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LED や有機 EL のような新しい光源は、ハード的には各メーカーや研究機関で鋭意開発
を進めているが、それらの最新情報が、ソフト的使用者にあまり伝わってきていない。ま
た逆に、使用者の希望や期待がハード担当者にはあまり伝わっていないとも思われる。し
たがって、このようなお互いに必要とする情報を、集中的に収集し、整理、公開すること
が望まれている。
そこで、平成 17 年度に対外活動委員会産学 WG において種々検討を行った結果、LED
や有機 EL についての正確で、最新で、豊富な情報の収集、整理、公開を試行するための「新
光源発達度研究調査委員会」の設立を願い出ることとなり、幸い平成 18 年 1 月の理事会で
承認された。さらに、平成 19 年 11 月 29 日の理事会で、平成 23 年 3 月までの継続が認め
られた。
本報告書は、既に報告済みの平成 18 年度(JIER-094)、平成 19 年度(JIER-100)、平成 20
年度(JIER-102)に引き続き平成 21 年 4 月から平成 22 年 3 月までの 1 年間に亘って、LED
と有機 EL に関する情報を収集し、次のような項目別に分類し整理したものである。
(1)

論文・解説・報告など

(2)

単行本・小冊子など

(3)

規格・基準・報告書など

(4)

新 聞

(5)

ホームページ

(6)

委員会・プロジェクトなど

(7)

講演会・シンポ・展示会など

(8)

新製品・施設例など

今後は、情報システム管理委員会のご協力を得て、ホームページへの掲載とメールマガ
ジンによる PR を行なう予定である。
本報告書の情報が、LED と有機 EL のハード、ソフト両面での進展に些かでもお役に立
てば、この上ない喜びである。
最後にこの 1 年間、情報収集活動にご協力を頂いた新光源発達度研究調査委員会の幹事、
委員各位ならびに関係者の皆様方に心より厚く御礼申し上げます。

平成 22 年 3 月
(社)照明学会
新光源発達度研究調査委員会
委員長
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大谷 義彦

１．

当委員会の概要

１．１ 当委員会の設立経緯
①

平成 15 年度の会長から経営企画委員会への諮問事項「対外活動委員会(仮称)設立の検
討」に対する答申を受けて、平成 16 年 6 月度の理事会において「対外活動委員会」の
設立が決定され、次のような事業計画が示された。
・より広い視野からの学会活動を推進し国内及び国際社会に広く貢献するために、
産業界、官公庁、関連団体、大学等との連携を強化するように次の 3 つのテーマ
に取り組む。
ⅰ)海外の関係団体との情報交換の充実：国際 WG
ⅱ)日本照明委員会､日本電球工業会､日本照明器具工業会との連携強化：:産学 WG
ⅲ)広報活動の強化：広報 WG
・当委員会は、この後「産学 WG」から生まれることとなる。

② 平成 16 年 8 月開催の産学 WG において、照明の産業活性化や発展のための産学連携に
関連する課題、研究テーマを各委員が提出することとなる。
③ 平成 17 年 3 月開催の産学 WG において、集まった課題、研究テーマを整理する。
④ 平成 17 年 6 月開催の産学 WG において、取り組みの優先順位を定め、上位 5 テーマに
ついて担当者を割り当てて、それぞれのアクションプランを作成することとなる。
⑤ 平成 17 年 9 月開催の産学 WG において、それぞれのアクションプランについて検討を
行い、対外活動委員会の意見を聞くこととする。
⑥ 平成 17 年 10 月開催の産学 WG において、対外活動委員会の意見を踏まえ、省エネル
ギー関係の課題 2 件(新光源発達度研究調査委員会が含まれている)について、研究調査
委員会を立ち上げることを決め、新設委員会提案書を作成して、研究運営企画委員会
に申請する。
⑦ 平成 17 年 12 月開催の研究運営企画委員会、平成 18 年 1 月開催の理事会において、新
光源発達度研究調査委員会の設立が承認される。
⑧ 平成 18 年 4 月開催の新光源発達度研究調査委員会準備会において、委員長、幹事が集
まり、委員会の目的、設立の経緯を確認し、委員会の進め方、委員構成等について検
討する。
⑨ 平成 18 年 5 月開催の産学 WG において、当委員会の進め方、委員構成について確認す
る。
１．２ 当委員会の活動
① 第１回委員会：平成 18 年 6 月 13 日(火)
・ 委員会設立の経緯説明
・ 調査対象を LED(表示用も含む)と有機 EL に限定する
・ 調査する場合、
「論文、資料、解説など」
、「法規、基準、指針など」、
「新聞」、
「単
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行本」、「小冊子」、「ホームページ」、「講演会、シンポジウム、展示会など」、「学
協会、工業会、官公庁などの動向」、
「新製品、施設例、その他」に分ける。
・ 入力フォーマット(エクセルの表)を作成する。
・ 集まった情報は、委員長と幹事で整理する。
② 第 2 回委員会：平成 18 年 9 月 1 日(金)
・ 155 件の情報が集まったが、まだ少ないとの指摘あり。
・ 「論文、資料、解説など」の項目から「論文」は削除する。
③ 第 3 回委員会：平成 18 年 11 月 14 日(金)
・ 488 件の情報が集まる。
④ 第 4 回委員会：平成 19 年 2 月 6 日(火)
・ 834 件の情報が集まる。
・ 有機 EL 関係が少ないとの指摘あり。
・ 年度末まで情報の収集を行う。
・ これらの情報に、「はじめに」、「委員会の概要」などを加え、体裁を整えて報告書
とする (委員長、幹事に一任)。
・ 報告書は、理事会に報告するほか、委員全員に配布する。
・ 情報システム管理委員会を通じて、ホームページやメールマガジン上で公開する。
・ 今後も継続的に情報を収集、整理、公開するための常置の委員会を設立するように、
理事会に願い出る。
⑤ 平成 19 年 3 月 31 日：新光源発達度研究調査委員会報告書(JIER-94)を提出し、学会ホ
ームページ上の「委員会報告」欄より無料ダウンロードできるようにした。
⑥ 平成 19 年 11 月 29 日：理事会において、新光源発達度研究調査委員会の平成 23 年 3
月までの継続が認められた。
⑦ 平成 20 年 1 月 10 日：委員会の継続承認を受けて、今後の運営方針、委員会開催準備
などについて委員長と幹事で協議する。
⑧ 第 5 回委員会：平成 20 年 2 月 4 日(月)
・ 委員会継続の経過説明
・

これまでの反省とこれからの進め方について検討。今後は、年に一度の委員会開
催とし、主としてメールによる情報交換とする。

⑨ 平成 20 年 3 月 31 日：新光源発達度研究調査委員会報告書(JIER-100)を提出し、学会
ホームページ上の「委員会報告」欄より無料ダウンロードできるように申請した。
⑩ 平成 21 年 3 月 31 日：新光源発達度研究調査委員会報告書(JIER-102)を提出し、学会
ホームページ上の「委員会報告」欄より無料ダウンロードできるように申請した。
⑪ 平成 22 年 3 月 31 日：新光源発達度研究調査委員会報告書(JIER-107)を提出し、学会
ホームページ上の「委員会報告」欄より無料ダウンロードできるように申請した。
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１．３ 委員会の構成
委員長

大谷 義彦

日本大学生産工学部電気電子工学科

幹 事

阪口 敏彦

パナソニック電工㈱照明事業本部照明 R&D センター

幹 事

清水 恵一

東芝ライテック㈱LED 事業推進室技術担当

委 員

赤塚美津雄

(社)日本照明器具工業会

委 員

落合

M&O デザイン事務所

委 員

橋本 匡史

NEC ライティング㈱光応用事業部

委 員

小紫 正樹

LED 照明推進協議会事務局

委 員

小中大二郎

オスラム・メルコ㈱品質保証部品質企画課

委 員

齊藤 一朗

独立行政法人産業技術総合研究所計測標準研究部門

勉

光放射計測科
委 員

佐久間 茂

アイティーエル㈱

委 員

高司 裕一

岩崎電気㈱技術研究所照明研究室

委 員

成清 謙爾

(社)日本電球工業会技術部担当

委 員

松本

LED 照明推進協議会事務局

稔

4

１． LED と有機 EL の情報

２．１

論文・解説・報告など・・・・・・・・ 6

２．２

単行本・小冊子など・・・・・・・・・15

２．３

規格・基準・報告書など・・・・・・・17

２．４

新 聞・・・・・・・・・・・・・・・19

２．５

ホームページ・・・・・・・・・・・ 99

２．６

委員会・プロジェクトなど・・・・・ 130

２．７

講演会・シンポ・展示会など・・・・ 132

２．８ 新製品・施設例など・・・・・・・・ 135

＊ 色つきの項目は、有機 EL 関係です。
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1. 論文・解説・報告など
種別
資料

資料

著者

題目

雑誌名

特集：企業における照明デザイン(その1)
吉信真之(東芝ライテッ
ＬＥＤ照明のデザインアプローチ～器具デザインと照明デザ 照明学会誌
ク)ほか
イン
特集：企業における照明デザイン(その1)
藤田淳一(小糸工業)
屋外照明における照明デザインの魅力(ＬＥＤイルミネーショ 照明学会誌
ンの可能性)

巻ー号

ページ

93－4
（2009）

226-229

93－4
（2009）

230-234

論文

川西大介(金沢工業大
学)ほか

ハイパワーＬＥＤランプ用高効率駆動回路

照明学会誌

93－5
（2009）

284-289

資料

安田

ＬＥＤ屋外照明器具のデザイン

照明学会誌

93－6
（2009）

360-364

資料

赤坂仁司(岩崎電気)

街あかりにおけるＬＥＤの紹介

照明学会誌

93－7
（2009）

415-422

資料

斉藤明子(東芝ライテッ
第1章光源および点灯回路：1.3ＬＥＤ光源
ク)

照明学会誌

93-8Ｂ
(2009)

553-554

資料

通島茂夫(東芝ライテッ
第3章照明器具および機器：3.4ＬＥＤ照明器具
ク)

照明学会誌

93-8Ｂ
(2009)

572-573

賢(岩崎電気)

鈴木敬明(静岡県工業
技術研究所)、榎本早希
(ﾔﾏﾊﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃｯｸ)
原直也(関西大学)、神
農悠聖(大手前大学)、
岡嶋克典(横浜国立大
学)
喜多靖(スタンレー㈱、
千葉大学)、長瀬達也
(千葉大学)ほか

照明学会誌

94-2
(2010)

82-85

有彩色と白色の照明光間の色変化時における定常順応の
照明学会誌
ための所要時間

94-2
(2010)

86-91

ＨＩＤと白色ＬＥＤにおける光源色の見え方と測色値の不一
致

照明学会誌

94-2
(2010)

92-99

論文

中村芳樹(東京工業大
学)、島崎航(新日鉄ソ
リューションズ㈱ほか

輝度画像を用いた視認性評価法
――ＬＥＤ表示や3次元物体にも適用可能な汎用的視認性
評価法――

照明学会誌

94-2
(2010)

100-107

論文

宇田麻希子(TOTO技術
照明光の色の瞬時変化が明るさ感や印象評価に及ぼす影
照明学会誌
研究所)、原直也(関西
響
大学)ほか

94-2
(2010)

108-115

照明学会誌

94-2
(2010)

116-119

照明学会誌

94-2
(2010)

120-123

照明学会誌

94-3
(2010)

192-197

照明学会誌

94-3
(2010)

198-201

照明学会誌

94-4
(2010)

219

論文

論文

論文

竹内謹冶(海上保安
研究速報 庁)、福住克保(海上保
安庁)ほか

高齢者と一型二色覚者が感じる単色ＬＥＤ点光源の明るさ
の推定方法とそのシミュレーション

ＰＷＭフリッカ灯火を用いた光波標識に関する実験的検討

木村能子(スタンレー電
研究速報 気㈱)、阿山みよし(宇都 ＬＥＤに対する眩しさ感の年齢差に関する研究
宮大学)
資料

落合太郎(九州産業大
学)

資料

三田厚(東芝ライテック) ＬＥＤ光源による病院照明施設の改修

今日の
大谷義彦(日本大学)
課題

色覚異常者にやさしいＬＥＤ道路交通信号灯

ＬＥＤ照明への期待

資料

小紫正樹(ＬＥＤ照明推
総論：ＬＥＤ照明の現状と将来
進協議会)

照明学会誌

94-4
(2010)

220-223

資料

蔀洋司(産業技術総合
研究所)

ＬＥＤの測光と課題

照明学会誌

94-4
(2010)

224-227

資料

坂東完治(日亜化学工
業)

照明用白色ＬＥＤの発光効率と進歩

照明学会誌

94-4
(2010)

228-232

資料

阪口敏彦(パナソニック
ＬＥＤ照明の上手な使い方
電工)

照明学会誌

94-4
(2010)

233-239

資料

日本照明委員会

ＬＥＤ照明の課題(生体安全性)

照明学会誌

94-4
(2010)

240-244

資料

本間睦朗(日建設計)

ＬＥＤ照明の建築計画への応用

照明学会誌

94-4
(2010)

245-249
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1. 論文・解説・報告など
種別

著者

題目

雑誌名

巻ー号

ページ

94-5
(2010)

275-282

94-6
(2010)

342-344

照明学会誌

94-8B
(2010)

478-482

小林正自(小糸製作
全照灯照明光源の分光分布が視対象の明るさに与える影
所)、大川正夫(小糸製
照明学会誌
作所)、岡嶋克典(横浜 響
楽しいあ 国立大)
小谷朋子(東芝ライテッ
かりのヒ
ＬＥＤのあかり～照明ソフトの観点から
照明学会誌
ク)
ント
論文

年報ズー 大谷義彦(日本大学)ほ
有機EL照明におけるガイドライン作成の課題
ムアップ か
年報

斉藤明子(東芝ライテッ
第1章光源及び点灯回路、1.3LED光源
ク)

照明学会誌

94-8B
(2010)

486-489

資料

五十嵐賢治(東芝ライ
テック)

第3章照明器具および機器：3.3ＬＥＤ照明器具

照明学会誌

94-8Ｂ
(2010)

507

Letter

Mohamad Fauzi ZAINI
et al.

Perceived Brightness and Saturation of Color LED Light in
J. Light & Vis. Env.
Design Fog at Night Time

33-2
(2009)

107-109

A Long-Term Energy Saving Analysis on LEDs General
Lighting in China

J. Light & Vis. Env.

33-2
(2009)

110-113

Papers H.Hayashi et al.

Dependence of Light Extraction from near-Ultraviolet
Ligh-Emitting Diodes on Refraction Index, Transmittance
and Shape

J. Light & Vis. Env.

33-3
(2009)

137-141

Papers k.kamon et al.

Study on the Luminous and Thermal Characteristics of
High-Power Near-Ultraviolet LED Packages with Various
Chip Arrangements

J. Light & Vis. Env.

33-3
(2009)

142-146

Letter

Perceived Brightness and Saturation of LED Light in
Daytime Fog

J. Light & Vis. Env.

33-3
(2009)

153-155

Technical
Liu HONG
Trend

B.A.Kumiawan et al.

資料

高橋文雄(パナソニック電 特集 最近の光源の課題と展望(新光源及び従来光源の進 電気設備学会誌
工)
化)「特集に当たって」

30-1
(2010)

2

資料

高橋文雄(パナソニック電
特集 最近の光源の課題と展望(新光源及び従来光源の進
電気設備学会誌
工)高橋潤一(東芝ライ
化)「光のア・ラ・カルト」

30-1
(2010)

40243

テック)

資料

福多佳子(横浜国大)

特集 最近の光源の課題と展望(新光源及び従来光源の進
電気設備学会誌
化)「光源の進展に対する期待」

30-1
(2010)

40368

資料

赤澤幸造(日本電球工業 特集 最近の光源の課題と展望(新光源及び従来光源の進 電気設備学会誌
会)
化)「照明用ＬＥＤ光源の性能・安全基準について」

30-1
(2010)

40463

特集 最近の光源の課題と展望(新光源及び従来光源の進
電気設備学会誌
化)「ＬＥＤ光源の開発の現状と課題」

30-1
(2010)

13-16

資料

久安武志(東芝ライテッ 特集 最近の光源の課題と展望(新光源及び従来光源の進
ク)森山厳與(東芝ライ 化)「ＬＥＤ照明の普及に向けた課題と展望」
電気設備学会誌
テック)
――ダウンライトと電球形ＬＥＤを例として――

30-1
(2010)

17-19

資料

菰田卓哉(パナソニック電 特集 最近の光源の課題と展望(新光源及び従来光源の進
電気設備学会誌
工)
化)「有機ＥＬ照明の現状と課題」

30-1
(2010)

20-23

資料

谷原良寛
(MARUWA SHOMEI)

LED照明の集合住宅への取り組み

電気設備学会誌

30-2
(2010)

126-128

資料

島末紀之(きんでん)ほ
か

特集新人技術者のための電気設備入門/電気設備技術者
のための大学院教育システム
電気設備学会誌
太陽光発電とLED照明に関する動向

30-5
(2010)

377-381

資料

中国支部

中部支部だより

30-6
(2010)

463-464

資料

松本 稔
(ＬＥＤ照明推進協議会)

――LED照明の現状と今後の動向―― 電気設備学会誌

中村修二(カリフォルニ ＬＥＤの最先端技術動向と今後の展開について
日本照明器具工業会会 11-7
講演会 ア大学サンタバーバラ (ライティング・フェア2009セミナー ～ＬＥＤと有機ＥＬが切り開く照明の
報「照明」
(2009.5)
未来～より)
校)
講演会

報告

城戸淳二(山形大学大
学院理工学研究科)

有機EL照明最前線
(ライティング・フェア2009セミナー
り開く照明の未来～より)

～ＬＥＤと有機ＥＬが切

佐藤光治(東芝ライテッ ２００９年Light Fair と米国照明事情視察報告
ク)
ライトフェア見本市(３)LED関連

7

16-28

日本照明器具工業会会 11-8
報「照明」
(2009.7)

19-34

日本照明器具工業会会 11-8
報「照明」
(2009.7)

55-58

1. 論文・解説・報告など
種別

著者

題目

雑誌名

巻ー号

ページ

報告

日本電球工業会

LED照明の正しい普及促進のために――課題と対応――

日本照明器具工業会会 11-9
報「照明」
(2009.9)

13-16

報告

中根絵美（東京電力）

省エネ型電球に対する認識と取り換え状況

日本照明器具工業会会 11-12
報「照明」
(2009.12)

40403

報告

糸川 剛（岩崎電気）

2010年ライト＋ビルディング見本市と欧州照明事情視察報 日本照明器具工業会会 12-2
告（Ⅰ） （3）LED器具
報「照明」
(2010.7)

48-50

報告

海外情報：有機ＥＬ(OLED)特集
村中哲男(NECライティ
ＧＥ世界初のロールツーロール生産方式のＯＬＥDを開発、 電球工業会報
ング)
ほか

503
(2009.4)

75-76

報告

佐藤光治(東芝ライテッ ２００９年Light Fair と米国照明事情視察団(5/4-5/11
ク)
ライトフェア見本市：LED関連

505
(2009.7)

15-18

506

2～5

技術情報 照明用LED技術委員会

LED照明の正しい普及促進のために
――課題と対応――

電球工業会報

電球工業会報

(2009.8-9)

行事報告

落合 勉
7月7日のLED七夕(環境省主催クールアースデー記念七夕
電球工業会報
(M&Oデザイン事務所) イベント)

507
(2009.10)

15-18

技術動向

鈴木 篤(日立ライティ
ング)

照明用LED光源の規格、試験方法について

電球工業会報

507
(2009.10)

27-34

海外情報

薛 銘(NECライティン
グ)

上海万博に向けて中国のLED景観照明が急速普及

電球工業会報

507
(2009.10)

59-61

行事報告

武内徹二(日本電球工
業会)

第4回「あかりの日・親子LED工作教室」実施報告

電球工業会報

509
(2010.1)

11～12

技術情報

鈴木 篤(日立ライティ
ング)

APEC「LED照明の標準化と試験方法の確立」ワークショップ
電球工業会報
報告

509
(2010.1)

32-36

技術情報

蔀洋司(産業技術総合
研究所)

「国際照明委員会(CIE)ブタペスト会議」――LED関連技術
委員会の最新情報――

電球工業会報

509
(2010.1)

37-40

技術情報

小谷朋子(東芝ライテッ
CIEカンファレンス報告(LEDの演色性に関する注目発表)
ク)

電球工業会報

509
(2010.1)

41-43

第3回LED Next Stage 2010 電球工業会報

511
(2010.4)

10～23

電球工業会報

511
(2010.4)

42-45

行事報告 広報委員会

街づくり・流通ルネサンス

技術情報

鈴木 篤(日立ライティ
ング)

行事報告

通島茂夫(東芝ライテッ
Light + Building 欧州照明事情視察団 2010 LED
ク)

電球工業会報

513
(2010.7)

19-21

特別寄稿

落合 勉
Frankfurt Light + Building 2010 を見聞して
(M&Oデザイン事務所) 「LED照明の実用化と、OLED照明のデザイン」

電球工業会報

513
(2010.7)

33-38

IEC SC34A LED光源に関するワークショップ

発表

宮本雅子(滋賀県立大
学)ほか

住宅居間における昼光による行為のしやすさと空間評価(そ 照明学会全国大会
の6)――人工照明が必要でなくなるときの予測照度――
講演論文集

平成21年 講演番号53
113
度

発表

国嶋道子(京都女子大
学短期大学部)ほか

住宅居間における昼光による行為のしやすさと空間評価(そ 照明学会全国大会
の7)――くつろぎに適した室内の明るさ――
講演論文集

平成21年 講演番号54
114
度

発表

小出健司(鹿島建設)ほ
ザ･ウインザーホテル洞爺のエントランス・キャノピー照明
か

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年 講演番号57
119
度

発表

菊池啓子(パナソニック
Ｈ・Ｎ・メディック北広島の照明
電工)ほか

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年 講演番号64
131-132
度

発表

山田佐知(福井大学)ほ
早朝の青色光照射が覚醒及び生体リズムに及ぼす影響
か

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年 講演番号66
136
度

発表

清水千知(福井大学)ほ
異なる分光分布の光照射が生体リズムに及ぼす影響
か

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年 講演番号67
137
度

8

1. 論文・解説・報告など
種別

著者

題目

雑誌名

巻ー号

ページ

発表

中川慶子(福井大学)ほ 水晶体の加齢変化が薄明視照明下の視作業性に及ぼす影 照明学会全国大会
か
響
講演論文集

平成21年 講演番号72
143
度

発表

臼倉公隆(福井大学)ほ 薄明視レベルにおける空間の明るさ知覚
か
――青色ＬＥＤと白色ＬＥＤとの比較――

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年 講演番号73
144
度

発表

阿部光秀(愛媛大学)ほ
照明学会全国大会
パルス駆動ＬＥＤの実行輝度向上に対する駆動波形の効果
か
講演論文集

平成21年 講演番号74
145
度

発表

百瀬賢(信州大学)ほか ＬＥＤ光源における点滅光の実効光度

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年 講演番号75
146
度

発表

泉 源(木更津工業高等
騒音下での集中力欠如を軽減するＬＥＤ照明の基礎検討
専門学校)

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年 講演番号93
169
度

発表

田村繁冶(産業技術総
合研究所)ほか

携帯型ＬＥＤフルカラー光源パネルの開発

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年 講演番号96
175
度

発表

中村弥生(共立女子大
学)ほか

白色ＬＥＤの演色性視感評価実験とＣＩＥ演色評価数の適用 照明学会全国大会
性に関する考察
講演論文集

平成21年 講演番号97
176
度

発表

石坂仁志(富山大学)ほ 照明の色相が及ぼす心理効果に関する研究――フルカ
か
ラーＬＥＤ光源における――

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年 講演番号98
177
度

発表

草野舞子(東海大学)ほ
ＬＥＤ照明による布の見え方に関する研究
か

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年 講演番号99
178-179
度

発表

田代知範(宇都宮大学)
白色ＬＥＤのグレア評価
ほか

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年
度

講演番号
100 180

発表

伊藤尚(徳山工業高等
専門学校)ほか

ＬＥＤ照明教材開発を通してのメカトロニクス教育実践―― 照明学会全国大会
地域貢献を目指して――
講演論文集

平成21年
度

講演番号
101 181

発表

久安武志(東芝ライテッ
高効率ＬＥＤ電球の開発
ク)ほか

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年
度

講演番号
102 182

発表

品川啓介(キャノンマー
高放射率を有するアルミナ筐体による高輝度白色ＬＥＤの温 照明学会全国大会
ケッティングジャパン)ほ
度上昇低減
講演論文集
か

平成21年
度

講演番号
103 183184

発表

中澤育男(日立ライティ
均一な光のライン状ＬＥＤ照明器具の開発
ング)ほか

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年
度

講演番号
104 185

発表

樋口一斎(東芝ライテッ
2000 ℓm クラス高効率ＬＥＤダウンライトの開発
ク)ほか

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年
度

講演番号
105 186

発表

斎 尚樹(因幡電機製作 省エネ・長寿命化と光源劣化診断を可能とする白色ＬＥＤ照 照明学会全国大会
所)ほか
明灯の開発 その2
講演論文集

平成21年
度

講演番号
106 187

発表

戸田雅宏(東芝ライテッ
屋外照明器具ＬＥＤ防犯灯の開発
ク)ほか

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年
度

講演番号
107 188

発表

岡本 保(木更津工業高
小型イカ釣り漁船用ＬＥＤ集魚灯光源の基礎研究
等専門学校)ほか

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年
度

講演番号
109 189

発表

馬場洵子(丸茂電機)ほ
カラーホログラム再生用照明器具の開発
か

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年
度

講演番号
110 190

発表

永井伸明(日本電気計
器検定所)ほか

JEMICにおける発光ダイオードの光度・全光束校正装置の 照明学会全国大会
開発
講演論文集

平成21年
度

講演番号
115 200

発表

岩永敏秀(都立産業技
術研究センター)ほか

球形光束計感度むらによる測光誤差の考察

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年
度

講演番号
118 204

発表

銭 衛東(テクノローグ)
ＨＰ ＬＥＤの光束測定上の諸問題
ほか

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年
度

講演番号
119 205

発表

大久保和明(大塚電子)
ランプ用蛍光体の量子効率測定精度の検討2
ほか

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年
度

講演番号
121 207
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種別

著者

題目

雑誌名

巻ー号

ページ

発表

中野洋子(信州大学)ほ ＬＥＤを用いるヒラタケ菌糸の光環境応答解析――遺伝子
か
発現解析に基づく光応答メカニズムの解析――

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年
度

講演番号
128 216

発表

鈴木亮介(日本大学)ほ
ＬＥＤ光源による霧濃度測定システム
か

照明学会全国大会
講演論文集

平成21年
度

講演番号
133 223

INVITED
第2回日・中・韓照明シ
KOMURASAKI Masaki The Role, Activities and Achievement of JLEDS in JAPAN
PAPERS
ンポジウム

2009.8.28

No.Inv-1
5-14

INVITED PARK, Seung-Nam. Et
LED Measurement Issues and Activities to Resolve Them
PAPERS al.

第2回日・中・韓照明シ
ンポジウム

2009.8.28

No.Inv-3
25-34

The Characteristics Research of Lifetime Degradation for
LED Lighting System

第2回日・中・韓照明シ
ンポジウム

2009.8.28

No.Oral-9
67-70

PRESENTE
D PAPERS

LEE, Se-Hyun. Et al.

PRESENTE
D PAPERS

KAWAGUCHI Kumio. et Development of the White LED Road Lighting and the
al.
Application to Highway

第2回日・中・韓照明シ
ンポジウム

2009.8.28

No.Oral10 71-74

PRESENTE
D PAPERS

MA Wenbo. Et al.

Lumunescence Properties of Full-color Phosphors for
White LED

第2回日・中・韓照明シ
ンポジウム

2009.8.28

No.Oral11 75-74

PRESENTE
D PAPERS

JUNG, Seung-Gyun. et The Study for Color and Interior Lighting Atomsphere
al.
Evaluation under LED Lighting

第2回日・中・韓照明シ
ンポジウム

2009.8.28

No.pos-1
95-98

PRESENTE
D PAPERS

KOBAYASHI Kiyoyasu Designing of Convenience Store that Applies LED Lighting

第2回日・中・韓照明シ
ンポジウム

2009.8.28

No.pos-3
103-106

PRESENTE
D PAPERS

JEON, Sang-Kyoo．et
al.

Comparison and Analysis on Luminous Efficiency of Bulb
Type LED Lamps Measured using both Absolute
Goniometer and Integrating Sphere

第2回日・中・韓照明シ
ンポジウム

2009.8.28

No.pos-4
107-110

PRESENTE
D PAPERS

HUA Shuming

LED Standard System and Its Development in China

第2回日・中・韓照明シ
ンポジウム

2009.8.28

No.pos-5
111-112

PRESENTE
D PAPERS

HIGUCHI Kazunari. et
al.

Development of High Efficiency LED Downlight "E-CORE
2000"

第2回日・中・韓照明シ
ンポジウム

2009.8.28

No.pos-6
113-116

PRESENTE
D PAPERS

PARK, Chang-Kyu. et
al.

Reliability Analysis for Degradation Data on LEDs

第2回日・中・韓照明シ
ンポジウム

2009.8.28

No.pos-7
117-120

PRESENTE
D PAPERS

JANG, Sun Ho. et al.

Design of LED Fish Gathering Lamp with a Thermally
Optimized Cooling System

第2回日・中・韓照明シ
ンポジウム

2009.8.28

No.pos-8
121-124

PRESENTE
DPOSTERS

Mamoru Takamatsu et Brightness Sensitivity of Coloured LED Display in Fog
al.
Condition

6th Lux Pacifica
Bangkok 2009

2009.4.2325

259-262

PRESENTE
D PAPERS

Naoyuki Oi et al.

A Comparison Between Fluorescent Lamp and LED on the
6th Lux Pacifica
Preference of Indoor Illuminance and Colour Temperature ：
Bangkok 2009
Scale Model Experiments Assuming Living Rooms

2009.4.2325

123-126

PRESENTE
D PAPERS

Aiming Ge Xianjie Song Design for a measurement system of LED Precision
et al.
Approch Path Indicator Units

6th Lux Pacifica
Bangkok 2009

2009.4.2325

215-218

PRESENTE
D PAPERS

Hajimu Nakamura

Recent Development of White LEDs and Solid State
Lighting

6th Lux Pacifica
Bangkok 2009

2009.4.2325

219-222

PRESENTE
D PAPERS

Kohtaro Kohmoto et al.

Consideration on the CIE Colour Rendering Evaluation
Method to Apply to LED Illumination

6th Lux Pacifica
Bangkok 2009

2009.4.2325

223-226

PRESENTE
D PAPERS

T.M.Chung

A Study of the Spatial Intensity Distribution of LED for
General Lighting

6th Lux Pacifica
Bangkok 2009

2009.4.2325

209-212

PRESENTE
D
POSTERS

Tim Shotboth

LED, Client Expectations and Reality

6th Lux Pacifica
Bangkok 2009

2009.4.2325

227-230

PRESENTE
D
POSTERS

Jih-Tao Hsu

Analysis Result and Study of LED Head Light Sets-Take
LS600th Head Lights for Example

6th Lux Pacifica
Bangkok 2009

2009.4.2325

233-236

中野洋子(信州大学)

ＬＥＤを用いるヒラタケ菌糸の光環境応答解析――遺伝子
発現解析に基づく光応答メカニズムの解析――

第8回ヤングウェーブ
フォーラム
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1. 論文・解説・報告など
種別

著者

題目

雑誌名

田代知範(宇都宮大学
大学院)

白色LEDのグレア評価

発表

Mohamad Fauzi Bin
Zami et al.

Perceived Saturation of Colored LED Lights in Dense Fog 電気関係学会北陸支部 2009.9.1213
at Night Time
連合大会

発表

常山健夫(富山大学)ほ
ＬＥＤ道路情報板における最適表示輝度に関する研究
か

電気関係学会北陸支部 2009.9.1213
連合大会

発表

範 琳琳(富山大学)ほ
か

視覚バリアフリー用ＬＥＤ表示装置の開発に関する基礎的
研究(Ⅰ)

電気関係学会北陸支部 2009.9.1213
連合大会

発表

範 琳琳(富山大学)ほ
か

色覚バリアフリー用ＬＥＤ表示装置の開発に関する基礎的
研究

電気関係学会北陸支部 2009.9.1213
連合大会

発表

中嶌啓輔(富山大学)ほ 『省エネ型』フルカラーＬＥＤ表示装置の画質評価に関する
か
研究

電気関係学会北陸支部 2009.9.1213
連合大会

発表

平野裕太(富山大学)ほ 高齢者を配慮したバリアフリー用ＬＥＤ情報表示板に関する 電気関係学会北陸支部 2009.9.1213
か
基礎的研究
連合大会

発表

鈴木康祐(名城大学)ほ 可視光通信における受光素子としてＬＥＤの特性に関する
か
基礎的研究

電気関係学会東海支部 2009.9.1011
連合大会

発表

兼坂勇士(広島工大)ほ
ＬＥＤ照明による物体色の等価明度
か

電気関係学会中国支部
2009.10.17
連合大会

発表

手塚 諒(阿南高専)ほ
か

電気関係学会四国支部
2009.9.26
連合大会

発表

池本有里(四国大学)ほ
極低温・低温環境下におけるＬＥＤ照明装置
か

電気関係学会四国支部
2009.9.26
連合大会

発表

下野雄輝(阿南高専)ほ
ＬＥＤを用いたドラゴンフルーツの成長実験
か

電気関係学会四国支部
2009.9.26
連合大会

発表

井川祐太(阿南高専)ほ
高照度ＬＥＤ投光器の開発
か

電気関係学会四国支部
2009.9.26
連合大会

小池輝夫(スタンレー電
気)

照明機器における光の発生
と回路技術、部品･デバイス･
材料技術関連(光の発生・関
連システム研究専門部会)

発表

第8回ヤングウェーブ
フォーラム

巻ー号

ＬＥＤ照明設計における最適配置計算

ＬＥＤ光源の自動車応用事例

ページ

2010.3.5

2009.10.9

発表

明石徳之(竹中工務店)
ＬＥＤ照明により吹き抜ける風を演出した施工報告
ほか

電気設備学会全国大会 平成21年度 Ｂ-21
講演論文集
109-112

発表

周 景橋(富山大学)ほ
か

電気設備学会全国大会 平成21年度 Ｇ-12
講演論文集
403-404

発表

平野裕太(富山大学)ほ 高齢者を配慮したバリアフリー用ＬＥＤ道路情報板に関する 電気設備学会全国大会 平成21年度 Ｇ-13
か
基礎的研究
講演論文集
405-406

発表

常山健夫(富山大学)ほ
ＬＥＤ道路情報板における最適表示輝度に関する研究
か

電気設備学会全国大会
Ｇ-14
平成21年度
講演論文集
407-408

発表

MOHAMAD FAUZIBIN
ZAINI(富山大学)ほか

電気設備学会全国大会
Ｇ-15
平成21年度
講演論文集
409-410

発表

中嶌啓輔(富山大学)ほ 省エネ型フルカラーＬＥＤ表示装置の画質評価に関する研
か
究

電気設備学会全国大会 平成21年度 Ｇ-16
講演論文集
411-412

発表

近藤修司(中電工)

ＬＥＤ照明を利用したライトアップの検討

電気設備学会全国大会 平成21年度
Ｇ-17
講演論文集
413-414

発表

神門賢二（産総研）

CIE127：2007"Measurement of LEDs"の解説

第21回JCIEセミナー講
演予稿集

H22.1.19

1～5

発表

大嶋浩正（大塚電子）

CIEおよび関連団体におけるLED関連TCの動向

第21回JCIEセミナー講
演予稿集

H22.1.19

6～10

視覚バリアフリーを考慮したＬＥＤ表示板の研究･開発に関
する基礎的研究

濃霧中におけるＬＥＤ色光の視認性に関する基礎的研究
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1. 論文・解説・報告など
種別

著者

題目

雑誌名

固体照明光源の計測を支える計量標準開発の動向

巻ー号

ページ

第21回JCIEセミナー講
演予稿集

H22.1.19

11～15

発表

齊藤一朗（産総研）

発表

板東完治（日亜化学工
LED光源の最新開発動向および標準化への提言
業）

第21回JCIEセミナー講
演予稿集

H22.1.19

16～24

発表

岩永敏秀（都産業技術
固体照明光源関連の校正・試験の実例
研究センター）

第21回JCIEセミナー講
演予稿集

H22.1.19

25～29

発表

蔀洋司（産総研）

CIE第2部会「光と放射の物理測定」の活動紹介

第21回JCIEセミナー講
演予稿集

H22.1.19

30～35

報告

田端祥久(経産省製造
産業局非鉄金属課長)

ＬＥＤ産業の発展の課題

平成21年度ＬＥＤ照明
推進協議会シンポジウ
ム

H21.10.6

1

報告

石井幹子(石井幹子ﾃﾞ
ｻﾞｲﾝ事務所)

ＬＥＤが創るまちと未来

平成21年度ＬＥＤ照明
推進協議会シンポジウ
ム

H21.10.6

3～4

報告

竹村真一(京都造形大
学)

地球の希望にむけて

平成21年度ＬＥＤ照明
推進協議会シンポジウ
ム

H21.10.6

5

報告

Tyrone D.
Mitchell(Cree Inc.)

Solid State LED Lighting : Worldwide Status, Trends and
Meaning for Japan

平成21年度ＬＥＤ照明
推進協議会シンポジウ
ム

H21.10.6

7～27

報告

小森 繁(環境省地球環 省エネ照明ﾃﾞｻﾞｲﾝモデル事業の概要とあかり活用例の紹 平成21年度ＬＥＤ照明
境局地球温暖化対策課 介 ～省エネ照明を使った上質空間が地球の未来を照ら 推進協議会シンポジウ
国民生活対策室長)
す～
ム

H21.10.6

29～54

解説

㈱光波

ＬＥＤ関連企業による解説コーナー 「ＬＥＤフロントライン」
第13回㈱光波 未来の光をデザインする

サイン&ディスプレイ
（マスコミ文化協会）

51-4
(2009）

34～35

解説

吉川化成㈱

ＬＥＤ関連企業による解説コーナー 「ＬＥＤフロントライン」
第14回吉川化成㈱ ＬＥＤ照明に適した光学製品

サイン&ディスプレイ
（マスコミ文化協会）

51-5
(2009）

50～51

解説

㈱ナユタ

ＬＥＤ関連企業による解説コーナー 「ＬＥＤフロントライン」
第15回㈱ナユタ LED照明用電源

サイン&ディスプレイ
（マスコミ文化協会）

51-6
(2009）

38～39

解説

㈱コンテンツ

ＬＥＤ関連企業による解説コーナー 「ＬＥＤフロントライン」
第16回㈱コンテンツ 進化するLuci Power M

サイン&ディスプレイ
（マスコミ文化協会）

51-7
(2009）

54-55

解説

ナイトライド・セミコンダ ＬＥＤ関連企業による解説コーナー 「ＬＥＤフロントライン」
クター㈱
第17回ナイトライド・セミコンダクター㈱ UVーLED

サイン&ディスプレイ
（マスコミ文化協会）

51-8
(2009）

34-35

解説

㈱ダイカン

サイン&ディスプレイ
（マスコミ文化協会）

51-9
(2009）

58-59

解説

㈱エンプラス

サイン&ディスプレイ
（マスコミ文化協会）

51-10
(2009）

36-37

解説

アオイネオン㈱

ＬＥＤ関連企業による解説コーナー 「ＬＥＤフロントライン」
第20回アオイネオン㈱ サイン用のLED

サイン&ディスプレイ
（マスコミ文化協会）

51-11
(2009）

44-45

解説

㈱アイ・スペック

ＬＥＤ関連企業による解説コーナー 「ＬＥＤフロントライン」
第21回㈱アイ・スペック LED照明装置からシステム構築、
演出

サイン&ディスプレイ
（マスコミ文化協会）

51-12
(2009）

52-53

解説

㈱大塚商会

ＬＥＤ関連企業による解説コーナー 「ＬＥＤフロントライン」
第22回㈱大塚商会 LED環境ソリューション

サイン&ディスプレイ
（マスコミ文化協会）

52-1
(2010）

52-53

解説

スタンレー電気㈱

ＬＥＤ関連企業による解説コーナー 「ＬＥＤフロントライン」
第23回スタンレー電気㈱ オールLED照明の社員食堂

サイン&ディスプレイ
（マスコミ文化協会）

52-2
(2010）

52-53

解説

日本エーエム㈱

ＬＥＤ関連企業による解説コーナー 「ＬＥＤフロントライン」
第24回日本エーエム㈱ 看板照明もLED照明で決まり

サイン&ディスプレイ
（マスコミ文化協会）

52-3
(2010）

50～51

解説

㈱アムクルー

ＬＥＤ関連企業による解説コーナー 「ＬＥＤフロントライン」
第25回㈱アムクルー 高機能LED照明システムFLS

サイン&ディスプレイ
（マスコミ文化協会）

52-4
(2010）

34-35

解説

加美電機㈱

ＬＥＤ関連企業による解説コーナー 「ＬＥＤフロントライン」
第26回加美電機㈱ バッテリー内臓のレス球

サイン&ディスプレイ
（マスコミ文化協会）

52-5
(2010）

26-27

解説

加賀電子㈱

ＬＥＤ関連企業による解説コーナー 「ＬＥＤフロントライン」
第27回加賀電子㈱ 独立系エレクトロニクス総合商社

サイン&ディスプレイ
（マスコミ文化協会）

52-6
(2010）

46-47

解説

ミマキ電子部品㈱

ＬＥＤ関連企業による解説コーナー 「ＬＥＤフロントライン」 サイン&ディスプレイ
第28回ミマキ電子部品㈱ Narrow Flex Strip Light とは？ （マスコミ文化協会）

52-7
(2010）

30-31

ＬＥＤ関連企業による解説コーナー 「ＬＥＤフロントライン」
第18回㈱ダイカン RGBライン専用モーションコントロー
ラー
ＬＥＤ関連企業による解説コーナー 「ＬＥＤフロントライン」
第19回㈱エンプラス ライトエンハンサーキャップ(拡散レ
ンズ)
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1. 論文・解説・報告など
種別

著者

題目

雑誌名

巻ー号

ページ

解説

ＮＰＯ安全対策研究協
議会

(7-1)LED製品におけるノイズについて

サイン&ディスプレイ
（マスコミ文化協会）

51-6
(2009）

26-27

解説

ＮＰＯ安全対策研究協
議会

台湾のLED産業について

サイン&ディスプレイ
（マスコミ文化協会）

51-7
(2009）

26-27

53-7
(2010)

25-28

技術 水島祐一(ネクスコ・エ
レポート ンジニアリング)

LED照明を活用したお客様サービス向上への取り組み
――防虫対策と料金所レーン閉鎖作業の削減を目指して― 高速道路と自動車
―

特集

清水恵一（東芝ライテッ 省エネ照明における最新動向（Ⅱ）：Ⅱ光源の開発動向と課 建築環境・省エネルギー情
ク）
題 電球型LEDランプ
報 IBEC

30-5
（2010.1）

14-17

特集

菰田卓哉（パナソニック 省エネ照明における最新動向（Ⅱ）：Ⅱ光源の開発動向と課 建築環境・省エネルギー情
電工）
題 期待の新光源～有機ELの最新動向～
報 IBEC

30-5
（2010.1）

26-29

特集

近藤怜（内田洋行）

省エネ照明における最新動向（Ⅱ）：Ⅳ省エネ照明最新事例 建築環境・省エネルギー情
LED照明の採用事例
報 IBEC

30-5
（2010.1）

46-49

特集

落合 勉（M&Oデザイン 省エネ照明における最新動向（Ⅱ）：Ⅳ省エネ照明の最新事 建築環境・省エネルギー情
事務所）
例海外の動向
報 IBEC

30-5
（2010.1）

50-54

解説

小島 彰（元金属系材
料開発センター・元LED LED照明普及の歩み
照明推進協議会）

JRCM NEWS

No.278
（2009.12）

40213

特集

大利富夫（パナソニック 最近の照明をめぐるソフトとハード
電工）
LED照明の現状と将来展望

BE建築設備

60-9
（2009.9）

31-34

特集

菰田卓哉（パナソニック 最近の照明をめぐるソフトとハード
電工）
有機EL照明の最新技術動向

BE建築設備

60-9
（2009.9）

35-41

特集

落合 勉（M&Oデザイン 最近の照明をめぐるソフトとハード
事務所）
LEDと有機ELの照明デザインへの適用と考察

BE建築設備

60-9
（2009.9）

42-51

特集

山内崇弘（三菱電機照 LEDとその照明技術１
明）
LED照明の市場動向と将来性

電設技術

No.682
（2009.9）

20-26

特集

中西康男（ローム）

LEDとその照明技術2
LEDの基礎知識

電設技術

No.682
（2009.9）

27-33

特集

日本照明委員会

LEDとその照明技術3
LED光源の生体安全性について

電設技術

No.682
（2009.9）

34-37

特集

鈴木 篤（日立ライティ LEDとその照明技術4
ング）
照明用LED光源の規格、試験方法について

電設技術

No.682
（2009.9）

38-44

特集

三田 厚（東芝ライ
テック）

電設技術

No.682
（2009.9）

45-47

特集

川島康貴（NECライティ LEDとその照明技術6
ング）
有機EL照明の動向

電設技術

No.682
（2009.9）

48-53

特集

落合 勉（M&Oデザイン LEDとその照明技術7
事務所）
海外におけるLED照明の動向

電設技術

No.682
（2009.9）

54-64

特集

松岡智巳（ｳｼｵﾗｲﾃｨﾝ
ｸﾞ)

LEDとその照明技術8-1
LED光源の優位性を強調した製品と事例紹介

電設技術

No.682
（2009.9）

65-70

特集

村上友衛（IDEC)

LEDとその照明技術8-2
建物全般にLED照明器具を採用した事例紹介――世界初 電設技術
全館LED照明建屋（IDEC SALED OFFICE)の構築・現状・今
後

No.682
（2009.9）

71-74

LEDとその照明技術5
LED照明器具を用いた照明設計手法（病院施設の改修）
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1. 論文・解説・報告など
種別

特集

著者

題目

雑誌名

落合 勉（M&Oデザイン LEDとその照明技術8-3
事務所）
外構照明にLED照明器具を採用した事例紹介

14

電設技術

巻ー号

ページ

No.682
（2009.9）

75-77

2. 単行本・小冊子など
著者

題目

発行所

発行年月日

定価

概要

遠藤敏夫ほか

最新LED活用工作ガイド

電波新聞社

2007/12/1

¥2,100

省エネ時代の次世代光源LEDを使った手作り電子工作実例集
17本。活用法を実体験しよう。

田口常正

白色LED照明技術のすべて

工業調査会

2009/4/1

¥3,360

この10年間で急速に進歩した高出力LEDチップ作製技術と各
種蛍光体を用いた白色LED光源に関わる、製造プロセス、特
性評価とその照明特性および最新の実用化製品について、基
礎から応用分野にわたって詳細に記述。

長谷川悦雄

ナノ有機エレクトロニクス

工業調査会

2008/4/1

¥2,940

森竜雄

トコトンやさしい有機ＥＬの本

日刊工業新聞社

2008/4/1

¥1,470

有機ELは「発色が美しい」「薄くて軽量」「低消費電力」という優
れた特徴を持つ理想のデバイス。環境にもやさしい技術で用
途が広がっている有機ELの発光原理や作成法、ほかの技術
との比較などを紹介する。

齋藤勝裕

有機ELと最新ディスプレイ技術

ナツメ社

2008/12/16

¥1,554

次世代ディスプレイ、電子ペーパー、省エネ照明、面光源体と
して、各業界から注目を集める有機ELの原理と最新技術を詳
しく解説。さらに、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイの最
新技術も詳説。

谷腰 欣司

トコトンやさしい発光ダイオードの本

金光義彦・ 岡本
発光材料の基礎と新しい展開
信治

日刊工業新聞社

2008/1/1

オーム社

青色、および緑色LEDの登場により、光の三原色が高輝度レ
ベルで揃い、白色の開発・発展で照明用にも用途が広がった
発光ダイオード。各種ディスプレイや各分野の照明機器などで
¥1,470 大いに注目されている。本書ではこの発光ダイオードについ
て、意外と知られていないその仕組みや応用回路などの基本
構造、さらには農業、医療などでの特殊用途や検査検出用途
までを紹介する。

¥3,990

山崎 浩

省エネLED/EL照明設計入門

日刊工業新聞社

2010/2/1

¥2,310

臼田 昭司

作ってわかるLED照明入門

日刊工業新聞社

2010/3/1

¥2,625

一ノ瀬 昇・中西
洋一郎

次世代照明のための白色LED材料

日刊工業新聞社

2010/3/1

¥2,310

トランジスタ技術
高輝度/パワーLEDの活用テクニック
編集部 編

日経ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・
有機エレクトロニクス2010-2015
日経ﾏｲｸﾛﾃﾞﾊﾞｲｽ
菰田 卓哉 著,
下出 澄夫 監修

伊藤尚未

CQ出版

2008/4/1

日経BP社

本書は特に，天井照明や間接照明，アクセサリとして利用され
るパワーLEDと高輝度LEDの，点灯回路の製作方法を紹介し
ます．
ひとくちにLEDを点灯すると言っても，その方法は一つではあ
りません．なぜなら，入力電圧や出力電圧，出力電流，接続す
るLEDの個数や品種，機器の熱容量，バッテリの種類，コスト
¥2,940
など，さまざまな条件が存在するからです。
本書の前半では，基礎的な事柄を徹底的に解説します．ま
ずは，パワーLEDと高輝度LEDの特性を，実験をもとに理解し
ます．次に，LEDを点灯する回路を系統立てて整理し，さまざ
まな条件下において安定して光らせる方法を検討します。

¥36,000 http://techon.nikkeibp.co.jp/books/ne.html#183270

本書は実用化が目前に迫ったLED/有機EL光源の照明応用
¥29,400 について, 最新の研究・開発動向を国内外の業界動向を含め
てまとめている。

次世代照明のキーテクノロジ -LED・有機EL・FED-

リアライズ理工セン
ター

2009/12/28

建築設計分野におけるLED照明の導入意向調査

日経エレクトロニク
ス

2009/2/23

誠文堂新光社

2008/9/1

富士キメラ総研

2009/4/10

ｵｰﾑ社

2009年春号
(通巻182号)

㈱プレスジャーナル

2009/8/1

本レポートでは，LED/有機EL照明のデバイス・製造装置・部
材市場を詳細に分析。主要メーカーの最新動向についても，
独自調査による各種データを完全掲載する。

日経BP社

2009/12/10

¥199,500 http://consult.nikkeibp.co.jp/consult/ma/led2010/index.html

日経ＢＰ社

2009/12/21

世界一簡単なＬＥＤのきほん

2009LED関連市場総調査
臼田昭司(大阪府
青色ＬＥＤ防犯灯の開発
立工業高専)

2009 LED/有機EL照明 デバイス・製造装置・材料市場

日経BPコンサル
LED照明・省エネシステム市場調査2010
ティング

LED 2010

15

LEDを知る入り口に立ったときに、まず「LEDって何?」というとこ
1680 ろから広く紹介。後半では興味を持った人が自分で試せるよう
にいくつかの電子工作を紹介。

¥95,000

http://www.group.fujikeizai.co.jp/press/pdf/090410_09032.pdf

無料 オームブレテン

本書では，LEDの最新技術と今後の技術ロードマップ，LED市
場の現状と将来予測を踏まえつつ，LED照明器具，高出力
LEDチップの開発動向を詳細に解説し，さらには一層の高輝
度化や生産性向上を進めるための部材の最新動向，新用途
の開拓状況を紹介する。

2. 単行本・小冊子など
著者

題目

日経マイクロデバイス2010年１月号

分析工房㈱

分析工房㈱ほか

発行年月日

日経ＢＰ社

定価

概要

2010/1/1

日本の電子デバイス産業の強みの源泉である材料技術を生
かして，世界の中での存在感を取り戻す仕組みを提言する。
照明用LEDや高効率太陽電池，パワー・デバイスなど，新材
料の導入によって飛躍的な付加価値向上が望め，かつ成長
途上にあるデバイスの製造技術を海外メーカーに販売する。
材料，製造装置，電子デバイスの各メーカーが集い，共同事
業体を作り，ここで各社の技術を擦り合わせて販売する。デバ
イスの量産に長けた韓国，台湾，中国のデバイス・メーカーと
の役割分担を明確にし，技術の優位性を継続的な収益につな
げる。

日経ものづくり2010年１月号

日経ＢＰ社

2010/1/1

二酸化炭素（CO2）削減のための国際交渉は，まだ一波乱も
二波乱もありそうだが，環境に配慮したものづくり，すなわち
「エコものづくり」で日本メーカーの快走が始まっている。中で
も省エネルギは世界的な大きな潮流。工場の省エネはCO2排
出量の削減に加えコストの削減につながるし，省エネルギ性
能が優れた製品はエコポイントなど各国政府の購入支援策の
波に乗って好調な売り上げを続けている。本誌では，その省エ
ネをテーマに本号と次号で連続特集を組む。まず，新次元を
迎えた省エネ工場の最前線を追う。

日経エレクトロニクス2010年2月8日号

日経BP社

2010/2/8

クローズアップ：部品/部材：大掃除需要で電球型LED大ヒッ
ト，販売金額が半年で約38倍に

Green Device Magazine 2010年春号

日経BP社

2010/2/9

LEDならではの特徴を生かす，オール新照明の戸建住宅
エコポイント交換方法の変更で，電球型LEDの普及を促進

日経エレクトロニクス2010年2月22日号

日経BP社

2010/2/22

日本ｴｺﾉﾐｸｽｾﾝﾀｰ

2010/5/14

'10 ＬＥＤ関連ﾋﾞｼﾞﾈｽの実態と将来展望

分析工房㈱

発行所

世界有機EL照明産業年鑑2010

世界LED照明産業年鑑2010

LED照明製品とその製品開発・製品戦略の現状と予測
2009

グローバルネット㈱

2010/5/1

グローバルネット㈱

2010/1/31

NEレポート：小型LED電球が続々登場，電源方式一新や4層
基板採用がカギ、シャープは内製LEDチップを搭載のもよう
LED関連のﾋﾞｼﾞﾈｽのうち、競争が激化するLED照明ﾋﾞｼﾞﾈｽに
73500円(B5
ｽﾎﾟｯﾄを当て、その他の関連ﾋﾞｼﾞﾈｽも踏まえ調査・編集したも
版)
の
数年後の世界市場が16兆円市場とも言われる照明分野を目
指して、有機EL照明パネルなどの次世代照明デバイスが日々
技術革新される中、本産業年鑑は、有機EL照明パネル・照明
器具・材料・製造装置の研究開発・設計・商品化・製造・計測・
39900円
市場開発に必要な主要メーカーの開発動向を国内外での調
査によって得た最前線情報に基づき、以下の内容をまとめた
ものです。（A4,152ページ)
数年後の世界市場が 10兆円市場とも言われる照明分野を目
指して、LED照明などの次世代照明機器が日々が日々技術革
新される中、本産業年鑑は、LED照明器具・材料・製造 装置
39900円
の研究開発・設計商品化・製造・市場動向に必要な世界動向
を、国内外での調査によって得た最前線情報に基づき、まとめ
たものです。(A４判、150ページ)
数年後の世界市場が10兆円市場とも言われる照明分野を目
指して、白色LEDデバイスなどの次世代照明デバイスが日々
技術革新される中、本レポートは、LED照明デバイス・照明器
具の研究開発・設計・商品化・製造・計測・市場開発に必要な
89250円
世界動向を、国内外での調査と国内出願の特許マップ分析
（※）によって得た最前線情報に基づき、以下の内容をまとめ
たものです。
(A4版、170ページ)

