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はじめに 
 

 米沢は上杉家第 9代藩主上杉鷹山公が藩政改革の一つとして奨励してきた米沢織（染め）、一
刀彫、成島焼、うこぎ等の伝統産業を土台に、戦時疎開企業を受入れ、電子機器関連産業に転換

した。高度経済成長期には企業誘致を開始し、工業再配置促進法に基づく全国第１号の中核工業

団地として、地域振興整備公団〔現(独)中小企業基盤整備機構〕により造成され、日本有数の工
業集積地に進化した。平成１９年度統計（現在最新版）によると、米沢市の工業出荷額は約８，

０８０億円で東北第３位の出荷額を誇っており、ものづくりは米沢の産業の中核を担っている。

米沢市工業統計データの産業中分類別出荷額（表１）を見ると、情報関連の出荷額は、４６，３

９７，６００万円で、市全体の工業出荷額の５７．４％を占めており、情報通信機械器具工業出

荷額は全国第４位（表２参照）である。 
 

表１．米沢市工業統計データ 産業中分類別工業出荷額（一部抜粋） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表２．情報通信機械器具工業出荷額 

 

産業中分類の情報に分類される地元パソコンメーカーは、国内パソコン出荷額１兆１３４６億円

（平成１９年度）のうち２０．３％のシェアを獲得している。さらにプリンターや周辺機器の製

造、修理も手がけながら、米沢市の工業出荷額の約半分を担っている。その他、市内には、液晶

テレビ、デジタルカメラやブルーレイディスクプレーヤーの部品・筺体などを製造する企業が多

数存在することから、パソコンを代表とするデジタル家電が米沢に与えるインパクトは非常に大

きいといえる。 



地域の課題 
現在、デジタル家電は海外メーカーの進出や製品の細分化などによりコモディティ化が急速に進

行しており、価格低下が著しい。優れた商品をより効率的に製造しても利益に結びつかない状態

であり、総務省が発表している物価指数の推移を見ても明らかである。（図１）新製品を投入し

ても、年々物価下落のスピードが早まっていることも利益に結びつかない原因である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

図１．デジタル家電の物価指数の推移（総務省発表値を基にグラフ化） 
 

さらに、物価指数の推移（総務省発表値）を基に、パソコンとプリンターを例にとって近似曲線

を引くと、３年後には物価が半分になると予想される。（図２）パソコンにいたっては、精度を

示すＲ－２乗値が約０．９５を示しており精度が高いことから、かなりの確率で物価の下落は避

けられない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図２．パソコン・プリンターの物価指数将来予測 



このような現状から地域資源として有機 ELを位置づけ、今後全国展開の可能性を調査する。特
に「米沢」特有の資産として、米沢地域の特徴でもある環境照明の可能性も考慮する。 
この報告書は二部構成となっている。第一部は「有機ELの照明の要因と関連」、第二部は「地域

資源である米沢市の光環境調査 －米沢市にふさわしい夜の光環境とは－」となっている。 

一部では基本的な照明と光源の概論が中心となっている。最後に有機ELの照明環境への提案が

行われている。第二部は米沢市の光環境を調査し、米沢の特長を活かし、次世代に向けての照明

性能設計への可能性を提示している。今後の有機ELが都市環境においての可能性を示唆するも

のでもある。 
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照 明 器 具 等 の 現 状 

 

１．照明器具の市場について 

 １．１ 照明器具の種類 

     照明器具は、用途により「施設用（オフィス、店舗、工場などの業務用）」と「家庭用」に大別

され、さらに使用光源の種類により、蛍光灯器具、白熱灯器具、高輝度放電ランプ（以下「ＨＩＤ

ランプ」という。）器具に区分するのが一般的である。 

これら照明器具に使用される蛍光ランプとしては、一般形蛍光ランプと Ｈｆ（高周波点灯専

用）蛍光ランプがあり、点灯装置としては、磁気式安定器と電子安定器（インバータ：高周波点

灯）がある。次に用途区分による照明器具の種類と代表例を示す。 

 

用途区分による照明器具の種類 

用途区分 光源の種類 照明器具の種類 

蛍光ランプ 蛍（１）―施設， 蛍（２）―施・家， 蛍（２）―施設 

白熱電球 白（１）―家・施 施設用照明器具 

ＨＩＤランプ 高―施設 

蛍光ランプ 蛍（２）―施・家， 蛍（３）―家庭， 蛍（４）―家庭  

白熱電球 白（１）―家・施 家庭用照明器具 

ＨＩＤランプ 高―家庭 

 

１．１．１ 蛍光灯器具 

    (1) ４０形以上の蛍光ランプを使用した器具（主に施設用） （蛍（１）―施設） 

       

          埋込みルーバ付      埋込みカバー付      埋込下面開放     直付（富士形） 

 

    (2) ４０形未満の蛍光ランプを使用した器具（主に家庭用） 

                       

    直付（カバー付）  埋込みルーバ付       ブラケット      直付（トラフ形）  ダウンライト 

    （蛍（２）―施・家） （蛍（２）―施設）              （蛍（２）―施・家） 



 

 

    (3) 環形管器具（主に家庭用） （蛍（３）―家庭） 

                      

        直付形（カバー付）  つり下げ形（ペンダント）  シャンデリア形     ブラケット  

    

 (4) 蛍光灯スタンド （蛍（４）―家庭） 

                          

          （直管ランプ使用）   （コンパクトランプ使用）  

 

１．１．２ 白熱灯器具 

    (1) 一般形（施設用及び家庭用）  （白（１）―家・施） 

                   
   じか付形  つり下げ形    ダウンライト   ブラケット    スポットライト    シャンデリア 
 
 

    (2) 特殊用（防爆、防じん用など工場、作業場で使用） （白（２）―施設） 

                    
       防爆、防じん器具 
 

１．１．３ ＨＩＤランプ器具（主に施設用） 

                    

          ハイウェイ灯       高天井用        投光器       ダウンライト 

                           （高―施設） 

 



 

               

          街路灯器具         トンネル灯          庭園灯 

                 （高―施設）               （高―家庭）  

 

   １．１．４ 照明器具に使用する主な光源 

    (1) 蛍光ランプ 

                     

       一般形（ＦＬ・ＦＬＲ）４０Ｗ未満        一般形（ＦＬ・ＦＬＲ）４０Ｗ以上 

                               

          Ｈｆ 形 ４０Ｗ未満               Ｈｆ 形 ４０Ｗ以上 

                                 直管形 

 

                  

  一般形       Ｈｆ 形            一般形・Ｈｆ 形 

              環形管                コンパクト形          電球形 

    (2) 白熱電球 

                              

           一般電球      ボール電球   ミニクリプトン電球   ハロゲン電球 

 

    (2)ＨＩＤランプ 

                         

              （Ｂ形）      （ＢＴ形）   

 



  

 １．２ 照明器具の出荷動向 

      照明器具の出荷台数は、1996 年の消費税率引上げ及び 2000 年の大店法改正前夜駆け

込み需要による一時的な需要回復はあったが、1991 年以降は減少傾向にある。 

      

照明器具出荷台数の推移
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出所：経済産業省機械統計  

 

１．３ 照明器具の品目別の出荷動向 

１．３．１ 蛍光灯器具 

照明器具の約６５％を占める蛍光灯器具では、施設用と家庭用が、ほぼ半数づつを占めて

おり、品目別推移を見ると、次のような動向にある。 

家庭用では、天井面がスッキリして広く使えること、点灯装置のインバータ化により軽量、薄

形設計が可能になったこと、簡易取り付け方式の採用などにより、ほぼ同率（３８％）であった

「つり下げ形」と「じか付形」の割合が、1994 年頃から急速に「じか付形」にシフトするとともに、

和風と洋風のデザインに対応できる環形管じか付機種が主力（５２％）となっている。 

 また、直管ブラケット（その他を含む。）は、キッチンや流し元灯を中心に２０％余の安定した

需要を保っているが、蛍光灯卓上スタンドは減少している。 

 
（(社)日本照明器具工業会自主統計による「住宅用蛍光灯器具の品目別構成比推移」参照） 

     



 

 

１．３．２ 白熱灯器具 

白熱灯器具は、照明器具全体の約３０％を占め、ほぼ横這いで推移しており、デザイン性に

富み、調光のしやすさと温かみのあるあかりとして根強い人気がある。 

白熱灯器具は、用途が多岐にわたるため施設用と家庭用に区分することが難しく、(社)日本

照明器具工業会自主統計においても区分されていない。同統計で品目別動向をみると、「埋込

み器具」（ダウンライトが主力）の割合が拡大しており、1994 年度の約３０％から 2005 年度では

約４５％に拡大し、反面、じか付器具の割合が約３０％から約２０％に縮小、つり下げ器具も

数％縮小している。 

         （(社)日本照明器具工業会自主統計による「白熱灯器具の品目別構成比推移」参照） 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

家庭用蛍光灯器具の品目別構成比推移 
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白熱灯器具の品目別構成比
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１．３．３ ＨＩＤランプ器具 

ＨＩＤランプ器具は、照明器具全体の約５％を占め、ほぼ横這いで推移している。屋外用が道

路、公共施設など公共投資の縮小で減少の反面、大型店舗、工場、物流倉庫などの設備投資

が旺盛となり、屋内用で補う展開となっている。 

 

１．４ 照明器具の輸出入動向 

     照明器具の輸出入は、品目分類が国内統計と異なり、かつ、数量統計がないため、財務省

通関統計の金額(FOB/CIF)による。 

照明器具の輸入は、200６年（歴年）には 1999 年比２倍強の４６６億円（国内出荷金額の約

９％）に達した。うち、中国(含む香港、以下同じ。)からの輸入が６２％の２９０億円を占めており、

そのほとんどが日本企業の現地法人からの逆輸入や生産委託によるＯＥＭ供給である。 

 

 

 

 

⑯白熱その他 
⑮白熱シャンデリア 

⑭白熱ブラケット 

⑬白熱埋込み 

⑫白熱じか付 

⑪白熱つり下げ 
⑩白熱スタンド 

出所：(社)日本照明器具工業会自主統計 



 

 

 

１．５ 主な国内製造販売事業者 

１．５．１ 施設用蛍光灯器具 

    松下電工㈱  東芝ライテック㈱  三菱電機照明㈱  日立ライティング㈱ オーデリック㈱ 

コイズミ照明㈱  大光電機㈱  ㈱遠藤照明  ＮＥＣライティング㈱   岩崎電気㈱ 

 

１．５．２ 家庭用蛍光灯器具 

    松下電工㈱  ＮＥＣライティング㈱  コイズミ照明㈱  丸善電機㈱  オーデリック㈱ 

東芝ホームライティング㈱    瀧住電機工業㈱  日立ライティング㈱  

ツインバード工業㈱  大光電機㈱  三菱電機照明㈱  山田照明㈱   

 

  １．５．３ 白熱灯器具 

    松下電工㈱  東芝ライテック㈱  コイズミ照明㈱  大光電機㈱  オーデリック㈱ 

 ㈱遠藤照明  三菱電機照明㈱  マックスレイ㈱   日立ライティング㈱  ヤマギワ㈱ 

岩崎電気㈱  山田照明㈱  瀧住電機工業㈱  ＮＥＣライティング㈱ 

 

 

【照明器具の輸出入の推移】
 　　　　　　　　　 出所：財務省貿易統計　　※非電気式、ｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰを除く
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１．５．４ ＨＩＤランプ器具 

    松下電工㈱  東芝ライテック㈱ 岩崎電気㈱  ㈱遠藤照明  コイズミ照明㈱    

大光電機㈱  小糸工業㈱  三菱電機照明㈱  ㈱ジーエス・ユアサ ライティング 

マックスレイ㈱   日立ライティング㈱  ㈱MARUWA SHOMEI   オーデリック㈱ 

山田照明㈱   ヤマギワ㈱  

 

   １．５．５ 一般照明用電球 

松下電器産業㈱ 東芝ライテック㈱ 三菱電機オスラム㈱ 日立ライティング㈱ 

㈱理研 イエス㈱ 舶用電球㈱ 旭光電機工業㈱ ＧＥコンシューマープロダクツジャパン㈱  

岩崎電気㈱ 

 

１．５．６ 電球形蛍光ランプ 

    松下電器産業㈱ 東芝ライテック㈱ 三菱電機オスラム㈱ 日立ライティング㈱ 

    ＮＥＣライティング㈱  岩崎電気㈱ 

 

１．５．７ ＨＩＤランプ 

    松下電器産業㈱  東芝ライテック㈱  三菱電機オスラム㈱  日立ライティング㈱ 

    ＮＥＣライティング㈱  岩崎電気㈱  ㈱ジーエス・ユアサ ライティング 

㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン  江東電気㈱  冨士電球工業㈱   

和光電材機器㈱ 

 

 1．6蛍光灯器具の現状と今後の取組み 

 1.6.1 現行省エネ法への対応 

（１） 目標達成の状況 

     1998 年 3 月末にトップランナー方式による新たな目標値が設定され、蛍光灯器具は 2005

年度が目標年度とされた。 

区分ごとの目標年度（2005 年度）の基準値と年度ごとの達成状況は、次のとおりである。 

 

 

 

 



  

●施設用蛍光灯器具  

区分   ①ＦＬＲ１１０ ②Ｈｆ４０ ③ＦＬＲ４０ ④ＦＬ４０ ①～④計 

基準(2005) 79.0  86.5  71.0  60.5  

１９９９年度 77.9  87.9  68.5  64.9  72.3  

２０００年度 82.3  92.3  69.3  67.0  75.8  

２００１年度 84.5  92.7  69.0  66.8  77.1  

２００２年度 87.3  98.0  68.9  68.3  81.8  

２００３年度 89.9  100.6  71.1  67.4  84.8  

２００４年度 94.7  101.5  71.9  68.0  87.5  

ｴﾈﾙｷﾞｰ消

費効率

(lm/W) 

２００５年度 
98.1  

（98.1） 

101.6  

（101.6） 

72.4  

（72.4） 

67.7  

（67.7） 

89.2  

（89.2） 

改善 ｌｍ／W 20.2  13.7  3.9  2.8  16.9  

                     （社）日本照明器具工業会調査。（ ）内の数値は経済産業省調査。 

 

●家庭用蛍光灯器具 

 

区  分 
  

⑤ＦＬ２０

／ 

電子安

定器 

⑥ＦＬ２０

／磁気

安定器

⑦ＦＣＬ 

７２超 

⑧ＦＣＬ 

６２超～

７２ 

⑨ＦＣＬ 

６２以下

／電子

安定器 

⑩ＦＣＬ６２ 

以下／磁

気安定器 

⑤～⑩小

計 

基準(2005) 77.0  49.0  81.0  82.0  75.5  59.0  

１９９９年度 80.2  52.6  84.1  72.9  75.4  58.4  64.4  

２０００年度 80.5  50.8  85.5  74.5  76.4  57.6  71.2  

２００１年度 80.5  52.2  88.1  77.9  79.3  59.5  76.0  

２００２年度 80.4  52.2  90.3  79.2  79.2  59.8  76.6  

２００３年度 81.5  52.3  91.1  79.3  79.8  59.7  77.9  

２００４年度 80.9  56.5  91.7  80.0  79.9  60.5  80.3  

ｴﾈﾙｷﾞｰ

消費効率

(lm/W) 

２００５年度
80.5  

（80.3） 

57.0  

（57.0） 

91.6  

（91.6） 

83.7  

（83.8） 

82.6  

（82.6） 

60.8  

（61.4） 

81.5  

（81.5） 

改善 ｌｍ／W 0.3  4.4  7.5  10.8  7.2  2.4  17.1  

（社）日本照明器具工業会調査。（ ）内の数値は経済産業省調査。 

 

 

 

 



 

 

●蛍光灯卓上スタンド 

区分   
⑪スタンド・コン

パクトランプ 

⑫スタンド・ＦＬラ

ンプ 
⑪～⑫計 

基準(2005) 62.5  61.5   

１９９９年度 65.1  59.3  64.8  

２０００年度 63.0  60.4  62.5  

２００１年度 62.5  61.0  62.3  

２００２年度 64.4  61.8  64.0  

２００３年度 64.7  61.6  64.2  

２００４年度 67.0  66.6  67.0  

ｴﾈﾙｷﾞｰ消

費効率

(lm/W) 

２００５年度 
67.7  

（67.2） 

68.8  

（68.5） 

67.7  

（67.3） 

改善 ｌｍ／W 2.6  9.5  2.9  

            （社）日本照明器具工業会調査。（ ）内の数値は経済産業省調査。 

                                           

1.6.2今後の省エネに対する取り組み 

蛍光灯器具に使用される点灯装置は、磁気式安定器と電子安定器（インバータ）に分けられ

る。このうち磁気式安定器は、蛍光ランプが開発された当初より使用されてきた方式であり、

種々の改善が図られ今日に至っているが、技術的には完成されたものである。 

従って、蛍光灯器具の省エネを更に進めるためには、省エネ性能が高い電子安定器（インバ

ータ）へのシフトを更に進めて行く必要がある。取り分け Hf 方式と称している高周波点灯専用

器具へのシフトが重要となる。 

この省エネに直結するインバータ化率の推移をみると、ほぼ一貫して上昇し、2005 年度の実

績が、家庭用蛍光灯器具の主力である環形管じか付で７８．９％(1995 年度・４１．９％)、施設

用蛍光灯器具の主力である４０形（３２Ｗ）以上で７６．２％(同・１０．３％)、家庭用全体では５７．

５％(同・２８．６％)、施設用全体では６２．８％(同・９．０％)、さらに蛍光灯器具全体では６０．

２％(同・１９．４％)となっている。    

   蛍光ランプの技術課題としては、ランプ発光効率改善が挙げられるが、大きな技術革新の期

待はできない状況にあり、今後の省エネ推進にはインバータ化率向上が最大の課題である。 



 

蛍光灯器具のインバータ化率の年度推移
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                                     （社）日本照明器具工業会調査統計 

 

 1.6.3白熱電球の現状と今後の取組み 
    白熱電球は、ランプのもつ暖かな光色、きらめき感、小形の形状など、他の光源にはない特

長を持ち、更に、安定器を必要としないメリットから、照明器具としてもその設計自由度が高く、

一般家庭、施設用ビル等において広く使用されている。 

一方、白熱電球は、発光原理上、ランプ効率は最も一般的な定格消費電力６０W のもので１

３．５ ｌｍ/W（ＪＩＳ Ｃ ７５０１-2000）と低い。現在では、約１０％の省電力を達成した定格消費

電力５４Ｗのものが普及しているが、それでもランプ効率は、１５ ｌｍ／W にとどまり、更なる改

善は、下記のように技術的にも限界に達しており、今後もあまり期待できない。 

（１） フィラメント設計の変更による改善 

    フィラメントはコイル状の巻線構造となっており、コイルを密に巻く程効率は改善されるが、

この精度も限界に近く、更なる改善は製品寿命が短くなる、振動に対する耐久性が損なわ

れる等のデメリットが生じる。 

 



 

（２） 封入ガス及び封入圧の変更による改善 

    現行アルゴンガスの代替が期待されるが、コスト等含めた評価ではアルゴンガスより効

率の良いものは見あたらない。封入圧についてもガラス加工上限界に達している。その中

で、価格的には高価になるが、この封入ガス及び封入圧の変更による改善を行った、ミニ

クリプトン電球、ハロゲン電球が実用化されているが、それでも、エネルギー消費効率は約

１６～２１ｌｍ/W の改善に留まっている。 

 

（３） フィラメント材質の変更による改善 

    より融点の高い素材を利用することによってフィラメント温度を高め、可視光放射を増加

させることが期待されるが、寿命、機械的強度、コスト面から、現在の技術では新規素材

の開発は期待できない。 

 

今後、この分野での省エネルギー化を推進するためには、白熱電球の特長を活かした使用

方法を考慮しつつ、電球形蛍光ランプへの置き換えを図っていくことが重要である。一般的な定

格消費電力５４Ｗの白熱電球に相当する電球形蛍光ランプの消費電力は１２Ｗ程度で済み、

置き換えるだけで消費電力を 4 分の１以下にすることができ、確実な省エネルギー化に繋がる。 

図に、代替対象となる一般照明用電球と電球形蛍光ランプの出荷数量の推移と電球形蛍光

ランプの出荷比率を示す。2006 年における電球形蛍光ランプの出荷数量比率は約１７％であ

る。 

今後、この比率を高めることが、省エネルギー化を進める上で肝要である。 

 

                                (社)日本電球工業会調査統計         
 

 

 

一般照明用電球と電球形蛍光ランプの出荷数量推移
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  1

1.7ＨＩＤランプの現状と今後の取組み 

   一般照明用ＨＩＤランプは、高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプの３

つに大別され、一般照明用光源の中では、比較的高光束、高効率、高輝度、及び長寿命という特

長によって、主に広場、商店街、道路及びスポーツ施設などの大規模空間の屋外広域照明、更

には、工場、店舗施設などの屋内照明用として広く使用されている。 

ＨＩＤランプの歴史は、最初、１９０１年に高圧水銀ランプが登場し、その約６０年後に、特にラン

プ効率を追求した高圧ナトリウムランプ、そしてランプ効率及び演色性（Ｒａ）を追求したメタルハラ

イドランプが相次いで開発され、最近では、これらの高圧ナトリウムランプとメタルハライドランプの

技術を融合し、高効率と高演色性を大幅に改善したセラミック製の発光管を採用したメタルハライ

ドランプ（セラミックメタルハライドランプ）が急拡大している。 

各種ＨＩＤランプの代表的な品種のランプ効率及び演色性（Ｒａ）は、下表の通りである。高圧水

銀ランプは、最も廉価であるが、ランプ効率が最も低い。このランプは、蛍光ランプの発光原理を

有し、蛍光ランプより高圧・高温にすることによって水銀自体の発光を利用して一本あたりの高光

束を実現している。ただ、発光する波長が固定（明るさを感じる効率の低い発光を含む）している

ので、原理上ランプ効率は、５５ ｌｍ/W 程度が限度であり、これ以上のランプ効率を得るにはラン

プ寿命を犠牲にするなどの弊害が生じるなど、技術的にも限界に達している。 

 

出荷比率（2） ランプ効率 演色性
（％） (lm/W） Ｒａ

高圧水銀ランプ 37 ４００Ｗ 55 60

メタルハライドランプ（1） 54 ３６０Ｗ 115 80

高圧ナトリウムランプ 9 ３６０Ｗ 125 25
(注1）メタルハライドランプの代表機種は、セラミックメタルハライドランプ。 
(注2）2006年の年間出荷数量の比率

各種ＨＩＤランプ 代表機種

 

                                           (社)日本電球工業会調査       

 

