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I．  概要 
新型コロナウィルス感染症は、社会環境に大きな影響を及ぼしました。「ウィズコロナ」「アフターコロ

ナ」という観点からの事業転換も求められ、実質 GDP▲4.5%であった 2020 年度に対し、2021 年度では

＋2.6%と回復が見込まれています。

 このような状況の中で、照明器具出荷台数は、6,700 万台、対前年比 103.7％と伸長しました。照明器

具出荷数量における SSL 化率（フロー） は、99.6％でした。また、LED 照明器具の中で、CSL&HCL

に該当する製品の出荷比率は、19.0%となりました。一方、光源類の出荷台数については、対前年比 92.2％

と例年同様に減少傾向が継続しています。  

 このような事業環境下において、JLMA として注力した主な事業、施策、トピックス等について、以

下に記します。 

1) 電安法技術基準別表第十（雑音）の改正対応に関し、会員企業の新基準への適合状況の把握、並

びに適合への推進を促すと共に、当局へは業界としての状況報告と適切な移行期間についての情

報提供に努めた。LED ランプをスコープとする同基準の改正が 2021 年 12 月に実施された。照

明器具に関する基準改正は、2022 年度に実施される見込みとしている。

2) 照明器具の LED 化を促す新たな補助金制度（エネ庁）が新設、施行されたが、その制度設計に

寄与した。すでに LED 照明は一般化しているものの、適切に調光コントロールすることで、大

きなエネルギー削減に寄与することを訴求し、「調光制御設備」に対する補助金制度の実施に至

った。

3) 2019 年に制定した Lighting Vision 2030 の 3 年振りの更新を行った。2030 年ストック SSL 化

率 100%を目指す大きな目標は据え置きながら、CSL&HCL 化率 40%を目指すことをフォーカス

し、そのロードマップを示した。

4) Lighting Vision 見直しに関連し、照明器具の市場ストック数の再調査を図った。その結果、よ

り信頼性ある調査データに基づき、約 17.3億台(2017年度)を約 18.1億台(2021年度)に見直した。

また LED ストック数は、既設 LED を新設 LED に置き換える実績を加味し、約 8.9 億台から 8.3

億台に見直し、2020 年度時点のストック SSL 化率を 45.7%とした。

5) 新型コロナウィルス感染症の拡大影響を背景に、その効果が見直されている電気消毒器では、人

体への影響も含め、正しい利用法が望まれる。そこで、一般ユーザを対象としたガイドブックを

まとめあげた。さらに、適応外であった殺菌灯を有する一部の電気消毒器について当局から電安

法の技術基準で規制する対象とすることが示され、当会にてその素案をまとめてきた。2021 年

12 月に電安法は改正され、器体外に直接紫外放射を発する電気消毒器も対象とされた。電安法

が求める安全レベルを確実に製品に反映できるよう、技術資料をまとめ発行した。

6) 2020 年度にまとめた G13 口金直管 LED 光源安全規格を元に、既設蛍光灯器具に光源部のみを

交換し LED 化することは、工業会として推奨しないこととしながらも、一方では容易に想定さ

れるリスクでもあり、それを軽減するための施工上の注意事項並びに安全情報をとりまとめ、関

係団体への啓発に努めた。

7) 3 年毎の見直しの一環から、JIL5004 公共施設用照明器具の改定を行った。政府から、2030 年

までに公共建築物全ての照明を SDGs の観点から、LED 化するという方針が打ち出されたが、

既設器具の LED 化を無理なくできるような（公）製品ラインアップの拡充・見直しが図られた。 



8) “CSL&HCL”の展開から照明ナビサイトの充実と“CSL&HCL”商品への広告リンクサービスの継

続、さらに“CSL&HCL”ロゴの拡充とその利用マニュアルを会員企業向けに展開し、業界一体と

なって、“CSL&HCL”の訴求に努めた。

9) 積極的に参画しているグローバル照明協会（GLA）は、オーストラリアにて社名「Global Lighting

Association Limited」として法人登記を完了し、その理事として当会からは 2 名が登録された。

オンラインでの開催がベースであるが、活動は活発であり、紫外放射応用に関するプロモーショ

ンや水俣条約付属書 A 見直しなどにおいて、複数の公式文書が発行されたが、その制定に寄与し

た。

10) 半導体部品不足に端を発し、部材調達などからの照明製品の長納期化が会員企業共通の問題とな

った。過去に前例はないが、共通の課題であり、しばらくの期間で解消の目途がたたないことか

ら、2021 年 12 月に会長名にて、「照明製品の納期長期化に関するご連絡とご支援のお願い」文

書を JLMA ホームページ（一般サイト）に掲載した。

「Lighting Vision 2030」に基づき、関係諸官庁のご指導のもと、関係団体とも連携して実施した具体的

施策を以下に記します。 

II． 重点課題 
（１）"Connected Industries"によるパラダイムシフトへの対応 

1-1 “CSL&HCL”普及のための事業環境整備 

1-2 パラダイムシフトに対応した工業会組織改革 

1-3 その他標準化、製品安全の推進 

（２） あかり文化の向上と SDGs への貢献

2-1 ストック市場の SSL 化加速による地球環境への貢献