グローバルネット㈱
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3. 規格・基準・報告書など
種別

題目

作成団体

発行年月日

ページ数

定価

会員
￥4,961
120 円
非会員
￥6,615

規格

JIER-103
「ＬＥＤを用いた交通表示装置並びに信号灯等の視認性とそ 照明学会
の応用に関する研究調査委員会報告書」

平成19年7月20日

規格

JIS C 8152：2007
「照明用白色発光ダイオード（ＬＥＤ）の測光方法」

日本規格協会

平成19年7月20日

¥2,520

規格

TS C 8153：2007
「照明用白色ＬＥＤ装置性能要求事項」

日本規格協会

平成19年7月20日

¥3,255

規格

JIS C 8147-2-13：2008
「ランプ制御装置―第2-13部：ＬＥＤモジュール制御装置の
個別要求事項

日本規格協会

平成20年10月20日

¥2,730

規格

ＪＩＳ Ｃ 8153：2009
「ＬＥＤモジュール用制御装置――性能要求事項」

日本規格協会

平成21年3月20日

¥1,470

規格

JIS C 8154：2009
「一般照明用ＬＥＤモジュール――安全仕様」

日本規格協会

平成21年3月20日

¥1,890

標準

JIL5006「白色LED照明器具性能要求事項」

日本照明器具工業会

平成20年1月11日

￥1050
（会員840)

規格

JEL600「光源製品の正しい使い方と表示方法」
LED光源及び制御装置を追加

日本電球工業会

平成22年7月16日

￥3200
(会員2500)

規格

JEL800「電球形LEDランプの形式付与方法」

日本電球工業会

平成22年7月16日

￥650
（会員500)

ガイド

ガイド008「電球形LEDランプの性能表示等のガイドライン

日本電球工業会

平成22年7月16日

￥650
（会員500)

資料

ＬＥＤ照明の適正使用ガイド～正しい普及促進のための提
言～

日本電球工業会

平成22年6月17日

CIE 127 Measurement of LEDs
LEDの測定

国際照明委員会

32 (会員4300)

CIE 177 Colour rendering of white LED light sources
白色LED光源の演色性

国際照明委員会

8 （会員3700)

JIS C 8155：2010 (TS C 8153：2007のJIS化)
「一般照明用ＬＥＤモジュール―性能要求事項」

日本電球工業会にて原
案作成中

平成22年12月予定

日本電球工業会にて原
案作成中

平成23年4月予定

日本電球工業会にて原
案作成中

平成24年4月予定

日本電球工業会にて原
案作成中

平成24年8月予定

規格
規格

規格

規格

規格

JIS C 8156：2011
「一般照明用電球形ＬＥＤランプ(電源電圧50Ｖ超)―安全仕
様」
JIS C 8157：2012
「一般照明用電球形ＬＥＤランプ(電源電圧50Ｖ超)―性能要
求事項」
JIS C 8158：2012
「一般照明用電球形ＬＥＤランプ(電源電圧50Ｖ超)―製品規
格」
IEC 62031 Ed.1.0：2008(b)
LED modules general lighting ： Safety specifications
「一般照明用ＬＥＤモジュール―安全仕様書」

規格

IEC 61347-2-13 Ed.1.0：2006(b)
Lamp controlgear-Part 2-13 Particular requirements for
d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED
「ランプ制御装置―第2-13部：ＬＥＤモジュールのための直
流又は交流電源電子制御装置の特定要求事項」

規格

IEC 62384 Ed.1.0 ：2006(b)
DC or AC supplied electronic control gear for LED modules
- Performance requirements
「ＬＥＤモジュールのためのＤＣ又はＡＣ電源電子制御装置
―性能要求事項」

報告書

平成18年度LED応用機器システムにおける標準化調査報
(社)日本機械工業連合会
告書
(財)金属系材料研究開発セン
http://www.jmf.or.jp/japanese/houkokusho/kensaku/pdf/2 ター
007/18hyojun_01.pdf
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￥3000

80 （会員2000）
￥8400

￥7100

平成１０年３月

170

3. 規格・基準・報告書など
種別
規格

規格

規格

題目
LM-80-08 IES Approved Method for Measuring Lumen
Maintenance of LED Light Sources

作成団体
IESNA

ENERGY STAR Program Requirements for Solid State
Lighting Luminaires
www.energystar.gov/ia/partners/product_specs/program_r
eqs/SSL_prog_req_V1.1.pdf
OLEDディスプレイのIEC規格 IEC 62341-6-1 Ed. 1.0:2009
(b)
Organic light emitting diode (OLED) displays- Part 6-1:
Measuring methods of optical and electro-optical
parameters
有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイ
－第6-1部：光学及び電気光学パラメタの測定方法

18

発行年月日

ページ数

2008.9.22

4

2008.12.19

23

2009.5.13

53

定価
¥25

ISA Web
Store に
て
￥11812

4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
愛知県の名古屋市と豊田市の間に広がる小高い丘にＬＥＤ（発光ダイオード）照明の街が
生まれようとしている。開発総戸数は２０４戸。家々の門柱から街路、公園にいたるまで屋
外の明かりはすべてＬＥＤだ。従来は難しいとされた家の中の照明にも積極的に使う。冷
ややかで差し込むような光が特徴だったＬＥＤだが、この街では住む人を柔らかく立体的に
照らし出す。
街の名前は「ＧｒｅｅｎＡｖｅｎｕｅあざぶの丘」。トヨタ自動車の住宅子会社であるトヨタすま
いるライフ（豊田市）が三好町で開発を進めている。完成時の総面積は７．７ヘクタール
で、昨年１０月末に第１期分譲が始まった。
未来型の省エネ光源として同社が着目したのがＬＥＤだ。一般的に消費電力は白熱電球
の約１０分の１。電球の寿命も長いため電球交換などの手間も省ける。「屋外照明のすべ
てにＬＥＤを採用することにした」（用地・流通部開発室の木内賢太郎さん）
ＣＯ２排出量７６％抑制
民間調査会社の富士経済（東京・中央）がまとめた一般照明と液晶バックライトなどを含む
特殊用途向け光源の市場調査によると、国内の発光ダイオード（ＬＥＤ）照明器具の市場
規模は二〇一二年に三百二十五万台の五百七十八億円になる見通しだ。〇八年実績と
比べ数量で四・七倍、金額でも四・三倍に膨らむ。長寿命で低消費電力のＬＥＤ照明に置
き換えが進むと予測している。

愛知にＬＥＤ照明住宅地、家とひと包むやさしい光、輝き和ら 日経ＭＪ（流通新
げ適度な影演出。
聞）

2009年4月1日

１２年国内ＬＥＤ照明器具、数量・金額、４倍超す――昨年
比、民間予測。

日経産業新聞

2009年4月2日

パナソニック電工、LED照明導入の低コスト化とCO2削減の
両立

電波新聞

2009年4月3日

「野菜工場」参入広がる、大成建、遊休工場を転用、販路開
拓も支援。

日本経済新聞

2009年4月3日 ストの抑制につながる専用の発光ダイオード（ＬＥＤ）チップを開発した。徹底した生産管理

みの電子パーツ社長見野幸一氏――ＬＥＤの市場創造

日本経済新聞

パナソニック電工は、大阪府と連携して環境省の地球温暖化対策事業の成果として、高効率LED照
明の要素技術と同社独自の明るさ感指標「Ｆｅｕ（フー）」を用いた空間での最適配置設計で、従来より
約3割の省エネ実現にメドをつけた。省エネ型LED照明導入の低コスト化とCO2削減の両立が可能と
なる。

製造業の生産管理技術を使って野菜を量産する「野菜工場」ビジネスが広がり始めた。大
成建設はメーカー向けに遊休工場を野菜工場に転用する事業を開始。昭和電工は栽培コ
で食の安全性を高められるほか、食料不足に悩む海外でも注目を集めている。成長分野
ととらえて参入する動きが、産業界でさらに拡大しそうだ。
「発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った防犯灯が犯罪に対する不安を和らげている」と語るの
は、みの電子パーツ（徳島市）の見野幸一社長。同社の防犯灯は従来の青色に白色ＬＥＤ

2009年4月4日 を組み合わせたのが特徴。「青色の持つ鎮静効果が犯罪防止につながると言われる一方
で『気味が悪い』『怖い』との声もあった」ため、白色で欠点を補ったという。

東芝、LED照明独社と共同開発、ソケット規格国際標準化ね
日本経済新聞
らう

2009年4月6日

東芝はLED照明事業で、独大手照明器具メーカーのＢＪＢと提携した。開発や販売で協力するほか
メーカーごとにばらばらなソケットの規格の国際標準化を目指す。

自然光に近い白色LED、山口大が開発

2009年4月6日

山口大学の田口常正教授らは自然光に近い光を放つ白色LEDを開発した。白熱電球と同等の明るさ
を従来比5分の1の電力消費で得られ、室内照明用としては最高性能という。青色LED素子の代わりと
して紫色のLED素子を用いて独自開発の赤・緑・青の三層構造の蛍光体層をぬってランプを作った。
共同研究先であるコイズミ照明が紫色のLED素子を用いたLEDランプの初の製品化を一年以内で目
指している。

2009年4月6日

ＩＤＥＣ 表示板の技術活用
次世代光源の発光ダイオード（ＬＥＤ）が照明機器ビジネスを一変させようとしている。省
エネ性能や長寿命などの潜在能力はもともと評価が高いうえ、発光効率の向上やコスト下
落に対する期待も重なり、本格普及の前夜を迎えた。市場拡大を見据えた異業種の参入
も相次ぎ、成熟市場に安住してきた照明大手も対応を迫られる。技術革新が演出する新
旧プレーヤーの攻防を追う。
大和ハウス工業の中部工場。静岡県袋井市にある建築部材の生産拠点で二〇〇八年
末、コンビニエンスストアが開店した。足を踏み入れると陳列棚はがら空き。レジ係や来店
客の姿もない。それもそのはず、店の主役は天井。大和ハウスが京セラと共同開発し、四
月に販売を始めたＬＥＤ照明システムの展示棟だ。
住宅も実用化へ
両社が二年かけて開発し、京セラが生産するＬＥＤ照明は色合いが自然光に近く、長時
間働く人も目が疲れにくいうえ、消費電力は蛍光灯に比べほぼ半分だ。大和ハウスが自ら
照明器具の開発に携わるのは初めて。
環境配慮、欧州へ攻勢 東芝は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明事業で、独大手照明器具メー
カーのＢＪＢ（アルンスベルグ市）と提携した。開発や販売で協力するほか、メーカーごとに
ばらばらなソケット（口金）の規格の国際標準化を目指す。現在主流の蛍光灯などに比べ
消費電力が少ないＬＥＤ照明は、先進国を中心に需要拡大が見込まれており、東芝は主
戦場となる欧州などの市場で主導権を握りたい考えだ。

日本経済新聞

ＬＥＤが変える照明ビジネス（上）異業種の参入相次ぐ――大
日経産業新聞
和ハウス、ＩＤＥＣ。

ＬＥＤ照明、東芝、独社と共同開発、ソケット規格、国際標準
ねらう。

日本経済新聞

2009年4月6日

ＬＥＤ照明、東芝、独社と共同開発、ソケット規格、国際標準
ねらう

日本経済新聞

2009年4月6日 金）の規格の国際標準化を目指す。現在主流の蛍光灯などに比べ消費電力が少ないＬＥ

東芝は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明事業で、独大手照明器具メーカーのＢＪＢ（アルンス
ベルグ市）と提携した。開発や販売で協力するほか、メーカーごとにばらばらなソケット（口
Ｄ照明は、先進国を中心に需要拡大が見込まれており、東芝は主戦場となる欧州などの
市場で主導権を握りたい考えだ。

ＬＥＤが変える照明ビジネス（上）異業種の参入相次ぐ――大
日経産業新聞
和ハウス、ＩＤＥＣ

2009年4月6日

次世代光源の発光ダイオード（ＬＥＤ）が照明機器ビジネスを一変させようとしている。省
エネ性能や長寿命などの潜在能力はもともと評価が高いうえ、発光効率の向上やコスト下
落に対する期待も重なり、本格普及の前夜を迎えた。市場拡大を見据えた異業種の参入
も相次ぎ、成熟市場に安住してきた照明大手も対応を迫られる。技術革新が演出する新
旧プレーヤーの攻防を追う。
大和ハウス工業、製鋼原料商社「ナベショー」、京セラの３社は共同で、消費電力と二酸
化炭素排出量を大幅に削減できる白色ＬＥＤ照明システム「グレース・ルミノ」を開発し、商
業施設、ホテル、オフィス向けに販売を始めた。
ナベショー顧問の照明デザイナー、豊久将三氏が監修。室内に照度センサーを設置し、
天候や時間帯、地域に合わせて自動でＬＥＤ照明を制御。最適な照度を保ち、エネルギー
消費を抑えた。

白色ＬＥＤ照明システム：ＣＯ２排出量を最大５３％カット

毎日新聞

2009年4月6日

きょうから一部導入／蛍光管型ＬＥＤ照明／県庁／

建設工業新聞

2009年4月6日 従来の蛍光灯に比べ約４倍の寿命があることや廃棄物の縮減にもつながるほか、水銀

新潟県庁できょう６日、１階の県民ホールエレベータ前に蛍光管型ＬＥＤ照明を一部導入
する。
を含まないため、廃棄の際にも環境負荷が低減される。また、消費電力が蛍光灯の約３分
の２となり、二酸化炭素排出量の削減効果もある。
４月から、２０１０年度施行の改正省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）
に向けた準備期間が始まった。従来は工場・事業場単位でエネルギー使用量を管理すれ
ばよかった。２０１０年４月からは企業単位となり、オフィスや小売店、加盟店チェーン、ホ
テルなどに規制の対象が広がる。エネルギー使用量が年間１５００キロリットル（原油換算
値）以上の場合は、経済産業省に届け出る必要があるため、企業は今月から年間の使用
量を記録しておかなければならなくなった。

時流超流・トレンド－ＬＥＤ照明、普及の隘路 期待の省エネ
日経ビジネス
策、照度に悩むコンビニ

2009年4月6日

パナソニック電工がＬＥＤ、大幅省エネ化 環境省委託事業で
電気新聞
成果

2009年4月7日 の委託事業として、０６～０８年度に取り組んだ白色ＬＥＤ普及促進プロジェクトの成果。大

ショールームの照明フロア改装／パナソニック電工

2009年4月7日 必要な所、必要な時に明かりをともす「シンフォニーライティング」という発想のもと、間接

パナソニック電工は、高効率ＬＥＤ（発光ダイオード）照明の要素技術と最適な配置設計
により、最大約３０％の省エネルギーを実現できる技術の実用化にめどをつけた。環境省
阪府とも連携して開発に取り組んだ結果、ハード・ソフト両面でＬＥＤ照明の省エネ化を可
能にした。

パナソニック電工は４月から、東京都港区の「パナソニック リビング ショウルーム東京」
のＢ１階「明かりと電気設備のフロア」を全面リニューアルした。

電気新聞

照明による空間が体感できるシミュレーションルームを、リビングやベッドルームなど部位
別に５種類展示するなど、照明器具の進化を肌で感じられる工夫を随所に盛り込んだ。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要

2009年4月7日

発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を手がけるＯＰＴＩＬＥＤ ＪＡＰＡＮ（本社・東京都港区、松谷憲
之代表取締役）は、既存設備が利用できる蛍光灯型ＬＥＤランプの本格販売を開始した。
米クリーの高効率チップの採用などによって消費電力を大幅に低減、４０ワットタイプでは
電源を含めて２０・５ワットと、業界最高水準を実現している。すでにコンビニエンスストア
への採用が決まっており、オフィス、工場など幅広い用途への展開を目指す。ダウンライ
ト、投光器など品揃えも順次拡充していく予定。

ＬＥＤが変える照明ビジネス（下）「金のなる木」交換需要細る 日経産業新聞

2009年4月7日

「新市場で勝つため古い技術は捨てる」――。蛍光灯の開発技術者だった東芝ライテッ
クの恒川真一社長は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明にかける決意を示す。日本で初めて白熱
電球を事業化した東芝は、その生産を二〇一〇年度で終える。
意気込みは事業体制にも表れる。昨年にグループ横断の「新照明システム事業統括部」
を設置。東芝マテリアルなどグループ会社の開発資源を結集し、責任者に半導体技術者
を据えた。ＬＥＤなど次世代型照明に経営資源をシフトする姿勢を明確にした格好だ。

蛍光灯型ＬＥＤ照明を試験導入 省エネで県

2009年4月7日 球型蛍光灯に切り替えるなどの取り組みを進めている。ＬＥＤ照明は蛍光灯に比べて消費

ＯＰＴＩＬＥＤ ＪＡＰＡＮ、蛍光灯タイプＬＥＤ照明の販売開始

化学工業日報

県は六日、省エネルギー効果の大きい蛍光灯型ＬＥＤ（発光ダイオード）照明を、県庁二
階ロビーの一部に試験的に導入した。県は地球温暖化防止に向け、庁舎の白熱電球を電

岐阜新聞

電力が少ないことや、寿命が長いなどの長所があるものの、価格が高いため、県の施設
では小規模な設備への導入にとどまっている。

有機ＥＬ材、発光効率４倍、大阪府大、基礎実験、Ｘ線照射で
日経産業新聞
電子分離

ＩＴマネージャー、照明の専門サイト、施工会社紹介。

省エネスーパー増加中、東急ストアはＬＥＤ照明、いなげや
「壁面緑化」実験。

透けて見える照明の未来（なるほどフォト）

日経ＭＪ（流通新
聞）

日経ＭＪ（流通新
聞）

日本経済新聞

大阪府立大学の池田浩・准教授らの研究チームは発光効率が高いとされる新しい有機
ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）材料を開発、光らせる実験に成功した。まだ、基本原理を

2009年4月7日 確認した段階だが、将来、発光効率が現在の有機ＥＬ材料の四倍になる可能性がある。
構造も単純で安価に合成できるという。ディスプレーや照明など向けとして実用化を目指
す。

2009年4月8日

システム開発のＩＴマネージャー（東京・中野）は、照明に関する情報の検索サイト「照明の
取付．ｊｐ」を開設した。照明の種類と特徴、目的別の照明の選び方について解説し、消費
者が自宅などの照明を考える参考にする。同時に自宅の住所などを入力することで、最
寄りの施工会社を紹介し、施工会社の受注拡大を目指す。 まず全国約九十社の工事会
社の情報を掲載し、見積もりの依頼をできるようにした。「ブラケット」「シーリングライト」な
ど各照明の特性や用途など専門的な情報を紹介するほか、部屋や目的に応じて照明を
選べる。

2009年4月8日

東急ストアやいなげやが相次いで省エネ店舗の設置に乗り出した。三月末に開いた新店
で、看板や冷凍ケースなどに発光ダイオード（ＬＥＤ）の照明や、店内を一定の明るさに保
つ照明設備などの本格導入を始めた。環境配慮の企業姿勢を訴えるほか、二酸化炭素
（ＣＯ２）排出抑制や省エネ規制強化を見据え、順次広げる。 東急ストアのモレラ東戸塚
東急ストア（横浜市）は、店舗看板やアイスクリーム、パンのケースなどにＬＥＤ照明を導入
した。自動的に店内の明るさを調節する調光システムや、冷蔵機の無駄な冷却運転を抑
えたケースなども採用。従来店より電気使用量で一二％、ＣＯ２は年間百七トン削減効果
があるという。

2009年4月8日

プラズマや液晶に次ぐ次世代ディスプレーとして期待されている有機ＥＬ（エレクトロ・ルミ
ネッセンス）。この有機ＥＬ技術を使った"光る窓"を山形県米沢市の有機エレクトロニクス
研究所が開発した。 真空中で有機発光物を蒸着させたガラス基板に電圧をかけると、そ
れ自体が光る仕組みになっている。従来より透明度の高い基板が開発できたため、消灯
したときに窓の向こうがはっきり見えるのが特徴だ。
「学生時代は大学にあまり顔を出さず、居酒屋でアルバイトをしていました」。発光ダイ
オード（ＬＥＤ）照明器具の開発、製造を手掛けるラ・ヴィータ社長（高知市）の宮地貴嗣は

ラ・ヴィータ社長宮地貴嗣氏――高知市のＬＥＤ照明開発・製
日本経済新聞
造

2009年4月8日 振り返る。慶応大学商学部に結局、五年在籍した。卒業後は東京の不動産開発会社で、

液晶ＴＶ、東芝、深みある黒、バックライトにＬＥＤ。

2009年4月8日 色発光ダイオード（ＬＥＤ）を採用し、映像にあわせて点灯部分をきめ細かく制御することに

日経産業新聞

飲食店やホテルの開発に携わった。
東芝は七日、液晶テレビ「レグザ」の新製品五シリーズ十二機種を二十五日から順次発
売すると発表した。最上位の「ＺＸ８０００シリーズ」は東芝としては初めてバックライトに白
より、深みがある黒色を再現できるようにした。

省エネスーパー増加中、東急ストアはＬＥＤ照明、いなげや
「壁面緑化」実験

日経ＭＪ（流通新
聞）

大日本印刷、無機・有機ＥＬ一体化、「光るポスター」を開発。 日経産業新聞

東急ストアやいなげやが相次いで省エネ店舗の設置に乗り出した。三月末に開いた新
店で、看板や冷凍ケースなどに発光ダイオード（ＬＥＤ）の照明や、店内を一定の明るさに

2009年4月8日 保つ照明設備などの本格導入を始めた。環境配慮の企業姿勢を訴えるほか、二酸化炭
素（ＣＯ２）排出抑制や省エネ規制強化を見据え、順次広げる。

大日本印刷（ＤＮＰ）は七日、無機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）と有機ＥＬを組み合わ
せた「光るポスター」を開発したと発表した。蛍光灯を使った屋外看板などに比べ大幅に薄

2009年4月8日 く、曲げても発光するため柱や壁などの曲面にも設置できる。素材を変えて薄くするなど
の改良を加え、二〇一〇年四月に販売を始める。

大日印、無機・有機ＥＬを組み合わせたポスターを開発

日刊工業新聞

大日本印刷は７日、無機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）パネルと有機ＥＬパネルを一体化
したポスターを開発したと発表した。発光するポスター上に文字情報などを表示できる。低

2009年4月8日 消費電力のほか曲面への設置も可能で、多様な使い方ができる。１１月中旬まで仙台市
の楽天イーグルス展示スペースに設置する。２０１０年４月の販売を目指す。

パナソニック電工は、有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）照明の開発を推進する。金属箔
封止技術の開発によって、パネルの厚みが１ミリメートルと大幅な薄型化に成功。演色性
も膜厚設計の最適化などによって、平均演色評価数（Ｒａ）が９４と現状の蛍光灯光源を上
回ることができた。今後は有機ＥＬの課題である長寿命化に取り組み、発光材料の積層化
によって４万時間を目指す。同社では、まず２年後をめどに補助照明用途での実用化を見
込んでいる。

パナソニック電工、有機ＥＬ照明の開発推進、薄型化・演色性
化学工業日報
で成果

2009年4月8日

蛍光灯照明、明るさを自動で調節、パナ電工、省エネ性能高
日経産業新聞
く。

2009年4月9日 るさや人の動きを検知するセンサーを採用し、外が明るかったり、人がいなくなったりする

半導体装置大手、ＬＥＤ向け本格参入――東京精密、ディス
日本経済新聞
コ。

パナソニック電工は八日、蛍光灯照明「ダブルエコ」シリーズに、明るさを自動調節する
機能を搭載し、省エネ性能を高めた新製品を十日に追加発売すると発表した。周囲の明
と照明を抑える。

2009年4月9日

東京精密 専用の基板切断製品
ディスコ 拡販狙い横断チーム
半導体製造装置大手が、相次いで発光ダイオード（ＬＥＤ）分野に本格参入する。東京精
密はＬＥＤ専用の製造装置の開発に着手。ディスコはＬＥＤ向け装置の拡販に向けた横断
チームを設置した。主力の半導体事業は厳しさを増す中、次世代照明の有力候補であるＬ
ＥＤ市場は伸びが続いている。半導体の組み立て工程につかう技術を応用し、成長市場
への進出を急ぐ。
パナソニック電工は、ＬＥＤ照明器具「ＥＶＥＲＬＥＤＳ（エバーレッズ）」シリーズ約３４０製品
を今月から順次発売する。高効率でコンパクト、長寿命という発光ダイオード（ＬＥＤ）の特
長を生かし、洗練されたデザインの製品をラインアップ。白熱灯だけでなく、蛍光灯や水銀
灯の代替となる高出力の製品も拡充した。住宅向けはコンパクトなデザインのダウンライト
やスポットライト、ポーチライト、シャンデリアなど約１３０製品で、住宅全般をカバー。施設・
店舗・防災向けはスリットダウンライト、非常誘導灯、防犯灯など約２１０製品。オフィスだ
けでなく、歩道、駐車場など屋外分野もカバーした。

役立つ住宅情報：ハウジング・ミニ情報 ＬＥＤ特長生かした
照明－－パナソニック電工

毎日新聞

2009年4月9日

脱・白熱電球、ＬＥＤ優位 次世代光源で技術予測

ＦｕｊｉＳａｎｋｅｉ Ｂｕ
ｓｉｎｅｓｓ ｉ．

2009年4月9日 が小さいＬＥＤなどの次世代光源へ、メーカーが開発リソースを集中させているためだ。

民間調査会社の富士経済（東京都中央区）がまとめた２０１２年までの光源市場の予測
リポートで、こうした技術シフトの見通しが示された。現在、主流の白熱電球から消費電力
「脱・白熱電球」を印象づけている。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
ローソンは８日、自社のチェーン店にライン型の発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を導入すると
発表した。０８年２月から行っていた実証実験の結果が良好だったため。６月以降に新規

ローソン、新規店にＬＥＤ照明導入－電力３５％削減

日刊工業新聞

2009年4月9日 出店するコンビニエンスストア（ＣＶＳ）、生鮮食料品店の看板や店内照明が対象で、蛍光
灯に比べて３５％の消費電力削減が可能。また既存店へのＬＥＤ照明導入も検討してい
く。

国内の照明市場 １２年に５７８億円に／富士経済調べ

電気新聞

ローソン、新店にＬＥＤ照明導入。

日経ＭＪ（流通新
聞）

2009年4月10日 を採用する。従来使用していた蛍光灯から切り替え、店内照明や看板の消費電力量を約

日経消費ウオッ
チャー

2009年4月10日 したコンパクトでスリムな電灯などに加え、デザイナーの深澤直人氏と共同開発したシンプ

パナソニック電工の住宅用ＬＥＤ照明「エバーレッズ」〈ベスト
デザイン〉

白色有機ＥＬ、一般企業にも販路拡大、東北デバイス、極薄
日本経済新聞
型製品も投入

2009年4月9日

民間調査会社の富士経済は、ＬＥＤ（発光ダイオード）照明器具の国内市場規模が１２年
に５７８億円と、０８年の約４・４倍に拡大するとの調査結果をまとめた。０７年の建築基準
法改正や昨秋以降の世界的な景気後退、企業の設備投資の減速により０８年の国内市
場は縮小したものの、今後はＬＥＤ照明器具などの普及により、金額ベースでの伸びが大
きくなると予測。また、有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）市場が、１２年には１００億円規
模で立ち上がることが期待されるとした。
ローソンは六月以降に開業する新店の看板や店内照明の光源に、発光ダイオード（ＬＥＤ）
三五％削減する。環境配慮の姿勢を訴える。
パナソニック電工は省エネ・長寿命のＬＥＤ（発光ダイオード）を使った照明「エバーレッ
ズ」の住宅用約１３０品目を、２１日から順次発売する。「粒」と称される小型の光源を生か
ルで質感が高い「モディファイ」シリーズの卓上ライトなど、デザイン性の高い省エネ型照
明を今後の生活空間作りのスタンダードになるものとして前面に打ち出す構えだ。
携帯電話のバックライトなどに使う白色有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）を生産する
東北デバイス（岩手県花巻市、相馬平和社長）は十五日から、数社の顧客企業に限って

2009年4月10日 いた販路を広げ、一般企業から広く受注する。厚さ〇・三ミリメートルの極薄型の製品も投
入して、二〇一〇年十二月期に売上高二十六億円を目指す。

有機ＥＬ開発の独ノバレッド、丸紅メタルと提携、日本市場の
化学工業日報
開拓強化

2009年4月10日

蛍光灯に匹敵する明るいＬＥＤ／低価格で実績／東神電気

建設通信新聞

2009年4月13日

薄明かりこそ１００万ドルの夜景、過剰照明見直しへ（暮らし
新景）

日本経済新聞

2009年4月13日

有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）開発ベンチャー企業の独ノバレッドは、丸紅メタル（本
社・東京都千代田区）と協力関係を結んだ。日本市場開拓の一環で、丸紅メタルが持つ発
光ダイオード（ＬＥＤ）チップの販路を活用して材料や技術の普及を図る。両社は細部を検
討し、１０月をめどに代理店契約を締結する見通し。ノバレッドは昨年、現地法人を設立す
るとともに、住友化学、保土谷化学工業と技術面で協業するなど、日本を重点市場と位置
付けて活動を強化している。
架線金物メーカーの東神電気（本社・大阪市、寺岡龍彦社長）は、長寿命で消費電力が少
ない直管型ＬＥＤ（発光ダイオード）の販売実績を伸ばしている。一般的な蛍光灯と同等の
明るさを実現し、演色性も高い。既存器具に取り付けられるため追加工事が必要ないほ
か、信頼性が高い純国産のＬＥＤチップを使いながら、価格は従来と比べて低く抑えてい
る。発売から３カ月弱で１２００本を販売した。取り換え回数、工賃の低減などライフサイク
ルコストの優位性をアピールしながら、オフィスや公共施設、地下空間への採用を進め
る。
明るすぎる――。電飾看板などで煌々（こうこう）と照らされた街の明かりを見直す動きが
広がっている。自治体が夜景の指針づくりに乗り出し、商店街では暗めの街灯に切り替え
る取り組みが始まった。節電に加え、過剰な照明が美観を損なっているとの反省からだ。
日本人は世界でも明るさを好む国民といわれてきたが、転機を迎えているのかもしれな
い。
調査会社の富士経済は、発光ダイオード（ＬＥＤ）の市場動向の調査結果をまとめた。それ
によると、０８年の世界需要（単色・白色、赤外光、紫外光を含む）は景気後退が響き数量

ＬＥＤ世界需要、回復に転じるのは１０年以降、富士経済が調
化学工業日報
査

2009年4月13日 価格とも前年比で減少、０９年も減少すると予測している。回復に転じるのは１０年以降と

今が旬、ＬＥＤ照明－改正省エネ法、４月施行で大忙し－本
格開花・関連株も買いか…－技術・開発は日本勢リード

2009年4月13日 在、一般家庭で広く普及している白熱電球が２０１１年に廃止されることや、４月施行の改

日本証券新聞

みており、１２年には数量ベースで０８年比１１・６％増の１１１６億個、金額ベースで同１８・
９％増の６３６３億円に成長するとみている。
電力消費量が小さく、省エネの観点から次世代照明としての役割が期待されているＬＥＤ
（発光ダイオード）。株式市場でもこれまで幾度となく話題にされてきたテーマである。現
正省エネ法に伴い、高効率かつ低消費電力な次世代照明の１つとして期待されている。
ＬＥＤ製品の展示が中心となり、過去最大の開催規模となった「ライティング・フェア２００９」
（第９回国際照明総合展）。延べ９万７０００人近くが訪れた同展会場を回り、照明製品とそ
の技術の最前線を探った。省エネなど地球環境問題を反映し、今回のテーマは「人に地球
に…やさしいあかり」。テーマ展示コーナーでも「あかりは生まれ変わる－照明器具交換で
ＣＯ２削減」と温暖化対策をテーマとし、最新機器に交換することでどの程度の二酸化炭
素（ＣＯ２）削減が可能なのか、１９９０年代と比較しながら紹介していた。

照明トレンド ＬＥＤ製品が主役に－過去最大規模となったラ 日経アーキテク
イティング・フェア
チュア

2009年4月13日

照明トレンド ＬＥＤ製品が主役に－過去最大規模となったラ 日経アーキテク
イティング・フェア
チュア

2009年4月13日 度は高かった。指向性のあるＬＥＤと異なり、有機ＥＬは面光源であるのが特徴の一つだ。

有機ＥＬは、前回のフェアでは試作品段階だったが、実用化目前の製品が登場してきた。
ＬＥＤに比べれば出展数はかなり少ないものではあったが、各ブースともに来場者の注目
光源の厚さは０．１ミクロン。影の少ない照明が可能で、省エネ、長寿命。蛍光灯に代わる
次世代照明としても注目されている。
三洋電機はＬＥＤ（発光ダイオード）製品などを生産しているニュープロダクツ事業部のフォ
トニクス統括部（鳥取市）について、白色ＬＥＤを使った照明器具などの開発・生産にシフト
する。ＬＥＤ照明は消費電力が少なく寿命が長い。従来の蛍光灯などより環境への負荷が
小さく、需要増が見込めると判断した。
同統括部は、白色ＬＥＤを部品の形で生産する。現在、蛍光灯型など照明用製品の開発
を進めており、年内にも市場に投入。白色ＬＥＤの用途拡大につなげる。

三洋電機、ＬＥＤ照明にシフト、鳥取市のフォトニクス統括部、
日本経済新聞
蛍光灯代替狙う

2009年4月14日

シーシーエス――ＬＥＤ照明で野菜工場（技あり中堅中小企
業）

2009年4月14日 シェアを持つ。同社は今、製造現場に照明技術を納入して売り上げを伸ばした実績を生か

日本経済新聞

シーシーエス（ＣＣＳ）は発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った照明装置の専業メーカー。半導体
や自動車、食品などの工場で、製品の不具合を検査する撮影機向けＬＥＤで国内六割の
し、ＬＥＤ照明を使った野菜工場を造る新規事業に力を入れている。

欧州の有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）業界で存在感を高めている独ノバレッド。１４企
業・大学が参画する新たな照明用研究プロジェクト「ＯＬＥＤ１００．ＥＵ」では、低電圧駆動

独ノバレッド・ジルダ・ソリンＣＥＯに聞く、有機ＥＬの照明分野
化学工業日報
開発

2009年4月14日 を可能とする独自構造の「ＰＩＮ」が採用された。同プロジェクトは１１年までに発光効率を１

発熱抑え、自然な発色／新型ＬＥＤ蛍光灯４０Ｗ発売／工事
不要で各社の安定器に対応／エーワンメディテック／金沢市 建設工業新聞
／

2009年4月15日 工事などが不要な新型ＬＥＤ式蛍光灯「イーディスカバリー」（ｅ－ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ）シリーズの４

ＬＥＤ照明、住宅用にも 長寿命・少ない消費電力 エコに関
信濃毎日新聞
心、白熱電球廃止も追い風

2009年4月15日 との共生や、資産価値を高める街づくりがコンセプト。中尾益大社長は「コストより、環境に

ワット当たり１００ルーメンと、蛍光灯を上回る性能に高めることを目指している。ジルダ・ソ
リンＣＥＯに最近の活動や技術開発の進捗状況などを聞いた。
医療機器販売などのエーワンメディテック（金沢市、高木政則社長）は、照明器具の改造
０Ｗタイプを開発し、今月からオフィスや工場など向けに量産を開始した。
2008年10月、愛知県三好町に屋外照明すべてにＬＥＤを使った街が誕生した。「トヨタす
まいるライフ」（同県豊田市）が分譲販売する「グリーンアヴェニューあざぶの丘」だ。環境
いいものを積極的に取り入れた。ＬＥＤ照明はその一つ」と話す。
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4. 新 聞
題目
東北デバイス、極薄０．３ミリ白色有機ＥＬ、家電向けなど需
要開拓

新聞名

日経産業新聞

発行年月日

概要
白色有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）の生産を手がける東北デバイス（岩手県花巻
市、相馬平和社長）は、厚さが〇・三ミリメートルと世界で最も薄いクラスの白色有機ＥＬパ

2009年4月15日 ネルを開発した。軽量で低コストなパネルを投入し、携帯情報機器などの光源として市場
を広げる。
パナソニックは15日、二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を実質ゼロにする次世代住宅のショー
ルーム「エコアイディアハウス」の開所式を東京都内で開いた。省エネ家電製品の採用で

エコ対応住宅続々、パナソニック、ＣＯ２ゼロの家、３―５年後
日経産業新聞
想定

2009年4月16日 エネルギー使用量を減らすのに加え、燃料電池などを活用し家庭内で蓄電できる3～5年

パナ電工、ＬＥＤ明るさ調節、住宅用調光器２機種

2009年4月16日 く、従来機種では制御しきれなかったという。一つの部屋に複数の照明器具を付ける住宅

日経産業新聞

後の住宅を想定している。大坪文雄社長は「単なるコンセプト発信ではなく実現性ある提
案型施設とした」と強調した。
パナソニック電工は15日、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の明るさも調節できる住宅向け照明
調光器二機種を二十一日に発売すると発表した。ＬＥＤ照明は蛍光灯より消費電力が小さ

が増えているため、2009年度は前年度の約三倍となる三億円の売り上げをめざす。
パナソニック電工は１５日、住宅内に設置された複数のＬＥＤ照明器具の調光を一元管理
できる機能を備えた記憶式ライトコントローラー「リビングライコンシリーズ」（商品名）を開
発、２１日に発売すると発表した。２～１５０ワットのＬＥＤ照明を４回路分接続でき、コント
ローラーパネル上で簡単に明るさが制御できる。調光数値を記憶して呼び出すことも可
能。さらに既存の蛍光灯照明も合わせて調光できる。販売価格は白色が１台７万７７００
円。シルバー色が同７万９８００円。

パナソニック電工、ＬＥＤ照明器具用ライトコントローラーを開
化学工業日報
発

2009年4月16日

【製品ガイド】伊吹工業：次世代ＬＥＤ照明灯／消費電力８
８％削減、ＣＯ２排出量カット

日本海事新聞

2009年4月16日 イオード（ＬＥＤ）を採用した船舶用照明灯「ＮＡＵＴＩＬＩＧＨＴ（ノーチライト）」シリーズの販売

ＬＥＤや有機ＥＬ競演、次世代照明技術展が開幕

日経産業新聞

舶用機器製造販売の伊吹工業（大阪市旭区、新宅章生代表）は４月から、光源に発光ダ
を開始した。
次世代照明技術を提案する「第一回次世代照明技術展」が十五日、東京ビッグサイト（東
京・江東）で開幕した。初開催ながら照明器具や材料、製造装置など国内外の二百十八

2009年4月16日 社が出展。発光ダイオード（ＬＥＤ）照明や有機エレクトロ・ルミネッセンス（ＥＬ）照明の新技
術で“競演”した。十七日までの期間中に一万人の来場を見込む。
省エネ効果が高く、寿命も長いＬＥＤ（発光ダイオード）照明の本格普及に向け開発競争が
熱を帯びてきた。１５日から東京ビッグサイト（東京・有明）で開かれている「次世代照明技
術展」の主役は、白熱電球や蛍光灯と比べて消費電力が少ないＬＥＤ照明。企業に省エネ
対策の強化を促す「改正省エネルギー法」が今月１日に施行され企業の環境保全意識も
高まっており、家庭や産業用にＬＥＤ活用分野が広がる兆しを見せている。

次世代テクノロジー続々 ＬＥＤ照明開発合戦 省エネ法も追
産経新聞
い風

2009年4月16日

東京で次世代照明技術展 ルミオテック（米沢）がサンプル照
山形新聞朝刊
明を出展、技術者ら高い関心

2009年4月16日 出展した。国内外の２１８社が、次世代照明の本命とされる有機ＥＬやＬＥＤ（発光ダイオー

次世代照明、一堂に集結 １７日まで都内で第１回技術展

2009年4月16日 区の東京ビッグサイトで３日間の日程で開幕した。出展した２１８社が省エネルギー性や長

電球に替わる新たな照明に関する製品を集めた次世代照明技術展が１５日、東京ビッグ
サイトで開幕し、米沢市に設立された有機ＥＬパネル製造のルミオテックがサンプル照明を
ド）の関連製品、材料、製造装置などを出品した。
最新の照明器具や製造装置、部品・材料技術を一堂に展示する第１回の「次世代照明技
術展（ライティングジャパン）」（主催＝リードエグジビジョンジャパン）が１５日、東京都江東

電気新聞

寿命を特徴にしたＬＥＤ（発光ダイオード）照明や高機能部品・材料などを披露し、専門技
術セミナーも連日開かれる。１７日までの会期中に約１万人の来場を見込む。
照明用の白色発光ダイオード（ＬＥＤ）市場が急拡大している。矢野経済研究所の調べに
よると、２００８年の市場規模は４０２億円と０４年の８倍以上になった。最近はコンビニなど
が店内の照明に導入する動きもある。ＬＥＤの発光効率の改善で明るさが増したうえ、価
格が下がってきたことが背景にある。 白色ＬＥＤの大半は携帯電話やノートパソコンに使
われており、照明用として脚光を浴びたのは数年前から。照明用が白色ＬＥＤ市場全体に
占める割合は１２％程度（矢野経済調べ）にとどまる。しかし企業の関心は高く、照明器具
メーカーが次々とＬＥＤ照明を発売している。「商業施設など業務分野での需要が伸びてお
り、さらなる拡大が期待できる」（オーデリック）

ＬＥＤ市場、照明向け４年で８倍（なるほどタイム）

日本経済新聞

2009年4月16日

東芝、ＬＥＤ照明の海外展開本格化－仏に営業部門新設

日刊工業新聞

2009年4月17日 １０年３月までに中国、インドなど新興国にも設置する。ＬＥＤなど環境配慮型の照明事業

東芝は１６日、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明事業の海外展開を本格化すると発表した。フラ
ンスの販売子会社に営業部門を新設。さらに営業組織を夏までに北米、ドイツ、英国、２０
は２０１５年度をめどに海外で１０００億円以上の売り上げを目指す。
東芝は16日、2010年3月までにドイツや中国など八カ国・地域に発光ダイオード（ＬＥＤ）照

東芝、ＬＥＤ照明で海外に営業拠点

日経産業新聞

2009年4月17日 明の営業拠点を設置すると発表した。蛍光灯など既存の照明事業は国内の売り上げが大
半を占めているが、ＬＥＤ照明への切り替えを好機とみて海外へ打って出る。
東京・有明の東京ビッグサイトで１７日まで開催中の「次世代照明技術展」で、市場が立ち
上がったＬＥＤ（発光ダイオード）照明や、次世代の有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）照
明に関する製品・技術を出展企業が競い合っている。展示の主役はＬＥＤ照明だが、薄型
で曲げ加工もできる新構造の試作品を披露した住友化学や、１０月からサンプル出荷を始
める有機ＥＬ照明の利用シーンを具体的に提示したルミオテック（山形県米沢市）など、一
段先の市場獲得をにらんだ展示も目立っている。

次世代照明技術展でＬＥＤや有機ＥＬ披露 有望市場獲得へ
電気新聞
競い合い

2009年4月17日

日東光学、ＬＥＤ照明部品に参入、カメラレンズ技術を応用

2009年4月17日 み合わせた照明部品を開発、近く照明器具メーカー向けにサンプル出荷を始める。消費

光学機器メーカーの日東光学（諏訪市、金子睦臣社長）はＬＥＤ照明市場に参入する。カメ
ラの開発や製造で培った光学技術を生かして、発光ダイオード（ＬＥＤ）に拡散レンズを組

日本経済新聞

電力を減らし二酸化炭素（ＣＯ２）排出量も削減できるため需要が拡大している同市場へ
の参入で収益の上積みを狙う
有機ＥＬやＬＥＤを利用した照明を集めた初めての展示会「次世代照明技術展 ライティン

広がるＬＥＤ照明 集魚灯からトンボ型の街灯まで

ＩＴｍｅｄｉａ Ｎｅｗｓ

2009年4月17日 グジャパン」（東京ビッグサイト、４月１７日まで）では、魚を集めるための集魚灯から、変
わった形の街灯まで、ＬＥＤを活用したさまざまなライトが展示されている。
2013年に日本の店舗照明の約三割、街路灯の約二割が発光ダイオード（ＬＥＤ）に――。
民間調査会社の富士キメラ総研はＬＥＤ市場に関する予測をまとめた。〇八年の
採用率はいずれも一ケタ台だが、改正省エネ法やＬＥＤ価格下落が普及を後押し
するとみる。携帯電話のバックライトなどを中心に普及が進んだＬＥＤは、照明
分野にも広がり始める。

１３年のＬＥＤ採用率、店舗照明、３割に拡大――民間調べ、
日経産業新聞
街路灯は２割

2009年4月17日

ＬＥＤ事業へ参入続々 県内企業 改正省エネ法背景

2009年4月17日 ニチェーンなどがＬＥＤ照明の導入を開始。今後の需要増を見込み、県内でも関連部品の

北日本新聞

地球温暖化防止への関心が高まる中、蛍光灯より耐久性に優れ消費電力が少ない「ＬＥ
Ｄ」（発光ダイオード）照明が注目を集めている。来春の改正省エネ法の施行を前にコンビ
製造や器具の販売など“ＬＥＤビジネス”が活発化している。 （経済部・荒木佑子）

カフェ照明オールＬＥＤ、ＣＣＳ、琵琶湖畔で、消費電力８割削
日本経済新聞
減。

日東光学、ＬＥＤ照明部品に参入、カメラレンズ技術を応用。 日本経済新聞

2009年4月17日

発光ダイオード（ＬＥＤ）メーカーのシーシーエス（ＣＣＳ）は大津市の琵琶湖畔で、店内のす
べての照明に自社製ＬＥＤを用いたカフェを開設した。蛍光灯型やスポットライトタイプなど
百十八個の照明を設置。年間の消費電力を約八割削減できるという。 ＬＥＤ照明を導入
したのは連結子会社で野菜の工場生産やレストラン運営を手掛けるフェアリーエンジェル
（京都市）が開いた「天使のカフェ なぎさ公園店」。

2009年4月17日

光学機器メーカーの日東光学（諏訪市、金子睦臣社長）はＬＥＤ照明市場に参入する。カメ
ラの開発や製造で培った光学技術を生かして、発光ダイオード（ＬＥＤ）に拡散レンズを組
み合わせた照明部品を開発、近く照明器具メーカー向けにサンプル出荷を始める。消費
電力を減らし二酸化炭素（ＣＯ２）排出量も削減できるため需要が拡大している同市場へ
の参入で収益の上積みを狙う。 開発した照明部品は「ＬＥＤ一個で広い面積を照らすこ
とができ、色や明るさのムラが小さいのが特徴」（開発本部）。カメラやプロジェクターの製
造で培ったレンズ設計技術を生かして開発した。
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4. 新 聞
題目

東芝、ＬＥＤ照明で海外に営業拠点。

新聞名

日本経済新聞

１３年のＬＥＤ採用率、店舗照明、３割に拡大――民間調べ、
日本経済新聞
街路灯は２割。

ＬＥＤ照明２０００本購入、鳥取県が三洋電機支援で。

日本経済新聞

発行年月日

概要

2009年4月17日

東芝は十六日、二〇一〇年三月までにドイツや中国など八カ国・地域に発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）照明の営業拠点を設置すると発表した。蛍光灯など既存の照明事業は国内の売り上
げが大半を占めているが、ＬＥＤ照明への切り替えを好機とみて海外へ打って出る。 夏
までに、北米とドイツ、英国に営業拠点を設け建築事務所などへの営業活動を強化する。
フランスの現地法人には営業部門を設けているが、他の地域は出張で対応していた。中
国やロシア、中東地域の新興国市場にも拠点を新設する。

2009年4月17日

二〇一三年に日本の店舗照明の約三割、街路灯の約二割が発光ダイオード（ＬＥＤ）に―
―。民間調査会社の富士キメラ総研はＬＥＤ市場に関する予測をまとめた。〇八年の採用
率はいずれも一ケタ台だが、改正省エネ法やＬＥＤ価格下落が普及を後押しするとみる。
携帯電話のバックライトなどを中心に普及が進んだＬＥＤは、照明分野にも広がり始める。
店舗照明での採用は〇八年に四十万台と全体の二・五％だった。一三年には店舗照明全
体の千七百万台のうち、ＬＥＤ照明が五百万台を占める見通しだ。街路灯は〇八年に三万
五千台（五・六％）だったが、一三年には十二万台（二一・八％）に高まるという。

2009年4月18日

鳥取県は鳥取市内で照明用の白色ＬＥＤ（発光ダイオード）を生産している三洋電機の支
援に向け、蛍光灯型のＬＥＤ照明を二千本購入する。平井伸治知事は「耐久性と省エネル
ギー効果を考えれば、初期費用が高くても十分もとが取れる。地元で苦しんでいる電機業
界の後押しになれば」と説明する。市もすでに試験導入しており、三洋支援で県と市が足
並みをそろえた形になった。 県環境立県推進課によると、購入費を含めた総費用は四
千三百六十万円で、県は国の臨時交付金も活用し、昨年度の二月補正予算に計上。連
休明けに同課に蛍光灯型ＬＥＤを試験的に導入し、明るさなどを検証したうえで、当初、省
エネ型の蛍光灯の導入を検討していた出先機関の総合事務所や福祉保健局などについ
て、蛍光灯型ＬＥＤへの切り替えを検討する。
照明専業のオーデリックに環境関連としての材料が浮上している。省エネ意識の高まり
に向けて、ＬＥＤ（発光ダイオード）照明の普及が始まる中、昨年秋にＬＥＤ照明製品４８機

オーデリック、環境関連の切り口も――ＬＥＤ照明製品が好調 株式新聞

2009年4月20日 種を一気に発売。これが予想以上に好調な売れ行きを示している。６月には、さらに２００
機種の新製品を発売する予定。足元のＬＥＤ製品が売上高に占める割合は２％程度と少
ないが、今後はこれら新商品群の寄与で大きな収益源に成長していくとみられる。
今から２０年前の１９８９年，ＬＥＤと太陽電池を使った屋外照明が横浜みなとみらい２１の
グランモール公園に登場した。設計を担当したのは照明デザイナーの石井幹子氏だ。いよ

石井 幹子氏－ＬＥＤ照明で驚くほどハンバーガーがおいしそ 日経エレクトロニ
うに見えるんです－
クス

2009年4月20日 いよ一般照明として普及が始まろうというＬＥＤに対して今，どのような思いを抱いているの

独ノバレッド、日本拠点設立１年、有機ＥＬ、共同開発加速―
日経産業新聞
―ソリンＣＥＯに聞く

2009年4月20日 ノバレッドは高い効率で光を取り出せる素子構造で強みを持つ。このほど来日したジル

ＮＥレポート－発光効率２１０ｌｍ／Ｗの有機ＥＬ素子，２倍超
日経エレクトロニ
の光取り出し効率で実現－高屈折率層が半導体層から光を
クス
吸い出す

2009年4月20日 するリン光材料を用いた有機ＥＬ素子を作製し，２１０ｌｍ／Ｗという非常に高い発光効率を

みずほ証券エクイティ調査部桂竜輔氏――ＬＥＤ照明、改良
日経産業新聞
に余地（トレンドウオッチ）

2009年4月20日 ダイオード（ＬＥＤ）照明を導入する動きが広がってきた。白熱電球への規制を掲げる国も

か，照明用ＬＥＤユーザーの先駆者とも言うべき石井氏に聞いた。
有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）の材料メーカー、独ノバレッドが日本での事業を拡
大している。昨年三月に日本支社を設立したほか、保土谷化学工業などと技術提携した。
ダ・ソリン最高経営責任者（ＣＥＯ）に日本企業との共同事業や市場の展望を聞いた。
――アジアで初の拠点となる日本支社を設立して一年たつ。
金沢工業大学 光電磁場応用研究所 教授の三上明義氏の研究グループは，緑色発光
得た。光取り出し効率を５６．９％と，従来の２倍超に引き上げた結果とする
器具各社、成長の好機
来年度に改正省エネ法が完全施行されるのをにらみ、コンビニエンスストアなどで発光
多く、照明各社はこぞってＬＥＤ照明事業を強化し始めた。現状や今後の見通しについて、
みずほ証券エクイティ調査部の桂竜輔シニアアナリストに聞いた。
新潟大学大学院自然科学研究科（超域研究機構）の戸田健司准教授らの研究グループ
は、青色光励起で、温かみのある白色光を発光させることができるＬＥＤ用の新規蛍光体
の開発に成功した。従来のＹＡＧ蛍光体と同等の高輝度を有しつつ、素材自体の持つ若干
の赤みにより柔らかな白色光を放出することができる。高温下でも輝度の減少が少なく、
また合成も容易で低コストで製造できるなどの特徴がある。落ち着いた色調の光が要求さ
れる照明分野などに有用な素材として、早期の実用化を目指す考え。

新潟大、白色ＬＥＤ用新規蛍光体開発、高輝度で温かみのあ
化学工業日報
る色調再現

2009年4月21日

省エネ率先 ＬＥＤ照明 各務原市役所 啓発へ試験的に設
中日新聞
置

2009年4月21日 が提供したＬＥＤ照明十二本を一階受付の天井に設置。一般の蛍光灯と比較した場合、消

【岐阜県】家庭での省エネを啓発しようと、各務原市は消費電力が少ない蛍光灯型の発
光ダイオード（ＬＥＤ）照明を、市役所一階ロビーで試験的に設置した。羽島市内の事業所
費電力が約七割節減できる上、寿命も五倍に長くなり、熱の発生も少ないという。

東北デバイス（本社・岩手県花巻市、相馬平和社長）は、照明用途を狙って白色有機ＥＬ
（エレクトロルミネッセンス）パネルの本格的な市場開拓に乗り出す。薄型化が可能な膜封
止技術を確立したことを受けて、照明器具メーカーなどと開発を進めており、早ければ今
夏にも同社のパネルを搭載した製品が市場投入される見通し。今月からは一般・企業向
けの販売も開始した。今後は一層の性能向上を目指して、発光材料の効率向上、集光
フィルムの開発を関連企業と共同で進める。

東北デバイス、白色有機ＥＬパネル、照明分野開拓を本格化 化学工業日報

2009年4月21日

ルミオテック、有機ＥＬパネル本格化－照明用サンプル販売

2009年4月21日 ルを販売し、用途や顧客ニーズを調査しがら量産を始める計画。２０１０年３月期はサンプ

ルミオテック（山形県米沢市、重永久夫社長、０２３８・２９・０７２５）は、照明用有機エレクト
ロルミネッセンス（ＥＬ）パネル事業を拡大する。１０月に照明器具や建材メーカーにサンプ

日刊工業新聞

ル販売中心の売上高（見込み）２億円を、２０１３年３月期には量産によって同２５０億円を
目指す。
農業ベンチャーのみらい（千葉県松戸市、嶋村茂治社長）は、異業種からの農業参入を支
援する事業を始める。同社に「野菜工場」の建設工事を発注した企業に対し、農業の初心
者でも栽培技術を習得できる技術訓練を実施。肥料の濃度など各種データを顧客と共有
し、計画通りの収量になるように助言する。 野菜工場は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明や空
調などを自動制御し、季節や場所に関係なく安定的に野菜を育成できる施設。無農薬栽
培も可能で、食の安心・安全を重視する消費者の嗜好（しこう）に合った野菜を供給できる
手段として注目されている。

「野菜工場」参入支援、農業ＶＢ、みらい、異業種に技術訓
練。

日経産業新聞

2009年4月21日

三菱電機、ＬＥＤ照明を拡充、店舗向け３０品番

日経産業新聞

2009年4月22日 ら、消費電力は10・2ワットと三割以下に抑えた。ハロゲンランプからの置き換え需要を獲

三菱電機は21日、発光ダイオード（ＬＥＤ）を使ったスポットライトやダウンライト三十品番
を5月21日から順次発売すると発表した。35―50ワットのハロゲンランプと同等の性能なが
得し、店舗向けを中心に年間三万台の販売を目指す。

三菱樹脂（東京）は21日までに、ビニールハウス内で太陽光と発光ダイオード（ＬＥＤ）照
明を併用して野菜、果物を育てる設備の開発・販売事業を始める方針を明らかにした。
2011年にも事業化する計画で、大規模農家への販売を目指す。同社によると、太陽光とＬ
ＥＤを併用したハウス栽培設備の事業化は初めて。新設備は、ビニールハウス内で土の
代わりに水を張った容器などを使う水耕栽培。曇天など日照が足りない場合、必要に応じ
ＬＥＤ照明で照射する