この原理上の欠点をカバーして、より高効率を実現したのが、その後数十年後に登場する高圧

ナトリウムランプ及びメタルハライドランプである。水銀の他にナトリウムあるいは金属ﾊﾛｹﾞﾝ化物

を封入することによって、明るさ感じる効率の高い広範囲な発光を実現して、ランプ効率の大幅な

改善を実現している。 ただ、いずれも高圧水銀ランプに比べて始動時に高い電圧を必要とするな

ど、特性上の互換性のないケースが多く、使用する安定器、時には器具も同時に交換を余儀なく

されるという問題があり、スムーズな置換が進んでいないのが実態である。 

このような課題はあるものの、この分野での省エネルギー化を真に実現していくためには、高圧

水銀ランプを高圧ナトリウムランプ及びメタルハライドランプに置き換えることが有効である。             

  図は、2000 年以降の各種ＨＩＤランプの出荷数量の推移である。 近年、省エネルギー化の観

点から、メタルハライドランプへ置き換えが進んでおり、今後、更にこの比率を高めていくことが重

要である。 

                                              



 

 (社)日本電球工業会調査統計 

各種高輝度放電ランプ（ＨＩＤランプ）の出荷推移
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2.白熱電球の概要と歴史 

 白熱電球（はくねつでんきゅう）とはガラス球内のフィラメント（抵抗体）のジュール熱による輻射を

利用した電球である。  

 

2.1 歴史  

さまざまな白熱電球について 

 ジュール熱を用いて導体を白熱させ照明に用いる試みは古くからあったが、一応の完成を見た真空白熱

電球はイギリスのスワンが 1878 年に発明したものである。その報を知ったアメリカのエジソンが翌 1879

年に類似の電球を製造した。当時の欧米には東洋神秘ブームがあって、商才があったエジソンは「最初に

フィラメントの原料として使われたのは、たまたま部屋にあった扇（おうぎ）の竹の骨であった」という

エピソードで発表し注目を集めた。この竹を使ったフィラメントにより、電球の寿命はそれまでの 10 時間

程度から 1200 時間以上にまで延びた。翌 1880 年、ゼネラル・エレクトリック (GE) は直流配電による

電灯事業を展開した。電球のネジ式口金が「エジソンベース」と呼ばれることからも、エジソンは「電球

の発明者」ではなく「電灯の実用化に成功した人」と言うべきだろう。 

 電球は各種の材料で試みられたフィラメントに代わり 1880 年に京都の八幡男山（おとこやま）の竹を

炭化したフィラメントによって長寿命化した。原料となったその竹は 1894 年までエジソン電灯会社 

(Edison Electric Light Company) に輸出された。エジソン電灯会社はゼネラル・エレクトリックの前身

となっている。その後、炭化した合成繊維フィラメント、やがてはオスミウムやタンタル、タングステン

といった金属フィラメントとなった。 

 

2.2 特徴  

 電力の多くが赤外線や熱として放出されるため発光効率が低い。日常用いられる 100W ガス入り白熱電

球では可視放射 10%、赤外放射 72%で残りが熱伝導による消費となる。ガラス球部分に赤外線反射膜（通

常、多重干渉膜によるダイクロイックミラー）を形成し、赤外放射の一部をフィラメントに戻すことで変

換効率を上げたものもある。 

 発光の原理上放射光の分光分布が黒体放射に近く、一般の人工光源の中では演色性に特に優れている。

このことから写真や映画、テレビの撮影光源として広く利用されるほか人工光源の演色性の基準になる光

源もそれ専用の白熱電球と特殊なフィルターの組み合わせで定義されている（CIE 標準光源）。対して LED

や蛍光灯などはその発光の原理上、1 つまたは複数の鋭いピークのあるスペクトルを持ち演色性に劣る。

人間の目では大きな問題を感じない時にも撮影光源として利用すると色カブりを生じがちである。 

2.3 部品  

フィラメント：白熱電球の発光部分本体。 

導入線 サポート線（内部導入線）：導入線のうち、バルブ内部分。ニッケル線などが用いられる。 

封着線（封着部導入線）：導入線のうち、バルブを貫通する部分。通常ジュメット線（銅被覆ニッ

ケル鋼線）。ハロゲンランプではモリブデン薄箔が用いられる。 

外部導入線：銅線が用いられる。 

ヒューズ線：外部導入線のうちの 1 つはフィラメント折損時等に発生するアーク放電による過電流を防ぐ

ため、ヒューズとなっている。コンスタンタン線が用いられる。 

アンカ（吊り子）：フィラメントを支える補助線。モリブデン線が用いられる。 

バルブ： フィラメント部を封入したガラス球。通常軟質ソーダガラス、ときに硬質硼珪酸ガラス。ハロゲ



ンランプでは石英ガラスが用いられる。 

 ほかに以下の部品がある。排気管、フレヤー、マズル、マウント、サイレンサー、ソケット 

白熱電球の構造 

1. バルブ  

2. 不活性ガス  

3. フィラメント  

4. 5. 内部導入線 

 6. 吊り子 

 7. マウント 

 8. 外部導入線（ヒューズ線）  

9. 口金  

10. 絶縁材  

11. 中心電極 

 

2.4 白熱電球の分類  

用途による分類：一般形電球、耐震電球 

封入ガスによる分類：ハロゲン電球、 クリプトン電球 

ソケットの分類：Eはネジ式の口金（エジソンベース、Edison screw）を指す。耐震性を要求される場所

では S、即ちスワンベース（引っ掛け式）を用いる。英国では普通の電球にもスワンベースの電球を用い

る場合がある。 

   * E39 - 200W 以上の大型の電球用である。 

    * E26 - 一般の電球ソケット、特殊用途以外は 200Wまでである (IEC 60061-1 (7004-21A-2)) 

    * E17 - 小型の電球ソケット、クリプトン電球に多い (IEC 60061-1 (7004-26)) 

    * E12 - 常夜灯や表示灯などに使われるソケット。 

    * E10 - 懐中電灯や表示灯に用いられる。 

 

2.5 寿命  

 現在、市販されている白熱電球の多くは 1000 - 2000 時間の寿命を持つ。ただ使用個所によっては電圧

の高い（日本では許容最大値である 110 ボルトかかる）場合もあり、この場合は 100 ボルトの電球では寿

命が短くなるために一部では 110 ボルトの電球が販売されている。110 ボルト電球を 100 ボルト電源で使

用すると 5%程消費電力が下がり、効率の低い領域での使用になるため照度は消費電力以上に低下する。反

面、寿命が 100 ボルト電球の 2 - 3 倍程度に伸びるメリットもある。 

 高温（2200 - 2700℃）となるフィラメントではその構成する素材（今日ではほとんどがタングステンと

なっている）が蒸発し、折損（俗に言う「球切れ」）することで寿命となる。また昇華したタングステンが

ガラス球内に付着し、可視放射効率低下の原因ともなる。フィラメントを真空中に置いた真空電球ではこ

の昇華が大きい。 

 ガラス球内を不活性ガスで満たすことで昇華を抑えることが出来るが、ガス中への熱伝導による損失が

大きくなる。今日用いられる白熱電球のほとんどがこのガス入り白熱電球と呼ばれるタイプのもので封入

する不活性ガスとしては通常、希ガスが用いられるがその分子量が大きいもの程熱伝導による損失が少く

なるため窒素やアルゴン以外に高価なクリプトンあるいはキセノンを用いたものもある。 



 封入ガスにハロゲン（ヨウ素、臭素、塩素あるいはその化合物）を微量混合し、ガラス球部が高温にな

るように設計することで、昇華したタングステンをフィラメントへと還元するようにしたものもある（ハ

ロゲンランプ）。 

 フィラメントの温度を高く設定すると放射光中の可視光成分が多くなり、発光効率が上昇するが、その

分フィラメントの蒸散も大きくなり、電球の寿命が短くなる。ハロゲンランプの場合、フィラメントの温

度が同じならば通常のガス入り白熱電球の数倍の寿命となるが、その温度を高く設定し、寿命は同じだが

効率が高い電球とすることもできる。 

 またフィラメントの温度を低く設定し、長寿命化した製品も存在する。例えばキセノンランプの中には、

効率が低く光色も赤色味が強くなる代わりに 10,000 時間の寿命を持つものがあり、電球交換の困難な場所

で用いられている。電球のソケット部分にダイオードを組み込み、フィラメントに流れる電流を半減させ

ることでその寿命を延ばす部品も作られているが、これも同様の原理によるものである。なおソケット部

分に電子回路を組み込み電球寿命を延ばすものも存在するが、これは電源投入時に流れるラッシュカレン

ト（電源投入の瞬間からフィラメントの温度が安定するまでの間、規格の 8 倍程度の電流が流れてしまう

現象。消灯時の冷えたフィラメントの抵抗値は点灯中の高温時に比べ低いために発生する。突入電流とも

言う）を軽減し、その時に発生するフィラメントにかかるストレスを減らすためのものである。 

 フィラメントは、通常単コイルまたは二重コイル（小径のコイルを巻き、そのコイル線で大径のコイル

を巻く）となっている。これはフィラメントの封入ガスとの接触面積を減らすことで、熱伝導を抑え発光

効率を改善するとともにその寿命を延長するのに有効である。 

  

 2.6 蛍光灯・発光ダイオード照明への移行  

2010 年現在、一般の白熱電球用の器具には一部を除いて電球形蛍光灯や発光ダイオード照明器具を使用

できる。このため、白熱電球より蛍光灯・発光ダイオードがふさわしい用途（連続点灯時間が比較的長い）

の場合は白熱電球から電球形蛍光灯・発光ダイオード照明に交換して使用されることも多い。また白熱電

球をやめて、蛍光灯・発光ダイオード照明に移行する取り組みが行われている（詳しいことは下記「使用

中止に向けた法令等」を参照のこと）。 

なお電球形蛍光灯を利用できない場合の例としては、以下などが挙げられる。 

・演色性を重視する環境の場合。特に特徴の項目で述べているとおり写真などを撮影することを

意識する場合。 

   ・調光器（明るさを変化できる回路）に接続されている場合（一部対応している製品もある）。 

・直流で点灯されている場合（車両や船舶など、インバータを使って対応させている場合もある）。 

・物理的にカバーに入りきらない場合。 

・高温、多湿などの悪環境下（サウナ風呂の照明など）で使われる場合。 

・電気的なノイズが発生しては困る場合（電波暗室などの電磁波測定施設）。 

・非常用照明器具（消防法で使用が禁止されている）。 

 

 白熱電球の明るさはかつては燭（カンデラ (cd) にほぼ等しい）を単位とする光度で表されていたが、

現在はワット (W) を単位とする消費電力で表現されている。 

 

 

2.7 使用中止に向けた法令等 



 地球温暖化防止・環境保護の観点から電力消費が多く短寿命である白熱電球は今後生産・販売を一切終

了し、消費電力が少なく長寿命である電球形蛍光灯や LED電球への切替を消費者やメーカーに促す動きが

世界的に広がっている。特にオーストラリア、フランスやアメリカ（州による）などは白熱電球の生産・

販売が今後法律で禁止される。 

日本 

 日本では 2007 年 11 月、経済産業省及び環境省が「チーム・マイナス 6%活動」の一環として「電力消

費の多い白熱電球の生産・販売を今後行わない」よう電機メーカー各社に要請する事を決めた。また 2008

年 4 月には、2012 年末までに生産と販売を自主的にやめるよう電機メーカなどに要請する方針を甘利明経

済産業大臣（当時）が表明した[1]。これに応える形で東芝ライテックは同年 4 月 14 日に 2010 年度を目

途に白熱電球の生産を原則中止すると発表し[2]、2010 年 3 月 17 日に国内大手電機メーカーで初めて白熱

電球生産より撤退した。さらにパナソニックもこれに追随する形で白熱電球の生産体制を今後大幅に縮小

し、今後は電球形蛍光灯及び LED電球の生産・販売に力点を置く事を決めている。三菱電機オスラムは一

般的な白熱電球の生産を（当初の 2012 年より 1年前倒しし）2011 年 3 月末で終了する[3]。 

 しかし電球形蛍光灯及び LED電球は販売価格が従来の白熱電球より高価である他、ダウンライト等の密

閉型器具・調光装置付き器具（使用できる製品もある）・自動点灯器具（人感センサーにより自動的に入・

切する）・非常誘導灯器具（停電時にバッテリーを電源とする）には使えない場合があり使用環境において

は湿度の高い場所では使用する事ができない（その一例として浴室の照明や屋外の屋根下の照明、業務用

の大型保冷庫の内部の照明などには使えない場合がある）ため上記の動きに対しては消費者側から反発も

予想される。 

 また照明と同時に白熱電球の発する熱を利用する農産物のビニールハウス栽培、菊の栽培、あるいは養

鶏などの用途にも発熱の少ない電球形蛍光灯は使うことができない。 

 各メーカーでは今後、こうした特殊用途向けに一定の配慮をするとしており、そのため白熱電灯の生産・

販売は完全に中止とはならない。ただし、置換可能な分野においては徹底的に置換を進めていくことにな

っている。 

フランス  

 政府と流通関係者の間で、白熱電球の販売を自粛する協定を結ぶ形で削減が進められている。2009 年 6

月 30 日に 100W 以上の白熱電球を対象に販売自粛をスタートし、以後はワッテージに合わせて段階的に

対象を広げ、2012 年 12 月 31 日には 25W以上の白熱電球までを対象とするスケジュールが予定されてい

る[4]。 

アジア  

 貧困層の多いフィリピンでは 2009 年 9 月から、アジア開発銀行の支援でエネルギー省が全国規模での

電球交換キャンペーンを始めた。住民が指定された場所に白熱電球を持ち込むと、住民 1 人につき 6 個ま

での電球型蛍光灯が支給されるというもので、フィリピン以外の一部の国でも同様の取り組みが行われて

いる。 

脚注 

   1. ^ 読売新聞 2008 年 4 月 5 日朝刊 11 面記事から一部を引用。 

   2. ^ 東芝ライテック 2008 年 4 月 14 日付プレスリリース 

   3. ^ 日本経済新聞 2010 年 6 月 16 日 13 版 15 面 

   4. ^ フランス、白熱球の販売自粛がスタート（EIC ニュース 2009 年 7 月 1 日） 



3.蛍光灯の概要と歴史 

 蛍光灯または蛍光ランプ (fluorescent lamp)、蛍光管は、放電で発生する紫外線を蛍光体に当てて可視

光線に変換する光源である。「蛍光灯」と呼ぶ場合は蛍光管を用いた光源や照明器具を指すことが多い。 

 最も広く使われているのは、電極をガラス管内に置き（内部電極型）、低圧水銀蒸気中のアーク放電によ

る 253.7nm 線を使うものである。 

 

3.1 用途  

    ・全般照明 

シーリングやペンダントなどのタイプがある。家庭用 72W以上の商品はほとんどがインバータ

ー式である。施設用・業務用は以前､磁気安定器式が多かったが、インバーター式の高周波点灯

タイプが現在は広く使用されている。 

   ・局部照明（電気スタンドなど） 

磁気安定器式からインバーター式に代わっている。 

    ・懐中電灯 

乾電池の直流を電子回路で交流にして昇圧し点灯する。携帯できる。 

    ・液晶パネルのバックライト 

非常に細い冷陰極管 (CCFL) が使われている。 

 

3.2 歴史  

1856 年: ドイツのガラス工（後に物理学者）ハインリッヒ・ガイスラーによって作られたガイスラー管が、

蛍光灯の起源と考えられている。低圧の気体を封入したガラス管の中に 2 個の電極を置き、電極間に誘導

コイルによって高電圧を加えると、放電による気体の発光が観測される。 

1859 年: フランスの物理学者アレクサンドル・エドモン・ベクレルは、蛍光・燐光・放射能の研究の際、

蛍光性ガスを管に封入することを考案した。 

1893 年: シカゴ万国博覧会ではアメリカ・イリノイ州のパビリオンが、ニコラ・テスラによる蛍光灯を紹

介した。 

1894 年: アメリカの発明家ダニエル・マクファーレン・ムーアは、ムーアランプを発明した。このランプ

は市販用であり、彼の上司だったトーマス・エジソンが発明した白熱電球と販売を競う目的でつくられた。

使われたガスは特別な不活性ガスではなく窒素・二酸化炭素であり、それぞれピンク色・白色の光を放ち、

商業的にそこそこ成功した。 

1901 年: アメリカの電気技術者ピーター・クーパー・ヒューイットは、青緑色に光る水銀灯のデモンスト

レーションを行った。照明としての実用性は低かったが、現代の蛍光灯に非常に近かった。白熱電球より

も光の波長は短かったが、効率は高かったため、写真撮影など特別な用途に使われた。 

1926 年: ドイツの発明家エトムント・ゲルマーのグループは、管内の圧力を上げ、蛍光粉末で覆うことで、

放たれた紫外線を均一な白い光に変換することを提案した。この発見によってゲルマーは一般に蛍光灯の

発明者と認められた。 

1938 年: アメリカの電機メーカー、ゼネラル・エレクトリックは、ゲルマーの特許を購入し、ジョージ・

インマンの指導のもと、蛍光灯を発売した。 

1953 年: 東京芝浦電気（現・東芝ライテック）が日本で初めて環形蛍光ランプを製作した。ワット数は 32W

で、米国ではすでに生産されていた。1955 年には、日本の配電電圧である 100V で、変圧器を用いずに簡



易なチョークコイル形安定器で直接点灯できる 30W型を開発した。15 型は 1968 年、9 型は 1982 年に発

売した。 

1973 年: 日本で初めて電球色の蛍光ランプ（直管、Ra70）を日本電気シルバニアが製作した。同年には日

立が環形の色温度 3900K の「電球色」蛍光ランプを製作している。 

1978 年: 電球形蛍光灯を日立が製作した。 

1979 年: 日本で初めて片側に反射用蛍光膜を塗った環形蛍光ランプ「リングパワー」を日立が製作した。

現在も東芝が同種の製品を出している。 

1989年: 日本で初めて紫外線褪色シールによるランプ交換時期通知機能付き蛍光ランプ「ひかりの見張番」

を日立が製作した。4000 時間ほどで黄色のシールが透明になる。 

1995 年: 世界で初めて残光形蛍光ランプ「ホタルック」を日本電気ホームエレクトロニクスが製作した。 

1999 年: 二重環形蛍光ランプ「ツインパルック」を松下が製作した（1997 年に発売開始との説明もある）。 

 

3.3 構造 

 蛍光灯は、蛍光物質が管内に塗布されたガラス管（白く見えるのは蛍光物質のせい）と、両端に取り付

けられた電極とで構成されている。電極はコイル状のフィラメントにエミッター（電子放射性物質）を塗

装したもので、これが両端に 2 本ずつ出ている 4 本の端子に繋がっている。ガラス管内には、放電しやす

くするために 2 - 4hPa（1 気圧は約 1013hPa）の封入ガス（アルゴンあるいは混合希ガス）と少量の水銀

原子が封じ込まれている。発光時の内部温度は 1 万度に達するが、気圧が非常に低い為にガラス管が溶け

るような事はない 

 

