
蛍光灯をLED照明に交換する際の注意点

プライム・スター株式会社
法人営業部

明るさは大丈夫か？
眩しくないか？
ノイズは大丈夫か？



日本の製造メーカー
プライム・スター株式会社は一般社団
法人日本照明工業会のメンバーです。
ご購入にあたっては、保証も含めて安心
の日本の製造メーカー正規品をお薦めし
ます。

重要部品は全て日本製
電源の真価を定めるコンデンサー、ポリ
カーボネイト、特許反射板は信頼性の
高い日本製部品を採用。
電源内蔵片側給電・230gの最軽量～

ブルーライトカット機能
Reachは生体リズムへの影響や眩しさの
原因とされているブルーライト成分を同
社製品比30％カットしています。LED照
明のブルーライトを軽減することに成功
しました。

電磁波妨害対策
国際ノイズ規格CISPR11,15,22を国内第
三者機関で適合。EMC対策済みで、病院、
介護施設、携帯基地局、テレビ局などで
採用されています。

製品保証5年間
業界最長の5年保証
不良率0.05％以下

製品情報をバーコード管理。トレーサビ
リティーを徹底しています。

万全のQC体制
全数点灯試験クオリティーコントロール
日本製部品を中国自社工場にてアッセン
ブル。24時間エイジング試験。絶縁抵抗、
耐電圧、耐燃性、各種安全性テスト等、
国内第三者機関で試験適合。
（JIS C8159-1：2013に準拠）

業界最高200㏐/ｗ
13W・2300㏐

最高器具効率177㏐/ｗ
蛍光灯20W型で3W。40W型で消費電力
7Wタイプも発売！特に駐車場や廊下、
更衣室などに最適です。

特許反射板MCPETを採用
古河電工社製の特許製品MCPETをランプ
内に装着。光をマイクロ単位で分解照射
する事で目に対するLEDの刺激を軽減、
気になるLED素子のブツブツがなくなり
ました。

お薦めです！
Reach13Aリーチの優位性





１、日本政府は2013年「水銀に関する水俣条約」を採択。2020年までに一定の水銀が含有されている
ものの輸出入、販売および生産をストップする国際条約に合意いたしました。一般の蛍光灯や水銀灯も
この中に含まれました。大手メーカーも次第に従来の蛍光灯や水銀灯は廃番に！在庫がなくなります。

２、2015年11月にフランスでCOP21（国連の気候変動に関する会議）が開催され、安倍首相が出席。
COP21で採択された「パリ協定」は、21世紀後半に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目指
して、世界が協力することを約束した、歴史的な国際協定です。この協定に、175カ国が署名、そしてア
メリカ・中国・インドなどが批准したことは、未来に向けた地球温暖化防止のための大きな一歩であり、
今後の新たな世界経済の方向性をも決めるものでもあります。日本政府もCO2削減は国家の目標とし
26％の削減」目標を決めています。



2020年までにLED照明に交換することが必要に！

2020年まで
あと4年！



導入する際の留意点は何？

２、最近はWi-fi環境でのPCやスマートフォンの利用が多くなってきました。機器の誤作動や安全対策と
して国際ノイズ規格CISPR11/15/22適合のLED照明が求められています。LED照明は蛍光灯ではありま
せん。半導体です。LED照明のノイズやフリッカー（ちらつき）などで気分が悪くなることも気を配る必
要があります。

http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/inter/cispr/index.h
tm

ノイズ対策は万全か？

スタッフさんの眼を守るLED照明か？
１、岐阜薬科大学がイギリスの学会にLED照明のブルーライトの弊害を発表。網膜にダメージが与えられ
るだけでなく、ミトコンドリアや小胞体が障害を受ける。更にメラトニンの分泌が抑制され、サーカディ
アンリズムがくるうことによる鬱などの変調を訴える。Reachシリーズは人間工学と光科学光学に基づい
て設計されています。科学的に約30％のブルーライトをカットしております。子供の眼を守る唯一のLED
照明です。

