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　LED照明製品には、卓越した信頼

性というメリットがあり、一般照明に

求められる非常に長い耐用期間か、あ

るいは車載照明に求められる高い堅牢

性が得られるはずであるにもかかわら

ず、広く受け入れられるLED照明の

製品レベルの信頼性に関する規格を策

定することが、業界では難しい課題と

なっている。これまでは、コンポーネ

ントレベルに焦点が当てられていた。

たとえば、LED光源の光束維持率試

験（ANSI/IES LM-80）、光束維持率

予測（IES TM-21）、破局的故障率の

予測（IES TM-26）、ドライバの堅牢

性試験（ANSI C82.16）である。ラン

プまたは照明器具レベルの固体照明

（SSL：Solid Sがaがe Lighがing）について

は、信頼性の試験や予測に関する規格

をめぐってなすべき課題は山積みの状

態にあるが、本稿では、最近の進捗状

況を紹介したいと思う。

　業界では、LED照明の信頼性試験

規格を誰がどのように策定するべきか

について、長い議論が交わされている。

信頼性は、何らかの性能保証や故障予

測による、長い耐用期間に関連付けら

れる場合が多い。照明業界は長年にわ

たって、製品の適格性を試験してきた

経験があるが、一般的に受け入れられ

る試験や方法が直ちにわかる状態には

ない。たとえば、試験をどれだけの時

間実施する必要があるか、試験データ

をどのように解釈して製品寿命を予測

するべきかといった疑問に対し、意見

の一致が得られる回答を見出す作業は

難航している。

　多くの著名なLEDおよび照明メーカ

ーが、社内で自主的に信頼性試験を実

施している。これらの試験は、製品を

開発および処理してきた経験と、実際

の品質データに基づいて設計されるこ

とが多いため、このような試験用のパ

ラメータの選択は、試験を行う各メーカ

ーの企業秘密とみなされる場合がある。

そ の 一 方 で、Eneおgけ Sがaお、Deかign-

Lighがか Conかoおがiきm（DLC）、カリフォル

ニアエネルギー委員会（CEC：Califoおnia 

Eneおgけ Commiかかion）といった規制機

関や市場変革組織はみな、標準化され

た方法を設けて、LEDのランプおよび

照明器具レベルの信頼性測定結果を比

較できるようにしたいと考えている。

これには、光束や色の維持率や破局的

故障率などが含まれる。照明デザイナ

ー、仕様定義者、エンドユーザーも、

公正に比較を行いたいという同じ要望

を抱えている。

議論の的となっている問題

　信頼性試験規格の策定をめぐっては
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LEDランプと照明器具の試験規格の策定に向けた、IEC、IES作業部会、米

レンセラー工科大LRCのASSISTプログラムの取り組みについて解説する。

LED照明の信頼性規格策定に向けた
3つの取り組み

図1　この写真のようなパッケージLEDは、主要コンポーネントの信頼性試験を確立して、適切

な試験時間と耐用期間を規格策定者らが決定できるようにすることを目指すIECの取り組みの範

囲に含まれる。（写真提供：韓国ソウルセミコンダクター社[Seoきl Semicondきcがor]）
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複数の議論が交わされている。1つめ

