


「あかりの日」委員会は毎年、「住まいの照明 省エネBOOK」の
発行、「あかりの日」街頭PRの実施、「あかりの日」ポスター
コンテストの開催など、さまざまな啓発活動を行っています。

LED 照明に交換して省エネ・快適・便利な暮らし！

　昨年の国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（COP21）において、世界的な平
均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑
える努力を追求するなどの内容を規定した「パリ協定」が採択されました。さらに、
今年 5 月１５日～１６日に開催された「Ｇ７富山環境大臣会合」では環境問題に関す
るさまざまな意見交換が行われ、温室効果ガスの削減や水銀を含まない製品への
代替推進が再確認されました。
　各家庭では、温室効果ガスの９割以上を占める CO2 の排出抑制について、照明
でもさまざまな省エネ対策が行われています（第１位：こまめな消灯、第２位：省エネにな
る照明への交換）＊。一般家庭では電気使用量の第２位を照明が占めており、照明の
電気使用量を抑えることがCO2の排出削減に効果的であるといわれています。
　「あかりの日」委員会では、ご家庭におい
て約10個の一般電球や小形電球が使用され
ている実態から＊、より多くの方に省エネに
なるとともに快適性と利便性を向上させる
LED照明への交換を訴求するため、本年度
の「住まいの照明 省エネBOOK」を発行しま
した。 この機会に、ご家庭内の照明を点検
していただくことをお願いいたします。
＊「あかりの日」委員会によるアンケート調査（2015年 10月実施）



省エネ・快適・便利な暮らしを可能にする「LED
照明」には「電球形 LEDランプ」と「LED 照明器具」
があります。ニーズに合わせてどちらも選択OK。
あなたもこの機会に最新の「LED 照明」へ交換して、
そのメリットをぜひ体感してください。

電球形 LED ランプの消費電力は、ほぼ同じ明るさになる
一般電球と比べて、約 85％の大幅ダウン。１年間で電気
代が2,484 円お得になり、約 9 か月でコストが逆転する
とっても省エネ、とっても長寿命の照明です。



今まで１つの照明器具では難しかった「ひかりの色」や
「明るさ」を、好みに合わせて変えられる（調色・調光）
が LED照明器具では可能になった機種があります。
朝・昼・夜のシーンに合わせて調整してみましょう。

