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サーカディアンリズムをコントロールするLED照明



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！



経済産業省が新たな指標導入

ＬＥＤ“光の質”で等級－ＪＩＳ開発へ
 経済産業省は２０１４年度から発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の“光の質”を評価し、優劣を

等級分けする新たな日本工業規格（ＪＩＳ）の開発に乗り出しました。
 １１年に発生した東日本大震災以降、節電意識の高まりから省エネで長寿命なＬＥＤ照明の

普及が加速。
 一方で、商品開発や性能表示などがエネルギー消費効率に偏りがちで、設置場所や用途を考

慮した“光の質”の性能が軽視される傾向にあった。粗悪品との判別を容易に するとともに、
事業者の新商品開発へのインセンティブを高める狙いもある。

 経産省はＬＥＤ照明の基本性能以外に、視認性や快適性などといった“光の質”を性能要件に
加えたＪＩＳを開発する方針。

 それらを試験する方法についても規定し、性能の優劣を等級分けする仕組みを導入する予定
です。

 商品に付ける表示マークも作成する方針で、開発期間は１６年度までを予定しています。
 プライム・スターでは単に明るいだけでブツブツのLED点光源が目に直接入るようなLEDラ

ンプに疑問を呈し、開発をしてまいりました。
 LED蛍光灯の下には人間が暮らし、働いています。使う側の視点で生まれたLEDランプ

「Reach リーチ」は、光工学に基づいて乱反射技術で光を分散。更に目が疲れる「ブルー
ライトを軽減」。ノイズなどのEMC試験では国際規格CISPR11・15・22に適合し、工場や
病院など工業製品の誤作動をしないLED蛍光灯としてお勧めできる最高性能の商品です。

2014年04月30日新聞記事
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導入する際の留意点は何？

２、病院内ではペースマーカーなど検査機器を使用する機会が多いです。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.htm

ノイズ対策は万全か？

患者さんや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？



特許MCPETを反射板に採用

反射板をアルミニウム製からMCPETに変更しました。

MCPETをLED に採用することで 器具
内の反射回数が大幅に増加。 光が乱
反射し、光は柔らかくなって 目を守
るのです。

MCPETのLEDランプ内の採用に関して
は特許を取得しております。

MCPET
乱反射LED
目に優しい
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All 6

顕微鏡で見たMCPETの断面

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



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
カット

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。
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子供の目を守るＬＥＤ
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2014年から日月光文教基金会が台湾国内で展開している「学校LED化プラン」が、高雄市及び南投県の学
校でスタートしてすでに2年が経過。
ブルーライトカット機能付きLED照明Reach導入で、子供たちの視力を守ります。
今までに25か所の学校に2.6万本以上のReachを導入。全体的な教室の照度が平均2倍ほど向上しました。

「学校LED化プラン」により毎年100万以上KWHの節電が達成でしました。金額にして約500万元
の電気代が削減できたことになります。更に560トンの二酸化炭素の排出を減らし、CO2削減を通
じて地球のための省エネ貢献を積極的に行っています。電力不足の台湾では、電力供給が日々緊迫
し、「学校LED化プラン」の省エネ効果が著しいと月光文教基金会がプレスしました。

REACH IN TAIWAN





検査結果①
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検査結果②
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病院などでのEMC問題

15

LEDに交換したら

企業、医療施設でのトラブル
重大な事故に繋がる（危険）

家庭でのトラブル
近隣住民からの苦情（迷惑）

受信障害
テレビ画面が乱れる

電波障害

電子機器の
誤作動など
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携帯よりもノイズ
が出てる・・



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
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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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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
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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


診断結果 LED照明による省エネ計算シミュレーション

年間削減コスト

削減されます！

省エネ効果 % お客さまのヒアリング内容を条件に計算しています。

代替照明と既存照明の比較 シミュレーション結果はあくまでも目安です。

■経済比較

約 kg削減！

CO2吸収に必要な「杉の成木」

約 本/年

■イニシャル＋ランニングコスト比較（損益分岐点算定表）

償却年数

約 年

10年間で

約 万円

計算条件下記参照

計算条件

電気料金に基本料金は含んでおりません。価格は希望小売価格です。
CO2排出量は消費電力量に排出係数0.550kg-CO2/kWhを乗じて算出しています。環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告公表制度における算定方法・排出係数一覧」（2012年11月公表）に基づいています。
1本の杉の木が1年間に吸収するCO2を約11kgで算出しています。

9,844

もおトク！

237,766

ランニングコスト/年 ￥12,623,683 ￥2,779,779 21,615

3.5

年間電力量 617,621kWh 185,319kWh

基本料金 ￥0 ￥0

イニシャルコスト ￥0 ￥34,113,150

年間消費電力/台 99kWh 30kWh

約 ￥9,843,904
70

既存照明 代替照明
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無料で診断！70％年間約1000万円もお得