ぶつぶつの見えるちらつき
の酷いLEDランプ例

ブルーライト
の弊害は？



Reach13A（LED) HFインバーター蛍光灯 40W型ラピッドスタート蛍光灯

①消費電力
(安定器含む) 13W 32～37W 40～45W 

②寿命 50.000時間 12.000時間 6.000～15.000時間

③全光束 2,300lm 3.500lm前後 3.000lm前後
蛍光灯代替え HFインバ―ター同等 2,300㏐のLED照明と同等 2,000㏐のLED照明と同等

④メーカー 日本 メーカーによる メーカーによる

⑤製品保証 5年 メーカーによる メーカーによる

⑥専用電源 内蔵型 別置き型 別置き型

⑦ノイズ 国際ノイズ規格
11/15/22適合

かなり出る
テレビ局では使用不可 出る

⑧重量 310g 約220g～250g 約240g～270g

⑨演色性 Ra80以上（Ra97も可能） Ra80以上 Ra80以上

⑩配光角 210（MCPETでより光拡散） 360 360

⑪動作温度 -20～40度 10～30度 10～30度

⑫紫外線発光 紫外線を出さない 1000lxあたり、7.2μW/cm2 1000lxあたり、7.2μW/cm2

一般蛍光灯とReach13Aの比較に関して

蛍光灯の紫外線放射照度
（２７５～３８０ｎｍ）
（μｗ／ｃ㎡）／１０００ｌｘ



Reach13A 蛍光灯
2,500㏐以上のLED照明に交換した場合「眩しすぎる」、
「眼がチカチカする」などの理由からクレームになっている
ケースも存在する。LED照明は蛍光灯のように360度点灯
しない分、LMだけで判断すると明るくなりすぎることが多い。

左のように、日本照明工業会では、蛍光灯の明るさの基
値準LM（ルーメン）表記がLED照明に適合しない理由か
ら、逆に既存の蛍光灯メーカーにLED照明基準に合わせ
るように来年から要請。

タイプ Reach13A
LED照明

HFインバーター
蛍光灯

ラピッドスタート
蛍光灯

設置灯具台数 32台（64本） 32台（64本） 32台（64本）

天井高さ 3M 3M 3M

照度分布図

平均照度 872lx 771lx 616lx
消費電力/台

電源含む
26W

（13Wⅹ2）
74W

（37Wｘ２）
90W

（45Wｘ２）

平均照度＝縦6m・横15m・天井高3mのスペースに32台の灯具で64本設置した場合の床面の平均照度

プライム・スターではラピッドスタート用に合わせて照度を抑えた2000㏐タイプもご用意しています。



JR系の池袋メトロポリタンホテル様では地下の
駐車場をたった7WのReachリーチに全量交換。
ホテルは省エネだけでなくホテルのお客様の満
足度も重要です。暗くなったらクレームになる
との心配がありました。
Reach7Wはたった1000㏐しか全光束はないも
のの、ReachはMCPET効果で光が拡散！
ラピッドスタート型40W蛍光灯より照度が上が
りました。（ラピッド40W型蛍光灯の全光束は
3000㏐）
もちろんたった7Wしか電気を消費しないため
大幅な節電が可能になりました。その後、JRグ
ループは、「環境ビジネス」にReach7Wの節
電効果を発表しました。



蛍光灯の寿命は電源で決まります。
実際は10年が器具交換の目安です！

蛍光灯器具は、10年から15年が期待される耐用年数とされます。メーカーでも、安定器の耐用年数を10年
としており、10年を超えた照明器具は安定器交換や器具交換を薦めています。しかし、現実には15年を超え、
20年や25年と使用している例も多くあります。屋内で使用する照明器具で、3,000h/年を超えるような過酷
な点灯状況になければ、概ね15年程度は使用できると言えます。屋外に設置される照明器具の場合、10年程
度使用できれば十分です。
数年から数十年使用した照明器具は、器具内電線のひび割れ、ソケットの変形や破損、端子台の変形破損な
どのおそれがあります。蛍光灯を点灯させた瞬間に漏電遮断器が動作したり、発煙や火花を発生された場合、
器具に寿命が来たと判断し、リニューアルすると良いでしょう。
1972年以前の蛍光灯器具の場合、安定器にPCBが入っていることがあります。PCBは単純廃棄できず、所定
の機関に回収を依頼する必要があり、回収されるまでの期間は厳重な保管が必要です。

