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序 

 
 
 近年、技術の発展と社会との共存に対する課題がクローズアップされ、機械工業

においても環境問題、安全問題が注目を浴びるようになってきております。環境問

題では、京都議定書が発効し、排出権取引やＣＤＭなどの柔軟性措置に関連した新

ビジネスの動きもあり、政府や産業界は温室効果ガスの削減目標の達成に向けた 取
り組みを強化しているところであります。また、安全問題も、ＥＵにおけるＣＥマ

ーキング制度の実施や、平成１２年には厚生労働省から「機械の包括的な安全基準

に関する指針」が通達として出されるなど、機械工業にとってきわめて重要な課題

となっております。 

 海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械としての具体的な形が求め

られてきており、それに伴う基準、法整備が進められているところであります。グ

ローバルな事業展開を進めているわが国機械工業にとって、この動きに遅れること

は死活問題であり早急な対処が必要であります。 

 こうした内外の情勢に対応するため、当会では早くから取り組んできた環境問題

や機械標準化に係わる事業を発展させて、環境・社会との共存を重視する機械工業

の在り方を追求して参りました。平成１６年度には、海外環境動向に関する情報の

収集と分析、環境適合設計手法の標準化、それぞれの機械の環境・安全対策の策定

など具体的課題を掲げて活動を進めてきました。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業の環境・安全対策のテーマの一つとして 

財団法人 金属系材料研究開発センターに「輸送機械システムにおけるＬＥＤ技術動

向調査」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位の

ご参考に寄与すれば幸甚であります。 

 
  
平成１７年３月 
 

社団法人 日本機械工業連合会 
 会 長  金 井  務 



 

はじめに 
 

 

LED 素子に代表される化合物半導体技術は、わが国が世界をリードする技術であり、と

りわけ窒化ガリウム（GaN）はわが国が基本技術を有する化合物半導体である。また LED

は、電光変換効率が高く、応答時間が短い、長寿命で有害物質を含まない等、優れた特色

を持ち、省エネルギーや環境問題等の観点から、21 世紀の照明機器システムとして普及が

期待されている。 

しかしながら、国内における特許紛争の間に、欧米からの技術の追い上げが急ピッチで

進み、一方、台湾等近隣の国においては、わが国の知的財産権を無視した生産が行われて

いると伝えられている。 

こうした状況の中、わが国が本分野での優位性を確保していくためには、技術開発と併

せて、自動車、航空機、鉄道等の輸送機械システムへの LED 照明技術応用を促進し、地球

環境保全や安全に役立つような政策の展開が必要である。 

中でも自動車用の LED 照明については、GE とルミレッズ社が共同で開発を進め、2007

年の実用化を目指しており、わが国としてもこれらへの対応を図ることが必要である。LED

化による燃費改善（ブレーキランプの LED 化で約１％、ヘッドランプでは約３％）、応答速

度向上による安全性の向上（100km 走行時で７m の制動距離短縮）など、自動車分野での

LED 化のメリットは大きく、急速な普及を図ることが望まれている。 

本調査は、このように新技術の輸送機械システムへの浸透を図る観点から、交通分野に

適した LED 機器システムの技術動向を中心に調査検討をおこない、その適用が速やかに行

っていくために何が必要なのか、検討を行った。 

本調査研究の結果が、LED 関連産業のさらなる発展の一助となれば幸いである。 
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第１章 LED 照明機器システムの輸送機械システムへの適用状況調査 
 

輸送機械システム分野においては、交通信号灯器を始めとして、新幹線のテールラン

プなど徐々にではあるが普及し始めている。ここでは輸送分野を中心に、LED 照明機

器システムの適用状況について現状動向ならびに将来動向について概観する。 
また LED 照明機器システムを輸送機械システムに適用することでの安全面ならびに

環境保全面での効果や課題についても調査・検討を行うこととする。 
 

１－１ LED 照明機器システムの現状（特徴・利点、普及状況の調査）  
 

LED（発光ダイオード）はわが国が世界的に先導して開発を進めてきたオリジナルの

技術であり、その普及は世界的にも進みつつある。特にエネルギー効率が高く、長寿命

であることや高い視認性や応答性など、既存の光源と比較しても優れた性質を有してい

る。 
これまで LED の普及は市場メカニズムにゆだねられ、携帯電話用バックライトや交

通信号灯器、大型ディスプレイなどの表示分野等が中心となっており、残念ながら、そ

の優れた性質を考えると限定的な分野にとどまっている。 
今後、高輝度 LED の開発により、LED を用いた照明機器システムについては、省エ

ネルギーという環境的な観点からも、“21 世紀のあかり”として期待されており、今後の

技術開発によって大きな市場が形成されていく可能性を有しているものである。 
 

（１）LED 照明機器システムの特徴・利点 
LED の優れた特徴としては、一般的に次のようなことが挙げられる。 
 

・ 従来の光源と比べて長寿命であること。 
・ エネルギー効率が高く、低消費電力であること。 
・ 高い視認性や応答性の速さ。 
・ デザイン性（小型化が可能）が優れている。 
・ 水銀などの環境影響物質を含有しない。 
 

交通信号灯器では、低消費電力や視認性の高さを理由として採用が進んでいる。一般

照明機器の場合、演色性など光の質以外に低消費電力、寿命なども重視されるが、自動

車などの交通輸送機械システム分野では、主に視認性や応答性の速さというのも大きな

メリットになっている。後述するが、自動車で LED 化が進んでいるストップランプで

も応答性の速さ、というのが採用の理由として挙げられている。 
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ところで、LED の原理としては、GaAs、GaP、GaN 系のⅢ－Ⅴ族化合物半導体を用

いたもので、pn 接合を基本構造とするダイオードである。電圧を印加すると、n 領域で

電子が、p 領域でホールが pn 接合に移動し、電子と正孔が再結合するが、この際に自

由電子が結合状態になり、自由になったエネルギーが光となって放射される。発光され

る光は結晶の種類と添加物によって赤色、緑色、青色などの可視光を始め、赤外線など

を放出する。 
LED は、電気エネルギーを直接光に変換する性質を持った半導体であり、電気から

光への変換効率が高く、30％を超えると言われている。そのため消費電力が小さく、半

永久的に使用でき、小型で信頼性が高いといった特長を持っている。 
歴史的には、1960 年代の後半に赤色 LED が、その後黄色、橙色、緑色 LED が商品化

され、ほぼ 10 年で大幅に発光効率を向上するといった技術的進歩を背景に順調に市場

を拡大し続け、大型ディスプレイ市場を中心に、大きく広がってきた。 
一方で、青色 LED はなかなか実用化されてこなかったが、1990 年代に青色 LED の開

発、量産化が行われ、1997 年には青色 LED を応用した白色 LED が商品化された。その

後、携帯電話の普及により、液晶表示素子のバックライト用の光源として、急速に市場

を拡大している。 
近年では、第４のあかりと言われるように、一般照明の光源として注目されるように

なってきている。その一方では、まだまだ技術課題は抱えており、今後のさらなる発展

が望まれる。 
 

図表１－１ LED の発光の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：（独）工業所有権総合情報館「照明 LED 技術」（平成 15 年度特許流通支援チャート） 
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図表１－２ 各種光源比較 

 

 
効率 

（lm/W） 
光色 

色温度

（K）

平均演色

評価係数

（Ra） 

消費 
電力 
（W）

寿命 
（時間） 

全光束 
（lm） 

価格 
（円）

白色 LED 15～35 白色 
電球色 

3,500
～

10,000

50～85 0.07 10,000 1～2 50～80 

一般電球 15 電球色 2,800 100 5～450 1,000 ～

2,000 
480 100 ～

400 
白
熱
電
球 ハロゲン電球 20 電球色 2,800

～

3,200 

100 5 ～

3,000 
50～3,000 900 1,000 ～

3,000 

電球型 60 白色 
湿白色 
昼光色 
昼白色 
電球色 
ク ー ル

色など 

2,700
～

6,500 

60～99 8～15 6,000 ～

8,000 
400 ～

500 
1,000 ～

3,000 
蛍
光
ラ
ン
プ 

環型／直管 50～100 ---   5～110 3,000 ～

10,000 
1,000 ～

3,000 
200 ～

4,000 
水銀灯 55 --- 4,100

～

5,700 

15～50 40 ～

2,000 
6,000 ～

12,000 
1,000 ～

50,000 
2,000 ～

20,000 

メタルハイド

ランプ 
60～85 --- 3,000

～

6,500 

85～90 70 ～

400 
9,000 ～

12,000 
6,000 ～

35,000 
10,000
～

30,000 

放
電
ラ
ン
プ 

Ｈ
Ｉ
Ｄ
ラ
ン
プ 

高圧ナトリウ

ム灯 
130 --- 2,500 85 100 ～

400 
9,000 ～

12,000 
5,000 ～

50,000 
10,000
～

50,000 

出所：矢野経済研究所「立ち上がる照明用途白色 LED 市場の現状と将来展望 2004 年版」 
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（２）LED 照明機器システムの普及状況 
図表１－３は、LED の主な用途を示している。従来の光源とは違い、LED は通信か

ら、医療、農林漁業まで幅広い分野で利用されている。 
 

図表１－３ LED の主な用途 
分野 用途 

通信 ＬＡＮ、ファクシミリ、ファイバー通信 等 
広告・情報 屋内・屋外表示板、立体ディスプレイ、アクセサリー 等 
計測・制御 自動販売機、自動ドア、各種センサー、計色の光源 等 
事務機・ＯＡ 電子写真光源、ＣＤ読取光源、プリンター、スキャナ 等 

家電・ＡＶ ＣＤ、ＶＴＲ、ビデオディスク、ステレオ、テレビ、エアコン、家電製
品のインジケーター、レベルメーター 等 

自動車 インパネ内メータ、インジケーター、ハイマウントストップランプ、テ
ールランプ、サイドマーカー 等 

交通・運輸 車両灯具、信号標識、交通信号機 等 
防犯・防災 非常灯、煙感知器、ガス漏れ感知器 等 
農林漁業・生物 誘蛾灯、疑似餌、成長促進光源 等 
医療・健康 医療検査機、サポートシステム、内視鏡 等 
 

図表１－４はアメリカの Strategies Unlimited 社が発表している高輝度 LED の市場規

模の推移であるが、半数以上が携帯電話向けとなっている。携帯電話については日本や

欧州といった先進国市場は飽和気味であるが、中国を始めとする途上国市場が拡大し、

LED の市場拡大を牽引している。 
また色で言うと、白色が半数となっており、バックライトや車内用照明などとして用

いられている。 
 

図表１－４ 高輝度 LED市場規模の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出所：Strategies Unlimited 
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スタンダード
89%

マルチチップ
5%

ハイパワー
4%

ハイカレント
2%

合計：３７億ドル

図表１―５ 色別市場構成（2004年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：Strategies Unlimited 

 

 またパッケージタイプでは、スタンダードと言われる、3 もしくは 5mm の砲弾型、

または SMD 型のものが主流で、約 90％を占めている。ちなみにハイカレントは、20mA
以上のもので、商品名で言うと、SuperFlux や SnapLED（共に Lumileds）、Power TOPLED
（OSRAM）といったものが対象である。またハイパワーについては、1W 以上の大型

チップで、Luxeon（Lumileds）、Jupiter（日亜化学）、Golden Dragon（OSRAM）などが

対象である。 
 
図表１－６ パッケージタイプ別市場構成（2004 年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：Strategies Unlimited 
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① 表示分野：看板 

表示分野における LED は、かなりの普及を見せている、と言える。1980 年代の後期

から、単色の LED は、様々なメッセージサインに広く使われてきた。世界的にも携帯

電話、自動車用途の次の市場となっている。 
大型ディスプレイやドットマトリックス型の電光掲示板などは、ほぼ LED の独壇場

にある。渋谷の街頭や国立競技場で用いられている LED 式の大型ディスプレイを始め

として、 近では、甲子園のディスプレイも LED 式のものを採用している。 
白熱灯に比べて、一つ一つの LED のオン・オフの切り換えが早く、直射日光の下で

もより見やすい、というのが大きなメリットである。 

 
 図表１－７ 東京渋谷の大型ディスプレイ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      出所：日亜化学工業資料 

 
図表１－８ 国立競技場における大型ディスプレイ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       出所：豊田合成資料 
※光の三原色 RGB（赤・緑・青）の LED と特殊加工したレンズ（光が上下にもれず、左右に
拡散する）を使用している為、昼間でもまたどこからでも鮮明な画像を見ることができる。 

 



7 

また 近では、六本木ヒルズのイルミネーションに代表されるように、LED を用い

たライトやイルミネーションが一般的なものになっている。特にクリスマスシーズンな

どは、LED を用いたイルミネーションが多々見受けられている。 
 

・ ベイサイドプレイス博多埠頭：福岡県福岡市（15 万本の光ファイバーと 1,000 個

の LED を用いた高さ 17m のシンボルツリーを展示） 
・ 光マンダラ X'mas：徳島県阿南市（阿南駅から公園までの商店街を光の帯で結び、

街中を LED の光で彩る。メイン会場となる中浦緑地公園では各色の LED を 85 万

個も使った光のドームや高さ 25m のクリスマスツリーが登場。また、サブ会場の

牛岐城跡公園では、15 万球の LED を使った階段や石垣の電飾、クリスマスツリ

ーなどを展示） 
・ なばなの里：三重県長島町（高さ 15 メートルのもみの木のほか、チャペルや池の

オブジェなどを 100 万球の電球と LED で彩る） 
・ ATC O’z：大阪府大阪市（青色 LED などの 3 万個の電飾で彩られた高さ 18m の

ホワイトツリーを展示） 
・ 新風館＆京都ブライトンホテル：京都府京都市（都ブライトンホテルのアトリウ

ムロビーにシンボリックに一際光輝く、LED 装飾の「もみの木のクリスマスツリ

ー」や新風館エントランスの巨大な「光のオブジェ」などが登場） 
・ 河川環境楽園：岐阜県各務原市（人工の小川の中で LED を使った水中イルミネー

ションを行い、ファンタスティックなあかりを演出） 
・ はままつ冬の蛍フェスタ：静岡県浜松市（16 万個の青と白の LED を使った鍛冶

町通りの街路樹イルミネーションや、8 万個の LED を使った高さ 27m のシンボル

ツリーが登場） 
・ 渋谷マークシティ：東京都渋谷区（LED をメインに約 6 万個の電飾で飾られた高

さ 12m のツリーはクリスマスが近づくと、時間によって色が変わり、ツリー周辺

等に施された光のカーテンとともに、幻想的な夜を演出） 

・ 六本木ヒルズ：東京都港区（34 万個の青と白の LED が彩る『けやき坂イルミネ

ーション SNOW & BLUE』の他、様々な色や形の LED を活用した美しいイルミ

ネーション） 
・ ステラモール：埼玉県さいたま市（「ステラ＝星」をテーマに、LED を約 6 万個

も使ったホワイトイルミネーションが館内を彩る） 
 

これ以外にも、アミューズメントの分野で普及が著しい。特にパチンコやスロットマ

シーン、アーケードゲームなどでは、従来のフィラメント電球から LED への切り替え

が進んでいる。派手な装飾が求められる分野であることから、輝度の高い LED は、ま

さにうってつけの分野でもある。当初は電飾の部分での採用が多い LED であったが、
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アミューズメント機器においても、液晶ディスプレイが多用されていることから、この

バックライトとして活用することも期待される。 
 

近普及が進められている代表的なものとしては、交通信号灯器が挙げられる。各都

道府県での設置が進められており、特に東京都では、知事の積極的なイニシアティブの

もと、10 年間で都内の全ての交通信号灯器を LED 化する計画が進められている。 
また地球温暖化対策推進大綱においては、運輸部門について 2010 年度に二酸化炭素

排出量を 1990 年比で 17％増に抑制することが求められている。これを達成するため、

同大綱においては、様々な二酸化炭素削減対策が盛り込まれており、その中で国土交通

省が主となっている運輸部門についても、「信号灯器の LED 化の推進」が挙げられて

いる。経済産業省や新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）でも、「地域省エ

ネルギー普及促進事業」の中で、LED を用いた交通信号灯の導入が対象になるなど、

積極的な普及促進策を展開している。京都議定書の発効を受けて、消費電力の削減効果

が大きい LED については、大きな期待が集まっている。 
世界的に見ても、シンガポールではほぼ全ての交通信号灯器が、またアメリカや中国、

台湾といった国や地域でも、交通信号灯器の LED 化が進められている。 
 

交通信号灯器に LED を用いるメリットは、やはり省エネ性と保守・メンテナンスを

少なくすることができる点である。省エネ性では、従来バルブ式が 60W であったのに

対し、LED 式では 15W と四分の一に減少している。保守・メンテナンスについては、

従来は１年に１回の交換であったバルブ式に比べれば、５年程度は交換の必要がない

LED 式とでは大きなコスト削減となる。 
他のメリットとしては次のようなものがあげられる。 
 

・ 視認性の向上：日光の下や悪天候でもよく見える。疑似点灯がなくなる。 
・ 安全性の向上：長期信頼性（寿命）が向上し、信号灯器の点灯速度がより早い。 
・ 環境性の向上：省エネ性（低電力消費） 
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ＬＥＤ灯器数

（内数）

東京都 97,394 15,758 16.2%

奈良県 12,623 1,913 15.2%

三重県 19,001 2,794 14.7%

徳島県 8,573 1,207 14.1%

京都府 19,787 2,036 10.3%

岐阜県 19,250 1,751 9.1%

和歌山県 9,786 854 8.7%

大阪府 74,661 5,857 7.8%

愛知県 72,975 4,996 6.8%

埼玉県 50,873 3,163 6.2%

香川県 12,466 743 6.0%

山梨県 11,633 663 5.7%

岩手県 10,048 554 5.5%

高知県 8,429 464 5.5%

熊本県 13,610 694 5.1%

宮城県 15,763 783 5.0%

福島県 20,126 997 5.0%

兵庫県 40,271 1,973 4.9%

岡山県 16,885 789 4.7%

秋田県 9,931 447 4.5%

全国 1,082,980 61,634 5.7%

都道府県 灯器総数 ＬＥＤ灯器率

図表１－９ 交通信号灯器の整備状況（上位 20 都道府県）（平成 15 年度末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    出所：警察庁交通局 
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② 照明分野 

高輝度 LED の市場としては、携帯電話を始めとして、信号灯器や本調査の対象でも

ある、車載用があげられるが、その需要としては、やはり圧倒的に携帯電話が多い。携

帯電話は、いわゆる「個電化」している製品で、流通量も多く、世界規模のマーケット

となっている。特に、カラー化の進展や中国を始めとする途上国におけるニーズの高ま

りから、今後も LED の市場としては主流になると考えられる。 

その一方で、携帯電話を始めとする電気電子機器は、コスト削減の圧力も高く、有機

EL といった対抗技術も登場しており、LED としても携帯電話につぐ、新たな市場開拓

が必要とされている。 

新たな市場として、有望な候補は、一つは車載用（ヘッドライト）であり、もう一つ

は大型ディスプレイバックライトの市場、そして 終的な目標でもある一般照明市場で

ある。 

 
（イ） 液晶バックライト 
フラットパネルについては、携帯電話から始まり、 近までは PC モニタとしての利

用が市場を牽引してきた。この需要が一段落し、現在ではテレビ用途によるものが中心

になってきている。特に液晶やプラズマディスプレイといった大型ディスプレイが多数

登場してきている。 
ソニーは、CEATEC において、ハイエンドブランドの「QUALIA（クオリア）」の新

製品として、民生用テレビとしては世界初になる LED バックライトを搭載した液晶テ

レビ「QUALIA 005」を発表し、2004 年 11 月から発売している。 
これは液晶のバックライトシステムに RGB の LED を使用した、「トリルミナス」を

採用した液晶テレビで、大きな特徴として、色域は NTSC 比で 105%、CCFL（冷陰極管）

方式に近い sRGB と比較して 150%の広さを実現している。またテレビ放送の色をより

忠実に表示できるほか、デジタルカメラなどで撮影した静止画もより高画質で表示でき

る。LED としては、ルミレッズ社のハイパワーLED である Luxeon を用いている。 
 

液晶のバックライトについては、従来、CCFL（冷陰極管）が用いられているが、欧

州における「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会および

理事会指令（RoHS 指令）」や中国でも中国版 RoHS 指令が 2006 年 7 月から施行される

ことになり、水銀を使用している CCFL（冷陰極管）については、規制の対象となって

いる。 
また車載用についても、欧州の ELV（End of Life Vehicles）指令が発効され、自動車

用ランプでの鉛や水銀の使用禁止を決定、アメリカでも、いくつかの州で水銀の使用禁

止が始まっている。このような国際的な流れを受けて、日本自動車工業会でも鉛や水銀

の使用を極力減らしていく方針が示されており、自動車リサイクル法制定を受けて、水
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銀の使用禁止を打ち出している。ただしカーナビゲーションの液晶バックライトについ

ては対象外となっているが、今後の流れとしては、この分野でも自動車メーカーからの

要望として、水銀フリーの対応が求められてくると考えられる。 
 
図表１－１０ カーナビゲーションのバックライト比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 出所：山中委員プレゼンテーション資料 

 

図表１－１０は左から「パープル＋RGB 蛍光体」を用いた LED バックライト、「青

色 LED＋黄色蛍光体」を用いた LED バックライト、冷陰極管を用いたバックライトで

あるが、左の「パープル＋RGB 蛍光体」を用いた LED バックライトの色再現性が高い。 
 

CCFL から LED への移行によって、ノート PC では、バッテリーの稼働時間が倍とな

り、高電圧インバーターや RF 保護回路といったものが不要になる。また耐震性・耐衝

撃性の向上やスタイリング上の優位性、スペースの節約、カラーコントロールに優れて

いるなど、メリットは多数存在する。 
 

（ロ） 画像処理用照明光源 
また画像処理用照明の光源としても、LED は普及している。人間の目と脳は物体の

識別、形状の認識、色の識別、さまざまな照明条件への適応、動体の認識などにおいて

非常に高度な画像処理機能を持っており、この人間の持つ能力は鉱工業や農業、そして

商業、さらには医療などの各分野で活用されてきた。しかし人間の目ではこなしきれな

い画像処理が近年、急激に求められてきている。例えば、劣悪な条件下での自動監視、

微細な、あるいは複雑なもののサイズ・位置・角度の正確かつ高速な測定、などが挙げ

られる。画像処理製品や画像処理技術は、こういったニーズに応えるためにこの 20 年

ほどの間で急速に発展してきたもので、現在では製造・流通などの分野でプロセス制御、

品質検査といった用途に画像処理が多く使用されている。 
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画像処理は主に、以下の要素から構成される。 
 

・カメラなどの画像入力装置 
・画像データを扱うコンピュータ 
・コンピュータ上で動作する画像処理ソフトウェア 

 

この他に、画像処理装置の照明光源が必要となり、 も広く利用されているのは、LED、

ハロゲンランプ、蛍光灯である。 

これは、これらの光源の波長分布が、一般的に使用されているカメラのイメージセン

サである CCD 素子の受光感度範囲（約 400～800nm）に合っているためである。光源に

ついて、個別にその特徴を見ると、  

 

・ LED 
他の光源に比べて寿命が非常に長いのが特徴で、従来は光量が小さいことが欠

点であったが、 近は高輝度タイプの LED 素子も登場している。また、従来の赤、

緑、橙等に加えて青色の素子も以前に比べてかなり安価になり、利用しやすくな

ったことや、検査対象に合わせて比較的自由な形状に LED 素子を配列することが

できるため、 近では LED 照明器が一般的なものになっている。  
 

・ ハロゲンランプ 

発光温度が高いので白色に近い光が得られる、効率が高く形状も小さい、寿命

が長いなどの特徴を持っており、ファイバーガイドの照明装置の光源としてよく

用いられている。 

こうした光源装置には、熱線をカットするフィルタが内蔵されていて、熱線を

含まない冷光照明となっているものもある。 

 

・ 蛍光灯 

 光量が、蛍光面の面積にほぼ比例するという特徴がある。交流で点灯すると電

源周波数の 2 倍の周波数で照明変動が生じるので、画像処理の照明に利用する場

合には、10kHz 以上の高周波で使用する必要がある。実用的には直線状、円形等

に限られ、蛍光管の形状にはあまり自由度がない。  

 

・ キセノン放電管 

 ハロゲンランプより更に大光量が必要な場合には、キセノン放電管を使用する。

大光量を活かし、ストロボとしてよく使われている。  
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近年では、応答速度の速さ、ワークに対する自由度、長寿命・省エネルギー等の特性

から LED の市場が拡大しており、低輝度の蛍光灯やハロゲンランプが使われている分

野は今後も LED への代替が進んでいる。一方で、高輝度が求められる検査部分は今後

も高出力・高輝度のメタルハライドやハロゲンランプが使われ続けると見られている。 
 

（ハ） 電飾看板 
東急グループの東急スペース開発では、LEDを光源とする電飾看板を開発している。

従来、電飾看板は蛍光灯（冷陰極管）を光源としていたが、今後、水銀や鉛といった環

境問題により、使いにくくなると考えられることから、LED のメリットである省エネ

ルギー、長寿命といった点に注目し、2002 年から開発を進めてきた。 
 開発した LED 光源電飾看板は 280mm×315mm の基板に 72 個の SMD タイプの LED
パッケージを 35mm 間隔で格子配置したものをモジュールとしている。このモジュール

を必要数並べることで、幅広いサイズの電飾看板に対応することができる。 
 LED 電飾看板の表示面平均輝度はフィルムを取り付けていない「白」の状態で 350cd/
㎡であり、広告表現の視認性としてはほぼ理想的になっている。加えて、光源からの発

熱が少なく紫外線を出さないため、アクリル及びフィルム面への影響が抑えられ、ビジ

ュアルの品質が美しく保てるメリットもある。そして、従来の蛍光管光源と違い、光源

が分散しているので、隅々までムラ無く明るく照らすことを可能としている。 
 経済性の面では、消費電力が 1/2 以下に抑えられている（1,200mm×1,800mm の標準

的な電飾看板での比較）。寿命の面でも蛍光灯の場合は電飾看板での使用時は約 2 年

（12,000 時間）であるのに対し、本品は約 10 年（60,000 時間）の長寿命となっている。

これにより、蛍光管代と交換に要する人件費が削減されるだけでなく、LED の発熱量

が低いため埃が付きにくく、清掃頻度も少なくて済むなどのメリットも生んでいる。こ

のことはまた、電飾看板を設置する駅構内や空港などの現場作業に伴うリスクの削減や、

作業についての通行客からのクレームもなくなるとしている。 
 従来光源による電飾看板は 1 ユニット 4 万円～5 万円と低価格であるが、LED 光源の

電飾看板は約 20 万円程度になる。しかし、前述の LED 光源電飾看板のメリットを考慮

すると、新設の場合は 3 年、既設のものをリニューアルする場合は 7 年で LED 光源の

方が機器コスト＋ランニングコストの合計でのメリットが出るとの試算を出している。 
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図表１－１１ LED 光源電飾看板と従来型電飾看板の経済性などの比較 