2-2 “あかりの質向上"による新たな空間価値の創出 

2-3 環境負荷物質への対応 

（３） グローバル化・ボーダーレス化への対応

3-1 海外市場展開の為の環境整備

3-2 日本照明のブランド化 

3-3 公正で適正な競争ができる健全な市場維持 

（４） 認証事業推進

4-1 委託認定事業(消防法適合の誘導灯器具認定事業)推進

4-2 照明器具自主認証事業推進 

（５） 工業会活動の活性化

5-1 工業会運営体制強化

5-2 工業会プレゼンスの向上 

III． 具体的活動結果 
（１）"Connected Industries"によるパラダイムシフトへの対応 

1-1 “CSL&HCL”普及のための事業環境整備

1-1-1 “CSL&HCL”に関する標準化推進

TC34 WG14(照明システム)・PT63103・PT63117 の動きが活発化しており、JLMA 内での照明

システム技術小委員会（5/28，7/14，10/28，12/2，1/25，3/23）で審議した内容について、



ISO/TC274/JWG1/TF BIM に TC34 のリエゾン代表として参画し、データモデル関連の提案や

電気技術観点での文書内容確認等を実施した。加えて、相互接続性の TR の DC と DTR（日本

提案の通信プロトコル等が明記）、照明システムの一般要求事項と安全性の DTS、Zhaga に関す

る活動開始の Q 文書、及び Book 18 & 20 の PAS の DC と DPAS 関連の IEC 文書回答を 9 件完

了した。一方、関連団体の活動である JEITA スマートホーム部会への委員参加（4/12，10/1）

及び傘下の WG 参加 8 回実施するも、具体的な“CSL&HCL”に繋がる活動への展開には至らなか

った。一方で、遠隔操作によるリスク回避に関する IoT ガイドラインの状況把握を開始し、関連

のある IEC 62733 のソフトウェアの安全性についての運用手順に対してコメントを実施した。

CSL の目的の一つでエネ庁 ERAB 検討会で扱う省エネルギーの取組みについては、進展がなく

状況の把握を継続中である。 

CIE 国内委員会では、各部会の活動状況について共有され、適切に審議されている。特に標準化

として重要な位置づけである ISO/TC274 活動の中で、目下取り組まれている課題は、屋内作業

場の照明基準改定（ISO8995-1）と BIM（Building Information Modeling）の標準化がある。

前者は、それを読み替えた JIS Z 9125 の改正活動が照明学会内に設置された審議委員会に当会

CIE メンバーが参画して対応し、原案作成を完了した。当会 CIE 国内委員会ではその状況がレ

ポートされている。後者は、建物全体のシミュレーションなどに共通的に用いられる様々な建築

材料、建築設備が対象となっており、当会においても会員企業が提供すべきサービスデータにあ

たる照明器具等に係るプロパティーについて検討・対応を進めている。 

1-2 パラダイムシフトに対応した工業会組織改革

1-2-1 異業種からの新規入会促進

新型コロナウィルス感染症拡大の中で、当初意図していた活動は行えなかった。

1-2-2 “CSL&HCL”に対応した委員会・事務局組織体制構築

事務局員のリソース配分調査や各委員会への傾注度など現状把握から、課題を明確化した。2022

年度からの実施を踏まえ、以下の 3 つの観点から、新設すべき委員会、統廃合すべき委員会など

の層別を実施し、2022 年度委員会組織体制を構築した。

① システム技術に関する戦略的対応力強化

② TC34 の領域拡大に伴う受け皿及びリソース再配分

③ 機能重複などの分科会構成を再構築

“CSL&HCL”の活動については、事務局が把握している関連団体の活動情報などを照明技術委員

会 幹部会に上げ、“CSL&HCL”についての議論の場を持ち、2023 年度の活動に繋げることを目

標として活動する予定。

1-3 その他標準化、製品安全の推進

1-3-1 標準化推進

① JIS の計画・原案作成・発行・見直し

計画に従い、JIS C 7709-1,-2,-3(口金、受金、ゲージ）の改正追補案と、JIS C 62868-1(OLED

光源－安全仕様 第 1 部)制定案を上程し、それぞれ 3 月と 2 月に公示となった。

また，JIS C 8105-3（照明器具性能要求事項通則）改正、JIS C 8324（蛍光灯ソケット及びスタ

ータソケット）改正、OLED 性能 JIS（対応国際規格 IEC 62922）制定及び JIS C 8366，8472

(ライティングダクト）改正のための分科会を設置した。

② 工業会規格類の作成発行



JLA1015（事故対策マニュアル）は、4/21 理事会で承認を受け改正発行した。技術資料 301 （G13

／G5 口金・ソケットをもつ直管 LED ランプと照明器具との組合せにおける安全性担保のため

の設計ガイド）（2020 年 3 月 13 日制定）を受けて、JLMA 301 (AC 直結 G13 口金直管 LED 光

源－安全規格)を 7/14 理事会で承認を受け改正発行した。技術資料 137（照明器具用端子台），ガ

イド 119（容器包装リサイクル法に基づく照明製品製造事業者のためのガイドライン ）及び ガ

イド 122（照明製品の容器包装識別表示に関するガイドライン）は、11/12 理事会で承認を受け

改正発行した。また、12/28 の電気消毒器の電安法改正に対応して、技術資料 305（電気消毒器

