Display & sign LED lighting spread association Japan

一般社団法人ＬＥＤ光源普及開発機構 第 8 期活動報告
平成 25 年 7 月
■ 報告（1） 事業活動報告（平成 24 年 6 月 1 日～平成 25 年 5 月 31 日）
■第 8 期（平成 24 年度）上期活動報告
【6 月】
・6/2 会員不二ライトメタル社員 1 名教育受け入れ/㈱フジヤへ 3 ヶ月研修を斡旋
・6/8 後藤田会長紹介で経済産業省資源エネルギー庁茂木正氏、商務情報政策局野澤秦志氏訪問
・6/13 出光リテーリング主催ＬＥＤセミナーへ講師派遣
・6/15 千代田区環境まつりへ協賛出展
・6/20～21 九州エコフェアーへ協賛、九州地域会員からの協力を得、6 企業 1 団体の出展をする。
・6/21～23 台湾出張/ＵＰＲｔｅｋと「スペクトロナビＭＫ350」販売契約
・6/26～29 韓国ＫＩＮＴＥＸ ＬＥＤ＆ＯＬＥＤ展に協賛出展、会員から 5 社が同行、個々の商談を行う。
・6/29 韓国支店を支部に変更引継ぎを行う。
【7 月】
・7/2 ㈱セコニックとの販売代理店契約を締結（スペクトロナビＭＫ350）
・7/5 第 8 期社員総会を開催
・7/10 沖エンジニアリング主催ＬＥＤセミナーに講師派遣
・7/19 水銀ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ視察会、日本生命、東京ガスの参加を得て現地セミナーを開催
・7/21 グリーンテクノロジ-誌へ「次世代半導体照明成長戦略とＬＥＤ産業界」を執筆
・7/25 第一回「スペクトロナビＭＫ350」販売代理店会を開催
・7/27 オプチカルソリューション展に協賛出展（販売代理店協賛）
・7/27 第 11 回理事会の開催
【8 月】
・8/2 台湾サイエンスパーク視察団が来日、勉強会を開催。
・8/10 ＤＬＥＤＡ信頼性マーク推進会議を開催
・8/20 韓国支部長を指名、新支部長ＳＯＮさん来日。
・8/22～24 関西地区会員企業視察会を開催
・8/28～31 韓国テグ出張/東アジア 7 カ国による「東アジア標準化会議」においてＭＯＵを締結
・8/30 各国プレゼンテーションにて「日本の LED 国際標準化戦略とは？」講演を行う
・8/31 ソウル市に移動、韓国支店⇒韓国支部への正式引継ぎを行う
【9 月】
・9/4 マンション管理士会へ「マンション自治会へのＬＥＤ照明普及提案」提出
・9/13～15 「サイン＆ディスプレイショー」への協賛出展を行い、スペクトロナビＭＫ350 のＰＲを行う
・9/20 ＵＰＲｔｅｋが来日、スペクトロナビ販売会議を開催
・9／22～23 秋葉原環境フェスティバルへ協賛出展
・9／25～26 ＬＥＤ ＪＡＰＡＮへ協賛出展
【１０月】
・10/3 ｱｰｽイークラブ主催ＬＥＤセミナーへ協賛、セミナーを開催
・10/11 ＳＫＣライティング内見会に動員協力
・10／16～17 不動産ソリューションフェアーへ協賛出展
・10/17 ㈱ビル経営主催のセミナーに協賛
・10/22 台湾ＰＩＤＡが来日親睦を行う。
・10/25 全国ＴＶ照明技術者会議にスペナビ出展
【１１月】
11/12～13 埼玉県電気事業者ＬＥＤ技能講習会を開催
11/16 京王プラザホテルにて台湾貿易センター主催の台湾グリーン産業商談会へ協力
11/22～26 韓国ＣＯＥＸ出張/ＫＯＳＩＧＮ２０１２視察＆韓国ＬＥＤ協会、韓国支部親睦
11/28～12/1 台湾ＰＩＤＡ出張/会員１３社の協力を得商談会を開催

11/29 台湾Ｇｒｅｅｎｉｎｇ ＹｏｕｒＬｉｆｅ協会主催講演会「日本の LED 国際標準化戦略とは？」を開催
【１２月】
12/7 ３５名の参加を得、第１９回光源セミナーの開催。終了後忘年会に移行
12/11 社会保険徴収事務所入札コンサルを受諾