3.4 点灯の仕組み 

 電極（陰極）に電流を流すと加熱され、高温になったエミッターから大量の電子が放出される。放出さ

れた電子はもう片方の電極（陽極）に移動し、放電が始まる（通常は交流を流すため、陰極・陽極は同じ

形状である）。放電により流れる電子は、ガラス管の中に封入されている水銀原子と衝突する。すると水銀

原子が電子のエネルギーを受け、紫外線を発生させる。発生した紫外線はガラス管内に塗布されている蛍

光物質に照射され、可視光線が発生する。 

 白熱灯と比べると、同じ明るさでも消費電力を低く抑えられる。消費したエネルギーの変換比率は、可

視放射 25%、赤外放射 30%、紫外放射 0.5%で、残りは熱損失となる。 

 白熱灯と違い、点灯には安定器（インバータ含む）が必要なため、直接電圧を掛けただけでは使用でき

ない。ただし電球形蛍光灯では安定器を内蔵しているため、直接ソケットに差すだけでよい。 

 蛍光灯の点灯開始に当たってはフィラメントの予熱が必要なため、始動専用回路が必要である。 

3.5 始動方式 

3.5.1 スタータ式  

以下の 3種類がある。この器具に使えるランプは FL・FCL・FPL である。 

・グロースタート式（点灯管式）  

点灯管を用いて電源を入れると自動的に点灯する。蛍光管・安定器・点灯管（グロースタータ）で構成さ

れる。かつて一般家庭用として最も普及した。 

 始動時の動作 

1. スイッチを入れると点灯管の内部で放電が起こり、その放電熱によって点灯管内のバイメタ

ルが作動し、閉回路を構成する（点灯管は最初の放電時に光るがその後暗くなる） 



2. 点灯管を経由して流れる電流が、蛍光ランプ両端のフィラメントを予熱する（蛍光ランプの

両端がオレンジに光る） 

3. 点灯管内の放電はすでに止まっているので、バイメタルは冷え、元の位置に復帰し、点灯管

を経由する閉回路が開放される 

4. すると安定器のコイルがもつ自己誘導作用（電流が変化すると起電力を生じる性質）により、

高電圧（キック電圧という）が発生する 

5. キック電圧をきっかけにして、温められていたフィラメントから電子が放出され、蛍光ラン

プが始動する 

6. 蛍光ランプが点灯している間は、点灯管にかかる電圧が点灯管の放電開始電圧以下に下がる

ので点灯管が動作することはない（蛍光ランプの点灯前と点灯後ではインピーダンスが異なるこ

とによる） 

 始動にかかる時間は、従来型の点灯管を使用した場合は 3 秒程度と、蛍光灯の中では遅い。点灯する際

に点灯管から「ピンッ」もしくは「コン、コン」など、若干の音が出る（バイメタルの復帰のため）。電子

点灯管に交換すると、約 0.6 - 1.2 秒と通常よりも早く点灯する。 

 2008 年現在使用されている点灯管は 

    * E 形 - E17 口金タイプ 

    * FG-7E - 4-10W 

    * FG-1E - 10-30W 

    * P 形 - P21 口金タイプ、雑音防止コンデンサ内蔵 

    * FG-7P - 4-10W 

    * FG-1P - 10-30W 

    * FG-5P - 32W 

    * FG-4P - 40-65W 

    * FG-52P - 52W 

である。動作回数は 6000 回程度（長寿命形は約 18000 回）である。4 - 32W のランプでも 200V 用の安

定器を使用している場合は FG-4P が使用できる。 

 100V30W 以下および 200V40-65W はチョークコイル形安定器を用いる。100V32-65W と

100V/200V52W は放電を維持する電圧まで昇圧する必要があるので、小形で安価になる単巻磁気漏れ変

圧器形安定器を用いる。一般にこれら安定器は低力率のため、必要に応じて電源側に適当な値のコンデン

サを並列接続し高力率にする。この器具は省エネ形のランプを除き（省電力形の FLR40M/36 は安定器に

過電流が流れ、過熱・焼損の恐れがあるので不可）ラピッドスタート式のランプを取り付けても使用でき

る（ただし即時点灯はしない）。 

・手動スタート式（マニュアルスタート式） 

 グロースタータの代わりに始動用のスイッチを接続する。始動スイッチを押して（プルスイッチを引い

て）フィラメントを予熱し、ボタンを放す（プルスイッチを放す）際に安定器にキック電圧が発生して放

電が開始される。旧式のデスクスタンドや初期の蛍光灯器具に見受けられる。 

・電子スタート式  

 グロースタータの代わりに電子点灯管もしくは電子点灯回路を利用したもの。ほぼ瞬時に点灯する（約

0.6 - 1 秒）。照明器具内蔵の場合と、別売り品をグローソケットに差し込む場合とがある。始動時の点滅

がないので電極に与える負荷が少ない。ランプ寿命時には点滅を繰り返さずに消灯する。無接点なので一



般の点灯管にくらべ長寿命である（動作回数は 10 万 - 20 万回）。 

 2009 年現在市販されている電子点灯管は 

    * FE7E - 4-15W 

    * FE1E - 10-30W 

    * FE5P - 32W 

    * FE4P - 40W 

    * FE52P - 52W 

がある。 

3.5.2 ラピッドスタート式 

 ラピッド (rapid) で「速い」の意。 この器具に使えるランプは FLR である。 点灯管を使用せず始動

補助導体を持ったラピッドスタート形ランプと、予熱巻線付きの磁気漏れ変圧器形安定器の組み合わせで

始動する。点灯はほぼ即時（1 - 2 秒）。ビル・百貨店・駅・学校・会社・コンビニなどの公共施設の多く

はこの方式の蛍光灯を用いているが、後述のHf 式への移行が進んでいる。 

 安定器は大きい。ビルなどではビルメンテナンス要員が交換することが多いが、重量が重いため交換に

は手間がかかる。特に直管 110H 形になると安定器だけで 3kg 近い重さ（リードピーク形安定器の場合）

になり、2人以上の交換要員が必要になることも多い。 

 施設照明用電子式安定器（FLR 指定）はこの方式の発展で、予熱用電源部・放電用電源部で構成されて

いる。 

 始動時の動作 

          o 1 灯用 

1. ランプ両端のフィラメントが、安定器の予熱巻線から供給される電流で加熱される。 

2. 同時に、始動に必要な電圧がランプ両端にかかる。このとき始動補助導体とフィラメントと

の間に微弱な放電が発生し、すぐに主放電に発展する。 

          o 直列 2灯用 

1. フィラメントの予熱と同時に、始動用コンデンサを経てランプ 1 に電圧が加わり、微放電を

開始する 

2. 続いてランプ 2も微放電を開始し、その時の電流と始動用コンデンサの積の電圧で始動する 

+ ランプ 2本を直列接続し、片方のランプのみコンデンサを並列に接続する。通常 40Wランプ

が放電開始するには 200V 前後の電圧が、直列にすると 300V 前後必要となり 110W ランプが

放電開始するには 300V 前後の電圧が、直列にすると 450V 前後必要となる。しかし電気設備

技術基準で 300V を超える安定器類は規制が厳しくなる（ランプを外すと電源が遮断されるイン

ターロック回路の装着など）ため、この方法が取られる。 

 始動補助方式 

 ・外面シリコン式 A 

ランプ外面に撥水性の被膜を塗布し、始動補助導体（器具反射板で代用）を使用する。一般用・

高出力用。 

・外面導電ストライプ式（外面導電テープ式） M（東芝ライテックは M‐A 環形 J、三菱オスラムはM

‐D） 

 パナソニックはランプ外面に導電ストライプを塗布し、一方の電極に高抵抗を介して接続すると共に、

ランプの表面に撥水処理する。（但しストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用で



きない。）調光器具用・一般用。 

  東芝・三菱はランプ外面に導電ストライプを塗布し、ランプの表面に撥水処理する。専用器具を使用し

導電ストライプを接地させる。調光器具用 

 ・内面導電皮膜式 M（パナソニックは M-X） 

ランプ内面に透明導電性皮膜を塗布する。一般用。 

 ・内面導電ストライプ式 M-N 

ランプ内面に導電ストライプを塗布（現在は余り使われていない） 

3.5.3 インバーター式  

 インバータ回路により始動する。高周波点灯により毎秒の発光回数が増えるため、ワット数あたりの明

るさは向上する。 

 機種によって FL・FCL・FLR・FPL・FPR・FHP・FHC・FHD・FHG・FDL・FHT・FML・FWL・

FHF ランプのいずれかが使える。ランプフリータイプもある。 

・瞬時起動式 

 1 ピンタイプのスリムライン蛍光灯に使用される。余熱無しで高電圧で瞬時に始動する。FSL から始ま

るもの。2ピンのスリムライン FSR・FSL はラピッドスタート式。 

 

3.6 安定器の種類 

3.6.1 磁気回路式安定器  

 電磁安定器、または主材料から銅鉄形安定器とも言う。通常、安定器といえばこちらを指す。磁気回路

によって電流を制御する。銅・鉄が材料なので、寸法・重量ともに電子式に比較して大きい。大きなイン

ダクタンス分なので、電源電圧に対して電流の位相に遅れが生じ低力率である。したがって必要に応じて

適当な値のコンデンサを電源側もしくは二次回路側に接続して進相電流を流し、高力率にしている。回路

形式によってグロー式安定器・ラピッド式安定器の 2種類がある。 

・グロー式安定器  

 チョークコイル形：最も安価で単純である。100V30W 以下、200V65W 以下のランプに使用される。低

力率・高力率がある。 

 磁気漏れ変圧器形：単巻漏れ変圧器を使用している。100V32W 以上、200V52W のランプに使用される。

低力率・高力率がある。 

 フリッカレス形：進相回路・遅相回路の組み合わせによってちらつきを抑えた回路。高力率。 

・ラピッド式安定器 

 磁気漏れ変圧器形：フィラメント予熱巻線を持つ単巻漏れ変圧器形の安定器。低力率・高力率がある。 

 リードピーク形（ピーク進相形）：二次回路にコンデンサを直列に挿入すると共に、安定器の鉄芯にスリ

ットと呼ばれる隙間を設け、鉄芯を部分的に磁気飽和させることによりピークを持った二次電圧を得て、

比較的低い実効電圧で始動できるようにした安定器。高力率。 

 2 灯直列逐次始動形：リードピーク形の回路で、2灯のランプを直列に点灯するタイプ。直列点灯なので

一灯あたりに必要な電圧が低くなり、小形になるので、現在のラピッド式安定器では多く使われている。

高力率。 

 フリッカレス形：進相回路・遅相回路の組み合わせによってちらつきを抑えた回路。高力率。 

 ハイブリッド形：電子点灯回路を内蔵し、従来の安定器に比べ小形・軽量化を図った安定器。高力率。 

セミ共振形：コイル・コンデンサを組み合わせ、始動時にコンデンサへの充電電流で電極を予熱するとと



もに、LC共振より生じた高電圧を印加し点灯する。高力率。 

3.6.2 電子式安定器 [編集] 

 インバータ式と呼ばれることが多い。以下の種類の器具がある。 

    * 従来のスタータ管・ラピッドスタート管が使用できる 

    * Hf 方式の管が使用できる 

    * FL・FLR・FHF の 3種類の管が使える 

回路形式により次のものがある。 

・電子式蛍光灯安定器（スタータ式、ラピッド式ランプ専用）  

従来のスタータ式・ラピッドスタート式ランプ専用の電子式安定器。高周波点灯のためちらつきが少なく、

銅鉄形安定器に比較して小型・軽量である。Hf ランプは使用できない。 

 自励式：回路はブロッキング形・LC形がある。電源電圧は回路によりDC3 - 100V となっている。回

路構成が簡単なため、懐中電灯・非常灯・バス車内灯などに使用されている。 

 定電流プッシュプル式：発振回路に定電流プッシュプル回路を用いたもの。用途は同上。 

 ハーフブリッジ式 

・高周波点灯専用安定器（Hf ランプ専用もしくはランプフリー） 

 セミ共振形と類似した方法で点灯する。回路はハーフブリッジ式が多い。先の一灯用のほか、従来の直

列逐次始動形に類似した方法で始動する 2 灯用の安定器もある。単にインバーター式という場合、この形

式を指すことが多い。 

* コンデンサの充電電流が流れる時、ランプ両端の電極が予熱される。充電後に電流が流れな

くなると、LC直列共振現象で高電圧を生じ主放電へ至る。 

 * 点灯管は無い。交流の商用電源を整流回路で直流化した後、インバータ装置でより高周波の

交流電力に変換し、点灯する。 

* 即時に点灯でき、高周波点灯により発光効率も上がり、ちらつきも少なく、また始動時に適

切な時間・電圧で予熱するため蛍光灯の寿命も大幅に伸びる。 

 * 他の安定器に比べ、非常に高力率である。 

* 安定器（回路）構成部品が小型のため、器具の小型化も可能。 

 * 器具からの騒音が小さい。一般に人間の可聴周波数帯以上の 20 - 50kHz の周波数が使用さ

れる。 

* 点灯管方式と比べると明るいが、蛍光管の値段はそれと比べて高い。 

* 最近は FL・FLR・FHF のランプを共通で使用できるものや、100 - 242V の範囲内の電圧で

使用できるランプフリー・ボルトフリータイプの安定器も出回っている。この安定器は周波数に

関係なく使用可能である。安全のため、多くの安定器にはランプ寿命時に発振を停止する回路が

組み込まれている。ランプフリーのものは、通常従来管 40Wと Hf 管 32Wの長さが同じ事を利

用しているため、長さが異なるランプは不可能である。 

* 初期照度補正機能により、新品のランプと交換直前のランプの明るさの差をなくし、また初

期は明るさを抑えることで省電力にするという器具もある。 

 

3.7 蛍光管の種類 

・直管形蛍光管  

棒状の蛍光管。 



 * スタータ型 - FL（管径 16mm (4-8)）口金は G5 

 W数： 4、6、8（4、6、8Wは主に非常灯（誘導灯）や懐中電灯） 

 * スタータ型 - 25mmまたは 28mm（10・15 および省電力形 20SS18・40SS37・65SS58）、32.5mm 

(20S-52S)、38mm (20-65) 口金は G13 

 W 数：10、15、18、20、25、30、32、35、40、52、65 10、15W は鏡台や門灯など。20、40W は

一般の事務所、家庭用で使われている。30、32、65、52W はショーケースや自販機・看板などにも使わ

れるほか、事務所などでも使われているが、家庭用では学習机など一部を除き全く使われていない。口金

は G5（8W以下）、G13 

* ラピッドスタート型 - FLR （管径 38mm (20-110H)、32.5mm (20S、40S、40S36)。会社、店舗、

学校などで多く使用されている。H は高出力型、EH は超高出力型を指す。口金は G13 (20-65)、R17d 

(60H-220EH)） W数：20、32、40、65、(60H)、(80H)、110H、(110EH)、(220EH) 

* 高周波点灯専用型 - FHF （管径 25mm。会社、学校、商業施設などで多く使用されている、Hf 専用

器具で使用する。定格点灯のほか安定器によって高出力点灯も可能。近年では道路トンネルの照明にも用

いられる。口金は G13、Rx17d（86Wのみ）） W数：16 (23)、32 (45)、50 (65)、86 () は高出力点灯

時のW数 

* スリム FHF - FHF（管径 16mm、デスクスタンドなど。口金 G5） W数：24S、54S 

* スリム型 - FHL W数：6、10、(18)、(27)、(36) 

* ES 型 - FL W数：13、23、27、32 

* スリムライン - FSL・FSR・FLR（陳列棚の照明用） 

・環形蛍光管 

 丸形、円形ともいう。ドーナツ状の蛍光管。環形蛍光灯を総称して「サークライン」と呼ぶことがある

が、東芝ライテックの登録商標（日本第 468682 号）である。 

* 一般型 - FCL（現在の家庭用では多く使用されている） W数：9、15、20、30、32、40 

* ラピッドスタート型 - FCR（現在はほとんど使われていない） W数：20、30、40 

* スリムタイプ - FHC（主に家庭用、高周波点灯専用） W数：13、20、27、34、41 

* ツインタイプ - FHD（主に家庭用、高周波点灯専用） W数：40、70、85、100 

* スクエアタイプ - FHG 、FHW（主に家庭用、高周波点灯専用） W数：30、40、50、60、70、73、

103 

・コンパクト形蛍光管  

 発光管を折り曲げるまたはブリッジで組み合わせることにより小型化した蛍光管。 

* FUL - 文字通りガラス管をU字形にした蛍光ランプ W数：4、6、9、13、14、18、36 

* FPL・FPR（一般用） - 2 本のガラス管をブリッジで結合しているタイプ W数：4、6、9、13、18、

27、28、30、36、55、96 

* FHP（Hf 専用） - 2 本のガラス管をブリッジで結合しているタイプ W数：32、45、105（ランプは

Hf 器具専用） 

* FDL（一般用）‐4 本のガラス管を束にブリッジ結合しているタイプ W数：4、6、9、13、18、27、

36 

* FHT（Hf 専用）‐6 本のガラス管を束にブリッジ結合しているタイプ W数：16、24、32、42 

* FML、FMR、FWL‐4 本のガラス管を平行にブリッジ結合しているタイプ FPL と同様の W サイズが

ある。 



* FGL - 発光管をグローブで覆ったタイプ 

・電球口金付蛍光灯・電球形蛍光灯  

 ねじ式口金部分に点灯回路を内蔵し、電球とそのまま差し替えられる蛍光ランプ。 

* 一般電球形 - EFA 

* 筒形 - EFT 

* 発光管形 - EFD 

* ボール形 - EFG、BFG 

* 環形 - CFL 

 初期のころの発光管は環形・U形・ダブルU形が多かった。点灯回路もチョークコイル・点灯管・トラ

ンジスタインバーターを使用していたため、電球に比べて大きく重かった。現在はブリッジ形（東芝など）、

スパイラル形（パナソニック（旧松下電器）など）の発光管が多くなり、小形・軽量化・高効率化が進ん

でいる。点灯回路も小形・軽量化され、点灯回路を口金内に収め、寸法的に一般電球と遜色ないものも現

れた。従来は一体式であった発光管を交換できるタイプもある。 

 従来品は調光器具では使用できなかったが、現在は調光器具対応のランプも市販されている。口金は E26、

E17 タイプのものが市販されている。 

* ネジレ形蛍光灯 - トルーライトなどの名前で販売されている。自然昼光に近い演色性を持つ。 

・飛散防止膜付き蛍光管  

 ガラス管の外面全体にポリエステルフィルムなどの合成樹脂で被膜を施した蛍光管。万一の破損に対し、

樹脂フィルムで落下や飛散を防ぐ。防飛型とも呼ばれる。薄いガラス素材である蛍光管は、破損の際に非

常に細かい破片が飛散し、人や動物の目や口腔をはじめ、気管にも到達する危険がある。 

 公共施設や鉄道・バスを始めとする輸送機械、食品工場、サーバ・コンピュータルームなどに用いられ

ている。異物の混入が事故となる現場や、破片の除去・清掃が困難な製品や機器を扱う環境でも利用され

ている。高価なため、一般家庭には普及していない。フィルムに UV カット性能を持たせ、防虫（避虫）

効果を兼ね備えた製品もある。 

 

3.8 特殊な種類 

    * 高周波点灯専用型蛍光灯（Hf 蛍光灯） - FHF・FHP・FHT 

    * 冷陰極型蛍光灯（冷陰極管） - CCFL 

    * 外部電極蛍光灯 - EEFL 

    * 長時間残光型蛍光灯 

    * 光触媒膜付蛍光灯 

    * 合成樹脂皮膜付蛍光灯（飛散防止型など） 

    * 無電極蛍光灯 

    * 補虫器用蛍光灯（ケミカルランプ） 

    * 避虫用黄色蛍光灯 

    * 低温用蛍光灯（アルゴンガスの量を増やし、低温時の始動性を向上） 

    * 殺菌灯（蛍光体がないため、厳密には蛍光灯と呼べない可能性がある） 

    * ブラックライト 

    * 希ガス蛍光ランプ - 水銀を使わない蛍光灯 

 



 

3.9 光源色の種類 

 蛍光灯の発光スペクトル 光の三原色に相当する波長に均等なピークを持つため、白色光に見える 

3.9.1 色温度の種類  

 蛍光灯の色が、暖色系（低色温度）か寒色系（高色温度）かの数値であり、以下の 5 種類のいずれかに

分類されることが多い（以下の温度は色温度）。 

・昼光色 D 

    JIS では 5700 - 7100K、通常は 6500K 晴天の正午の日光の色 

・昼白色 N 

    JIS では 4600 - 5400K、通常は 5000K  晴天の正午をはさんだ時間帯の日光の色 

・白色 W 

    JIS では 3900 - 4500K、通常は 4200K 日の出 2時間後の日光の色 

・温白色 WW 

    JIS では 3200 - 3700K、通常は 3500K 夕方の日光の色 

・電球色 L 

    JIS では 2600 - 3150K、通常は 2800K・3000K  白熱電球の色である。とはいえこれ自体幅があり、

ワット数が低いものほど赤く、高い物ほど白い光を放つ。同じ電球でも調光すると、明るい時ほど色温度

が高い。 

 これらの呼び名はあくまで基本的なものであり、各メーカーが独自に名前をつける場合もある。2500K・

5700K・8000K など、上記 5色の通常値以外の色温度の製品が増加しつつあり、それらは「ウォーム色」

「クール色」「フレッシュ色」など、基本色とは異なる名称をつけて販売されているため、消費者は色温度

を確認してから買うことが求められる。白色の近辺にはあまり製品のバリエーションが存在しない。色温

度は低い領域ほど少ない温度差で色味の変化が激しく、電球色と温白色の差 (500 - 700K) は単独の光源

を別な機会に目視しても判別がつくが、昼光色・昼白色の差 (1500K) はそれほどではない。 

 上記は一般照明用のものであるが、これ以外にも栽培などの特殊用途向けの「海の色 (17000K)」とい

う物も存在する。カメラの設定などで「冷白色蛍光灯 (4150K)」というものがあるが、この名称を関した

製品はまず見かけない。おそらく海外の cool - white を直訳したものと思われるが、これは日本で言う白

色 (3900 - 4500K) のことである。 

 太陽光については、太陽そのものの発する光線のみならず、青空などの太陽以外の部分からの放射も地

表に到達するため、青白い光であっても不思議ではない（もちろん、宇宙空間から見た太陽光線の色は一

定である）。 

3.9.2 演色性の種類  

・ 三波長発光形蛍光灯 - EX 

 全光束（明るさ）が高く、演色性も Ra80 - 90 とある程度よいため、一般家庭を中心にオフィスなどで

も普及している。三波長かつ白色という蛍光管は珍しい。東芝のメロウ 5 は 5 色発光だが、三波長に分類

される。食品展示用に四波長としたものもある。 

・高演色形蛍光灯 

  AA と AAA がある。全光束は三波長形の 6割程度と低いが、演色性が Ra90 - 99 と高いため、美術的

にシビアな色彩処理が要求される場所で使用される。ほとんどが直管の製品（スタンド用コンパクト型も

ある）。太陽光を再現するために意図的に紫外線も放射する物（蛍光色の物の見え方が違う）や、逆に美術



品保護のために紫外線吸収膜をつけたものがある。電球色から昼光色までその色温度ごとに高演色形があ

るが、白色で演色 AAAのものはまれ。 

・一般型（普及型）蛍光灯 

  演色性が Ra60 - 75 と低く、全光束も三波長形の 7.5 割 - 8 割程度とあまり高くないが、安価である。

「一波長形」と呼ばれることもあるが、単色光源ではない。顔色や木質製品の色が悪く見えるため、三波

長形が出回る前は蛍光灯を嫌う人も多かった。名称に反して、一般家庭ではあまり使われておらず、スー

パーなどでもあまり販売例を見かけないが、100 円ショップでは取り扱いが多い。事務所や倉庫など、色

の見え方があまり気にならない場所や、学校のように利用時間帯および太陽光の採光条件がよい環境での

補助照明として用いるのに適している。 

・その他 

  カラー蛍光灯など。近年、心理学的に街灯を青くすると犯罪発生が減るという説があり、ブルー蛍光灯

を使う例が増えている。（青色防犯灯も参照のこと）ただし日本の取り組みに使われているカラー蛍光灯は

青すぎて暗いという説もあり、青白色の照度と色彩が両立できる物を使うのが望ましい。半導体工場には、

黄色の蛍光灯が使われる。アクアリウム用には、さまざまな色温度の蛍光管が売られている。それらのほ

とんどは直管の製品である。 

 色彩に関する事業所や病院、美術・博物館向けに、各光源色に演色性を重視した設計の高演色形「SDL」

や色評価用「EDL」がある（この場合の演色性とは「特殊演色評価数」、つまり原色を基準色とした見え方

の忠実度を指す。これは通常用いられる、中間色を基準色とした「平均演色評価数」よりも達成が難しい）。

まれに Ra が 90 を超えていて Ra では演色 AA の製品に匹敵する三波長形の製品があるが、この点で演色

AAの製品とは異なる。 

 

3.10 光色の使い分け 

 普通、蛍光ランプの光色としては価格的に安い一般型白色[W]・昼光色[D]のものが事務所などでは広く

使われていたが、最近は住宅や店舗などを主体に三波長域発光型（電球色[EX-L]、昼白色[EX-N]、昼光

色[EX-D]など）も普及している。事務所などでは一般型の白色や昼光色に替わって昼白色[N]が主流にな

りつつある。住宅用照明器具では、住宅設備照明のカタログに掲載される型番の器具(主にハウスメーカー

や自社チェーン向けとされる)では昼白色と電球色のラインナップとする一方、量販店向け型番の器具では

昼白色の代わりに昼光色をラインナップに入れているメーカーが多い。 

 なかでも店舗照明においては色温度や演色性を含めた照明設計が購買意欲に大きく影響することが認識

され、それを実現するためのさまざまな光色、配光性のランプ商品が用いられている。ただし、商品を実

物よりもよく見せるには、完璧すぎてもいけないため、特定の波長を強くしたりといった工夫がある（食

肉展示用蛍光ランプなど）。演色性は色温度ごとに決まっているため、演色性が最高でも色温度によって青

く見えたり赤く見えたりする。 

 ランプの明るさ（効率）についても、その光色によって差異がある。最も明るいのは 3 波長発光型の昼

白色・電球色であるが、3波長型でない一般型では白色[W]が最も明るい。昼光色系の場合、見た目には明

るく（青白く）感じるが、実際には白色系に比べると 10％前後暗くなるものの、実用上はあまり変わらな

い。自然光への忠実度（特殊演色評価数）を重視したタイプでは、一般照明用と比べて 30 - 40%も暗い場

合もある。 

 演色性を示す数値は同じでも、メーカーによって個性があり、色の見え方は少し異なる。例えばパルッ

クはやや緑色が過剰であると写真家などから指摘されている。 



 

 