 蛍光灯式電飾看板 LED 光源電飾看板 

年間電気料 
0.2808kＷ×16 時間×365 日×25 円＝

40,996 円 
＊52W×4 灯×1.35＝280.8W 

0.1296kＷ×16 時間×365 日×25 円＝

18,921 円 
＊0.009W（LED1 ヶの消費電力量）

×1,440（LED 数）＝129.6W 

光源寿命 
（鉄道看板の場合

→ 
年間約 6,000 時間） 

約 2 年（12,000 時間） 約 10 年（60,000 時間） 

発熱量 210W（消費電力の 75％） 110W（消費電力の 85％） 

CO2排出量 100gCO2/h（357ｇCO2/kwh） 46gCO2/h（357ｇCO2/kwh） 

器具コスト 約 4 万円～5 万円 約 20 万円 

出所：矢野経済研究所「立ち上がる照明用途白色 LED 市場の現状と将来展望 2004 年版」 

 
図表１－１２ LED 光源電飾看板のその他のメリット（従来品比較） 

●重金属などの有害物質を使わない素材 

●紫外線を出さないため人体、環境に優しい 

●輝度の均一性に優れ鮮明に見える 

●光源が分散しているのでムラがない 

●変形看板に対応できる 

●旧看板本体の流用や後付も可能 

●メンテナンスが少なくなることで現場作業に伴う 
リスク削減、作業についての通行客からのクレームなし 

出所：矢野経済研究所「立ち上がる照明用途白色 LED 市場の現状と将来展望 2004 年版」 

 
 現在の導入状況と今後の展望としては、LED 光源電飾看板は 2004 年 1 月から東横線

とみなとみらい線の相互直通運転開始に伴い地下に新設された横浜駅ホームに 16 基導

入されたのを始め、横浜市営地下鉄や東京メトロなどにも導入されており、来年開業の

つくばエクスプレス、JR などへ今後の導入についても進んでいる状況である。 
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 電鉄会社へのアプローチの中では LED 光源電飾看板の商品力は認めるものの、初期

導入コストに対しては予算との比較になるケースもある。よって、当面の課題は低コス

ト化が必要と感じているが、これは LED 価格の低下も必要としている。 
 また、本品の開発により応用用途提案や改良提案などもきているとのことである。例

えば、商業スペースのプランナーが店舗内の壁面照明として興味を持ったりしているよ

うである。しかし、東急スペース開発は広告代理店業務があくまで業務の中心であり、

主要業務である広告業務の幅を広げるための道具としての本品活用を第一に考えてい

る。 
 

またコンビニエンスストア大手のファミリーマートでは店舗の看板に白色 LED を用

いた実験を行っている。実験を行っている上野駅前店では幅 7.5m の看板内部に計 4,000
個の LED を敷き詰めている。今後、発光効率の向上や価格下落が進めば積極的に導入

を進めて行く、としている。 
 

図表１－１３ ファミリーマートの事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出所：ファミリーマート HP（http://www.family.co.jp/company/eco/mame/vol5.html） 
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１－２ LED 照明機器システムの適用状況 

 

ここでは、LED 照明機器システムの輸送分野における適用状況について調査検討を

行う。特に自動車用途における適用状況を中心に、今後の市場展開と合わせて検討を行

うこととする。 
 

１－２－１ 自動車分野（バス・トラックを含む） 
 

バスやトラックなどを含む自動車用途については、表示用を中心に、すでに実績を持

っている。 
小糸製作所・佐々木氏によれば、「自動車外装ランプへの LED の搭載は、88 年のハ

イマウントストップランプへの採用を皮切りに、テール／ストップランプに赤色 LED
が、ターンシグナルにアンバー色 LED が採用実績を持っている。そして近年では白色

LED の急速な高輝度化により、ヘッドランプへの搭載が現実味を帯びてきた」（佐々木

「LED を用いた自動車用ヘッドランプ」Optronics No.261（2003.09.10）、P.115）とされ

ており、徐々に LED 化が進展している分野で、今後の適用が期待されている分野でも

ある。特にヘッドランプについては、安全上からも重要な機能部品であり、今後の採用

によって LED の技術的進歩の意味でも大きなものと考えられる。 
 

バスやトラックなどの大型を含め自動車において使用される照明器具は、大きく外装

照明と内装照明とに区別される。外装照明はヘッドランプのように照明としての機能を

持つものとフロントターンやサイドターンランプのように標識もしくは信号としての

機能を持つものに分けることができる。 
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図表１－１４ 自動車の外装ランプ（実線は装着義務、破線は任意） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：佐々木勝「白色 LED 照明の車載応用」機能材料（シーエムシー出版）2004 年 12 月号 
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図表１－１５ 自動車における照明 

内装用 

種類 概要 

ルームランプ（室内灯） 

ルームランプは、室内を照明するランプで、地図や本などを座席
で読むことができる程度の明るさをもっている。ルームランプは、
走行中運転に支障をきたさないように集光させて必要な場所のみを
照明するように設計されている。その他、グローブボックス、トラ
ンクルーム内を照らすランプや、自動車の乗り降りの際に足元を照
らすフットランプ、読書灯などがある。 

インスツルメントパネル

（ダッシュボード） 

速度メータやタコメータ、走行距離計、燃料計、温度計などの計
器類を集めたもので、従来は電気式、機械式の計器が中心であった。

近に LED の技術進歩によって表示装置がデジタル化し、バックラ
イトに LED が使用されつつある。 

カーラジオ表示器 

従来は GaAsP の赤色・黄色 LED、GaP 緑色 LED を使用。 近は
インスツルメントパネルの LED 化に伴い、カラーマッチングという
観点から InGaN や InGaAIP といった青・白色あるいは黄・オレンジ
色の LED を使用し始めている。 

エアコン表示器 

従来は GaAsP の赤色・黄色 LED、GaP 緑色 LED を使用。 近は
インスツルメントパネルの LED 化に伴い、カラーマッチングという
観点から InGaN や InGaAIP といった青・白色あるいは黄・オレンジ
色の LED を使用し始めている。 

スイッチ表示器 

従来は GaAsP の赤色・黄色 LED、GaP 緑色 LED を使用。 近は
インスツルメントパネルの LED 化に伴い、カラーマッチングという
観点から InGaN や InGaAIP といった青・白色あるいは黄・オレンジ
色の LED を使用し始めている。 

外装用 

照明灯 

ヘッドランプ（前照灯） ヘッドランプは、夜間安全に走行できるように、路面状況の把握、
歩行者の発見、道路標識などの確認が行えるように、運転者の視界
を確保するためのものである。 
ヘッドランプには、走行ビームとすれ違いビームの 2 種類があり、

走行ビームは対向車がいない時により遠方の障害物などを確認する
ため、すれ違いビームは対向車がいる市街地などの走行時に、対向
車ヘグレア（眩惑）を与えることなく進行方向をできるだけ明るく
照らすためのランプである。 
ヘッドランプは、30 年ほど前にハロゲンガスが封入されたハロゲ

ン電球が開発・実用化され今日まで もポピュラーなヘッドランプ
光源として使用されてきたが、近年ハロゲン電球の 3 倍近い光束、2
～3 倍の寿命を持つディスチャージ光源が開発・実用化され、より高
性能なランプとして急速に普及が進んでいる。 

フロントフォグランプ

（前部霧灯） 

フロントフォグランプは、雨、霧などの悪天候時など、ヘッドラ
ンプだけでは視界が不十分だと思われる時にヘッドランプの補助的
な役割として用いられる。また、悪天候時の視界確保だけでなく、
対向車ほか第三者に対し悪天候時においても自車の存在を明らかに
し注意を与える機能もある。 

バックランプ（後退灯） バックランプには、夜間、自動車の後退時における事故防止のた
めに、後方の視界の確保、そして自動車の後退の意思表示をするた
めのランプである。 

ライセンスプレートラン

プ（番号灯） 

ライセンスプレートランプは、自動車の後面に取り付けてあるナ
ンバープレートを照明するためのランプである。 
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コーナリングランプ（側

方照射灯） 

コーナリングランプは、ターンシグナルランプと連動して自動車
が旋回しようとする方向を照明するランプで、旋回時の進行方向の
視界確保を目的としている。現在、日本、米国、豪州ではコーナリ
ングランプの法規要件があり任意で装着が認められているが、欧州
では法制化作業が進行中であり、2004 年末に規則が発行され、装着
が認められる予定となっている。 

標識灯（表示灯1） 

ポジションランプ（車幅

灯） 

ポジションランプは、夜間前方へ車両の存在と車幅を示すために
車両前面に備えるランプである。基本的に、灯光色は白であるが、
日本、米国ではアンバー色（橙色）が認められておりターンシグナ
ルランプと兼用で用いられることもある（主に二輪車で採用）。 

テールランプ（尾灯） 

テールランプは、夜間後方への車両の存在と車幅を示すために車
両後面の両側に装着されるランプである。テールランプはストップ
ランプと一体化され兼用されている場合があるが、この場合、スト
ップランプの点灯を明確にし、誤認を避けるために、ストップラン
プはテールランプに対し 3～5倍の高度を持つように法規で規定され
ている。 

パーキングランプ（駐車

灯） 

道路上に駐車中の車両の存在を前方及び後方へ示すために、車両
の前面と後面に装着されているランプである。各国装着は任意とな
っており、装着する場合は、ポジションランプ、テールランプと兼
用で用いられることが多い。この時パーキングランプは、エンジン
停止時でも他のランプと孤立して点灯できるような配線でなければ
ならない。 

サイドマーカーランプ

（側方灯） 

サイドマーカーランプは、夜間側方への車両の存在と全長を示す
ために、車両側面の前部及び後部に装着されるランプがある。大型
車には車両中央部にも装着される。米国では、全車に対してサイド
マーカーの装着が義務付けとされている。日本、欧州では大型車に
対してのみ装着義務付けとされており、普通車には任意装着となっ
ている。 

リフレックスリフレクタ

（反射器） 

リフレックスリフレクタは、主に自動車の後面及び側面に装着さ
れるもので、それ自体は光源を持たず発光しないが、夜間ヘッドラ
ンプで照射された場合、その光を照射方向に反射して照射位置から
確認するためのものである。各国、車両後部へのリフレックスリフ
レクタは装着義務付けとなっているが、米国では車両側面（前部及
び後部）への装着も義務付けとされている。 

デイタイム・ランニング

ランプ 

デイタイム・ランニングランプ（DRL）は、日中走行中の車両の
存在を明らかにするためのランプである。DRL は、ヘッドランプや
ターンシグナルランプと兼用で用いられる場合とDRLとして単独で
用いる場合があり、自動車のエンジンが作動したと同時に自動的に
点灯し、ヘッドランプ点灯と同時に消灯する配線となっている。 

DRL は、緯度の高く昼間でも薄暗い国で装置されており、現在カ
ナダで装着義務付けとなっているほか、過去に北欧の国々で装置が
義務付けとされていた（現在は北欧諸国の国内法でヘッドランプ昼
間点灯を自主的に行うよう規定されており、法規的に義務付けとさ
れてはいない）。 
日本では、DRL が法規的に認められていないが、 近タクシーや

運送会社で自主的にヘッドランプを昼間点灯する働きが広がってい
る。しかし、電球の寿命低下やバッテリー上がり、そして二輪車の
被視認性低下が懸念されるため、法規的に DRL を認めるかどうかは
現在検討中である（二輪車は 98 年よりヘッドランプの昼間点灯が義

                                                  
1 David. W. Moore and Kare. Rumar：Historical Development and Current Effectiveness of Rear Lighting Systems
（UMTRI-99-31）、UMTRI（1999.10）. 
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務付けされた）。 
信号灯 

ストップランプ（制動灯） 

ストップランプは、車両の減速または停止を後続車へ表示するた
めのもので、車両の後面の両側に装着される。日本、欧州では、昼
間と夜間のストップランプの光度を変える Two Level System が法規
で規定されている。これは、昼間太陽光線の下でストップランプの
光度を上げることにより視認性を向上させ、夜間はこれより低い光
度にし、後続車にグレアを与えないようにする意図がある。 

ハイマウントストップラ

ンプ（補助制動灯） 

ハイマウントストップランプは、車両後面の中央部に装着され、
後続車のフロント、リアウインドウを通してさらにその後の車両の
運転者にも減速または停止の表示をするためのランプである。米国、
欧州では既に装着が義務付けされており、日本でも 2002 年度より装
着が義務付けとされた。 

ターンシグナルランプ

（方向指示器） 

ターンシグナルランプは、車両の旋回及び進路変更を前方後方に
表示するためのランプである。日本、欧州では、側方へ車両の進路
変更を表示するサイドターンシグナルランプも装着が義務付けされ
ている。 

ターンシグナルランプは、日本、欧州ではアンバー色であるが、
米国では後面のターンシグナルに限り赤色も認められており、スト
ップランプと兼用となっている場合がある。 

ハザードワーニングラン

プ（非常点滅表示灯） 

ハザードワーニングランプは、ターンシグナルランプを全て同時
に点灯させることにより、夜間緊急停車した時に車両の存在を知ら
せ、後続車の追突を防止するためのランプである。 

 

 またバスやトラックも基本的には自動車と同じであるので、ここでは主に自動車を対

象として、その動向を見ていくこととする。 
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（１）内装照明 

 

自動車の進化として、走る、曲がる、止まるというものがあったが、近年では、そこ

に「衣食住」という概念が加わる傾向にある。 
すなわち「衣」とは、ファッション性・意匠性で、「食」というのは、車の中で何か

を食べるための機能、そして「住」はマイルーム感覚ということで、車の中も自分の部

屋のような感覚で捉える、これらが 近のトレンドである。内装照明の車内灯について

も空間を演出する、という機能が重要視され始めている。 
自動車の照明の歴史として、従来、車の中が見えるというよりは、落ちた 10 円玉が

分かることが機能として求められていた。それを受けて 1970 年代には、車の照明をど

のようにあるべきか、ということを研究されていた。 
 

このような流れの中で、1990 年代後半には、海外車を中心に LED によるアンビエン

トランプが登場してきている。そして 2000 年に、トヨタの LEXUS で、従来の単純な

オン・オフではなく、必要な時に必要な光を、どのように演出するか、高級感を出すの

か、という照明としてのシステムが導入された。2002 年以降、白色 LED は、読書灯や

ルーフ間接照明、足元照明、マップランプなどの機能照明として用いられるようになっ

てきている。 
 

図表１－１６ 車内照明の LED 化アイテム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：山中委員プレゼンテーション資料 
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室内照明として、LED の特徴・キーワードとしては、環境に優しい、低消費電力、

省スペース、低発熱、長寿命、そして LED の開発当初は認識されていなかったが、制

御しやすい、といったことがあげられる。 
 

ルームランプやリーディングラップ（マップランプ）、足元を照らすフットランプや

グローブボックスの照明などの照明灯類は、技術的には白色 LED に置き換えることが

可能である。実際にすでに量産化されているところもある。しかし、これらのランプ類

は性能や寿命、デザインなどの面で現状の小型電球に対する不満は少なく、コストアッ

プとなる白色 LED が採用されるためには新たな付加価値の創造が必要不可欠となる。 
 

図表１－１７ LED の適用例（車載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：山中委員プレゼンテーション資料 

 
 

ところで小糸製作所・佐々木氏によれば、 
 

「メーターパネルや各種スイッチ、インジケーター類の照明、ドアトリム周辺の照

明は、すでに LED が多く採用されている。」（佐々木「白色 LED 照明の車載応用」

機能材料、Vol.24 No.12（2004 年 12 月号）P26） 
 

これらの部位は相対的に小さな部品であり、また構造上の問題から、交換が容易でな
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いため、LED を採用することで「LED の特徴である長寿命、小型、低発熱といった特

性が効果を発揮する」（佐々木、同掲書、P26）部分である。一方で、メーターパネルや

インジケーター類というのは、運転者が頻繁に視認するところでもあることから、自動

車全体の設計コンセプトや内装のデザインにより色は使い分けられている。 
 

一方で、環境問題の解決の意味でも LED の活用が期待されている。すなわち、「カー

ナビゲーションディスプレイのバックライトは、現状では冷陰極管が主流であるが、環

境負荷物質である水銀を含有しているため」（佐々木、同掲書、P26）、必然として、何

らかの別光源に置き換わる必要があり、その一つとして携帯電話でのバックライトとし

て活用されてきた LED の利用が検討されている。 
 

ところでカーナビゲーションのディスプレイのように内装における照明もしくは表

示については、「（外装照明に比べて：著者注）細かな法規の制約はないため、デザイン

や人間工学的な観点からさまざまな取り組みがなされている。」（佐々木、同掲書、P26） 
 

このような内装照明の流れとしては、豊田合成・山中委員が指摘するように意匠照明

から機能照明という流れであり、見える・見せる照明も当然のことながら重要ではある

が、高級感の演出、付加価値向上といった魅せる照明への取り組みが求められてくるの

である。 
現在、トヨタのセルシオでは、車がアン・ロックすると、ルームランプがフェードイ

ンして、ランプが付く、またシフトをパーキングからドライブに変えると明るさが半分

になるといった、照明の明るさを含めてコントロールする、といったことを、LED を

用いて導入し始めている。バルブとは違う照明デバイスとして LED ならではの使い方

を考えていくことが期待されている。 
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図表１－１８ LED と自動車応用製品（室内照明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：山中委員プレゼンテーション資料 
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ＬＥＤの場合

白熱灯の場合 ！

ＬＥＤは白熱に比べ、およそ０．２秒点灯スピードが早い為 ６０Ｋｍ／ｈｒ走行時 停止距離が約４ｍ少なくなる。

４ブレーキの踏み始めが０．２秒早くなる ４ｍ短く停止できる

点灯スピードに関しては 停止距離の問題だけではなく明るさの立上りスピードの速さからくる、
誤認識の向上が報告されている。

ＬＥＤの場合

白熱灯の場合 ！

ＬＥＤは白熱に比べ、およそ０．２秒点灯スピードが早い為 ６０Ｋｍ／ｈｒ走行時 停止距離が約４ｍ少なくなる。

４ブレーキの踏み始めが０．２秒早くなる ４ｍ短く停止できる

点灯スピードに関しては 停止距離の問題だけではなく明るさの立上りスピードの速さからくる、
誤認識の向上が報告されている。

（２）外装照明 

 

① 標識灯 

小糸製作所・佐々木氏によれば、 
 

「自動車外装照明への LED の応用は、1988 年にハイマウントストップに赤色 LED
が採用されたのを皮切りに、テールランプやストップランプといった赤色のランプ

には、すでに LED が多数採用されている。」（佐々木、同掲書、P26） 
  

 しかしながら採用はされたものの、LED そのものはまだ研究技術開発途上のもので

あり、コストが高いことからも、その後の採用はあまり伸びていなかったというのが実

情である。ある自動車会社では、これまで LED 化していたものを電球にするという逆

方向の動きがあることも事実である。 
 

図表１－１９に示したように、標識灯、特にストップランプとして LED を採用する

“嬉しさ”としては、点灯スピードの向上による停止距離の短距離化が挙げられる。こ

れにより追突事故を未然に防止する可能性が高くなるというメリットがある。 
またテールランプなどの表示機能としての標識灯は、他の自動車用照明に比べて「比

較的点灯時間が長く、省電力化による燃費改善効果が期待されている」（佐々木、同掲

書、P26）ところでもある。 
 
図表１－１９ LED の“嬉しさ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：山田委員プレゼンテーション資料 
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ところで、LED の波長について、以前 LED の交通信号灯器の赤色は色覚弱者が見え

にくいという新聞報道があった。現在、ストップランプに使用する LED では、これを

考慮して、赤色のドミナント波長を 630nm 以下（実際には 615nm）にしている。615nm
以下であると赤に見えない。 
 

ターンシグナルランプ（方向指示灯、ウインカー）は、右折や左折の際に、後方車両

や歩行者などに合図するためのものであることから、「（法令で決められた：著者注）輝

度の要求値が高く、LED 化が困難であったが、すでに一部の車種でアンバー色（橙色）

LED が採用され、今後の拡大が期待されている」（佐々木、同掲書、P27）部分でもあ

る。 
 

標識灯においては、機能として“目立つこと”が求められるため赤色が中心の光色と

なっている。そのため LED についても比較的実績のある赤色 LED が用いられてきてい

る。 
この分野で白色 LED が適用可能性のあるものとしては、表示というよりは照明的な

機能が求められるポジションランプ（クリアランスランプ）とライセンスプレートラン

プ（ナンバープレート照明）が考えられる。 
しかし小糸製作所・佐々木氏が指摘するように「電球からの単純な置き換えではコス

ト効果から採用は難しい。やはり LED ならではの魅力を引き出す工夫が重要」（佐々木、

同掲書、P27）であることも確かである。 
 

白色 LED については、現在採用されているものとして、デイタイムランニングラン

プ（以下、DRL）がある。 
 

DRL は、昼間の明るいうちから点灯するランプのことで、アメリカでは GM 社が日

中のヘッドライト点灯によって交通事故低減効果があったことから、標準装備化を進め

ている。GM では、一部のモデルで 1995 年から DRL を採用し始め、その結果、日中の

ヘッドライト点灯が事故発生率で 5%以上、都市部での歩行者との事故発生率で 9%以

上減少し、安全向上に効果があるという調査結果が出た2。これを受けて連邦政府に装

着の義務化を呼びかけている。ちなみにカナダやスカンジナビアの国々では、すでに義

務づけされている。 
 

日本における DRL は、「近年タクシーやトラックが自主的にヘッドランプの昼間点灯

を行い、DRL の考え方が一般にも知られるように」（佐々木、同掲書、P27）なってい

る。 

                                                  
2 http://www.detnews.com/2001/autosinsider/0112/20/a01-371793.htm 
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しかし通常の自動車用照明の中でも消費電力の高いヘッドランプを日中も点灯する

ことによって「燃費が悪化するとともに、電球の寿命が不足し、頻繁に交換が必要とな

る」（佐々木、同掲書、P27）ことにつながり兼ねない。 
そのため低消費電力で長寿命である LEDによるDRLが業務用を中心として普及が進

められている。また一部レンタカーでも採用が進められており、主には安全性の観点か

ら適用されている。 
 
図表１－２０ 小糸製作所の LED-DRL と装着車両 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：佐々木勝「白色 LED 照明の車載応用」機能材料（シーエムシー出版）2004 年 12 月号 

 
 

この DRL での適用は、LED の特性が生かされることから、白色 LED の普及が進むき

っかけとして考えられていた。しかし装着の法規化が見送られたため、日本では普及し

なかったのである。 
他方で「北米やヨーロッパでは法規で DRL が規定されている。量産車両への標準搭

載としては Audi A8L があり、１Ｗクラスの LED を５個使用している」（佐々木、同掲

書、P27）という事例もあり、法規制により、その適用動向が変化するものであると言

えよう。また特に一般の運転者にとっては、デザインとしてあまり望まれない傾向にあ

り、LED の普及という観点からは、何らかの法的な枠組みが求められるところである。 
 

② 照明灯 

外装部分における照明灯の主なものとしては、ヘッドランプ（ハイビーム、ロービー

ムを含む）やフォグランプ、コーナリングランプ、バックアップランプがある。 
 

照明という意味では、ヘッドランプは自動車において、 も光量が必要であり、その
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分消費電力も高く、かつ安全と言う意味では、もっとも重要なランプと言えよう。 

 

図表１－２１には、光源による自動車ヘッドランプの変遷を示した。初期におけるろ

うろくから、灯油ランプ、アセチレンガスといったところから、1910 年代後半から、

いわゆる第２世代のあかりである、電球バルブが用いられるようになってきた。 
近年では、ハロゲンやディスチャージバルブなど、これまでのものより明るく、長寿

命、低消費電力の光源が用いられている。特にディスチャージヘッドランプ（以下、

HID）は、ハロゲンバルブに比べて３倍の明るさで、寿命は２倍、消費電力は約２／３

倍と LED に比しても十分な能力を有している光源である。 
HID については、1995 年に欧州でヨーロッパ経済委員会が決める国際規格（以下、

ECE 規格）が決まり搭載機種が増加傾向にある。わが国でも ECE 規格による採用によ

り、同年認可されるようになっている。 
また HID は、光束が高く、対向車にとっては眩しいことから、自動車に標準装備さ

れる場合、光軸の自動調節装置と組み合わされたものが多い。この意味では“明るさ”
については、HID クラスのもので十分であることと言えよう。 

 
図表１－２１ 光源による自動車ヘッドランプの変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：佐々木勝「白色 LED 照明の車載応用」機能材料（シーエムシー出版）2004 年 12 月号 

 

このようにヘッドランプの開発においては、“明るさ“よりも「周囲の状況に合わせ
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て、必要な時に必要な部分に光を照射するなどのインテリジェンス化によって安全性を

向上させる方向」（佐々木、同掲書、PP27-28）に重点が置かれるようになってきている。 
 

現在、ランプメーカーでは AFS（Adaptive Front-lighting System：走行環境に応じた

適配光を提供する前方照明）の開発が進められているが、これはまさにインテリジェン

ス化の方向である。 
 

図表１－２２ AFS による安全性の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：佐々木勝「白色 LED 照明の車載応用」機能材料（シーエムシー出版）2004 年 12 月号 

 

また安全性以外にもデザイン面においてもヘッドランプの研究開発は進められてい

る。 

「多様化するユーザーニーズに応えるためにデザイン性の向上、軽量化、環境への配

慮、低コスト化といった面からもヘッドランプは日々進化して」（佐々木、同掲書、P.29）
きているのである。 

1970 年代以降、これまで丸形が中心であったヘッドランプは、ボディが流形化され

ていくと同時に、それに合った形で変化し始め、適合車種にのみ取り付けられる異形ヘ

ッドランプが主流となっていった。またそれ以降、軽量化素材の採用やよりデザイン性

が求められるニーズ変化に伴い、「現在ではアウターレンズに光学素子（いわゆるレン

ズステップ）がなく反射鏡などの内蔵物をデザイン要素として積極的に見せる構成が完

全に主流となって」（佐々木、同掲書、P.29）おり、単純に前を照らすという照明機能

にとどまらず、自動車のコンセプトと一致した、まさにデザイン機能を第一とした設計

がなされている。 

自動車ランプメーカー各社でも、LED ならではのデザインを模索しており、機能の
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優位性と共にデザイン性においても LED のメリットが生かされつつあるところである。

LED はコンパクトであることから、複数の光源を分けて自由に配置することが可能で

ある。 
 

図表１－２３ スタンレー電気が開発したヘッドランプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：山田委員プレゼンテーション資料 

 

図表１－２４ 豊田合成のコンセプト・ヘッドランプ（CEATEC出展作品） 
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ところで、ヘッドランプは光量が比較的高いため、対向車にとってはまぶしく感じる

時がある。そのためロービームと言われる下向きのライト（前方約 40m 程度を照らす）

ものとより遠方を照らすため（100m 以上）のハイビームとに分けられる。 
現在、自動車用のヘッドランプの主力であるハロゲンを用いたものは、「 大光度

20,000cd、有効光束 400lm 程度である」（佐々木、同掲書、P.29）。これに対して 近の

主力となりつつある HID では、「 大光度 30,000cd 以上、有効光束 700～1,000lm 程度

である」（佐々木、同掲書、PP.29,30）。このためハイビームのみならずロービームでも

視認距離が向上している。その意味で LED の当面の目標となるのは HID で、環境性の

みならずコストおよび光量の面でこれを越えていく必要がある。 
 

このような進化を遂げたヘッドランプに求められるものとして、小糸製作所・佐々木

氏は、主に次の７項目を挙げている（佐々木、同掲書、P.30）。 
 

・ 明るさ向上やインテリジェンス化による安全性の向上 
・ これまでにない斬新で新しい見栄え 
・ 燃費向上のための省電力化と軽量化 
・ 空力やデザイン要求による車両四隅の絞り込みに対応するためのランプ奥行き短

