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　2011年のStrategies in Light（SIL）
カンファレンスは固体照明（SSL）分野
が成熟したという兆しを見せた。事実、
基調講演者の1人、独オスラム オプト
セミコンダクターズ社（OSRAM Opto 
Semi conductors）の社長兼CEOのア
ルド・カンパー氏（Aldo Kamper)は「今
や、全ての“照明” 応用分野はLEDで
対応可能だ」と語った。LED部品メー
カーが照度や色品質などの分野で大き
く成長したことは疑いの余地がなく、
しかも今後さらに大きな発展の機会が
ある。それに加え、SSLは、一般照明
応用分野への進出は確実に進めている
ものの、生命科学や園芸など、他の応
用可能な分野はほぼ手付かずのまま残
されている。LEDは、必ずしも将来性
のある唯一の照明技術というわけでは
なく、OLEDなど他の高エネルギー効率
の代替技術が、2010年代の半ばには市
場のかなりの部分を奪いかねない。
　LEDとSSL市場が急速に拡大してい
ることもあり、SILでは講演会場も展示
会場も、ともに活気があふれていた（カ
ンファレンスにおける最初の講演につ
いては本誌p.8を参照）。業界は部品レ
ベルで、そして恐らくシステム設計分
野ではより一層、大きく前進した。また、
SILで発表された次世代照明器具（NGL）
コンテストの結果は、照明器具デザイン
の発展の証でもある（本誌p.36を参照）。
さらに、展示会場は蛍光体、ドライバ

回路、モジュール式の照明用部品など、
SSL技術の進化を示す展示で溢れてい
た（ www.ledsmagazine.com/news 
/8/3/3を参照）。
　米フィリップス・ルミレッズ社（Phil
ips Lumileds）CEOのマイケル・ホルト
氏（Michael Holt）、オスラム社のカン
パー氏による基調講演は両方ともLED
部品に焦点が当てられていた。両氏と
もLEDが達成した進歩について十分な
確信をにじませていたが、まだ為すべ
きことは多く残っているという点では
一致していた。ホルト氏は彼の講演の
冒頭、「私はここへ、ルーメン毎ワット

（lm/W）の競争が終わったなどと言い
に来たのではない」と語った。
　カンパー氏は米国エネルギー省（DOE）
の報告書から、LEDの効率の理論的限

界を示すグラフを披露し、業界はその潜
在力の60〜70%を達成したものの、計
画された2020年の期限までにDOEが
定めた限界値に到達するまでに必要な
作業はまだ多く残っていると指摘した。
　両氏はともに、今後も続く照度に対
する追求について語りながらも、他の分
野にも焦点を当てていた。つまり、LED
産業の成熟の兆しについてである。ホ
ルト氏は主に色の一致性について語
り、カンパー氏は、照度以外の分野で
部品メーカーが改善しなければならな
い点について述べた。
   
LEDの改善
　カンパー氏は改善すべき課題として、
コスト、品質、適合性、インテリジェン
スを掲げた。彼は「われわれはまだ、

LEDの部品メーカーは未だに照度と品質の向上を探求しているが、LED技術
はすでに広範な適用性を可能にするまで発展し、OLED（有機EL）のような
競合候補も潜んでいる。

LEDの進捗とアプリケーションの
進化を示したSILカンファレンス
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生産するチップの約50%を捨てている」
と言う。これは明らかに、部品コスト
に直接影響を与える歩留まりの問題で
ある。彼は「エピタキシャル層のより
高い均一性」の必要性を訴えた。
　コスト削減の可能性として大型ウエ
ハへの移行が浮上したのは当然のこと
である。カンパー氏は、オスラム社は
4インチウエハへの移行を6年前に行
っており、今年6インチウエハへ移行
すると語った（本誌p.24を参照）。彼は
また、シリコン（Si）などの他の基板へ
の移行は「果たしてコスト削減への根
本的な解決法なのか」と問いかけた。
大型Siウエハはサファイアウエハより
も安価に製造可能で、他のIC製造工程
とも互換性がある可能性がある。しか
し窒化ガリウム（GaN）とSi材料を一緒
にすることは容易ではない。
　品質の観点からは、カンパー氏は部
品とモジュールの標準化から演色のビ

