に必要な記載事項に記載漏れがある場合は該当評価を行わない場合

があります。 

 

1) 提出期限 

2018 年 12 月 5 日(17:00)まで 
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2) ファイル総量 

3MB 以内 

 

（１）  提出先及び着信確認先 

〒１０７－００５２ 

東京都港区赤坂一丁目３番６号 赤坂グレースビル ２階 

一般社団法人建設電気技術協会 調査部（嵯峨根、河合） 

E-Mail： chousabu@kendenkyo.or.jp 

TEL： ０３－３５６８－２４６１ 

FAX： ０３－３５６８－２４６２ 

 

6. フィールド試験対象技術の決定 

（１）  決定方法 

応募書類に基づき、以下の事項を確認の上、検討委員会でフィールド試験に適する

かどうかの評価を行い、各パターン（１車線、２車線、３車線）につき、5 技術以内を選定

します。（ただし、同一応募者の提案が 2 技術以上含まれる場合は 6 技術以内としま

す。） 

1) 応募資格、役割分担等を満たしていること。 

2) フィールド試験にあたり安全性等に問題がないこと。 

3) 応募方法、応募書類及び記入方法に不備がないこと。 

4) 締め切りまでに申請書類が到着していること。 

5) 応募者が提出した照明性能が （公募要領-別紙-1）平均照度、照度均斉度、

車線軸均斉度、グレアに係る基本要件を満足していること。 

 

（２）  評価に関する事項 

別添-2「フィールド試験対象者選定評価基準」に基づき評価します。 

 

(3) 決定結果の通知・公表・取消し 

 応募者に対してフィールド試験対象技術として決定されたか否かを文書で

通知します。 

 決定結果の通知・公表の時期は、2018年 12月下旬頃を予定しておりますが、

応募状況等により変更する場合があります。 

 決定の通知を受けた者が不正な手段により決定されたこと等が判明した場

合、通知の全部または一部を取り消すことがあります。 
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(4) フィールド試験前に提出する書類 

 別添－１（海峡部道路照明への適用に関する技術公募 申請書類）に示す「フィー

ルド試験前に提出する書類（書式２－１～２－９）を提出して頂きます。 

 なお、期限内に到着しない場合及び必要書類が不足している場合は「フィールド試

験対象技術の決定」を無効とします。 

 また、評価に必要な記載事項に記載漏れがある場合は該当評価を行わない場合が

あります。 

・期限：評価結果の通知（フィールド試験対象技術の決定）の日から 30日以内

の日(17:00)まで。 

 

7. 実環境試験対象技術の決定 

（１）  決定方法 

 フィールド試験の照度測定、画像測光、視認性等の事項を総合的に評価した上、検

討委員会が実環境試験に適するかどうかの評価を行い、各パターン（１車線、２車線、３

車線）において上位 2 者以内（同一応募者の 2 技術が上位となった場合は、1 技術の

み）を、実環境試験参加者として選定します。 

 

（２）  評価に関する事項 

別添-3「実環境試験対象者選定評価基準」に基づき評価します。 

 

(3) 決定結果の通知・公表・取消し 

 フィールド試験対象者に対して実環境試験対象技術として決定されたか否か

を文書で通知します。 

 決定結果の通知・公表の時期は、2019年 5月下旬頃を予定しておりますが、応

募状況等により変更する場合があります。 

 決定の通知を受けた者が不正な手段により決定されたこと等が判明した場合

は、通知の全部または一部を取り消すことがあります。また、不正な手段である

ことが判明した場合は、試験用照明器具の試作費用の一部負担金を返還していた

だきます。 

 

8. 応募に関するその他事項 

・資料の作成及び提出に要する費用は、応募者の負担とします。 

・応募された資料は、本公募に係るフィールド試験対象者の決定、実環境試験対象者の

決定及び評価以外に無断で使用することはありません。 

・応募された資料は返却いたしませんが、利用は今回の業務にのみ用い、第 3 者への譲

渡は行いません。 
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別添-1 

海峡部道路照明への適用に関する技術公募 

申請書類 
 

 