3.11 明るさ 

 蛍光灯は、エネルギーを光に変える効率がよい。一般的には白熱電球の 5 倍の発光効率があるといわれ

る。白色発光ダイオードも高効率化が進んでおり、ほぼ同程度の照度が出る物も発売されている。 

 ランプの明るさの単位は全光束・ルーメン (lm) である。これはランプから放射される、全ての方向の

光の合計である。最新型の三波長のものでは、32W 環形のランプは 2640 ルーメンに達している。ランプ

に表示されている全光束の数値は、標準の試験用安定器を使用して測った場合の数値であるため、効率の

よいインバータ器具で使用した場合、ランプ表示のルーメン値を大きく超えることがある（インバータの

性能がよいためであり、過負荷というわけではない）。蛍光ランプ自体の発光効率は、1980 年代ごろから

ほとんど進歩していない（新方式のランプを除く）。 

 蛍光灯器具のエネルギー効率は、ルーメン / ワットであらわされる。これは器具によって大きく違い、

一般的な 28mm管の器具でも 90lm/w ぐらいのものから 50lm/w ぐらいのものまである。インバータ式

の物は高効率で、磁気安定器式の物は低効率である。ランプが長い方が発光効率良い。スリム管・スリム

ツイン管の場合は従来管よりも明るい。 

 器具のカバーも明るさに影響を及ぼす。和室用照明などの飾りがついているものや、分厚いプラスチッ

ク製のカバーは明るさを落とす。経年変化による変色も明るさや色温度が変わる元になる。 

 調光機能付きの器具の場合、2灯式で片方が消灯するものや、点灯したまま明るさが変わるものがある。

暗くした場合、省電力になるように設計されている製品もある。高級品には 2 種類の色温度のランプを併

用し、シーンによって使い分けるものもある。 

 蛍光灯は周囲温度によって明るさが変わる。寒冷時はランプが温まるまで暗く、密閉型器具などであま

りにも高温になる場合も照度低下と劣化が起きる。ホタルックなどの残光型ランプは、低温時は残光が暗

くなる。 

 

3.12 寿命  

 蛍光ランプの寿命は、種類により異なるが、およそ 6000 - 15000 時間である。蛍光ランプが点灯しな

くなり寿命を迎える原因は、ランプ点灯中に起こる、電極に塗布された電子放出性物質（主にタングステ

ン酸バリウム等）の蒸発、飛散による消耗が主となる。蛍光ランプは始動時にもっとも負荷がかかり、グ

ロースタータ（点灯管方式。後述）の場合、一回の点灯で約 1 時間寿命が縮むため、頻繁に点滅させる用

途には向かず、より長時間点灯する場所に向く。 

 蛍光ランプ大手のパナソニックは同社ランプ総合カタログにおいて、消灯時間おおむね数分程度を境に、

連続点灯による電力消費の損失が、消灯して再始動することによるランプ寿命の損失を上回る（つまり点

灯が不必要な時間が数分を超える場合は消灯・再点灯した方がランプ寿命を考えても経済的である）とし

ている。 

 後述の高周波点灯方式では、電子機器で制御することによって始動時の電極予熱を最適化し、従来方式

に比べ不点となる寿命の大幅向上を実現した（先に述べた「再始動することによるランプ寿命損失」が減

少することを意味する）。 

 直管は、一般にワット数が大きいほど定格寿命が長い。よって、器具が選べる場合は 20 ワット管 2本の

タイプより 40 ワット管 1本のタイプを選択することにより、交換の手間を減らすことができる。 

 蛍光灯器具によってもランプ寿命は変わり、良質な設計の器具であれば長持ちしたり、その逆のことが



起きたりもする。グローとインバータによる差のほか、メーカー間の差もある。 

 点灯することができても輝度は次第に低下するため、JIS 規格では光束が当初の 70%に低下した時点も

寿命としている。ただし、蛍光灯は点灯後に徐々に明るくなるため、数分待ってから計る必要がある。 

 輝度が低下する原因としては、水銀蒸気がガラス中のナトリウムと反応して黒色の付着物となること、

ガラスが紫外線を吸収して透明でなくなること、などがある。北欧ではガラスからナトリウムが浸出する

ことを防ぐコーティング技術と電子放射物質（タングステン酸バリウム等）のスパッタリングを防ぐ特殊

な陰極とを組み合わせることによって、80000 時間を超える蛍光管が実用化されている。 

 グローランプの寿命は、蛍光灯の点灯時間ではなく、点灯回数に比例する。グローランプは蛍光灯の交

換と同時に取り替えるのが蛍光灯を長持ちさせるコツだといわれることもあるが、あまり消耗していない

場合は替えなくてもよい。ただし、蛍光管の終末期に激しく点灯動作が繰り返されると、グローランプも

そのたびに消耗するので、この状態で放置すると劣化が激しく進む。 

 

3.13 外観の経時変化 

・アノードスポット 

    寿命末期に発生する。フィラメントに塗布されたバリウム酸化物などのエミッター（電子放射物質）

が飛散し、電極付近のガラス管壁に付着したもの。蛍光ランプでは電極付近が黒くなって見える（殺菌ラ

ンプではエミッターが蒸着しゲッター状になっている）。点滅が頻繁だったり電圧や電流、安定器が不適切

だとフィラメントに負担がかかり早期に出現することがある。ラピッドスタート型のランプはフィラメン

トの周囲に保護筒があり管壁へのエミッターの付着を防いでいる。ランプ寿命末期に点滅を繰り返したり、

両端のフィラメントのみが赤く光るのは、フィラメントのエミッターが消耗してしまい安定した放電を維

持できなくなるからである。 

・内面導電性被膜（EC黒化・黄変） 

    ラピッドスタート型ランプの始動補助として管内に塗布された透明導電皮膜と水銀が反応することに

よって発生する。 

・電極付近の水銀付着による黒ずみ 

    初めてランプを点灯する際にフィラメント内部に入り込んだ水銀が、フィラメントが加熱されること

により蒸発して、管壁に付着することで発生する。しばらく点灯しておくと水銀が蒸発し消滅する。 

・ガラス管中央付近の水銀付着による黒化現象 

    冷房の吹き出しなどで管が低温になる部位で発生する。寿命・特性への影響はほとんどない。 

 

3.14 器具の寿命 

 蛍光灯照明器具の寿命については消費者にはあまり認知されていないが、安定器がおよそ 8年 - 10 年、

それ以外の部分についてはおよそ 15 年が目安とされている。器具の寿命は周囲温度、点灯時間などによっ

て変化する。一般に点灯時間が長く周囲温度が高いほど短くなる。これは熱による安定器の絶縁体の劣化

が進みやすくなるからである。一般家庭向けの製品では安定器のみを交換することは想定されていないた

め、器具全体の買い替えとなるケースがほとんどである。オフィス向けのものでは安定器のみを交換でき

る場合が多いが、一般家庭向け、オフィス向けともに設計寿命を超えて使用されることが多く、20 年を超

えて使用されることも珍しくない。 

 古くなった安定器は、「ジー」という騒音を発することがある。最近の安定器は安全装置が内蔵され、寿

命が来るとコイルやヒューズが切れて電源を遮断するため、発煙・発火の恐れはほとんどない。しかし、



安全装置のない古いタイプの安定器をいつまでも使い続けるとレアショートして過熱し、最悪の場合発

煙・発火すると共に漏電事故を起こす可能性がある。電子式安定器ではコンデンサの容量抜けなどにより

ヒューズが飛んだり、コンデンサが破裂・焼損することがある。 

 1957 年（昭和 32 年）1月から 1972 年（昭和 47 年）8月までに製造された業務用・施設用の蛍光灯器

具や水銀灯器具、低圧ナトリウム灯器具の安定器内部に組み込まれている力率改善用コンデンサの絶縁体

には PCB が使われており、近年、学校に設置された蛍光灯器具内の安定器が破裂して漏れ出した PCB が

児童に降りかかる事故が発生している。これら PCB 使用照明器具の安定器は設置から 30 年以上が経ち既

に寿命を迎えている。危険なので早急な交換が必要である。PCB 含有安定器は排出者が厳重に安全に保管

しなければならない。[1] 

 シーリングライトなどの蛍光ランプが直接見えない構造の器具の場合は、光を透過するプラスチックが

蛍光ランプから出る紫外線によって劣化し、黄色く変色することがある。こうなると照度は低下し、効率

が悪くなる。現在は変色しにくく透過率が高いカバーが、メーカーによってクリーンアクリルなどと名づ

けられて採用されることが多い。 

 器具本体とは別の寿命だが、袋打ちコードと呼ばれるこたつコードにも似た発熱に耐えられるコードの

みで吊り上げている蛍光灯器具の場合、コードが陳腐化し、器具の重さによって床に落下するケースもあ

る。心配ならば、鎖で吊り上げるとよい。ほとんどの蛍光灯器具には、鎖をかけられる孔が開いている。 

 

3.15 廃棄  

 蛍光灯には水銀を含むガスが封入されているため、割って埋め立て処分するなどの方法では、割った際

にガスが環境中に放出されたり、最終処分場が水銀で汚染されてしまうなどの問題がある。そのため、水

銀を回収できる専用のリサイクル施設（例: イトムカ鉱山を参照）に処理を委託する方法がとられつつあ

り、環境マネジメントシステム ISO 14000 の認証を取得している企業などではこちらの方法が一般的で

ある。 

 米国では廃棄蛍光ランプは専門の業者が回収を行い、この際、割らずに回収することと定められている。

割れた蛍光灯を回収する場合には高額な回収費用が請求される。回収された廃棄蛍光ランプは専門の設備

により口金金属部、管状部に丁寧に分割され、中の水銀は銅キャニスターに回収される。残りの部材はア

ルミ、電極、ガラス、蛍光体へと分別され、完全リサイクルされる体制が確立されている。北欧では、廃

棄蛍光灯の総量を減らすため、蛍光灯の長寿命化への取り組みが盛んである。 

 一方、日本では、一般家庭から廃棄される蛍光灯は、一部の自治体が回収を行っているものの、現在で

も多くの地方自治体が燃えないごみに出すように定めており、環境意識の高まりとともに改善を求める声

があがっている。自治体が回収を行っていない地域であっても、一部の家電量販店や電器店・ホームセン

ターなどが「蛍光管回収協力店」として店頭で回収している場合があり、個人で持ち込むことができる。

無料で回収している場合、または蛍光灯購入を条件に回収している場合、などがある。 

 蛍光灯には蛍光体に希土類元素(レアメタル)や水銀等の有害物質が使用されており廃棄した場合、環境に

悪影響を及ぼす。そのため適切に回収され再資源化されなければならない。 

 

3.16 直管蛍光灯の太さ  

 直管蛍光灯は実用化当初は現在に比べ太かった。太さは 38mmで、型番のワット数を表す数字の後に S

が付かないか、または S が 1 つのみだった。細い直管蛍光灯が一般的になった当時は、新しい直管蛍光灯

に換えたときに、古い直管蛍光灯が太いため新しい直管蛍光灯の箱に入らないという問題も起こった。 



 通常の器具の場合、太さの異なる直管蛍光灯に交換しても問題ないが、一部の密閉器具（防水型など）

の場合、例えば FL20 を使用する器具で太さの異なる FL20SS / 18 を使用した場合、発熱量が増え危険で

あるため、この器具では必ず FL20 を使用しなければならない。また、口金部に防水パッキンがついてい

る場合も、太さが同じものを使用する必要がある。但し、旧型の直管蛍光灯の専用器具は現在はあまり見

かけないが、個人で営んでいる電器屋では、売れ残りで旧型の太い直管蛍光灯が残っている場合がわずか

ながらある（だいたい処分してしまう店が多いので、希少である）。メーカーによっては Sのないタイプを

まだ製造している場合がある。 

 2010 年現在世に出回っている直管蛍光管の直径は普通のタイプが 32.5mm、省エネタイプは 28mm、

Hf タイプが 25.5mm、T5 管が 15.5mmである。省電力設計のランプは、頻繁な点滅や温度変化に弱いと

いわれる。 

 

3.17 主な蛍光ランプのブランド  

   * パルックシリーズ（パルック・パルックプレミア）、ツインパルック、フルホワイト（昼白色）・ハイ

ライト（白色、昼光色）、パルックボールプレミア・パルックボールスパイラル（電球形蛍光灯）（Panasonic

（旧 National）） 

    * メロウシリーズ（メロウ Z PRiDE・メロウ 5・メロウホワイト（昼白色）・メロウルック・メロウラ

イン）、ネオライン・ワットブライター（白色、昼光色）・ネオボールシリーズ（ネオボール Z・ネオボー

ル Z ReaL・ネオボール Z ReaL PRiDE）（電球形蛍光灯）（東芝ライテック） 

    * きらりUV、ハイルミック（明るい輪・あかりん棒）・ハイホワイト（昼白色）・サンライン（白色、

昼光色）、コンパク灯・ナイスボールVきらりUVナイスボール・ルミボール（電球型蛍光灯）（日立製作

所） 

    * ルピカエース・ルミクリスタル（昼白色）・ネオルミスーパー（白色、昼光色）・ルピカボール（電

球形蛍光灯）（オスラム・メルコ） 

    * フレッシュルック 5（三洋電機） 

    * ライフルック・ホタルックシリーズ（ホタルック・ホタルックα）・サンホワイト 5（昼白色）・ラ

イフライン（白色、昼光色）・ライフライン II（白色、昼光色、ラピッドスタート専用）・ビタミン Day・

ホタルックボール・HGボール（電球形蛍光灯）（NECライティング） 

    * アイライン（岩崎電気） 

 

3.18 蛍光灯の価格  

 器具については、磁気安定器式の製品は安く、インバータ式の製品は高い。ただし、デザインやリモコ

ンなどの付加価値をつけた製品はさらに高価であるため、点灯方式による価格差はさほど大きくない。イ

ンバーター式でも、オーソドックスなペンダント型器具であれば環形 2 灯式で 5000 円程度、直管 1 灯式

のベースライトであれば 3000 円程度のものもある。近年は、磁気安定器かインバーターかというよりも、

環形では従来管かスリム（スリムツイン）管か、直管では従来管かHf 管かという点に注目ポイントが移り

つつある。 

 蛍光管については、近年では一般型（演色性・明るさが低い）の製品が 100 円ショップで売られるよう

になり、まれに電球型蛍光灯も 100 円で売られることがあるが、ある程度の品質を持った製品は数百円台

である。三波長タイプの相場としては、 20W 直管は 300 円台、30W環形は 500 円程度、40W環形は 800

円程度となっている。ただし、残光型や長寿命型などはより高価である。高演色型は、SDL は三波長タイ



プより少し高め、EDL は三波長タイプの 2倍程度の価格である。ただし明るさが低いので、三波長形と同

じ光量を得るには 1.5 倍程度の本数が必要である。一般型のうち昼白色のものについては、各メーカーと

も独自の名称（「ホワイト」が付くことが多い）を与え、やや高価な価格設定をしていることが多い。スタ

ータ型とラピッドスタート型の価格差はあまりない。環形の物については、1 ランク下のサイズの管が管

の内側に納まるサイズであることと、両方の管を使う器具が多いことから、2 種類のサイズの管を同梱し

て売る場合も多い。 
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スパイラル形状電球形蛍光灯 

4.電球型蛍光灯の歴史と概要 

 電球型蛍光灯とは白熱電球用ソケットに直接装着して使用できる蛍光灯

の総称である。「電球（白熱電球）」の用途に対応した仕様の蛍光灯であるこ

とから、その名で呼ばれる[1]。 

 蛍光灯器具同様のインバータ点灯回路と小型の蛍光灯を曲げたものを一

体化し、白熱電球用口金を備えてそのまま白熱電球器具で使用できる形状に

したものが市販されている。 

 世界的に低消費電力を武器に白熱電球からの置き換えが進められている

が、LEDの発達に伴い登場しつつある LED照明の低価格化との関係や、脱

水銀の動きの影響が注目される。 

 

4.1 主な特徴  

 従来の蛍光灯と同じく白熱電球と比べて光量の割に消費電力が低い[2]ので長時間連続で点灯する用途

に向いているが、点滅を繰り返す用途には不向きである。発光効率では 15lm/W の白熱電球に対して

60-70lm/W である。 

  白熱電球と比べて長寿命である。[2009 年発売のもので寿命は 6000 - 13000 時間]。 

  白熱電球と同じ E26 口金や灯屋形状に合わせた製品が販売されており、簡単に置き換えられるように

なっている。 

  点灯までに一拍空き、また本来の光量になるまで少し時間がかかる。詳しくは「白熱電球から交換した

場合の欠点」の項を参照。 

 

4.2 歴史  

 第一次石油ショックを受け、1973 年に「ワット・マイザー」という高効率蛍光管を発明したエドワード・

ハマー（en）が率いるゼネラル・エレクトリックの開発チームが 1976 年に二重螺旋構造の電球形蛍光灯

を発明したとされる[3]。しかし製造工程に必要な巨額の投資が見送られ、商品化されなかった。 

 その後、1980年 7月に東芝が世界初の電球形蛍光灯を発売した[4]。1984年には密閉形ガラスグローブ、

電子点灯回路を組み込んで軽量化した商品を発売した。それからも従来の白熱電球と同様に使用できるよ

う、明るさの向上、コンパクト化が図られ、より軽量なインバータによる点灯回路を採用した方式も商品

化された。特に E17 口金を持つミニタイプでは、マイクロチップ化した電子回路を口金部分に収納したこ

とで、形状が従来の白熱電球とほぼ同一になり、重量も約 60g になっている。 

 なお、21 世紀の社会的動向については後述の「白熱電球からの切替を促す世界的な動き」および「環境

への配慮」の項を参照。 

 

4.3 利点と欠点、それに関わる情勢  

4.3.1 白熱電球から交換した場合の利点 

 蛍光灯の特徴として、白熱電球に比べて製品寿命が長く、省電力である。白熱電球比約 20-25%の電力

消費量で同等の照度が得られ、結果として発熱も少ない。 

 1 個あたりの価格は高いものの、これらの利点から長期間の標準的な利用状況下[5]では経済面とエネル

ギー問題の両面で負担を軽減させられる（具体的には、経年劣化による交換の頻度が低くなる。電力消費

量が少なくて済み、エネルギー消費量と電気料金が軽減される）。2000 年代末の時点で大手メーカー製品



は日本円にして 800 円程度からの販売となっているが、中国製や東南アジア製を主とする 100 円程度[6]

の低価格商品も流通している。なお、最近では消費電力量で白熱電球比 20%を切るものもある。 

 多くのメーカーが電球色、昼光色、昼白色といった 3 種類ほどの色調の蛍光灯を製造しており、用途や

好みに応じて選ぶことができる。 

4.3.2 白熱電球からの切り替えを促す世界的な動き  

 地球温暖化問題と絡み、電力消費量を抑える観点から電力消費量が大きく製品寿命が短いという欠点を

持つ白熱電球の生産・販売を今後一切せず、電力消費量が小さく長寿命である電球形蛍光灯への切り替え

をメーカーおよび消費者に促す動きが世界的に広がっている。特に米国、フランス、オーストラリアでは

白熱電球の生産と販売を今後[いつ?]法律で禁止することが決まっている。日本においては、経済産業省と

環境省が白熱電球の生産と販売を終了して電球形蛍光灯のみを生産することを電機メーカー各社に要請し

ていく旨を 2007 年 11 月に申し合わせている。 

 また 2008 年 4 月には東芝ライテックが 2010 年度をめどに白熱電球生産・販売の完全終了を決定、2010

年 3 月 17 日に生産を終了した。パナソニック（旧・松下電器産業）も、その後を追うようにして白熱電球

の生産は困難・特殊用途[7]への対応だけに限定することとして点滅耐性を高めた電球形蛍光灯の生産量を

増やす方針を発表した[8]。 

4.3.3 白熱電球から交換した場合の欠点 

・点滅寿命 

 蛍光灯の特性上、（特殊なものを除いて）頻繁に点滅を繰り返すことによって寿命が低下する[9]。なお、

近年の製品では電源投入時に即点灯せずに 0.5 秒ほどの電極予熱時間を確保することによって点滅耐性を

向上させたものが主流であり、一部では点滅寿命が 4 万回を超えるものもある。なお、ビニルハウスの電

照栽培などで電球型蛍光灯を大量に並列接続した場合も白熱電球とは異なり寿命が著しく低下する。 

・点灯時間差 

 メーカーや製品によって点灯するまでの時間に差があり、点灯時間の遅い製品をトイレ等で使用した場

合、体感上気になる場合がある。パナソニックはこの問題を克服するために、2008 年 6 月に発売した「パ

ルックボールプレミア Q(クイック)」で、蛍光管の内側に小型の白熱電球を収めた「ハイブリッド点灯」

と呼ぶ方式を採用した。室温 25℃では点灯後約 1秒で 60%、60 秒後に 90%の明るさを得ている。ただし、

室温 5℃ではそれぞれ 30%と 65%になる（照度も参照）[10]ほか、この白熱電球は電球型蛍光灯の消費電

力を上回る欠点がある。 

・照度 

 蛍光灯の特性上、点灯直後や低温時にはかなり照度が低い。先述の「パルックボールプレミア Q」でも

低温時の照度不足は避けられない。そのため、（電球色で支障がない場合は）春夏秋は蛍光灯・冬季は白熱

電球と使い分けることもある。 

・調光回路との互換性 

 電子回路を内蔵しているため、調光回路などの白熱電球の特性を利用した回路を備えた器具には、対応

した電球形蛍光灯が必要である。 

・有害物質の問題 

 白熱電球には含まれていない水銀が、2010 年現在販売されている電球形蛍光灯には使われているため、

過去に半田の成分から鉛が除かれたり水銀を使用する電池の利用が避けられたりしたのと同様に、今後電

球形蛍光灯が廃棄物として廃棄される場合、環境への影響を考慮して脱水銀の対象に加えられることが予

想される。 



4.4 種類  

4.4.1 形状による違い  

A形（左）と白熱電球（右）    D形（初期のスパイラル形状）   D形（当初の形状）  G形（当初の形状）        R形 

 ここでは、日本工業規格（JIS） C7710 に基づく分類としてガラス球部分の形状種別を示す。 

    * A 形 一般電球形状 

    * D形 発光管露出形状 

    * G形 ボール電球形状 

    * T 形 円筒型電球形状 

    * R 形 レフ形 

 D 形は当初は点灯回路収納部から口金の回転軸と平行に直線で立ち上がっていたが、直線の部分が短く

改良され、ついには立ち上がりから螺旋（らせん）状のものも登場した。より長くより細い発光管をコン

パクトに巻き上げることで、光量を維持しつつ消費電力を抑えられるためである。G 形は当初は点灯回路

収納部の縁に厚みがあり、ボールとの境目の段差が大きかったが、灯具によって干渉するため縁の厚みが

薄く改良されていっている。 

 1998 年に登場した T 形（U 字型をしたタイプ）は高所での交換がしやすい形状として開発されたもの

であるが、密閉型器具だと蓋が閉まらないという欠点があったため、2009 年現在ではあまり売られておら

ず、販売をやめたメーカーもある。 

 その他に口金で分類できる。まず、白熱電球で多く用いられている E26 口金タイプが登場した。その後

E17 口金タイプも登場したが、当初は E17 口金の白熱電球より大きく器具によっては使用できなかった。

しかし、2009 年現在では白熱電球と同等の大きさのものも登場し、この問題は解消されつつある。 

4.4.2 用途による色の選択肢  

 白色、昼白色、電球色などの色の違いの製品が販売されている。白色、昼白色の場合、特定の波長の色

を強調してあるため、同じ電力消費量で比較すると視認性が高まり、勉強部屋やモダンなリビングの全体

照明に適している[11]。ただし、網膜に映る三波長を強調された画像を頭の中で色調を補正し直して認識

する必要があるため、人体に対する負担は増大する。そのため、勉強部屋の机のスタンド照明など、小さ

な活字を長い時間見つめたり、細かい作業をする用途には、白熱電球や電球色の蛍光灯が選ばれる場合も

多い。もっとも、高齢者にはこれらの電球色は暗く感じられる場合がある。 

4.4.3 無電極タイプ  

 無電極タイプはより長寿命で、頻繁な点滅の繰り返しにも対応するが、非無電極タイプに比べると高価

である。 

 

