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　1990年代初頭のAlInGaP（アルミニ
ウム・インジウム・ガリウム・リン化物）
材料技術の進歩により、黄色から赤色
の発光ダイオード（LED：Light Emitting 
Diode）の効率と信頼性が向上した。
さまざまな照明用途に対するLED技術
の採用が増え始めたのも、ちょうどそ
の頃である。自動車の外装照明は、そ
のような初期の応用分野の1つで、最
初に登場したのは中央ハイマウントス
トップランプ（CHMSL：Center High-
Mounted Stop Lamp）だった。SAE（So-
ci e ty of Automotive Engineers）の国
際照明委員会（International Lighting 
Com mit tee）は1980年代の終わりに
LED車載照明規格の策定を開始し、そ
の取り組みは今でも続けられている。自
動車の外装照明のほとんどは安全性確
保を目的としており、したがって、これ
らの照明に対しては米連邦政府または
州レベルで規制が定められている。安
全性要件の性質上、LEDの採用に伴っ
て複数の異なる観点がもたらされ、それ
らはSAE照明委員会によるLED照明規
格策定における中心的な論点となった。
　SAEのLED照明規格は、2つのカテ
ゴリーに分類される。部品またはパッ
ケージLEDレベル（LEDパッケージ）の
規格と、シグナル灯やヘッドライトと
いったランプ全体を含むシステムレベ
ルの規格である（自動車業界において
システムレベルの照明製品といえば、

照明器具ではなくランプを指すことに
注意してほしい）。システムレベルの
規格では、LED光源を採用する場合の
ランプ試験と性能のみが定められてい
る。他の光源の要件は含まれていない。
 
車載シグナル灯の要件
　最初に制定されたLED車載照明規格
は、SAE J1889である。停止灯、テー
ルライト、方向指示器、昼間走行用ラ
イト（DRL：Daytime Running Lamp）
といったすべてのシグナル灯と標識灯
を含むLEDシグナル装置を対象とした
もので、長い年月の間に何度か更新さ
れている。
　SAE J1889が定める主要な項目の1
つは、LEDを使用するシグナル灯と、
白熱光源を使用するシグナル灯の試験
手順の違いである。LEDランプには電
子部品が含まれており、白熱灯には含
まれていないためだ。LEDは、温度に
依存する光源で、光出力は接合部温度
の上昇に伴って低下するため、この特
性を踏まえた試験要件を定めて、車両
に搭載されたランプが測光性能要件を
満たすことを確認する必要がある。測
光試験は、ランプの温度が安定した状
態で実施する。
　さらに、ほとんどの車載ランプに、
測光レベルの最小値と最大値の両方の
要件（角度試験ポイントにおける光度
の値）がある。加えて、複合機能ラン

プに対する光度比の要件もある。例え
ば、ブレーキ点灯時と尾灯点灯時の光
度レベルの違いは、人間の目で識別可
能でなければならない。このような機
能別の光度比要件は、SAEのランプ
に関するさまざまな文書で取り上げら
れている。また、SAE J1889では、初期
の光度出力、安定時の光度出力、最小／
最大値時のデバイス性能、光度比の要
件といった項目が定められている。
 
前方照明に関する規格
　2000年代初頭には、白色LED技術
の飛躍的進歩を受けてLEDヘッドライ
トが実装可能になり、SAE照明委員会
はさらなるLED照明規格としてSAE 
J2650を策定および制定した。この規
格は、ヘッドライトやフォグランプと
いったLED前方照明装置の要件を定
めている。
　測光レベルの最大／最小値比と熱安
定性を確認するための試験は、SAE 
J1889のものに似ている。ただし、LED
前方照明装置には2つの性能要件が追
加されている。1つ目は、赤色成分試
験である。障害物、歩行者、標識など
を含めた道路環境においては、赤の停
止信号をはじめとして、赤色を効果的
に示すことが重要だからだ。
　このような標識を効果的に示し、運
転者が正しく認識できるようにするに
は、ヘッドライトから放射される光ス
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車載分野に特化したLED照明の規格について、その全体像を概説する。車
載照明には、光束維持率、信頼性、寿命、カラースペクトルに関する特有の
要件が課せられる。