 

 

 

様式 １－１ 公募参加申請書 

 

様式 １－２ 公募参加者の概要 

 

様式 １－３ 道路照明の諸特性 

 

様式 １－４ 承諾書 

 

様式 １－５ 代表者および役割分担【共同企業体の場合】 

 

登記簿謄本（または社印の印鑑証明） 
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《様式１－１》 

  2018 年  月  日 

 

検討委員会 あて 

 

応募者                       

名 称                        

 代表者役職・氏名              印 

住 所                        

 

 

 

海峡部道路照明への適用に関する技術公募 

 

参加申請書 

 

「海峡部道路照明への適用に関する技術公募」の公募要領及び公募参加規約に同意した上

で、公募参加者として、公募への参加を下記のとおり申し込みます。 

 

 

記 

 

1. 名称   海峡部道路照明への適用に関する技術公募 

 

2. 添付書類 

   公募参加者の概要（様式１－２） 

   道路照明の諸特性（様式１－３） 

   承諾書（様式１－４） 

   代表者および役割分担（様式１－５） 

   【共同企業体の場合】登記簿謄本（または社印の印鑑証明） 

 

3. 連絡先及び担当者名 

 

 

 

以上 
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《様式１－２》 

公募参加者の概要 

（本資料は、A4 用紙 2 枚以内、文字サイズは 10 ポイント以上とし、この規定を超えた場合は評価

の対象としない。） 

公募参加者の名称  

公募参加者の代表者  

公募参加者の所在地  

 

 

 

連

絡

先 

連絡先担当者  

連絡先担当者の 

所属団体・団体名 

 

電話番号  

FAX 番号  

e-mail  

資本金  

事業開始日  

従業員数  

主な事業内容  

製造場所の名称（工場） 

所在地 

 

製品の製作期間  
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《様式１－３》 

道路照明の諸特性 

 照度分布図を作成のうえ、《様式 1-3-1》から《様式 1-3-3》の書式にしたがって、「凡例及び照明

性能欄」に照明器具形式及び数値を記入して下さい。 

 評価に必要な記載事項に漏れがある場合は該当評価を行わない場合があります。 

 

 設計条件は下表のとおり。 

 1 車線断面 2 車線断面 3 車線断面 備考 

オーバーハング(m) -2.5  

車道幅員(m)の構成 3.5 
7.0 

(3.5×2) 

10.75 

(3.5+3.75+3.5) 

自歩道：幅員 4.0 

灯具高さ（m） 1.2 以上 ～ 1.3 未満とする。 

高欄に照明器具を取付

けたときの路面から灯具

中心までの高さ 

保守率 0.7  

逐点法による 

計算点数 

１．車道 

道路横断方向については 1 車線を 4 分割 

道路縦断方向については照明器具間を 

8 分割 

（器具間隔が 8m 未満又は、器具の形状が

ライトチューブ等、連続点灯器具の場合

は適宜調整可能） 

 

２．自歩道 

道路横断方向については自歩道を 2 分割 

道路縦断方向については照明器具間を 

4 分割 

（器具間隔が 8m 未満又は、器具の形状が

ライトチューブ等、連続点灯器具の場合

は適宜調整可能） 

 

・平均照度 

(2 車線断面においては、

2 車線全体とします。) 

・総合均斉度 

(2 車線断面においては、

2 車線全体とします。 

3 車線断面においては、 

第 1 走行車線と第 2 走行

車線との 2 車線での総合

均斉度、第 2 走行車線と

追越車線との 2 車線での

総合均斉度、これらを相

加 平 均 し た も の と し ま

す。) 

・車線軸均斉度(各車線) 