4.5 主なメーカー、ブランド名 

    * NEC ライティング：ホタルックボール 

    * オスラム：DULUX 

    * オスラム・シルバニア 



    * オスラム・メルコ：スパイラルピカ、ルピカボール 

    * オーム電機：省エネボール 

    * ゼネラル・エレクトリック：Spiral、Blax 

    * 東芝ライテック：ネオボール 

    * パナソニック：パルックボール 

    * 日立ライティング：ナイスボール、ルミボール 

    * フィリップス：ESaver 

 

脚注  

   1. ^ 「電球の形の蛍光灯」ではない。 

   2. ^ 力率がかなり低いために、実際には 2倍程度の電流を必要として電力網に負担をかけるとするレポ

ートがある（[1]）。 

   3. ^ [2] 

   4. ^ 世界初の電球形蛍光ランプ「ネオボール」 

   5. ^ 点滅の頻度が著しく高い場合などは、標準的でない（→白熱電球から交換した場合の欠点）。 

   6. ^ 日本において 100 円ショップなどで売られているもの。 

   7. ^ 白熱電球は内部の部品が発熱することで発光するのに対し蛍光灯は点滅の連続によって発光する

ため人体に対する負担は増し、勉強用のデスクのスタンド用などの用途の需要がある。 

   8. ^ 2008 年 7 月発売の「パルックボールプレミア Q」シリーズ以降は全て「パナソニック」ブランド。 

   9. ^ 頻繁な点灯を繰り返す場所には LED電球が経済的である。 

  10. ^ “業界初「ハイブリッド点灯方式」実現”. パナソニック. 2008 年 6 月 9 日閲覧。 

  11. ^ 明かりの色の選び方 

 

 



電球型（E26 口金）LED照明（LED電球） 

5.LED照明の歴史と概要 

 LED 照明とは、発光ダイオード (LED) を使用した照明器具の

ことであり、その使用そのものを指すこともある。1990 年代に青

色発光ダイオードが開発されて以降は、LED による白色光照明の

実用可能性が高まり、局所照明を中心に徐々に市販製品が登場して

いる[出典 1]。 

 短期的には、低消費で長寿命だが高価格という点で、従来の白熱

電球を置き換える電球形蛍光灯と同じような位置にあり、長期的に

は、今後の技術開発に伴う価格と消費電力の低下によって直管型蛍光灯を含めた従来型の照明器具のかな

りの割合を置き換えるのではないかと期待されている。 

 

5.1 特徴  

 LED 照明は蛍光灯や白熱電球といった従来型の照明器具と比較すると以下の特徴を備える。 

・長寿命・高信頼性 

 「高信頼性・長寿命」ということは、一度設置すれば電球交換のような保守の手間が省けることになり、

部品や器具の購入コストも削減、または不要となる。 

・低消費電力・低発熱性 

 供給される電力の多くが発光に使われ、つまり発光効率が高いために、従来の白熱照明と同じ明るさを

作るのに必要な電力が少なくて済む。消費電力が少ないと云うことは、従来では熱となって失われていた

電力分の発熱が少なくて済み、低発熱な照明器具となる。ただし、2009 年初頭現在は、蛍光灯と同程度の

発光効率であり、今後の技術向上がなければ、安価な蛍光灯を置き換えるまでには至らない可能性がある。 

・高価格 

 2010 年現在、白色を放つ高輝度 LEDの製造には高価な半導体製造装置と高度な技術が必要とされ、LED

照明そのものの生産・販売数が少ないことも量産効果を生まず高価格である理由の 1 つとなっている。ま

た、電源回路を必要とし放熱板や配光用のレンズ、散乱パネル等も器具全体を高価格にしている。 

・耐衝撃性 

 真空やフィラメントを必要としないため、衝撃に対して比較的強く作れる。 

・小型・点光源 

 ほぼ点光源であり発光部が小さく作れる。設置空間を小さくでき、デザイン上も利点ではあるが、放熱

に工夫が求められ、ヒトの目に触れる場合には拡散板のような物も必要となる。 

・高速応答性 

 熱慣性がほとんど無い LED 照明は、供給電源が断続すればそれに応じて高速度で明滅する[1]。ヒトの

目では感知できないが、機械的な録画ではそれが問題となることもある[2]。 

・直流低電圧駆動 

 1 つ 1 つの LED発光素子は直流低電圧の電源によって発光するので、100V 交流の商用電源につなぐ通

常の照明のように使用するには（基本的には）多少複雑な専用の電源回路が必要になる。 

・熱に弱い 

 元々が半導体素子である LED素子は熱に弱い性質がある。さらに使用時には低電圧大電流をかけて高輝

度発光を行なうため、発熱によって素子自身や周囲の封止パッケージが劣化して行き、最悪の場合には

LED 素子が損傷を受ける。これを避けて長寿命・高信頼性を実現するには、正しい放熱が求められる[出



典 2]。 

・その他 

 他の特徴として、有害な水銀を使っていない点や、発光色を容易に変えられること、赤外線を出さない

ことで対象に熱を伝えない、また紫外線を出さないことで虫が寄ってこないなどの利点がある[出典 3]。 

 

5.2 基本的な発色  

 LED 素子の帯域はレーザーのような線スペクトルほどではないが在来の光源に比べるとずっと狭く、単

一の LED で白色光を出すことはできない。白色 LED は実際には、2 色（互いに補色）または 3 色（おお

よそ光の三原色）の光源を組み合わせて白色にしている。 

 ただし、蛍光体により短波長の光を長波長の光に変換することができるので、LED自体は青色のみにし

て他の色は蛍光にすることもできる。蛍光の帯域は広く、帯域が広いほうが演色性に優れた良質な照明な

ので、照明には主に蛍光体が使われる。青色 LED と黄色発光体を使ったものが最も普及している。青色

LEDと赤色・緑色発光体を使ったものもあり、演色性には優れるが、高価でエネルギー効率に劣る。この

方式の発光効率は Red:35 lm/W、Green:100 lm/W、Blue:38 lm/W 程度である。 

 白色 LED では他の照明と違って発光成分のほぼ全てが可視光領域であり紫外や赤外領域には無視でき

るほどしか発光していないため、電力の変換効率は最大で 34%と蛍光管の 25%、白熱電球の 10%と比べて

効率がかなり良い。蛍光体を使うにせよ使わないにせよ、白色 LEDには青色 LEDが必須であり（蛍光で

は波長が元の光より長くなるので他の可視光 LED から青色を生むことはできない）、青色 LED の発明に

より初めて LED照明は現実的になった。 

 

5.3 照明器具の比較  

各種照明器具同士の比較を表で示す。 

 パナソニック電工によれば白熱灯に比べて約87%、蛍光灯に比べて約30%消費電力が削減できるとされ、



初期費用についても消費電力の削減によって 2-3 年で回収できるとしている[出典 6]。 

 

5.4 高輝度 LEDの構造 

 高輝度 LEDの外形形状は、シングルチップの砲弾型と表面実装型（SMD型）、マルチチップの表面実装

型と多様な形態に大別できる。LEDは逆電圧に弱いため、逆接ダイオードを備えたり、静電気に対して保

護素子を内蔵するものもある。 

5.4.1 砲弾型  

砲弾型では直径 3mm や 5mm のものが多い。配線の極性は砲弾型ではアノード側（プラス側）がリー

ド線が長く、表面実装型ではカソード側（マイナス側）に印が入っていることが多いが例外もあるので注

意が必要である。 

5.4.2 表面実装型 

 表面実装型は多様な形状が存在する。2009 年現在登場している「パワーLED」と呼ばれる新たな照明用

LED のパッケージは、放熱性や発光特性に考慮して各社で異なるため、それらの形状はまちまちである。

パッケージの背面に放熱板（ヒートシンク）が密着して取り付けられるので、放熱には有利となる。 

 基本的に表面実装型では、配線が描かれた小型基板の上にリフレクタが取り付けられ、その中央に素子

が置かれてダイ・ボンディングされ、素子と基板の間がワイヤ・ボンディングで接続される。蛍光体と樹

脂がリフレクタで囲まれた上に注がれ素子を覆っている。小型基板は樹脂、金属、セラミックが使用され

る。表面実装型（SMD型）は、一般にフェース・アップ実装とフリップチップ実装のものがある。これら

の他に、チップの新たな構造として、張り合わせタイプがある。 

・フェース・アップ実装 

 フェース・アップ実装では、素直に素子上面を外

面に向けてパッケージのリードやサブストレート

に実装し、ワイヤ・ボンディングするものである。

樹脂の熱歪でワイヤが断線する危険がある。ワイヤ

が邪魔で発光効率を下げる。発光素子のサファイヤ

基板は熱伝導率が低いため放熱はボンディングさ

れたワイヤにも頼るが、それでも熱を外に逃がし難



5.11 市場と産業  

 野村総合研究所の予測では白色 LED照明は世界全体で 2012 年には 2009 年の 3倍近くの約 4,782 億円

相当になるとされる。富士経済では日本国内の LED照明市場は、2008 年の全照明市場 4,494 億円の内の

約 3%分 133 億円程度から、2012 年には全照明市場 4,880 億円の内の約 12%分 578 億円程度になると予

測している[8]。 

 白熱電球は世界的にも環境対策や省エ

ネルギー政策の観点から使用中止が求め

られる傾向があり、日本国内では環境省と

経済産業省が 2012 年までに白熱電球の製

造と販売の中止を業界に求めており、大手

メーカーも協力する予定であるためほぼ

廃絶される方向で進んでいる。韓国では

「15/30 プロジェクト」という 2015 年ま

でに全照明の 30%を LED 照明に切り替え

る計画を進めている。中国では「10 都市街灯普及プロジェクト」によって国内 21 都市で LED 街灯を試

験的に設置する。台湾政府は 2008 年間からの 4 年間で総額 20 億台湾元を LED 関連の研究開発支援に投

資する。台湾と同様に、中国、米国も LED照明の開発に政府が多額の資金援助を行っているが、日本では

こういった政府援助の計画はない。 

 照明器具産業は製品技術や市場変化の点で長い間大きな変化がなく、白熱電球や蛍光灯管という光源を

作る幾つかのメーカーとそれを取り付ける器具メーカーがあり、両方行う総合照明メーカーも含めて棲み

分けを行い成熟した市場で安定的な関係を構築してきた。特に光源メーカーとして新規参入する機会は乏

しかったが、LED 照明の登場で産業構造に変化の兆しがある。半導体を使用した LED の光源は、半導体

産業からの光源メーカーの参入機会を作りだす。新規参入と古参のいずれのメーカーでも小型で調光が比

較的容易な LED照明ならではの製品を市場に提案しており、電球の置き換え市場だけを狙っている訳では

ない。 

 また、今後は白熱電球だけでなく直管型蛍光灯の置き換えも視野に入っている。新規参入企業の多くが

白熱電球型ではなく直管型蛍光灯の代替用途での製品開発と販売を進めている[9][10]。直管型 LED 照明

は器具の全てが LED照明専用であるものから、既設の直管型蛍光灯器具から安定器やインバータ部を取り

外して配線をつなぐもの、既設の直管型蛍光灯器具から安定器やインバータ部を取り外さずにそのまま取

り付けるもの、の 3 通りがある[11]。ただし、既設器具から安定器等を撤去する行為は器具メーカーの保

証を受けられなくなるほか、再度蛍光管に切り替える際に安定器を再設置する必要があるなどリスクが大

きい。また、安定器を残置できるタイプのものは直管型 LED照明に搭載する部品が増えるため、後述の問

題を増大させる。 

 なお、こういった直管型 LED 管照明は致命的な欠点があり、蛍光管が全方位に光を放射するのに対し、

直管型 LED照明は LEDの特性上一方向にしか光を放射しないため、指定された形の蛍光管を取りつける

ことしか想定していない既存の蛍光灯器具でこういった直管型 LED 照明を用いるのは光の性質上適して

いない。また、蛍光管に比べて直管型 LED照明はかなりの重量増となり、ソケットなど蛍光灯用器具部品

が損傷したり直管型 LED照明がソケットから落下する危険性も高い。そのため、東芝ライテック、パナソ

ニック電工、三菱電機照明など日本国内の有力照明器具メーカーは器具と LEDユニットを一体化した直管

型蛍光灯用器具の代替たる LED照明を開発・販売している。 



い。 

・フリップチップ実装 

 フリップチップ実装では、発光素子をサブマウント上にフリップチップ実装した後、サブマウントをパ

ッケージのリードやサブストレートに実装する。ワイヤ・ボンティングはサブマウントに対して行なう。

発光素子は上下が逆になるため、光はサファイヤ基板を透過して外面に向かう。発光によって熱が生じる

活性層はサブマウント近くになるため、バンプを通じての放熱が行ないやすい。ただし発光素子をバンプ

でサブマウントに付ける時に、熱と超音波振動が加えられるために素子や周辺に負担がかかる。 

 バンプとは金線を使用したワイヤ・ボンディングを利用して作る。トーチで金線の先端を加熱しボール

を作る。ボールをキャピラリで発光素子の配線パッド上に押し付け、荷重と超音波、加熱により配線パッ

ドと金線を合金化するとともにバンプを形成する。キャピラリを配線パッドから離し、バンプだけを残す。

加熱はバンプ形成では約 230℃である。 

 張り合わせタイプではフリップチップの素子に似ているが形状が少し異なり、フリップした時に外部を

向くサファイヤ層は除かれて反対に基部になる層として導電性基板が貼り付けられる。 

5.4.3 パッケージへの直接実装  

 フリップチップ実装によってセラミック製のパッケージに直接

実装する方法も採られている。セラミック製のパッケージに直接実

装すれば、サブマウントを省くことで工程の簡略化や信頼性の向上

になる。このようなものは COB (Chip on board) と呼ばれ、複数

の素子を 1 つの大きなパッケージに直接実装したモジュールとす

ることで放熱性が高められる。 

5.4.4 マルチチップの実装  

 マルチチップ LED は 1 つのパッケージ内に複数個の LED 発光

素子を搭載した複合構造の LEDである。マルチチップの実装では、表面実装型とそのほかの多様な形態の

パッケージがある。シングルチップでは素子（チップ）は高光出力で大きさも 1mm 角以上と大きめのラ

ージサイズチップが使用されることが多いが、マルチチップでは 0.6mm 角程度のミドルサイズチップや

0.35mm 角程度のノーマルサイズチップが使用されることが多い。マルチチップでは素子自身の発光色の

組み合わせによって 2通りの構成がある。 

    * すべて青色発光を行い、黄色系と赤色系の蛍光体からの色も含めた混色で白色を得る 

    * 複数の発光素子を利用して RGB各色の発光を行い、それらの混色で白色を得る 

 前者は演色性に問題が少なく、一般照明用途に向く。後者は各色のスペクトルが狭く演色性に問題があ

る。一般照明用途に向かないがカラー液晶用のバックライトには適している[3][4][出典 7]。 

 マルチチップでは発熱源が分散できるが発熱が増えるのでシングルチップ以上に放熱が求められる。ま

た、発熱部分が集中して温度が部分的に上昇し過ぎないように留意する必要がある[出典 5]。 

5.4.5 蛍光体の充填  

 蛍光体を使用する白色 LEDでは、蛍光体はリフレクタによる作られるくぼみなどに充填される。沈降な

どで発光素子の近くにだけ蛍光体の分子が濃密に分布しないよう均質に分散している必要があり、充填量

もどの製品でも等しく正確な量でなければならない。これらが守られないと、製品は色ムラによる不良と

なる[出典 5]。 

 

 



5.5 シングルチップとマルチチップ  

 シングルチップとマルチチップでは形態だけでなく特性や用途も異なってくる。 

・特性 

 シングルチップのラージサイズチップでは比較的高出力が得られるが、発光効率は低くなる。反対にマ

ルチチップのノーマルサイズチップは 1 つずつは高出力は得られないが、発光効率は高くなる。マルチチ

ップでは放熱設計が楽になる傾向がある。 

・用途 

 シングルチップは光源が 1 つであるため光学設計が単純でありレンズや反射鏡を使用する照明に向いて

いる。マルチチップは光源が複数になるので集光する用途などには向かないが、面を照らす照明や人の目

に触れる照明には点光源ごとの輝度が低いので向いている。強い光を放つ点光源では影が強く出て、用途

によっては嫌遠され、導光板や拡散板を使って面光源とすることもある。 

・工程での差 

 半導体素子は同じプロセスを経ているものでもバッチごとに微妙に特性が変化する。シングルチップを

照明用途で並べる場合を考えれば発光色の波長や光強度にバラツキがあると使用に差し支えるため、製造

工程でチップの発光特性を均一に保つようにしなければならない。チップをパッケージに実装する前に電

流を流して光を分析して分別を行い、それぞれの特性を調整する蛍光体を加える必要がある。マルチチッ

プでの 1 つのパッケージ内のチップ同士でも同様の問題があるが、特性の異なる複数のチップを組み合わ

せることで解決でき、手間のかかる蛍光体による調整は必要ない[出典 5]。 

 

5.6 寿命  

 LED は半導体であるため定格範囲内で使用する限り発光素子自身は比較的長寿命である。ただし、発光

素子を取り巻く樹脂材料は強い光や半導体の発熱で劣化を受けるため他の部分が正常でも比較的早期に透

明度が失われて使用には適さなくなる。この劣化をいかに抑えるかがLED照明の主要な課題の1つである。

また、電気製品であるため発光部以外でも例えば電源回路の電解コンデンサなども主に熱による劣化を受

けて照明器具の寿命を決める要素となりうる。 

・樹脂材料の劣化 

  白色 LED が登場した初期には、従来の赤色 LED と同様にエポキシ樹脂が用いられていたが、定格動

作しただけで蛍光灯と同等かそれよりも早く劣化が進み、白色 LEDの出力向上では一層それは顕著となっ

た。いまではシリコーン樹脂を封止材料に選ぶことでかなりの改善が見られるが、依然として熱による劣

化と透明度の低下が LED素子の寿命を決定している。 

・寿命の判定基準 

 従来の LED が状態表示等に使われている限りは明るさの低下はその装置全体の性能の決定的な要素で

はなかったが、照明器具としての白色 LEDでは明るさの低下は使用者の利便を損なうだけでなくエネルギ

ーの無駄となるため、明るさ低下の許容範囲は自ずと限られる。従来の LEDは電子部品の寿命として「輝

度が初期の 50%となるまで」と定義されているが、照明用途ではとても許容できない。例えば一般の蛍光

灯では光束が初期の 70%になるまでと定義されており、おそらく同様の規定になると考えられる[5]。 

 白色 LED の寿命はおおむね 2 万時間から 6 万時間程度とされている。照明器具全体での温度や湿度に

対する耐久性が求められるが、その全体の寿命は発光部や電源回路だけでなく、スイッチや電線なども経

年変化を受けるため、他の電気機器と同様に 10 年程度を目処に交換することが推奨される[6][出典 5]。 

 



5.7 環境特性 

・発熱  

 LED 発光素子は光を除けばおおむね半導体の順方向電圧による電力消費とそれ以外の内部抵抗による

電力消費によって発熱する。半導体部分の温度はジャンクション温度と呼ばれ、最も高温となる部位であ

る。ジャンクション温度は以下の温度モデルで表現される。 

T_j=¥Delta T_{j-b}+¥Delta T_{b-a}+T_a=(R¥theta_{j-b})+R¥theta_{b-a}¥cdot P+T_a 

Tj：ジャンクション温度 

ΔTj － b：ジャンクションとボードとの温度差 

ΔTb － a：ボードと環境との温度差 

RθTj － b：ジャンクションとボード間の熱抵抗[K・W-1] 

RθTb － a：ボードと環境間の熱抵抗[K・W-1] 

Ta：環境の温度 

P：消費電力 

 LED 発光素子のジャンクション温度の上昇が樹脂、蛍光体、はんだ、電極金属、半導体結晶などの劣化

要素となるため、ジャンクション温度の抑制が寿命や不良低減に有効となる。ジャンクション温度の抑制

には、上式が示す通り、消費電力、熱抵抗、環境温度のそれぞれを下げることが有効である。 

・低温環境 

 照明器具では低温環境での使用も考慮されなければならない。低温環境では高温による劣化といった負

の効果は避けられるが、水分の浸透による凍結膨張や結露、ショート、水分吸収による部材の化学変化な

どに配慮する必要がある。 

・放熱 

 劣化は高温度によって加速されるため、熱を効率よく逃がして過度な高温状態とならないようにするこ

とが求められる。このため照明用 LEDは十分広い面積の放熱板に取り付けられることが推奨され、これが

不可能な場合には強制空冷にするか駆動電流を減らして照度を小さくする、さもなくば寿命の短縮を甘受

することになる。照明器具として利用する場合に、従来の白熱灯や蛍光灯、HID ランプと同等に施工業者

が扱って放熱対策を万全に行なわない時には、寿命が極端に短くなる恐れがある。 

・発光による劣化  

 従来の赤色 LEDでは発光によってもそれほど劣化しなかったエポキシ樹脂も、青や紫外線での発光では

光子のエネルギーが大きいために、局部的に黄変することが知られている。照明用途では光劣化を起こし

にくいシリコーン樹脂の採用が求められる。 

・静電気対策  

 一般に半導体素子は静電気に対して脆弱である。これは多くの半導体回路と同様、規模が微小であり静

電気の放電によるジュール熱によって回路の一部が溶断などによる破壊を受けたり絶縁破壊を起こすため

である。LED素子の静電気に対する耐電圧は 200-2,000V ほどであるが、静電気放電時には数 KV-30KV

ほどになる。この時の電流値によっては LED 素子が破壊される可能性がある。そのため、LED を駆動す

る電源を経由してくる静電気の電撃を遮断する回路を組み込んだり、LEDが直接・間接に接する配線や導

体部分を外部からの静電気放電に曝されないよう遮蔽などによって保護しておく必要がある[出典 4]。 

 

 

 



5.8 比視感度  

 照明として使用される LEDには人間の目にとって都合の良い白色光が使われる。白色 LEDの発光原理

はいくつかあるが、発光効率や波長に対する強度が異なるので、LED照明の使用目的に合わせて適する種

類を選択する。 

 発光特性で考慮すべきなのは人間が照明として使用する場合、LEDの発光効率を単に物理的な光のエネ

ルギーとして計測するだけでは不十分であり、人間の比視感度まで考慮する必要がある点である。 

 ヒトの眼は、明るい環境では波長 555nm の緑色が最も敏感に明るさを感知し、それより長いか短い波

長では感度が徐々に低くなり、赤外線や紫外線では全く見えなくなる。このため照明の発色を設計する際

には、ヒトが肉眼で見た場合に自然に感じるようヒトの眼の感度も考慮する必要がある。このことは比較

的発光効率の良い長波長の赤色領域では問題とはならないが、発光効率があまり良くない短波長の青色領

域でそれだけ多くの電力を消費することになる[出典 11]。 

 