縮 
・ 光源の長寿命化によるメンテナンスフリー 
・ 環境負荷物質の撤廃とリサイクルの確立 
・ さらなる低コスト化 
 

同氏は「LED が将来ヘッドランプの主流となるためには、これらの要求を高いレベ

ルで実現することが必要である」（佐々木、同掲書、P.30）と指摘している。 
 

このような課題の一番のネックはやはりコストの問題である。自動車市場の規模は、

一見大きく見えるが、毎年の出荷台数から導かれるランプの必要個数から考えるとさほ

どのインパクトはなく、携帯電話に 大で 20 個を用いられる LED を考えると、大きな

メリットのある市場とは言い難い。 
 

そのためランプメーカーでは、コストの問題を回避し、効率的な研究開発を進めるた

めにも、LED の自動車用途を考えても市場としては小さいので、自動車用ヘッドラン

プで開発する光源を一般照明や道路照明としても利用することを考えている。まだ一般

照明は難しい分野でもあるので、街路灯が一つのターゲットとなる。街路灯と抱き合わ

せで開発を進めることで、同じチップ、同じ蛍光体のパッケージを使えるので、全体の

コストを抑えることが出来る。 
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一般的に、霧の時には黄色の方が見やすいなどもあるが、他の光源に比べて、白色に

なるので、一般的には見やすくなる。街路灯で LED の普及が進めば、ヘッドランプの

明るさもさほど必要とならない、といったことも十分に考えられる。また光量をさほど

照らさなくても白であれば見やすくなるので、現状のナトリウム灯よりも消費電力を下

げながら、明るさ感はアップするということが可能となる。 
実際に、東芝や松下などが取り組んでいる。太陽光発電と組み合わせた形のものもあ

るが、まだ高速道路などでは導入が少ない。 
 

メリットとしては、ナトリウム灯の場合、全方位を照らすことになるが、LED の場

合、スポットライト的に、必要な部分だけを照らすことが出来る上に、遠くからはほと

んど見えないため、光害問題の解決にもなる。普及するには消費電力が 100－150W ま

で低減される必要があるが、今後の可能性としては十分にあると考えられる。 
 

図表１－２５ LED 街路灯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   出所：山田委員プレゼンテーション資料 
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現在 ２年後 ５年後

更なる消費電
力の低減へ

サイズの小型化

３４０Ｗ

２１０Ｗ

１２０Ｗ

現在 ２年後 ５年後

更なる消費電
力の低減へ

サイズの小型化

３４０Ｗ

２１０Ｗ

１２０Ｗ

図表１－２６ LED 街路灯の消費電力推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：山田委員プレゼンテーション資料 

 
 

次にバックアップランプについて見ると、「光度の要求値が数百 cd と比較的低いこと

から、技術的には現時点でも LED 化が可能」（佐々木、同掲書、P.27）なものとして捉

えられている。しかし求められる光量が低いということは一方でコストに対する要求が

厳しいということでもあり、現在の高コストな LED ではその採用には時間がかかるも

のと思われる。同様にフォグランプやコーナリングランプについても LED 自体の開発

が進むことで機能面は具備するものと思われるが、やはり価格が大きなネックとなって

くる。自動車については、メーカー間で熾烈な国際競争を行っていることもあり、部品

のコスト競争も激しいものがある。 
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（３）現状における普及状況 

  

今回の調査では、自動車における LED 化の進展を見るために、社団法人日本自動車

工業会（灯火器分科会）の所属企業にご協力頂き、アンケートに記入して頂いた。灯火

器分科会の所属企業は 12 社であるが、その内、４社から回答を得た。市場構成からす

ると、すべてをカバーするわけではないが、おおよその動向を知ることはできる。アン

ケート票については、参考資料に掲載しているので、ここではその概略を記す。 
 

１ 現状における車載用 LED の装着動向について 
・ 全回答車数 ７７車種 － LED 装着車数 ２７車種 （約 35％の装着率） 
・ 主に採用されているのは、信号灯で、ハイマウントストップランプ、ストップラン

プが中心となっている。 
・ 照明灯では、車内灯として１社が採用している。 
・ 表示灯としては、テールランプに採用している。 
・ 採用の理由としては、デザイン、メンテナンスフリー、省電力を挙げる回答が多い。 
 

２ 今後の自動車用 LED の動向について 
・ 全回答社が、今後も LED を用いた自動車を販売する予定があると回答。 
・ タイプとしても、セダン（一般）からワゴン、スポーツ＆ユーティリティまで幅広

い分野での採用を予定している。 
・ 採用する箇所としては、ほとんどが現状採用しているところを今後も継続するとい

う回答が多く、現在ほとんど用いられていない照明灯の分野で用いると回答したの

は１社のみ。 
 

３ 自動車用ランプ光源として LED を用いる際のメリット・デメリットについて 
・ メリットとして多くあるのが、デザイン、メンテナンスフリー、省電力。 
・ デメリットとしては、価格（コスト）を挙げる回答が圧倒的に多い。 
 

４ 自由意見 
・ 採用しやすくなるよう、更なる光度アップ、コストダウンを期待している。 
・ ヘッドランプ等の消費電力が大きいランプへの採用が省電力化に効果が大きい。

LED の更なる特性向上に期待する。特に、高輝度白色 LED の特性向上（光束、寿

命、省電力など）に注目していきたい。 
・ 低コスト化：現状の価格では軽自動車ではまだまだ難しい。 

 

この結果を見ても明らかなように、ポテンシャルとしては LED に魅力を感じている
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ものの、高コストであることから、採用を見送っている、という現状にあると言えよう。

技術的な課題として求められていることは少なく、どちらかと言えば、コストを削減す

ることが普及にあたっては、重要な課題であると考えられる。 
ちなみに、LED 式のヘッドランプが今後普及したとしても、通常のバルブ式に変わ

るのはコスト面でもまだ先になり、HID との競合から始まると考えられている。実際に

LED式のヘッドランプが普及しても、現在のHIDの市場シェアぐらいと見られている。 
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１－２－２ 鉄道・空運・海運分野 
 

自動車分野以外にも、鉄道・空運・海運の輸送用機械システムの分野において、表示

用途を中心に LED は活用されている。 
 

（１）鉄道分野 
 

自動車以外の分野として LED が比較的多く用いられているのは、鉄道の分野である。

特にその表示用途については、ほぼ LED の独壇場であると言える。また一部ではある

が、車内灯としても LED 照明が用いられており、今後も期待される。 
鉄道分野で多く用いられる LED の種類としては次のようなものがある。 

 

●７セグメント表示器 
デジタル時計や電卓などで使用されている、０～９を棒状の組み合わせで表示するタ

イプ。数字の表現に適することから、車内表示器の時計などに使用される。 
 

●面発光 LED 
薄くて四角い板状の LED で、面全体が発光するタイプ、均一な発光面が必要な場合

に適する。マップ式車内表示器や、トイレや電話の使用中を知らせる表示器などに使用

される。 
 

●ドットマトリックス LED ユニット 
文字や模様の表現に適する。正面・側面の行き先表示器や、フリーパターン表示の車

内表示器など広範囲で使用される。 
 

また駅の構内では、LED を用いたフルカラー表示板が多く用いられている。特に新

幹線の構内にある案内システムは、開発プロセスの中に、弱視者モニターによる検証と

疑似体験ツールによる補正を組み込み、見やすさと分かりやすさを目指して、デザイン

から使用を決めていった。 
掲示器に対して、日頃不便を感じている弱視者４人に試作器を見せ、書体、スクロー

ルのスピード、矢印の点滅方法、文字色、および一列抜きのスクロール表示の５点につ

いて検証を行っている。 
この多機能ディスプレイに、従来製品に比べて 10 倍以上の輝度を持つフルカラー

LED が用いられている。 
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図表１－２７ 東海道新幹線フルカラーLED 列車情報案内システム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：「ユニバーサルデザイン事例集 100」日経 BP 社 

 

鉄道の車内外で、使用される製品としては、次のようなものが挙げられる。 
 

① 正面・側面行き先表示器 
鉄道車両で使用されている LED の多くはこれで、列車に乗る際に 初に目に入って

くるアイテムでもある。鉄道を利用する人にとって、その列車がどこ行きなのか、を知

らしめる重要な役割を担っている。それだけに視認性やわかりやすさ、また特急列車の

愛称表示器などの場合は、個性やインパクトも重要な要素となってくる。 
現在、この表示器として主に用いられているのが、ドットマトリックス LED ユニッ

トで、発光色としては限界がある。モジュールの１つのドットの中には、赤色と緑色の

チップが埋め込まれており、これらがそれぞれ単体で発光することで、赤と緑の光を、

そして赤と緑が同時に発光することで、見た目にはアンバー（橙黄色）に映り、結果と
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して３色表示となっている。 
ところで、３色しか表示できない LED 式の表示器は、見た目の鮮やかさやインパク

トといった点では、従来用いられてきた方向幕式の表示器には及ばない。 
従来の方向幕式の表示器は、モータやギア、チェーンといった機械部品が多数必要に

なる。また方向幕を背面から照射するための蛍光灯が必要になる。そのため、家庭用の

照明のようにチカチカと点滅する前に定期的に交換が必要となる。 
これに対して、LED 式表示器の場合、LED が点灯しているだけなので、部品点数も

少なくてすみ、方向幕式表示器に比べて単純で軽量な構造設計が可能になっている。寿

命や構造面から考えても方向幕式表示器に比べて LED 式表示器はメンテナンスが容易

である。 
鉄道では、ダイヤ改正、新駅開業、新愛称の列車の登場、転属による走行区間の変更

など、その車両に関係してくる駅名や愛称の変更は付き物になっている。方向幕式表示

器では、表示が「幕」というアナログな物である以上、たった１駅表示内容が変更され

たとしても、方向幕を取り外し、新たに１駅を追加・変更した方向幕に交換するという

作業が発生する。また方向幕の場合、太陽光や蛍光灯の明かりにさらされていることか

ら、印刷部分や方向幕自体の劣化という問題がある。 
これに対して LED であると、LED の集合によって文字やイラストを表現しているこ

とから、方向幕と同様の変更があった場合でも、ソフトウェア上の修正で対応が可能で、

方向幕式に比べて柔軟性があると言える。 
このようにメンテナンス性、柔軟性、そして寿命といった点から、LED 式の行き先

表示器が多く用いられるようになっている。 
 

② 車内表示器 
新幹線や特急列車の通路上部、また 近では通勤列車のドア上などにも表示器の設置

されている車両が増えてきている。元々は乗客に対するサービスとしての意味合いが強

かったが、新幹線や特急列車では、停車駅間が長いため、各鉄道会社がオリジナルなコ

マーシャルやニュース情報を流すなど、乗客に対しての情報提供を行っている。 
 

図表１－２８ 車内表示器の一例 

 
 
 
 
 
※様々な LED が組み合わされており、駅名表示部分にドットマトリックス LED ユニット、時計
部分に７セグメント表示器、便所マークに面発光 LED が使用されている。 
出所：「鉄道ファン 2004 年 12 月号」交友社 
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また表示部分の横にトイレや車内公衆電話の使用中を示すイラスト表示を備えたも

のもある。車内表示器は、大まかに次の２つに分類される。 
 

・マップ式表示器 
その列車が走る路線を予めイラストで表しておいて、現在の列車の位置や進行方向、

ドアの開く方向などを LED の点灯と点滅、発光色を使い分けることによって表現する

表示器である。 
また方向幕と同様に鉄道会社や路線によって表示器の表面のパネルデザインが個性

的なものになっている。この場合、表示器の表面パネル自体は、印刷であるため、新駅

の開業や路線延伸といった変更の際にはパネルを交換するという対応が必要になり、こ

の意味では柔軟性に多少欠けると言える。このパネルタイプの表示器では、面発光の

LED が使用される。 
図表１－２９は、横浜市交通局 3000 系の一部で採用されている室内表示器で、マッ

プ式の表示器で現在位置を表示し、このタイプで用いられる LED は、ドットマトリッ

クス LED ユニットで、次駅や行き先、乗り換え案内、扉の開く方向などを表示できる

ようになっている。 
 
図表１－２９ 横浜市交通局 3000 系で用いられているマップ式表示器（上部（下部はフリーパ

ターン表示器）） 

 
 
 
 
 
 
出所：「鉄道ファン 2004 年 12 月号」交友社 
 

・フリーパターン表示器 
近よく目にする表示器としては、このドットマトリックス LED ユニットを用いた

フリーパターンのものがある。名前の通り、自由に表示内容を作ることが可能で、次駅

や行き先といった乗客が一番知りたい情報を表示するだけでなく、それ以外にも扉の開

く方向の案内やコマーシャル、ニュースといった情報も提供していることは上述した通

りである。 
このタイプの表示器では、３色表示が可能であり、文字を色分けして表示させること

も可能である。また表示を固定せずにスクロール（移動）させる場合には、文字数にと

らわれることなく自由な表示が可能となる。実際の表示器では、文字を右から左にスク
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ロールして表示させている。 
 

当初はサービスの意味合いが強い表示器であったが、近年ではチャイムを内蔵し、音

で扉の開閉を知らせるものが登場するなど、バリアフリーの観点から導入されるケース

が増えている。目や耳の不自由な方にも安心して利用してもらうために、新車を中心と

して既存車両でも改造して取り付けるケースが増えている。 
 

③ 標識灯・尾灯 
LED のメリットである長寿命ということを生かして、 新の新型車両では、ほとん

どが標識灯・尾灯として LED を採用している。図表１－３０は標識灯と尾灯が一体化

されたユニットを採用している近鉄の 22000 系で、図表１－３１は標識灯時の点灯状態、

図表１－３２は尾灯時の点灯状態を示している。 
色の違う LED を高密度に並べ、片方の LED が点灯している時にはもう片方は消灯さ

せることにより、１つのユニットで２色の発光を可能にしている。これにより、従来の

ように標識灯と尾灯を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れる。これは LED
の特徴を生かした構造設計と言える。 
 
図表１－３０ 近鉄 22000 系における標識灯・尾灯 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：「鉄道ファン 2004 年 12 月号」交友社 
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図表１－３１ 標識灯時の点灯状態 

 
 
 
 
 
 
 
 
     出所：「鉄道ファン 2004 年 12 月号」交友社 
 
 
図表１－３２ 尾灯時の点灯状態 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：「鉄道ファン 2004 年 12 月号」交友社 
 
 

④ 前照灯 
車両の顔でもある前照灯は自動車業界と同様に、電球式からスタートし、シールドビ

ームランプと赤色 LED の組み合わせへと変わってきた。尾灯を LED 化したことで保守

面ではかなり改善できたが、前灯にシールドビームを使用している限り、大幅な削減に

はならない。シールドビームはフィラメントにタングステンを使用しているため、時間

が経つに連れフィラメントが細り、それが車両振動に耐えられなくなると断線して不点

灯となる3。 
 また、ここ数年は昼間も点灯させているためさらに寿命が短くなってきており、運用

においては断線する前に交換せざるを得ないため、期間を設けて管理しているのが実情

である。ここにきて乗務員からも明るさを求められて来た事で、この明るさと寿命を満

足するランプとして以下の特徴をもつ HID（放電灯）が注目され、開発が始まっている。 

                                                  
3 前灯、尾灯どちらかが不点灯でも車両は運行できない。 
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• 省電力（35W）である。（シールドビーム 250W 以上の光度が得られる） 
• シールドビームと比較して、色温度が高く視認性が良い。 
• 寿命がシールドビームの 2 倍以上。 
• フェラメントが無いため耐震性に優れる。 
• 低発熱のため、設置場所の制約が少ない。（放熱対策が不要） 
• グレア（眩しさ）光が少ないため、視認性に優れ、乗務員の疲労が少ない。 

 

HID の点灯にはスタータとバラストが必須である。現在は、バラストのみ HID 灯具

の近傍（車体側）に設置しているが、今後スタータとバラストを一体化し、HID 灯具内

に収納することでさらなる小型化が可能となる。ここでは、自動車照明の技術も一部応

用されている。 
また、この HID ランプと尾灯（LED）を組み込んだコンビネーションランプや車両

の安全性能を向上させるため、走行状況に応じて配光を自動制御する次世代ランプなど

の開発が進められている。 
ただし鉄道における前照灯の位置付けは、自動車のヘッドランプとは異なる。すなわ

ちどちらかと言えば、表示的な機能であり、空間を照らすという、照明の意味合いが低

いということである。 
 

⑤ 客室照明 
客室照明には蛍光ランプ（FLR）が使用されており、新幹線は 110W、その他在来線

は 40W が一般的である。電源には架線から給電した直流 1,500V を補助電源にて低圧の

交流に変換して、蛍光ランプに電源を供給している。車両の補助電源には高調波成分が

含まれていることが多いので、それらにも影響しないような安定器を使用している。し

かし、このシステムでは車両故障（架線からの電源供給停止）が起きると全ての客室照

明が消灯し車内は闇に包まれパニック状態に陥ってしまうため、車両にはこれら非常事

態を想定し、直流の 100V バッテリーを搭載している。この直流で点灯できる蛍光ラン

プ（インバーター）が 1 両に 2～3 灯配置されており非常時に備えている。 
 ただし、新幹線は直流の 100V を電源としたインバーター方式を採用しているため上

記の問題は発生しない。 
照明デザインは大きく分けると間接照明式と直接照明式に分類できる。間接照明式は

新幹線のような特急車両に多く採用され、デザイン重視で設計が行われる。この場合、

照度面では劣るため補助灯（読書灯、荷棚灯、他）を組み込み、バランスを保っている。

ちなみに車両内の照度は、読書面で約 250lx が基準とされており、新幹線は特別で 300lx
以上確保されている。 
 直接照明式は在来線に多く採用されており、蛍光ランプが直接見えるような構造にな
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っている。ただし、蛍光ランプが何かの衝撃で割れて乗客に怪我などをさせないよう、

飛散防止型ランプが使用されている。また同じ在来線でも質感を高めるために蛍光ラン

プをグローブで覆うタイプが採用されることがあるが、ランプ当りの照度は下がること

となる。 
室内照明の今後の課題として検討されている第一ステップとしては、安定器を全てイ

ンバーターに置き換えることである。メリットとしては、省電力（Hf 蛍光ランプの採

用）、軽量化、ちらつきの軽減などがあげられるが、反面コストがネックとなり今後さ

らなる価格検討が必要とされている。 
第二ステップでは白色 LED または HID ランプを使用した今までにない客室照明の検

討である。 
 

この新しいステップとして、2005 年 3 月より運転が開始される小田急電鉄株式会社

の新型ロマンスカー（50000 形「VSE」）では、荷棚下の照明として電球色の LED 照明

が用いられている。 
新型ロマンスカーは、新宿と箱根とを結ぶ「ロマンスカー」のサービスを一層高める

ことを目的とし、展望席やコンパートメント形式のサルーンを設置するほか、連続窓の

採用や、高いドーム型の天井など、快適な居住性を向上させるさまざまな技術・デザイ

ンを採用している。 
これは建築家・岡部憲明氏の総合デザインによるもので、LED 照明も岡部氏のデザ

インコンセプトの中で、活用されている。 
 
図表１－３３ 新型ロマンスカー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：小田急電鉄 HP（http://www.odakyu-group.co.jp/） 

 

この新型ロマンスカーでは、東芝ライテック社製の直線形状の LED モジュールおよ

び電源が用いられている。 
LED照明はこの先進的な車両にふさわしい高輝度・省スペースの新照明光源として、
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座席上部（荷物棚下）、展望室天井、乗降口上部、運転席天井などに１編成（10 両）あ

たり直線形状モジュール（電球色:2800K）約 1,900 本、専用電源 100 台が設置され、そ

の優れたデザイン性も相まって上質な室内空間を演出している。 
LED が鉄道車両室内照明にこのような大規模で導入されるのは国内初のケースであ

り、デザイナー主導のもと、新しい車両室内照明の可能性を広げたものとして、今後の

展開が期待される。 
 

図表１－３４ 新型ロマンスカーで用いられた LED モジュールについて 

 

●ＬＥＤ照明シリーズ「Ｔ．ＬＥＤｓ」 
直線形状ＬＥＤモジュール （新型ロマンスカー・ＶＳＥ向け特別仕様） 
（各数値はモジュール１本あたり） 
    サイズ： 長さ 210mm Ｘ 幅 30mm × 高さ 12mm 
    質量 ： 約 130ｇ 
    使用ＬＥＤ ： 電球色 18 個 
    中心光度  ： 12ｃｄ 
    ビームの開き： 60° 
    消費電力  ： 1.3W 
    寿命    ： 40,000 時間 
 

出所：東芝ライテック社プレスリリース 

 

ところで、海外の鉄道でもわが国ほどではないが、LED の導入が進められている。 
アメリカの鉄道貨物路線長は 40 万キロメートルであり、日本の 2 万キロメートルよ

りはるかに多い。また貨物輸送に占める鉄道輸送比率は日本が約 3％であるのに対し、

米国では約 30％を占めており、きわめて重要な貨物輸送手段である。したがってその

効率化のためにいろいろな技術開発が進められており、そのひとつとして EOT デバイ

スがある。従来、貨物貨車の車掌は、主に列車分離時の対処や、機関車からの汽笛指令

による非常ブレーキ掛け、防護（鉄道用語で追突防止のこと）等を行っていた（これは

日本でも同じである）。 
1988 年頃から貨物列車の車掌車（カブース）省略が行われ始めた。その代わりに登

場したのが End Of Train Device である。持ち運び可能な充電式の機械で、列車 後尾に

取り付ける。空気ホースがついていて、そこにブレーキ用の空気パイプを連結する。バ

ッテリーの消耗を減らすために赤色 LED 化が進んでいる。 
 

一般的な機能としては、 
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• 点滅赤色灯（防護機能） 
• 機関車からの無線指令で非常ブレーキを掛ける機能 

 

がある。 
機関車側に積み込むコントロールユニットとセットで使われる。無線はデジタルであ

り、各 EOT は自分の ID が付けられた指令しか反応しない。 
近では GPS 機能を搭載して常に列車位置のモニターを行う（列車分離を検知する

ため）機能や、ブレーキ管圧力をモニタリングして異常を検知する機能がついたものな

どがある。 
ちなみに日本や欧州では昔から信号機による閉塞（線路を区切って、一区間に 1 列車

しか入れない仕組み）があるので、貨物列車の車掌を省略しても EOT のような装置の

導入はないが、リモートコントロール設備として参考になる。 
 
図表１－３５ アメリカの貨物列車 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、ニューヨークの地下鉄は 468 駅あり、車両数 5,971 両、年間 12 億人が利用す

る重要な交通手段である。路線が入り組んでいて、各路線ともに規格が統一されている

ので同じ線路・プラットホームを共有するところが多い。 
時刻表があるわけでないので人々は次の路線は何路線かを知るためにアナウンスと、

車両前面にある大きな路線マークを用いている。車両は順次新しいものに切り替えられ

ているが、 新車両（R142、R143）では LED 化が進んでいる。 
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図表１－３６ ニューヨークの地下鉄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所： http://www.nycsubway.org/index.html 
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（２）空運分野 
 

航空機用照明としては搭載場所により、機体外部に搭載される外部照明、乗客 10 人

以上の飛行機に搭載が義務付けられている非常用照明、また機体内部に搭載される客室

照明、貨物室照明、操縦室照明、などに分類される。搭載が義務付けられている外部照

明と非常用照明の具体的な内容､及びそこで現在使用されている主要な光源を図表１－

３７、図表１－３８に示す。 

 機体への装着は義務付けられていないが一般的に使用されるその他の照明について

同様の整理をしたものを図表１－３９に示す。航空機用照明に使用される光源には、シ

ールドビーム、白熱電球、ハロゲン電球、無機 EL、LED などが使用されている。 

 

図表１－３７ 外部照明 

種類 目的 主要な使用光源 

着陸灯 

Landing Light 

着陸時に滑走路を照明する。また、

着陸態勢に入ったことを地上及び

他の飛行機に知らせる。 

シールドビーム、ハロゲン電球 

航空灯 

Position Light 

主翼の両端及び尾部に取り付けら

れ機体の飛行姿勢及び飛行方向を

他の飛行機に知らせる。 

白熱電球、ハロゲン電球 

衝突防止灯 

Anti-Collision light 

航空機同士の衝突を防止するため

に、自機の位置をランプの点滅で知

らせる。 

ハロゲン電球、キセノン放電ラン

プ 

主翼着氷監視灯 

Wing Illumination Light

主翼の内、着氷の恐れのある部分を

照明し、目視により主翼への着氷を

確認する。（主翼の着氷の可能性の

ある場合） 

シールドビーム、ハロゲン電球 

出所：和泉佳宏「航空機用照明の概要」照明学会誌、Vol.86 No.12 2002, P.909,P.911 より作成 
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図表１－３８ 非常用照明 

種類 目的 主要な使用光源 

非常脱出口灯 

Escape Light 

客室から外へ踏み出す避難経

路の第一歩の場所を照明す

る。 

白熱電球、ハロゲン電球 

出口灯 

Exit Sign 

乗客用非常脱出口を示すため

「非常口」などの白地に赤色

の文字を点灯する。 

白熱電球、LED 

床面近接非常脱出経路標識 

Floor Proximity Emergency Path 
Parking 

非常時、煙の発生を想定して、

煙の少ない床面付近に搭載

し、出口までの経路を示す。

白熱電球、LED 

出所：和泉佳宏「航空機用照明の概要」照明学会誌、Vol.86 No.12 2002, P.909,P.911 より作成 

 

図表１－３９ その他の照明 

 種類 目的 主要な使用光源 

滑走灯 

Taxi Light 
着陸後、滑走中に滑走路面を照

明する。 

 外

部

照

明 

ロゴライト 

Logo Light 
垂直尾翼のエアラインのロゴ

マークを照明する。 

シールドビーム、ハロゲン電

球 

読書灯 

Reading Light 
乗客が読書などをする際に使

用する。 

白熱電球、ハロゲン電球 客

室

照

明 

天井灯 

Ceiling Light 

客室全体の間接照明。 蛍光灯 

貨物室灯 

Cargo Light 
貨物室内を照明する。 シールドビーム、ハロゲン電

球 

貨

物

室

照

明 

サービスエリアライト 

Service Light 
貨物室などで地上警備員の操

作盤などの照明をする。 

シールドビーム、ハロゲン電

球 

マップライト 

Map Light 
操縦士が地図などを見るとき

使用する。 

白熱電球、ハロゲン電球 

計器照明 

Instrument Light 
計器の表示部を照明する。 白熱電球、LED、無機 EL 

エッジライトパネル 

Edge Light Panel 
スイッチなどの名称を表示し、

照明する。 

白熱電球、LED、無機 EL 

操

縦

室

照

明 
警報灯 

Warning Light 
搭載機器の異常を操縦士に知

らせる表示。 

白熱電球、LED（液晶バック

ライト） 

出所：和泉佳宏「航空機用照明の概要」照明学会誌、Vol.86 No.12 2002, P.909,P.911 より作成 

 

航空機照明の 近の開発動向としては、従来のシールドビーム、白熱電球、ハロゲン

電球などの光源を HID 放電ランプ、LED などの長寿命光源に置き換えることにより設

備費用の大幅な低減を図ろうとしている。近い将来フィラメントを全く用いない灯具を
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搭載した機体が登場すると予想される。また、客室照明では長時間の飛行による乗客の

疲労を低減する照明環境が要求されており、照明色コントロール技術などが検討されて

いる。航空機用照明も機能第一の設計からトータルコスト低減及び感性に訴える設計が

取り入れられ始めている4。 
 

 

                                                  
4 和泉佳宏「航空機用照明の概要」照明学会誌 Vol.86 No.12 2002, P.910～911 
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（３）海運分野 
 