＊LEDと点灯回路などが一体となり
　薄型・コンパクトでデザイン性も
　より多様化が進んでいる器具です。

　【主な器具の例】
シーリングライト・ダウンライト
ブラケット・足元灯 など

＊電球形LEDランプ搭載を目的に設計され、ラン
　プ交換により、明るさやひかりの色、ひかりの
　広がり方を手軽に変えられる器具です。

　【主な器具の例】
ペンダント・シャンデリア
ブラケット・スポットライト など

点滅に強いため
頻繁にON/OFFを
繰り返しても
寿命に影響しない照明です。

徐々に明るくなる
電球形蛍光ランプと異なり
一般電球と同じくスイッチONで
すぐに明るくなる照明です。

ひかりに熱や紫外線を
ほとんど含まないため
オブジェ・絵画・写真などを
照らしても色あせしにくい照明です。

蛍光ランプのひかりと比べて
紫外線をほとんど含まないため
虫が集まりにくい照明です。

有害な水銀を必要としません。
環境にも配慮した
照明です。



今までの照明器具を取り外して

新しい照明器具を
取り付けたい

一般電球・ボール電球・小形電球が付いていた

今までの照明器具を
使いたい

LEDとは、Light Emitting Diode の略で、電気を流すとひかりを発す

る半導体素子です。照明はガス灯の後、白熱灯、蛍光灯が登場し、

1960年代に赤色と黄緑色LEDが登場し、1993年には以前とは明るさ

のレベルが違う青色LEDが開発されました。それにより1996年に明

るく省エネな白色 LED が実現、一般照明用として普及拡大したため

第４の照明と呼ばれるようになりました。この青色 LED の開発には

日本人が多大な貢献をしており、ノーベル賞が授与されています。

ガス灯→白熱灯→蛍光灯、そして白色 LEDの登場

電球形LEDランプに
交換することで
LED照明に。
＊詳しくは 8～11pをご覧ください。

引掛シーリングに
対応している
LED照明器具の場合
＊電気工事なしで、ご自身で簡単に LED照明に。
　詳しくは 12/13p、14～17pをご覧ください。

引掛シーリングに
対応していない
LED照明器具の場合
＊電気工事を行えば LED照明に。
　詳しくは 12/13p、18～19pをご覧ください。



電球形LEDランプのラインアップ

電球形LEDランプへの交換時は主に下記の照明器具に注目してください！

電球形LEDランプの中で「一般電球形」と「小形電球形」は、
省エネ法に基づくトップランナー基準の特定エネルギー
消費機器に指定され、2017年度を目標年度とする基準値
が定められました。交換時には、製品カタログやホーム
ページ等を確認して、2017年度省エネ基準値を達成して
いるランプを選びましょう。

＊　　　「省エネ法」に基づくトップランナー基準の対象機器。2017 年度を目標年度とする基準値
　あり。（調光器対応ランプは除く）



ひかりの色

ひかりの広がり方 その他の注意点

明るさ（lm：ルーメン）

現在、一般家庭用に用いられている主なLED照明

は、青色LED＋黄色蛍光体による白色LEDによっ

て作られています。青色LEDのひかりが、黄色蛍

光体にあたると黄色のひかりを発します。この

２色のひかりは補色の関係のため、混ざること

で白色LEDのひかりとなります。白色LEDのひかりの色には種類があり、黄色蛍

光体の配合を調整することによって、電球色、昼白色、昼光色を作っています。

青色LEDが白色光に与えた影響

＊赤色・緑色・青色（RGB）の３色 LEDを組み合わせる方式の白色 LEDもあります。

●ランプの口金付近が張り出ている場合は、ソケッ
トの位置（斜めの場合）や長さ、反射板の幅などに
より取り付けられない場合があります。「ランプの
サイズや形状」に注意してください。

●ランプを多く使用する照明器具（シャンデリアなど）
への交換時は、「総重量」に注意してください。

●調光機能のある「人感センサ」や「明るさセンサ」
付器具など、使用できない場合
があります。

●ガーデンライトやアプローチラ
イトなど、屋外の照明器具には
使用できない場合があります。

＊電球形LEDランプ購入について詳しくは、各メーカーにお問い合わせください。



このマークの照明器具
は、電気工事が必要です。
販売店・工事店に取り付
け・交換を依頼してくだ
さ い。取 り

付け・交換には、電気工事
士の資格が必要です。一般
の方が工事をすることは法
律で禁止されています。

家庭で使われている
主なLED照明器具

【引掛シーリングの例】

このマークの照明
器具は、置き換え
が可能でプラグを
コンセントに差し
込むだけです。

このマークの照明器具は、天井に引掛シーリング
が付いていれば、電気工事なしで簡単に交換でき
ます。照明器具により取り付けられない場合もあ
りますので、ご購入前に確認してください。

照明器具は８～10年で
交換をおすすめします
JIS C 8105-1では、照明器具などに
使われる電気絶縁物の性能の限界を
40,000時間としています。照明器具
を設置後８～10 年経つと、外観に
異常がなくても内部の劣化は進行し
ています。１年に１回は、「安全
チェックシート」を使って点検しま
しょう。寿命が近くなった照明器具
は、継続的な点検または交換をおす
すめします。

安全チェックシートは
左・下記からダウンロー
ドできます。



Raで物の色の見え方が変わります

シャンデリア・シーリングライト・ペンダントなど、
多種多様な引掛シーリング（13p参照）対応のLED照明器

具が数多く登場しています。まだ点灯管式蛍光灯照明器
具を使用している場合は、早めの交換をおすすめします。

明るさやひかりの色には気をつけている方
でも、意外と知らないのが Ra（平均演色評
価数）です。Ra が 80 以上なら色の再現性
が高いといわれ、数値が100に近いほど物
の色が自然に見えることになります。電球
形LEDランプやLED照明器具の交換時には、
このRaにも注目して、物の色の見え方にも
配慮しましょう。リビングやダイニングな
どでは肌や服の色、食材の色などに反映さ
れます。また、鏡を見る洗面所などでも、
顔色が自然に近く見える Ra が高い照明を
おすすめします。最近では Ra が 90 以上の
製品も登場しています。

