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序 

 

 我が国では、標準化の重要性は以前から十分認識されており、特に機械工業において

はきわめて精巧な規格が制定されてきています。また経済の国際化に伴い、世界的規模

で規格の国際共通化が進められております。 

 しかし、我が国の規格の中には独自で制定したものもあり、国際化の視点での見直し

を行う必要性が高まっています。このため弊会では経済産業省の委託を受けて、従来か

ら機械工業に係わる国内規格の国際規格との整合化事業に取り組んで参りました。 

 近年、国際標準化にも新しい動きが起こり、製品を中心とした規格に加え、品質や環

境などをはじめとするマネジメントに係わる規格などが制定されてきております。弊会

においてもこの動きに対応し、機械安全、環境保全など機械工業におけるマネジメント

にかかわる規格や、機械工業の横断的な規格についての取り組みを強化しているところ

です。 

 具体的には、国内規格と世界標準との整合を目指した諸活動、機械安全規格整備とリ

スクアセスメント実施のガイド作成、各専門分野の機関・団体の協力による機種別・課

題別標準化の推進などです。これらの事業成果は、日本発の国際規格への提案や国際規

格と整合した日本工業規格(JIS)、団体規格の早期制定などとなって実を結ぶものであ

ります。 

 こうした背景に鑑み、弊会では機械工業の標準化推進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「LED応用機器システムにおける標準化調査」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

す。 

 

平成１９年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井  務  

 



目次 

本編           1 

 

序章           1 

 

第１章 LED 開発の経過と現在の LED 利用状況      2 

 1-1 LED 開発の経過         2 

 1-2 真空システム光源から固体素子光源へ      4 

 1-3 LED システムの現状（特長・利点、普及状況）     6 

 1-4 産業としての利用状況        8 

 1-5 LED 市場の現状        13 

 1-6 LED をめぐる化合物半導体の世界      16 

 1-7 白色 LED の適用分野と市場予測      20 

 

第２章 LED 技術に関する現状と今後、および白色 LED に期待される役割  22 

 2-1 白色 LED の現状（発光効率と適用分野とコスト）    22 

 2-2 LED 技術の背景        24 

 2-3 LED 技術の動向        25 

 2-4 白色 LED の技術動向       37 

 2-5 白色 LED 技術の将来展望       45 

 

第３章 各分野における LED の活用メリット、および要件    53 

 3-1 照明分野における LED の活用メリット、および要件    54 

 3-2 バックライト分野における LED の活用メリット、および要件   62 

 3-3 道路分野における LED の活用メリット、および要件    65 

 3-4 交通分野における LED の活用メリット、および要件    70 

 3-5 ディスプレイ分野における LED の活用メリット、および要件   78 

 3-6 その他の分野における LED の活用メリット、および要件   83 

 

第４章 LED の光特性および寿命の測定・評価方法 

         および周囲温度条件に関する調査    87 

 4-1 LED の光特性の測定評価方法      87 

 4-2 LED に関する光以外の特性とその測定方法    105 

 4-3 寿命についての規格・試験方法     109 

 4-4 信頼性についての規格・試験方法     112 

 4-5 安全性についての規格・試験方法     115 



第５章 生体安全リスク評価のための尺度と関連の計測方法   117 

 5-1 光の生体への作用と安全性      117 

 5-2 光の生体安全性リスク評価のための国際規格    120 

 5-3 LED 光源からの光の生体安全性リスク評価の国際動向   123 

 5-4 現状 LED 素子の安全性評価のための測定試験について   125 

 

第６章 国内、国際にかかる標準化戦略調査    132 

 6-1 標準化と産業における重要性     132 

 6-2 標準化の体系       134 

 6-3 LED に関する国際標準化機構（International Standardization） 136 

 6-4 LED に関する標準化の動向      140 

 

終章 LED 標準化戦略の今後      148 

 7-1 LED 標準化戦略       148 

 7-2 製品仕様の標準化推進      148 

 7-3 LED 標準化戦略策定・推進体制の一元化    149 

 

[参考資料]付属書Ａ       151 

[参考資料]付属書Ｂ       157 

[参考資料]付属書Ｃ       165 



事業運営組織 

 

 本調査研究事業は、次の委員会を設けて実施した。 

 

「LED 応用機器システムにおける標準化調査」委員会 

 

委員名簿 

（敬称略・順不同） 

氏名  所属      役職 

 

（委員長） 

河本 康太郎 株式会社テクノローグ    技術顧問 

 

（委員） 

明道 成 社団法人日本照明委員会    理事 

小島 彰 ＬＥＤ照明推進協議会    専務理事 

 

（事務局） 

伊藤 瑛二 財団法人金属系材料研究開発センター 主任研究員 

谷岡 悟一 財団法人金属系材料研究開発センター 主任研究員 

寄川 美幸 財団法人金属系材料研究開発センター 主任研究員 

 

 



1 

本 編 

 

序 章 

 

LED（Light emitting diode－発光ダイオード）は、1969 年に赤色発光 LED が開発製品

化されて以来、橙色、緑色、青色発光の製品が逐次商品化されたが、1998 年に白色発光の 

LED 素子が開発・商品化され、現在既に広く使用されている白熱電球、蛍光ランプ、HID

ランプに続く第４の、21 世紀の光源として、今後の一般照明用への展開が期待されている。 

従来の照明用光源の事業規模（年別販売高）は、2006 年においてほぼ 4,100 億円、また

生産数量はほぼ 22 億本と推定されている。このように、照明用光源は生産数量が多く、ま

た現在の白熱電球、蛍光ランプ、HID ランプなどは、真空を基本としている（真空システ

ム光源）ため、寿命が照明器具よりも短く、１器具の使用中何回か光源だけを交換して使

用されるため、標準化が非常に重要な要件となってくる。そのため、所轄業界団体である

(社)日本電球工業会の機能と活動が重要となる。 

一方、LED はもともと半導体素子の一環として開発されたため、従来の光源とは事業の

母体が異なっており、所轄業界団体は(社)日本電球工業会ではなかった。また、LED の初

期の主用途は表示用やディスプレイ用であったため、(社)電子情報技術産業協会（旧(社)

電子機械工業会）が、所轄業界団体として業界の取りまとめや標準化などを推進してきた。

(社)日本電球工業会と(社)電子情報技術産業協会は、母体となる産業が異なっていたこと

もあり、標準化作業推進に際しては、相互の連携が必ずしも充分であるとはいえなかった。 

しかし、白色 LED 光源の開発および性能向上とともに、一般照明用としての展開が予測

されるようになり、(社)日本電球工業会所轄の既存の照明用光源との関連が重要となって

きている状況である。 

この報告書は、上記のような LED 光源の標準化の現状を調査した結果をまとめたもので

ある。なお、調査の対象としては、日本国内だけでなく、国際標準化状況および関連する

主要諸外国の状況も合わせ調査を実施した。 
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第 1 章 LED 開発の経過と現在の LED 利用状況 

 

1-1 LED 開発の経過 

 

LED（Light emitting diode－発光ダイオード）は、化合物半導体の p-n 接合において

順方向電流を流すことにより、ｎ形領域の電子がｐ形領域に注入され、ｐ形領域のホール

と再結合する時に発生する光を利用する、電気－光エネルギー変換固体素子である。 

この LED 発光の基本エネルギー変換プロセスを“再結合放射（ルミネセンス）”という

が、この固体内の再結合放射については、1926 年に Lossev が SiC 結晶を用いて発光現象

を確認したのがその始まりである。この発光現象が、半導体の pn 接合によるものであるこ

とが、1951 年に Lehovec により明らかにされ、次いで 1952 年に、Haynes、Briggs 両氏に

より、Ge、Si による注入形の再結合放射の現象が発見された。この発見が、現在の LED

光源素子 開発の基礎となった。同年 Welker によって、Ⅲ－Ⅴ族化合物半導体である GaAs

の検討が始まり、1962 年アメリカの Keys によって、赤色光を発光させることに成功した。

これが現在の LED 商品の原型である 1)。 

その後、アメリカの Logan によって、GaP を材料とした研究が進められ、1967 年に赤色

発光、1968 年に緑色発光を得ることに成功した。そして、1969 年に、アメリカの GE 社に

より GaAs＋LaF3YbEr を材料とした赤色発光 LED が開発・発売された 2)。これが世界 初

の LED 素子商品である。その後、アンバー、橙、黄緑、緑、各色の単色 LED 素子が逐次商

品化されたが、1993 年、日本の日亜化学工業㈱により、GaN 系材料による青色発光 LED が

開発・商品化された 3)。 

青色 LED が開発されたことにより、既に商品化されていた緑色LED、赤色LEDと合わせ、

白色光源が実現できたり、フルカラー・ディスプレイなどへの適用が可能となったため、

LED の応用分野が飛躍的に広がり、生産・出荷量も急速に大きくなった。 

LED の発光原理である pn 接合での電子－ホールの再結合によるルミネセンスは、基本的

には狭帯域発光である。一方、光は人間の視作業支援という重要な機能を持っているので、

人間の生活環境である光環境を構成する光は、可視域（360 nm～830 nm）全般に亘って構

成発光要素が存在する光（いわゆる白色光）である必要がある。そして LED については、

この白色発光を１素子で実現するのは困難であるとされていた。 

ところが、1996 年、同じ日亜化学により、この青色 LED と新開発の黄色発光 YAG 蛍光

体の組合せによる白色発光 LED（2 色形白色 LED）が開発・商品化された 4)。これは、B-G-R 

３素子を組合せる白色光源と異なり、１素子で白色光を具現できるため、上記の環境照明

用やフルカラー液晶ディスプレイのバックライト用などとして広く使用されるようになっ

ている。また、 近では、UV LED が開発されたことと相俟って、“UV LED + 三波長形蛍光

体”による白色発光 LED（三色形白色 LED）も製品化された。 
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LED は、開発当初は発光色が単色であったことの他に、素子１個当りの光量（全光束）

も小さかったため、用途は表示用やディスプレイ用、交通信号用や交通表示用などに限ら

れていたが、上述のように、白色発光の LED が開発・商品化され、また、将来の発光効率

の向上や素子の大出力化の実現も予測されており、従来の白熱電球、蛍光ランプ、HID ラ

ンプなどに替わる 21 世紀の新光源として、照明用への展開も含めて、大きく期待されるよ

うになってきている 5)。 

表 1.1 および 表 1.2 に、人工光源の変遷・開発の経過および LED 光源の開発の経過を

まとめたものを示す。 

 

表 1.1 人工光源の変遷・開発の経過 

年  次 人工光源の変遷 一次エネルギー 備  考 
紀元前数 100 万年   ｏ人類の出現 

紀元前 50 万年頃 ｏ火の利用の始まり ｏ木 材  

 ｏ石囲式炉、暖炉 ｏ木 材  

 ｏ囲炉裏 ｏ木 材  

紀元前 4000 年 ｏ松明、燎火、篝火 ｏ脂入り木材  

紀元前 2000 年 ｏ油燈 ｏ油（魚油）  

 ｏランプ、燈臺 ｏ油（植物油）  

1000 年 ｏ石燈籠 ｏ油（植物油）  

 ｏローソク、紙燭 ｏ油（植物油）  

1400 年 ｏ蝋燭 ｏ油（植物油）  

 ｏ行燈 ｏ油（植物油）  

1600 年 ｏ提燈 ｏ油（植物油）  

1792 年 ｏガス燈の開発 (W. Murdock) ｏ石炭ガス  

1801 年   19 世紀 

1808 年 ｏアーク灯の開発 (H. Davy) ｏ電 気  

1850 年 ｏ石油ランプ ｏ石 油  

1878 年 ｏ白熱電球(炭素)の開発 (J.W. Swan) ｏ電 気  

1879 年 ｏ白熱電球(炭素)の実用化 (T.A. Edison) ｏ電 気  

1901 年   20 世紀 

1906 年 ｏ高圧水銀ランプの開発 (R. Kuch) ｏ電 気  

1910 年 ｏ白熱電球(タングステン)の実用化 (W.D. Coolidge) ｏ電 気  

1931 年 ｏナトリウムランプの開発 (M. Pirani) ｏ電 気  

1938 年 ｏ蛍光ランプの実用化 (G.E. Inman) ｏ電 気  

1959 年 ｏハロゲン電球の開発 (E.G. Zubler) ｏ電 気  

1961 年 ｏメタルハライドランプの開発 (G.E. Reiling) ｏ電 気  

1961 年 ｏ高圧ナトリウムランプの開発 (GE) ｏ電 気  

1969 年 ｏLED（赤色）の開発 (GE) ｏ電 気  

1996 年 ｏLED（白色）の開発 (日亜化学) ｏ電 気  

2001 年   21 世紀 
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表 1.2 LED 光源開発の経過 

年 次 開 発 の 経 過 

1968 年 世界 初の LED（赤色：GaAs + LaF3YbEr） 

1973 年 黄緑色 LED（GaP + ZnO） 

1975 年 黄色 LED（GaAsP） 

1978 年 高光度 LED（GaAlAs） 

1993 年 青色 LED（InGaN） 

1996 年 白色 LED（InGaN (青色 LED)+ YAG 蛍光体） 

2002 年 白色 LED（InGaN (UV LED) + 三波長蛍光体） 

 

 

1-2 真空システム光源から固体素子光源へ 

 

光源を構成する材料が固体（化合物半導体）である LED は、従来の照明用光源の主力で

ある、白熱電球や蛍光ランプ、HID ランプなどとは、この構成材料のほかに、発光原理（エ

ネルギー変換原理）や構造、したがって、発光部の形状や大きさなどが異なっている。即

ち、従来の各種照明用光源が、真空システムを基本としている（したがって、ガラスなど

のような透光性でかつ、一定以上の容積の、大気とは隔絶された空間を保持するだけの気

密容器が必要となる）のに対し、LED は、半導体化合物（固体）だけで光源を構成するこ

とが出来る。（したがって、光源発光部の形状が、真空容器と比較して小さくなる。） 

良く知られているように、エレクトロニクスの分野では、回路素子が、かつての真空シ

ステムを基本とした真空管から、固体素子を基本とする IC に、既に、ほぼ全面的に置換

わってしまっている。また、表示端末の分野でも、従来の真空システムを基本としたブラ

ウン管から、固体素子を気品とする液晶に置き換わりつつある。照明の分野においても、

この“真空システム → 固体素子システム”への置換えが、将来、確実に進むものと考え

られており、その意味で LED は、“21 世紀の次世代光源”として今後の発展・展開が期待

されている。 

LED 光源は、既に述べたように、従来の真空システム光源とは、構造・大きさや形状、

点灯方式などが大きく異なるため、照明用に使用する場合には、従来の真空システム光源

に無い、LED 光源特有の問題がある。 

表 1.3 および 表 1.4 に、真空システム光源と固体素子光源を、いろいろな項目につい

て比較した結果を示す。 
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表 1.3  真空システム光源と固体素子光源の比較 

比 較 項 目 真 空 シ ス テ ム 光 源 固 体 素 子 光 源 

エネルギー変換の特長 真空または、大気から隔絶された特別な

気体の雰囲気を形成し、その中でのエネ

ルギー変換（熱放射または放電プラズマ

ルミネセンス）により光放射を発生す

る。 

半導体化合物により pn 接合を形成し、順方

向電流を流し、電子－ホールの再結合により

（再結合ルミネセンス）光放射を発生する。

発光部（要素）の寸法 真空容器（投光性気密容器）が基本構成

要素なので、ある程度の大きさが必要。

（ある程度以下に小さくならない。） 

1. pn接合は、小さいものが製作可能なので、

光を小さな単位に分割可能。（むしろ現状

では、形状・寸法を大きくすることが困

難。） 

2. 光を細分化することにより、新しい附加価

値を付与することが可能。 

エネルギー変換効率 電気エネルギーからの変換過程が２～

４段階に亘る。（変換効率向上には限度

がある。） 

電気エネルギーが直接（他のエネルギー過程

を経ずに）光放射エネルギーに変換される。

（１過程なので、更なる向上の可能性があ

る。） 

機械的強度 現状適用可能な投光性気密容器（ガラ

ス）は機械的強度が低い。（割れやすい。）

化合物半導体なので機械的強度が大きい。

（壊れにくい） 

耐久性・寿命 1. 気密容器が破損する（真空が維持で

きなくなる）と使用不可。 

2. 熱放射材料、放電材料などの耐久性

が十分ではない。 

3. したがって、真空システム光源は、

基本的に交換部品である。 

1. 半導体への順方向通電なので、（正常に製

作されていれば）通電しなくなることはな

い。 

2. 通電だけなら、半永久的に継続可能で、光

源部分の交換が不要となる可能性がある。

3. 他の組合せ材料（例えば、封止材料のエポ

キシ樹脂など）の耐久性を上げる必要があ

る。 

発光部１要素当りの電力 気密容器内に熱放射材料を備えたり、放

電プラズマを形成するため、形状が大き

くなり、入力電力も大きくなる。 

化合物半導体層が大きくなると、場所による

電流密度にムラが生じ、均一に電流が流れな

くなるので、形状を大きくすることが出来

ず、したがって、入力電力も小さい。 

発光部１要素当りの価格 開発後、60 年以上経過して、製造プロ

セスも安定しており、価格も適正であ

る。 

現状は、真空システム光源に比べて高い。 

 

 

表1.4 真空システム光源と対比した固体素子光源の特長 

 
真空システム光源と対比した固体素子光源の特長 

１．光の細分化が可能。 ―― デジタルである。 

２．組合せ、複合が容易。―― integrated である。 

３．多機能を附加しうる。―― bit 数が多い。 

４．機械的強度が大きい。―― 真空容器を必要とせず、 

               取り扱いが容易。 

５．寿命が長い。    ―― 光源が交換部品でなくなる。 

６．製造工程、材料が  ―― 新しい産業・雇用の創出が 

  全く異なる。       可能。 
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1-3 LED システムの現状（特長・利点、普及状況） 

 

 LED 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・

応答性などの特徴を持つことにより、省エネ・低環境負荷などの優れた特性を有した新し

い光源として期待されている。 

 

【LED の特長】 

・ 従来の光源と比べて長寿命である。 

・ エネルギー効率が高く、低消費電力である。 

・ 高い視認性や応答性の速さを有する。 

・ デザイン性（小型化が可能）に優れている。 

・ 水銀などの環境影響物質を含有しない。 

 

 しかしながら、LED の普及はこれまで市場メカニズムにゆだねられてきたため、携帯電

話用バックライトや交通信号機、大型ディスプレイ等の表示分野が中心となっており、残

念ながら、その優れた性質と比べると限定的な分野にとどまっている。加えて、諸外国に

おいてもこうした LED の特性に着目して、高い機能を有する LED 技術の開発とその普及に

力を注ぐといった状況が存在している。 

 今後、高輝度 LED の新たな技術開発により、また省エネルギーという環境的な観点から

も、特に高輝度 LED を用いた照明機器システムに大きな期待と注力が集まっていくと予見

される。また、LED のさらなる導入推進により、将来にわたって大きな市場が形成されて

いく可能性を有している。 

 

 LED の特長を挙げると大きく 3 つある。一つは省エネルギー性で、次いで長寿命である

こと、そして 3 番目に日本発の技術であることが掲げられる。 

 

①省エネルギー 

 LED を白熱電灯と比較すると、エネルギーは約 1/8 の消費である。また、蛍光灯との比

較では約 1/2 のエネルギー消費である。 

 

②長寿命 

 LED の寿命は白熱電灯の約 100 倍であり、蛍光灯に対しても約 10 倍の寿命がある。 

 

③日本発の技術 
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 長年不可能とされていた青色 LED の発明により、全ての色が LED で実現できるようにな

った。この青色 LED の技術は日本が世界に先駆けて開発したものである。 

 さらに、近年、青色 LED が開発されたことによって、一般照明に展開可能な照明用白色

LED の開発が政府のプロジェクト（21 世紀あかりプロジェクト）として実施され、発光効

率世界一の記録も獲得した。 
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1-4 産業としての利用状況 

 

 LED 化によって大幅に省エネルギー化が図れる産業分野が存在している。 

 ここでは、LED の中でも技術開発が活発な高輝度 LED に焦点をあて、それぞれの応用分

野において LED の持つ特長と市場性、LED 化の効果、普及の課題などについて、概観して

いく。（3 章も参照のこと）。 

 対象となる分野は、①交通信号機、②自動車用表示・照明、③一般照明、④ディスプレ

イ、⑤携帯用電子機器などである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 白色 LED の適用分野の拡大 

出所：田口常正「白色 LED 照明システム技術の応用と将来展望 

（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.255 
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（１）交通信号機 

 交通信号機は 100％普及しているシンガポールを筆頭に、米国も導入促進が図られてい

るが、日本はまだまだ普及率が遅れている。 

 警察庁の調べ（表 1.5）によると、全国の LED 交通信号機（車両用）はこの 1 年で約 4

万灯増加し、信号機全体に占める割合は昨年度の 9.3%から 12.8%（3.5 ポイント増）にな

っている（平成 18 年 3 月末）。 

 LED 信号機は初期投資コストは高いが、電力消費量の削減、メンテナンスコストの削減

などのメリットを勘案すると LED 化が経済的に成立する段階に来た。もちろんさらなるコ

スト削減の努力が必要であるが、地方自治体が LED 化するための環境整備やインセンティ

ブを与えるといった推進策が求められる。全ての信号機に LED 化が行われると、原油換算

で 21 万 Kl のエネルギー節約となるといわれている。（平成 18 年 1 月 JLEDs 調べ。詳細は

3 章を参照）。 
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表 1.5 平成１７年度 全国都道府県別 交通信号灯器（車両用）の LED 化状況 
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（２）自動車用表示・照明 

 自動車をはじめとする交通分野においても、LED 化は着実に進んでいる。自動車への LED

の展開には大きく分けて内装用と外装用とがあるが、内装用の車内照明では機能的な照明

から魅せる照明へと進化しつつあり、また外装用ではストップライトやハイマウントスト

ップライトなどへと普及している。特に、ストップライトへの導入は燃費で 1％の向上を

もたらし、応答性の速さから衝突事故の減少が期待できることから、その導入効果が高く

評価されている。今後、自動車用途で 大の目標となってくるのはヘッドライトで、現在

そのための技術開発が進められている。発光効率や光度といった技術的な課題やコストな

どの問題は残っているものの、継続的な技術開発や LED 街路灯と組み合わせといった解決

策により、また市場規模の経済性から、近々ヘッドランプの LED 化が大きな焦点になって

くると考えられている。 

 なお、鉄道分野では、表示用を中心に LED の普及が見られるが、照明への展開も始まっ

ている。よく知られているのは、小田急の新型ロマンスカーに東芝ライテック社製のライ

ン型LEDモジュールが採用された件で、国内初のLED使用による車内照明の導入例である。 

 

（３）一般照明 

 一般照明への展開においては、高輝度 LED は従来の照明を根底から覆す可能性を持って

いる。現在は、LED は白熱灯よりも発光効率が高くなっているものの、蛍光灯には劣るた

め、LED 照明の採用はその長所を生かした高付加価値な分野への応用にとまっている。 

 しかしながら、2010 年に 10％の照明を LED で代替すると、照明器具で約 5,000 億円の市

場、省エネルギー量は原油換算で 63 万 kl となると計算されている。また、用途も現在使

用されている装飾用・店舗用のものから、発光効率で 100lm/W を超える 2010 年前後から商

業施設へ浸透が進み、2015 年ごろから一般住宅やオフィスに普及していくことが期待され

ている。 

 今後は、LED 照明として利用されていくための技術開発やコスト削減はもとより、人間

の眼に対する影響などの検討も必要となってくる。 

 

（４）ディスプレイ・サイン 

 LED ディスプレイ分野では、大型ディスプレイやフルカラーサイン、単色サインなどが

高輝度 LED の応用アプリケーションとして目をひく。日本の市場規模は 114 億円で、世界

市場の 39%を占めている（2002 年）。 

 具体的には、大型ディスプレイはスポーツスタジアムのスクリーンや広告用ボードを中

心に設置されており、日本をはじめとするアジア各国だけでなく、米国での市場開拓が進

んでいる。 近では、電飾看板やコンビニエンスストアの看板としても用いられ始めてい

る。 
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（５）携帯電話・バックライト 

 LED 市場の拡大は 近まで、液晶画面付きの携帯電話によるところが大きく、日本の LED

市場規模のほとんどが携帯電話分野によって占められてきた。ただし、今後については、

日本や欧州などの先進国市場は飽和気味にある。 

 代わって今後は、大型サイズの LED バックライト分野に需要がスライドしていくと見ら

れている。現在は PC 用や TV 用のものが市場を牽引しており、特に LCD（液晶）モニター

やプラズマディスプレイなどの大型ディスプレイが市場に多数登場している。 

 LCD バックライトはその量が多いこともあり、LED そのものの性能向上分だけ市場規模が

拡大し、省エネルギー効果や環境への影響への貢献度も大きい。 

 

LEDバックライト
（10インチ以上）

LEDバックライト
（9インチ以下
携帯電話を除く）

照明

自動車

携帯電話

年

市
場
規
模

(
百
万
ド
ル
）

白色LEDの市場予測

ＣＡＧＲ（年平均成長率）予測は10.5％

 

図 1.2 白色 LED の市場予測 

出典 Nomura Research Institute  (IWN2006) 
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1-5 LED 市場の現状 

 

 LED を取り巻く状況は、以下のような図から読みとれる。 

 図 1.3 は、世界全体の LED 市場の動向である。2002 年～2004 年にかけて携帯電話用の需

要が急拡大した。これは主に、携帯電話の液晶画面用バックライトの白色 LED を中心に高

輝度 LED の需要がアップしたことによる。ただし、携帯電話では必要とされる輝度は上限

に到達した感があり、携帯電話用 LED の市場は飽和状況にあるといわれている。 

 また、その他の図は、みずほ証券エクイティ調査部による LED 業界のマーケット調査で

ある。こちらも携帯電話向けの白色 LED の市場規模は下降が続くと見ている。 

 しかしながら今後は、自動車用ライトや一般照明用、大型液晶バックライトへと白色 LED

の適用が急速に進むであろうと予想されている。特に自動車用では、ヘッドライトへの展

開が実現すれば大規模な市場が望めると大きな期待が集まっている。 
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図 1.3 世界の LED 市場 

出典  Strategies Unlimited 2007 
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図 1.4 用途別 LED 市場と高輝度（GaN 系）LED 市場の前年比推移 

 

 

 

図 1.5 日本企業と台湾／韓国企業の輝度推移 
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図 1.6 白熱灯、蛍光灯、LED の明るさ当たり単価（単価/lm）の比較（円） 

 

 LED 市場のこれまでの主な牽引力は、携帯電話用途（キーパット用や液晶用のバックラ

イト、搭載デジカメ光源）であり、白色 LED を中心とした高輝度 LED であったが、白色 LED

のチップ価格は年率 15～20％ずつ低下している。 

 加えて、LED の生産が台湾・韓国・中国をはじめとする東南アジアの国々で拡大し、ま

た LED 製品の消費地でもある台湾などへ、国内メーカーの生産拠点の海外移転も進んでい

る。安価 LED に関しては、価格の点では国内メーカーが東南アジアのメーカーに拮抗する

ことが今後いっそう難しくなると考えられている。 

 LED の今後のアプリケーション展開としては、前述したように、自動車用照明と一般照

明で大きな需要を見込まれており、この導入を促進する必要がある。 

 特に、自動車用では車内用ライトだけでなく、後部ランプやヘッドライトへ展開されれ

ば、市場は非常に大きい。そのためには、さらなる低コスト・高輝度化を推し進め、確立

しなければならない。とともに LED ライト適用の環境整備や規制緩和も求められる。自動

車への展開に関しては、経済産業省や国土交通省、警察などがかかわってくるため、新し

い技術を適応させる官民を挙げた取り組みが期待される。 

 また、一般照明への展開はすでに一部始まっており、これもさらなる拡大のために、低

コストの実現とともに演色性の改善などへの取り組みが産学官で必要である。具体的な技

術としては、3 原色 LED や同一の材料系で 3 色 LED を製造するための InGaN 系赤色 LED の

研究開発も課題となっている。 
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1-6 LED をめぐる化合物半導体の世界 

 

（1）化合物半導体の主な用途 

 化合物半導体の用途は、光デバイス用と電子デバイス用の 2 つに大別されるが、現行の

使用量および割合としては LED、LD に代表される光デバイス向けが大半を占めている。 

 図 1.7 に化合物半導体の主な用途をまとめた。 

 光デバイス用には、可視光 LED、赤外 LED、紫外線 LED などの発光ダイオードがあり、携

帯電話をはじめとする液晶画面のバックライトや照明などに使用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.7 化合物半導体の主な用途 

（出典：シーエムシー出版 WEB レポート「白色 LED の市場」、WEB） 
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 図 1.8 は、光デバイス用の半導体化合物材料について、その発光波長（色）を示したも

のである。さまざまなⅢ族、Ⅴ族の元素を組み合わせることによって、紫外域から近赤外

域まで発光波長を調節することができる。とくに、短波長側では、窒化物系のⅢ－Ⅴ族化

合物半導体が使われていることが注目される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）窒化物半導体の特性と応用 

 窒化物半導体とは、化合物半導体のうち、Ⅲ－Ⅴ族半導体においてⅤ族元素に窒素を用

いた半導体である。この窒化物半導体を使用した超高輝度 LED が開発されると、白熱灯や

蛍光灯などの従来型ランプに代わる省エネ・高寿命の照明機器システムが実現する。 

 窒化物系化合物半導体は、従来のシリコン半導体や GaAs・InP・SiC などの化合物半導体

に比べて、バンドギャップの大きいワイドギャップ半導体である。また、ガリウム、イン

ジウム、アルミニウムの濃度を変えることにより、バンドギャップを柔軟に変化させるこ

ともできる広範囲バンドギャップ半導体でもある。 

 その結果、可視光領域のほぼ全てをカバーをすることが可能になるため、発光材料とし

て昨今、たいへん有望視されている。加えて発光デバイス、高周波デバイス、パワーデバ

イスなどの重要デバイスとして、今後の IT 社会や省エネ社会、環境にやさしい社会を支え

るために、飛躍的な性能向上と消費電力削減への貢献が期待されている。 

 具体的な窒化物半導体には、窒化ガリウム（GaN）、窒化アルミニウム（AlN）、窒化イ

ンジウム（InN）、およびそれらの混晶（AlxGayIn1-x-yN）が挙げられる。 

 

図 1.8 光デバイス用半導体化合物材料 

（出典：電子材料 2004.7） 

nm
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（3）窒化ガリウムの応用分野と市場 

 窒化ガリウム（GaN; Gallium Nitride）は、1993 年に日亜化学が青色 LED を発表して以

来、熱い注目を浴びている結晶である。 

 窒化ガリウムを用いた GaN 基デバイスは、各種発光デバイス、メモリーデバイス、パワ

ースイッチ、パワーアンプ、軍事/宇宙用電子部品など、その適用範囲が非常に広い。表は

GaN の特徴や使用メリット、応用用途を一覧したものである。 

 

表 1.6 GaN の特徴・用途 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：BCC, Inc. Report「Compound Semiconductor Materials」） 

 

 続いて、GaN 基デバイスの市場について見ていく。 

 GaN 基デバイスのほとんどは、サファイア基板や SiC 基板の上に GaN をエピ成長させた

ものを使用している。図 1.9 は GaN エピの出荷量の推移を示すものであり、日本の市場規

模は 2004 年に 250 億円、2010 年には 500 億円程度になると予測されている。 

 また販売は、図 1.10 に示すように日亜化学、豊田合成、クリー社の 3 社がシェアを分か

ち合っており、2005 年は日亜化学はシェア 40％でトップを走っている。現在、180 社を超

える企業や 290 あまりの大学・研究所において、GaN の生産・技術開発・研究が精力的に

行われている。 
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図 1.9 GaN（エピ）の市場予測（サファイア、SiC 基板上） 

（出典：富士キメラ総研「2006 有望電子材料調査総覧」） 

 

 

２００４年（７８万枚）

日亜
　　３２

クリー
　　１６

豊田
合成
　１５

その他

クリー
　　１９

２００５年（９５万枚）

日亜
　　４０

豊田
合成
　２１

クリー
　　１６

その他

２００４年（７８万枚）

日亜
　　３２

クリー
　　１６

豊田
合成
　１５

その他

クリー
　　１９

２００５年（９５万枚）

日亜
　　４０

豊田
合成
　２１

クリー
　　１６

その他

２００４年（７８万枚）

日亜
　　３２

クリー
　　１６

豊田
合成
　１５

その他

クリー
　　１９

２００５年（９５万枚）

日亜
　　４０

豊田
合成
　２１

クリー
　　１６

その他

 

図 1.10 GaN（エピ）の販売シェア 

出典：富士キメラ総研「2006 有望電子材料調査総覧」 
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1-7 白色 LED の適用分野と市場予測 

 

 白色 LED の適用分野と今後の市場について取り上げる。 

 図 1.11 は、LED 照明推進協議会（JLEDs）による、白色 LED の市場規模である。2015 年

には約 6500 億円程度の市場規模になると想定している。用途も一般照明分野ではオフィス

や住宅などに広がり、自動車をはじめとする交通・輸送分野でも LED がさらに用いられる

ことになるとしている。 

 具体的には、一般照明用途としては、現在すでに用いられている景観・店舗用のものを

はじめとして、発光効率で 100lm/W を超える 2010 年頃には商業施設を中心に普及が進む。

オフィスや住宅といった一般的な照明としては、2015 年頃から普及が進んでいくものと期

待されている。 

 その他の照明用途としては、普及ならびに開発が進められている液晶バックライト（中

型も含む）を中心として、2010 年頃までには自動車のヘッドライトや街路灯での普及が進

むだろう。 

 ただし、用途拡大に伴い市場規模も大きくなると思われるが、一方で価格の低下も生じ

るためその伸びは年率 10％程度と想定される（JLEDs 会員企業向けアンケートによる）。 
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図 1.11 拡大する照明用 LED 市場規模 

