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［要約］ 

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

品化後，1998 年に白色発光の LED 素子が開発・商品化され，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。 
このように LED を使用した新しい製品が誕生していく状況で標準化が重要であるが、

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，国内では所轄業界団体は複数存在し、政府の管掌部署も複数にまたがるた

め標準化作業推進に際しては，相互の連携が重要である。 
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。 
  

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 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。 
          

1-2 真空システム光源から固体素子光源へ  
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 
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光源特有の問題がある。ここで，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した。 
      
 1-3 LED システムの現状（特長・利点、普及状況）    

【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。 

  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 

  長年不可能とされていた青色 LED の発見により、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。 
   
 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。 
  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。 
 
 1-5 LED 市場の現状  
   世界全体の LED 市場の動向として、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。 
   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。 
       
 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 
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   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。 
（2）窒化物半導体の特性と応用 
   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。 
   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。 
（3）窒化ガリウムの応用分野と市場 
   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。 
 
 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た。 
 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

れるとことになるとしている。 
      
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   
 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した。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。 

  

 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。 

 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。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。 

 
 2-2 LED 技術の背景        

 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
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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。 

  

 2-3 LED 技術の動向  
  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。 

 

 2-4 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 について検討した。 

      
 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。 

  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。 

      
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。 
    
 3-1 照明分野における LED の活用メリット、および要件  
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  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、照明分野での住宅分野、店舗分野、エクステリア分野、専門用途の照明な

ど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ている。 
    
 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が、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。ここではバックライト分野への応用に焦点を当てて述べている。 
 
 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た。 
  
 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た。 
 
 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

出を述べている。 
 
 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。 
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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 

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。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 に示した。 
さらに表の項目の中から、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した。   
  

 4-2 LED に関する光以外の特性とその測定方法   
ここでは、LED に関する光以外の特性として電気特性、温度特性、熱特性についての

規格・試験方法について列挙している。 

 
 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。     
 

 4-4 信頼性についての規格・試験方法  
ここでは信頼性についての規格・試験方法について列挙したがそのほとんどは、半導

体の規格・試験方法に準じたものである。 
     
4-5 安全性についての規格・試験方法      

ここでは電気的安全性、機械的安全性、生体的安全性についての規格･試験方法につい

て列挙している。 
  
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  

ここでは、光環境と光の安全性についての考え方、光エネルギーの人体に対する作用、 
光の人体に対する傷害的作用について述べている。 

      
 5-2 光の生体安全性リスク評価のための国際規格  

ここでは国際規格制定の必要性と制定の経過と光の生体安全性国際規格の内容につい

て(1) 対象とする光放射の人体に対する傷害の種類、(2) 許容露光量、(3) 光生物的傷害



 8

度を基準にしたリスク・グループ分類について言及した。 
   
 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   

ここでは LED 光源の光の安全性と国際規格制定の経過およびレーザー光の安全国際

規格制定の経過と LED 光源との関係について言及した。 
 

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

た結果をしめした。 
  市販の 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。 
 
第６章 国内、国際にかかる標準化戦略調査     
 
 6-1 標準化と産業における重要性 

ここでは標準化とその対象、産業における標準化の役割について言及している。 
      
 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） 
(2) 地域標準化（Regional Standardization） 
(3) 国家的標準化（National Standardization） 
(4) 団体標準化（Association Standardization） 
(5) 社内標準化（Company Standardization） 
(6) 官公庁標準化（Governmental Standardization） 

     
 6-3 LED に関する国際標準化機構（International Standardization）  
  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、以下の３組織であり、その活動内容を詳述した。 
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） 

 
 6-4 LEDに関する標準化の動向       

現在制定公布されている LED 関係規格について一覧表に示した後、LED 関係国際

標準化の現状と今後の動向について(1) ISO(2) IEC(3) CIE における LED 関係標準化活
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動の現状と今後と題して言及した。 
 

終章 LED 標準化戦略の今後       
 
 7-1 LED 標準化戦略 

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 
       
 7-2 製品仕様の標準化推進 

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。 
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・推進を望みたい。 
       
 7-3 LED 標準化戦略策定・推進体制の一元化 

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]付属書Ａ 
LED の輝度測定法とその問題点についてまとめて言及した。 

       

[参考資料]付属書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）と演色性評価につい

てまとめて論じている。 

   

[参考資料]付属書Ｃ  

LED の寿命評価方法と国際標準についてまとめて論じている。 
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