海運分野においては、灯浮標（ブイ）への LED 化が進められている。灯浮標（ブイ）

は、陸上の灯台とともに「海の道しるべ」として主要な航路、浅瀬や暗礁を表示するな

ど、海上交通の安全のためには、なくてはならないものであるが、ブイへの通航船舶の

衝突事故が頻発している。船舶が衝突すると、灯火が消えたり、位置がずれたりする他、

ひどい場合にはブイ自体が沈没することもあり、海上交通の安全に多大な影響を与える

こととなる。これら事故を防ぐため、より見えやすいブイとなるよう、光源を LED（発

光ダイオード）化したり、同じ航路のブイを同時に点灯させる等の措置を施している。 
 

また集魚灯についても青色 LED の採用が進められている。香川大学大学院工学研究

科の岡本研正教授は、1994 年に、一般に魚は光に群がる性質、すなわち「正の走光性」

を有することを知り、海産魚の多くが青緑色をピークに青色から緑色の光に集魚効果が

あることを知ったことから、イカつり漁での LED 利用を考案し、青色 LED を光源とす

るイカつり集魚灯の開発を行った。 
2000 年 9 月には、香川県庵治港にて、500 個の青色 LED をマトリクス状に並べた LED

パネル光源 12 枚（青色 LED の全個数は 6,000 個）を香川大学農学部所有の実習船カラ

ヌス号に設置して、デモンストレーションを行っている。 
 
図表１－４０ 香川大学実習船カラヌス号でのデモンストレーションの様子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   出所：新聞資料 
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2001 年からは、水産庁の外郭団体であるマリノフォーラム 21（MF21）の事業助成費

を得て、高松市の船舶電子機器メーカー・高木鋼業株式会社（高木満津雄社長）と共同

で本格的なイカ釣り漁船用 LED 集魚灯の開発ならびに洋上での操業実験を行ってきた。

洋上操業実験は小型漁船をチャーターし、それに数十枚の青色 LED パネルを搭載して、

実際に徹夜のイカ釣り操業を行うものであり、2001～2003 年の間に、兵庫県、長崎県

の日本海沖および北海道函館沖で実施されてきている。ここでは水産庁や MF21 関係者

が時々乗り込み、操業実験においては、青色 LED 集魚灯を使った場合でも、従来のメ

タルハライド集魚灯を使った場合と比べても遜色ない漁獲が得られることが実証され

た。 
 

この岡本教授の研究を受けて、水産庁研究指導課が平成 14 年度より「青色発光ダイ

オード集魚灯によるイカつり漁業革命事業」として、青色 LED の 大発光波長（450
～500nm）が海中での光力減衰が著しく少ないことやイカ類の視感度の 大値（470～
490nm）とほぼ一致していることから、集魚灯光源として極めて優れた特性を備えてい

るとしている。 
それ以外にも、LED の特徴から、 

 
• 消費電力が極めて少ない（現行のメタルハライド灯の 1/50～1/100）ことか

ら、大幅な燃料油の節減効果が期待され、二酸化炭素の排出削減に寄与す

ること。 
• 10 年以上の長寿命であること（メタルハライド灯は約 2 年）。 
• 指向性が強く、光束の 9 割以上を水中に照射出来ること（点光源であるメ

タルハライド灯は約 8 割が空中に散失してしまう。そのため光利用効率が

低く、燃料消費量が大きい）。 
• メタルハライド灯の制御に必要な安定期や発電機が不要となることから、

大幅な設備費の削減や船内スペースの増加が期待されること。 
• 紫外線放射による漁業者の健康への影響や光害による環境への影響が少

ないこと（集魚灯の光は人工衛星からも確認出来るほど）。 
 

がメリットとしてあげられている。 
このプロジェクトでは、上記のような LED の理論的な効果を確認するための実証実

験を行うこととしている。イカ釣り漁業では、漁業支出の約 2 割を燃油代が占めており、

これを LED 化による燃料代の削減によって、ランニングコストの軽減を図ることを一

つの目的としている。 
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また静岡大学工学部電気・電子工学科の藤安教授は、1998 年より、地域の中小企業

と連携し、アコヤ貝の飼育に LED を照射し、その発育状況への影響を調査している。

LED 光の照射により、寄生虫がほぼ無くなり、成長も照射しないものに比べて約 1.5 倍

成長する結果となっている。 
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１－２－３ その他の分野（農業分野など） 
 

LED の応用分野の一つとして、農業に対する取り組みがある。特に農業の機械化が

先進諸外国に比べて大幅に遅れているとされており、食料自給率の低いわが国にとって

は、「農業の機械化」は今後も積極的に展開が期待される分野でもある。 
LED は農業の機械化の一つでもある野菜工場の構成要素として重要な位置を占めて

いる。 
 

農業用 LED の例としては、害虫防除用に LED を用いる研究、LED を用いて特定の光

質の光を特定部位に補光することにより、作物の形態制御や品質向上に活用する研究な

どが実施されている。後者の研究の具体的成果例は、東京都田無市の新倉農園のもので、

LED を集めて蛍光管型に加工したランプを冬場のハーブの補光栽培に利用して好成績

を得ている5。 
画像処理用 LED メーカーのシーシーエスは、LED を利用した植物育成装置を開発し

た。これは、LED と冷却素子を使い、植物育成の環境制御を簡単に行える装置で、従

来の蛍光灯や水銀灯などの光源に比べて制御が容易な LED を利用している。電子冷却

素子と組み合わせ、光源の色や照度、温度、湿度などさまざまな環境設定を緩やかに高

精度で調節が可能である。 発光幅が調整可能な周波数による「パルス制御」の手法を

採用、LED と組み合わせた機種は業界初めてのものである。パソコンをつなげて、複

数の装置を管理することもできるという。  
 

また東京・大手町で、かつて大手銀行の金庫として使われていたビル地下において「コ

メ・野菜工場」が 2005 年 2 月から稼働している。 
コンピュータ制御による人工照明や室温調整などのハイテクを駆使し、無農薬のトマ

トやレタスを生産する。転職支援会社が、職についていない若者やリストラされて失業

中の中高年の就農支援のために農業研修の場として、あえて足の便のいい都心部に建設

したものである。今春の初収穫の結果や研修希望者数によっては、他の都心ビルでさら

に大規模な野菜工場を造り、本格的な出荷をめざしている。 
運営に乗り出すのは、ソニーやキヤノンなど約 30 社が出資してつくった転職支援会

社の「関東雇用創出機構」と人材派遣大手のパソナで、両社は大手企業の熟練技能者を

中小企業に紹介する事業を進めている。農業も今後は雇用吸収の余地が広がるとみて、

高付加価値の野菜を生産する工場運営と就農支援の実験に乗り出している。 
野菜工場では発光ダイオード（LED）など、人工的な照明だけを使って野菜をつくる。

技術指導は、植物工場を専門とする東海大学開発工学部の高辻正基教授が行っている。

完全制御型の植物工場は全国で現在 15 カ所あるが、ほとんどは郊外に立地しており、

                                                  
5 http://www.ruralnet.or.jp/gn/199804/yasaiLED.htm 
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都心ビルに設けられるのは初めてという。  
場所は大企業が集まる大手町にある大手町野村ビル（地上 27 階・地下 5 階建て）。破

綻した東京生命が上層階を、実質国有化された、りそな銀行（旧大和銀行）が下層階を

使っていたが、いずれも撤退し、今は賃貸ビルとして複数の企業が入居している。パソ

ナの本社が入居したのを機に、金庫室だった地下２階も借りた。  
約１千平方メートルにトマトやサラダ菜、レタス、イチゴなどの野菜・果物、花やハ

ーブ類などのプラントを栽培しており、今後は棚田も設けコメも栽培する計画である。 
コンピュータで室温を調節し、培養液や二酸化炭素を吹きつけることで、農薬を使わ

ないで栽培をする。基本的に土をあまり使わない水耕栽培が中心である。 
春には野菜の収穫が始まる見通しで、当面はビル内の食堂で使う。成功すれば、都内

の他のビルにも広げて大量生産の態勢を整え、都心の飲食店などにも出荷する。  
当初、栽培を担当するのは就農を目指す元フリーターの若者ら数人で、同機構が秋田

県大潟村に派遣し、農業の実地研修を積んできた。大潟村での就農研修に送った中高年

サラリーマンやフリーターは 2003 年から総勢約 100 人にのぼる。今後、農地での実習

ができなくなる冬にはこの野菜工場で栽培技術の研修をする。 
 

ところで、一般に、地上の植物に対して、太陽からは、紫外から赤外まで幅広い波長

の光エネルギーが照射されている。しかしながら植物はその全ての波長のエネルギーを

利用している訳ではないため、LED を用いることで植物の生育に有効な特定の波長を

選択して照射することが可能となっている。 
また LED の特徴である省電力を生かして、他の照明ランプを用いた植物栽培に比べ

て、省電力・低コストでの植物栽培が可能となっている。 
植物栽培光源として LED を用いることのメリットとしては次のようなことが考えら

れている6。 
 

① 波長特性 
LED によって出力される放射スペクトルの半値幅は、他の光源と比べて小さく、輝

線スペクトルなどの混入もない。植物栽培では赤色 LED が中心的に用いられるが、こ

のスペクトル半値幅は 20～30nm で、ほぼ純色に近いと言える。現在では、化合物半導

体の種類と構造を変えることで、赤外、赤色、橙色、黄色、緑色、青色などほぼ自由に

発光色を選択し、それらを目的に応じて組み合わせることが可能である。 
ところで、可視光の中で植物が利用する光の波長は、光合成反応で用いられる赤色光

（640～700nm）、屈光性や形態形成に用いられる青色光（400～470nm）、赤色光と遠赤

色光の可逆的な光反応で発芽や花芽形成に関わるフォトクロム反応系（650～740nm）

の 3 種類であると考えられているが、LED を用いることで、植物に必要な波長の光を

                                                  
6 渡辺博之「LED で育てる野菜」照明学会誌、第 85 巻第 3 号、平成 13 年 
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集中的かつバランス良く照射することが可能となる。これによって従来の光源に比べて、

より効率的な栽培が出来ることになる。 
 

② 近接照射 
植物栽培に利用する可視領域の LED 光には、赤外領域のエネルギー放射を含まない。

すなわち LED ランプパネルに葉が接触するような状態でレタスなどの栽培を続けても、

熱線による葉焼けなどの障害は見られない。このため LED 光源を栽培植物の大きさが

許すギリギリの位置からの近接照明が可能となり、植物の光利用効率を高めることが出

来る。また小さな栽培ユニットを何層も積み重ねることで、全体としても小規模の栽培

措置に仕上げることも可能となる。 
 

③ 形状 
LED チップは形状が小さく、光源ランプの形状もフレキシブルに設計出来るのが一

つの特徴である。例えば、厚さ数ミリのパネル光源はもちろんのこと、薄いシート上の

光源やひも状の線光源なども設計することが可能である。 
野菜工場の場合、植物の高密度、高集約栽培を極限まで進めようとすると、限られた

装置スペースを有効に利用し、栽培植物に対して近接、均一に光照射する必要がある。

光源ランプのサイズ・形状を自由に設計し、そのスペースメリットを十分に生かすこと

は、装置全体の効率性を高める上でも大きなアドバンテージとなる。 
 

実際には、静岡県豊田町の農事組合法人サンフィールドが、世界で初めて LED 野菜

工場を稼働させている。24 時間赤い光を照射することで、通常二ヶ月半かかるレタス

の成長を１か月に縮めており、季節や天候に関係なく、毎日約 5,000 株出荷出来る。生

産量は 125 平方メートルの工場で 3 ヘクタールの畑に匹敵する。 
ここで作られた野菜は新野菜「コスモリーフ雅」という商品名で、「LED 光源を利用

した野菜工場（全自動水耕栽培プラント）で生産された農薬を使わない安全で安心出来

る野菜」として販売されている。 
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水分(g/100g) 95.7 95.6 1

タンパク質(g/100g) 1 1.2 1.2

脂質(g/100g) 0.2 0.2 1

植物繊維(g/100g) 0.5 0.4 0.8

灰分(g/100g) 0.6 0.8 1.3

糖質(g/100g) 2 1.8 0.9

エネルギー量(kcal/100g) 13 12 0.9

鉄分(mg/100g) 1 0.59 0.6

総カロテン(mg/100g) 0.13 1.79 13.7

ビタミンＡ効力(IU/100g) 70 990 14.1

総アスコルビン酸(mg/100g) 6 11 1.8

総トコフェロール(mg/100g) 0.3 1.3 3.3

コスモリーフ雅（Ｂ） B/A比(倍)
露地物一般
玉レタス（Ａ）

図表１－４１ LED 野菜工場で生産された新野菜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：コスモプラント株式会社コスモファーム事業部ＨＰ（http://www.cosmofarm.com/） 
 

栄養面でも一般のレタスに比べて、ビタミンＡ、Ｃ、Ｅの含有量が高く、ビタミンＡ

については露地物に比べ 14 倍強もの効力を有している。またハウス栽培のイチゴやト

マトに LED を照射すると糖度が増すという傾向があることが分かっている。 
 

図表１－４２ コスモリーフ雅の栄養成分表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：日本食品分析センター調べ（1999 年 11 月 12 日） 
出所：コスモプラント株式会社コスモファーム事業部ＨＰ（http://www.cosmofarm.com/） 

（写真左：「コスモリーフ雅」、写真上：野菜工場の様子）
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これ以外にも、LED を農業用途で用いる事例は多くある。静岡県浜北市にある、や

まと興業株式会社では、家庭での植物育成用「LED アームライト」を販売している。 
やまと興業では LED を用いた植物栽培事業に取り組んでいるが、これを家庭向けに

観賞用としても使えるようにしたのが、「LED アームライト」である。 
植物の成長に必要な光の波長のみを照射し、無駄なく光合成を促すことができる。光

合成では、赤色の波長と青色の波長とが必要であるが、このアームライトでは必要な赤

青色の光のみを、強く照射することが可能である。 

 
図表１－４３ 植物育成用「LED アームライト」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：やまと興業パンフレット
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第２章 LED 照明機器システムの輸送機械システムへの適用に関する技術動向

調査 
 
ここでは第１章で示された輸送機械システム部門での LED 照明機器システムの適用

事例から、LED を輸送機械システムの中で用いる際に必要とされる技術の動向につい

て、調査・検討を行った。特に輸送機械システムで用いる際に求められる技術要件に関

しても検討し、技術課題を抽出している。 
 

２－１ LED 照明機器システムの技術動向に関する調査 
 

２－１－１ 白色 LED に関する技術動向 
 

LED は、市場への普及が進んでいるものの、照明用途について必要とされる機能要

件を満たす、という意味では技術的にまだ確立したものではなく、発光効率の向上、発

熱の問題、光色・演色性といった光の質の問題など、様々な課題を抱えている。 
 

照明用途としての LED 技術は、青色 LED の開発により大きく進展してきた。1993 年
から 95 年にかけてカンデラ級の光度を持つ青色発光ダイオードと緑色発光ダイオード

が製品化され、それ以前より開発が進められていた赤色発光ダイオードとで高輝度３原

色の発光ダイオードが揃うことになった。これによりフルカラーディスプレイが可能と

なり、液晶用バックライト、計器用バックライト、信号灯器、照明用等に応用が急速に

広まった、という歴史を持っている。これらの用途には白色が要求され、白色を得る技

術開発が要求されていた。 
 

白色 LED の種類としては、大まかに図表２－１のような４種類がある。Type A のマ

ルチ・チップ型は、複数の種類（RGB あるいは補色関係）の LED チップを同一パッケ

ージに実装し、同時点灯することにより白色光を得る方法である。 
Type A は一般的に AlInGaP 系の赤色 LED、InGaN 系の緑色および青色 LED が使われ

ている。各色の LED チップが独立に駆動することでフルカラー表示が可能であり、ソ

ニーの大型液晶ディスプレイでは、この方式による LED が用いられている。 
一方で、AlInGaP 系の駆動電圧は 1.8V、InGaN 系の駆動電圧は約 3.2V～3.4V と異な

るため、駆動電源回路が複雑になる。また各色の LED からの発光スペクトルが狭いた

めに演色性に限界があり、一般照明用途としては扱いにくい。 
これに対して、Type B～D のワンチップ型の白色 LED では、Type A に比べると駆動

電源回路が単純になる。Type B は、InGaN 系の青色 LED と青色光で励起され、黄色の

蛍光体を発する YAG 蛍光体の組合せで実現する、二波長蛍光体型の白色 LED で、現在
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のところ も市場で流通しているものである。小型の SMD 型として携帯端末のバック

ライトとして大量に用いられているのは、上述した通りである。 
しかし、補色で実現した疑似白色のため、赤色と緑色が不足している。したがって一

般的に演色性には劣る。 近では、新しく開発された赤色系の蛍光体を用いて、昼白色

や電球色を実現している。問題点としては、白色 LED からの配光角によって発光色が

変化する、あるいは注入電流の増加に伴って発光色が変化するといった問題も指摘され

ている。 
Type C については、InGaN 系紫外 LED と三原色（RGB）の蛍光を発する蛍光体との

組合せで実現する三波長蛍光体型の白色 LED である。 
このタイプは、Type B と同様に、駆動電源回路が単純で済み、発光色の範囲も広く、

高演色性の昼光色や電球色の白色 LED などが容易に実現できるため、一般照明や液晶

のバックライトとしても実用化が期待されている。 
Type D は、今後大きな可能性を秘めている、LED チップ単独で白色発光する素子で、

ZnSeS 系の青色 LED と黄色の蛍光を発する ZnSe 基板との組合せ、あるいは異なる色を

発光する InGaN 系井戸層を MQW に積層した LED、および三波長発光型 LED などが開

発されている。 
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図表２－１ 白色 LED の原理とその比較 

白色発光の原理 具体例 特徴（◇長所, ◆短所） 

Type A：マルチ・チップ型 

 光の三原色あるいは補色関

係の LED チップを独立に駆

動 

A1InGaP 赤 色 

LED+ InGaN 緑色 

LED+ InGaN 青色 

LED 大型フルカラー

表示装置に使用され

ている。 

発光効率 24 lm/W 

CRI (Ra ) 25.515) 

◇蛍光体によるエネルギーロスがなく，原

理的には高効率（ 大では 40lm/W） 

◇発光色の電子制御が可能 

◆LED の種類ごとに駆動電圧が異なり，

駆動電源回路が複雑 

◆各 LED の発光スペクトルが狭く演色性

は劣る 

Type B：ワンチップ型 

（二波長蛍光体型白色 LED

型） 

 励起 LED：青色 LED 

 蛍光体：黄色発光蛍光体 

InGaN－LED（青色）

+YAG：Ce（黄色） 

発光効率 24.8 lm/W 

CRI (Ra ) 84.615) 

◇励起 LED が１種類であり駆動電源回路

は単純 

◆補色関係の二色を使っているため演色

性に劣る 

◆配光角により発光色が変わる 

◆注入電流により発光色が変わる 

Type C：ワンチップ型 

（三波長蛍光体型白色 LED

型） 

励起 LED：近紫外 LED 

 蛍光体：RGB 三波長発光蛍

光体 

InGaN－LED+RGB

の三波長発光蛍光体 

発光効率 30 lm/W 

CRI (Ra ) 9219) 

◇励起 LED が１種類であり駆動電源回路

は単純 

◇高演色性が可能 

◆ストークスシフトの分発光効率に不利 

◆耐紫外線性材料が必要 

Type D：白色発光 LED 

①ZnSe 系白色 LED 

②組成（幅）変調により異な

る色を発光する InGaN－

MQW LED 

①ZnSe 系白色 LED 

② InGaN － MQW 

LED 
発光効率 11.04 lm/W

CRI (Ra ) 42.721) 

◇原理的には高効率 

◇駆動電源回路は単純 

◆演色性は低い 

出所：只友、田口「白色 LED 照明技術の展望」機能材料（シーエムシー出版）2004 年 12 月号 

 

LED は従来のフィラメント電球とは根本的に異なる半導体デバイスであることから、

その特徴や問題点、開発課題などが従来の光源とは大きく異なるのが一つの特徴でもあ

る。 
半導体デバイスとしての LED チップは、0.3mm 角から 0.5mm 角のものが中心と小型

のもので、実装されたパッケージ（もしくはランプ）でも、数 mm～数 cm といった程

度であり、軽量、薄型の機器開発が可能である。また液晶バックライトとしても用いら

れているマルチ・チップ型の Type A の白色 LED（光の三原色あるいは補色関係の LED
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チップを独立に駆動）では、各色の LED を独立制御することにより、発光色（色度、

色温度）などを要求される光環境に合わせて電子制御することが可能である。 
これ以外にも、割れない、突然の非点灯の可能性はない、といった安全面でのメリッ

ト、また水銀を使わない、低消費電力といった環境面でのメリットも大きい。 
 

LED については長寿命、高信頼性が特徴とされており、数万時間の寿命というのが

一般的な認識となっている。実際、LED 素子自体の寿命はかなり長いというのは事実

であるが、使用条件によって寿命（長期信頼性）は大きく影響を受けることに注意する

必要がある。 
現在市販されている白色 LED（0.35mm 角の青色 LED チップを使用）に定格電流で

ある 20mA で連続通電すると、10,000 時間弱で光束は半減すると言われている。この劣

化原因は、封止材料の変質による透明性の低下が大きな要因で、長期信頼性を確保する

ためには、注入電流量を下げて使用しているのが現状である。 
寿命については、LED を半導体として見るのか、照明用の光源として見るのかで、

大きく考え方が異なっている。表示用途として開発し、利用されてきた半導体としての

LED を開発している半導体業界としては、「発光出力が初期の半分に低下する時間」、

すなわち光束維持率が 50％になったときを寿命として考えている一方で、照明業界で

は、従来のフィラメント電球等でも基準であった「光束が初期の 70％に低下する時間」

としており、業界による文化的な違いが鮮明になっている。特にユーザーの視点からす

ると、どれぐらいを目安に製品設計や空間設計を行えば良いのか、とまどう部分でもあ

る。 
この点については、表示分野では 50％、照明分野では 70％とするなどの基準を明確

にしていく必要がある。またユーザーサイドとしても、照明用途として用いる場合には、

どれぐらいの寿命が必要なのか、明示していくことも考えられる。 
 

例えば一般照明用途では、従来から光束維持率 70％を前提に照明設計や経済比較を

実施してきている。もし LED だけを 50％とした場合、ユーザーや照明メーカーが混乱

するだけでなく、既存の規格にも影響を与えかねない。また照明の場合は、視作業であ

ることを考えると、初期値の半分では十分な明るさを取れないことも想定される。 
照明設計においては、一般に機器の汚れなどを勘案して保守率というものを計算する。

蛍光灯などでは点灯時間が寿命の 85％の段階で実際には 70％の出力となってしまう。

もし LED の寿命を 50％とすると、保守率は 0.5 以下となる。照明設計の際は維持照度

（照明があたるところで求められる照度（JIS 規格で決められている））で計算するため、

初期の明るさを２倍にして設計する必要があり、過剰設計になる恐れがある。 
 

普及が進められている LED 式の交通信号灯器や道路情報板（高速道路向け）などで
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は寿命についての定義が行われている。 
 
図表２－２ 交通信号灯器や道路情報板の寿命定義 

用途 運用上の 

LED 期待寿命 

寿命の定義 

LED 式交通信号灯器 約 5～10 年 機能 低光度の 200cd まで劣化する時間を交換

寿命とする。 

LED 単体としては 25％の劣化を想定 

（交通信号灯器共通仕様解説） 

LED 式道路情報板 

（高速道路向け） 

約 5～10 年 初期光度半減値到達時間が 4,000 時間以上（60℃

環境） 

（可変式道路情報板設備標準仕様書） 

 

「交通信号灯器共通仕様解説（版４）」（警察庁交通局交通規制課）によると、交通信

号灯器の必要光度は、必要 低光度 200cd に対して、LED 光度減衰率 25％とレンズ汚

れ 7.4％を考慮して 288cd と設定されている（200cd／（0.75×0.926）＝288cd）。ある

LED チップメーカーが提示している劣化試験データでは、初期光度から 25％劣化する

までの時間は 20,000 時間以上（室内 25℃）とされており、単純計算すると、約 2.28 年

の寿命であるが、交通信号灯器の場合、通常運用での点灯時間比を赤色、青色で、１：

１（黄色はほぼ０と仮定）とした場合、期待される寿命は 4.56 年（約 5 年）となる。

交通信号灯器のメーカーでは、初期光度にマージンを加えたり、使用条件（点灯電流や

周囲温度）を緩和して製品化しているため、運用上の期待寿命は 5～10 年の範囲にある

と推定できる。 
ちなみに「交通信号灯器共通仕様解説（版４）」では、LED チップメーカーのデータ

を参考に LED 光度減衰率 25％とされているが、その条件と到達時間に関しては特に触

れていない。LED チップメーカーが定義する寿命が確定した時点で、この光度減衰率

25％というのも見直しの必要性があることが述べられている。 
またメーカーが初期値においてマージンを加える理由としては、LED のランプ光度

のバラツキが大きいためで、品質向上もしくは維持という観点よりも、作り込む上でマ

ージンを加えざるを得ないのが現状である。 
LED 式道路情報板については、「可変式道路情報板設備標準仕様書（機電通仕第 02107

号）」（日本道路公団）によると、標準輝度は 3,800cd/m2 とされており、同仕様にて初期

光度の半減値と定められている寿命定義を当てはめると、3,800 cd/m2×50％＝1,900 
cd/m2 となる。これは従来の電球式道路情報板で規定されている「道路情報表示に必要

な 低輝度約 1,900 cd/m2」と合致する基準である。 
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これをアレイニウス 10℃２倍則（温度が 10℃下がると寿命が２倍になる）より、平

均周囲温度を 25℃と想定した場合、4,000 時間×2＾（（60-25）／10）＝45,255 時間とな

り、連続点灯による期待寿命は約 5.17 年となる。これに各メーカーが初期光度にマー

ジンを加えたり、使用条件（点灯電流など）を緩和して製品化しているため、運用上の

期待寿命は 5～10 年の範囲にあると推定できる。 
 

このような考え方に立つと、LED アプリケーションの一般的な寿命定義としては、 
 

① 機能を満足するための 低限の明るさを明確にする。 
② ①に至るまでの時間が交換寿命（交換できないものは装置寿命）とする（使用す

る LED チップの保証寿命や期待寿命から算出した値に、適宜アプリケーション側

での延命効果などを加味する）。 
 

といった考え方によって算出することができる。したがって、まずは LED チップ単

体の寿命定義を明確にしていく必要がある。 
 

ところで一般的に白色 LED の性能劣化については、①LED チップ自体の劣化、②封

止材料・ボンディング材料（エポキシ系樹脂が多い）などの実装部材の劣化、③蛍光体

の劣化によって生じる。 
LED チップ自体の劣化については、電力、熱、機械的応力などのストレスによる転

位欠陥の増殖・活性化、不純物の拡散、水分などの影響による表面・電極の劣化によっ

て生じる。これはほぼ LED の使用環境によって決まると言える。屋外の表示板や寒暖

の差が激しい地域での使用などは、LED チップの劣化を早める結果につながる。 
 

封止材料などの劣化については、励起 LED からの放射光と熱による樹脂材料の変質

が原因であり、発光中心波長が短波長になるほど、外部量子効率が向上するほど（放射

光の増大）、注入電流密度が増加するほど（放射光および発熱量が増加）、白色 LED の

光束の劣化は加速されてしまう。 
したがって現在、発光効率の向上が叫ばれているが、そのために大電流化し、高い発

光効率を獲得するに従い、機器としての寿命は下がっていく、というジレンマに直面し

ている。 
ある樹脂材料メーカーの試算によれば、発光効率が 100lm/W（100mA）の場合では、

現時点では 1,450 時間しか樹脂が持たないとされている。2015 年でも 17,200 時間と蛍

光灯の代替として用いるには厳しい状況にあると言える。 
近では、20mA の低電流だけではなく、5W といった大電流化が進められており、

それに伴う発熱の問題から、発光効率の低下、樹脂へのダメージと LED の機能に対す
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る影響は大きくなると考えられ、放熱対策は LED の機能を確保する意味でも、非常に