5.9 演色性  

 照明の演色性は、白昼の太陽光を最大の 100 とする指数で表わす。色空間座標上での白、黄緑、緑、赤

紫など 8 色の標準光源に対する標準対象物からの反射スペクトルと、検査対象の照明光源からの光による

標準対象物からの反射スペクトルとを比較することで、計算式による指数の平均値から一般演色指数 

(Color Rendering Index, CRI) を導出する。また、平均演色評価数 (Ra) という指数もある。 

 この CRI は白昼の太陽光が最大の 100 であるため、これより小さくなるにつれてその照明光源からの光

の下では色の再現性が劣っていることを表わす[出典 11]。 

 2009年現在は青色発光LEDにYAG系の黄色蛍光体を使用した照明用LEDが最も一般的であるがこれ

は Ra 値が 60 - 85 である。一部には青色発光 LEDに赤色と緑色の蛍光体を使用し、Ra 値が 90 以上の高

演色性 LEDと呼ばれるものが作られ使用されているが、青色発光 LED と黄色の蛍光体との組み合わせに

比べれば発光効率は 2 - 3 割低下してしまう[出典 6]。蛍光体を使わずに RGB各色それぞれの LEDを使

って混色により白色を得る方法では、緑色発光の発光効率がかなり低いだけでなく、3 色とも発光色の幅

が狭いために演色性もいくつかある方式の中では最低であり、各色の配光パターンも異なり色にムラが出

来るなどの理由で照明にはあまり用いられない。LEDは発光スペクトルが比較的狭いため、演色性を高め

るには複数の蛍光体を使って出来るだけ発光スペクトルを広げる方が良い。青色発光 LEDに赤色と緑色の

蛍光体の組み合わせ以上の演色性を求めるには、開発途上の紫外線発光 LEDに青・赤・緑の 3色の蛍光体

を使用するのが良いと考えられる。しかし紫外線発光 LED は発光効率がまだ低く、照明に使用できるま

で開発は進んでいない。 

 

5.10 経済性  

以下はランプ費用、電気代、CO2 排出量を 4万時間を前提に算出した表である[出典 5][7][出典 13]。 

 

 

 

 

 

 

 



 LED 照明は 4 万時間とも言われる長い製品寿命を持つために、1 度顧客が購入すれば 24 時間点灯して

続けても 4 年以上も交換する必要がない。このため従来の白熱電球や直管蛍光灯のような交換需要は小さ

く、各メーカーでは最初の販売機会を逃さないように注力し始めている[出典 13]。 

 

5.12 歴史  

1907 年、H. J. Roun が SiC 塊に 2 枚の電極を付け電圧をかけることで黄色く発光することが確認され、

これが世界最初の LEDによる発光である。 

1936 年、Destrian が ZnS による LEDを開発した。 

1950 年代中頃、GaAs の結晶成長技術が開発されて物理的・機械的性質の理解が進み、1962 年の CVD

（Chemical vapor deposition、化学気相成長法）や LPE（Liquid phase epitaxy、液相成長法）による

薄膜技術の登場によって、RCA、GE、MIT から赤外線 LEDの開発が報告された。 

1960 年代に、GaAs 基板上に形成した GaAsP（GaAs と GaP の混晶）の 3 元系化合物半導体によって赤

色 LEDが開発された。GaAsP の P の組成比を増やしたことでオレンジ色 LEDが開発された。 

1970 年代に P の組成比を極限にした GaP によって緑色 LED が得られ、赤から緑までの発光の後は残る

青色 LEDの開発が待たれた。 

1994 年、GaN による青色 LEDが開発された。 

 

5.13 用途  

5.13.1 代表的な使用例  

 iPod のバックライト、LED懐中電灯、自転車の LED灯、コンセプトカーであるホンダ・インサイトの

ライト部分などが主である。LEDが照明として広範に使用されている、又は今後使用が期待される主な用

途を以下に示す。 

・液晶パネル用バックライト 

    光源そのものが低消費電力で低発熱、小型である点は携帯機器に使う液晶パネル用バックライトとし

て適しているが、光をムラ無く拡散させる工夫が必要になる[12]。液晶動画特性の向上を目的として、ブ

リンキングやスキャニングを行なうには LEDの高速性が適している。また、液晶式の大画面テレビでは表

示画像の明暗に対してバックライトの明るさを部分的に変えるエリア制御を行なったり、色純度向上のた

めに LEDの発光色である RGBバランスまで調整するエリア制御を行なうものもある。 

・小型の部分照明器具 

    携帯用の懐中電灯や自転車用の前照灯といった小さな照明器具での導入が最も早く進んでいる。 

・LED電球 

    電球型とすることで既にある照明器具をそのまま LED照明に切り替えられる[13][14]。ただし、密閉

型の器具では放熱構造の問題もあり移行が進んでいない。 

・ベース照明 

    2010 年初頭の施設照明においては蛍光灯器具の方がコスト面で有利なうえに性質上一定以上の照度

を取る必要があることから、各メーカーとも Hf 型蛍光灯器具を施設照明のメインに位置付け、ダウンラ

イトなど補助照明として用いる器具や、トイレ照明など点滅が激しく蛍光灯が不得意とする分野で多く用

いられている。しかし、技術革新を行うことによって未来のベース照明を担う器具として各メーカーは位

置付けている。 

    今まで照明器具を取り扱っていなかったメーカーによって既設の蛍光灯用器具に直管型蛍光灯を模し



た LED管を取り付ける器具が発売されているが、これは蛍光管に比べてかなりの重量増になるためソケッ

トが重みに耐えられなくなり落下する危険性が増すほか、既設器具の安定器を取り外すか回路から切断す

る手間がかかる。 

・誘導灯 

    建物内での非常口と避難経路を示すための消防用設備である誘導灯には、その低消費電力と長寿命性

によって LED 照明が導入されつつあり、2010 年 4 月をもって製造ラインを LED タイプに全面移行する

ことを決定しているメーカーもある。導光板によって薄く作れ、水銀を使用していない点も、蛍光灯と差

別化できて有利である。 

・自動車 

    自動車の車内灯やメーターランプなどの比較的小さな照明用途で採用が進んでおり、前照灯での利用

も少しずつ始まっている。 

・道路交通分野 

    交通信号機での LED使用は普及期を迎え、それ以外でも街路灯で LEDが普及し始めている[15]。 

・建物内外の高所照明 

    ガソリンスタンドや街路灯のような高所に照明があるものは、当初の導入コストに加えて設置後の保

守交換作業の手間やコストまで含めて考えれば費用対効果が高いとして、具体的な採用段階に入っている

[出典 13]。 

5.13.2 特殊な使用例  

 市場規模や使用数量はまだ限定的であるが、LED照明の特徴を有効に利用した特殊な使用例を以下に示

す。 

・美術品・伝統工芸品 

 LED 照明は発光の波長が設計・製造時に決められて紫外線や赤外線を含まないものが容易に作れるため、

紫外線や赤外線による劣化を避けたい美術品や伝統工芸品には広範囲な波長を放つハロゲン電球や白熱電

球、紫外線が漏れる蛍光灯ではなく LED照明が採用されるようになってきている。 

・漁火 

 イカ漁では、集魚灯とも呼ばれる漁火（いさりび）によって海中のイカを海面近くに集めて捕獲する。1

隻で 180kW 程になる集魚灯の電力は漁船のエンジンによって発電されるが、航行も含めた消費燃料のう

ち約 60%が集魚灯の点灯のために消費される。従来のメタルハライド灯から青色 LED 照明に替えると

1/16 - 1/32 程の電力量で済むため、燃料消費を大きく削減できる。これは LEDの発光効率の高さだけで

なく、青い光が海中に伝わりやすいことや LED照明は光を一方向に放射することなども効果を高めている。 

・医療施設と半導体工場 

  医療施設や半導体工場では、精密機器に影響を与える電磁波ノイズを放つ照明器具を嫌うため、ノイズ

を放射しない LED 照明が期待されている。また蛍光灯と異なり MRI 室のような強い磁力を放つ部屋へも

設置が可能になっている。 

・歯科治療用光硬化樹脂の照射光源 

 歯科の虫歯治療で一般的に使われるようになっている光硬化樹脂製の充填剤は青色の光で硬化するもの

が多く、その光源として光量のある青色 LED光源が使用されている。従来のハロゲン照射器やキセノン照

射器では装置が幾分大きく赤外線による患部への刺激があり、また、暖機運転が必要だったり光源ランプ

の交換の手間や、そもそも装置自体の規模が大きく高価だった。細いペン状の LED光源と小さな電源部だ

けで構成される LED照射器は、そういった不便さや問題がなく価格も安く出来る[出典 2]。 



・植物育成用ライト 

 植物工場とも呼ばれる室内空間での植物育成用に LED照明を利用する考えがある。植物育成用には一般

に赤色光 (640 - 680nm) と青色光 (450 - 480nm) が求められ、これらの用途では LEDの持つ単波長特

性が適していると考えられている。 

・映像ライティング 

 照明用途と共に景観構成用の映像表示を兼ねた「映像ライティング」が商業施設などで取り入れられて

いる。従来の壁面や天井面に絵を描いて間接照明を当てていたところに、壁面や天井面全体の照明自体が

絵を投影するものである[16][出典 14]。 

・コンビニエンスストア 

 日本国内では「エネルギーの使用の合理化に関する法律」によって照明の省電力化が求められるコンビ

ニエンスストア等が店内の照明を LED照明に切り替えることで対応する例がある。環境への配慮を企業イ

メージの向上に結び付けられる効果も期待される。 

・冷蔵・冷凍庫内の照明 

 冷蔵庫や冷凍庫内に蛍光灯を使用すると低温のため照度が低下または点灯不能となるが、LED照明では

そのようなことは起こらない[出典 13]。また、白熱灯を用いる場合は白熱灯自体が熱源となり冷却効率の

低下を招いていたが、LED照明では熱量が大幅に減少するため、冷却効率の向上が図れる。 

 

5.14 開発中の技術 

 2009 年現在、低コスト化と発光効率と放熱性の向上に向けて技術開発が進められている。これら 3つは

互いに関連しあうが、基本技術で発光効率と放熱性の向上が達成できれば低コスト化につながる。また、

寿命が伸びれば使用者にとって低コストになるため、寿命に強く影響する放熱性の改善が求められる。し

かし放熱のための部品を加えることはコスト高の要因となる。2009 年現在、市場で販売されている LED

照明製品はいわば第一世代にあたるため、電源回路や筐体にはコスト改善のための改善の余地がかなり残

されている。また発光素子自体においても以下のような改善が行われている。 

5.14.1 全反射の低減  

 光は屈折率の異なる界面で屈折を起こすが、臨界角以上では全反射を起こす。半導体素子自身の内部や

封止樹脂の表面で全反射を起こすと、外部へ放射される光が減るために全反射をできるだけ減らす工夫が

行われている。 

・半導体素子 

 半導体素子の発光層表面にナノインプリント技術によって凹凸を形成し[17]光を回折させることで全反

射を防ぐ。サファイヤ基板側でも同様に凹凸を形成しておく。 

・封止樹脂 

 LED ランプは半導体素子とその配線を保護するために透明な素材の樹脂で封止されているが、半導体素

子から離れた位置の樹脂の界面では光の角度が浅くなるため全反射が起きやすい。封止樹脂を球状にする

ことで入射角が臨界角を越えないように工夫されている[出典 13]。 

5.14.2 蛍光体  

 白色 LEDでは、半導体素子から発する青色の光の一部を黄色などの蛍光体に当てて色を変えてから外部

に放射している。 

・塗布位置 

 蛍光体は封止樹脂中に混合されて製造されているが、半導体素子からの青色の光はほぼ点状で放射され



るのに対して、封止樹脂中に広がった蛍光体から発する黄色などの光はその全体から放射されるので、両

者にはずれが生じ色のムラとなってしまう。半導体素子の表面に蛍光体を塗布することでこのムラを解消

できる。 

・RG蛍光体・RGB蛍光体 

 2009 年現在の LED照明に使われている蛍光体は黄色蛍光体が主流であるが、これは青と黄の 2色で擬

似的に白色を作り出しているのであり、日光下で見える物の色を最良とした演色性の観点ではかなり劣っ

てしまう。RG 蛍光体と呼ばれる赤と緑の 2 種類の蛍光体を使えば、青・赤・緑の 3 色の光が得られるの

でかなり改善できる。さらに演色性を良くするために近紫外線発光 LEDと RGB 蛍光体という赤緑青の蛍

光体を使い、青も蛍光体による発光とすることでより自然な光が得られる。 

5.14.3 裏面からの放熱 

 従来から半導体素子は金属系の基板に搭載することで放熱性の向上が図られているが、0.2mm厚ほどの

絶縁性樹脂製の板に柱状の銅を埋め込む（Cu バンプ）ことで裏面への放熱性を向上させる手法が開発さ

れている。他にもセラミック製基板として、AlN 板に Ag ペーストで配線を印刷したものもあるがコスト

高となる。リードフレームに銅を採用したセラミックパッケージも開発が進められている[出典 13]。 

5.14.4m 面-GaN 素子  

 半導体中の結晶構造の歪みに起因する「ピエゾ電界」によって発光効率が低下するため、これを避けら

れるm面を使った GaN 素子の開発が進められている。サファイヤ基板に代わって GaN 結晶をm面に沿

って切り出した基板上に GaN 層を結晶成長させて素子が形成される。今は量産性が低く、2015 年頃の量

産を目標に開発が進められている。m 面-GaN 素子では半導体素子単体での発光効率も 200 - 300lm/W

が可能だとされる[出典 13]。 

 

5.15 規格  

 LED 照明特有の事情に絞った規格としては、唯一、韓国政府の制定した標準規格「KS 規格」が存在す

る。KS 規格内では、2009 年より新たに LED 照明の安全と性能要求事項を規定に加えており、韓国はこ

れが国際規格として採用されることで世界市場での自国企業の国際競争力強化につなげたい意向である。

LED 照明の技術面では日本企業が世界をリードしているが、工業規格や法整備の面では遅れている[出典 

13]。このため、日本国内では明確な製品基準を持たない新規参入メーカーなどが製造する製品に粗悪品も

多い。 

 

5.16 関連法令  

2009 年時点での、日本で関連する法令を以下に示す。 

・電気用品安全法  

 通産省が管轄する電気用品安全法では、LED照明器具はおよそ以下の分類基準に該当するため、電気用

品の区分として特定電気用品、または特定電気用品以外の品目としての表示を行う必要がある。 

    * 光源及び光源応用機械器具 

    * 配線器具 

    * 交流用電気機械器具 - 直流電源装置、電灯付家具、調光器、電気ペンシルなど 

    * 小型単相変圧器類 - 電圧調整器、放電灯安定器 

 具体的には、電源周波数 50Hz 又は 60Hz で定格電源電圧が 30V 以上 300V 以下の物は「特定電気用品」

であるため四角に PSE 記号を、それ以外の周波数又は電源電圧の物は「特定電気用品以外」であるので丸



い PSE 記号を表示することになる。 

・電気事業法  

 経済産業省が管轄する電気事業法によって、電気の使用者の利益保護と電気事業の健全な発達を図り、

電気工作物の工事、維持、運営を規制することで公共の安全の確保と環境の保全を図ることを目的として

いる。 

    * 電気設備技術基準：電気事業法に基づく経済産業省の省令であり、電気工作物の設計、工事、維持

に関して守るべき性能基準を定めている。 

・電気工事士法  

 経済産業省が管轄する電気工事士法によって、電気工事作業に従事する者の資格と義務を定め、電気工

事による災害発生の防止に寄与するための法律である。 

・日本工業規格  

 日本工業規格の改正後、2005 年から登場した。日本工業規格 (JIS) は鉱工業製品に関する日本国での規

格である。色に関する規格、電球・放電管・材料に関する規格、照明器具に関する規格、配線材料に関す

る規格など、多くの規格が含まれている。2005 年からは指定商品制度が廃止されて従来は規格対象外の為

にJISマークが付けられなかった製品にも、規格に合っていれば新 JISマークが表示できるようになった。 

・建築基準法  

 国土交通省が管轄する建築基準法によって、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低限の基準を

定めている。この中には電気設備に関する基準も含まれ、非常用照明設備に関する設置基準やその明るさ

などが定められている。 

・消防法  

 誘導灯や誘導標識などを決めているのは、基本となる消防法の元に細部が消防法施行令や消防法施行規

則によって規定されており、地方自治体によって違いがある場合がある。 

・団体規格  

 団体規格としては以下のようなものがある[18][出典 4]。 

    * 内線規定：民間団体である（社）日本電気協会が規定・管轄している内線規定によって、電気設備

の保安を確保し、安全に電気を使用できるように施工上で守るべき技術的事項を具体的に示している。 

    * 日本電球工業会規格 (JEL) 

      JEL311 照明用白色 LED測光方法通則 

      JEL811 照明用白色 LEDモジュール安全性要求事項 

    * 日本照明器具工業会規格 (JIL) 

 

注記  

   1. ^ LED 素子は 10-6 秒程度で明滅する。 

   2. ^ LEDの高速応答性が欠点となる例では、交通信号機に使用されるLEDの光は車載の画像記録機「ド

ライブレコーダー」に映らないことがある。 

   3. ^ 複数の発光素子を使用する場合、発光色ごとに求められる電圧や電流の特性が異なり調整が個別に

必要になる他、素子のボンディング位置が上下面のものと上面だけのものが混在すると取り付けに工夫が

求められる。また、発光効率の面でも緑色 LEDの効率が著しく低いためにすべてが青色発光のものに比べ

ると効率で劣る。緑色 LEDの発光効率は青色発光から蛍光体によって変換したほうが良いほどである。 

   4. ^ 2009年7月16日に住友電気工業は純緑色光を出力できる半導体レーザの開発に成功したと発表し



た。この波長 531mmで発光する素子は GaN（窒化ガリウム）結晶を使用しており、他の色の光から波長

変換によって緑色を作る必要がなくなり、低消費電力、低発熱での純度の高い緑色が得られると期待され

る。 

   5. ^ 日本工業標準調査会 (JISC) の標準仕様書においては、LED単体の寿命を規定条件下で LEDの全

光束又は、CIE 平均化 LED光度が点灯初期の値に対して 70%になるまでの総点灯時間とし、同様に、LED

モジュールと電球型照明用白色 LED の寿命を規定条件下でその全光束が点灯初期の値に対して 70%にな

るまでの総点灯時間としている。（LED照明推進協議会Web より） 

   6. ^ JIS C 8105-1 解説 解説表 2 

   7. ^ 別の経済性比較では、白熱電球 60Wとそれに相当する電球型 LEDで比較して、寿命は LED製品

で 4万時間に対し白熱電球は 1,000 時間、総合コストでは LED製品の 1万円ほどに対して白熱電球では 5

万円強、電球型蛍光灯でも 1万 6000 円程になるとしている。この例では 1万 4000 時間（1日 10 時間の

換算では 4年弱）を越えると電球型 LED照明の方が電球型蛍光灯よりも割安となる。 

   8. ^ 日本市場で言えば、当初、照明器具大手の東芝ライテックが E26 型の口金に対応する 40W 相当

のレフランプ・ミゼット型ランプを 2007 年 12 月に発売し、その後、2008 年 8 月に 60W相当のものを実

売価格 9,000 円程で発売した。電球型ランプとしては 40W 相当のものを 2009 年 3 月に実売価格 8,000

円程で発売した。シャープは 2009 年 6 月に 60W相当の電球型ランプを実売想定価格 4,000 円程で発表し

たため、東芝ライテックは対抗上、60W相当品を同じ価格帯まで引き下げた。エコリカやアイリスオーヤ

マ、NECライティング、パナソニックも同様の価格帯で LED電球市場に参入してきている。 

   9. ^ 三菱化工機は2009年7月に台湾LEDTECH ELECTRONICS社やシスコ社と共同開発した直管型

蛍光灯用の灯具にそのまま取り付けられる 40W型の LED照明を発売した。 

  10. ^ 三菱化学は 2008 年に三菱電線工業の LED 事業の買収を済ましており、2010 年からは日欧で

「Verbatim」ブランドで製品を出荷する予定である。 

  11. ^ 今後、既設の直管型蛍光灯器具を使用する LED 製品や専用の LED 照明器具が無秩序に混在する

ようになると、LED 照明の明確な規格が（韓国を除けば）存在しないこともあって、直管型 LED 照明用

灯具に従来型蛍光灯を誤って取り付ける事態や、従来型蛍光灯より重い製品が落下した場合のような、何

らかの事故が起きた時の責任はそれを取り付けた者が負わなければならないのが現状である 

  12. ^ 液晶のように自らは発光しない平面表示パネルの光源としては以前から冷陰極管という蛍光管が

使用されているが、高電圧を必要とし、電力の多くが発光部と電源部で無駄な熱となる、また薄形化にも

限界があるため携帯機器を中心に LEDバックライトへの移行が進んでいる。 

  13. ^ ウシオライティング社は 2008 年 12 月に 18 個の LED チップを使った「電球型 LEDフイラメン

ト電球」のサンプル出荷を開始した。これは青色発光 LED と蛍光体の組み合わせである。（日経エレクト

ロニクス 2009 年 2 月 9 日号 p.122） 

  14. ^ トヨタすまいるライフ社の愛知県三好市の「Green Avenue あざぶの丘」では 204 戸全戸に 1戸

当り 4 - 5 個の LED照明を導入し、街全体では 1,000 個ほどの LED照明が導入される予定である。2008

年末で 21 戸が完成している。 

  15. ^ 照明そのものではないが、道路のカーブで運転者に注意を促す道路視線誘導灯と、トンネルを入っ

た直後に運転者に道路幅員と線形を瞬時に認知させるためのトンネル視線誘導灯に採用が進んでいる。多

数を並べる必要があるこれらの用途では、LED照明の小型で長寿命な点が有利である。また、弱視者向け

に夜間路上での安全をガイドする LED点字ブロックも存在する。小型で長寿命に加えて指向性が高く出来

る点も有利である。 



  16. ^ ラスベガスのフリーモント・エクスペリエンスのものでは 400mのアーケードの天井に 1200 万個

以上の LEDが配された。 

  17. ^ ナノインプリント技術による半導体素子の発光層表面の凹凸形成は、大きく 2つの工程より成る。

ウエハーの状態で、最初に p 型 GaN 層表面に樹脂をスピンコートする。微細な凹凸を刻んだ Si 金型を樹

脂に押し付けて一度に形状を転写する。次の工程では反応性イオン・エッチング処理によって P型 GaN 層

を削り凹凸を形成する。 

  18. ^ 誘導灯と誘導標識の規格に、JIL5002「誘導灯器及び避難誘導システム用装置技術基準」がある。 
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6.有機 EL照明 

 有機 EL の正式名称は有機エレクトロルミネッセンスである。これは発光を伴う物理現象であり、その

現象を利用した有機発光ダイオードや発光ポリマーとも呼ばれる製品一般も指す。 

これらの発光素子は発光層が有機化合物から成る発光ダイオード（LED）を構成しており、有機化合物

中に注入された電子と正孔の再結合によって生じた励起子（エキシトン）によって発光する。日本では慣

習的に「有機 EL」と呼ばれることが多い。 

 