太陽光とＬＥＤ併用 ハウス栽培に安心感＊三菱樹脂＊１１
年にも事業化

北海道新聞

2009年4月22日

面発光，デザイン幅向上――有機ＥＬ照明の高い潜在能力

建設通信新聞

2009年4月22日 をそのまま照明とすることも可能だ。コストや発光効率などの課題はあるが、ＬＥＤ（発光ダ

薄くて軽く、省エネルギーにも貢献する有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）照明が、実用
化に近づいている。従来の照明と違い「面」で発光するため、技術が進化すれば天井や壁
イオード）並みの潜在能力を踏まえると、１０年先には次世代照明の主役となる可能性は
十分にある。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要

農業生産法人の京丸園、野菜、ＬＥＤで効率栽培、試験開
始、太陽光補い収量増。

日本経済新聞

2009年4月22日

農業生産法人の京丸園（浜松市、鈴木厚志社長）は発光ダイオード（ＬＥＤ）を使って、効率
的に野菜を栽培する試験を始めた。有機水耕栽培の一環として、ＬＥＤが発する光で太陽
光を補い、収量安定と栽培コスト引き下げを狙う。消費地に近い都市部での農業に適する
とみており、障害者を含めた雇用の受け皿となる「ユニバーサル農園」として普及を目指
す。 光技術を農業に取り入れようとしているベンチャー企業、ホト・アグリ（同、岩井万祐
子社長）と組んで、既存のビニールハウスを使った試験生産に着手した。サラダなどに使う
ベビーリーフの種や苗を並べ、赤色と青色のＬＥＤ光を上から照射する。野菜を三段に配
置して育て、太陽光の不足をＬＥＤの光でカバーする。

三菱電機、局部照明用LED器具30品番

電波新聞

2009年4月23日

三菱電機は、LED照明器具「ＡＫＡＲＩ－ＬＥＤｓ（あかりレッズ）シリーズ」の新製品として、局部照明器
具3タイプ合計30品番（税抜17,800円～29,000円）を5月21日から順次発売する。ハロゲンランプと同等
の中心光度ながらも、消費電力が10.2Wと少なく寿命は4万時間となっている。製品は、ベースダウン
ライトとユニバーサルダウンライト、およびスポットライト。ビーム角が15度と25度の2種類と3種類の光
色（昼光色・白色・電球色）がある。

米沢のルミオテック、照明用有機ＥＬパネル量産化を１０年秋
山形新聞
に判断 売上高２５０億円を想定

エムケー精工、フルカラーＬＥＤ表示装置、省エネ、明るさ５割
日本経済新聞
増、昼間でも見やすく。

タムラ製作所、ＬＥＤ向け基板、白色絶縁材も折り曲げ可能。 日経産業新聞

環境エネルギー産業育成、台湾、５年で１３００億円、太陽光
日本経済新聞
発電、ＬＥＤなど。

ＬＥＤ表示装置、５割明るく、省エネも――エムケー精工、屋
外向け。

日経産業新聞

照明用有機ＥＬパネルの製造会社ルミオテック（米沢市、重永久夫社長）は、市場調査を
経た来年秋にも照明パネルの量産化に踏み切るかどうか判断する。量産化の際の事業

2009年4月23日 規模は売上高二百五十億円、年間パネル生産五百万枚を想定している。サンプルパネル
の供給は、予定通り今年十月から始める。

2009年4月23日

エムケー精工は消費電力はそのままで、明るさを五割増した発光ダイオード（ＬＥＤ）ディス
プレーを開発した。二十三日から受注を始める。昼間の見やすさと省エネを両立したのが
特徴で、企業の屋外広告や屋外テレビ用に売り込む。同社のフルカラーＬＥＤ表示装置
「ビュー ビジョン」の年間売上高は十億円程度。新製品の投入で、二億円の増収をめざ
す。 ＬＥＤ表示装置の大きさは縦横四十センチメートルで、フルカラー表示が可能。複数
枚を使って、案内板や大型モニターを組み立てる。明るさは一平方メートル当たり八千カン
デラで、同社の従来製品より五四％向上したが、明るさを最大にした場合の消費電力は変
わらない。明るさを落として使う夜間は、従来製品に比べて消費電力を五〇％削減できる
という。

2009年4月23日

タムラ製作所は、発光ダイオード（ＬＥＤ）の光を反射する白色のプリント基板表面用に、自
由自在に折り曲げられる絶縁材を開発した＝写真。元々、白色の絶縁材は反射効率がい
いが、さらに形状の自由度が高まる。省エネ化・薄型化が進む情報機器や、曲線的な意
匠の照明器具などへの採用を見込んでいる。六月にも製品化し、サンプル出荷を始める
予定だ。 白色の絶縁材でＬＥＤの光の波長を効率良く反射するためには、白い顔料を多
量に使うか、絶縁材の膜を厚くする必要がある。顔料を多く使用すると膜がもろくなる傾向
があり、折り曲げられる基板向けの絶縁材としては使用できなかった。

2009年4月24日

【台北＝新居耕治】台湾の経済部（経済産業省）は二十三日、太陽光発電、発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）を軸とする環境エネルギー関連産業の育成のため、今後五年で四百五十億台
湾ドル（約千三百億円）を投じると発表した。当局の支援により、二〇〇八年に約千六百
億台湾ドルだった環境エネルギー産業の規模を一五年に一兆台湾ドル超に拡大すること
を目指す。 経済部は技術開発支援のために二百億台湾ドル以上を支出するほか、太陽
光発電やＬＥＤなどの内需拡大に二百五十億台湾ドルを拠出する計画。太陽光発電を導
入する消費者への補助なども検討する。これとは別に行政院（内閣）傘下の「国家発展基
金」を通じ、大型プロジェクトや環境関連企業を投資対象としたベンチャーキャピタルへの
投資も進める。

2009年4月24日

【長野】エムケー精工は消費電力を据え置き、明るさは五割増やした発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）ディスプレーを開発、受注活動を始めた。昼間の見やすさと省エネを両立したのが特
徴。屋外広告や屋外テレビ用に売り込む。新製品投入で二億円の増収確保を目指す。
ＬＥＤ表示装置の大きさは縦横四十センチメートルでフルカラー表示が可能。複数枚を使
い、案内板や大型モニターを組み立てる。明るさは一平方メートルあたり八千カンデラで、
エムケーの従来製品より五四％向上した。明るさを最大にした場合でも消費電力は変わら
ない。明るさを落として使う夜間は、従来製品に比べ消費電力をほぼ半減できるという。
山形大の結城章夫学長はこのほど、山形新聞のインタビューに答え、工学部に本年度、
新たに有機ＥＬ研究棟を整備した上で、国内外のトップクラスの研究者を招聘（しょうへい）

山形大が有機ＥＬ研究棟を整備へ 研究者を招聘、世界的な
山形新聞
拠点目指す 結城学長が方針

2009年4月25日 し、世界的な有機ＥＬの研究拠点をつくる方針を明らかにした。また、来年度から始まる新

２０１５年の有機ＥＬ市場、９倍の５５億ドルに、米社予測

2009年4月27日 ドルだった市場規模は、１５年に５５億ドルと約９倍に拡大するとみている。また、１５年の

しい教養教育は、基盤教育と呼び、学生中心のカリキュラムを組む考えを示した。以下は
一問一答。
米ディスプレイサーチは、有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）ディスプレイの長期市場予
測をまとめた。それによると、今後はアクティブマトリックス型が成長を牽引し、０８年に６億

化学工業日報

時点における金額ベースの最大用途はテレビになり、携帯電話を抜いて１９億２０００万ド
ルに達する。

時流超流・トレンド－有機ＥＬ照明市場が“点灯” 三菱重工・
日経ビジネス
ローム連合が先行、量産工場を山形に

日東光学、ＬＥＤ照明部品参入。

日経産業新聞

次世代の省エネルギー照明として注目を集める白色有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセン
ス）パネル市場がいよいよ動き出す。三菱重工業やロームなどが出資するルミオテックが

2009年4月27日 今年１０月から、国内外の照明メーカーなどに厚さ２．５ｍｍという極薄のパネルのサンプ
ルを出荷するからだ。２０１２年には世界初となる大型量産工場を山形県内に建設する方
針も固めており、業界に大きく先行する考えだ。

2009年4月27日

【長野】光学機器の日東光学（長野県諏訪市、金子睦臣社長）はカメラ製造・開発で培った
光学技術を応用して発光ダイオード（ＬＥＤ）照明に参入する。ＬＥＤと拡散レンズを組み合
わせ、ＬＥＤ一個で広い面積を照らし、輝度や色のムラが小さいのが特徴。電球形とライン
形、看板などのバックライトに使う正方形の三種を照明器具メーカーに売り込む。 ＬＥＤ
は実際に発光する面積が二、三ミリメートル角と小さく、広い面積を照らすにはＬＥＤを敷き
詰めて照明器具を設計するのが主流。日東光学の照明部品はＬＥＤの光をレンズで拡散
して照射面積を広げるため、ＬＥＤの必要個数を減らせる。
パナソニック電工の畑中浩一社長は２７日、大阪市内で開いた３月期決算の発表会見の
席上、業界最大手メーカーとして事業拡大に取り組んでいる発光ダイオード（ＬＥＤ）照明事

パナソニック電工、ＬＥＤ照明事業拡大、１２年度売上高３００
化学工業日報
億超へ

2009年4月28日 業について触れ、「１２年度には３００億円を大きく上回る売り上げ規模の事業に育成した

高級装飾照明２シリーズ、パナ電工「シンプル」「和」演出、布
日経産業新聞
の素材や鉄器イメージ。

2009年4月28日 真＝二十七機種を五月一日に発売する。いずれもシンプルな形状の照明で、飲食店の客

オフィス用品各社、省エネ照明器具に力、蛍光灯型ＬＥＤ、コ
日経産業新聞
スト下げ需要開拓。

2009年4月28日

オフィス用品メーカーが電気代節約や環境保全につながる照明器具の販売を強化する。
イトーキとナカバヤシは発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った蛍光灯を発売し、コクヨも節電器具
類をそろえる。景気悪化で出費を抑えている企業もエコ推進や経費削減につながる投資
には前向きなため、新商品やサービスの投入で需要開拓を進める。 イトーキは三月に
蛍光灯型のＬＥＤ照明を発売した。工事などをせずに既存の蛍光灯用の照明器具にその
まま取り付けられるのが特長で、すでに大手ガス会社や大学などで導入が進んでいる。ナ
カバヤシもＬＥＤ蛍光灯を製造するリードコーポレイション（奈良市、中西靖信社長）と提携
し、子会社を通じて企業向けに同様の商品の販売を始めた。

三菱樹脂／太陽光とＬＥＤ照明併用／栽培設備事業化へ

2009年4月29日 た。2011年にも事業化する計画で、大規模農家への販売を目指す。同社によると、太陽光

宮崎日日新聞

い」と述べた。同社は３月期決算で減収、赤字計上を余儀なくされたが、ＬＥＤ照明は好調
に推移しており、「今期から大幅な成長を期待している」と強調した。
布の素材や鉄器のイメージ パナソニック電工は店舗や住宅向けの高級装飾照明を拡充
する。光源を覆う部分に上質の布やガラスを使った「ＧＥＯＲＥＯ」（ジオリオ）シリーズ＝写
席や住宅のダイニングなど幅広い用途を想定する。

三菱樹脂（東京）は二十八日までに、ビニールハウス内で太陽光と発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）照明を併用して野菜、果物を育てる設備の開発・販売事業を始める方針を明らかにし
とＬＥＤを併用したハウス栽培設備の事業化は初めて。
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4. 新 聞
題目

小型店にＬＥＤ照明導入、コープネット、都内で実験。

照明、８―９割ＬＥＤに、三井不、２賃貸住宅の共用部。

新聞名

日経ＭＪ

日経産業新聞

発行年月日

概要

2009年4月29日

首都圏中心の一都七県の生協が加盟するコープネット事業連合（さいたま市）は、売り場
で発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の使用を始めた。まず都内の一店舗で約一カ月間実験し、
電力使用量や二酸化炭素（ＣＯ２）の削減効果をみて今後の継続や他店への拡大も検討
していく。 小型店の「ミニコープ富久店」（東京・新宿）に蛍光管型のＬＥＤ照明約百本を
導入し、天井照明を従来の蛍光灯から切り替えた。五月八日まで実験を続け、ＣＯ２削減
効果のほか店内照度への影響なども検証した上で今後の展開を考えていく。

2009年4月29日

三井不動産は二十四日、東京都内の新築賃貸マンション二棟の入り口ホール、廊下、駐
車場など共用部の照明器具の八―九割程度に発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を採用したと
発表した。それぞれ電力使用量と二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を約七割削減でき、二棟合
計のＣＯ２削減量は年間約十三トンとみている。 ＬＥＤ照明は白熱灯や蛍光灯に比べ省
エネ効果は大きいが高価なため、これまではデザイン性などの観点で一部採用にとどまっ
ていた。マンションへの大量導入は分譲物件を含め珍しい。
パナソニック電工は２８日、環境省の「０８年度省エネ照明デザインモデル事業」に選ば
れた１２社のプランのうち、３社の案件に同社製のＬＥＤダウンライトなどの環境照明器具

パナソニック電工、３社の案件に採用、環境省の省エネ照明
化学工業日報
モデル事業

2009年4月30日 が本格採用されたと発表した。同社は今期、ＬＥＤ照明事業の売上高を２０１２年度に現在

ＬＥＤ 農業に光 野菜生育に波長が合う 低コスト、栄養に
も好作用

2009年4月30日 したり、害虫を防いだりできる点がポイント。農業分野にＬＥＤを利用する企業の動きも活

中日新聞

の３．５倍以上の年３００億～４００億円規模に拡大する戦略を立ち上げている。今回の実
績を足掛かりに国内での企業向け環境照明需要の掘り起こしに本腰を入れる方針。
発光ダイオード（ＬＥＤ）が農産物の施設栽培を変えようとしている。理由はＬＥＤの特徴
の低消費電力、長寿命だけでない。特定領域の波長の光を出す性質が、植物の生育を促
発になってきた。
有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）材料を用いて、再利用が可能な照明器具の実現を目
指す動きが出てきた。半導体工場の配管施工などを手がけるフジテック・インターナショナ
ル（本社・兵庫県たつの市）が提案しているもので、リン光材料を用いた素子を内面に形
成した「リン光灯」の開発を目指す。使用後はガラス管と封止するキャップを再利用できる
ことが特徴。同社はリン光灯を製造・再生する真空蒸着装置を試作しており、関心を寄せ
る化学企業もあるという。

フジテック・インター、有機ＥＬ材料で再利用可能な照明、リン
化学工業日報
光提案

2009年4月30日

昭和電工、ＬＥＤ素子、４元系で発光出力３倍に（ラウンドアッ
日経産業新聞
プ）

2009年4月30日 成用の赤色発光ダイオード（ＬＥＤ）チップで、従来製品に比べ出力を３倍向上させた。ガリ

ワタミ、ＬＥＤ照明導入、まず東京・渋谷店、電力３０％削減。 日経ＭＪ

［ＥＣＯ最前線］ギラギラ照明、や～めた

東京読売新聞

◆昭和電工 植物育成に最適な波長光を発する超高輝度４元系赤色ＬＥＤ素子 植物育
ウムなど４つの元素から構成される４…

2009年5月4日

2009年5月4日

居酒屋大手ワタミは店内と厨房（ちゅうぼう）に発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を使った店舗を
開発した。従来の既存店と比べて、電気使用量を約三〇％削減できるという。厨房スペー
スを縮小し、客席数を増やして一坪当たりの収益も向上させる。東京・渋谷に一号店を出
し、効果を見極めながら導入店舗を増やす構えだ。 東京・渋谷の「和民」新店で、店内と
厨房のすべての照明にＬＥＤ照明を採用した。メーカー三社と独自の照明を共同開発し
た。照明のみの電気使用量は従来より九五％削減できる見込みだ。
ＣＤ・ＤＶＤレンタル・販売のＴＳＵＴＡＹＡを展開する「ＣＣＣ」（東京都渋谷区）で、出店支援
を担当する稲越陽一さん（４９）は、夜空を焦がすような店の照明を見る度、そう感じてい
た。省エネ店舗の検討を始めたのは昨年４月。目指したのは、消費電力の削減に加え、
「心地よい光」を放つこと。光の「質」の改善だ。

2009年5月5日

経済産業省と農林水産省は屋内で農作物を生産する「植物工場」の建設費の半額を補助
する新制度を導入する。割高な工場の建設費が普及の足かせになっているため、新制度
で民間企業の参入を促し、工場数を三年間で三倍の百五十カ所に増やしたい考えだ。
「植物工場」は温度や湿度を制御しながら、発光ダイオード（ＬＥＤ）などの光源で農作物を
栽培する施設。天候や季節に左右されにくいため、農作物の安定生産を見込めるほか、
農薬を減らせる利点もある。

2009年5月6日

白熱電球や蛍光灯に替わる次世代光源として発光ダイオード（ＬＥＤ）への関心が高ま
り、消費電力が少なく二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を減らせるエコ商品として住宅用にも用
途が広がってきた。２００８年１０月、愛知県三好町に屋外照明すべてにＬＥＤを使った街が
誕生した。「トヨタすまいるライフ」（同県豊田市）が分譲販売する「グリーンアヴェニューあ
ざぶの丘」だ。環境との共生、資産価値を高める街づくりのため、「コストより、環境にいい
ものを積極的に取り入れた。ＬＥＤ照明はその一つ」（中尾益大社長）という。

2009年5月8日

金属成型部品の京信（長野県佐久穂町、菊池宏社長）は、発光ダイオード（ＬＥＤ）の照明
器具に組み込んで熱を逃がす放熱器を開発した。自動車やパソコン用の放熱器で培った
技術を応用する。照明器具や住宅設備メーカーに売り込み、三年後にもＬＥＤ分野の売上
高を会社全体の三割を占める事業の柱に育てる。 放熱器は熱を発する電子部品に取り
付け温度を下げる役割を持つ。ひれのような薄い板や剣山のように突起で埋め尽くすなど
複雑な形が特徴で、京信はこれらの精密な加工技術を持つ。高輝度のＬＥＤは、発熱量が
多いため高性能の放熱器が必要で、需要が見込めると判断した。

大日印と東大など、伸び縮みする有機ＥＬ、素子を柔軟素材
日本経済新聞
で配線。

2009年5月11日

東京大学の染谷隆夫教授と大日本印刷などは、ゴムのように伸び縮みする有機ＥＬ（エレ
クトロルミネッセンス）ディスプレーを開発した。ゴムとカーボンナノチューブ（筒状炭素分
子）を組み合わせた柔軟な素材を電気配線に採用した。紙のように折り畳んで収納できる
テレビや卵形の携帯電話などディスプレーのデザインと使いやすさを向上できる。五年程
度で実用化を目指す。 開発したディスプレーは十センチメートル角、厚さ一ミリメートル
以下で、引っ張るとゴムのように伸びる。青色に光る五ミリメートル角の有機ＥＬ素子が二
百五十六個並んでいる。

店に風力発電や蓄電池、ローソンが実験、災害時も営業可
能に――消費電力を削減。

2009年5月11日 の太陽光発電装置も活用し、停電時などでも店内照明や看板を点灯させる。通常時も稼

屋内で農作物安定生産、植物工場に補助、経産・農水省、建
日本経済新聞
設費の半額。

ＬＥＤ照明 住宅用途広がる 低価格化 普及への転換点

ＦｕｊｉＳａｎｋｅｉ Ｂｕ
ｓｉｎｅｓｓ ｉ．

金属成型部品の京信、ＬＥＤ照明向け放熱器、自動車やパソ
日本経済新聞
コン、精巧な加工技術応用。

サムスンとＬＧ電子、「ＬＥＤテレビ」競演、韓国市場に投入、
世界も視野。

通常時も稼働 ローソンは地震などの災害時でも営業を継続することができる新型店舗
の運営実験を始める。広島県の店舗に風力発電装置と蓄電池を設置。すでに設置済み

日経ＭＪ

働させて消費電力を引き下げる狙いもある。実験店での動向を見ながら、新型店舗を全
国に広げたい考えだ。

日経産業新聞

2009年5月11日

【ソウル＝尾島島雄】サムスン電子とＬＧ電子が韓国市場で、バックライトに白色発光ダイ
オード（ＬＥＤ）を採用した液晶テレビの販売に注力し始めた。三月中旬に販売を始め先行
したサムスンに対し、ＬＧも四月下旬に市場参入した。両社ともに「ＬＥＤテレビ」と呼んで新
技術をアピールする。両社は世界市場でも拡販する戦略を打ち出しており、競争は激しさ
を増しそうだ。 バックライトは、液晶の画面全体を背面から照らす光源デバイス。主流で
あるＣＣＦＬ（冷陰極蛍光管）に比べると、ＬＥＤは消費電力が少なく薄型にしやすいメリット
がある。
「まだ『明かり』がない国や地域に住む人々の生活を変えられるかもしれない」。東芝ライ
テックの恒川真一社長は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明に期待を込める。にらんでいるのは

東芝ライテック社長恒川真一氏――ＬＥＤ、明かりない地域変
日本経済新聞
える

2009年5月11日 砂漠や山奥に太陽光発電装置を導入する動き。「消費電力の小さなＬＥＤ照明と組み合わ

三菱電、ＬＥＤで省電力のスポット照明を発売

2009年5月11日 定したベースダウンライトの価格が１万７８００円。従来のハロゲンランプと同等のスポット

日刊工業新聞

せれば、低コストで普及が進むはず」と自信をみせる。
三菱電機は局部照明器具として光源に発光ダイオード（ＬＥＤ）を採用した新製品「ＡＫＡ
ＲＩ―ＬＥＤｓ（あかりレッズ）」を２１日から順次発売する。天井に埋め込み、照射方向が固
効果ながら消費電力は３割以下で、４万時間の長寿命を実現している。
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4. 新 聞
題目

新聞名

市場見聞・開発現場から／シャープ‐業務用ＬＥＤ照明

日刊工業新聞

「植物工場」で農業再生／ＩＴで室温や光量制御／政府目標１
長崎新聞
５０工場 課題はコストの高さ

発行年月日

2009年5月11日

概要
「景気悪化でＬＥＤ照明のメンテナンスフリーという特性への関心がむしろ高まっている」
－。０８年９月に参入したシャープの発光ダイオード（ＬＥＤ）照明。リーマンショックと重なる
最悪のタイミングとなってしまったが、販売は好調。すでにレストランや駅のコンコースなど
で導入が進んでいる。同社は白物家電で培ったデバイス技術をＢツーＢ市場へも積極展
開しており、これまで太陽電池、プラズマクラスターイオンで実績を上げてきた。その３本
目の柱として参入したのがこのＬＥＤ照明。ＬＥＤデバイスでは３０年以上の実績があるが
照明用途は初めて。
天候に左右されずに野菜や果物を一年中収穫できる「植物工場」。情報技術（ＩＴ）などを
フル活用し、室温や光量を人工的に制御、高い生産性を誇る。政府は三年間で百五十工

2009年5月11日 場への拡大を目指す考えで、農業再生の切り札との期待が高い。 「イチゴ、おいしい
ね」。四月初旬、長野県のいちご狩り施設「こもろ布引いちご園」では、子どもたちが真っ赤
なイチゴをほお張っていた。
加工食品製造などを手がける、いちまる（静岡県焼津市、松村友吉社長）は五月中に発光
ダイオード（ＬＥＤ）照明と太陽光発電システムの販売に参入する。グループ会社を活用し、
需要が高まる新エネルギー分野の需要を掘り起こす。二〇〇九年度に合計三億円を売り
上げ、将来の収益の柱に育てる考え。 グループ会社のグローバルコム（東京・品川）がＬ
ＥＤ照明の製品開発と、静岡県内と首都圏などでの販売を受け持つ。開発には台湾メー
カーの技術協力を受けた。

いちまる、販売に参入、ＬＥＤ照明と太陽光発電、グループ会
日本経済新聞
社を活用。

2009年5月12日

グローバルネットがＬＥＤ照明で講演
説

2009年5月12日 の技術者や大学の研究者ら５人が講師となり、省エネルギー型の光源として注目の高

課題・市場動向を解

電気新聞

出版・情報サービス業のグローバルネットは１１日、東京都千代田区の総評会館で「次
世代ＬＥＤ照明 その技術開発の現状と展望」と題するセミナーを開催した。メーカーなど
まっているＬＥＤ（発光ダイオード）照明の開発の現状や課題、市場動向などを解説した。

クラレは十二日、看板の部材に用いる導光板の新製品を開発したと発表した。光源にＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）を使った薄型の看板向け。液晶ディスプレー用フィルムで培った光学
設計技術を生かして、導光板の裏に微細な凹凸加工を施すことで光源の光を輝度ムラな
く伝えることに成功した。十五日から販売を始め、三年後に売上高十億円を目指す。 新
製品の名称は「パラルーナ」＝写真。アクリル樹脂製の導光板と、導光板と合わせて使うＰ
ＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）製の反射シートで構成されている。導光板の端にＬＥＤ光
源を付けた同社初の「ＬＥＤエッジライト型」向け製品で、既存のＬＥＤ直下型に比べ、看板
の厚さを半分に抑えられる利点があるという。

ＬＥＤ光源の導光板、クラレ、輝度ムラなくす――薄型の看板
日経産業新聞
向け。

2009年5月13日

大阪――サンユレック、ＬＥＤ照明用樹脂を増産（列島ダイ
ジェスト）

日本経済新聞

2009年5月13日 光ダイオード（ＬＥＤ）に使う樹脂の製造、販売を大幅に増やす。環境問題への関心の高ま

ＬＥＤ光源の導光板、クラレ、輝度ムラなくす――薄型の看板
日経産業新聞
向け。

2009年5月13日

クラレは十二日、看板の部材に用いる導光板の新製品を開発したと発表した。光源にＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）を使った薄型の看板向け。液晶ディスプレー用フィルムで培った光学
設計技術を生かして、導光板の裏に微細な凹凸加工を施すことで光源の光を輝度ムラな
く伝えることに成功した。十五日から販売を始め、三年後に売上高十億円を目指す。 新
製品の名称は「パラルーナ」＝写真。アクリル樹脂製の導光板と、導光板と合わせて使うＰ
ＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）製の反射シートで構成されている。導光板の端にＬＥＤ光
源を付けた同社初の「ＬＥＤエッジライト型」向け製品で、既存のＬＥＤ直下型に比べ、看板
の厚さを半分に抑えられる利点があるという。

2009年5月13日

照明メーカーの栗原工業（東京都調布市、栗原公郷社長）は九月にも、光のちらつきのな
い直流点灯方式の発光ダイオード（ＬＥＤ）ライトで、ベッドサイドに取り付ける小型製品を
発売する。これまでは外灯や机上型を得意としてきたが、小型版の投入で拡販につなげ
る。 小型版は照明部分を縦八センチ×横六センチ程度に設計し、八ワットという低消費
電力を売り物にする。価格は未定。同社の直流点灯方式ＬＥＤライトは机上型で四万円以
上するが、普及を狙って大幅に低く設定する考えだ。

栗原工業、ＬＥＤライト小型版発売へ。

電子部品、半導体向け樹脂のサンユレック（大阪府高槻市、奥野敦史社長）は照明用発
りからＬＥＤ照明の需要が増えているのに…

日本経済新聞

森ビルは主要施設の入居テナント向けに、エネルギー消費に関する情報を提供するシス
テムを構築する。毎月の空調や照明などの電力使用量や前年比較などのデータを、各テ
ナントの端末に分かりやすく報告する。来年四月に本格施行の改正省エネルギー法など
により、オフィスビルのテナントもエネルギー使用量を把握する必要性が高まるため、効率
的に情報を提供する。 「テナントエネルギーウェブレポートシステム」の名称で二〇一一
年度には運用を始める予定。第一弾は東京・六本木の「森タワー」の見通し。他にも一九
八六年以降に開発した「アークヒルズ」など既存の大型六施設程度にも二、三年をかけて
導入する。
窒化ガリウム（ＧａＮ）系発光ダイオード（ＬＥＤ）を安価に製造する新技術 耐用年数が長く
環境に有害な水銀を含まないＧａＮのＬＥＤは電力を大幅に節約できるが、製造コストが高
い。英ケンブリッジ大学を拠点とするケンブリッジ窒化ガリウムセンターのコリン・ハンフ
リーズ教授の研究班は従来の１０分の１の経費でＬＥＤを生産するＧａＮの製造方法を開
発した。高価なサファイア基板ではなくシリコン基板の上でＧａＮの結晶を成長させる方
法。ＧａＮが発する光は青か緑だが、蛍光体を被覆すれば白に転換できる。がん腫瘍（しゅ
よう）が取り込んだ薬剤に青い光を照射して病巣の範囲を素早く識別したり、アルミを加え
ると深紫外線を発する装置を水道管や病院に取り付けて殺虫・殺菌し、感染症や院内感
染を防ぐことも検討中だ。
建築とは、そこに空間を抱くことによって、そのすべてが始まる。建築の原点が「闇と光」
からの存在であることは、よく言われるところである。漆黒の洞穴に一条の光が差し込むこ
とによって、あるいは、影のない砂漠の真っただ中に光をさえぎる存在が、空間を示唆し始
める。光と闇（影）とは、不可分の関係にあり、それが空間論の原点である。ロマネスク建
築もゴシック建築も闇を通して、光との関係の中で戦ってきた歴史があり、近代においても
その戦いは止むことはない。

森ビル、テナント別に省エネ情報、電力量や増減データ、６施
日経産業新聞
設にシステム。

2009年5月14日

窒化ガリウム系発光ダイオードを安価に製造する新技術（海
日経産業新聞
外ニューフェース）

2009年5月14日

建設論評・明かりという力

建設通信新聞

2009年5月14日

三菱樹脂が野菜工場参入

日本経済新聞

2009年5月15日 業（東京・中央）から今月中に約七億円で同事業を買収。栽培システムを構築し農家に提

三菱ケミカルホールディングス（ＨＤ）傘下の三菱樹脂（東京・中央）は人工光を使って作
物を栽培する野菜工場事業に参入する。民事再生法を申請中の農業資材商社、太洋興
案する。すでに参入している三菱化学と販売や資材調達、技術面で連携し需要を開拓す
る。
三菱化学は十四日、トウモロコシなどの植物を原料とする高機能樹脂の試験製造設備
を黒崎事業所（北九州市）に建設すると発表した。投資額は約二十億円。石油由来の従

植物由来の高機能樹脂、三菱化学が試験製造、北九州の工
日経産業新聞
場、来春完成

2009年5月15日 来の高機能樹脂に比べて光を当てた時のひずみが少ないほか、製造工程で発生する二

富山発、北陸機材、太陽光不要の閉鎖型野菜工場、病害虫
日経産業新聞
侵入防ぎ農薬いらず

2009年5月15日 事業の縮小で売上高が伸び悩んでおり、収益多角化に向けて野菜工場に目を付けた。同

わが社のモットー／十和田技研‐役立つモノを作る

日刊工業新聞

「エキュート日暮里」を拡充ＪＲ東日本などさらなる利便向上
交通新聞
―「エキユート日暮里」を拡充―来月２０日、１６店オープンへ

酸化炭素（ＣＯ２）を削減できる。六月に着工し、二〇一〇年四月に完成する予定だ。
北陸機材（富山市、川本元充社長）は四月から太陽光を使わない閉鎖型の野菜工場の
運営に乗り出した。本業は信号機や照明灯、鉄道保安施設などの設計・販売だが、公共
社によると閉鎖型の野菜工場は富山県では初めてという。

2009年5月15日

十和田技研は「社会で役立つモノを作る」をモットーに、太陽電池や発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）を使った各種照明装置やセンサーの製造・販売などを手掛ける。その一方で、プラモデ
ルなど樹脂溶接用のペン状加熱器具「ＨＰ―１０００」を製造。秋葉原の玩具店などで販売
されており、愛好家のブログなどでも同製品が紹介されている。今年からは、家庭向けにＬ
ＥＤを使って植物を栽培する装置「お部屋で菜園シリーズ」を発売するなど、ユニークな製
品開発を展開している。
ＪＲ東日本と同社グループのＪＲ東日本ステーションリテイリングは１２日、ＪＲ日暮里駅
のエキナカ商業空間「エキュート日暮里」の魅力アップを図ると発表した。同駅利用者への

2009年5月15日 さらなる利便性提供のため、従来の書籍、ベーカリーの２店舗に加えて、６月２０日に１６
店舗をオープンさせる。
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4. 新 聞
題目

施設園芸総合企業へ 太洋興業 ハイテク事業を譲渡／三
菱樹脂グループ

新聞名

発行年月日

概要
三菱樹脂（東京）は１５日、連結子会社のＭＫＶプラテック（同）が民事再生手続き中の太
洋興業（同）から、養液栽培システムなど農業ハイテク事業を譲り受けると発表した。譲渡

日本農業新聞

2009年5月16日 予定日は６月１日。ＭＫＶプラテックは農業用フィルムなどのメーカー。既に三菱樹脂の子
会社２社との統合が決まっており、今回の譲渡によって、新会社は施設園芸資材の総合
メーカーとして発足することになる。
広島県立総合技術研究所は、黄色の発光ダイオード（ＬＥＤ）を特定のパターンで点灯
し、菊の開花を遅らせずに夜ガの食害を抑える技術を開発した。無照明に比べ被害を８分
の１程度に軽減、薬剤散布の労力や費用も掛からなくなる。夜ガの忌避効果が高い黄色
光のＬＥＤを菊の上部２、３メートルに設置し、日没前から日の出直後まで点灯する。点灯
の条件を細かく調整できるため、一晩中照らし続ける黄色蛍光灯のように、菊の開花が遅
れることはない。

夜ガ寄せぬ 菊に黄色ＬＥＤ 点灯を調節、開花遅れず／広
日本農業新聞
島県立総技研

2009年5月16日

未完の緑色レーザー、半導体で１―２年後実現――中村修
二教授に聞く。

2009年5月18日 話に組み込める超小型プロジェクターや自然に近い鮮やかな色の背面投射型テレビなど

超小型プロジェクター 携帯に搭載可能に 緑色半導体レーザーの実現へ向け、世界的
な開発競争が激しくなっている。赤色と青色の半導体レーザーと組み合わせれば、携帯電

日本経済新聞

が可能になる。青色レーザーや発光ダイオード（ＬＥＤ）の実用化技術を先駆けて開発した
中村修二・米カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授に開発動向を聞いた。
有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）パネル製造装置メーカーのトッキが年初来高値を更
新した。直近では住友化学とパナソニックが有機ＥＬ事業での提携や、大日本印刷が関連

トッキ－有機ＥＬで業績急回復

日本証券新聞

2009年5月18日 のゴムのように伸び縮みする同ディスプレーを開発など、次世代ＦＰＤの有機ＥＬ製造装置
で「世界シェア７０－８０％とトップシェアの実績」（会社側）を誇るトッキへの関心も高くなっ
ている。
日進堂印刷所（福島市、佐久間信幸社長）は発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った省電力型の

福島――日進堂印刷所、ＬＥＤの省電力型照明を販売（列島
日本経済新聞
ダイジェスト）

2009年5月20日 照明の販売を始めた。営業担当者が印刷の営業とあわせて売り込む。既存の顧客のほ

ＩＤＥＣ、ＬＥＤ事業――産業用開発へ専門組織（追跡イノベー
日経産業新聞
ション）

2009年5月20日 から工場内の照明まで幅広く対応できる形を整えた。安全スイッチなど制御機器で高い

東芝ライテック社長恒川真一氏――拠点一体化はプラス

日経産業新聞

2009年5月20日 話し合える」環境は、注力する発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の開発にもプラスに働いている

旬を描く 電照菊 色っぽく

中日新聞

2009年5月20日 ンクや赤色の光を放ち、夜景をあでやかに演出している。東芝などのメーカーが昨年、白

か、多くの照明を使う大型倉庫や二十四時間営…
機械内の照明も提供 制御機器大手のＩＤＥＣが産業向け発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の
事業を強化している。専門の開発組織を四月から本社に置き、工作機械に組み込むもの
シェアを持つ同社にとって新たな事業の柱作りは長年の課題。「ＬＥＤを新たな中核事業に
育てたい」としている。
「開発も企画もひっくるめてかじ取りできるようになった」と話すのは東芝ライテックの恒
川真一社長。本社機能を都内から神奈川県の開発拠点に移した。「気になったら、すぐに
ようだ。「相次ぐＬＥＤ照明参入は脅威」。照明のビジネスモデルが変わるとみて「老舗が強
いとは限らない」と自戒する一方、「明かりのプロがそろっている」ことは強みだとみる。親
会社と連携して世界に攻めこむ。
電照菊の生産高全国一を誇る愛知県田原市で、ハウスの明かりを白熱電球から、消費
電力の少ない発光ダイオード（ＬＥＤ）や蛍光灯に切り替える動きが本格化。暗闇に淡いピ
熱電球の生産を大幅に減らす方針を打ち出したため、色を調整できるＬＥＤや蛍光灯を導
入するハウスが増えてきた。

ＪＦＥライフ、野菜工場、能力３割増――年８００トン、茨城に
増設

日経産業新聞

バンプレスト、３色、浴槽に浮かべるフルーツ形照明

日経ＭＪ（流通新
聞）

ＪＦＥホールディングス傘下のＪＦＥライフ（東京・台東）は効率的な植物を栽培する野菜工
場を増設した。茨城県土浦市に四億円程度を投じ、年産能力二百トンの工場を新設。全

2009年5月20日 社の能力を三割増の八百トンに高めた。高い栄養価に加え、消費者の「安全・安心」志向
により需要が拡大しているのに対応する。

2009年5月20日

バンダイナムコホールディングス子会社のバンプレスト（東京・品川）は六月下旬、果物
形の浴室用照明「フルーツパレット」を発売する＝写真。浴室を暗くして浴槽に浮かべて使
う。照明の色は青、赤、黄色などに少しずつ変化する。希望小売価格は二千六百二十五
円。本体は高さ五・五センチ。かんきつ類を横半分に切った形状で、色は黄色、ピンク、緑
の三色。内部に二種類の発光ダイオード（ＬＥＤ）を入れ、点灯させるＬＥＤの組み合わせを
変えることで様々な色合いを楽しめる。
性能・安全性で見方二分 オフィスや店舗などで蛍光灯と付け替えが可能な発光ダイ
オード（ＬＥＤ）照明を巡り、安全性や性能に関する議論が起きている。ベンチャー企業が

蛍光灯形ＬＥＤに脚光、ＶＢ積極的、老舗は慎重、急がれる共
日経産業新聞
通基準。

2009年5月21日 開発に積極姿勢を示す一方、東芝ライテックやパナソニック電工といった照明の老舗企業

新光電装、薄型ＬＥＤ照明パネルが東京・吉祥寺のアーケー
日刊工業新聞
ド街で採用

2009年5月21日 オード（ＬＥＤ）照明パネルが、東京都吉祥寺市のアーケード街で採用された。香川県の補

パナ電工、食品スーパー電力３０％減省エネシステムの実用
日刊工業新聞
化めど

2009年5月22日

パナソニック電工は既存店に比べ消費電力を３０％削減できる食品スーパー向けエネル
ギー管理システムの実用化にめどを付けた。現在、新エネルギー・産業技術総合開発機
構（ＮＥＤＯ）の０８―０９年度補助事業として、イオングループのマックスバリュ西日本と共
同で実証中。実証終了後２―３年以内に、食品スーパー省エネ支援の事業化を目指す。
照明や空調、ショーケースの制御について、営業時間や季節、閉店時刻など各店の最適
な運用パターンを反映したシステムを構築。これに太陽電池導入や照明の発光ダイオード
（ＬＥＤ）化などを組み合わせて、省エネ効果を増幅させる。食品スーパーの二酸化炭素
（ＣＯ２）排出量削減にも大きく貢献しそうだ。

電光表示器のサムエレクトロニクス、ＬＥＤ照明分野に進出、
日本経済新聞
広告向け低迷をカバー。

2009年5月23日 法の施行で、電力消費量が少ないＬＥＤ照明への切り替えを検討する企業が増えている。

“夢”の照明、白色ＬＥＤの市場拡大に待ち受ける落とし穴

週刊ダイヤモンド

では不安も漏れる。直管形蛍光灯は年間一億四千万本の巨大市場。省エネ法改正でＬＥ
Ｄ照明導入を検討する企業も増え、業界の共通基準策定が早急に求められそうだ。
【高松】新光電装（香川県丸亀市、谷本順三社長、０８７７・８５・５００１）の薄型発光ダイ
助金「香川県研究開発型・提案型企業転換促進補助事業」を受け開発した。

改正省エネ法追い風 電光表示装置製造のサムエレクトロニクス（長野県安曇野市、鈴
木清一郎社長）は六月、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明分野に進出する。改正省エネルギー
景気後退の影響で主力事業である大型液晶を使った広告表示装置の需要は伸び悩んで
おり、ＬＥＤ照明を新たな事業の柱に育てる考えだ。

2009年5月23日

ＬＥＤ（発光ダイオード）照明の市場が活況を呈している。1996年に白色ＬＥＤが登場して
以来、省エネで長寿命として開発が加速。特にこの三年、白熱灯に代わるダウンライトな
どが企業や家庭に急速に浸透してきた。矢野経済研究所によると、世界の照明用白色ＬＥ
Ｄ市場は、2008年の402億円から13年には10倍の4130億円になると予測。老舗の照明器
具メーカーやベンチャーの参入が相次いでいる。
千代田区は、家庭や事業所が省エネ機器を購入した場合の助成制度を始めた。対象は
太陽光発電システムやガスエンジン給湯器などを導入した場合で、集合住宅などのＬＥＤ
（発光ダイオード）照明導入にも適用する。機器費用の一部を区が負担。都などの省エネ
診断を受けた後、診断に応じて設備改修をする場合は、費用の２０％（上限１００万円）ま
で公費負担。電気自動車についても、中小企業者が業務用車両を買い替える際、ガソリ
ン車購入費との差額の１２・５％（同４０万円）を助成。

省エネ機器購入に千代田区が助成金＝東京

東京読売新聞

2009年5月23日

東芝ライテック、LED照明、60・100ワット相当電球形を投入

日経産業新聞

2009年5月25日 でに60Wの白熱電球に相当する商品を売り出し、今年度内には100W級を発売する。

東大、有機ＥＬ製造、コスト半分に。

日本経済新聞

東芝ライテックは一般電球形のLED照明で明るさを高めたタイプを相次ぎ投入する。9月ま

2009年5月25日

27

京大学の中村栄一教授、辻勇人・准教授らは、有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）素子
の価格を大幅に安くする技術を開発した。使用する有機材料を一種類に減らした。製造工
程が減り、製造コストを従来の半分以下にできるという。価格面が普及の妨げになってい
るディスプレーや照明向けに五年程度での実用化を目指す。科学技術振興機構との共同
成果。論文が二十五日、独学術誌アドバンスト・マテリアルズ（電子版）に掲載された。
有機ＥＬは電流を流すと発光する有機材料を素子に使う。消費電力が低く鮮やかな色を出
せるのが特徴で、ディスプレーや照明の性能を向上できると期待されている。

4. 新 聞
題目

新聞名

東芝ライテック、ＬＥＤ照明、年度内、６０・１００ワット相当、電
日経産業新聞
球形を投入。

昭和電工、植物工場向けＬＥＤ素子開発

化学工業日報

発行年月日

概要
欧州は来年販売 東芝の照明事業会社、東芝ライテックは一般電球形の発光ダイオード
（ＬＥＤ）照明で、明るさを高めたタイプを相次ぎ投入する。九月までに六十ワットの白熱電

2009年5月25日 球に相当する商品を売り出し、今年度内には百ワット級を発売する。品ぞろえの拡充で、
商業施設などに採用を促す。来年には欧州などでの販売も始め、四―五年内に電球形の
ＬＥＤ照明の販売規模を百万個に引き上げる。

2009年5月25日

食糧自給率向上の観点から普及が期待されている植物工場。課題の運営コスト削減に
向けては、植物を効率的に育成する「光源」が求められている。昭和電工はこのほど、光
合成に最適な波長６６０ナノメートルの光を得られる４元系の赤色発光ダイオード（ＬＥＤ）
素子を開発した。４元系で６６０ナノメートルの光を得ることは困難とされてきたが、長年に
わたるＬＥＤ技術の蓄積を駆使して独自の発光層を開発、既存の３元系に比べて３倍以上
の高出力を実現した。同社はＬＥＤ事業で植物育成という新たな市場の開拓に乗り出す。
大日本印刷と有機エレクトロニクス研究所（山形県米沢市、城戸淳二所長）は寿命が従来
より十倍以上長い有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）素子を共同開発、試作した電光掲
示板を山形大学工学部（米沢市）内に二十五日設置した＝写真。基本原理は二年前に発
表済みだが、実用レベルの製品を外部に一般公開するのは初めて。 開発したのは「障
壁型有機ＥＬ素子」と呼ぶ特殊構造の素子。有機層の間に障壁を設けることで高い輝度保
持率を実現、城戸所長は「死なない（劣化しにくい）有機ＥＬ」と強調する。

長寿命有機ＥＬ、電光掲示板を設置、有機エレ研など、山形
大に。

日本経済新聞

2009年5月26日

日本電設、中期計画、エコ商品の需要開拓――３年後に売
上高１．５％増。

日経産業新聞

2009年5月26日 た駅向け案内板や太陽光発電設備など、環境配慮型商品の需要を開拓する。 一二年

東大など、３原色で光る有機ＥＬ素子開発－製造コスト半減

日刊工業新聞

日本電設工業は二十五日、二〇一二年三月期を最終年度とする三カ年の中期経営計画
を発表した。企業の設備投資意欲が冷え込むなか、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を利用し
三月期（単体）の売上高は〇九年三月期比一・五％増の千二百五十六億円、経常利益は
二・四％増の六十二億七千万円を目指す。
東京大学の中村栄一教授、辻勇人准教授、科学技術振興機構の佐藤佳晴研究員ら
は、製造コストを現在より約半減できる有機ＥＬディスプレー向け新材料を開発した。有機

2009年5月26日 半導体材料の薄膜に発光色素などを添加、赤・緑・青の３原色で光る有機ＥＬ素子を作製
した。簡易な材料構造で、量産が見込める。照明機器のほか、有機薄膜太陽電池へも応
用も可能という。国際学術誌「アドバンスト・マテリアルズ」電子版に２５日発表した。

電球色ＬＥＤ、蛍光体３倍明るく、エス・ジー・ケイ、コストも抑
日本経済新聞
制。

2009年5月27日

大型有機ＥＬ、量産に道、エプソンが色素均一塗布技術、国
内企業に技術供与へ。

2009年5月27日

日経産業新聞

光関連技術の開発を手掛けるエス・ジー・ケイ（神奈川県平塚市、鈴木恵礼宮最高経営責
任者）は自然な照明に近い電球色の発光ダイオード（ＬＥＤ）を、従来比三倍近く明るくでき
る蛍光体を開発した。通常の青色ＬＥＤをベースにした積層構造で、高輝度の電球色を生
み出す。白色ＬＥＤよりも明るくなる。国内外の大手電機メーカーと事業化を目指す。 新
蛍光体は黄色い粉末状の物質で、明るくする効果があるとされるシリケート系の物質を
使った。青色ＬＥＤにＹＡＧ（イットリウム・アルミニウム・ガーネット）蛍光体を積層して作られ
た光に、開発した蛍光体を通すと高輝度の電球色になる。同じ明るさならば白色ＬＥＤに比
べて半分の電力に抑えられる。
セイコーエプソンは二十六日、次世代薄型テレビの最有力候補である有機ＥＬ（エレクトロ・
ルミネッセンス）の大型パネルを低コストで量産できる技術を確立したと発表した。インク
ジェットプリンターの技術を利用し、大型化のカギとされていた画素の均一化に成功。同社
は国内メーカーにこの技術を供与する考えで、大画面の有機ＥＬテレビ普及を後押ししそう
だ。 エプソンの技術は、インクジェットのインクの代わりに有機ＥＬの画素となる材料を充
てんし、ガラスのパネル上に画素の微細なパターンを吹き付ける方式。同社は十年以上も
この方式で開発を続けてきたが、これまで大画面化したときに発生する規則的な色むらが
解消できなかった。
パナソニック電工は２６日、小学校などの教育関連施設向けに低消費電力の次世代蛍
光灯やＬＥＤなどの省エネ照明器具を普及させる新たな環境プロジェクトを立ち上げたと発
表した。全国の自治体では小中学校などを対象に巨大地震の発生に備えた耐震補強工
事を進めており、今回のプロジェクトでは、この取り組みに合わせて地球温暖化防止に貢
献する環境照明への切り替えを提案していく。同社は「全国には耐震化未処理の学校が
約１万棟あるとされており、全国の事業拠点に配置している開発営業員を中心に拡販活
動を展開する」としている。

パナソニック電工、省エネ照明を学校などに拡販、環境プロ
ジェクトで

化学工業日報

2009年5月27日

ＬＥＤ普及へ協議会＊札幌のＩＴ企業など設立

北海道新聞

2009年5月27日 ＥＤなど省エネ機器導入時に受けられる補助金の受け皿団体で、セミナー開催などを通じ

情報技術（ＩＴ）関連企業のＳＯＣパートナーズ（札幌、田村匡社長）などは、省エネ効果の
高い発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の普及のため「サッポロ地球倫理協議会」を設立した。Ｌ
て民間企業などへの導入を目指す。

大型有機ＥＬ、量産に道、エプソンが色素均一塗布技術、国
内企業に技術供与へ

セイコーエプソンは二十六日、次世代薄型テレビの最有力候補である有機ＥＬ（エレクト
ロ・ルミネッセンス）の大型パネルを低コストで量産できる技術を確立したと発表した。イン

日経産業新聞

2009年5月27日 クジェットプリンターの技術を利用し、大型化のカギとされていた画素の均一化に成功。同
社は国内メーカーにこの技術を供与する考えで、大画面の有機ＥＬテレビ普及を後押しし
そうだ。
有機ＥＬパネルの大型化には大手電機メーカー各社がしのぎを削っている。赤・緑・青の
画素自体が発光するためバックライトが不要で、液晶などに比べて薄型化や消費電力の
低減で優位性があるからだ。ソニーが〇七年末に投入した１１型の製品は、そのディスプ
レー部分の薄さが話題をさらった。鮮明な画像も実現可能だ。しかし現時点でテレビの製
品はソニーの１１型が最大サイズ。コスト高に加えて、パネルの製造手法や画素の材料で
有力候補が絞り込めていないからだ。

大型有機ＥＬ、量産に道――有機ＥＬパネル、電機大手、開
発競う、「最有力」見えず

日経産業新聞

2009年5月27日

オーデリック、LED照明を強化、新製品160機種を投入

電波新聞

2009年5月28日 ている。洗練されたデザインの「luxury（ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ）」、主照明の「base（ﾍﾞｰｽ）」、超ｺﾝﾊﾟｸﾄ

オーデリックは、LED照明事業を強化している。このほど160機種を投入し、合計320機種
にラインアップの充実を図った。同社は4つのカテゴリに分けてLED照明の商品展開を進め
設計の「niche（ﾆｯﾁ）」、ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌﾘｰの「exterir（ｴｸｽﾃﾘｱ）」。

信越化学、気体透過性１００分の１、ＬＥＤ用の封止材開発。 日経産業新聞

秋芳洞１００周年 「百枚皿」７色に ライトアップ概要発表＝
西部読売新聞
山口

植物工場、年２０回収穫も 農水省などコスト減支援 南極で
東京読売新聞
新鮮レタス

2009年5月28日

信越化学工業は気体の透過性を従来製品の百分の一に抑えた発光ダイオード（ＬＥＤ）用
封止材を開発した。液晶テレビのバックライトに使う光源用ＬＥＤ向けとして六月からサンプ
ル出荷を開始。今期中の量産を目指す。 開発した「ＡＳＰシリーズ」は「シリコーン樹脂」
と呼ばれる高機能樹脂。ＬＥＤレンズの内部に使い、ＬＥＤチップの固定・保護に使う。シリ
コーン樹脂は気体を通しやすいのが難点とされてきた。酸素が入るとＬＥＤチップ部品の金
属が酸化して劣化する可能性があったという。

2009年5月28日

国の特別天然記念物「秋芳洞」の開洞１００周年を記念し、美祢市は２７日、目玉事業と
して計画している洞内のライトアップイベント「光響ファンタジー・水と大地の神秘」（７月２５
日～８月２日）の概要を発表した。照明デザイナーの石井幹子さんが演出を手掛け、自
然、環境、感動、普遍をテーマに洞内７か所で実施。棚田のような「百枚皿」を青や紫、緑
など７色の光で染め、巨大な石柱「黄金柱」には黄色の光を照らして「水のダイナミズム」
を表現するという。

2009年5月28日

温度や光、水、栄養分などを制御して、季節や天候に左右されずに、農作物を栽培する
「植物工場」。農林水産省と経済産業省は、植物工場を３年間で、現在の３倍の１５０か所
に増やし、生産コストを３割減らすことを目標に、支援を始める。蛍光灯の明かりがまぶし
い。白い上下の作業服を着て、帽子とマスクをつけた作業員が、できたばかりの小松菜や
ルッコラを収穫する。野菜の栽培というよりも、半導体の製造工場に近い。敷地内には大
型の太陽電池パネルが設置され、電気の一部をまかなう。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
広東省深セン市で第２回発光ダイオード（ＬＥＤ）産業シンポジウムが開催され、同市が
中国最大のＬＥＤ照明産業化拠点に成長し、半導体照明技術と製品の開発、応用を手が
ける企業が７００社に達していることが明らかにされた。ＬＥＤ照明産業は省エネ産業とハ
イテク産業の発展をリードする産業部門になっている。中国には成熟したＬＥＤ照明産業体
系ができており、深セン市やアモイ市、大連市、上海市、南昌市、揚州市、石家荘市など
にＬＥＤ照明産業化拠点がある。特に深セン市は世界規模のＬＥＤ生産拠点で、２００８年
のＬＥＤ照明業界の売上高が１８０億元に達した。

深セン市：中国最大のＬＥＤ照明産業化拠点を形成

新華社企業
ニュース

2009年5月28日

来れ 有機ＥＬ研究者／山形大、若手育成へ国際公募／山
形大は本年度、若手

河北新報朝刊

2009年5月28日 た教員は有機ＥＬなどの研究に参加する。事業は文部科学省の科学技術振興調整費か

山形大は本年度、若手研究者の育成を目的に教員９人を国際公募する。有機ＥＬ（エレ
クトロ・ルミネッセンス）の研究拠点を整備する計画を視野に入れた事業で、採用が決まっ
ら、５年間で約１０億円の支援を受ける。

有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）の用途領域を広げる技術が相次いで開発された。セ
イコーエプソンは大画面テレビを実現するインクジェット（ＩＪ）方式による均一成膜技術を確
立。大日本印刷は有機エレクトロニクス研究所（山形県）と開発したマルチフォトン構造の
パネルを試作した。発光層の積層化によって、高輝度化、長寿命化が可能となる。東京大
学は高い電荷移動度を示す有機半導体材料を開発、ホモ接合型素子を製作した。従来に
比べ単純な構造のため大幅な低コスト化が期待できる。

有機ＥＬ、用途拡大へ新技術開発相次ぐ、エプソン・大日本印
化学工業日報
刷など

2009年5月28日

重電各社が電設工業展に出展 環境性、高効率をＰＲ

2009年5月29日 日立産機システムのステンレス柱上変圧器などが目玉。地球温暖化対策への要請が強

電気新聞

重電メーカー各社は、２７日に東京・有明の東京ビッグサイトで開幕した「電設工業展２０
０９」に出展した。東芝グループのＬＥＤ電球や、日本ＡＥパワーシステムズの真空遮断器、
まる中、各社とも環境対応や高効率を売りにした製品を中心に、ＰＲした。

米・専門調査会社のエレクトロニキャスト社は、高輝度発光ダイオード（ＨＢ―ＬＥＤ）の世
界市場予測結果をまとめた。これによると、白色ＬＥＤ（ＷＬＥＤ）の利用は０８～１３年にか