の技術基準要求事項細則）を 2/16 に理事会承認を受け制定発行した。合わせガイド A135（照明

器具の適正交換時期の告知方法に関する注意点）及び JEL 907 第 3 版も 2/16 に理事会承認を受

け改正発行した。JIL 1003 (照明用ポール強度計算基準)は、道路・トンネル照明器材仕様書・同

解説 平成 30 年改正版に対応すべく改正作業中であり、2022 年 7 月改正発行を目指す。

③ CISPR（雑音）,TC34 WG5 EMF（電磁界影響）

別表第十（電波雑音）の改正対応に関しては、電波雑音部会傘下の WG1 として活動し、12/28

に LED ランプの基準が猶予期間 1 年付きで改正された。照明器具関係は，2022 年度中に見直さ

れる予定である。また、CISPR15 Ed.9.1 審議文書に対する回答対応及び IEC TC34/WG5

（EMX：電磁両立性等）関係文書回答 3 件を行った。

④ IEC TC77（EMC･EMI･EMF（高調波・電磁両立性））高調波・突入電流・フリッカ・スト

ロボ効果

2020 年度中の製造販売した製品を対象として、高調波規制適合調査を実施した。対象製品を製

造販売している 93 社から回答を得て、2020 年度における未適合品を取り扱う個社はそのうち

25 社であることを把握した。高調波規制は自主規制であり法的規制ではないものの、電力自由

化の流れの中で、化石燃料によらない発電機器が増えてゆく中で、高調波問題がクローズアップ

される社会的背景も踏まえ、業界としてのステイタスの確認を継続的に進めるとともに、会員企

業への情報展開などを図ってゆく。 

昨年と同等であり 2019 年版 JIS への適合が進んでいないことが判明した。来年度は、HP や会

員連絡会などを通じた会員企業への更なる啓蒙や可能な支援等の検討を進める。 

一方で IEC61000-3-2 Ed.5 のメンテナンスが開始されることになり、照明機器に関わる追補に

ついて適宜審議を進めていく。また、電安法技術基準で適用範囲が改正された電気消毒器につい

ては、高調波の妥当な限度値について議論を行い、クラス A へとする場合の提案内容を検討し、

SC77A 国内委員会に上程していく。 

⑤ ISO TC274 国際規格（及び対応 JIS)・CIE（国際）標準

1-1-1 に記載。

⑥ IEC TC34(照明）活動への参画

IEC/TC34 としては、文書審議 83 件に対応した。Web 会議への参加は、延べ 303 人・回を数え

た。総括的には、8/2，9/15，11/1，3/30 の 4 回の IEC TC34 国内審議委員会にて、審議内容を

承認した。SC34A から SC34D 小委員会は計 23 回実施された。

1-3-2 製品安全への取り組み強化

① 電気用品調査委員会・解釈検討第 1部会・解釈検討第 2部会（別表第十二への JIS 提案）・事

故調査部会・電波雑音部会

電気用品調査委員会では、今年度は JIS C 8280（ねじ込みランプソケット）の改正を上程し、



別表第十二に採用を受けた。さらに、JIS C 8105-1（照明器具－第 1 部：安全性要求事項通則）

及び JIS C 81471-1（ランプ制御装置－第１部：通則及び安全性要求事項）も別表第十二への採

用を電気用品調査委員会に提案し、承認を受けた。 

電波雑音部会では、事務局と連携して、LED ランプの技術基準改正に関して WG から提案し、

12/28 の電気用品安全法の改正内容に反映された。 

② 電気消毒器の技術基準の検討・解釈検討第 1部会への提案

消毒殺菌器の加速度的な市場拡大に対応し、電気用品安全法における「電気消毒器」の技術基準

改正案の策定を実施した。工業会内 WG として 10 回の審議検討を経て 9/29 の電気用品安全法

解釈第 1 部会に提案し、12/28 の電気用品安全法の改正内容に反映された。

その後も 5 回の WG において電気消毒器の電気用品安全法の改正に対応する、技術基準の解釈

と解説の内容を説明する技術資料 305（電気消毒器の技術基準要求事項細則）を作成（2 月制定

発行）し、さらに，製品規格を審議中である。

また、GLA UV-C Task Force の活動に対応し、WHO など保健機関へ UV 殺菌の有効性につい

て働きかけた。

③ 電気用品安全法に活用される電気安全規格の JIS 開発委員会（整合規格 JIS の充実・更新） ：

JSA 及び電気用品安全法の手続き合理化等検討委員会：JET

電安法の手続関係は、掲記委員会活動に参画した。他に、照明器具安全技術分科会所管事項とし

て、事務局が内線規程改正委員会に参画している。2022 年度は電気用品安全法への対応は技術

法規小委員会として活動を予定している。 

④ 電安法旧省令 1 項基準廃止への準備 （別表第八廃止への対応）

照明技術委員会の通年検討テーマとして，電安法旧省令 1 項基準（別表第八）廃止への準備を取

り上げることを決定した。2022 年度から，幹部会メンバー＋希望者で WG を作って活動を予定。 

⑤ 製品情報、リコール情報の収集と対応

委員会メンバーからの事故情報 15 件 を受け付けた。1-6 月,7-12 月の重大＆懸念事項報告、

長期使用による経年劣化事故報告をまとめ、ガイド A135 (照明器具の適正交換時期の告知方法に

関する注意点）を 2022 年 2 月に改正発行した。

⑥ 消費者行政の情報収集と対応

(1)家電製品 PL センター年次報告書 2020、並びに、(2) ISO/PC329 消費者事故調査のガイドラ