ニングの試験まで、全てを網羅して語
った。彼は、質の高い照明と長寿命に
対する顧客の期待に応えることの必要
性を強調した。
　カンパー氏は自動車アプリケーション
との適合性、つまり用途に特化したLED
部品について述べた。彼は、LEDはヘ
ッドライトやブレーキランプなどの用
途で成功したが、車載用途ではLEDに
対する多くの異なるニーズが潜在して
いると指摘した。たとえば、新しい用
途では調整可能なインテリア照明があ
り、これにはヘッドランプ以上に、かな
りの異なるタイプのLEDが必要となる。
要するに、これは一般照明などの他の
用途に対しても言えることだが、一つ
のサイズで全てをまかなえるわけでは
ないのである。
　インテリジェンスに関しては、カン
パー氏は「必要な場所で必要な品質で
照明されるべきだ」と指摘し、省エネ

を最大限にすると共に、理想的な環境
を人々に提供するには、適応制御技術
が鍵になると語った。
　
色品質と一貫性
　ルミレッズ社のホルト氏は、主に照
明品質および彼らの「ビニング不要プ
ログラム」と、SILで発表した9チップ
LED、Luxeon Sに焦点を置いた。彼の
講演は、基調講演で通常期待される内
容よりもむしろ製品PRのようではあっ
たが、いくつかの大事な点を含んでい
た。ルミレッズ社は、LEDを典型的な
点灯温度である85℃で試験することに
より、全てのパッケージLEDがマクア
ダム色度図楕円3STEP識別閾値内に
入ることを保証する、ルミラミック蛍光
体プレートにエミッタを合わせること
に成功した（www.ledsmagazine.com/
news/8/2/25を参照）。照明器具メー
カーなどの顧客は、ビニング済みの部
品を指定したり貯蔵したりする必要が
なくなるため、物流の観点から節約を
実現できる。
　ホルト氏は、ある日顧客から「われ
われがこれらを85℃で使うというの
に、何故あなたたちは25℃でテストす
るのか？」と尋ねられたときのことを語
った。その顧客に対して低温テストで
十分だというマーケティング上の熱弁
をふるいながらも、顧客の方が正しい
と感じていたことを認めた。彼は、部
品メーカーは顧客に25℃の仕様で購入
するように「言いくるめてきた」とも認
めた。
　もちろん、現実的な温度で試験する
ことの問題は時間とコストである。ホ
ルト氏は、ルミレッズ社は今年10億個
を超えるRebelシリーズの製品を製造
する予定で、このような多くの量を高
温で試験することは大変困難であると
語る。しかし彼は「これは顧客が本来

図1 　クリー社はレディルの反射器（左）とカークロの光学素子（右）を使用したMR16参考デザ
インを展示した。このランプはクリー社の新しいMT-G LED（www.ledsmagazine.com/
news/8/2/24）を使用し、特にMR16組込み用にデザインされ、SILで発表された。9×
9mmの専有面積で、チップ数12、MT-Gパッケージ。1.1A、85℃で560lm、4A、85℃
で1525lm、温白色（3000K）。クリー社及びルミレッズ社共に業界初として、LEDを85℃
で試験、貯蔵する。これは標準的な25℃テストよりも、より一層現実の運用温度に近い。
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主張してよいことだ」とも付け加えた。
新製品のLuxeon S LEDは85℃で試験
されることになっている。
　ホルト氏の講演の焦点はビニングを
なくすことに置かれてはいたものの、
彼は、このことはビニングを続けたと
しても継続する可能性のある照明品質
の問題も解決するものなのだと主張し
た。彼は、ビニングされたLEDは、高
温の状態においては必ずしも同じ色温
度を出せないと断言しつつも、「われ
われは、使用中の条件下においてこれ
らのLEDが全て非常に似ている、もし
くは全く同一であるようにしたい」と
語った。
　
第3サイクル
　SILのHBLEDマーケット・トラックに
おいて、投資銀行のカナコード・ジェニ
ュイティー（Canaccord Genuity）の照
明／太陽エクイティリサーチ担当マネー
ジングディレクタのジェド・ドルスハイ
マー氏（Jed Dorsheimer）は、彼が「第
3サイクル」と呼ぶLEDビジネスの展望
を語った。第3サイクルは、ディスプレ
イバックライトによって影響を受けてき
た第2サイクルとは異なり、どのよう
に一般照明市場がLED需要と供給を動