・グレア 

(外測線上(H=1.2m)に 

おいて走行方向に沿っ

て最も鉛直面照度が高

い値とします。) 
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既設高欄に照明器具を取り付けた図を以下に示します。 

 

 

図 1   1 車線断面 

 

 

               図 2   2 車線及び 3 車線断面  
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用語の定義 

一般的な道路照明において均斉度は輝度を対象としていますが、本公募では低位置照明器具

による検討となるため、照度の均斉度によって評価を行います。 

以下、総合均斉度 Uo(E)、車線軸均斉度 Ul(E) の定義を行います。 

 

・総合均斉度 

ここでいう総合均斉度 Uo(E)は、 

 Uo(E) = Emin / Eave 

 ここに、 

Emin ： 最小照度 (lx) 

   Eave ： 平均照度 (lx) 

 

・車線軸均斉度 

ここでいう車線軸均斉度 Ul(E)は、 

 Ul(E) = Emin / Emax 

ここに、 

Emin ：車線軸上の最小照度 (lx) 

    Emax ：車線軸上の最大照度 (lx) 

 

  



12 

 

《様式１－３－１》 
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《様式１－３－２》 
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《様式１－３－３》 
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海面上照度算出の条件 

海面上の照度はグレーチングによる影響を考慮した下記の式とします。 

Tr  = 100 - 0.04 × Wg (%) 

ここに、  

Tr  ：減光率 

Wg ：灯具直下からの距離 

 

 

 下記に断面図を示します。 
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《様式１－３－４》 

 

「表 各ポイントの海面上照度(lx)」に海面上照度を記入してください。また、海面上照度の最大

値を《様式１－３－１》の「性能指標」に示された海面上照度(lx)の欄に記入してください。 

海面上照度値の算出にあたっては、計算範囲の両側それぞれ 50m の範囲まで照明器具を配置

してください。(図 計算ポイント を参照) 

 

表  各ポイントの海面上照度値(lx) 

  ① ② ③ ④ ⑤ 

1           

2           

3           

4           

5           

      

初期値を記入 

 

図   計算ポイント 
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《様式１－３－５》 

 

上方光束比が５％以下であることがわかる配光特性図を添付してください。 

書式は問いません 
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《様式１－４》 

 

 

2018 年〇月〇日 

 

検討委員会 あて 

 

 

 

「海峡部道路照明への適用に関する技術公募」 承諾書 

 

 

海峡部道路照明への適用に関する技術公募に、公募参加者として参加するにあたり、別紙 

「海峡部道路照明への適用に関する技術公募に係る規約」について承諾します。 

 

 

 

記 同封書類：「海峡部道路照明への適用に関する技術」１通 

 

 

 

 

 

 

 

（公募参加者）                    

株式会社〇〇〇〇                

〇〇〇〇 〇〇〇〇           印 

 

 

以上 
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「海峡部道路照明への適用に関する技術公募に係る規約」（別紙） 

（目的） 

第１条 第１条 本規約は、「海峡部道路照明への適用に関する技術公募」（以下、「本公募」という。）の実施にあた

り、必要とされる詳細事項を定める事により、技術の評価及び実証試験の適正かつ円滑な遂行を図ることを

目的とする。 

 

（相互協力） 

第２条 第２条 本公募に応募し、公募に参加する者（以下、「公募参加者」という。）は、本公募の実施に当り、本州

四国連絡高速道路株式会社およびその委託を受け本公募にかかる事務を実施する者（以下、「事務局」と

いう。）と相互に協力するものとする。 

 

（公募の費用） 

第３条 本公募の実施にあたり、公募中、公募参加者が実証試験する際に必要な機器類等及び必要な資

料作成費等は、公募参加者が負担するものとする。 

 

（損害賠償） 

第４条 本公募の実施にあたり、公募参加者の責により、第三者に被害が及んだときは、公募参加者の負担

において損害賠償等必要な措置を講じるものとする。 

 