出典 白色 LED の技術ロードマップ 2005 年（JLEDs） 
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第２章 LED 技術に関する現状と今後、および白色 LED に期待される役割 

 

 LED は現在、開発メーカーやさまざまな研究団体によって発光効率の向上を中心に積極

的な技術開発が行われている。 

 ここでは、現況の技術開発の見通しやそれによってもたらされる将来像を明らかにする

とともに、今後期待される LED の役割や利用分野の拡大について検討する。また、特に注

目を浴びている白色 LED の開発の歴史と今後のロードマップを、企業や各国政府プロジェ

クトのデータを用いて整理した。 

 加えて、LED の活用が積極的に行われている欧米諸国（特に技術開発に積極的な米国）

への現地調査を行い、そこでの技術開発や市場動向、活用事例も取り上げる。 

 

 

2-1 白色 LED の現状（発光効率と適用分野とコスト） 

 

 白色 LED は一般に、携帯電話の液晶画面のバックライト光源として知られている。この

白色 LED の明るさも年々向上し、自動車のヘッドライトや一般照明の蛍光灯の代替へと応

用拡大が可能になりつつある。 

 図 2.1 は、白色 LED 光源の発光効率や適用分野、単価について、その推移を年代順に示

したものである。 

 発光効率は、2009 年ごろには 100 lm/W を達成すると予測されている。これは、蛍光灯

の発光効率 85 lm/W に比べても十分な数値である。ただし、一般照明用として 大の問題

はコストであり、現在の白色 LED の１lm 当たりの単価には、蛍光灯の 40 倍近い差が存在

している。白色 LED の長寿命を考慮しても 10 倍近い差があるのが現状である。このコス

トの低下が早急の課題となっている。 

 



 

 23

 

 

図 2.1 年代順に見た LED 光源の発光効率と価格 

（出典：電子材料 2006.9） 
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2-2 LED 技術の背景 

 

 初に、LED 技術の進展に深い影響を与えている、 近の化合物半導体の市場傾向につ

いて述べる。 

 光デバイスの流れは、室内照明用、表示板、車載ランプなどの需要から GaN 系・SiC 系

を中心とした「高出力化」と「短波長化」に向かっている。また、電子/パワーデバイス

では、携帯電話や衛星放送、ETC などの需要から GaN を中心とした「高出力化」と、次世

代 ITS とミリ波 LAN などの需要から InP を中心とした「高周波化」に向かっている。 

 つまり、化合物半導体をめぐる 近の市場動向は、3 つのキーワード「高出力化」「短

波長化」「高周波化」を目指しており、それに適応した化合物半導体が求められていると

いうことになる。 

 

図 2.2 光デバイスの市場動向 

（出典：同和鉱業） 
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2-3 LED 技術の動向 

 

 無機材料に電圧をかけ、発光が観測されたという 初の報告から約 100 年が経過した。

LED の基礎・基礎技術が確立した結果、青色から赤外光までの多くの LED が現在までに開

発されており、それぞれの特徴を活かしてさまざまな用途に LED が使用されている。 

 具体的にはたとえば、LED は数字の表示装置や機器類の表示ランプなどに広く用いられ、

また、携帯電話をはじめとする液晶画面のバックライトや、ファクシミリおよび複写機の

光源、光通信における光伝送用の赤外線源として活用されている。 

 さらに 近では、LED は白熱電球や蛍光灯に代わる白色照明装置としても注目を浴びて

いる。これは、白色 LED の照明においては発熱がほとんどなく、低消費電力かつ長寿命と

いう長所を有するためである。 

 

 

2-3-1 LED の推進プロジェクト 

 白色 LED 照明の開発推進や導入促進、関連半導体への注力は、次のようなプロジェクト

や組織によって図られている。 

 

・21 世紀あかりプロジェクト 

・高効率 UV 発光素子用半導体開発プロジェクト 

・LED 照明推進協議会 

 

●21 世紀あかりプロジェクト 

 1998 年、通産省の外郭団体、新エネルギー産業技術総合開発機構（NEDO）により「高

効率電光変換化合物半導体開発（21 世紀あかりプロジェクト）」がスタートした。プロ

ジェクト予算は総額 66 億円である。 

 白色 LED 光源を実用化することを目的とし、地球温暖化防止京都会議に向けた省エネル

ギー対策の国家プロジェクトとして動き出した。2003 年 3 月にプロジェクトは終了した

が、本格的な白色照明の開発と照明システム技術の実用化に取り組んだ。 

 以下の 2つは、プロジェクトの終了報告である。 

 

①世界 高レベルの近紫外 LED の外部量子効率 43％を達成（目標値は 40%） 

②白色 LED は目標値 60 lm/W に対し、蛍光体の発光効率の不足が大きな原因で 30 lm/W に

終わった 

 

 期間内に達成された高演色性（演色指数 92） 30 lm/W の白色照明は、一般照明用には

パワー不足だが、局部的な照明や信号機、ディスプレイなどの用途レベルには達しており、
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今後の普及が期待されている。 

 

●高効率 UV 発光素子用半導体開発プロジェクト 

 2004 年～2006 年の 3 年間、NEDO により新たに「高効率 UV 発光素子用半導体開発プロ

ジェクト」が推進された。プロジェクト予算は総額 8.8 億円である。 

 このプロジェクトは、白色 LED の開発で培った GaN 半導体についてわが国の技術力を確

保するために、深紫外ハイパワーLD 用の AlN 系および GaN 系基板の製造技術の確立が目

標とされた。具体的には、ナノテクノロジーを活用することで、省エネルギーと小型・高

効率・高精度・低価格の実現を図り、新用途への展開を可能とすることに注力した。また、

シャープや豊田合成などの企業に助成が行われ、実用化が進められている。 

 

●LED 照明推進協議会 

 2004 年 6 月、照明向けの LED の普及促進を目的に、産業界の有志を中心にした「LED 照

明推進協議会（JLEDs）」が設立された。LED の持つ高エネルギー効率や長寿命などの特

性を、自動車や交通機器用の照明、および白熱電球や蛍光灯に代わる一般照明用の光源に

応用することを目指して、活動が行われている。 

 

 このほか、官民の学術団体や研究機関においても LED 技術の研究開発が推進されている。

「モノシリック型高出力高演色性大型白色 LED の開発」は、平成 16 年度に名城大学の上

山助教授らによって提案された研究であり、これは JST（科学技術振興機構）による大学

発ベンチャー創出推進事業でもある。 

 また、話題となった青色発光ダイオードの特許「404 特許」係争については、日亜化学

とカリフォルニア大中村教授との間で和解で決着することになった。 
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2-3-2 LED に関する特許動向 

 表 2.1 に、 近 5 年間の化合物半導体関連の発明件数を示した。また、提出した特許か

ら化合物半導体にかかわる技術課題を整理した。表 2.2 は会社ごとにどのような開発分野

に力を注いでいるかをまとめた表であり、図 2.3 はその件数をグラフにしたものである。 

 掲載メーカーは JAMS-CS 会員 8 社＋日亜化学＋豊田合成から構成されており、提出され

る特許件数は毎年増加傾向にあることがわかる。また、発明内容の大半が LED 関連で、発

光効率向上に関する特許が多い。成膜技術、膜構造、単結晶成長技術に関する特許も少な

くない。さらに、昭和電工、信越化学、日亜化学、豊田合成が LED 技術に、住友電工と日

立電線は単結晶成長技術に注力しており、業界内で棲み分けがされていることもうかがわ

れる。 

 表 2.3 は公開特許から見た、化合物半導体の基板技術についての課題である。結晶欠陥

防止技術、エピ技術、品質安定化技術、コストダウンが主な技術課題になっている。 

 表 2.4 は、照明用 LED 技術に関する注目すべき特許を、時系列ごとに一覧表示したもの

である。 

 

 

表 2.1 近 5 年間の化合物半導体発明件数 

（出典：特許電子図書館 DB、特許流通支援チャート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 計
住友電気工業㈱ 9 9 26 30 30 104
日立電線㈱ 46 36 30 58 38 208
三菱化学㈱ 8 7 2 3 7 27
同和鉱業㈱ 1 2 3 2 3 11
㈱日鉱マテリアルズ 5 8 15 9 3 40
住友金属鉱山㈱ 1 0 4 2 2 9
昭和電工㈱ 11 5 11 17 29 73
信越半導体㈱ 1 5 9 32 36 83
日亜化学工業㈱ 10 19 20 8 8 65
豊田合成㈱ 28 31 18 29 19 125

120 122 138 190 175 745
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表 2.2 会社別開発注力項目 

（出典：特許電子図書館 DB） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3 JAMS-CS 会員 8 社＋日亜化学＋豊田合成の特許分類 

（出典：特許電子図書館 DB） 
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グ
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価

熱
処

理

特
許
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3　　　　　2　　　1熱処理
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6　　　　　　　　6　成膜装置・治具

87　　　　1　　　　自立型基板

29322　　　　　220光素子（レーザー含む）

3131233111106加工（洗浄、研磨、切断等）

88　　　4154　5321単結晶成長方法・装置　

9817275　3183619成膜・膜構造　　　　　　　

20837186939　11161215発光ダイオード・ＬＥＤ

　件数豊田日亜信越昭和住金日鉱同和三菱日立住電内容
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3　　　　　2　　　1熱処理

4　　　　　　　　31品質評価

6　　　　　　　2　4エッチング

6　　　　　　　　6　成膜装置・治具

87　　　　1　　　　自立型基板

29322　　　　　220光素子（レーザー含む）

3131233111106加工（洗浄、研磨、切断等）

88　　　4154　5321単結晶成長方法・装置　

9817275　3183619成膜・膜構造　　　　　　　

20837186939　11161215発光ダイオード・ＬＥＤ

　件数豊田日亜信越昭和住金日鉱同和三菱日立住電内容
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表 2.3 化合物半導体基板技術課題 

（出典：工業所有権情報・研修館  特許流通支援チャート）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高平坦性の確保技術
・キャリア制御技術

エピ技術

・結晶成長装置の改良
・原料、メルトの改良
・成長結晶の形状を改良

生産性向上
コストダウン

・熱処理条件の適正化
・るつぼの改良
・加工方法の改善

品質安定化

・種結晶、下地基板の改良
・結晶成長条件適正化
・結晶成長装置の改良

結晶欠陥発生防止
技術

解決手段課題

・高平坦性の確保技術
・キャリア制御技術

エピ技術

・結晶成長装置の改良
・原料、メルトの改良
・成長結晶の形状を改良

生産性向上
コストダウン

・熱処理条件の適正化
・るつぼの改良
・加工方法の改善

品質安定化

・種結晶、下地基板の改良
・結晶成長条件適正化
・結晶成長装置の改良

結晶欠陥発生防止
技術

解決手段課題
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表 2.4 照明用 LED 技術の注目される特許 

（出典 JRCM 資料） 

 



 

 31



 

 32



 

 33

 

 

 



 

 34

 



 

 35

2-3-3 LED のカラーと特性 

 表 2.5 は現在、製品化されている（または近々、実用化される）、各種 LED である。さ

まざまな色がどのような素材によって実現されているか、またそれぞれの特性を一覧表示

した。 

 

表 2.5 製品化されている各種 LED の特性 

（出典：電子材料 2006.9） 

 

 

 これら LED はいずれも高光度、高発光効率という特徴を有しているが、赤色には

GaAlAs、黄色と橙色には AlInGaP、緑色・青色・近紫外・紫外には InGaN を用いている。

緑～紫外は、InGaN の InN と GaN のそれぞれのモル分率を変化させて色を実現している。

また、白色は、InGaN の青色と黄色または赤色蛍光体の組み合わせ、あるいは InGaN の近

紫外と RGB 蛍光体の組み合わせが用いられている。 

 次のセクションからは、緑～白色 LED の素材材料になっている InGaN を取り上げ、その

高効率化に関する 新動向と白色 LED 照明の動向について考察を加える。 

 

【LED の優位性】 

・省エネルギー性：LED は白熱電球の 1/8、蛍光灯の 1/2 程度のエネルギー消費量 

・長寿命性：LED 寿命は白熱電球の約 100 倍、蛍光灯の約 10 倍 

・蛍光灯における水銀のような有害物質を含まない 

・省スペースで熱の発生が少ない 

・従来の照明と比べて応答速度が速い 

・全ての可視光と白色光を発光することが可能 

・電球等と違い単一な比較的発光帯幅の狭い光 

（発光波長は化合物半導体材料によって決まる） 
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 これ以外に指摘されている LED の優位性は以下の通りである。 

 

・低い始動電圧は安全性確保に有利 

・単体で光の指向性を持つため反射板が不要で、照明器具の小型・軽量化に貢献 

・点灯時の優れた耐衝撃性 

・ミリ単位の極小サイズにより、モバイル機器の液晶バックライト光源等、省スペースが

求められる機器への適用ができる 

 

2-3-4 LED の高効率化（青色 LED） 

 青色 LED の開発について、InGaN を用いた LED の高効率化を中心にして述べる。 

 InGaN は、サファイアまたは SiC 基板に成長させるが、これらとの格子の不整合から結

晶欠陥のない発光層を作成することが非常に難しかった。また、P 型結晶を作ることもで

きなかった。その結果、青色 LED の開発がなかなか進展しないという状況が生じていた。 

 1986 年、天野浩氏らが「低温堆積緩衝層技術」を開発し、青色 LED の研究に拍車がか

かった。これは、サファイア基板の上に層を結晶成長が行われる通常の温度より低い温度

で薄く敷き、その上に通常の温度で結晶成長を行うという方法である。この技術により、

従来に比べて格段に優れた結晶が再現よく得られることになった。また、不純物元素とし

て Mg を用い、電子線照射処理や熱処理などの特殊処理を加えることにより、P 型結晶も

得ることができるようになった。 

 これらの技術およびその後の InGaN 成長技術の向上などの相乗効果の結果、青色 LED の

内部効率は急速にアップし、現在 50％程度までに達している。 

 また、光取り出し効率に関しても、半透明膜電極、でこぼこ基板による光散乱、基板裏

面への斜め面形成および裏面疎面化などの改善が図られ、電力－光変換効率は青色で

25％、緑色で 10％程度の数字を実現している。 



 

 37

2-4 白色 LED の技術動向 

 

 発光効率やルーメン当たりコスト、寿命コストという尺度で赤色 LED や緑色 LED を白熱

灯や蛍光灯と比較すると、LED はすでに優位性を確保している。そのため、交通信号や他

の長寿命を要求される機器に LED が使用されているのも理解される。とはいえ、白色 LED

が蛍光灯などの既存光源に対してコスト的に劣位にあるのも事実であり、ここでは現在、

研究開発の中心的存在である白色 LED について検討する。 

 

 

2-4-1 白色光の実現方法 

 LED を用いて白色光を再現する方法は現在、大別すると 2 つある。1 つは、RGB を構成

する赤・緑・青の LED を組み合わせて白色光を発生させる 3 波長法である。もう 1 つはさ

らに分かれるが、InGaN 系の青色 LED、あるいは近紫外 LED に蛍光体を組み合わせた混合

色で白色を表現する方式である。 

 前者の「3 波長」方式には 3 色の LED が必要であり、白色光を発生させるために各 LED

の発生強度のバランスをとらなければならず、その調整が難しい。時として、照射面に不

均一の色混合が生じるという問題も抱えている。 

 他方、後者の「青色 LED＋黄色蛍光体」方式は現在の主流といえる手法である。しかし

ながら、青色/黄色の色相分離効果、強い色度の温度/電流依存性、緑色や赤色成分不足で

演色性にとぼしいといった課題が存在している。 

 これらに対して 後の「近紫外励起」方式は、近紫外光が蛍光体中でフォトルミネッセ

ンス過程において可視光に変換されるので、3 波長蛍光灯に類似する。また、近紫外光は

白色光を直接、発生させる成分ではないため、温度や駆動電流に影響されることがない。

この結果、十分な色混合特性や均一な配光分布を得ることが可能になる。 

 表 2.6 に、白色 LED の実現方法とそれぞれの発光特性をまとめた。“温かい”～“冷た

い”色までの白色光を、現在 LED で作り出すことができる。 
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表 2.6 白色 LED の特性 （出典：電子材料 2006.9） 

 

 

 

図 2.4 LED 照明の演色性 

出典 JRCM 資料（日亜化学工業ショールーム） 

 

 

 表 2.7 は、白色 LED の主な開発企業と白色 LED の実現方法をリストアップしている。現

在、自動車と一般照明などへの拡大を目指して、各社がしのぎを削っており、それぞれ独

自の方法で開発を進めている。 
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表 2.7 主な白色 LED の開発企業と白色実現手法（出典：WEB 情報） 

主な 

メーカー 
発光源 蛍光材料 

LED 

材料 

LED 

の基板 
白色実現方法 

日亜化学 青色 LED YAG 系 

蛍光体 

InGaN サファイア 青色光で蛍光体を励起 

青と黄色で白色光を実現 

豊田合成 

／東芝 

紫外線 

LED 

RGB 蛍光体 GaN 系 サファイア 紫外線で RGB 蛍光体を励起

蛍光灯方式 

シーメンス 

／クリー 

青色 LED RGB 蛍光体 InGaN SiC 基板 青色光で RGB 蛍光体を励起

 

2-4-2 白色 LED の課題－寿命 

 LED 自体について課題が存在している。たとえば、ユーザーサイドとの相互理解を進め

るうえで重要な寿命の扱いや測光方法の基準化といったことである。寿命の定義が定まっ

ていないという問題があり、白色 LED の普及にあたっては寿命に関する議論が求められて

いる。ここでは、白色 LED の寿命や測光方法についての課題について現状をおおまかに述

べる。（詳細は 4 章を参照）。 

 

（1）白色 LED の寿命に関する議論 

 LED の寿命については、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くる。 

 これまで表示用途を中心として利用されてきた LED においては、半導体業界の判断とし

て「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 50％を、機能として

の寿命と考えてきた。 

 一方、照明業界では、従来のフィラメント電球等の基準であった「光束が初期の 70％

に低下する時間（光束維持率 70％）」としており、業界による歴史的、文化的な違いが

ある。 

 ユーザーからすると、寿命の考え方は、製品設計・空間設計上、重要な部分でもあり、

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、というように基準を

明確にしていく必要がある。 

 また逆にユーザーサイドから、例えば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。 

 LED アプリケーションの一般的な寿命定義としては、 

①アプリケーションごとの機能を満足するための 低限の明るさを明確にする。 

②①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）。 
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 といった方法によって算出することも考えられる。 

 そのためには、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。 

 図 2.5 では、JLEDS 会員企業へのアンケートにより、用途別の寿命をどのように考える

のが適切か、光束維持率の値と必要とされる時間についての回答をまとめたものである。

照明用途では光束維持率 70％のところを、表示用途では 50％のところを、それぞれ寿命

とする回答が多くなっている。 

 

 

 

 

 

図 2.5 照明用途の寿命と表示用途の寿命 

出典 白色 LED の技術ロードマップ 2005 年（JLEDs） 

 

 

（2）周辺材料の開発の必要性 

 LED の特徴としては、長寿命が大きなメリットの一つとして挙げられてきた。しかし発

光効率や光束が大幅に向上し、大電流化が進むことで、LED チップ近傍の樹脂や蛍光体と

いった周辺材料に及ぼす影響が大きくなり、LED の外部効率を低下させることが指摘され

ている。 

 このため、LED の寿命を延長させるうえでも、封止材料・ボンディング材料、蛍光材料

など周辺材料の開発の重要性が高まっている。 

 例えば、LED の寿命に も大きな影響を与える封止材料の劣化については、励起 LED か

らの放射光と熱による樹脂材料の変質が原因となっている。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）、そして注入電流密度が増加するほ

照明用途の寿命 表示用途の寿命
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ど（放射光および発熱量が増加）変質が進み、白色 LED の劣化が加速される。 

 通常のエポキシ樹脂の場合、発光効率が 100 lm/W (100mA)になり、大電流が流れるよ

うになると、温度上昇は 150℃～200℃レベルとなり、光束維持率 70％を寿命として考え

ると、その寿命は 1,450 時間になるという報告もある。 

 

 これに対応するために、主な封止材料である①エポキシ系樹脂、②シリコーン系樹脂そ

れぞれの材料の技術開発や放熱技術など材料が受ける影響を緩和させるための技術開発が

進められている。 

 ①について、 近では、エポキシ樹脂の中でも近 UV（近紫外線）光に強いエポキシ樹

脂も登場してきている。これは多少、熱に弱いという点もあるが、80℃レベルでＬＥＤパ

ッケージの放熱対策を講じれば、大電流とはいえ、大きな変色を抑制できる見通しが立っ

ている。 

 ②については、基板の設計改良および基板剤の材料の変更により、LED そのものの放熱

性対策が進み、ハイパワーLED 製品でも、80℃～100℃近傍に保持できるとの報告もある。

こうした対策により封止材料の寿命も大幅に伸びる方向にある。 

 また熱による変質の少ないシリコーン系の樹脂を用いることで、封止材料の寿命を改善

する動きもある。ただ、シリコーン系樹脂は、その性質から接着性が弱い、透湿性がある、

ゴミが付着しやすい、といった問題が指摘されており、これらを克服するための技術開発

が進められている。 

 両者の弱点を克服する複合樹脂の開発も進められている。例えば、シリコーン変性エポ

キシ樹脂のように、近 UV（紫外線）光に強く、接着性があり、かつ硬度がある封止材料

も開発されている。 

 

 このように、LED チップ自体の積極的な技術開発はもちろんのこと、それに伴う樹脂や

蛍光体（特に有機系）などの周辺材料開発の必要性が高まってきている。 

 なお現時点でも、放熱対策を前提とした場合、大電流を流したとしても発光時の温度が

80℃程度で抑えられれば、2010 年までには、寿命 50,000 時間で、70%～80%レベルの光束

維持は可能であり、充分照明への展開が期待されている。 

 

（3）事例紹介：LED 式の交通信号灯器や道路情報板（高速道路向け） 

 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）などでは、

寿命について表 2.8 のように定義が行われている。 
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表 2.8 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、作り込むうえ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。 

 これをアレニウス 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
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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）を緩和したり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。 

 

 

2-4-3 白色 LED の課題－測光方法 

 発光効率や光束のロードマップを集計するにあたり、各社間でばらつきがあると考えら

れる測光方法に関しても、今後議論が求められるところである。LED については、表示、

照明などの用途によって、測定条件や測光方法も異なり、ユーザーの混乱のもとになって

いることが指摘されている。 

 照明として用いる場合、LED の光としての質が重視されるため、全光束や光度、色度、

配光特性といった設計上必要となるデータについては、ある一定の基準に基づいた議論が

必要となってくる。 

 

○全光束に関する問題点 

 全光束については、積分球を用いた計測が中心だが、その径はかなりバラツキがあるの

が現状である。また LED の測定において、全光束は（各社間で） も誤差が大きくなると

考えられている。 

 

 この理由として、積分球を用いた計測では、 

 ・取付条件：どこに LED を位置させるのか（特に透明パッケージの場合、背面に出る光

がある）。 

 ・温度管理：どのように行うのか（特に外部に放熱器を取り付けて利用することを前提

としたパッケージの場合）。 

 

によって、結果が大きく異なるためである。また、そもそも積分球を用いる場合は、「標

準の明るさ」があるのが前提となるため、LED 用の標準球を決めていく必要がある。 

 

○光度に関する問題点 

 光度の計測に用いる照度計は、一般照明用として開発されており、LED のように波長域

の広い光源に対するものについては、短波、長波長の両側のずれは大きくなると考えられ、

これを個別に補正するために補正方法について標準化が必要とされている。 

 またユーザーであるアプリケーション・メーカーからは、光度のみならず、指向角と波

長分布のデータがないと製品設計がしにくい、という指摘がある。 

 

○配光特性に関する問題点 
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 LED メーカーでは、通常、定格の電流値（例：20mA）で配光特性などのデータをカタロ

グに掲載するのが一般的である。しかし製品を開発するアプリケーション・メーカー側と

しては製品の機能や環境条件（周囲温度など）から、定格以下（例：５mA や 10mA）で使

用するケースがある。 

 LED では、電流によって配光特性が変わり、波長も変わってくることから、今後、主流

になると考えられるパワー型で 100mA のものを 50mA で用いるようになると、波長も含め

て光の変動幅が大きくなることが想定されている。特に現在、青色 LED の半導体材料の中

心である GaN 系化合物半導体の特徴として、電流が大きくなるほどブルーシフトしてしま

う。また蛍光体によっては短波長側の方が変換効率は高くなる、という傾向にある。 

 LED メーカーとして、定格以下で用いた場合のデータを出すのは難しく、ユーザーによ

って用いる電流が違うと、その分誤差が生じてくることから、あくまで定格時の出力を想

定して設計を行っている。一方で、ユーザーであるアプリケーション・メーカーとしては、

大電流のものであると寿命が問題となり、電流を下げて設計をしているというのが実情で

ある。 

 このように、LED メーカーとユーザーとの間で、語句の定義を含めて、ルール作りをし

ていかないと消費者に対しても混乱が生じてしまうと考えられる。 



 

 45

2-5 白色 LED 技術の将来展望 

 

 LED は 近、その機能を「表示する（誘導する光、見る光）」から「照明する（照らす

光）」に転換しつつある。従来の白熱電球や蛍光灯と同様の照明としての特性を有する器

具に発展していこうとしているのである。 

 一方、現在の日本のエネルギー状況を考えると、石油をはじめとする既存エネルギーの

削減は必須である。具体的には、わが国では 2010 年までに原油換算で 5600 万 kL 相当の

エネルギー低減が必要とされている。 

 これに対して、照明や道路・交通の部門などで対策が講じられており、特に、電力使用

量の 2～3 割を占める照明器具に関しては、省エネルギー効果を推進するものとして高効

率照明や高効率ディスプレイなどの技術の確立や導入促進が掲げられている。数値を挙げ

ると、照明器具による省エネ効果は、CO2 削減量で 240 万トンに相当するとされている。

加えて、LED の普及による産業への波及効果や経済効果も大きいと予想される。 

 これらの解決策の代表が白色 LED である。もちろん、一般照明用としてさらに普及する

ためにはコスト低減、発光効率向上、演色性/配色性の改善、高光束化などの課題をクリ

アする必要がある。とはいえ、1 兆円に拡大するといわれる一般照明光源と照明器具の市

場において、白色 LED に期待されているものは大きい。 

 

2-5-1 発光効率のロードマップ 

 一般的照明への適用では、過去数年間の高輝度 LED 技術の発展は目覚ましいものがあっ

た。カラーLED は現在達成可能な効率性という点では他のどの光源よりも効率的である。

もう 1 つ長寿命という大きな長所も持ち合わせており、市場への浸透速度は価格がどの程

度下がるかによって決まってくる。 

 白色 LED の場合、パッケージデバイスからの光量は近年、大幅に増加し、発光効率も倍

増した。しかし、一般的な照明分野の競合製品に比べればまだ低く、また価格も高い。そ

のため、一般照明市場への白色 LED の浸透にはまだまだ技術的改善が必要である。 

 図 2.6 は、短期・長期にわたる白色 LED の発光効率を展望したものである。主要な LED

メーカーの予測に加え、米国の「オプトエレクトロニクス産業開発協会（OIDA）」と日本

の「21 世紀あかりプロジェクト（Japan21）」の予測も加えられている。 

 日本の 21 世紀あかりプロジェクトの目標を除いては、全ての予測値は 1 つのカーブを

描いている。もし、この予測通りに開発が実現すれば、2008 年ごろには白色 LED は現在

の も効率的な既存光源よりも発光効率で超えることになる。 

 また図 2.7 は、Lumileds Lighting 社が作成した、白色 LED のパッケージあたりの光量

と発光効率のロードマップである。Lumileds Lighting 社からは、 近の Strategies の

meeting で、2010 年に 100lm/W、2015 年に 150lm/W という報告がなされており、予想より

少し下方修正をする必要がありそうである。 
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図 2.6 発光効率に関する白色 LED 研究開発ロードマップ 

出所：Strategies Unlimited（2003) p.162, FIGURE6.20： 

ROADMAPS FOR LUMINOUS EFFICACY OF WHITE LEDs 2000-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.7 パッケージ当たりの LED 光量の推移 

出所：Strategies Unlimited (2003), p.139 Figure6.3 
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 また、LED 照明推進協議会（JLEDs）の技術・標準化推進委員会でも、LED 照明の普及促

進を目指すことを目的として、白色 LED の発光効率について技術ロードマップを作成して

いる。白色 LED の発光効率は、2009 年頃、100lm/W に到達する見込みとしている。 

 図 2.8 のように、発光効率については、2009 年頃までに現状の蛍光灯と比較しても十

分なものになると考えられる。しかし、大きな問題は価格（lm/円）で、現状では蛍光灯

に比べて２桁以上の差があることから、この解消が次の課題になってくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.8 発光効率（白色 LED）のロードマップ 

出典 白色 LED の技術ロードマップ 2005 年（JLEDs） 
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注意事項： 

・本ロードマップは、ＪＬＥＤＳの技術・標準化推進委員会に参加する会員企業に対して、

アンケートを実施、その結果を集計したものである。アンケートでは、理論値と希望値

との 2 種類の値を集計していることから、ロードマップ作成においても数値に幅を持た

せたものとなっている。 

・ここで理論値とは外部発光効率、内部発光効率などの技術的なデータをもとに導かれる

値を指す。また希望値については、用途別（ここでは主に照明用途）に求められる発光

効率の値として定義している。 

・LED 自体が研究開発途上でもあることから、100lm/W 以上の発光効率については、材料

（化合物半導体等）やその手法などが、現在のものとは根本的に異なることも想定され、

大幅に数値が変更される可能性がある。従って、これ以上のロードマップについては、

破線により図示している。 

・測定条件は、企業によりまちまちであり、一定条件のもとでの値ではない。 

・チップサイズが大きくなることで、発光効率が必ずしも向上するとは限らないため、今

回の集計では、チップサイズの大きさは考慮していない。 
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2-5-2 光束のロードマップ 

 JLEDs ではまた、発光効率とあわせて、白色 LED の光束についてもアンケートを行い、

ロードマップを作成している。それによると、パワーLED では 2009 年に 150lm/パッケー

ジに達する見込みである。また光束アップに伴い、パッケージの大電流化が進むと想定し

ている。 

 具体的には、光束については各社、光学設計（レンズやリフレクターなどの調整）によ

り、点光源である LED の特徴を活かしながら用途ごとの対応が進んでいる。 

 LED のパッケージについては、発光効率の関係から、ラージチップ化よりもむしろ複数

個のチップを 1 つのパッケージにしていく方向が主流となっている。そのため、パッケー

ジトータルで、消費電力は 大でも 3～5W になるものと予測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.9 パッケージ当たりの光束（白色 LED）のロードマップ 

出典 白色 LED の技術ロードマップ 2005 年（JLEDs） 
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2-5-3 今後の課題と方向性 

 「第 4 のあかり」として期待されている LED は、携帯電話のバックライトや交通信号機、

自動車のストップランプなど多彩な用途に展開されており、今後は一般照明市場へとその

用途を拡大していくことが予測される。 

 そのため、ロードマップに示されるような性能の向上はもちろんのこと、そのほかに今

後の LED の課題や方向性として、次のようなことを考慮する必要がある。 

 

●低価格化 

 ロードマップの長期的な目標を達成するためには、開発努力が必要とされる。しかし、

技術開発されたものが市場で受け入れられるかどうかはまた別の問題である。 低限、ル

ーメン当たりの価格は 10 分の 1 に低減する必要があり、それに向けて大量生産、高歩留

まりを達成することが不可欠である。 

 

●チップ以外による発光効率の向上 

 米国のロードマップを見てみると、2004 年ごろには、一般家庭で使われている蛍光灯

に近い 60lm/W 級のものが市場に出回り、2007 年ごろには研究開発レベルで 100lm/W に達

すると予測されている。このような発光効率の向上は、これまで主に LED チップの材料の

改良で実現されてきたが、LED チップの形状そのものを改良する技術も重要になってくる。 

 

●「量」から「質」へのステップへ 

 ロードマップに示されるように、2009 年頃までには、他の光源と比較しても発光効率

や光束の面で遜色のないレベルに達することが見込まれる。今後は、発光効率や光束そし

て価格といった光の「量」を拡大するような技術開発から、演色性や配光特性といった光

の「質」がより重視されてくると考えられる。 

 特に一般照明として用いる場合、光の量はもちろんのこと、質が重視されてくることは

間違いない。たとえば、自動車のヘッドライトでは発光効率や光束といった光の量が求め

られるが、車内灯として用いる場合には演色性がより重視される。 

 現在の白色 LED は、青色＋YAG 蛍光体（黄色）の疑似白色が中心となっているが、演色

性の高い RGB 型や紫外 LED＋RGB 蛍光体型のものが採用されていくことも考えられる。 

 

●照明・建築デザイナーとのコラボレーション 

 小田急鉄道の新型ロマンスカーへの LED 導入や川崎のミューザ川崎での導入に代表され

るように、LED が普及していくためには、照明や建築デザイナーの存在が大きくなってい

る。 

 現時点では、LED の価格は既存光源と比べて競争力がないため、LED ならではの特性や

機能を活かした製品開発が求められる。ライン型モジュールの開発などはその典型といえ
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る。今後もデザイナーと協力や共同作業を進め、LED ならではの製品開発や導入事例を増

やしていくことが期待される。 

 

●幅広い市場拡大 

 LED は、一般照明への展開を大きな目標として技術開発が進められてきた。これによっ

て LED の可能性も大きな成長をみせてきた。他方、LED の用途は、これまであまり考えら

れてこなかった分野にも広がっている。 

 たとえば、薬剤を用いない農薬の代わりに殺菌・殺虫製品として利用されてきたり、冷

蔵庫内で光合成を促す作用を持たせたり、波長をコントロールできる LED ならではの活用

が進められている。また自動車や鉄道、船舶などの輸送分野でも表示向けに用いられてお

り、低消費電力、小型化といった LED の特徴が十分に発揮されている。 

 このように、LED の強みは照明だけではなく、技術やアイデアにより幅広い応用分野に

展開できるポテンシャルを有している。新たな需要を開拓していくことで、さらなる用途

拡大を図ることができる。 

 