重要な技術要素となってくる。 
 

また蛍光体についても、その種類によっては水分や放射光などの影響を受け、急速に

劣化する蛍光にある。したがって、耐環境性の蛍光体材料の開発、あるいは材料選定が

重要になってきており、一般には酸化物系の蛍光体の方が安定的であると言われている。 
 

図表２－３ 白色 LED の特徴・問題点・開発課題 
 特徴・問題点・開発課題 
半導体デバイス ・ 小型であり、軽量、薄型の照明器具を可能とする。 

・ 発光色などの電子制御が可能。 
・ キャリアの再結合発光であり、放射光に赤外線を含まない。 
・ 高温部がなく、火災などの原因となる危険が少ない。 
・ 低温に強い。 
・ 低電圧直流駆動。 
・ 割れないので安全。 
・ 劣化は徐々に進行し、突然の非点灯はない。 
・ 水銀を使わないので環境負荷が小さい。 
・ 種々の照明器具の形状に対応でき、デザインの自由度が増す。 

長期信頼性 ・ 耐衝撃性、耐振動性がある。 
・ 定格電流での寿命（光束が半減）は、10,000 時間弱。発熱量を抑えて使

用する必要がある。熱マネージメントが課題。 
・ 白色 LED 照明における寿命の定義を明確に行う必要がある。 
・ 高電流密度駆動で４万時間以上の長期信頼性が目標。劣化メカニズムの

解明、新材料・作製技術の開発が必要。 
・ 廃棄物が減少し、環境負荷が小さくなる。 

高効率 ・ 商品レベルで 20～30lm/W、実験室レベルで 60lm/W。白熱電球（15lm/W）

の発光効率を超え、蛍光灯（80lm/W）に迫っている。 
・ 100lm/W 以上の高効率化が目標。発光素子、蛍光体、実相技術などの一

体になった技術開発が必要。 
指向性 ・ 器具効率は高い。局部的な照明にはすぐに使える。 

・ 使い方によっては光害が抑えられる。 
光束 ・ 数 lm/ランプと素子単体から放射される光束が小さい。 

・ マルチ・チップ化、ラージチップ化、高注入電力化が課題。放熱対策な

ど熱マネージメントが重要となる。 
・ 25lm/単位光源が目標。 

高価格 ・ 現状のコスト効率は 0.02lm/円。 
・ 現状でも誘導灯などで用途はある。新規市場開拓が課題。 
・ 1lm/円以上のコスト効率が目標。 

特性分布 
（ばらつき） 

・ 製造プロセス由来の全光束および発光色の分布（ばらつき）が存在する。

ユーザーは白色 LED を選別して使っているのが現状。 
・ 表示用で発展した LED は特性分布の許容範囲が広い。照明用では全光

束のばらつきは、±20％以内。 
・ 配光角、注入電力によって発光色が変化する。 

出所：只友、田口「白色 LED 照明技術の展望」機能材料（シーエムシー出版）2004 年 12 月号 
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２－１－２ 国内における LED 技術動向 
 

照明用 LED の技術要素としては、大まかに分けて LED 素子技術と LED 応用技術と

に分かれる。LED 素子技術としては、「材料技術」、「構造技術」、「製造方法」、「LED 取

り付け技術」がある。また LED 応用技術としては、LED を使用した光源装置・ランプ・

発光装置等の「光源装置（共通）」、「液晶表示装置」、「面照明装置」、「自動車用標識灯・

車両用灯具」、「計器用照明装置」、白熱電球や蛍光灯に代替される LED による「一般的

照明装置」、信号灯器、階段用照明灯の「その他」が含まれる。 
以下では、国内ならびに国外の LED 技術に関する動向について検討を行っている。

特に輸送機械システムへの応用を考えた場合に必要とされる技術動向（LED 応用技術

（自動車用標識等灯・車両用灯具）とそれに関わる素子技術）を取り上げている。 
 
図表２－４ 照明用 LED の技術要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：（独）工業所有権総合情報館「照明 LED 技術」（平成 15 年度特許流通支援チャート） 

 

技術要素の主な内容については、以下の通りである。 
 

① 材料技術 
化合物半導体材料、ウェハーのエピタキシャル成長・イオン注入による結晶成長、電

極材料、蛍光体等 LED に取り付けられる外部材料、封止材料、パッケージング材料等

が含まれる。 
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② 構造技術 
LED としての pn 接合に代表される接合方式、発光方法等の LED 構造、電極構造、素

子構造等の外部構造、チップ化、ボンディング、パッケージング等の構造が含まれる。 
 

③ 製造方法 
LED のデバイス構造、ボンディングからパッケージングまでの製造方法が含まれる。 

 

④ LED 取り付け技術 
LED として完成したランプの形状やソケット等の取り付け部材、補助具を含む。ま

た LED の実装方法、固定構造が含まれる。 
 

⑤ 光源装置（共通） 
色々な用途に使われる光源（装置）、ランプ、発光装置、LED ユニット等を示す。LED

の完成品を使った発光ユニットであり、特定の用途や応用製品に限定されない一般的光

源を指す。 
 

⑥ 液晶表示装置 
液晶表示装置（LCD）のバックライト用光源としての用途、携帯電話用の LCD のバ

ックライトとしての用途が含まれる。また LCD のフロントライトによる照明も含まれ

る。 
 

⑦ 面照明装置 
特に液晶表示装置に特定されないバックライト・面照明装置を指す。 

 

⑧ 自動車用標識灯・車両用灯具 
自動車に搭載されるハイマウントストップランプ、方向指示器等の信号灯、室内灯、

前照灯等に使われている。 
 

⑨ 計器用照明装置 
自動車用の計器を含む計器用照明装置を指す。 

 

⑩ 一般的照明装置 
照明用 LED は純粋の照明装置として使われるものであり、現在の白熱電球や蛍光灯

に変わるものとして用いられるものである。 
 

⑪ その他 
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信号灯器、懐中電灯、足元灯、ペン先照明、撮影用照明、植物栽培用照明、医療用照

明、ストロボ、カメラ用照明、自転車の照明、物品検出用照明等多岐に渡っている。 

 

技術動向を見る意味においては、これらの特許・実用新案件数から、そのキーとなる

企業を抽出していくことが一つのやり方となる。 
図表２－５は、LED 技術の主要出願人の年次別出願件数の推移（1997 年から 2001 年）

を示している。なおこれは照明用 LED 技術に関わるものだけであり、他の LED 技術に

関しても網羅しているわけではないことに注意する必要がある。 
 

図表２－５ 主要出願人の年次別出願件数推移 

年次別出願件数 
出願人 

97 98 99 00 01 
合計 

豊田合成 6 5 26 24 21 82 

松下電器産業 6 12 18 11 35 82 

スタンレー電気 12 17 21 16 66 

松下電工 14 7 9 8 17 55 

市光工業 1 9 14 11 18 53 

日亜化学工業 8 7 8 10 14 47 

日本精機 8 8 9 12 9 46 

三洋電機 2 4 18 9 4 37 

シャープ 2 4 1 15 11 33 

ローム 6 5 6 7 6 30 

デンソー 4 3 8 15 30 

シチズン電子 1 3 4 7 11 26 

セイコーエプソン 6 6 6 5 3 26 

小糸製作所 2 3 3 4 13 25 

ソニー 4 5 2 6 6 23 

矢崎総業 3 3 5 6 2 19 

ルミレッズ（米国） 2 1 4 2 9 18 

東芝ライテック 3 2 1 7 4 17 

カシオ計算機 1 5 5 11 

東芝 3 1 2 4 1 11 

三菱電機 2 1 3 5 2 13 

岩崎電気 5 2 1 8 

出所：（独）工業所有権総合情報館「照明 LED 技術」（平成 15 年度特許流通支援チャート） 
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これを見ると、2001 年までの５年間では、豊田合成や松下電器産業、スタンレー電

気、日亜化学工業といったところが技術開発においては、メインのプレイヤーであった

ことが窺える。豊田合成や日亜化学、スタンレー電気といったところは LED のチップ

メーカーでもあり、従来から市場を牽引してきたところであるが、松下電器産業や松下

電工といったアプリケーションのメーカーが上位に登場している点が興味深い。 
LED の市場が拡大し、単にチップの開発に依存したものではなく、徐々に製品にお

ける改良や生産プロセスの効率化といった、応用技術も含めて産業化していることを示

しているとも言える。 
 

次の図表２－６では、技術要素別の出願件数トップ３の企業を示している。LED 素

子技術では、日亜化学工業やロームいったところが多く、シャープとスタンレー電気を

含む４社で、全体の出願の 37％を占めている。LED 応用技術では、LED メーカー以外

に、松下電器産業や小糸製作所、日本精機などの応用製品メーカーも出願上位に位置し

ている。 
本調査の対象である、自動車用標識灯・車両用灯具については、小糸製作所、スタン

レー電気、市光工業の３社が圧倒的で、４位が豊田合成であることから、自動車用照明

メーカー上位４社が 64％を占める状態になっている。また計器照明装置については、

日本精機、デンソー、矢崎総業といった自動車用の計器メーカー３社が 61％を占めて

おり、４位の豊田合成を合わせると、上位４社で 72％を占めている。 
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図表２－６ 技術要素別出願件数トップ３（1991 年～2001 年の 10 年間） 

分野 出願件数トップ３企業 

素子技術全体 日亜化学工業 シャープ ローム 

材料技術（90 件） 日亜化学工業 シャープ 
ルミレッズ 
（米国） 

構造技術（151 件） ローム 日亜化学工業 スタンレー電気 

製造方法（39 件） シャープ 日亜化学工業 
東芝 
ローム 

LED 素子技術 
（全体 309 件） 

LED 取り付け技術

（29 件） 
市光工業 日本精機 東芝ライテック 

応用技術全体 豊田合成 スタンレー電気 松下電器産業 

光源装置（共通）

（310 件） 
松下電工 岩崎電気 松下電器産業 

液晶表示装置 
（214 件） 

松下電器産業 セイコーエプソン ローム 

面照明装置（306 件） 松下電器産業 日亜化学工業 三洋電機 

自動車用標識灯・車

両用灯具（324 件）
小糸製作所 スタンレー電気 市光工業 

計器照明装置 
（186 件） 

日本精機 デンソー 矢崎総業 

一般照明装置 
（90 件） 

松下電工 山田照明 東芝ライテック 

LED 応用技術 
（全体 1,727件） 

その他（297 件） 松下電器産業 東芝ライテック 三洋電機 

出所：（独）工業所有権総合情報館「照明 LED 技術」（平成 15 年度特許流通支援チャート） 

 

ところで、現在の照明用 LED 技術の課題としては、以下のようなカテゴリーに分け

られる。 
 

① 光特性の向上 
これは、色度ばらつきの解消、色ムラの解消、輝度低下の抑制といったことが挙げら

れる。照明用途としては、色のバラツキが現在の LED の 大の問題である。また発光

効率についても、普及に向けての重要なファクターになってくる。 
 

・ 発光輝度向上 
・ 発行輝度の均一化 
・ 白色化・マルチカラー 
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・ 視認性向上 
・ 発光効率向上 
・ 光取り出し効率向上 
・ その他 
 

この解決手段としては、LED 材料・構造の開発が求められ、具体的には LED 材料や

構造に関するもの、電極材料・電極構造に関するもの、外部材料・構造（反射膜、遮光

部材等）に関するもの、蛍光体・その他の材料に関するものがある。 
「白色化・マルチカラー」については、LED 材料や構造、蛍光体・その他の材料に

よる開発が多いが、LED と蛍光体の組み合わせや LED と基板中のドーパントの組み合

わせに関する技術開発が多い。 
蛍光体については、白色化に大きな影響を与え、色度、明るさ、演色性といった白色

光の性質を左右する重要なファクターとなっている。しかし、蛍光灯や水銀ランプ、ブ

ラウン管用の蛍光体と比べて、LED 用の蛍光体は研究が始まったところであり、今後、

蛍光体の改善や開発が求められてくると考えられる。 
 

② その他性能の向上 
これには、温度上昇の抑制、品質の均一化、実装性の向上などが含まれる。また白色

LED については、一定期間の機能低下により、色が変色するという問題があり、特に

ハイパワー型のものに顕著に現れている。これは電気的な接続や静電放電、熱冷却の問

題、ドライブ電圧／電流の問題などが考えられるが、現在のところ、チップメーカーで

はその要因とそれに関するデータは存在しないに等しい。 
 

・ 低消費電力化 
・ 電気特性の向上 
・ 耐久性向上 
・ 信頼性・安定性向上 
・ 集積化・小スペース化 
・ その他 

 

 この技術的課題をクリアする方法としては、パッケージング・製造法の開発があげら

れ、デバイス製造法に関するもの、チップ化・マウント化、ボンディング構造・製造法

に関するもの、蛍光体・封止・モールディング構造に関するもの、パッケージング・製

造法に関するもの、その他の製造法に関するもの、とに大別される。特に信頼性・安定

性向上という課題に対しては、蛍光体・封止・モールディング構造に関する技術開発が

進められており、基板の凹部や貫通孔にチップを入れ、接着力を高めたものや、LED
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チップを基板ではさんだり、封止樹脂を隙間に充填したりする技術開発が進められてい

る。 
 

③ 製造性の向上 
これには取り付け作業性の向上、実装位置精度の確保、製造歩留まりの向上などが含

まれる。 
 

・ 工程簡略化 
・ コスト低減 
・ 製造性・メンテナンス性向上 
・ 構成・構造の簡略化 
・ その他 
 

製造性を向上する手段としては、LED ランプ取り付けの改善が挙げられ、その中で

も LED ランプの形状に関するもの、取り付け部材（ソケット）に関するもの、補助具

に関するもの、その他のランプ取り付けに関するものがある。 
コストを低減する手段としては、取り付け部材（ソケット）による方法が多くとられ

ており、複数組の発光ユニットの先端部を透光性モールド部で一体に封止した構造や外

部に突出した接触端子を有するソケット構造などがある。この分野では市光工業の出願

が多い。製造性の向上は、一見地味な分野ではあるが、アプリケーションとしての利用

を考えた場合、重要なものとなっている。 
 

④ 製品の照明光特性の向上 
 これには色ムラの解消、光取り出し効率の向上、輝線の解消などが含まれる。 
 

・ 多色化・任意色化 
・ 明るさの均一性 
・ 視認性向上 
・ 輝度向上 
・ その他 
 

製品の照明光特性の向上には、駆動回路の開発や応用製品の改良といった手法が、解

決方法の一つとしてあげられている。駆動回路の開発については、駆動方法や回路構成、

点灯方式、補助回路の導入などにより、LED チップでのバラツキを抑え、均一化を図

ることが求められている。ただし駆動回路については、応用されるアプリケーションご

とに異なる方法がとられるのが通常である。 
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また応用製品の改良については、光源の形状・形態、光学部材、構造・レイアウト、

モジュール化、その他の応用製品の改良に関する技術開発が行われている。 
 

⑤ 製品のその他性能の向上 
これには LED の交換容易性、白熱電球との互換性、意匠性の改善が含まれる。 
 

・ 小型化・薄型化・軽量化 
・ 簡略化・簡易化 
・ 部品点数・ランプ数減少 
・ 低消費電力化 
・ 信頼性・耐久性向上 
・ 放熱性向上 
・ その他 
 

これらの課題を解決する手段としては、応用製品の改良が挙げられる。特に光学部材

の開発や構造・レイアウトの改善によって解決を図る取り組みが多くなされている。た

だしこれもアプリケーションごとに克服すべき課題が異なるため、その対策としても

様々である。 
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２－１－３ 海外における LED 技術開発 
 

① 韓国 
韓国では、国家重点産業として光産業（LED および LD）を位置づけており、光州市

に光産業団地を創設し、光産業に対する積極的な資金援助などを行っている。事業推進

は二段階に渡って計画されており、 
 

第１段階：基盤構築段階（2000 年～2003 年、4,020 億ウォン） 
第２段階：産業化段階（2005 年～2008 年、5,546 億ウォン） 
 

となっている。そして、第２段階において、「光産業育成プロジェクト」として、「半

導体育成戦略事業」がある。その中の三事業として、LED 信号・照明システムモデル

構築、半導体光源産業の試験生産の支援、次世代光半導体の素材・部品・システム技術

開発が挙げられている。それぞれの事業分野としては、 
 

○LED 信号・照明システムモデル構築 
・ 光州市内の交通信号灯器を全て LED に入れ替える 
・ LED 街路灯のモデル設置 
・ LED 情報電光板のモデル構築 
・ LED デコレーション及び照明のモデル事業 
 

○半導体光源産業の試験生産の支援 
・ LED/LD パッケージング試験生産の支援施設の造成（一次事業） 
・ 半導体光源産業の試験生産の支援（一次事業） 
・ 企業移転の場合の支援 
 

○次世代光半導体の素材、部品、システム技術開発 
・ 照明用白色 LED ランプ開発 
・ 高密度 DVD 用紫色の VCSEL-Array Module 開発 
・ LED Digital TV システム開発 

 

また国家プロジェクト以外にも、韓国の LED 産業は大きな変化を遂げてきている。

産業としての第１期は、1993 年から 1994 年の間で、この期間は研究開発が中心であっ

た。LG や Samsung といった財閥系企業が中心となり、国の機関でもある KRISS が３年

間のプログラムを実施していた。 
次の第２期は、1999 年から 2000 年にかけてで、これはすでにビジネスの段階になっ
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Substrate Epi Grouwth & Charact- PKG Phosphor Applications Total
&Mat'ls Chip Process erization

 R&D Institute 1 3 4 2 2 2 14
 University 12 2 1 2 17
 Company 5 12 33 1 87 138

 Products

National&
Provincial
Governments

        17
Universities

         6
Research
Institutes

More than
50 Small
Companies

   KOPTI
Non‐Profit
Organization

LG Innotek

Univ.

Institues

Small
Companies
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ている。Epi valley や Epi plus、Opto Way といったベンチャー企業が誕生し、大手企業

は生産が中心となった。 
そして第３期は、2001 年から現在に至るまでで、これまでの研究開発成果を受けて、

量産化が可能になっている。KOPTI（Korea Photonics Technology Institute）を中心に、250
以上の中小企業が研究開発にしのぎを削っている。下の図表のデータは 2002 年のもの

なので古いが、LED 関連の企業は、2004 年で 340 社以上となっている。 
 

図表２－７ 韓国の LED 産業と研究開発組織（2002 年） 

 
 
 
 
 

 
出所：「STRATEGIES IN LIGHT 2005」講演資料 

 

中小企業が増えたと言っても、韓国では財閥系の企業が圧倒的な能力を有しており、

世界的なブランド力もつけ始めている。LED についてもこれは同様で、その生産活動

は、LG や Samsung、そして研究機関である KOPTI を核としたクラスターを形成してい

る。 
 
図表２－８ 韓国の３大 LED 活動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：「STRATEGIES IN LIGHT 2005」講演資料 
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Korea Japan Taiwan Europe USA

Note Book ☆ ☆ ☆ △ △

Monitor ☆ ☆ ☆ △ △

Television ☆ ☆ ◎ △ △

Mobile ☆ ☆ ○ ◎ △

☆ ☆ △ △ △

◎ ☆ ○ ◎ ◎

◎ ☆ ◎ ◎ ☆

☆Excellent　　◎good 　○normal 　△Weak

PDP

OLED

LED

TFT
LCD

 ところで KOPTI では、アプリケーションごとの技術競争力を比較しているが、日本

に対する評価は高く、液晶ディスプレイはもちろんこと、プラズマディスプレイ、有機

EL、LED について Excellent と評価をしている。LED については、アメリカと日本が

Excellent で、欧州、台湾、韓国が Good となっている。これを見ると、液晶ディスプレ

イに比べて、LED における日本の優位性は少なくなっているとも言える。 
 
図表２－９ アプリケーションごとの技術競争力 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：「STRATEGIES IN LIGHT 2005」講演資料 

 
 

② 台湾 
台湾では、経済部が中心となり、高輝度白色 LED の開発を国家プロジェクトとして

進めている。期間は 2003 年 12 月から 2005 年 11 月までで、参加企業は LED メーカー

10 社および台湾工業技術研究院（ITRI）の光電工業研究所（OES:Opto-Electronics & 
System Laboratories）が参加している。 
また開発資金は２年間で 400 百万台湾ドル（約 1,200 万ドル）、開発目標は発光効率

40lm/W 品の量産としている。 
白色LEDの発光方式はUV-LEDをベースとしており、参加企業の役割分担としては、

GaN 基板（HVPE 法）を ITRI/OES が担当、エピ成長を Epister、及び Forepi、チッププ

ロセスを Forepi 及び Tymtech で担当している。その他、非 YAG 系蛍光体を Unity と学

会の研究所が開発し、パッケージングとモジュール化は Kingbright、BRTLED、Everlight、
Ledtech が担当している。またパッケージ材料は ITRI、試験は PARA、ITRI/OES、イル
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ミネーション・アプリケーションは OPTECH が担当し、白色 LED 化する計画となって

いる。 
 

③ 中国 

LED の生産について、アジアでは台湾、韓国での生産が大きいが、今後中国の成長

が見込まれている。特に、2003 年の 6 月に成立した「国家半導体照明工程協調」では、

中国科学技術部、情報産業部、建設部、軽工業連合会、中国科学院などが集結して、中

国全土における LED 照明市場の拡大が宣言され、今後、強力な政府の産業支援、開発

費の援助、優遇策などが設けられる予定になっている。 
中国では、政府が目指す「小康生活（食を確保出来る 低限度の生活レベルと豊かな

生活との中間ステップを示す言葉）」を実現するためには、LED の省電力性は大きな魅

力で、電力資源の弱い僻地向けに有利とされている。また都市部では、逆に消費電力が

増大することで慢性的な電力不足になっており、照明電力の省エネ化に大きな期待が寄

せられている。 
また「国家半導体照明工程協調」では、一般照明への普及を目指し、北京オリンピッ

クや上海万博では LED 照明を主体に出来るよう努力することが掲げられている。 
 

研究開発については、北京大学と企業を中心に、青色、緑色 LED の実用化、2001～
2007 年の間に照明用白色 LED の開発を目指しているが、他の産業と同じように国内企

業の LED 技術は世界的に見ても遅れており、実際の生産は、台湾や中国、日本の外資

系企業となっている。これらの企業が安い労働コストを武器に、輸出向け製品を生産し

ているのが現状である。 
その産業自体の革新速度が速いため、ハイエンドメーカーが皆無に近い中国ではロー

エンドメーカーが停滞することになる。中国で、照明用の白色 LED に必要な GaN（窒

化ガリウム）を使った青色発光ダイオードの研究が本格的に始まったのは 1998 年と、

まだまだ産業化には至っていない。 
こうした場合、他の産業と同様に、中国はハイエンドメーカーの創設に全集中力を注

ぐことが一般的で、大掛かりな資金投入や優遇措置、世界的メーカーの誘致に奔走する

ことが予想される。一方、ローエンドメーカーは外資系企業の技術導入を図るため合弁

会社を設立し生産委託に徹することになるが、この委託生産部門にインパクトをもたら

すのが台湾企業だと予測される。 
 

ところで韓国と中国、台湾の関係は、徐々に垂直関係を構成しつつある。すなわち、

当初より半導体の分野が強く、エピ成長など必要な技術・機器を有している台湾がチッ

プを製造し、それを財閥系の大資本による大規模投資を行う韓国でパッケージ化し、ア

プリケーションは人件費の安い中国で製造する、というトライアングルの構成である。 
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このような分業体制の確立で、よりコスト競争力のある LED を製造することが可能

になっている。質でも、台湾企業は欧米企業から特許について供与を受けており、今後、

わが国にとっても大きな脅威になると予測される。 
 

④ アメリカ 
米国の Sandia 国立研究所、OIDA（Opto electronic Industry Development Association）が

中心になって、1999 年に National Research Program on Semiconductor Lighting プロジェク

トを立ち上げようとした。DOE（department of energy）が DARPA を通じて予算を振り

分け、総額 500 億円を支出し 2025 年で発光効率 200lm/W を実現しようということで、

2001 年立ち上げの計画になっていた。日本の「21 世紀のあかり」プロジェクトと異な

っているところは、蛍光体励起用の光源は VCSEL 型の UV レーザーを考えている点で

ある7。しかしながら、このプロジェクトは結果的に予算がつかなかった。その後も

Sandia 国立研究所を中心に 1999 年以降毎年国家予算の要求を行ってきている。 
近、SEMATECH コンソーシアムモデルと DOE ビジネスモデルに基づいた Solid 

State Lighting（SSL）プロジェクトの立案が図られている。これは 2001 年 7 月 11 日に

Senate Bill S.1166（The Next Generation Lighting Initiative）として提出されたものである

が、総合的なエネルギー法案の一部として組み込まれ米国議会で議論されている。日本

の「21 世紀のあかり」プロジェクトと同様のものを考えており、産業界と国立研究機

関、大学等のコンソーシアムを作り、プリコンペティティブな研究開発には 20％を参

加者が負担、残りをエネルギー省が資金供給し、事業化に立ちはだかる「死の谷」を回

避するために応用研究に対しても政府がコンソーシアムを通じて資金供与するという

ものである8。 
もし、この「次世代あかりイニシアティブ」が存続すれば、4 億 8,000 万ドルの研究

資金がこれから 10 年間に獲得出来ることになる9。図表２－１０は、2020 年までの米国

のテクノロジーロードマップである。2007 年に白熱電球を代替、2012 年に蛍光ランプ

を代替し、2020 年にすべての光源を置き換えようとする戦略的な値である。専門家の

一部は、2012 年には、白熱灯、蛍光灯市場の 1/4 が LED に置き換わっていると予測す

る。 
現在、カリフォルニア大学サンタバーバラ校では政府からの資金で次世代照明のプロ

ジェクトを実施している。これは従来のアプローチとは異なった方法をとっており、

2007 年には白色 LED の発光効率 200lm/W を狙っている10。これは米国の国家プロジェ

                                                  
7 R. Haiz, F. Kish, J. Tsao and J. Nolsm, “The case of for a national research program on 
semiconductor lighting”, presented at the 1999 to OJDA forum in Washington DC, Oct., 6（1999） 
8 Jeff Bingaman, Suporting the Next Generation of White Lighting Technology, Draft of Article 
submitted to Issues in Science and Technology Apring,2002 
9 Paul Eng, “Bright Lights, Tiny Bulbs”, ABC News.com, May 21,2003 
10 Yoshio Hara, “White ＬＥＤ lamp market brightens”,EE times, july 18, 2002, 
http//www.eetimes.com/story/OEG20020718S0013 
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クトで想定されているロードマップと比較しても極めて高い値である。 

図表２－１０ 米国における 2020 年までの固体照明（SSL）技術開発ロードマップ 

TECHNOLOGY 
SSL-LED 

2002 
SSL-LED 

2007 
SSL-LED 

2012 
SSL-LED

2020 
白熱電灯 蛍光灯 

25 75 150 200 16 85発光効率 
(lm/W) 25 50 150 200  

20 ＞20 ＞100 ＞100 1 10
寿命 (khr) 

＞1 10 ＞10 ＞10  
25 200 1,000 1,500 1,200 3,400

光束(lm/lamp) 
20 200 1,000 1,500  

200 20 ＜5 ＜2 0.4 1.5
コスト ($/klm) 

500 50 ＜15 ＜5  

75 80 ＞80 ＞80 95 75演色性インデ

ックス (CRI) 60 80 ＞80 ＞80  

低フラックス 白熱電灯 蛍光灯 
すべての

照明 
  設計の目標と

する市場 
－ 白熱電灯の代替 蛍光灯の代替    

 

出所： 上段 … 田口常正「白色 LED 照明システム技術の応用と将来展望(第 8 章海外の動向、

研究開発予測および市場性)」CMC 出版、2003 年 6 月、P.252 
 下段 … “Next Generation Lighting Initiative’s Tentative Program Objectives”, High 

