
LEDランプ選定基準

プライム・スター株式会社

私たちは一般社団法人日本照明工業会正会員のランプをお薦めします



直管型LEDランプの種類

工事不要

電源内臓タイプ

工事必要

電源内臓タイプ

工事必要

電源外付けタイプ

器具一体型タイプ
器具一体型GX-16t5

特殊ソケット装着型

現在世界で販売されている直管型LEDランプには以下の5種類のタイプがございます。
弊社がお薦めしているのは一般社団法人日本照明工業会所属のメーカーが製造販売
している工事必要電源内臓タイプです。

プライム・スター株式会社では、全てのタイプを取り揃えております。



工事不要
電源内臓タイプ

最近、工事不要のLEDランプがたくさん発表されています。
LEDランプを使用するには安定器を取り外しLED蛍光灯に適した配線に変更する工事が必要になりますが、この工事をしなくて
も、今の安定器を経由したままで使用できるランプが工事不要の蛍光灯です。

工事不要のLED蛍光灯で一番懸念される事項は、安定器をそのまま使い続けることにあります。

安定器が接続されたままの場合、以下のような問題点があります。
以下は工事不要LEDランプを使用する際のメリット・デメリットです。
●メリット
１、導入時の初期投資費用を節約（工事費用の節約）を行うことができる
２、工事をしていないので、従来の蛍光灯に戻すことができる（賃貸オフィスなどでは有効）
●デメリット
１、安定器が余分な電力を使用している。

LEDランプには安定器は不要です。不要なのにLED電球1個分くらいの電力を消費しています。
どんなに効率のいいランプを導入しても、安定器の消費電力がランニングコストに大きな影響を与えます。

２、安定器の寿命の問題
従来の蛍光灯の場合、安定器が不良になると、異音を発したり点灯に影響が発生しますが、LEDランプの場合は安定器の
不具合が発生してもそのまま点灯してしまう可能性があります。そのため故障に気がつかずに使用し続け、最終的には
安定器が発火する恐れがあります。一般的に安定器の寿命は10年と言われています。
新たな安全性の問題が発生する可能性があります。

３、安定器が完全に壊れた場合、LEDランプは正常でも点灯しなくなる。
寿命の長いLEDランプですが、安定器が完全に壊れてしまえばLEDランプは点灯しません。結局電気工事が必要となり、
余計なコストがかかってしまいます。工事不要型は長寿命というLEDのメリットを消してしまいます。

４、回路が複雑になるため、LEDの寿命の要因が増え、長寿命に影響を与える可能性があります。
５、様々なタイプがあり、取り付ける器具に適応したランプを選択することが困難。間違えると火災事故につながるケースも

考えられます。
※マスコミなどで火災などの事故が起きると言われている直管LEDはほとんどがこの工事不要型の直管型LEDによる不適切な
取り付けによるものだと思われます。安定器をバイパスまたは取り外せば発火の問題は解消します。

リコー 日栄インテック 東神電気 エム・システム技研

プライム・スター ノジマ エレコム ほか

工事不要ランプ取扱いメーカー一覧

プライム・スター社では病院など患者さんがいらっしゃる病室での使用などを想定しています。
テンポラリーな一時的な使用で、患者さんが異動された時に直結工事をお願いしています。
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バイパス工事をしてＬＥＤを導入することのメリット
既存照明器具が使用できるので、器具ごと交換するよりも導入費用が安くできる点です。照明器具は既存のものを使用しますが、
安定器は使用しませんので、古い安定器特有の音（ブーン・ジジジジという不快音）がしなくなり、発火など安定器故障による
影響は受けません。また、器具の撤去が不要ですのでごみの発生を最小限に抑えることができます。ゴミを出さないという方法
は地球のためにとても優しい方法だと思います。
照明器具のバイパス工事後は一般の蛍光灯は取り付けることができません。プライム・スターでは、工事後にLED専用器具に
なった旨を表すシールを貼り誤って蛍光灯を取り付けないように明示することで誤挿入を防止します。
既存器具を使用することによる注意事項としてあげられる点としては、ランプの落下に関する問題です。ＬＥＤランプは蛍光灯
よりもすこし重いものが多いのですが、弊社のReachリーチは220ｇ～とJIS規格内で最軽量です。（４０W型の場合）500ｇは
G13ソケットの規格で決まっている重量で、これ以上の重量のものは規格外となり落下の可能性が高くなります。