●利用者側とメーカー側との共通認識の必要性 

 LED は半導体の要素と照明の要素をあわせ持つ製品である。そのため用語の定義などお

いて、LED 開発メーカーとユーザー側で異なるケースも少なくない。 

 たとえば「定格電流」といった場合、メーカー側ではその電流量で使うことを想定した

データの供与を行うが、ユーザー側はあくまで「 大定格」として理解しており、製品の

寿命を伸ばすために定格以下の電流量で製品設計を行っているケースがある。この結果、

必要とされる明るさが確保できないといった問題が発生するなどして、メーカーとユーザ

ーとの間でギャップが生まれることになる。 

 

●LED に関する基準作り 

 LED については、従来から標準化が必要とされてきた。現在のように量から質へとシフ

トしている途上では特にそれが求められている、といえよう。 

 一方、発光効率の推移からも明らかなように、LED の技術開発は日進月歩で進んでおり、

ある時点での基準が陳腐化していくことも十分想定される。だからといって基準作りを先

送りするのではなく、段階ごとに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開発メーカーにおいても、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、といったことでは普

及は進んでいかないと考えられる。 

 

●世界的な競争の激化への対応 
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 LED は世界的な競争の中にある。特に一般照明をめぐっては今後、欧米だけではなく、

アジア諸国との間でも開発競争が繰り広げられていくだろう。 

 その際に重要になってくるのは、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、適宜排除できるような

仕組みを用意しておくことが求められる。そのうえで、消費者に選択されるような優秀な

製品づくりが求められる。 
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第３章 各分野における LED の活用メリット、および要件 

 

 2007 年以降、光源としての高性能化に伴い、LED は自動車用ヘッドライトや一般照明用

への応用が期待されている。ここでは、さまざまな分野で活用や技術開発が推進されてい

る高輝度 LED を取り上げ、それぞれの展開や具体的な特長、導入メリットなどを述べる。 

 また、応用 LED として具備すべき要件などについても考察する。 

 

【対象分野】 

①照明分野 

 住宅・店舗・エクステリア・専門用途の照明（医療など）・オフィス 

②バックライト分野 

 バックライト・携帯電話・OA/AV ほか 

③道路分野 

 交通信号機・トンネル誘導灯や表示灯・道路誘導灯や街路灯・LED 点字ブロック 

④交通分野 

 自動車・航空機・鉄道車両など 

⑤ディスプレイ分野 

 大型ディスプレイ・サイン・その他の演出分野 

⑥その他の分野 

 植物育成照明・イカ釣り漁業分野 
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図 3.1 2006 年世界のアプリケーション別 LED 市場 

出典 strategies unlimited 2007 

総額 42 億ドル。携帯電話分野は 2004 年の 57％より下降。 
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3-1 照明分野における LED の活用メリット、および要件 

 

 LED の将来に向けて、今後 も多く需要が見込まれているのが照明分野である。照明用

途としては、LED は白熱用や蛍光灯には真似のできない多彩な特性を持っており、光度が

さらに向上すれば、照明にかかわるあらゆる場面で従来方式との代替が可能になるととら

えられている。 

 ここでは、照明分野での各種応用を取り上げ、それぞれ LED を用いた場合の特長やメリ

ット、また LED を応用する際に求められる要件などを述べる。 

 

 

3-1-1 住宅分野 

 住宅分野では、常夜灯や LED 付きシーリングライト、デスクライト、フロアライト、お

よび住宅用エクステリア照明器具などに LED が採用されている。 

 常夜灯やフットライトには光量がそれほど多量に必要とされないため、LED が照明とし

て使用され始めた当初から商品化が行われてきた。実は、それまで常夜灯ダウンライトに

適した明るさの光源がなかったため積極的には開発されてこなかったのだが、白色 LED や

橙色 LED の登場により、常夜灯用途の LED ダウンライトの製品化が活発になったのである。 

 日本工業規格（JIS）照度基準（Z9110）では、住宅の寝室・廊下・階段・トイレの照度

を 1～2 ルクス（㏓）と規定している。LED の特長でもある長寿命・省電力により夜間、

常に点灯していても電気代を気にする必要がない。さらに、砲弾型 LED など狭角配光の

LED を採用することで光を拡散することなく、必要な箇所に必要 小限の明るさで照射す

ることが可能になる。これによりたとえば、夜間トイレに行くときにも安全性を確保しつ

つ、まぶしすぎて目が覚めるといったことを防ぐことができる。 

 他方、シーリングライトやデスク・フロアライトでは、新たに照明インテリアとしての

展開が期待されている。LED は小型・コンパクトな光源であり、従来制限のあった調光や

デザイン面においても自由でユニークな試みが行える。たとえば LED 搭載のホームシアタ

ーライティングを設置した部屋では、リモコンで段階的な調光を実施することができ、そ

の結果、画面に集中しやすくなったり、臨場感をアップさせるといった楽しみかたが実現

する。 
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図 3.2 LED 照明（３Ｗ）を使用した一般家庭（居間/キッチン） 

出典 JRCM 資料 

 

 

3-1-2 店舗分野 

 LED の小型・コンパクト、熱線や紫外線をほとんど含まないといった特性が も活かさ

れるのが店舗関連の照明である。スポットライトやダウンライト、シーリングライト、ス

トレートライン LED 照明光源ユニット（スティック照明）などの機器として提供されてい

る。 

 具体的には光出力は現在、数十ルーメン程度のものが主流であり、集光レンズとの組み

合わせや近接照射することによって、ショーケース内照明などに用いられている。また、

スティック照明とは直径 16mmφの標準長さ約 20mm～1000mm の LED 照明ユニットであるが、

専用取り付け金具で簡単に固定することができ、回転させることで照射方向を自由に設定

することができる。LED 色は白色・電球色・青色・緑色などで、連続点灯や点滅などの点

灯モードの切り替えが行える専用小型コントローラを備えたものもある。 

 これら店舗用の LED 照明は、店舗空間のアクセント照明としてさまざまな箇所に使用さ

れている。また、既存の光源では実現できない斬新なデザインの器具が多彩に存在してい

るということもこの分野を特徴付けている。今後は LED の高出力化に伴い、光出力がアッ

プした機器が増加すると予測されている。 
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図 3.3 商業施設の LED 照明（エクセルホテル東急 渋谷） 

出典 山田照明のホームページ 

http://www3.yamada-shomei.co.jp/works/excel/works-excel1.htm 
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3-1-3 エクステリア分野 

 夜間の長時間点灯が前提である屋外照明にとって、LED の優位性はそのままエクステリ

アライトの特長と重なる。ランニングコストの低減やメンテナンスにかかわる作業の削減

は、個人住宅用か商業施設かの用途や設置場所の大小を問わず、導入のための大きな動機

となるだろう。 

 この分野の製品としては、エントランスを明るく安全に照らすエントランスライトから、

エクステリア用のフットライトやブランケットライト、ガーデンライト、バリードライト

（地中埋め込み型）まで多種多様な照明機器がラインナップされている。 

 また、この製品群は適切な照明計画とともに使用された場合、歩行者やドライバーにと

って 良のアプローチライトにもなりえる。これは、遠距離からの視認性を確保しつつ不

快なグレアを避けるという設計思想や高度なリフレクター制御、前方向に光を反射する光

学設計などによって実現することができる。 

 これらのエクステリアライトには白色や電球色の色温度タイプが用意されており、さら

に屋外照明の基本性能である防水性および天候に関する耐性についても高い品質を確保し

ている。 

 

 

図 3.4 LED 照明を使用した一般家庭（エクステリア） 

出典 JRCM 資料 

 



 58

 

 

図 3.5 LED 照明を使用したエクステリア（M-House・デッキ） 

出典 山田照明のホームページ 

http://www3.yamada-shomei.co.jp/works/masuko/works-masuko1.htm 

 

 

 

図 3.6 LED 照明を使用したエクステリア（東急セルリアンタワー・エントランス） 

出典 山田照明のホームページ 

http://www3.yamada-shomei.co.jp/works/cerulean/works-cerulean1.htm 
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3-1-4 専門用途の照明 

（1）誘導灯（非常灯） 

 誘導灯は非常口や避難経路を示す消防用設備であり、近年は白色 LED を光源に用いた導

光式タイプの誘導灯が登場している。白色 LED 誘導灯は表面上の輝度ムラを抑え、

JIL5502（誘導灯器具および避難誘導システム用装置技術基準）をクリアする高い視認性

を確保している。 

 この白色 LED 誘導灯は、誘導灯に求められる機能を十分満たしながら、以下のようなメ

リットも有している。 

 

・消費電力の低減により、コスト削減や環境対応が図れる。 

・水銀レスにより、環境対応が図れる。 

・蛍光灯に比べ割れにくく扱いやすいため、メンテナンス性が向上する。 

・蛍光灯に比べ 2 次電圧が低いため、安全性が向上する。 

・低温時始動特性の改善により、性能向上につながっている。 

 

表 3.1 C 級誘導灯における LED と冷陰極生態ランプの比較 

光源 LED 冷陰極生態ランプ 

消費電力 2.4W 4.8W 

年間使用時間 8760 時間 8760 時間 

年間電気料金 403 円 806 円 

（電気料金は 23 円/kWh で計算） 

 

 

（2）ソーラーライト 

 消費電力の小さい LED は、ソーラーパネルと組み合わせて使用するのに適している光源

である。各社からさまざまなソーラーライトが発売されているが、地球環境にやさしいと

いう側面以外に、災害時の避難や誘導にも役立つことが期待されている。 

 また、太陽電池だけでなく風力発電を加えたものや、複数の垂直性風車（サボニウス形

風車）を利用したエコカーテン（ハイブリッド形発電機器）などの製品展開もある。いず

れも省エネルギー、省メンテナンス性に優れ、エクステリアの演出という視点からも注目

が集まっている。 

 

（3）病院用ベッドライト 

 病院用のベッドライトは、手元の明かりを確保すること以外に、隣のベッドに明かりを

漏らさないことが重要である。集光性の高いレンズ付きの LED を光源にすることによって、

この課題を解決したベッドライトが商品化されている。また、LED を用いることで機器が
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小さく軽くなって操作性が向上するとともに、光の照射方向に熱がほとんど出ないためラ

イトに顔を近づけても白熱灯のような熱さを感じないですむというメリットも得ている。 

 なお、ベッドでの読書に適した照度は、JIS 照度基準（Z9110）では 150～300 ルクスと

規定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7 LED アーム式ベットライト 

出典 松下電工のホームページ 

https://biz.national.jp/Ebox/everleds/products/store/bedlight/index.html 

 

 

（4）医療用照明器具 

 医療施設や半導体工場では、精密機械に影響を与える電磁波（ノイズ）の低減が求めら

れ、照明器具にもノイズ低減フィルターを搭載することが必須となっている。LED の場合

もともと直流で点灯するため、高周波点灯のインバーター蛍光灯などに比べてノイズの発

生が少ないが、さらにノイズレベルを低減した LED 照明機器が発売されている。 

 これは電源回路にさらなる工夫を加え、器具部分に非磁性体素材を採用して実現してお

り、たとえば MRI 室用の LED 照明器具などは、強い磁場が発生する機器の近辺にも設置で

きる仕様になっている。 



 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.8 カプセル内視鏡システム 

出典 アールエフ・ホームページ 

http://www.rfsystemlab.com/sayaka/index.html 

 

 

 

図 3.9 ウェルチアレン LED ヘッドライト（耳鼻咽喉科用） 

出典 テーエム松井のホームページ 

http://home.att.ne.jp/surf/km/3ga721.htm 
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3-2 バックライト分野における LED の活用メリット、および要件 

 

 現在、LED 応用アプリケーションの中で も大量に LED が使用されているのが、携帯電

話の分野である。携帯電話の液晶画面やキーパットのバックライト、カメラ用のフラッシ

ュなどに LED が多数に採用されている。 

 ただし、携帯電話の分野はすでに飽和状況にあるともいわれており、今後はテレビの画

面などに用いられる大型サイズの LED バックライトに需要が推移していくと見られている。

（図 3.10 は再掲。1 章参照）。 

LEDバックライト
（10インチ以上）

LEDバックライト
（9インチ以下
携帯電話を除く）

照明

自動車

携帯電話

年

市
場
規
模

(

百
万
ド
ル
）

白色LEDの市場予測

ＣＡＧＲ（年平均成長率）予測は10.5％

 

図 3.10 白色 LED の市場予測 

出典 Nomura Research Institute  (IWN2006) 
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3-2-1 バックライト 

 バックライトについては、携帯電話から始まり、 近までは PC モニターとしての利用

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（LCD）モニター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。 

 LCD バックライトは LED の性能が向上すれば、その量が多いこともあり現在の蛍光灯と

の代替によって省エネルギーに大いに貢献できると思われる。 

 ソニーは、CEATEC においてハイエンドブランドの「QUALIA（クオリア）」の新製品に、

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。LED には、ルミレッズ社のハイパワー

LED である Luxeon を用いている。 

 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。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。 

 また NEC 三菱ビジュアルシステムでは、バックライトに LED を採用した、Adobe RGB に

近い、広い色域を持つ LCD モニターを作成している。これはバックライトに LED を用いた

ことで特に赤のスペクトラムが安定し、より純度の高い赤色を実現できる利点がある。明

るさも 500 カンデラとかなり明るく、LED を光源にした場合に心配される輝度ムラも新型

導光板の採用では全く見られなくない。NEC 三菱ビジュアルシステムでは 2004 年ごろ製

品化を行った。 

 このようにバックライトに色純度の高い LED を用いることで、CRT 以上の色再現範囲が

得られるなど、LCD モニターのバックライトに LED を用いることで、長寿命であるという

耐環境性はもちろんのこと、従来は色再現性から CRT を用いてきた印刷業界などでの業務

用に LCD ディスプレイを活用することが可能となる。 

 

 

図 3.11 CCFL と LED のパネル構成比較 
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3-2-2 携帯電話・AV/OA 機器ほか 

 携帯用電子機器では、携帯電話の液晶画面やキーパッドのバックライト、デジタルカメ

ラのフラッシュ、および PDA 機器のディスプレイのバックライトに高輝度 LED が使用され

ている。 

 高輝度 LED 市場は近年まで、このフルカラーLCD（液晶）画面付きの携帯電話によると

ころが大きく、日本の LED 市場規模の大部分は携帯電話分野によって拡大してきた。ただ

し、今後の携帯電話分野については、日本や欧州といった先進国市場は飽和状況にあり、

中国をはじめとする途上国市場の拡大や、携帯電話のフルカラーLCD 化によって市場が継

続されると見られている。 

 また、家電や AV 機器のインジケーター、レベルメーターをはじめ、LED ヘッドを持つ

OA 機器、空気清浄器および通信機器などにも LED 応用製品が続々と登場している。 

 

●プリントヘッド 

 小型・長寿命などの特長から LED を用いたプリントヘッドが現在、増加しつつある。 

LED プリントヘッドの構造は非常にシンプルであり、LED アレイ（LED の集合体）、ドラ

イバーIC、プリント基板、レンズ、およびレンズホルダーの筐体などから構成されている。

構造は基板の上に LED アレイとドライバーIC を実装し、その LED 上にレンズが配置され

ており、このレンズによって LED の光が結像され、光学イメージ・バーとして機能する。

ここで重要になるのが LED アレイであり、このドット密度により印刷の解像度が決まり、

LED アレイの光量により印刷スピードが決定する。 

 

●空気清浄器 

 紫色 LED と光触媒を組み合わせることによって脱臭性能を持たせた「光脱臭空気清浄

器」が実用化の段階にある。家電や車載用だけでなく、さまざまな用途への展開が想定さ

れている。 
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3-3 道路分野における LED の活用メリット、および要件 

 

 道路交通分野における LED の活用には、 近、日本のあちこちで見かけるようになって

きた LED 交通信号機がある。また、トンネル内の表示灯やトンネル視線誘導灯、道路視線

誘導灯、街路灯、および LED 点字ブロックなどにも LED が展開されている。それぞれにつ

いて LED を用いる場合の特長やメリット、また LED を応用する際に求められる要件などに

ついて述べる。 

 

 

3-3-1 交通信号機 

 従来の電球式の信号機は、光源に白熱電球を用い、反射鏡と赤・黄・青に着色したレン

ズ（フィルター）を組み合わせて信号色を実現している。それに対して、LED 交通信号機

は、発光ダイオードが表示面全体に配置され、LED の発光色が直接、信号色を作っている。 

 LED 交通信号機の特長としては、電球式に比べてエネルギー効率が格段に高いことが第

一に挙げられる。消費電力量で示すと、車両用においては電球式信号機の消費電力量 70W

が LED 交通信号機では約 15W と 1/5 程度に、歩行者用においては電球式 60W が LED 式では

15W 弱と 1/4 以下に削減することが可能になる。そのため、日本全国の電球式の信号機を

すべて LED 交通信号機に交換した場合、年間 8.65 億 kWh の節電という値になる。これは

たとえば、原油に換算すると約 21.4 万 kl（タンカー1 隻弱）に相当し、約 2300 万本の樹

木を植林したのと同様の CO₂削減効果が得られることを意味する（平成 18 年 1 月 LED 照

明推進協議会調べ）。 

 また、省エネルギーや環境面に加え、LED 交通信号機は視認性が高く、西日による擬似

点灯が起こりにくいなど安全面で利点を備えている。信号機では安全優先が強く求められ

るため、メンテナンスも重要になってくる。しかも LED 式信号機は電球式と異なり、LED

の寿命ははるかに長い。LED 化をさらに促進することにより、整備や廃棄物処理などのラ

イフサイクルコストが大幅に削減できる点も大きなメリットといえる。 
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図 3.12 東京新橋の LED 信号機の工事 

出典 JRCM 資料 

 

 

図 3.13 LED を使用した信号機や標識（日亜化学工業ショールーム） 

 

 

3-3-2 トンネル視線誘導灯およびトンネル内表示灯 

 トンネルには通常、安全を確保するために照明設備や視線誘導灯、表示灯などが設置さ

れている。ただし、照明設備のみの明るさでは野外の明るさのおよそ 2.5％に過ぎず、ト

ンネルへ進入する際に、たとえばトンネル内部が漆黒の穴に見えることがある。その結果

ドライバーは不安に感じて減速するのだが、これが渋滞の原因の 1 つになっているともい

われている。 

 誘導灯はそれらを補完し、より安全性の高い走行を支援するためにトンネルの入り口や

内部の路肩に設置されている。 

 またトンネル内には、距離や非常口などを示す表示灯も設置されている。これらは

200m 間隔で配置されているが、100m の距離から視認できることが要件とされている。こ

の表示灯に LED を用いた導光式表示灯には、次のような特長がある。 

 

【LED 表示灯の特長】 

・LED 表示灯に特殊導光板を採用することで、パネルの表面輝度を均一にコントロールし、
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高い均斉度を確保している。 

・側面部にスリットを設けて LED の発光を見せることで 100ｍ先から視認可能となる。そ

のために必要な平均輝度もクリアしている。 

 

 つまり、トンネル視線誘導灯や表示灯は、安全走行を支援することが根本的な目標であ

るが、LED を用いることにより、トンネル照明エネルギーの大幅な増加を伴わずにこれを

実現している。加えて LED の長寿命・小型などの特長により、ランプメンテナンスの省力

化や器具の薄型化による省施工などのメリットも獲得している。 

 

 

3-3-3 道路視線誘導灯および LED 街路灯 

 誘導灯は、交通事故防止策の 1 つとして、比較的急な曲線を描く道路のコーナーなどに

配備されている。また街路灯にも近年、LED の高出力化に伴って LED 搭載のものが登場し

ている。一般に車両用の街路灯などは、照度を確保するために高い光束が要件となる。 

 ある LED 街路灯の場合、たとえば 1 モジュールあたり高出力白色 LED を 42 個搭載して、

光束は 3600 ルーメンを確保している。ただし、消費電力は 200W であり、これはナトリウ

ムランプの約半分の消費電力である。加えて、1 モジュールで片側 3 車線分をカバーでき

る配光特性も有しており、2 モジュール搭載された LED 街路灯を中央分離帯に設置するこ

とで、 大 6 車線を照射できる。 

 

【LED 誘導灯の効果】 

・LED の寿命が長いため、ランプ交換などの保守作業に伴う車線規制が減り、渋滞緩和に

もつながる。 

・機器がコンパクトになるため、低位置にも設置可能になる。 

・LED の省エネルギー効果により、経済的な効果も見込める。 

 

 



 68

 

図 3.14 ソーラー型の LED 街路灯（大阪府枚方市水道局） 

出典 ツシマエレクトリックのホームページ 

http://www.tusima.co.jp/gairotou/gairotou1.htm 
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3-3-4 LED 点字ブロック 

 LED 点字ブロックは、視覚障害者のうち、特にロービジョン（弱視者）の歩行を支援す

るための視線誘導灯である。統計によると視覚障害者は全国に 30 万人で、そのうち全盲

者は 3 万人、大多数が視覚の残っているロービジョン者であるとしている。また高齢によ

る視覚の低下も含めると、その数は 100 万人に達するといわれている。 

 点字ブロックは、視覚障害者の歩行補助として全国に普及しているが、夜間に十分な照

明がない場合は点字ブロックが見えづらくなり、ロービジョン者が安心して夜の外出に出

かけられないという声が出ていた。これに対して、点字ブロック自体を光らせることで夜

間の視認性を向上させるという解決が考案され、その候補の 1 つとして LED が採用されて

いる。 

 点字ブロックを光らせる手法としてはいくつか考えられており、LED の選択には以下の

利点がある。 

 

【LED 点字ブロックの特長】 

・LED はコンパクトなため、点字ブロックに容易に内蔵できる。 

・LED は指向性が強く配光制御がしやすいため、ロービジョン者に必要な光度が得やすい。 

・LED 自体が長寿命なため、メンテナンスが軽減される。 

 

 現実に、LED を搭載した点字ブロックが増加しており、今後は LED 点字ブロックを街中

で見かける機会も増していくと思われる。緑色の LED 点字ブロックは「進め」を示し、赤

色の発光が「止まれ・注意」である。 

 

 

図 3.15 LED を使用した点字ブロック（JR 三鷹駅北口駅前歩道） 

出典 岩崎電気のホームページ 

http://www.iwasaki.co.jp/info_lib/eoe/36.html 
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3-4 交通分野における LED の活用メリット、および要件 

 

 近年 LED の応用では特に、自動車用ヘッドライトへの活用が注目を集めている。これは

光源としての高性能化によるものである。ここでは、自動車を中心に航空機、鉄道車両、

船舶などの移動体での応用を対象として取り上げる。 

 

 

3-4-1 自動車 

 自動車への LED の応用は当初、ハイマウントストップランプや、インパネ類の各種メー

ターへのバックライトなど、それほど多くの光量を必要としない用途を中心に採用されて

きた。これは自動車用光源の「省エネルギー化、リサイクル化、長寿命化」の流れを受け

たもので、現在かなりの普及や浸透がある。 

 また、テールランプなどのリアコンビネーションに LED を搭載した車種も出現している。

ブレーキランプに LED を採用した場合、ブレーキペダルを踏んでから点灯するまでのタイ

ムラグが電球より短くなり、安全性の向上にも寄与することができる。これは特に、高速

道路での事故防止につながるのではないかと期待が高まっている。 

 昨今は、白色 LED の光量が増加してきたこともあり、ある程度の光量を必要とする照明

用途にも LED が使用されるケースが出てきた。具体的には、マップランプや車載用の読書

灯といった車内用照明である。 

 将来的には、さらなる高出力化・高効率化技術の進展に伴い、ヘッドライトに LED を採

用する日が来るものと予測されている。現在開発が進められている白色 LED を搭載したヘ

ッドライトの 1 例を示すと、たとえばヘッドライト用の高信頼性白色 LED をロービームと

して 10 個搭載し、灯具光束 900 ルーメンを確保している。この時の消費電力は 10W であ

る。 

 

【LED が白熱電球より優位である点】 

・長寿命でメンテナンスがほとんど必要ないこと 

・省電力であること 

・白熱電球より点灯立ち上がり速度が速いこと 

・光輝度でユニークな点灯感覚も影響し後続車からの誘目性に優れていること 

・デザインが自由にできること 
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図 3.16 自動車の LED インジケーター 

出典 JRCM 資料 

 

 

 

図 3.17 LED ヘッドライト 

出典 JRCM 資料（米デトロイト・モーターショー2005） 
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図 3.18 LED 使用の後部ランプ 

出典 JRCM 資料（米デトロイト・モーターショー2005） 
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3-4-2 航空機 

 航空機分野への LED 照明の導入には今後、さまざまな取り組みが行われると予想される。

特に米国では、導入促進の試みがそれぞれ図られているだけでなく、航空機への LED 搭載

に関する基準も設けている。具体的には、以下のような LED 照明の条件や特性が公的およ

びユーザー側から要求されている。 

 また、航空機への LED 搭載について、その設置箇所などを具体的に図解する。 

 

 

 

【Regulating Standards（公的適応基準）】 

・Code Of Federal Regulations（CFR) 

・Joint Aviation Requirements（JAR) 

・MIL Standards 

・SAE recommended practices 

 

 

 

 

【Customer Requirements（ユーザー要件）】 

 ●性能プロファイル 

  ・温度 

  ・発光効率 

 ●パフォーマンス 

  ・光度的 

  ・環境的 

  ・電気的 

 ●寿命 

 ●重さ 

 ●形態・デザイン 

 ●コスト 
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図 3.19 機外の LED 照明 

出典 「図解・ハイテク飛行機」柳生 一 編者、講談社 

 

【外部照明】 

 ・着陸灯（ランディングライト） 

 ・衝突防止灯（上部・下部） 

 ・＜認識灯＞右舷灯（緑）・左舷灯（赤）・尾灯（白） 

 ・主翼着氷監視灯 

【そのほか】 

 ・タキシ（滑走）灯 

 ・ロゴライト 

 ・燃料注入口灯 など 

 

【機内】 

 ・読書灯 

 ・客室の天井＆壁ライト 

 ・通路インジケーター 
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【乗客情報通知サイン】 

 ・出口 

 ・席にお戻りください 

 ・トイレ使用中 

 ・禁煙/シートベルト着用 

【非常用】 

 ・非常脱出口灯 

 ・出口灯 

 ・床面近接非常脱出経路標識（据付フロアライト・据付シートライト） 

【貨物室・クルー向け】 

 ・貨物室灯 

 ・サービスエリアライト 

 ・クローゼットライト 

 ・階段灯 

 ・ドーム灯 

 ・クルー情報システム 

【コックピット】 

 ・パネルライト 

 ・計器ライト 

 ・スポットライト 

 ・フラッドライト（投光ライト） 

 ・ユーティリティライト 

 ・マップライト 

 ・テーブルライト 

 ・反射シールドライト など 
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図 3.20 LED が展開できる航空機（機外）の照明箇所 

出典 JRCM 資料 

 

 

図 3.21 LED が展開できる航空機（機内）の照明箇所 

出典 JRCM 資料 
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3-4-3 移動体における LED 照明の特徴とメリット 

鉄道車両など 自動車、航空機、鉄道、船舶などの移動体分野では、一般照明用に先立っ

て LED 照明の展開が期待されている。LED の特性から得られるメリットをより効果的に享

受できるためである。以下にその LED 照明の特徴とメリットを列挙する。 

 

【移動体における LED 照明のメリット】 

・振動に対して強固である。→メンテナンス費用の大幅削減につながる。 

・寿命が長い。→メンテナンス費用の大幅削減につながる。 

・配光制御が容易である。→照射面に対する照明率が良好で、グレア低減にも貢献できる。 

・小型である。→荷棚のような制限のあるスペースにも組み込みが可能になる。 

・軽量である。→車体重量の軽減と、運行時のエネルギー消費量の低減が望める。 



 78

3-5 ディスプレイ分野における LED の活用メリット、および要件 

 

 1990 年代中ごろ、日本で初めてフルカラーLED ディスプレイが実用化され、これがきっ

かけになって大型映像ディスプレイが登場、今日のように街頭のあちこちで見かけるまで

に普及した。LED による光の 3 原色の再現が可能にならなければ、繁華街の風景はおそら

く今とはずいぶん違ったものとなったであろう。そういう意味で、高輝度青色 LED の実用

化は話題性だけでなく、社会に大きなインパクトを与える発明といえる。 

 ここでは、ディスプレイを中心に、LED 照明の店舗サインへの展開や演出分野への進出

を見ていく。 

 

 

3-5-1 大型ディスプレイ分野 

 現在、屋外にあるフルカラーの大型ディスプレイのほとんどは LED を使用したものであ

り、従来のブラウン管方式や白熱灯方式、放電管方式などと比較して、高輝度・低消費電

力・長寿命・優れた色の再現性・軽量・画面や画素構成の自由度が高いといった多様な特

長を持っている。 

 このフルカラーLED ディスプレイの主な用途と動向は、以下のとおりである。 

 

●大型施設 

 スポーツ競技場などには、表示面積が 100 ㎡や 200 ㎡を超える大型システムが導入され

ており、メインマーケットとしてその数と面積を伸ばしている。オリンピックやワールド

カップなどの大規模イベントにより需要も左右されるが、大型化の傾向はさらに高まって

おり、700 ㎡を超えるような超巨大ディスプレイの計画も予定されている。 

 

●公共施設 

 堅調な市場である公共施設の分野では広報ボードに続き、河川の災害情報ボードや交通

情報ボードなどの面でもフルカラー化の傾向が進んでおり、今後の伸びが予想される。 

 

●イベント 

 コンサートや展示会などの LED ディスプレイは、3mm や 6mm ピッチの高精細で色再現性

の高い映像表現が実現できることや、軽量で画面構成の自由度が高くブースデザインの一

環として導入しやすいなどの理由から、LED ディスプレイならではの特長が活かされてい

る。レンタル使用が主である。 

 

●広告ボード 

 ビルの壁面などを利用した広告媒体のアドサインボードには、10mm ピッチの屋外型 SMD
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チップを用いた非常に高精細で高品質の LED ディスプレイが登場して話題になっている。

今後もハイビジョン対応などが図られ、進化を続けていくと思われる。 

 

●店舗やアミューズメント施設 

 も需要の伸びが大きい分野であり、特にアミューズメント施設では LED ディスプレイ

はもはや必需品という位置を確保しつつある。LED ディスプレイの省電力効果が期待され

て電飾サインに代わって導入が促進されたという経緯があるが、今後は大型複合施設やシ

ョッピングモール、テレビ局、ショールーム、銀行証券など、さまざまに市場が広がって

いくと予想される。 

 

 

 

図 3.22 東京新橋の大型ディスプレイ 

出典 JRCM 資料 
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3-5-2 サイン分野 

 ネオンに変わる新しい光源として、LED の使用が進んでいる。LED の省エネルギー性や

省メンテナンス性が着目されたものだが、代表的な用途としては、装飾やサイン文字への

応用が挙げられる。 

 具体的には、金属チャンネル文字の内部に LED モジュールを組み込んだもの、特殊樹脂

の中に砲弾型 LED を埋め込み拡散させて均一な発光が得られる切り文字タイプ、LED その

ものを意匠的に見せるタイプなどに大別される。 

 

 

図 3.23 LED サイン 

出典 JRCM 資料（徳島県阿南市の商工会議所） 

 

図 3.24 LED サインと LED 照明を使用した商業施設（東京宝塚劇場） 

出典 山田照明のホームページ 

http://www3.yamada-shomei.co.jp/works/takarazuka/works-takarazuka1.htm 
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3-5-3 その他の演出分野 

 LED でカラー演出照明を行う場合、RGB の 3 色の LED とマイクロプロセッサを組み合わ

せ、それぞれの輝度をコントロールすることで色の表現が可能になる。LED は非常に精細

にコントロールできるため、今まで再現することが難しかった多様な色の表現が実現する。

これは、単に再現できる色の数が増えたということだけでなく、色の移り変わりもスムー

ズに行うことができ、演出としての幅が広がることを示している。 

 この分野の商品は、大がかりな演出制御システムだけでなく、さまざまな商品が提供さ

れており、従来の機器では実現できなかった空間演出を可能にしている。 

 また、LED を建築の構造物に組み込んで使用したいというニーズもある。そのような要

望に応えるべく「光る建築部材」として屋内外の建築空間に組み込むことが可能な LED 照

明器具も開発されている。また同様に、フルカラーLED ディスプレイを「絵が動く建築部

材」として外装・内装の一部に融合する例も増えている。これらは、従来の映像ディスプ

レイや照明用途とは異なる LED の新規応用分野として、無限の可能性を秘めているといえ

るだろう。 

 

 

図 3.25 LED イルミネーションオブジェ 

出典 JRCM 資料（徳島空港） 
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図 3.26 LED 水中照明（東京宝塚劇場） 

出典 山田照明のホームページ 

http://www3.yamada-shomei.co.jp/works/triton/works-triton1.htm 
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3-6 その他の分野における LED の活用メリット、および要件 

 

 海運分野ではイカ釣り用の集魚灯として、また農業分野では野菜工場の光源として、

LED が用いられている。このような分野は、LED の特徴が生きるところであり、ニッチで

はあるが、環境性などの観点からも今後普及が期待される分野である。 

 

 