（外部発表） 

第５条 本公募期間中および本公募が終了した後において、事務局および公募参加者が、本公募で得られ

た成果を公表又は頒布使用とするときは、事前に協議を行うものとする。 

 

（特許出願） 

第６条 公募参加者が本公募の成果に基づく発明を行い、当該発明に係る特許出願を行おうとするときは、

別途事務局と協議を行うものとする。 

 

（実証試験期間） 

第７条 本公募で実施する実証試験の期間は、原則として 2020 年 3 月末までとする。試験の期間を変更す

る場合は、公募参加者と事務局間で協議を行うものとする。 

 

（公募参加の停止） 

第８条 公募参加者が自らの都合で、本公募への参加を停止する場合には、事務局と協議の上、当該公募

の参加を停止できるものとする。 

 

（規約の変更） 

第９条 本規約の内容を変更する必要が生じた場合には、別途公募参加者と事務局間で協議の上、変更

できるものとする。 

 

（その他） 

第１０条 本規約に定めの無い事項又は疑義が生じた事項については、その都度、公募参加者と事務局間

で協議の上、定めるものとする。 

以上 
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《様式１－5》 

 

  年  月  日 

検討委員会 あて 

 

申請機関名 株式会社〇〇〇〇          

代表者役職・氏名              印  

 

申請機関名 株式会社〇〇〇〇          

代表者役職・氏名             印  

 

 

公募 「海峡部道路照明への適用に関する技術公募」における 

代表者および役割分担について 

 

 

公募「海峡部道路照明への適用に関する技術公募」について、代表者および役割分担を次の

とおり定める。 

 

記 

1. 代表者 共同企業体の代表者は、公募の履行に関し、共同企業体を代表して、グループ以

外の者と折衝するものとする。 

 

代表者：株式会社〇〇〇〇 

 

2. 役割分担 

グループを構成する各者は、分担する役割に関して責任を負うものとする。 

役割分担を記載 

（各々の役割に重複が無いこと） 
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フィールド試験前に提出する書類 

（フィールド試験対象者のみ提出） 

 

 

 

 

 

様式 2－1 LED モジュール用制御装置の消費電力 

 

様式 2－2 LED モジュールの性能 

 

様式 2－3 LED モジュールの寿命及び交換の容易性 

 

様式 2－4 LED モジュール用制御装置の寿命及び交換の容易性 

 

様式 2－5 照明器具の耐用年数 

 

様式 2－6 照明器具の価格 

 

様式 2－7 視線誘導効果 

 

様式 2－8 独創性 

 

様式 2－9 照明器具の外形寸法及び重量 
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《様式２－１》 

 LED モジュール用制御装置の消費電力 

 

LED モジュール用制御装置の消費電力(W)を記入して下さい。 

 

消費電力 （1km 当り） 

 
備考 

消費電力 （kW） 

・ (1 台当りの消費電力)×(1km の設置台数) 

・ 初期照度補正機能が備わったものについては、

LED モジュールの寿命での平均値を記入して下

さい。 
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《様式２－２》 

 LED モジュールの性能 

 

相関色温度（Ｋ）及び演色評価数（Ｒａ）を記入して下さい。 

 

 

相関色温度（Ｋ）及び演色評価数（Ｒａ） 

相関色温度 （Ｋ） 

演色評価数 （Ｒａ） 
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《様式２－３》 

 LED モジュールの寿命及び交換の容易性 

 

LED モジュールの寿命を記入して下さい。 

また、LED モジュールの交換の容易性（交換方式、交換機能等）について記入して下さい。 

 

a. LED モジュールの寿命 

LED モジュールの寿命 

LED モジュールの寿命 （時間） 

    

寿命の試験方法は「LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン（案） (平成 27 年 3 月 国土交 

