別紙１

照明器具のＰＣＢ使⽤・不使⽤の判別⼿順

Ⅰ

照明器具のラベルから判別する
（７ページ及び８ページ）

Ⅰ－①
照明器具のラベルが判読できるか

No または
不明瞭

Ⅱ

照明器具のカバーを外して安定器
の銘板から判別する
（９ページ及び１０ページ）

Yes

Ⅰ－②（７ページ）
照明器具は、以下のいずれかに該当
するか
・１９７３年（昭和４８年）以降に
製造されたもの
・低力率型のもの
・Ｈｆランプが使用されたもの

Yes

ＰＣＢ不使用

Ⅱ－①（９ページ）
１９５７年(昭和３２年)から１９７
２年(昭和４７年)８月までに製造さ
れたものであるか

Yes

No

No または不明

Ⅰ－③
８ページのＰＣＢ不使用蛍
光灯器具一覧に該当するか

No

Ⅱ－②（９ページ）
銘板に以下のいずれか
の表示があるか
・ＰＣＢ使用
・力率８５％以上

Yes

Yes

ＰＣＢ使用

ＰＣＢ不使用
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ＰＣＢ不使用

No

Ⅲ

ＰＣ Ｂ使 用の 可
能性があるので、メ
ーカーへ問い合わ
せてください
（１０ページ参照）

別紙２

照明器具安定器の調査方法
＜調査にあたっての注意事項＞
○使用中の照明設備は感電のおそれがありますので、調査は必ず電気工事業者や専門の調査

会社等（建物の維持管理を委託している場合はメンテナンス会社）にご相談ください。
○照明器具の設置高さに応じて、安全に十分留意して調査してください。
・事務所や店舗等の通常の高さの天井に設置されている場合：脚立等を使用
・３ｍ以上ある天井や屋外の高所に設置されている場合：ローリングタワー、可搬式高所作業リ
フト、高所作業車等を使用
○建物の竣工図書、過去に実施した調査の記録等がある場合には、それをもとに調査してください。
ただし、過去にサンプル調査を行った事業者の中には、調査漏れがあった事例もあることから、
今一度ご確認ください。

１９５７年（昭和３２年）から１９７２年（昭和４７年）にかけて製造された照明器具の安
定器（照明のちらつきをなくす電気機器）にはＰＣＢ（毒性のある絶縁油）が含まれている可能性
があり、１９７７年（昭和５２年）３月以前に建築された建物に設置された可能性がありま
す。以下の要領に従ってご確認ください。

電球や丸型蛍光灯、
一般家庭用の照明器
具にはＰＣＢは使わ
れていません。

安定器

Ⅰ

照明器具のラベルから判別する

照明器具のラベル記載内容を確認し、メーカー・種類・力率・製造年月等からＰＣＢ使用安
定器の有無を判別してください。（ＰＣＢ不使用蛍光灯器具一覧は８ページを参照）

力率の
表示

製造年の
表示

Ｈｆランプの
表示

拡大

7

ＰＣＢ不使⽤の蛍光灯器具⼀覧（照明器具のラベルから判別する）
○メーカーによっては、照明器具のラベル内容でＰＣＢが使用されていない蛍光灯器具が判別
できます。照明器具内の安定器を確認する必要はありません。
○下記「ＰＣＢ不使用の蛍光灯器具一覧」を参考に判別してください。