3-6-1 植物育成照明 

 高圧ナトリウムランプや蛍光灯・メタルハライドランプなどを利用した植物工場が国内

にすでに数十カ所存在するが、LED はここでも次世代の光源として注目を集めている。 

 植物に必要な光の波長は主に赤（640～680nｍ）と青（450～480nｍ）であり、光量や照

射時間を調整することで、植物の生育速度や形状、含有栄養成分をコントロールできる。

昨今は、植物ごとに異なる 適光環境の条件を特定したいという市場の声が出てきており、

植物育成研究用の LED 照明ユニットの実用化も始まっている。 

 具体的な試みとしては、PASONA O2（パソナオーツー）が都心のオフィスにありながら

新しい農業を行っている。太陽光の届かない東京都心の地下で、青色 LED と黄色蛍光剤を

組み合わせた白色 LED を使用して花を栽培している。また、赤色・青色・緑色 LED による

植物栽培や、あるいはレーザーダイオードによる植物栽培も実施している。 

 

 

図 3.27 LED を使用した花の栽培 

出典 パソナオーツーのホームページ 

http://www.pasona.co.jp/pasona_o2/about/floor.html 
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 シーシーエスでは、バイオ分野で植物と光の関係の追求している。「生命科学に新たな

光を」をコンセプトに、機能性作物の生産技術の確立や安定供給を支援する製品を提案し

ている。 

 

 

 

図 3.28 LED 植物研究ユニット『IS-シリーズ』 

出典 シーシーエスのホームページ 

http://www.ccs-inc.co.jp/bio/topics/index.html 
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3-6-2 イカ釣り漁業分野 

 LED 集魚灯が、低電力・高効率のイカ釣り集魚灯として脚光を浴びている。 

 青色系 LED のピーク波長はイカ類の視感度とほぼ一致しており、海中での光力減衰が少

ないなどの理由から集魚灯光源としてきわめて優れた特性を持っている。このほか以下の

ような特長も備え、サンマ漁や巻網漁、魚介類の養殖への応用など、LED 集魚灯の将来性

に期待が寄せられている。 

 なお、近年、厳しい経営状況の中、沿岸イカ釣り漁業（30 トン未満）による漁業生産

量は、日本の沿岸漁業の約 10％を占める。 

 

【LED 集魚灯の特長】 

・青色系 LED のピーク波長（450～500nｍ）は、イカ類の視感度の 大値付近（470～490n

ｍ）とほぼ一致している。また、海中での光力減衰が少ないなど集魚灯光源として優れて

いる。 

・消費電力が少なく、燃料油の大幅な節減効果も期待され、イカ釣り漁業の経営改善や

CO₂の排出削減をもたらす。 

・メタルハライドランプの約 2 年の使用期間に比べ、10 年以上の長寿命を持つ。またガ

ラス封止構造の従来光源に比べて、LED パッケージは強度に優れ、過酷な船上での使用に

耐えることができる。 

・指向性が強く、光束の 9 割以上を水中に照射できる（点光源であるメタルハライドラン

プは約 8 割が空中に散失）。 

・メタルハライドランプの制御に用いる安定器や大出力の補助発電機が不要になる。大幅

な設備費削減や船内スペースの増加なども期待できる。 

・紫外線放射による健康への影響や、光害による環境への影響がない。 
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図 3.29 イカ釣り漁船用の LED 集魚灯の研究 

出典 香川大学工学部の岡本研究室のホームページ 

LEDEX Japan 2006 の関連記事（ASCII） 

http://led.eng.kagawa-u.ac.jp/news.html 

http://ascii24.com/news/i/tech/article/2006/09/07/664446-000.html 
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第４章 LEDの光特性および寿命の測定・評価方法および周囲温度条件に関する調査 

 
4-1 LEDの光特性の測定評価方法 

 
4-1-1 光源の光特性を評価するための光の量と質 
 既に第１章で述べたように、従来の真空システム光源は、例えば真空システム光源の第

１号である白熱電球についていえば、1879 年の Thomas A. Edison の開発以降、130 年
以上も実用されてきた経過（製品としてのライフサイクルが非常に長い。現在も未だ主力

光源のひとつとして実用されている。）からも分かるように、長い歴史がある。更に、照明

用光源としては、真空システム光源の開発・実用化以前に、ろうそくやガス灯等に代表さ

れる燃焼光源が実用されていた時代がある。光源の光特性の測定・評価方法についても、

当然この光源の歴史に対応して、燃焼光源の時代から研究・開発され、国際標準化も進め

られてきている。したがって、光の測定・評価技術の歴史も光源の歴史同様に長い（少な

くとも 150 年以上）ということが出来る。 
 光の測定や評価についての国際標準化を推進してきた組織は、前節でご紹介した CIE
（国際照明委員会）である。CIE は、本部がオーストリアのウィーンにあり、現在、日本

を含む世界 40 カ国が加盟して活発に活動を続けている。 CIE は、1913 年に設立され

た、光の測定技術に関する国際組織である CIP（国際測光委員会）が前身である。CIP の
正式設立以前には、各国毎に研究されており、非公式に国際的連携が取られており、この

時代には、ろうそくやガス灯の光の測定・評価、標準化などを推進していた。光の測定・

標準化については、正式な国際組織が設立されてからでも、90 年以上の年月が経過してお

り、光源の歴史同様に、非常に長いということができる。 
したがって、照明用光源の光特性の測定・評価方法については、古くから（ろうそくの

時代から）研究され、国際標準化も進められてきた。（光度の単位である：カンデラ [cd] は、

ろうそく（canndle）から来ており、SI 単位系が標準化されるはるか以前より、国際的に

使用されてきた。）これら国際的に標準化された内容を基に、光源の光学特性を評価するた

めの光の量と質についてまとめたものを表 4.1 に示す。 
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表 4.1  光源の光学特性を評価するための光の量と質 
項  目 単 位 内    容 備   考 

放射束 
(radiant flux) 

W 
(J・s-1) 

放射の様態で伝達される

エネルギーの単位時間当

りの量。 

放射の様態で伝達されるエネルギーは

電磁波と総称され，Ｘ線，紫外放射，

光，赤外放射，マイクロ波，電波など

が含まれる。 
光 束 
(luminous flux) 

lm 放射束を明所視の標準分

光視感効率（標準比視感

度）と最大視感効果度に

基づいて評価した量。 

光束（Φ）は次の式で表される。 

 Φ = Km∫Φe,λ(λ)・V(λ) dλ 

   Km： 最大視覚効果度 
         (＝683 [lm・W-1]) 
 Φe,λ(λ)： 放射源の分光分布 
  V(λ)： 明所視の標準分光視感 
       効率（標準比視感度） 

全光束 
(total luminous 
flux) 

lm 光源が全ての方向（立体

角：4π[sr]）に放出する

光束。 

 

部分光束 
(partial 
luminous flux) 

lm 光源が特定の限定された

立体角の方向に放出する

光束。 

上半球光束，下半球光束，ビーム光束 
などがある。 

量子効率 
(quantum 
efficiency) 

1 放出に寄与したキャリア

（電子またはホール）の

数に対する放出された光

子の数の比。 

発生した光子の中で，外部へ放出され

た光子のみを考慮する場合を外部量子

効率という。 

放射の視感効果

度 
(luminous 
efficacy of a 
radiation) 

lm・W-1 ある放射について，光束

を放射束で除した値。 
 
 

光源効率，ランプ

効率 
(luminous 
efficacy of a 
source (lamp)) 

lm・W-1 光源の全光束を，その光

源の入力電力（消費電力）

で除した値。 

 
 

総合効率 
(source (lamp) 
and  
 auxiliary 
efficacy) 

lm・W-1 光源の全光束を光源と点

灯回路への入力電力（消

費電力）で除した値。 

 

量 

光 度 
(luminous 
intensity) 

cd 
(lm・sr-1) 

光源を頂点とする錐体の

単位立体角当りに含まれ

る光束。 
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項  目 単 位 内    容 備   考 
平均化 LED 光度 
(averaged LED 
 intensity) 

cd 
(lm・sr-1) 

規定された面積の受光面

に入射する光源の光束

を，その光源が受光面を

見込む立体角で除した

値。その立体角内の光度

の平均値を示す。 

CIE 127 では，規定された面積の受光

面を 100±5 [mm2] の円形の受光面と

している。 

輝 度 
(luminance) 
 
 

cd・m-2 光を放出するか，反射し

ている面において，単位

面積，単位立体角当りに

含まれる光束。 

光度が一様な面光源においては，その

光度値を持つ点光源の面密度を表して

いる。 

明るい 
(bright) 
 

 明るさが高いことを表す

ために用いる形容詞。 
 

 

 

明るさ 
(brightness) 

 ある面から発している光

の量の大小を表してい

る，見え方の基になる視

感覚の属性。 

日常用語の“bright”が，日常用語の

“輝いている”にも対応しているため，

日本語の“輝度”がしばしば英語の

“brightness”に対応して使用されて

いるが，これは誤りである。 
分光分布 
(spectral 
distribution) 

 放射の量の分光密度の波

長に対する分布。 
放射の量の種類により，分光放射束分

布，分光放射照度分布，などという。 

光源色 
(light-source 
color) 

 光源から光の知覚される

色。 
通常，色度座標や，色名（白色，赤色，

緑色 など）で表わす。 

色 度 
(chromaticity) 

(x, y) 心理物理色を表す三次元

の要素から光の強弱に関

する次元を除いた色の二

次元的性質。 

色度は，二次元の座標（色度座標）上

座標（(x, y)）として表される。 

黒体軌跡 
(Planckian 
locus) 

 色度図上における，種々

の温度の黒体の色度を表

す点の軌跡。 

プランクの軌跡ともいう。 

色温度 
(color 
temperature) 

K 与えられた刺激と色度が

等しい放射を発する黒体

の（真）温度。 

 

質 

相関色温度 
(correlated color 
 temperature) 

K その放射の色度にもっと

も近い色度を持つ黒体放

射の温度。 

放射の色度が黒体放射軌跡上にある時

は，色温度 (color temperature) を用

いる。 
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項  目 単 位 内    容 備   考 
分布温度 
(distribution 
 temperature) 

K 相対分光分布が，注目す

る波長域において同じ

か，ほぼ同じである黒体

の温度。 

注目する波長域は可視域とすることが

多い。 

ピーク波長 
(peak 
wavelength) 

nm 光源の分光分布を測定し

た時，分光密度が最大と

なる波長。 

 

ドミナント波長； 
主波長 
(dominant 
wavelength) 

nm 特定の無彩色刺激に適当

な割合で加法混色するこ

とによって，試料色刺激

に等色するような単色光

刺激の波長。 

特定の無彩色刺激としては，E 光 
（x=y= 0.3333）とすることが多い。 

補色主波長 
(complimentary 
wavelength) 

nm 試料色刺激に適当な割合

で加法混色することによ

って，特定の無彩色刺激

に等色するような単色光

刺激の波長。 

 

演色性 
(color rendering 
 property) 

 光源からの光が，照明し

ている物体の色の見え方

に及ぼす影響の一般的属

性。 

通常，同じ物体を，基準の光で照明し

たときの見え方との比較により表され

る。 

 

演色評価数 
(color rendering 
 index) 

 CIE（国際照明委員会）

により規定された演色性

を表すための指数。規定

の試験色について，資料

光源で照明した時の色度

座標の，基準の光で照明

した時の色度座標からの

変化量から計算して求め

る。 

1. CIE の規定では，規定の試験色が 14
種類定められており，その 14 種類の

試験色それぞれについて計算した評価

数を“特殊演色評価数”といい，量記

号：R1, R2, ～ R14 で表す。 
2. この 14 種類の試験色の内，中程度

の明度および彩度を持つ 8 種類の試験

色についての特殊演色評価数（R1, R2, 
～ R8）の平均値を“平均演色評価数”

といい，量記号：Ra で表す。 
3. JIS（日本工業規格）では，CIE の

試験色のほか，15 番目の試験色とし

て，“日本人の肌色”（特殊演色評価数：

R15）を追加している。 
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 次節以降に、表 4.1 の項目の中から、LED の光特性の測定・評価を実施する上で重要

なものについて、LED に適用する場合の要検討点を含め記述することとする。 
 
4-1-2 光度 
（１）光度測定方法と LED 適用上の問題点 
 LED は、前項で述べたように、化合物半導体の p-n 接合を利用している固体発光素子

であるから、エネルギー変換部分そのものの形状は小さい。ただし、表示用光源として使

用するために、形状や電力の供給方法などにいろいろなバリエーションのある商品が市販

されている。これらの中で、従来は“砲弾形”が表示用 LED 光源の代表的なものであっ

たが、最近では、大形のもの（パッケージの寸法の大きいもの）や、発光素子（LED チ
ップ）を直接基板などに装着し、樹脂などでモールドする方式（表面実装形）の実用例も

多くなって来ている。 
 開発・商品化初期の LED は、表示用やディスプレイ用がほとんどであったため、光学

特性としては、表 2.1 に示した“輝度”や“光度”を測定する必要があった。表示用 LED 
関連の JIS 6) や、(社)電子情報技術産業協会の団体規格 7) にも、光学特性として、光度を

測定することが規定されており、また、光度の測定法についても関連の JIS 8) または団体

規格 9) で規定している。 
 光源の光度は、一般的には、JIS10) で規定されている（既に光度値の付与されている）

光度標準電球との比較測定法により測定される。（上記の、JIS または団体規格に規定さ

れている測定法も、この方法に依っている。）この方法は、理論的には LED にもそのま

ま適用できる訳であるが、LED 特有の問題点があり、実際の適用に当っては、いくつか

の要注意点がある。 
 例えば、実際に光源の光度を測定するに当っては、光度を測定する方向（軸）を明確に

決める必要がある。また、光度を測定する軸としては、実際の測定の際に、再現性良く設

定できる必要がある。光度を測定する光源の軸としては、構造的軸、光学的軸、最大光度

軸などが考えられる。これらの中で、光学的軸については、軸を決定するために、配光特

性の測定が必要となる。したがって、研究室での測定の場合はともかく、実際の工場など

において、ある程度生産に対応しながら測定を実施することを考えると、構造的軸に依る

のが実用的である。 
 しかし、LED は固体素子であり、その製造工程は従来の照明用光源と異なり、基本的

には半導体製品の製造工程に近似した工程によっている。また、個々の要素部品の形状・

寸法も、従来の照明用光源に比べて小さいため、発光部分と電極や基板の相対位置関係の

バラツキがどうしても大きくなる。また、従来の代表的表示用 LED である砲弾形 LED 
光源は、LED チップの直ぐ背面に反射板を内蔵しており、配光が急峻であり、指向性が

強い。このため、構造的軸と最大光度軸との乖離が大きくなり、また、それぞれのバラツ

キも大きくなる。 
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 以上により、LED 光源に対し、従来の光度測定方法をそのまま適用するに当っては、

次のような要検討点がある。 
 
①LEDは、従来の光源と比較して、配光特性に方向性が強すぎることと、構造的、寸法

的バラツキが大きいため、従来の光度測定方法では、光源と受光器の相対位置決めが難

しく、測定結果が測定者間でバラつくことが多い。 
②構造的軸と最大光度軸や、光学的軸の乖離状況にバラツキがおおきいため、LEDの光

度を測定する方向（受光器を置く軸）の決め方が難しい。 
 
（２）CIE による LED 光度測定方法－平均化 LED 光度 
 前項で述べた LED の光度測定を実施する上での問題点を解消するために、CIE は新

たな考えを導入した。それが、“平均化 LED 光度（Averaged LED Intensity）”である

1)。この平均化 LED 光度は、現在市販されている種々の LED の大部分のもの（実際的

には、砲弾形 LED を主な対象としている）に対して、意味がありかつ再現性のある測定

結果を提供するために適用することが出来る、としている。これは、LED の構造的軸を、

例えば基板を基準として設定した場合、製造上のバラツキを平均化する方法を導入したも

ので、表 4.1 に示したように、以下のような内容である。 
 即ち、LED 光度測定用受光器の前には、開口面積 100 mm2 のアパーチャーを設ける。

そしてこのアパーチャー部の平均照度：E［lm・m-2＝lx］を測定し、また、受光器と供試 
LED との距離を： d [m] とすると、下記の式に従って、平均化 LED 光度：I LED  を求

めるものである。 
 
       I LED ＝ Ｅ＊ｄ２ 
 
 この方法は、砲弾形 LED に対しては、現在までのところ欧米を中心として、広く普及

しており、この測定条件に基づいた測定機および校正に適用する光度標準LEDが、測定機

メーカーより市販されるまでになってきている。 
 
（３）光度標準用 LED 光源 
 既に述べたように、光源の光度 （後述する全光束も同様であるが）値は、別途値付けさ

れた標準光源との比較測定により求められる。（比較測定という。）この場合、供試光源と

標準光源とは、同種類、同形状寸法、同ワットであるのが理想的である。標準光源の種類

が異なると、異形測光誤差、異色測光誤差などが生じる可能性が出てくるからである。た

だし、あらゆる供試光源の種類に対し、それぞれ、同種類、同形状寸法、同ワットの標準

光源を準備するのは実用的でないため、実際には、数種類の光度標準電球により対応して

いる。 
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 ところが、既に述べたように、LED 光源と光度標準電球は、形状・寸法や、大きさ（ワ

ット数）が違い過ぎることと、分光分布も違い過ぎるため、光度標準電球との直接比較で

は、正確な光度測定値が得られない可能性が大きい。そこで、測光標準 LED 光源の開発

が検討された。 
 そして、アメリカの光計測器メーカー（INPHORA社）において、NIST（National 
Institute of Standards & Technology － アメリカ国立標準技術研究所、アメリカにおけ

る標準の国家管理機構）トレーサブルな標準値の附与された測光標準 LED 光源が販売さ

れている11)。なお、異色測光誤差を少なくするため、全部で６種類の発光色の標準が入手

可能である。また、LED は光束の温度依存性が大きいので、この INPHORA社の LED 標
準光源は、温度制御機構を内蔵している。 
 また、ドイツにおいても、光計測器メーカー（Instrument Systems GmbH 社）が、PTB 
トレーサブルな標準 LED 供給サービスを行っている。 
 
4-1-3 全光束12,13,14) 
（１）全光束測定の重要性 
 LED を一般照明用光源として利用する場合には、光源の全光束は重要な設計要素であ

るから、必ず測定が必要である。また、LED 光源の性能項目の中で、エネルギー変換効

率は、これからのエネルギー問題を考えると最重要の項目である。このエネルギー変換効

率（LED でいう量子効率）を定量的に評価する場合には、全光束の正確な測定が重要と

なる。 
 光源の全光束を求める方法としては、配光曲線を正確に求めて、その配光曲線を三次元

的（goniophotometric）に積分して求める方法と、球形光束計（積分球）を使用する方法

とがある。 
 前者は、どのような形状・構造の光源にも適用出来、かつ精密に測定できるという利点

はあるが、設備的にも、技術的にも高い精度が要求されるので、通常は、後者の球形光束

計による簡便法が適用されることが多い。LED 光源についても、球形光束計による方法

が簡便であるが、LED は既に述べたように、従来の一般照明用光源と比較して、構造や

形状に特異性があるので、光度測定の場合と同様に、特有の要検討点がある 12)～14)。 
 
（２）球形光束計による LED 全光束測定上の要検討点 
 (2-1) 球形光束計の大きさ 
 球形光束計の直径は、少なくとも 30 cm 以上とすべきである。多くの測定者は 10 cm 
程度の直径の球形光束計を使用しているが、LED の非発光部の影響が大きくなり、測定結

果の誤差が大きくなる。 
 
 (2-2) LED 自己吸収による測定誤差の減少 
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 LED は、発光部（LED チップ）の寸法が小さいため、光源全体に占める非発光部（口

金、容器など）の割合が、従来の一般照明用光源に比べて大きくなると考えられる。した

がって、この非発光部による吸収を出来るだけ少なくするか、または適正に補償校正して、

測定値の測定制度を上げる必要がある。 
 LED の測定に適した球形光束計の構造と LED の配置の例（３種類）が、CIE 技術報

告：CIE－127 に示されている。 
 非発光部の影響を出来るだけ軽減するために、LED の発光部分だけを、球形光束計内部

に入れる配置例と、LED の非発光部による光の吸収を精密に測定するための、補助 LED 
(Auxiliary LED) を保持する配置例が上げられている。 
 
（３）全光束測定用標準 
 全光束の場合も、光度測定と同様に、全光束標準光源との比較測定により、全光束値を

求めることが出来る。従来の真空システム光源の全光束測定の場合に使用される標準光源

は、全光束標準電球や、その標準電球から標準値を移した標準蛍光ランプなどがしようさ

れる。LED については、別に値付けされた光束標準 LED（光度標準の場合と同様にアメ

リカやドイツにおいて供給されている）との比較測定により、全光束を求めることができ

る。 
 
4-1-4 輝度15,16,17) 
（１）輝度測定の重要性 
 最近、環境問題の重要性がいろいろな方面で議論されているが、光は最重要な環境要素

の一つであり、環境問題と重要に関連している。環境要素として光が存在する環境のこと

を光環境（lighted environment）というが、光環境における、環境要素としての光の安全

性リスクについて、最近注目される度合いが高くなってきた。そして、環境における光の

安全性リスクを定量評価する方法と、その評価結果によるリスク・グループ区分の内容が

国際規格として制定された。 
 この規格は、環境における光によって生じる可能性のある傷害の種類毎に、傷害の閾値

を数値化し、対象とする光環境（における光の照射条件）における滞留可能時間（その状

態をそのまま継続することができる時間）を計算し、その時間の長短によりリスク・グル

ープ区分を行うものである。 
 対象とする傷害の中で LED と特に関係が深いのは網膜の傷害である。LEDは、ケータ

イのバックライトのように、人間が光っている LED を直視する機会が多い。光っている

光源を直視すると、光源の像が網膜に結像することになる。この場合、光源の輝度が高い

と、網膜に結像した部分の光のめん密度が高くなり、その部分の網膜が光化学的損傷や熱

的損傷を生じ、網膜剥離を起したり、ひどい時には、網膜のその部分が盲点（blind spot
－視覚に寄与しなくなる）になる。この場合の傷害の大小に対応する光の量は、光源の輝
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度である。網膜に対する傷害のリスク評価に当っては、対象となっている光源の輝度（ま

たは放射輝度）を正確に測定する必要がある。 
 
（２）LED 光源の輝度測定上の要検討点 
 表 4.1 に示したように、輝度という物理量は、元来かなり広い面積を持った光源に適用

され、その輝度の値は、通常は輝度計により測定される。ところが LED は、発光部の面

積が小さく、輝度計の視野よりはるかに小さくなり、輝度計で測定するには、クローズア

ップ・レンズ等補助の光学系が必要となる。 
 この検討のために、CIE では技術委員会：TC2-58 を組織して調査・研究を進めること

とした。 
 
ｏ TC2-58：LED の放射輝度および輝度の測定［Measurement of LED radiance and 
luminance］(Chairman : 河本 康太郎（日本）） 
 
 報告者が委員長を委嘱され、本年６月に第１回の会合を行った。当面の活動方向は以下

の通りである。 
 

①当面の対象：LED 単体とする。（アレイやクラスターは次のステップとして検討す

ることとする。） 
②対象の LED 種類：砲弾形および COB（チップ）形 
③発光色：白色、青、赤、UV 

 
 上述のように、輝度刑等の計測器による方法の他、下記のように、光度と発光部分の面

積から、輝度－光度の関係式を基本とする方法も検討する。 
 
   L = dΦ／(dA×dω)  = I／A    [cd・m-2] 
 
 ここで、 
   L ： LED光源の輝度     [cd・m-2] 
   I ： LED光源の光度     [cd] 
   A ： LED光源発光部の面積  [m2] 
 
 
4-1-5 LED 光特性測定における要検討点と今後の課題 
（１）CIE における関連の議論 
 以上、述べてきたように、LED の光特性の測定については、光度測定・全光束測定と
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も、未だ要検討点が残っており、検討が継続されている。CIE においては、前述の技術報

告：CIE－127 の発行以降、４つの技術委員会を組織して、LED の光測定方法について議

論を継続しているが、現在までのところ、以下に述べる内容についての議論が行われてい

る。 
 
（２）平均化 LED 光度についての議論 
 要検討点として上げられている主な内容は、以下の通りである。 
 

①受光器の前面のアパーチャー（面積： 100 mm2 ±5%）の機能と必要性が不明確で

ある。 
②狭帯域発光光源用の受光器の諸問題については、別の課題として検討したらどうか？ 
③使用する受光器の評価に、“f1' number”を使用する方が良いのかどうか？ 
④最大の許容誤差範囲を規定化すべきではないか？ 
⑤LED の点灯特性の安定性を保つ最良の方法は何か？ 
⑥標準 LED 光源について 

   ｏ 全ての形式と、いろいろな発光色の LED に共通に適用 
 できる標準 LED 光源は実用的ではない。 

   ｏ １つの標準 LED 光源でカバーできる発光色の範囲を 
 決めておく必要がある。 

   ｏ 標準 LED 光源については、平均化 LED 光度測定の際 
 の、条件Ａと条件Ｂ双方での値付けが必要となる。 

 
（３）全光束測定についての問題点 
 以下の要検討点が議論されている。 
 

①光束として“どの光束”を測定するか？ 
    全光束（total luminous flux）ではなくて、部分光束 
    （partial luminous flux）の方が良いのではないか？ 

②分光測定はどのようにするか？－－測定波長幅、受光器のスリット幅、など。 
③受光器は何を使用するか？ 
④LEDの光束測定には、球形光束計は相応しくないのではないか？ 
ゴニオフォトメトリックな測定が必要ではないか？ 
⑤LEDには、素子は同じでも、口金部分が異なる品種がある。また、照明用としての

最終製品が完成していないと考えられる。したがって、現状では、“部分光束”を測定

して評価せざるを得ない。 
⑥その場合、先ず測定・評価する“部分光束”の概念と定義を明確にする必要がある。 
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 砲弾形 LED のような場合には、確かに、“部分光束”を測定するというのは、ひとつ

のアイデアであるが、既に述べたように、一般照明用として LED を使用する場合には、

光源の全光束値の測定は必要不可欠である。 
 反面、部分光束値は、例えば交通信号灯のような場合には、光源の性能を表わす有効な

指標とはなるが、一般照明用の場合には、適用に当って種々の要検討点がある。また、交

通信号灯のような、明らかに部分光束値が有効な場合でも、部分光束を規定する立体角値

をいくらにするかは簡単に決められないのではないかと懸念される。部分光束値を性能の

指標とする以上、適用する立体角値がキチンと規定化され、しかもその規定した立体角の

数字が LED 光源の応用上意味のある数字でなければならないからである。 
 
（４）LED 集合体（LED クラスターやアレイ）の光学特性の測定 
 LED は、従来の真空システム光源に比べて、１素子の寸法が小さく、また、１阻止あ

たりの光束も小さいので、LED 光源を一般照明用に使用する場合には、当然複数の素子

を集積することが必要となる。この考えに基づいて、既に複数の LED 素子を集積した 
LED アレイや LED クラスターの商品が市販されている。これらの商品については、ア

レイやクラスターとしての光特性の測定が必要となる。 
 LED アレイやクラスターの光特性の測定については、CIE 第２部会傘下に、技術委員

会が組織され、活動が開始されている。 
 
ｏ TC2-50：LED クラスターおよびアレイの光特性の測定［Measurements of the 
optical properties of LED clusters and arrays］（Chairman : Georg Sauter（ドイツ）） 
 
 現在の LED は単位光束が小さいので、LED を一般照明用に使用する場合には、LED 
素子の集合体（LED クラスターやアレイなど）として使用されることが多い。この TC は、

この LED 集合体の光学特性の測定方法に関する技術委員会である。 
 一般照明用光源としての LED を考える場合に、重要な技術委員会であるが、現状では

なかなか進め方が難しい。今回の TC 会議でも、“LED 集合体”の定義と概念の議論に

かなりの時間をかけた。 
 実際的には、（一般）照明用に使用する“LED 集合体”のデファクト・スタンダード的

商品が、未だ市場に出ていない（交通信号灯の商品はあるが）状況であり、運営方針につ

いて、委員長に意見を提出することとなっている。 
 
（５）LED 輝度測定上の今後の課題 
 TC2-58 で議論されている光度の値から換算する方法については、LED の光度値を正

確に測定する必要がある。この場合の光度値は、最大光度軸に対する光度である必要があ

る。 
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 LED 光源の光度測定については、CIE は、既に述べたように、“平均化 LED 光度”

という新しい物理量を定義して、これにより評価する方法を標準化している。この平均化 
LED 光度値が、輝度測定の換算式のパラメーター：光度として使用できるかどうかを調

査する必要があるものと考えられる。 
 
 
4-1-6 光特性測定法と規定 

（１）光学特性 

 LED を一般照明用光源として用いる際の最大の関心事は明るさとコストである。光学特

性評価の項目としては下記のようなものがあるが、光特性測定方法として標準化されたも

のはない。その原因として、①真の発光部の面積が小さく発光部の輝度測定が難しい、②

製品個々の寸法的バラツキが大きく光度測定が難しい、③光源ユニットの非発光部の占め

る割合が大きく全光束の測定が難しい、といった問題が指摘されている。 

 
 
①光束 

 全光束（光源がすべての方向に放出する光束の総和） 

  

(1)CIE84 1989  The Measurement of Luminous Flux 

 2.1.1 Luminous flux 

(2)CIE127 1997  Measurement of LEDs 

 6.Measurement of total luminous flux 

(3)CIE127.2(4th Draft) 1997 Measurement of LEDs 

 6.1.1 Total luminous flux 

 6.4.1 Total luminous flux measurement 

(4)EIAJ ED-4911 1993 発光ダイオード測定方法 

 2.3(4) 測光量測定用語とその定義 光束 

 6.9 光束測定 

(5)JEL311 2004  照明用白色ＬＥＤ測光方法通則 

 3.5 LED の全光束 

 8 光束測定 
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・部分光束（光源が一部の方向に放出する光束） 
  

(1)CIE127.2(4th Draft) 1997  Measurement of LEDs 

  6.1.2 Partial LED Flux 

  6.4.2 Partial LED Flux measurement 

(2)EIAJ ED-4911 1993  発光ダイオード測定方法 

  2.3(4) 測光量測定用語とその定義 光束 

(3)JEL311 2004  照明用白色ＬＥＤ測光方法通則 

  8 光束測定 

 

②配光（光源及び照明器具の光度の角度に対する変化又は分布） 

  

(1)CIE84 1989  The Measurement of Luminous Flux 

  
4. Calculation to luminous flux from luminous 

intensity distribution 

(2)CIE127 1997  Measurement of LEDs 

    2.1.1 Spatial distribution 

  5.4 Measurement of spatial and directional properties

(3)CIE127.2(4th Draft) 1997  Measurement of LEDs 

  2.1.1 Spatial distribution 

  4.4 Measurement of spatial and directional properties

(4)EIAJ ED-4911 1993  発光ダイオード測定方法 

  6.16 指向特性測定 

(5)JIS C5951 1997  光伝送用発光ダイオード測定方法 

  6.12 ビーム広がり角 

(6)JIS C7036 1985  発光ダイオード測定方法（表示用） 

  2.(9) 指向特性 

  8.5 指向特性 

 
③光度（光源からある方向に向かう光束の単位立体角当りの割合） 

 光源から放射される光は方向によって強さが違うのが一般的で、光源からある方向

に向かう光束の、単位立方角あたりの割合を光度(cd：カンデラ)といい、ろうそくの

光量が1cdとされている。照明製品のカタログ表記には照度(lx：ルックス：照らされ

ている光束の面密度)で記載している場合が多い。 

 一般的にはJISC7526による光度標準電球との比較測定法が使われる。理論的にはLED

にもそのまま適用出来るわけであるが、光源と受光器の相対位置決めが難しく、測定
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結果が測定者間でばらつくことが多いし、構造的軸と最大光度軸や、光学的軸の乖離

状況にバラツキが大きいため、LEDの光度を測定する方向(受光器を置く軸)の決め方が

難しい。CIEでは「平均LED光度」(LEＤの先端を頂点として、測光軸を頂点からおろし

た垂線を中心線とする円錐内の光束を円錐の底面に対応ずる立体角について平均した

光度)を導入している。 

 

(1)CIE84 1989  The Measurement of Luminous Flux 

  2.1.2 luminous intensity 

(2)CIE127 1997  Measurement of LEDs 

    5.2.1 luminous intensity 

(3)CIE127.2(4th Draft) 1997  Measurement of LEDs 

  4.2.1 luminous intensity 

(4)EIAJ ED-4910 1995  発光ダイオード 

  付表 1 

  付表 2 

(5)EIAJ ED-4911 1993  発光ダイオード測定方法 

  2.3(6) 光度 

  6.11 光度測定 

(6)JEL 311 2004 照明用白色ＬＥＤ測光方法通則 

  7.3 発光部の大きい LED の光度測定 

(7)JIS C7035 1985  発光ダイオード（表示用） 

  付表 1 

  付表 2 

(8)JIS C7036 1985  発光ダイオード測定方法（表示用） 

  2(5) 光度 

  8.3 光度 

 
④輝度（光度の面密度：光源面のある点の光度をその点を含む面の微少面積で割った値） 

 一般に光束が多くなれば明るく感じるが、光束の多い蛍光灯より光束の少ない白熱

灯の方がまぶしく見える。これは発光する面積が白熱灯に比べ蛍光灯の方が大きいか

らで、このように光源などの輝いている度合いを表す。 

 

(1)CIE84 1989          The Measurement of Luminous Flux 

  2.1.4 luminance 

(2)EIAJ ED-4910 1995  発光ダイオード 

  付表 1 
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        付表 2 

(3)EIAJ ED-4911 1993  発光ダイオード測定方法   

  2.3(7) 輝度 

        6.13 輝度測定 

 
⑤発光スペクトル（放射の単色成分を波長または周波数の順に並べて表示したもの） 

 白色LEDの発光スペクトルは、素子の青色発光スペクトルと、それにより励起された

蛍光体の発光スペクトルを合成したものである。青色と黄色の発光スペクトルのピー

ク比は、ほぼ2:1の割合であるが、前述のいわゆる電球色の白色LEDでは、この比がほ

ぼ1:1の割合になっている。 

 