イン WD、をそれぞれ入手し、関連の委員会にて当該内容情報を水平展開した。

（２）あかり文化の向上と SDGs への貢献

2-1 ストック市場の SSL 化加速による地球環境への貢献

2-1-1 ストック市場の SSL 化率推移の見える化推進（生産統計、自主統計の調査公表）

① ストック SSL 化率及び “CSL&HCL”化率の定期的な自主統計データ公表推進

・ストック SSL 化率については、2021 年度調査結果を踏まえ、過去分も見直して公表する。（2020

年度 51.8%を 45.7%に修正）2022 年 4 月以降月次公表を再開する。

・“CSL&HCL”化率については継続実施中。（4 月～2 月度累計の“CSL&HCL”化率は 19.0％で推

移）

② ストック市場の再調査



・ストック再調査を完了した。住宅のストック数（一戸当たりの使用数）では、調査会社と JLMA

独自調査と乖離があり、前回調査との整合も踏まえ調整し、公表した。2020 年度のストック数

は 18.1 億台で前回の 17.3 億台に対しては増加した。LED から LED への置換え数を今回調査で

見直した。 

・SSL 化率は 2020 年度で上記のとおり 45.7%、調査会社の 2030 年度予測は 82.7%と想定され

たが、2030 年までに起こりうる SDGs への傾注や蛍光ランプ終息時期の到来なども鑑み、目標

値の 100％は据え置くこととした。

2-1-2 取換えリニューアル活動の推進（市場分野別のリニューアル促進活動）

① LED 照明ナビを活用した、省エネ、安全等の基本訴求によるリニューアルサイト作成

・住宅リニューアルサイトの照明ナビへの移行は、ほぼ完了した。「施工例」についてはコンテ

ンツなど検討中で 2022 年上期を目途に完了を予定する。

② 税制優遇や補助金など関連省庁と連携したリニューアル促進政策の PR

・中小企業税制は、月 80 件ペースの証明書を発行した。

・エネ庁展開省エネ補助金“調光制御設備”は、採択実績 26 件と実施初年度のため低調に終わ

った。補正予算での再公募ならびに 2022 年度も引き続き継続される。これを受けてスキームの

組立て再検討を委員会で行い、結果の反省を行うと共に 2022 年度に対する実装を検討してゆく。 

・環境省展開スマートライティング事業補助金 1 次公募分として 5 市町村が採択された。

・SEG リース順調に予算内で実施継続されている。

③ G13 直管 LED ランプ安全規格と LED ランプ交換時の注意等の安全情報発信、普及啓発

・チラシ 23 万部作成、業界団体、施主団体、各社から配布。業界紙、GDN 等による広告実施。

専門誌インタビューによる記事掲載。HP 作成、SNS による配信等実施。来年度も継続予定。

2-1-3 政府、官公庁省エネ政策対応

① 個社の現省エネ法（トップランナー制度）基準報告支援と試買調査による達成状況確認

② 次期省エネ法（トップランナー制度）基準作成に関する業界対応

報告徴収実施において意見徴収ならびに情報展開などの面で協力し、完了した。

2-2 “あかりの質向上"による新たな空間価値の創出

2-2-1 “CSL&HCL”による高付加価値製品の普及促進

① “CSL&HCL”製品の訴求推進

・ （整合規格 JIS の充実・更新）：JSA 及び電気用品安全法の手続き合理化等検討委員会：

JET

・ SNS を活用したあかり+α、健康/安全/快適/便利の価値提案

・ “CSL&HCL”化率 目標設定とフォロー

・“CSL&HCL”のロゴ使用マニュアルを作成、会員各社の利用を促し、会員サイトにも掲出。

・照明ナビ“CSL&HCL”ページに、会員企業の“CSL&HCL”製品紹介をスタート。（2022 年 2 月）

現状 3 社を掲載しているが、今後は増加を見込んでいる。SNS でも順次紹介し、製品価値の認

知を広めると共に会員各社の意識を高める。

・“CSL&HCL”化率については、2030 年 40％を維持し、拡大に努める。

② ISO TC274 国際規格（及び対応 JIS)・CIE（国際）標準及びそれに関連する改訂・研究調査

活動



・CIE 国内委員会は、書面審議(5 回）を含め、合計 11 回開催した。

・CIE NC 投票 6 件に対応、さらに技術報告書（TR)4 件、テクニカルノート（TN)1 件を受

け付けた。

・ISO/TC274 国内審議委員会は、N 文書 76 件を受け付け、そのうちの投票文書 18 件、シス

テマティックレビュー1 件に対応完了した。

2-2-2 エリア防災照明システムの普及促進（スマートシティ、HEMS などとの連携）

① 展示会（ぼうさいこくたい、LF）、HP/SNS などを活用した積極的な広報活動推進

11/6～7 釜石市にて開催の「ぼうさいこくたい」にてプレゼンブースを出展し、啓発実施した。

LED 照明ナビでも、エリア防災コンテンツの情報追加を審議完了し、コンテンツを公開した。

電池内蔵機器(主に BT 付防犯灯)の電柱共架における課題対策(東電 PG 管内では設置が許可され

ていない点)を協議し、対応策を検討してきた。引き続き 2022 年度も継続課題として取り上げる。 

② 内閣府、国交省、環境省、自治体等と連携した普及啓発活動

・ スマートライティング補助事業（環境省）への対応

検討委員会に参画し、両委員会への状況報告と活用推進を実施した。 

事業執行団体/環境省キーマンを会員企業の展示施設に案内し、勉強会を実施した(岩崎電気ショ

ールーム)。2022 年度へ向け、啓発広報物の作成も開始した。" 