LED車載照明に
特有の要件を定めるSAE規格
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ペクトルに十分な赤色成分が含まれて
いる必要がある。そのためSAE J2650
では、赤色成分に関する要件が、可視
光スペクトルパワー分布全体に対する
割合として規定されている。
　2つ目の追加要件は、使用期間を通
した光束維持率に関するものである。
一般的には、SAE照明規格は製品耐用
期間に関する要件を規定しないが、こ
こでは、LEDが寿命の長い光源である
という事実に基づいて検討がなされて
いる。LEDの光出力は使用時間に伴っ
て低下するため、LEDヘッドライトが
定格耐用期間にわたって、初期光出力
の80%という推奨される最小測光出力
を維持することを確認することを目的
としたガイドラインが定められている。

光束維持率
　SAE照明委員会は2007年、LEDの
光束維持率を試験するための規格の策

定に着手した。何年かにわたる作業を
経て、SAE J2938が2012年に発行さ
れた。LED光源で設計された車載ラン
プのほとんどの場合において、LEDは
最大許容接合部温度またはそれに近い
温度で動作することが多い。
　LEDの動作電流は通常、最大接合部
温度近くで設計される。車両の動作条
件や環境条件にはばらつきがあるため、
この規格は、LEDランプが最悪の動作
条件下においても最小測光要件を満た
すことを確認することを目的としている。
そのため、車載ランプについて、LED
筐体温度は、接合部温度が最大値また
は最大値から10°以内の範囲に達する
として定められる。実際には、LEDは
それよりも低い接合部温度で動作する
可能性があるが（その場合は、光束が維
持される期間が延長する）、SAE J2938
規格では、最悪の条件下で試験を実施
することを推奨している。

　自動車OEM企業やランプメーカーは、
LEDの寿命が車両よりも長いはずだと
いう前提に立ってきた。一部の車両モ
デルに対し、車両の耐用期間全体にわ
たってランプが使用可能であることを
測定した自動車メーカーも存在していた
かもしれないが、そのような耐用基準を
設けられるほど信頼できる包括的なデ
ータベースは、業界には存在しなかった。
米ミシガン大交通研究所（UMTRI：Uni-
ver si ty of Michigan Trans por ta tion 
Re search Institute）は2008年、米国
における乗用車に搭載された照明装置
の実際の使用頻度に関する平均に基づ
く概要を示す2件の報告書を公開した。

車載ランプの寿命
　UMTRIの報告書は、SAE J2938で
推奨される試験継続時間の基盤と根拠
になっている。米国の乗用車について、
車両の使用期間において稼働時間が最

独アウディ社（Audi）のヘッドライト「Matrix」は、制御可能な光線を生成して視界を改善することのできる、複数のLEDを搭載した車載照明製品
の1例である。
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も長かった照明はテールライトで、
2000時間弱だった。DRLの稼働時間は、
テールライトの約3倍である。そのため、
SAE J2938では、LED光束維持率試験
を最小で2000時間継続することを推奨
している。DRLや耐久性が求められる
車載照明については、それよりも長い
時間試験を継続することができる。こ
のような照明に対してより長期にわた
る光束維持率の推定が必要な場合は、
IES TM-21に基づく試験が推奨される。
　2007年にはLED交換可能光源の適
用も、規格策定における検討項目とし
て取り上げられた。現行の車載ランプ
のほとんどに対し、交換可能光源（電
球）が使用されている。LEDが外装照
明に採用できるだけの輝度に達したば
かりの頃、個々のLEDを交換可能なソ
ケットに組み込み、LED電球（交換可
能光源）を複数の車両プラットフォーム
に適用したり、保守交換部品として使用
したりできるようにしようというのが、
1つのアプローチだった。これによって、
当時はすべてのデバイスメーカーが使
用することのできた一連の光源を、さ
まざまな供給企業が広く取引および製
造できるようになる可能性がある。
　SAEは従来から、SAE J573で小型
交換可能光源（電球）を規定している。
従来型の電球とは異なり、LEDが組み
込まれた電球は、パイプ形ランプ、リフ
レクタ光学ランプ、薄型ランプといっ
た高度な光学的デザインに対してさら
なるメリットをもたらす可能性がある。
これらの製品事例に基づき、SAE照明
委員会は、このような種類の電球の標
準化に向けて、光学的特性や機械的特
性などを定める仕様を策定した。
　現在では、シグナル照明用の標準化
されたLED交換可能光源についても、
SAE J573で規定されている。車載照
明市場はますますグローバル化が進ん