高輝度ＬＥＤの世界市場予測 白色ＬＥＤ利用が１３年には６
電気新聞
倍に

2009年5月29日 けて約６倍まで増加し、年平均成長率は４３・５％に上昇すると予測している。ＲＧＢ（赤―

コンビニ１５００店に太陽光発電導入、日本ＦＣ協会が目標。 日本経済新聞

2009年5月29日

照明運用コスト、ＬＥＤで３割減、ＩＤＥＣ、大阪で納入

2009年5月29日 オード（ＬＥＤ）を納入したと発表した。三千三百平方メートルに百六十四台の天井照明を

緑―青色）マルチチップの利用は当面堅調に推移するとしながらも、ＷＬＥＤにシェアを奪
われつつあり、１３年にはＷＬＥＤが市場のリーダーになると分析している。
コンビニエンスストアなどの業界団体である日本フランチャイズチェーン協会（東京・港）
は28日、業界全体で取り組む環境対策を発表した。今後三年をメドに全国千五百のコンビ
ニに太陽光発電装置の導入を促すと同時に、各社が個別で対応していた食品廃棄物処
理の連携も検討する。消費者の間で環境に対する意識が高まってきていることに対応す
る。
制御機器大手のＩＤＥＣは28日、大阪市内のデータセンターに室内照明用の発光ダイ

日本経済新聞

設置。蛍光灯などの従来型照明に比べて、三割程度運用コストを削減できるという。

ナイトライド、青紫色ＬＥＤ開発、肌への影響少なく。

日本経済新聞

2009年5月30日

紫外線発光ダイオード（ＬＥＤ）製造のナイトライド・セミコンダクター（徳島県鳴門市、村本
宜彦社長）は近紫外線波長のＬＥＤを開発し、六月にも出荷を始める。紫外線のような肌
の日焼けや、目へのダメージを引き起こすことがないという。若い女性の間で流行してい
るネイルアートやマニキュアを乾燥、硬化させる際の光源に適しているとして、年間約一億
円の売り上げを見込んでいる。 新製品の「ＮＳ４００Ｌ―ＥＲＬＭ」は波長が四百ナノ（ナノ
は十億分の一）メートルで、可視光である青色と紫外線の境目の波長。発光すると青紫色
に見える。二十ミリアンペアの電流で三十三ミリワットの出力を得ることができる。電力を
光に転換する発光効率である「外部量子効率」は五一・六％で「世界最高効率」（村本社
長）だという。
光の質、価格も課題 発光ダイオード（ＬＥＤ）を光源に使う「ＬＥＤ照明」が注目を集めてい
る。環境意識の高まりに、４万時間という寿命の長さや消費電力の少なさがマッチ。業界

照明デザイナー石井幹子氏――ＬＥＤ照明、改良加速（トレン
日経産業新聞
ドウオッチ）

2009年6月1日 地図を塗り替えようと多くの企業が名乗りをあげる。ただ競争が加速する一方で、利用者

ＬＥＤ照明器具、三菱電機が３６種、他社より２割安く

2009年6月1日 スや店舗で採用してもらいやすいよう、競合他社より２割ほど安い価格に設定。まず２００

日経産業新聞

の視点が見えにくいのも事実。ろうそく、白熱電球、蛍光灯に次ぐ「第４の明かり」の現状を
どうとらえているのか、国内外で活躍する照明デザイナーの石井幹子氏に聞いた。
三菱電機は６月２２日、コンパクト蛍光灯を使うダウンライトと同等の明るさに仕上げたＬ
ＥＤ照明器具３６種を発売する。「ハイパワーダウンライトシリーズ」として売り出す。オフィ
９年度に３万台の販売をめざす。

三菱電機がＬＥＤ照明で新製品 消費電力半分で長持ち

電気新聞

2009年6月1日

三菱電機は２９日、業界最高水準の器具総合効率を実現したＬＥＤ（発光ダイオード）照
明の新シリーズを発売すると発表した。主に店舗・オフィスなどのメーン照明向けで、従来
のコンパクト蛍光灯に比べ消費電力が約半分、寿命が約４倍となっている。また、新製品
発売を機にＬＥＤ照明の販売を強化。価格を市場の他社製品より２０～２５％抑えたほか、
グループの三菱電機照明内にＬＥＤ照明に特化した「ＬＥＤ販売推進センター」を設置、蛍
光灯からの置き換えを促進する
発光ダイオード（ＬＥＤ）を光源に使う「ＬＥＤ照明」が注目を集めている。環境意識の高ま
りに、４万時間という寿命の長さや消費電力の少なさがマッチ。業界地図を塗り替えようと

照明デザイナー石井幹子氏――ＬＥＤ照明、改良加速（トレン
日経産業新聞
ドウオッチ）

2009年6月1日 多くの企業が名乗りをあげる。ただ競争が加速する一方で、利用者の視点が見えにくいの

光波、LED照明強化、今夏光源ユニット量産

2009年6月2日 せず、今秋をめどにユニットを搭載した照明器具を標準化。明るさは1ユニットあたり600

日刊工業新聞

も事実。ろうそく、白熱電球、蛍光灯に次ぐ「第４の明かり」の現状をどうとらえているの
か、国内外で活躍する照明デザイナーの石井幹子氏に聞いた。
光波はLEDを使った照明機器事業を強化する。街路灯や投光器など屋外照明向けにLED
の光源ユニットを開発し、今夏からバングラデシュ工場で量産する。ユニット単体では販売
ルーメン。

岩崎電気、ＬＥＤ道路灯、先行投入、水銀ランプと明るさ同
等。

充電できるＬＥＤ電球、加美電機が新分野、停電時も３時間
点灯。

日経産業新聞

日本経済新聞

壁を越えて――ハイテク野菜工場、世界で売る、星島時太郎
日本経済新聞
さん（拓くひと）終

2009年6月2日

岩崎電気は光源に発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った道路用の照明器具を６月中旬にも発売
する。国土交通省の外郭団体が定める明るさの基準を水銀ランプと同等の設置本数で満
たす性能を確保。官公庁や地方自治体でＬＥＤ照明に関心が高まりつつあるとみて、業界
に先駆け製品を本格投入する。２０１０年３月期に３億〜４億円の売り上げを目指す。 白
色ＬＥＤを複数個使い、２５０ワットの水銀ランプと同等の明るさに仕上げた。一般の県道な
どで採用されている道路灯からの置き換えをめざす。ＬＥＤが発する光は直進しがちなた
め、レンズをかぶせるなどして光がバランス良く広がるよう設計を工夫したという。

2009年6月2日

電子回路メーカーの加美電機（兵庫県多可町、池田一一社長）は発光ダイオード（ＬＥＤ）
を使った電球の開発に乗り出した。充電池を内蔵した「レス球（キュー）」＝写真＝で、通常
は一般の電球として使うことができ、停電時は電球本体に付けたスイッチを使って照らす
ことができるのが特長。直販の営業手法で電子回路以外の分野を開拓する。 「レス球」
の標準タイプは高さが１１８ミリ、幅が６０ミリ。一般的な電球のソケットに取り付けることが
でき、ＬＥＤで１０ワットの光を放つ。ニッケル水素電池を内蔵しており、４時間かけて充電
した後、連続して３時間照らすことができる。インターネットなどで受注し、１個６０００円で
販売する。
「砂漠の地下がいいんじゃないかな」。そうひらめいて、中東諸国に売り込みをかけるビジ
ネスマンがいる。三菱化学執行役員の星島時太郎（６１）。売るのは太陽電池で発電し、発

2009年6月2日 光ダイオード（ＬＥＤ）照明を光らせるハイテク野菜工場システムだ。１月にアブダビでの展
示会に初出品、いま政府系企業など１０社との商談が進む。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
山形県内外の産学関係者らが１日、米沢市に有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）を使っ
た照明器具の生産会社を設立した。年内をメドに独自の照明器具の製造・販売に乗り出
す。米沢では昨春、三菱重工業などが有機ＥＬパネル量産会社ルミオテックを設立してい
る。同分野の集積が進むとともに、研究開発段階から実用化に向けて大きく踏み出す。
新会社は「オーガニックライティング」（ＯＬＣ）で、資本金は１２６０万円。有機ＥＬ研究の第
一人者、城戸淳二山形大学教授、後藤電子（寒河江市）の後藤芳英社長、東京や名古屋
の企業関係者ら個人１３人とタカハタ電子（米沢市）が出資した。社長には後藤氏が就任。
本社は山形大のベンチャー・ビジネス・ラボラトリー内に置いた。

山形県内外の産学関係者、米沢に、有機ＥＬ照明で新会社
――年内メドに器具製販。

日本経済新聞

2009年6月2日

光波、ＬＥＤ照明機器事業を強化

日刊工業新聞

2009年6月2日 産する。投資は小規模にとどめる。ユニット単体では販売せず、今秋をめどにユニットを搭

光波は発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った照明機器事業を強化する。街路灯や投光器など
屋外照明向けにＬＥＤの光源ユニット（写真）を開発し、今夏からバングラデシュ工場で量
載した照明器具を標準化、国内外の自治体などに売り込む。０９年度中に街路灯や投光
器など２０機種を発売する計画で、年間売上高約１０億円規模の事業に育成する。

照明革命――日本勢、市場では影薄く

日経産業新聞

照明の世界では白色ＬＥＤ（発光ダイオード）の出現を契機にして革命的な変化が起ころ
うとしている。日本勢がこの照明革命の先導的役割を果たしたことは心強い。現時点でＬＥ

2009年6月2日 Ｄ照明の主流は、青色ＬＥＤに黄色の蛍光体を組み合わせて白色を出すワンチップ型と呼
ばれるもので、この特許を握るのが青色ＬＥＤの発明企業である日亜化学工業だ。
パナソニック電工は、調光可能型LED照明器具の明るさを0-100%までスムーズに調光で

パナソニック電工、LED調光器と適合ダウンライト発売、0100%までスムーズに調光

電波新聞

三菱電機照明、ＬＥＤ照明器具、専門の営業部隊。

日経産業新聞

2009年6月3日 きる業界最小サイズのLED専用調光器「LEDライコン（信号線式）」および調光可能型LED
ダウンライト3シリーズ24品番を21日から発売する。
三菱電機照明は発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った照明器具を専門に扱う営業部隊「ＬＥＤ販

2009年6月3日 売推進センター」をこのほど設置した。およそ２０人の陣容で、主に店舗やオフィス向けにＬ
ＥＤ照明器具を売り込む。ＬＥＤ…

薄型・省電力の看板用導光板、クラレ（新製品）

日経MJ(流通新聞)

省エネに優れた薄型エッジライト方式の発光ダイオード（ＬＥＤ）看板用導光板「パラルー
ナ」。 光源を端部に設置するエッジライト方式を採用、現在主流の直下方式の蛍光灯看

2009年6月3日 板に比べ大幅な薄型化を実現し、面上をむらなく均一に発光させることができる。消費電
力を削減できるため環境に優しく、維持費も抑えられる。

ＬＥＤ照明の無段階調光可能、パナ電工、小型化

日経産業新聞

パナソニック電工は２日、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明専用の調光器「ＬＥＤライコン」を２１
日に発売すると発表した。従来の調光器は暗くしようとすると突然消灯する問題があった

2009年6月3日 が、新製品は０～１００％の無段階調光が可能。プレート込みで幅７センチメートル、高さ１
２センチメートルとサイズも業界最小に仕上げた

岩崎電気－ＬＥＤ、インフルで好材料

日本証券新聞

2009年6月3日

岩崎電気に材料積み増し。５月２２日の年初来高値２２０円に再度トライしそうだ。シェア
約４割と道路用照明で国内最大手の同社が光源にＬＥＤ（発光ダイオード）を使った道路照
明器具を６月から発売することが明らかとなった。「道路灯とポールを含めた国内道路照
明の市場規模は４００億―５００億円。当社の同関連売上高は１５０億―２００億円（今３月
期の全社売上高は６００億円予想）の間」（広報部）という。今３月期に売上高３億―４億円
を目指し、「今後も段階的に増やしていく方針」（同）だ。
矢野経済研究所（東京・中野）は、台湾と韓国における２００８年のＬＥＤ（発光ダイオー
ド）市場の調査結果を発表した。台湾は前年比４・１％増の２１１１億円（８１２億台湾ド
ル）、韓国は同３５・１％増の５１７億円（８６３２億ウォン）だった。主な用途が携帯電話の
ディスプレーのバックライトから、ノートパソコンや薄型テレビのバックライトに拡大している
のが背景。
【北】府都市整備部は、「南天満公園桜ライトアップ業務」の委託先選定で公募型プロ
ポーザルを実施した結果、岩崎電気大阪営業所（大阪市北区）を最優秀提案者に決定し
た。ライトアップの設計と工事を一括して随意契約する予定。ライトアップの対象は、天満２
～天神橋１、南天満公園内。大川沿いのサクラ５４本を中心に、ライトアップの基本設計、
試験点灯、仮設工事、詳細設計、本設工事を行う。委託期間は２０１０年６月３０日まで。
ただし、８月２２日から１０月１２日に開催される「水都大阪２００９イベント」で点灯可能な状
態とする。

ＬＥＤ市場拡大、台湾４％増、韓国３５％増――昨年、民間調
日経産業新聞
べ

2009年6月4日

府都市整備部 「南天満公園桜ライトアップ業務」プロポ 岩
建通新聞
崎電気が最優秀

2009年6月4日

全電話ボックス、ＬＥＤ照明導入、ＮＴＴ東、４万ヵ所

2009年6月4日 電力は従来の半分ですむ。同社では、０８～１２年度の累計で二酸化炭素（ＣＯ２）排出量

ＮＴＴ東日本は２０１２年度までに、約４万カ所あるすべての電話ボックスの照明を発光ダ
イオード（ＬＥＤ）に切り替える。ＬＥＤ照明は蛍光灯よりも高価だが寿命が約５倍長く、消費

日本経済新聞

を約１０００トン削減できるとみている。同社の営業エリアである新潟・長野・神奈川県以東
の１７都道県にある電話ボックスが対象。手始めに０９年度は１万カ所にＬＥＤを導入する。

ＬＥＤ採用の薄型ライト、ツインバード工業（新製品）

三菱ケミカル、育成事業で白色ＬＥＤに白羽の矢、川下進出
で規模拡大

日経ＭＪ（流通新
聞）

化学工業日報

発光ダイオード（ＬＥＤ）を光源に採用した薄型ライト「ＬＥＤライト」。 発熱が少なく省電力、
長寿命のＬＥＤを採用。「１ワット白色パワーＬＥＤ」を２灯搭載し、読書やパソコン作業をす

2009年6月8日 るのに十分な明るさを確保した。ＬＥＤがゆっくり点灯するソフトスタート式。スタイリッシュな
デザインで、アーム部は自由に動かすことができる。コンパクトなベース部は机上で邪魔
にならない。参考価格は８４００円。

2009年6月8日

国内の石油化学事業の再構築とともに、次世代の成長に向けて新規事業の育成が経営
課題となっている三菱ケミカルホールディングス（ＭＣＨＣ）。白羽の矢を立てたのは白色発
光ダイオード（ＬＥＤ）と、自動車用リチウムイオン２次電池（ＬｉＢ）用材料だ。とくに白色ＬＥＤ
は材料にとどまらず、照明器具の販売を手がける戦略を打ち出した。小林喜光社長は「最
終製品をやらないと勝てない」との認識で、「一貫したビジネス」によって１５年をめどに売
上高１０００億円規模を目指す。
架線金物メーカー大手の東神電気株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：寺
岡龍彦）は、既存の一般蛍光管向け照明器具に工事不要で取り付けられ、蛍光管の約５

東神電気、低消費電力稼働のＬＥＤ式蛍光灯形照明装置「美 日経ＭＪ（流通新
蛍」シリーズを拡充
聞）

2009年6月8日 倍の期間にわたり低消費電力で稼働するＬＥＤ式蛍光灯形照明装置「美蛍（ＢＩＫＥＩ）」（び

政府補正見直し 山大研究拠点創設は執行 胸なで下ろす
県関係者

日経ＭＪ（流通新
聞）

2009年6月8日 められる見通しになった。同日の閣議で執行停止が決まった２兆９２５９億円の対象に含

ＬＥＤを組み込んだタイル革命 『Ｔｉｌｅ＋Ｌｉｇｈｔ』 完成！

日経ＭＪ（流通新
聞）

ウシオライティング、ミニレフランプと互換性の高い「ＬＥＤＩＵ
ＬＥＤ電球 ミニレフランプ形」を発売

日経ＭＪ（流通新
聞）

けい）シリーズに新開発の２０Ｗ形２タイプを追加し、４０Ｗ形に大幅な改良を施すなど、製
品ラインアップを大きく拡大・強化します。
政府による２００９年度補正予算の執行見直しで、事業の停止などが懸念されていた山
形大による有機エレクトロニクス（電子工学）の研究拠点創設が１６日、当初の予定通り進
まれていないことが判明。県内関係者は「地域振興にもつながる研究の重要性が改めて
認められた」と胸をなで下ろした

2009年6月8日

タイルにＬＥＤユニットを組み込んだ、まったく新しいコンセプトの内装タイル『Ｔｉｌｅ＋Ｌｉｇｈｔ』
を発表します！ 立体的な磁器製タイルにＬＥＤユニットを組み込んだ、４種類のパーツタイ
ルからなる製品です。
通常の電気器具にはない、素材やパーツとしてタイルを利用できるため、『Ｔｉｌｅ＋Ｌｉｇｈｔ』と
平面タイルの自由な組み合わせによって、補助照明、間接照明、イルミネーションとして、
様々なデザインが可能。

2009年6月8日

ウシオライティング株式会社（東京都中央区／代表取締役社長 山中茂樹）は、小型電
球に多く使われているＥ１７口金（φ１７ｍｍ）タイプのソケットで使用可能な、これまで以上
にミニレフランプと互換性が高く、しかも省エネ、環境負荷低減に貢献するＬＥＤ電球とし
て、「ＬＥＤＩＵ ＬＥＤ電球 ミニレフランプ形（以下、ＬＥＤＩＵ ＬＥＤ電球）」を完成させ、５月２
１日（金）から販売を開始することを、お知らせします。ミニレフランプは、明るさ、演色性、
コンパクトな形状などが評価され、おもに店舗やオフィスのスポットライト、ダウンライトとし
て使用されている白熱電球ですが、昨今の「省エネ」、「環境負荷低減」といった流れのな
かで、ＬＥＤ化がすすんでいます。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
検査用発光ダイオード（ＬＥＤ）メーカーのシーシーエス（ＣＣＳ）は８日、同社の従来品に
比べ明るさが最大５倍のバー形照明「ＬＤＬ２シリーズ」を２２日に発売すると発表した。ＬＥ

バー形ＬＥＤ照明、長さ５０センチまで自在、ＣＣＳ、明るさも５
日経産業新聞
倍

2009年6月9日 Ｄとレンズが一体となったユニットを組み合わせて照明の大きさを調整でき、生産現場など

タカショーデジテック――屋外ＬＥＤ照明、用途広げる（技あり
日本経済新聞
中堅中小企業）

2009年6月9日 （文字看板）で培った技術を生かし、ブランド店を中心としたビル向けＬＥＤサインを受注。

に導入する企業の要望にも柔軟に対応可能という。
環境配慮の一環として、省エネルギーに役立つ発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の導入が進
んでいる。タカショーデジテック（和歌山県海南市）は百貨店のショーウインドー用サイン
今後の成長が期待できる住宅の屋外部分などに使うＬＥＤ照明の商品開発にも力を入れ
ている。
サンエスオプテック（東京都中央区、伴忠雄社長、０３・６８０３・１８４８）は、発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）照明機器事業を強化する。製品面では現在販売している２０ワット、４０ワットの
蛍光灯型ＬＥＤ照明に加え、秋までに１１０ワット蛍光灯型と４０ワットダウンライトを発売
し、ラインアップを拡充する。販売面では代理店向け技術講習を実施し、顧客への提案力
を高める。こうした取り組みにより２０１０年５月期に１０億円、１２年５月期に５０億円の売
上高を目指す
ペットボトルを使った照明器具「ボトルキャップランプ」が注目されている。若者向けに開
発されたが、高齢者らにも「転倒防止のため室内照明に」「子どもの防犯に」と好評。
キャップに組み込まれたＬＥＤ（発光ダイオード）が光ることで、水を入れたペットボトル全体
が幻想的に輝く。
県内企業で農業関連分野に新規参入する動きが活発化している。今春、富山市内の企
業が初の「野菜工場」を稼働させたほか、ＬＥＤ（発光ダイオード）表示システム製造のセト
電子工業（射水市戸破・小杉、南雲弘之社長）が新たに野菜・きのこの育成装置開発に乗
り出した。食の安全・安心へのニーズが高まる中、農業は安定成長が見込める分野として
注目を集めており、異業種による進出はさらに加速しそうだ。

サンエスオプテック、ＬＥＤ照明事業を強化－秋までに２商品
日刊工業新聞
追加

2009年6月9日

ボトルキャップランプ：ペットボトル照明 キャップにＬＥＤ、幻
想的に輝く

毎日新聞

2009年6月9日

農業関連へ参入加速 セト電子工業、ＬＥＤ活用 「植物工
場」向け装置

北日本新聞

2009年6月9日

アジアBiz・「中台でＬＥＤの標準化を」 台湾が呼び掛け

日経速報ニュース

2009年6月9日 需要急拡大が期待される発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の分野で中台共通の産業標準を確

台湾の経済部（経済産業省）傘下の研究機関、工業技術研究院の曲新生・副院長は９
日、台北市内のホテルで始まった「両岸（中台）ＬＥＤ照明産業協力交流会議」で講演し、
立したうえで、中台の標準を世界標準にすることを呼び掛けた。

「地域を支える警備業がＬＥＤ照明普及へネットワークを構築」－。ＤＡＹＳ（本社・渋谷
区、石本凌〓社長）とエコ・ブライト・ジャパン（本社・静岡市、前島秀規社長）は５日、『ＬＥ

全国の警備業界がＬＥＤ普及へ連携 低炭素社会実現へ志
新たにカンファレンス

建通新聞

高橋尚子さんら受賞、ロハスデザイン大賞、３部門９組に

日経ＭＪ（流通新
聞）

2009年6月9日 Ｄ照明推進カンファレンス』を千代田区のホテルニューオータニで開いた。「警備業の明日
を考える会」が後援、省エネ、高輝度、長寿命を実現したＬＥＤ照明を全国へ広げるため、
全国の警備業界と連携した販売システムを立ち上げた。
一般社団法人のロハスクラブ（東京・中央）は５日、環境問題などに取り組む個人や企業

2009年6月10日 を表彰する「ロハスデザイン大賞２００９」を発表した。感染症予防のために途上国の子ど
もに靴を届ける活動に取り組む、元マラソンランナーの高橋尚子さんら９組が受賞した。
流通業各社が店舗での省エネ対策を相次ぎ強化している。蛍光灯の明るさを調整した
り、発光ダイオード（ＬＥＤ）を利用した照明を使用したりして光熱費を圧縮する。景気低迷

大手流通業各社、照明で省エネ競う、蛍光灯の明るさ調節、
日本経済新聞
ＬＥＤも導入検討

2009年6月10日 に伴う個人消費の不振で売り上げの大きな伸びが期待しにくいなか、地球環境保護にも

防犯期待の青色街路灯 さいたま初は大宮区に

2009年6月10日 年、市内では南区とワースト１、２位を争うほど。市は今後、青色街路灯の犯罪抑止効果

つながるとして取り組みが広がっている。
心を落ち着かせるとの効果がある－とされる青い光を放つ「青色街路灯」がさいたま市
で初めて、大宮区に設置された。区内の自転車盗や車上狙いなどの街頭犯罪件数は近

産経ニュース

を検証し、効果が実証されれば設置場所を拡大していく方針という。
県は本年度から県内商店街の街路灯の白熱灯や水銀灯などの電球を発光ダイオード
（ＬＥＤ）に切り替える事業に乗り出す。一般会計６月補正予算案に事業費約２４５０万円を
計上。明るく、省エネ効果が大きいＬＥＤを普及させることで、環境に優しい低炭素社会を
支援する。
事業は県内の全３５市町村が対象。国の経済対策臨時交付金を活用し、県が３分の１、
街路灯設置主体の商店会組合や地元市町村が３分の２を負担する。

県内商店街の街路灯にLED導入 県が支援へ

岩手日報

2009年6月10日

遠藤照明、LED照明22種価格抑え順次発売

日経産業新聞

2009年6月11日 ＬＥＤＺ（レオプテレッズ）」の名称で商業施設などに売り込んでいく。32WのLEDダウンライト

遠藤照明は、LED照明器具やLEDモジュールの22種224品番を7月から順次発売する。
HIDランプ用ダウンライトと同水準の価格帯にした商品もそろえた。新製品群は「ＬＥＯＰＴＥ
は47500円で、35WのHIDランプを使った器具と同等の価格と明るさを実現した。

中堅照明器具メーカーの遠藤照明は光源に発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った照明器具や
ＬＥＤモジュール（複合部品）の２２種２２４品番を７月から順次発売する。小売業を中心にＬ

ＬＥＤ照明、価格抑える、遠藤照明、２２種を順次発売、器具
日経産業新聞
の置き換え促す

2009年6月11日 ＥＤ照明への関心が高まっており、高輝度放電（ＨＩＤ）ランプを採用したダウンライトと同水

上州経済：「高崎モノリス」が照明「世界５０傑」に ／群馬

2009年6月11日 央区）によると、同賞は照明設計を対象とした国際的なデザイン賞で、照明学の権威とさ

毎日新聞

準の価格帯にした商品もそろえた
高崎市貝沢町の婚礼施設「高崎モノリス」の照明設備がこのほど、北米照明学会賞の
「世界５０傑」に選ばれた。 同施設を運営するノバレーゼ（浅田剛治社長、本社・東京都中
れる北米照明学会が主催している。
環境負荷が小さい発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の開発が活発化している。省エネルギー
化の一環でＬＥＤ照明を導入する工場が増えているため京都のメーカーも次々に新製品を

省エネ促進 開発熱気 ＬＥＤ照明 京企業が次々新製品

京都新聞

2009年6月11日 投入している。 ＬＥＤ照明の市場は、半導体や電気機器から食品や化粧品など幅広い産
業に広がっている。近年は販売競争の激化で価格差もなくなっており、性能や利便性の向
上に各社がしのぎを削っている。
シャープは11日、高性能で低価格を実現したLED電球の発売を発表した。LED電球では初

シャープ、LED照明で攻勢、高性能低価格電球を投入

電波新聞

2009年6月12日 めて電球色(2800K)から昼白色(5000K)までリモコンで段階的に調色できる機能を搭載した
機種も投入し差別化を図る。最普及機種では実売価格3900円前後とする。
シャープは１１日、家庭用発光ダイオード（ＬＥＤ）照明事業に参入すると発表した。電球形
の９機種を７月１５日に発売する。最も低価格製品の店頭実勢価格は３９００円前後を想

シャープ、家庭用ＬＥＤ照明参入、競合品より６割安く

日本経済新聞

2009年6月12日 定しており、既存の競合製品より６割近く安い。シャープは業務用と合わせＬＥＤ照明事業
の売上高を早期に５００億円に引き上げる方針。パナソニックや東芝グループなど他社と
の競争が激しくなりそうだ。
技術革新や参入企業の多様化など、第３次となる野菜工場ブームは、過去の２回に比
べて環境もプレーヤーも大きく変わった。政府の助成は、産業としての将来像が明確にな

技術革新、参入組も続々―野菜工場、法整備の慈雨に期待 日経ＭＪ（流通新
（農の選択）
聞）

2009年6月12日 りつつあることの証左でもある。ただ、コスト低減の問題に加え、法律などの制度面でも不

王子製紙、太陽電池などの効率高めるナノサイズ微細構造
作製技術を開発

2009年6月12日 構造を作製する新規技術の開発に成功したと発表した。これにより、太陽電池の発電効

透明な部分が残る。再び「ブーム」に終わらせないために克服すべき課題は少なくない。
王子製紙基盤技術開発研究所は、数十～数百ナノメーターサイッズのドット型周期微細

日経エコロジー

イネックス、ＬＥＤ照明の寿命を２倍に伸ばせる放熱技術を確
日刊工業新聞
立

率やLED（発光ダイオード）の光取出し効率の向上に寄与できるという。
イネックス（長崎県佐世保市、小田陽一社長、０９５６・２７・００８１）は、発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）照明の寿命を、これまでの２倍近くにまで伸ばせる放熱技術を確立した。ＬＥＤ素子に

2009年6月13日 取り付ける放熱器内に独自の潜熱剤を封入して熱を吸収する仕組み。長寿命化で取り換
えの手間やコストを削減できる。今夏にも高出力の照明機器に応用し、販売する。家庭や
事業所、トンネル灯や街路灯などの需要を開拓する。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要

2009年6月13日

有機エレクトロニクス研究所（山形県米沢市）は１５日、有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセン
ス）を使った照明器具のデザイン公募を始める。今年度で４年目だが、規格パネルの種類
を増やしてデザインの自由度を高める。地元米沢では有機ＥＬ照明器具の製造会社が設
立されるなど実用化に向けた動きが加速しており、より商品性の高いデザインの応募を促
す

2009年6月14日

鹿島はＩＣカードを使って照明や空調などの作業環境を自分好みに自動設定できる共用
机を備えたオフィスを開発した。出張先などでも、普段の自分の机と同じ環境で事務作業
ができる。新型オフィスをビル建設の提案に盛り込み、ビルの設計から施工までを一貫し
て受注できるようにする狙い。 別の建物に自分の席を持つ社員がノートパソコンを持ち
込み、臨時の事務作業をする環境を想定。電子メールの確認や会議資料の手直しなどに
利用する「タッチダウンオフィス」と呼ぶスペースを技術研究所に設置し、自社での活用事
例をもとに提案営業を始めた。

2009年6月15日

発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を使った画像検査装置世界大手、ＣＣＳのシンガポール拠点、
ＣＣＳアジア（伊谷幸彦マネージングダイレクター）は、ＬＥＤを組み込んだ間接照明製品を
アジア市場に本格的に投入する。第１弾として、インテリア性と乾電池駆動を実現した「ＬＥ
Ｄゆらぎ照明」の販売を近くシンガポールで開始する。同社では新規事業としてＬＥＤ応用
製品の育成とアジア市場での開拓を目指している。シンガポールでの販売を契機に同国
以外でも販売していく考えだ。

2009年6月15日

三菱樹脂グループは、７月に新会社・ＭＫＶドリームの営業を開始し、植物工場ビジネス
に乗り出す。その先兵となるのは日本で発明された「アーチング栽培法」による切り花用バ
ラだ。高品質のバラを効率良く生産できる同栽培法は、人工光により太陽光を補光した
り、温度管理技術を導入する植物工場と呼ぶ領域に到達している。三菱樹脂グループは
さらに、人工光の光源として新たに開発するＬＥＤモジュールなど最先端技術を融合、植物
工場の普及と農業関連事業の拡大を図っていく考え。

2009年6月16日

日本電設工業協会（会長＝林喬・関電工会長）は１５日、「２００９電設工業展」の製品コ
ンクールの受賞製品１３品目を発表した。国土交通大臣賞は河村電器産業の「薄型分岐
ブレーカ」、経済産業大臣賞は日新電機の「可搬形絶縁診断装置“ＰＩＴ―１０ＭＦ”」が受賞
した。０８年度から創設された環境大臣賞は因幡電機製作所の「劣化診断機能付ＬＥＤ道
路灯ＬＥＤＩＸ ＷＡＹシリーズ」が選ばれた。表彰式は７月２日、東京都千代田区のグランド
アーク半蔵門で行われる

2009年6月16日

ＩＤＥＣはＴＩＳ（東京都港区）が５月開設したデータセンター「心斎橋ｇＤＣ」（大阪市西区）に
発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を納入した。ＬＥＤ照明器具１６４台、ＬＥＤチップ数では８万８５
６０個の規模で、４月に建物用ＬＥＤ照明に参入したＩＤＥＣにとって初の大型案件だ。導入
費用は蛍光灯に比べ１．５倍だが、電力コスト低減とメンテナンスの軽減で「１２年で回収
できる」（ＴＩＳ）と試算する。データセンターの天井は、サーバラックの配置で空調や照明の
位置を柔軟に変更できるように独特な構造。照明機器大手にも打診したが、設置に応じた
のはＩＤＥＤだけだったという。

トッキ、有機ＥＬ大型パネル製造装置を開発－４Ｇガラス基板
日刊工業新聞
に対応

2009年6月16日

トッキは有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）の大型パネルの製造装置を開発した。第４世
代（４Ｇ、７２０ミリ×９２０ミリメートル）ガラス基板に対応しており、２６型を２面、４２型を１
面とれる。薄型テレビ向け有機ＥＬパネルの量産用途で国内外の電機メーカーから受注を
見込む。大型有機ＥＬの実用化を後押しする。 有機ＥＬパネルは、ガラス基板に電極を
付けた後、有機材料を成膜して製造する。トッキが開発した装置は、真空に保った状態で
有機材料を加熱、気化させて基板に薄膜を形成する。成膜したガラス基板を封止する工
程まで全自動で行う。

街路灯、長寿命６万時間、パナ電工、省エネも追求。

2009年6月17日 た。従来の水銀灯に比べて少ない消費電力で明るさを確保できるため、４～５割の省エネ

山形の研究所、有機ＥＬ照明のデザインを公募

日本経済新聞

ＩＣカードで作業環境設定、鹿島がオフィス開発、自分好みの
日本経済新聞
照明・空調、自動で。

ＣＣＳアジア、ＬＥＤ照明製品を投入、ゆらぎでインテリア性も 化学工業日報

三菱樹脂グループ、植物工場ビジネス本格展開、第１弾はバ
化学工業日報
ラ切り花

電設展製品コンクール 国交大臣賞に河村電器 経産大臣
賞には日新電機

ＩＤＥＣ、ＴＩＳにＬＥＤ照明納入

電気新聞

日刊工業新聞

日経産業新聞

パナソニック電工は１６日、約６万時間の長寿命を実現した屋外用照明器具「エバーライ
ト」シリーズの街路灯と道路照明について合計２７種類を１８日から順次発売すると発表し
になる点を訴える。

北九州工場、東芝、光半導体に特化、製品群拡充、設備増
強も

高発光効率の素子開発 東大など 低価格化に期待 有機
ＥＬ 東京大学

東芝は２００９年度中に北九州工場（北九州市）を光半導体に特化した生産工場に切り
替える。これまでアナログのシステムＬＳＩ（大規模集積回路）と光半導体の２分野で半導体

日経産業新聞

2009年6月17日 を製造してきた。０９年度中にシステムＬＳＩの生産を大分工場（大分市）に移管するのを機
に、発光ダイオード（ＬＥＤ）ランプや光を使ったスイッチ用素子など製品群を増やすほか、
新たな製造設備の導入についても検討する。

熊本日日新聞

2009年6月17日

レシップがＬＥＤ強化 輸送用機器やＳ＆Ｄ部門 車内用灯具
岐阜新聞
を発表

2009年6月18日

ＬＥＤ、一般住宅照明に徐々に浸透 高価格ネック

2009年6月19日

河北新報

東京大などのチームが、従来品より内部構造が単純なのに発光効率は良い有機ＥＬ（エ
レクトロルミネッセンス）の素子を開発した。製品の低価格化につながると期待されてい
る。 有機ＥＬは電気を流すと発光する有機物で、薄型テレビや携帯電話の画面などに用
途が広がっている。チームは今回、窒素と酸素を含み、結晶を作らない新化合物を開発。
次に真空装置の中でこの化合物の薄膜を電極の上に形成する際、酸化剤や還元剤を加
えるタイミングを調節して３層構造にすることに成功した。
レシップは発光ダイオード（ＬＥＤ）製品の開発強化を進めている。環境負荷の低減が企
業への社会的要求となりつつあるのを背景に、消費電力の少ないＬＥＤの需要は今後大
きく伸びるとみて、輸送用機器、サイン＆ディスプレー（Ｓ＆Ｄ）の両部門への商品投入を
加速する。 ＬＥＤは電気を流すと発光する半導体の一種で、同じ明るさであれば消費電
力は蛍光灯の約半分、寿命は１０倍以上といわれる。優れた環境性能やランニングコスト
の低さに加え、近年は低価格化や色彩表現の向上などが図られたことから、用途が広
がっている。
省電力で長寿命が特徴の発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った照明器具が、徐々に一般住宅
にも広がっている。蛍光灯の数倍という高価格がネックだが、電機メーカーは商品のライン
アップを広げ、住宅メーカーも積極的な利用を提案するなど、普及に向けた動きが加速し
ている。 ＬＥＤは寿命が４万時間と長く、蛍光灯の約４倍。消費電力やＣＯ２排出量は白
熱灯の約７分の１。水銀などの有害物質も含んでおらず、省エネ・エコ時代の光源として注
目されている。 パナソニック電工は今春、住宅用商品のラインアップを大幅に拡充。６月
にも約１３０点の新商品を発表した。
山形県は１８日、総額５４１億１９００万円の２００９年度６月補正予算案を発表した。２月
の知事交代に伴い当初予算は骨格予算だった。補正後の一般会計規模は６１３０億３２０
０万円で０８年度当初比８・１％増。８年ぶりのプラスで、特に投資的経費は１３年ぶりの増
額となる。経済対策に２３９億円を投じる。

山形県、６月補正案５４１億円、一般会計、投資経費、１３年
日本経済新聞
ぶり増

2009年6月19日

東芝、次世代電球半額に、５０００円、シャープに対抗

2009年6月22日 タイプの新製品を今夏に投入する。７月に４０００円前後の新製品を投入するシャープに対

東芝は発光ダイオード（ＬＥＤ）電球の価格を従来の半額の５０００円程度に引き下げる。
４０ワットや６０ワットの白熱電球と同等の明るさで、白熱電球のソケットに付け替えられる

日本経済新聞

抗する。消費電力が白熱電球の約８分の１になるＬＥＤ電球は省エネルギー型の照明とし
て注目されており、値下げで普及に弾みがつきそうだ。

エコ店舗、街を彩る――明るさ３倍、ＬＥＤ照明、ＡＯＫＩ銀座
店、消費電力２割削減。

日経MJ

2009年6月22日

明るさは３倍、消費電力は２割削減――。紳士服大手、ＡＯＫＩ（横浜市）が５月２８日に開
業した「ＡＯＫＩ銀座店」は店舗外観の照明に白色発光ダイオード（ＬＥＤ）を大胆に採用した
エコ店舗だ。「優しく身にまとう布」をイメージしたという、キラキラしつつ柔らかい光を放つ
店に、客が吸い寄せられていく。 東京のオフィス街の八重洲や京橋に近い銀座一丁目
にあるが、高速道路の高架下という立地。「昼でも薄暗い」というイメージを一掃するため、
「とにかく明るい」印象にこだわり、標準的なＡＯＫＩの店の外観より３倍以上明るくした。
日本経済新聞社は東京ビッグサイトで２０１０年３月９日から１２日まで開催する「ＪＡＰＡＮ
ＳＨＯＰ」（第３９回）、「建築・建材展」（第１６回）、特別企画展「ＬＥＤ Ｎｅｘｔ Ｓｔａｇｅ」（第３

街づくり・流通ルネサンス、来年３月東京で、出展社を募集。 日本経済新聞

2009年6月22日 回）、「フランチャイズ・ショー」（第２６回、１１日まで）の出展社を募集します。本展は、流
通・サービス業や建築・設計者、デザイナーなどに向けた総合展示会「街づくり・流通ルネ
サンス」として開催します。 （出展要項２３面に）
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
三菱電機照明は、光源に発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った照明器具のみを掲載した商品カ
タログ＝写真＝を発刊した。ＬＥＤの製品群は性能が上がるスピードが速いため、既存器
具とは別のカタログを作り半年に１度のペースで更新する。ウェブ上でもこのカタログを見
られるようにしており、新製品を出すたびに更新して最新の情報を伝えられるようにする。
蛍光灯器具などを掲載した既存カタログは２年に１度しか更新しないため、ＬＥＤ照明器具
はこれまで数ページのパンフレットを使って営業していた。ただし冊子でないため捨てられ
てしまうケースも多く、ゼネコンや建築事務所などの顧客からもカタログを求める声が大き
かったという。

ＬＥＤ照明器具専用カタログ、三菱電機照明、更新半年で、サ
日経産業新聞
イトにも掲載。

2009年6月22日

学校法人玉川学園 ２００９年度事業計画 ＬＥＤ光源の新工 建通新聞（東京
場７月着工
版）

2009年6月23日 き専用上空道路「Ｔａｍａｇａｗａ ＳｋｙＷａｌｋ」の設計に着手するほか、マルチメディアリソー

川崎市 川崎駅東口環境配慮施設

東芝社長「ＬＥＤ電球、80ワットを近く発表」

建通新聞（神奈川
版）

日経速報ニュース

東芝、ＬＥＤ電球値下げ、シャープ「４０００円」に対抗、家庭普
日経産業新聞
及の起爆剤に？

ＬＥＤで植物生育抑制 消費電力５０％削減 秋芳洞＝山口

西部読売新聞

タキロン、高拡散性ＬＥＤ照明カバー用ＰＣ板開発、輝度など
化学工業日報
に優れる

有機ＥＬ、韓国ＬＧＤと提携、出光、材料販売を拡大

日本経済新聞

学校法人玉川学園（町田市玉川学園６ノ１ノ１）は、２００９年度の事業計画をまとめた。
主な施設整備内容では、最寄り駅となる小田急線玉川学園駅から直接入校できる屋根付
スセンターの設計も予定している。また、ＬＥＤを光源とした野菜工場「Ｆｕｔｕｒｅ Ｓｃｉｅｎｃｅ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ棟」を建設する。施設関係予算は、約１０億８５００万円を計上している

2009年6月23日

川崎駅東口駅前広場再編整備で川崎市は、広場に環境配慮施設を設置するため、実
施設計を日建設計シビル（横浜市中区）に１９８０万円で委託した。省エネルギー・再生可
能エネルギー設備を導入する取り組みで、太陽光電池パネルやＬＥＤ照明、壁面緑化など
を予定している。設計期間は１０月末まで。 工事は広場再編の本体工事の進ちょくに合
わせて発注する。本体の施工を担当する鹿島・五洋・鉄建・重田ＪＶと随意契約するか、別
途発注するか、事業内容ごとに検討する。

2009年6月24日

東芝の西田厚聡社長は24日、都内で開いた定時株主総会で、発光ダイオード（ＬＥＤ）電
球について「40ワット、60ワットを発表した。80ワットをそのうち発表できる」と語った。「欧州
をはじめ、海外展開もする」という。 東芝は真下の明るさが40ワットの白熱電球に相当す
る製品に加え新たに60ワット相当も投入し、2009年度中に計50万個を販売する計画とい
う。ＬＥＤ電球は消費電力が少なく、付けたり消したりを繰り返しても劣化しにくい長所があ
る。

2009年6月24日

東芝ライテックは２２日、白熱電球ソケットにそのまま付けられる発光ダイオード（ＬＥＤ）電
球の新製品を発表した。真下の明るさが４０ワットの白熱電球に相当するタイプの希望小
売価格は５２５０円。３月に発売した既存品の半額という野心的な価格設定に踏み切る。
部材共通化や設計の工夫による成果だが"価格破壊"を掲げて照明事業に参入する
シャープの動きを無視できなかった。 「えっ４０００円！？」。シャープが１１日発表したＬＥ
Ｄ電球の想定価格に照明業界で動揺が走った。店頭に並んでいた東芝ライテック製のＬＥ
Ｄ電球は実売価格が８８００円。シャープの新製品は６割近くも安い。

2009年6月25日

国の特別天然記念物「秋芳洞」（美祢市）の洞内で、県産業技術センター（宇部市）などが
進めている発光ダイオード（ＬＥＤ）の照明実験で、従来の蛍光灯に比べ、鍾乳石を傷める
植物の生育が約１５％抑制されたことが分かった。同センターは、より植物が生育しにくい
色を含んだＬＥＤの開発などを進めており、今年度中にも現地で新たな実験に取り組む方
針という。（大塚晴司） 県などによると、秋芳洞内の照明は１９２５年に設置が始まり、現
在は観光客の安全を保つために足元を照らす蛍光灯が９２か所、ライトアップのための白
熱灯や街路灯などのスポット灯が６３か所に設置されている。

2009年6月25日

タキロンは２４日、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明カバー用ポリカーボネート（ＰＣ）拡散板を
開発したと発表した。拡散性は一般の乳白色板に比べ１・２倍と高く、輝度・色再現性にも
優れている。７月１日から発売を開始、ＬＥＤ照明カバーや屋内用看板面板、ＬＣＤ（液晶
ディスプレイ）－ＴＶ用バックライト向けなどに展開していく。売り上げ目標は、初年度８００
０万円、３年後に３億円を目指す。 「ポリカーボネートプレートＬＥＤ照明カバーグレード拡
散板ＰＣＤＳＣ４７８０」（商品名）は、ＰＣが持つ優れた光学特性や耐衝撃性、耐熱性など
の属性に加え、高拡散・高輝度・良好な色再現性を併せ持ったもの。

2009年6月25日

出光興産は２４日、液晶パネル大手の韓国ＬＧディスプレー（ＬＧＤ）と、次世代薄型テレ
ビなどで普及が見込まれる有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）事業で提携したと発表し
た。出光は有機ＥＬ材料で世界シェアトップ。パネル生産の技術力が高いＬＧＤと組み、材
料販売の拡大につなげる。 ＬＧＤは小型テレビや携帯電話の画面向けに有機ＥＬパネル
を販売。出光も発光層などの有機ＥＬ材料をＬＧＤに販売している。今後はパネルの大型
化や長寿命化などに対応した技術を共同開発するほか、お互いが持つ特許を相互に利
用できるようにする。
大阪府の橋下徹知事は２４日の記者会見で、御堂筋の街路樹を発光ダイオード（ＬＥＤ）で

御堂筋イルミネーション、寄付、目標額を達成、大阪府、９００
日本経済新聞
０万円超。

2009年6月25日 装飾する「御堂筋イルミネーション」事業への寄付金が、目標額の７５００万円を上回り、同

LED照明開発に心理学、首都大学東京と都産技研、心地よ
い色・明るさ産学官で分析・試作

日刊工業新聞

2009年6月26日 どを分析する。LEDの特性を分析した後は、中小企業を含めてLED照明器具の試作に乗り

日経産業新聞

2009年6月26日

三菱電機オスラムは白熱電球のソケットにそのまま付けられる「電球形」照明のラインアッ
プを拡充する。管がむき出しの低価格タイプの蛍光灯に、明るさと耐久性を従来品より高
めた戦略商品２種を追加。５００円程度と買いやすい価格で販売し、白熱電球からの置き
換えを促す。発光ダイオード（ＬＥＤ）を使って消費電力をより抑えた新製品の投入も検討
する。 ソフトクリームのように蛍光管を巻いて電球用の器具におさまるよう小型に仕上げ
た新製品２種を投入。営業活動をこのほど始めた。点灯回路を改良して電流を最適に制
御することで、明るさを示す「光束」を従来より５％高い７７０〜８５０ルーメンに向上。６０
ワットの白熱電球より明るく照らせるという。

2009年6月28日

二酸化炭素削減を推進するため「おおいた省エネ照明フォーラム―あかりから始める地
球温暖化対策―」（県地球温暖化防止活動推進センター主催）が２７日、大分市の県庁で
あり、市民ら約１２０人が参加した。 照明用に使われるエネルギー消費量は、オフィスビ
ル全体のエネルギー消費量の２１％、一般家庭では同１６％を占めるという。九大大学院
の古賀靖子准教授（建築環境学）は「自然光を利用し、照明が明る過ぎないようにすること
が大事」などと説明した。会場には、ほとんど赤外線や紫外線を出さず、電力消費量が少
ないＬＥＤ（発光ダイオード）を使った照明なども展示された。

2009年6月29日

【北九州】金型メーカーのテック精密（福岡県遠賀町、武谷富雄社長）は、電球形発光ダイ
オード（ＬＥＤ）照明の胴体部分を鍛造で成型する技術を開発した。胴体部はＬＥＤが出す
熱を冷ますため、複数の溝を付けるひだ状の形が一般的。現在は鋳造加工が主流だが、
鍛造加工が可能になれば、生産にかかる時間を５０分の１程度に短縮できるという。 常
温で金型に押し込む冷間鍛造でアルミニウムを成型する。冷間鍛造で複数の溝が入った
形をつくる場合、金属を型通りにはめ込むのが難しく、一部がへこむなどして不良品にな
ることがある。型どおりの形状をつくろうとして力を加えすぎると、金型が欠けるといった問
題もある。

2009年6月29日

国土交通省関東地方整備局東京国道事務所は今月から、東京・銀座に、国際コンペで
デザインを決めた新照明灯の試作品を設置している。国道１５号中央通り（東京都中央区
銀座８～日本橋室町４）に設置する２４１基のうちの３基が設置された。光源の製作を発注
して本格化する前に、光り方や周辺景観との調和を確認する。 既存の照明灯は、１９６８
年にガス灯のイメージで設置し、老朽化している。更新に当たって２００６年に実施したコン
ペでは、「松井淳＋桜沢拓也」案が当選。これを基に、頭部など２カ所にセラミックメタルハ
ライド灯、柱にＬＥＤ（発光ダイオード）を配置するデザインとした。

三菱電機オスラム、低価格の「電球形」拡充、新たに２種投
入、明るさ・耐久性も向上。

おおいた省エネ照明フォーラム：賢く使って省エネ照明

日までに９１６２万円に上ったと発…
首都大学東京と東京都立産業技術研究センターは今秋に、心理学の視点を採り入れた高
効率LED照明の研究を始める。人体への影響のほか、人が心地良いと感じる色、明るさな
出す。

毎日新聞

電球形ＬＥＤの胴体、鍛造加工２秒で成型、テック精密、家電
日経産業新聞
会社に供給。

コンペ当選試作品がお目見え／銀座の新照明灯／関東整備
建設通信新聞
局東京国道

33

4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要

2009年6月29日

コニカミノルタテクノロジーセンター（コニカミノルタＴＣ）は、環境・エネルギーおよび健康
関連分野の新規事業育成へ向けた取り組みを強化する。同社グループが４月から開始し
た新経営方針に沿って、１０年度内に有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）照明の事業化を
目指すことに加え、光センシング技術を活用した医療用診断機器の開発、低コストの薄膜
太陽電池の開発を進めていく。同社がカメラ、フィルムなどの各種事業で培ってきた、さま
ざまな技術を活用することで、低環境負荷や省エネ、創エネに貢献する新製品開発に注
力する。

ミッタシステム、ＬＥＤ照明、中四国に販路、販売代理店１０社
日本経済新聞
体制に。

2009年6月30日

ソフトウエア開発などのミッタシステム（高松市、岩佐武彦社長）は、新規事業で始めた
発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の法人向け販売を強化する。１年内に販売代理店を６社から
１０社に拡大し、香川県内だけでなく中四国地方への売り込みに乗り出す。一般の蛍光灯
や電球に比べて割高なため、導入に慎重な企業にはリース事業を始めた。初期投資を抑
えることで、消費電力の少ないＬＥＤ照明の普及を図る。 ミッタシステムは２００８年末か
ら法人を対象に、中国で製造したＬＥＤ照明の販売を開始。現在は香川県内に６社の販売
代理店を持つ。今後、岡山や徳島など香川以外に代理店を拡大し、今後１年で１０社に拡
大する。

店内照明にＬＥＤ－富士屋 ＣＯ２削減狙う

2009年6月30日 合わせて、レジ周辺の照明を４０ワット蛍光灯から同型のＬＥＤ照明に入れ替えた。外観と

コニカミノルタＴＣ、新規事業創出へ開発加速、有機ＥＬ照明
など

化学工業日報

県中部にスーパーマーケットを展開する富士屋（本部焼津市）はこのほど、店舗内の照
明として蛍光灯型ＬＥＤの導入を始めた。 第１弾として藤枝五十海店（藤枝市）の改装に

静岡新聞

明るさはほぼ同じだが、ＬＥＤの消費電力は蛍光灯の約半分。同店だけで年間約８・２トン
の二酸化炭素削減効果を見込む。

ＣＯ２削減 電気代削減 ＬＥＤ防犯灯 海田で広がり 来年３
中国新聞朝刊
月までに１３２基

赤色ＬＥＤ、青・緑と同材料で試作、阪大チーム、既存の技術
日経産業新聞
利用。

省エネ蛍光灯器具４５種、東芝ライテックが拡充、軒下や食
品工場向け。

日経産業新聞

2009年6月30日

海田町は、町管理の防犯灯１３２基すべてを、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明に切り替える。
これまでの蛍光灯に比べ電力消費量が少なく、年間で二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量を約
４トン削減できるという。 町は９月に蛍光灯からＬＥＤランプへの切り替え作業を始め、来
年３月までに完了させる。費用は３２５万円を見込んでいる。 町によると、ＬＥＤの電力使
用量は蛍光灯の約半分で、１３２基すべてをＬＥＤ化した場合、電気代は年間１２万５千円
削減できると試算している。

2009年7月1日

大阪大学の藤原康文教授と西川敦助教らの研究チームは３０日、青色や緑色と同じ窒化
ガリウムで赤色発光ダイオード（ＬＥＤ）を試作することに成功したと発表した。ユウロピウ
ムと呼ぶ金属を少量添加して既存の半導体加工技術で作る。ＬＥＤディスプレーの高精細
化などにつながる成果で、出力をさらに高めて実用化を目指す。 現在の赤色ＬＥＤは、
ガリウムやヒ素、インジウムなどからなる材料を使っている。青色や緑色で使用する窒化
ガリウムと材料が異なるため、ＬＥＤディスプレーの製造工程が複雑になり、高精細化する
際の障壁となっていた。

2009年7月1日

東芝ライテックは２９日、消費電力の少ない「Ｈｆ蛍光灯」用の照明器具を２・６倍の７３種に
拡充すると発表した。湿気の多い軒下で使えるタイプや食品工場用など新製品４５種を７
月１日に発売する。オフィスや病院用が中心だったが、器具の種類を充実させて導入を促
す。新製品で年間３万台の販売をめざす。 細長い直線状のＨｆ蛍光灯用器具「エネカット
３２」シリーズの品ぞろえを大幅に増やす。軒下用は湿気が多い場所でも劣化しにくい塗
装を施し、食品工場用は蛍光灯が割れても飛び散らないようカバーを付けた。設計もほこ
りがたまりにくいよう工夫したという。
アバゴ・テクノロジー株式会社は、本日、ソリッドステート照明用途向けに、業界最小レベ
ルの高輝度３ワットＬＥＤを発表しました。小型３ワット（３Ｗ）ＡＳＭＴ－Ｊｘ３ｘは、スモール・
アウトライン・パッケージ（ＳＯＰ）に収納されており、５ｍｍ（長さ）×４ｍｍ（幅）×１．８５ｍ
ｍ（高さ）と非常に小型です。最大７００ｍＡの駆動電流で高光束出力性能を実現します。
さらに、広視野角、耐湿レベル１（ＭＳＬ－１）を実現した信頼性の高い製品です。携帯照
明、街灯、建物外壁照明、小売ディスプレイ照明、バックライト、特殊照明など、スペースに
制約のある照明用途に最適です。
セイコーエプソンは，お家芸のマイクロピエゾ方式のインクジェット技術を，大面積の有機
ＥＬパネルの製造に向けて改良した。発光素子を形成するときのインク量のバラつきに起
因する有機ＥＬ素子の輝度ムラを，インクを吐出するノズルごとに細かく制御する技術であ
る。そして，３７型フルＨＤパネルの一部分に相当する仕様の１４型パネルを試作した。今
回開発した技術は，インクの吐出量のバラつきを低減する汎用的な方法である。ＦＰＤ以
外の大面積デバイスの製造にも応用できる。また，材料選択の自由度の向上にもつなが
る。

アバゴ・テクノロジー、ソリッドステート照明用途向け３ワット小
日経速報ニュース
型高輝度ＬＥＤを発表

2009年7月1日

大面積向け印刷 ノズルの個体差を補正して有機ＥＬの輝度 日経マイクロデバ
ムラを４．７％に低減
イス

2009年7月1日

伸縮自在の配線 自由曲面や可動部に電子機能を付加，
引っ張ると伸びる有機ＥＬを開発

2009年7月1日 込むためには，デバイスが伸縮自在であった方がよい。東京大学 教授の染谷隆夫氏の

日経マイクロデバ
イス

有機ＥＬ照明専業会社、山形大教授の城戸氏ら設立、５年後
日経産業新聞
売上高５０億円。

７月３日まで新製品内覧会／超高演色ＬＥＤなど展示／コイ
ズミ照明

ＡＴＭに青色ＬＥＤ 阿南信金、振り込め詐欺防止へ期待

ＨＩＯＫＩ、環境関連事業を強化、省エネ助言専門チーム、ＬＥ
Ｄ計測器も開発。

建設通信新聞

徳島新聞朝刊

日本経済新聞

現実にある道具や構造物は，表面が平らなものの方が少ない。くねくねと曲がった曲面
だったり，場合によっては可動したりする。このような場所にアンビエント・デバイスを組み
研究グループは，伸び縮みする有機ＥＬディスプレイを開発した。

