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★この度の00・ 東日本大震災の影響による電力需給のバランスが悪化することが予想されています。

夏期の電カピーク時の使用最大電
15%の抑制を :

__ が  _… で
5月 13日 に公表された「夏期の電力需給す

では、「今年の夏期の電カピーク期間 0鵬

9月の平日9時～20時)における使用最ブ

抑制すること」15%の需要抑制目標に
|

需要家 0小口需要家 0家庭、各部門の皆

を上げて節電に取り組んでいただく必 ]

(〈政府の節電ポータルサイト〉節電gojp事業者向けより抜粋)

★何から始めればいいんだろう?…・オフィスのエネルギー消費の実態

まずは照明の見直しから始めてみましょう。
エネルギー消費割合の高い照明から節電を。
―口に節電といつても、節電の対象は

コンセント0空調 0照明といくつか存在します。

まず、最も電力を使つているものから見直しを

図ることが有効な省エネ手段です。

オフィス (専有)におけるエネルギー消費割合

※電力を含むエネルギー全体の消費先割合

出典 :省エネルギーセンターHPよ り



そこで今、LED照明に
注目が集まつています

従来に比べ、消費電力が約半分以下6

寿命が長いから、交換の手間やコストを大幅に削減。

なるほど :LED照 明は
エネノLギ T削減の切札か !

さつそく取り替えを
考えよう!!



ひと口にLED照明器具と言つても、

いろいる種類があります。

器具ごと「LEDベースライト」に

取り替えるか、

それとも「直管形LEDラ ン■ が

手軽かなあ・・7

新しい「LEDダウンライト器具」は

●  ●

見かけるようになつたし・・
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LEDベースライト

直管形 LEDラ ンプ

LEDダウンライト

LED電球

まあ、そうあわてずに。

直管形LEDラ ンプや

LED電球 :こは

ちょつと注意しておかないと

いけない点があるらしいよ。
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直管形 LEDラ ンプココに注意 :

A.器具改造や器具トータルの寿命に注意。

直管形LEDラ ンプは、品種によつては取り替えの際に既存器具の配線変更

の工事が必要となるケース (改造)があり、既設照明器具の本来の性能品質

が維持されなくなる恐れがありま硯 ランプメーカーに性能品質試験・検査

の実施の有無等をご確認されることをお勧めしま丸

また、一般に照明器具は4万時間 (約 10年/1日 10時間使用)を過ぎると、外観に異常

が無くても内部の劣化は進行していま丸 直管形LEDラ ンプに取り替えても、器具 トー

タルの寿命が伸びるわけではなく、安全上の理由から部品交換をお勧めしています。

劣化 した安定器内部 ヒビ割れしたソケット 劣化したリード線

弊社照明器具と他社直管形 LEDラ ンプとの組合せによる 1

5   ※弊社照明器具は、指定されたランプの組み合わせで品質保証をしておりま丸

既存器具に取り付けても

大丈夫かなあ7



| | 直管形 LEDラ ンプ
コ コ

電球形 LEDラ ンプ

A.肝心の明るさが足りないことも。

土
思注卜に

品種によつては、全光東や直下照度が従来の蛍光ランプより低い性能のも

のがありますので、事前に十分なチェックが必要で丸

※(社)日本電球工業会ホームページ/httpゾ/wwwjeima.orjp/99news/1ed09061 5。 htm:

さらには、省エネの指標である消費電力や明るさだけでなく、町己光特性」「色温

度」「演色性」など、照明器具として必要である光学的特性を把握しておくことが

必要で丸
◎配光特性……光の出方

◎色温度……空間の印象を決める光の色

◎演色性……光によるものの見え方

ヽ
ｌ
ノ

6

E用 につきましては推奨できま 品質保証はできません。



1 1 直 形 LEDラ ン プ

形LEDラ ンプ

A.社団法人 日本電球工業会

「電球形LEDランプ」と

管

球
ココに注意 :

「直管形LEDランプ」が規格化

さ れ ま し た 。 ※ 正 田 ¨ 帆 形 ピンロ金
…

5付 直管形旺 Dラ ンプシステム

LEDの現状製品の性能面と安全面におけるさまざまな課題が

指摘されたことを受け、(社 )日 本電球工業会で規格化されました。

7

業界での基準は

確立されてるのかな7



●電球形LEDランプ性能表示等のガイドライン

以下の通り、明るさ表記の基準が決まりました。

(1)一般照明用電球代替表示

一般照明用電球代替を訴求するものは、J:SC7501

に基づき、自色薄膜塗装タイプの定格初光東

(付表1)以上であるものに対して、例えば「電球

40W形相当」などと表示することができる。

付表1

-般照明用電球代替表示 区分 (JISC7501)