通省) 4.3 道路照明・歩道照明 LED モジュール・LED モジュール用制御装置」による。 

 

b. LED モジュールの交換の容易性 

交換の容易性を様式２－３全体で A4 1 枚以内に簡潔に示してください。 

必要に応じて補足資料の添付ができます。(A4  2 枚以内) 
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《様式２－４》 

 LED モジュール用制御装置の寿命及び交換の容易性 

 

LED モジュール用制御装置の寿命を記入して下さい。 

また、LED モジュール用制御装置の交換の容易性（交換方式、交換機能等）について記入して下

さい。 

 

a. LED モジュール用制御装置の寿命（電源部を含む） 

LED モジュール用制御装置の寿命 

LED モジュール用制御装置

の寿命（電源部を含む） 
（時間） 

 

寿命の試験方法は「LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン（案） (平成 27 年 3 月 国土交 

通省) 4.3 道路照明・歩道照明 LED モジュール・LED モジュール用制御装置」による。 

 

b. LED モジュール用制御装置の交換の容易性 

交換の容易性を様式２－４全体で A4 1 枚以内に簡潔に示してください。 

必要に応じて補足資料の添付ができます。(A4  ２枚以内) 
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《様式２－５》 

 照明器具の耐用年数 

 

照明器具の耐用年数を記入して下さい。 

【試験方法及び劣化判断基準】 

 

 

 

【照明器具の耐用年数】 

 

照明器具の耐用年数 （年） 

 

 

 「貴社の試験方法及び劣化判断基準」及びその耐用年数を様式２－５全体で A4 1 枚以内に簡

潔に示してください。 

必要に応じて補足資料の添付ができます。(A4  ２枚以内) 
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《様式２－６》 

 照明器具の価格 

 

照明器具の価格を記入して下さい。 

照明器具の価格は、【応募要領】に示した「基本要件」を満足していることを確認する他は、今後

の整備費用の参考とするものであり、価格評価に用いるものではありません。 

 

照明器具の価格 （1km 当り） 

 
備考 

照明器具の

価格 
（円） 

・ (1 台当りの価格)×(1km の設置台

数) 

・ 照明器具の価格には既設高欄へ

の取付金具を含みます。 
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《様式２－７》 

 視線誘導効果 

 

視線誘導機能の提案技術について、その概要を簡潔に示して下さい。（A4 １枚以内） 

必要に応じて補足資料の添付ができます。(A4  ２枚以内) 

 

 

  



29 

 

《様式２－８》 

 独創性 

 

海峡部照明としての独創的な手法又は取り組みについて、その内容を記載して下さい。 

（A4 1 枚以内） 

必要に応じて補足資料の添付ができます。(A4  ２枚以内) 
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《様式２－９》 

 照明器具の外形寸法及び重量 

 

照明器具の外形寸法及び重量を記入して下さい。 

（この外形寸法はフィールド試験、実環境試験の実施検討に用いるものであり、評価対象とはしま

せん） 

 

 

照明器具の外形寸法及び重量 

高さ mm 

幅 mm 

長さ mm 

重量 kg 
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別添－2 

フィールド試験対象技術の選定評価基準 

(1) 評価方法 

応募書類の内容を確認し、基本要件をすべて満足していることが確認できた応募者に

ついて、フィールド試験対象技術を決定するため評価項目による評価を行い、各パター

ン（1 車線、2 車線、3 車線）につき総合点の高い 5 技術以内（ただし、同一応募者の提案

が 2 技術以上含まれる場合は 6 技術以内）をフィールド試験の対象技術とします。 

但し、フィールド試験対象者が 5 技術に満たない場合は、基本要件の平均路面照度を

満たしていないものにあっても、フィールド試験対象技術に選定する場合があります。 

 

(2) 評価項目 

評価は照明性能にかかわる下記の 4 項目について行います。 

① 平均照度       （10 点） 

② 総合均斉度      (10 点)  

③ 車線軸均斉度     (10 点) 

④ グレア             (10 点) 

 

(3) 配点方法 

照明性能は、下記の 4 項目について評価を行います。 

 