Brightness LEDs shine in Novel lighting Applications, May 27. 2002, Electronic Design, 
ED online ID #2254 

 



79 

低輝度ﾀｲﾌﾟ:1lm@20mA
用途:ﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ

中低輝度ﾀｲﾌﾟ:3lm@70mA
用途：ﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ

ﾘｱｺﾝﾋﾞﾗﾝﾌﾟ

中輝度ﾀｲﾌﾟ:5lm@100mA
用途：ﾘｱｺﾝﾋﾞﾗﾝﾌﾟ

1980年代 1990年代 現代

欧州では
ﾁｯﾌﾟLEDも

多く見られる

大輝度ﾀｲﾌﾟへ

低輝度ﾀｲﾌﾟ:1lm@20mA
用途:ﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ

中低輝度ﾀｲﾌﾟ:3lm@70mA
用途：ﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ

ﾘｱｺﾝﾋﾞﾗﾝﾌﾟ

中輝度ﾀｲﾌﾟ:5lm@100mA
用途：ﾘｱｺﾝﾋﾞﾗﾝﾌﾟ

1980年代 1990年代 現代

欧州では
ﾁｯﾌﾟLEDも

多く見られる

大輝度ﾀｲﾌﾟへ

２－２ 輸送機械システム分野への LED 適用における技術動向調査 
 

２－２－１ 自動車分野 
 

（１）全般的な動向 
 

自動車における LED 適用の歴史について概観すると、1980 年代に、ハイマウントス

トップランプで低輝度の LED が用いられ始めた。これによって衝突が減ったというデ

ータもあり、安全性の観点から採用が進んだ。また 1990 年代では、70mA の中低輝度

のものが出てきて、LED の個数自体も少なくなっていく方向（低コスト化）にある。

このタイプでは、世界中でもっとも使われているのがルミレッズ社で、国内では東芝や

スタンレーであるが、市場として大きなシェアを持っているのはルミレッズ社であった。 
現在は、より高輝度化が進み、5lm、100mA というものが出てきている。さらに高輝

度の 50lm というハイパワーものがある。50lm あると１個でストップランプが出来てし

まうことから、白熱球バルブ１個とデザイン的には同じになる。バルブは１個 50 円で、

LED は 200～300 円程度であるため、コスト的には高級車や大型車であれば採用できる

が、このような大電流駆動型については市場がほとんどない。自動車用途としてはあま

り必要がない、というのがランプ開発メーカーの本音と言える。 
 
図表２－１１ ストップランプに用いられている LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：山田委員プレゼンテーション資料 
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（２）ヘッドランプ用白色 LED に求められる技術要件 
 

ヘッドランプの LED 化によって期待されることは、第１章でも述べたとおり、小型

化や消費電力の削減などが挙げられる。しかしこれを実際にクリアするには大きな課題

が残っている。 
ヘッドランプに白色 LED を用いることで、その優位性が失われる場合もある。例え

ば、「既存のヘッドランプ用光源と LED とを比較すると、並べて見るとすぐ分かるが、

ハイパワーの白色 LED は光学的に決して小さくはない」（佐々木、同掲書、P26）とい

うことが分かる。これは上述した LED がコンパクトであり、デザイン上の自由度が高

い、という一般的には考えられているメリットが、そのまま当てはまらない、というこ

とである。 
 
図表２－１２ ヘッドランプ用光源の比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：佐々木勝「白色 LED 照明の車載応用」機能材料（シーエムシー出版）2004 年 12 月号 

 

LED で白色を発光させる原理としては、次のようなパターンがある。 
・ 青色 LED チップ＋黄色蛍光体 
・ 紫外 LED チップ＋RGB 蛍光体 
・ 赤色＋緑色＋青色 LED チップ 
 

現段階で、「ヘッドランプ用として現在製品化に も位置にあるのが『青色 LED チッ
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プ＋黄色蛍光体』タイプである」（佐々木、同掲書、P26）。理由としては発光効率が現

段階では一番高いためである。これは「青色 LED チップ＋黄色蛍光体」タイプであれ

ば青色はスルーされてくるが、「紫外 LED チップ＋RGB 蛍光体」タイプ青色を出すの

に、蛍光体を用いていることに由来する。 
ヘッドランプについては、まずは演色性よりも発光効率が求められることから、「青

色 LED チップ＋黄色蛍光体」が主流になると考えられる。 
 

① 光束 
近では、白色 LED の発光効率については、チップメーカー各社の技術開発競争も

あり、その向上は急ピッチで進められている。発光効率だけで見れば、一つの目標とさ

れている 100lm/W は早ければ 2007 年頃に達成するものと見られる。また大電力化も進

められており、Lumileds 社では１～５W のものも販売されつつある。 
 

小糸製作所・佐々木氏（佐々木「LED を用いた自動車用ヘッドランプ」Optronics No.261
（2003.09.10）、P.117）によると、既存のヘッドランプ用光源と比較した場合、 

 

「LED の光束を 150lm と仮定すると、3,200lm の HID 電球相当の光源光束を確保す

るためには、21 個の LED が必要となる。実際には光学系の工夫で光束利用率を高

めることができ、現在の技術では 2,000lm の LED 光源光束が有れば、HID 同等の

1,000lm のロービーム配光を作ることが出来る。従って必要な LED 個数は 13 個程

度で良いことになる。このように LED を多数個使用することで、各 LED 光束の総

和として１個あたりの光束不足を補うことができる」、と指摘している。 
 

また現状でも光束は 870lm、 高光度は、23,000cd 出ており、HID とほぼ同等の性能

を有している。逆に HID を越そうとすると、消費電力が大きくなり、LED 化するメリ

ットはあまりなくなってしまう。 
上述したように、光束を上げるための大電流化は、熱の問題がどうしても発生する。

またチップの大型化は、半導体としての歩留まり率が悪化することから、コストアップ

が必然となってしまう。したがってある程度の光束が出るのであれば、現状のチップを

用いる、というのも一つの解としてある。 
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図表２－１３ 現状の LED ヘッドランプ性能（870lm、22,400cd）の路面 CG 

 
 
 
 
 
 
出所：山田委員プレゼンテーション資料 

 
 

② 輝度 
光束については、比較的技術開発の進展によって解決する方向にあるが、ヘッドラン

プとして成立するためには、もう一つの重要な要素として輝度がある。「ヘッドランプ

では、ロービームで 30,000cd 以上、ハイビームでは少なくとも 50,000cd 以上が必要で、

これを限られたサイズのランプから発生させなくてはいけない」（佐々木、前掲書、

P.117）。 
 

ランプの 大光度は、次の式で表される（佐々木、前掲書、P.117）。 
 

Ｉmax＝ ＱS × ＫT × ＳE 
 

ここで、ＱS：光源の輝度 
    ＫT：光学系の透過率 

ＳE：その方向に向けて光っている部分の面積 
 

一般的に、透過率を向上させるものは存在しないため、透過率ＫT は１より小さくな

る。逆に透過率を低下させる要因は複数あるため、「アウターレンズを含めると通常、

0.6～0.7 程度」（佐々木、前掲書、P.117）が透過率として採用されている。 
またＳEが示しているのは、「光っている部分の面積とは単に反射鏡（レンズ）の有効

面積ではなく、その方向（この場合 大光度の方向）から見て実際に光っている部分の

面積」（佐々木、前掲書、P.117）となっており、これまでのヘッドランプの設計では実

際のレンズの数分の一程度になっている。すなわち光源の輝度が求められる 大光度を

クリアするためには、より高い輝度が必要になるということである。 
現在のハロゲンの輝度がおおよそ 20 cd/mm2であることから、 低でもこの程度が求

められてくる。輝度が向上することで、「ハイビームを LED 化することも十分に可能と

なる。これによってトータルで HID を越える性能のヘッドランプを実現することがで
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きる」（佐々木、前掲書、P.118）、と期待されている。 
 

③ 寿命 
LED は長寿命であることが特徴の一つとなっている。一方で上述したような１～５W

といったハイパワー型のものの場合、素子自体よりも周辺部品の寿命が早く劣化するこ

とが指摘されている。 
現段階でも、LED 自体は 40,000 時間といった寿命があると想定されるが、問題は高

分子材料、すなわち樹脂のところである。エポキシ樹脂は光量の強い光があたると劣化

し、黄色系に変色する。このため光束が減退し、一般的な寿命とされる。 
特に外部環境にさらされることになる自動車用のヘッドランプの場合、使用状況と合

わせて何らかの対策が必要となる。比較対象となる HID の寿命がおおよそ 3,000 時間と

言われていることから、もし明るさが同じであるならば 低限 3,000 時間以上、現状の

ように明るさで劣るのであれば、それ以上の寿命が求められる。 
 

④ 発光色 
ところでヘッドランプの場合、その白色の範囲が法規によって規定されている（図表

２－１４）。また「ランプを構成する各 LED の発光色がばらつくことは外観品質上好ま

しくない」（佐々木「白色 LED 照明の車載応用」機能材料、Vol.24 No.12（2004 年 12
月号）P.32）とされていることから他の照明灯に比べて厳密な品質管理が求められてく

る。これは片方のランプのみを交換した場合でも同じで、色味を合わせる必要がある。 
 

図表２－１４ ヘッドランプの色度範囲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：佐々木勝「白色 LED 照明の車載応用」機能材料（シーエムシー出版）2004 年 12 月号 
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（３）わが国の自動車用ランプメーカーの取り組み 
 

自動車用ランプメーカー３社（スタンレー電気、小糸製作所、市光工業）の LED 技

術開発については、特許や実用新案の出願件数から、その動向を見ると、表のようにな

る。やはり３社とも出願件数が多いのは、自動車用標識灯・車両用灯具の分野で全出願

数の半数以上を占めている。スタンレー電気は、素子の開発も行っていることから、全

般的な技術開発を行っている。小糸製作所はどちらかと言えば自動車用に特化した、ま

た市光工業は、製造方法について力を入れていると言えよう。 
 

図表２－１６ 自動車用ランプメーカー３社の技術要素別出願件数 

LED 素子技術 LED 応用技術  

材
料
技
術 

構
造
技
術 

製
造
方
法 

Ｌ
Ｅ
Ｄ
取
り
付
け
技
術 

小
計 

光
源
装
置
（
共
通
） 

液
晶
表
示
装
置 

面
照
明
装
置 

自
動
車
用
標
識
灯
・
車
両
用
灯
具 

計
器
照
明
装
置 

一
般
的
照
明
装
置 

そ
の
他 

小
計 

件
数
合
計 

スタンレー電気 4 11 1 2 18 7 2 6 59 2 1 8 85 103

小糸製作所  2  1 3 1 3 3 68 1  1 77 80

市光工業    11 11 5 45    50 61

出所：（独）工業所有権総合情報館「照明 LED 技術」（平成 15 年度特許流通支援チャート） 

 

スタンレー電気は、ドイツの自動車用照明機器メーカー大手のヘラー社と、両社対等

出資による持株会社をオーストラリアに設立しており、包括的な協業体制をスタートし

ている。 
またオムロン社と高輝度 LED 分野では提携しており、オムロン社が持つ基盤技術を

もとに、スタンレー電気の LED や放熱・生産技術とを組み合わせて開発した「DR-LED」

を販売している。 
市光工業は、市販用ランプキット「LED Daytime Lamp KIT」で、「2003 年度日刊自動

車新聞 用品大賞」を受賞している。これは LED を DRL として採用し、エネルギー消

費を低減、視認性の向上を図り、環境と安全に対応したことが評価されたものである。 
また仏ヴァレオ社と共同で新型 LED ランプを用いたリアコンビネーションランプを

開発し、トヨタ自動車が 2003 年 5 月に販売開始した「エスティマ」に搭載している。
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２－２－２ 鉄道・空運・海運分野およびその他の分野（農業分野など） 
 

鉄道や空運、海運分野については、表示用途のものが中心であったことから、それほ

ど技術開発として課題があるものは少ない。 
それよりも今後は、表示から照明用途に拡大していくための方策が求められる分野で

もある。特に室内照明として、鉄道や航空機、海洋船舶に用いられることが期待される。

しかしこれは上述してきたように、通常の蛍光灯を代替することであり、小田急の事例

にもあるように、デザイナー主導で、デザインが重視されるものでない限り、コストと

の勝負になってしまう。 
また技術開発要素としても、光量が少ない、演色性の選択が限定される、色ムラ（光

量のバラツキが大きい）、寿命のレベルがあいまい、といった光の質や寿命などの問題

がクローズアップされてくる。 
一方で、鉄道や空運、海運といったところでの省エネ化は、今後も重視されてくると

考えられることから、一般照明用途と同じく、コスト低減に向けた技術開発を行いなが

らも、環境性、安全性をセールスポイントとして、技術的な課題をクリアにしていくこ

とが求められる。 
 

農業分野でも、比較的技術的に確立した赤色や青色を用いるため、技術開発要素は少

ないが、次のような課題が残されている。 
 

① 高輝度化と耐久性 
これは農業用途に限ったことではないが、植物栽培用としても LED の高輝度化が求

められている。特に植物栽培光源として LED を用いる場合、チップ出力が小さいこと

から、従来の高圧ナトリウムランプやメタルハライドランプのような高輝度、点光源型

ランプの設計が難しく、高光量を得るためには、多数の LED チップをある面積に配置

したパネル上の面光源を想定する必要がある。その場合、栽培装置の構造上、太陽光と

LED ランプの併用が難しくなり、植物栽培に必要な全ての光エネルギーを人工光で供

給する「完全制御型」の栽培システムを構築する必要がある。 
一般的に、植物は生育に必要なエネルギーの全てを光から受け取っているため、LED

を光源として「完全制御型」栽培システムを構築した場合、植物の光利用効率が高い栽

培システムにすればするほど、10％の LED の出力低下がそのまま 10％の生育低下につ

ながる可能性がある。 
通常、ディスプレイなどの場合、10％の出力低下は大きな問題にはならないが、植物

栽培用途の場合、LED ランプの高出力化、高輝度化は栽培システムの生産能力に直結

した問題となる。 
同様に、LED の使用中の劣化や出力低下も大きな課題である。通常、LED ランプは
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他の光源と違い、ランプ切れが起こることはほとんどない。しかしながら一般照明でも

問題となるように、長時間点灯に伴う出力低下は、LED チップの材質、構造、ランプ

成形樹脂やランプの放熱構造などにより大きな差があるのが現状である。 
これらの課題については、栽培システムの能力に直結した問題となることから、LED

の技術開発において、十分に検討すべき課題として挙げられる。 
 

② LED チップの発熱対策 
LED ランプの外部量子効率は、高輝度の赤色系で 20～25％、青色系で 5～10％であ

り、光変換されない電気エネルギーの大部分は LED チップの発熱で消耗されると考え

られている。 
植物栽培に必要な光量を確保するために、LED を高密度で配置し、比較的大きな電

力量で駆動させようとした場合には、LED チップの発熱によるランプや設置基盤の温

度上昇は避けられない。特に栽培ユニットを積層したような高密度な栽培装置を想定し

た場合、栽培システムの温度上昇を避けるためには LED ランプ基盤やランプユニット

の局所的な除熱、冷却装置を備えることは必須である。 
逆に LED は赤外領域のエネルギー放射がほとんどないため、光源ユニットの除熱を

行うことによって栽培システム全体の温度管理を効率的に行うことが出来ると考えら

れる。 
また LED の冷却はチップの耐久性を確保する上でも重要で、LED チップの過熱が

大の劣化要因になると考えられることから、点灯中のチップ冷却は重要な技術的課題と

なる。 
 

③ ランプコスト 
LED の場合、植物に合わせて照射波長を選択していることから、栽培効率が高く、

またランプの耐久性も高圧ナトリウムランプの数倍は確保出来る。しかしながら、これ

らを加味したとしても、現状では赤色 LED で高圧ナトリウムランプのランプコストの

ほぼ同等、青色 LED では 10 倍強のコスト高と考えられる。LED ランプのみの野菜工場

のような大規模栽培装置を想定した場合、イニシャルコストとしてのランプコストが大

きく、特に青色 LED の更なるコストダウンが求められる。 



 

 
 
 
 
 

第３章 

 

LED 照明機器システムの輸送機械システムへの適用に 

関する技術課題及び解決策に関する調査 
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第３章 LED 照明機器システムの輸送機械システムへの適用に関する技術課題

及び解決策に関する調査  
 

LED 技術については、その発光素子に関する技術開発が多く、それを様々な分野に

応用する際の周辺技術を含めた機械システムとしての技術開発はまだ十分とは言えな

い。LED 照明の寿命を決定する要素が素子そのものではなく、多くは樹脂によるもの

であることも、その一例である。 
ここでは第２章の LED 照明機器システムを輸送機械システムに適用する際の技術動

向の調査から示された技術課題について、その解決策を含めて調査・検討を行った。 
 
 

３－１ 輸送機械システムへの適用における技術ならびに周辺（法規等）課題 
 

３－１－１ 自動車分野 
 

（１）技術的課題 
 

LED 照明機器システムを自動車分野で利用する場合の課題としては、大きく分けて

素子技術に関するものと応用技術に関するものとがある。 
 

○発光効率の向上とそれに伴う価格の低下 
 

まず素子技術について言えば、やはり発光効率に関わるものである。これは他の照明

用途についても同じことが言えるわけであるが、特に LED をヘットランプとして用い

るためには、まだまだ明るさが不足している。 
実際は、現状の段階でも、HID 並の明るさを得ることはできるが、価格と消費電力を

考えると到底、市場では普及しないものになってしまう。それだけに、発光効率の向上

により、消費電力を低減し、さらには価格を低下させていく技術開発が求められる。 
 

発光効率については、白色 LED について現在多く用いられている InGaN 系のもので

も、早ければ 2008 年頃までには、100lm/W に達すると考えられており、2007 年以降の

量産化が言われている中では、クリアできる課題と言えよう。 
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図表３－１ LED パッケージの光束・効率ロードマップ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：山田委員プレゼンテーション資料 

 

図表３－２ ヘッドランプの消費電力ロードマップ 

（◇1000 lm の路面照射光束を得るのに必要な電力◇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：山田委員プレゼンテーション資料 
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○放熱対策と耐環境性の向上 
 

また応用技術について言えば、熱の問題が大きい。素子レベルでも、発光効率の観点

から放熱対策は必須とされている LED であるが、製品化していく場合には、その製品

が使用される環境によって求められる機能も異なる。 
 

自動車の場合、冷寒地ではマイナスに、逆に沖縄などの温暖なところの夏場などでは、

ヘッドランプはかなり高温になる。当然ランプメーカーとしては、出荷時にどのような

場所で使われるかは想定できないので、全ての環境に合うような耐環境性というものが

求められる。 
 

逆に LED の場合、後ろ方向に熱は出るが、前には出ないので、寒冷地では、通常の

バルブ式では溶けていた雪が溶けない、といったことが生じる可能性がある。そのため

に、ヒート線を入れるなどすると、余計なコスト増になるため、自動車メーカーとして

も敬遠してしまうことになる。 
 

○光の「質」の問題 
 

また車内照明については、演色性の問題が大きい。高級感や付加価値の向上がこれか

らの方向性であるとすると、車内という空間をどのように照らすのか、という点がシビ

アに求められてくる。その際には、肌色が綺麗に見えるのか、演色評価数で言うところ

の Ra の値がどのようになっているのか、といったところが非常に重要になってくる。 
LED の寿命では、光束減衰率が 50％とされていることは上述したが、色が大幅に変

化することもある。これを寿命として評価するのかどうか、一般的に青色と緑色の LED
は劣化が早いが、これは光のエネルギーが大きく、素材の劣化が早いために生じている。

そして一方では、人間の目は緑に対して、 も敏感であり、その変化を、他の色に比べ

て、強く認識する。 
これは鉄道でも、空運の分野でも、一般の照明として用いる場合は、大きな要素にな

ってくる。また色のバラツキがなくなることで、コストの低減も期待される。 
 

その意味では、光の「量」が長年の開発課題であった LED も「質」が問われる時代

に移行しつつあることを示唆している、とも言えよう。 
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（２）法規の問題 
 

わが国では、図表３－３に示すように自動車用ランプに関する要件を規定する法規と

して「道路運送車両法」の「保安基準」と「装置型式指定規則」がある。保安基準は主

にランプの装着要件（任意／義務）について規定しているだけで、各ランプの性能要件

については「道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示」の中に規定されている。 
 保安基準の細目を定める告示は、新規に自動車を登録する場合に適用される基準（通

称、型式指定告示）と使用過程車の車検時に適用される基準（通称、使用過程車告示）

とで区分されている。型式指定告示では、保安基準への適合性を適正、かつ能率的に判

断するために「技術基準」を示している。技術基準では、ランプの配光性能、色、視認

性、車両への取り付け位置、機械的性能要件（耐熱試験等）などを規定している。 
 

図表３－３ 自動車用ランプに係わる日本の法規体系概略図 

（法律）  道路運送車両法  

     

      

（省令） 装置型式指定規則   保安基準  

      

（告示）    
保安基準の細目を定める告示 

技術基準 

     

（通達） 装置型式指定基準   

出所：植木雅哉、自動車用ランプについて、照明学会誌 Vol.86 No.12 2002, P.888 

 

 また、上記の保安基準の細目を定める告示とは別に、自動車の審査の際にランプの審

査を省略するために、あらかじめ国土交通大臣が装置の型式指定を行う際に用いられる

「装置型式指定基準」がある。型式指定基準についても、技術基準と同等の内容で、ラ

ンプの配光性能、色、視認性、車両への取り付け位置、機械的性能要件などが規定され

ている。 
 

① ECE 規則（ECE Regulation） 
 日本は、1998 年に正式に 1958 年協定（以下、58 協定）に加盟し、優先順位の高いも

のから順次「ECE 規則（ECE Regulation）」の受け入れを進めている。自動車用（二輪

車を除く）のランプ関係については、2002 年 12 月現在、ヘッドランプ、ライセンスプ

レートランプを除く全てのランプについて ECE 規則を受け入れ、技術基準、装置型式



91 

指定基準にその規定を盛り込んでいる。 
 

図表３－４ 日本の ECE 規則受け入れ状況及び今後のスケジュール 

（2002 年 9 月現在）   

ECE 規則 No. 規則名 導入状況 

3 リフレックスリフレクタ ‘98 年導入済み 

7 ポジション、テール、ストップランプ ↑ 

19 フロントフォグランプ ↑ 

6 ターンシグナルランプ ‘99 年導入済み 

23 バックランプ ↑ 

38 リアフォグランプ ↑ 

77 パーキングランプ ‘00 年導入済み 

91 サイドマーカーランプ ↑ 

48 ランプ取り付け ‘01 年導入済み 

37 電球 ‘03 年導入予定 

99 ディスチャージ光源 ↑ 

98 ディスチャージヘッドランプ ‘04 年導入予定 

112 ハロゲンヘッドランプ ↑ 

4 ライセンスプレートランプ ‘05 年導入予定 

出所：植木雅哉「自動車用ランプについて」照明学会誌 Vol.86 No.12 2002, P.889 

 

 58 年協定とは、自動車法規の統一と認証の相互承認を推し進め、各国の流通障壁を

排除することを目的とした協定で、現在日本、欧州各国を含む 40 以上の国々が加盟し

ている。58 年協定では、統一規則として国連にて制改訂される ECE 規則の策定と共に、

認証の相互承認を目的として揚げている。認証の相互承認制度とは、ある協定加盟国の

発行した ECE 規則への適合証明（認証）を、該当する ECE 規則を導入している他の協

定加盟国が承認するというものである。 
日本には、ランプ性能を規定する規格として JIS 規格がある。自動車用ランプについ

ては JIS D5500-1995 があり、配光性能、灯光色、機械的性能などの要件を規定している。

JIS 規格は法的に強制力のあるものではないが、日本が 58 年協定に加盟する以前は、保

安基準への適合証明としてほとんどのランプが JIS に適合するものとなっていた。しか

し、現在では ECE 規則の導入により、JIS 規格を引用することはほとんどなくなった。 

 
現在、自動車用ランプに限らず自動車に関する法規を国際的に整合化させていく働き

が活発に行われている。日本は 58 年協定に加盟し、欧州と法規整合化を果たした（オ
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ーストラリア、南アフリカなどの国々が 58 年協定加盟している）。また、アジア各国に

ついては、本協定に加盟し自動車法規の統一を図るために、日本から積極的な働きかけ

を行っている。 
米国については、90 年代後半までは 58 年協定への加盟を検討していたが、米国は自

己保証制度、58 年協定は認証制度という根本的な考え方の違いから 58 年協定加盟を断

念した。そこで米国は、認証制度を除く法規要件のうち、技術的な部分のみを切り離し

て世界的な自動車統一法規を制定する「グローバル協定」（98 協定）を提案、1998 年に

協定が制定された。グローバル協定に基づいて作成される「グローバル規則（GTR：

Global Technical Regulation）」は、主に ECE 規則や FMVSS をベースに作成される。ラン

プ関係については、まずランプ取り付けに関する法規が現在審議されている。 
現在ランプ関係の法規については、国際整合化の動きが進められているが、各国の環

境の違い、道路事情の違い、人々の考え方の違いが原因で進展していない。例えば、ヘ

ッドライトでは、欧州ではグレアを抑えることに重点が置かれ、米国では前方の視認性

の向上に重点を置き、すれ違いビームの配光を規定しているといった具合である。 
 

② LED ヘッドランプの法規動向 
ヘッドランプは、その機能の性格上、自動車用照明の中でもより重要な保安部品と位

置付けられており、法規の制約を受ける部品の一つである。これは世界的にも同様で世

界標準として議論されている。したがってヘッドランプとして LED を採用する場合に

は、欧州を中心として日本、アメリカ等において合意事項としていく必要がある。 
 

しかしながらアメリカでは「非交換式光源」という概念で「光源の種類を問わない扱

いができるため、現行法規の枠内で実施できると考えられ」（佐々木、前掲書、P.32）
ている。 

 

これに対して「日本とヨーロッパは法規改定が必要で、今後の進展にもよるが、2007
年前後に改訂発効され、LED ヘッドランプの使用が解禁される見込みである」（佐々木、

前掲書、P.32）。実際に、自動車メーカー、自動車用ランプメーカーともに 2007 年をタ

ーゲットとして、ヘッドランプの開発を進めており、スタンレー電気では 2005 年 3 月

のライティング・フェアにおいて、2007 年にヘッドランプを量産化することを発表し

ている。 
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欧州・日本 レギュレーションの発効は、最短で２００６年末～２００７年初頭になると予測

ＧＴＢ／ＧＲＥの審議状況によっては、１年程度遅れる可能性もある

北 米 現行FMVSS１０８で 「インテグラルビーム」 として取り扱われると考えるが

NHTSAに確認が必要
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審議/承認
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図表３－５ LED ヘッドランプの法規動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：山田委員プレゼンテーション資料 

 

 

 

３－１－２ 鉄道・空運・海運分野 
 

第２章でも述べたように、鉄道や空運、海運分野についての技術課題は少ない、と考

えられる。 
また法規制の面から、鉄道の前照灯については、装着は義務化されているが、どちら

かと言えば表示用途に近く、周囲を照らす、という意味合いが少ないため、自動車のヘ

ッドランプに求められるような厳密な法規は存在しない、と言える。 
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３－２ 技術・周辺課題を解決するための方策に関する検討 
 

３－２－１ 技術的課題の克服に向けた方策 

 