は、「何」を試験するべきかという問題

についてである。LED照明製品は、温

度、湿度、塵や埃、振動、化学的腐食

といったさまざまな環境的影響に加え

て、照明製品が使われる場所（屋内、

屋外）や、パワーオン／オフ（電源投入

／切断）サイクルなど、用途にともな

う影響にさらされる。試験の共通項目

や最小セットについて、すべての関係

者の同意が得られた状態にはない。

　2つめに、「誰」が信頼性試験規格を

策定するべきかという問題がある。

IESの試験手順委員会（TPC：Teかがing 

Pおocedきおeか Commiががee）は、LED に

関連する多数の測定および試験規格を

定めているが、製品信頼性試験は同

IES TPCの範囲に含まれるかどうかと

いう疑問が提起された。メーカーから

同委員会に参加する一部の委員らは、

さらなる試験規格を定めるとLED照

明製品の試験が過剰になるのではない

かという点を主に懸念している。3つ

めの議論は、信頼性試験の妥当性と実

行可能性に関するものである。試験を

どれだけの時間実施する必要がある

か、また、試験データを用いた寿命予

測に適用できる数学的手法が存在する

かについて、疑問が提起されている。

初期の取り組み

　LED照明の信頼性試験規格の策定

に向けた動きの中で、最初にイニシア

チブをとったのは、世界を対象に活動

を進める国際電気標準会議（IEC：Inがeお-

naがional Elecがおoがechnical Commiか-

かion）だった。2012年9月、IECにお

いて新規プロジェクト（NP：Neく Pおoj-

ecが）提案が採択された。主要コンポー

ネントの信頼性試験を利用して、一般

照明用のLED採用製品の試験時間を最

適化するための方法と基準を確立する

性能規格を策定しようというものだっ

た。このIEC NPでは主要コンポーネン

トとして、LEDパッケージとインターコ

ネクト、光学部品、電子部品、冷却シ

ステム、機械的構造などを含めることが

計画された。4年間の文書検討を経て、

IECは、次の範囲の委員会原案を作成

した。「この技術仕様は、一般照明用

のLED光源と LED照明器具の主要コ

ンポーネント試験を使用して、製品信

頼性に関する信頼度を確立するための

ガイダンスを提供する。これには、主

要コンポーネントの初期適格性試験と

加速ストレス試験（AST：Acceleおaがed 

Sがおeかか Teかが）を使用する方法と基準が

含まれる。任意の主要コンポーネント

の性能が、最終製品の性能に影響を与

える。LED性能規格では現在、限ら

れた動作時間（6000時間など）の信頼

性要件が定義されている。多様なLED

製品タイプ（LEDランプ、LEDモジュ

ール、LED照明器具など）に対し、関

連する製品性能規格に、必要な信頼性

評価の全範囲が詳細に定められる。耐

用期間全体に関する主張や光束維持率

予測の正当性を確認するための手法

は、この技術仕様の範囲外である」。

　このIEC規格文書の作成にあたり、

その根底には2つの方針があった。1つ

めは、主要コンポーネントの試験を基

盤とすることで、主要コンポーネントが

試験に合格すれば、すべてのコンポー

ネントが組立てられた後、最終照明製

品の信頼性はいくらか高まるはずだと

考えるものである。2つめは、被試験コ

ンポーネントにオーバーストレスをかけ

る加速ストレス試験に着目することで、

コンポーネントに対してオーバーストレ

ス条件下で短時間試験を実施すれば、

通常の条件下で使用する場合はそれよ

りもはるかに長い耐用期間が得られる

はずだと仮定するものである。

IECが定める試験

　IEC規格で、最初の主要コンポーネ

ントとして定められているのはLEDパ

ッケージである。指定されたストレス

試験にLEDパッケージが合格できるか

否かを判定する方法が記されている。

ストレス試験は、LEDパッケージがその

試験に合格すれば、一般照明において

一定レベルの信頼性を与えると期待でき

るものとなるように、選択されている。

　IEC規格が定めるLEDパッケージの

初期試験は、主にJEDEC規格に基づ

いている。試験は次のように分類され