かして行くかに注意が向けられる。
　ドルスハイマー氏は、特に現在、世
界で電気照明が普及していない地域
に、照明一般の巨大な成長の可能性が
あることをまず語った。LEDはエネル
ギー効率が良いという理由によって取
上げられている。発電を主に石炭に頼
っている新興地域のアジア、アフリカ、
その他の地域では、増加の一途をたど
る照明に必要な需要を満足させるだけ
の十分なエネルギーを生産することが
できない。ドルスハイマー氏は「世界
は電気のダイエットをする必要があ
る」と指摘した。カナコードは世界の
エネルギーの27%は照明に使われてい
ると予測するが、SSLであれば、エネ
ルギー消費の削減と増え続ける照明へ
の需要を満足させる能力の両方が得ら
れる可能性がある。
　ドルスハイマー氏は、照明市場を応
用面と技術面に分けた。住宅市場は最
も多くのソケットと電球を占めるが、商
業用、産業用、屋外用分野に比べると作
り出す照明の量という点では最少であ
る。これら3大分野においては、LEDは
効率が悪い白熱電球とではなく、より
効率の良い直管型蛍光灯や高輝度放電

（HID）光源と競合している。

　SSLの激しい競争をふまえて、カナ
コードはドルスハイマー氏が述べる

「多数のインプットと20万の計算式」に
基づいて、SSLの可能性を予想するため
に設計された、総所有コスト（TCO）モ
デルを開発した。カナコードは昨年8月
に、LED照明は2020年までに30〜60%
の普及率に達する見通しだという報告
書を発表した。この広い数字の幅は、
SSLの採用がブルベア強弱シナリオの
間にちょうど挟み込まれている。カナ
コードは累積LEDの売上予測を1059
億〜3138億ドルと見積もった。
　しかし、バックライト市場のある側面
が、SSLの採用を加速させることが分か
ったとドルスハイマー氏は語る。LED
バックライトテレビ（TV）の売上が期
待を裏切ったため、この市場用に用意
されていたLEDのいくつかは一般照明
市場向けに転用され、サプライヤは在
庫を減らすために価格を下げている。
SILで更新されたカナコードの予測で
は、2020年までにSSLの普及率は54 〜
75%に達する。しかしこの更新で予測
された高めの普及率にもかかわらず、
LEDの価格低下に伴い、カナコードは
累積の売上げ予測を700億〜1610億
ドルに引き下げた。

図2　ビルの屋外照明器具の代替的アプローチ。アキュイティ・ブランズ・ライティング社（Acuity Brands Lighting：左）とウェストパックLEDライ
ティング社（Westpac LED Lighting：右）。
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LEDディスプレイバックライト
　もちろん、第2サイクルのディスプ
レイ市場は未だにLEDの需要における
重要因子であり、究極的には一般照明
分野の技術を後押しするものである。
LCD TV協会の主席研究役員、デイビ
ッド・バーンズ氏（David Barnes）はデ
ィスプレイ分野の最新情報を発表した。
　バーンズ氏の講演は、まず、OLED
ディスプレイに関連するLCDディスプ
レイ技術を広範囲に取上げた。彼は、
OLEDメーカーが経済的に大型ディス
プレイを製造する上での課題を解決で
きるかどうか、疑問を感じると語った。
しかし、バーンズ氏はたとえ彼らがそ
の問題を解決したとしても問題無い、
と言う。彼はLCDビジネスを「まるで
坂を転がる雪だるまのようだ。勢いを
加速させながら、もっと雪を集めて行
く」と表現した。バーンズ氏はこの分野
を年間25%の割合で成長する900億ド
ルのビジネスと位置づけており、「過去
にもあったように、これによってOLED
を含む代替技術に対するかなりの参入
障壁を作り出す」と語っている。
　OLEDからの攻撃は、恐らくバーンズ
氏が認めたLCD技術に対する偏見に基
づいている。一方で、もし正しければ、
それはメーカーにとってプラスになる。
確かに、LEDバックライトの採用は継続
し、いずれ100%の普及率に達するであ
ろう。しかし、バーンズ氏さえも、バッ
クライト市場は2012年以降、とりわけ
LEDメーカーの生産能力の増加に対し、
その生産量を満たすに十分な需要は生
み出せないだろうと指摘している。
　ただ、バーンズ氏は、OLED企業も
狙っている一般照明、特に平面発光の
分野でも応用できる教訓をバックライ
トから学んだと感じている。彼は「何
故あなた方はOLEDが次世代の照明だ
と思うのか？」と問いかけた。彼はル