2-2-3 新光源(OLED、レーザー照明など）の調査及び用途開発

① OLED の技術動向調査

期間中は JIS 開発に注力した。技術動向調査に関しては、活動なし。

② レーザー照明などの新光源の調査及び用途開発

特段の記載すべき活動はなかった。

2-2-4 紫外放射応用機器の普及推進

① UV-C 応用殺菌機器の国際レベルでの技術情報収集と情報発信

・ ポジションペーパーなどの適宜配信  ・CIE 国内委員会との連携

国際標準化活動として、2020 年 11 月に設置された IEC TC34/AG17（消毒殺菌を目的とする

UV-C 放射）がその後 2021 年 10 月のプレナリー会議で WG（IEC TC34/WG23）設置に発展し

たことに伴い、JLMA の消毒殺菌 UV 放射小員会よりエキスパート 5 名を派遣する体制とし、日

本の状況のインプット、国際的な標準情報とステークホルダーの情報入手、及び情報発信と技術

規格情報の収集を図った。 

② UV-C 応用殺菌機器の普及推進

・ 安全で効果のある製品の規定化等と当局へのロビー活動

新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、殺菌消毒の効果と生体安全に関する情報の収集並びに周

知活動を精力的に実施し、同小委員会を通じ、「紫外線殺菌 ご使用上の注意」（16 ページ）を小

委員会メンバーの他、東海大学竹下准教授、大阪府立大学秋吉准教授の協力を得ながら、照明学

会と連名で発行（8/18）し、関係先に配布周知を進めた。 

2-3 環境負荷物質への対応

2-3-1 国内外法規制対応（RoHS 指令に対する国内対応水俣条約対応など）

① RoHS 指令改正の WTO/TBT 通報対応及び JEL/技術資料の改正検討



欧州委員会の RoHS 適用除外申請評価に対するフォローを JEITA，LE と連携して対応し、欧州

委員会からの情報発信に対し、適宜、日本からの意見を欧州アンブレラプロジェクト経由で提出

した。さらに、臨時環境対策小委員会を開催（4/22，6/23，8/5）し，ガイド 119（容器包装リサ

イクル法に基づく照明製品製造事業者のためのガイドライン）及びガイド 122（照明製品の容器

包装識別表示に関するガイドライン）を改正し 11 月に発行した。

② COP4 に向けての水銀条約附属書 A 改正に向けた検討

水俣条約附属書見直し検討のための各国・関連団体の情報をまとめたコンパイルファイルに

JLMA 意見反映させた。また、アフリカ、EU からの直管蛍光ランプフェーズアウト提案に対し

て、JLMA の見解を環境省・経済産業省に説明を行い、日本は直管蛍光ランプフェーズアウト反

対の対処方針として頂いた。さらに、グローバルの産業界の意見にも JLMA の意見を反映させ

た GLA の WG に参加し、GLA ポジションペーパー発行（2022 年 1 月）に関与し、UNEP 事務

局に提出と共に各国政府への働きかけ活動した。（GLA Substances WG：Web 会議開催 32 回

7/20～3/22）。

様々なロビー活動が奏功し、水俣条約 COP4-2（2022 年 3/21～3/25）での同条約付属書 A にお

ける蛍光ランプの規制対象化交渉においては、その期限の明示は避けられ、次回 COP5 に持ち越

された。一般照明用の電源内蔵コンパクト蛍光ランプ（電球形蛍光ランプ）や、電子ディスプレ

イ用のバックライト用冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプなどについては 2025 年末を規

制とする決議がなされた。

2020 年度蛍光ランプ水銀原単位調査実施し、水銀原単位が 2019 年度の 4.9 mg から 4.2 mg 減

り、消費量も 2019 年度の 459 kg から 293 kg（2019 年比約 64 %）へ削減されていることを確

認した。

水俣条約締約国に求められている水銀の輸出入、製品への使用、環境への排出・放出、廃棄等の

ライフサイクル全体を管理する包括的な水銀対策の実施に対して、環境省からの要請で 2018～

2020 年度の水銀マテリアルフローの調査を実施し、環境省に報告した。

2-3-2 放射性物質対応

① 放射性物質国際輸送規則緩和への対応推進

2021 年度は特筆すべき事項はなかった。

2-3-3 VOC,PCB 対応

① ｢PCB 廃棄物早期処理関係者連絡会｣への参画及び照明器具関連の情報発信

微量 PCB 含有の可能性のあるコンデンサ使用対象安定器の処理について、環境省からの指示に

従い、その対応法を確認し、関連委員会で周知をした。また、会員企業に向けた PCB 処分期限

と処分周知の徹底を会員向け HP のお知らせにて実施した。

PCB 関連外部会議に 4 回参加した。

2-4 ”あかり文化”を支える基盤技術の構築（照明と光に関する調査研究）

2-4-1 ”光影響”に関する調査研究

① 光影響研究調査内容の普及（報告書発行）

メンバーに委員会の終息を諮り、解散した。

2-4-2 視覚と色

① 包括的な色の見えモデル

第 1 部会国内小委員会は、2 回開催された。CIE Research Strategy へ日本から提案する topic



案 3 点について審議及び日本からの新設 Reportership（新知覚に対するメラノプシンの寄与）

を提案することを承認し、DR1-71 分科会（メラノプシン細胞の影響調査分科会）を設立し、サ

ポートすることとした。JTC 10（カラーマネジメントシステムにおける新たな色の見えモデル）

国内技術小委員会は、Technical Report の最終投票についてメール審議し対応した。 

2-4-3 光と放射の物理測定

① 測光・放射測定の基礎

② 測定の不確かさ評価

第 2 部会国内小委員会を 2 回開催し、CIE 部会会議の会議資料と議事内容を共有して対処方針を

決定した。

CIE S025に対応する不確かさ評価の実用ガイド作成の対応方針やCIE第 2部会で検討している

候補テーマ（案）6 件等について共有した。

2-4-4 屋内環境と照明設計

① 昼光と人工光を統合した照明計画・制御(Adaptive, Intelligent and Dynamic Lighting)

第 3 部会国内委員会はメール審議 4 回の小委員会を開催し、JTC15（CIE-ISO/TC274）：屋内作

業場の照明基準（2022 年活動）について、ISO 8995-1 改正について ISO/TC274/JWG5 に日本

から提案する内容について検討した。

2-4-5 交通と屋外の照明

① 道路・トンネル照明基準のアップデート

第 4 部会国内小委員会は 1 回の小委員会を開催し、1 件の部会投票に対応しメール審議を実施し

た。さらに、新規提案の障害光関連の TC・RF の対応について審議した。

② LED に対応した光害基準の策定と実用化

CIE 150（2017）に対応して、2020 年度環境省の委託による「令和 2 年度光害対策ガイドライ

ン改訂に係る検討委員会」で報告書を完成させ、環境省より「光害対策ガイドライン」改訂版が

2021 年 4 月に公開された。

2-4-6 光生物学と光化学

① 持続可能社会実現に向けた、地球上の動植物全てを考慮した統合的な光放射環境の構築の実

現のための研究・調査活動

② 光源の多様化に伴う光生物学・光化学反応に関する研究の深化

第 6 部会国内委員会は、2 件の部会投票に対応し、メールによる情報発信と審議を実施し、電安

法 電気消毒器の関連審議検討に積極的に参画した。さらに、米国の ACGIH/TLV 改訂(短波長側

のリスク曲線の低減)状況について共有した。

2-4-7 画像技術

① 色の見え/色管理(Visual Appearance: Perception, Measurement and Metrics)