(1)CIE127 1997         Measurement of LEDs 

    2.1.2 Spectral distribution 

  7.4 Measurement of the spectral distribution 

(2)CIE127.2(4th Draft) 1997  Measurement of LEDs 

  2.1.2 Spectral distribution 

  7.4 Spectral Measurement of LEDs 

(3)EIAJ ED-4911 1993   発光ダイオード測定方法  

  2.1(7) 分光感度 

        6.14 スペクトル分布、ピーク波長、半値幅測定 

(4)JIS C5951 1997        光伝送用発光ダイオード測定方法  

        6.10 ピーク発光波長及びスペクトル半値幅 

(5)JIS C7036 1985      発光ダイオード測定方法（表示用） 

  2(6) 発光スペクトル分布 

  8.4 ピーク発光波長及びスペクトル半値幅 

 

⑥色度（色度座標によって、または主波長もしくは補色主波長と純度との組合せによって

定められる色刺激の性質） 

 人間が感じる明るさは心理的な量(心理量)である。同じエネルギーの光でも人間に

は波長によって感じる明るさが違い、エネルギー量がそのまま明るさに比例しない。

この心理物理量を表す三次元の要素から、光の強弱に関する次元を除いた、色の二元

的性質を色度という。 

 

(1)CIE127 1997         Measurement of LEDs 

    
7.3 Colorimetric quantities determined from the spectral

distribution 
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(2)CIE127.2(4th Draft) 1997  Measurement of LEDs 

  
7.3 Colorimetric quantities determined from the spectral

distribution 

(3)EIAJ ED-4911 1993  発光ダイオード測定方法   

  6.15 色度測定 

(4)JIS Z8724 1997  色の測定方法－光源色   

 
⑦色温度（色度座標上で最も近い黒体軌跡上の温度） 

 白色LEDの発光の色温度はくランプによりバラツキが大きい。素子の青色爽発光波長

と黄色発光の蛍光体の組合せで白色を作っているため、発光波長のバラツキや蛍光体

の量のバラツキなどで色温度がばらつく。そのため、ランプメーカーでは、色度座標

上でいくつかの区分領域を決めて分類しているのが実情である。黒体軌跡にほぼ沿っ

た線とそれに垂直に交わる等色温度線で囲まれるいくつかの領域に区分されているよ

うである。通常のLEDは、色温度が4,600～15,000Kまで分布している。これは白熱電球

に比べ高く、どちらかといえば蛍光ランプやHIDランプの色温度に近いといえる。その

ため、いわゆる暖色系統の要望に対しては、黄色発光の成分を増やして色温度を2,500K

から4,600Kにした電球色の製品も販売されており、LEDは設計の自由度が大きいともい

える。 

 

(1)JIS Z8725 1999  光源の分布温度及び色温度・相関色温度の測定方法 

  5 相関色温度又は色温度の測定方法 

   

 

⑧演色性（光源またはイルミナント(照明光)が、それで照明した物体の色の見え具合に及

ぼす効果） 

平均演色評価数（CIEにより規定された演色性を表すための指数、単位:Ra) で比較す

る。通常の白色LEDの平均演色許価数は72程度であり、通常の蛍光ランプとほぼ同じで

ある。前項で述べた電球色のものでも80程度であると考えられ、白熱電球の演色性には

まだ及ばない。 

 

(1)JIS Z8726 1990  光源の演色性評価方法 

        6 演色評価数の求め方 

 

 
⑨ドミナント波長（特定の無彩色刺激と適当な比率で加法混色することによって試料色刺

激に等色するような単色光刺激の波長） 
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(1)CIE127 1997         Measurement of LEDs 

    7.3.1 Dominant wavelength 

(2)CIE127.2(4th Draft) 1997   Measurement of LEDs 

  7.3.1 Dominant wavelength 

(3)EIAJ ED-4911 1993  発光ダイオード測定方法   

  6.15 色度測定 

 

⑩ピーク発光波長（規定の動作電流で光出力が最大値となる波長） 

(1)CIE127 1997         Measurement of LEDs 

    7.2.1 Peak wavelength 

(2)CIE127.2(4th Draft) 1997  Measurement of LEDs 

  7.2.1 Peak wavelength 

(3)EIAJ ED-4911 1993    発光ダイオード測定方法 

  6.14 スペクトル分布、ピーク波長、半値幅測定 

(4)JIS C5950 1997        光伝送用発光ダイオード通則  

        2(11) ピーク発光波長 

(5)JIS C5951 1997        光伝送用発光ダイオード測定方法  

        6.10 ピーク発光波長及びスペクトル半値幅 

(6)JIS C7035 1985  発光ダイオード（表示用） 

  付属書 2 の 3 電気･光学的特性 

(7)JIS C7036 1985      発光ダイオード測定方法（表示用） 

  2(7) ピーク発光波長 

  8.4 ピーク発光波長及びスペクトル半値幅 

 

⑪量子効率 

・内部量子効率＝放出されたフォトン数／注入されたキャリア数 
(順方向パワーで流された電子数：内部に吸収された電子の数に対す

る内部で発生した光子の数の比) 

・外部量子効率＝内部量子効率ｘ外部への取り出し効率 

       (外部から与えられた電子の数に対する外部に放出した光子の数の比) 

 

⑫光源の効率 

・視感効率 ：光束に対して対応する放射束の比 
・ランプ効率：ランプの全光束を消費電力で除した値 
・総合効率 ：ランプの全光束をランプ及び点灯回路での消費電力で除した値 
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⑬指向性 発光強度の角度分布（指向特性） 

LEDランプは、砲弾型の形状に樹脂でモールドされており、光は前方に集中するように

なっている。素子の発光効率が同じ場合は、砲弾型のレンズ形状を光がより集中する

ようにして、視野角（発光強度がピーク値の半分になるところでとった光の出射角度）

を狭くすれば軸上の発光強度(光度)は高くなるが、中心をはずすと急に暗くなるとい

う問題がある。逆に、視野角を広くすれば軸上の光度は低くなるが、少しくらい中心

からずれても光度はあまり下がらず、光学系の設計に余裕ができる。 

 

⑭電流―光出力特性 

LEDは、pn接合の順方向電流による電子一正孔発光再結合を利用しており、発光強度は

電流に比例して増加する。電流が通常の定格を超える領域では、発熱などのため、飽

和現象（発光強度が比例して増加しない）が起こる場合もあるが、通常の使用領域で

は光出力は電流に比例する。これに対し、白熱電球の場合は、電流が増加すれば発光

強度も増加するが、増加の割合は必ずしも比例ではない。 
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4-2 LED に関する光以外の特性とその測定方法 

 

4-2-1 電気特性についての規格・試験方法 

順電流（規定の条件下で、規定の順電圧を印加した際に生じる電流） 

(1) JIS C 5951-1997  光伝送用発光ダイオード測定方法 

 6.1 順電流(If) 

(2) EIAJ ED-4911 1993  発光ダイオード測定方法 

 6.3 順電流(IF)測定 

  

順電圧（規定の条件下で、規定の順電流を流した際に生じる電圧） 

(1) JIS C 7036-1985  発光ダイオード測定方法（表示用） 

 8.1 順電圧(VF) 

(2) JIS C 5951-1997  光伝送用発光ダイオード測定方法 

 6.2 順電圧(Vf) 

(3) EIAJ ED-4911 1993  発光ダイオード測定方法 

 6.1 順電圧(VF)測定 

(4) CIE127-1997  Measurement of LEDs 

 2.2.3 Forward voltage 

(5) CIE127.2(4thDraft) 1997  Measurement of LEDs 

 2.2.4 Forward voltage 

  

逆電流（規定の条件下で、規定の逆電圧を印加した際に生じる電流） 

(1) JIS C 7036-1985  発光ダイオード測定方法（表示用） 

 8.2 逆電流(IR) 

(2) JIS C 5951-1997  光伝送用発光ダイオード測定方法 

 6.3 逆電流(Ir) 

(3) EIAJ ED-4911 1993  発光ダイオード測定方法 

 6.4 逆電流(IR)測定 

  

逆電圧（規定の条件下で、規定の逆電流を流した際に生じる電圧） 

(1) JIS C 5951-1997  光伝送用発光ダイオード測定方法 

 6.4 逆電圧(Vr) 

(2) EIAJ ED-4911 1993  発光ダイオード測定方法 

 6.2 逆電圧(VR)測定 

  

端子間容量（規定のバイアスを印加した場合のＬＥＤの端子間容量） 
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(1) JIS C 5951-1997  光伝送用発光ダイオード測定方法 

 6.5 端子間容量 

(2) EIAJ ED-4911 1993  発光ダイオード測定方法 

 6.5 端子間容量(Ct) 測定 

  

応答時間（規定の動作条件下で指定の順方向パルスを印加した際にＬＥＤから放出された 

光を電気信号に変換した際の、立ち上がり時間、立ち下がり時間、遅延時間） 

(1) JIS C 5951-1997  光伝送用発光ダイオード測定方法 

 6.14 応答時間 

(2) EIAJ ED-4911 1993  発光ダイオード測定方法 

 6.7 応答時間測定 

  

遮断周波数（基準周波数に対して周波数応答が-3db となる周波数） 

周波数応答（規定の動作条件下で規定の順電流を印加し、規定の周波数の小信号交流電流 

を重畳した後、LED から放出された光を電気信号に変換した際の変調光に対応した交流電 

流と、充分に低い基準周波数に対応する交流電流の商） 

(1) JIS C 5951-1997  光伝送用発光ダイオード測定方法 

 6.15 遮断周波数 

(2) EIAJ ED-4911 1993  発光ダイオード測定方法 

 6.8 周波数応答、遮断周波数(fc)測定  

 

 

極性 

LEDは、白熱電球や蛍光ランプと異なり、極性があるので使用時には注意が必要である。

電流を流す時には+側にアノード、－側にカソードを接続する。この極牲を間違えると

点灯しないばかりか、LEDにダメージを与えることになる。とくに、LEDの逆耐圧は数V

しかないため、交流が印加されるような回路には接続してはならない。どうしても接続

する必要がある場合には、逆接ダイオードを挿入する。 

 

電圧一電流特性 

LEDの素子はpn接合されているので、一般的なダイオードと同様にダイオ一ド特性を有

している。また、順方向に電流を流すと順電圧が発生するが、その順電圧は発光素子の

材質により異なる。代表的な特性を図1.4-8に示す。このダイオード特性を有している

ところが剛既存光源との大きな違いである。LEDを点灯させる時には、必ず電流制限抵
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抗を挿入する。電流制限抵抗が無いと、印加電圧の変動により順電圧以上の電圧が印加

された時に過大電流が流れ、LEDにダメージを与えてしまう。また電圧一電流特性を見

てわかるように、少しでも電圧が変動すると電流は大きく変動する。つまり・明るさが

大きく変動することになり安定しないので、印加聾電圧は順電圧以上にして電流制限抵

抗を挿入することをすすめたい。 

 

駆動回路 

LEDを点灯させるためには、白熱電球や蛍光ランプとは異なった駆動回路が必要になる。

もっとも一般的な回路としては、定電圧回路がある。定電圧回路とは、LEDの順電圧以

上の一定電圧を供給する電源から、電流制限抵抗を介してLEDに電流を流す回路になる。

この駆動回路の場合、LEDの順電圧と電源電圧の差が少ないほど、電源電圧が変動した

ときに電流値が大きく変化し、LEDの明るさが大きく変わるので、電圧の変動幅をよく

確認して直列に接続するLEDの数を決める必要がある。また前述した順電圧の温度特性

の影響で、周囲温度により電流が変わり、明るさが変わってくる。これが問題になる場

合には、定電流回路での駆動が考えられる。またLEDは白熱電球に比べ応答性が非常に

良いため、瞬時のパルスでも点灯してしまう。人の目の応答性は非常によく、瞬時のパ

ルスによる点灯も目立つので注意要である。またLEDは電球と異なり、微小電流でも点

灯してしまうので、回路上での漏れ電流による微行にも注意が必要である。数μAの電

流でも暗いところでは分かるので、暗室等での確認をすすめたい。 
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4-2-2 温度特性についての規格・試験方法 

 

(1)CIE84 1989 The Measurement of Luminous Flux 

 8.4 Ambient temperature 

(2)CIE127 1997  Measurement of LEDs 

 2.2.4 Ambient temperature 

(3)CIE127.2(4th Draft) 1997 Measurement of LEDs 

 2.2.5 Ambient temperature 

(4)EIAJ ED-4910 1995 発光ダイオード 

 附属書 2 表 1 

 2.2.2(3) 周囲温度 

(5)EIAJ ED-4911 1993 発光ダイオード測定方法   

 4.1(1) 温度 

(6)JEL311 2004  照明用白色ＬＥＤ測光方法通則  

 6 点灯条件 

 附属書 1 4.1 温度 

 附属書 3 4.4) 測定の環境 

(7)JIS C5950 1997 光伝送用発光ダイオード通則  

 6. 最大定格（備考 2） 

 附属書 1 表 1（注 3） 

(8)JIS C5951 1997 光伝送用発光ダイオード測定方法  

 3. 測定の状態 

(9)JIS C7035 1985 発光ダイオード（表示用） 

 附属書 2 表 1 

 附属書 3 2.2.2(3) 周囲温度 

(10)JIS C7036 1985 発光ダイオード測定方法（表示用） 

 4.1 温度 

 

4-2-3 熱特性についての規格・試験方法 
(1) EIAJ ED-4911 1993  発光ダイオード測定方法 

  6.6 接合温度、熱抵抗（Ｒth）測定 

 

 可視光領域のエネルギー変換率では、LED は 10～20%（蛍光ランプや HID ランプは

20%以上）であり、白熱電球とほぼ同じか若干高いレベルである。これに対し、蛍光ラ

ンプや HID ランプは 20%以上であり LED より高い。発熱という意味では、白熱電球よ

り少ない。 
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4-3 寿命についての規格・試験方法 

 

 LED光源は長寿命が大きな特徴であり、一般照明で用いられている寿命測定方法は、非

常に長時間を要するので適切な測定ではない。CIEおよびJISによる光源の寿命の定義は、

光源が不点状態になる(絶対寿命)か、規定した基準を満足しなくなる(有効寿命)まで時間と

している。有効寿命の規定条件としては、光束維持率(光源を所定の時間点灯した後の全光

束の初特性値に対する比)などが規定されている。蛍光灯については、絶対寿命が比較的長

いので(約20,000時間)、有効寿命の基準として「光束維持率70%」が採用されている。LED
光源も光束維持率が70%まで低下したときが有効寿命として考えることが出来る。 
 
4-3-1 ＬＥＤ素子およびシステムの寿命 
 2007年２月にサンノゼで行われたStrategiesのミーティングにおいてNadarajah 

Narendran（Director of Research Lighting、Research Center, Rensselaer Polytechnic 

Institute）から、2002年に設立されたASSIST（Alliance for Solid State Illumination 

Systems and Technologies）が行っているLED一般照明の寿命の定義づけと測定方法の推奨

について報告がなされた。 

 それによると一般照明の場合は初期の光出力の70％（L70）に落ちた時点を、装飾用の場

合は50％（L50）を寿命と定義することを提唱している。さらに詳細に素子、システムの場

合の温度を変えて、電流値も変えての測定、その場合の温度の測定位置、そこからジャン

クション温度の推定法が述べられた。データとしては6000時間以上の測定が必要で、しか

も最初の1000時間のデータを除いてデータの処理を数式にしたって処理して寿命を推定で

きる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図4.1 LEDの出力と時間曲線 

光 
出 
力 

100％ 
 
 
70％ 
 
50％ 
 
 
 
 
0％ 

Time 



 110

 Kevin Dowling（Vice President for Innovation、Color Kinetics）によると、LED素

子とシステムの信頼性の点からは、色素劣化やパッケージの故障が要因となっている。 

 色素劣化については熱と電流により劣化（ドライバーとヒートシンクに関係）が進む。

また、パッケージの故障としてはカプセル、ワイヤボンド、アタッチメント、熱の流路、

ジャンクション温度が関係している。 

 よくある故障はドライバー（高電流、高温、高電力密度）の部分と 設置ミス（構成備

品、配線、結線、電源）である。 

 信頼性をあげるために、フェイルセーフの導入（ショートの保護回路、ESD（静電気放電）

保護、電源保護データ）が必要となる。 

 故障のタイプとしてはデバイス故障、コンポーネント故障、システム故障（温度管理、

高電力密度）、設置故障があげられ、環境による劣化としてシーリングの問題（シーラント

とメカニカル）があり、 高加速寿命試験により、アレニウスモデル（温度と信頼性の関

係）が使った予測ができる。 

 結論としては、信頼性はシステムの問題であり、コンポーネントではないことであり、

LEDが信頼性を損なう原因となることはめったにないといえる。 

 そこで、高信頼性のシステムを築くためには以下の工程での品質管理が重要となる。 

  デザイン、組み立て、テスト、アセンブリ、バーンイン、フィールド 

 

4-3-2 寿命についての規格・試験方法 

(1) JIS C 5950 1997光伝送用発光ダイオード通則 

         付属書 2 表 1 環境試験及び耐久性試験 

(2) JEL 311 2004  照明用白色 LED 測光方法通則 

 3.7 LED の寿命 

         付属書 3 （参考）LED 光源における寿命特性評価方法

(3) JEL 811 2005  照明用白色 LED モジュール 安全性要求事項 

 3.21 LED の寿命 

 

 素子そのものの寿命は半永久的であり、ランプとしての寿命はおもに組立材料やパ

ッケージング材料の優劣で左右される。通常のランプでは数万時間の寿命をもち、白

熱電球の数十倍、蛍光ランプやHIDの数倍の寿命である。また、ガラス管はまったく使

わていないので振動や衝撃に強いという特長がある。機械的環境評価の試験法を以下

に列挙する。 

・振動試験(可変周波数)（輸送中及び使用中における振動に対する耐久性試験） 

・衝撃試験 (輸送申および使用中における衝撃に対する耐久性試験) 

・定加速度試験 (輸送中および使用中における定加速度に対する耐久性試験) 

・端子強度試験 (端子部分が輸送中および使用中に印加される力に対する耐久性試験) 
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 LEDの信頼性は使用温度により大きく影響され、使用温度が高くなると故障率は高く

なる。それはLEDの素子自身ではなく、使用している封止樹脂や樹脂ケースが高温にな

るほど劣化が早くなることに起因する。また、LEDの通電電流が多くなればなるほど内

部温度は高くなり、封止樹脂や樹脂ケースの劣化が早くなる。LEDが置かれる環境温度

に対する使用可能な電流（曲線をディレイティングカーブと称する）は、温度が高温

になるに従い低くなる。このカーブの内側であれば十分な寿命を得ることができる。 

 LEDは光を外に出す必要上、エポキシ等の透明樹脂によってモールドされている。こ

れらの透明樹脂の耐熱性は添加材を入れられないため、一般的なエポキシ樹脂よりも

耐熱性は低い。このことにより、LEDの耐熱は電球や蛍光ランプよりも低くなっている。

LEDが耐熱温度以上の高温にさらされる場合、光度の劣化が速くなるばかりか、素子を

接続している金ワイヤーの断線や、素子を固定している銀ペーストの剥がれ等による

不灯に至る場合もある。LEDがもっとも高温にさらされるケースとして、実装時のはん

だによる高温がある。熱的環境評価の試験法を以下に列挙する。 

・半田耐熱試験（半田付け時の熱に対する耐久性試験 ディップ試験とリフロー試験） 

・温度サイクル試験（温度変化に対する耐久性試験） 

・熱衝撃試験（急激な温度変化に対する耐久性試験） 

・温湿度サイクル試験（温湿度変化に対する耐久性試験） 
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4-4 信頼性についての規格・試験方法 

 

4-4-1 熱的環境試験 

4-4-1.1 半田耐熱試験（半田付け時の熱耐性を評価する。ディップ試験とリフロー試験がある）

(1)EIAJ ED-4701/300 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法（強度試験Ⅰ）2001 年 8 月 

   試験方法 302 はんだ耐熱性試験（SMD 以外） 

(2)MIL-STD-750-1995 Test methods for semiconductor devices  

   2031.2 Soldering heat 

(3)JIS C 60068-2-20 1996環境試験方法 – 電気・電子 – はんだ付け試験方法 

(4)EIAJ ED-4701/300  半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法（強度試験Ⅰ）2001 年 8 月 

   試験方法 301 はんだ耐熱性試験（SMD） 

(5)JIS C 60068-2-58 2002 環境試験方法 – 電気・電子 – 表面実装部品（SMD）のはんだ付け性、 

   電極の耐はんだ食われ性及びはんだ耐熱性試験方法 

    

4-4-1.2 温度サイクル試験（低温と高温及び温度変化に対する耐性を評価する） 

(1) EIAJ ED-4701/100   半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法（寿命試験Ⅰ）2001 年 8 月 

   試験方法 105 温度サイクル試験 

(2) MIL-STD-883F – 2004  Test methods and procedures for microelectronics 

   1010.8 Temperature cycling 

    

4-4-1.3 熱衝撃試験（急激な温度変化に対する耐性を評価する） 

(1) EIAJ ED-4701/300   半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法（強度試験Ⅰ）2001 年 8 月 

   試験方法 307 熱衝撃試験 

(2) MIL-STD-883F – 2004  Test methods and procedures for microelectronics 

   1011.9 Thermal shock 

    

4-4-1.4 温湿度サイクル試験（温湿度変化に対する耐性を評価する） 

(1) EIAJ ED-4701/200   半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法（寿命試験Ⅱ）2001 年 8 月 

   試験方法 203 温湿度サイクル試験 

(2) MIL-STD-883F – 2004  Test methods and procedures for microelectronics 

   1004.7 Moisture resistance 

(3) JIS C 60068-2-38 1988 環境試験方法（電気・電子）温湿度組合せ（サイクル）試験方法 

    

4-4-2 機械的環境試験 

4-4-2.1 
振動試験（可変周波数）（輸送中または使用中に受ける振動に対する耐性を評価す

る） 
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(1) EIAJ ED-4701/400   半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法（強度試験Ⅱ）2001 年 8 月 

   試験方法 403 振動試験 

(2) MIL-STD-883F – 2004  Test methods and procedures for microelectronics 

        2007.3 Vibration, variable frequency 

(3) JIS C 60068-2-6 1999  環境試験方法 – 電気・電子 – 正弦波振動試験方法 

    

4-4-2.2 衝撃試験（輸送中または使用中に受ける衝撃に対する耐性を評価する） 

(1) EIAJ ED-4701/400   半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法（強度試験Ⅱ）2001 年 8 月 

   試験方法 404 衝撃試験 

(2) MIL-STD-883F - 2004  Test methods and procedures for microelectronics 

        2002.4 Mechanical shock 

(3) JIS C 60068-2-27 1995 環境試験方法 – 電気・電子 – 衝撃試験方法 

    

4-4-2.3 定加速度試験（定加速度に対する耐性を評価する） 

(1) EIAJ ED-4701/400 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法（強度試験Ⅱ）2001 年 8 月 

   試験方法 405 定加速度試験 

(2) MIL-STD-883F - 2004 Test methods and procedures for microelectronics 

   2001.2 Constant acceleration 

(3) JIS C 60068-2-7 1993 環境試験方法 – 電気・電子 – 加速度（定常）試験方法 

    

4-4-2.4 
端子強度試験（端子部分の強度が取付配線または使用中に加えられる力に対する

耐性を評価する） 

(1) EIAJ ED-4701/400 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法（強度試験Ⅱ）2001 年 8 月 

   試験方法 401 端子強度試験 

(2) MIL-STD-883F - 2004 Test methods and procedures for microelectronics 

   2004.5 Lead integrity 

(3) JIS C 60068-2-21 2002 環境試験方法 – 電気・電子 – 端子強度試験方法 

    

4-4-3 その他の環境試験 

4-4-3.1 塩水噴霧試験（塩水雰囲気に対する耐腐食性を評価する） 

(1) EIAJ ED-4701/200 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法（寿命試験Ⅱ）2001 年 8 月 

   試験方法 204 塩水噴霧試験 

(2) MIL-STD-883F – 2004 Test methods and procedures for microelectronics 

   1009.8 Salt atmosphere (corrosion) 

(3) JIS C 60068-2-11 1989 環境試験方法（電気・電子）塩水噴霧試験方法 
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4-4-3.2 
気密性試験（封止の気密性を評価する。この試験は外囲器がメタル、セラミックタ

イプのデバイスに適用する） 

(1) EIAJ ED-4701/500 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法（その他の試験）2001 年 8 月

   試験方法 503 気密性試験 

(2) MIL-STD-883F – 2004  Test methods and procedures for microelectronics 

   1014.11 Seal 

(3) JIS C 60068-2-17 2001 環境試験方法 -- 電気・電子 – 封止（気密性）試験方法 

    

4-4-3.3 半田付け性試験（端子部分の半田濡れ性を評価する） 

(1) EIAJ ED-4701/300  半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法（強度試験Ⅱ）2001 年 8 月 

   試験方法 303 はんだ付け性試験 

(2) MIL-STD-883F – 2004 Test methods and procedures for microelectronics 

   2003.8 Solderability 

(3) JIS C 60068-2-20 1996 環境試験方法 -- 電気・電子 – はんだ付け試験方法 

    

4-4-3.4 静電破壊試験（静電気に対する耐性を評価する） 

(1) EIAJ ED-4701/300 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法（強度試験Ⅱ）2001 年 8 月 

   試験方法 304   人体モデル静電破壊試験（HBM／ESD） 

(2) MIL-STD-883F – 2004 Test methods and procedures for microelectronics 

   3015.7 Elastic discharge sensitivity classification 

 

・塩水噴霧試験（塩水雰囲気での腐食に対する耐久性試験） 

・気密性試験 

・半田付け性試験（端子部分の半田濡れ性を評価する） 

・静電破壊試験（静電気に対する耐性を評価する） 
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4-5 安全性についての規格・試験方法 

 
4-5-1 電気的安全性  

(1) JEL811 2005  照明用白色 LED モジュール安全性要求事項 

 6.感電に対する保護（充電部分の露出について） 

 
7.1 絶縁抵抗（充電部と人が触れる可能性のある可触部分の電気 

      特性について） 

 
7.2 耐電圧性（充電部と人が触れる可能性のある可触部分の電気 

      特性について） 

 13.保護接地（接地端子について） 

 14.過電力試験（過電力値による点灯状態について） 

 15.故障状態における安全性（故障状態での安全性について） 

 17.沿面距離及び空間距離（絶縁距離の最低要求事項について） 

  

4-5-2 機械的安全性  

(1) JEL811 2005 照明用白色 LED モジュール安全性要求事項 

 
8.ねじ、充電部および接続部（充電部機械的接続部分の機械的 

              応力について） 

 9.端子［Terminal］（電線を止めるための端子について） 

 10.電気接続（口金、コネクタおよび端子について） 

 11.耐熱性（絶縁部品および電撃保護用絶縁部品の耐熱性について）

 
12.耐難燃性（絶縁部品および電撃保護用絶縁部品の耐炎性、 

  耐着火性、耐火性について） 

 16.構造（絶縁に使用してはならない材料について） 

  

4-5-3 生体的安全性  

(1) CIE S 009/E 2002 Photo biological Safety of Lamps and Lamp Systems 

 （照明用光源と光生物的障害について） 

(2) JIS TS C 0038 2004 ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性【(1)の翻訳】 

(3) IEC 60825-1 Safety of laser products 

 第 1 部：機器のクラス分け、要求事項及び使用者の手引 

 
（過度の光の照射によって誘起される人体（目と皮膚）への 

 病理学的作用について） 

(4) JIS C 6802 2005  レーザ製品の安全基準【(3)の翻訳】 

(5) JEL811 2005 照明用白色 LED モジュール安全性要求事項 

 18.発光の安全（集光や拡散する発光に対する安全性） 

(6) 21CFR Chapter 1 

Subchapter J 
Radiological health Part1000～1040[米国 FDA] 
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第５章 生体安全リスク評価のための尺度と関連の計測方法 

 
5-1 光の生体への作用と安全性 

 
5-1-1 光環境と光の安全性についての考え方 1,2) 
 光は人間の生活と密接に結びついており、われわれの周囲では、太陽を始めとする自然

光源やいろいろな種類の人工光源が活用されている。特に、それら光源の中で、人間の生

活環境である地球上の光環境の重要構成要素となっている照明用光源は、視覚や視作業支

援という、重要な役割を果たしている。これらの照明用光源は、元来、人間の視覚や視作

業を支援することを第１義として開発・製作されたものであるから、光源から放射される

光は、可視放射で構成されるように設計されてはいるが、実際的にその光の全てが可視放

射だけで構成されていることは無く、視覚支援には全く寄与しない紫外放射や赤外放射も

不可分的な構成要素の一部となっている。（このことは、自然の光環境の光源である太陽光

についても、全く同様である。） 
 良く知られているように、光の本質（実体）はエネルギーの１様態である。人体が光エ

ネルギーの照射を受け光を吸収すると、そのエネルギーにより、いろいろな作用を生じる。

中でも、波長の短い紫外放射は、光子（フォトン）のエネルギーが大きく、人体に吸収さ

れると、何らかの光生物的作用効果、時には光生物的傷害を及ぼす可能性がある。したが

って、光環境で生活したり、光エネルギーを利用したりする場合には、光のエネルギーと

しての諸作用についても注意を払い、必要があれば適切な対応措置、特に、安全確保のた

めの管理をすることが重要となってくる。 
 即ち、光環境を設計する場合に、光エネルギーの（視覚以外の）作用や効果についても

正確な知識を持ち、種々の影響、特に傷害が発生する可能性について正確に検討した上で、

そのことを加味した視環境設計を行い、傷害の発生を防止する措置をとっておくことが必

要である。視環境の設計であるから、視覚以外の作用や効果については、全く考慮しない、

という態度では、良い視環境設計は出来ない、といっても過言ではない。 
 
5-1-2 光エネルギーの人体に対する作用 3,4,5) 
 前項で述べたように、光放射（紫外放射、可視放射、赤外放射の総称）は通常の光環境

に、重要環境要素として存在し、いろいろの作用を及ぼしている。中でも、地球上におけ

る最大の光環境要素である太陽放射の作用については日常的に体験する機会が多い。 
 表 5.1 に、現在までに明らかになっている、光エネルギーの作用の概要についてまとめ

たものを示す。（これらの各作用の詳細については省略する。必要に応じ、別の資料の参照

をお願いしたい。） 
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表 5.1 光エネルギーの作用 
 
波長 [nm] 区 分 作 用 効 果 関連する人工光源 

  Ｘ 線   

ＵＶ－Ｃ オゾン生成、殺菌作用 
紫外性眼炎（角・結膜炎） 

殺菌ランプ、低圧水銀ランプ、

溶接アーク 

ＵＶ－Ｂ 

陰イオン生成 
紅斑作用 
日光皮膚炎（日焼け） 
ビタミンＤ生成 

医療用 UV-B 蛍光ランプ 
健康線用蛍光ランプ 
中圧水銀ランプ 

 
 
 
紫 
 
 
外 
 
 
放 
 
 
射 
 
 

ＵＶ－Ａ 

色素沈着作用 
日光色素増強（日焼け） 
PUVA（ソラレン光治療） 
光過敏症、UV-A 白内障 
無水晶体眼網膜傷害 
退色促進 
光化学 
光架橋（光硬化性樹脂） 

ブラックライト蛍光ランプ 
ブラックライト水銀ランプ 
人工日焼けサロン用ランプ 
医療用 UV-A 蛍光ランプ 
光化学用水銀ランプ 
LED 

 可視放射 

光複写 
カプロラクタンの光合成 
青色光網膜傷害 
ビリルビンの光分解 
植物の光合成 
昆虫・魚類の走光性 
昆虫の複眼の明順応 
光情報処理（光ディスク） 
光サイン、光通信、防犯 
光信号、光アート 

ハロゲンランプ 
白色蛍光ランプ 
メタルハライドランプ 
高圧ナトリウムランプ 
特殊（青色、黄色）蛍光ランプ 
LED 
レーザー 

  赤外放射 

加熱、暖房、保温 
加工、調理 
乾燥 
医療 
リモートセンシング 
光探査 

赤外電球 
ニクロム・ヒーター 
遠赤外ヒーター 
CO2 レーザー 
LED 

     
    1 
 
      280 
 
 
 
      315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      780 
 
 
 
 
 
 
  1 mm 

 マイクロ波   

 
 
5-1-3 光の人体に対する傷害的作用 6) 
 既に述べたように、人体が光エネルギーの照射を受け、光を吸収すると、そのエネルギ

ーにより、いろいろな作用を生じる。中でも、波長の短い紫外放射は、光子（フォトン）

のエネルギーが大きく、人体に吸収されると、何らかの光生物的作用効果、時には光生物

的傷害を及ぼす可能性がある。表 5.2 に、光の生体（人体）に対する傷害的作用について

まとめたものを示す。表 5.2 は、作用を CIE の波長区分に従ってまとめた。 
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表 5.2 光の人体（生体）への主な傷害的作用のまとめ 
 

CIE による波長区分 目 皮 膚 
UV-C (100nm – 280nm) 

UV-B (280nm – 315nm) 光角膜炎 
紅斑（日焼け） 
皮膚の老化加速 
色素増強 

 

UV-A (315nm – 400nm) 光化学性白内障 
Visible (400nm – 780nm) 光化学性および熱的網膜傷害 

直接色素沈着 
光過敏反応 

IR-A (780nm – 1400nm) 白内障、網膜焼損 

IR-B (1.4μm – 3.0μm) 房水フレア、白内障、 
角膜焼損 

IR-C (3.0μm – 1mm) 角膜焼損 

 
皮膚焼損 

 
 
 したがって、光環境で生活したり、光エネルギーを利用したりする場合には、光のエネ

ルギーとしての諸作用についても注意を払い、必要があれば適切な対応措置、特に、安全

確保のための管理をすることが重要となってくる。即ち、光環境を設計する場合に、光エ

ネルギーの（視覚以外の）作用や効果についても正確な知識を持ち、種々の影響、特に傷

害が発生する可能性について正確に検討した上で、そのことを加味した視環境設計を行い、

傷害の発生を防止する措置をとっておくことが必要である。視環境の設計であるから、視

覚以外の作用や効果については、全く考慮しない、という態度では、良い視環境設計は出

来ない、といっても過言ではない。 
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5-2 光の生体安全性リスク評価のための国際規格 8～15) 