ＰＣＢ不使用の蛍光灯器具一覧
（2017 年 4 月現在）

ＰＣＢ不使用器具の判別方法
・製造年が昭和４７年９月以降の器具
・内蔵安定器を示す形式に「ＧＬ」
、「ＧＨ」を含む器具、
岩崎電気(株)
及び「ＰＦ」から始まる形式の器具
・製造年が昭和４７年９月以降の器具
・社名が「ＮＥＣホームエレクトロニクス」、
「日本電気ホ
ームエレクトロニクス」
、
「日本電気シルバニア」又は「Ｎ
NEC ライティング(株)
ＥＣライティング株式会社」の器具
【旧：新日本電気】
・型番末尾が「Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤ」
（グロー低力率型）
、及
び「ＡＥ、ＢＥ、ＣＥ又はＤＥ」（ラピッド省電力型）
の器具
・製造年が昭和４７年９月以降の器具
オーデリック(株)
【旧：オーヤマ照明/旧：大山電機 ・社名が「オーヤマ照明」又は「オーデリック」の器具
・型番の最初が「Ｆ」の器具
工業】
・ＰＣＢ使用器具の販売はなし
コイズミ照明(株)
【旧：小泉産業㈱】
・製造年が昭和４７年９月以降の器具
星和電機(株)
・低力率タイプの器具
・製造年月が昭和４７年９月以降の器具
・低力率タイプの器具
大光電機(株)
・型番がＤから始まるアルファベット３桁の器具
例）「ＤＣＬ」「ＤＢＦ」等
・社名が「東芝電材株式会社」又は「東芝ライテック株式
東芝ライテック(株)
会社」の器具
【旧：東京芝浦電気、旧：和光電気】 ・形名に「ＧＬ」又は「ＲＬ」が付いている器具
・形名の数字表記部分が５桁の器具
・社名が「日立アプライアンス」、
「日立ライティング」又
は「日立照明」の器具
・製造年月が昭和４８年以降の器具及び製造年が記載され
日立アプライアンス(株)
ていない器具
【旧：日立照明/日立製作所の銘板
・低力率タイプの器具
もあります】
・内蔵安定器を示す形式が「Ｆ」、
「ＬＦ」
、
「ＬＨ」、
「ＬＨ
Ｃ」、
「ＬＳ」、
「ＬＳＣ」
、
「ＲＦ」、
「ＲＨ」
、
「ＲＳ」、
「Ｒ
ＳＣ」以外の器具
・社名が「パナソニック電工」又は「パナソニック」の器
パナソニック(株)
【旧：松下電器産業、旧：松下電工】 具
パナソニック(株)【旧：三洋電機】 ・器具での判別はＨＰ参照
・社名が「三菱電機照明」の器具
・器具型番末尾が「Ｅ」又は「ＥＦ」の器具
三菱電機照明(株)【旧：三菱電機】
・低力率タイプの器具
・円形蛍光灯の器具
・40W1 灯用 100V/0.5A 以上、200V/0.25A 以上、40W2 灯用
山田照明(株)
100V/1A 以上、200V/0.5A 以上）の低力率器具
会社名

1

2

3
4
5

6

7

8

9
10
11

12

●詳細は、各メーカーに問い合わせるか、日本照明工業会ＨＰを参照ください。
（http://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm）

8

Ⅱ

照明器具のカバーを外して安定器の銘板から判別する

照明器具のラベルによる判別が困難な場合には、①蛍光管を取り外した上で、②照明器具カ
バー、反射板等を取外し、③安定器の銘板記載内容を確認し、④メーカー・種類・力率・製造
年月等からＰＣＢ使用安定器の有無を判別してください。（判別方法は１０ページを参照）
①蛍光管をはずす

②カバーをはずす

③安定器の銘板を確認
（銘板の写真を撮る等）
④メーカー・種類・製造年月等からＰ
ＣＢ使用安定器の有無を判別

１９５７年（昭和３２年）から１９７２年（昭和
４７年）８月までに製造された高力率の安定器にはＰ
ＣＢが含まれている可能性があります。メーカー（１０
ページ参照）へ問い合わせて確認してください。