① 平均照度   (10 点) 

  平均照度は下表によって評価します。   

                平均照度による配点表 

平均照度(lx) 点数 

12.5 未満   - 

12.5 以上  ～ 13.5 未満 0 

13.5 以上  ～ 14.5 未満 2 

14.5 以上  ～ 15.5 未満 4 

15.5 以上  ～ 16.5 未満 6 

16.5 以上  ～ 17.5 未満 8 

17.5 以上 10 
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② 総合均斉度 (10 点)  

   総合均斉度は下表によって評価します。 

                   総合均斉度による配点表 

総合均斉度 点数 

0.40 未満   欠格 

0.40 以上  ～ 0.42 未満 0 

0.42 以上  ～ 0.44 未満 2 

0.44 以上  ～ 0.46 未満 4 

0.46 以上  ～ 0.48 未満 6 

0.48 以上  ～ 0.50 未満 8 

0.50 以上 10 

 

③ 車線軸均斉度 (10 点) 

   車線軸均斉度は各車線の車線軸均斉度の平均値によって評価します。 

               車線軸均斉度による配点表 

車線軸均斉度 点数 

0.50 未満   欠格 

0.50 以上  ～ 0.54 未満 0 

0.54 以上  ～ 0.58 未満 2 

0.58 以上  ～ 0.62 未満 4 

0.62 以上  ～ 0.66 未満 6 

0.66 以上  ～ 0.70 未満 8 

0.70 以上   10 

 

④ グレア (10点) 

グレアは外側線上高さ 1.2m の鉛直面照度( Eｖ)によって評価します。  

グレアによる配点表 

鉛直面照度( Eｖ) (lx) 点数 

50.0 超 欠格 

45.0 超 ～ 50.0 以下 0 

40.0 超 ～ 45.0 以下 2 

35.0 超 ～ 40.0 以下 4 

30.0 超 ～ 35.0 以下 6 

25.0 超 ～ 30.0 以下 8 

25.0 以下 10 

 



33 

 

実環境試験対象技術選定評価基準                       別添－3 

(1) 評価方法 
フィールド試験の参加者の内、実環境試験対象技術を選定するため、以下の評価を行

い、総合点の高い応募者 2 者以内を実環境試験の対象者とします。 

 

(2) 評価項目 

評価は下記の 3項目について行います。 

1) 照明性能  （65 点）  

① 光学的要素 

a. 平均照度  (7点) 

b. 総合均斉度  (7点) 

c. 車線軸均斉度  (7点) 

d. グレア  (7点) 

② 消費電力（悪天候時のみに点灯する視線誘導灯を除く）（1km当り） (16点) 

③ LEDモジュールの寿命（時間）及び交換の容易性                  (7点) 

④ LEDモジュール用制御装置（電源部を含む）の寿命（時間）及び交換の容易性 

  ( 7点) 

⑤  照明器具の寿命（年）  ( 7点) 

2) 視線誘導効果  （20点） 

3) 独創性       （15点） 

 

(3) 配点方法 

1) 照明性能は、下記の 5項目について行うものとします。 

 各項目の配点方法については、下記のとおりとします。 

① 光学的要素 

a. 平均照度   (7 点) 

平均照度は下表によって評価します。 

平均照度による配点表 

平均照度(lx) 点数 

12.5 未満   - 

12.5 以上  ～ 15.0 未満 0 

15.0 以上  ～ 17.5 未満 1.4 

17.5 以上  ～ 20.0 未満 2.8 

20.0 以上  ～ 22.5 未満 4.2 

22.5 以上  ～ 25.0 未満 5.6 

25.0 以上 7 
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b. 総合均斉度 (7 点)  