第 8 部会国内委員会は、3 件の部会投票に対応し、メール審議を実施した。JTC 10 国内技術小

委員会は、Technical Report の最終投票についても、メール審議を実施した。また、部会会議で

次期テーマの可能性に関して行われた討議内容についての情報を共有した。

（３） グローバル化・ボーダーレス化への対応

3-1 海外市場展開の為の環境整備



3-1-1 各国政府、産業界との国際交流と情報収集

① GLA 諸活動への積極参画と戦略的活動提案

2021 年度は、上期 3 回に加え、下期 2 回（12 月・2 月）計 5 回の GLA 総会・理事会が、オン

ラインで開催された。オーストラリアの会社法人としての登記の完了を受け、GLA 理事会は、

オーストラリア会社法に基づき議決がなされることとなっている。UV-C 関連 Taskforce は、

Technical（技術）と Advocacy（提唱）に分かれて活動しており、技術 TF では、「紫外線殺菌

照射（UVGI）空気消毒技術ガイダンス」を完成させ、対外公開を行っている。また、提唱 TF

においては、国際紫外線協会（ IUVA ）との MoU を締結し、WHO、OECD や WGBC などの

国際機関に対する提言活動を継続中である。また、Substances（物質） Working Group におい

ては、水俣条約における GLA のポジションペーパー発行に参画しており、WG や TF 活動を通

じ JLMA の国際的地位の確保、向上に取組んでいる。

② GLA を軸にした各国照明業界との連携強化

総会・理事会に加え、WG、TF など全ての活動がオンラインにて行われているため、人的交流

が困難な状況である。今後、各国との連携を社会情勢を見ながら推進する。インドの提案より、

来年度後半の理事会をインドで開催することを計画しており、連携強化の一歩となる。

③ アジア各国の照明協会と MOU を締結／更新

ベトナム･中国･インドネシア等の照明協会との交流ができず、MOU の更改、締結は進んでいな

い。各国の協会は、アフターコロナを見据えた活動を始めており、JLMA も交流再開を進める。 

④ 国委託事業、関連省庁イベントへの参加による各国キーパーソンとの人脈を構築（スマート

シティ開発・公共事業入札等）

JASCA（日 ASEAN スマートシティ協議会=国土交通省事業）のハイレベル会合、WEB セミナ

ーへの参加と会員への情報発信を行った。その他、政府関連の国際事業もオンラインの説明会が

中心となったため、必要に応じて WEB セミナーに参加、情報収集に努めた。 

3-1-2 政府間貿易関税交渉と連携した産業界としての対応推進

① HS2022 移行に向けた対応フォロー

照明製品に関係する HS コードは、2022 年 1 月をもって、HS2017 から HS2022 へ移行された。

その変更内容(WCO 決定 6 桁)の対比表を作成し、この移行に伴う当会の統計システムでの集計

方法の見直しを行い、1 月より新しい集計方法で統計集計を開始した。

3-2 日本照明のブランド化

3-2-1 海外展示会参加による情報取集と日本照明 PR

① 国内外の照明関連展示会やイベント参加による情報収集と、ジャパンパビリオン設置等によ

る日本照明の高価値・高品質イメージの訴求

年間を通じ世界の新型コロナウィルス感染症が収束せず、展示会及び会合は、中止、延期または、

オンラインによる開催となり、出展の機会を失われた。尚、各国の照明協会、展示会主催者との

情報交換は、継続実施中である。

3-2-2 イベント&ビジネスマッチング活動推進

① MOU 提携海外照明協会のイベント参加等によるビジネスマッチング活動推進

新型コロナウィルス感染症の影響により、今年度の MOU 締結、イベント参加は、実施できなか

った。来年度の実施に向け、ベトナム、タイの関連団体との協議、手続きを開始した。



3-3 公正で適正な競争ができる健全な市場維持

3-3-1 試買調査など市場監視体制の強化

① G13 直管 LED ランプの試買調査の実施

電源直結 G13 口金直管 LED 光源の技術基準（JLMA301）の策定にあたった WG メンバーに対

し、現状での G13 口金直管 LED 光源の製品において、前述の JLMA 301 への適合率について

調査確認を行った。その結果、JLMA 301 に適合する品番割合は 2021 年 7 月末実績で 28%、2022

年 3 月末予定で 74%、2023 年 3 月末では、100%に達する見通しとの回答を得た。これにより、

市場浸透性は図られてゆくと認識した。一方で、どの機種が JLMA 301 適合か否かは、市場で

の判別が難しいことと、当初は WG メンバー所属会社の JLMA 301 適合 を謳っている製品を

対象として、製品性能調査を実施することが妥当であるとし、いわゆる当会で実施している、公

表を前提とした「試買調査」とは位置づけが異なる。そのため、その確認調査は「試買調査」と

は呼称しないこととし、下期に会員 2 社のサンプルを購入して，第三者機関で JLMA 301（AC 直

結 G13 口金直管 LED 光源－安全規格）に基づいた評価試験を行い、その結果を確認した。2022

年度には正式な「試買調査」対象機種として取り上げ、広範囲な調査を行うこととした。

② 住宅用シーリングライトの試買調査の実施

対象製品として 14 機種（会員メーカー品：11 機種､非会員メーカー品：3 機種）を選定し、市

場より購入し、第 3 者機関にて評価した結果を試買調査報告書としてまとめ、2/14 の照明技術

委員会で公開の承認を得、会員サイトへの公開と、ダイジェスト版の一般サイト公開を行った。

さらに、試買調査対象製品について別途 CISPRJ 15 評価を行い、結果について 4/8 の照明技術

委員会で報告した。

③ 効果的な試買評価制度実施のための関係省庁への提言

2021 年度は特筆すべき事項はなかった。

3-3-2 公正な測定技術確立のための情報発信

① 測光,不確かさ,JNLA 制度に関連する情報共有／セミナーの計画と開催

技術資料 303「JIS C 8105-5（照明器具-第 5 部 配光測定方法）解説技術資料」を 4/21 の理事会

で承認発行した。

照明測定技術小委員会：4 回、JNLA 推進分科会：それぞれ 4 回の委員会分科会を開催した。ま