(2)小形一般照明用電球代替表示

小形一般照明用電球代替を訴求するものは、JEL

l18に基づき、自色塗装又は内面つや消しタイプ

の定格初光東 (付表2)以上であるものに対して、

例えば「小形電球25W形相当」などと表示すること

ができる。

付表2

小形一般照明用電球代替表示 区分 (JELl10

0電球形LEDランプの形式付与方法
電球形LEDランプの形式付与方法が規格化 (JEL800)されました。

小形電球25W形相当

小形電球50W形相当

小形電球75W形相当

小形電球100W形相当



?T‐ツ ?Ψ11雫琴 1今
噺

中,'申守 "ンィャ
ネ角 鰤 脚 ●い 麻 議 土熱 D醐¨ 敵 用ガイ詢より

1現在|‐
市場‐で流輝してい|IGl'1基1待直1善形ご:D与シプ:こおt｀そ、

1安全性や照明環境の1維持‐などの懸‐拿1事事|があツまりし‐■・

ランプ誤装着時の|

1電源短絡などによる

発煙発火の恐れ ‐

謬 魃
1  危‐険性■111

感 を|ききの去十
1光東 (直下照度)t配光特性、

色温度、演色性などの

1光学的‐特性は既存器具と

蛍光ランプの組合せには及ばない
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性能面と安全面において、規格化が決定。

FLR40形と同等の視環境を確保し、

ランプ誤挿入などが起こらない構造にすることが求められています。

(社)日本電球工業会 ホームページより抜粋

当工業会としては、このような既設の蛍光灯照明器具

にそのまま交換できる直管形のLEDランプ類が市場で

問題となつていたため、さまざまな方法で、注意喚起を

行つてきました。(～中略～)それらの課題 (互換性・

落下・フリッカなの を解決するためのシステムとして、

適切な標準化 (規格)を示すことが、当工業会としての

非常に重要な責務であると考な このJELを発行すること

となりました。本JELでは、L形口金付直管形LEDラ ンス

制御装置及びソケットに関する要求事項並びに測定

方法を規定し、また、本標準化に用いる国金 0受金

(L形 )の規定は、JEL907(追 補2)にて規定していま丸

(参照資料〉● (社)日 本電球工業会「L形口金付直管形LEDラ ンプシステム」解説より● (社)日本電球工業会「LED照明の適正使用ガイド」より

lll)日本電球工業会規格 oEL8釧 :2040よ り

■1興神ⅢⅢ
2′3001m以上 (N色 )

120° 以内の光東が70%未満

95V(最大)～45V(最/D

/L
116 {l lt--l-H

- t t-

「安全性への配慮 蛍1光灯と同等の
視環境を実現

リニューアルで
省エネ

ー
■||
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「エコアイディア」でリニユーアリl

ビル・工場・店舗・街の「快適とエコ」の両立を考えたりニューアルをお手伝いしま=

∈VCRL∈ DS
,          エバーレッズ

●高い安全性と信頼性      ●約40′000時間の長寿命 経外一部商品60′ 000時

●色ムラが少ない優れた製造技術 ●幅広い商品バリエーション

[富 士型器具 ]

LDL40× 2

[富 士型器具 ]

LDL20× 2

施 設 用照明

直管形LEDランプ搭載ベースライト

[リ ニ ューアル専用器具 クイ ツクア ップ]

_‐― ‐■|、

_一■‐‐           す`

鷲■■■■  ・

[墓::轟1:嚢塾|

●新口金システムで誤挿入を防止します。(蛍光灯口金G13と 互換性なし)

●従来蛍光灯と同等の明るさ感が得られます。

●LED特有のつぶつぶ感が感じられず、蛍光灯と同様の均―な発光が得られます。

●演色性:Ra=84。

●ランプ光色 (色温度)は全部で5種類揃います。
‖LDL40SoN/27/24(FLL2700500):昼 白色 (5000K)■LDL40SoN/27/22P(飛 散防止タイプ)(FLL2700508):昼 白色 (5000K)