落下事故を防ぐために、ソケットに破損がなく、ランプの支持に問題がないことを確認することが必要です。ソケットが汚れて
いる場合は布などで拭き取りヒビなどによる破損がないか目視で確認します。またランプ取り付け時に軽く揺さぶったりして落
下しないことを確認します。この時ソケットに問題があるようであれば、ソケットの交換を致します。
また、屋外での使用時など錆による経年劣化時は、灯具ごと交換いたします。その際、落下防止器具を装着（安価）するかPSE
（電気安全用品法規格）および日本照明工業会で認定規定されているインシロック付き灯具をお勧めします。

※ランプの外装にガラスではなくポリカーボネイトという素材を使用しているので、万が一落下しても飛び散りなどを防ぐこと
ができます。

工事必要
電源内臓タイプ

工事必要
電源外付けタイプ

遠藤照明 アイリスオーヤマ
プライム・スター フィリップス

興 和 OPTILED LIGHTING

大塚商会 シャープ
オーデリック 日立製作所
ローム サンケン電機

G13工事必要ランプ取扱いメーカー一覧
G13は日本照明工業会も認定しています

世界の90％がG13口金対応の蛍光灯ランプ
現状：メーカー側の理由もあり、日本だけが一体型を推奨
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プライム・スターではG13口金のLEDランプにブルー
ライトカット・CISPR11/15/22の国際ノイズ規格合
格をプラスして他社の製品と差別化をしています。



上記内容をまとめると、バイパス工事によるメリットは

・照明器具を再利用できるので少ない投資でLED化することができる
・リニューアルの際にゴミを最小限に抑えることができるので、エコロジーであり、経済的である
・安定器の壊れた器具・騒音を発する器具でもソケットに問題がなければLED化可能

●デメリットは

・バイパス工事後は元の蛍光灯を使用することができなくなる。（LED工事済みであることを明示する必要がある）
・取り付け時にソケットに破損がないか確認して、取り付け可能かどうか確認する必要がある。
（場合によっては落下防止策をおこなう）

となります。

蛍光灯器具が古い、または破損している。もしくは照明器具毎交換して見た目もリニューアルしたいということであれば
照明器具の交換によるLED化が可能です。公共事業での採用も増えており、今後のスタンダードになることは間違いありません。

１、既存灯具に落下防止器具を装着する事で簡単・安価に落下防止可能です

落下防止対処法として次の２つの方法があります



２、PSE電気安全用品法認定脱落防止機能付き灯具をセットすることで落下防止可能。
こちらは日本照明工業会認定灯具です。

PSE



プライム・スター社が加盟している加盟する業界団体である日本電球工業会（現：日本照明工業会）は、
直管形LED照明向けに独自に策定した規格「JEL801」を、JIS（日本工業規格）標準とするために申請を出し、
JIS規格とした。しかし日本国内では、蛍光灯向けの照明器具を使用して利用するG13LEDランプがかなり流
通している。世界の約90％を占める直管型LEDランプの口金はG13口金であり、残念ながら、日本だけのガラ
パゴス規格となっている。
プライム・スター社でもGX16-t5口金の直管型LEDランプ（L-STAR)を生産しています。
一般的に世界中で利用されている蛍光灯は、口金の名称から、「G13口金対応品」と呼ぶことが多い。G13口
金対応品はランプに電源を内蔵したものと、電源を外付けとしたものに分けられる。
LEDランプに交換する場合は、どちらの場合も照明器具に付いている安定器は取り外す。電源を内蔵したも
のは、口金から交流電流を直接流すようにする。外付けの電源を利用するものは、蛍光灯の器具に電源を固
定し、電源と口金を結線する。つまり、従来の蛍光灯の電源部分は使用しない（バイパスまたは取り外す）
ことで一番の懸念の安定器や電源部分の経年劣化に起因する発火事故は起きないという結論に至る。