＜⾒逃しやすいＰＣＢ使⽤安定器＞
以下の場所に設置された照明器具の安定器については、調査を忘れやすいので注意してください
○天井裏や壁際・梁に設置された照明
事務室の天井裏や工場の壁際・梁にＰＣＢ使用安定器が設置されている場合があります。照明設備を
更新した施設においてもＰＣＢ使用安定器が残置されている可能性があります。
○照明器具内に設置された照明
ＬＥＤランプに交換している場合においても、器具内にＰＣＢ使用安定器が残置されている場合があ
ります。
○エレベータに設置された照明
エレベータの照明にもＰＣＢ使用安定器が使用されている可能性があります。
○敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上に設置された照明
敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上の照明にもＰＣＢ使用安定器が使用されている可能性があります。
○屋外・屋内の倉庫、電気室等の機械室等に設置された照明
過去に回収・保管されたＰＣＢ使用安定器は、屋外・屋内の倉庫、電気室等の機械室等、普段邪魔に
ならない場所に保管されている可能性があります。
○無人の施設に設置された照明
現在利用していない事業所や工場等に使用されている可能性があります。
※取り外した安定器を、倉庫や電気室等の機械室、地下駐車場だけでなく、個人宅押入れ等、普段邪魔
にならない場所に保管されている事例もあります。
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安定器のＰＣＢ使⽤有無（安定器の銘板から判別する）
＜調査対象機器＞
○１９５７年（昭和３２年）から１９７２年（昭和４７年）８月までに製造された業務用蛍
光灯、水銀灯(道路や工場で使用される光量が多い白色灯)、低圧ナトリウム灯(トンネル等
に設置されているオレンジ灯)が調査対象
○電球や一般家庭用蛍光灯は対象外です。

＜調査手順＞
手順１

安定器の銘板からメーカー・種類・力率・製造年月などの情報を確認する

手順２－１ 読み取った銘板の情報を元に、照明工業会ＨＰ(http://www.jlma.or.jp/kan
kyo/pcb/index.htm)か、下記の「安定器メーカー問合せ先リスト」を参照にメー
カーに問い合わせてＰＣＢの有無を確認する。
手順２－２

破損、汚れなどで銘板の情報が読めない場合は、ＰＣＢ有りと判断する

※１９７２年（昭和４７年）９月でＰＣＢ使用安定器は製造を中止しましたが、製造中
止後１～２年の間は判別のために、
「NO PCB」
「PCB は使用していません」とい
う記載を表示していた例もあります。
●安定器メーカー問合せ先リスト（日本照明工業会ＨＰより作成）
会社名

問合せ先

1 岩崎電気㈱

CSｾﾝﾀｰ
大阪
東京
お客様相談室
ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ

2 ㈱梅電社(ｽﾀｰ)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NECﾗｲﾃｨﾝｸﾞ㈱【旧︓新⽇本電気】
ｵｰﾃﾞﾘｯｸ㈱【旧︓ｵｰﾔﾏ照明／旧︓大⼭電機⼯業】
㈱共進電機製作所
ｺｲｽﾞﾐ照明㈱
星和電機㈱
大光電機㈱

品質保証部
品質保証部
品質保証部CSｾﾝﾀｰ
四変ﾃｯｸ㈱ 電子機器事業部
ﾀﾞｲﾍﾝ電設機器㈱ﾍﾙﾒｽ機器⼯場【旧︓ﾍﾙﾒｽ電機】
営業部／品質管理部
※(ﾍﾙﾒｽ電機、ﾀﾞｲﾍﾝﾍﾙﾒｽ事業部が製造した安定器とﾈｵﾝﾄﾗﾝｽに関してのみ対応)
東芝ﾗｲﾃｯｸ㈱【旧︓東京芝浦電気、旧︓和光電気】
東芝ﾗｲﾃｯｸ照明ご相談ｾﾝﾀｰ
㈱GSﾕｱｻ【旧︓⽇本電池】
お客様相談室
㈱光電器製作所
⽇⽴ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ㈱
照明サービスセンター
【旧︓⽇⽴照明／⽇⽴製作所の銘板もあります】
技術部(PCB問合せ先)
藤井電機⼯業㈱
営業担当
扶桑電機⼯業㈱
照明部
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱【旧︓松下電器産業、旧︓松下電⼯】
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱お客様相談ｾﾝﾀｰ
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱【旧︓三洋電機】
三菱電機照明㈱【旧︓三菱電機】
品質保証部ｻｰﾋﾞｽ課
⼭田照明㈱
ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ
㈱ﾘｰﾄﾞ