左上）美しいきらめきを放ち、部屋の雰囲気を表情豊かに演出す
　　　るシャンデリア。
右上）吹き抜けから吊り下げられたプリーツ使いのペンダント。
右下）ダイニングテーブル上を食材とともに美しく、鮮やかに照
　　　らし出すシンプルなペンダント。

和室にもピッタリ、壁スイッチな
しでも OK のプルスイッチ付き和
風ペンダント。

セードのまわりに金属をあしらった落ち着いたデザインのもの、子供部屋にぴったりな可愛いデザインのもの、
スピーカーを搭載したものなど、 各メーカーからさまざまな製品が登場しています。

高天井や吹き抜け部分に取り付
けて空気を循環させるシーリン
グファンにも専用の照明器具を
組み合わせた引掛シーリング対
応のものがあります。

交換をおすすめする照明器具の例

点灯管式蛍光灯和風ペンダント

点灯管式蛍光灯シーリングライト

引掛シーリング対応
LED照明器具



調光・調色を使って
省エネ・快適・便利 現在、３色のひかりの色（電球色・昼白色・昼光色）

の調色機能を搭載したLEDシーリングライトが人気

になっています。１つのシーリングライトの中に

３色のLEDを配置していると思っている方が多いの

ではないでしょうか。しかし実際には２色（電球色・

昼光色）の LEDを配置しています。電球色と昼光色

は、それぞれを別々に点灯させるだけです。しか

し昼白色は、電球色と昼光色の両方を点灯させて

２色のひかりを混ぜて昼白色にしています。

LEDシーリングライトの
調色の秘密

たとえば、朝 7時に爽やかなひかり「昼光色」100％で、すっきりと目覚めます。

午前中はレースのカーテンだけにして、いきいきとした自然な感じの「昼白色」で過

ごしましょう。その際は外光を取り入れ、明るさに応じてお好みで 50％にしたり

20％にしたりして調光しましょう。もちろん十分に明るさを感じるときは消灯すれ

ば、より省エネになります。

昼間は、いきいきとした自然な感じの「昼白色」を 100％で点灯。

夕方から夜にかけては、暖かみのある「電球色」がよいでしょう。食事の時は 100％

で料理をおいしそうに照らしましょう。

団らん時は 50％に抑えて落ち着いた雰囲気を醸し出せば、くつろぐ環境にピッタリ

です。就寝前にもおすすめです。

引掛シーリング対応の LED シーリングライトは、
皆さんはもうご存知ですね。ここでは、調光・調

色機能をお好みに合わせて積極的に活用し、「省エネ」で
「快適・便利」に過ごす使い方を紹介します。 ＊RGB と電球色・昼光色を組み合わせる方式のシーリングライトもあります。

電球色 昼光色

昼白色



センサやタイマ、調光を使って
省エネ・快適・便利

引掛シーリングには対応していませんが、センサ
やタイマが付いている LED 照明器具を使えば、省

エネになりスイッチ操作の手間も省け、消し忘れ・点け
忘れも防げて、便利で快適に過ごすことができます。

設定時間または
暗くなると
ほんのり点灯

人が来ると
100％点灯

人がいなくなれば
再び

ほんのり点灯

設定時間になれば
消灯

消灯後も
人が来ると
100％点灯

人がいなくなると
消灯し

朝を迎えます

さまざまな機能を組み合わせたLED玄関灯の例

HEMS対応のLED照明ならスマートに省エネ
HEMS（ヘムス）は、家電や機器をネットワークでつなぎ、家
全体のエネルギーを最適に制御します。近年 HEMS に対応し
た LED シーリングライトや LEDダウンライトが登場していま
す。タブレットやパソコンなどを使って点灯／消灯／調光が
でき、外出先からでも家の照明の状態が確認できます。使用
電力量が設定以上になれば自動的に調光して節電するため、
無理せずに住まいの省エネが図れる賢いシステムです。