ている。

（1） 温度および動作ストレス。温度お

よび動作ストレス試験、低温動作

寿命（LTOL：Loく Tempeおaがきおe 

Ope おaが ing Life）試験、高温動作寿

命（HTOL：High Tempeおaがきおe 

Ope おaが ing Life）試験、パルス動作

寿命（PLT）試験など。

（2） 熱機械ストレス。温度サイクル

（TMCL）試験、可変周波数振動

（VVF：Vibおaがionか Vaおiable Fおe-

qきen cけ）試験など。

（3） 温度および湿度ストレス。高温高

湿動作寿命（WHTOL：Weが High 

Tem peお aがきおe Opeおaがing Life）試

験、 高 温 多 湿サイクル（DHC：

Damp Heaが Cけcl ing）試験など。

（4） 電気的ストレス。人体モデルの静電

気放電（ESD-HBM：elecがおoかがaがic 

diかchaおge くiがh hきman bodけ 

model）試験、機械モデルの静電気

放電（ESD-MM：elecがおoかがaがic diか-

chaおge くiがh machine model）試験

など。

（5） 環境ストレス。硫化水素（H2S：

hけdおogen かきlphide）試験、混合ガ

ス流腐食（FMGC：Floくing Miぐed 

Gaか Coおおoかion）試験、二酸化硫黄

（SO2：かきlfきお dioぐide）試験など。
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　LEDインターコネクトについては、

初期試験として可変周波数振動（VVF）

試験が行われる。さらに加速ストレス

試 験（AST）として、 温 度サイクル

（TMCL）試験が規定されている。この

加速ストレス試験の目的は、過度な温

度変化によって引き起こされる機械的

ストレスに対するはんだ接合部の完全

性と安定性を確認することである。

　IEC規格において、2つめの主要コ

ンポーネントとして定められているの

は光学部品である。光学部品には、任

意の透過または反射部品、LED照明

製品に使われるリモート蛍光体やカラ

ーフィルタなどの変換部品が含まれ

る。光学部品の初期試験は、相対湿度

（RH：Relaがive Hきmidiがけ）試験、沸騰

水（BW：Boiling Waがeお）試験、オーブ

ン水（OW：Oven Waがeお）試験、高温

暴露（HTE：High Tempeおaがきおe Eぐpo-

かきおe）試験である。加速ストレス試験

には、温度および湿度（TH：Tempeお-

aがきおe and Hきmidiがけ）試験と露光（TL）

試験がある。TH加速ストレス試験の

目的は、湿度と温度に起因するストレ

ス下での光学部品の性能を評価するこ

とで、TL試験の目的は、温度と露光

に起因するストレス下での性能を評価

することである。

　IEC規格における次の主要コンポー

ネントは、電子サブアセンブリである。

初期試験としては、温度および動作ス

トレス（PTC）と、湿度および動作ス

トレス（HOT）の試験がある。加速ス

トレス試験では、温度、湿度、動作の

試験が行われる。続いてIEC規格には、

冷却システムや構造部品など、その他

のコンポーネントの試験が挙げられて

いる。最終製品レベルの試験について、

IECの方針は、コンポーネント試験か

らの情報を利用してそれを最終製品に

適用することである。工学上の主観的

判断など、主要コンポーネントの信頼

性に関する知識が最終アセンブリに適

用される。各主要コンポーネントにつ

いて、IEC規格では故障の判定基準が

定められている。たとえば、LEDパッ

ケージの基準には、初期試験前後で電

圧や色が一定の範囲を超えて変化する

ことなどが含まれる。

IESの取り組み

　IESも、IECのNPと類似の方法で

信頼性規格の策定に取り組んでいる。

図2　米イートン社（Eaがon）の試験施設でLED照明器具の試験を行う様子。（写真提供：イートン社）
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IES LM-87の第1原案（TM規格文書