※上記内容は連絡なしに変更になる場合があります、その場合はご容赦ください。
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2018 年 8 月現在
電話番号
048-554-1124
06-6333-0004
03-3944-1651
0120-52-3205
03-3332-1123
06-6309-2151
06-6975-7165
0774-55-9318
072-962-8437
0877-33-2323
0120-66-1048
0120-43-1211
06-6962-2681
0120-335-762
050-3802-3026
072-227-8125
03-3474-1200
0120-878-709
0467-41-2773
03-3253-4810
048-529-2731

別紙３

変圧器・コンデンサーの⾼濃度ＰＣＢ使⽤・不使⽤の判別方法
＜調査にあたっての注意事項＞
○使用中の電気設備については、接触等により感電の恐れがあり非常に危険ですので、調査

に当たっては、貴社の電気設備を管理している電気主任技術者に必ずご相談ください。
○使用中の電気設備については、お手元にある書類により確認できる範囲で調査してください。

＜調査手順＞
１．お手元にある書類または変圧器・コンデンサーに取り付けてある銘板を確認する。

２．書類や銘板から機器の製造年、型式が確認できる場合は、１２ページの「変圧器・コ
ンデンサー判別リスト」と比較してＰＣＢの有無を判別する。
※国内メーカーで１９５２年（昭和２７年）以前及び１９７３年（昭和４８年）以降に
製造された機器については、高濃度のＰＣＢを使用した機器はありません。
1952 年
(昭和 27 年)
高濃度ＰＣＢ使用無し

1953 年
(昭和 28 年)

1972 年
(昭和 47 年)

高濃度ＰＣＢ使用の可能性有

1973 年
(昭和 48 年)
高濃度ＰＣＢ使用無し

※外国製など一部の機器については該当しない場合があります。

３．書類や銘板から機器の製造年、型式が確認できない場合は、油を採取してＰＣＢの有
無を分析する必要があります。
※現時点でＰＣＢの使用について明確に判別できなかった場合は、
『不明』と回答してくださ
い。
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㈱明電舎

三菱電機㈱
日新電機㈱
㈱ダイヘン

㈱明電舎

三菱電機㈱
日新電機㈱
大阪変圧器㈱
㈱高岳製作所
東光電気㈱

中国電機製造㈱
㈱酉島電機製作所

日新電機㈱

㈱指月電機製作所

㈱東芝
中国電機製造㈱
（廃業）
古河電気工業㈱
トーエイ工業㈱
日通工ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱

中国電機製造㈱
㈱酉島電機製作所
○コンデンサ㈱日立製作所
日立コンデンサ㈱
マルコン電子㈱
二井蓄電器㈱
東京電器㈱
松下電器産業㈱
三菱電機㈱
日本ｺﾝﾃﾞﾝｻ工業㈱
㈱関西二井製作所
日新電機㈱