削減コスト・省エネ効果試算表 LED照明による省エネ計算シミュレーション

安定器交換計算式 都度交換：　使用台数×年間点灯時間÷安定器交換目安一斉交換時期：　安定器交換目安÷（営業日(年)×時間(日)）-交換年数

シミュレーション結果はあくまでも目安ですお客さまのヒアリング内容を条件に計算しています。

72,70572,705

37,299

3 Aa棟 ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯（ﾘﾆｭｰｱﾙ） ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯 177 1 2,282 40,000 12 2,124 4,847

559,485559,4854 Ba棟 直管蛍光灯(ﾘﾆｭｰｱﾙ) 直管蛍光灯 968

336,0930 117,9796,372Aa棟 ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯（ﾘﾆｭｰｱﾙ） ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯 177 1 36 500 34.0 10,000 10.12,282 12,000

4 2,773,4660 836,78843,560Ba棟 直管蛍光灯(ﾘﾆｭｰｱﾙ) 直管蛍光灯 968 1 45 500 239.0 10,000 71.7

78%70% 70% 70%

9,843,904

69%

216 155,912 432,302 6,484,535

合計 6,227

9 D棟 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯 510

削減コスト・省エネ効果

118,238

96 67,669 185,319 2,779,779

8

2,779,779

1 1,932 50,000

215,5491 3,487 50,000 13 4,121 14,370

4,080 7,883 118,238

25,6238 1,312 1,708 25,623

215,549

34,922

558,90713 12,571 37,260

2,328 34,922

558,907

1 2,424 50,000 8 14,416 34,944 524,166

5 Ba棟 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯 145 1 2,007 50,000

524,1662 Aa棟 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯 1,802

直管蛍光灯(ﾘﾆｭｰｱﾙ) 直管蛍光灯 967

312 223,581

13 15,301

8 1,160

1 2,964 50,000 13 12,584

7 BC棟 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯 164

現行

1 Aa棟 直管蛍光灯(ﾘﾆｭｰｱﾙ)

50,000
提案

1 Aa棟 直管蛍光灯(ﾘﾆｭｰｱﾙ) 直管蛍光灯 1,177 1 2,920 50,000

6 BC棟

8 D棟 直管蛍光灯(ﾘﾆｭｰｱﾙ) 直管蛍光灯 317

1 1,302 50,000

1 2,964

670,184

12,623,6834,500 1,378 50,000 413 3,359,369

510 1 12,240

617,621 9,264,314

44,679 670,184

395,715500

合計 6,227

82.0 24.6 0 41,0009 D棟 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯 23,648 354,7151,932 12,000 24
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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。

世界初の新商品！MCPETで灯具そのもののを制作

目に優しい！
眩しくない！



プライム・スター

一般社団法人日本照
明工業会所属の日本
のLED照明メーカー

LED照明

パワコン

太陽光

エアコン
空調機

PPS

新電力

エネマネ

補助金

プライム・スターがご提供させていただく商材



スマート定額プラン
LED導入は時代の流れ

長寿命で数年間で元が取れる

しかし、イニシャルコストがかかる

初期費用が工事代金を含めてゼロ

毎月定額料金の支払いで保証も最長6年間

明日から電気代節約・CO2削減が可能



レンタル

リース

割賦クレジット

初期費用が工事代金を含めてゼロ⇒⇒３つのスマート定額プラン

ゼロスタート！
スマート定額プランは3種類



導入コストゼロで明日から省エネ！

http://www.primestar.co.jp/index.html


A: International noise standards
Committee on Radio 

Interference
CISPR11 / 15/22 compatible

B: “MCPET” insert
＊Blue light reduction
＊Up illuminance
＊Spread the light

C: Circadian Rhythm Lighting

Japanese the most high-performance LED 
lighting

Reach Series

Actual use in Japan of hospital NO.1

www.primestar.co.jp
PRIMESTAR CO.,LTD

JAPAN PREMIUM



Reach

Features of Reach
１、Electrical noiseless “Reach”
CISPR: International Special 
Committee on Radio Interference
International noise standards CISPR11 / 15/22 compatible
To prevent the malfunction of precision machinery
２、The point light source is changed to a surface 
light source, achieve a uniform light “Reach”
Mounting a MCPET of patented products in the interior of the tube
MCPET Furukawa Electric's products
MCPET, highly reflective PET foam sheet, developed and produced by 
Furukawa Electric. Excellent light reflectivity and diffuse reflectance 
performance.
Allow extensive usage as reflection board on lighting fixture in public 
areas, LED signboards, LCD backup lights.
Enable energy savings by reducing the number of fluorescent lamp 
and combination with LED. 
３、Circadian Rhythm Lighting “Reach”
What are circadian rhythms?
Circadian rhythms control
Circadian rhythms are physical, mental and behavioral changes that 
follow a roughly 24-hour cycle, responding primarily to light and 
darkness in an organism's environment. They are found in most living 
things, including animals, plants and many tiny microbes. The study 
of circadian rhythms is called chronobiology.