（１）発光効率の向上と価格の低下 
 白色 LED の発光効率の向上については、各メーカーによる研究開発が中心となり、

行われると考えられる。また発光効率の向上と共に、市場の広がり、価格も低下し

ていく傾向にあることから、これらは同時に、民間主導型で行われていくと考えら

れる。 
 

（２）放熱対策と耐環境性の向上 

放熱対策については、LED の機能特性に直結する問題であり、今後、技術開発が

大きく進むと期待される。実際に、アプリケーション・メーカーを中心に、この点

については十分認識されており、LED の技術課題として、放熱対策をあげる人は多

い。 
また車載用途など、LED が屋外で、温度サイクル、ESD（静電気放電）、湿度な

ど様々な、過酷な環境で使用される場合には、それに対応するための適切なエンジ

ニアリングや一般的な機能低下のメカニズムに関する詳しい情報を揃えていく必要

がある。 
この解決に向けては、企業単独での対応ではだめで、LED チップメーカー、部材

メーカー、アプリケーション・メーカーが、求められる機能や今後の技術開発動向

について情報交換を行いながら、各分野で進めていく必要がある。またこのときに

は産学連携を行い、大学の知識を生かしながら、新しい材料開発なども同時に行っ

ていくことが望ましい。 
 

 

（３）光の「質」の向上 

演色性や光色といった光の質の問題は、これからの LED の課題になっていくと考

えられる。特に、寿命を含めて、照明機能として考えた場合、蛍光体や樹脂といっ

た部材のところから、総合的に LED 製品というものを考え、光量だけではなく、光

の質に力点をあてた研究開発が必要とされている。 
これまではハード面が中心の研究開発であったが、駆動回路なども含めて、周辺

での技術開発やソフト面から見た LED の問題点について焦点をあてていく必要が

ある。 
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３－２－２ 周辺的課題の克服に向けた方策 

 

（１）ドライビングフォースの存在 

 

車載用途については、規制の問題もクリアされつつある。欧州での議論が 2006
年春頃までに決まれば、2007 年にはヘッドランプの量産化体制は整い、技術的な課

題もその頃までにはクリアされていると見られる。 
また日本自動車工業会でも、自動車メーカーの立場から、LED ヘッドランプの基

準作りに着手しており、2005 年の秋頃には何らかの方針が提示されると見られてい

る。 
このように車載用途を始めとして、輸送機械システム分野においては、LED の普

及を阻害する要因は少ない。しかし、車内照明を始めとして普及しない理由は、逆

にドライビングフォースの存在がなく、コスト一辺倒になってしまっているためで

ある。 
コストでの競争になると、従来の白熱灯に比べて何倍もする LED は圧倒的不利な

立場になってしまう。交通信号灯器が普及したように、初期コストは高くてもラン

ニングコストが低減する、といった経済性やそれを推進する強力なインセンティブ

が必要である。 
鉄道の車内照明では、デザイナーの岡部氏が導入にあたっては重要な役割を担っ

ていた。このように一般照明を含め、照明設計を行うデザイナーなどの存在は、LED
の普及にあたっては重要なファクターである。環境要因でのドライビングフォース

がない分野では、人的なドライビングフォースの存在が必要である。 
 

（２）LED における基準作り 
 

LED については、従来から標準化が必要とされてきた分野である。現在のように

量から質へと課題がシフトした中では、特にそれが求められている、と言えよう。 
一方で、発光効率の推移を見ても明らかなように、LED の技術開発は日進月歩で

進められており、ある時点での基準も陳腐化していくことが想定される。だからと

いって基準を先送りするのではなく、段階ごとの基準を作成しながら、利用者へ情

報提供を行っていく必要がある。寿命の問題は、その たるもので、LED のアプリ

ケーションを開発しているメーカーでも、顧客に対して販売する際に、どれぐらい

の寿命があるのか説明できない、ということでは、普及は進んでいかない、と考え

られる。 
寿命に関しても、利用者側が知りたいと考えている情報としては、次のようなも

のがあげられる。 
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・ デバイス機能低下のメカニズム 
・ 電気的ノイズおよび ESD の状態 
・ 一定および様々なパルス・フォーマットにおけるドライブの電圧と電流の問

題 
・ 金型とパッケージの温度の問題 
・ 環境条件とパッケージの問題 
・ 一定時間における光の強度の変化 
・ 一定時間における光の色の変化 
・ 一定時間における白色 LED の色の変化および劣化 
 
 

（３）世界的な競争の激化への対応 
 

車載用途に限らず、LED は世界的な競争の中にある。特に一般照明用途を巡って

は、今後、欧米だけではなく、アジア諸国との開発競争が繰り広げられる。 
このときに重要となるのは、公正な競争環境を構築することである。特許を無視

して作られた製品や十分な機能を満たしていない粗悪品については、適宜排除して

いくことが求められる。その上で、消費者に選択されるような製品づくりが求めら

れる。 
特許の問題は、非常にセンシティブな問題でもあるので、ここでは触れないが、

粗悪品に対しては、基準作りと連動して、適正な処理を行っていく必要がある。こ

れにより被害を受けるのは、メーカーのみならず、利用者であることを念頭に置い

ておく必要がある。ヘッドランプのように保安部品であれば、その基準は高いが、

表示用途では、コスト競争となり、輝度は高いが、寿命が短い、といった LED が市

場に出回る可能性が高く、また、すでに出回っている可能性も否定できないのであ

る。 
 

 



 
 
 
 
 
 

参 考 資 料 
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参考資料１ 委員会議事要旨 

 

第１回 輸送機械システム LED 技術動向調査委員会 

議事要旨 
 

１．日 時：平成１６年１２月１６日（木） １４：００～１６：００ 
２．場 所：キャンパス・イノベーションセンター ２０６会議室 
       東京都港区芝浦３－３－６ 
３．出席者：金谷（金沢工業大学）、山田、古田（以上、スタンレー電気）、 

吉村（豊田合成）、小島、伊藤、茂木（以上、JRCM） 
４．議 事： 

１）調査研究の趣旨説明 
 ２）委員紹介・委員長選出 
 ３）プレゼンテーション「現状における自動車用 LED 動向」 
   スタンレー電気株式会社 研究開発センター 山田委員 
 ４）自動車メーカー向けアンケートについて 
 ５）報告書とりまとめ案について 
 ６）フリーディスカッション・今後の予定 
 

５．配付資料： 
資料１－１ 委員名簿 
資料１－２ 調査実施計画書 
資料１－３ プレゼンテーション資料「現状における自動車用 LED 動向」 
資料１－４ 自動車メーカー向けアンケート（案） 
資料１－５ 報告書目次案 

  参考資料１ 佐々木勝「白色 LED 照明の車載応用」、『機能材料』2004 年 12 月 
  参考資料２ 鉄道における LED（表示用途中心） 
 

議事概要： 
１）調査研究の趣旨説明 
ＪＲＣＭの小島専務理事より、配付資料１－２に基づき、今回の調査研究趣旨につい

て説明が行われた。 
 

２）委員紹介・委員長選出 
資料１－１に基づき、各委員による自己紹介が行われた。また事務局から、委員長と
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して金沢工業大学の金谷先生を推薦し、承認された。 
 

３）プレゼンテーション「現状における自動車用 LED 動向」 
配付資料１－３に基づき、山田委員（スタンレー電気株式会社研究開発センター）か

ら自動車用 LED の動向について、プレゼンテーションを行って頂いた。要点としては

以下の通り。 
＜主な動向について＞ 
・ 白色 LED は、日亜化学、豊田合成、ルミレッズ、OSRAM とが製造しているが、

ヘッドランプとして用いるにはまだ十分な明るさが出ていない、というのが現状。 
・ 各社アプローチを続けているが、国内では小糸製作所とスタンレー電気、ヨーロ

ッパでは Hella、バレオといった企業が 2007～8 年までには立ち上げようとして

いる。 
・ 日本の自動車関係の法規はヨーロッパのものを引っ張っているので、日本だけが

出来る技術というものはヨーロッパが反対し、先延ばし状態になる。 
・ 日本では 2006 年ぐらいまでに製品化できるが、ヨーロッパ側が出来ないので、

2007～8 年に法規が決まり、2009～10 年に製品化というスケジュールになってい

る。 
・ GTB、GRB という規格団体があるが、そこに小糸やスタンレーが参加し、何と

か法規を早く制定してもらうように働きかけている。 
・ リアコンビについては、２～３年前に、トヨタが 2006 年までに 100％LED 化す

るとのことであったが、実際は遅れ気味である。高級車では LED 化が進んでい

るが、大衆車（1,500cc）以下では、コストが高くなる（通常のリアコンビであ

ると片側約 1,500～2,000 円であるが、LED 化することで約 1,500 円アップする）

ことから、採用することが難しい（ただしハイブリッドカーでは採用されている）。 
・ スタンレー電気では、元々ストップランプだけで、テールランプを LED 化する

つもりはない。 
・ 自動車の場合、昼間蓄積した電力を夜間にどれだけ放出するのか、という考え方

が基本にある。昼間、もっとも放電頻度が高いのはブレーキランプで、これによ

りバッテリーを消費してしまう。ブレーキランプの場合、通常 21Ｗバルブ（最

大定格は 26Ｗ）が２個付いており、消費電力量が多い。 
・ これを LED 化すると、５Ｗになるので、大きな消費電力の低減が見込まれる。

燃費に換算すると、トヨタ車では 1,500 円ぐらいになるそうである。 
・ （ストップランプについては）現在、コストの問題で停滞気味であるが、ホンダ、

トヨタでは大量に使用することでコストを抑える方針であることから、2009－10
年頃までにはほぼ全て LED 化される見込みである。 

・ ターンシグナル（サイドミラーに付いているもの）については、LED 化が進ん
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でいる。消費電力自体には利いてこないが、デザインやスペースの問題から採用

されている。ただし（ターンシグナルでも）ヘッドランプやリアコンビの中のも

のは、光量が高くないと出来ないため、コストも高くなる（バルブであれば 50
円ぐらいのものが LED であると 3,000 円になってしまう）ことから各社とも取

り組んでいない。 
 

＜車載用 LED の歴史＞ 
・ 1980 年代に、ハイマウントストップランプで低輝度の LED が用いられ始めた。

これによって衝突が減ったというデータもあり、安全性の観点から採用が進んだ。 
・ 1990 年代では、70mA の中低輝度のものが出てきて、LED の個数自体も少なく

なっていく方向（低コスト化）にある。（このタイプで）世界中でもっとも使わ

れているのがルミレッズで、国内では東芝やスタンレーであるが、市場として大

きなシェアを持っているのはルミレッズである。 
・ 現在は、より高輝度化が進み、5lm、100mA というものが出てきている。さらに

高輝度の 50lm というハイパワーものがある。50lm あると１個でストップランプ

が出来てしまうことから、白熱球バルブ１個とデザイン的には同じになる。バル

ブであると１個 50 円で、LED は 200～300 円程度なので、コスト的には高級車

や大型車であれば採用できるが、このような大電流駆動型については市場がほと

んどない。自動車用途としてはあまり必要がない、というのが正直なところであ

る。 
・ ソニーの液晶バックライトで用いられているのがハイパワーLED の Luxeon であ

るが、非常に高価で、実際にカーナビのバックライトとして開発されているのは、

まだ豊田合成一社のみではないか。 
 

＜LED のメリット＞ 
・ LED の良い点は、白熱球と比べ、明らかに点灯スピードが早いところである。

これによって衝突事故は大きく減少していると考えられる。 
・ LED の波長について、以前 LED の交通信号灯器の赤色は色覚弱者が見えにくい

という新聞報道があった。現在、ストップランプに使用する LED では、これを

考慮して、赤色のドミナント波長を 630nm 以下（実際には 615nm）にしている

（615nm 以下であると赤に見えない）。 
・ 赤色の LED については、市場が伸びているが、問題は白色 LED の動向。現状の

性能は、870lm で最大光度は 23,000cd。比較すると HID よりも少し暗く、ハロゲ

ンが 500lm なので、ハロゲンと HID の間。無理をして HID と同じ明るさに持っ

ていくことも可能であるが、消費電力が膨大になり、コストも高くなる。現状の

性能でも、十分に白くはっきりと見えるので、あまり問題はない。 
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・ LED ヘッドランプについては、１チップの出力がまだ少ないので、４チップを

並べている。将来的には、１チップで出来ることが望ましいことから、小さくて

輝度が高い LED が開発されれば、ヘッドランプに用いられることになる。 
・ 大きな問題は熱。かなりの熱が発生するので、これを解決していく必要がある。

ただ、現状でも自動車に特別な冷却装置を載せなくても走行可能な状態にはある。 
 

＜色度＞ 
・ 波長（スペクトル）について、現状の白色 LED は青色に黄色の蛍光体を入れた

疑似白色なので、緑の波長が少ない。青色のチップを用いる場合は、緑の蛍光体

を追加して、補色する必要がある。 
・ 現在、蛍光体の厚さで言うと、100－116 の間で、色温度では 4500K 程度。ハロ

ゲンや HID よりもかなり白に近いところで開発を進めている。蛍光体の厚さや

色で大きく色が変わってくる。 
・ ハロゲンや HID よりも白いので、運転上は見やすいが、緑色が弱い。人間が一

番強く感じるのは緑色。緑色がないと運転を行う上では危険性が高くなる。 
・ 演色性について見ると、蛍光体の厚さを上げれば、緑色も改善されるが、白色の

演色性が悪くなる。 
 

＜LED パッケージの光束・効率＞ 
・ 光束や効率については、各社まちまちであるが、スタンレー電気の場合、パッケ

ージ底面の温度を 50℃に設定する（JIS の 50℃雰囲気に準拠）。各社のパッケー

ジ効率の測定条件を見ると、常温瞬時で何 lm という出し方をしているが、底面

を暖めた状態で測定している。 
・ 2005 年までには発光効率で 50lm/W、光束 250lm には行くと考えている。ただし、

これは４チップを並べた数字で、１チップと比べて、熱の関係上、下がっている。 
・ ヘッドランプでは、LED パッケージを 11 個用いている。約 1,600lm の中から光

学設計を行うことで、870lm を取り出しており、光束利用率としては６割程度（現

状の HID ランプが 3,000lm の光束があって実際に出ているのは 1,000lm なので、

光束利用率は約３割程度）。 
・ 消費電力から考えると、HID は電源（約 7W）と合わせて 42W であるが、LED

は電源（約 5Ｗ）合わせて 65Ｗで、現在ではメリットがない。各メーカーとも

LED をどうするか思案しているところである。できれば 2005 年中に HID と同じ

ぐらいの消費電力にして、最終的には 30W ぐらいを狙っている。 
・ 青色 LED が２倍の効率になってくると予測しているので、そうなれば消費電力

の面からも効果が出てくる値となり、量産に踏み切るのではないか。 
・ 可変式のヘッドランプもあり、LED を使えば配光制御が出来るというメリット
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もあるので開発は進めるが、単純に HID などと比較をした時には、大きなメリ

ットが出てこない。 
・ 企業はどこも世界初を狙っているので、2007 年頃までにはある程度量産化され

るのではないか。 
 

＜LED 街路灯について＞ 
・ LED の自動車用途を考えても市場としては小さいので、一般照明や道路照明と

して利用したい。一般照明は難しい分野でもあるので、街路灯から始めて行きた

い。 
・ 霧の時には黄色の方が見やすいなどもあるが、他の光源に比べて、白色になるの

で、一般的には見やすくなる。街路灯で LED の普及が進めば、ヘッドランプの

明るさもさほど必要とならない、といったことも考えられる。 
・ 光量をさほど照らさなくても白であれば見やすくなるので、現状のナトリウム灯

よりも消費電力を下げながら、明るさ感はアップするということが可能となる。 
・ 実際に、東芝や松下などは取り組んでいる。太陽光発電と組み合わせた形のもの

もある。まだ高速道路などでは導入が少ない。 
・ 街路灯と抱き合わせで開発を進めることで、同じチップ、同じ蛍光体のパッケー

ジを使うことができるので、全体のコストを抑えることが出来る。 
・ ナトリウム灯の場合、全方位を照らすことになるが、LED の場合、スポットラ

イト的に、必要な部分だけを照らすことが出来る上に、遠くからはほとんど見え

ないので、光害問題の解決にもなる。 
・ 普及するには消費電力が 100－150W まで低減される必要があるが、可能性とし

ては十分にあると考えられる。 
 

各委員からの発言、質疑応答は以下の通り。 
・ 街路灯について、諸外国では何か取り組みはあるのか。 

 日本に比べてあまり積極的ではないが、中国は早めにやりたいという意向は

ある。道路関係は入札で決まるため、ランプメーカー単独で事業展開するこ

とは出来ない。 
・ 街路灯はグリーン購入法の対象となる分野であるか。 

 現在の消費電力量では難しい。半分程度にならないと候補にならない。 
 LED の一つの特徴として、調光というものがある。朝６時でも周囲が明るく

なっていれば、消費電力量を抑えるということもできる。ナトリウム灯も水

銀灯もオンオフしかないので、トータルの意味で消費電力量を考えるとどう

なるか、という視点はある。メンテナンスも必要ない。 
 法規で必要な路面照度が決まっているが、白色の LED であれば、照度が低
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くても現状の黄色のものに比べても、明るさ感がアップする。 
 街路灯の場合、黄色が良いというよりも、コストパフォーマンスから採用さ

れている。 
・ HID のヘッドランプであると点光源なので制御がしやすいと思うが、LED の場

合は、集合光源となるので制御はどのように行うのか。 
 確かに集合体となると、難しい面も出てくるが、開発は１チップの方向なの

で、HID などと変わらなくなるのではないか。 
・ ヘッドランプにおける HID の市場規模はどれぐらいか。 

 国内では 17％程度ではないか。欧米では３割程度。HID はアメリカが嫌って

いる。理由はグレアで、ユーザーというよりは、メーカー側が嫌っている。 
 HID は値段が下がれば、水銀フリーの対応もあるが、４割程度は行くと考え

ている。LED については、HID と同じような伸びを見せるのではないか。７

～８年で 10％ぐらいを越えるという感じではないか（今の HID の市場ぐら

い）。 
 HID が４割行くとすると、その内の 10％が LED に変われば良い。残りの大

衆車はやはりコスト的に考えてもハロゲンのままではないか。 
 大衆車の場合、HID でもオプションなので、装着される可能性はほとんどな

い。自動車マーケットの中で一番大きいところがオプションとなっている限

り、大きな普及は見込めない。 
 白色の LED については光源としての法規がない。ヨーロッパで法規化して

いるのは、交換可能光源としてではなく、非交換光源でも良いとするもので、

ユニットそのままでも良いとする法制度である。そうなると各社色々な形で

開発を進めるので、市場としては分散される可能性もある。 
 フィリップスやオスラムといった欧州勢の強い市場が分散されるのは良い

が、メンテナンスが必要な市場なので、あまり分散するのも問題がある。 
 １チップ、１パッケージで、自動車だけでなく他の用途にも使える、という

スタンダード作りが落ち着くところではないか。 
・ LED の場合、半導体の特性から、小さければ小さいほど効率が良い。１チップ

にしようとすると、大電流を流す必要が出てくる。現在、20mA で駆動している

のは 0.3mm 角であるが、これを大電流ですると 1mm 角になり、面積比で 10 倍

になる。そうすると発光効率では落ちてしまうことから、これをいかに落とさな

いようにするかが研究開発の焦点となっている。 
・ 演色性については、HID との比較において重要になってくる。明るさでは HID

の方が有利なので、これに追いつこうとすると大変になってくる。逆に差別化を

図る意味で、LED では演色性が向上する、という方が、メリットがあるのでは

ないか。 
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・ 最近の HID は始動特性が良くなってきているが、この点では LED の方が良い。

HID では安定するまで 30 秒ぐらいかかるが、LED はすぐに安定する。また HID
の場合、始動時のノイズの問題もある（防滋シールドにはコストがかかっている）。

逆に LED は熱の問題がある。ただこれは発光効率が上がれば解決されると考え

られる。 
・ 2007 年に法規制定が予定されているので、各社それに向けて取り組んでいる。

ヨーロッパの法規が改定されてから半年後に日本の法規が改定されることにな

っているが、先行認定といって、ヨーロッパが決まれば、事前に認可を与えて量

産体制を整えさせる。 
・ ヨーロッパでは 2007 年に法規が決まってから、2009～10 年に本格化というスケ

ジュールではないか。世界標準を作ろうというのが欧州のスタンス。 
・ 光量の問題もあるが、LED の場合は、やはりコストが大きな課題となってくる。 
・ 大電流型のものを使わずに、小さいものを多く用いた方がコスト的には安くなる。

実際に街路灯は、それでも出来てしまう。自動車用には、スペースの問題もあり、

難しい。 
・ 白色 LED が車載用として使われるのは、当初は DRL（Daytime Running Lights）

であると考えられていたが、現状ではほぼタクシーや業務用車を除いては、ゼロ

に近い。 
・ DRL については、ヨーロッパでも義務づけされていないので、ロービームで構

わない。片側 4,000 円程度するので、オプションになってしまっている。 
・ 車載用としては、DRL→ロービーム→ハイビームという流れを想定していたが、

これが進まないので、開発も進まず、コスト的にもなかなか下がらない。 
 DRL は歩行者の安全性を高める上では良いというデータもあるが、規制がな

いとなかなか普及しないのも事実である。 
・ ヨーロッパでは製品が出来ないので、法規が進まないということであったが、ル

ミレッズを始めとして、海外メーカーは積極的な気がするが。 
 海外メーカーもチップやパッケージについては出来ている。ただそれをラン

プとする場合、熱の問題があって、ジャンクション温度で 150℃になっても

効率が低下しないようなチップの開発が必要になってきている。ルミレッズ

でも 150℃を前提にしてチップの開発を行っている。そこまで行けば、車と

しての信頼性が増す。 
 熱の問題は、効率の低下と封止材の寿命にも関わってくる。ただしパッケー

ジ技術については、今後数年で大きく変わってくると考えている。 
 最近では、日本メーカーのルミレッズ離れというのもある。ルミレッズの場

合、価格コントロールが出来ないので、高コストになってしまう。内製化す

るか、日本のメーカーのものの方がコストパフォーマンスは良い。 
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 ルミレッズの場合、パッケージ＋アプリケーションとしての付加価値を付け

てくる。色のバラツキも全て吸収したモジュールとして作り上げてくるとい

うスタンス。逆にそれをしないと変な使い方をされて、ルミレッズも困る。

まだ LED は普及段階なので、一から使い方を教える必要があり、それをす

るよりは全てモジュール化した方が効率的とも言える。 
・ LED については、携帯電話が最大で 20 個使っているように、それなりの数が出

ないと市場としては大きくならない。交通信号灯器が全て LED になったとして

も、生産規模から考えるとそれほど大きなものではない。それが 10 年も使える

となると市場としては成立しにくい。 
・ LED チップメーカーは車載用をやると言うが、ランプメーカーとしてはまだ慎

重というのが現状ではないか。LED チップ自体の寿命もまだ分からないのに、

手探り状態で行っているのが実情。 
・ 室内灯の場合は、高級感といった雰囲気を作り出す場合に用いる。もしくは若者

向けの遊び的なもの。コストが高いので、その価値を認めてもらえるところや嗜

好の性格が強いものでないとなかなか用いられない。 
・ 一般照明を考えた場合、足下だけを照らしても、周囲が明るくならないと暗く感

じてしまう。室内灯についても同じで、そこだけを照らしても暗く感じてしまい、

周囲を含めて明るくしないとあまり効果がでない。 
 

４）自動車メーカー向けアンケートについて 
事務局より、配付資料１－４に基づき、自動車向けメーカーに向けたアンケートにつ

いて説明が行われた。 
・ 今回、自動車メーカーの団体である日本自動車工業会に委員としての参加を求め

たところ、参加は難しいが、アンケートには協力する、とのことから、現在の動

向を把握する目的でアンケートを実施することとなった。 
 

委員からは、次のような意見が出され、その結果を踏まえてアンケート票の修正を行

い、自工会に協力をお願いすることとした。 
・ CHMSL（センターハイマウントストップランプ）は、ほとんどのメーカーが LED

化しているので、LED 装着車数を聞くと 100%となってしまうのではないか。 
・ メーターのランプも含めてよく使われているところは除く、ということでアンケ

ートを行った方が良いのではないか。 
 

５）報告書とりまとめ案について 
事務局より、配付資料１－５に基づき、報告書とりまとめ案について説明を行った。 
今回の報告書では、輸送機械システムのみならず、一部農業用の LED 利用に関して
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も報告書の中で扱うことが説明された。委員からの意見は次の通り。 
・ 岩崎電気や CCS といった会社が農業用光源としての LED を開発している。この

ような企業から現状の取り組みについてヒアリングをすると良いのではないか。 
 

６）フリーディスカッション・今後の予定 
・ 次回は、豊田合成から室内灯の LED 化についてプレゼンテーションを頂くこと

とし、今後、日程調整を行うこととした。 
 

以上 
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第２回 輸送機械システム LED 技術動向調査委員会 

 
議事要旨 

 
１．日 時：平成１７年２月１０日（木） １４：００～１６：００ 
２．場 所：（財）金属系材料研究開発センター会議室  
       東京都港区西新橋１－５－１１ 
３．出席者：金谷（委員長・金沢工業大学）、山田、古田（以上、スタンレー電気）、山

中、吉村（豊田合成）、伊藤、茂木（以上、JRCM） 
４．議 事： 

１）委員プレゼンテーション「車室内用ＬＥＤの動向について」 
     山中委員（豊田合成株式会社 オプトＥ事業部第２技術部長） 
  ２）海外展示会（デトロイト・モーターショウ 2005）視察の報告 
  ３）自動車メーカー向けアンケート（中間とりまとめ）について 
  ４）フリーディスカッション・今後の予定 
 

５．配付資料： 
資料２－１ 第１回委員会 議事要旨（案） 
資料２－２ プレゼンテーション資料「車室内照明」 
資料２－３ 海外展示会（デトロイト・モーターショウ 2005）視察資料 
資料２－４ 自動車メーカー向けアンケート（中間とりまとめ） 

 
議事概要： 

１）委員プレゼンテーション「車室内用ＬＥＤの動向について」 
豊田合成・山中委員より、配付資料２－２に基づき、自動車室内照明についてプレゼ

ンテーションを行って頂いた。その要点としては以下の通り。 
・ 自動車の進化として、走る、曲がる、止まるというものがあったが、近年では、

そこに「衣食住」という概念が加わっている。 
・ 「衣」とは、ファッション性・意匠性で、「食」というのは、車の中で何かを食

べるための機能、そして「住」はマイルーム感覚ということで、車の中も自分の

部屋のような感覚で捉える、これらが最近のトレンドであると認識している。 
・ 自動車の照明の歴史として、従来は、車の中が見える、落ちた 10 円玉が分かる

ことが機能として求められていた。その中で 1970 年代、日産自動車というより
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も金谷先生が、車の照明をどのようにあるべきか、ということを研究されていた。 
・ 1990 年代後半には、海外車を中心に LED によるアンビエントランプが登場した。 
・ 2000 年に、トヨタの LEXUS で、従来の単純なオンオフではなく、必要な時に必

要な光を、どのように（高級感を）演出するか、という照明としてのシステムが

導入された。 
・ 2002 年以降、白色 LED は、読書灯やルーフ間接照明、足元照明、マップランプ

などの機能照明として用いられるようになってきている。 
・ 室内照明として、LED の特徴・キーワードとしては、環境に優しい、低消費電

力、省スペース、低発熱、長寿命、（当初は認識していなかったが）制御しやす

い、といったことが挙げられる。 
・ LED 化されるアイテムとしてはいくつか考えられるが、マップランプやシート

ランプ、インサイドハンドル照明はすでに量産化されている。一方、ラゲッジラ

ンプについては、コスト的に難しい。また照明ではないが、カーナビやメータの

バックライトの LED 化が期待されている。 
・ 基本的に、バルブと LED は照明デバイスとして違うものとして認識しており、

ルームランプが LED に変わるのではなく、照明に機能を持たせた時、どのよう

な照明ができるのか、ということを考え、1999 年に車内照明コンセプトを示し

た。このコンセプトをベースとして、LEXUS LS や GS の照明設計が行われた。 
・ 車がアン・ロックすると、ルームランプがフェードインして、ランプが付く、ま