㈱指月電機製作所

東京芝浦電気㈱
中国電機製造㈱
㈱帝国ｺﾝﾃﾞﾝｻ製作所
古河電気工業㈱
東永電機工業㈱
日本通信工業㈱ NTK

表示記号等（下記の表示があれば高濃度のPCBを使用した機器）

○その他の機器
川﨑電気㈱ （現：㈱かわでん）
㈱三英社製作所
㈱三社電機製作所

0238-50-0233
03-3781-8129
06-6321-0361

㈱戸上電機製作所
日本ガイシ㈱
光商工㈱

0120-25-7867
052-872-8559
0280-92-0355

ＴＰＢ、Ｊ（型式番号中に「Ｊ」が含まれるもの）
ＤＦ ＣＡＰＡＣＩＴＯＲ、ＤＦ式コンデンサ
不燃性油入、ＮＯＮ－ＩＮＦＬＡＭＭＡＢＬＥ ＬＩＱＵＩＤ、シバノール入、ＤＦコンデンサのうちいずれかの表示があって、型式が、ＣＤ～、Ｄ～、ＦＣＤ～、ＦＣＤＥ～、ＫＤ～、ＭＣＤ～、ＮＣ
0238-84-2134 Ｄ～、ＮＨＤ～、ＮＬＤ～、ＰＦＣＤ～、ＳＡ～、ＳＤ～、ＳＤＡＢ～、ＳＤＢ～、ＳＤＲ～、ＳＲＴ－ＡＩＮＲ、ＳＲＴＲ～、ＳＲ－～、ＳＳＤ～、～ＡＤ－～、～ＡＫ～、～ＡＳＴ－～、～ＡＳ－～、～
ＡＴ－～、～Ａ－～、～ＥＤ～、～ＥＤＦ～、～ＥＤＳ～、～ＦＣＤ～、～ＳＤＳ～、～ＳＤＦ～、ＳＰ～、で示されるもの（ただし、～は英文字又は数字、－はハイフンを示す）
0763-33-5510 ＡＦ式
03-3218-6620 不燃性油入、ＫＡＦ、ＫＡＬ、ＫＡＰ、ＫＢＦ、ＫＢＰ、ＫＥＦ、ＫＥＰ、ＫＧＬ、ＫＬ－１、ＫＬ－２、ＫＬ－３、ＫＵＦ、ＫＵＰ、ＫＴＰ
ＤＦ式、
075-241-5316
ＡＩＢ、ＨＰＰ、ＳＡＤ、ＳＡＴ、ＳＦ、ＳＦＡＩ、ＳＰＦ、ＴＣＢ、ＴＣＳ、ＴＥＢ、ＴＥＳ、ＴＰＡ、ＴＰＢ、ＴＰＥ、ＴＰＦ、ＴＰＥＩ、ＴＰＦＩ
075-864-8913 ＡＦ式、ＡＦＰ式、不燃性油含浸、三塩化ビフェニール含浸、五塩化ビフェニール含浸
不燃性油入、ＤＦ、ＤＦ式、ＬＶ－１、ＬＯＷＶＡＣ ＣＡＰＡＣＩＴＯＲ、ＰＬ、ＰＰＡ、ＳＡＫ、ＴＨＫ
0120-888-453 型式が、ＡＫ、ＡＬ、ＢＫ、ＢＬ、ＣＫ、ＣＬ、ＤＫ、ＤＬ、ＦＫ、ＦＬ、ＨＦＴ、ＨＴＧ、ＫＫ、ＫＬ、ＫＴＤ、ＫＴＭ、ＫＴＱ、ＫＴＴ、ＫＴＵ、Ｐ、ＲＡＫ、ＲＡＳ、ＲＤＦ、ＲＭＯ、ＲＷＯ、ＲＺＯ、ＳＡＫ、ＳＡＳ、
ＳＴＤ、ＳＴＭ、ＳＴＱ、ＳＴＴ、ＳＴＵ、ＴＨＫ、ＴＨＳ、ＺＡ、ＺＨ、ＺＪで始まるもの（ただし、ＰＦ、ＰＨＦ、ＰＯＭＰ、ＰＰＫ、ＰＰＭで始まるものは除く。）
045-501-5300 不燃性絶縁油入、シバノール、ＣＤ、ＰＦＣＤ、Ｓ（型式中、ハイフンの前の群が「Ｓ」で始まるもの）
050-5524-1344 不燃性油入
問合せ先無し
不燃油、不燃性油、油入Ｄ式、不燃性絶縁油含式、不燃油絶縁式、塩化ビフェニール式、不燃性絶縁油式、型式が、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆで始まるもの
03-3286-3306 不燃性油、不燃性、ＡＦ式不燃性油入
045-411-5191 型式が「ＤＦ」、「ＰＣ」で始まるもの
026-246-6351 お問合せ願います