一つの結論として、日本は福島の大震災により蛍光灯が落下してランプがガラスで出来ていたため落下しケ
ガをしたという反省から落下防止策としてGX16-t5口金という特殊な構造の灯具をJIS化した経緯が大きい。
現在、弊社の直管型LEDランプの重量は220ｇからとなっており、従来のガラス製の蛍光灯より軽くなった。
素材も帝人製のポリカーボネイトを使用し、車で踏んでも破損しない強靭な構造となっている。

器具一体型GX-16t5
特殊ソケット装着型

GX16-t5口金工事必要ランプ取扱いメーカー一覧
GX16-t5口金は日本照明工業会も認定しています

Panasonic TOSHIBAライテック 三菱電機 日立アプライアンス

プライム・スター ほか

日本で唯一のLEDJIS規格。40W型のみ。
電球型LED、LEDダウンライト、LED投
光器、水銀灯代替LEDランプにはJIS規格
は存在しません。
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世界の90％がG13口金対応の蛍光灯ランプ
現状：メーカー側の理由もあり、日本だけが一体型を推奨



JIS規格とは
ここでJIS規格のおさらいをしましょう！

日本工業規格である日本工業規格（にほんこうぎょうきかく、: Japanese Industrial Standards）は、
工業標準化法に基づき、日本工業標準調査会の答申を受けて、主務大臣が制定する工業標準であり、
日本の国家標準の一つである。
JISそれ自体は、JISに適合しない製品の製造、販売、使用、JISに適合しない方法の使用などを禁ずる
ものではない。この意味で、JISは基本的に任意標準である。
ただし、国および地方公共団体に対して、JISは強制標順に準じた性格を有している。工業標準化法第
67条は、国および地方公共団体が鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、買い入れる鉱工業品に
関する仕様を定めるときなどに、JISを尊重すべきことを定めている。
LEDランプのJIS規格とは？
LEDランプはLED素子、ポリカーボネイト、アルミニウム、電源などの工業製品の組み立て商品であ
り、その電気的性能から電磁的両立性（イミニティーとエミッション）観点における電気的試験規格
の適合が求められる。Reachリーチは適合LED照明。
GX16-t5とは口金が特殊な構造のLEDランプの事を言う。地震の経験から、蛍光灯の落下防止の為に
考え出された日本独特の口金規格である。

例）JIS C 61000-4-2などは、世界国際規格のEN61000-4-2と同一の規格である。
元々は国際規格に準じて日本国家が定めた規格がJIS。

ReachリーチはJIS規格適合商品



器具一体型タイプ

４ 一体型工事必要ランプ取扱いメーカー一覧

Panasonic TOSHIBAライテック 三菱電機 日立アプライアンス

プライム・スター ほか

唯一のLEDランプJIS規格として誕生したGX16-t5口金ソケットの直管型LEDランプだが、価格が高い事、
規格が日本だけのガラパゴス規格であることで、G13口金との互換性がなく販売が苦戦した。
そこで考え出した製品が一体型LEDランプです。
残念ながら、こちらはJIS規格製品ではないため官公庁などの導入は見送られてきました。
今後は日本独自のLED照明として普及が予想されます。

プライム・スター社でも一体型LEDベースランプ（Reach Baseリーチ ベース)を生産しています。

新築には灯具が必要な為、一体型でも対応が可能。リニューアルには不必要な費用がかかる可能性が大き
い。割高な経費として、ランプ自体の費用が灯具込みのため高価。ランプ交換工事代金が灯具ごと交換す
る為費用が割高。一旦取り付けると各社ばらばらの仕様の為、故障や経年劣化時のランプの交換が難しい。
結局ランニングコストも割高になってしまう可能性が大きい。
弊社を含め、メーカーとしては高い物を販売できる可能性が大きい為利益には貢献するが、まだまだ使用
できる灯具を廃棄せざるを得ないなど地球環境配慮の問題や今後の互換性を考慮すると選択が難しい側面
も否定できない。