International special committee on radio interference

EMC International Standard, CISPR 11/15/22 compliant

International Electrotechnical Commission

Circadian Rhythm Lighting



CISPR 11:2015+AMD1:2016 CSV Consolidated version
Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency 
disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
CISPR 11:2015 applies to industrial, scientific and medical electrical equipment operating in the frequency 
range 0 Hz to 400 GHz and to domestic and similar appliances designed to generate and/or use locally 
radio-frequency energy. This standard covers emission requirements related to radio-frequency (RF) 
disturbances in the frequency range of 9 kHz to 400 GHz. Measurements need only be performed in 
frequency ranges where limits are specified in Clause 6. For ISM RF applications in the meaning of the 
definition found in the ITU Radio Regulations (see Definition 3.13), this standard covers emission 
requirements related to radio-frequency disturbances in the frequency range of 9 kHz to 18 GHz. 

CISPR11

IECEE TRF CISPR 22:2010 VB This Test Report Form applies to IEC 
CISPR22: 2008 Sixth Edition
Information technology equipment - Radio disturbance 
characteristics - Limits and methods of measurement

CISPR22

International Electrotechnical Commission

As its full name implies, CISPR's principal task is at the higher end of the frequency range, from 9 kHz upwards, 
preparing standards that offer protection of radio reception from interference sources such as electrical 
appliances of all types, the electricity supply system, industrial, scientific and electromedical RF, broadcasting 
receivers (sound and TV) and, increasingly, IT equipment (ITE). 

CISPR: International Special Committee on Radio 
Interference

PASS RADIO 
INTERFERENCE

Can be used in the 
Hospital !

Can be used in the Datacenter Car factory,
factory for precision machinery !

CISPR15



MCPET made of micro-bubbles

Reflective sheet for interior illumination and instrument panel “MCPET” As the movement for carbon 
oxide reduction is accelerated to alleviate global warming, there is a rapid increase of using LEDs for interior 
illumination in automobiles. Although the use of LEDs is very effective for energy saving, it raises two problems 
to be solved such that irregularity in illuminance is often generated and that the number of lamps has to be 
increased to heighten the illuminance. MCPET can solve these two problems involved with the use of LEDs. 
MCPET softens when heated allowing for recycling. It can reduce weight in comparison with metal reflectors. 
When formed three dimensionally, it can be used as a reflective sheet with higher efficiency.

Diffusion

Subdivisionmicro-bubbles

It is made of Micro Bubbles

Reflective boards for in-vehicle lighting and instrument panels 
“MCPET”

ReachReach Reach



Circadian Rhythm Lighting “Reach”

Circadian rhythm Lighting
Your circadian (latin for “of the day”) rhythm controls many functions of your body. It is entrained by the 
changing spectral distribution of light – adjusting your body for the environment that it is in. Effectively we 
are perceiving the movement of the sun across the sky as refraction changes both the colour and spectral 
distribution.. This is our signal to perform our basic functions and responses

You have probably suffered circadian rhythm disruption – we also call it “Jet Lag”. You feel disoriented, 
disrupted and tired. Exposing yourself to daylight is one of the best cures. The recent Mars Mission 
simulations demonstrated extreme circadian rhythm disruption through inappropriate artificial light causing 
many physical and mental health issues. Following this, NASA will be installing a circadian lighting system on 
the International Space Station in 2016.

What makes your eyes tired-Blue light

30
％

Our LED Tube “Reach” Cutting down on blue light that affects your eyes by about 30%!
And saved your Circadian rhythm, get good sleep and safe in your body and eyes! 



The peak in the blue frequencies is clearly visible, a disproportionate energy distribution which is never found 
in natural light. This spectrum also shows an almost complete lack of red light. This artificial light can not only 
lead to oxidative stress within the eye, which promotes medical conditions such as age-related macular 
degeneration, it is also likely to disrupt the hormonal balance and therefore promote chronic diseases. Quite a 
lot of people also suffer from short-lived side effects when working on a screen, such as burning, stinging eyes, 
eye stain, headaches and unsteadiness of vision. All of this doesn´t have to be the case.

Blue Light Protection LED Tube “Reach”
Natural daylight is made up of a relatively continuous spectrum, including all the colors. Here you can see the 
spectral distribution of daylight on a cloudy day. The different colors correlate with different wavelengths; at 
the far left of the (visible) spectrum there are the short-wave frequencies, creating violet and blue light. (UV 
light has even shorter wavelengths, and is not visible).
These frequencies of visible light, with wavelengths below 500 nm are called „blue light“.
Short-wave optical radiation has strong oxidative capacities, and can damage cells due to the production of 
free oxygen radicals. It is common knowledge that UV light can be damaging to skin and eyes, this is why 
sunglasses have long since been required to have 100% UV filters.
More and more of the recent medical research show evidence that the visible short-wave radiation (blue light) 
is equally damaging. Not only does it have a similar oxidative capacity, it also advances further into the eye 
itself. While UV light is mostly damaging the eye lens, where it is filtered out, blue light gets to the retina 
unfiltered and can damage the photoreceptor cells there.

Tiring the eye

Our LED Tube “Reach” Cutting down on blue light that affects your eyes by about 30%!
And saved your Circadian rhythm, get good sleep and safe in your body and eyes! 
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