 
5-2-1 国際規格制定の必要性と制定の経過 
 前項に述べたように、生体安全性のリスク評価を含んだ良好な、かつ国際的にもコンセ

ンサスの取れた光環境設計の指針を作成するために、国際標準化機構のひとつである IEC
（国際電気技術標準化会議）において、光源からの光の生物的リスクを定量評価するため

の方法、およびその結果を光環境設計に適用するための手順を国際規格化するための作業

が 1997 年より開始された。 
 これは、IEC 加盟国のひとつであるアメリカから IEC に提案され、各国の賛成を得て 
IEC TC34 専門委員会（専門委員会名：光源類）において関連の討議が開始されたもので

ある。内容的に光源からの光の特性と光生物的安全性が問題となるために、 IEC 
TC34/SC34A と光に関する国際組織である CIE（国際照明委員会）との連携の下に、IEC 
TC34－CIE の合同パネル会議が組織され、合計４回の会合が開催され、検討が進められ

た。 
 アメリカにおいては、既に 1997 年に、以上の内容を盛り込んだ照明用光源の安全基準

が、国家規格（ANSI）として既に制定・公布されていた。従って IEC に対するアメリカ

の提案も、この ANSI 規格が骨子となっている。 
 この合同パネル会議での審議により、2001 年に、総則的部分の原案作成が完了し、先ず

CIE 加盟各国の国内委員会の投票に掛けられ、CIE 規格：CIE S 009/E： Photobiological 
safety of lamps and lamp systems として、2002 年に制定・公布された。次いで、IEC TC34
に回付されたが、IEC TC34 内の議論において、いくつかの要検討点が指摘され、CIE お

よび IEC TC76（光放射の安全性とレーザー機器）とに検討が付託された。その後の CIE
－IEC TC76 の合同会議などの議論により、CIE 規格：CIE S 009/E を、そのまま IEC 規
格として発行することが、IEC TC76 において承認された。その結果、CIE S 009/E に新

に IEC の規格番号が附与され、（IEC 62471） IEC-CIE の dual-logo 規格となった。 
 
5-2-2 光の生体安全性国際規格の内容 

(1) 対象とする光放射の人体に対する傷害の種類 

 CIE S 009/E（IEC 62471）では、光放射による人体への生体的傷害の中で、対象とす

る傷害を、表 5.3 に示す 10 種類とすることとした。これは、光の生体への傷害的作用が、

この表に示した 10 種類だけであるということではない。この 10 種類以外にも光の生体へ

の傷害的作用はいろいろある。リスク評価をキチンと実施するためには、例えば傷害の発

生の度合が定量的に予測できる必要があるが、そのためには、その傷害に対する、発生の

機構や閾値・作用スペクトルなど、生態的・病理的研究がある程度は進んでいる必要があ

る。むしろ、いろいろな傷害の中で、そのような研究が進んでいて、閾値や作用スペクト

ルがある程度解明されているのがこの 10 種類であるというのが現実の状況である。表 5.3
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には、これら 10 種類の傷害についての作用波長域・基準となる物理量なども合わせて示

した。 
 

表 5.3 光の生体安全性評価の対象となる光放射の人体に対する傷害的作用の内容 
 

対象となる傷害の種類 内    容 対象波長域

[nm] 基準物理量 

1.Actinic UV , skin & eye 
皮膚と目の角・結膜に対す

る急性の傷害［紅斑、紫外

性眼炎］ 
200～400 有効放射照度 

2.Near UV, eye 近紫外放射による水晶体へ

の傷害［UV-A 白内障］ 315～400 放射照度 

3. Retinal blue light hazard 青色光網膜傷害 300～700 有効放射輝度 
4.Retinal blue light hazard, 
  －small source (α≦0.011) 

青色光網膜傷害（発光部が

小さい光源の場合） 300～700 有効放射照度 

(Retinal blue light hazard, 
 －aphakic eye) 

青色光網膜傷害（無水晶体

眼の場合） 300～700 有効放射輝度 

(Retinal blue light hazard, 
 －small source, aphakic) 

青色光網膜傷害（無水晶体

眼の場合、発光部が小さい

光源） 
300～700 有効放射照度 

5.Retinal thermal hazard 網膜に対する熱的傷害 380～1400 有効放射輝度 

6.Retinal thermal hazard, 
 －weak visual stimulus 

網膜に対する熱的傷害（可

視放射のほとんど無い光源

の場合） 
780～1400 有効放射輝度 

7.Infrared radiation hazard, 
eye 

赤外放射による角膜および

水晶体への障害 780～3000 放射照度 

8.Thermal hazard, skin 皮膚の熱的傷害 380～3000 放射照度 
 
 
 なお、これらの各種傷害の作用スペクトル、傷害の閾値、閾値を決めるために基準とす

るの物理量およびその単位などの詳細については、上記 CIE S 009/E（または IEC 62471）
規格の参照をお願したい。 
 ただし、実際的のリスク評価に当っては、水晶体摘出手術をした人の目（いわゆる無水

晶体眼）の網膜に対する傷害（表 5.3 の番号の無い傷害）は対象外とし、通常の条件で生

じる可能性のある残りの８種類に絞ることとした。 
 
(2) 許容露光量 
 前項の各傷害に対する許容露光量は、傷害の種類により放射照度または放射輝度で評価

する必要がある。光放射の人体に対する傷害の許容露光量（Exposure Limit）については、

過去の世界各国の研究結果を相互的に検討して制定された国家規格や地域規格および、そ

れらに準ずる規格を参考にすることとした。主なものは次の３つであった。 
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 ① ICNIRP（International Commission on Non-ionizing Radiation Protection)'97 の 
  ガイドライン 
 ② ACGIH の TLV 
 ③ ANSI／IESNA（RP-27 シリーズ） 
 CIE S 009/E 制定に当って、これら３つの規格を参考に、作用スペクトルや許容露光量

の基準値を定めた。 
 
(3) 光生物的傷害度を基準にしたリスク・グループ分類 
 CIE／IEC 規格では、照明用光源を光生物的傷害度に応じて、４グループに区分するこ

ととしている。区分は、あくまで“傷害を生じる可能性がある（potential hazard）、とい

う考え方で区分する。“必ずこの傷害が生じる”ということではないとしている。ただし、

区分する尺度の数値はもちろん重要であるが、数値よりも区分するコンセプトがより重要

であることを確認した。今後適用していく段階で、区分する数値は見直される可能性があ

るが、コンセプトの方はあくまで優先的基準であるから、容易には変えないようにするこ

ととした。 
 表 5.4 に、CIE／IEC 規格が制定したリスクグループ区分と区分のコンセプトを示す。 
 

表 5.4 光の生体安全性基準のリスクグループ区分と区分のコンセプト 
   
 グループ区分 区分のコンセプト 
 
 
 
 
 リスク免除 
 (Exempt Group) 

 原則的考え方としては、結果的にどのような光生物的傷害も誘起す

る可能性の無い光源。具体的必要基準としては、例えば８時間の照射

を受けても、目や皮膚に急性の傷害を与えることが無く、10,000 秒

（2.8 時間）見つめても、青色光網膜傷害を生じることの無いような

光源は、このグループ区分になる。 
 
 
 
 
 リスクグループ１ 
 ［低リスク］ 
 （ＲＧ－１）  

 原則的考え方としては、通常の一般的行動条件での照射範囲内では、

光生物的傷害を生じる可能性の無い光源。具体的必要基準としては、

リスク免除グループのレベルは越えるが、例えば、10,000 秒（2.8 時
間）の照射を受けても、目や皮膚に急性の傷害を与えることが無く、

100 秒間見つめても、青色光網膜傷害を生じることの無いような光

源は、このグループ区分になる。 
 

 リスクグループ２ 
 ［中リスク］ 
 （ＲＧ－２） 

 原則的考え方としては、高輝度に起因する嫌悪感や熱的不快感が無

い場合でも傷害を与える可能性のある光源。具体的必要条件として

は、ＲＧ－１のレベルは越えるが、例えば、1,000 秒の照射を受けて

も、目や皮膚に急性の傷害を与えることが無く、0.25 秒間見つめて

も、青色光網膜傷害を生じることの無いような光源は、このグループ

区分になる。 
  リスクグループ３ 
 ［高リスク］ 
 （ＲＧ－３） 

 原則的考え方としては、瞬間的な、あるいは非常に短時間の照射を

受けても（あるいは見つめても）光生物的傷害を生じる危険性のある

光源。ＲＧ－２のレベルを越える光源は、このグループ区分になる。
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5-3 LED 光源からの光の生体安全性リスク評価の国際動向 

 
5-3-1 LED 光源の光の安全性と国際規格制定の経過 
 光の傷害的作用を考慮して環境設計を行うには、適切な傷害度の定量評価方法が開発さ

れることが必要であり、一般照明用光源について、この国際規格として、CIE 規格（IEC
規格）が制定・公布されたことは前項で述べた。 
 ところで、最近注目されている LED（発光ダイオード）も光源の中の一種類である。こ

の LED について、最近光の量・質ともに、一般照明用への展開が検討されるようになる

と、当然安全性のリスクの検討が必要となる。前項で述べた CIE 規格（IEC 規格）は、国

際的に制定作業が開始された時点（1997 年）では、LED 光源が一般照明用に使用されう

るかどうか必ずしも明確でなかったので、CIE 規格の第１次原案の適用範囲には、LED は

含まれていなかった。ところが、その後、LED の技術開発の振興が急速に進み、将来一般

照明用としての展開が大いに期待されるようになてきたので、規格案審議経過の途中から

LED を適用範囲に入れるべきであるという意見が大勢となり、2002 年正式発行された

CIE 規格（第１版）には、適用範囲に LED 光源を含むことが明確に記載された。したが

って、光の生体安全性の CIE 規格：CIE S 009/E／IEC 62471 は、LED の安全性評価に

も明確に適用されることとなった。 
 ところが、この CIE 規格が制定・公布された 2002 年において、実は、適用範囲に LED
を含む光の生体安全性リスク評価規格がもうひとつ制定されていた。これが、下記のレー

ザーについての生体安全性を規定した IEC 規格である。 
 
ｏ IEC 60825 - 1–1993 : Safety of laser products－Part 1 : Equipment classification,  

requirements and user’s guide 
 
 次に、この IEC 60825-1 の制定の経過と LED との関連について述べる。 
 
5-3-2 レーザー光の安全国際規格制定の経過と LED 光源との関係 

 前項で述べたレーザー光の生体安全性に関する IEC 規格：IEC 60825 -1 は、IEC の TC 
76 専門委員会（専門委員会名：レーザー装置）において、1976 年に制定のための議論が

開始された。これは、アメリカの提案による。アメリカにおいては、既に 1973 年に、レ

ーザーの安全性についての国家規格（ANSI Z 136 -1 : Safety on Application of Lasers）
が制定されており、更に 1976 年に、アメリカ保険教育福祉省により、立法化（Federal 
Registration）もなされている。 
 このアメリカ国内委員会の提案を受けて、1976 年、IEC TC 76 内にワーキング・グル

ープ（WG 1 : Optical Radiation Safety）が組織され、レーザーの安全性についての IEC
規格制定のための活動を開始した。この活動の成果として、1984 年に、IEC 規格：IEC 
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60825 － 1984 : Radiation safety of laser products, equipment classification, 
requirements, and user’ guide が制定・公布された。なお、この時には、適用範囲には

LED は含まれていなかった。 
 その後、レーザーの応用範囲が広がり、それぞれの応用分野に対応した規格が必要とな

り、IEC TC 76 の中に、光ファイバー通信システムの安全性について検討するためのワー

キング・グループ（WG 5 : Safety of Fiber Optics Communication Systems）が組織され、

その活動の成果として、1993 年に、IEC 60825 –2－1993 : Safety of laser products – Part 
2: Safety of optical fibre communication systems が制定・公布された。 
 この IEC 60825 –2－1993 には、光ファイバー通信システムに、実際的にレーザー（レ

ーザー・ダイオード：LD）の他に、LED が使用されていることを受けて、適用範囲に LED
が追加された。この動向を受けて、IEC 60825－1984 の適用範囲にも LED を追加するこ

とが検討された。 
 この追加の提案に対しては、賛否双方の意見が出され、国際的にも大々的に議論された。

上述の LED が光源の構造的に LD と近似しており、上記のように用途が近い（応用機器

によっては、LED も LD のどちらも使用される）ことが、提案の背景となっていたようで

ある。 
 結局議論の末、led が含まれることとなり、同じ 1993 年に、改訂 IEC 規格：IEC 60825 
-1－1993 : Safety of laser products－Part 1: Equipment classification, requirements 
and user’s guide が制定・公布された。（この規格の適用範囲には LED が含まれていた。） 
 しかし、当時の IEC TC 76/WC 1 においては、IEC 60825 に LED を追加するに当って

かなりの議論があり、また、1993 年の改訂版の制定・公布後も LED に対する修正意見が

いろいろと提出され、改正案も提案された。これらの議論の結果として、LED に対する修

正内容を盛込んだ改正案（緩和条件）が検討され、1997 年に、Amendment の追補とし

て発行された。 
 しかし、その後も特に“LED は明らかにレーザーではないのに、レーザーの規格の適用

範囲に LED を入れておくのはおかしい。”という CIE 側の意見などにより、2003 年より、

CIE－IEC TC’76 間で、IEC 60825-1 の適用範囲から LED を除くための議論も開始され、

最近至り漸く適用範囲から LED を除くことに対し、IEC 側の賛同が得られた。2006 年の

この主旨に沿った改訂が発行されることとなった。 
 これにより、LED 光源からの光の生体安全性リスク評価に適用される国際規格は、CIE 
S 009/E（IEC 62471）だけとなった。 
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5-4 現状 LED 素子の安全性評価のための測定試験について 

 

 ここでは「ＬＥＤ応用機器システムにおける標準化調査」に関する調査の一部として「市

販ＬＥＤを用いた生体安全性評価方法の調査」のため、市販 LED の測定を実施した結果

をここにしめす。 
 
5-4-1 測定の対象 
 

A 社 B 社 C 社 D 社 E 社 

白色 青色 電球色 白色 青色 白色 白色 青色 

それぞれ、複数の LED を測定した。 
 
5-4-2 測定項目 
 測定項目は、下記の 4 項目である。相対分光分布の測定方法は、全光束の測定方法に準

じて実施した。 
 全光束 
 相対分光分布 
 CIE 平均化 LED 光度 
 輝度 

 
5-4-3 測定・評価条件 
ｏ 点灯電源： 直流 
ｏ 順方向電流： DC 20 mA 
ｏ 周囲温度： 25 ± 2 ℃ 
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5-4-4 測定設備・測定方法の概略 
(1) 全光束、分光分布 
 

分光器へ

補助ランプ
LED

遮光板

受光部

積分球（Φ250mm）

 
図 5.1 全光束および分光分布測定の概要図 

 

LED補助ランプ

受光部

遮光板

 
図 5.2 積分球内部写真 

 
 

全光束測定方法： 

①分光放射束標準電球を積分球内部に配置して積分球と分光器の校正を行う。 

②補助ランプを用いて分光放射束標準電球と LED の自己吸収係数を算出する。 

③LED を測定し自己吸収係数を補正して全光束を求める。 

※色度座標は全光束測定によって得られたスペクトルを元に算出する。 
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(2) 平均化 LED 光度 

 

d

LED

小型積分球（Φ60mm)

分光器へ

円形アパーチャー

遮光板

 

図 5.3 積分球を用いた CIE 平均化 LED 光度測定概要図 
 
 
 

CIE 平均化 LED 光度の距離条件 

 

アパーチャー面

積 

[mm2] 

測定距離 d 

[mm] 

測定立体角 

[sr] 

ConditionB 100 100 0.01 

 
 

 

光度測定方法： 

①分光放射照度標準電球を用いて積分球と分光器の校正を行う。 
②LED を上記条件に沿って測定し光度を求める。 
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(3) 輝度 
 

 
図 5.4 輝度測定の測定時環境写真 

 

 
図 5.5 LED の違いによる輝度測定時における測定領域の違い 

左図 クリアタイプ（拡散無し）の LED 輝度測定領域 
右図 拡散タイプの LED 輝度測定領域 

 
輝度測定方法： 

①分光放射照度標準電球と均等拡散反射面を基準にして分光器の校正を行う。 
②分光放射輝度計で LED 発光部に焦点を合わせる。ただし，LED によって測定領域

を変える必要がある。 
③LED を測定し輝度値を算出する。 

測定領域 

① 

② 

③ 

④ ⑤ 

①CCD カメラ 

②スクランブルファイバー 

③輝度アタッチメント 

④ND フィルター 

⑤LED 

⑥接写リング 

⑥ 
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5-4-5 測定結果 
 今回は、先ず表 5.5 の中から，砲弾形５社８品種についての結果を報告する。結果を表 
6，および図 5.6 と図 5.7（分光分布）に示す。 

 
表 5.5 砲弾型５社８品種 LED 測定結果 

 

サンプル区分 
全光束 

 (lm) 

全放射束 

(mW) 

色度座標 

x 

色度座標 

y 

平均化 

LED 光度 

 (cd) 

輝度 

 (cd/m２) 

順方向電圧

(V) 

白色 4.15  14.50 0.3098 0.3088 15.82  9.588E+05 3.271 

青色 1.05  10.32 0.1208 0.0978 4.47  3.631E+05 3.592 A 社 

電球色 1.64  4.97 0.4735 0.4314 7.20  6.357E+05 3.387 

B 社 白色 5.03  14.73 0.3244 0.3322 18.26  1.148E+06 3.040 

C 社 白色 1.75  6.52 0.3195 0.3217 4.47 3.281E+05 3.254 

D 社 青色 0.80  7.74 0.1218 0.1009 2.89 1.347E+05 3.455 

青色 0.62  17.98 0.1571 0.0223 1.41 1.699E+05 3.124 
E 社 

白色 3.58  9.96 0.3374 0.3705 13.99 8.462E+05 3.070 
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図 5.6 砲弾型白色 LED の分光分布 
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図 5.7 砲弾型青色 LED の分光分布 
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5-4-6 まとめ 
 市販の最新の砲弾型 LED について、主要な光特性を測定した。測定は２社で実施した

が、２社の測定値のバラツキは小さかったので測定結果（表 5.7）は２社の測定値の平均

を記載した。この測定結果を基に安全性リスク評価を実施し、実際の障害発生との関係を

検討する必要がある。 
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第６章 国内、国際における LED 標準化戦略調査 

 
6-1 標準化と産業における重要性 

 
6-1-1 標準化とその対象 
 標準化（standardization）とは、“‘標準’を設定し、これを活用する組織的行為”のこ

とをいう。ここでいう‘標準（standard）’というのは、“関係する人々の間で利益又は利

便が校正に得られるように、統一・単純化を図る目的で定めた一種の取決め”のことをい

う。 
 従来、日本では標準化を工場の品質管理目的として進めてきた傾向がある。(財)日本規

格協会発行の品質管理便覧を見ると、工場の品質管理のツールとして社内標準化を普及・

推進することが大切であると記述されている。統計的品質管理が導入される以前の製造部

門の標準化は、どちらかというと生産量を確保するための作業研究の結果によるものが多

かったが、統計的品質管理の導入が始まると、製造現場で作られつつある製品の品質変動

を把握するためには製造部門における品質を考慮した徹底した標準化活動の必要性が起こ

ってきた。しかし、必要な標準を設定し、その標準を使用して生産活動が行われ、必要が

あれば改訂をしてゆくという組織的行為が我が国の製造現場に根付くには非常に長い時間

が必要であった。 
 また、日本では、企業内で使われる標準は物品に関係する対象、基本的な事項は‘規格’

と呼ばれることが多く、製造現場の作業や事務などの人の動作をとりあげている場合は標

準、また、企業内で行われている種々の業務については‘規定’としてまとめられている

場合が多いようである。 
 このような社内標準化の事例としては、設計規格、製図規格、製品仕様書、材料仕様書、

工程作業標準、検査規格、包装規格などの社内規格のほか、経営方針管理規定、研究管理

規定、新製品開発規定、設計管理規定などが上げられる。 
 これに対して、関係する人々を利害関係者と捉えて、利害関係者の間の公正な利益、便

宜を目的にする標準化は社会標準化とも呼べるもので、もはや従来の工場の製造部門を中

心として考えるものとは全く異なっている。市場のグローバル化で社外標準が国際間の標

準化に進んできている。この、標準化の活動は、製品の利用者、競合企業も含む利害対立

する関係者の間を調整して進めていく必要があり、製造部門を離れて、企業の事業収益へ

の影響と市場の要求とを考慮して決定していかなければならない。 
 
6-1-2 標準化の対象 
 標準化の対象となるものには、次のようなものがある。 
 
(1) 製品またはこれらに使用される材料や部品の物理的・化学的性質。例えば、ネジの寸
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法、食品中の添加剤の量など。 
(2) 製品や機械の性能、又は人の能力。例えば、照明器具の照度、建築士の能力など。  
(3) 人や機械の活動の場における物の配置や状態。例えば、中央制御室のメーターやボタ

ンの位置、交通標識の表示内容など。 
(4) 仕事の手順・内容。例えば、ハンダごての使い方、年次休暇の取り方など。 
(5) 職務上果たすべき役割、及びそのために必要な決定権。例えば、製品の出荷を停止す

る責任と権限を持つのは誰かなど。 
(6) 考え方及び概念。例えば、品質に関する用語など。 
(7) 記号及びそれらの使用方法、並びに図表・文書の様式。例えば製造記号、危険物表示、

規格や標準の様式など。 
(8) 測定で仕様する単位。 

例えば、SI 単位系（国際単位系）では、長さに対するものにメートル（m）、質量に対

するものにキログラム（kg）を使うことが決まっている。 
 

6-1-3 産業における標準化の役割 
 標準化が産業の場で果たす役割には次の４つがあると考えられる。 
 
(1) 互換性。 
  異なった場所や時に作られた物やその評価結果を手直しすることなくそのまま使用す

ることが可能となる。これは製品が故障した時の交換修理や売買取引時の受入検査を考

えた場合、極めて重要となる。 
(2) 思考・情報伝達の省略。 
  どちらかに決めれば良いにもかかわらず決まっていないことによって決定や調整が必

要となり、効率が悪くなる場合も少なくない。交通規則と同じで、決めることで個人の

自由は多少制限されるが、全体の効率は向上し、結果的に個人の活動も促進されること

となる。 
(3) 信頼性・安全性の確保。 
  押さえるべき箇所を明確にすることによりトラブルを未然に防止することが出来る。

この場合、単に決めておくだけでは不十分で、その内容に技術的な必然性があることが

重要である。 
(4) 改善の支援。 
  標準化されていないと、仕事の内容が人によってばらばらで、時々で変わってしまう

ため、発生した問題を仕組みや技術の悪さとして把握することが困難となり、改善が進

まなくなる。 
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6-2 標準化の体系 

 標準化のための活動は、関連する人々及び適用範囲の広さにより、大きく次の 6 つに分

けることができる。 
 
(1) 国際的標準化（International Standardization） 
  世界中の国々が、条約・協定に基づき、又は同意し、協力して進めるもの。例えば、

ISO(国際標準化機構）、IEC（国際電気標準会議）、OIML（国際法定計量機関）の活動

など。 
(2) 地域標準化（Regional Standardization） 
  経済的・地理的・政治的に密接な関係をもつ特定の国々又はその国の関係団体が、協

定に基づき、又は同意し、協力して進めるもの。例えば、CEN（欧州標準化委員会）や

CENELEC（欧州電気標準化委員会）の活動など。 
(3) 国家的標準化（National Standardization） 
  一国の中の、製造業者・サービス業者・需要者・販売業者・行政官・研究者など、関

係者が法律に基づき、又は同意し、協力して進めるもの。例えば、BS（イギリス規格）、

NF（フランス規格）、JIS（日本工業規格）など。 
(4) 団体標準化（Association Standardization） 
  1 つの学会・協会・業界団体などで、それらの団体に所属する会員が協力して進める

もの。例えば、ボイラー・原子力容器に関する ASME 規格、製品の安全性に関する UL
規格など。 

(5) 社内標準化（Company Standardization） 1 つの企業の内部で進めるもの。 
(6) 官公庁標準化（Governmental Standardization） 
  政府機関が、物品・サービスの調達において進めるもの。例えば、アメリカの軍によ

る MIL 規格など。  
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表 6.1 標準化の体系といろいろなレベルでの規格例 
 

レベル 国、地域名 略 号 名称（規格または機関） 対 象 分 野 
ISO 国際標準化機構 電気・電子技術以外の全

分野 
IEC 国際電気技術標準会議 電気・電子技術の全分野 
ITU 国際電気通信連合 電気通信技術全分野 

国際標準（国際規格） 

CIE 国際照明委員会 光と照明の技術全分野 
CEN ヨーロッパ標準化委員会 電気・電子技術以外の全

分野 地域標準 
(地域規格) ヨーロッパ 

CENELEC ヨーロッパ電気標準化委員会 電気・電子技術の全分野 
ANSI アメリカ国家規格 建築、機械、電気、電子

など アメリカ 
MIL アメリカ軍規格 政府、軍関係（国防総省） 

カナダ CSA カナダ規格協会 建築、機械、電気、電子

など 
ドイツ DIN ドイツ国家規格 産業の全分野 
イギリス BS イギリス国家規格 産業の全分野 
フランス NF フランス国家規格 産業の全分野 

JIS 日本工業規格 鉱工業全般 
日 本 JAS 日本農林規格 農産物、林産品、加工品

など 

国家標準 
(国家規格) 

韓 国 KS 韓国工業規格 鉱工業全般 
NEMA アメリカ電機工業会 電気、電子 
ASTM アメリカ材料試験規格 材料の選択基準、試験方

法 
ASME アメリカ機械学会 ボイラー、ポンプなど 
IEEE アメリカ電気・電子学会 電気電子、部品、コンピ

ュータ 
IESNA 北米照明学会 光と照明の技術全分野 

アメリカ 

UL アメリカ保険業者試験所 災害・危険防止、安全規

格 
ドイツ VDE ドイツ電気技術者協会 電気器具の安全規格 

JEITA 電子情報技術産業協会 電気電子情報産業全般 
OITDA 光産業技術振興協会 光産業全般 
JELMA 日本電球工業会 光源産業全般 
JLASSN 日本照明器具工業会 照明器具産業全般 

団体標準 
(団体規格) 

日 本 

JLEDs LED 照明推進協議会 LED 産業全般 
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6-3 LED に関する国際標準化機構（International Standardization） 

 
6-3-1 LED に関連する国際標準化機構 
 現在 LED に関連する事項を取扱っている国際（全世界を対象とする）標準化機構の代

表的なものは、表 6-1 に示した中の以下の３組織である。 
 

① ISO（International Standardizing Organization，国際標準化機構） 
② IEC（International Electrotechnical Commission，国際電気技術標準会議） 
③ CIE（Commission Internationale de L’Eclairage，国際照明委員会） 

 
 これらの構成は、いずれも、他の分野の国際組織（例えば国際オリンピック組織委員会）

と同様である。すなわち、構成員になることを希望する国（または地域）は、その所轄す

る国内や地域内において母体となる組織（国内委員会（National Committee）と称する）

を造り、その母体組織がそれぞれの国際組織に加盟して構成員となる。その母体組織は、

対象となる国または地域において、その関連する事項について、すべてを代表し、且つ唯

一の組織であることが必要である。 
 以下に、これらの３組織についての活動の現状を簡単にまとめておくこととする。 
 
6-3-2 ISO とその活動 
(1) ISO の現状（2007 年 3 月 現在） 

 中央事務局：ジュネーブ市（スイス） 
 創立：1947 年 

 （1947 年の設立時点での活動領域は、“電気分野を除くあらゆる分野の標準化を推進す

る・・・・”となっていた。これは、この 1947 年時点に既に、次項で述べる IEC（電機

および電子の分野における標準化を推進する・・・・）が活動していたためで、IEC との

活動領域のバッティングを意識的に避けたものと見られる。ただし、現在では、この“電

気分野を除く・・・”という表現は、ISO の活動領域を示す場合には積極的には使用され

ない。ISO の活動母体である専門委員会（TC）の中には、明らかに電気に関連しているも

のもある。将来の構想的方向として、IEC をも統合した“大 ISO”構想が検討されている

ようである。世界的標準化戦略のありかたとしては、“大 ISO”構想が 終的姿に要に思

われる。） 
 加盟している国数（国内委員会数）： １５７ヶ国（日本も加盟している） 
 制定公布した規格（ISO 規格）数： １６，４５５件 
 活動している専門委員会（TC）数： １９３ 
 活動領域 

電気・電子分野を除くあらゆる技術（・産業）分野における下記の諸項目・諸活動。 
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① 国際標準化活動の推進 
② 知的、科学的、技術的、経済的活動における国家間協力の発展 

 
(2) ISO 規格の制定手続 
 ISO 規格の原案作成は、通常、特定分野毎に組織される ISO 専門委員会（TC : Technical 
Committee）によって進められる。ある問題について専門委員会が組織されると、関心の

ある ISO 加盟国はすべてのその専門委員会（TC）に代表を送る権利がある。政府機関で

あってもなくても、この作業に参加することができる。（ただし、参加は１国１機関である。） 
 TC で採択された国際規格案は、ISO 本部理事会に国際規格として採択される前に、全

ての加盟各国に配布して承認を得なければならない。承認を得るのには、ISO の手続きに

従えば、投票に加わった加盟国の少なくとも 75％の賛成を必要とする。 
 
6-3-3 IEC とその活動 
(1) IEC の現状（2007 年 3 月 現在） 

 中央事務局：ジュネーブ市（スイス） 
 創立：1906 年 

 （1947 年設立の ISO より、41 年も設立が早い。したがって、本来の活動領域的には、

ISO の部分集合となるべきでありながら、ISO との統合（ISO への吸収統合）には心情的

に反対意見を持つ関係者が、IEC 内には多い。しかし、将来には“大 ISO”構想の下に、

虚心坦懐に大統一されるべきであろう。） 
 加盟している国数（国内委員会数）： ６７ヶ国（日本も加盟している） 
 制定公布した規格（ISO 規格）数： ５，４５４件 
 活動している専門委員会（TC）数： ９０ 
 活動領域 

電機及び電子の技術・産業分野における下記の諸項目・諸活動。 
① 国際標準化活動の推進 
② 知的、科学的、技術的、経済的活動における国家間協力の発展 

 
(2) IEC 規格の制定手続 
 基本的に ISO 規格と同じである、というか、後から設立された ISO が、それまでの IEC
のやり方に則ったというのが正確である。 
 IEC 規格の原案作成は、通常、特定分野毎に組織される IEC 専門委員会（TC : Technical 
Committee）によって進められる。ある問題について専門委員会が組織されると、関心の

ある IEC 加盟国はすべてのその専門委員会（TC）に代表を送る権利がある。政府機関で

あってもなくても、この作業に参加することができる。（ただし、参加は１国１機関である。） 
 TC で採択された国際規格案は、IEC 本部理事会に国際規格として採択される前に、全
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ての加盟各国に配布して承認を得なければならない。承認を得るのには、IEC の手続きに

従えば、投票に加わった加盟国の少なくとも 75％の賛成を必要とする。 
 
6-3-4 CIE とその活動 
(1) CIE の現状 

 本部事務局：ウィーン市（オーストリア） 
 創立：1913 年 

 （ただし、この前身の組織である CIP（Commission Internationale de L’Photometrie， 
国際測光委員会）の時代がある。この CIP は、電気による照明（白熱電球）が実用化さ

れる前、ろうそくの明るさ（candela）を定量評価するための尺度を国際的に統一する

ことを目的として組織化された国際機構である。（ろうそくの）明るさの尺度の国際的

統一は、1800 年代から国際的に話し合いが持たれていたが、CIP として正式に発足し

たのは 1900 年である。 
 その後、次第に明るさの基準尺度以外の、光に関連する技術問題を扱うようになり、

1913 年に CIE（国際照明委員会）へと名称変更された。） 
 加盟している国数（国内委員会数）： ３２ヶ国（日本も加盟している） 
 制定公布した規格（ISO 規格）数： １８０件 
 活動している部会（Division）数： ７ 
 活動している技術委員会（TC）数： １５０ 
 活動領域 

照明および光の技術（・産業）分野における下記の諸項目・諸活動。 
① 国際標準化 
② 光の基準と標準制定 
③ 国際的技術相談と技術勧告、技術声明など 

 
 定款で定められている内容（要旨） 

１．光と照明の分野における科学、技術、芸術に関係する全ての問題、およびそれら分野

における各国間の情報交換のための討論に対する国際的討議の場を提供すること。 
２．光と照明の分野における標準と測定方法を開発すること。 
３．光と照明の分野において、国家と国際の標準の開発と原理と手続きの適用についての

指針を提供すること。 
４．光と照明の分野において、科学、技術、芸術に関連する全ての問題に関連する標準、

技術報告書、その他の出版物を発行すること。 
５．光と照明の分野において、科学、技術、標準、芸術に関係する諸問題に関しての他の

国際組織との連携を維持すること。 
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(2) 今までの CIE の主な活動成果（主として LED 関連） 
 CIE が、今までに光と照明の分野に対し、数多くの活動成果により貢献してきた。LED
光源にも重要に関係している主なものは以下の通りである。 
 
① 標準光観測者の目の分光応答度（通称：視感度曲線、Vλ）の国際標準化（1929 年） 
② 等色関数と xy 表色系（通称：xv 色度座標）の国際標準化（1931 年） 
③ 国際照明用語集の制定・公布（1987 年） 
④ 光の量（光束、光度 など）の定量評価方法の国際標準化（1983 年） 
⑤ 光源の演色性評価方法の国際標準化（1995 年） 
⑥ LED 光源の光特性の測定方法（2007 年） 
⑦ 光源と光源システムの光生物的安全性評価方法（2002 年） 
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6-4 LED に関する標準化の動向 