安定器の平均寿命は8年～10年とされており、この年数に至る頃に
は、設置した蛍光灯照明器具のうち半数が、寿命に至っていること
を示しています。



TechnicalR&DReach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

ブルーライトカットできるLEDランプReach 秘40W形直管LEDランプ　比較表
 

※CISPR 11：「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」
15：「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」
22：「情報技術装置からの妨害波の許容値及び測定法」

CISPR　11/15/22　オプション

非対応

非対応

両側G13

約30％カット

90～264V

要・バイパス工事

120度

片側G13

1,198mm

16.4W

2500lm

155

5,000K

約40,000時間

工事

LDG40S N/16/25

100～242V

社名 　　　　　 　　プライム・スター アイリスオーヤマ

内蔵電源

ｱﾙﾐ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ

管径

440g

ｱﾙﾐ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ

26φ 26φ

内蔵

26.5φ

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

1198mm

製品名

型番

長さ

消費電力

製品寿命

保障期間 3年 5年

Reach13アドバンス

Reach13-A

13W

177

約50,000時間

　　3000K・4000K・5,000K・6000K

2,300㏐

3年

REACH　PARKING

Reach-7-P

7W

1,000ｌｍ±10％

143

230ｇ 320ｇ

210度

要・バイパス工事

東部製鉄

FL15-JE-1200T8 DL-T432WM

1,198mm 1,198mm

15.3W 25W

5,000K 5000K

2050lm 2600㏐

142 104

400g ＊270ｇ

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

27φ28φ

5年 N/A

電源交換工事必要

100～240V 100～242V

N/A 150度

大塚商会 シャープ

要・バイパス工事

CISPR15のみ 非対応

片側G13 GX16ｔ-5

非対応 非対応

約40,000時間 約60000時間

内蔵 別置

遠藤照明

RAD-579N

1,198mm

13.6W

約40,000時間

1931㏐

142

5,000K

440ｇ

33.6φ

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ

内蔵

RX-199N

100V

N/A

要・バイパス工事

非対応

非対応

3年

エコトラスト

TLS40-501622

1,198ｍｍ

16Ｗ

約50,000時間

2200㏐

137

5000K

290ｇ

N/A

ｱﾙﾐ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ

内蔵

片側Ｇ13

100～220Ｖ

300度

要・バイパス工事

CISPR11,15のみ

非対応

5年

リコー

CLARTE PR40N

1,198mm

26W

約40,000時間

2300㏐

88

5000K

320g

28φ

ｱﾙﾐ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ

非対応

3年

内蔵

両側G13

100～200

135度

工事不要

非対応


直管球

		

		40W形直管LEDランプ　比較表 ガタチョッカンヒカクヒョウ

		社名 シャメイ																								　　　　　 　　プライム・スター																																																								アイリスオーヤマ																												大塚商会 オオツカショウカイ																												シャープ																																						遠藤照明 エンドウショウメイ																												エコトラスト																												リコー

		製品名 セイヒンメイ																								REACH　PARKING																												Reach13アドバンス																																																								東部製鉄 トウブセイテツ

		型番 カタバン																								Reach-7-P																												Reach13-A																												LDG40S N/16/25																												FL15-JE-1200T8																												DL-T432WM																																						RAD-579N																												TLS40-501622																												CLARTE PR40N

		長さ ナガ																								1198mm																																																								1,198mm																												1,198mm																												1,198mm																																						1,198mm																												1,198ｍｍ																												1,198mm

		消費電力 ショウヒデンリョク																								7W																												13W																												16.4W																												15.3W																												25W																																						13.6W																												16Ｗ																												26W

		製品寿命 セイヒンジュミョウ																								約50,000時間 ヤクジカン																																																								約40,000時間																												約40,000時間																												約60000時間 ヤクジカン																																						約40,000時間																												約50,000時間																												約40,000時間

		全光束 ゼンヒカリタバ																								1,000ｌｍ±10％																												2,300㏐																												2500lm																												2050lm																												2600㏐																																						1931㏐																												2200㏐																												2300㏐

		効率（ｌｍ/W） コウリツ																								143																												177																												155																												142																												104																																						142																												137																												88