既存の灯具を廃棄する為、廃棄費用も含めた価格だけでなく、
購入にあたり貴社内での地球環境配慮などの
議論が必要と思料します。

世界の90％がG13口金対応の蛍光灯ランプ
現状：メーカー側の理由もあり、日本だけが一体型を推奨



なぜ、工事必要電源内臓タイプを
お勧めするのか？

工事不要タイプは既存安定器の経年劣化により日本照明工業会でも推薦してい
ない。理由は、安定器の交換が必要な時期の目安を10年としているからです。

ランプに寿命があるように照明器具にも寿命があります。器具を交換せずにランプ交換だけで済ますと、明るさも低下して
いきます。照明器具の省エネ率も今と昔では大きく違うので、ランプと器具を一緒に交換することで大きな省エネ効果が得ら
れます。 また、10年過ぎると器具の故障率が急に増えていきます。 10年の適正交換時期をしっかり守りましょう。
毎日、なにげなく使用している照明器具。
耐用年数の限りがあるにもかかわらず、案外見過ごされているのが現状です。10年を過ぎた照明器具は、外観だけでは判断できな
い器具の劣化が進んでいます。例えば、器具内の安定器が絶縁劣化によりまれに発煙事故に至る場合があります。
安全性の面からも早めに点検と交換をご検討ください。※昭和47年以前の安定器は、PCBを使用したものがあります。
すでに約40年以上も経過していますので、早急に交換が必要です。

発火など問題があるのは安定器！
LEDランプを使用する場合は安定器をバイパスします！

灯具は基本的に錆などなければ使用可能です！



①、Reachリーチは目に悪いブルーライトカット

②、ReachリーチはWifiなどを狂わすノイズをカット
唯一のCISPR11/15/22の国際規格合格





Reach Advanceは、CISPR11/15/22適合LEDランプ



ナースステーション、病室は患者さんに安らぎ感のある明るい空間の雰囲気
作りが大切です。目に優しいブルーライトカット機能付きで、もちろん国際
ノイズ規格CISPR11/15/22適合のランプをご推薦します。

オフィスには、人がランプの下で働いている部屋が数多くあります。
そこに使用されている照明タイプは直管形蛍光灯・ベースライト・ダ
ウンライトが主に使用されており、ＬＥＤが最も得意とするタイプな
のです。
蛍光灯タイプ４０Ｗタイプを例に挙げると、当社おすすめのＬＥＤ
では１３Ｗの消費電力で済みます。２００本交換した場合、年間の電
気量は約３５万円削減されます。
１０年単位で比較すると実に４００万円以上の削減効果が望めます。
病院はＬＥＤ化をすることによって恩恵を受けやすい施設と言われて
います。

46W
蛍光灯40W＋安定器6W

たった
13W

70％
削減

コンパクト
蛍光灯

当社おすす
め製品

消費電力(W) 55w 22W

設計寿命 10,000時間 50,000時間

もし24時間、１年間常時点灯させておかな
ければならない場合、8,760時間の点灯に
なります。 一般的なLEDの寿命は50,000時
間ですので、計算上は約5年間以上交換不
要になります。頻繁に取り換えの必要な蛍
光灯に比べ、LEDは約5倍の寿命があります
ので、非常に経済的となっています。

ブルーライト
カット



京都大学大学院 薬学 岡村均教授
「体のリズムはいろいろな機能、肝臓・腸・腎臓・心臓など、そういう機能に直接つながっ
てくる。リズムの異常が続くと、生活習慣病がいちばん可能性がある。」

ドイツ規格協会 ディーター・ラング委員長
「これまで光はものを見やすくするためだけのものだった。
しかしいまは健康への影響に注目すべきだと思う。」

健康に影響を及ぼす可能性があるブルーライト。
しかし、実際にどのくらいの量を浴びると病気になるのかは、まだ
わかっていません。このため、日本をはじめ多くの国では、ブルー
ライトのリスクにどう対応するか、方針を決めていません。