 
6-4-1 現在制定公布されている LED 関係規格 
 第１章で述べたように、LEDは、 初の赤色発光LEDの商品化から30年、白色LEDの

開発商品化から高々 10 年しか経過しておらず、現在においても日々進化し続けているた

め、現時点では、従来の白熱電球、蛍光ランプ、HIDランプなどの真空システム光源に比

べて標準化が充分進んでいるとはいえない。したがって、現在制定・公布・発行されてい

る各種規格の中で、LED に特に注目して制定・公布されたもの（規格書の表題や規格書

の適用範囲（scope）に“LED”が含まれているもの）は、国際規格および日本における

団体規格については、表6.2に示す通りである。なお、表6.2 には、それぞれの原案作成組

織において、制定・公布の 終段階にあるものも含めてまとめた。 
 また、表6.3には、適用がLED のみに限定されるものではないが、LED 産業推進上重

要に関連している（引用されたり、参考にされたりすることが多い）諸規格のうちの主な

ものをまとめたものを示す。 
  



 141

表 6.2 現在発行されている LED 関係の規格 
（表題（又は適用範囲）に LED が含まれている規格） 

 
分 類 規 格 番 号 発 行 年 規  格  表  題 内 容 区 分 

ISO ISO 10650-2 FDIS 
(2007年) 

Dentistry－Powered polymerization activators－Part 2: Light-emitting diode (LED) lamps 
（歯科医師用器具－樹脂硬化用照射器具－第２部 LED ランプ） 製品仕様 

IEC 60838-2-2 2006 年 Miscellaneous lampholders－Part 2-2: Particular requirements－Connectors for LED modules 
（各種ランプホルダー－第 2-2 部：特有の要求事項－LED モジュール用コネクター） 機械的安全性 

IEC 61347-2-13 2006 年 
Lamp controlgear－Part 2-13: Particular requirements for DC or AC supplied electronic 
                             controlgear for LED module 
（ランプ点灯回路－第 2-13 部：LED モジュール用 DC または AC 電源回路特有の要求事項） 

電気的安全性 

IEC 62384 2006 年 DC or AC supplied electronic controlgear for LED modules－Performance requirements 
（LED モジュール用 DC または AC 電源回路－性能に関する要求事項 性 能 

IEC 62031 CDV 
(2007年) 

LED modules for general lighting－Safety specifications 
（一般照明用 LED モジュール－安全要求事項） 安全要求事項 

IEC 

IEC 60825-15 WD 
(2007年) 

Guidance on manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation safety 
（非レーザー性光源の光生物的安全性に対する製造上の必要事項に関する指針） 安全要求事項 

CIE 127-2 2007 年 Measurement of LEDs （LED の光特性の測定） 測定方法 

国際規格 

CIE CIE S 009/E 
(= IEC 62471) 2002 年 Photobiological safety of lamps and lamp systems 

（光源と光源システムに関する光生物的安全性） 
光生物的安全

性 
JIS C 7035 1996 年 発光ダイオード（表示用） 製品仕様 
JIS C 7036 1986 年 発光ダイオード測定方法（表示用） 測定方法 
JIS C 5950 1997 年 光伝送用発光ダイオード通則 製品仕様 
JIS C 5951 1997 年 光伝送用発光ダイオード測定方法 測定方法 

JIS TS C 0038 2004 年 ランプ及びランプシステムの光生物的安全性 光生物的安全

性 

国家規格 
（日 本） JIS 

JIS TS C xxxx WD 
(2007年) 発光ダイオードの光生物的安全性評価方法 光生物的安全

性 
EIAJ ED-4901 1996 年 LED 及びフォトカプラ用語 専門用語 
EIAJ ED-4910 1995 年 発光ダイオード 製品仕様 JEITA 
EIAJ ED-4911 1993 年 発光ダイオード測定方法 測定方法 
JEL 311-2 2006 年 照明用白色 LED 測光方法通則 測定方法 

団体規格 
（日 本） 

JELMA JEL 811 2005 年 照明用白色 LED モジュール安全要求事項 安全要求事項 
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表 6.3 現在公布されている LED に関連する諸規格 
 

分 類 規 格 番 号 発行 規   格   表   題 内 容 区 
分 

IEC 60825 2003 Safety of laser products 
（レーザー製品の安全性） 

光生物的安

全性 
IEC IEC 

60050-845 1987 
International electrotechnical  
 vocabulary, Chapter 845: Lighting 
（国際電気技術用語 845 章：照 明） 

専門用語 

CIE 84 1989 Measurement of luminous flux 
（光束の測定） 測定方法 

CIE 13.3 1995 

Method of measuring and specifying 
color rendering properties of light  
sources 
（光源の演色性評価方法） 

測定・評価

方法 

CIE 15.2 1986 Colorimetry, 2nd edition 
（測色，第２版） 測定方法 

CIE18.2 1983 
The basic of physical photometry, 2nd 
edition 
（物理測光の基礎，第２版） 

測定方法 

CIE 70 1989 
The measurement of absolute 
 luminous intensity distribution 
（絶対光度分布の測定） 

測定方法 

国際規格 

CIE 

CIE 121 1996 
The photometry and 
 goniophotometry of luminaries 
（照明器具の測光とゴニオ測定方法） 

測定方法 

JIS C 1609 1983 照度計 測定器 
JIS C 7526 1974 光度標準電球（一般用） 製品仕様 
JIS C 7607 1962 測光標準用蛍光ランプの測光方法 測定方法 
JIS C 7613 1967 測光標準用白熱電球の測光方法 測定方法 
JIS C 7614 1970 輝度測定方法 測定方法 
JIS C 7608 1962 測光標準用高圧水銀ランプの測光方法 測定方法 
JIS Z 8113 1999 照明用語 専門用語 
JIS Z 8120 1978 光学用語 専門用語 

JIS Z 8701 1982 XYZ 表色系及び X10Y10Z10 表色系によ

る色の表示方法 
測定・評価

方法 
JIS Z 8720 1983 測色用標準の光及び標準光源 製品仕様 
JIS Z 8724 1983 光源色の測定方法 測定方法 
JIS Z 8725 1985 光源の分布温度及び色温度の測定方法 測定方法 
JIS Z 8726 1975 光源の演色性評価方法 測定・評価

方法 

JIS Z 8729 1980 L*a*b*表色系及び L*u*v*表色系によ

る物体色の表示方法 
測定・評価

方法 
JIS Z 8730 1980 色差の表示方法 測定・評価

方法 

国内規格 JIS 

JIS Z 9112 1983 蛍光ランプの光源色及び演色性による

区分 評価方法 
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6-4-2 LED 関係国際標準化の現状と今後の動向 
(1) ISO における LED 関係標準化活動の現状と今後 
 ISO の活動領域は、現在では必ずしも絶対的に“電気・電子分野を除く” 分野という

ことになっている訳ではない。必要があれば、電気・電子関連分野も取込んで活動をして

も良いことにはなっているが、“電気・電子分野”を主活動領域としている IEC が活発に

活動を推進している現状では、電気エネルギーを一次エネルギーとしている LED が ISO
の活動対象として取り上げられる機会はどうしても少なくなるのは止むを得ないであろう。 
 ISO には現在、200 近い数の専門委員会（TC）が活動しているが、この中には表題に

“LED”を含んでいる専門委員会（TC）は未だ組織されていない。ISO 規格については、

表 6.2 に示したように、現時点表題や適用範囲（scope）に明確に LED を含んでいるのは、

わずかに  ISO 10650-2 １件である。これは、専門委員会  ISO TC106：  歯科機械

（Dentistry）が原案作成（正確には、未だ FDIS の段階である）したものである。 
 
 ｏ ISO 10650-2: Dentistry－Powered polymerization activators－ 

Part 2: Light-emitting diode (LED) lamps 
              （歯科器械－光重合用照射器－第２部：LED ランプ） 
 
 この ISO 規格は、歯科の臨床において、治療のため削った歯の充填用材料として使用す

る光重合硬化性樹脂を、歯の削った部分に充填した後、照射して光硬化を促進させるため

の青色光の照射器具についての製品仕様規格である。既に発行されている第１部は、 
 
 ｏ ISO 10650-1: Dentistry－Powered polymerization activators－ 

Part 1: Quartz tungsten halogen lamps 
       （歯科器械－光重合用照射器－第１部：石英タングステンハロゲンランプ） 
 
 であり、この方式の治療方法が開発された初期に使用されていたもので、放射源は LED
でなく、石英タングステンハロゲンランプである。実用化されている光重合樹脂の光硬化

作用波長域は青色光領域（波長：400 nm～500 nm）にある。タングステンハロゲンラン

プは、発光面積が小さく、かつランプの輝度も高い、この方式の治療に適した光源ではあ

るが、赤外放射の割合が多く、治療中に照射部位付近の温度が上がり過ぎるなどの問題点

もあった。 近、波長的適合性の大きい青色 LED が開発され、しかも高効率化と大出力

化が実現され、歯科治療用として、青色 LED 式の器具が急速に普及してきており、ISO
で標準化されたものと考えられる。 
 ただ、この歯科用の光重合用照射器は、特異性の強い器具であり、他の用途への横展開

があまり期待出来ない。これ以上発展・展開する（この ISO を基本として関連の LED に

関する ISO がどんどん制定される）というようなことにあまりならないと考えられる。ま
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た、ISO における LED のスタンスは、今後とも、この“歯科機械”のように、何か主の

テーマがあり、それに LED が重要に関係してくる場合に取り上げられる項目となるとな

ることが多いのではないかと考えられる。 
 
(2) IEC における LED 関係標準化活動の現状と今後 
 ICE の活動領域は、“電機及び電子の技術・産業分野・・・”となっているので、電気

エネルギーを一次エネルギーとしている LED は IEC の活動対象として取り上げられる機

会は多いと考えられる。ただ、LED 産業のフェーズとしては、これからいっそう発展する

と考えられるので、標準かとの関連が多くなってくるのはむしろこれからである。 
 IEC には現在、100 近い数の専門委員会（TC）が活動している。ただし、これらの中に

は表題に“レーザー”を含んでいるものはあるが、“LED”を含んでいる専門委員会（TC）

は未だ組織されていない。しかし、下記の表 6.4 に示す２つの専門委員会が“LED”を主

要な活動項目としている。 
 

表 6.4 LED を主要活動項目としている IEC 専門委員会（TCs） 
 

専門委員会番

号 専 門 委 員 会 表 題 発行した LED 関係規格* 

IEC TC34 Lamps and related equipment 
（光源及び関連装置） 

ｏIEC 60838-2-2 
ｏIEC 61347-2-13 
ｏIEC 62384 
ｏIEC 62031 

IEC TC76 
Optical radiation safety and laser 
equipment 
（光放射の安全性とレーザー装置） 

ｏIEC 62471 
ｏIEC/TR 60825-14 
ｏIEC/TR 60825-15** 

［注］ 
(1) 発行した規格の詳細については、表 6.2 を参照。 
(2) IEC 60825-15 は、発行はこれから。現在 CDV の段階である。 
 
 表 6.4 の内で、IEC TC34 所轄の IEC 規格４件は、いずれも LED モジュールに関する

ものである。LED モジュールの電気的・機械的安全要求事項（IEC 62031）、及び LED モ

ジュール・ホルダーの性能要求事項（IEC 60838-2-2）、LED モジュールの点灯回路への

要求事項（IEC 61347-2-13）、LED モジュール用の DC または AC 電源回路の性能に対す

る要求事項（IEC 62384）である。 
 LED を一般照明用に使用するようになると、LED 素子１個当りの光出力が小さいため、

どうしても集積化（モジュール化）することが必要となる。LED を広く実用するためには、

LED モジュールの安全要求事項や性能要求事項のまとめは実行の優先度が高い。 
 一方、IEC TC76 所轄の IEC 規格３件は、いずれも LED からの光の生体安全性に関す

るものである。IEC 62471 は、後述する CIE 規格：CIE S 009/E を IEC 規格（Dual-logo



 145

規格）とするために、TC76 において確認の上、IEC 番号を付与したものである。その他

の２件は、レーザーの安全規格： IEC 60825 シリーズの一環で、いずれも LED を含む

半導体レーザーを安全に使用するための使用者の指針（IEC 60825-14，IEC 60825-15）
である。 
 IEC は、現在、LED の問題を主体的に扱う専門委員会を２つ持ち、それぞれが活発に

活動している。LED 産業の発展・振興と共に、標準化についても今後大きな成果を数多く

創出するものと考えられる。しかし、LED 標準化についての現在までの成果は、安全性と

か測定・評価法など、どちらかといえば、ソフト技術面の成果が多い。 
 産業振興上 も重要な標準化項目は、製品仕様標準化（ハード面の標準化）である。IEC
はもともとハード面の国際標準化の推進を第１任務としている。この点から見ると、IEC
の LED 標準化に対する姿勢には、必ずしも全面的に満足することが出来ない。たとえば、

LED 照明の基本となる LED 素子については、現時点製造者が異なれば製品仕様が異なり、

製品に互換性が無いのが現状である。これでは、産業としての大きな発展は無いというと

御幣があるかもしれないが、少なくとも標準化の進行が産業の振興を後押しするという段

階からは程遠い。 
 LEDについては、今ほど IECの戦略力と組織力が問われている時は無いと考えられる。 
 
(3) CIE における LED 関係標準化活動の現状と今後 
 CIE の活動領域は、“光と照明の技術・産業分野・・・”となっているので、LED は真

に CIE の活動領域の対象である。したがって LED に関連する規格も数多く制定している。 
 ただし、CIE は、すでに述べた ISO や IEC とは活動の様態が若干異なっている。ISO
と IEC は技術・標準化活動の母体は“専門委員会（Technical Committee）”である。こ

の専門委員会は、標準化を必要とするテーマを中心とする小技術領域毎に組織され、その

領域の内容を表わすにふさわしい表題（既に前項で述べた TC34 の場合は“Lamps and 
related equipment（光源及び関連装置）”）がつけられる。それに対して、CIE では、“光

と照明”の分野全体をいくつかの小領域に分割する。（先ず全体があり、それを何分割化す

るという考え方である。） 
 この分割された小領域を“部会（Division）”と称する。この部会を集合すると光と照明

全分野になる。したがって、現在とりあげられていない（光と照明に関する）テーマでも、

必ず関連する部会があることになる。現在、CIE は８つの部会に分けられている。表 6.5 に
現在の CIE の部会とその名称を示す。 
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表 6.5 CIE の部会 
 

部会区分（Division） 部会名称 備考 

第１部会（Division 1） Vision and color 
（視覚と色）  

第２部会（Division 2） 
Physical measurement of light and 
radiation 
（光と放射の物理測定） 

 

第３部会（Division 3） Interior environment and lighting design 
（屋内環境と照明設計）  

第４部会（Division 4） Lighting and signaling for transport 
（交通用の照明と信号）  

第５部会（Division 5） Exterior lighting and other applications 
（屋外照明とその他の応用）  

第６部会（Division 6） Photobiology and photochemistry 
（光生物学と光化学）  

第７部会（Division 7） General aspects of lighting 
（照明の一般問題） 

現在、活動を休止し

ている。 

第８部会（Division 8） Image technology 
（画像工学）  

 
 
 実際の標準や規格の作成作業は、この各部会の傘下に、具体的課題毎に、更に少人数で

構成されるグループを組織して進める。この少人数のグループを技術委員会（Technical 
Committee－TC）という。（ISO や IEC の専門委員会も英語の名称は、“Technical 
Committee－TC”である。ISO や IEC の“TC”と CIE の“TC”とは、同じ“TC”であ

るが、かなり性格や内容、機能などが異なっている。） 
 CIE は、その設立時の経過や状況などより、取り扱う技術問題は、評価技術を中心とす

るソフト技術及び測定技術が中心であった。（例えば、すでに述べた“標準光観測者の目の

分光応答度”－ 通称：Ｖλや、“等色関数と xy 表色系”などはその代表的なものである。）

この背景により、少数の例外的問題をのぞいては、“LED だけに適用が限られる CIE 関連

の問題”というのは、現時点それほど数は多くない。したがって、ハードの技術・産業問

題を取り扱っている IEC と比較すると、LED を直接的に含む部会や技術委員会、またそ

の活動性かとしての 技術報告や標準・規格類の数は少なくなってくるのは当然である。 
 現在、LED 関連の問題を取り扱っている部会は、第１、第２、第５、第６、第８ の各

部会である。表 6.6 に、LED 関連問題を取り扱っている技術委員会をまとめたものを示

す。なお、CIE の技術委員会の番号は、“TC○-01”のようなフォーマットである。この

TC の直後に来る数値が部会番号を示している。（“CIE TC1-62”であれば、この技術委員

会は、第１部会傘下の TC であることを示している。） 
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表 6.6 CIE における LED 関連の技術委員会 
 

部会区分 TC 番号 技 術 委 員 会 名 称 備考 

Division 1 TC1-62 Color rendering of white LED light sources 
（白色 LED 光源の演色性）  

TC2-45 Measurement of LEDs－Revision of CIE 127 
（LED の測定－CIE 127 の改定）  

TC2-46 CIE/ISO standards on LED intensity measurements 
（LED の光度測定法の CIE/ISO 標準化）  

TC2-50 
Measurement of optical properties of LED clusters & 
arrays 
（LEDクラスター及びLEDアレイの光特性の測定法） 

 

TC2-58 Measurement of LED radiance and luminance 
（LED の放射輝度及び輝度測定）  

Division 2 

R2-36 Measurement requirements for solid state light 
（固体素子光源の光特性測定上の要求事項）  

特 定 課

題 

Division 4 R4-22 Use of LEDs in visual signaling 
（視覚信号における LED の利用） 

特 定 課

題 

TC6-47 Photobiological safety of lamps and lamp systems 
（光源と光源システムの光生物的安全性）  

Division 6 
TC6-55 Light emitting diodes 

（LED の光生物的安全性リスク評価）  

［注］ 
(1) 特定課題（Reporter）は、一人で調査を行う活動。 
 
 
 これらの中で、CIE TC2-45 技術委員会が提唱・標準化した LED 測定法は、すでに第

４章で紹介した“平均化 LED 光度”という LED 特有（専用）の物理量を提唱、定義した

ものであり、LED に関連した光の測定の中では、ユニークな発想と言える。 
 また、TC1-62 で議論されている“白色 LED の演色性”問題は、CIE が 1975 年に開発

した抗原の演色性評価方法が、 近の新しい光環境用光源である白色 LED にも問題無く

適用できるのかどうか注目されている中での重要な研究といえそうである。 
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終章 LED 標準化戦略の今後 

 
7-1 LED 標準化戦略 

 

 この報告書は、今後照明用光源として期待されている LED 光源について、国内および

国際における標準化の現状を調査した結果をまとめたものである。ただし、本文でも述べ

たように、LED は現在未だ技術的、産業的に発展途上にあり、今後数多くの新しい技術上、

産業状の開発や展開が予測されている。したがって、産業の振興を支援する上で欠かせな

い標準化についても、将来の動向を見通した種々の戦略が必要である。 
 LED 標準化戦略上重要なポイントは色々ある。特にわが国は、世界に対する LED 関連

技術や産業のリーディング国のひとつとして、新技術開発や産業振興だけでなく、標準化

戦略推進に対しても、国際的に適切なリーダーシップを発揮することが期待されているで

あろう。今後の LED 産業の発展の予測と諸情勢におけるわが国の立場を踏まえ、わが国

として今後、LED 標準化（国際）戦略を有機的に推進して行くに当って、下記の 2 点を（わ

が国主体で優先的に）推進して行く戦略の重要度が高いと考えられる。 
 (1) 製品仕様の標準化 
 (2) LED 標準化戦略の一元化 
 
 次に、これらの諸点について述べる。 
 
 
7-2 製品仕様の標準化推進 

 
 現時点においても、LED に関連する標準規格は数多く制定・公布されている。しかし、

本文でも述べたように、それらは、測定法、測定評価法、安全性など、いわゆるソフト技

術に関する標準規格が多く、産業進行上 も重要なハード技術、特に製品仕様に関するも

のが少ない。特に、LED の今後の発展・展開が重要となる“照明分野”に関しては、製品

仕様に関する標準規格は 1 件も制定・公布されていない。 
 本文でも述べたように、現時点の LED 光源は、例えば、同じ砲弾形白色 LED 素子であ

っても、製造者が異なれば、電気定格や光特性、構造・寸法、機械的取付の方法や電源と

の接続方法などが必ずしも同一ではない。それでも砲弾形は比較的製造者間の生後独活が

高いが、COB 形（表面実装形）や大形パッケージの大出力形（High-brightness 形）など

については、製造者間の互換性はほとんど無い。要するに、同一カテゴリー商品でも、異

なった製造者間での製品については互換性が全く無いというのが率直な現状である。 
 従来の、白熱電球、蛍光ランプ、HID ランプなどの真空システム光源ではこんなことは

無い。家庭で使用する白熱電球や蛍光ランプなどで良く知られているように、使用中の電
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球やランプが切れたとしても、電気店に行って、同じ電圧・同じ電力のものを購入してく

れば、たとえ製造者が異なっていても、実用上全く問題なく互換性を持って使用すること

が出来る。これが真の標準化の姿といえるであろう。 
 これは、白熱電球の開発者である Thomas Alva Edison（アメリカ）の標準化戦略が非

常に効果的であったからである。Edison がこの標準化戦略を立案・策定・実施したのは、

1890 年代のことである。それ以降 120 年の光源産業の発達を見るに付け、Edison の戦略

立案・実施能力の偉大さを実感すると共に、Edison のお蔭で、我々は以降今日まで 120
年間に亘り、多大な恩恵を受けてきたということが出来る。 
 現時点の LED 製造者には、製品上の技術開発を振興させるだけでなく、ぜひとも適切

な製品仕様の標準化戦略の策定・実施・推進を望み度い。 
 
 
7-3 LED 標準化戦略策定・推進体制の一元化 

 
 本文に詳述したように、現在わが国には、主要な LED 関連の標準・規格として、表 7.1 
に示した、LED に関連した JIS（日本工業規格）が 4 件、団体規格（(社)電子情報技術産

業協会・JEITA 規格）が 2 件、制定・公布されている。（表 7.1 には、それぞれの規格の

原案作成団体も合わせ示した。） 
 

表 7.1 わが国における主要な LED 関連標準規格（JIS 規格及び JEITA 規格）と 
原案作成団体 

 
区 分 規格番号 規格表題 原案作成団体 

JIS C 7035 発光ダイオード（表示用） 
JIS C 7036 発光ダイオード測定方法（表示

用） 

(財)日本電子部品信頼性セン

ター 

JIS C 5950 光伝送用発光ダイオード通則 国家規格 

JIS C 5951 光伝送用発光ダイオード測定方

法 
(財)光産業技術振興協会 

EIAJ 
ED-4910 発光ダイオード 

団体規格 EIAJ 
ED-4911 発光ダイオード測定方法 

(社)電子情報技術産業協会 

 
 
 ところがこれらを詳細に見てみると、専門用語の使い方（対象概念、定義など）や、測

定方法などに、整合していないところがある。原案作成段階で、明らかに相互連携が取ら

れていないのではないかとも考えられる。これは、ひとつには、JIS の原案を作成する官

庁の原局が異なっていることが要因となっていると考えられる。即ち、今のわが国の諸官
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庁の組織・制度では、同一の対象や相互に関連する問題を異なった原局で別々に処理する

場合、異なった原局間の作業内容や考え方を統一・整合・一元化する権限を持つ部署や人

が無いためである。 
 真空システム光源の場合は、産業や技術問題を所轄する官庁の原局は同一である。同一

原局の中では、その原局自体が、考え方や作業の内容を統一・整合・一元化する権限を持

つことになるから、一元化は比較的容易である。しかし、LED 光源については、もともと

LED は半導体素子として技術開発や産業の振興が進められてきた。そのため、産業や技術

を所轄する官庁の原局が、真空システム光源の所轄原局と異なっている。そのため、上述

したようなわが国の官庁の組織・制度的要因のため、両原局間の一元化への過程が踏まれ

なかった。 
 したがって、LED に関連する JIS が異なった官庁の原局で原案作成された場合、内容を

一元化する権限が機能せず、（多少の調整的作業は機能するかも知れないが、“調整”と“一

元化の権限”とは全く異なっている）上記のように、使用する専門用語の概念・定義や特

性の測定方法などに、完全に整合しない部分があってもそのまま見過ごされることになっ

てしまう。 
 この一元化の権限の問題は、実は製品仕様の標準化推進の問題と、もっとも密接に関連

している。LED 光源は、同じ LED 光源が、表示用や照明用やディスプレイ用に使用され

る。この場合、表示機器と照明用機器、ディスプレイとは、産業上所轄官庁の原局が異な

る。したがって、上述のように、関連事項に一元化の権限が機能せず、製品仕様標準化の

キーとなる“デファクトスタンダード”的商品が開発されないという状況になるからであ

る。 
 上述のように一元化への権限が機能する組織・制度の変更に対する戦略も大きな今後の

課題であるといえよう。 
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［参考資料］附属書Ａ 
 
LED の輝度測定法とその問題点 

 
１． 輝度（luminance）の概念と定義 
 LED の輝度測定について述べる前に、光源の光特性を評価する量である“輝度

（luminance）”の概念と専門用語としての定義について簡単に記述しておくこととする。 
 従来の白熱電球や蛍光ランプ、HID ランプなどの真空システム光源は歴史が長く、白熱

電球が開発・実用化されてから 125 年が経過している。そのため、光源の光特性を評価す

る量と質についても、古くから検討され、CIE（Commission Internationale de L’Eclairage，
国際照明委員会－光と照明の技術分野における国際標準化を推進する国際組織。設立：

1913 年）により、専門用語とその概念・定義が国際的に標準化されている（CIE 国際照

明用語集）1)。 
 また、日本も古くから CIE に加盟し（加盟：1927 年）、以来国際的連携・協調を充分に

保ち、照明専門用語についても、日本語訳を完成し 2)、また、JIS 規格 3)や関係学会の専

門用語集 4),5)も制定・公布されている。 
 “輝度（luminance）”というのは、それらの用語の中のひとつであり、専門用語として

の定義は本報告書第４章に示した通りである。なお、上述の CIE 国際照明用語集（JIS 規

格も同様である）には、次の計算式（式 1）が示されている。 
 
                  dΦv 
   Lv =                            (1) 
       dA・cosθ・dΩ 
 
 ここで、 
     Lv： 発光面（または受光面または光の伝播路の断面）の輝度  ［cd・m-2］ 
     Φv： 発光面（または受光面または光の伝播路の断面）の光束  ［lm］ 
     A：  発光面（または受光面または光の伝播路の断面）の面積  ［m2］ 
     θ： 発光面（または受光面または光の伝播路の断面）の法線と 
        観測している方向のなす角               ［rad］ 
     Ω： 発光面（または受光面または光の伝播路の断面）から 
        放射する光の立体角                  ［sr］ 
 
 しかし、式 1 は概念が難解で、理解しにくいので、報告書第４章の定義には、若干実際

的に修正した概念を記述してある。 
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２．輝度（luminance）と明るさ（brightness） 
 報告書本文でも述べたように、光を評価する量と質についての専門用語は、主として真

空システム光源（産業分野で言えば、照明産業分野）で検討され、まとめられたものであ

る。一方 LED は固体素子光源であり、その開発・発展は、半導体産業分野を中心に進め

られてきた。この両産業（照明産業と半導体産業）は、基礎学術を学ぶ大学の学科も、関

連する学会や国際組織も、また産業分野も異なっており、開発・発展の途中段階で、相互

に連携・協調を取る機会が無く、LED 光源と従来の照明用真空システム光源との間に、光

特性の評価体系に若干のミスマッチが見られる 6)。この輝度に関連しても重要な要検討点

がある。 
 近、アメリカやヨーロッパにおいて、１素子あたりの全光束を、従来の普通形 LED
よりも大きくした品種を“high brightness LED（HB-LED）”として差別化し、カタログ

などにその旨明記して販売している。この“HB-LED”という用語は、アメリカやヨーロ

ッパの生産統計などにも採用されている。 この“high brightness LED（HB-LED）”を

日本語で記述するに当って、一部の関係者が“高輝度 LED”を使用している例がある。こ

れは、英語（米語）の“bright”と言う日常用語が、日本語の“輝いている”とか“輝か

しい”と言う日常用語に対応しているため、“brightness ＝ bright（輝いている）＋ ness
（度合） ＝ 輝度”となり、“輝度”を対応させるようになったものと考えられる。 
 しかし、報告書第４章に示したように、日本の照明専門用語（JIS 照明用語・ほか）で

“輝度”というのは、英語（米語）の“luminance”に対応した用語であり、定義や概念

も“光を評価する量”としてきちんと標準化されている。一方英語（米語）の“brightness”
という用語に対しては、“明るさ”と言う専門用語を対応させており、その概念（定義）も

国際照明用語集に対応している。英語（米語）の“high brightness LED（HB-LED）”の

“brightness”の概念は、この国際照明用語集によっており、その内容は“発している光

の量が大きい”LED ということで、必ずしも“輝度（発光している光源からの光の立体角

密度およびその発光要素の面密度）”が大きいことを意味しない。 
 したがって、“high brightness LED（HB-LED）”を日本語で“高輝度 LED”と記述す

るのは（CIE へ照明専門用語の変更提案をするという前提があるなら別であるが、）CIE
照明用語的（或いは、JIS 照明用語的）には間違いである。 
 以上は、輝度測定と直接の関係は無いが、LED の“輝度”に関連する重要な、ひとつの

要検討点である。 
 
３．LED における輝度測定の重要性 
 LED 光源における輝度（および放射輝度）測定の必要性と重要性についての背景のひと

つは、CIE 規格：CIE S 009/E：光源および光源システムの光生物的安全性 7)との関連性

を基本としている。その内容は以下のとおりである。 
 CIE S 009/E の基本的考え方として、光放射による人体へのいろいろな傷害的作用の中
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で、現在までに生態的・病理的にある程度研究が進んでいるものを対象としているが、対

象について種々審議した結果、現在までのところ、報告書第５章で述べた 10 種類の傷害

を対象とすることとしている。光の人体への傷害的作用がこれで全てではないことはもち

ろんである。安全性リスク評価に当っては、これら各種傷害の作用スペクトル、傷害の閾

値、閾値を決めるために基準とするの物理量およびその単位などが重要であるが、それら

の詳細については、ここに記述する余裕が無いので、上記 CIE S 009/E の参照をお願いし

たい。 
 また、実際の安全性リスク評価の対象として、CIE では、水晶体摘出手術をした人の目

（いわゆる無水晶体眼）の網膜に対する傷害は対象外とした。水晶体全摘出手術をすると、

網膜傷害のリスクは極端に大きくなる。しかし、これはあくまで、特定の条件での傷害で

ある。一般的リスク評価には、通常の条件で生じる可能性のある残りの８種類で実施する

のが実際的である。 
 報告書本文に示したこれらの各種傷害的作用の中で、3, 5, 6 の作用については、評価の

ための基準物理量が（有効）放射輝度となっている。したがって、LED の生体安全性のリ

スク評価に当っては、（放射）輝度の測定が必要である。これが、LED 輝度測定の必要性・

重要性の根拠のひとつである。 
 
４．LED の輝度測定とその要検討点 
 一般に光源の輝度測定は、白色拡散反射面と光度標準電球による標準白色輝度面で校正

した輝度計により実施される。 
 ところが、LED 光源素子単体は、発光部の面積が小さい（通常 □0.3 mm）ため、発光

面が通常の輝度計の視角よりはるかに小さくなり、輝度計による直接測定が困難である。

また、前項の網膜への安全性を考慮すると、更に以下のような検討が必要な点がある。 
 

 LED は高輝度・小形光源であるので、網膜への傷害的作用のリスク評価を検討する場

合に、光源の見込角（angular subtense）の取り方が難しい。 
 人間の場合、目の瞬きと微動によって、網膜傷害のリスクを軽減する自助作用がある。

それは、この CIE の安全基準の場合、どう考慮するのか？ 
 本文第５章に示したように、CIE の光源の安全規格では、対象とする各種の傷害にお

いて、3（発光部が通常程度の大きさの光源による網膜傷害）と 4（発光部の小さい光

源による網膜傷害）とを区別して評価することとしている。光源の見込角がある程度

以上小さくなると、実際的に輝度値とリスクが必ずしも一義的に対応しなくなる。 
 LED は光源の発光部の面積は、真空システム光源に比べ極端に小さく、また真の発光

部の特定も難しい。また、発光面のムラも結構見られるので、この点からも、輝度（ま

たは放射輝度）を既存の輝度計で直接測定するのは難しい。 
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５．LED の輝度測定に関する CIE 技術委員会の活動 
 前項で述べた要検討点を調査研究し、LED 光源の輝度測定方法を（国際）標準化するた

めに、前述の CIE では、技術委員会（Technical Committee － TC）を組織して活動して

いる。LED 輝度測定方法のまとめとして、以下に、この技術委員会の活動状況について述

べる 8)。 
 CIE における今までの LED の光特性測定法の検討の経過の中で、光度の測定法につい

ては、1993 年に組織された技術委員会 CIE TC2-34：「LED の測定」（LED Measurement）
において、主として砲弾形 LED の光度の評価について適用する実際的光特性として、“平

均化 LED 光度（averaged LED intensity）”を提唱、その定義と測定法をまとめ、1997
年に、CIE 技術報告：CIE Publ. No. 127 として発行した 9)。 
 次いで、別の技術委員会 TC2-45：「LED の光特性の測定」が組織された。TC2-45 は、

TC2-34 に引続く技術委員会で、光度以外の光特性についての測定法をまとめ、CIE Publ. 
No.127 に追加して補間することを目的としている。光特性項目としては、全光束、部分