6.1 有機 EL 照明 

これまで主に電子機器のディスプレイに用いられてきた有機 EL だが、近年照明への応用が始まりつつあ

る。有機 EL による照明機器への応用可能性は 2008 年 6 月に Universal Dispay Corp.（UDC 社）が発

表した 102lm/W という高発光効率以降、大きな進展を見せている。従来、発光効率の高い材料は構造が

不安定で寿命が短く特に青色の発光では良い物がなかったが、発光効率と寿命の点では大きな課題はなく

なり 2009 年の内には最初の製品が登場する[1]。 

 有機EL照明はすでに製品化が始まっているLED照明の後を追うように開発競争と実用化への目処が進

んでおり、特に LED照明では不可能な「面発光」や「形状に制約がない」「透明である」点では、LED照

明がほとんど点発光であるために小型化には向いても発熱という制約や光の拡散に工夫が求められる点と

対照を成しており、今後住み分けが進むかさらに LED を超えて普及する可能性があると考えられている。

現在有機 EL の主流であるガラス基板に代わりプラスチックフィルムなどの基板を使うことにより、     

フレキシブルに曲げることも可能である。将来、柔軟な素材に印刷することも検討されている。  

 2008 年の現状では 1,000cd/m2 の輝度が当面の製品化目標として設定されており、これはテレビ画面

の 2 倍程度であるため単独での照明機器としては不十分である。しかし、面発光・透明であり 1mm 以下

と元々薄いため、透明な大きな板を壁面に立てかけるだけの形状や必要なら何枚でも重ねることで面積当

りの輝度は高められるので問題とはならないとする意見もある。日本のルミオテック社では今後、板を積

層することで蛍光灯と同水準の 5,000cd/m2 の輝度を持つ製品を生み出す計画である。コストも 2008 年

時点での白色 LED照明と同じ 4円/lm 前後での目処はついており、2015 年には 1円/lm にできるという

予測もある。 

 現在抱える技術的な問題は光の取り出し効率が 25%程度と低い点と発光板の位置によって温度ムラや電

流ムラがあり、これによって輝度ムラが生じてしまう点、そしてディスプレイ分野で他に代替材がない希

少資源のインジウム（透明導電膜の ITO として使用される）を大量に消費するためインジウムの枯渇原因

として危惧される事である。発光効率の問題に絡み蛍光材料ではなくリン光材料を使うことも模索されて

いる。 

 すでに将来の窓ガラスへの応用を考慮して、裏面（室外）に光が漏れないような 1 方向に光を透過させ

る技術の開発も行なわれている。 

 

6.2 有機 EL 照明開発と市場の現状 

 有機 EL 開発を進めている会社には判っているだけで米 GE 社、パナソニック電工、コニカミノルタ、

独OSRAM社、独 Novaled AG 社、ルミオテック社（三菱重工業、ローム、凸版印刷、城戸淳二山形大学

教授の共同出資会社）[2]があり調査会社の富士経済は 2011 年の日本国内での有機 EL 照明の市場規模は

100 億円を超え世界市場では 2015 年に 5,000 億円以上、2020 年には 1.4 兆円になると予測している[3]。 



 

コニカミノルタより引用 

*1 IEA ： Light‘s Labour’s Lost ： Poicies for Energy-efficient LightingM   

*2 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ試算：有機 EL 照明は蛍光灯に比しておよそ 30％白熱電球に比しておよそ 85％の省電力を予測 

 

 

 



6.3 有機 EL 照明と他の照明との比較 

※ＮＥＣ製 40lm/w 100mm×100mm 

有機 EL では照明利用としてはまだ実用化を目指している段階であるため、他の照明と比較して照明的な

性能は低いが、50000 時間と長寿命であり、 

・超薄型 

・色が可変 

・透明 

・両面発光 

・大面積での拡散光 

・曲げや丸めなどフレキシブルな形態に対応可能 

などの特性があり、将来的には展示や手術室、窓ガラスやブラインドとしての使用など、今までにない照

明手法を示唆するものとして実用化が期待されている。 

 

6.4 有機 EL の各種評価 

●有機 ELを照明用途に、初の専業メーカーが設立 2008/05/29畑陽一郎 

有機 EL パネルは表示装置として確固とした地位を築き始めている。さらに次の応用分野となる「照明」

への道が見えてきた。 

2008 年 5 月 28 日、三菱重工業、ローム、凸版印刷、三井物産と山形大学教授の城戸淳二氏が照明用有機

EL パネルを手がける新会社「Lumiotec」を山形県米沢市に設立した＊1）。事業性を検証するという。

Lumiotec は、今後 2 年間、サンプル・パネルの製造を通じてコストを検証し、販売を通じて市場性を検

証する。パネルの特性も向上させる。「早ければ、3 年後に量産出荷が可能になる」（同社代表取締役社長

に就任した三菱重工業 機械・鉄構事業本部副事業本部長の重永久夫氏）。同社によれば、照明用有機 EL

を目的とする専業会社の設立は世界で初めてという。「量産開始後 3 年以内に、5000 億円ある国内の照明

市場の 20％に相当する市場を有機 EL パネルで作り出したい」（同氏）とした。 

各社が担当する技術分野は以下の通り。三菱重工は効率の高い連続真空蒸着技術を用いた製造装置、ロー

ムは照明用素子構造、凸版印刷は光取り出し技術を用いた成膜後のパネル仕上げ工程、三井物産はマーケ

ティング支援、城戸氏は研究室において白色有機 EL 素子を世界で初めて開発しており、技術支援を担当

する。Lumiotec 設立のきっかけは、製造装置の完成度が高まったことと、有力な素子構造の開発に成功

したことにあるとした。 

照明分野は、現在一般的に使われている白熱灯と蛍光灯に、LED と有機 EL が挑む構図にある。現時点で

の有機 EL の強みは、面光源であることと、薄く軽いことだ＊2）。LEDは寿命、蛍光灯は発光効率、白熱

灯は最終製品の価格に強みがある。 

有機 EL の改善点はまず発光効率と寿命だ。サンプル・パネルの輝度は既に実用レベルにある。今後は発

光効率を 25lm/Wに上げ、寿命 1万時間を達成したいとした。効率と寿命が改善されれば蛍光灯に対抗で



きる。サンプル・パネルの発光効率は白熱灯を上回るが、蛍光灯の 70lm/W には劣る。「寿命と効率はト

レードオフの関係にあるため、開発は難しいが、70lm/W を目指したい。数年後には実現できると信じて

いる」（同氏）＊3）。 

 

残るのは有機 EL と LED 

最後に残る課題が価格だ。新会社では量産コストを下げる手法を探りながら、一定の品質を保つ方策をま

ず練る。現時点のサンプル価格は「数万円」だが、量産時にはもう 1けた下の、「5000 円以下」（同氏）を

目標にするとした。 

＊1） 社名は出資比率順、三菱重工業が 51％を出資した。資本金 7 億円、資本準備金 7 億円である。従

業員数は 20 人。 

＊2） 蛍光灯のようにHg（水銀）を含まない。LEDや蛍光灯とは異なり紫外線を放出せず、なめらかな

スペクトルを備えるため、美術館や衛生関連に特に向くとした。さらに照明器具に組み込んだ場合、LED

や蛍光灯はいずれも器具外に取り出せない光が 30％程度あるが、有機 EL パネルはすべて取り出せる。 

＊3） 他社動向との比較も行った。コニカミノルタホールディングスとコニカミノルタテクノロジーセン

ター、米General Electric 社は 2007年 3月、有機EL照明の開発、量産のため提携している。1000cd/m2、

64l/W、寿命 1 万時間（基板サイズ未公開）という特性に対し、輝度の向上とパネルの大型化に課題があ

る可能性を示唆した。ドイツOSRAM Opto Semiconductors 社が 2008 年 4 月に発表した照明用パネル

は 132×33mm、1000cd/m2、10lm/W、寿命 2000 時間である。発光効率、寿命、パネルの大型化など

課題を示唆した。 

 

 

有機 ELを用いた照明用サンプル・パネル囲む関係者 

左から山形大学大学院理工学研究科教授の城戸淳二氏、ローム 

取締役管理本部長の八田信夫氏、三菱重工 常務執行役員 機

械・鉄構事業本部長の宮永俊一氏、Lumiotec 代表取締役社長の

重永久夫氏、凸版印刷 専務取締役 技術・研究本部長 兼 モノ

つくりセンター長 兼 パッケージ事業本部担当の髙宮城實明氏、

三井物産 化学品第二本部 先端材料事業部部長の永渕英一郎氏。 

 

サンプル・パネルの外形寸法は 150×150×3.9mm、50cm角のパ

ネルを切断して製造する。輝度 5000cd/m2、発光効率 20lm/W、

輝度が半減する寿命は 6000時間である。Al（アルミニウム）背

面陰極、発光層、電荷供給層、発光層、ITO 陽極、ガラス基板

という構造をもつ。発光層は複数の青色発光層と黄色発光層の

積層からなるマルチフォトン構造を採る。駆動電圧は約 10V。 

 

 

 

 

 



●白色発光の有機 ELパネルを利用した照明器具を有機エレ研が開発 2007/03/06高尾裕樹：EE Times Japan 

 有機エレクトロニクス研究所は、白色発光の有機 EL パネルを利用

した照明器具を開発し、2007 年 3 月 6 日~9 日の日程で開催中の照

明器具関連の展示会「ライティング・フェア 2007」に出展した。同

研究所は照明器具の開発は手掛けていないが、「一般照明器具の形態

に有機 EL パネルを作り込むことで、照明器具メーカーに興味を持っ

てもらいたい」（同研究所の説明員）という。 

 白色発光パネルは、低分子の青色発光と黄色発光の有機 EL 材料を

組み合わせることで実現した。いずれも低分子の蛍光材料である。有機 EL 材料を積層して高い輝度を得

る「タンデム型」素子構造を採る。発光面積は 140mm×140mmと大きい。「厚さは照明器具全体で 5mm

程度と薄い。有機 EL パネル自体の厚さは現時点では 2.5mm程度だが、将来的には 1mm以下に薄くでき

る。面発光という特徴に加えて、極めて薄くできる点も白色 LED に対する優位性と考えている」（同研究

所の説明員）。 

 展示品の色温度は 6500K である。ただし、「材料の組み合わせで調整可能だ」（同研究所の説明員）。寿

命は 5000 時間を超える。平均演色評価数（Ra）は明らかにしていない。輝度は 5000cd/m2 と高い。「1m

離れた位置での照度は 800lx に達する」（同研究所の説明員）。発光効率は 10~20lm/W程度で、内部量子

効率は 25％程度、外部量子効率は 10％程度とまだ低い。同研究所の説明員は、「エネルギ変換効率は限界

まで高められているが、光の取り出し効率が低い。今後、有機 EL 材料にりん光タイプを採用することで

発光効率を高める考えだ」と主張する。実用化の時期については 2~3 年後、早ければ 1~2 年後とした。

「ただし、当研究所は有機 EL パネルの開発を手掛ける。実用化は照明器具メーカー次第だ」（同研究所の

説明員）。 

 同研究所とともに照明器具向け有機 EL パネルを共同開発する松下電工も、同じ有機 EL パネルを利用し

た照明器具を展示した。同社の説明員は、「有機 EL パネルで蛍光灯を置き換えたい。白色 LED は点光源

であるため、白熱灯の置き換えに向く」と話す。有機 EL パネルを利用した照明器具の実用化については、

「2010 年ころを目指している。寿命は、高周波蛍光灯並みの 1 万時間は必要と考えている」（同社の説明

員）。 

（高尾裕樹：EE Times Japan） 

 

●有機 EL照明をオスラムが展示、2011年製品化へ 2008/10/01山口哲弘：EE Times Japan 
オスラム オプトセミコンダクターズは、エレクトロニクスの総合展示会「シーテック ジャパン 2008

（CEATEC）」（2008年 9月 30日~10月 4日に幕張メッセで開催）で、照明向けの有機 ELパネルを展示

した。2011~2012年の製品化を目指すとしている。 

展示したパネルの発光効率は 46lm/W（1000cd/m2）、輝度半減寿命は 5000時間（同）、平均演色評価数（Ra）

は 80である。今後は、フレキシブル基板に作り込んで曲面に設置できる照明器具や、半透明パネルという

特性を生かして、日中は外光を取り入れ、夜間は照明になるような天窓などの用途を想定するとしている。

ほかに同社は、自動車のヘッドライトや街路灯などの照明向け LEDを展示していた。 

（山口哲弘：EE Times Japan） 

 

図 1 照明向け有機 ELパネル。 

 



図 2 LEDを用いた自動車のヘッドライト・ユニット。デザイン上のアクセン

トを付けるために LEDを並べた。ヘッドライトそのものには従来のハロゲン・

バルブを使った。 

 

 

 

図 3 LEDを採用した街路灯。 

 

 

 

 

 

 

 

「有機 EL照明に輝かしい未来」、市場調査会社が予測を発表 2009/03/17 
John Walko：EE Times Europe、翻訳：青山麻由子、編集：EE Times Japan 

 市場調査会社である米DisplaySearch 社によると、有機 EL（OLED）を利用した照明器具は 2011 年に

市場が立ち上がり、2013~2014 年には売り上げ規模がパッシブ・マトリクス型有機 EL ディスプレイのそ

れを上回り、2018 年までに 60 億米ドルに達する見込みだという。 

 有機 EL 技術の照明分野への応用に向けて、世界ですでに何億米ドルもの資金が投入されており、特に

欧州や米国、日本において投資が盛んである。 

 有機 EL ディスプレイは、すでに約 10 年にわたって大量生産されているが、有機 EL 照明はようやくサ

ンプル出荷と小規模の生産が始まったところだ。このように両者の実用化の進ちょくに差がある理由につ

いて、DisplaySearch 社でディスプレイ技術担当ディレクタを務める Jennifer Colegrove 氏は、「有機 EL

ディスプレイと有機 EL 照明は、それぞれ違った課題に直面しているからだ」と述べる。 

 さらに Colegrove 氏は、「有機 EL 照明の革新的な特徴が、照明デザイナの創作意欲をかき立てている」

とつけ加えた。同氏は、「有機 EL を利用した照明器具は、表面から光を放ち、折り曲げたり筒状に巻いた

りすることも可能で、窓ガラスのように透明な製品や、鏡のように反射する製品も実現できる。有機 EL

照明は薄く丈夫で、軽量であり、消灯状態から点灯状態への切り替え時間も短い。動作温度範囲が広く、

雑音も発せず、環境に優しい。電力効率についても、近年になって劇的に向上している」と述べている。 

 DisplaySearch 社によると、有機 EL 照明市場へ早期に参入し、同市場の主要プレーヤになると見込ま

れる企業は、オランダ Royal Philips Electronics 社、コニカミノルタ、Lumiotec（ルミオテック）、ドイ

ツOSRAM社で、各社とも 2012 年までに量産体制をとる予定だという。 

 有機 EL 照明の大量販売を最初に始めるのは Philips 社だと予測されており、その後に米 General 

Electric（GE）社やコニカミノルタが続くという。 

 

 

照明向け有機 EL パネルの量産を計画す

る各社のロードマップである。出典：米

DisplaySearch社 



● 有機エレクトロニクスの開発に向けてノバレッド社とオランダの研究機関が提携 2009/03/30 

John Walko：EE Times Europe、翻訳：松永恵子、編集：EE Times Japan 

 有機 EL（OLED）技術の開発を専門とするドイツ Novaled（ノバレッド）社は、オランダの研究機関で

ある Holst Centreと提携し、有機 TFT（有機薄膜トランジスタ：Organic Thin Film Transistor）の開発および

普及に取り組むことを発表した。Novaled社独自の「Novaled PIN OLED」と呼ぶ有機 EL製造技術と、同社

独自の有機 EL材料を利用した有機 TFTを対象とする。 

 今回の共同研究では、Holst Centreが研究を進めているディスプレイや集積回路に向けた有機TFT技術に、

Novaled社が開発した有機ドーパントを適用する際の実現可能性やメリットを評価する。 

 Holst Centreは、ベルギーのナノエレクトロニクス研究機関である IMECと、オランダの応用科学研究機

構である TNO（The Netherlands Organization for Applied Scientific Research）が 2005年に共同で立ち上げた研

究拠点で、無線自律トランスデューサやシステム・イン・ホイル（System in Foil）の研究に注力している。 

 Novaled社によれば、同社が開発したドーピング技術は、有機質層における電荷キャリアの注入や輸送を

改善することによって、有機 ELの電力効率や寿命の向上に貢献するという。同社は、ドレインやソースか

ら有機材料への電荷キャリア注入が素子の性能に大きく影響することから、同社のドーピング技術を使え

ば有機 TFTでも性能向上が期待できることをすでに実証済みだとしている。 

 Novaled社はすでに、真空中でも溶液中でも処理できる、ドーパントとホスト材料の開発を進めている。 

 Novaled社で CTO（最高技術責任者）を務める Jan Blochwitz-Nimoth氏によれば、有機 TFTは今後、ディ

スプレイのバックプレーンや、有機 RFIDタグなどの駆動電子回路に集積されるようになるという。 

 同氏は、「有機 TFTは、大面積化に対応可能、コストを低減できる、製造が容易、環境負荷が低いなど、

さまざまなメリットがある。従って、将来的には、電子技術の従来の使い方を一変させるだろう」と述べ

ている。 

 Holst Centreで有機回路担当のプログラム・マネジャーを務める Gerwin Gelinck氏は、Novaled社のよう

な企業と提携し、同社の有機材料と同センターのプロセス統合技術を組み合わせることによって、「最先端

プロセスと試作品が開発されており、これらは有機トランジスタを採用した製品の市場投入時期を早める

ことに貢献するだろう」と語っている。 

 有機 TFTは、ゲート電極の制御によって、ソース電極とドレイン電極の間で電荷を伝導する半導体素子

である。有機 TFTを大面積に製造すれば、製造コストを低く抑えられるため、多彩な用途に展開できると

期待されている。 

 共同開発に臨む同研究チームによれば、有機 TFTはフレキシブル・ディスプレイや、食品に関する情報

を消費者に提供可能な食品包装材、ペーパーIDドキュメントなどの用途に最適だという。 

 同研究チームは、今後の重要な課題として 2 点を挙げており、1 つは低温処理が可能な新しい半導体材

料によってトランジスタの性能を上昇させることで、もう 1つは複雑度が高まる有機回路に有機 TFTを集

積化することだとしている。 

（John Walko：EE Times Europe、翻訳：松永恵子、編集：EE Times Japan） 

 

● 【ライティング・フェア 2009】パナソニック電工が 340品種の LED照明器具を投入、 

 照明用有機 ELパネルも展示 2009/03/10畑陽一郎 

パナソニック電工は、2009 年 3 月 3~6 日に東京ビッグサイトで開催された照明関係の展示会「ライティ

ング・フェア 2009」において、LED照明、有機 EL照明関連の器具を出展するとともに、LED照明に関す

る戦略を発表した。 



白色LED素子の発光効率向上は目覚ましく、高効率の品種では100lm/Wを超え、2011~2012年には150lm/W

に達する見込みである。これにより白色LED素子を組み込んだ器具効率においてもインバータ照明器具（蛍

光灯）を上回る見込みだ（図 1）。このような動きを受け、同社は住宅、店舗、屋外、防災などの用途に向

け、あらゆる照明器具を LED照明「EVERLEDS」シリーズで置き換えることをもくろむ。まず住宅向けに

130品種、非住宅向けに 210品種（うち店舗向け 110品番）の新製品を 2009年 4月から順次発売する。こ

れにより同社が供給する LED照明器具は既存の製品と合せて 750品種に達するという。例えば住宅向けは

60W白熱灯相当の LEDダウンライトや同 LEDポーチライト、スポットライトなどからなる。新製品のう

ち、最も発光効率の高い器具では発光効率が 71.7lm/Wに達する。 

今回の製品では住宅向けの品種が最も多いが、最大の市場は住宅向けではなく店舗向けだという。「住宅向

けと非住宅向けの売上高の比率は現在 4:6であり、今後も変わらない」（取締役照明事業本部長を務める松

蔭邦彰氏）。店舗では商品が主役であり、照明器具に割けるスペースが少ない。このため、例えば本体 15mm

厚、埋め込み高 25mm の「棚下用薄型ダウンライト」（図 2）を製品化した。「LED 照明は非日常的な、い

ままで体感したことのない光の質を与える。LED はコンパクトでさまざまな色が出せる。このような意味

で店舗には非常に早く採用が始まると考えている」（同氏）。 

同社は「国内 LED照明市場の過半数のシェアを占めている」（同氏）。今後の LED事業の販売目標は、2010

年に国内 100 億円、海外 50 億円、2012 年には国内 200 億円、海外 100 億円である。同社の照明事業に占

める LED事業の比率は 2012年に 10％以上まで高まるとした（図 3）。 

白色有機 EL関連では、3種類の素子を展示した（図 4）。50mm角のパネルと 80mm角のパネル、さらに演

色性を Ra82から Ra94まで高めた 80mm角のパネルである（図 5）。演色性を高めたパネルは、出光興産、

タツモとともに新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の委託を受けたプロジェクト「有機発光

機構を用いた高効率照明技術の開発」の成果である。 

白色有機 EL パネルの発光効率は現時点で白色 LED 素子に大きく劣る（図 6）。同社はそれでも白色有機

ELパネルを開発する理由として、薄さを生かした応用商品に向くことと、今後の製造プロセス技術の進展

を挙げた。例えば厚さ 1mm の器具は白色 LED では実現が困難であり、平面状の器具は現在、多数の白色

LED 素子と導光板の組み合わせで実現している。このため、部品点数が少ない白色有機 EL パネルに優位

性があるとした。製造プロセス技術については、印刷技術を用いることで、大面積を低価格で製造できる

見込みがあるとした。面光源はいずれ白色有機 ELパネルが担い、点光源は白色 LED素子というすみ分け

が生じるという。 

2年後には、白色有機 ELパネルが発光効率や輝度をあまり重視しない補助照明として利用されるようにな

り、2013年には同社の白色有機 ELパネルが寿命 4万時間を達成する予定だとした。2015年以降は主照明

としても使われるようになるという。 

図 1 LED照明は補助照明から主照明へと市場を広げていく 

 

 

 

 

図 2 棚下用 LED薄型ダウンライト � 埋め込み高を 25mmに抑えた。 

 

 

 



 

図 3 パナソニック電工の LED事業計画 

 

 

 

図 4 パナソニック電工が展示した白色有機 ELパネル 

上部に多数展示した 50mm 角のほか、下部左と中央の 80mm 角パネルと下部右

の演色性を高めた 80mm角パネルの 3種類を見せた。 

 

 

図 5 演色性を高めた Ra94 の白色有機 EL パネル 

輝度は 3000cd/m2 である。 

 

 

図 6 白色 LED素子と白色有機 ELパネルの変換効率 

有機 ELパネルは LED素子に 2~3年遅れて追従している。 

 

 

 

 

●ライティング・フェア 2009、白色有機 ELが照明用に立ち上がる 2009/04/22畑陽一郎 
 照明の世界が変わろうとしている。発光効率の低い白熱電球や、神経系に害を与える Hg（水銀）を利用