そうした中、ブルーライトとの適切な向き合い方を示した国があります。
ドイツです。２０１３年４月、照明器具の光の使い方を提示したガイドラ
インを発表しました。ブルーライトは体を活性化させる作用があるため、
午前中は適量を十分に浴び、夜間は減らすことが望ましいと指摘。
その上で、自宅や学校、介護施設などでどんなタイプの照明を使うべきか、
細かく示しています。

「こうした照明の価値は広く認められ、興味を持つメーカー
が増えている。
ガイドラインができたことで、さらに普及していくと思
う。」

ブルーライト問題（NHKがTV放送）

オフィスの環境は安全か？

ブルー
ライト
カット子供たちの目は守れるか？



サーカディアンリズムをコントロールする必要性
一般に私たちが「光」と呼んでいるものは、電磁波のうち、ヒトの目で見ることのできる可視光線
のことです。可視光線の波長は、およそ400～800nm（ナノメートル）で、ブルーライトは380～
495nm。400nmより短くなると紫外線、700nmより波長が長くなると赤外線と呼ばれます。
私たちの目の角膜や水晶体は、およそ350nm～800nmの波長を透過させますが、それより外側の
電磁波（光）は透過できません。つまり、網膜に到達する光の中で、紫外線にもっとも近い強いエ
ネルギーを持つ光が、ブルーライトというわけです。
デジタルディスプレイから発せられるブルーライトは、眼や身体に大きな負担をかけると言われて
おり、厚生労働省のガイドラインでも「1時間のVDT（LED照明などデジタルディスプレイ機器）
作業を行った際には、15分程度の休憩を取る」ことが推奨されています。
約20年前と比較し、省エネ化でLEDが普及したことにより日常生活におけるブルーライトの暴露量
が増えています。ブルーライトの放出量は各デバイスによっても異なり、パソコンのみならず、現
代人の必須アイテムとなりつつあるスマートフォンから発せられるブルーライトにも注意が必要で
す。

ブルーライトとは？

資料：ブルーライト研究会

ブルー
ライト
カット
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ブルーライトの影響について ブルー
ライト
カット

目をカメラにたとえるなら、角膜はフィルター、水晶体はレンズ、網膜はフィルムのようなもの。私たちは、外界で散乱している光を
フィルターやレンズで屈折させ、網膜に集めることで初めて「モノを見る」ことができます。ところが、紫外線やブルーライトのよう
な強い光は、角膜や水晶体で吸収されず、ストレートに網膜に達してしまいます。たとえば、「太陽の光を直接見てはいけない」と言
われるのは、強烈な光によって網膜がダメージを受けてしまうから。また、たとえわずかでも、紫外線やブルーライトを浴び続けると、
網膜の中心部にある「黄斑」がダメージを受け、加齢とともに増える眼病「加齢黄斑変性」の原因になる場合があります。加齢黄斑変
性は、アメリカでは65歳以上の失明原因の第１位。日本でも近年急速に増加しつつあり、パソコンなどのＬＥＤディスプレイによっ
て暴露するブルーライト増加の影響が指摘されています。長時間にわたるVDT作業が、眼精疲労やドライアイを招くことはよく知られ
ています。こうしたVDT症候群（テクノストレス）は、姿勢の悪さやストレス、瞬きの回数が減少して目が乾燥しやすくなることなど
が原因とされてきました。しかし、最近ではディスプレイから発せられるにブルーライトこそ、目の疲れの大きな要因になっているこ
とがわかってきました。
ブルーライトは目は波長が短いため散乱しやすい性質を持っています。これが眩しさやチラつきなどの原因になり、その分、脳はピン
ト合わせに苦労します。また、ブルーライトは他の光よりもエネルギーが強いため、瞳孔を縮めようとして目の筋肉も酷使され、眼の
疲れや肩・首の凝りなどに影響します。
夜も明るい環境や、夜遅くまでパソコンなどのLEDディスプレイでブルーライトを浴びる生活は、サーカディアンリズムを乱れさせ、
自律神経系や内分泌系、免疫系にも悪影響を及ぼします。寝付きが悪い、眠りが浅いといった「睡眠の質を低下」も、そのひとつで
しょう。しかし、サーカディアンリズムの乱れをリセットしたりするために重要なのも、ブルーライトです。
網膜が強いブルーライトの刺激を受けると、脳は「朝だ」と判断し、メラトニンという睡眠を司るホルモンの分泌が抑制され覚醒し、
ブルーライトの量が減少すると「夜だ」と判断して、メラトニンの分泌が活発になります。時差ボケの解消には朝の光を浴びるといい
といわれるのは、ブルーライトを多く含む朝の太陽の光でサーカディアンリズムがリセットされるから。
また、白内障患者が睡眠障害を伴うことが多いのは、水晶体が濁ってしまい、ブルーライトの透過率が低下して、メラトニンの分泌が
十分に抑制されなくなるのが大きな要因のひとつと考えられています。白内障により水晶体が濁り、ブルーライトが透過しづらくなっ
た人や、夜型の生活を送る人に、睡眠障害をともなうイライラやうつ症状などが多く見られる一方で、LEDを設置した首都圏の駅ホー
ムでは、自殺者が平均80％以上も低下するといった研究データも報告されています。