2009年7月2日

【山形】有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）研究の第一人者、城戸淳二山形大学教授ら
は１日、有機ＥＬを使った照明器具の生産会社「オーガニックライティング」（ＯＬＣ）を設立し
たと発表した。２０１０年１月にも照明器具のサンプル出荷を開始。５年後に売上高５０億
〜１００億円を目指す。有機ＥＬ照明器具の専業会社は世界でも初めてという。 ＯＬＣの
本社は山形大学工学部（山形県米沢市）内に置き、社長には後藤電子（同県寒河江市）
の後藤芳英社長が就いた。資本金は１２８０万円で城戸教授、後藤社長ら県内外の１社１
４人が出資した。従業員は当面５人でスタートする。

2009年7月2日

コイズミ照明は１日から３日にかけて、大阪市中央区のサンライズビルで「２００９あかり
専科新製品内覧会」を開催している＝写真。環境に配慮したエコガラスペンダントや、実現
が難しかった美術館対応レベルの超高演色ＬＥＤ（発光ダイオード）製品など多数展示して
いる。 エコガラスペンダント（Ｒ＋シリーズ）は、廃蛍光管を粉砕し、水銀を無害化したガラ
スカレットを１００％リサイクルしてガラスグローブとして成型したもの。またＬＥＤでは世界
初となる超高演色ＬＥＤ（Ｒａ９７）を搭載した照明や、日本初となる照射角１８０度を実現し
た超広角配光ＬＥＤペンダントライトなど今年の主力商品を紹介する。

2009年7月2日

阿南市上中町の阿南信用金庫上中支店のＡＴＭ（現金自動預払機）コーナーに、青色の
ＬＥＤ（発光ダイオード）を使った照明がお目見えした。青色の光は気持ちを落ち着かせる
効果があるといわれ、同支店は振り込め詐欺被害の抑止につながることを期待している。
青色ＬＥＤは、ＡＴＭの両側に計１３０個取り付けられており、稼働時間中、やわらかな青色
の光でコーナーを照らしている。 ＬＥＤを活用したまちづくりを進めている同市のベン
チャー企業・光環境デザインがＬＥＤ電球を無償提供するなどして協力した。

2009年7月3日

電気計測器メーカーのＨＩＯＫＩは環境関連事業を強化する。専門チームを設け、企業の省
エネルギーを助言し、関連する計測器の販売を拡大。発光ダイオード（ＬＥＤ）照明用計測
器など新エネルギー対応製品を開発する。エネルギー使用量の報告対象を広げた改正省
エネ法を追い風に、スーパーなど新しい顧客を開拓する。 ＨＩＯＫＩは店や工場の電気使
用状況を調べ、電気料金契約の見直しなど経費削減を助言する「レッツ・エコスト」事業を
２年前から展開している。景気悪化の影響で「企業が省エネ意識を強めている」（営業本
部）ため、５月に環境事業推進グループを新設。エネルギー管理士を含む担当者をほぼ
倍増し、９人体制とした。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
▽...「今期は売り上げの１割を発光ダイオード（ＬＥＤ）器具にする」と意気込むのは三菱電
機照明の中村俊夫社長。建築需要の低迷で他の照明器具は落ち込んでいるが、ＬＥＤ器
具の販売は拡大。同社が注力する店舗や施設向けはＬＥＤへの関心も高いだけに「成長
を加速できそう」と期待する。 ▽...ＬＥＤへの事業シフトの結果、「今ではＬＥＤ器具を設計
する技術者のほうが既存器具より多くなった」。光の広げ方や色味の調整に頭を悩ませる
傍ら、販売会社と連携したり、工事店にＬＥＤについて教えたりと「２０１５年から」とみる普
及期に向けた種まきに奔走する。

三菱電機照明社長中村俊夫氏――ＬＥＤの成長に期待（談
話室）

日経産業新聞

2009年7月3日

丸和、越前和紙の照明、従来の３割安に。

日経MJ

2009年7月6日 要があったが、電池式にすることで器具の購入を不要にした。主に個人住宅のインテリア

福井】住宅内装材卸の丸和（福井市）は価格を従来より約３割安くした越前和紙製の照明
器具を開発した。これまでコンセントから電源をとり入れるための専用器具を購入する必
としての需要を掘り起こす。 製品名は「漉（す）き蛍」。手すきの越前和紙の中に、発光ダ
イオードを約１０個組み込み、電源を入れると蛍の光のようにほのかな光が点滅する。

シチズンＨＤ、一般照明用ＬＥＤで攻勢、機器業界との連携も
化学工業日報
模索

シチズンホールディングスは今期、一般照明用発光ダイオード（ＬＥＤ）事業売り上げを前
年度比２倍の約４０億円に拡大する。携帯電話向けＬＥＤでは世界トップ級の同社だが、ケ

2009年7月6日 タ違いに大きな照明分野を強化することでＬＥＤ事業を「ひとつの柱にしたい」（金森充行社
長）という。今後、照明関連業界との提携などを検討する。また、液晶テレビのバックライト
需要も狙う。

2009年7月6日

コイズミ照明は、１日から３日にかけて大阪市内で「２００９あかり専科新製品内覧会」を開
いた。会場には、美術館専用照明並みの超高演色が特徴のＬＥＤ（発光ダイオード）シェル
フダウンライトなどを展示。多くのハウスメーカーや設計事務所などの職員が訪れていた。
会場では、超高演色ＬＥＤシェルフダウンライトとともに、リサイクルガラスを採用した「エコ
ガラスペンダント（Ｒ＋シリーズ）」や、照射角１８０度を実現した「広角配光ＬＥＤペンダン
ト」、省エネモード付き丸形スリム蛍光ランプ（ＦＨＣ）を紹介。

家庭の「照明革命」（日経エコロジー神保重紀編集長の環境 日経ＭＪ（流通新
マーケティング）
聞）

2009年7月6日

家庭の「照明革命」が予想よりも早く始まりそうだ。シャープは今月から家庭用照明事業
に参入する。その武器となるのが、電球形のＬＥＤ（発光ダイオード）照明だ。 ＬＥＤは電
気を通すと発光する性質を持った半導体の総称。発光のメカニズムは、白熱電球や蛍光
灯とは異なる。 そのためにＬＥＤ照明は、白熱電球に比べた消費電力は数分の一、寿命
は約４０倍。そして省エネになると普及が進んできた電球形蛍光灯に比べても、消費電力
は３０％ほど少なく寿命は３倍以上という環境性能が特徴である。

照明等を牽引役にLED市場は拡大へ

2009年7月6日 信号機や携帯電話用液晶ディスプレイのバックライト以外にも、今後はノートパソコンや液

コイズミ照明／大阪市で新製品内覧会開く／超高演色ＬＥＤ 日刊建設工業新
ライトなど展示
聞

三菱UFJ証券は「投資戦略（7月6日号）で、LED（発光ダイオード）は低消費電力（白熱電
球の5分の1、蛍光灯の3分の2）で、4万時間以上の長寿命と高輝度が特徴で、これまでの

日本証券新聞

晶テレビのバックライト、照明・看板、自動車用ヘッドランプで普及が加速する見通しと解
説。
発光ダイオード（ＬＥＤ）を使用した電球タイプの照明器具＝写真は家電量販店の売り場＝
の市場で、大手企業が激しい競争を繰り広げている。シャープが今月から従来製品に比
べて約６割も安い４０００円程度のＬＥＤ電球を発売。東芝ライテックも大幅に値下げした新
製品を発表した。高価格が難点だったＬＥＤ照明が家庭に普及する起爆剤となる可能性が
ある。 ＬＥＤは１９６０年代に生産技術が確立したが、当初は赤色や緑色の光しか出せ
ず、電子機器などの表示用にしか使えなかった。９０年代に日本企業が白色ＬＥＤを実用
化したことで照明用としての開発が始まった。

ＬＥＤ照明――省エネ・長寿命、家庭にも普及へ（これも知り
たい）

日本経済新聞

2009年7月7日

世界１２組のデザイナーと共演／ヤマギワ新作照明発表会

建設通信新聞

2009年7月7日 開いた。国際的に活躍するデザイナーら１２組とのコラボレーションによるデザイン照明や

ヤマギワは２日と３日、大阪市中央区の同社「大阪ライブオフィス」で新作照明発表会を
ＬＥＤ照明の最新作など約４０点を展示、関心を集めた。

コニカミノルタＨＤ社長・松崎正年氏 有機ＥＬ照明 技術生か
産経新聞
す

陳列台の照明、ＬＥＤで省エネ、コクヨストアクリエーション（新
日経MJ
製品）

大阪府、全道路灯ＬＥＤに、管理下の２万３０００本――環境
日本経済新聞
に配慮、維持費減。

省エネ －シャープと東芝ライテックが激突電球型ＬＥＤの４０
日経エコロジー
００円巡る攻防－

植物工場向けシステム、照明・殺菌・空調セットで――岩崎
電気、研究室用途で提供。

日経産業新聞

ＬＥＤ照明、電球・蛍光灯形を発売、第一通商、自治体・企業
日本経済新聞
向け。

フジテック、エレベーターの天井照明にＬＥＤ－２年以内に全
日刊工業新聞
面採用

－－世界経済に明るさが見え始めたとはいえ、経営環境としてまだ厳しい中での社長
就任だが 「大きな変革が必要な時に、自分の出番がきたという印象を持っている。技術

2009年7月7日 畑出身の経営者として研究開発の案件を精査し、価値判断をしっかり行いたい。新しい技
術を見極めるという点で、自分のカラーを発揮できるのではないか、と自負している」

2009年7月8日

直流（ＤＣ）１２ボルトで省電力の発光ダイオード（ＬＥＤ）に対応した商品陳列台用照明シス
テム「ＬＥＤ照明システム」。 店舗用の商品陳列台は蛍光灯やハロゲン球の照明が使わ
れ、電源は交流（ＡＣ）１００ボルトが一般的。新製品は電源をＤＣ１２ボルトにすることでＬＥ
Ｄを使えるようにした。消費電力は従来の約５０％にできる。

2009年7月8日

大阪府は２００９年度から数年かけて、管理する約２万３０００本の道路灯を全面的に発光
ダイオード（ＬＥＤ）照明に切り替える方針を固めた。試験的に一部採用したケースを除け
ば、全国の自治体で初の本格導入という。現在主流の水銀灯やナトリウム灯より消費電
力が少なく寿命も長いことから、環境先進都市づくりと地域経済の活性化の両面を狙う。
ＬＥＤの道路照明灯は府独自の認証基準を決めた上で導入する。７月中に照明各社の製
品の省エネ効果や導入コストなどを評価する委員会をつくり、適合製品を認定。１２月をメ
ドに入札方式で採用する照明を決め、数年以内に切り替える。中小・ベンチャー企業の製
品も積極的に採用するため、府の６月の補正予算に４８００万円を計上した。

2009年7月8日

白熱電球に代替可能な「電球型ＬＥＤランプ」は高価格がネックだったが、７月にシャープ
が４０００円を切る商品を投入。業界をリードする東芝ライテックも従来の約半額の新モデ
ルで対抗し、普及が加速しそうだ。 省エネで評価の高い電球型蛍光灯と比べても、消費
電力、寿命ともに上回る電球型ＬＥＤだが、１個約１万円（希望小売価格）という価格が最
大の課題だった。ところが、東芝ライテックは今年３月に鳴り物入りで新商品を投入したに
もかかわらず、発売からわずか４カ月という短期間で、その半額以下の新モデルを投入せ
ざるを得なくなった。

2009年7月8日

岩崎電気は照明を応用した新規事業育成の一環で、野菜などを効率生産する「植物工
場」向けシステムを２０１０年度にも発売する。 これまでは植物工場で太陽光の代わりに
使う照明装置だけを扱ってきたが、殺菌や空調管理設備などを含むシステム製品として、
まずは企業や大学の研究室に研究用途で提供する。将来は大規模工場向けのシステム
開発も視野に入れている。 敷地面積１０平方メートル程度のシステムを投入する。細か
い仕様は今後詰めるが、１５００万～３０００万円になる見通しだ。

2009年7月9日

ゴムや樹脂製品を製造する第一通商（上田市、竜野信雄社長）は、蛍光灯形と電球形のＬ
ＥＤ照明＝写真＝を販売する。ポリカーボネート樹脂を成型して製造する。地方自治体や
企業に採用を働きかけ、年商１億円をめざす。ＬＥＤ照明事業を育成し、収益源を多様化
する。 電球形は１００ワットタイプと６０ワットタイプの２種類。蛍光灯形は４０ワットタイプ
と２０ワットタイプの２種類。蛍光灯形は従来の照明器具にそのまま付けるものと、安定器
を取り外してからつけるものがある。定価は蛍光灯形４０ワットタイプが１万９８００円。

2009年7月9日

フジテックは２年以内をめどに、新しく発売するエレベーターの天井照明をすべて発光ダ
イオード（ＬＥＤ）にする。省エネルギーや保守費用の軽減などが狙い。ダウンライトなど一
部にＬＥＤを取り入れるケースはあるが、主光源に全面採用するのは業界で初めて。まず
今月１０日から追加仕様でガラスクロス天井の新製品を投入するが、１００万―２００万円
の費用がかかる。同社は標準仕様にする場合、既存の蛍光灯と同じ価格設定にしたい考
えで、周辺部材などのコスト低減を進める。
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4. 新 聞
題目

新聞名

苫小牧西港＊ターミナルにＬＥＤ式照明＊環境に配慮 経費
北海道新聞
削減も

発行年月日

2009年7月9日

概要
苫小牧西港フェリーターミナルの省電力化を目指し、運営会社の苫小牧港開発（入船
町）は７月中旬、消費電力が比較的少ない発光ダイオード（ＬＥＤ）式の照明を施設の一部
に導入する。函館と小樽のフェリーターミナルではＬＥＤは導入されておらず、フェリー関係
者は「珍しいのでは」と注目している。 同社によるとＬＥＤ式照明は、４カ所目となる新し
い乗船用の人道橋と、人道橋と船をつなぐ可動式の通路の天井に設置。いずれも１４日
使用を始める。小さな電球のような形で、乗客が安全に乗り降りできるよう計１３４個で照
らす。
東芝やパナソニック電工など照明大手がLED照明を海外で本格展開する。東芝は9月にフ
ランスで発売を皮切りに2010年3月までに英国、ドイツ、米国、中国と順次販売地域を広げ

東芝など電機各社、LED照明海外展開

日刊工業新聞

2009年7月10日 る。パナソニック電工は欧米でLEDモジュールの供給を始め、12年までに中国でLED照明
製品を販売する。09年以降蛍光灯からLEDへの置き換えが加速するとみられ、海外参入
の好機と判断した。

パナソニック電工、照明器具「ＭＯＤＩＦＹ」（デザインここで勝
負）
遠藤照明、低価格のＬＥＤ照明－１年で導入コスト回収

シャープ：ＬＥＤ電球、発売延期 注文殺到し生産対応困難

日経産業新聞

日刊工業新聞

毎日新聞

電機各社、ＬＥＤ照明を海外展開－欧米・中国の置き換え需
日刊工業新聞
要取り込む

2009年7月10日 球・半球・バケツ形、定番に磨き アクリル板使い細部まで美しく

2009年7月10日

遠藤照明は価格を抑え、既存の照明との導入コストの差額を１年前後で回収できる商業
施設向け発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を開発した。レンズ設計の工夫などで明るさを既存
の照明と同等にした。既存照明からの置き換え需要の喚起を狙い、約２２０種類の新商品
を投入。今後も順次、商品群を拡充していく。２００９年３月期に数億円規模のＬＥＤ照明の
売上高を、１０年３月期には倍増させる。

2009年7月10日

シャープは９日、省エネで長持ちが特徴の、家庭用ＬＥＤ（発光ダイオード）電球の発売を
当初予定の今月１５日から半月～１カ月半延期すると発表した。量販店などからの予想を
上回る発注があり、生産が追いつかないため。 標準モデル（４０００円前後）４機種を８
月１日、調光器対応（５５００円前後）４機種と、光の色を７段階に調節できる高機能機種
（８０００円）を９月１日に発売する。ＬＥＤ電球に初参入のシャープは、一般的な市場価格
が１万円前後の中、半額程度の商品を投入。さらに発表後に、政府のエコポイント交換商
品に指定されたことも人気に拍車をかけた。同社は「店頭に並ぶ体制が整うまで発売を見
合わせる」としている。

2009年7月10日

東芝やパナソニック電工など照明大手が発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を海外で本格展開す
る。東芝は９月にフランスでＬＥＤ照明製品を発売するのを皮切りに２０１０年３月までに英
国、ドイツ、米国、中国と順次、販売地域を広げる。パナソニック電工は欧米でＬＥＤモ
ジュールの供給を始めた。１２年までに中国でＬＥＤ照明製品を販売する。０９年以降、蛍
光灯からＬＥＤへの置き換えが加速するとみられ、海外参入の好機と判断した。
星明かりを頼りに歩いていくと、怪しく真っ赤に染まったビニールハウスが現れた。中をの
ぞくと腰の高さを軽く超す背丈の菊が整然と並び、赤い光を気持ちよさそうに浴びていた。
電照菊の出荷量で日本一を誇る愛知県田原市。ここで発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った菊
の栽培が始まった。毎年約１千万本を育てる農事組合法人「アツミ・シーサイド・フローラ
ル」は、今年１月、約８千坪、５０棟以上のハウスの照明を白熱電球から赤色ＬＥＤに置き
換えた。

光の彩りＬＥＤ新景（１）菊とエコの芽照らす赤。

日本経済新聞

2009年7月11日

祇園祭・月鉾照らすＬＥＤ電球
導入

京都新聞

2009年7月12日 優しく安全性も高まるとしている。

環境配慮、今年から２００個

祇園祭の月鉾（京都市下京区四条通室町西入ル）は今年から、駒形提灯の電球を蛍光
灯からＬＥＤ電球へ変える。消費電力は１０分の１になり、表面も熱くならないため、環境に
昨年、３２基の山鉾は一斉に、駒形提灯の電球を白熱灯から省エネ型の蛍光灯へ交換
した。月鉾も８２個を駒形提灯につけたが、下ろす際に１０個が割れた。

シャープ、家庭用ＬＥＤ電球――従来品より６割安い３０００円
日経MJ
台（注目の価格）

ＬＥＤ照明、太陽に近い光に――コイズミ照明、埋め込み式
器具。

ハザマ、工事用照明にＬＥＤ、消費電力４割減、早水電機工
業と高防じん性開発。

パナソニック電工／景観と調和する屋外用ＬＥＤ照明

日経産業新聞

日経産業新聞

日刊工業新聞

2009年7月13日

値段の高さが普及のネックになっていた家庭用の発光ダイオード（ＬＥＤ）照明に、新風を
吹き込む製品が８月１日に登場する。シャープが家庭用として初めて発売する電球形のＬ
ＥＤ照明は、調光機能などがない標準型で店頭想定価格が３９００円前後。従来の他社の
主力品より約６割安い。 省エネルギー性能に優れるＬＥＤは、白熱灯や蛍光灯に代わる
次世代照明として注目されている。光が直線的に進むため周囲が暗くなりやすく、家庭用
ではデスクライトや常夜灯など局所的な使い方が主流だった。白熱電球と取り換えて使え
る機種の場合、大手メーカー品で約１万円するなど、「電球と思うと異常に高い価格」（大
手量販店の仕入れ担当者）だった。

2009年7月13日

コイズミ照明は太陽に近い波長の光を出す発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った埋め込み式の
照明器具を発売した。放熱設計を工夫、直径７・５センチメートル、厚さ２・５センチメートル
ほどの棚に埋め込める。電源装置と合わせて４万円近くするが、高価なアクセサリーなど
を扱う店舗での採用を見込む。 山口大学の田口常正教授などと共同開発したＬＥＤパッ
ケージを使用した。紫色のＬＥＤ素子に赤、緑、青の蛍光体をかぶせて光を出すタイプのＬ
ＥＤで、物の色がどれだけ自然に見えるかを示す「演色性（Ｒａ）」は平均で９５。青色ＬＥＤ
を使う従来品は最高でも９０前後だったが、太陽光の１００に近づけた。

2009年7月13日

準大手ゼネコン（総合建設会社）のハザマは工事用の仮設照明に発光ダイオード（ＬＥＤ）
の導入を始める。電気設備工事業の早水電機工業（神戸市、早水勝徳社長）と工事現場
でも使える防じん性などに優れたＬＥＤ照明器具を共同開発した。従来は安価な蛍光灯の
使用が一般的だったが、消費電力を蛍光灯に比べ４割近く削減できることなどを考慮、導
入の利点が大きいと判断した。 開発した照明器具は直管型。ＬＥＤをポリカーボネート（Ｐ
Ｃ樹脂）製の筒で覆い、両端はゴムで封をした。工事現場にＬＥＤ照明を使うのは業界でも
珍しいという。今後、全国の工事現場でＬＥＤへの照明切り替えを進める方針だ。

2009年7月13日

パナソニック電工 発光ダイオード（ＬＥＤ）光源で、屋外での使用時に景観との調和を
意識したデザインの照明器具「景観用ＬＥＤ照明器具」４シリーズ３０品番を発売した。ＬＥＤ
採用で省エネ、長寿命、省メンテナンスを特徴にするほか、虫が集まりやすい光の波長を
ほとんど含んでいないため屋外設置に適する。今回追加する４シリーズは屋外用スポット
ライトや足元を照らすフットライトなど。既存商品と合わせて１８５品番となり、商品の提案
力を高めて大型受注につなげる。価格は３万９７５―７万３５００円。
高速道路料金の「休日上限１０００円」化によって、春にはＥＴＣ関連株が人気を集めた
が、これから話題に上りそうなのがＬＥＤ（発光ダイオード）標識。その名の通り、ＬＥＤを光
源として「スリップ注意」「追突注意」などドライバーへのメッセージを発する表示板で、一般
道でも工事現場などで使われている。 高速料金値下げを受けて、２カ月前のゴールデン
ウイーク（ＧＷ）には地方部の渋滞回数が２倍以上に急増。この二の舞いに陥らないため
に、平日も１０００円に割引されるお盆に向け、速度回復を促すＬＥＤ標識の設置を強化す
る方針を国土交通省や高速道路会社が打ち出している。

ＬＥＤ標識－お盆に向けて活躍機運－渋滞対策で急浮上

日本証券新聞

2009年7月13日

光の彩りＬＥＤ新景（２）青白い光でイカを呼ぶ。

日本経済新聞

2009年7月14日 操業を始めた。 「ビュッ、ビュッ」。リールで巻き上げられた釣り糸から透明なスルメイカ

山形県酒田市の北西４０キロメートル沖合。真っ暗闇の日本海の上で、発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）の青白い光に包まれた小型イカ釣り漁船、濱出丸（東和電機製作所社船、１９トン）が
が放物線を描きながら甲板に落ち、船底に吸い込まれていく。

秀和建設（小千谷市）――ＬＥＤ照明、新事業に（中堅企業挑
日本経済新聞
む拓く）

2009年7月14日

36

建設業の秀和建設（新潟県小千谷市、伴忠雄社長）は今年１月、環境事業部を発足した。
同社が東京に設立した研究開発会社が独自に開発した発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を取り
扱うためだ。今のところ新潟県内の法人向け販売が中心だが、富山、石川、福井の北陸３
県を含めて営業展開する専従組織には、専務のほか若手建築技術者ら３人を配置してい
る。 ２００９年１２月期の売り上げ目標はＬＥＤ照明販売だけで約５千万円で、全体の３％
程度。本業の建物の改修事業に結びつくケースもあるが、ＬＥＤ照明だけで将来は売り上
げの１０％を占める事業に育てたい考えだ。

4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要

2009年7月15日

水晶に見立てたガラスが壁一面に埋め込まれた静穏な空間。非日常に浸っていると、や
がて淡い水色や金色で彩られたイルミネーションの輝きがうつろい始めた。死後の魂が
ゆっくりと天空へと昇り浄化される荘厳な光景なのかもしれない。 名古屋市の中心部に
ある万松寺。１５４０年、織田信長の父信秀が開いたと伝えられる名刹（めいさつ）が今年
２月、一風変わった納骨堂「水晶殿」をオープンした。クリスタルの仏像を彫り込んだ２００
０基の納骨函（箱）を、約１万個の発光ダイオード（ＬＥＤ）が照らし出す。

三菱電機照明、ＬＥＤ器具部品、内製化、最適設計でコスト削
日経産業新聞
減

2009年7月15日

三菱電機照明（神奈川県鎌倉市）は２００９年度中に、発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った照
明器具の基幹部品について自社生産を始める。三菱電機グループの設備を使い、複数
個のＬＥＤを組み合わせたモジュール（複合部品）やＬＥＤにかぶせて光を拡散させるレン
ズを内製化する。外部調達から段階的に切り替え、設計力の向上とコストの削減を並行し
て進める。 １０年３月までに、静岡県掛川市の照明器具工場内に、基板にＬＥＤや回路
部品を取り付ける装置や、レンズを成形する機器を導入する。三菱電機グループ各社が
抱える遊休設備を活用するため、導入に伴う追加投資はほとんどないという。

高輝度、最薄の３色発光ＬＥＤ

2009年7月15日 対象物との間隔が広がるため３色が混ざりやすく、色むらが少ないという。主にパチンコ台

光の彩りＬＥＤ新景（３）祈りの場、荘厳な空間演出。

日本経済新聞

京都新聞

ロームは、高輝度タイプで業界最薄となる厚さ０．６ミリの３色発光ＬＥＤ（発光ダイオー
ド）を開発した。リード配線構造の工夫などで同社従来品の約半分の薄型化に成功。照射
やスポット照明の用途を想定し、８月から量産を始める。サンプル価格は１個１００円。
６月下旬の早朝、梅雨空とは対照的に山口大学保健管理センター（山口市）にある「光の
治療室」は、まぶしかった。天井一面に蛍光灯と並ぶように白色の発光ダイオード（ＬＥＤ）

光の彩りＬＥＤ新景（４）朝の日光代替、「うつ」治療（終）

日本経済新聞

2009年7月16日 が設置され、オフィスの約１０倍の７０００ルクスという明るさが、読書や運動に励む学生た
ちを照らしていた。 「若者に多い冬季うつ病は、朝に光を浴びると症状が軽くなる」。同セ
ンターでＬＥＤを使った光療法の臨床研究に取り組む平野均教授（５４）はこう説明する。
イオングループのアクセサリー・雑貨専門店、クレアーズ日本（東京・中央）は、２４日開店
する「クレアーズ土浦ペルチ店」（茨城県土浦市）の照明をすべて発光ダイオード（ＬＥＤ）に
すると発表した。省エネルギー性能が高く、二酸化炭素（ＣＯ２）排出削減などにつながる。
照明の１００％ＬＥＤ化は同グループで初めてという。 店舗はＪＲ常磐線の土浦駅ビルに
同日開業する商業施設「ペルチ土浦」に入居。店舗面積約５０平方メートルで、ＬＥＤ照明
を約２００個導入した。蛍光灯・白熱灯を使う平均的な既存店に比べ消費電力が約６４％
減り、年間約６・８トンのＣＯ２を削減できるという。
手掛けづらい相場展開が続く中でＬＥＤ（発光ダイオード）関連が数少ない“明るい材料”
として注目を集めている。日興シティグループ証券では１５日、都内で機関投資家向けに
「ＬＥＤ基礎勉強セミナー」を開催。関連銘柄の見直しのきっかけとなりそうだ。 日興シ
ティでは７日付で「白色ＬＥＤいよいよ離陸」と題したリポートを作成しており、今回のセミ
ナーはこれが基となったもよう。同リポートでは、ノートパソコンと液晶テレビのバックライト
向けに拡大している白色ＬＥＤは、今後１０年にわたって年率平均１４％成長すると予想す
る。

クレアーズ土浦ペルチ店、照明１００％ＬＥＤ化、イオングルー
日本経済新聞
プ初。

2009年7月16日

ＬＥＤに脚光――相場を照らす「明るい材料」、日興シティが
セミナー開催

株式新聞

2009年7月16日

パナソニック電工、病院・福祉市場向け、1棟まるごとLED

電波新聞

2009年7月17日 病室から屋外まで「1棟まるごとLED」を可能にする豊富なラインアップを提案する。今回、

パナソニック電工は、病院・福祉市場に向けLED照明器具EVERLEDSの品揃えを強化し、
LEDベッドライト新製品の投入を機に提案を強化していく。

岡村製とローム、オフィス照明、共同で開発。

照明ＬＥＤ化、誰に光？、岡村製作所が参入、異業種が「越
境」

日本経済新聞

日経産業新聞

米沢市 次世代照明の普及へＮＰＯ法人が始動 ２４日にシ
山形新聞
ンポジウムを開催

ＬＥＤ照明米欧輸出、三菱化学が新規参入、東芝まず仏で販
日本経済新聞
売――省エネ、２兆円市場。

滋賀――信楽焼でＬＥＤの屋外灯（ご当地ニューフェース）

日本経済新聞

三菱ケミカルＨＤ社長小林喜光氏――「赤字は罪悪」危機感
日経産業新聞
育てる（リーダーの肖像）

2009年7月17日

岡村製作所とロームは１６日、オフィス向けの照明システムを共同開発したと発表した。オ
フィス家具と一体になった発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の照度や色合いを、建物外の日照
に合わせて変化させるのが特徴。生活リズムに合った光を提供できるうえ、消費電力も減
らせるという。９月に岡村製作所のオフィスに試験導入し、年内の商用化を目指す。 無
線で照明を制御する。午前中は明るく白みがかった照明にして、夜は照度を下げ落ち着い
た雰囲気にすることなどが可能。制御プログラムは１日ごとに設定できる。

2009年7月17日

オフィス家具の岡村製作所は１６日、ロームから発光ダイオード（ＬＥＤ）を調達してオフィ
ス用照明機器を販売すると発表した。光源を半導体メーカーが生産し、異業種でも容易に
調達できるようになったのに対応した動きだ。住宅メーカーなどの参入も相次ぐ。一方、
「中抜き」されかねない既存の照明会社は防戦に懸命だ。ＬＥＤなど次世代型の登場で、
照明業界の勢力図が塗り替わり始めた。「照明まで踏み込んで、快適なオフィス空間を提
案する」。１６日、東京都千代田区のホテルニューオータニで開いたＬＥＤ照明システムの
発表会で、岡村製作所の久松一良社長はこう意気込みを示した。

2009年7月18日

有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）や発光ダイオード（ＬＥＤ）など次世代照明の普及と、
人材育成に取り組む特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）「ライト ブリッジ アソシエーション
ジャパン（あかりの架け橋）」は２４日午後１時半から、米沢市の伝国の杜でシンポジウム
を開催し、活動をスタートさせる。 あかりの架け橋は、理事長に照明デザイナーの落合
勉氏、副理事長に城戸淳二山形大大学院教授らが就いた。世界の消費電力量の約２０％
を占める照明の省エネを目指し、有機ＥＬやＬＥＤなど次世代光源を普及させるのが目的。

2009年7月19日

省エネ型の次世代照明として期待される発光ダイオード（ＬＥＤ）照明で日本企業が海外に
進出する。三菱化学は２０１０年にＬＥＤ照明に参入し米欧に輸出する。東芝は９月に欧州
で販売を始める。約１０兆円とされる世界の照明市場では米欧の三大メーカーが過半の
シェアを持つが、半導体の一種であるＬＥＤでは日本メーカーのデジタル素材技術が生か
せる。白熱電球や蛍光灯からＬＥＤ照明への世代交代を海外市場開拓の好機とみて投資
を加速する。（ＬＥＤ照明は３面「きょうのことば」参照） ＬＥＤ照明は消費電力が白熱電球
の８分の１以下で寿命は４０倍。環境政策の一環として日米欧で白熱電球の使用を制限
する動きがある。６月に家庭用ＬＥＤ照明への参入を発表したシャープは、１２年度のＬＥＤ
照明の世界市場は照明全体の２割強に当たる２兆３４００億円に達すると予測している。

2009年7月20日

【滋賀】山重製陶所（甲賀市、谷信男社長）は陶器と発光ダイオード（ＬＥＤ）を組み合わせ
た屋外照明「ＬＥＤ Ｔｒａｉｌ」＝写真＝を発売した。信楽焼の材料と製法で作った外形に、国
内メーカーのＬＥＤ器具を取り付けた。球切れの心配がなく、電気代も安くなるほか、発熱
しないので植物への影響も少ない。サイン灯や誘導灯、庭園灯として売り込む。 オー
ダーメードで受注生産する。標準品として波打った形状と方形、壁などに取り付けられるよ
う背面を平らにした表札状の３種類を製作した。幅４０センチ、高さ３５〜４０センチ、奥行き
１０センチ程度で蛍光灯などの照明に比べ薄型。価格は文字数や形状で異なるが１基４
万５０００〜５万円程度（施工費は別）。

2009年7月20日

事業リストラで社内鼓舞 三菱ケミカルホールディングスが経営改革を加速している。旗
振り役は「傍流社長」の小林喜光（６２）。不採算の汎用化学品から相次ぎ撤退し、白色ＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）など成長事業への転換を急ぐ。伝統ある石油化学事業のリストラを断
行するのは「赤字は罪悪」という信念。かつて撤退寸前だった光ディスク事業を立て直した
経験をもとに「がけっぷちの底力」を社内から引きだそうとしている。
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4. 新 聞
題目

新聞名

すかいらーく、照明用電球、蛍光灯に切り替え、一部はＬＥＤ
日経MJ
実験。

岩崎、ＬＥＤ道路照明、１０年交換不要に。

日経産業新聞

照明ＬＥＤ化、誰に光？――岡村製作所が参入、勢力図塗り
日経産業新聞
替え（ＮｅｗｓＥｄｇｅ）

オーデリック 伊藤雅人社長に聞く＝ＬＥＤ照明を積極開発

山形で有機ＥＬシンポ

株式新聞

日経ＭＪ

発行年月日

概要

2009年7月22日

すかいらーくは店舗で使う照明の省エネ対策を進める。通常の電球より消費電力の少な
い「電球形蛍光灯」への切り替えに着手。一部の店では発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の実
験を始めた。外食業界などに対し使用エネルギーの削減を求める２０１０年４月の改正省
エネ法施行まで１年を切っており、対策を急ぐ。 電球形蛍光灯はすでに「ガスト」と中華
の「バーミヤン」の１３００店超に導入した。和食の「夢庵」など残るブランドについても順
次、通常の電球から切り替える方針だ。電球形蛍光灯に切り替えた１３００超の店の合計
で、年７５００トンの二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量を削減できるとみる。同社から出るＣＯ２
の約２％に相当する。

2009年7月22日

岩崎電気は２１日、発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った道路用照明や防犯灯など１４種を同日
発売したと発表した。既存の照明器具のデザインをそのまま採用。光源を水銀ランプから
ＬＥＤに変更した。１日１０時間点灯する場合でも、ランプを１０年以上取り換えずにすむと
いう。国や地方自治体に売りこみ、合計で年間１万台の販売を目指す。 道路用照明は
「ＬＥＤｉｏｃ（レディオック）ＲＯＡＤ」、防犯灯は「レディオック ＳＴＲＥＥＴ」のブランド名で販売
する。同じ明るさの水銀灯と比べ消費電力を６〜７割抑えられる。

2009年7月22日 次世代光源 取り扱い簡単

異業種が「越境」 パナ電工など 防戦へ足場固め

2009年7月22日

オーデリックは住宅用照明器具の大手メーカー。地球環境問題に注目が集まる中、長寿
命で省エネ効果が高いＬＥＤ（発光ダイオード）照明開発に取り組む同社の企業姿勢を伊
藤雅人社長に聞いた。 ――ＬＥＤ照明器具を積極的に開発していると聞いているが。
「今年６月に新製品を発表した。今年のテーマは、エコとデザインの融合だ。地球温暖化に
対応した環境負荷の少ない機能性を持たせつつ、デザイン性にも優れた『あかり』を提案
する。ＬＥＤ照明器具は今年１６０点の新製品を発売し、３２０製品にまで充実させた。今３
月期はＬＥＤ照明で１０億円の売上を目指すつもりだ」

2009年7月22日

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）「Ｌｉｇｈｔ Ｂｒｉｄｇｅ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（あかりの架け橋）」は２
４日、山形県米沢市の伝国の杜・置賜文化ホールで「進化し続ける光源・有機ＥＬ照明」と
題した無料のシンポジウムを開く。第１部は有機エレクトロニクス研究所（山形県米沢市）
の城戸淳二所長が「次世代デバイスとしての有機ＥＬ」と題して講演する。 このほかにも
「照明デザインとしての有機ＥＬ」「地域活性化の起爆剤としての有機ＥＬ」などといったテー
マで講演を開く。第２部は「有機ＥＬ産業形成への課題」と題したパネル討論を企画してい
る。
パナソニック電工は２２日、業界で初めてメーン照明に発光ダイオード（ＬＥＤ）を採用した
洗面化粧台「ＮＥＷウツクシーズ」シリーズを９月２４日に発売すると発表した。手を差し出
した時だけ水が流れるセンサー式の自動水栓も搭載。節電・節水機能の高さを売りに、月
間３５００台の販売を目指す。 本体上部に配置した計１０個のＬＥＤが、顔や髪などを明
るく照らす。従来の蛍光灯に比べ５倍の長寿命なうえ、消費電力も約３割削減できる。蛍
光灯よりスリムなＬＥＤを採用したことで、ミラー内部の収納容量が約１８％増加。大きなヘ
アドライヤーなども無理なく置けるようになった。
大日本印刷はグラビア印刷機でガラス板に色素を塗布し、有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッ
センス）パネルを生産する技術を確立した。主流のマスク蒸着方式に比べ、材料としての
色素のコストを１２分の１程度に減らせる。まずは文字などの可変情報を表示する電光表
示パネルとしての活用を想定し、２０１０年春の実用化を目指す。 有機ＥＬの発色に使う
インク状の色素を、グラビア印刷方式でムラなく塗布することに成功した。３０センチメート
ル角、厚さ０・７ミリメートルのガラス基材に、厚さ１６０ナノ（ナノは１０億分の１）メートルの
３層の有機ＥＬ層を形成。各層の膜の厚みはバラツキが通常のテレビよりも少なく、輝度の
ムラも生じない。

洗面化粧台にＬＥＤ、パナ電工、自動水栓も搭載

日経産業新聞

2009年7月23日

有機ＥＬパネル、色素コスト１２分の１に、大日本印刷、蒸気
にせず印刷。

日経産業新聞

2009年7月23日

シャープ、LEDダウンライト発売、トップ級665ルーメン

電波新聞

2009年7月24日 普及している白熱電球60形を使用したダウンライトとほぼ同等の明るさで、消費電力が約

シャープは、消費電力10W未満のダウンライトLED照明で業界トップクラスの明るさ665lmを
実現した、業務用ダウンライトLED照明60形6機種を7月27日から順次発売する。一般的に
6分の1、電源一体型で100/200V対応。高演色（Ra92）タイプと高効率タイプがあり、光色
は昼白色相当、電球色相当をそろえる。

岩崎電気は、LED照明器具「LEDiocシリーズ」の新製品として、道路灯と防犯灯の全14品
番を発売した。新製品は車道用道路灯「ROAD PAZU（ﾛｰﾄﾞﾊﾟｽﾞｰ）」、歩道用道路灯

岩崎電気、LED照明道路灯と防犯灯発売、水銀ランプ比62%
電波新聞
削減

2009年7月24日 「ROAD co-PAZU（ﾛｰﾄﾞｺﾊﾟｽﾞｰ）」、従来品比明るさ40%向上の防犯灯「STREETⅡ（ｽﾄﾘｰﾄ

日本電球工業会が評価試験、蛍光灯形LED照明、明るさ・安
日経産業新聞
全が未成熟

2009年7月24日 り重い製品も散見された。工業会は蛍光灯を代替する省エネランプとしては未成熟と結論

シントク、ＬＥＤ照明事業に参入、不振の液晶装置補う。

蛍光灯形ＬＥＤ照明、明るさ・安全「未成熟」、電球工業会が
評価試験

日本経済新聞

日経産業新聞

Ⅱ）」、水銀ランプ100W用防犯灯の代替「STREET LUNAⅡ（ｽﾄﾘｰﾄﾙﾅⅡ）」。ROAD PAZU
は114Wで0.7cd/㎡を達成し、水銀250W用道路灯と同等の明るさで、電力量を62%削減。

日本電球工業会は、細長い蛍光灯の形をしたLED照明について、性能と安全性の評価試
験を実施した。これらのLED照明は一般の蛍光灯と比べ真下でも30-40%暗かった。基準よ
づけ結果を公表する意向。

2009年7月24日

産業機械などを製造するシントク（長野県諏訪市、小坂紳之助社長）は発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）照明事業に参入する。電力消費量が他社製品より少ない商品を来月にも発売する。
本業の液晶製造装置関連は不振が続く一方、二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量削減を見込ん
でＬＥＤ照明を採用する企業は増えている。早期にＬＥＤ照明の商品を拡充して新たな収益
源に育てる。 このほどＬＥＤ開発事業部を立ち上げた。ＬＥＤ照明の開発者を他社から採
用して、研究開発にあたっている。

2009年7月24日

日本電球工業会は、細長い蛍光灯の形をした発光ダイオード（ＬＥＤ）照明について、性
能と安全性の評価試験を実施した。これらのＬＥＤ照明は一般の蛍光灯と比べ真下でも３
０～４０％暗かった。基準より重い製品も散見されたという。工業会は「蛍光灯を代替する
省エネランプとしては未成熟」と結論づけ、２４日にも結果をインターネット上で公表する意
向だ。 国内外のメーカー７社が販売している蛍光灯形ＬＥＤ照明の明るさや消費電力、
演色性（色の見え方）などを検証した。消費電力は蛍光灯より少ない機種が多いが、真下
の明るさを示す「直下照度」は蛍光灯の６０～７０％にとどまった。全体の光量を示す「全
光束」は４０～４５％しかなかった。
ＩＤＥＣは東京都中央区のソニービル１階エントランスホールに、１７３の照明器具を対象
とする発光ダイオード（ＬＥＤ）照明システムを納入した。ＬＥＤ電源と調光制御、タイムスケ
ジュール制御を組み合わせたシステムで、ＬＥＤチップ以外を担当した。受注額は非公表。
有名施設での採用を追い風に、事業の拡大を狙う。 ＩＤＥＣは４月から、業務用オーダー
ＬＥＤ照明システムの受注を始めた。ソニービルは７月から０―１００％まで調光できるＬＥ
Ｄライトパネル向けシステムと、オンオフのみのＬＥＤダウンライト向けシステムを使用して
いる。ＩＤＥＣは２０１０年３月期にＬＥＤ照明事業で売上高１０億円を目指しており、今回の
受注実績を新規採用に役立てたい考え。

ＩＤＥＣ、ソニービルにＬＥＤ照明納入

日刊工業新聞

2009年7月24日

三菱電機 上位２社を追撃 ＬＥＤ照明５倍の１０００機種へ

ＦｕｊｉＳａｎｋｅｉ Ｂｕ
ｓｉｎｅｓｓ ｉ．

2009年7月25日 明らかにした。蛍光灯などに比べ消費電力が少ないＬＥＤ照明は環境への配慮から国内

建設工業新聞

2009年7月25日 は会員の羽場千尋さん（アーキズム建築設計事務所）があかりに関する講演会を企画。

心理と生理への配慮も／あかりテーマに講演会／ＪＩＡ福井
／

三菱電機は２４日、省エネルギー効果が高いＬＥＤ（発光ダイオード）照明器具の業務用
商品の拡充を急ぎ、２０１２年度に現在の約５倍の１０００機種に大幅に引き上げる方針を
需要の拡大が見込まれており、品ぞろえの強化を急ぎ、パナソニック、東芝の上位２社を
追撃する。
社団法人日本建築家協会（ＪＩＡ）北陸支部福井地域会（五十嵐清人会長）は２３日夜、福
井市松本の福井県職員会館で７月例会を開き、照明設計に対する認識を深めた。 今回
大光電機経営戦略室広報部の中尾晋也氏が「あかりの変遷、これからのあかり」をテーマ
に講演した。
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4. 新 聞
題目

城戸教授のＮＰＯ法人、有機ＥＬ専門家育成、米沢に塾、来
春にも開講

環境生かし闇をつくる 照明デザイナー 松下 美紀さん

新聞名

日本経済新聞

西日本新聞

地場産業守る創る（４）山形・米沢、有機ＥＬに希望の灯（北風
日本経済新聞
南風）

地場産業守る創る（４）山形・米沢、有機ＥＬに希望の灯

有機ＥＬ照明の人材育成、山形大教授ら、ＮＰＯ設立。

ダウンライト用ＬＥＤ照明、シャープ、機種を拡充

ＴＯＴＯ、浴槽の底面にＬＥＤ照明。

日本経済新聞

日経産業新聞

日経産業新聞

日経産業新聞

発行年月日

概要

2009年7月25日

有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）研究の第一人者、城戸淳二山形大学教授らが特定
非営利活動法人（ＮＰＯ法人）を設立、来春をメドに山形県米沢市を中心に「有機ＥＬあか
り塾」を開講する。次世代照明として有機ＥＬが事業化段階を迎える中、新しい産業集積
のためには幅広い分野で中核となる人材の育成が不可欠と判断した。 運営主体は「Ｌｉｇ
ｈｔ Ｂｒｉｄｇｅ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ＪＡＰＡＮ」（あかりの架け橋、東京・渋谷）。理事長に照明デザ
イナーの落合勉氏、副理事長には城戸教授と大谷義彦日本大学教授が就任した。今月
初めにＮＰＯ法人格を取得。事業の第１弾として２４日、米沢市内で記念シンポジウムを開
いた。

2009年7月26日

自然光が降り注ぐアーケードは夜の訪れとともに一転、表情を変える。熊本市中心部を
南北に走る下通商店街。ガラス張りの天井は夜空を映し、青緑色の光源が点々と散らば
る。まるで星空の下を歩くようだ。 今年５月の改築で、昼夜を問わず電灯が煌々（こうこ
う）と灯る従来の商店街のイメージを覆したのは松下美紀さん（４８）。明々と輝く照明は使
わず、落ちついた色味の発光ダイオード（ＬＥＤ）を天井に配した。 「私の仕事は闇をデザ
インすること。無用な光を抑えることで陰影が浮かび、立体的な美しさが出る」
第一人者核に次世代照明へ ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」ブームに沸く山形県米沢市。
「愛」の兜（かぶと）で一躍有名になった戦国武将、直江兼続ゆかりの地として連日、県内

2009年7月27日 外から観光客が押し寄せる。その目玉の一つ、「天地人博２００９」開催中の伝国の杜に今
月１６日、戦国時代とは対極的な近未来を思わせる展示施設が突如現れた。

2009年7月27日

ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」ブームに沸く山形県米沢市。「愛」の兜（かぶと）で一躍有名に
なった戦国武将、直江兼続ゆかりの地として連日、県内外から観光客が押し寄せる。その
目玉の一つ、「天地人博２００９」開催中の伝国の杜に今月１６日、戦国時代とは対極的な
近未来を思わせる展示施設が突如現れた。 「これ何？」「へぇ～、こんな薄いんだね」。
厚さわずか数ミリのパネルの面全体が発光する様子を見上げ、親子連れらが驚きの声を
あげた。有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）を使った新しい照明器具の展示ラウンジだ。

2009年7月28日

【山形】有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）研究の第一人者、城戸淳二山形大学教授ら
が特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）を設立、来春をメドに山形県米沢市で「有機ＥＬあか
り塾」を開講する。次世代照明として有機ＥＬが基礎・実用化研究から事業化段階を迎える
中、新産業集積のためには幅広い分野で中核となる人材の育成が不可欠と判断した。
運営主体は「Ｌｉｇｈｔ Ｂｒｉｄｇｅ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ＪＡＰＡＮ」（あかりの架け橋、東京・渋谷）。理
事長に照明デザイナーの落合勉氏、副理事長には城戸教授と大谷義彦日本大学教授が
就任した。７月初めにＮＰＯ法人格を取得、第１弾事業としてこのほど、米沢市内で「進化
し続ける光源・有機ＥＬ照明」と題する記念シンポジウムを開いた。

2009年7月28日

シャープは２７日、オフィスや工場、レストランなどで使うダウンライト用のＬＥＤ（発光ダイ
オード）照明２機種を発売した。８月２５日に４機種を追加する。業務用で需要の多い６０
ワット白熱電球と明るさが同等な機種の投入でシェア拡大を目指す。６機種合計で月間３
０００台を生産する。 発光効率の高いＬＥＤを採用し、消費電力１０ワット未満のダウンラ
イトＬＥＤ照明では最高水準の明るさとなる６６５ルーメンの機種などを用意。器具と電源部
を一体にして設置しやすくした。

2009年7月28日

ＴＯＴＯは発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を底面に配置した浴槽「ルミニストバス」を９月１５
日に発売する。特殊な表面処理を施して照明の光が柔らかく広がるようにしており、幻想
的な雰囲気を作り出せるという。同社が持つデザイン性に優れた商品群「ＴＯＴＯ ＮＥＷ
ＭＡＴＥＲＩＡＬ」の高級ラインアップに位置づける。 ルミニストバスの価格は２４１万５０００
円（工事費は別）。欧州市場で好評だったため、日本でも発売する。ＴＯＴＯは８月から順
次、欧州で先行発売した水栓や洗面器などを日本市場に投入する計画で、今回もその一
環となる。
東北デバイスが力を入れているのは「新たな照明」の提案だ。蛍光灯や発光ダイオード
（ＬＥＤ）に代わる次世代の光源として「有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）パネル」の普及

挑む県内企業 １１６／東北デバイス（六ケ所）／「次世代の
東奥日報
照明」提案／有機ＥＬ普及へ先手

2009年7月28日 を目指す。 「『光あるところに有機ＥＬあり』がスローガン。消費電力が少ない、薄くて軽

札幌市、街路灯にLED照明を実証実験、CO2排出6割削減

2009年7月29日 63%、電気料金を48%削減できる。電柱に取り付けられた水銀灯をLED照明に切り替え、期

大阪府、管理公園など全照明LED化

日本経済新聞

読売新聞

デニーズ、ＣＯ２抑制店、千葉に実験開業――太陽光発電や 日経ＭＪ（流通新
ＬＥＤ。
聞)

半値の電球も登場、ＬＥＤ商戦スイッチオン、ビックやエディオ 日経ＭＪ（流通新
ン、売り場拡大。
聞)

街路灯にＬＥＤ照明、札幌市が実証実験へ――ＣＯ２排出、６ 日本経済新聞
割削減。
地方経済面

蛍光灯形ＬＥＤ照明、明るさ・安全「未成熟」、電球工業会が
評価試験。

日経産業新聞

い、複雑な配線がいらない―といった利点を生かし、有機ＥＬを広く知ってもらえるようチャ
レンジを続けたい」と、相馬平和社長（５８）は意気込む。
札幌市は街路灯をLED照明に切り替える実証実験を行うと発表した。明るさや色合いなど
の市民の感じ方や、冬季の維持管理上の課題などを検証する。1基当りCO2排出量を

2009年7月29日

間は9月から来年3月まで。
大阪府は、府が管理する国定公園・府営公園の外灯や、府所管の国道・府道の街路灯な
ど計約2万4000本の照明全てを現行の水銀灯などから省エネ効果が高いLEDに数年がか
りで切り替える方針を明らかにした。将来的に市町村と連携して駅前や歩道など生活道路
の街路灯もLEDにして、環境先進都市・大阪をアピールする。全照明のLED化は都道府県
で初めて。

2009年7月29日

セブン＆アイ・フードシステムズは太陽光発電システムなど二酸化炭素（ＣＯ２）の発生を
抑制える機器を備えた「デニーズ検見川店」（千葉市）を開業した。環境に配慮した実験店
という位置づけで、実際のＣＯ２排出の抑制量などを計測。ほかの店舗に導入する機器な
どの選定に生かす。 既存の検見川店を一度取り壊し、同じ場所に新店を建て直した。同
社では初めてソーラーパネルを店舗や駐車場の屋根に設置。発電した電気を客席や厨房
の照明に利用する。蓄電設備も設け、昼間ためた電力を夜に使用する。従来、蛍光灯や
ネオン管を使用していた店内照明と看板照明を、すべて発光ダイオード（ＬＥＤ）に切り替え
たのも同店が初めて。

2009年7月29日

家電量販店各社が、住宅用の発光ダイオード（ＬＥＤ）電球の販売に本格的に乗り出す。Ｌ
ＥＤ電球は高価格がネックだったが、７〜８月に従来の半額程度の製品が相次ぎ登場。環
境志向の機運を追い風に、需要を見込む。各社は専用売り場を設け、省エネルギー効果
を知らせる販促物を掲示。まずは業務用の注文が多いようだが、将来は電球形蛍光灯に
代わって主流の照明になるとみている。 ビックカメラはこのほど、ＬＥＤ電球を集めた売り
場で、「ＬＥＤならば省電力で熱くなりにくい」などと特徴を説明するポスター類を設置した。

2009年7月29日

札幌市は街路灯をＬＥＤ（発光ダイオード）照明に切り替える実証実験を行うと発表した。
明るさや色合いなどの市民の感じ方や、冬季の維持管理上の課題などを検証する。水銀
灯からＬＥＤ照明に交換すれば、１基当たりの二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量を６３％、電気
料金を４８％削減できると試算しており、環境負荷の軽減と経費削減を同時に進める。
札幌市西区の発寒地区で、電柱に取り付けられた水銀灯をＬＥＤ照明に切り替える。実験
期間は９月から来年３月まで。ＬＥＤ照明は照明器具メーカーに実験への参加を呼びかけ
寄贈してもらう予定。２０基程度の導入を見込んでいる。

2009年7月29日

日本電球工業会は、細長い蛍光灯の形をした発光ダイオード（ＬＥＤ）照明について、性能
と安全性の評価試験を実施した。これらのＬＥＤ照明は一般の蛍光灯と比べ真下でも３０
〜４０％暗かった。基準より重い製品も散見されたという。工業会は「蛍光灯を代替する省
エネランプとしては未成熟」と結論づけ、２４日にも結果をインターネット上で公表する意向
だ。 国内外のメーカー７社が販売している蛍光灯形ＬＥＤ照明の明るさや消費電力、演
色性（色の見え方）などを検証した。消費電力は蛍光灯より少ない機種が多いが、真下の
明るさを示す「直下照度」は蛍光灯の６０〜７０％にとどまった。全体の光量を示す「全光
束」は４０〜４５％しかなかった。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
昭和電工は２８日、照明用の有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）素子で、４０％の光の
取り出し効率を達成したと発表した。１ワットの電力を流したときに発生する光の束を同社
従来比で２倍の３０ルーメンに高めた。塗布型有機ＥＬ素子としては世界最高水準となる。
２０１０年春に照明器具メーカーにサンプル出荷を始める計画だ。 開発したのは塗布リン
光型の高分子有機ＥＬ素子。陽極と陰極の間に光の反射を調整する誘電体層を挟むこと
で、光の屈折で取り出しにくい光を取り出しやすくした。誘電体層が電気エネルギーで光に
変換しなかった熱を素子の外部に放出するため、素子の損傷を防ぎ、長寿命化にもつな
がるという。

有機ＥＬ素子、光取り出し効率４０％、昭電、塗布型で最高水
日経産業新聞
準

2009年7月29日

大阪の街を安く明るく 府管理の公園、道路を全照明ＬＥＤ化 大阪読売新聞

2009年7月29日 発光ダイオード（ＬＥＤ）に数年がかりで切り替える方針を明らかにした。将来的に、市町村

大阪府は２８日、府が管理する国定公園、府営公園の外灯や、府所管の国道、府道の
街路灯など計約２万４０００本の照明すべてを、現行の水銀灯などから省エネ効果が高い
と連携して駅前や歩道など生活道路の街路灯もＬＥＤにして、環境先進都市・大阪をア
ピールする狙いだ。府によると、全照明のＬＥＤ化は都道府県で初めてという。