12/18 韓国産業技術大學新光源セミナー協賛会員から１５名の参加を得る
12/20 第３回ＤＬＥＤＡゴルフコンペを開催６名の参加を得開催
■第 8 期（平成 24 年度）下期活動報告
【1 月】
1/10 社会保険徴収事務所入札
1/15 台湾工業技術研究院（ITRI）が来日会員企業訪問＆見本市参加企業との親睦ＭＩＴに協力
1/16 中国深浅、広州、東ガン地域ＬＥＤ協会会長が来日会員企業訪問＆見本市参加企業打診
1/16 台湾ライティングショー主催者が来日６月開催の同展での講演会の打診
1/16～18 第３回ＬＥＤ/有機ＥＬ照明展に「ＬＥＤ光源普及開発機構パビリオン」8 社 12 小間で出展
1/16～18 第３回ＬＥＤ/有機ＥＬ照明展、出展者セミナー６本を受諾、運営実施
1/22 韓国圓光大学校 電気電子情報工学部 朴学長が来日韓国開催のＬＥＤ講演引合
1/28 ＤＬＥＤＡネットワーク事業検討会を開催
1/28 新年理事会（第１２回）を開催
1/30 団体会員ＩＥＳＡ参加企業支援。イベントジャパン視察会を実施
1/31 イベント団体合同新年会へ出席
【2 月】
2/1 団体会員ＩＥＳＡ新年会へ出席
2/13 廃棄蛍光菅リサイクル工場視察会を開催 6 社の参加を得る
2/14 団体会員の日本店装チェーン総会に出席、ＬＥＤ相談会を開催
2/15 ＪＥＬ801～2 ソリューション会議を開催
2/18 新ＬＥＤ光源研究会を開催。８社が参加し、ＭＩＴを行う
2/22 第 3 回ＬＥＤ自治体サミットを開催
2/26 全国蛍光菅収集ネットワーク事業説明会に参加
2/28～ 台湾ＰＩＤＡ支援。ＲＶショー小間運営を受諾出展ＰＩＤＡの見本市ＰＲを行う
【3 月】
3/5～8 台湾ＵＰＲＴＥＣ（スペクトロナビＭＫ350）メーカー支援ＪＡＰＡＮ ＳＨＯＰ2013 に出展
3/6 後藤田会長支援朝食会へ 3 社が出席
3/10 当機構コンサルタント長谷川章氏イベント支援
3/13 湘南ＬＥＤバレイ設立準備会を開催、コタック、神農流通が参加
3/14 ＬＥＤ照明事業者の首謀する「ＬＥＤ共の会」に招聘。大手ＬＥＤメーカーとの親睦を行う
3/18 全国ＬＥＤ照明施工ネットワーク検討会を開催
3/25 エコリカ秋葉原支店ＯＰＥＮ。ＤＬＥＤＡ会議開催場所としての打診
3/25 第一回ブルーライト学会開催説明会に参加。ＬＥＤ事業分野での支援を打診
【4 月】
4/1 スペクトロナビ説明会を開催
4/8 第 13 回理事会の開催/ネットワーク委員会開催
4/11 大阪自治体ＬＥＤサミットを開催
4/12 北陸（福井、小松、金沢他）会員訪問
4/15 スペクトロナビＭＫ350 販売代理店会議を開催
4/19 横浜会員訪問
4/15 団体（商業施設団体連合会）会員総会準備会
4/24 内神田より神田須田町へ移転
4/26 廃棄蛍光菅収集ネットワーク会議
4/27 浦安市環境フェアーへ協力
4/30 全国ＬＥＤ照明施工ネットワーク検討会を開催
【5 月】
5/2 シンガポール商談会説明会を開催

5/6～10 シンガポールＬＥＤＴＥＣ2013 出張、商談会（4 社）＆出展（1 小間）参加
5/15 ＤＬＥＤＡＷｅｂ検討会を開催
5/17 第 20 回光源セミナーを開催
5/20 神田明神へ新事務所祈祷参拝
5/21 ＤＬＥＤＡＷｅｂ検討会を開催
5/22 団体会員商業施設団体連合会年次総会へ出席
5/23 団体会員イベントプロデュース協会ゴルフコンペへ会員 2 名参加
5/24 団体会員東京ディスプレイ協同組合幹事会へ参加
5/29 Ｗｅｂネットワーク委員会開催
5/31 ＤＬＥＤＡ分室検討会を開催
5/31 アドバイサー長谷川章イベント参加、横浜会員親睦会開催
■報告（2） 事業進捗報告（平成 24 年 6 月 1 日～平成 25 年 5 月 31 日）
2-1：LED バレイネットワーク事業への参加要請報告
※ＬＥＤバレイ構想抜粋 第３章 ＬＥＤバレイネットワーク創設への目標確認