光束などが重要であり、分光測定や測色も一部関連している。 
 現時点、報告書は 終章まで完了していないが、取り敢えず原案作成終了部分を第３ド

ラフトとして、TC 委員に配布した。その要点は以下の通りであった。 
 

(1) 適用受光器の分光応答度の V(λ)からのズレの評価方法 
(2) 全光束および部分光束の測定方法 
(3) 分光放射測定条件 

 
 ところが、CIE サンディエゴ大会中に開催された TC2-45 の技術委員会会合において、

D. Sliney 第６部会長（当時。［USACPPH，アメリカ］）より、光束測定、分光測定の他

に、輝度、放射輝度の測定についても含めるよう提案があった。提案理由は、前項で述べ

た内容である。この提案は、光生物的安全性リスク評価に際して、LED 光源の輝度、放射

輝度の測定が重要な位置を占めている、との背景に拠っている。安全性リスク評価に際し

ての（放射）輝度測定の重要性については、全員の共通理解が得られたが、K. Muray 
TC2-45 委員長より、LED のような発光部の形状の小さい（□0.3 mm）光源については輝

度測定について、いろいろと新しい要検討点が出てくることが予測されるので、TC2-45
の課題領域には含めず、むしろ、別の TC にして充分検討する方が良いと考えるとの意見

があり、協議の結果、別の技術委員会を組織することとなり、CIE TC2-58 が組織された。

また、報告者が委員長に指名された。 
 TC2-58 の内容は以下の通りである。 
 

ｏ TC No. 及び TC 名称 ：   TC2-58： LED の輝度及び放射輝度の測定 
［Measurement of LED radiance and luminance］ 
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 ｏ 委員長： 河本 康太郎 ［㈱テクノローグ］ 
ｏ 活動領域（Terms of Reference） 

   光源の光生物的安全性リスク評価に適用することを考慮した、LED 光源の輝度及び 
   放射 
   輝度についての推奨された測定方法をまとめた技術報告を作成すること。 
  ［To prepare a CIE Technical Report setting out recommended measurement 
methods for the luminance and radiance of LEDs, taking account of the specific 
requirements of relevant photobiological safety standard］ 
 
 この技術委員会は、上述のように活動を開始した直後の段階で、まだ標準化についての

結論は出ていないが、活動の第１ステップとして、LED の直接の輝度測定が難しいので、

何か別の物理量を測定して、それから計算で導き出す方法を検討している。この方法のひ

とつとして、H-J. Hentschel が提唱した計算の基本式 10)が有効である。 
 Hentschel の基本式によれば、発光部の形状の小さい光源の輝度 L は、次式（式 2）で

計算することが出来る。 
 

    L = dΦ ／ (dA＊dΩ)  =  I ／A   ［cd・m-2］   (2) 
 

    L： 光源の輝度 [cd・m-2] 
    Φ： 光源の光束 [lm] 
    Ω： 注目する立体角 [sr] 
    I ： 光源の光度  [cd] 

    A ： 光源の発光部の面積  [m2] 
 
 この計算式については、光源の光度 I に対して、CIE 平均化 LED 光度（CIE averaged 
LED intensity）の測定値の適用性や、LED クラスターや LED アレイに対する適合性の

問題もあり、今後検討していく課題が多く、LED の輝度測定方法が（国際）標準化される

のまでには、なお幾ばくかの時間が必要であると考えられる。 
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［参考資料］附属書Ｂ 
 
白色 LED に関連する光特性と問題点－色の表示システム（表色系）と演色性評価 

 
１．白色 LED と色の表示 
 LED を白色化する場合の基準となる“白色”であることを表示するための色の表示シス

テム（表色系）について、 初に簡単に述べておくこととする。 
 色は心理物理量であり、色の表示に当っては、人間に対する色感覚の評価システムが基

本となる。色感覚の評価については、色知覚の三属性（色相、明度、彩度）による評価が

古くから行われており、標準的な色（標準色票という。）を三属性に従って配列した色票体

系（カラーオーダーシステム）により評価することが、実用的にも広く行われている。こ

の色票体系の代表的なもののひとつがマンセル表色系であり、白色を含むマンセルの色立

体は良く利用されている。 
 この色票体系による評価は、実用的であるが、標準色票との視感による比較を基本とし

ているため、定量性が必ずしも充分でないという要検討点がある。この点を改良するため

に、ひとつの色刺激に対応する一義的な心理物理量（色刺激値）として数量化することを

基本とした色の表示システム（表色系）が開発・実用化されている 1)～8)。この表色系の中

で、 も一般的なのが、 CIE（Commission International de L’Eclairage － 国際照明委

員会 －光と照明分野における国際規格・基準を制定する為の国際組織） が 1931 年に標

準化した“XYZ 表色系（CIE 1931 表色系）9)”である。（JIS 規格にもなっている 10）。） 
 これは、人間の目の知覚の基本特性である等色関数（x(λ)，y(λ)，z(λ)）と、対象と

なる色彩物の色刺激関数（Φ(λ)。光源（発光体）の場合は、その分光分布（S(λ)）。その

他の色彩物の場合は、その分光反射率（ρ(λ)）、または、分光透過率（τ(λ)）と照明光

の分光分布（P(λ)）との積）とから、次式で算出された三刺激値：X，Y，Z により表示

するシステムである。 
 
     X             x(λ) 

     Y = k∫Φ(λ) y(λ) dλ      (1) 

     Z             z(λ) 
 
     x(λ)，y(λ)，z(λ)：等色関数 
     Φ(λ)：色彩対象物の色刺激関数 
     k：基準化定数 
 
 なお、この三刺激値：X，Y，Z より、次の式により（x，y）を求め、座標軸上に表して、
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色を表示する様にしたのが色度座標である。 
 
     S = X+Y+Z     (2) 
     x = X／S      (3) 
     y = Y／S      (4) 
 
 実際の色システムにおいて、色刺激値を比較評価するために三刺激値を計算するには、

式 1 における基準化定数の数値化が必要である。この基準化定数は、通常は、光源（発光

体）の場合は、全光束値か輝度値、色彩複製物の場合には、視感反射率か視感透過率、輝

度率などとする。 
 したがって、例えば、色再現システムにおいて、原画・原物の色と再現色を比較評価す

る場合には、原画・原物の三刺激値および輝度値と、色再現画像（または色彩複製物）の

三刺激値および輝度値を測定・比較すれば、その色再現システムの色再現特性を定量的に

評価できることになる。もっとも、実際には三刺激値の一致以外にいくつかの問題点があ

り、必ずしもこの通り単純には行かないのが実状である。 
 
２． 白色光源の演色性とその評価方法 
 あるものを照明する光が、そのものの色の見え方に影響を及ぼす性質のことを演色性と

いう。即ち、演色性とは、光源で照明されたものの、光源の光特性による色再現特性を表

しているものである。この色再現特性は２つに大別される。１つは、色再現の忠実性に関

するものであり、今１つは、色再現の好ましさに関するものである。後者の色再現の好ま

しさの評価については、研究そのものは数多く実施されているが、標準化された評価方法

は、未だ制定されていない。 
 前者の、色再現の忠実性の評価については、CIE において検討が進められ、技術報告が

発行され（CIE 第３版）11)、それに基づいて JIS も制定・公布されている 12)。 
 CIE による演色性の評価方法（色再現の忠実性の評価方法）は、概略次の様になってい

る。即ち、忠実性評価の基準となる試験色と基準光源を定め、試験色を標準光源で照明し

た場合の再現色の色度と、同じ試験色を試料光源（演色性を評価したい光源）で照明した

場合の色度座標との差（色ずれ）を、CIE 1964 U*V*W* 色度座標により定量化したもの

である。 
 
(1) 試験色 
 試験色として、全部で 14 種類（JIS の場合は、15 種類）の制定されている。内、

初の 8 種類（No. 1～8）は、明度：６で、中程度の彩度の色票（分光反射率が規定され

ている。）となっている。残りの６種類（No. 9～14）は、高彩度の代表的な赤、黄、緑、

青の色票、および欧米人の膚色、木の葉の色、となっている。（JIS では、これらの他に
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ローカル・ルールとして、No. 15 ：日本人の膚色を追加している。） 
 
(2) 基準光源 
 基準光源は、試料光源の相関色温度に対応して定めるようになっており、試料光源の相

関色温度が 5000 K 未満では黒体を、5000 K 以上では CIE 合成昼光を用いることとし

ている。（ただし、日本では、ローカル・ルールとして、相関色温度 4600 K 以上の昼白色

蛍光ランプを試料光源とする時には、CIE 昼光を用いることとしている。） 
 
(3) 演色評価数 
 試料光源による再現色の、基準光源による再現色に対する色ずれを、色ずれが全く無い

場合を 100 として基準化した数値で評価する。各試験色に対するこの数値を“特殊演色

評価数”といい、量記号：Ri （i : 1～15）で表す。これらの内、R1～R8 の数値の平均値

（試験色： No. 1～No. 8 に対する色ずれの平均値）を“平均演色評価数”といい、量記

号：Ra で表す。 
 一般の照明の場で、“演色性が良い”というのは、Ra が 80 以上の場合である。カラー

印刷や繊維の染色の評価や、美術品の鑑賞など、色再現に高い忠実性が必要とされる場合

の照明用としては、Ra が 95 以上の光源を使用することが望ましい。 
 
３．光源色区分と“白色”の色度範囲 
 前節で述べた CIE のＸＹＺ表色系は、ひとつの色刺激に対して１つの（心理）物理量（Ｘ

ＹＺ表色系における色度座標：（x，y））を対応させ、どんなわずかの色差でも、（x，y）
色度座標の差で区別できるという点で優れたシステムである。しかし、（x，y）色度座標

の数値を示された場合（例えば、（0.3333，0.3333）を示された場合）、それがどんな色で

あるか（赤色なのか、白色なのか？）が直ちには認識できないという難点がある（特殊な

能力のある人は別かもしれないが）。 
 そこで、（x，y）色度座標と実際の色名を対応させた標準的な色度図を作成することが

検討された。その一例が日本工業規格：JIS Z 811013) に付図 1（参考）として示されてい

る。この付図に採用されている色名および色度区分は、ISCC-NBS（現・ANSI）で使用

されている色名に準じた Kelly の論文 14)を基礎としている。ただし、CIE のＸＹＺ表色系

は明度の要素を無視した評価システムである点に注意が必要である。即ち、明度の値によ

って、図 2.3 の白色の区分範囲が広くなったり、狭くなったりすることになる。そのため、

この付図を、一義的に全ての光源に適用することには注意が必要である。（この付図は、

JIS Z 8110 の規格本文には入っていない。あくまで参考である。）しかし、概括的には、

光源の発光色をこの JIS Z 8110 の付図によって区分・命名することは実用的であるという

ことが出来る。（JIS Z 8110 の付図は、モノクロの印刷である。実際的には、色度図を対

応する（と思われる）色でカラー化した図も発表されている 2），6)。ただし、上述の明度の
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値の問題などがあり、決定版は世界的に未だ発表されていない。） 
 LED 光源の光源色も付図に準ずるのが実際的であり、例えば、“白色 LED”というため

には、LED の発光色の色度座標が、付図に示されている“白色”の領域に入っていること

が必要であると考えられる。 
 
４．LED の白色化と白色 LED の種類 15)～18) 
4.1 LED 光源の発光原理と発光色 
 LED の白色化について述べる前に、LED 光源の発光原理と発光色の状況について、白

色化と関連する部分を、簡単に記述しておくこととする。 
 LED は、化合物半導体の p-n 接合において順方向電流を流すことにより、ｎ形領域の電

子がｐ形領域に注入され、ｐ形領域のホールと再結合する時に発生する光を利用する、電

気－光エネルギー変換固体素子である。この LED の基本エネルギー変換プロセスを再結合

放射（再結合ルミネセンス）という。 

 LED 光源の発光部分である化合物半導体（p-n 接合部）は寸法的には、厚さ 2 mm、大き

さ 約 □3 mm 程度であり、真空システム光源と比較すると、１発光ユニットの大きさはか

なり小さい。 
 構成としては、例えば燐化ガリウムや砒素かガリウムのような n 形基板の上に、液相ま

たは気相成長により化合物半導体の n 形結晶層を形成する。そして、更にこの n 形結晶層

の上に拡散または液相成長により、p 形結晶を生成させ、p-n 接合を形成する。この p-n
接合部に順方向電圧を印加すると、n 形領域の電子が p 形領域に注入され、p 形領域のホ

ールと再結合する。その時に余分のエネルギーが光放射として放出される。再結合は、p
形領域に注入される電子の拡散可能領域で行われる。通常、この拡散領域は p-n 接合面か

ら数μm 以内の範囲で、光放射はこのご区薄い領域から放出される。 
 再結合ルミネセンスにより放出される光放射の波長特性は、ある波長（ピーク波長）を

中心として、この波長付近に集中する半値幅の小さい狭帯域発光となる。（他の波長域には

放射は現れない。）このピーク波長は、使用する化合物半導体の種類と、バンドギャップ、

添加する不純物の特性により、いろいろな波長のものが得られる。表 B-1 に、LED に利

用される化合物半導体の種類と発光ピーク波長をまとめたものを示す。 
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表 B.1 LED に利用される化合物半導体の種類と発光ピーク波長 

 

発光色区分 半導体組成 発光ピーク波長 
[nm] 

外部量子効率 
[%] 

GaAs 700 10 
赤 色 

GaAlAs 660 15 
AlInGaP 630 40 

橙色 GaAsP 610 10 
AlInGaP 595 20 

黄 色 InGaN 595 5 
AlInGaP 570 2 

緑 色 GaP 555 0.5 
InGaN 520 10 

青緑色 ZnTeSe 512 5 
SiC 470 0.1 

青 色 InGaN 450 10 
紫 色 InGaN 382 25 
紫 外 InGaN 371 10 

 
 
 LED は、1960 年代の開発当初は、発光色が赤色、黄色、黄緑色、緑色など、単色であ

ったことの他に、素子１個当りの光量（全光束）も小さかったため、用途は表示用や簡単

なディスプレイ用、交通信号用や交通表示用などに限られていたが、1993 年に青色 LED 
が開発されたことにより、フルカラー・ディスプレイなどへの適用が可能となったため、

LED の応用分野が飛躍的に広がり、生産・出荷量も急速に大きくなった。 
 更に、1996 年、この青色 LED と新開発の黄色発光 YAG 蛍光体の組合せにより、世界

で始めて白色発光の LED が開発・商品化され、一般照明用への利用が検討されるように

なった。そして、発光効率の向上や素子の大出力化も期待されることから、従来の白熱電

球、蛍光ランプ、HID ランプなどに替わる光源として、照明用への展開も含めて、大きく

期待されるようになってきている。 
 LED は、上述のように、従来の照明用光源の主力である白熱電球や蛍光ランプ、HID
ランプなどとは、発光原理（エネルギー変換原理）や構造、したがって、発光部の形状や

大きさなどが異なっており、いわゆる固体素子光源である。良く知られているように、エ

レクトロニクスの分野では、回路素子が、かつての真空システムを基本とした真空管から、

固体素子を基本とする IC に、既に、ほぼ全面的に置換わってしまっている。照明の分野

においても、この“真空システム → 固体素子システム”への置換えが、将来確実に進む

ものと考えられており、その意味で LED は、“21 世紀の次世代光源”として今後の発展・

展開が期待されている。 
 
4.2 LED の白色化の検討と白色LEDの開発 
 光源を一般照明用に使用する場合を考えると、発光波長が可視域の一部に限られる狭帯
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域発光 1 種類の光だけでは、良好な光環境を実現することは困難で、可視域全般に発光が

存在する白色光が必要となる。このため、青－緑－赤の３色 LED の組合せや、蛍光体を

利用した白色発光 LED が検討された。そして、３種類の LED（青色，緑色，赤色）素子

を近傍に配置した複合形 LED や、青色 LED＋YAG 黄色蛍光体の組合せや、UV LED＋三

波長形蛍光体の組合せによる白色発光の LED が検討され、開発・商品化された。表 B-2
に、これらの白色 LED の構成・特性などをまとめたものを示す。 
 

表 B-2  白色 LED の種類 
 

実際の製品の特性例 
LED の

素子数 
使用 LED
素子の種類 

組合せ蛍光

体 構 成 と 発 光 原 理 発光効率 
[lm／W] 

平均演色

評価数 
(Ra) 

３素子 青色＋緑色 
＋赤色 （なし） 

B，Ｇ，Ｒ ３色発光の LED 素子

を相互に近接した位置に配置し

て同時に発光させ、白色を得る。 
30 80 

２素子 

青色＋黄色 
または 

青緑色＋ア

ンバー色 

（なし） 

補色関係にある２色発光（B＋

Y、または BG＋Am）の LED 素

子を近接した位置に配置して同

時に発光させ白色を得る。 

25 60 

青色 LED YAG 蛍光体 
（黄色発光） 

青色発光 LED の青色光の一部

をYAG蛍光体により黄色の発光

に変換し、青＋黄の発光により

白色発光を得る。 

30 60 

１素子 

紫外 LED 
三波長蛍光

体 
（B+G+R） 

紫外 LED からの紫外放射を三

波長蛍光体（３色混合の蛍光体）

により白色光に変換する。 
30 80 

 
 
 LED は、p-n 接合に電流を注入するだけで光エネルギーに変換される（エネルギーの変

換ステップが２段階。蛍光体を組み合わせると、３段階）ので、真空システム光源と比較

すると、光エネルギーまでのエネルギーの変換ステップが少ない。したがって、真空シス

テム光源よりもエネルギー変換時における変換損失が少なくなることが期待される。 
 ただ、現時点では、実際の LED 素子の発光効率は、必ずしも従来の真空システム光源

より良いとはいえない。しかし、LED 光源は未だ開発途上にあり、今後 5 年以内に発光効

率が 5 倍になるとの予測もある。 
 
５． 近の白色 LED の特性 19)～22) 
5.1 白色 LED 光源諸特性の現状と従来の真空ステム光源との比較 
 報告書本文でも詳述したように、（白色）LED 光源については、現状において残念なが

ら、未だ“de facto Standard”的製品が市場に導入されてなく、特に基本となる光特性（白
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色の相関色温度、色度範囲、演色評価数 など）などについても、特性項目や定格値に対し、

製造社間で必ずしも整合が取れていない状況である。したがって、“白色 LED 光源の特性”

といっても、一義的に述べるのは難しい側面もある。現在の白色 LED 光源の中で、 も

多く出荷されているのは、表 B-2 に示した“青色 LED＋黄色蛍光体”形、いわゆる“２

色形”といわれる白色 LED である。この白色 LED についても、形状・寸法、電気特性、

光特性など仕様の標準化が、現時点で必ずしも完了しているわけではないが、標準的なも

のについては、製造社相互間でかなり近似性が高いと考えられる。 
 本文で述べたように、LED 光源は、従来の真空システム光源と比較すると特徴的相違点

がある。そのため、従来の光特性測定設備をそのまま適用すると、いろいろと要検討点が

ある。これらの各点については、現在、光の技術に関する国際組織である CIE（国際照明

委員会）において鋭意検討されているところである 13)。 
 
5.2 LED 光源と真空システム光源の比較 
 既に何度も述べたように、LED 光源は、従来の真空システム光源とは構造・大きさや

形状、点灯方式などが大きく異なっている。表 B-3 に、真空システム光源の中で広く使用

されている、白熱電球、蛍光ランプ、コンパクト形蛍光ランプと、固体素子光源の中で、

将来広く使用されることが予測されている、白色 LED 光源（2 色形白色 LED）について、

具体的に特性数値で比較した内容を示す。白色 LED 光源については、現時点（2006 年時

点）の数値の他に、2010 年に達成が予測されている数値によるものを合わせて示した。 
 

表 B-3 従来の光源と白色 LED 光源の比較（一般照明用） 
 

従来の真空システム光源 白色 LED 光源 
特性項目 

白熱電球 蛍光ランプ コンパクト蛍光ラ

ンプ 2006 年 2010 年の

予測 
１ユニット 長部寸法

［mm］ 60 ～ 250 150 ～ 2,400 90 ～ 900 3 ～ 12 ＜20 

１ユニット当たり電力

［W］ 10 ～ 1,500 4 ～ 110 4 ～ 96 0.1 ～ 5 1 ～ 50 

１ユニット当たり全光束

［lm］ 75 ～ 33,000 100 ～ 10,000 200 ～ 9,000 1.5 ～ 120 10 ～ 
600 

ランプ効率［lm・W-1］ 8 ～ 20 60 ～ 100 50 ～ 80 50 ＞100 
総合効率  ［lm・W-1］ 8 ～ 20 55 ～ 90 45 ～ 75 45 ＞90 

絶対寿命  ［hrs］ 1,000～2,000 5,000～20,000 3,000 ～ 9,000 ＞100,000 ＞

100,000 
有効寿命（% lm = 50）
［hrs］ ＞絶対寿命 ＞絶対寿命 ＞絶対寿命 ＜10,000 ＞10,000 

光束当たりの光源価格

［¥／lm］ ＜0.4 ＜0.4 0.4 ～ 4.0 20 ～ 40 ＜4.0 

（注） 
１． コンパクト形蛍光ランプには電球形蛍光ランプを含む。 
２． ランプ効率 ＝ 全光束／ランプの消費電力 （単位：lm・W-1） 
３． 総合効率 ＝ 全光束／ランプおよび点灯回路の消費電力 （単位：lm・W-1） 
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［参考資料］附属書Ｃ 
 
LED の寿命評価方法と国際標準 

 
１．光源の寿命とその定義 
1.1 光源の寿命 
 光源に限らず、あらゆる消費財は使用していくに従って（あるいは、使用しないでその

まま置いてあっても、環境等の影響により）性能が劣化し、初期の水準を維持できなくな

り、ついには期待された条件で使用出来なくなってしまう。この状態になるまでの経過時

間が寿命である。（“寿命”というのは、何も物体や建造物、消費財や部品のような無生物

についてだけいえることではない。人間を始めとする生物についても“寿命”と言う概念

は適用できる。要は、この宇宙にある森羅万象全ての“もの”に有限の寿命がある。） 
 （照明用）光源についていえば、“期待されている条件で使用出来ない”状況というのは、

例えば、スイッチを入れても（一次エネルギーを供給しても）光エネルギーに変換しない

（点灯しない ― 要するに俗っぽくいうと“点かない”）、とか、“点いて”はいるが、期待

された質と量の光が出ていないような状況が、典型的・代表的なものである。そして、光

源の寿命というのは、このような状況になるまでの点灯時間の合計時間と言うことになる。 
 従来の真空システム光源は、光源の種類毎に長短はあるが、ほとんどの光源が、光源を

点灯する器具や回路、システムの寿命よりもはるかに短い時間で寿命になるので、１器具

（システム）の使用期間（寿命期間）中に、何回か光源だけを交換する必要が生じる（と

いうか、光源が寿命になったら、器具（システム）を廃却するのではなく、光源だけを交

換して継続使用する方が経済的である）。したがって、従来の真空システム光源は、光源の

交換が必要不可欠であることを前提として、光源の交換作業が簡便に行えるような機構と

構造を持っている。 
 
1.2 照明用光源の寿命の概念と定義 
 前項で、光源の寿命とは、“（期待されている条件で）使用出来なくなるまでの合計の点

灯時間”であると記述したが、前項に述べたように、照明用光源の場合、この“使用出来

なくなる”状態には２種類ある。１つは、光源が不点になる（点灯しなくなる）状態であ

り、今ひとつは、点灯はしていても、期待されている性能が提供できていない（例えば、

放射する光の量が少なくなり、暗くなってしまっている）状態である。前者を“絶対寿命”、

後者を“有効寿命”という。通常、ある光源の寿命というと、その使用条件（点灯条件）

における“絶対寿命”と“有効寿命”の短い方の時間をいうこととしている 1)。 
 一方、寿命には今ひとつの検討すべき側面がある。人間の場合がわれわれになじみが深

く、 も分りやすいが、例えば、誕生日が同じ２人の人が居るとして、その２人の命日は

必ず同じ日になるとは限らない。即ち、人間の寿命は、人個々によって異なっている。し
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たがって、“人間の寿命は？”というような問に対しては、何らかの総括的判断が必要であ

り、通常は多くの人の寿命の平均値を取って判断しているのが一般的である。このことは

光源についても全く同様であり、例えば、製造社の光源のカタログにおいては、“寿命”と

して、この平均寿命の時間を表示するのが一般的である。 
 ところが、ある品種（形名）の光源のカタログにこの平均寿命時間を“寿命”として表

示した場合、この形名を付けて販売された光源の母集団（光源は、一般的に量産品である。）

の中には、そのカタログに表示されている寿命時間よりも短い点灯時間で使用出来なくな

るものが出てくる（統計的には、カタログ表示の寿命時間から標準偏差の３倍程度の時間

を引いた時間を経過した頃から点灯しなくなるものが出てくることになる）。このことが、

消費者との間に無用のトラブルを引起すことがあるので、製造社は、自己の責任において、

平均寿命の実績とは異なった（通常は、平均寿命より短い）時間を寿命としてカタログ表

示することがある。これは“定格寿命”といわれる 1)。 
 表 C-1 に、これらのいろいろな“寿命”の概念と定義をまとめたものを示す。 
 

表 C-1 照明用光源の寿命の定義 
（IEC 規格および JIS 規格による） 

 
寿命の種類 定  義 備  考 

絶対寿命（absolute life） 光源が不点状態になるまでの点

灯時間。 
 

有効寿命（effective life） 光源が規定した基準を満足しな

くなるまでの点灯時間。 
規定した基準として、光束維

持率(lumen maintenance)を
とることが多い。 
光束維持率 ： 
光源を所定の時間点灯した後

の全光束の初特性値（通常は 
100 時間値）に対する比。 

平均寿命 (average life) （ある光源の集団における）

個々の光源の寿命の平均値。 
 

定格寿命 (rated life) 製造業者または販売業者が（自

己の責任において）公表した光

源の寿命。 

 

 
 
２．光源の寿命の要因 
2.1 真空システム光源の寿命の要因 
 真空システム光源の場合、真空が破壊されたり、真空の度合が劣化したりすると、光源

は明らかに動作しなくなる（点灯しなくなる）。これは絶対寿命である。光源に適用可能な

真空システムを形成するためには、透光性の気密容器が必要である。この透光性気密容器

材料としては、現在までのところ、ガラスが使用されることが多い。ガラスは透光性や気

密性には優れた材料であるが、反面機械的強度があまり大きくない。ちょっとした機械的
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衝撃でガラス容器は簡単に破壊され、真空が維持できなくなる。 
 また、真空中（または、一定量の希ガス中）でのエネルギー変換過程（例えば、高温材

料からの熱放射、または放電プラズマ中でのエネルギー変換過程）においては、高温材料

の蒸発やプラズマ構成要素（電子やイオン）と使用光源材料（電極、蛍光体、真空容器そ

のもの）の相互作用が、結果として真空の度合を劣化させたり、エネルギー変換材料の変

換性能の劣化の原因にもなり、有効寿命または絶対寿命を短縮する要因となる。現在の真

空システム光源では、使用条件にもよるが、一般的に 長のもので、有効寿命はせいぜい

20,000 時間程度である。 
 
2.2 固体素子光源の寿命の要因 
 一方、固体素子光源（LED 光源）の場合は、基本部分に固体材料（半導体材料）を使用

しており、真空容器を必要としないので、機械的強度は真空システム光源に比べて格段に

大きい。（要するに、床に落としたくらいでは破壊されない。）また電気的には、電極を介

して常温で半導体材料に電流を流すだけであるから、適正範囲の電流であれば、半永久的

に電流を継続して流すことが出来る。（要するに、点かなくなることが無い。一説には、絶

対寿命は無限大とも言われる。） 少なくとも、組合せる照明器具や回路の寿命（耐用年数

－10 年～20 年）よりも長くなることは明らかである。 
 もっとも、現在市販されている LED 光源の中には有効寿命はそれほど長くないと思わ

れる品種がある。例えば、市販の２色形白色 LED（透明・砲弾形－エポキシ樹脂によるモ

ールド形）について、順方向電流：20 mA で点灯した場合、10,000 時間の点灯で、光度

が初期値の 50 %に低下したとの試験結果が報告されている。ただし、この場合の寿命中の

光度低下は、LED 光源（チップ）からの光によりエポキシ樹脂が劣化し、エポキシ樹脂の

光透過率が低下したためと推定される。（白色 LED からの光には、フォトンのエネルギー

の大きい青色領域の光が 50 % 以上含まれているため、赤色 LED などより劣化の割合が

大きいものと推定される。） 将来モールド材料の改良や、モールド方式の改良などによる

有効寿命の改良が必要である。 
 固体素子光源の有効寿命がある程度改良され、半永久的でなくとも、器具や回路の耐用

年数（10 年～20 年）と同程度以上の寿命が確保できる様になれば、光源はもはや交換部

品ではなくなり、交換するための機構・構造は一切割愛できることになる。現在広く利用

されている“ケータイ”（携帯電話）には、多数チップ形の LED 光源が組込まれているが、

全てプリント基板に直接はんだ付け等によりで装着されており、LED の交換は前提として

いない。 
 表 C-2 に、真空システム光源と固体素子光源（LED 光源）について、寿命となる原因

や要因をまとめたものを示す 2)。 
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表 C-2 真空システム光源と固体素子光源の寿命となる原因や要因 
 
寿命の種類 絶  対  寿  命 有  効  寿  命 

真空システ

ム光源 

・白熱電球： 
 (1) 真空系（容器）の破損 
 (2) フィラメント断線 
・放電ランプ： 
 (1) 真空系（容器）の破損 
 (2) 電極の破損・劣化 

・白熱電球： 
 (1) フィラメントの蒸発による真空

容器内面の汚れ（透過率低下） 
・放電ランプ： 
 (1) 仝上（(1)） 
 (2) 発光材料の劣化 

固体素子光

源 ？ ・モールド材料（エポキシ樹脂など）

の劣化（透過率低下） 
 
 
３．光源の寿命の実際と国際規格 
 LED（固体素子光源）は、開発商品化されてから、それほど時間を経過していないこと

もあって、現時点で、実際の光源の寿命は必ずしも充分に（真の寿命末期まで）確認され

ていない。白色 LED（青色 LED+黄色 YAG 蛍光体の組合せによる２色形白色 LED）の絶

対寿命は 100,000 時間以上であるといわれているが、この LED が開発商品化（1996 年）

されてから現時点（2006 年）まで、漸く 100,000 時間程度が経過したところである。現

在までのところ、固体発光素子についての適切な早期寿命判定方法が開発されていないの

で、現時点 100,000 時間以上であることの確認は充分になされているとはいえない。 
 その点、真空システム光源は、古くに開発商品化され（白熱電球は 1879 年、蛍光ラン

プは 1938 年、高圧水銀ランプは 1930 年）、実用されてきた期間が長いので、寿命実績も

充分に調査され、関連の国際規格 3), 4)や JIS 規格 5)も制定・公布されている。 
 光源の寿命の（国際）標準化を検討する場合に重要な項目のひとつは有効寿命の基準で

ある。従来の真空システム光源の場合は、明るさの低下の割合を有効寿命の基準としてい

ることが多く、上述の（国際）規格においても、光束維持率を基準としている。（光束維持

率の定義については、表 C-1 参照。） 一般照明用蛍光ランプの場合、前述の JIS 規格では、

この光束維持率を、品種によって若干差があるが、70～80 % 以上としている。 
 これは、通常の光環境に使用される一般照明用光源の場合、環境設計を行う場合の保守

率の標準値（環境の状態や保守の状況が“良、中、否”の３段階の中の“中”の場合）が

0.7（70 %）であることを受けている。したがって、LED 光源も光環境用に使用する場合

は、有効寿命の判定基準を“光束維持率：70 %”以上とすることが、従来の真空システム

光源との対抗上必要であると考えられる。 
ただ、現状の LED 光源は、一般照明用に使用されている割合は 5 %以下と少ない 6)。現

時点での LED 光源の も大きな利用分野は、表示・ディスプレイ用や信号灯用、ケータ

イのバックライト用などである。これらの分野では、（照明用光源のように、きちんと（国

際）規格化されている訳ではないが）実際的に、有効寿命の判定基準を“光度維持率：50 %”

以上としている場合が多い。これは、標識などの視認性を評価する際に適用にされる“半
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減期”という基準を受けていると考えられる。 
 表 C-3 に、真空システム光源と固体素子光源（LED 光源）について、実際の寿命の現

状をまとめたものを示す。 
 

表 C-3 真空システム光源と固体素子光源の寿命の実際 
 

絶  対  寿  命 有  効  寿  命 
区    分 実際の寿命

［hr］ 寿命の要因 実際の寿命［hr］ 寿命の要因 

白熱電球 
1,000 ～ 
  2,000 
[hrs] 

1. フィラメント断線 
2. 真空容器の破損 1,000 [hrs] 

［≧ 95 %］ 

ｏ フィラメント蒸発に 
 よる真空容器の汚れ 

蛍光ランプ 
20,000 ～ 
30,000  
[hrs] 

1. 真空容器の破損 
2. 真空度の劣化 
3. 電極の破損・劣化 

20,000 [hrs] 
［70 %］ 

1. フィラメント蒸発に 
よる真空容器の汚れ 

2. 発光材料の劣化 

真空システ

ム光源 

HID ランプ 
10,000 ～ 
50,000  
[hrs] 

1. 真空容器の破損 
2. 真空度の劣化 
3. 電極の破損・劣化 

 6,000 [hrs] ～ 
   30,000 [hrs] 
［70 %］ 

1. フィラメント蒸発に 
よる真空容器の汚れ 

2. 発光材料の劣化 

固体素子光

源 LED 光源 

≧ 
100,000 
[hrs] 
(無限大（？）) 

？ 
10,000 [hrs] ～ 
   50,000 [hrs] 
［50 %］ 

ｏ モールド樹脂の劣化 
  （透過率低下） 
 ［エポキシ樹脂］ 
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