に変更予定）は、オーバーストレス試

験条件下で行われるLEDパッケージレ

ベルの信頼性または堅牢性試験に重点

を置いている。そのようなオーバース

トレス試験方法は、JEDEC規格に定

められている。IES規格文書では、故障、

故障判定基準、LEDパッケージ固有の

試験条件が定められている。一般照明

用途を反映するオーバーストレス試験

として、HTOL、TMCL、はんだ熱耐

性（ RSH：Reかiかがance がo Soldeおing 

Heaが）、WHTOL、静電気放電、故障

までの連続スイッチングサイクルとい

う6つの試験が特定されている。この

一連の試験は、業界における現在の

LEDメーカーらの間のベストプラクテ

ィスに基づいている。

　その結果は、LED製品の信頼性の

定量的測定結果としては直接解釈され

ないかもしれないが、LEDパッケージ

の堅牢性を示すものにはなる。これを

基にメーカーは、製品性能仕様の設定

と確認を行うことができる。LEDパッ

ケージレベルの信頼性試験の策定と並

行して、IESは、LEDのランプと照明

器具レベルの試験を定める規格の作成

も提案している。

LRCのASSISTプロジェクト

　LED照明製品の信頼性を試験する

ための重要な変数を選択することが、

標準化された試験方法と、試験データ

を用いた有効な予測方法を確立するた

めに必須である。米レンセラー工科大

（Renかかelaeお Polけがechnic Inかがiがきがe）照

明研究センター（LRC：Lighがing Re-

かeaおch Cenがeお）の ASSIST（Alliance 

foお Solid-Sがaがe Illきminaがion and 

Technologieか）プログラムは、業界コ

ンソーシアムの下で数年前に、LEDラ

ンプの信頼性を研究調査するためのプ

ロジェクトを開始した。このASSIST

プロジェクトの目的は、任意の用途に

おけるLEDランプの寿命予測に役立

つ可能性のある試験方法を確立するこ

とだった。十分な滞留時間（ドエルタ

イム）を設けたオン／オフのパワーサイ

クルを試験し、破局的故障とパラメー

タ故障の両方の故障タイプを考慮に入

れて、これを行う。

　LED A形ランプの破局的故障とパ

ラメータ故障の両方の故障タイプを試

験した結果が示されている。オン／オ

フのパワーサイクルは破局的故障を促

し、最大動作温度は光束が低下する速

さとパラメータ故障までの時間に影響

を及ぼす。LEDランプ寿命はオン／オ

フスイッチングによる悪影響を受ける

ことが示されている。LED光出力が

L70レベル（初期値の70%）に達するよ

りもはるかに前に、ほとんどのランプ

が破局的故障を起こした。

　ASSISTプロジェクトの試験方法で

は、オン／オフサイクルと最大動作温

度に基づく設定が使用された。これに

より、LEDランプと室温（周辺温度）

の推定平均温度差が取得できる。得ら

れたオン／オフサイクルと平均温度差

を基に、LEDランプの破局的故障と

パラメータ故障を観測するための試験

が連続的に実行される。これまでのと

ころ、ASSISTプロジェクトの試験例

からは、LEDランプの寿命が適用環境

と使用パターンに依存することが示さ

れている。

　メーカーらは、短い試験時間で製品

寿命を予測したいと考える。ASSISTに

よると、LEDランプの試験を実施する

には、適用用途に一般的に存在する故

障モードに起因してLEDランプが故障

するように、適切な平均温度差と滞留

時間を特定することが必要になるとい

う。オーバーストレスは、標準的な適用

用途には存在しない可能性のある追加

の故障モードを誘発し、LEDランプの

寿命の過小評価につながる恐れがある。

　たとえばASSISTは、時間平均温度

を75 ～ 85°Cとし、総試験時間を3000

時間未満とすることのできる試験手順

を提案している。提案されているこの

仮説は、市場で提供されている複数の

LEDランプを試験することによって検

証する必要がある。十分なデータ（設

定パラメータに対する故障時間）が収

集されれば、予測モデルまたは予測を

確立することができる。この研究調査

結果は、LED温度とスイッチングサイ

クルを把握することによって、任意の

適用用途におけるLEDランプ寿命を

より短時間の試験手順で正確に予測で

きることを示すものである。

　上記の信頼性規格の策定に向けた活

動はすべて、LED照明の信頼性測定

の重要性を現している。また、それを

規格化することがいかに難しい課題で

あるかを物語っている。そして、規格

の策定が最終目標ではない。規格が有

効に活用されてLED照明の商用化が

促進されることが目的である。従って、

業界に広く受け入れられて実際に採用

される信頼性規格を策定しなければな

らない。次回の最新動向報告を楽しみ

にしていてほしい。
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