たシフトをパーキングからドライブに変えると明るさが半分になるといった、照

明の明るさを含めてコントロールする、ということをセルシオで行った。 
・ 高級感や付加価値を高める意味合いで、光を制御している。ホンダでは、ブルー

は高級感があるということで、青色が使われているし、トヨタでは、赤色系が多

い。 
・ LED の弱点としては、（砲弾型ではどうしても出来てしまうが）リング状の光の

むらが出来るので、それをカバーする製品を作る必要がある。 
・ カップホルダーイルミネーションというものも開発されており、カップホルダー

を青色で照らすものもある。 
・ 白色 LED のバリエーションとしては、青色 LED＋黄色蛍光体による白色化のも

のが最もポピュラーであるが、これは発光効率が高いことが大きな特徴である。

また短波長＋RGB 蛍光体によるものもある。これは演色性がよく、色のバラツ

キが小さいが、青色＋蛍光体に比べて、明るさという点では落ちる。これは青色

を出すのに、紫色から蛍光体で変換しているため、青色をそのまま使っている青

色＋蛍光体の方式よりもどうしても効率が下がってしまう。 
・ センチュリーの読書灯では、白色 LED を 24 個並べている。400mm の距離で 400lx

を出している。安全性という点からも LED が使われている。LEXUS GS のマッ



108 

プランプでは、SMD 型 LED が３個用いられている。機能照明として、今年度か

ら徐々に出始めている。 
・ メータのバックライトとしては、比較的 LED が進んでいる。カーナビのバック

ライトについては、CCFL から LED へと開発が進められている。 
・ 今後の LED 車内照明については、これまでは高級感の演出といった点灯するこ

とで雰囲気を変えるための意匠照明が中心であったが、これからは機能照明が主

流となってくると思われる。照らして見せる、そのものの色を見せる、という照

明スタイルになってくるのではないか。 
・ 日本や欧州の自動車メーカーは、ほとんど LED を採用しているし、北米の３大

メーカーも採用しつつある。 
・ LED の課題としては、やはり価格ということが挙げられる。嬉しさは上がるが、

値段も上がるというものは使われない。これをクリアするために発光効率を上げ

る必要がある。現在、大電流化で解決しようとする方向にあるが、熱の問題もあ

るので、価格との兼ね合いで考えていく必要がある。 
・ 演色性の問題も、照明として考えた場合、求められる要求が高い。北米ではレン

タカーが多いので、マップライトが多く用いられる。その時には見え方が問題と

なる。 
・ 従来の砲弾型や SMD 型ではなく、車載用途として用いる際のカスタム化が必要

とされる。光の照射の均一性や熱の問題など、パッケージとしてどのようなもの

を提供していくのか。これに一つ一つ対応していくと、どうしても価格が上がる。

この部分で標準化していく必要もある。 
 

各委員からの発言、質疑応答は以下の通り。 
 

・ RGB の蛍光体を用いた白色 LED では、蛍光体の混合比率を変えれば、色温度も

かなりバリエーションを持たせることが出来ると考えてよいか。 
 出来る。車の場合、各社独自の色を出したい、という要望もある。ただしメ

ーカーの要望としては、明るさを求める声が大きい。30lx や 50lx といったと

ころを求められる。 
・ バルブであると全体が均一に照射されるため、（車内にいても）顔が光ってしま

う。これを嫌がるユーザーは多い。何か書類を見るときにランプをつけると顔が

外から見えてしまう。LED であれば、見たいところだけが照らすことが可能に

なる。 
・ 高齢の女性は、アンバー色が好まれる。高齢者になると、色温度が高いものはま

ぶしく感じられる。そのため色温度の低いものが好まれる。一方、高齢の男性は

色温度の高いものを好む。 
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・ 室内灯を LED 化する場合、使用頻度が高くないので、低消費電力といったメリ

ットを感じにくいが、LED 化することで使用時間が延びたというようなことは

あるのか。従来は、車内灯をつけているとグレアがあって運転しづらい、という

ことがあるが、LED であれば必要なところだけ照射できるので、点けっぱなし

でも良くなる。 
 調査はしていないので、分からないが、可能性としては高い。確かに使用頻

度から考えると、いくら低消費電力になっても、コンマ何％の世界になって

しまう。車が全て LED になったときに電源がどのようになっていくのか検

討する必要がある。車の電源は 12V だか、LED はこれでは点灯しない。そ

のため抵抗などを使う必要があり、基板を追加しなくてはいけない。 
 一般の照明デバイスと LED との違いはまだまだあると思っている。メータ

であれば、明るさもあるが、視認性という基準もある。 
 照明がどのようにあるべきか、ルームランプの機能・基準があるわけではな

い。全体空間を照らすのではなく、（LED の特徴を生かした）必要な時に必

要な光を照らすという、新しいコンセプトもあるのではないか。 
 LED では、住空間としても色々なバリエーションを持たせることができる。

アンビエントな空間であったり、シャープな空間であったり、個性に合わせ

た空間作りができる。多様な光を使い分けることができる、というのが大き

な特性ではないか。 
 若年層は、自ら用品を購入して、変えていくという発想がある。時代ととも

に方向性は変わっていくのではないか。LAV4 ではオプション購入の平均が

20 万円であった。自動車や１円でも安くする方向であるが、若年層であれば、

オプションに多額を投資する。 
・ ルームランプについて、装着義務というのはあるのか。 

 メータはバックライトが必要であるが、ルームランプにはついてはない。逆

に走行時には消灯しなくてはいけない。バスは点灯していても良いが、乗用

車は点灯して走ると走行しづらいので、消灯するようにされている。 
 カーナビのバックライトは、光量も大きいため、車内空間のイメージを大き

く壊す存在。 
・ 現在は、明るさが足りないので、技術開発にも明るさが求められているが、それ

が達成されると今度は演色性の問題になってくると考えられる。 
・ 光束の変化（光束減退率）については、電球と比較するとどうか。 

 LED の今後の発展に必要なものは高分子材料。LED 自体は減らない。素子

だけであれば問題がないが、高分子材料が劣化していく。特に青色であると、

アンバー色が補色になるため、急激に減退していく。 
 紫外 LED の場合は、蛍光体の劣化も問題となる。これは三波長の蛍光灯の
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時も同じ。集団交換であれば問題はないが、個別交換の時に、色が変わって

しまうことがよくある。 
 LED は切れない、という考えが定着しているが、LED も交換部品として考

えれば、もっと普及するのではないか。長所が普及の阻害になっているとも

言える。 
・ カーナビのバックライトについては、普及していくと考えられるのか。 

 バックライトは可能性と言うよりも必然的なもの。水銀レスの流れで、各メ

ーカー何らかの対応を求められている。コスト的に高くても推進しなければ

ならない。一方で、有機 EL という選択肢もある。 
・ 自動車の場合、昼間は太陽光であるし、夜間もあまり点灯させないので、あまり

関係ないかもしれないが、車内灯として用いた場合、青色が強い LED の場合、

生理的な問題というのは出てくるのか。 
 白が白として見えることはとても重要。赤や緑がない、白というのは、視認

性とともに生理学的に何らかの影響があるのではないか、と議論されている。

現在はデータが不足している状況。 
 

２）海外展示会（デトロイト・モーターショウ 2005）視察の報告 
ＪＲＣＭ・伊藤より、配付資料２－３に基づき、海外展示会（デトロイト・モーター

ショウ 2005）について報告を行った。 
・ デトロイトのモーターショウは、販売ベースのものが多く、それ以外はコンセプ

トカーという位置付けになっている。 
・ コンセプトカーでは、比較的 LED が使われている。販売員の説明では、2006 年

以降に LED の生産ラインが整ってくる、という意見が多かった。 
・ ハイブリッド車が比較的多く見られた。逆に燃料電池車はＧＭのみであった。 

 ハイブリッド車は、メーカーも儲からないし、部品メーカーも儲からない。

環境というコストを価格に上乗せできる訳ではない。 
・ ヨーロッパの法規の状況を見ると、2007 年というのは難しい状況。2008 年、2009

年頃に制定されると考えられる。光源の交換をどうするのか、という議論になっ

ている。モジュール交換しなくてはいけない、と議論が戻ってしまっている。 
・ コンセプトカーについては、意匠性を重視したものが多くあった。また住空間の

充実を図った自動車に人気が高かった。 
・ 2007 年、2008 年には、LED のヘッドランプを用いたものがかなり出てくると考

えられる。 
・ ヨーロッパが遅れているのは、日本が進んでいるため。白色 LED について言う

と、世界で何社もできるわけではない。特に白色については日本とアメリカが主

導になっている。オスラムやフィリップスは遅れている。 
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・ （LED の採用は）カーメーカーがどこにお金をかけるのか、によるところが大

きい。 
・ 法規の制定を早く進めるためには、アメリカのメーカーを巻き込むしかない。 
・ ヘッドランプで LED 化が進むのは、省エネ性。白色で 50lm/W に達する時点で、

それなりに普及していくと考えられる。 
・ 車載用 LED（ヘッドランプ）としては、青色＋黄色のものが主体。車の場合は、

RGB までは必要とされない。ＨＩＤの明るさを越えるのは難しいので、他のメ

リットで優位性を出すことが重要。 
 

３）自動車メーカー向けアンケート（中間とりまとめ）について 
配付資料２－４に基づき、事務局から、自動車メーカー向けアンケートの中間とりま

とめについて報告された。 
・ 現状では、３社程度の回答なので、期限を延ばして、より多くの回答をお願いす

ることとした。 
 

４）フリーディスカッション・今後の予定 
・ 次回の委員会は３月１６日１４時からＪＲＣＭの会議室で行うこととする。 

・ 議題は主に報告書案の議論とし、何かトピックスがあれば、講師をお願いする。 

 

 

 

以上 
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第３回 輸送機械システム LED 技術動向調査委員会 

 
議事要旨 

 
１．日 時：平成１７年３月１６日（水） １４：００～１６：００ 
２．場 所：（財）金属系材料研究開発センター会議室  
       東京都港区西新橋１－５－１１ 
３．出席者：金谷（委員長・金沢工業大学）、山田、古田（以上、スタンレー電気）、 
     山中、吉村（豊田合成）、伊藤、清水（東芝ライテック）、小島、伊藤、茂木

（以上、JRCM） 
４．議 事： 
  １）鉄道用車内用照明に関する事例 

：小田急新ロマンスカー（東芝ライテック） 
  ２）ＬＥＤ Ｈ／Ｌの法規動向について 
  ３）海外視察に関する報告 
  ４）報告書（案）に関する議論 
  ５）フリーディスカッション・今後の予定 
 

５．配付資料： 
資料３－１ 第２回委員会 議事要旨（案） 

    資料３－２ ＬＥＤ Ｈ／Ｌ法規動向 
    資料３－３ 海外視察報告「Strategies in Light Conference 2005」 
    資料３－４ 報告書（案） 
    資料３－５ 東芝ライテック社プレスリリース 
    資料３－６ 小田急ロマンスカー写真 
    資料３－７ アメリカの鉄道におけるＬＥＤ化 

 
議事概要： 

１）鉄道用車内用照明に関する事例 
東芝ライテックの伊藤氏、清水氏より、鉄道の室内照明に関する事例（小田急の新型

ロマンスカーでの導入事例）について講演を頂いた。その要点としては以下の通り。 
 

・ 3 月 19 日に営業開始になる新型ロマンスカーは、LED を本格採用した移動体設
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備である。 
・ 小田急電鉄は、箱根という大きな資産を持っているが、そこに行くには小田急を

使われていない、という実態があった。小田急を使って、箱根にきてもらう、と

いうコンセプトのもと、新しい魅力あるロマンスカーの開発が始まった。 
・ 車両コンセプトとしては、電車に乗った時点からリゾート気分が味わえる、とい

うもので、単なる移動手段ではなく、ホテルの部屋のような空間を作りたい、と

いうことであった。 
・ その結果、建築家の岡部氏にデザインを依頼した。建築家に車両デザインを頼ん

だ、ということで、今までの車両デザインにはない、新しい考えが外観や内装に

も反映されている。 
・ LED の共同開発にあたっては２年をかけて行ってきた。車体は日本車輌が開発

を行っている。 
・ ロマンスカーの大きな特徴は展望車。前のモデルでは展望車がなくなっていたが、

今回、復活した。 
・ 用いられている LED モジュールは一つなので、部品としては一つで対応できる

のが特徴。 
・ LED を用いた理由としては、スペースを大きく取れることであった。車両の設

計にあたっては、天井をより高くする、ということがあったため、LED が採用

された経緯がある。蛍光灯ではどうしても天井が低くなるので、可能な限り LED
を使いたい、という要望があった。天井の高さは、2.55m ある（今までより 45cm
高くなっている）。 

・ すべての一般車両（10 両編成）に LED 照明が導入されている。全部で約 2,000
ユニット使っており、1 ユニットの長さが 210mm のライン状にもので、18 個 LED
を用いている。 

・ LED を用いた車両として、愛知万博のリニモでも、荷物棚の照明に LED を用い

ている。 
・ 照度分布については、蛍光ランプの間接照明分と LED の直接照明分を足した合

計照度で、500lx 近くになっている。測定位置は床上 750mm 程度のところ。 
・ リクライニングしたときにも、グレアを感じないように、遮光角は 60℃となっ

ている。 
 

各委員からの発言、質疑応答は以下の通り。 
 

・ 万が一、故障した場合は、ユニットごとの交換か。 
 荷棚と荷棚の間が外れるようになっており、そこからユニット単位で交換す

る。コネクターが付いているので、それを取り外して交換すればよい。 
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・ 2800K の LED であるが演色性はどのようになっているか。居住空間として、色

の見え方を重視する場合は、特に肌色の見え方が重要になってくる。その意味で、

R15 の数値が重要。 
 Ra で 80 を下回るぐらい。70 台の後半は出ている。Blue と黄色の蛍光体を用

いているタイプ。 
 演色性としては、80 があれば十分というところ。 

・ 20mA なので、冷却装置などは必要ないか。 
 下がアルミ材のボディの上に、プリント基板で実装しているので、比較的放

熱が良い構造になっている。 
・ ダウンライトの LED 化の話はなかったのか。 

 今回は、特にその話はなかった。岡部先生のコンセプトとしては、明かりを

とっているのが分かる、というのを嫌がった。灯がそこになるのではなく、

ライン状のものとした。 
・ 遮光角が 60℃という話があったが、最近、オーバーヘッドグレアというものが

照明学会で話題になっている。従来は 53℃ぐらいまでが問題とされていたが、

高輝度のものであると、60℃以上でも、グレアが生じる。LED の場合は輝度が

高いので、その点はどうか。 
 天井の間接照明との関係で、グレア感が緩和されているというのが実態。背

景輝度が高いので、グレアを感じない。 
・ 試乗した時に、LED だけを点灯した場合でも、比較的、雰囲気があって良かっ

た。 
・ 温度によって調光をする、というようなことは検討しなかったのか。 

 現在では、それほど明るさが出ていないので、必要はないと判断したが、今

後は、周囲の明るさと連動して、調光することも考えられる。 
・ 現在の照明分布は 300～400lx。手元で 300lx 程度出るように設計されている。リ

ゾート特急なので、落ち着きを持たせた明るさにしている。 
・ LED を導入する際に苦労したことは。ばらつきはどれぐらいの範囲であれば良

い、というのがあれば良いのか。 

 色のばらつきは当然としてあり、苦労はした。今回は岡部先生に、ばらつき

を最終的に確認してもらい、OK を出してもらった。最初のものはかなりば

らつきがあり、大変であった。 
・ LED の導入にあたっては、デザイナーの力は大きいか。 

 現時点では大きいと言わざるを得ない。照明器具として普及する段階では、

それがだんだんと弱まってくると考えられる。 
 

２）ＬＥＤ Ｈ／Ｌの法規動向について 
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スタンレー電気・山田委員より、配付資料３－２に基づき、LED ヘッドランプの法

規動向について説明を頂いた。 
・ ３月の始めにワーキングがあり、その動向を説明する。比較的スムーズに進めら

れており、2006 年末に欧州で発効されれば、日本でも 2007 年の春頃には、LED
のヘッドランプも解禁される予定である。 

・ 審議はある意味、いい加減で、審議の題目が多い場合、飛ばされる場合があるが、

現状では、このまま行けるであろうと考えている。 
・ アメリカの場合は、まだ慎重な対応をしていかなければいけないが、どのメーカ

ーもアメリカは先行する市場としては考えていないので、特に問題はない。アメ

リカは HID も伸びていない。 
 

３）海外視察に関する報告 
配付資料３－３に基づき、事務局・小島から、海外の視察について報告した。 
・ 今年の特徴は、LED の照明用途が中心であった。その中で、台湾、韓国、中国

の技術進歩が注目された。中国は今年初めてであったが、省エネの観点から、LED
の普及が進められている。韓国は光州でのクラスター形成について書かれている。 

・ 発光効率については、2005 年中に 50lm/W に到達する、というような方向であっ

た。 
・ 台湾や韓国、中国については、今後も製造拠点として注目されている。 
 

４）アメリカの鉄道の LED 化に関するについて 
配付資料３－７に基づき、事務局から、アメリカの鉄道の LED 化について報告した。 
・ アメリカの鉄道でも後尾灯に LED を用いるようになってきている。 
・ またニューヨーク市の地下鉄でも、LED を用いた車両が増えている。数字のと

ころが LED 化している。 
 

５）報告書（案）に関する議論 
配付資料３－４に基づき、事務局から、自動車メーカー向けアンケートの中間とりま

とめについて報告された。 
・ 課題と方策の中では、演色性についても触れるべき。 
・ 普及動向を進める上では、標準化や技術開発、政策提言を行う必要があるが、こ

の分野は、民間で既成事実を作りながら普及を進めているところがある。 
・ 安全性や環境性といったことがそれに当てはまるが、小田急の事例などでも示さ

れるように、意匠の問題というのがある。これは企業秘密になるところが大きい。 
・ 車載用については、2007 年を目標として、発光効率や色の問題に関して技術開

発を進め、量産化していく方向にある。それまでに怖いのは、中国や韓国などが
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低価格で進出してくること。 
・ どの時点で紫外に移行するのか、というのも LED の開発ではポイントになって

くる。照明であれば RGB というパターンも当然のことながらでてくる。ヘッド

ライトであれば、現在の青色＋YAG でも構わない。ただし、これであると HID
と変わらなくなる。 

・ 韓国の動きなどは注意する必要がある。韓国自体は、チップよりもその後、蛍光

体やパッケージのところに力を入れており、差別化を図っている。台湾がチップ

を提供し、韓国がパッケージを、中国でアプリケーションという構造が出来上が

りつつある。 
 

 

以上 
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参考資料２ デトロイト・モーターショー２００５（2005 年 1 月 20 日、21 日） 
 

 

モーターショーの特徴 

• フォードと GM が２分 
• それぞれの本体はフォードが生活優先路線であったのに対し、GM は環境重視

路線であった。 
• 省エネ省資源の立場からハイブリッド化が各社に普及、性能向上がみられる。 
• 利便性、安全性への工夫も見られるが外見からはわからない。 
• 先端ではアルミ化マグネ化が見られる。 
• 2005 年は後部の LED 化がかなり増えている。 
• コンセプトカーでのヘッドライトへの採用がみられ、2006 年には生産準備が整

うとのこと。 
• 日本のモーターショーと違い、実際にこれから発売になる 2005 年式車を買お

うとして参加している人が多い。乗り心地、車内雰囲気などを確認している。 
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１． Infiniti 
※コンセプトとして KRAZA に LED を使用
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２．HUNDAI 
※2006 年秋にはヘッドランプに LED を使う予定 
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３．クライスラー 
※2007 年秋に Firepower に採用予定 
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４．日産 
※コンセプトカーの AZEAL に採用予定 
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５．Audi 
※コンセプトカーの Allroad に採用の予定（詳細は不明） 
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６．ベンツ 
※コンセプトカーSLK McLaren に LED を使う予定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※Reseach Vehicle F500 Mind にも LED を使う予定 
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７．Acura 
※RDX に採用予定で 2006 年には生産可能に 
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８．フォード 
※アルミニウムのコンセプトカーShelby G-1 を展示（LED 化は不明） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※室内の居住性を追求したコンセプトカーSYN を展示（室内照明に LED）Most 
Futuristic 賞受賞 
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９．ボルボ 
※コンセプトカー３CC の前後に LED 使用 
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１０．マーキュリー 
※コンセプトカーMetaone に LED を付けている 
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１１．リンカーン 
※ZEPHYR のテールに LED 使用 
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１２．Buick 
※VELITE でヘッドランプやテールランプにLEDとは違う５角形のランプ“Ｘビーム”

を使用。50％のエネルギーで 150％の出力がある。2006、7 年に実用化予定。 
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１３．Chevrolet 
※CORVETTE Z06 にアルミフレーム、マグネシウムを一部使用
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１４．GM 
※SEQUEL は前後ともに LED 使用 
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１５．KIA 
※コンセプトカーKCD2 でフロント、リアともに LED 化し、すべて LED に 



133 

１６．レクサス 
※LED 多数採用 
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１７．トヨタ 
※FTSX 
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※ラスベガス・フリーモントストリートの「エクスペアレンス」 

38m×420m のドーム状の電飾アーケード（LED を約 1,200 万個使用） 
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参考資料３ 社団法人日本自動車工業会向けアンケート票 

 
 

自動車における光源としてのＬＥＤ利用動向アンケート 
 
 
 

（１）御所属  

（２）部署  

（３）役職  

（４）ご氏名  

（５）ご連絡先 TEL： FAX： 

（６）電子メール  

※ 御回答いただいた方には、集計結果を納めた報告書（ＰＤＦ版）をお送り致します

ので、ご協力ください。 

※ 回答欄については、適宜、追加したり、広げたりして、調整ください。 

※ ご多忙中、恐縮ですが、２００５年２月７日（月）までに御回答ください。 

 

 
 

＜お問い合わせ先＞ 

 

財団法人金属系材料研究開発センター 総務企画部 産学官連携Ｇｒ 

担当：茂木（ymogi@jrcm.jp） 

 

※大変申し訳ございませんが、お問い合わせについては電子メールにてお願いいた

します。お問い合わせをいただいた後、こちらより電子メールもしくは電話にて

返信させていただきます。 
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１ 現状における車載用ＬＥＤの装着動向について 

 
１－１ 現状（２００５年１月現在）において、御社で販売されている自動車のＬＥＤ化

についてお聞かせください。 

 
（１）御社の全販売車数（２００５年１月現在） 

 車種 
 
（２）ＬＥＤを光源として用いている車種について、使用箇所毎に使われている車種数を

ご記入ください。 

使用箇所 

ヘッドランプ（前照灯）  車種 

フロントフォグランプ（前部霧灯）  車種 

バックランプ（後退灯）  車種 

ライセンスプレートランプ（番号灯）  車種 

コーナリングランプ（側方照射灯）  車種 

照明灯 

ルームランプ（室内灯）  車種 

ポジションランプ（車幅灯）  車種 

テールランプ（尾灯）  車種 

パーキングランプ（駐車灯）  車種 
表示灯 

サイドマーカーランプ（側方灯）  車種 

ストップランプ（制動灯）  車種 

ハイマウントストップランプ（補助制動灯）  車種 

ターンシングルランプ（方向指示器）前方  車種 

ターンシングルランプ（方向指示器）後方  車種 

信号灯 

ターンシングルランプ（方向指示器）側方  車種 

 
（３）（２）で回答されたＬＥＤ装着車の具体的な車種名をご記入ください。 

 
（４）自動車用ランプ光源としてＬＥＤを用いた理由は何ですか（自由回答）。 

 

例）カローラ・フィールダ

ー 
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２ 今後の自動車用ＬＥＤの動向について 

 
２－１ 今後、自動車用ランプ光源としてＬＥＤを用いた自動車を販売される予定はござ

いますか（回答は一つ）。 

 

① 予定がある  ② 予定はないが、採用を検討中 （→ ２－２へ） 

③ 予定なし （→ ２－３へ） 

 
２－２ （２－１で「ある」もしくは「検討中」とご回答された方にお聞きします。） 

（１）どのようなタイプの自動車でＬＥＤを用いる予定もしくはお考えですか（複数回答）。 

① セダン（一般） ② セダン（高級） ③ ワゴン ④ ミニバン、キャブワゴン 

⑤ ２ＢＯＸ ⑥ ＳＵＶ ⑦ スポーツ＆スペシャリティ ⑧ ビジネス（商用車） 

⑨ 軽自動車 ⑩ トラック、マイクロバス ⑪ その他（           ） 

 

（２）どのような箇所に採用される予定もしくはお考えですか（複数回答）。 

使用箇所 該当箇所に○印 

ヘッドランプ（前照灯）  

フロントフォグランプ（前部霧灯）  

バックランプ（後退灯）  

ライセンスプレートランプ（番号灯）  

コーナリングランプ（側方照射灯）  

照明灯 

ルームランプ（室内灯）  

ポジションランプ（車幅灯）  

テールランプ（尾灯）  

パーキングランプ（駐車灯）  
表示灯 

サイドマーカーランプ（側方灯）  

ストップランプ（制動灯）  

ハイマウントストップランプ（補助制動灯）  

ターンシングルランプ（方向指示器）前方  

ターンシングルランプ（方向指示器）後方  

信号灯 

ターンシングルランプ（方向指示器）側方  

 

２－３ （２－１で「なし」と回答された方にお聞きします。）ＬＥＤを用いる予定のな

い理由を教えてください（自由回答）。 
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３ 自動車用ランプ光源としてＬＥＤを用いる際のメリット・デメリットについて 

 
３－１ 自動車用ランプ光源としてＬＥＤを用いる場合、どのようなメリット・デメリッ

トがありますか。各使用箇所についてご回答ください。 

 

使用箇所 メリット（上段）／デメリット（下段） 

 

ヘッドランプ（前照灯） 

 

 
フロントフォグランプ 
（前部霧灯） 

 

 

バックランプ（後退灯） 

 

 
ライセンスプレートランプ 
（番号灯） 

 

 
コーナリングランプ 
（側方照射灯） 

 

 

照 

明 

灯 

ルームランプ（室内灯） 

 

   

 
表
示
灯 

ポジションランプ（車幅灯）

 

表

示
テールランプ（尾灯）  
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パーキングランプ（駐車灯）

 

 

灯 

サイドマーカーランプ 
（側方灯） 

 

   

 

ストップランプ（制動灯） 

 

 

ハイマウントストップランプ
（補助制動灯） 

 

 

信 

号 

灯 
ターンシングルランプ 
（方向指示器） 
※前方、後方、側方含める 
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４ 自由意見 
自動車用ランプ光源として、LED に期待されること、要望などございましたら、ご自由

にご記入ください。 

 

 
 
※アンケートは以上です。電子メールに添付いただき、茂木（ymogi@jrcm.jp）まで、ご

返信ください。ご協力ありがとうございました。 

 



            
             この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
非 売 品 

禁無断転載 

 

平 成 １６ 年 度 

輸送機械システムにおけるＬＥＤ技術動向調査 

報 告 書 

 

 発 行  平成１７年３月 

 

 発行者  社団法人 日本機械工業連合会 

      〒105-0011  

東京都港区芝公園三丁目５番８号 

      電 話 ０３－３４３４－５３８４ 

 

       財団法人 金属系材料研究開発センター 

       〒105-0003 

東京都港区西新橋一丁目５番１１号 

       電 話 ０３－３５９２－１２８２ 
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