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改定等履歴 

改定等年月 種 別 改定等概要 

平成 24 年 7 月 制定 新規制定 

平成 25 年 7 月 改定 入口照明を追加 

平成 26 年 7 月 改定 主要性能の見直し、入口照明の調光機能の追

加 

平成 27 年 7 月 改定 構造、主要性能の見直し 

平成 28 年 8 月 改定 （１）プロビーム配光の基本照明灯具の追加

（２）主要性能全般及び機能の見直し 

（３）性能保証の追加 

平成 29 年 7 月 改定 （１）用語の定義に不快グレア指数（ＤＧＩ）

を追加 

（２）構造における電蝕防止措置の明確化 

（３）基本照明の照明特性に不快グレア指数

（ＤＧＩ）を追加 

平成 30 年 7 月 改定 （１）構造の見直し 

（２）光学特性の追加 

（３）二重の安全対策の見直し 

令和元年 7月 改定 (1) 構造の見直し 

(2) 対称照明方式における標準配光の追加 

(3) 基本照明における灯具種別･光束量･諸特

性の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本仕様書の適用は以下のとおりである。 

東日本高速道路株式会社    令和元年 7 月 

中日本高速道路株式会社    令和元年  7 月 

西日本高速道路株式会社    令和元年  7 月 
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平成 24 年 7 月 制定 新規制定 
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（２）耐食性検査における腐食確認範囲の見直し 

（３）機器完成時検査において次のとおり。 

◇二重の安全対策用支持金具検査の追加 

◇起動電流検査の追加 

◇設計光束検査の抹消 

◇全不点防止機能検査の抹消 

（４）その他全般 

◇規定方法の統一 

◇規定内容の明確化・適正化 
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