する蛍光灯に換わって、固体素子を用いた照明の普及期が始まろうとしている。 

2009年 3月 3~6日に東京ビッグサイトで開催された照明関連の展示会「ライティング・フェア 2009」（第

9回国際照明展示会）では、白色 LED素子を用いた照明器具が注目を集めた。出展内容の 9割は LEDに関

連しており、屋外、店舗、オフィス、住宅に向けたさまざまな機器が目を引いた（関連記事「全てを包む

LED照明」を参照）。「白色 LED素子の発光効率は研究レベルでは 150lm/W、量産品では 70~80lm/Wであ

り、一般的な蛍光灯の 70~80lm/Wと同等である。1~2年後には研究レベルで効率 250lm/Wに達するだろ

う」（米 University of California, Santa Barbaraの Materials Departmentで Professorを務める中村修二氏）。 

そうした中、LEDに次いで注目を集めた照明用素子が白色有機 EL 素子である。NEC、パナソニック電工、

有機エレクトロニクス研究所、ルミオテック、ローム、オランダ Royal Philips Electronics 社が、同素子

を用いた照明器具などを展示した。 

白色有機 EL 素子は、厚さ 0.1μm程度の有機物からなる発光層を電極などで挟み込んだ平面構造を採る。

三原色に相当する RGBの各層を積層することで白色光を発する。ただし、15cm 角程度の素子の発光効率

は、現在 20lm/W前後と低く、白色 LED素子よりも発光効率の向上が 2~3 年遅れているという意見が大

半を占める。それにもかかわらず白色有機 EL 素子が注目を集める理由はいくつかある。中でも大きな特

長は、面光源（拡散光源）として使えることや、基板材料を選ばないため薄くて軽い素子を製造しやすい

ことである。 

「照明器具の用途を考えると面光源の方が市場規模が大きい。白色 LED素子は素子単体では点光源（指向

性光源）であり、蛍光灯などの面状の光源を置き換える器具を作ろうとすると、導光板と組み合わせる必



要がある。現時点では白色 LEDを用いた器具を開発・販売しているが、白色有機 EL素子の発光効率など

が高まった将来では、照明器具を作るときに必要となる部品点数が少なくて済む有機 EL が有望である」

（パナソニック電工）。「平面状であるため、照明器具を壁や天井に埋め込む深さを浅くでき、LED よりも

有利である」（有機エレクトロニクス研究所）。「有機 EL 素子を使うと照明器具を 1mm 程度まで薄くでき

る。これはほかの素子にはまねできない。さらに曲げられるので曲面状の器具を作りやすい」（ローム）。 

有機 EL 素子では、無機物を用いる LEDとは異なり、結晶構造を持たない有機物を発光層に用いる。従っ

て高温下の製造技術は不要である。このため、ロール・ツー・ロール製造技術など印刷エレクトロニクス

を用いて量産することも視野に入っているという＊1）。 

演色性でも白色 LED素子に比べて有利である。有機材料は無機材料と違い、分子設計がたやすく、発光材

料の波長特性をある程度自由に制御できる。このため、例えば太陽光と似たスペクトルを再現しやすい。 

課題は輝度、寿命、発光効率 

 照明に用いる素子には、求められる条件が 3つある。高い輝度、長い寿命（輝度半減時間）、高い発光効

率だ。 

輝度については、「8 畳間の室内照明に用いることを想定すると、有機 EL 素子の形状を 60cm 角として

5000cd/m2が必要になる。それを目指して、寿命と発光効率を上げていく」（有機エレクトロニクス研究所）

という。世界市場向けに製品化することを想定すると、地域ごとの照明文化も考慮する必要がある。「欧州

は暗さを楽しむ文化があり、1000cd/m2 で十分だが、北米市場向けには 3000cd/m2、日本では 5000~

6000cd/m2が目標となる」（ローム）。 

次の条件は寿命だ。「サンプル出荷を開始する 2009 年 10 月時点では 1 万時間の寿命を目標とする」（ルミ

オテック）。「素子の輝度は既に十分であると考えており、素子の寿命を延ばすことが今後重要になると考

えている」（NEC）。 

しかしながら、寿命の長さは輝度向上とは相容れない。一般に輝度を上げると寿命がほぼ反比例の関係で

低下するからだ。例えば輝度を高めるために大電流を流すと、特定の部位が発熱し、抵抗値が減少するこ

とで、さらに電流が集中するというフィードバックが働き、材料が焦げてしまう。 

このジレンマを解決したのが、山形大学大学院理工学研究科で教授を務める城戸淳二氏が開発した MPE

（Multi Photon Emission）構造である（図 1）。MPE構造では RGBを構成する層を上下に複数段重ね合わせ、

段の間に透明な電荷発生層（CGL：Charge Generation Layer）を設ける。MPE構造を採ると、段数が nの場

合、1段の場合と同じ輝度で光らせるときに各段に流す電流の量は 1/nになる。従って寿命が延びる。必要

な電圧は n 倍となるが、電力は電圧と電流の積であるため、変わらない。「3 段構成の MPE 構造の場合、

寿命が 5倍に延びた。当社では既に 2~8段の MPE構造を試作している」（ローム）。 

発光効率も投入電流が小さい方が高くなるため、効率向上にも役立つ。「2段構成と 3段構成の場合を 1段

構成時と比較すると、電流効率（cd/A）は、電流密度が 0.01m~100mA/cm2 の範囲でそれぞれちょうど 2

倍、3倍となった」（有機エレクトロニクス研究所でプロジェクトマネージャーと有機デバイス研究室長を

務める小田敦氏）。 

さらに各段を構成する発光有機材料の種類を変えるヘテロ MPE 素子構造を採ることでスペクトルを自由

に設計でき、演色性を高められる。 

発光効率を向上させる手法もある＊2）。光がどの程度素子から放出されるかを示す指標に、外部量子効率

がある。外部量子効率は次の 3 つの比率の積で決まる。（1）発光層に注入した電子と正孔のうち有機分子

を酸化・還元しながら輸送され、再結合されるものの比率、（2）再結合時に分子が基底状態から励起状態

に活性化された「励起子」のうち光を放出できる励起子の比率（内部量子効率）、（3）その素子から光が大



気中に放出される比率（取り出し効率）である。再結合される電子と正孔の比率は、有機材料の種類と膜

厚で決まる。 

白色有機 EL で現在課題とされているのは、内部量子効率と取り出し効率の向上である。蛍光を利用する

有機物のみを用いると内部量子効率は 25％が理論上限となる。さらに、取り出し効率向上策を施さない場

合、素子外に取り出せる光子は 25~30％に過ぎない。そのため外部量子効率は 5％と低くなり、発光効率

はわずか 6~7lm/Wにとどまる。 

蛍光材料ではなくりん光材料を使うと、内部量子効率の理論上限が 100％に上がる。2004 年以降に開発さ

れた発光効率 30lm/W以上の素子には、ほぼすべてりん光材料が採用されている。 

取り出し効率が低下する主な原因は、有機層で発生した光が素子内にとどまって消滅してしまうことであ

る。「発光層などの厚みが 0.1μm程度と可視光の波長に近いため、内部で反射した光が干渉して減衰して

しまう。これを防ぐためには各膜厚の制御が不可欠である」（有機エレクトロニクス研究所の小田氏）。同

研究所の開発ロードマップによれば、輝度 5000cd/m2 の場合、2012 年に蛍光灯を超える 100lm/W、2015

年に 150lm/Wの効率達成が目標である。 

規模では有機エレ研が圧倒 

 以上のような照明器具の製品化に必要な輝度、寿命、発光効率の達成を目指す 6社が試作品を展示した。 

NECライティングは、光取り出し効率の向上を目標にしている＊3）。展示品では、140mm角の照明器具な

ど、色温度の異なる 6 品種を出展した。壁に設置して、直接光源と間接光源の切り替えが可能な器具（ブ

ラケット型）が関心を集めたという（図 2）。 

「従来の照明器具はいわば点光源と線光源で構成されていた。新しい面光源を EL照明で作る。数年後には

器具のサンプル出荷を開始したい」（NEC ライティング開発本部次期光源開発部でマネージャーを務める

橋本匡史氏）。すでに 3000~5000cd/m2の輝度が得られているため、今後の開発の優先度はまず寿命、次に

発光効率だとした。「蛍光灯と同等の効率を目標とする」（同氏）。 

パナソニック電工は、3 種類の素子を展示した（図 3）。50mm 角のものと 80mm 角のもの、さらに平均演

色評価数（Ra）を 94まで高めた 80mm角の素子である（図 4）。演色性を高めた素子は、同社と出光興産、

タツモの 3社が結成したプロジェクト「有機発光機構を用いた高効率照明技術の開発」の成果であり、NEDO

の委託を受けて開発を進めている。 

照明用途では、まず発光効率や輝度があまり重視されない「補助照明」に 2 年後に利用されるようになる

と想定する。2013 年には同社の白色有機 EL 照明器具が輝度 3000cd/m2、寿命 4万時間を達成する予定

だとした。これを受け、2015 年以降は主照明としても使われるようになるという。 

有機エレクトロニクス研究所では、10 品種を上回る、456 枚の各種白色有機 EL 素子を見せた（図 5）。従

来の照明用素子とは異なる特長を強調した器具も展示した。まず、透明度が 75％に達する素子である（図

6）。配線以外を透明にしており、窓に使えば非点灯時は外光を取り込める。スピーカとして機能する器具

もある。ガラス基板に薄型ボイスコイルを配置し、素子自体を振動させることで、音楽を再生していた。

ほとんどの素子の平均演色評価数は 80~85 の範囲にあった。色温度の違う素子も用意しており、3900K、

4400K、4900K の 3 種類を展示した。 

同研究所は「高効率化、放熱技術、素子の製造技術を重点的に研究している」（有機エレクトロニクス研究

所で主任研究員を務める島田新一氏）。発光効率は現時点で 20~30lm/W であり、これを 2009 年中に

40lm/Wまで改善し、2012 年には蛍光灯と同等にまで高めるとした。 

開発中の製造技術は主に 2 つ。まず、現時点では数％にとどまっている有機材料の利用率（全使用量のう

ち基板上に蒸着する材料の割合）を、60％以上まで改善する。「白色有機 EL照明器具の製造コストに占め



る最大の要素は有機材料である。利用効率が低いからだ」（同研究所の小田氏）。次に、タクト・タイムを

1分以下にできる第 5世代の製造ラインを試作するとした。「材料の利用率向上と、新製造ラインを実現で

きれば、1m2の有機 EL素子を 1万円で製造可能になる」（同氏）とした。 

10月に 70lm/W品を出荷 

 ルミオテックは 7種類の素子と器具を見せた＊4）。「輝度、発光効率、寿命、演色性をそれぞれ高める開

発に取り組んでおり、素子のサンプル出荷を開始する 2009年 10月時点では、それぞれ 5000cd/m2、70lm/W、

1 万時間としたい」（ルミオテックで取締役マーケティング部長と業務部長を務める森田好彦氏）。具体的

には 3~5段の MPE構造を用いることで実現するとした。 

ただし、現時点では演色性を上げると発光効率が落ちてしまう。「平均演色評価数が最も高い展示品はRa90

（図 7）であり、研究室では Ra94の素子も試作した。ただし、Ra90の素子でも効率は 25lm/Wと低い」（同

氏）。用途に応じて必要な性能を組み合わせていくという。このほか、1.9mm厚の薄型素子も展示した。サ

ンプル出荷する素子の厚さは 2.3mmの予定である。 

ロームは 6種類の素子と器具を展示した。その中でも今回が初披露となった素子は、厚さが 0.3mmで、5cm

角当たりの重量が 1gと軽い（図 8）。この薄型素子が必要とされる用途は、まず、自動車だという。「ルミ

オテックで協力する三菱重工業によると、移動体での白色有機 EL 素子に需要がある。車載用途などでは

1g でも軽いものが求められる。さらに飛行機では曲面発光素子に対するニーズもある」（ロームの研究開

発本部ディスプレイ研究開発センターでリーダーを務める高村誠氏）。 

開発の優先度は発光効率向上にあるとした。「蛍光灯など既存の拡散光源に対して、周辺技術なども含めて

まだ 10年遅れている。そのため、まず、有機 ELパネルの発光効率を高める必要がある。現状の効率 15~

25lm/Wを、りん光材料を使うことで 2年後に 4倍（60~100lm/W）に高める。数値に幅があるのは演色性

が高いもの（Ra90）が 60lm/W、効率は高いが演色性は比較的低いもの（Ra70）が 100lm/W という意味で

ある」（同氏）とした。展示では輝度 5000cd/m2のパネルを並べた。有機 ELパネルの寿命（輝度半減時間）

を延ばし、輝度を高めるために、MPE構造を採った。 

オランダ Royal Philips Electronics 社は、2種類の展示品「Lumiblade」を見せた（図 9）。2インチ角の

素子と15cm角の器具である。「欧州市場では白色LEDを蛍光灯の代わりに使うとまぶしすぎると感じる。

そこで白色有機 EL に期待している」（同社）。展示品の輝度は他社と比べて低めに抑えられており、

1000cd/m2 である。厚さは 1.8mm。2009 年中にサンプル出荷を予定するが、製品化は 2010 年以降に

なるとした。輝度と寿命の両方を改良するため、MPE 技術を使ったという。 

【脚注】 

＊1）ただし、国内では低分子の有機物を真空蒸着法を用いてガラス基板に積層する製造法が主流である。

セイコーエプソンや米 General Electric は高分子を用いた印刷製造技術開発に取り組んでいる。 

＊2）白色有機 EL 素子のうち、最も発光効率が高いのは 2008 年 6 月に米Universal Display 社が発表し

た 102lm/W（2mm角、1000cd/m2）である。 

＊3）NEC ライティングは、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の支援を受けて、山形大学

や有機エレクトロニクス研究所と共同で器具を開発している。 

＊4）同社は、白色有機 EL 素子と照明器具の事業性を検証するために 2008 年 5 月に設立された企業であ

る。凸版印刷、三井物産、三菱重工業、ロームのほか、城戸氏が出資しており、設立発表会では、15cm

角で厚さが 3.9mm のパネルを展示していた。発光効率は 20lm/W であり、寿命は 6000 時間だった。現

時点の生産能力は 1万枚/月であるとした。 

【EE Times Japan 2009 年 4 月号「Building Blocks」、pp.12~15 掲載記事】 



 

図 1 MPE 構造の概念図 

複数の発光層を電荷発生層（CGL）を挟んで積層することで、輝度当たりの

投入電流量を低減でき、寿命を延ばすことが可能になる（a）。これは、複数

の素子を直列につないだ状態（b）と同じである。出典：有機エレクトロニク

ス研究所 

 

 

図 2 NEC が出展した白色有機 EL パネルを用いた照明器具 

140mm 角のパネルを用いた。回転軸が 2 軸あり、間接照明と直接照明のどちらに

も切り替えて利用ができる。平均演色評価数は 82 である 

 

 

 

図 3 パナソニック電工が展示した白色有機 EL パネル 

上部に多数展示した 50mm角のほか、下部左と中央の 80mm角パネルと下

部右の演色性を高めた 80mm角パネルの 3種類を見せた。 

 

 

図 4 パナソニック電工の高演色性素子 

平均演色評価数を 94 に高めた。 

 

 

 

 

 

図 5 有機エレクトロニクス研究所の出展ブース 

400 枚以上の白色有機 EL 素子を並べた。各パネルは EIA-485 で相互に接

続してあり、自動的に点灯/非点灯を制御できるようにしていた。比較的光

を絞った状態を撮影した。 

 

 

 

図 6 透明度が 75％と高い素子 

有機エレクトロニクス研究所が開発した。窓にも利用できる。 

 

 

 

 



 

図 7 ルミオテックが開発した素子 

1.9mm厚の素子（左）と平均演色評価数が 90 と高い素子（右） 

 

 

 

 

図 8 ロームの薄型素子 

0.3mmと薄いため、曲面状に配置できる。 

 

 

 

 

図 9 オランダ Royal Philips Electro-nics 社の素子 

1000cd/m2 と暗めの設定になっている。2009 年中にサンプル出荷を予

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5 有機 EL 照明を使用した手術室のスタディ 

有機ＥＬの有効性として上げられるのが、演色性、高寿命である。このように有機 EL の特性を生かせる

最大の空間として手術室が上げられる。そこで手術室においての有機ＥＬの有効性を検討する。 

・ 一般各種手術室の種類 

 

・手術室における代表的なプランニングチェック項目 20 

 

特にこの中で、 

6.壁・天井の材質を何にするのか 

 -耐久性、洗浄性などを考慮すると、なるべく医薬品などによる劣化の少ない材質、特にガラスなどは有      

  効である。 

9.ほこりに対する配慮をする。 

 -ほこりの付着、たまりなどが無いように材質、仕上げ、または段差の無いディテールが必要とされる。 

  またメンテナンスによる機材の取り外しなどが無いことも重要である。 

16.照明器具はアクリルなどのカバー付きになっているか。 

 -この項目は、上記の 9に対する具体的な対応方法の一つとしての項目といえる。 

 

-手術室における有機ＥＬとＨｆ蛍光灯の比較 

手術室条件：8.4ｍ×8.4ｍ（70.6 ㎡） 天井高：2.8ｍ 

床面平均照度 600ｌｘ 

 

-Ｈｆ32Ｗの場合 

 

松下 ＪＳＦ42853 123000 円 クリーンルーム用照明器具  寸法 1274×260 



光源 Ｈｆ32Ｗ×2 光束 9000lm  器具効率 41％ 保守率 0.73 

配置台数 16 台  平均床面照度 620lx 保守率を考慮すると、450lx 

 

-有機ＥＬの場合 

器具寸法 ≒1200×700 10ｃｍ×10ｃｍユニット×84 84Ｗ 

光束 3360ｌｍ 器具効率 100％ 

配置台数 12×7×16 台 平均床面照度 560lx  

 

Ｈｆ32Ｗ×2                   有機ＥＬ 

 

 

-比較 

ここでのポイントはＨｆ器具の場合、器具効率が 41％であることであり、すなわち現実的には 100lm/w

から≒40lm/wとなっている点である。有機 EL と比較するとほとんど発光効率は変わらない。 

-使用電気料 

Hf32W×2→90W×16 台＝1440ｗ 

有機 EL1 ユニット→84W×16 台＝1344W となり、ほとんど変わらない。 

-メンテナンス回数/24 時間 365 日点灯想定 

Hf32W×2→総ランプ数 32 本→1本あたり 0.73 回/年→合計 23 回/年 

有機 EL→≒6年間ごとに交換 

 

-評価 

総合的に判断すると、有機 EL はランプ交換回数が少ないことから、ほこりなどの発生の可能性が少なく

なり、なおかつ、表面をガラスなどの材質を使用することによってよりクリーンな環境を維持できる。 

また、建築的には必要とされる面積も天井内の空調などとの収まりも可能であり、埋込寸法などもほとん

ど考慮する必要が無いことから、より手術室内の密閉度を上げる事もできる。演色性に関しても有機 EL

のほうが優位であるので、特に色彩などの再現性を考慮しても有効である。 

問題点とすると、インバーターからのノイズの低減などの厳密な技術開発が必要となる。 

 

-今後の可能性 



 

病院などの高衛生空間は、集中治療室、洗浄室、また、バイオロジカルクリーンルーム向けとしても有機

EL は有効であるといえる。 

建築的高気密性、直接洗浄可能（ガラス素材）である仕様が簡単に作れるため、今までの FL 系器具に比

較して可能性があると思われる。居室内の気密性を考慮しても、天井面に開口が必要となる FL 器具に対

して、直付施工が可能な有機 EL 照明器具は、施工コスト面からも有効であることが言える。FL 器具の参

考例とすると、松下 JSF42880（164000 円）がある。特殊空間に対する価格設定とすると、比較的高い値

段設定となっていることから、この分野に有機 EL が参入する事は今後より早く可能であり、ランプ交換

などのストレスを考慮すると、有機 EL 器具の対応する可能性は計り知れない。 

 

 

6.6 有機 EL 照明を使用した廊下照明のスタディ 

今まで一般的に計画されてきた、オフィスなどの廊下などは、JIS 基準の照度設定を基に計画されているの

げ現状である、現在は省エネ的アプローチが必要とされ、特に公共での廊下などの照明は間引き点灯など

して省エネを計っている。単純な廊下などの空間は人が歩行するという性能が求められている。現在の建

築はバリアフリーからも段差の無い平坦な床面が主な要素となっていることから、人はほとんど床面を見

ずに歩いている。よって、このような廊下では単純に床面の照度の確保から、人を安全、安心に誘導する

照明計画が求められている。 

また、現状の照明器具、特に直管の蛍光灯器具を LEDにリニューアルする例が増えてきている。この場合、

商品によっては器具の安定期を変更する必要も出てきている。 

そこで、有機 EL の特性でもある平坦であり、施工上、既存の空間に取り付けるだけで完成するというこ

とから有機 EL を使用した廊下のリニューアルの計画を検討する。 

 

 

-蛍光灯を使用した計画の場合 

Hf32W ×8灯 平均照度 120ｌｘ 

 

 

 

 

 



 

-有機 EL を使用した計画の場合 

10ｃｍ×10ｃｍ ×5枚 ×5カ所 

平均照度 4ｌｘ 

 

 

 

 

 

 

 

-照明空間の比較 

蛍光灯の場合、空間自体が均一に明るい。逆に有機 EL の

場合は全体としては蛍光灯の場合と比較すると暗いイメー

ジはある。しかし、人が歩行するという性能から評価する

と、十分に有機 EL でも廊下としての機能を満足している

事が解る。ただここで注意する必要があるのは、有機 EL

で床面の平均照度を確保するということから、空間の特性

を読み解き、有機 EL

を有効に配置するこ

とによって、空間を把

握できるようになっ

ていることが重要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-エネルギー比較 

単純に使用容量を比較する。 

Hf32W→45W×8 台＝360ｗ 

機 EL→1W×5枚×5カ所＝25W 

エネルギー的には約 1/15 となり、省エネが実現できるのが解る。 

 



6.7 有機 EL の今後の可能性 

有機 EL は今後世界的に大量に市場に出回ることが予想される。有機 EL の特性でもある、高演色性、高効

率、そした高寿命は魅力ではある。しかし、デメリットとすると、面光源的使用が中心となってしまう点

である。今までの新光源でもある蛍光灯もこれらのデメリットを満足しきれていないし、LEDに関しても

既存の光源（白熱灯、蛍光灯）などの代用としての使用方法が中心に検討されているのが現状である。有

機 EL はこれらの光源の歴史をたどるのではなく、いち早く特殊な使用方法としてのビジネスモデルが求

められている。新たな使用方法を模索するためには、いままでのように光源メーカー独自の開発だけにた

よるのではなく、より他方に広がった共有できるアイデアが必要であり、官民一体となった新たな骨組み

も必要とされる。特に米沢では官民の距離が近く、コンパクトでフットワークのよい環境がそろっている

のも事実である。より早く現実的な照明としての実験的試みが期待され、第二部では米沢の街を分析し、

米沢独自の都市空間へのビジネスモデルの基礎となる事を目指し、都市空間はよりビジネスチャンスが広

がる要素でもあることへの提言でもある。 
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