大塚商会、特殊用途のＬＥＤ照明を発売

日本経済新聞

大塚商会は化学工場で引火しにくい照明として使われる「防爆灯」など、特殊用途のＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）照明を８月に発売する。現在「防爆灯」に使われている水銀灯より消

2009年7月31日 費電力が少ない。特殊用途の製品も扱うことで２００９年１２月期にＬＥＤ照明で２５億円の
売り上げを目指す。
滋賀県長浜市元浜町の「黒壁ガラス館」広場に、ピラミッド形のガラス造形品がお目みえし
た。夜間は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明で幻想的な光を放ち、市民や観光客らを楽しませ

ガラスのピラミッド光る 長浜

京都新聞

2009年8月1日 ている。
同館を運営する第三セクター「黒壁」が、街中を飾るガラス造形品のデザインを全国から
公募する「長浜アーバングラスコンぺティション」に合わせ、試作品として制作した。

色鮮やか岩泉・龍泉洞 1日からライトアップ

岩手日報

2009年8月1日

国の天然記念物に指定されている岩泉町岩泉の龍泉洞は１日から１２月３１日まで、洞
内の「月宮殿（げっきゅうでん）」と「第１地底湖展望台」を発光ダイオード（ＬＥＤ）でライト
アップする。３１日には先行ライトアップが行われ、色鮮やかな光が鍾乳石を照らし、洞内
を幻想的に彩った。
ＬＥＤ照明は洞内に２８カ所設置され、１０秒間隔で青や赤、緑など多彩な色に変化す
る。龍泉洞入り口近くの月宮殿では、広い空間を照らし、さまざまな鍾乳石の表情が楽し
める。
ＬＥＤ照明はパナソニック電工（本社・大阪府）が設置。１６７０万色を発色することがで
き、季節ごとに配色を変えることも可能だという。
クリスタル光学（大津市、桐野茂社長、０７７・５７３・２２８８）は、９月に稼働予定の京都
工場（京都府南丹市）で、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明機器の組み立てを始める。既存照明
機器に比べ省エネ性能が高く需要拡大が見込めるため、新規事業として本格展開するこ
とにした。月間１万台の生産を目指す。 同社はこれまでも、本社工場でごく少数のＬＥＤ
照明機器の組み立てを行ってきた。今後、官庁や学校、工場周辺の投光機に使う水銀灯
をＬＥＤに代える動きが増えるとみて、京都工場での本格生産を決めた。

クリスタル光学、京都工場を来月稼働－ＬＥＤ照明を本格生
産

日刊工業新聞

2009年8月3日

祭りもエコ 弘前ねぷたまつりにＬＥＤねぷた登場

陸奥新報

2009年8月3日 明仁代表）は弘前ねぷた史上初の発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った前ねぷたを運行し、沿

弘前ねぷたまつりは２日、初日に続いて審査合同運行が行われ、３７団体が威勢の良い
掛け声と囃子（はやし）を響かせ、雨を突いて堂々と練り歩いた。大浦為信侫武多會（兼平
道に詰め掛けた観客の注目を浴びた。

日本創造会議、会員番号００６、山形大教授城戸淳二氏

日本経済新聞

2009年8月4日

第２部技術立社特集――逆境こそ新市場創造のチャンス、
技術で勝ち抜け。

日経産業新聞

2009年8月5日

ＬＥＤ電球で家の省エネ点灯――価格下がり「買いたい」２
７％（買い物ウオッチ）

日本経済新聞

2009年8月5日

デジカメ、脱・画素競争、ニコン、プロジェクター内蔵、有機ＥＬ
日経産業新聞
搭載品も投入

コニカミノルタテクノロジーセンター社長・駒村大和良氏

東芝、３ヵ年目標大幅下げ―環境分野は重点育成

三洋電、１０００人再配置－月内合意へ労組と協議

海外・新事業、出光、３０００～５０００億円投資、３年で、社
長、農業参入も検討

化学工業日報

日本経済新聞

日刊工業新聞

日本経済新聞

材料化学者の城戸淳二氏（５０）は、有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）研究で世界を
リードする。大学発の技術を核に日本企業の優れた技術をうまく結集させれば、地方でも
競争力ある産業が育つと唱える。文・永田好生 ２００２年度にスタートした５年間の国家
プロジェクト「高効率有機デバイスの開発」で研究総括責任者を任された。６０インチ有機Ｅ
Ｌディスプレーを開発目標に掲げたが産業界は事業化に及び腰で、経済産業省も目標を
取り下げた。はらわたが煮えくり返る思いをしたという。
ＣＯ２削減 知恵絞る 技術力が企業の競争力を今まで以上に左右しようとしている。い
い例が温暖化対策だ。二酸化炭素（ＣＯ２）の排出削減に貢献する太陽光発電、バイオプ
ラスチックなどは新しい市場を生み、開発で先行する企業はひと足早く復活への足がかり
をつかみつつある。不況の出口は見えないが、技術をバネにした需要創造は着実に進み
始めた。
家庭の照明に発光ダイオード（ＬＥＤ）電球がともり始めた。７月半ば以降、従来の約半分
の価格の商品が次々と登場。消費電力の低さにひかれて、節約したい人や環境意識の高
い人が飛びついた。日本経済新聞の調査では２７％が購入したいと答えた。ただ価格は白
熱電球の３０倍以上といぜん高く、家全体を照らすほどの明るさはないようだ。 「太陽光
だけで電気をまかなえるようにしたい」。東京・秋葉原の家電量販店オノデンを訪れた男性
は、この半月でＬＥＤ電球を６個買った。

2009年8月5日

ニコンは４日、秋冬商戦に向けたコンパクト型デジタルカメラ「ＣＯＯＬＰＩＸ」の新製品５機
種を一斉発表した。２８日から順次発売する。プロジェクター内蔵や有機ＥＬ（エレクトロ・ル
ミネッセンス）モニターの採用など、特徴的な製品をそろえた。消費者に訴えやすい指標の
１つである画素数は新味がなくなっている。新しい使い方や特徴的な機能を前面に出す動
きが活発になりそうだ。 「Ｓ１０００ｐｊ」はニコンが独自開発した小型プロジェクター機構を
カメラ本体に内蔵した。専用ボタンを押すだけで、撮影した画像や動画を簡単に投影して
大勢で観賞できる。例えば２メートル先の壁や天井に投影すると、４０型テレビ相当の大画
面で眺める感覚という。

2009年8月5日

「私自身、当初から有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）照明の開発に携わってきた。１０
年度中の事業化を控え、同製品を当社の開発テーマの中心に掲げ責任を持ってやり遂げ
たい」と話すのは、４月にコニカミノルタテクノロジーセンター（コニカミノルタＴＣ）社長に就
任した駒村大和良社長。コニカミノルタグループの新規事業の柱の育成へ向け、組織改
編を含め体制を整備していく。 コニカミノルタＴＣは、グループ各事業会社の研究開発拠
点としての役割を担っている。駒村社長は「中長期の視点に立った技術開発や、共通基盤
技術を活用したグループ企業への支援が当社のミッション」と説明する。

2009年8月6日

足元の収益環境の改善には半導体やデジタル機器という不振分野のテコ入れが優先課
題。しかし「持続的な成長」を実現するには原子力発電プラントやＮＡＮＤ型フラッシュメモ
リーに続くグローバル事業の育成が欠かせない。最も期待をかけるのが環境関連だ。
次世代送電網である「スマートグリッド」関連では電力網制御、監視装置、蓄電池、宅内測
定器（スマートメーター）などを一体システムとして展開し、１５年度に１０００億円の売り上
げを目指す。太陽光発電でも海外市場の開拓を加速する。

2009年8月6日

三洋電機は照明用以外の発光ダイオード（ＬＥＤ）事業からの撤退やショーケース生産の
一部をタイに移管することなどに伴い、１０００人規模の人員再配置案を７月末に労働組合
側に申し入れた。８月中の合意に向けて協議している。転勤などの理由で再配置に応じら
れない社員に対しては早期退職を募る。 ５月に公表した経営体質強化策の一環。対象
は鳥取市の電子デバイス部門や群馬県大泉町の業務用機器部門など。再配置する人員
は、太陽電池や二次電池などの重点投資事業部門に振り向ける。

2009年8月6日

出光興産の中野和久社長は５日、２００９～１１年度の３年間で海外や新規事業などの
成長分野に３千億～５千億円を投資する方針を明らかにした。また自社で手掛ける微生
物農薬や新エネルギーを活用して農業への参入を検討する考えも示した。国内石油市場
の縮小が加速するなか、新規分野の開拓を急ぐ。 年内にまとめる３カ年の中期経営計
画の投資総額は４千億～６千億円（前中計の０５～０８年度は約３４００億円）となる見込
みで、中野社長は「うち７～８割を戦略分野に振り向ける」と述べた。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要

2009年8月7日

東レ・ダウコーニング（東京・千代田）はこのほど液晶テレビやパソコンに使う高輝度な発
光ダイオード（ＬＥＤ）向けの封止材の販売を開始したと発表した。ＬＥＤメーカーが各社で
異なる封止方法にも対応し、作業効率を高めたのが特長。国内のＬＥＤメーカーなどに売り
こむ。 ＬＥＤ用の封止材は主にＬＥＤ用基板を水分やホコリ、外部からの衝撃などを保護
するために使う。東レ・ダウコーニングの新材料は原料に無色で透明なシリコーン樹脂を
採用。光を取り出しやすいため、液晶テレビやノート型パソコンのバックライト（光源）の高
輝度なＬＥＤ向けに使う。新材料はＬＥＤ基板を他の材料と一括で封止する方法など、主流
のディスペンス方式と異なる方式にも対応した。

2009年8月7日

福西電機（本社・大阪市北区、新西文仁社長）は４日、同社ビル７階ホールで大阪建築
設備設計事務所協会の協賛の下、環境・省エネ研修会を開催した。 研修会には設計、
工事関係者ら約６０人が出席。第１部では、ＬＥＤ照明の今後の市場性など環境省エネ照
明器具の最新動向について説明。第２部では、太陽光発電の市場動向や球状シリコン太
陽電池の納入事例や、今後の展開について解説した。出席者らはメモを取るなど熱心に
聞き入っていた。

2009年8月7日

昭和電工はこのほど、有機ＥＬ素子で世界トップクラスとなる約４０％の光の取り出し効率
を達成し、同社が開発中の塗布りん光型高分子有機ＥＬ素子の発光効率が世界最高水準
となる３０ルーメン／ワットに向上したと発表した。今後は米国の非営利研究機関ＳＲＩイン
ターナショナル並びに伊藤忠プラスチックスと共同で早期事業化を推進し、来年から照明
市場向けに本格的なサンプル販売を開始する。また、２０１５年までに発光効率１５０ルー
メン／ワット・白色の輝度半減寿命５万時間の達成により、蛍光灯の性能を凌駕する照明
用塗布りん光型高分子有機ＥＬ素子の事業化を目指す。

2009年8月7日

２０１０年４月から改正省エネ法が施行される。省エネ型の次世代照明としてＬＥＤ（発光
ダイオード）照明と有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）照明のマッチレースとなろう。 世
界の照明機器市場は３兆円を超える。いずれこの２割程度を省エネ型照明が占めるのは
必至である。ＬＥＤ電球も１個４０００円まで低価格化が進む一方、有機ＥＬ照明の実用化
は１０年となる。ＬＥＤは自動車、信号機、車両用室内灯、液晶バックライトや植物工場向
けに需要が着実に伸びている。有機ＥＬも省電力型ディスプレー分野を開拓していく。

2009年8月8日

ディスコは７日、２０１０年３月期通期の連結最終損益が１億円の黒字になりそうだと発表
した。前年同期比６０％減と低水準だが、従来予想の１４億円の赤字から一転し黒字を確
保する。顧客の生産調整が一巡し、半導体チップを切断、研削する器具の需要が回復。
発光ダイオード（ＬＥＤ）加工用の装置の出荷も想定より好調に推移する。 通期売上高は
前期比４％減の５１０億円を見込み、従来予想（１７％減の４４０億円）から７０億円上乗せ
した。半導体加工器具の出荷はピーク時の７割程度の水準まで回復。ＬＥＤ加工装置は台
湾や韓国などから高性能品の引き合いが増え、売上高は前期比２倍に伸びる。経費削減
が進み、営業利益も同１３倍の１０億円に上方修正した。

2009年8月8日

パナソニック電工（大阪府）は、岩泉町の龍泉洞で発光ダイオード（ＬＥＤ）照明によるライ
トアップを１日から行っている。同社の長榮（ながえ）周作代表取締役専務は７日、盛岡市
内丸の岩手日報社を訪れ、三浦宏社長らと懇談した。長榮専務にＬＥＤ照明の将来性など
を聞いた。 （聞き手は報道部・郷右近勤） ―龍泉洞ライトアップはＬＥＤ照明のＰＲに役
立っている。ＬＥＤの利点は。 「カラー演出できるほか環境にも優しく、建物の全部をＬＥＤ
照明にしたいという人も増えている。寿命が長いから交換の必要性がほとんどない。価格
が普通の照明器具の４～５倍と高いのがネックだが、それもどんどん下がっている」

2009年8月8日

鳥取市の竹内功市長は７日、三洋電機フォトニクス統括部（同市立川町５丁目）が製造
するＬＥＤ（発光ダイオード）の防犯灯を優先的に購入することを明らかにした。社員の半減
を計画している統括部を支援する。 ６月市議会に新設の防犯灯２３４本、交換８０本、計
３１４本の工事費を含めた２７４５万円の予算を計上。当初予算の８２２万円と合わせて３５
６７万円となった。 これらは町内会などへの通常の防犯灯設置費として組んだものだ
が、これを活用して同統括部や地元企業などが製造するＬＥＤ防犯灯の購入を検討する。

2009年8月9日

リポート２００９／有機ＥＬで世界に挑む／山形大、工学部に拠点整備 国内外の研究者
招く／産学官の連携強化が鍵 山形大が、有機ＥＬなど有機エレクトロニクスの世界的な
研究拠点を、米沢市の工学部に整備する計画を進めている。同大には有機ＥＬ研究の第
一人者、城戸淳二教授がおり、この分野は「山形大の強み」（結城章夫学長）。海外から一
線で活躍する研究者を招くなど大掛かりな計画だが、研究を実用化に結び付けるには課
題も多い。（山形総局・跡部裕史）

2009年8月10日

建築資材や住宅設備機器を販売するエービーシー商会（東京・千代田、佐村健社長）は
発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を内蔵した洗面台「ラピードＬＥＤカウンター ＲＨＳ―ＥＬＤタイ
プ」を発売した。ボウルの周囲に小さな光が輪を描くように配置した特徴的なデザインに仕
上げた。透過率の高い天板に照明を埋め込み、幻想的な空間を演出できるという。 ボウ
ルの深さは約１４センチメートルで容量は６リットル。店舗やホテル、住宅での設置を想
定。価格は２２万３６５０円から。１年間で１億円の売上高を目指す。

トッキ、収益安定へ研究開発拡充、有機ＥＬ装置軸に差別化
化学工業日報
技術など

2009年8月10日

同社は今後も安定した収益を得ることを目標に掲げ、そのための方策として研究開発の
拡充を図る。同社の主力製品は有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）製造装置と薄膜太陽
電池製造装置。前期は下期に入って有機ＥＬ装置の受注が大きく減少したが、中長期的に
は両分野とも市場の拡大が見込まれており、共通設計の推進、流用率の向上、さらなる
原価低減を進めると同時にユーザーが要求する製品開発を強化する。高性能化と低価格
化、差別化技術の開発も行う。

比叡山延暦寺がライトアップ－今年から環境に配慮しLED照 びわ湖大津経済
明採用
新聞

2009年8月11日 より始まり、開催は今年で13回目。 照明には今年から初めてLEDを採用。消費電力の

ＬＥＤ用封止材、作業効率を向上、東レ・ダウコーニング、異
なる方式に対応。

環境・省エネ研修会を実施 福西電機

日経産業新聞

建通新聞

昭和電工／高発光有機ＥＬを開発／照明市場向けに製品化 鉄鋼新聞

谷洸武・日本株の底力＝「次世代照明」のマッチレースに注
目――コニカミノルタ、三菱ケミカルＨＤ

ディスコ、黒字を確保、今期最終損益。

次代担うＬＥＤ照明 エコ志向の流れ受け パナソニック電
工・長榮専務に聞く

鳥取市、ＬＥＤ防犯灯 三洋支援で優先購入

株式新聞

日本経済新聞

岩手日報

日本海新聞

有機ＥＬで世界に挑む／山形大、工学部に拠点整備／国内 河北新報

エービーシー商会、ＬＥＤ照明使い、洗面台幻想的に

日経産業新聞

びわ湖環境ビジネスメッセ、最高の３０５団体出展、１０月２１
日経産業新聞
～２３日、長浜市で

ランゲート、小・中学校向けＬＥＤ蛍光灯レンタル事業を強化 日刊工業新聞

天台宗総本山である比叡山延暦寺（大津市坂本本町、TEL 077-578-0047）で8月11日、
東塔一帯をライトアップする夏の夜間特別拝観「法灯花（ほうとうか）」が始まった。1997年
少ない照明を使うことで環境にも配慮する。メーンとなる根本中堂をはじめ、大講堂、文殊
楼がライトアップされ、一帯が幻想的な雰囲気に包まれる

2009年8月11日

滋賀県は１０月に開く環境ビジネス見本市「びわ湖環境ビジネスメッセ２００９」の出展者
が、過去最大の３０５団体となると公表した。１２回目の今年は１０月２１～２３日に長浜市
の県立長浜ドームで開催。環境関連技術、新製品、サービスなどを４９４小間で展示す
る。 出展者では国内企業が２４３社と昨年より３０社増え、不況下でも環境関連ビジネス
への関心の高まりをうかがわせた。地域も北海道から沖縄まで全国に広がり、規模別で
は中小が７４％を占めた。他に大学・自治体・団体などの産学官連携が２２者参加、海外
からの参加者などもある。

2009年8月11日

ランゲート（京都市中京区、大中忠生社長、０７５・８１３・３３４３）は、２、３年後に発光ダイ
オード（ＬＥＤ）蛍光灯レンタル事業の売り上げを月間８００万円に拡大する。現在は同２０
万円。ＬＥＤ灯の省消費電力、長寿命といった長所を訴求し、高価で導入しにくい難点をレ
ンタル形式で補う。環境意識の高い中堅企業や地方自治体などに利用を促す。 主力事
業のインターネットマンション向け通信サービスに加え、レンタル事業を強化し収益安定化
に役立てる。
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4. 新 聞
題目

新聞名

ＬＥＤのスポットライト、アドシステム（新製品）

日経ＭＪ（流通新
聞）

白熱電球一掃目指す、新潟県が協議会、１２年までに完了
へ。

日本経済新聞
地方経済面

汎用技術で障害者支援（下）利用者の視点でサポート

日刊工業新聞

トッキ、普及秒読み、市場拡大で恩恵――有機ＥＬ製造装置 株式新聞

発行年月日

概要

2009年8月12日

店舗の演出照明に利用する「４ワットＬＥＤスポットライト」。 レストラン、ホテルのロ
ビー、店舗の商品展示などに使用される５０ワットの反射鏡付きダイクロハロゲンランプの
代替需要を狙う。光学系を工夫することでダイクロハロゲンランプと同様のスポット光が得
られ、それでいて大幅な省エネ効果が期待できる。 ＬＥＤは軽量で衝撃に強く、フィラメン
トなど熱電子源を使用しないため寿命は４万時間とダイクロハロゲンランプの約１０倍以
上、消費電力は１０分の１以下。また、放射熱が少なく、展示物の熱による色あせや変色
を抑える。飛来昆虫を寄せ付けない利点もある。

2009年8月13日

新潟県は１２日、消費電力量の多い白熱電球の利用を減らすため、行政関係者や照明販
売業者などで構成する「新潟県白熱電球削減推進協議会（仮称）」を設立すると発表した。
２０１２年までの一掃に向け、電球型蛍光灯や発光ダイオード（ＬＥＤ）照明への切り替えを
加速する。 県内市町村や消費者団体、家電量販店、電球製造業者などに参加を打診し
ており、準備が整い次第設立する。電球型蛍光灯等の販売促進セールや展示会、省エネ
効果のＰＲなどを通じて、白熱電球からのシフトを促す取り組みを進める。

2009年8月13日

参加企業はパナソニック電工、ＴＯＡ、キクテック（名古屋市南区）、住友スリーエム、ユニ
バーサルコミュニケーション研究所（ＵＣＩ、東京都千代田区）の５社。駅前広場の三差路
に、音声で方向を案内するスピーカー内蔵の点字ブロックや、高輝度発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）を使った埋め込み型誘導灯、道路に直接貼りつけるタイプの案内図など、各社が得意
とする技術を組み合わせて歩行支援用の道案内システムを構築した。

2009年8月13日

トッキに再参戦妙味。有機ＥＬ製造装置事業の将来的な成長可能性に期待したい。 業
界団体の米ディスプレイサーチ社では、有機ＥＬディスプレーの市場規模は２０１６年には
７１億ドル（０８年実績比１１．８倍）になると予測している。トッキは有機ＥＬ製造装置で圧
倒的シェアを誇り、市場拡大の恩恵を大きく享受する立場にある。会社側では有機ＥＬテレ
ビの普及やモバイル向けの需要増などを受け、１３年ごろが加速の時期に当たると想定。
業界からは、装置の完成には半年から１年程度を要すことを考慮すれば、有機ＥＬテレビ
向け製造装置の受注は１１年ごろに盛り上がりをみせるのではないかとの声が聞かれた。
２００７年に施行された企業立地促進法の狙いは地域の特徴を生かした産業を集積する
こと。同法に基づいて企業立地の基本計画を策定した自治体は、国が用意したさまざまな
支援策を利用できる。同計画には数値目標や進出企業にどのような支援を用意するのか
を明記する。いわば企業誘致活動の“マニフェスト”だ。だが昨年秋以降、経済情勢は急
変し、産業界の設備投資意欲は減衰。工場などの誘致は同計画策定時に想定した通りに
は進まない。各地の企業立地の現状とマニフェスト実行のため何に取り組むのかを追う。

点検・企業立地マニフェスト（上）北海道・東北・関東甲信越
－集積業種絞り込み

日刊工業新聞

2009年8月13日

ＬＥＤ照明施設フォトラリー、徳島県が企画。

日本経済新聞
地方経済面

2009年8月14日 ると、抽選でＬＥＤの小物が当たる「光の８８カ所めぐりフォトラリー２００９」を始めた。ＬＥＤ

西陣織の柄、照明で表現 ＬＥＤで浮かび上がらせ 南区の
会社

高崎・洞窟観音がライトアップ＝群馬

オフィスは環境思い（写Ｄａｙ）

大阪読売新聞

東京読売新聞

徳島県は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を効果的に使った県内の観光施設などの写真を送
関連の産業集積を目指す「ＬＥ…

2009年8月18日

南区の精密機械製造会社「アイ工房」が、西陣織の製作過程で使う「紋紙」の模様などを
ＬＥＤ（発光ダイオード）の光で浮かび上がらせる照明器具を製作した。古田岩美社長（５
９）は「京都が誇る伝統工芸と、工業技術を融合させた新しいブランドを発信したい」と話し
ている。 同社は、携帯電話などに使われる電子基板を作る機械などを製造。その技術
を応用し、消費電力を白熱電球の数十分の１に抑えることができるＬＥＤを使った照明器
具の開発を進めてきた。

2009年8月18日

高崎市石原町の観音山中腹にある「洞窟（くつ）観音」で、発光ダイオード（ＬＥＤ）による、
洞窟内のライトアップが今月１６日まで行われた。同観音の荒井宏介理事（４１）によると、
涼しさを演出するとともに、奥行きを出すのが狙いといい、７月２５日から初めて行われ
た。４００メートルの洞窟内には、往生楽土をイメージして、原色系統で彩られた観音像３６
体があり、普段は蛍光灯で照らしている。今回は、コンピューター制御のＬＥＤによって、奇
岩とともに色を赤や紫、緑など刻々と変え、幻想的な雰囲気を醸し出していた。
清水建設は１８日、９月１日に開設予定の環境配慮型オフィスのショールームを公開した。
天井のパイプに冷温水を流してオフィスの温度を調整する空調システムや、発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）照明などを導入。オフィスのエネルギー消費を抑制し、二酸化炭素（ＣＯ２）排出
量を一般的なオフィスの半分にできる。 冷水で天井を冷やし、室内の温度を下げる放射
式の空調システムでは、太陽光が差し込む窓側に冷却効率を高める独自技術を採用し
た。
サンエスオプテック（東京都中央区、伴忠雄社長、０３・６８０３・１８４８）は、蛍光灯型発
光ダイオード（ＬＥＤ）照明「アプラ・カラーシリーズ」５色を９月上旬に発売する。同社は２２
日から大阪府で行われるイベント「水都大阪２００９」での天神橋ライトアップ用に３９０本の
カラーＬＥＤ蛍光灯を納入。これを機に商品化に着手した。定価は４０ワットタイプで２万９４
００円。初年度５０００本の販売を目指す。 天神橋は大阪市の大川にかかる３連アーチ
橋で全長約２２０メートル。橋げたとアーチ部分に、灯ろうをイメージしたオレンジ色のＬＥＤ
蛍光灯を飾り付ける。２２日から常時点灯する。

日経産業新聞

2009年8月19日

サンエスオプテック、蛍光灯型ＬＥＤ照明５色を来月上旬に発
日刊工業新聞
売

2009年8月19日

パナソニック電工、欧米で照明向けＬＥＤ部品を製販

2009年8月20日 状は欧州で産業機械向け照明など限られた用途だけを手がけている。海外販売を本格化

パナソニック電工は、海外で照明用の発光ダイオード（ＬＥＤ）事業を本格展開する。欧米
で住宅向け照明用途のＬＥＤ部品を製造し、現地の照明器具メーカーに売り込む計画。現

日刊工業新聞

し、ＬＥＤ部品の売上高を２００９年度の３０億円から、１２年度に１００億円まで引き上げ
る。

天童のホテル王将が施設内照明にＬＥＤ２００台を導入 「コ
スト面などでの利点多い」

山形新聞

2009年8月20日

ホテル王将（天童市、渋谷二三男社長）は、ホテル内のロビー全面や客室の一部などの
照明に発光ダイオード（ＬＥＤ）を導入した。白熱灯器具約２００台を、省エネや長寿命など
が特長のＬＥＤに切り替えた。メーカーとして設計に協力したパナソニック電工によると、旅
館・ホテルでのＬＥＤ導入としては、東北有数規模だという。同ホテルは今後、ＬＥＤ照明を
順次拡大していくほか、将来的には系列の旅館・ホテル４館へも導入していきたい考え
だ。
新潟県は、電球形蛍光灯や発光ダイオード（ＬＥＤ）など消費電力量の小さい「エコ照明」
の普及促進に本腰を入れる。消費電力の大きい白熱電球の利用削減に向けた協議会を
近く立ち上げるほか、エコ照明導入などに取り組む企業の認定制度運用を本格化する。エ
コ照明の普及で７万トン弱の二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の削減を目指す。 「県としては
国の一歩先を行って、流通を抑えていく取り組みをしたい」。泉田裕彦知事は県独自で白
熱電球削減に取り組む意義を強調する。

新潟県「エコ照明」普及に本腰、電球形蛍光灯・ＬＥＤ…、認
定制度や協議会設立

日本経済新聞

2009年8月20日

オーデリックのＬＥＤ照明器具が倍々ゲームの伸びに

株式新聞

2009年8月20日 具、高圧放電灯照明器具への事業シフトを進めており、なかでも高圧放電灯照明器具に

照明機器メーカーのオーデリックは、新規住宅着工件数の不振、設備投資抑制による非
住宅用建築物の低迷と厳しい経営環境下にあるが、白熱灯照明器具から、蛍光灯照明器
含まれるＬＥＤ（発光ダイオード）照明器具の成長に弾みが付いてきている。

九大、液状有機材で発光素子、曲げに強い薄型装置に道

日経産業新聞

2009年8月20日
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九州大学の安達千波矢教授らは、電圧をかけると発光する液体状の有機材料を用いた
新しい発光素子を開発した。固体材料を使うこれまでの素子は、曲げに弱く長時間の発光
は難しかった。新しい素子は、丸めたり折り曲げたりしても壊れにくく、丈夫でしなやかな薄
い表示装置として応用できそうだという。材料メーカーなどと協力して実用化に向けた研究
に着手したい考えだ。 開発した発光素子は、２枚の透明な基板の間に、発光材料として
よく知られた「カルバゾール」と「ルブレン」という有機物の混合溶液を閉じ込めた。それぞ
れの透明基板には電極と、電子や正孔（ホール）を供給する薄い層を積み重ねてあり、電
圧をかけると溶液から光を発する仕組みだ。

4. 新 聞
題目

新聞名

照明開発のイーイメージ、ＬＥＤ、観光に生かす、河口湖駅周 日本経済新聞
辺にパネル設置。
地方経済面

電球色のＬＥＤライト、グローブ（新製品）

三菱化学の野菜工場――省エネ設備で室内栽培

パナ電工、店舗照明器具２種発売－ＬＥＤ照射で商品演出

日経ＭＪ（流通新
聞）

日経産業新聞

日刊工業新聞

進化する美術館の照明 ＬＥＤ・有機ＥＬ採用 障子越し光や
東京読売新聞
和ろうそく灯再現も

話題の本／マルチタスクカンパニー編「世界有機ＥＬ照明産
業年鑑２００９」

日刊工業新聞

パナソニック電工、演出用LED照明を拡充、スポット用とダウ
電波新聞
ンライト大幅省エネ化

発行年月日

概要
富士山撮った作品掲示 発光ダイオード（ＬＥＤ）照明開発のイーイメージテクノロジー（山
梨県富士河口湖町、塚原勝幸社長）は９月、富士山をテーマにした観光ビジネスを始め

2009年8月21日 る。河口湖駅周辺にＬＥＤパネルを設置して観光客らの写真作品を紹介。撮影ツアーなど
旅行商品を企画し、土産物としてパネルも販売する。「富士登山の入り口」にある立地を生
かす。
発光ダイオード（ＬＥＤ）を採用した環境に優しいスポットライト「ファルコン―Ｅ１１ 電球色タ
イプ」。 従来の反射鏡付きダイクロハロゲンランプタイプと同形状の本体に、ＬＥＤ３灯を

2009年8月21日 搭載。ダイクロハロゲンランプと同様のスポット光を実現しながら、寿命が長く（約１２．５
倍）、消費電力も少ない（約１０分の１以下）。 家庭内のスポット光に好適。価格は３３００
円。白色光タイプも用意。

2009年8月21日

京都市北区の閑静な住宅街にあるレストラン「天使のカフェ」。取れたての野菜サラダが
看板メニューの同店の地下には、学校の教室ほどのスペースの野菜工場がある。三菱化
学が１４・７％出資する野菜栽培ベンチャー、フェアリーエンジェル（京都市）が運営する第
１号工場だ。 室内では青々としたレタスや小松菜が棚状のプラントに整然と並び、照明
や液肥などの栽培管理は２４時間自動制御。半導体工場に近いレベルのクリーンルーム
で、入室の際には全身にシャワーを浴びなければならない。野菜は無菌・無農薬のため水
洗いする必要がなく、一口食べると苦みのない甘い食感が広がる。

2009年8月21日

パナソニック電工は２０日、店舗演出用発光ダイオード（ＬＥＤ）照明器具の品ぞろえを拡
充し、「ＬＥＤスポットライト」と「ＬＥＤユニバーサルダウンライト」の２タイプ１２品種を９月１
日に発売すると発表した。価格は３万１２９０円と２万９４００円で、２０１０年度には２タイプ
合計で年間３万台の販売を目指す。 ハロゲン６０形（４０ワット）相当の明るさで約８０％
の省エネが可能。１０年度より施行される改正省エネ法で、年間エネルギー使用量が原油
換算で１５００キロリットル以上の事業者に対して規制が適用されることを踏まえ、フラン
チャイズチェーン店舗などへの導入を見込む。

2009年8月21日

東京・丸の内の出光美術館は、電圧をかけると発光する有機物を使った最新技術「有機
エレクトロ・ルミネッセンス（有機ＥＬ）」を試験的に導入してきた。０７年開催の「仙崖展」か
ら、有機ＥＬを使った展示を数回行っている。鑑賞の妨げになる強い影が出ず、作品の全
体を優しく照らし出せる利点があるという。 また、昨年９月から展示室の入り口に丸い光
を等間隔に落としている。これは建物の構造上、分かりづらかった順路のスタート地点を
光で明示する試みだ。

2009年8月21日

本書は、展開の速い有機ＥＬ照明パネル・照明器具の市場動向予測と国家プロジェクト・
関連企業の開発動向と戦略を知るための調査を行い、その結果と最前線情報を一冊にま
とめたもの。 「地域別の有機ＥＬ照明産業の現状と展望」「地域別・メーカ別の有機ＥＬ照
明機器・ライセンス企業・機関の状況」「地域別・メーカ別の有機ＥＬ照明材料企業の状況」
「地域別・メーカ別の有機ＥＬ照明製造装置企業の状況」の４章で構成。 有機ＥＬパネル
メーカー・材料メーカー・装置メーカーや照明器具メーカーが製品・開発戦略を立案し、国
内外企業と協業・競争していく上での、有益な情報源になるだろう。
パナソニック電工は、店舗の演出に最適な「EVERLEDS」演出用LED照明器具の品揃えを
拡充し「LEDスポットライト」8品番と「LEDユニバーサルダウンライト」4品番を9月1日に発売

2009年8月24日 する。ハロゲン60形（40W）相当の明るさで約80%の省エネが可能。商品などの展示物を的
確に狙って照射できるため、店舗での商品演出に適している。
ＮＥＣと三菱電機はそれぞれ９月、発光ダイオード（ＬＥＤ）電球の事業に参入する。白熱電
球などに代わる省エネルギー型の照明であるＬＥＤ電球は、東芝、シャープなどが手掛け
ている。パナソニックも年内に参入する可能性がある。電機大手がほぼ出そろうことで、家
庭や商業施設用として市場拡大と価格低下が進みそうだ。 ＮＥＣは６０ワットの白熱電球
に相当する明るさのＬＥＤ電球を発売する。三菱電機は従来、明るさ１０ワット相当の特殊
なＬＥＤ電球しか扱っていなかったが、６０ワット相当の製品を９月に投入する。照明事業で
提携する独オスラムが中国の拠点で製造するＬＥＤ電球を調達し、三菱ブランドで販売す
る。

省エネ・長寿命のＬＥＤ電球、ＮＥＣ、三菱電機も参入。

日本経済新聞
朝刊

2009年8月24日

ＬＥＤ成膜装置、世界市場拡大へ、ＭＯＣＶＤ、１０年度に５８
９億円。

日経産業新聞

2009年8月24日 機金属気相成長法）の装置市場は２００８年度が３８８億円だが、１０年度には５８９億円ま

矢野経済研調べ 矢野経済研究所（東京・中野）は発光ダイオード（ＬＥＤ）製造装置関連
の世界市場の調査を発表した。ＬＥＤチップのウエハー上に成膜するためのＭＯＣＶＤ（有
で伸長すると予測している。

ＮＥＣライティング、天井用照明、蛍光灯・ＬＥＤ一体、調光機
日経産業新聞
能付き４種。

ＳＣＩＶＡＸ、ＬＥＤ輝度３割向上、素材表面ナノ加工、金型売り
日経産業新聞
込み

2009年8月24日

ＮＥＣライティングは蛍光灯と発光ダイオード（ＬＥＤ）の２種類の光源を組み合わせた天井
用の照明器具を１０月１日に発売する。窓から入る太陽光の量や生活シーンに合わせて２
つの光源を使い分けられるようにしたのが特徴。両方に調光機能を備え、無理なく電気代
を節約できるようにした。サイズや光の雰囲気が異なる４種類を投入し、年に１万台の販
売をめざす。 天井に取り付ける円形の蛍光灯器具の端に、白っぽい光を出すＬＥＤを組
み込んだ。ＬＥＤだけを点灯させる場合、真下の明るさは６０ワットの白熱電球と同程度と
いう。付属のリモコンで蛍光灯やＬＥＤの明るさを調節できるため、雨の日は蛍光灯で明る
く照らしたり、映画を見るときはＬＥＤの照度を落としたりといった使い分けができる。

2009年8月24日

ナノテクノロジー（超微細技術）開発ベンチャーのＳＣＩＶＡＸ（川崎市、田中覚社長）は、発
光ダイオード（ＬＥＤ）の輝度を３割高められる技術を開発した。ＬＥＤを構成する素材の表
面に、特殊な金型を使って微細加工を施す。有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）の輝度
や、太陽電池の発電効率の向上などに役立つという。微細加工できる実用サイズの金型
をＬＥＤメーカーなどに売り込み、実用化を目指す。 開発した技術はＬＥＤの素材の表面
に、シリコン製の特殊な金型を使ってナノ（ナノは１０億分の１）メートルサイズの穴をたくさ
ん開け、光が出てくる効率を高め輝度を向上させる。
有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）ディスプレイ市場が大きく変化しようとしている。これ
まで携帯電話を中心とした中小型サイズが主流となっていたが、来年には２０インチ以上
の大型サイズへの展開が予定されており、一気に製品ラインアップが拡充する見込み。米
ディスプレイサーチによると、有機ＥＬディスプレイ市場は０８年の６億ドルから１６年には７
１億ドルと１０倍以上と、これまでの予想から上方に振れると予測されており、市場拡大が
加速している。

有機ＥＬ、大型化進展で１６年７１億ドル市場に、米社調査

化学工業日報

2009年8月24日

パナソニック電工、ＪＡＸＡにＬＥＤ照明納入

日本経済新聞

2009年8月25日 給機（ＨＴＶ）に搭載される。ＬＥＤ照明搭載の宇宙船が打ち上げられるのは初めて。従来、

パナソニック電工は２４日、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明装置を宇宙航空研究開発機構（Ｊ
ＡＸＡ）に納入したと発表した。２０１０年度にＪＡＸＡが打ち上げ予定の宇宙ステーション補
宇宙船には蛍光灯が使われてきたが、破損したり寿命が短いなどの課題があった。

ＬＥＤ反射板、日精産業、４倍に増産、携帯向け需要急増、３ 日本経済新聞
億円投じ装置倍増。
地方経済面

2009年8月26日
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電子部品製造の日精産業（東京都青梅市、梶山隆啓社長）は２０１０年３月までに発光ダ
イオード（ＬＥＤ）装置の基幹部品であるリフレクター（反射板、写真）の月産量を現在の４
倍の２０００万個に引き上げる。３億円投資して生産機械を２倍の１０台に増やす。増産で
携帯電話向けなどに急増する需要に対応する。 リフレクターはＬＥＤ素子が発する光の
方向を一定にする部品。同社は今春、厚さが０・４ミリメートルと業界最小水準のリフレク
ターを開発。反射用の銀メッキの量を従来の１０分の１以下に減らす方式を採用し、コスト
も従来比３割減らした。携帯電話やパソコンなどのメーカーから引き合いが相次いだため、
大幅増産に踏み切ることにした。

4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
目にやさしい明かりが得られる発光ダイオード（ＬＥＤ）電球「エコルークス・ジーボール４
０」。 従来の白熱電球と取り換えできる４０形のＬＥＤ電球。従来の４０ワット電球と同等

サンジェルマン「エコルークス・ジーボール４０」、優しい光のＬ 日経ＭＪ（流通新
ＥＤ電球（この一品）
聞）

2009年8月26日 の明るさを持ちながら消費電力は約８分の１の４．５ワット。また、寿命は４万時間（一般家

三菱電機、冷蔵庫「光ビッグ」担当者に聞く、ＬＥＤフル活用、
日経産業新聞
脱ニオイ（新製品物語）

2009年8月26日 ＬＥＤフル活用 脱「ニオイ」 容量６４５リットル ゆとりに魅力

パナソニック電工、省エネタイプの電飾看板用ＬＥＤユニットを
化学工業日報
開発

パナソニック電工、ワイド配光看板用LEDユニット

東芝ライテック、低価格LED防犯灯、電気料金30%低減

ＬＥＤ照明、鍾乳洞に魅惑の助っ人、コケ発生減、演出多彩
に、観光客呼び戻し期待

電波新聞

電波新聞

日経産業新聞

パナソニック電工－九大、照明光の色温度がメラトニン濃度
化学工業日報
に関与

長所光るＬＥＤ照明 ２色内蔵４９種の彩り 集まる虫、蛍光
灯の３割

東京読売新聞

照明用ＬＥＤ、発光効率２５％向上、ソウル半導体、交流電流
日経産業新聞
型。

群馬県みどり市大間々庁舎、ＬＥＤ照明導入、消費電力・管
理コスト削減。

ＬＥＤ電球：各社続々と 寿命、白熱の４０倍 消費電力８分
の１ 低価格化で人気上昇

日本経済新聞

毎日新聞

龍泉洞：幻想的、ＬＥＤでライトアップ 電力も大幅節約－－岩
毎日新聞
泉 ／岩手

ＬＥＤ出荷量が過去最高 日亜化学､液晶や照明向け急回復 徳島新聞

庭で約１０年間）と白熱電球の約４０倍という省エネ型電球だ。実勢価格は３２８０円。発売
元は「業界最安値」をうたう。

2009年8月26日

パナソニック電工は、電飾看板用ＬＥＤユニットの省エネモデルを開発した。ＬＥＤ７７素子
使用モデルで消費電力は約１３０ワットを実現しており、電気代を同じ明るさの蛍光灯照明
の約半分に抑えることができる。高発光効率のＬＥＤと特殊な配光パネルを組み合わせる
ことでユニットに設置するＬＥＤ使用個数を減らした。来月１日から販売を始め年５億円の
売り上げを目指す。 同ＬＥＤユニットはすでに、りそな銀行の青山出張所の看板照明に
採用されており、パナソニック電工は、このＬＥＤユニットを来月３日から東京都内の東京
ビッグサイトで開かれる屋外広告展示会「サイン＆ディスプレイショウ２００９」に出展して市
場の反応を探る。

2009年8月27日

パナソニック電工は、一粒あたりの明るさをアップしたEVERLEDS看板用LEDユニット「ワイ
ド配光型LEDユニット」を9月1日から発売する。ハイパワーLEDと独自開発「ワイド配光レン
ズ」による広がりある光により、広い取付ピッチを実現した。距離が100mmでもLED取付
ピッチが150mmで設計可能。これにより従来より1/4以下の少ないLED粒数でも均一な表
示面が可能となる。看板に必要な平均輝度400cd/㎡で、蛍光灯に比べて消費電力を約
40-60%削減できる。

2009年8月27日

東芝ライテックは、LED照明器具「Ｅ－ＣＯＲＥ」シリーズに、蛍光ランプ20W×1灯用とほぼ
同じ明るさで、64%の省エネを実現した「ＬＥＤ防犯灯６００」を10月1日に発売する。希望小
売価格1万8千円（税別）。従来蛍光ランプ防犯灯の36VAに対し、9VA。1灯当りの電気料
金の契約区分を1ランク下げることができるため、電気料金を約30%低減できる。初期費用
は従来の約2.9倍だが、電気料金やランプ交換回数の低減により、差額を約4年で回収す
ることが可能。

2009年8月27日

鍾乳洞のライトアップに発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を使う事例がじわりと増えている。岩手
県の竜泉洞はパナソニック電工と組んで洞内をライトアップ。山口県にある秋芳洞も７月末
に９日間の限定イベントを実施した。色彩表現の豊かさに加えて、コケの発生を抑える効
果にも期待が集まる。観光客減少に歯止めをかける“一筋の光”になるのだろうか。 日
本三大鍾乳洞に数えられ、コバルトブルーの地底湖で有名な竜泉洞。足を踏み入れると、
夏の日差しでほてった体が急速に冷えていく。外気との温度差は約１０度。湿った空気の
なかを歩き「月宮殿」にたどり着くと、天井や壁を照らす光の色が青からピンク、紫へと移ろ
い、幻想的な雰囲気を醸し出している。

2009年8月27日

パナソニック電工は２６日、九州大学大学院芸術工学研究院の安河内朗教授らの研究
グループと共同で、照明光の色温度の違いによる睡眠誘発ホルモン・メラトニンの生成量
の変化を、ヒトを使った照明ばく露実験で検証したと発表した。 検証結果によると、メラト
ニン生成濃度は色温度５０００ケルビン（Ｋ）の昼光色蛍光灯で約２ピコグラム、同３０００Ｋ
の電球色蛍光灯で約４ピコグラム、フィルターによってロウソクの明かりと同等の色温度２
３００Ｋに調整した特殊な電球色蛍光灯が約６ピコグラムだった。明りのない暗黒状態では
約７ピコグラムでフィルター調整の特殊蛍光灯が就寝時には適していることが分かった。

2009年8月27日

部屋の明かりを、状況や場面に応じて変えたい時がある。朝目覚めた時、勉強や作業を
する時ははっきり見える白色に、食事やだんらんなどリラックスしたい時は暖かみのある
電球色。そんな色合いを調整できるのが、シャープのＬＥＤランプだ。これまでは電球１個
では、明るさしか変えられなかったが、ＬＥＤランプは、電球型のボディーの中に「昼白色」
と少し赤みのある「電球色」の２色のＬＥＤを各４個組み込み、リモコンで両色の発光割合
を変えることで調色を実現した。７段階の色、明るさを組み合わせた計４９パターンの色合
いを演出できる。

2009年8月28日

韓国の発光ダイオード（ＬＥＤ）専業メーカー、ソウル半導体（ソウル市）は太陽光に近い光
を出す照明用ＬＥＤの新製品「アクリチＡ４」を日本で発売した。消費電力１ワットあたりの
明るさ（発光効率）を７５ルーメンと従来品に比べ２５％高めた。一般的なＬＥＤと異なり交
流電流で光るため、家庭や店舗の照明器具に応用しやすいとみている。 ＬＥＤチップの
構造改良に加え、基板を金属から白色セラミックに変えて反射しやすくした。６０ワットの白
熱電球に相当する明るさの照明器具に仕上げた場合、消費電力は８・２ワット程度という。

2009年8月28日

群馬県みどり市は２０１０年３月までに、同市大間々庁舎で発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を
導入する。消費電力を削減し、維持管理コストも抑えるのが狙い。導入後に節電効果を検
証した上で他庁舎への導入も検討する。導入費用の一部に国の補助金を充てる。 ＬＥＤ
照明を設置するのは大間々庁舎１、２階の計２８０カ所。消費電力は現在に比べ約３割減
らせる見通しだ。通常の蛍光灯の寿命は約１万２０００時間だが、ＬＥＤは３倍強の約４万
時間。このため、交換費用も抑えられそうだ。

2009年8月28日

白熱電球より消費電力が少なく「次世代のエコ照明」と呼ばれる発光ダイオード（ＬＥＤ）
電球が、普及の兆しを見せ始めている。価格の高さなどから普及が進まなかったが、７月
以降、東芝やシャープが割安な価格で一般家庭向け製品を相次いで発売。市場の拡大が
見込まれている。
ＬＥＤ電球は寿命が白熱電球の約４０倍の４万時間、消費電力は約８分の１で、１日１０
時間使っても１０年間以上交換が不要という省エネ性能が特長だ。さらに、水銀が使われ
ていないため廃棄後の有害性が低く、紫外線や赤外線の放射が少ないため、虫が集まり
にくい利点もある。

2009年8月29日

日本３大鍾乳洞の一つ、岩泉町の龍泉洞で、ＬＥＤ（発光ダイオード）によるライトアップ
が始まった。従来の白熱灯に比べて一段と幻想的な演出や消費電力の大幅な節約のほ
か、課題のコケ発生を抑制する効果も期待されている。 ＬＥＤ照明器具メーカーの「パナ
ソニック電工」（大阪府門真市）との共同事業。透明度抜群の第１地底湖（水深３５メート
ル）と、「月宮殿」と呼ばれる洞内最大空間の２カ所に取り付けた。赤、緑、青の三原色の
組み合わせとタイマーにより洞内を多彩に演出する。

2009年8月29日

ＬＥＤ（発光ダイオード）世界トップメーカーの日亜化学工業（阿南市）によると、同社のＬＥ
Ｄの７月出荷量が１９９３年の生産開始以来、単月で過去最高となった。経済危機の影響
で年初にかけて急激に落ち込んだ需要が、液晶や照明向けを中心に大幅に回復した。日
亜は「ＬＥＤの第２拡大期に入りつつある」と判断。２００９～１１年の３カ年計画で積極的な
設備投資を進める。 ＬＥＤの世界市場は、昨秋の「リーマン・ショック」を境にした経済危
機で一気に冷え込み、日亜も１１月から今年３月までの間は大きな打撃を受けた。その
後、ブラジル、ロシア、インド、中国の新興４カ国（ＢＲＩＣｓ）を中心に需要が反転。７月に
なって一気に持ち直した。
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4. 新 聞
題目

新聞名

ＬＥＤ、照明に「革命」、国内、５社寡占に風穴、製造容易、異
日本経済新聞
業種が参入

ＬＥＤ、照明に「革命」、省エネ電球「１０年は交換不要」

ＬＥＤ、照明に「革命」、温暖化ガス削減に効果、排出量、照
明が１～２割

ＬＥＤ、照明に「革命」、ＬＥＤ電球購入・使用の注意点

東芝ライテックがＬＥＤ防犯灯を発売 消費電力６４％削減

ＬＥＤ街路灯の導入を支援，米国エネルギー省がコンソーシ
アム

日本経済新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

電気新聞

日経マイクロデバ
イス

「店内に自然光」で省エネ、セブンイレブンが新型店、消費電 日本経済新聞
力３割減。
朝刊

発行年月日

概要

2009年8月30日

電流を流すと白く光る白色ＬＥＤは、１９９０年代後半から携帯電話画面のバックライトな
どで使われ始めた。その後の開発でさらに明るく光るようになり量産も進展。一般照明用
に使えるようになってきた。 白熱電球や蛍光灯からＬＥＤ照明への移行が進むことは、電
機業界にも大きな変化を起こすことになる。国内でいえばパナソニックと東芝、三菱電機、
日立製作所、ＮＥＣの５社が電球・蛍光灯の市場を長く寡占。ガラスを溶かし、中に放電用
の材料などを封じて仕上げるには大規模な設備が必要なほか、蛍光体の量、電極の形と
いったアナログ技術の蓄積が性能を左右し新規参入が難しかったためだ。

2009年8月30日

家庭や店舗、オフィスの照明が大きな転換期を迎えている。長く続いた白熱電球と蛍光
灯の“２強時代”が終わり、新たに発光ダイオード（ＬＥＤ）を光源に使った照明機器が登
場。消費電力の少なさ、寿命の長さが強みで、本格的な普及の兆しが出ている。世界で６
兆～７兆円とされる照明市場に起きつつある“革命”に、一般の関心も高まっている。 「１
０年買い替えなくていいんです！」。仕事帰りのサラリーマンでにぎわう東京・有楽町の家
電量販店。地下鉄の連絡通路にほど近い照明売り場に人だかりができていた。視線の先
にあるのはＬＥＤ電球。デモ機を眺めながら、店員の説明に耳を傾けていた。

2009年8月30日

ＬＥＤの普及など照明の世代交代が進むことは、増加傾向が続く家庭やオフィスビル・店
舗などからの二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の削減にも大きく寄与するとみられている。 オ
フィス・店舗など業務部門と家庭部門が排出する温暖化ガスは、合計すると国内全体の排
出量の３割を超える。そのうち照明が消費している割合は、オフィスなどのビルで２割、家
庭で１割を占める。 日本は京都議定書で２００８～１２年の温暖化ガス排出量を平均で１
９９０年実績の６％減にとどめる目標を公約したが、０７年までの排出量は９０年実績より
大きく増えている。

2009年8月30日

相次ぐメーカーの参入を受けて、家電量販店の店頭にも徐々にＬＥＤ電球が並び始め
た。各店は電気代や製品寿命などを掲示し、消費者に使ってみるよう促している。ただ白
熱電球や電球形蛍光灯とは使い勝手が異なる部分も多い。買うとき、使うときにはそれな
りの注意が必要だ。 ＬＥＤ電球を手で持つと、まず感じるのはずっしりと重いこと。例えば
東芝ライテック製の「Ｅ―ＣＯＲＥ 一般電球形」は１４０グラムで、同社の白熱電球と比べ
ると５倍近い。付け根の部分に電源回路や放熱板が組み込まれているためだが、白熱電
球と同じ感覚で扱うとうっかり落としてしまいかねない。

2009年8月31日

東芝ライテックは、ＬＥＤ（発光ダイオード）を用いた屋外用の防犯灯を１０月１日に発売す
る。２０ワットの蛍光ランプを用いた従来の防犯灯と比べ、ほぼ同等の明るさで消費電力を
約６４％削減できる。加えて部品のコストダウンにより低価格化を実現したことで、蛍光ラ
ンプとの初期費用の差を約４年で回収できる。 新製品「ＬＥＤ防犯灯６００」の消費電力
は８・５ワットで、二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を大幅に削減できるほか、電灯料金の契約区
分を下げることで電気料金も約３０％低減可能。希望小売価格は１万８千円（税抜き）に抑
え、短期間で初期投資を回収できるようにした。

2009年9月1日

米国エネルギー省は，ＬＥＤ街路灯の普及を目指したコンソーシアムを立ち上げ，２００９年
９月に活動を開始する。地方自治体によるＬＥＤ街路灯の導入を促進する。このため，地
方自治体がＬＥＤ街路灯の情報や調査記録，ＬＥＤ街路灯への代替の経験を共有化できる
ようにする。参画するメンバーには，自治体，省エネルギー関連の団体，電力・ガス供給企
業などを想定している。照明関連メーカーの参加は認められていない。 米国では多くの
地方自治体が照明や街路灯をＬＥＤ化する方針を打ち出している。実地試験を開始してい
る地域もある。
環境重視をアピール セブン―イレブン・ジャパンは新型省エネ店舗の出店を始める。店
内に太陽光を取り入れ、電力負担を軽くした店はコンビニエンスストアでは初めてで、従来

2009年9月2日 に比べ消費電力を３割削減する。ローソンやファミリーマートなど他のチェーンも省エネ型
の強化に動いている。政府が求める温暖化ガス削減に対応するとともに、環境重視の姿
勢を買い物客にアピールする。

2009年9月4日

東芝ライテックは１０月１日付で傘下の照明器具メーカー２社を統合させる。重複品目の整
理により生産効率を高め、管理部門の集約で経費も抑制する。合計５カ所の国内生産拠
点も集約を視野に入れる。国内向けが大半の器具事業は発光ダイオード（ＬＥＤ）器具を
除けば成長が見込みにくい。子会社統合を足がかりに縮小する市場で利益が出せる体制
を整える。 オフィス用の照明器具を製造するエルティーテクニカ（ＬＴＴ、静岡県沼津市）
と、住宅用が中心の和光電気（茨城県つくばみらい市）を合併させる。いずれも東芝ライ
テックの完全子会社で、ＬＴＴが和光電気を吸収したのちに社名を「ＬＤＦ」に変更する。新
会社の売上高は３５０億円規模。従業員は約６００人になる見通しだ。

2009年9月4日

▽…施設内の明るさや温度、湿度などを人工的に制御して、野菜などの作物を栽培する
システムのこと。場所や季節を問わず、形や大きさなどがそろった作物を収穫できるので、
生産者にとって収益の振れが少なくなる利点がある。需要家である外食産業も食材を安
定調達できる。 ▽…光源として注目されているのが消費電力の小さい発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）だ。昭和電工が植物の栽培に適した波長の赤色ＬＥＤチップを開発したほか、岩崎電
気など他メーカーも植物工場向けにＬＥＤ製品を相次ぎ投入している。逆に安価な蛍光灯
を活用して導入コストを抑えている例もある。