＊HEMS：ホーム・エネルギー・マネジメント・システム

＊タイマは、設定した時間に点灯・消灯します。
＊人感センサは、人が近づけば点灯します。
＊照度センサは、暗くなれば点灯します。
＊照明器具により、センサ機能の設定項目は異なります。
＊このページで紹介している照明器具は、電気工事が必要です。

（人感センサ＋照度センサ＋タイマ＋調光）

玄関灯の他にも、門
灯・屋外スポットラ

イト・ガーデンライトなど、
センサやタイマを採用した
照明器具があります。

手をかざすだけの LED流し元灯の例
（人感センサ）

夜の階段や廊下の歩行に安心な LED足元灯の例
（人感センサ＋照度センサ）

LED玄関灯の例

流し元灯や足元灯
の他にも、ダウン
ライトやブラケットなど、
センサやタイマを採用し
た照明器具があります。

暗くなっても
人がいないときは消灯



生活シーンに合わせて
照明を切り替えられる多灯分散照明を
LEDで実現してみましょう

落ち着いた雰囲気の照明プランの例

リビングのテーブ
ルをダウンライト
で照らし、くつろ
ぎの時間を演出し
ます。

テレビ背面の天井
からの照明により、
画面と壁面の輝度
差を減らし、眼の
疲れを軽減します。

ダイニングのテー
ブルにダウンライ
トのひかりを集め、
お料理を引き立て
ます。

キ ッ チ ン カ ウ ン
ターを高さの異な
るペンダントで照
らし、バータイム
を楽しみます。

照明を切り替えて生活シーンを豊かに演出してみませんか。

●ルーメン（光束：lm）
ランプ（光源）から出るひかりの量を表します。電球形 LEDラ
ンプは、この数値を用いて一般電球との交換ランプを決めます。
ちなみに一般電球 60 形のルーメンは 810 lmです。

●ワット（消費電力：W）
ランプや照明器具を使った場合
の電気の値です。明るさの単位
ではありません。一般電球 60
形の消費電力は 54W、１時間
使用すると 54Wh（消費電力
量：Wh）となります。

●ルクス（照度：lx）
ひかりに照らされている面の明
るさです。それぞれの場所・作
業内容に適した明るさの基準
がJISにより示されています。

光源の発するひか
りや対象物の面で
反射したひかりが、
目に入ることで物
が見えます。

LEDで使われている「ルーメン」って？　その他、「ルクス」や「ワット」は？

LEDの寿命は？

LED 照明の光源となる LEDモジュール（素
子）は、一般電球など従来の光源と比較し
て長寿命です。その寿命は JIS 規格に定め
られおり、一定条件のもとでLEDモジュー
ルが点灯しなくなるまでか、明るさが初
期からある割合に低下するまでのどちら
か短い方の時間の平均値です。従来の照
明器具と同様に、LED照明器具の内蔵回路
なども劣化していきます。また、LED照明
器具や電球形LEDランプの寿命は、熱や湿
気などの影響を受ける使用環境下などに
よって、大きく変化する場合があります。

LEDは、取り外し・交換が可能？

LEDは、まぶしく感じる？

LEDは特定の方向に集中してひかりが出る
ため、まぶしく感じることがあります。最
近では、拡散パネルなどを使ってまぶし
さを抑えたLED照明が発売されています。

保証期間は、どこに書いてある？

保証期間とは、メーカーが無償修理を保
証している期間です。LED照明器具の取
扱説明書や保証書に記載されています。

LEDは、熱を出さない？

LEDのひかりは、赤外線をほとんど含まな
いため熱を出しません。しかし LEDモ
ジュールや電源ユニットは、高温になり
ます。この熱を逃がすため、メーカーは
さまざまな工夫をしています。

LEDは、虫が寄ってこない？

LEDのひかりには、虫の好む紫外線がほと
んど含まれていないため、蛍光ランプと
比べてあまり虫が集まりません。しかし、
虫を100％寄せ付けないということではあ
りません。

LED 照明の素朴な疑問にお答えします

電球形LEDランプは交換
可能ですが、LED一体形
器具は交換できません。
照明器具によっては、
LED光源部をパーツとし
て交換可能なものもあり
ます。各メーカーにお問
い合わせください。