http://www.e-decoled.com/LED_network.pdf
【ＬＥＤバレイ推進協議会参加要請地域】
熊本ＬＥＤバレイが活動を開始、金沢、大分、湘南地域への販促を強化、今後の対応について協議、
過去のＤＬＥＤＡ活動地域における拡販を計画。これまで活動要請を行ってきた地域（セミナー、講演、
企業訪問等）は以下のとおりです。
北海道（札幌、釧路）新潟、金沢、群馬、千葉、神奈川、徳島、広島、山口、鳥取、島根、熊本。
【地域性を考慮した、ＤＬＥＤＡ関西支部の設立について
関西以西ＤＬＥＤＡの会員が増えてきたため、関西中心の会員有志で支部活動を要請、実行への布石と
して関西ＬＥＤ光源セミナーを開催、会員以外の出席も得、今後の支部について検討会を行いました。
2-2：自治体ＬＥＤサミット報告
ＬＥＤ産業を地場産業として育てる地方自治体を中心とした、各種ソリューションを立ち上げ、プログラムを
構成、広報しましたが、自治体の参加は少なく今後の広報活動に期待。
第 4 回自治体ＬＥＤサミット 開催日：平成２５年２月２２日（金） 参加者 26 名
◇２０１３年１０月に行われる国連提言「水俣会議」への布石
◇「ＪＥＬ801 やＬＥＤ電球のＪＩＳ化に反応するＬＥＤ中小企業事業者の思惑」
◇シンポジウム（意見交換会）
◇日本道路照明【ナトリウム灯２０ルックス/ＣＲＩ-98】ＶＳ欧州道路照明
2-3：光源セミナー報告
第１９回「ＬＥＤ光源セミナー」 開催日：平成２４年１２月７日（金） 参加者 32 名
「ＬＥＤ照明の基本と仕組み」（中島龍興/福多佳子著）改訂版出版記念セミナー
◇「固体照明における色の見え/演色評価数の問題点と新たな評価法事例」
◇「ＬＥＤ照明の基本と仕組み/色彩分光照射測定機とＬＥＤ照明」
◇最新ＬＥＤ光源（照明）ＰＳＥ、ＪＥＬ801 対応商品他のご紹介
2-4：東アジア関連ＬＥＤ協会とのＬＥＤネットワークの構築（海外から）
① 韓国ＬＥＤ産業界との交流
ＫＬＥＤＡとの提携業務の縮小から、韓国支店を支部に変更、新支部長にＳｏｎｇ氏が就任しました。
６月にはＫＩＮＴＥＸ ＬＥＤＥＸＰＯ商談会へ５社で参加しました。８月にはテグ市において、第２回東アジ
標準化会議に参画、日本の現状について講演を受諾しました。１１月にはＣＯＥＸで開催のＫＯＳＩＮ ＥＸ
ＰＯを視察、ＫＬＥＤＡ、産業技術大學と交流,１２月には産業技術大學が来日、会員１５名の参加を得開
発セミナーを開催、会員１５名の参加を得ました。1 月には韓国圓光大学校 電気電子情報工学部 朴
学長が来日韓国開催のＬＥＤ講演引合がありましたが実現しませんでした。また、韓国ＬＥＤＴＥＣシンガ
ポールＬＥＤＥＸＰＯ主催者も来日、シンガポールにおける出展、商談会への参加要請を得ました。

②台湾ＬＥＤ産業界との交流
スペナビメーカーのＵＰＲＴＥＣ社との販売提携から台湾行きが多発、今年６月には正式な販売契約を締
結しました。6 月にはＰＩＤＡとの見本市ＰＲ代理店提携を行い、オプチカルソリューション展において初の
支援活動を行いました。８月には台湾サイエンスパーク開発団が、１０月にはＰＩＤＡが来日しました。１１
月には京王プラザホテルで開催された商談会を支援、会員１２名を動員しました。１１月には台湾グリー
ンユアセルフ協会から台北での商談会と講演を受諾、会員１３名が参加しました。また、１月のＬＥＤＪＡ
ＰＡＮでは台湾工業技術研究院（ＩＴＲＩ）、ＰＩＤＡが来日し、会員企業訪問、親睦会を開催しました。
③シンガポール産業界との交流
期末のタイトなスケジュールから、出展者は無く、商談会参加者４名で渡航、他、「日本におけるＬＥＤの
現状」についての講演を行いました。
2-5：その他の事業進捗状況報告
① ＬＥＤスクールの開催
全日本電気工事工業組合連合会との１種・２種電気工事認定者教育事業の継続、色彩照度計の販
売からＬＥＤソフト関連の事業を中島龍興照明研究所が取り組んで出版教本としました。