ミレッズ社のビニング不要の発表、生
産量の増加、部品価格の低下を引き合
いに出しながら、品質の面におけるLED
の進歩を指摘した。バーンズ氏は、その
一方で「OLED関係者は未だに、どんな
照明を作ろうかと模索している段階だ」
とし、TVのバックライトのように平面
パネルをエッジ照明したLED光源の方
が遥かに良い考えだと提言した。

OLEDの反撃
　もちろん、OLEDの側も、ヤング・マ
ーケット・リサーチ社（Young Market 
Research）のマネージングディレクタで
あるバリー・ヤング氏（Barry Young）
を通じてこれに応じる機会があった。
ヤング氏はまずOLEDディスプレイの、
中小ディスプレイ市場への普及について
述べた。彼は、2015年までに年間3億5
千万枚のOLEDディスプレイがスマー
トフォンやタブレット型パソコン用に販
売されるだろうと予測した。また彼は

「私のこの数字は少し控えめかも知れ
ない。何故ならば、サムスンは6億枚

になると言っているからだ」と語った。
　ヤング氏は、TV市場では2013年ま
で特に大幅な普及はないだろうと予想
する。それまでは「組立工程が準備でき
ないからだ」という。しかし2013年から
は2.2×2.5mのTV用パネルを作る生産
体制が始まる。ヤング氏は、2014年に
は450万台のOLED TVが販売される
だろうと予測している。これは主に、1
台400〜500個のLEDを使うLEDバッ
クライトのLCD TVの置き換えである。
　ヤング氏の予測のとおりにOLEDメ
ーカーが供給できることを前提とし、
OLEDとLCD TVがどのように比較さ
れ、そして最終的にどのように一般照
明分野に影響を与えるかを問うのは当
然である。明るいスマートフォンのOLED
ディスプレイを見れば誰でも、ほぼ確実
にLCDモデルよりも優れていると判断
するだろう。
　ヤング氏はまた、OLEDの状況をさら
に後押しする技術仕様書を作った。液
晶支持者が、OLEDはLEDバックライ
ト液晶よりも多くの電力を消費すると主

図3　ミューラー＆ローリグ社
（Mueller & Roehrig）の設計に
よるバイエル・マテリアルサイエ
ン ス 社（Bayer Material Sci-
ence）のMakrolon LED 2245
ポリカーボネート材料のくさび型
を利用して組立てられたLEDテ
ーブルランプ。
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張したため、エネルギー消費が仕様書
リストのトップに掲げられた。ヤング氏
は、ウエブページのように白色部分が40 
%の静止映像を映しているOLED TVは、
液晶モデルよりも160%余計にエネルギ
ーを消費することを認めた。しかし彼は、
写真を映し出している時のOLED TV
は、液晶モデルの70%のエネルギーし
か消費せず、さらに、一般的な映画を映
している時は液晶モデルの15％のエネ
ルギーしか消費しないと主張した。
　この後、ヤング氏は、ディスプレイ
の観点からのOLEDの特性がどのよう
に照明分野へ移行するかに視点を変え
た。彼は、OLEDの寿命は既に照明で
要求される数値を上回っていると主張
したが、OLEDは一般照明に必要な1
万lm/m2の照度出力までは到達できな
いことは認めた。さらに彼は、OLEDの
発光効率は30 lm/Wであり、照明に必
要な100 lm/Wには到底及ばないと指
摘した。　
　また、ヤング氏は、「こちらにはサ
ムスンのように、今年だけでもOLEDに