資料：ブルーライト研究会



岐阜薬科大学は、青色発光ダイオード(LED)から発せられる青い光(ブルーライト)が、目にダメージを与えるメカニズムを
解明したと発表した。
同成果は、同大薬効解析研究室の原英彰 教授らによるもの。詳細は英国学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

青色の光は波長が短く、目の角膜や水晶体で吸収されないため網膜に達しやすく、視細胞に障害を与えることが知られており、
近年では、眼精疲労や急性網膜障害、加齢黄斑変性症などの原因になるとされているが、LEDのブルーライトが、視機能にど
のように影響を及ぼすのか、といったことについてはよくわかっていなかった。
そこで研究グループは今回、波長の異なる緑、白、青の3色のLEDを用いて、マウスに照射し、細胞の状況を調べることで、

その謎の解明に挑んだという。
その結果、波長の長い緑色の光では細胞障害は惹起されなかったが、白色および青色の光では、視細胞での細胞障害が惹起

されることが確認されたという。
また、細胞障害の原因となる活性酸素の量は、青色、白色の順に多く、緑色のLEDでは増加がみられなかったという。

これらの結果から、研究グループでは、細胞のエネルギー産生の場であるミトコンドリアが障害を受けるほか、タンパク質合
成の場である小胞体に障害が起きることで、細胞障害が惹起されたと考えられると説明しており、ブルーライトから目を守る
ことや、細胞障害の原因となる活性酸素を抑えることなどが、視機能障害に対する対策の一助となる可能性が示されたとして
いる。

なぜLEDによるブルーライトが目に悪いのか? - 岐阜薬科大が仕組みを解明
2014/07/25新聞記事

子供の目は大丈夫か？

ブルー
ライト
カット
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貴方のオフィスでは目が疲
れるLEDをご利用ですか？



学校など子供の目を守るＬＥＤ ブルー
ライト
カット
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EMC国際規格CISPR11・15・22適合LED

EMC対策
CISPR11・15・

22適合LED

Copyright©2014 PRIMESTAR CO.,LTD All Rights Reseaved

国内第三者検査機関にて
CISPR試験合格

Wi-Fiが誤作動する可能性を
排除するLEDランプ



ＣＩＳＰＲ（国際無線障害特別委員会）は、日本国内においては総務省の管轄です。
無線障害の原因となる各種機器からの不要電波（妨害波）に関し、その許容値と測定法を国際的に合意す

ることによって国際貿易を促進することを目的として1934年に設立されたＩＥＣ（国際電気標準会議）の特
別委員会です。
組織的には、ＩＥＣの特別委員会となっていますが、その地位はＩＥＣの他の専門委員会とは異なり、無

線妨害の抑圧に関心をもついくつかの国際機関も構成員となっています。また、ＩＴＵ－Ｒ（国際電気通信
連合無線通信部門）やＩＣＡＯ（国際民間航空機関）の要請に応じて無線妨害に関する特別研究を引き受け
るなど、他の国際機関との密接な協力体制がとられています。