・11/12～13 埼玉県電気事業者ＬＥＤ技能講習会を開催２３名が参加しました。
② ＬＥＤ機器検査事業（信頼性マーク事業）
今年新たな規約を作成、拡販イノベーターを選定し、事業として開始し、ステーカー制作総数２万枚
を制作、加入事業者への販促活動を行いました。
③ 自販機補助金制度の拡充
多くの飲料販売メーカーが同様の事業を開始したことから独自の手法でなくなり中断としました。
④ 携帯色彩照度計「スペクトロナビＭＫ-350」の日本発売元事業を開始
・今年度目標 300 台以上でスタートしたが、後半での代理店構築不足から落ち込み、目標に
達しませんでした。
・円安で輸入価格が高くなったため、4 月から大幅な価格改正を計画、ユーザー価格 21 万円【消費
税別】で 9 期から実施します。
・1 年目の校正料（ＵＰＲｔｅｋ）について各種問題が発生、5 月からの実施を延期、9 期 8 月からの
実施で調整中。
⑤ＬＥＤ光源（照明）の専門店「ＬＥＤＢＯＸ」展開
当機構の新事務所を兼ねた西口商店街内のＬＥＤ専門店の「ＬＥＤＢＯＸ」の開設提案は、同地区の
再開発問題とのからみから実現が難しくなったためこの場所での計画を断念しましたが、計画につい
ては 9 期以降他の場所での実施で提案活動を継続します。
⑥廃棄蛍光菅リサイクルシステムネットワーク事業の確立
今月、国連が日本で開催の正式水銀会議名が「水俣会議」と決定、１０月に熊本県で開催されること
になりました。機構では 24 年 7 月 19 日（木）に水銀リサイクルプラントの視察会を日本生命、東京ガ
スの参加を経て開催しました。また、１月の次世代照明技術展でのリサイクルセミナーでは岩崎電気
の開発陣が来場、水銀問題について多くの質問をいただきました。これまで千葉県周辺地域で行って
きた廃棄蛍光菅収集事業は「全国廃棄蛍光灯収集ネットワークシステム」と取り組む大手企業の出現
から検討課題とし、水銀リサイクルシステムに欠かせないクラッシャーと、プラント製作事業へ絞った
計画の検討を開始しました。
⑦ＬＥＤ ＪＡＰＡＮ（ＬＥＤ＆有機ＥＬ照明展）の出展報告
昨年に引き続き「ＤＬＥＤＡ信頼性マーク」展示会代行業務を計画、出展者 8 社のご協力で無事終了
することが出来ました。
（主な出展企業）

㈱アクシア（2 小間）、㈱イルミエンタープライズ（0.5 小間）、㈱ジェイラックス（0.5 小間）
ＰＩＤＡ台湾（0.5 小間）、ＤＬＥＤＡ（0.5 小間）、㈱コタック（1 小間）、㈱エコリカ（0.5 小間）
㈱マサミツ（0.5 小間）
⑧ＤＬＥＤＡオリジナル商品の販売斡旋について
「スペクトロナビＭＫ350」の販売に続き以下の商品の販売、販売斡旋を行うための検討を行い
価格、仕切り等の検討を行いました。※基本的にＤＬＥＤＡ信頼性マーク商品とします。
【ＪＥＬ801 規格対応ＬＥＤ直管ランプ】生産協力：フーチャーライト㈱
【ＬＥＤ電球】生産協力：エコリカ株式会社
【新光源チップの委託生産】生産協力：株式会社コアテクノロジー
【廃棄蛍光菅リサイクルシステムプラント】株式会社セフティーランド
➈会員募集強化月間について
2 月 1 日から 4 月末まで「入会キャンペーン」光源機構会員募集強化月間を行い、7 社の
会員獲得をしました。
⑩ＬＥＤ光源機構ホームページ内会員ﾍﾟｰｼﾞの拡充へ広報を行いました。
会員の利用率が低いことから、内容を一新し、新たな販売促進策を実施しました。
⑪ＤＬＥＤＡホームページのリニューアル検討会を開催しました。
個人事業者や個人レベルのＬＥＤ教育が巷には無く、ＬＥＤ照明コンサルタントの必要性が増して
いることから、特にスクールＰＲへのＷｅｂ活用手法を検討した結果、Ｗｅｂ専門家の参画を行うこと
になり人選を行いました。
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