でいるため、SAE J573に含まれるLED
交換可能光源の技術的データと仕様は、
UN Regulation 128（国際連合基準第
128条）のデータシートと調和するもの
となっている（http://bit.ly/UcyqAn）。

故障試験
　SAE照明委員会がLED照明を対象に
作成した最新文書は、SAE J3014であ
る。これは、LEDを含むランプの高加速
故障試験（HAFT：Highly Accelerated 
Failure Testing）を規定するものである。
HAFTは、加速寿命試験（ALT：Ac cel-
er ated Life Test ing）または高加速寿
命試験（HALT：High ly Accelerated 
Life Testing）とも呼ばれ、車載照明と
一般照明の両方の分野において長年に
わたって業界慣行として用いられてき
た。HAFTの目的は、故障の種類を識
別して、照明製品の設計不良や、望ま
しい定格耐用年数を明らかにすること
にある。
　LED照明においては、光束維持率だ
けを信頼性の絶対的な評価基準として

用いることはできないかもしれない。
LEDランプアセンブリ内のその他の種
類の故障も、品質や信頼性に影響を与え
る問題として特定する必要がある。車
載分野における環境や使用方法による
潜在的影響の範囲を考慮して、SAE照
明委員会は、LEDランプの早期故障に
つながる主要ストレス要因として、温度、
振動、入力電圧の3つを特定した。この
試験は、過度の温度、電気、振動条件に
さらされた場合の製品の動作および破
壊限界を特定するために用いられる。
　HAFT試験における温度変化によっ
て、湿度が急速かつ無制御に変動し、
試験対象のランプにストレスが加えら
れる。しかし湿度は、温度に起因する
ものであり、温度の低下に伴って自然
に発生する凝縮による現象であるた
め、独立したストレス要因とはみなさ
れない。湿度を制御するには、空気交
換や空調が必要になる。温度変化時の
湿度制御は遅く、試験装置に影響を与
える。また、温度が急激に変化する間は、
湿度を制御することはできない。SAE 

独オスラム・オプト・セミコンダクターズ社（OSRAM Opto Semiconductors）の「Osram 
Ostar Headlamp Pro LED」は、エミッタを個別に制御可能な先進型前方照明システム（AFS：
Ad vanced Forward Lighting System）をターゲットとしている。
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J3014は、試験結果を解析することによ
っても、ばらつきを把握して、所望の性
能に影響を与え得る要因を特定するこ
とができる可能性があるとしている。
ただし、この試験結果から製品の動作
寿命を予測することはできず、また、試
験結果を予測に使用してはならない。
　すべての応用分野において、LEDと
LED照明製品の長期的な信頼性を予測
するための信頼できる手法が強く求め
られており、複数の業界専門家グルー
プが現在、この目標に向けた取り組み
を続けている。試験と性能に関する各
種規格は古くから、さまざまな応用分
野で使用されるLEDを設計する際の
検討事項として利用されてきた。AEC 

Q101といった、シリコンベースのディ
スクリート部品に関する既存の規格が、
LED部品の適格性評価に使用されてい
た。LED部品専用の適格性確認試験
に関するIECの最新の取り組みでは、
特にこの技術を対象に検討を行い、要
件をIEC 60810に定めた。LED車載照
明規格は先駆的な存在として、LED一
般照明規格を策定する上での貴重な基
準となる可能性がある。
　本誌では、続編記事として「LED車
載照明を対象に出現する、新しいグロ
ーバル規格」というタイトルで、車載
LEDの規格をグローバルな視点から取
り上げたいと思う（LEDs Magazine英
語版2014 10月号 P.35参照）。
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