た、今後の測光関連 JIS の取り組み計画案などをまとめる JIS 関連検討 WG も 3 回開催した。

WG で改正活動を進める JIS C 8105-3 の測光規定部分の確認補足を答申した。 1/20 に日本照明

工業会 セミナー（第 12 回）『測光試験所の品質システムと測定の不確かさ評価』を開催し、関

係者を含め 44 名の参加を得た。

（４） 認証事業推進

4-1 委託認定事業(消防法適合の誘導灯器具認定事業)推進

4-1-1 消防法適合の誘導灯器具等の認定業務推進

① JEA 誘導灯認定委員会関連業務の推進

・ 認定試験立会及び審査委員会での事前審議を含む誘導灯認定業務の推進

・ 登録製造事業者及び登録認定試験機関立ち入り調査実施

登録認定試験機関における認定試験立会を消防関係委員と実施した（3 試験機関 45 件）。審査委

員会では、認定申請の審査、認定委員会における審議を 4 回実施し、139 件の申請を認定した。

一方、登録製造事業者及び登録認定試験機関の定期的な立入調査は、新型コロナウィルス感染症



拡大の影響により今年度は見送り、2022 年度に実施するよう再計画した。 

② JIL5502 改正活動推進

JIL5502 誘導灯器具等の技術基準ほか関連する工業会技術資料、工業会ガイドを適切に統合・廃

止し、全面的に改正する。上期では 11 回の委員会を開催し、原案を策定中であり、審議が継続

している。2022 年度に改正発行を予定している。

③ “消防設備等の点検要領”改正推進（消防庁依頼）

消防庁の計画修正が見直され、現在活動は保留している。

④ 買い上げ試験推進（避難口・通路誘導灯）

器種（避難口・通路誘導灯）を選定し、2022 年度に試験実施を予定している。

⑤ LED 誘導灯の新しい自動点検機能等の研究

今年度は進捗無し。2022 年度に LED 誘導灯の新しい自動点検機能の方策、調査・研究計画策定

を予定している。

4-2 照明器具自主認証事業推進

4-2-1 建築基準法適合の非常用照明器具の自主評定推進

① 非常用照明器具自主評定業務の推進及び登録製造事業者立ち入り調査の実施

非常用照明器具自主評定委員会は 4 回開催され、50 件の申請について審議され、評定された。

登録製造事業者の立入調査は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により今年度は見送り、

2022 年度に実施するよう再計画した。

② 自己点検機能などを盛り込んだ非常用照明器具の点検基準関連告示の改正推進

具体的な改正促進ではないが、防災機器に搭載している蓄電池は、その性能を維持するためにも、

定期的な充放電が行われることが効果的である。自動点検機能はこれをサポートするものであ

り、積極的に啓発を行う意味で関連のちらしを発行し、HP に公開した。2022 年度には各省庁の

協賛を得て、PR を強化する計画としている。

4-2-2 埋込み形照明器具の自主評定推進

① 埋込み形照明器具自主評定業務の推進及び登録製造事業者立ち入り調査の実施

埋込み形照明器具自主評定委員会は 3 回開催され、12 件の申請について審議され、評定された。

登録製造事業者の立入調査は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により今年度は見送り、

2022 年度に実施するよう再計画した。

② 現行 JIL5002 の課題抽出及び改正検討

埋込み形照明器具基準作成小委員会を 5 回開催し、JIL5002（埋込み形照明器具）の改正に向け

て、その課題を抽出・共有し、JIL 改正原案を策定した。2022 年度に改正発行を予定している。 

4-2-3 公共施設用照明器具の標準化推進

① JIL5004:2018(2019 年版）改正に向けた活動推進

今年度は JIL5004:2018(2019 年版）の改正年度であり、これまでの官庁、メーカーからの改正

検討依頼にもとづき、分科会 12 回、委員会 2 回を開催し、精力的に検討を実施してきた。2021

年 12 月に改正発行した。



② 公共施設用照明器具確認図確認業務推進及びガイド A109:2018 改正に向けた活動推進

現行制度に則り公共施設用照明器具確認図の確認業務を行い、確認図 65 件をチェックし、承認

した。この作業と並行し、前項に記した JIL5004 改正に呼応し、ガイド A109 の見直し作業も進

め、12 月に改正発行した。また、改正 JIL5004(2022 年版)に基づく確認図 640 件をチェックし、

承認した。分科会計 6 回を開催した。

③ JIL5004 改正版のメーカー向け及び全国関係者向け説明会推進

2021 年 12 月に、JIL5004 改正版の会員向け説明会を実施した。全国の関係者向け説明会は、新

型コロナウィルス感染症拡大の影響により中止し、改正内容説明のビデオ動画を作成し、JLMA

ホームページに公開した。

4-2-4 住宅用非常灯及び屋外用非常灯等の自主評定制度推進

① 住宅・屋外用非常灯等自主評定業務の推進及び登録製造事業者立ち入り調査の実施

自主評定委員会を 3 回開催し、新たな 4 件の申請について審議し、評定した。また事業者登録は

6 件あり、承認した。登録製造事業者の立入調査は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響によ

り今年度は見送り、2022 年度に実施するよう再計画した。

② 住宅・屋外用非常灯等自主評定関連規程類の制定

・ ユニット、電源別置、滞在型等新しい規格化項目の検討

屋外用非常灯基準作成小委員会にて JIL5510 改正に向けた課題などについて確認した。2022 年

度これと連動して自主評定に関する規則の改正を実施する。 

（５） 工業会活動の活性化

5-1 工業会運営体制強化

5-1-1 照明事業戦略の立案

① 2021 年度事業計画立案・実施・フォロー

2021 年度事業計画について、その実施事項の確認を各委員会ベースに完了し、これらを事業報

告としてまとめた。並びに 2022 年度に向けた具体的な取組について、審議し、委員会組織の改

廃を行い、2022 年度事業計画を策定した。Lighting Vision 2030 見直しと並行し、“CSL&HCL”