		色温度 イロオンド																								　　3000K・4000K・5,000K・6000K																																																								5,000K																												5,000K																												5000K																																						5,000K																												5000K																												5000K

		ランプ重量 ジュウリョウ																								230ｇ																												320ｇ																												440g																												400g																												＊270ｇ																																						440ｇ																												290ｇ																												320g

		管径 カンケイ																								26φ																												26φ																												26.5φ																												28φ																												27φ																																						33.6φ																												N/A																												28φ

		材質 ザイシツ																								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																												ｱﾙﾐ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ																																						ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ・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

		電源 デンゲン																								内蔵 ナイゾウ																																																								内蔵 ナイゾウ																												内蔵 ナイゾウ																												別置 ベッチ																																						内蔵 ナイゾウ																												内蔵 ナイゾウ																												内蔵 ナイゾウ

		配線方式 ハイセンホウシキ																								片側G13 カタガワ																																																								両側G13 リョウガワ																												片側G13 カタガワ																												GX16ｔ-5																																						RX-199N																												片側Ｇ13 カタガワ																												両側G13 リョウガワ

		入力電圧 ニュウリョクデンアツ																								90～264V																																																								100～242V																												100～240V																												100～242V																																						100V																												100～220Ｖ																												100～200

		ビーム角 カク																								210度 ド																																																								120度 ド																												N/A																												150度 ド																																						N/A																												300度 ド																												135度 ド

		工事 コウジ																								要・バイパス工事 ヨウコウジ																																																								要・バイパス工事																												要・バイパス工事																												電源交換工事必要 デンゲンコウカンコウジヒツヨウ																																						要・バイパス工事																												要・バイパス工事																												工事不要 コウジフヨウ

		CISPRI対応（電磁波対策） タイオウデンジハタイサク																								オプション																												CISPR　11/15/22　																												非対応 ヒタイオウ																												CISPR15のみ																												非対応 ヒタイオウ																																						非対応 ヒタイオウ																												CISPR11,15のみ																												非対応 ヒタイオウ

		ブルーライトカット対応 タイオウ																								約30％カット ヤク																																																								非対応 ヒタイオウ																												非対応 ヒタイオウ																												非対応 ヒタイオウ																																						非対応 ヒタイオウ																												非対応 ヒタイオウ																												非対応 ヒタイオウ

		保障期間 ホショウキカン																								3年 ネン																												5年 ネン																												3年 ネン																												5年 ネン																												N/A																																						3年 ネン																												5年 ネン																												3年 ネン

		※CISPR												11：「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」

														15：「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」 デンキショウメイオヨルイジキキムセンボウガイナミトクセイ

														22：「情報技術装置からの妨害波の許容値及び測定法」 ジョウホウギジュツソウチボウガイナミ





Sheet2

		





Sheet3

		





互換性レポート

				Reach-7-P比較表.xls の互換性レポート

				2015/5/20 12:50 に実行

				このブックで使用されている次の機能は、以前のバージョンの Excel ではサポートされていません。このブックを以前のバージョンの Excel で開くか、以前のファイル形式で保存すると、それらの機能が失われるか、正常に実行されなくなる可能性があります。

				再現性の低下						出現数		バージョン

				選択したファイル形式でサポートされていない書式が、このブック内の一部のセルまたはスタイルに設定されています。このような書式は、選択したファイル形式で使用できる最も近い書式に変換されます。						6		Excel 97-2003









オフィスに必要な5種類のLEDランプをご用意しました
。

①、灯具をそのままリニューアル可能なG13ソケットタイプ

②、新築使用時に便利な一体型ライトバータイプ

③、既存灯具がそのまま利用可能なコンパクト蛍光灯タイプ

④、ダウンライトタイプ



古河電工MCPET®反射板
の組み合わせで、
光源にムラがなく、
目に優しい柔らかい光
を再現しました。

優れた構造設計により
軽量化出来ました。
はめ込み或いは金具で
簡単に取り付け可能。

④、MCPETで灯具そのものの重量を大幅に軽減可能-天井からワイアーで吊れます

目に優しい！
眩しくない！





All 6

顕微鏡で見たMCPETの断面

Reach MCPETの驚異的な乱反射技術
MCPET反射板は超微細な独立気泡構造を持っています。 国内でも多
くの実績を持つMCPETをLEDランプ内に装着しています。