☆ＣＩＳＰＲは、一般に「シスプル」と読み、フランス語で次のとおり標記されます。
Comite international Special des Perturbations Radioelectriques(コマイト,インターナショナル,スペ

シャル,デス,パーサーベイションズ,ラジオ,エレクトロニクス)
なお、英語では、次のように標記されます。
International Special Committee on Radio Interference

ＣＩＳＰＲの日本の審議団体は、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課です。 また、ＣＩＳＰＲに対し
我が国の意見を反映し､ＣＩＳＰＲ勧告を我が国の国内規格として適用する上での技術的条件を審議するため
､ＣＩＳＰＲ国内委員会として情報通信審議会情報通信技術分科会電波利用環境委員会(主査：多氣昌生 首
都大学東京教授)を設置しています｡
ＩＥＣの各国の国内委員会は以下のメンバーで構成されています。
国際大電力システム会議（ＣＩＧＲＥ）、欧州放送連合（ＥＢＵ）、欧州電気通信標準化機構（ＥＴＳＩ）
国際アマチュア無線連合（ＩＡＲＵ）、国際電気通信連合 無線通信部門（ＩＴＵ－Ｒ）
（ＩＥＣのホームページによる）

「CISPR シスプル」とは？
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一般の蛍光灯はCISPR15の規格対象です。LEDは半導体です。工場や病院ではLED蛍
光灯から発生するノイズなどによって計器類に障害が出る場合があります。
特に病院では使用する計器類はCISPR11の規格に基づいて使用が進められています。

なぜ必要か？ CISPR11＝病院でも安心して使用可能

ＣＩＳＰＲ１１
「工業・科学及び医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法」
【平成２６年３月答申】

ＣＩＳＰＲ１５
「電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」
【平成１７年１０月答申】

ＣＩＳＰＲ２２ 「情報技術装置からの妨害波の許容値と測定法」
【平成２２年１２月答申】

http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/inter/cispr/hyousi/c
11.pdf
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http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/inter/cispr/hyousi/c11.pdf
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/inter/cispr/hyousi/c15.pdf
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/inter/cispr/hyousi/c22.pdf


高性能・高品質なLED蛍光灯 「Reach」

JIS規格等で規定されているEMC（電磁両立性）規格・RoHS指令・PSE等に適合しています。

EMC（EMS/EMI) 評価項目 評価内容 概要 合否
EMS
（電磁感受性・イミュニティー）

耐静電気ノイズ JIS C 61000-4-2
EIAJ ED-4701/300

静電気放電イミュニティー試験の実施

適合

EMS
（電磁感受性・イミュニティー）

無線妨害波入射 JIS C 61000-4-3 放射無線周波磁界イミュニティー試験の実施

適合

EMS
（電磁感受性・イミュニティー）

ファーストトランジェン
ト/バースト

JIS C 61000-4-4 電気的ファーストトランジェット/バーストイ
ミュニティー試験の実施 適合

EMI
（電磁妨害・エミッション）

高調波伝導 JIS C 61000-3-2 高調波電流発生限度値試験の実施

適合

EMI
（電磁妨害・エミッション）

無線妨害波伝導
無線妨害波幅射

CISPR15
J55015
VCCI

国際無線障害特別委員会の電磁波障害基準規格
（CISPR15電磁ノイズ）をクリアすること
電気用品安全法省令第2項に基づく基準
VCCI協会「自主規制措置運用規定」

適合

RoHS 機器における特定 有害
物質の使用制限

RoHS 電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制
限に関する欧州議会及び理事会指令 適合

安心
安全

PSE電気用品安全法（JIS)は当然クリア！
EMC国際規格CISPR11・15・22も更に適合
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プライムスター

東芝(LED)

Panasonic(LED)

東芝(HF)

東芝(FL)