啓発を中心に事業計画を見直した。

② Lighting Vision 2030 見直し

・ ニューノーマル、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミーなど社会動向への対応

・ 目標値の設定見直し（“CSL&HCL”化率）

戦略企画推進委員会にて、Lighting Vision 2030 見直し作業を進め、パンフレットの印刷および、

HP、JLMA 会報等で公表した。ビジョン、ミッションは変更せず、政府方針と重点課題の整合、

ストック市場とストック SSL 化率を含む 2030 年までのロードマップの改定、表現の見直し、そ

の他重点課題（下位項目）の定期見直しなどを実施した。

5-1-2 財務体質の強化

① 合理化推進

統計システムにおける取扱データの人為的漏洩ミスなどを防ぐ目的から、新システムへの移行を

実施し、年度末完成した。2022 年度より新システムの運用を図る。その他会員サイトや HP 掲

載ルールの見直し、システム改修なども含め、サービス向上と、これら一連の機械化投資により



実質１名の人員削減を果たした。 

② 有望な非会員法人への勧誘

新型コロナウィルス感染症拡大影響などあり、活動は行わなかった。

5-2 工業会プレゼンスの向上

5-2-1 あかりの日事業推進

① SNS を活用した新しい「あかりの日」活動推進による認知度向上

7 回に渡る SNS での配信など、自前メディアを中心としたパブリシティとし、経費圧縮を果た

した。プレゼントキャンペーンでは、7,016 名の応募があった。

② 小学生ポスターコンテスト関連イベントの見直しと推進

2021 年度は、21 回目を迎え、過去 2 番目に多い 1,138 点の応募があり、2021/10/16 に東京スカ

イツリー天望フロアで表彰式を実施した。新聞などの既往メディアからネットを中心としたパブ

リシティ強化に変更し、募集内容は 56 媒体・コンテスト結果は 23 媒体に取り上げられ、51 百

万円相当の広告費換算効果を得た。2022 年度も引き続き、同様の手法に切替え、効率的なパブ

リシティを展開する。

5-2-2 情報発信力の強化

① HP のサイトマップ構造見直し

一般サイトに見直し実施した。特に HP サイト訪問者に、“CSL&HCL”の訴求を図り、印象付け

ることを目的として、施設リニューアルサイト及び住宅リニューアルサイトを、LED 照明ナビ

に統合した。

一方、管理面としては会員サイトの見直し（会員種別の導入、文書管理システム導入）を適宜実

施し、会員側の利便性向上を向上させ、電子媒体での情報発信に注力している。

② 関連団体と連携した SNS フォロワー獲得活動推進

全日電材連が実施している SDGs 取組みに参画し、その中で当会の動向、目指すゴールなど紹介

し、ストック SSL 化や“CSL&HCL”の普及啓発を推進した。2022 年度も継続的に実施する。

③ メーカーリンク広告事業の強化

・ （ペーパービュー）アップ施策（会員サイトへの誘導策）

・ 定款、規約見直し

PV（PageView：サイト閲覧件数）向上策として、関連記事ページへの誘導など、システム改修

を実施。PV は 2022 年 2 月に 6 万 PV を超えた。（G13 安全啓発のサイト閲覧数が増加した）関

連記事への商品広告の露出を図っているが、広告 PV は月次平均 21 クリックと、改善には至っ

ていない。広告掲載単価の見直しおよび規約を改定し、2022 年度より適用してゆく。 

5-2-3 会員満足度の向上

① 工業会会報,HP,SNS サイトを活用した情報提供

「UV 殺菌関連」、「ライティング・フェアレポート」、「あかりの日」関連、「G13 口金直管 LED」

安全啓発関連など、話題となる諸情報について積極的に情報提供を実施した。

また、過去に前例はないが、会員企業が共通の問題と認識し、当面その解消の目途がたたないこ

とから、2021 年 12 月に会長名にて、「照明製品の納期長期化に関するご連絡とご支援のお願い」

文書を JLMA ホームページに掲載した。



会報は、例年通り 6 冊を発刊した。 

② 会員相互交流の場の提供

・ 年 3 回の懇親会の開催

・ 会員連絡会での活動報告及び、会員紹介

2022/1/12 に賀詞交換会を開催し、250 名の出席があった。一方、総会・春季懇親会 秋季懇親

会については、新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、開催を見送った。 

会員連絡会は、2021/6/29、10/27、2022/2/2 の計 3 回を開催した。オンラインのみでの開催であ

ったが、延べ 224 社 360 名が参加した。電安法改正の状況・水俣条約・市場動向・海外展開事

例認証関係・エリア防災 JEL503 改正・あかりの日活動等、いずれも注目されている活動につ

いての報告であり、参加者増加に繋がった。またオンラインという参加しやすい形態での実施が

奏功した。 

③ サーベイランスの実施、フォロー（アンケート調査の実施）

会員連絡会にて参加企業へのアンケートを継続的に実施している。事業に直結する、電安法、市

場動向、海外展開事例等の話題に興味が高い結果であった。その他、委員会活動に関する要望も

多くあり、事務局からの一方的な報告に留まらず、施設リニューアル小委員会の活動については、

主査から紹介するなど、工業会の中での委員会活動について、より理解が増すよう対応した。

（６） 工業会活動の活性化

6-1 2021 年度の入会・退会

＜入会＞ 3 社 

（正会員 3 社） ㈱ペンタクト 

㈱ライトバランス 

㈱ヤザワコーポレーション 

＜退会＞ 5 社 

（正会員 5 社） ㈱せばた 

㈱GV Japan 

スリーイーサイエンス㈱

ルートロンアスカ㈱

㈱アルテスラ

6-2 会員数

2022 年 3 月末日における会員数は下表のとおり 

2021 年 4 月 1 日 2022 年 3 月 31 日 増減 

法人・団体 

正会員 178 176 -2

賛助会員 27 27 0 

合計 205 203 -2

個人 賛助会員 74 77 +3