総合均斉度は下表により評価します。 

総合均斉度による配点表 

総合均斉度 点数 

0.40 未満   欠格 

0.40 以上  ～ 0.46 未満 0 

0.46 以上  ～ 0.52 未満 1.4 

0.52 以上  ～ 0.58 未満 2.8 

0.58 以上  ～ 0.64 未満 4.2 

0.64 以上  ～ 0.70 未満 5.6 

0.70 以上 7 

 

c. 車線軸均斉度 (7 点) 

車線軸均斉度は各車線の車線軸均斉度の平均値によって評価します。 

車線軸均斉度による配点表 

車線軸均斉度 点数 

0.50 未満   欠格 

0.50 以上  ～ 0.54 未満 0 

0.54 以上  ～ 0.58 未満 1.4 

0.58 以上  ～ 0.62 未満 2.8 

0.62 以上  ～ 0.66 未満 4.2 

0.66 以上  ～ 0.70 未満 5.6 

0.70 以上   7 

 

d. グレア (7 点) 

グレアは外側線上高さ 1.2m の鉛直面照度( Eｖ)によって評価します。 

グレアによる配点表 

鉛直面照度( Eｖ) (lx) 点数 

50.0 超 欠格 

44.0 超 ～ 50.0 以下 0 

38.0 超 ～ 44.0 以下 1.4 

32.0 超 ～ 38.0 以下 2.8 

26.0 超 ～ 32.0 以下 4.2 

20.0 超 ～ 26.0 以下 5.6 

20.0 以下 7 
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② 消費電力（悪天候時のみに点灯する視線誘導灯を除く）（1km 当り）  (16点)  

 消費電力は 1km あたりの消費電力（器具台数×照明器具 1 台当りの消費電力）

について、下表により評価します。 

消費電力による配点表 

消費電力(kw/1km) 点数 

4.0 超 欠格 

3.8 以上 ～ 4.0 以下 0 

3.6 以上 ～ 3.8 未満 4 

3.4 以上 ～ 3.6 未満 8 

3.2 以上 ～ 3.4 未満 12 

3.2 未満 16 

 

③ LED モジュールの寿命（時間）及び交換の容易性      (7 点) 

ａ．LED モジュールの寿命による評価  

LED モジュールの寿命（時間）は下表により評価します。 

LED モジュールの寿命による配点表 

 LED モジュールの寿命 (時間) 点数 

60,000 未満 欠格 

60,000 以上 ～ 80,000 未満 0 

80,000 以上 ～120,000 未満 ４ 

120,000 以上  ７ 

 

ｂ．交換の容易性による評価 

 交換の容易性は、LED モジュールの交換方式及び交換機能の提案内容を評価

します。（最大 2 点） 

 

④ LED モジュール用制御装置の寿命（時間）及び交換の容易性  (7 点) 

ａ．LED モジュール用制御装置（電源部を含む）の寿命による評価  

 LED モジュール用制御装置の寿命（時間）は下表により評価します。 

LED モジュール用制御装置の寿命による配点表 

LED モジュール用制御装置の寿命 (時間) 点数 

60,000 未満 欠格 

60,000 以上 ～ 80,000 未満 0 

80,000 以上 ～120,000 未満 ４ 

120,000 以上  ７ 
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ｂ．交換の容易性による評価 

交換の容易性は、LED モジュール用制御装置（電源部を含む）の交換方式及

び交換機能の提案内容を評価します。（最大 2 点） 

 

⑤ 照明器具の寿命（年）  (7 点) 

照明器具の寿命（年）は下表により評価します。 

照明器具の寿命による配点表 

 照明器具の寿命 (年) 点数 

20 未満 欠格 

20 以上   ～ 25 未満 0 

25 以上   ～ 30 未満 ４ 

30 以上 7 

 

2) 視線誘導効果 （20点） 

 視線誘導を具備した照明器具に対して、提案の有効性をフィールド試験結果及

び提案内容に応じて評価します。 

 

3) 独創性 （15点） 

 海峡部道路照明施設として、独創性の高い提案を優位に評価します。 

 