2009年9月4日

外食企業が発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の導入を急いでいる。ワタミは今後３年でメー
カーと共同開発したＬＥＤ照明を１００店の客席に導入する。吉野家は２００９年度中に２７
０店舗で看板をＬＥＤに切り替える。１０年４月の改正省エネ法の本格施行で、エネルギー
使用量の報告が義務づけられる対象範囲が拡大するため、外食企業も対応を迫られてい
る。 ワタミは２日、東京都千代田区で客席の照明にＬＥＤ照明を使った居酒屋の新店を
開いた。今春、同渋谷区の既存店に導入したのに次ぐ。ＬＥＤ導入店は従来の照明の店舗
に比べて、電気使用量を約３５％、二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を約２５％削減できるとい
う。

「環境のシャープ」に一新 ショーウインドー模様替え／大阪・
大阪読売新聞
梅田

2009年9月5日

シャープは４日、大阪・梅田の地下街にあるショーウインドー展示を、９年間続けてきた
液晶テレビから、太陽光発電やＬＥＤ（発光ダイオード）照明など環境関連の製品広告に模
様替えした。「液晶」から「環境」に重点戦略を移したのに合わせ、消費者に向ける“顔”も
化粧直しした。 ２０００年１２月から最新機種の液晶テレビを並べていたが、今回は液晶
表示装置（縦１１５センチ、横６４センチ）９枚を置き、自社製の太陽光発電システムなどを
使って暮らす一家の生活をアニメーションで紹介している。ウインドー上にあるタッチパネ
ルに触れると、アニメーションが切り替わり、ＬＥＤ電球などの製品説明が流れる。

セブン＆アイ・フード（デニーズ検見川店）（フード新潮流競争 日経ＭＪ（流通新
力を磨く）
聞）

2009年9月7日 ムズが７月開いた「デニーズ検見川店」（千葉市）は、最新鋭の省エネ機器を導入した実験

東芝ライテック、器具製造の２子会社統合、重複品目整理、
工場再編も。

植物工場――建設費補助で普及後押し（仕事に効くキー
ワード）

日経産業新聞

日経産業新聞

外食店、ＬＥＤ照明増やす、改正省エネ法本格施行にらむ―
日本経済新聞
―ワタミ、吉野家。

最新エコ設備を導入した実験店 最新鋭機器、新築で検証 太陽光パネル、発光ダイ
オード（ＬＥＤ）照明、電化厨房（ちゅうぼう）、節水型トイレ――。セブン＆アイ・フードシステ
店だ。既存の店を取り壊し、環境配慮の仕掛けを盛り込んで、一から建て直した。従来の
検見川店に比べて、約４０％の二酸化炭素（ＣＯ２）排出量削減を見込む。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
光る畳に照らされて、お点前もキラリ――。横浜市中区に７月完成した茶室は、壁も天井
も真っ黒。下方からの光だけが、客人の顔をほのかに照らし出す。４畳半の空間に敷き詰
められているのは、ＬＥＤ（発光ダイオード）で発光する「光畳」だ。 畳表の卸業「村上産
業」（熊本県八代市）が、国産イグサの新しい需要を開拓しようと研究開発し、２００８年か
ら飲食店や住宅向けに販売を開始した。光を通す芯材に埋め込んだＬＥＤが発光。独自に
開発した透光性素材をイグサと一緒に織り込んだ畳表から内側の光があふれ出す。

もてなしの心、照らし出す（なるほどフォト）

日本経済新聞
夕刊

2009年9月8日

ぼんやり光る階段用手すり、オーデリック、ＬＥＤ内蔵。

日経産業新聞

2009年9月8日 者の転落事故を抑制できるという。住宅メーカーを中心に売り込み、２０１０年３月期に５０

照明器具メーカーのオーデリックはこのほど、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を内蔵した階段
用の手すりを発売した。周りが暗くなると手すりの下半分がぼんやりと光り、子どもや高齢
００万円の売り上げを目指す。 新製品は「光る手すり」。電源回路とセットにしたセンサー
で室内の明るさを感知し、暗くなると自動的に光る仕組みだ。

静岡県内企業、ＬＥＤ照明導入広がる――メーカー・量販店・ 日本経済新聞
金融など。
地方経済面

パナソニック電工、イタリアでのＬＥＤ照明提案を東京で再現 化学工業日報

環境対策アピール 静岡県内の企業で発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を導入する動きが広
がっている。メーカー、量販店、金融機関などが今年に入り、工場や一部店舗で採用した。

2009年9月8日 消費電力が少なく寿命が長いうえ、二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の削減につながる点をア
ピールする。価格は蛍光灯に比べて高いが、低価格化が進めば急速に普及する可能性
があると期待する。

2009年9月8日

パナソニック電工は７日、イタリア・ミラノ市で今年４月に開かれた世界規模の家具展示
会「ミラノサローネ」で同社が展示し好評だった、ＬＥＤ照明などを活用した次世代住空間モ
デルを東京都港区の同社ショールームに再現し、今月１９日から一般公開すると発表し
た。空間の構成をデザイン業界の第一人者である深澤直人氏とパトリシア・ウルキオラ氏
や著名な建築家であるマルティノ・ベルギンツ氏が担当。構成の主力テーマは「光の森」。
展示期間は来年１月３１日まで。
豊田合成は７日、ＬＥＤ（発光ダイオード）を利用した一般照明器具の販売を本格的に始
めたと発表した。寿命が長く、電力の消費量が少ないＬＥＤ照明には大手電機メーカーの
参入も相次いでおり、豊田合成は市場の拡大が見込めると判断。本格参入することにし
た。８日には名古屋市内にＬＥＤ照明のショールームもオープンする。 豊田合成が販売
する家庭用照明は６０ワット相当で、寿命は４万時間以上と白熱電球の１０倍を超える。消
費電力は白熱電球の５分の１に抑えた。希望小売価格は２万４５００円。店舗用も４種類
用意した。住宅メーカーなどを中心に売り込みを図る。

豊田合成がＬＥＤ照明器具に参入＝中部

中部読売新聞

2009年9月8日

台湾レクスター、ＬＥＤ工場を新設へ、チップから照明まで一
貫

化学工業日報

2009年9月8日 クスターは、インジウムガリウムナイトライド（ＩｎＧａＮ）エピウエハーからチップ、モジュー

LED照明市場、12年度は6.4倍に、業務用の民間予測

日本経済新聞

台湾・友達光電（ＡＵＯ）の発光ダイオード（ＬＥＤ）製造子会社レクスター・エレクトロニクス
（降達電子）は、約３００億台湾ドル（約８６０億円）を投資して５つのＬＥＤの工場を建設す
る。１１年に立ち上げ、チップからモジュール、パッケージまで一貫して生産する予定。 レ
ル、パッケージ、ＬＥＤ照明製品までを一貫生産する設備を整える方針。現在、ＡＵＯ向け
にＬＥＤバックライトを製造しているが、生産規模は小さく、設備の増強を進めている。
調査会社の富士経済は、オフィスや店舗など業務部門のエネルギー需要調査を公表し
た。チェーン展開する外食店などで導入が進むLED照明の市場は、2012年度で103億円と

2009年9月9日 08年度比6.4倍に拡大すると予測している。来年4月の改正省エネ法施行で店舗などでの
エネルギー管理が求められ、省エネ型機器の普及が進むとみている。

コンビニの省エネ支援、大和ハウス、設備を一括提供、ＬＥＤ 日本経済新聞
や蓄電池活用。
朝刊

三菱電機オスラム、LED電球発売、白熱球60Wと明るさ同
等、消費電力1/7

ＬＥＤ電球、明るさ、白熱球と同等――三菱電機系、消費電
力７分の１。

パナソニック、省エネNo.1LED電球

日経産業新聞

日本経済新聞

電波新聞

日本経済新聞

ＬＥＤ市場、中小輝く、異業種の参入続々、店舗用や街路灯、 日本経済新聞
大手とすみ分け。
地方経済面

パナソニック電工、ＬＥＤ照明、店舗用値下げ。

三菱電機オスラムは9日、白熱電球のソケットに取り付けられるLED電球を21日に発売す
ると発表した。真下の明るさは60Wの白熱電球とほぼ同じという。新製品の名称は「パラト

2009年9月10日 ンＡ５５」。白熱電球のような暖かみのある色の光に仕上げたという。消費電力は約7分の1
の7.6Wで寿命は4万時間。価格はオープンで店頭想定は4000円前後。

岡山電気軌道、ＬＥＤ照明を販売、官公庁・学校などに、電車 日本経済新聞
や駅にも導入。
地方経済面

ＬＥＤ電球、パナソニック参入、「１２年めど、照明の２５％」、
来月下旬発売。

2009年9月9日

光熱費１０％削減 改正法に対応 大和ハウス工業はコンビニエンスストアの省エネ化支
援事業に乗り出す。太陽光発電パネル、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明、蓄電池など省エネ
設備と店舗の電力使用量を計測・管理するシステムを安価で一括提供する。店舗の光熱
費を１０％以上、二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を１７％程度減らせるとみている。２００９年度
中に５０店舗分の契約をめざす。

日本経済新聞

2009年9月10日

三菱電機オスラムは９日、白熱電球のソケットに取り付けられる発光ダイオード（ＬＥＤ）電
球を２１日に発売すると発表した。真下の明るさは６０ワットの白熱電球とほぼ同じという。
このタイプの電球については東芝ライテックやシャープが発売しており、ＮＥＣライティング
も今月下旬の投入を予定している。大手メーカーの相次ぐ参入で競争が激しくなりそうだ。
新製品の名称は「パラトン Ａ５５」＝写真。一般の白熱電球と同じソケットに付けられる。ト
イレや階段灯、ダウンライトといった用途を想定している。年間の販売計画は１５万個。中
国広東省にある独オスラムの協力工場で生産する。

2009年9月11日

パナソニックは10日、LED電球「ＥＶＥＲＬＥＤＳ」を東京・有明のパナソニックセンターで発表
した。今年度は40万個を目標に販売する計画で、12年にはLED電球のシェア50%獲得を目
指している。「新製品は業界ナンバーワンの省エネ実現、業界最軽量、業界最小、業界初
の小型電球も加えることができた」と製品の優位性および豊富なラインアップをアピールし
ている。

2009年9月11日

路面電車を運行する岡山電気軌道（岡山市、小嶋光信社長）は１４日、ＬＥＤ（発光ダイ
オード）を使った照明器具の販売を始める。照明器具製造のオービカル特機（大阪府豊中
市、槙野国治社長）の製品を仕入れ、官公庁や学校などの法人を中心に売り込む。自社
の路面電車や駅の照明にも導入する計画だ。 ＬＥＤは電気を流すと発光する半導体素
子。消費電力が少なくて済み、製品寿命が長い利点がある。電子機器についている画面
のバックライトや交通信号灯などに用いられているほか、最近は照明にも使われるように
なってきている。

2009年9月11日

パナソニックは１０日、家庭用発光ダイオード（ＬＥＤ）電球を１０月下旬に発売すると発表
した。国内のＬＥＤ電球市場はシャープの新規参入や東芝ライテックの値下げで活性化し
ている。約３０００億円の国内ランプ市場でシェア約５割を握る最大手の参入により、普及
が本格化しそうだ。 当面の生産計画は月間５万個。蛍光灯・白熱電球などランプ全体に
占める割合は金額ベースで数％にとどまるが、「２０１２年ごろにはランプ全体の２５％に高
める」（照明の社内分社、パナソニック ライティング社の伊藤好生社長）。欧米や東南アジ
アなど海外での展開も検討中で、各地の市場調査に着手しているという。

2009年9月12日

関西の中堅・中小製造業が発光ダイオード（ＬＥＤ）市場に相次ぎ参入している。液晶パネ
ル関連の三星ダイヤモンド工業（大阪府吹田市、三宅泰明社長）が京都市のＬＥＤ加工装
置会社を買収、大阪市の検査機器メーカーが業務用ＬＥＤ照明を商品化するといった動き
だ。家庭用のＬＥＤ電球など大手が集まる主戦場は避け、独自技術も生かして市場開拓を
急ぐ。 三星ダイヤが６月に買収したのは大日本スクリーン製造の子会社、レーザーソ
リューションズ（ＬＡＳ）。取得額は数億円のもよう。ＬＡＳ社はＬＥＤの製造工程で、基板上
の薄膜に電気を通すための溝を付けるなどの微細なレーザー加工技術を持つ。ＬＥＤ製造
に欠かせない装置で、需要が拡大すると判断した。

2009年9月12日

パナソニック電工は１１日、店舗・オフィス向けの発光ダイオード（ＬＥＤ）ダウンライトの主
力６４機種の希望小売価格を、１０月１日から１～４割引き下げると発表した。パナソニック
が１０月２１日から家庭用ＬＥＤ電球を発売するのを踏まえ、非電球型ＬＥＤを手掛けるパナ
電工は大幅な価格改定を通じて店舗など非住宅分野の需要を喚起する。 ６０形の白熱
灯並みの明るさのＬＥＤダウンライトの場合、一般タイプは従来の２万２４７０円（税込み、
工事費抜き）から１万９４２５円へと１４％値下げする。調光タイプは３万７８００円から２万２
５７５円へと４０％の大幅値下げになる。
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2009年9月12日

「このままじゃマズイですよ。かなり頑張らないと」――。４月、東芝ライテック管球事業
部・商品部長の宇津巻隆久はある量販店のバイヤーに耳打ちされた。 東芝は３月、照
明大手の先陣を切ってＬＥＤ電球を発売した。だが、価格は１個１万円。「省エネ」をうたっ
ても、すぐに手が出る価格ではない。 ２カ月後の６月、宇津巻はバイヤーの進言の意味
を知る。シャープが４０００円弱の価格でＬＥＤ電球の発売を表明したのだ。 電子レンジな
ど白物家電でも５０年近い歴史を持つシャープだが、家庭用照明の経験はない。パナソ
ニック、東芝など大手５社の寡占市場をこじ開けるには「衝撃」が必要だ。

2009年9月13日

７月９日、三菱ケミカルホールディングスが都内で開いた技術フォーラムは招待客で満員
だった。あの男が基調講演に立ったからだ。 米カリフォルニア大学サンタバーバラ校（Ｕ
ＣＳＢ）教授の中村修二。青色ＬＥＤの産みの親は、古巣の日亜化学工業を辞めた後、三
菱化学と続けてきた８年間の共同研究の成果を報告した。 「この基板技術で白色ＬＥＤ
の省エネ性能が飛躍的に高まる」 かつて中村は日亜化学との特許訴訟で多くの日本企
業を驚かせた。今度は裁判所ではなくＬＥＤ市場で日亜化学に闘いを挑む。三菱化学は中
村と共同開発した高効率のＬＥＤ素子（チップ）を武器に、２０１０年春にＬＥＤ照明事業に進
出する。

マーケットとれんど＝ＬＥＤ電球 価格低下進み、本格普及へ 信濃毎日新聞

2009年9月13日

白熱電球や蛍光灯に代わる次世代照明として期待が高まるＬＥＤ（発光ダイオード）照
明。割高な価格がネックになっていたが、７～８月に家庭用で従来のほぼ半額の商品が相
次いで登場し、本格的な普及が視野に入り始めた。今後ほかのメーカーの参入で価格低
下がさらに進むともみられており、市場拡大に弾みがつきそうだ。 長野市若里のケーズ
デンキ長野本店では、白熱電球、電球形蛍光灯、ＬＥＤ電球の８月の売り上げ合計のう
ち、ＬＥＤ電球が約２割を占めた。１個１万円前後だった値段が４千～５千円前後に下が
り、「ようやくお得感のある商品になった」と担当者。週末は品切れになる商品もあるとい
う。

パナソニック電工、非住宅用LEDダウンライト、10月から1-4
割値下げ

2009年9月14日 200形のうち、一般タイプが60形-200形、調光タイプが60形と100形を値下げする。一般タ

ＬＥＤ電球市場争奪戦（中）１万円から普及価格帯へ（グリー
ンインダストリー

ＬＥＤ電球市場争奪戦（下）日亜化学と因縁再び（グリーンイ
ンダストリー）

日本経済新聞

日本経済新聞

パナソニック電工は、非住宅市場向けLEDダウンライトの主力機種64品番を10月1日から
1-4割値下げし、LED照明の普及加速を目指す。白熱灯器具40形、60形、100形、150形、

電波新聞

イプ60形では、従来22,470円を19,425円（13.6%減）、調光タイプ60形が従来37,800円を
22,575円（40.3%減）などとなる。
パナソニックは、業界で初めてのラインアップとなる小型電球（E17口金）タイプをはじめ、
省エネ・軽量・コンパクトなLED電球「EVERLEDS」シリーズを10月21日から発売する。パナ

パナソニック、LED電球「EVERLEDS」シリーズ、省エネ電球の
電波新聞
戦略商品に

2009年9月14日 ソニック電工を含めグループで「あかりのエコアイディア」活動に取り組む中、省エネ照明

サンジェルマン、家庭用LED電球、低価格で市場参入

2009年9月14日 円で販売しているなど、4000円弱の大手家電メーカーより低価格に設定。投入した「Ｅｃｏｌ

日刊工業新聞

の戦略商品としてLED電球の普及にも全力を挙げる。
中小企業のサンジェルマン（東京都台東区）は、家庭用LED電球市場に名乗りを上げ、電
球タイプの40W型3種類を発売した。オープン価格は約3280円だが、店舗によっては2980
ｏｏｘ（エコルークス）」は40Wの白熱電球と同じ明るさで消費電力は1/8の4.5W。

ＬＥＤ電球に各社続々と参入 家庭への普及が本格化

電気新聞

2009年9月14日

省エネルギー性能の高さから、注目の高まっているＬＥＤ（発光ダイオード）照明。なかで
も今年は、家庭へのＬＥＤ電球の導入が本格的に始まる年になりそうだ。６月にシャープが
従来の約半額のＬＥＤ電球で参入を発表すると、次いで東芝ライテック、８月にＮＥＣライ
ティング、今月に入って三菱電機オスラムとパナソニックが相次いで製品の市場投入を発
表した。省エネ・省コストな点が現在の市場環境とマッチし、想像以上の早さで顧客に受け
入れられつつある。
日本では家庭用でも本格的な普及の兆しが見え始めたＬＥＤ照明。中国でも、政府の肝
いりで、街灯をＬＥＤ照明に置き換えるプロジェクトが強力に推進されるなど、その存在感
は急速に高まっている。今後は、政策的後押しを受け、家庭用の普及も予想以上に早く進
む可能性もある。 世界的な金融危機を受け、産業の安定成長維持と構造調整・高度化
を目指して４月に発表された「電子情報産業調整振興計画」の中でも、ＬＥＤ照明の普及を
目指す方針が示されている。

中国経済最新事情（６）ＬＥＤ街灯本格普及へ

日刊工業新聞

2009年9月14日

コスモ石油、照明すべてLEDに、千葉に実験店

日経産業新聞

2009年9月15日 道市の店舗で大型看板やスタンドの屋根の部分にLEDを採用。屋内でもLED照明を使う。

コスモ石油は14日、看板や照明のすべての光源にLEDを使うガソリンスタンドを千葉県内
に開設したと発表した。電気使用量やCO2排出量を約5割削減できるという。千葉県四街
投資額は約500万円で電気代を年約35万円節約できる見込み。節電効果を検証しながら
他の地域でも導入を検討。
電気代、年３５万円節約 コスモ石油は１４日、看板や照明のすべての光源にＬＥＤ（発光
ダイオード）を使うガソリンスタンドを千葉県内に開設したと発表した。消費エネルギーが小
さいＬＥＤを活用することで、電気使用量や二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を約５割削減できる
という。

看板や屋根・屋内、照明すべてＬＥＤに――コスモ石油、千葉
日経産業新聞
に実験店。

2009年9月15日

JR山手線、青色LED全駅導入、自殺防止

2009年9月16日 心を落ち着かせるとされ、増える飛び込み自殺を防ぐ狙い。全線での導入は全国的にも

JR東日本は山手線全29駅のホームに青色LED照明を導入すると発表した。青色は人の

朝日新聞

珍しい。

ＬＥＤ基板素材に参入、三菱樹脂、耐熱性７倍に。

星和電機、クリーンルーム用ＬＥＤ照明を発売

日本経済新聞
朝刊

日刊工業新聞

2009年9月16日

三菱ケミカルホールディングス傘下の三菱樹脂（東京・中央）は、年内にＬＥＤ（発光ダイ
オード）の主要部品であるＬＥＤ基板素材に参入する。従来製品に比べ基板素材の耐熱性
を約７倍に高め、ＬＥＤが熱を持ちやすい弱点を克服した。パナソニックやシャープがＬＥＤ
電球に参入し、ＬＥＤ市場が急拡大している。照明や液晶テレビのバックライトを明るくでき
る素材として採用を働きかける。 ＬＥＤを取り付ける配線基板に使う樹脂製の白色フィル
ムを開発した。年内にサンプル出荷を開始。２０１１年をめどに量産、１５年に数十億円の
売り上げを目指す。

2009年9月16日

【京都】星和電機は光源に６６ワットの白色発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いた、クリーン
ルーム用照明を発売した。光源が４０ワット蛍光灯２灯の照明と比べると、消費電力量を
約１５％削減できると同時に、明るさを約１７％向上できる。また、寿命が４万時間と長い。
価格は１４万―１５万円。初年度１０００台の販売を目指す。 クリーンルーム用照明のラ
ンプ交換はクリーン度を保つためにいったん、生産ラインをストップし交換することが多い。
ＬＥＤ照明を導入すれば交換頻度を減らせるため、生産ロスの低減にもつながる。
山形大が米沢市の工学部に創設する、有機ＥＬなど有機エレクトロニクス（電子工学）の世
界レベルの研究拠点について、結城章夫学長は１５日の定例記者会見で、海外トップクラ
スの研究者を採用するために人選を進めていることなどを正式に発表した。 結城学長
は、「国の補正予算が成立し、十数億円の事業費が確保できた」とした上で、有機ＥＬ研究
で世界的に知られる城戸淳二教授（有機デバイス工学専攻）に匹敵するような「ノーベル
賞を狙える人材」を招く意向を示した。「研究のドリームチームを作るため、今、いろいろな
人に会っている。『有機エレクトロニクスと言えば山形・米沢』と言われる施設にしたい」と、
開設に向け意欲を見せた。

山形大に有機電子工学の拠点 学長が意向「ノーベル賞狙
える人材」招く

東京読売新聞

2009年9月16日

日立ライティング、LED電球参入、照明大手5社出そろう

日経産業新聞

2009年9月17日 使え、店頭想定は5000円前後。日立ライティングの参入により、国内の照明大手5社の

日立ライティングは16日、LED電球に参入すると発表した。真下の明るさが40Wの白熱電
球に相当するタイプの製品2種を11月中旬に発売する。明るさを調節できる照明器具にも
LED電球が出そろった。消費電力は6.8Wで白熱電球40Wの約1/5、E26の口金。

Ｒ＆Ｄトップに聞く逆風下の戦略（１２）三菱ケミカルＨＤ執行
役員池浦富久氏（終）

日経産業新聞

2009年9月17日 白色ＬＥＤなど前倒し ――今期の研究開発（Ｒ＆Ｄ）費を前期比約１１％増やす理由は。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
業界地図、激変も パナソニックの参入で発光ダイオード（ＬＥＤ）電球市場に日本の照明

第５部ＬＥＤ電球市場争奪戦（上）参入、技術の障壁下がる
（グリーンインダストリー）

日本経済新聞
朝刊

2009年9月17日 大手がほぼ出そろった。シャープなど、これまで照明事業を手掛けていなかった企業やベ

ＬＥＤ電球、パナソニック参入、「１２年めど、照明の２５％」、
来月下旬発売。

日本経済新聞
朝刊

2009年9月17日 クの値下げで活性化している。約３０００億円の国内ランプ市場でシェア約５割を握る最大

パナ電工「あかりＥサポート」、ＬＥＤ照明貸し出し――中小の
日経産業新聞
省エネ後押し

2009年9月17日

パナソニック電工は１６日、オフィスや店に省エネルギー性能の高い照明器具を導入し
やすくする新サービスを１０月１日に始めると発表した。省電力タイプの蛍光灯器具やＬＥ
Ｄ器具の初期費用はゼロ。３年をかけ、明かりを貸し出すビジネスモデルを構築した。改
正省エネ法の本格施行をにらみ、照明で中小企業の省エネ対応を後押しする。 ３６％省
エネの高効率蛍光灯器具が１万８千円、８５％のＬＥＤダウンライトは４万７千円…。カタロ
グに並ぶ照明器具の省エネ効果の大きさに、改正省エネ法への対応を任された企業担当
者は目を輝かせる。

パナ電工「あかりＥサポート」―企画担当者に聞く、従来の販
日経産業新聞
売手法に限界。

2009年9月17日

「あかりＥサポート」を企画したカスタマークリエイトセンターソリューショングループの小
西豊樹課長に聞いた。 ――この新サービスをなぜ思いついたのか。 「照明器具の営
業企画を担当しているとき、どうしたら更新需要を掘り起こせるかを考えたのが始まり。器
具は１回取り付けたらそれで終わりだと思われがち。従来の売り方だけで国内市場で戦い
続けるのは難しいという危機感があった」 「０２年に始めた蛍光灯のレンタル・リサイクル
サービスも布石になった。当時から照明器具で同様のサービスをやりたいという思いがあ
り、新サービスにつながった」

ＬＥＤ照明器具Ｅ－ＣＯＲＥシリーズに「ＬＥＤ防犯灯６００」を追 ＦｕｊｉＳａｎｋｅｉ Ｂｕ
加
ｓｉｎｅｓｓ ｉ．

2009年9月17日 が可能。１万８０００円（税別）。１０月１日発売。ＴＥＬ０４６・８６２・２０９９

ＬＥＤ電球、日立ライティング参入、照明大手５社出そろう。

ドライバーＩＣ、多数のＬＥＤ点灯、サンケン、高圧にも対応。

日経産業新聞

日経産業新聞

省エネ家電、ＣＯ２抑制効果３００万トン、東芝、０８年度は３
６％減。

日経産業新聞

常磐第一興商、ＬＥＤ照明販売参入、水戸に専門展示場開
設。

日本経済新聞
地方経済面

吉野家、店内ＬＥＤ照明、全店舗の１割に

ＬＥＤ電球、日立ライティング参入、照明大手５社出そろう。

日本経済新聞

日経産業新聞

岡村製作所、生産性上がるオフィス開設－顧客提案にも利
用

ンチャー企業も参入。巨大な新市場を巡る主導権争いが始まった。
家庭への普及に弾み パナソニックは１０日、家庭用発光ダイオード（ＬＥＤ）電球を１０月
下旬に発売すると発表した。国内のＬＥＤ電球市場はシャープの新規参入や東芝ライテッ
手の参入により、普及が本格化しそうだ。

■東芝ライテック 従来の蛍光ランプ防犯灯器具とほぼ同じ明るさで、約６４％の省エネ

2009年9月17日

日立ライティングは１６日、発光ダイオード（ＬＥＤ）電球に参入すると発表した。真下の明
るさが４０ワットの白熱電球に相当するタイプの製品２種を１１月中旬に発売する。明るさを
調節できる照明器具にも使えるようにした。オープン価格で店頭想定は５０００円前後。日
立ライティングの参入により、国内の照明大手５社のＬＥＤ電球が出そろった。 設計を日
立ライティングで担当し、生産は海外のＥＭＳ（電子機器の受託製造サービス）を利用す
る。白色と電球色の２種を用意、合計で年間１０万個を販売する計画だ。

2009年9月18日

サンケン電気は１７日、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を駆動するためのドライバーＩＣ「ＬＣ５３
２０Ｓ」＝写真＝を開発したと発表した。５０ボルトの高圧にも対応、多数のＬＥＤを点灯させ
られる。同社としては初のＬＥＤ向けドライバーで商業用ダウンライト、産業機器、広告看板
用の照明、街路灯といった用途を想定する。サンプル価格は１個あたり３００円。 新製品
は高圧に耐える製造プロセスを採用。４・７５〜５０ボルトと広い範囲の電圧に対応、多数
のＬＥＤを直列に接続して点灯させられる。昇圧、降圧、両者を組みあわせた回路の設計
が可能。入力電圧に変動がある環境でも動作を安定させられる。駆動用ドライバーＩＣの数
を減らすことで実装面積も抑えられる。

2009年9月18日

東芝は１７日、省エネ家電などの供給による二酸化炭素（ＣＯ２）の排出抑制効果が２００８
年度は３００万トンで、０７年度比３６％減ったと発表した。当初は抑制効果を０７年度比１
３％増やし、５３０万トンとする狙いだったが、エアコンなど排出削減効果が大きい家電製
品の出荷が伸び悩んだ。 ０９年度は発光ダイオード（ＬＥＤ）電球などの拡販や新興国市
場の開拓加速で５８０万トンの抑制効果をめざす。ＣＯ２の排出抑制効果は製品のライフ
サイクル全体を対象に、００年度時点の製品と買い替えた場合の１年分の抑制効果を推
計している。

2009年9月19日

カラオケ機器のリース・販売会社である常磐第一興商（水戸市、有馬修社長）は発光ダイ
オード（ＬＥＤ）照明の販売事業を始めた。水戸市内に専門の展示場を開設。得意先の企
業や飲食店に売り込む。商品は量販店を介さず、メーカーから直接仕入れる。割安な価格
で商品を提供できるという。ＬＥＤ照明を新たな事業の柱にしていく考えだ。 ＬＥＤ照明は
蛍光灯や白熱電球に比べ、寿命が長く電力使用量が少ないのが特徴。価格は割高だが、
「省エネ効果が高く、今後の市場拡大が見込める」（加藤雅之取締役）。常磐第一興商が
運営する有料駐車場に導入したところ、月の電気代が半分以下になったという。

2009年9月20日

外食大手の吉野家（東京・新宿）は来年２月までに、全店の１割にあたる１２７店で店内
用に発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を採用する。まず店頭の看板のＬＥＤ化を進めていたが、
より消費電力の大きい店内の方がコストや二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の削減効果が大き
いと判断した。 今月、千葉県内の店舗に初めてＬＥＤ照明を採用した。明るさなどを確認
したうえで、１２月以降に改装・新設する店舗は基本的にＬＥＤ照明にする。投資額は約１
億円。 同社の試算では、照明の切り替えで、１店あたりの年間電力使用量を従来の蛍
光灯の場合の約半分に削減できる見通し。

2009年9月21日

日立ライティングは１６日、発光ダイオード（ＬＥＤ）電球に参入すると発表した。真下の明る
さが４０ワットの白熱電球に相当するタイプの製品２種＝写真＝を１１月中旬に発売する。
明るさを調節できる照明器具にも使えるようにした。オープン価格で店頭想定は５０００円
前後。日立ライティングの参入により、国内の照明大手５社のＬＥＤ電球が出そろった。
設計を日立ライティングで担当し、生産は海外のＥＭＳ（電子機器の受託製造サービス）を
利用する。白色と電球色の２種を用意、合計で年間１０万個を販売する計画だ。

2009年9月24日

岡村製作所は働き方に柔軟に対応する職場「オフィスラボ」をニューオータニ・ガーデン
コート内に開設した。周囲から仕切られたプロジェクトルームやデザイン工房、カフェなど
九つの場を設け、目的にあった快適な職場環境により生産性の向上を促す。予約制で公
開するほか、オフィスラボで実験・検証を行い、顧客提案にも役立てる。 ＮＥＣの赤外線
を用いた位置管理システムを応用した人員位置情報検知システムは、社員に小型端末を
持たせ、誰がいつ、どこにどれくらいいたか移動履歴を記録。行動分析し、場の利用実態
や有効性を検証する。

日刊工業新聞

三菱ケミカルＨＤの傘下２社、野菜工場、二刀流で開拓――
日経産業新聞
三菱化学、三菱樹脂。

2009年9月24日 三菱化学

ＬＥＤ活用、中東で大型 三菱樹脂

既存農場を改良 簡易型

パナソニックが満を持して発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った家庭用電球に参入する。東芝
やシャープが低価格を武器に先行するなかで、独自の放熱技術を駆使して業界トップの
省エネ性能を実現。小型化や販売手法も含め、他社にはない３つの特徴を打ち出す。
「開発は進めていたが、製品評価に入念に時間をかけた」。総合情報発信拠点のパナソ
ニックセンター東京（東京・江東）で１０日に開いたＬＥＤ電球「エバーレッズ」発表会。社内
分社であるライティング社の伊藤好生社長は発売日が最後発とはいえ、商品力では先頭
に立つ気構えを強調した。

最後発のパナソニック、ＬＥＤ電球、「違い」鮮明に、省エネ性
日経産業新聞
能高く小型

2009年9月25日

インタビュー／パナソニックライティング社社長・伊藤好生氏

2009年9月25日 でパナソニックは電球形蛍光灯でも約５０％の国内シェアを握るトップメーカー。ＬＥＤ電球

パナソニックが発光ダイオード（ＬＥＤ）電球を１０月２１日に発売する。照明ランプの国内
最大手である同社の参入で、次世代照明の本命が普及に向けていよいよ動きだす。一方

日刊工業新聞

の事業展開や、省エネ型電球の市場見通しなどについて、同社ライティング社の伊藤好
生社長に聞いた。
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4. 新 聞
題目

新聞名

ナショナルセミコンダクター、温度管理制御機能付きＬＥＤドラ
日経速報
イバーなど発表

カインズ、新店の環境対応強化、陳列棚の照明にＬＥＤ

日経ＭＪ（流通新
聞）

住宅用照明 暮らし広がる新たな光 健康や防犯・防災、イン
産経新聞
テリアに

発行年月日

概要

2009年9月25日

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社は、温度管理制御機能付きの新しいＬＥ
Ｄドライバと、オンライン設計支援ツールへの新機能の追加を発表しました。新製品のＬＭ
３４２４は高いエネルギー効率を実現するナショナル セミコンダクターのＰｏｗｅｒＷｉｓｅ（Ｒ）
ブランド製品で、さまざまな屋内／屋外照明や車載アプリケーション向けの高輝度ＬＥＤを
駆動します。ナショナル セミコンダクターのＷＥＢＥＮＣＨ（Ｒ） ＬＥＤ Ｄｅｓｉｇｎｅｒオンライン
設計支援ツールのサポートと、ＬＭ３４２４の温度管理制御機能、サーマル・フォールドバッ
ク機能により、ライティング・アプリケーション向けの信頼性の高いサーマル・システム設計
を迅速かつ容易に実現できます。

2009年9月25日

ホームセンター（ＨＣ）大手のカインズは店舗の環境対応を強化する。今月開いた新店か
ら店内の明るさを自動的に調節するシステムを導入。陳列棚に取り付ける照明にはＬＥＤ
を採用した。来期の新店では太陽光発電パネルの屋上設置も検討する。コスト削減のほ
か、来春の省エネ法改正を見据えて対応を急ぐ。 ９日に開業した玉造店では、店内の照
明の明るさを開店・閉店時間などに合わせて自動調節できる「調光システム」を本格導
入。例えば、開店前の１０時まで自動的に照度を３５％に抑えるなどして、消費電力を削減
する。同システムの導入で従来店に比べ年間の電力使用量が２割、電気料金が１２０万
～１５０万円ほど削減できるとみている。

2009年9月25日

住宅用照明が多彩な素顔をみせている。健康や防犯・防災、インテリア機能搭載の商品
が開発され暮らしの幅を広げる。省エネや耐久性が求められるなかで、照明大手によるＬ
ＥＤ（発光ダイオード）電球を巡る主導権争いも本格化、家庭への普及に新たな光を当て
ている。灯火親しむ秋を迎え好みの照明で、暮らしを個性豊かに楽しみたいものだ。 住
宅用照明は、時代変化に応じて多様な表情をみせる。とくに最近、話題を集めているのが
ＬＥＤ照明。早くから開発され主に店舗や信号機などに使われていた。
「オフィス内はどこも真っ白な蛍光灯で、季節感や時間の流れが分かりにくい」と指摘する
のは、照明デザインの第一人者で、石井幹子デザイン事務所（東京都渋谷区）社長の石
井幹子さん。 「働き盛りの人の自殺やうつ病は、もしかしたら照明の影響もあるのではな
いか」と思い、１日の時間経過や季節に合わせて色温度が変化する照明をメーカーと共同
開発した。 「今まで照明に大きな変化はなかったが、発光ダイオード（ＬＥＤ）により、健康
で幸福感のある暮らしに役立つよう変わっていってほしい」と照明の未来に希望を込め
る。

石井幹子デザイン事務所・石井幹子社長「暮らしに変化」

日刊工業新聞

2009年9月25日

ＬＥＤ照明をつぼ八も採用、電気使用量３２％削減。

日経MJ（流通新
聞）

2009年9月25日 た。従来と比べて電気使用量を３２％削減できる。今後、改装する店や新規開業する店で

日本アドバンテージ、ＰＳＥマーク取得 ＬＥＤ蛍光灯リース販 ＦｕｊｉＳａｎｋｅｉ Ｂｕ
売
ｓｉｎｅｓｓ ｉ．

茂吉文化賞に２氏１団体 県科学技術賞は城戸淳二氏

朝日新聞

富士電機リテイル、紙パック飲料自販機、ＬＥＤ照明を全面採
日経産業新聞
用。

総合１部 白色ＬＥＤなど本格事業化・三菱化学

化学工業日報

居酒屋チェーンのつぼ八（東京・中央）は客席に発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の採用を始め
は基本的にＬＥＤを採用する方針で、…

2009年9月26日

ＬＥＤ（発光ダイオード）蛍光灯「ＮＡＣＴＵＢＥ（ナックチューブ）」シリーズを製造販売する
日本アドバンテージ（大阪市都島区）は、シリーズ４世代目の「ＮＡＣＴＵＢＥＩＶ」で業界初の
ＰＳＥ（電気用品安全法）マークを取得したのに伴い、リース方式による販売を始めた。
同社は日本で初めてＬＥＤ蛍光灯の製造、販売を開始。「現在ではＬＥＤ蛍光灯は数多くの
種類が販売され、顧客の選択基準も、安全性に重点が置かれるようになった」（同社）とい
う。

2009年9月26日

芸術や学術の功績があり、文化向上に寄与した個人・団体を表彰する第５５回斎藤茂吉
文化賞に２４日、米沢市の小野栄さん（８１）、山形市の千歳栄さん（８１）、鶴岡市の市立
加茂水族館（村上龍男館長）の２氏１団体が選ばれた。県の産業発展に貢献した人や団
体に贈られる県産業賞と県科学技術賞の選考委員会も同日開かれ、科学技術賞に山形
大大学院理工学研究科の城戸淳二教授、産業賞に後藤電子（後藤芳英社長・寒河江
市）、鈴木喜代壽さん（６５）＝スズキハイテック社長・山形市＝と、かわでん（西谷賢社長・
南陽市）の２氏２団体が受賞した。贈呈式は３賞とも１１月３日、山形市の文翔館で開かれ
る。
消費電力、蛍光灯の４分の３ 富士電機リテイルシステムズ（東京・千代田、西垣博志社
長）は、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を全面採用した紙パック飲料用自販機「ビュータイプｅ」

2009年9月28日 ＝写真＝を発売した。同社によると、従来の蛍光灯照明に比べ消費電力を２４〜２８％削
減できるという。

2009年9月28日

三菱化学は、７大育成事業を推進しており、その多くは持続可能社会実現に向け、ＣＯ２
排出削減や省エネルギーに貢献する技術だ。 本格事業化に最も近いのが白色ＬＥＤ（発
光ダイオード）とハイブリッド自動車（ＨＥＶ）用リチウムイオン２次電池（ＬｉＢ）材料。両事業
とも１５年に売上高１０００億円を目標にしている。 同社はすでに白色ＬＥＤ基幹材料であ
る蛍光体、窒化ガリウム（ＧａＮ）基板、封止材を事業化しており、近紫外（ＮＵＶ）チップの
販売も開始した。
ＬＥＤは消費電力が白熱電球など他製品に比べて小さい上、寿命も段違いに長いことが
大きな特長。例えば、日立グループの日立ライティングが１１月に発売するＬＥＤ電球は、
白熱電球よりも消費電力が８１％カットされ、寿命も４０倍という。 一方、デメリットとして
よく挙げられるのが初期コストの高さだ。従来の照明と同レベルの明るさを得るためには、
ＬＥＤ素子を何個も配列する必要があるため、必然的にコストが高くなってしまっていた。し
かし、シャープが今年８月に従来よりかなり価格を抑えた家庭用製品を投入したことを皮
切りに、最近は廉価な製品が多く投入されている。

輝き増すＬＥＤ －豊田合成は市場開拓に本腰 －
電球は価格下落で普及に弾み －看板、ホーム、自販機に
も活用広がる

日本証券新聞

2009年9月28日

総合１部 新基板材料でガラス代替・新日鉄化学

化学工業日報

2009年9月28日 料の市場開発だ。シルプラスについては、ディスプレイのみならずフレキシブルなガラス基

新日鉄化学は今春から、機能材料事業本部に機能商品開発事業部を新設、新規事業
開発に拍車をかけている。最大のテーマがガラス代替材料「シルプラス」および有機ＥＬ材
板として新たな可能性を模索するほか、有機ＥＬは今年度内に青色リン光材料を開発する
とともに、周辺材料にも広げていく。

最大手パナソニック参入
ではない未来

ＬＥＤ電球が照らす

明るいだけ

家庭用照明で最大手のパナソニックが９月１０日、ＬＥＤ（発光ダイオード）電球の発売を
発表した。 ＬＥＤ電球市場はにわかに熱を帯びてきている。東芝ライテックが今年３月か

週刊エコノミスト

2009年9月29日 ら１個１万円程度で投入していたが、６月にはシャープが約４０００円という低価格ＬＥＤ電
球で家庭用照明事業への新規参入を発表し、業界に衝撃を与えた。その後もＮＥＣライ
ティング、三菱電機オスラムなどが相次いで参入表明した。
店舗向け内装ディスプレーを手掛ける丹青社は電気設備会社の早水電機工業（神戸市、
早水勝徳社長）と共同で、蛍光灯など照明器具を使わずに、ケース自体が発光する展示
用ケースを開発した。発光ダイオード（ＬＥＤ）を活用しており、ケースのガラス面自体をさま
ざまな色で均一に光らせることができる。店舗や展示施設での利用を見込む。 店舗で使
う商品陳列用ケースはこれまで蛍光灯を光源とするものが一般的。一定期間で蛍光灯を
交換しなくてはならないなど、コストもかかった。今回発表したケースは、早水電機工業が
開発した導光板を活用しており、消費電力も蛍光灯より少ない。

丹青社、ＬＥＤ内蔵展示ケース、蛍光灯など照明不用。

日経産業新聞

2009年9月29日

看板の小型化可能なＬＥＤ照明、タテヤマアドバンス（新製
品）

日経MJ（流通新
聞）

2009年9月30日 源としてＬＥＤを採用。電源部はＡＢＳ樹脂製。１ユニットの消費電力は２．５ワットと、蛍光

第２部日本の化学特集――環境素材、技術磨く、次世代照
明、デザイン性、すみ分けも。

日経産業新聞
第２部

屋外・屋内用看板の内部照明に発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いた、バックライト式照明ユ
ニット「アドバンスライトＳＬ―Ｃ」。 発光面はアクリル樹脂製で、看板用の内部照明の光
灯式看板の約４分の１。寿命は４万時間以上。

2009年9月30日
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有機ＥＬ、サンプル出荷へ ＬＥＤは価格競争突入 次世代照明の発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）を光源に使ったＬＥＤ照明に参入する企業が相次いでいる。消費電力が白熱電球の約
８分の１と省エネルギー型で、白熱電球や蛍光灯に代替する。ＬＥＤ照明の次に実用化が
期待される有機エレクトロ・ルミネッセンス（ＥＬ）照明も、先行するＬＥＤ照明の市場の伸び
に大きく左右されそうだ。

4. 新 聞
題目

新聞名

最後発のパナソニック、ＬＥＤ電球、「違い」鮮明に、省エネ性
日経産業新聞
能高く小型。

高効率・省エネ照明器具の機能提供型サービス／パナソニッ
環境新聞
ク電工、オリックス環境など

ＬＥＤ電球 東芝 数百億円規模の設備投資へ 需要拡大見
ＮＨＫニュース
込む

日本の化学特集―環境素材技術磨く、次世代照明、デザイ
ン性、すみ分けも

日経産業新聞

発行年月日

概要
グループで太い販路 パナソニックが満を持して発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った家庭用電
球に参入する。東芝やシャープが低価格を武器に先行するなかで、独自の放熱技術を駆

2009年9月30日 使して業界トップの省エネ性能を実現。小型化や販売手法も含め、他社にはない３つの特
徴を打ち出す。

2009年9月30日

パナソニック電工は、あかりの機能提供型エコロジーサービス「あかりＥサポート」を、来
月から三井住友ファイナンス＆リースと協同で首都圏地区から営業開始、順次全国展開
する。２０１２年度に、約３０億円の販売を目標としている。 初期投資なしで、高効率・省
エネ照明器具へのリニューアルを提供し、照明器具の性能保証とＣＯ２削減の認証、使用
済み照明器具のリサイクルを一括して行う機能提供型サービス。

2009年9月30日

大手電機メーカー各社が、消費電力が少ないＬＥＤ＝発光ダイオードを使った電球の販
売に乗り出す中、「東芝」は、需要の拡大を見込んで生産体制を増強するため、数百億円
規模の巨額の設備投資を行う方針を固めました。 ＬＥＤの電球は、寿命が白熱電球の４
０倍にのぼる一方、消費電力は８分の１程度と省エネ性に優れ、温室効果ガスの削減に
対する関心の高まりにともなって、家庭への普及が期待されています。 関係者によりま
すと、「東芝」は、需要の拡大を見込んで、ＬＥＤ照明の生産体制を増強するため、数百億
円規模の巨額の設備投資を行う方針を固めました。

2009年9月30日

次世代照明の発光ダイオード（ＬＥＤ）を光源に使ったＬＥＤ照明に参入する企業が相次
いでいる。消費電力が白熱電球の約８分の１と省エネルギー型で、白熱電球や蛍光灯に
代替する。ＬＥＤ照明の次に実用化が期待される有機エレクトロ・ルミネッセンス（ＥＬ）照明
も、先行するＬＥＤ照明の市場の伸びに大きく左右されそうだ。 ０９年に入って相次いで
電機各社がＬＥＤ電球への参入を表明した。パナソニックは１０月下旬に家庭用のＬＥＤ電
球を発売する。シャープは家庭用照明事業に６月に参入した。既に参入済みの東芝ライ
テックは従来の半額となる家庭用ＬＥＤ電球の販売を開始するなど、既に価格競争も激化
し始めている。
【豊中・箕面】府は、公園内照明のＬＥＤ化事業を開始する。府営服部緑地の照明灯と明
治の森箕面国定公園内施設の照明をＬＥＤ化するための予算を９月補正予算に計上。認
められれば本年度から事業を開始する。ともにグリーンニューディール基金を活用した新
規事業。 服部緑地（豊中市服部緑地１－１）で実施する「府営公園照明灯のＬＥＤ化事
業」は、照明灯１４２本が対象。灯具のみを取り替え、ポール（アルミ製）や基礎は既設を
有効利用する。緑地内には全体で２５３本の照明灯があり、ＬＥＤ化は約５６％に当たる。
老朽化個所を優先的に実施していく方針。事業期間は２００９～１０年度。補正予算額は
３，０００万円。

大阪府 公園内ＬＥＤ化事業開始 ９月補正で 服部緑地と
明治の森箕面国定公園

建通新聞

2009年9月30日

東芝ライテック、ＬＥＤ電球開発担当者に聞く、明るさ「白熱」
並み実現（新製品物語）

日経産業新聞

2009年10月1日 という経営陣と現場の強い意思が、製品として結実した格好だ。開発を担当した東芝ライ

独自部品奏功 他社をリード 東芝ライテックの新型ＬＥＤ（発光ダイオード）電球は、自社
の既存製品や競合他社の製品より明るさで頭ひとつ抜け出している。「常に一歩先を行く」
テック技術本部の柴野信雄氏と田中敏也氏に、新製品の狙いや今後の展望を聞いた。（５
面参照）

宮地電機、ＬＥＤ照明購入すれば、器具下取り、商品券発行 日本経済新聞

東芝、ＬＥＤ照明に１０００億円、１５年度までの投資計画、素
日本経済新聞
子も内製化

ＬＥＤ電球、明るさ最高、東芝ライテック、価格競争と一線

日経産業新聞

2009年10月1日

インテリア用品販売の宮地電機（高知市、宮地貴嗣社長）は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を
購入すると使用済み照明器具を下取りして同社の店舗などで使える商品券と交換する販
促策を始める。子会社や電機メーカーが製造するＬＥＤ照明を扱っており、鳩山新政権が
温暖化ガス削減の新目標を打ち出す中、消費電力の少ないＬＥＤ照明の販売増につなげ
る。 「照明器具下取りキャンペーン」と銘打ち、１０月１日から１２月２９日まで、高知、松
山、高松市にあるインテリア用品の直営店「ラ・ヴィータ」で実施する。ＬＥＤ照明を購入す
ると、使用済みの照明器具を１台引き取り、１０００円の商品券と交換する。

2009年10月1日

東芝は３０日、２００９年度から１５年度までの７年間で、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を中
心とする「新照明システム事業」に１０００億円を投じる計画を明らかにした。ＬＥＤ素子やモ
ジュール（複合部品）などの研究開発に５００億円、設備増強などへの投融資に５００億円
をかける。数年内には自社の照明機器に使うＬＥＤ素子を内製する考えも示した。 都内
で開いたＬＥＤ照明の新製品発表会で、室町正志・代表執行役副社長が明らかにした。設
備投資には新製品に搭載するＬＥＤモジュールの生産能力の増強などが含まれるもよう。

2009年10月1日

東芝ライテックは３０日、全光束（全体の明るさ）が６０ワットの白熱電球と同じ８１０ルーメ
ンの発光ダイオード（ＬＥＤ）電球を１０月１６日に発売すると発表した。明るさは７月に投入
した既存製品（５６５ルーメン）の１・４倍にあたる。ＬＥＤモジュール（複合部品）を自社で開
発、業界最高の明るさを実現した。新規参入が相次ぐなかで照明老舗企業の意地をみせ
る。 白っぽい光を出す「昼白色」タイプを８１０ルーメンの明るさに仕上げた。消費電力は
８・７ワットで発光効率（１ワットあたりの明るさ）は電球形蛍光灯を上回る。電球に近い「電
球色」タイプは６００ルーメン。
東芝ライテックは３０日、ダウンライトなどの照明器具に取り付けて使う発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）ユニットを１０月１６日に発売すると発表した。ユニットは厚さ３・８センチメートルに仕
上げ、照明器具の薄型化に役立つという。専用の器具４１種を順次発売するほか、照明器
具メーカーにも供給する。 ユニットは発光部のＬＥＤに電源回路を組み合わせた構造。器
具側に回路を設けずにすみ、屋外灯など長年使う照明器具では光源部分だけの交換も可
能になる。消費電力は６・４ワット。真下の明るさが６０ワット電球と同等になるようにしたと
いう。

東芝ライテック、ＬＥＤユニット、厚さを３．８センチに

日経産業新聞

2009年10月1日

東芝ライテック、ＬＥＤ電球開発担当者に聞く、明るさ「白熱」
並み実現

日経産業新聞

2009年10月1日 意思が、製品として結実した格好だ。開発を担当した東芝ライテック技術本部の柴野信雄

東芝、ＬＥＤ素子を内製化

東芝が新照明システム強化 ＬＥＤ中心に製品展開

興和、ＬＥＤ照明事業に参入

東芝ライテックの新型ＬＥＤ（発光ダイオード）電球は、自社の既存製品や競合他社の製
品より明るさで頭ひとつ抜け出している。「常に一歩先を行く」という経営陣と現場の強い
氏と田中敏也氏に、新製品の狙いや今後の展望を聞いた。

日刊工業新聞

電気新聞

日経速報ニュース

2009年10月1日

東芝の室町正志副社長は３０日のＬＥＤ照明発表会で、ＬＥＤ素子を内製化する方針を明
らかにした。「研究開発を加速しており知財など解決すべき問題はあるが将来は社内で
チップを供給したい」と明言した。生産拠点は既存のディスクリート工場が有力とみられる。
現在、ＬＥＤ電球向けの素子を量産するのは日亜化学工業、豊田合成、米クリーなど数社
に限られる。半導体レーザーの技術蓄積があるメーカーでなければ事業化は難しいとみら
れ、シャープなども早い段階で内製化する計画だ。

2009年10月1日

東芝は、ＬＥＤ（発光ダイオード）照明を中心とした新照明システム事業を強化する。同社
が３０日に都内で開催した報道発表会で、同社の室町正志副社長は、１５年度に売上高３
５００億円という同事業の目標を明らかにした。発表会では、東芝ライテックが１０月１６日
に発売する業界最高の明るさを実現したＬＥＤ電球などの新製品も紹介。家庭用から産業
用まで幅広いラインアップで同事業の拡大を図る。 同事業の０９年度の売上高は約２０
０億円の見込み。東芝では目標達成に向け、１５年度までに累計約１千億円の経営資源
を研究開発や設備投資などに投入する。現在は外部から調達しているＬＥＤチップについ
て、内製化に向けた開発も進める。

2009年10月1日

興和は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明事業に参入する。光を均等に広げ、効率よく照らすこ
とができる部品を開発。この部品を組み込んだ電気スタンドを10月１日から販売する。自
動車や事務機器メーカーへの部品の供給も始め、３年後に100億円の売上高を目指す。
ＬＥＤの光を拡散させるのに使う板を兵庫県立大学と共同開発した。ＬＥＤの光をあてると
光が均等に広がり、少ない光源で効率よく照らすことができるという。 電気スタンドは「ル
ピナス」ブランドで販売。机などに置くタイプとクリップで留めるタイプの２種類を売り出す。
価格はオープンだが、店頭実勢は１万5000円程度の見込み。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
発光ダイオード（ＬＥＤ）市場が本格的に立ち上がってきた。東芝は３０日、家庭用の一般
電球形６機種などＬＥＤ照明を１６日から順次発売すると発表。年末のかき入れ時に向け

期待の明かり・成長するＬＥＤ市場（上）普及に向け大胆な価
日刊工業新聞
格戦略

2009年10月1日 家電各社のＬＥＤ電球が出そろう。ＬＥＤは自動車用ランプやテレビのバックライトなど照明

ＬＥＤや雨水利用導入、三菱地所ホーム、環境配慮戸建て。 日経産業新聞

2009年10月2日

三菱地所子会社でツーバイフォー工法の注文住宅などを手掛ける三菱地所ホームは１
日、環境性能を高めた戸建て住宅「エヴァリエ」を３日に発売すると発表した。太陽光発電
システムやオール電化を採用。エネルギー負荷を抑えるために夏場の日射を防ぐ深い軒
にしたり、外壁と開口部のデザインを工夫して通風効果を高めたりした。 「都市の生活
と、最新の環境性能を融合した新ライフスタイルを提案する」（同社）としている。

省エネ光る「たま電球」、和歌山電鉄、ＬＥＤ照明発売

2009年10月2日 の「たま電球」など１４品を販売する。和歌山電鉄が運行するキャラクター電車「たま電車」

日本経済新聞

以外にも用途が拡大している。参入企業が増え、競争激化も予想される。成長市場で勝ち
残るため、各社の独自性や戦略が問われそうだ。

和歌山電鉄（和歌山市、小嶋光信社長）はＬＥＤ（発光ダイオード）照明の販売事業を始
める。ＬＥＤ表示装置メーカーのオービカル特機（大阪府豊中市、槙野国治社長）の全球型
の車内をショールームとして活用し、収益を沿線整備費に充てる計画だ。

2009年10月2日

次世代照明として脚光を浴びる発光ダイオード（ＬＥＤ）だが、もっと大きな市場規模を持
つアプリケーション（用途）がある。テレビ向け液晶パネルのバックライトだ。従来の冷陰極
管（ＣＣＦＬ）に比べて省電力で薄型化しやすい利点があるが、価格が割高なため対応機
種は一部高級機種に限られていた。だが今年に入り、大手メーカーでＬＥＤ採用テレビの
発売が相次いでいる。 シャープはＬＥＤバックライト採用の液晶テレビ４モデルを普及機
種として１１月に投入。２０１０年度は国内向けの半分をＬＥＤバックライト搭載にする方針
だ。ソニーや東芝も同様に年末商戦向けとしてＬＥＤバックライトの機種を拡充している。

連載「ＴＯＹＯＴＡ 新時代の部品企業（第３部）樹脂部品のプ
日刊自動車新聞
ロ集団 豊田合成」（５）未来を照らすＬＥＤ

2009年10月2日

今期連結売上高が前期比２割の減収予想の中、ＬＥＤ（発光ダイオード）を製造・販売す
るオプトエレクトロニクス事業部の売上高は２６５億円と同２９・９％もの増収を見込む。ノー
ト型パソコンのバックライト用の売り上げが急増するからだ。 １９９５年の量産開始から、
長く収益確保に苦労してきたＬＥＤ事業も２００７年度にようやく黒字化にこぎつけた。売上
高規模は連結全体の３・７％（０８年度実績）だが「売り上げ規模はともかく仕事の価値とし
ては自動車部品に匹敵するくらいの柱になる」と副社長の古谷宗雄は期待する。

商店街照明をＬＥＤ化へ 電球代や工事費補助－藤枝市

2009年10月3日 上限に補助する。 国の地域活性化・経済危機対策臨時交付金を財源に、「商店街街路

期待の明かり・成長するＬＥＤ市場（下）性能向上で普及に拍
日刊工業新聞
車

藤枝市は１日までに、市内商店街の照明灯について、省エネで電気料が節約できるＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）への移行を進める方針を固めた。市が電球代や工事費の１０分の９を

静岡新聞

灯のＥＣＯチェンジ支援事業」として行う。本年度一般会計補正予算に７５４５万円を計上し
た。
三菱電機は２日、世界最大となる１５５型の有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）ディスプ
レーを開発したと発表した。奥行きは約８センチメートルと薄く、曲面の壁や柱などに設置
できる。発光ダイオード（ＬＥＤ）方式の大型映像装置「オーロラビジョン」の後継品として、
まず競技場など屋内向けに実用化を急ぐ。 開発したディスプレーの大きさは縦約１・９
メートル、横約３・５メートル。１枚のパネルではなく、小型ユニットを２８８０個並べて作っ
た。ユニットの数を増やしていくことで、さらに大きくできるという。

三菱電機、有機ＥＬ、最大の１５５型画面。

日本経済新聞

2009年10月3日

省エネ抜群のＬＥＤ電球、新商品発売 東芝ライテック

朝日新聞

2009年10月4日 ６倍明るくなり、業界最高の省エネ効率が実現できたという。光の量は一般白熱電球の６

東芝ライテックは、従来品よりも明るさと省エネ効率が増した発光ダイオード（ＬＥＤ）電球
の新商品を１６日から売り出す。ＬＥＤそのものを新たに開発し直し、従来よりも１．４～１．
０ｗ相当だが、真下の床面を照らす明るさは１５０ｗに近い。希望小売価格は、税込みで９
１３５円。

補正予算見直し 有機ＥＬ拠点に影響懸念 関係者「白紙な
東京読売新聞
ら地元打撃」＝山形

三菱電機、有機ＥＬディスプレー、世界最大、１５５型を試作。 日経産業新聞

興和、ＬＥＤ照明参入、スタンド２種発売。

和歌山電鉄は販売専門部署、「たま電球」など１４品。

ＮＥＤＯ、ナノテク開発プロ進展、白色ＬＥＤなど２件が次ス
テージに

2009年10月4日

政府による２００９年度補正予算の見直しを巡り、文部科学省が２０００億円超の執行停
止の方針を示したことで、山形大学が計画する有機エレクトロニクス（電子工学）の研究拠
点創設への影響が懸念されている。執行停止の対象は明らかにされていないが、関係者
は「計画が白紙になれば、大学だけではなく地元産業界にも打撃」と困惑顔だ。 同大の
計画によると、研究に必要なクリーンルーム（無じん室）などを備えた十数億円規模の「有
機デバイス研究棟」を米沢市内の工学部敷地に新設。

2009年10月5日

三菱電機は世界最大となる１５５型の有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）ディスプレーを
試作したと発表した。奥行きは約８センチで曲面の壁や柱などにも設置できる。１枚のパネ
ルではなく小型の有機ＥＬユニットを多数並べた構造で、ユニット数を増やすことで試作品
以上の大型化も可能。競技場など屋内向けの大型映像装置として実用化を急ぐ。 試作
品の大きさは縦約１・９メートル、横約３・５メートル。発光ダイオード（ＬＥＤ）のユニットを並
べる大型映像装置「オーロラビジョン」の設計技術を活用し、２５６画素の有機ＥＬユニット
を２８８０枚並べてつくった。
興和は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明事業に参入した。光を均等に広げ、効率よく照らすこと
ができる部品を兵庫県立大学と共同で開発。この部品を組み込んだ電気スタンドの販売

日経MJ（流通新
聞）

2009年10月5日 を始めた。事務機器や家具メーカーに部品の供給も始め、３年後に１００億円の売上高を

日経MJ（流通新
聞）

2009年10月5日 業を始める。ＬＥＤ表示装置メーカーのオービカル特機（大阪府豊中市、槙野国治社長）の

化学工業日報

目指す。 「ルピナス」のブランド名で、机などに置くタイプとクリップで留めるタイプの２種
類を売り出した。価格はオープンだが、店頭実勢は１万５千円程度の見込み。
【和歌山】和歌山電鉄（和歌山市、小嶋光信社長）はＬＥＤ（発光ダイオード）照明の販売事
蛍光型や全球型の「たま電球」など…

2009年10月5日

新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）は２日、「ナノテク・先端部材実用化研
究開発プロジェクト」について、高輝度白色発光ダイオード（ＬＥＤ）モジュールの開発を目
指すプロジェクトなど２件を、実用化研究開発に移行させることを決定したと発表した。 １
つは、ＯＫＩと大陽日酸の「原子レベル薄膜成長によるシリコン基板上の窒化物結晶成長
技術と素子化技術の研究開発」。原子レベルで制御した窒化物薄膜成長によって、ＡｌＮ
（窒化アルミニウム）層などを自己組織化的に形成する技術を核に、低廉で大口径化が可
能なシリコン基板上に高周波高出力ＧａＮ－ＨＥＭＴ（窒化ガリウム・高電子移動度トランジ
スタ）を開発する。
ＬＥＤは電気を通すと発光する半導体で、これを電灯に応用したのがＬＥＤ照明です。消
費電力が小さいうえ、寿命が数万時間と長く、買い替えが少なくて済むメリットがあります。
照明だけでなく、パソコンや液晶テレビのバックライトなどに導入する動きも広がっていま
す。 照明会社がＬＥＤ照明の開発を急ぐのは家庭向け白熱電球の生産をやめるからで
す。政府は２００８年、温暖化ガスの排出削減のため、消費電力が大きい白熱電球の生産
中止を業界に要請しました。各社は要請を受け入れ、１２年までに生産を順次打ち切る予
定です。

ＬＥＤ照明に脚光―なぜ急浮上？、生産中止の白熱電球の
代替

日本経済新聞

2009年10月5日

鳥海工業、ＪＲ東日本からＬＥＤ照明器具を受注

日刊工業新聞

2009年10月5日 産を始めた。ＪＲグループとの取引は初めてで、オフィス向け照明器具を約１万台受注し

鳥海工業（東京都足立区）はＪＲ東日本の子会社、ジェイアール東日本ビルテック（東京
都渋谷区）向けに蛍光灯型発光ダイオード（ＬＥＤ）照明器具のＯＥＭ（相手先ブランド）生
た。これに合わせ鳥海工業は月内に、月１万―２万本の生産体制を築く。ＪＲ東日本グ
ループ以外に大学や官公庁にも提案し、同照明だけで年間４０億円の売上高を目指す。
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4. 新 聞
題目

宇部興産、無機材料の組織集約、２子会社と推進室、「有
機」と並ぶ柱に。

新聞名

日経産業新聞

ＦＵＪＩ SANKEI
三菱地所、最新照明・空調オフィス 省エネ制御を実証実験
Buisiness i.