0294-55-1130
0285-74-1231

不燃性油変圧器、変圧器不燃性油、不燃油変圧器、冷却方式LNAN（1966年～1972年製に表記）
富士不燃性合成絶縁油入、富士シンクロール油入、不燃性油入、カネクロール油入
Ｊ（型式中、「Ｊ」が含まれるもの）
不燃性油入、不燃性絶縁油入、カネクロール油入、富士シンクロール油入、不燃性合成絶縁油入変圧器
Ａ（型式中、ハイフンの前の群に「Ａ」が含まれるもの（ただし、ハイフンが含まれないものもある。）。）
055-929-5601
（ＮＩＦＡ、ＮＩＦＡＸ、ＮＩＫＡＸ、ＮＩＬＡＸ、ＮＩＲＡＸ、ＮＩＲＧＡＸ、ＮＩＲＳＡＸ、ＮＩＲＳＧＡＸ、ＮＩＴＡ、ＮＩＴＡＸ、ＮＩＴＳＡＸ、ＮＯＲＡＸ、ＮＯＲＡＸＹ、ＮＯＲＳＡＸＹ、ＮＯＴＡＸ、等）
0791-46-2384 不燃性油入
075-864-8913 不燃油入、ＡＦ式
06-6390-5513 不燃油入、不燃油使用
不燃性油入、Ｕ（型式中、「Ｕ」が含まれるもの、ただし「ＵＭ」の記載品は除く）
03-6371-4468
不燃性油入
不燃性絶縁油入、Ｌ（冷却方式が「Ｌ」で始まるもの）
045-501-5300 Ｓ（型式中、ハイフンの前の群が「Ｓ」で始まるもの。ただし、ＳＩで始まるもの及び型式ＳＨ－５～２０を除く。）
Ｓ（型式中、ハイフンの後の群が「Ｓ」で始まるもの。ただし、ＨＣＴＲ－Ｓ１～Ｓ２１、ＨＣＲ－Ｓ１～Ｓ２１を除く。）
050-5524-1344 不燃性油入
077-562-0891 不燃性油入

0568-35-1181
0120-24-9194
0294-55-1130
076-475-1124

【高濃度のPCBを使用した機器を製造していない機器メーカー(例)の問い合わせ先リスト】
○変圧器（トランス）
北芝電機㈱
044-380-7471 東北電機製造㈱
022-364-2163
九州変圧器㈱ （現：㈱キューヘン）
0940-34-3212 ㈱日立産機システム
0254-46-5535
四国変圧器㈱ （現：四変テック㈱）
0877-33-2727 松下産業情報機器㈱
0561-54-9314
㈱トーヘン （現：東京変圧器㈱）
03-3732-6311
（現：ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ電路㈱）

ニチコン㈱

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ（株）
三菱電機(株)

ケミコン山形㈱

㈱日立製作所
日立エーアイシー㈱

㈱東芝

東京芝浦電気㈱

㈱東光高岳

愛知電機㈱
富士電機㈱
㈱日立製作所
北陸電機製造㈱

現在のメーカー名：問い合わせ先

機器メーカー名

機器製造時のメーカー名
（銘板記載内容）
㈱愛知電機工作所
富士電機製造㈱
㈱日立製作所
北陸電機製造㈱

○変圧器（トランス）

機 器 銘板 に 記載 し た表 示記 号 等に つ いて 、 ご不 明な 点 がご ざ いま し たら 、機 器 メー カ ーに お 問い 合 わせ くだ さ い。 な お、 本 表に 記載 し てい な い機 器 メー カー も 、高 濃 度の Ｐ ＣＢ を使 用 した 機 器を 製 造し た 可
能性 が あり ま すの で 、本 表に 記 載し て いな い 機器 メー カ ーが 製 造し た 機器 につ い ては 、 その 機 器メ ー カー にお 問 い合 わ せく だ さい 。