MCPETとは？ 超微細な独立気泡構造

MCPET
乱反射LED
目に優しい

MC製品は超微細な独立気泡構造を持っています。気泡径は1-10μm程度、気泡の隔壁部分は0.5μm以下の厚みです。 超微細な
独立気泡構造をもっているため未発泡フィルムに比べて低い 熱伝導率を示します。⇒耐熱樹脂で製造された薄肉発泡体 ですの
で、電子製品内部のなどの 高温・狭空間でもご使用になれますMC製品は最表面に未発泡層があります。 未発泡層のサンドイッ
チ構造により同程度の発泡倍率の他製品に対して高い剛性を示します。 古河電工のMC製品は化学発泡剤を使用しない物理発泡
製品です。⇒再加熱時に再発泡のリスクが非常に低い製品です。
⇒構成物質の97%以上がベース樹脂なので、リサイクル性も高い製品です。⇒元々透明な樹脂を発泡させているだけなので、
顔料を配合せずに高い白色度を示しています。（参考色調 Lab＝99.2, -0.5 , 1.8）
※空に浮かぶ雲やビールの泡が白く見えるのと同じ原理です。

MCPET



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。」

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。

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。」
「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
カット

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。

ブルーライト問題（国営放送もTVで放映）

オフィスの環境は安全か？



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？
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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？
Copyright©2014 PRIMESTAR CO.,LTD All Rights Reseaved



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を使用したデジタルディスプレイ機器）で の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。 最近ブルーライトを軽減するメガネの需要が急増しています。

ブルーライトとは？

資料：ブルーライト研究会

ブルー
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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

資料：ブルーライト研究会 Copyright©2014 PRIMESTAR CO.,LTD All Rights Reseaved

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やLEDランプなどの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。



Reachはブルーライトカット
ＬＥＤブルーライトカットLED
①MCPET反射板はPETと気泡の界面で屈折を繰り返しますことで光を乱反射させ直接的な光線
を軽減します。全反射率は99％以上。
②MCPET反射板は下記の図のとおり、青色LED素子から発せられるブルーライト光線の反射を
軽減します。「目に悪い」と呼ばれるブルーライトの波長の光が直接目に入ることを抑える効果
があります。
③ReachではLEDランプ筐体全体の補正効果で約30％のブルーライトをカットを実現。

ブルーライト光線
300～400nm を

反射しない

照明の光生物学的安全性（Photo-biological Safety）に関するIECの技術報告
（IEC TR 62471-2）が2009年9月1日に発行。

ブルーライトによって影響を受ける波長毎の紫外線（200nmから400nm）、青色
光(300nmから400nm)の警告の基準や照明機器、光源の目への安全性への表示・
対応方法の基準が明確に示されている。

最近では蛍光灯以外でもPCやスマホにLEDが採用される
ようになりブルーライトに関心が高まっています。

ブルー
ライト
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ブルーライトとは、波長が380～495nm（ナノメートル）の青色光のこと。ヒトの目で見ることの
できる光＝可視光線の中でも、もっとも波長が短く、強いエネルギーを持っており、角膜や水晶体
で吸収されずに網膜まで到達します。パソコンやスマートフォンなどのLEDディスプレイやLED照明
には、このブルーライトが多く含まれています。

Copyright©2014 PRIMESTAR CO.,LTD All Rights Reseaved



学校など子供の目を守るＬＥ
Ｄ
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一般社団法人日本医療協会の認証を受賞しました

試験では以下の項目を定性解析いたしました
１、眩しさ
２、目の疲れ
３、目の痛み
４、目の渇き（ドライアイ）
５、肩・首の凝り
６、作業の快適さ
の項目を他社のLED照明と比較！
全ての項目でReachが優れていました。



EMC国際規格CISPR11・15・22適合LED

EMC対策
CISPR11・15・

22適合LED

国内第三者検査機関にてCISPR試験合格

Copyright©2014 PRIMESTAR CO.,LTD All Rights Reseaved



LEDは半導体です。工場や病院ではLEDランプ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

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/c11.pdf

Copyright©2014 PRIMESTAR CO.,LTD All Rights Reseaved

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】

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