■LDL40SoW/27/21(FLL2700400):白 色 (4000K) 柵LDL20SoN/14/12(FLL1 400500):昼 白色 (5000K)

■LDL40S・ L/27/19(FLL2700300):電 球色 (3000K)

※直管形LEDラ ンプと現行FLR、 Hf器 具との互換性はありません。

一屹
一

屋外用照明

LED防犯灯

[FL20形 相当]

●従来器具と比較 して約62%※と

大幅な省エネで電気料金もお得。

●60,000時 間の長寿命光源で、

メンテナンスの省力化が図れます。

●夜道が明るく見える8000Kの光。

※LED防犯灯 【FL20形相当】(NNY20430 LEl)

と従来品FL20形器具 (YF21538 GL)

との比較。

■

日



パナソニックでは、⊂02排出と電気代を抑える数々の独自技術を生み出し、

地球温暖化防止のために積極的に推進していま丸

照明器具の分野でもその技術を活用し、環境への取り組みを加速させていま丸

防災照明

LED誘導灯コンパクトスクエア

[一般型 ]

●冷陰極蛍光灯ランプと比べ、

約57%の省エネを実現。

●水銀、カドミウム、鉛、

六価クロムフリー。

店舗用照明

LEDダウンライト
ワンコア (ひと粒)タイプ

●業界最高水準の効率86.3im/W※

を実現。

●LEDが一粒だから実現できた、

ムラのないきれいな光。

●「広角タイプ」と「拡散タイプ」。

2つの配光タイプをご用意。

※業界最高水準の固有エネルギー消費効率8631mハ A/

※NNN74070 LE9

LED電球

●電気代約80%※ カット。

●長寿命約40′ 000時間。

●電球に近いコンパク トサイズ。

●密閉型器具対応。

※LDA9D Hと 当社シリカ電球60形(54W)と の比較。
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あかりの機能提供型エコロジーサービスのご紹介

tr#t) (t#cl.
Ecologyt. Economy?. Easy6"



初期一括投資不要。
これからは照明器具を借りてリニューアル。

「あかりEサポー ト」とは、照明で省エネをお考えのお客様が、月々のサービス料金だけで、

環境に配慮 した照明器具を導入・ 維持いただける経済的でお手軽なサービスです。

【提携会社 :三井住友ファイナンス&リ ース株式会社】

サービスの特長

1.初期―括投資なし月 の々サービス料金でお支払い。

照明器具を所有せ嗅あかり機能がご利用可亀

2.万―の故障時も追加費用なしで修理対応。
※1

3.co2の削減効果を第三者機関
※2が

認証。
ご使用中、削減効果に不足があればC02排出権で補填。

4.使用済み照明器具は適正リサイク′L
排出者責任リスクを軽減。契約期間は7年も しくは点灯時間40′000時間の短い方

(1回継続契約〓最長14年まで)

※ 1消耗品、屋外に設置の照明器具、高所 。難所作業に要する費用は対象外
※2第二者機関は、国内クレジット認証委員会登録審査機関

◎あかりEサポート専用カタログ鮒 CTlL006Ю もご用意していま魂  ◎詳しい内容については、弊社担当営業までお問い合わせください。



「エコアイデ響 でゝリニューアルのWEBサイトもご活用ください。
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「エコアイディア」でリニューアル  で 1 検索 :

省エネ法改正のポイントや

電力消費量を計測し、

使震状況を把握、
〃
見えるイと

″
す繹ことで

省エネリニューアルの

提案をご紹介して蠍ヽます)

業種露Jに り三ューアルの

提案をご紹介してb｀ ま隻

eオフィス編

鬱工場・倉簿編

●学校編

磯スーハーマーケット̀郊外型意舗編

。飲食店編

機ホテル・旅館。式場編

鬱病院・福祉施設編

鬱マンション編

蜻趙鮒y脚鷲蹴取

照壌器具を選択して

台数を入力す鶴だけ響

て02削 減量の提案書」を

簡単に作成して

しヽただくことが臨蕪饂

ツールで箋

陛⊂Φ…SAS‡ こは「瞥皿ネJ瘍

た録のノウハウをご燿介

けています.

「あなりEサポー許Jでまま、

照暉で省ニネをお考えの

お客様が、潟々のサービス

料金だけで環境:こ配慮した

照明轟具を導入。維持

いた変ける経済約で

あ手軽なサービスを論鰹介

してしヽます。
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