50億ドル投資する会社がある」と語り、
着実な成長を予測した。彼は、2015年
までに相当な量のOLED照明の出荷が
あり、恐らく平面型蛍光灯の代替器具
としてのLEDの市場浸透レベルに到達
する程度にはなると予想した。

新しいLEDの応用
　OLEDがヤング氏の予想に合うかど
うかにかかわらず、LEDには未だ照明
における明るい見通しがある。同じよ
うにSILで明確になったことは、まだ
SSLが進出できる新しい分野があり、
これはLEDの需要をさらに広げるとい
うことである。米アヴネット・ライトス
ピード社（Avnet LightSpeed）のグロ
ーバルディレクタであるカリー・エスコ
ゥ氏（Cary Eskow）は、産業、生命科学
など、紫外線（UV）LEDが応用可能な
分野について語った。これは白色LED
内部にある青色発光体と同じ製造ライ
ンで作製することができる。
　エスコゥ氏によると、様々なUV応用
分野において、 UVLEDは水銀放電灯

に置き換わる可能性がある。水銀灯が
幅広いスペクトルをもつのに対し、UV
LEDはより効率の良い狭いスペクトル
をもつ。エスコゥ氏は、可能性のある
市場としてグラフィックアート業界に目
をつけた。ここではほぼ瞬間的なイン
クの硬化にUV光が利用されている。
エスコゥ氏はまた、UV光がいかに健康
によい野菜を生産できるかを述べた。
ところが、大抵の温室では、ポリフェノ
ールという有益な酸化防止剤を発生す
るUV波長を遮ってしまっている。
　UVLEDは一般照明においても使用
できる。エスコゥ氏によると、UV光は
人体でビタミンD3を自然発生させる。
そのため、照明器具にUVLEDを加え
ることは直接健康に恩恵をもたらす。
　確かに、LEDの新しい応用はSILでも
繰返し話題になっている。オスラム社の
カンパー氏は彼の基調講演をHBLED
の新しい応用機会に焦点を当てて結ん
だ。可能性は膨大である。彼はLEDを
利用したプロジェクタを組込んだソニ
ーのカメラの写真を見せた。そして、
将来は携帯電話にこのプロジェクタが
組込まれるであろうと予測している。
　カンパー氏によると、6、7年前には
オスラム社のLEDチームは、LEDがス
クリーンに投影できる最大照度は50 lm
だと考えていたという。しかし、今日で
は独立型プロジェクタ用途で2000 lmも
しくは3000 lmまでも投影可能だ。
　カンパー氏が一般照明を最大のLED
需要推進力として認識しているのは明
らかである。彼は「照明業界の基本的
な成長推進力はGDPだ」と語った。こ
れは世界の財力の増加に伴い、照明消
費が絶え間なく増加するということを
意味する。そしてカナコードのドルスハ
イマー氏が指摘したように、LEDは現
在、限りあるエネルギー源に対応する、
唯一の照明解決策なのである。 LEDJ

図4　 NGLコンテスト（本誌p.36を参照）における屋内部門で受賞したフィリップス・ライトリ
ア社（Philips Lightolier）のアクセント・トラック・ライト、Alcyonは、米ヌヴェンティックス社

（Nuventix）のSynJet ZFlow 65によ っ て冷 却 されている（www.ledsmagazine.com/
press/30574）。 フィリップスの照 明 器 具 は計8点 がコンテストで受 賞 した（www.
ledmagazine.com/press/30596）。SILでは、ヌヴェンティックス社はPAR38ランプと一
緒に超小型のSynJetを展示していた。