照明機器のランニングコスト比較

4年目をすぎても、LED管はま

だ更新必要なし。

24時間使用でも６年はもつ。

３年目には、一般蛍光管の全数を更新しなければならない。

工事代金を含めたコストがかかる。

水俣条約で2020年までしか一般蛍光灯は使用できない．．．

回収スピードはプライム・スターが早い

弊社「Reach」と従来の蛍光灯（40WFL管・Hf32W）と東芝・パナソニック製
LEDとの導入後のランニングコスト比較

Reach13W
2300lm



TechnicalR&D
Reach他40W形直管LEDランプ比較表

Reachの最大の特徴「ブルーライトカット」・「CISPR11・15・22取得」
目を守る直管型LEDランプ＋ノイズ国際規格合格直管型LEDランプ

一般社団法人日本照明工業会正会員のランプ一覧

非対応

N/A

一体型

一体型

100～242V

N/A

灯具ごと交換

非対応

2,250lm

122

5000K

3200ｇ

N/A

鋼鈑・ポリカーボネイト

東芝ライテック

LEDT-45261NK-LD9

1,226mm

20.8W

約40,000時間

100～242V

N/A

灯具ごと交換

非対応

非対応

N/A

5000K

2200ｇ

N/A

鋼鈑・ポリカーボネイト

一体型

一体型

非対応

N/A

パナソニック

XLX450DENLA9

1,250mm

38.8W（19.2W)

約40,000時間

5200lm（2600lm）

135

内蔵

RX-199N

100V

N/A

要・バイパス工事

非対応

1931ｌｍ

142

5,000K

440ｇ

33.6φ

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ

遠藤照明

RAD-579N

1,198mm

13.6W

約40,000時間

非対応 非対応 非対応

約40,000時間 約60000時間 約40,000時間

N/A

内蔵 別置 内臓

アイリスオーヤマ シャープ ローム

要・バイパス工事

非対応 非対応 非対応

両側G13 GX16ｔ-5 片側G13

N/A N/A N/A

電源交換工事必要 要・バイパス工事

100～242V 100～242V 100～242V

N/A 150度

440ｇ ＊270ｇ 440ｇ

ｱﾙﾐ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ ｱﾙﾐ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ ｱﾙﾐ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ

35.1φ27φ32.5φ

5,000K 5000K 5000K

2000ｌｍ 2600ｌｍ 2400ｌｍ

142 104 140

1,198mm 1,198mm 1,198mm

14.1W 25W 17.1W

LDG40S N/14/20 DL-T432WM R-FAC40KN4

３年

REACH　PARKING

Reach-7-P

7W

1,000ｌｍ±10％

143

230ｇ 320ｇ

　　　　　　　　　　210度

　　　　　　　　要・バイパス工事

保障期間 3年 5年

Reach13アドバンス

Reach13-A

13W

176

　　　　　　　　　約50,000

　　3000K・4000K・5,000K・6000K

2,300ｌｍ

　　　　　　　　　1198mm

製品名

型番

長さ

消費電力

製品寿命

全光束

ビーム角

入力電圧

配線方式

CISPRI対応（電磁波対策）

ブルーライトカット対応

効率（ｌｍ/W）

色温度

ランプ重量

材質

管径

320g

26φ 26φ

　　　　　　　　　　内蔵

26φ

工事

Reach20-A

社名 　　　　　　　　　プライム・スター

Reach20アドバンス

電源

　　　　　　　　　　ｱﾙﾐ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ

20W

2800ｌｍ

140

CISPR　11/15/22　オプション CISPR　11/15/22　

　　　　　　　　　　　約30％カット

　　　　　　　　　　90～264V

　　　　　　　　　　　片側G13



Reachシリーズ



まとめ

工事不要
電源内臓タイプ

器具一体型タイプ器具一体型GX-16t5
特殊ソケット装着型

工事必要
電源外付けタイプ

工事必要
電源内臓タイプ

安定器の問題があり病院など一時的な利用に限る。
患者さんの移動時に工事を行うようにお願いしています。

世界ではデファクトスタンダードな利用がこのタイプ
（フィリップスほか）

LEDランプの性能が進化し、古いタイプになった。

日本だけのガラパゴス仕様。
新築の場合は灯具が必要な
ため日本では利用が多い。

お薦めします！
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