発行年月日

概要

2009年10月6日

宇部興産はグループ３社の機能性無機材料の技術開発を一括して推進する新組織を設
立した。分散していた無機材料の開発や販売の機能を集約し、太陽電池用部材やＬＥＤ
（発光ダイオード）などの新素材の開発に注力。無機材料事業の売上高を２０１５年度に３
倍の３００億円に拡大する。石油化学の技術を使った有機機能素材と並ぶ柱に育てる。
新設するのは社長直轄の「ＵＢＥグループ機能性無機材料事業化推進室」。宇部興産と、
子会社の宇部マテリアルズ（山口県宇部市）、宇部日東化成（東京・中央）の自動車部品
用素材、電子部品用素材などの技術・販売機能を集約し、統一した戦略を推進する。

2009年10月6日

三菱地所は５日、最新の照明、空調機器を複合導入し執務空間の快適性と省エネル
ギー性を評価する「次世代低炭素型技術実証オフィス」を新丸ビル（東京都千代田区）内
に設置したと発表した。個別調節が可能な床吹き出し空調や自然光を取り入れ日射熱を
約８５％遮る「高性能窓システム」などと組み合わせ最適化制御を行う。１年間の実証実
験で効果の確認や改善を進め、今後のオフィスビル開発に反映していく。
確かに、今さら照明器具をぼんぼん付けられるようなスペースが増えるはずもない。家
やマンションは減少傾向にあるとはいえ、確かに毎年それなりの新築物件がある。しかし、
そこはすでに既存メーカーが完全に押さえている。しかも、そもそも単価が安い商品であ
る。後発メーカーが今から巨額の設備投資をしても採算に合わないわけだ。
が、この
照明マーケットにパラダイムシフトが起こった。いわゆるＰＥＳＴ分析をするなら、変化はＰｏｌ
ｉｔｉｃａｌとＳｏｃｉａｌ、Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃａｌの分野で起きた。まず大きいのは環境である。地球温暖
化対応は巨大なうねりとなりつつあり、環境対策としての省エネ、省資源化は避けられな
い動きとなっていたのだ。

値の付けどころがシャープでしょ

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍｅｄｉ
ａ 誠

2009年10月6日

【シーテック】目立つエコ関連展示

日経ＭＪ（流通新
聞）

2009年10月6日 品が目立った。世界同時不況による業績悪化に苦しむ大手電機メーカー各社では「消費

補正見直し、有機ＥＬ「黄信号」 「人材流出」懸念の声＝山
形

ＬＥＤ照明の電源装置、３倍の４６機種、順次投入――ＩＤＥ
Ｃ、オフィス・工場用。

ローム、曲げられる有機ＥＬ照明を開発

ローム、有機ＥＬ部品、曲げても発光。

東芝ライテック・恒川真一社長「地道に原価低減」

者にとって、エコは欠かせないキーワードになっている」（シャープ）として、“エコ”を武器と
位置づけている。

2009年10月6日

政府による国立大学法人の施設整備費補助金など２００９年度補正予算の執行見直し
を巡り、山形大学が計画している有機エレクトロニクス（電子工学）の研究拠点創設への
影響の懸念が拡大している。執行停止の対象は公表されていないが、同大関係者は「赤
に近い黄色信号の状況ではないか」と危機感を抱く。計画が白紙となれば、人材流出や
地域産業育成の遅れにつながりかねないという。 計画では、十数億円規模で、研究に
必要となる実験室やクリーンルーム（無じん室）などを備えた延べ床面積５６００平方メート
ルの「世界でも類のない」という研究施設の年内着工を目指している。

2009年10月7日

制御機器大手のＩＤＥＣは１０月からＬＥＤ（発光ダイオード）照明用の電源装置を本格販売
する。従来に比べ３倍にあたる４６機種を順次投入し、オフィスや店舗の照明に取り付け
る。ＬＥＤ照明は、２０１０年４月に予定される改正省エネ法の施行をにらみ、需要が急増す
るとみられる。ＩＤＥＣは企業のオフィスや工場に的を絞り、０９年度は販売量を前年度比２
倍の４万台に引き上げる。 発売するのは「ＰＨシリーズ」。ＬＥＤ照明に接続して点灯を制
御する電源装置などで、定電流と呼ぶタイプ。電流を一定に保ちながらＬＥＤを効率よく光
らせる。外部からの信号受信にも対応し、電源装置への電流を制御することで調光機能を
付加できる。

2009年10月7日

東芝は３０日、２００９年度から１５年度までの７年間で、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を中心
とする「新照明システム事業」に１０００億円を投じる計画を明らかにした。ＬＥＤ素子やモ
ジュール（複合部品）などの研究開発に５００億円、設備増強などへの投融資に５００億円
をかける。数年内には自社の照明機器に使うＬＥＤ素子を内製する考えも示した。 都内
で開いたＬＥＤ照明の新製品発表会で、室町正志・代表執行役副社長が明らかにした。設
備投資には新製品に搭載するＬＥＤモジュールの生産能力の増強などが含まれるもよう。
現在は外部から購入しているＬＥＤ素子についても「研究開発を加速している」と語り、数
年内には自社開発品を照明機器に搭載していく方針だ。

2009年10月7日

エボニック インダストリーズは、次世代発光ダイオード（ＬＥＤ）用の高品質ガラスレンズ
を生産する合弁会社を設立した。エボニック インダストリーズの特許技術を使ってＬＥＤ用
レンズを生産し、照明分野の強固な事業基盤を作り上げる。 エボニック インダストリー
ズは、台湾のクリスタル マテリアル コーポレーションと合弁会社を設立した。エボニック
インダストリーズが５２％を出資したエボニック クリスタル マテリアル コーポレーション
で、「Ｓａｖｏｓｉｌ」のブランドで市場に参入する。

2009年10月7日

【京都】ロームは１平方センチメートルあたり０・０５グラムと同社従来試作品比約８７％軽
くて厚さ０・３ミリメートルと同約８３％薄く、曲げられる「フレキシブル有機ＥＬ照明」を開発し
た。車や鉄道、飛行機、住居の照明などの用途を想定する。巻き取りできる基板を使用
し、ロール・ツー・ロールでの量産が可能。大面積化や生産技術の確立を急ぎ、２０１４年
ごろの実用化を狙う。 厚さ１００マイクロメートルの樹脂基板上に、厚さ０・０５ミリメートル
の薄板ガラスと無機膜で有機エレクトロ・ルミネッセンス（ＥＬ）素子を挟み封止する構造を
採用した。曲げ半径２５ミリメートルに対応でき、ベース基板が樹脂のため耐衝撃性に優
れる。寿命は従来同等の約１万時間。

日経産業新聞

2009年10月8日

【京都】ロームは曲げられる有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）部品＝写真＝の基盤技
術を開発した。プラスチック基板に薄板ガラスを張り合わせた独自構造を採用し、曲げても
発光できるようにした。今後、量産技術の開発に取り組む。 プラスチック基板に厚さ０・０
５ミリメートルの薄板ガラスを張り合わせ、電極や有機ＥＬを形成。有機膜と無機膜ででき
た「ガスバリア層」で覆う構造。厚さは０・３ミリメートルで従来の６分の１、重さは１平方セン
チメートルあたり０・０５グラムで同８分の１という。

日刊工業新聞

2009年10月8日 がる」と予測する。 「たくさんつくれば価格メリットから当然価格は下がる。これに加え、競

東京読売新聞

日経産業新聞

東芝、ＬＥＤ照明に１０００億円、１５年度までの投資計画、素 日本経済新聞
子も内製化へ。
朝刊

エボニック、次世代ＬＥＤ用ガラスレンズ生産で台湾合弁

６日に幕張メッセ（千葉市）で開幕したエレクトロニクス総合展「シーテックジャパン２００
９」の会場では、低消費電力のＬＥＤ（発光ダイオード）や太陽電池など環境に配慮した製

化学工業日報

日刊工業新聞

東芝は１万円を切る価格帯に抑えた発光ダイオード（ＬＥＤ）照明器具を年末商戦向けに
発売する。東芝ライテック社長の恒川真一さんは「普及と競争の度合いによって価格が下
争激化が価格下落を早くする」という。ＬＥＤ照明は大手各社が製品化し、年末は販売競
争が熱くなりそう。

シーテック２００９ パナソニックとシャープ 家電＋太陽・蓄電
産経新聞
池＝ＣＯ２ゼロ

豊田合成 反転機運－ＬＥＤ搭載テレビ普及で恩恵

予算確保の要望、上京の高橋副知事に 省庁「わからぬ」
／山形県

日本証券新聞

朝日新聞

2009年10月8日

地球温暖化が関心を集める中、千葉市の幕張メッセで開催中のＩＴ・エレクトロニクス総合
展「ＣＥＡＴＥＣ（シーテック）ＪＡＰＡＮ２００９」では、パナソニックとシャープがそろって“エコラ
イフの提案”を展示の主要テーマに掲げた。省エネ家電だけでなく、太陽電池、蓄電池を
組み合わせ、住宅からの二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を実質的にゼロにするというもの。
シャープが環境対応型企業へ舵（かじ）を切ることを鮮明にする一方、パナソニックは住宅
システムの技術で一歩先んじていることを示した。

2009年10月8日

トヨタ系で自動車部品が主力だが、★「今年４月から自社のＬＥＤ（発光ダイオード）素子
を用いて一般照明器具の販売を開始」（同社広報担当）するなど、最近はむしろＬＥＤ関連
の側面から注目されることの方が多い。 一般照明もさることながら、これから同社のＬＥ
Ｄ技術の強みをより生かすことができると目されているのが、テレビのバックライト用途。も
ともとノートパソコンの液晶バックライト向けＬＥＤで、約６割のシェアを握るといわれている
ためだ。

2009年10月8日

国の補正予算の見直し作業を受けて、高橋節副知事は７日上京し、各省庁や県選出の
国会議員を訪ね、県関係の予算を予定通り執行するよう要望した。情報収集も目的だった
が、省庁の担当者の答えは「わからない」ばかり。高橋副知事にとって「状況が変わったん
だな」と政権交代を実感する省庁回りになった。 副知事が重点的に要望したのは、山形
大学と慶応大学先端生命科学研究所がかかわる２事業。
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4. 新 聞
題目

新聞名

宿泊施設、照明にＬＥＤ、万座ビーチリゾートなど、コスト削減 日本経済新聞
見込む。
地方経済面

大光電機、韓国社と提携、蛍光灯形ＬＥＤ、灯具と一体提供
――安全性を確認。

日経産業新聞

企業・産業－シャープの参入に東芝、パナソニックが反撃
－４０００円電球が火ぶた切る ＬＥＤ照明の次世代戦争

週刊東洋経済

エコ漁船、低コストで大漁――集魚灯用の燃油、ＬＥＤで９
５％減（日曜版）

発行年月日

概要
レンタル事業も 沖縄・九州の宿泊施設で発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の導入が広がって
いる。ＡＮＡインターコンチネンタル万座ビーチリゾート（恩納村）はＬＥＤ照明を吹き抜けに

2009年10月9日 導入。東京第一ホテルオキナワグランメールリゾート（沖縄市）なども既存照明からの置き
換えを進めている。ＬＥＤ照明は白熱電球や蛍光灯などに比べ価格は割高だが、長寿命
で消費電力も小さいことから、今後も普及が進みそうだ。

2009年10月9日

照明器具大手の大光電機（大阪市、前芝辰二社長）は、蛍光灯形のＬＥＤ（発光ダイオー
ド）照明市場に参入する。韓国企業と共同で、ランプとランプをはめ込む器具（灯具）を開
発。組み合わせて発熱などによる事故の恐れがないことを大光電機の検査施設で確かめ
た。まず商業施設の間接照明用として、照明施工会社や建築デザイン会社向けに近く発
売する。 東芝ライテックなど照明大手が白熱電球形のＬＥＤに注力している現在、大光
電機は信頼性を高めれば蛍光灯の置き換えに商機があると判断、開発に踏み切った。
白熱電球、蛍光灯に続く新しい光源として期待されるＬＥＤ（発光ダイオード）を使った照
明市場が、にわかに盛り上がっている。家電量販店では奥まった場所に陳列棚があるに

2009年10月10日 もかかわらず、ＬＥＤ電球に見入るお客が絶えない。ビックカメラ有楽町店家電コーナーの
田村融統括主任は「少し前はＬＥＤとは何かから説明しなければならなかったが、今はお
客様がＬＥＤとわかったうえで質問される」と、その急変ぶりに驚きを隠さない。

日本経済新聞
朝刊

2009年10月11日

サンマがおいしい季節。漁港も活気づくが、気になるのは燃料費だ。サンマやイカは明か
りで集めて捕まえる。「餌は電気」といわれるほど、照明のための燃料を食うという。原油
高騰や温暖化問題への関心の高まりを受け、照明や冷凍システムを工夫した省エネ漁船
が登場し始めた。 深夜、宮城県沖の太平洋にオレンジ色の光が煌々（こうこう）と輝く。
サンマを狙って操業する漁船の集魚灯だ。目を懲らすと１隻だけ、ほかとは明らかに違う
青白い光を出している。サンマ漁業で最もエネルギー消費が少ない漁船として注目を集め
ている第１太喜丸（１３３トン）だ。
三井不動産は千葉大学などと共同で千葉県柏市の商業施設「ららぽーと柏の葉」に植物
工場「みらい畑」を設置したと発表した。発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を使った光源で光合成
を促し、レタス類やハーブ類を栽培するのが特徴。施設を訪れた人に販売したり、試食し
てもらったりする。今後、三井不動産が持つほかの商業施設に導入することも検討する。
植物工場は幅３・４メートル、奥行き２メートル、高さ２・３５メートル。植物工場専門ベン
チャーのみらい（千葉県松戸市、嶋村茂治社長）が企画し、三協フロンテアがユニットハウ
スの製造を担当した。野菜工場では蛍光灯を光源にするのが一般的で、ＬＥＤ照明を設置
するのはめずらしい。土や農薬は使わず、肥料を溶かした水を利用して水耕栽培する。

三井不など、商業施設に植物工場、千葉・柏ららぽーと、来
店客に販売。

日経産業新聞

2009年10月12日

パナソニック電工、ＬＥＤ照明器具が鉄道車両に採用

日刊工業新聞

2009年10月12日 工のＬＥＤ照明器具は、名鉄空港特急などにも採用されており、今後も鉄道車両への提案

パナソニック電工の発光ダイオード（ＬＥＤ）照明器具８９台が、ＪＲ九州が１０日から運行
を始めた日南線観光特急「海幸山幸（うみさちやまさち）」の車両内に採用された。パナ電
を進める。

パナソニック電工の株価が堅調だ。９日の終値は前日比８２円（７・９％）高の１１１５円と
続伸。昨年９月のリーマン・ショック前の水準を回復しての推移が続く。主力の住設関連は
市場が低迷するが、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明装置の宇宙船への搭載が決まるなど環
境銘柄としての評価を受けている。親会社パナソニックの三洋電機買収後に「家」全体を
グループで手がける構想では連携役としての期待も高まる。 １０日に運行を始めたＪＲ
九州日南線の観光特急「海幸山幸」。工業デザイナーの水戸岡鋭治氏が手がけた車両は
地元の杉を内外装に使い、デザイン性が高い。車内の雰囲気に合わせてすべてＬＥＤ化し
た照明はパナ電工が納入した。
亀岡市の12の商店街が、街路灯の電球をLED球に換え、かさをガス灯風の統一デザイン
に改める改修事業を進めている。管理している街路灯は計約450基。電気代は1/4にな
り、年200-300万円軽減できる。

パナソニック電工―環境銘柄の評価受け堅調

日経産業新聞

2009年10月12日

亀岡の12商店街450基改修、街路灯にLED球

京都新聞

2009年10月14日

シナジーテック、LED照明で水耕栽培

日本経済新聞

2009年10月14日 を抑え、発光効率を高めるのが特長。植物工場の普及を見据え、生育に最適な波長の分

照明器具設計・製造のシナジーテック（徳島県阿南市）は、太陽光の代わりにLED照明を
使った水耕栽培の実証プラントを開発した。植物に与える水を循環させてLEDが発する熱
析を進めるとともに、室内で簡易にできる栽培方式として幅広く売り込んでいく。

シナジーテックが実証プラント、ＬＥＤ照明で水耕栽培、水冷
で発光効率向上。

シャープ、給油所など向け、軒下もＬＥＤ照明

日本経済新聞
地方経済面

日経産業新聞

山形県立米沢工業高校、有機ＥＬ搭載したクラフトロボを製作 日刊工業新聞

コイズミ照明、ＬＥＤで店舗演出、海外デザイナーと２種。

日経産業新聞

外食店舗、ＬＥＤじわり、見栄えと省エネ、両立模索――吉野 日経MJ（流通新
家、ワタミ。
聞）

有機ＥＬで野菜工場、山形の２高校来月メド栽培実験

パナホーム、オールＬＥＤ照明採用のモデルハウスを「パナ
ホーム新宿展示場」にオープン

植物工場の普及にらむ 照明器具設計・製造のシナジーテック（徳島県阿南市、大栗克
俊社長）は、太陽光の代わりに発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を使った水耕栽培の実証プラ

2009年10月14日 ントを開発した。植物に与える水を循環させてＬＥＤが発する熱を抑え、発光効率を高める
のが特長。植物工場の普及を見据え、生育に最適な波長の分析を進めるとともに、室内
で簡易にできる栽培方式として幅広く売り込んでいく。

2009年10月14日

シャープは１３日、ガソリンスタンドの軒下などに向けたキャノピー（ひさし）ＬＥＤ（発光ダ
イオード）照明「ＤＬ―ＥＧ００１」＝写真＝を１６日に発売すると発表した。水銀灯に比べ寿
命を約５倍に延ばし、消費電力は約４割削減した。高い場所から照らす倉庫や商業施設で
の用途なども見込む。年間６０００台の生産計画で希望小売価格は５９万８５００円。 高
輝度のＬＥＤを開発し、真下を照らす直下照度を１６７ルクスと水銀灯の約４倍に高めた。
モジュール部分にアルミ合金を採用して放熱効率を高めた。ＬＥＤの寿命は約６万時間で、
明るさを約１４年保てるという。償却までの期間は６～７年ですみ、１０年間の電気代も２４
万６０００円ほど削減可能だと試算している。

2009年10月14日

【山形】山形県立米沢工業高校専攻科の学生が有機エレクトロ・ルミネッセンス（ＥＬ）を
搭載したクラフトロボットを製作した。山形県産業技術振興機構有機エレクトロニクス研究
所（山形県米沢市）の協力を得て、１４センチメートル角の有機ＥＬパネルをロボットの“目”
の部分に組み込んだ。今後は有機ＥＬパネルを活用したセキュリティーロボットなどへの応
用を見込んでいる。

2009年10月15日

コイズミ照明（大阪市）は海外のデザイナーと共同開発した発光ダイオード（ＬＥＤ）照明器
具２種を年内にも発売する。ゼリーのような色合いのアクリル板でＬＥＤを囲んだり、宝石
のようなデザインに仕上げたりして意匠性を工夫した。カフェや雑貨店などの商業施設に
向け、年間で各１００台の販売を目指す。 フィンランドのデザイナー、イルッカ・スッパネ
ン氏と共同開発したのは「カナリー」シリーズ。オレンジ色のアクリル板２１本でＬＥＤの周り
を囲み、アクリル板のすき間から光が出る。自然光への近さを示す「平均演色評価数」も９
０以上に高め、食事などの空間をやわらかく照らせるという。参考価格は６万５２５０円で
透明アクリル板のタイプも用意した。

2009年10月16日 吉野家 明るさ検証、導入１２７店へ ワタミ メーカーと独自開発

2009年10月16日

山形県立米沢工業高校（米沢市）と県立置賜農業高校（川西町）は共同で有機ＥＬ（エレ
クトロ・ルミネッセンス）光源を使った野菜工場の研究に乗り出す。工業と農業という互いの
強みを生かし、地元・米沢生まれの先端技術を活用して新たな地場産業の育成につなげ
る狙いがある。 １５日、教諭や生徒からなる「有機ＥＬ野菜研究会」を設立。米沢工業高
が実験装置を作り、１１月をメドに置賜農業高で栽培実験を始める。 実験では培養室内
と屋外、有機ＥＬ光源と蛍光灯など条件を変えて栽培結果を比較する。両校はＩＴ（情報技
術）を活用して栽培データを共有し、有機ＥＬの有効性の検証や栽培に適した植物の特定
などを探る。

日経速報ニュース 2009年10月16日

パナホーム株式会社は、このたび、「オールＬＥＤ照明」採用のモデルハウスを、東京都
新宿住宅展示場内にオープンしました。当モデルハウスには、全１１０台のパナソニック電
工製ＬＥＤ照明が採用されています。 １０月１７日（土）～１１月２９日（日）の期間内、当
モデルハウスにて、パナソニック電工およびパナホームの説明員が、あかりの演出や照明
器具の特長等について説明させていただく、お客様向け「未来のあかり体感フェア」を開催
いたします。 この催しは、パナソニックグループとして、先進のエコ技術で環境機能を追
求し、「一歩先のエコ」を目ざすグループのコンセプトに沿った取組みの一環となるもので
す。

日本経済新聞
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4. 新 聞
題目

新聞名

［モノ］流行 元が取れるＬＥＤ電球 省電力で長寿命 価格も
東京読売新聞
下落

＜気になる商品＞ＬＥＤ電球 明るくエコで経済的

県の有機ＥＬ事業が本年度で一区切り 山形大教授城戸淳
二氏にエレ研の方向性聞く

秋田魁新報

山形新聞朝刊

発行年月日

概要

2009年10月19日

発光ダイオード（ＬＥＤ）を光源に使った照明器具が普及の兆しを見せている。家庭用のＬ
ＥＤ電球は、白熱電球や蛍光灯より割高だが、消費電力が少なく製品寿命も長いので、長
く使えば元が取れる。ただ、真下に比べその周辺が明るくならないなどの特性があり、使う
場所の向き不向きがある点は注意したい。 ビックカメラ有楽町店では、照明器具売り場
の一角にＬＥＤ電球のコーナーを設置している。使えなくなった白熱電球を持って来店した
女性客は、店員の説明を聞いて「電球が熱くならない点や省エネ性がよさそう」と話し、１
個購入した。

2009年10月20日

消費電力が少なく電気代と二酸化炭素（ＣＯ２）を大幅削減できるとして注目のＬＥＤ（発
光ダイオード）電球。寿命が長く、取り換えの手間も減る。家庭の電球ソケットにそのまま
取り付けられ、以前より値段が下がった商品も発売され、身近になってきた。 東芝ライ
テックは「イー・コア」シリーズから４機種を発売した。現行の電球６０ワットおよび４０ワット
相当の明るさで消費電力６・９ワット、４・１ワットを実現。寿命は電球の約４０倍の４万時間
なので、取り換えの手間を大幅に軽減できる。希望価格は６・９ワットが５４６０円、４・１
ワットが５２５０円。

2009年10月20日

県が約４０億円を投じて開発、研究を進めてきた７年間の有機ＥＬ（エレクトロルミネッセ
ンス）プロジェクトが本年度で一区切りを迎える。有機ＥＬ照明による産業集積が命題とな
る次のステージへいかにつなげるのか。県にとっても大きな判断が求められている今、開
発の中核を担ってきた米沢市の県有機エレクトロニクス研究所（エレ研）の方向性につい
て、同研究所長の城戸淳二山形大教授は「実用化支援機関として発展的に転換させ維持
することが、地域企業への波及につながる」と強調する。以下は一問一答。 －ここまで
の有機エレクトロニクスバレー構想をどのように総括するか。
東北デバイス（本社・岩手県花巻市、相馬平和社長）は、１平方メートル当たり５０００カン
デラという高輝度の有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）パネルの開発に成功し、サンプル
販売を開始した。年内にベース基板に樹脂／フィルムを採用したＥＬのサンプル販売を開
始する方針。今後、生産段階のコスト削減も進めて普及を図る構え。 有機ＥＬは電圧を
かけると発光する有機物でできており、パネル全面が均一に光るため明るさにムラがない
のが特徴。ただ現段階では輝度不足や高価格を背景に普及が進んでいない。

東北デバイス、有機ＥＬパネルで高輝度５０００カンデラ実現

化学工業日報

2009年10月20日

光エネルギー蓄える看板、エルティーアイ（新製品）

日経MJ（流通新
聞）

2009年10月21日 材を利用し、看板の電力消費を抑えながら光り続ける。３０分に１度の割合でＬＥＤを１分

省エネ照明モデル、１０事業者を選出、環境省、技術面など
補助金。

ＬＥＤ、間接照明で特許、Ｈ２Ｏが出願、アクリル棒を脚に。

日経産業新聞

日本経済新聞
地方経済面

蓄光材と発光ダイオード（ＬＥＤ）を組み合わせた低消費電力の照明看板「ハイブリッド看
板」。 ＬＥＤ、蓄光シート、導光板、反射板、充電式リチウムイオン電池などで構成。蓄光
間点灯し、蓄光材に光エネルギーを蓄え、その後の２９分間は蓄光材のみで発光する。

2009年10月21日

環境省は２０日、環境に優しい照明を商業施設などに積極導入しようとしている１０事業者
を「省エネ照明デザインモデル事業」として選出した。太陽光発電装置と発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）照明を組み合わせたコンビニエンスストアを京都市で開くセブン―イレブン・ジャパ
ン、学生ラウンジにセンサーで調光する照明器具を導入予定の片柳学園などが選ばれ
た。 同日に東京都内で開いた「省エネ照明シンポジウム」で発表した。モデル事業の採
択は２００８年度に始めており、今年度は２回目。応募した全５１事業者から、先進的な照
明の導入計画を持つ事業者を選んだという。照明デザインや技術面のアドバイスなどで最
大４００万円まで補助する。

2009年10月21日

デザイン会社のエイチツーオー（Ｈ２Ｏ、金沢市、木和田里美代表）は、発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）による間接照明で特許を出願した。ＬＥＤの光を通す「導光体」のアクリル棒を、その
まま照明全体の構造を支える脚にした設計が新しいという。試作品を製造した照明メー
カー、山田照明（東京・千代田）と連携し、早ければ２０１０年に市販したい考えだ。 この
ほど公開した試作品は金沢の冬の風物詩である雪つりをデザインしたもので、ＬＥＤで光
る５本のアクリル棒を脚として自立する。点灯すると、脚が床から浮き上がって見えたり、
床の色をほのかに反映したり、幻想的な視覚効果がある。Ｈ２Ｏによると、導光体が構造
体を兼ねるＬＥＤ照明は初めて。１４日に特許を出願した。
ＬＥＤ産業の集積生かす 徳島県は次世代の農業として注目される「植物工場」の普及に
向け、生産者や企業、大学関係者などの連携に乗り出す。徳島は植物工場に必要な発光

植物工場で産官学連携、徳島県が検討会、高収量・低コスト 日本経済新聞
化へ。
地方経済面

2009年10月21日 ダイオード（ＬＥＤ）照明やリチウムイオン電池などの産業集積地。農産物の安定供給を狙

日本アドバンテージ、ＬＥＤ照明、簡単に取り付け

2009年10月21日 照明に内蔵。蛍光灯に必要な専用の取り付け口を不要にし、設置費用を蛍光灯型のＬＥＤ

日本経済新聞

う県はこれらの技術を産官学で共有してもらい、高収量・高品質・低コストの新たな形の植
物工場実現を目指す。
発光ダイオード（ＬＥＤ）照明製造の日本アドバンテージ（大阪市、辻本利生社長）は、天井
や壁に簡単に取り付けられるＬＥＤ照明を開発、１１月に発売する。点灯に必要な安定器を
照明に比べ３割程度安くできるという。店舗やオフィス、工場などの需要を見込む。
豊臣秀吉の妻「ねね」ゆかりの高台寺（京都市東山区）で２１日、秋の夜間特別拝観を前
にライトアップの試験点灯が行われ、枯れ山水の庭園「波心庭（はしんてい）」が幻想的に

「ねね」ゆかりの高台寺にＬＥＤの“星空”

読売新聞

2009年10月21日 浮かび上がった。 消費電力を抑えたＬＥＤ（発光ダイオード）照明を含む計約９００基を境
内に設置。今年は「こころの宙（そら）」がテーマで、夜空に見立てた庭に小型ライトを置い
て“満天の星空”を演出した。

山形大学長結城章夫氏――予算執行ＯＫに「ホッ」

０９年度補正予算見直し 山形大の事業は予定通り全額執
行 有機ＥＬの研究拠点整備など盛り込む

日本経済新聞

山形新聞

パナソニック電工、JR九州特急「海幸山幸」、オールLED照明
電波新聞
実現、エバーレッズ89台
凸凹面でも発色そのまま、「玉虫色」フィルム伸縮自在、帝
人、家電など用途開拓。

東芝、ＬＥＤ照明、全方位で――器具から素子まで、世界展
開を視野に。

日経産業新聞

日経産業新聞

2009年10月21日

「予算執行停止を免れ、ホッとしました」。有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）などの世界
的な研究拠点整備を目指している山形大学の結城章夫学長は２０日の定例記者会見で
表情を緩めた。政権交代に伴い国の２００９年度補正予算見直しの動きが報じられて以
来、「一番心配していた」という。 ▽…工学部（山形県米沢市）キャンパスに５階建ての研
究棟を新設、有機ＥＬを軸に有機太陽電池や有機半導体の一大研究拠点とする構想。総
額十数億円にのぼるプロジェクトだけに気をもむ日々が続いたが、先週末に文部科学省
からゴーサインが届いた。「大きな前進」と受け止め、予定通り年内の着工を目指す。

2009年10月21日

国の２００９年度補正予算の執行見直しに絡み、山形大の結城章夫学長は２０日、定例
の記者会見で、有機エレクトロニクスの研究拠点整備や教育研究施設の老朽化対策、学
内ＬＡＮの更新など、補正予算に盛り込まれていた同大のすべての事業が予定通り全額
執行されることを明らかにした。結城学長は「特に、有機エレクトロニクスの研究棟は既に
実施設計が進んでおり、（予定通りの執行決定で）米沢に有機ＥＬの世界的な研究拠点を
つくるという構想に向けて、大きく前進できると感謝している」と語った。
パナソニック電工は、10日から運行を開始しているJR九州の日南線観光特急「海幸山幸」

2009年10月22日 の車両用照明として59台と、停電保安灯に15台、ブラケット照明として15台のエバーレッズ
計89台を納入し、オールLED照明を実現した。

2009年10月22日

ＬＥＤ関連も 帝人は色素を使わずに様々な色を出せ、複雑な形状の立体構造物にも容
易に張り付けられる伸縮自在の色フィルム材を開発した。家電製品や発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）関連部品など広範な用途を開拓できるとみている。既存の色フィルムは凹凸のある面
には付けられなかった。伸縮自在タイプの実用化で、２０１３年に５億円の売上高を目指
す。

2009年10月22日

東芝が発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の事業領域拡大にアクセルを踏んでいる。ＬＥＤ素子を
並べた発光モジュール（複合部品）の量産を始め、発光部と電源回路を一体にしたユニッ
トの販売にも着手。素子内製化の道筋も模索する。内弁慶から脱却しようと世界展開を視
野に、電球やダウンライトで踏み出した事業の育成に取り組む。 エジソンの白熱電球発
明から１３０周年にあたる２１日。東京・有楽町で開かれた「省エネ家電フォーラム」の会場
では各社のＬＥＤ電球が所狭しと輝いていた。「照明は全部ＬＥＤになっていくのでしょう
ね」。視察に訪れた増子輝彦・経済産業副大臣がつぶやくと、東芝ライテックの恒川真一
社長は「数年内には必ず」と自信を示した。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要

2009年10月22日

ＮＥＣライティングは２０１０年１月２８日に、明るさ（器具光束）が２１００ルーメンの発光ダ
イオード（ＬＥＤ）を使ったダウンライト器具を発売する。真下の明るさはコンパクト蛍光灯を
使うダウンライト器具と同等。商業施設や店舗など明るい照明が必要な空間での採用を
目指す。消費電力はコンパクト蛍光灯器具よりも４割抑えられるという。 大光量の白色Ｌ
ＥＤを使い、明るさを確保した。器具光束が１１２５～１５００ルーメンのＬＥＤダウンライト器
具もあわせて販売する。器具寿命は４万時間。同社のコンパクト蛍光灯の４倍にあたり、
交換の手間を省ける点を訴える。

2009年10月22日

コニカミノルタホールディングス（ＨＤ）は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明分野に参入する。ＬＥ
Ｄ照明の光源の中核部品となるガラスレンズを２０１０年度上期から量産し、照明機器や
自動車メーカーなどに供給を始める。主力の事務機の需要が国内外で落ち込むなか、環
境負荷の小ささから市場が拡大するＬＥＤ照明を収益源に育てる。異業種の参入加速でＬ
ＥＤ照明の高機能化や低価格化が進みそうだ。 量産するのはＬＥＤ素子が発した光を効
率よく集めて均等に広げるガラスレンズ。現在はプラスチック製が一般的だが、同社はブ
ルーレイ向けのガラス製ピックアップレンズの生産技術を活用し、プラスチックとほぼ同等
の低コストで量産できる技術を確立した。

日経速報ニュース 2009年10月22日

マーケティング＆コンサルテーションの株式会社富士キメラ総研（東京都中央区日本橋
小伝馬町 社長 田中 一志）は、全世界的に普及が期待されるＬＥＤ照明について、特に
中国市場に注目し、その市場の現状を調査分析し、中国における次世代高効率照明市場
について展望した。その結果を報告書「２００９ 中国高効率照明の全貌」にまとめた。 こ
の報告書では、現段階における次世代高効率照明導入事例を整理し、それらに関わる各
種ベンダー企業の動きを整理すると共に、原材料供給から照明器具製造までの各段階に
おけるメーカーの動き、実際に高効率照明を導入しているユーザー企業の調査分析から
中国の次世代照明市場を展望した。

ＮＥＣライティング、ダウンライト器具、ＬＥＤで明るさ蛍光灯並
日経産業新聞
みに

コニカミノルタ、ＬＥＤ照明に参入、光源用ガラスレンズ、来年
日本経済新聞
度から量産

富士キメラ総研、中国のＬＥＤ照明市場の調査結果を発表

突撃！ゲンバ検証隊＋とことん実証！建材設備
日経ホームビル
－ＬＥＤ電球と 他の光源の違いを 数値で示す－室内照明 ダー

地上の星 こころの宙 高台寺ライトアップ地上の星 こころ
の宙 高台寺ライトアップ

案内看板もＬＥＤ照明＊苫小牧フェリーターミナル＊消費電
力８割減

丹青社、ＬＥＤ導光板採用したガラスショーケース開発

ミキル／アルミ＋ＬＥＤ／多彩な展示台 発売

山形大学／ＥＬ研究拠点建設／近く入札公告

ＮＥＤＯ、ナノテク実用化、助成先９件選定

京都新聞

北海道新聞

日刊工業新聞

日刊産業新聞

日刊建設工業新
聞

日経産業新聞

シナジーテック、水で点灯時の発熱抑えるＬＥＤ照明装置を開
日刊工業新聞
発

ＬＥＤ器具の扱い方、所長クラス、取引先に伝授、コイズミ照
明、全国で研修１５０回

ミニクス、センサーで点灯・消灯するＬＥＤ間接照明発売

日経産業新聞

日刊工業新聞

ＬＥＤ電球と他の光源の明るさを測定する 検証隊は前号で、ＬＥＤ電球と白熱電球、蛍光
ランプの体感的な違いを検証した。結果は、「微妙な違いはあるが、一般的な使用感はＬＥ

2009年10月22日 Ｄ電球と他の光源に大きな差はない」というものだった。 この結果を再確認するため、今
回は前号と同じ３種類の電球を用いて、光の照度と輝度、発熱温度を測定する。 高い位
置が暗いＬＥＤ

2009年10月22日

京都市東山区の高台寺で２１日夜、秋の夜間特別拝観を前に、庭園ライトアップの試
験点灯があった。発光ダイオード（ＬＥＤ）を使って、星空や雲海をイメージさせる幻想的な
空間を演出した。 高台寺のライトアップは１６年目になる。監修する専属庭師の北山安
夫さん（６０）は、交流のある京都工芸繊維大の大学院生から初めてデザインを募り、「ここ
ろの宙（そら）」と題した作品を仕上げた。 枯れ山水の白砂を地上に見立て、青や白など
６色のＬＥＤ照明４００個を芝生や木々にちりばめた。参拝した人に夜空や雲海を自由に思
い描いてもらう。ＬＥＤの導入で、消費電力は２年前に比べほぼ半減できるという。

2009年10月22日

苫小牧港開発は苫小牧西港フェリーターミナルの案内看板２基に、消費電力が少ない発
光ダイオード（ＬＥＤ）式照明を導入した。苫小牧高専と共同研究を進める港湾の省電力化
の一環で二酸化炭素（ＣＯ２）削減を狙う。 新しい照明は８日に完成した。２基の看板は
道道上厚真苫小牧線沿いにあり、入船町の看板は高さ２０メートルでターミナル入り口の
目印となっている。４００ワットの水銀灯２０個を、１８ワットのＬＥＤ式照明２４個に交換し
た。

2009年10月22日

丹青社は早水電機工業（神戸市長田区、早水勝徳社長）の発光ダイオード（ＬＥＤ）導光
板を採用したガラスショーケースを開発、受注を始めた。早水電機工業が開発したＬＥＤ導
光板は、ガラス板やアクリル板の面を発光させるもの。ガラス板の片面に、特殊な塗料で
ドットパターンをシルク印刷。印刷されたドットがＬＥＤの光を乱反射し、ガラス板が面発光
する仕組み。 これまで、ガラス板を面発光させるには、別途蛍光灯など照明をつける必
要があった。ＬＥＤを使用することで、事業主の省エネニーズに対応できるほか、紫外線を
発しないため、展示物の色あせを防げる。

2009年10月22日

アルミ鋳造品を製造販売するミキル（京都府綴喜郡宇治田原町、三宅正恒社長）は今
月、アルミ鋳造プレートにＬＥＤ照明を組み合わせた展示台を発売する。同社は７月に、鋳
造メーカーの三和軽合金（大阪府摂津市）と城陽メタル（京都府綴喜郡宇治田原町）が出
資して設立した。 発売するのは「エルミタージュ」で、背面と展示台にアルミの鋳造プレー
トを使用し、上部からＬＥＤで展示品を照らす。価格はＬＥＤ付きで８万８０００円、ＬＥＤなし
は４万５０００円。多様な展示場所に対応するため、壁掛けタイプと据え置きタイプあり、背
面プレートの模様も１２種類そろえた。

2009年10月22日

山形大学は、工学部の敷地内に建設する有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）研究拠点
施設の整備事業について、近く建設工事の一般競争入札を公告する。国の本年度補正予
算に予定通り計上されたたため。１年間程度かけて施設を完成させる予定だ。 拠点施
設は、米沢地域を有機ＥＬ産業の一大集積地とする構想の一環として整備される。 完成
後は工学部が中心となり、有機ＥＬの実用化に向けた研究などを進める。 施設規模はＲ
Ｃ造５階建て延べ５６００平方メートルを想定。建築設計は教育施設研究所、設備設計は
総合設備計画がそれぞれ担当しており、１１月末までに終える予定だ。

2009年10月22日

新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）は２１日、ナノテクノロジー（超微細技
術）の産業応用を進める「ナノテク・先端部材実用化研究開発」事業の助成先を決めたと
発表した。住友化学と住友ベークライトが提案した折り曲げ可能な有機ＥＬ（エレクトロ・ル
ミネッセンス）照明の実用化研究開発など９件を選んだ。 研究期間は２～３年。基礎研
究段階の先導的研究開発は年７０００万円程度の研究費を、ＮＥＤＯが委託する形で全額
負担する。実用化研究開発は３分の２をＮＥＤＯ側が負担、最大２億円を助成する。

2009年10月23日

【徳島】シナジーテック（徳島県阿南市、大栗克俊社長）は、水で照明点灯時の発熱を抑
える発光ダイオード（ＬＥＤ）照明装置を開発した。価格は、照明部分の長さが１・２メートル
の場合で３万円程度となる。植物工場用の照明で、栽培効率を高められる。 ２ワットの
白色ＬＥＤを４０個使用。発光面をシリコンでコーティングし、水滴や湿度への耐久性を備え
た。ＬＥＤを入れるケース内には植物栽培用の水を循環使用する冷却パイプを通すこと
で、発光熱を抑え、植物への影響を和らげるという。発光効率を高められるとともに、植物
の近接栽培が可能になる。

2009年10月26日

照明器具大手のコイズミ照明（大阪市）は２０１０年３月末までに全国で１５０回の取引先
向け研修会を開く。この夏から各営業所の所長級３０人に、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の
教育訓練を始めており、各人が５回ずつ、取引先の工務店などに配光の仕組みや設置ノ
ウハウを教える。ＬＥＤ照明への関心が急速に高まるなか、営業所員を「インストラクター」
に育て上げ、自社製品の採用増につなげる。 北海道から沖縄県まで全国に４０カ所ある
営業所から所長クラスの従業員３０人を選抜。研修担当の社員が教育を施して「照明研修
インストラクター」として各地域で活動させる。

2009年10月26日

【さいたま】ミニクスは、部屋の明るさと人の動きをセンサーが感知して自動点灯・消灯す
る発光ダイオード（ＬＥＤ）間接照明「エスコート１００」の受注活動を開始した。最大４台まで
連結可能で、通路照明などに活用できる。住宅やホテル、サロン、飲食店向けに売り込
む。価格は一台約１７万―２０万円。年間５６０台の販売を見込む。 外形は１８００ミリ×
１１０ミリ×３４ミリメートルと細長い形で、廊下や通路の壁などに取り付けて使う。自動点
灯・消灯モードにしておくと、センサーで人の有無や明るさを検知、点灯・消灯や明るさ調
節を自動で行う。
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4. 新 聞
題目

アクシアが高出力型ＬＥＤ照明のＨＧシリーズを１０月から販
売開始

新聞名

建通新聞

有機ＥＬ照明を開発／薄くて軽く、デザイン自在に／ローム／ 建設工業新聞

ＬＥＤ照明をローソンに納入、ＩＤＥＣ、２５０店に。

野村証、白色ＬＥＤの市場規模を１２年５８００億円と予測

ＬＥＤダウンライト４機種、シャープが住宅用。

日経産業新聞

株式新聞

日経産業新聞

コニカミノルタ、ＬＥＤ照明に参入、光源用ガラスレンズ、来年 日本経済新聞
度から量産。
朝刊

発行年月日

概要

2009年10月26日

アクシア（台東区、今泉秀幸社長）は、１０月から高出力型ＬＥＤ照明「ＨＧシリーズ」の販
売を開始した。水銀灯２５０ワットの代替ＬＥＤとなるため工場や商業店舗、体育館、運動
施設など強力な光を必要とする屋内外照明での利用を見込んでいる。 同シリーズは４９
００ルーメン、１１０ＬＵＸ（５メートル）を実現。消費電力は水銀灯に比べて１／３、耐久性は
６倍となりＣＯ２排出量を削減し、人と環境に優しい商品となった。 また、アクシアでは水
銀灯の代替となるＨＧシリーズのほか街路灯・防犯灯や看板照明、室内照明、スタンド、
電球型、レール型、ランプなど幅広い商品を取りそろえている。

2009年10月26日

ローム（京都市）は、従来の有機ＥＬに比べて重さが８分の１、厚さが６分の１で半径２５ミ
リに曲げられる「フレキシブルＥＬ照明」を開発した。一般照明および航空機や列車内の照
明、ディスプレーなどの分野で新たなデザインや表現が可能と期待される。 フレキシブ
ル有機ＥＬ照明は、超薄板ガラスとガスバリア層で有機ＥＬを挟み込んで封止する構造に
より、全体で０・３ミリの薄さながら高い信頼性を確保。落下に対する安全性や耐衝撃性も
優れている。また、１平方センチ当たり０・０５ｇと非常に軽量で巻き取り可能なプラスチック
基板をベースとしたことで、ロール・ツー・ロールプロセスで製造でき、量産化による大幅な
コストダウンも容易となった。

2009年10月27日

制御機器大手のＩＤＥＣは２６日、コンビニエンスストア大手ローソンの店舗にＬＥＤ（発光ダ
イオード）照明を納入すると発表した。来年２月までに約２５０店舗に納入する。工場やオ
フィス向けにＬＥＤ照明事業を拡大中で、店舗向けもファストフード店などで実績を重ね、２
０１２年度にＬＥＤ照明分野で３０億円の売上高を目指す。 蛍光灯や白熱灯を代替するラ
イン形やダウンライトを納入する。ライン形は天井に格子状に設置して店内を照らし、ダウ
ンライトは入り口やトイレなどに使う。従来比で年間１７％ほどの省エネ効果があるという。
電源装置や調光システムも納入し、ＬＥＤ照明に必要なシステムを一括提供できる強みを
生かす。

2009年10月27日

野村証券は２６日付で、ＬＥＤ業界についての「黎明期を迎えるＬＥＤＴＶ」と題したリポート
を発表した。２０１０年以降、ＬＥＤバックライト（光源）を備えた薄型テレビ（ＬＥＤＴＶ）用途を
中心にＬＥＤの需要が拡大すると予想し、「白色ＬＥＤ市場は２０１２年に約５８００億円（０８
年比約２．４倍）に達しよう」としている。 同証券の予測では、世界の液晶テレビのＬＥＤ
搭載比率は０９年の２％から１０年には１５％（約２４００万台）に上昇し、１２年には５０％を
超える見通し。

2009年10月28日

シャープは２７日、住宅用のＬＥＤ（発光ダイオード）ダウンライト４機種を１１月１日に発売
すると発表した。６０ワットの白熱電球に相当する明るさで消費電力が約７分の１、寿命は
４０倍になり、大幅な省エネを実現する。希望小売価格は明るさを重視した高効率タイプで
３万４６５０円、色再現性を重視した高演色タイプで３万５７００円。４機種合計で月間１００
０台の生産を見込む。 電源内蔵型でコンパクトに仕上げ、施工しやすくした。天井に断熱
材がある一般住宅用に開発、調光機能にも対応している。高効率タイプは階段や吹き抜
けなど、高演色タイプはダイニングやリビングなどに向く。
事務機需要の低迷補う コニカミノルタホールディングス（ＨＤ）は発光ダイオード（ＬＥＤ）
照明分野に参入する。ＬＥＤ照明の光源の中核部品となるガラスレンズを２０１０年度上期

2009年10月28日 から量産し、照明機器や自動車メーカーなどに供給を始める。主力の事務機の需要が国
内外で落ち込むなか、環境負荷の小ささから市場が拡大するＬＥＤ照明を収益源に育て
る。異業種の参入加速でＬＥＤ照明の高機能化や低価格化が進みそうだ。

2009年10月28日

シャープの「住宅用ダウンライトＬＥＤ（発光ダイオード）照明」 ６０ワットの白熱電球に相
当する明るさで消費電力が白熱電球の約７分の１、寿命は４０倍になり、１日１０時間使用
した場合白熱灯に比べ年間約８６％の電気代を節約できる。電源装置内蔵型で従来品に
比べてコンパクトにし施工もしやすい。明るさを重視し、階段や吹き抜けスペースなどに向
く高効率タイプと、照らす対象を美しく見えるようにし、ダイニングやリビングなどに向く高演
色タイプがある。

フィリップス、超高出力ＬＥＤ投光器「ｅＷ Ｒｅａｃｈ Ｐｏｗｅｒｃｏ
日経速報ニュース 2009年10月29日
ｒｅ」を発売

株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンは本日、超高出力ＬＥＤ投光器「ｅＷ Ｒ
ｅａｃｈ Ｐｏｗｅｒｃｏｒｅ」を１１月１日より発売することを発表しました。 ｅＷ Ｒｅａｃｈ Ｐｏｗｅ
ｒｃｏｒｅは、タワーや橋梁、大型スタジアムなどのライトアップを狙って開発された超高出力
型のＬＥＤ投光器です。光束出力１１，０００ ｌｍ以上、投光距離およそ２４０ｍ という、ＬＥ
Ｄの常識をくつがえすハイパワーを特長とします。ｅＷ Ｒｅａｃｈ Ｐｏｗｅｒｃｏｒｅは、すでに発
売中の「ＣｏｌｏｒＲｅａｃｈ Ｐｏｗｅｒｃｏｒｅ」に続くシリーズ機種で、前者がフルカラーの光を投射
するのに対し、ｅＷ Ｒｅａｃｈ Ｐｏｗｅｒｃｏｒｅは単色の白色光を投射します。

施工しやすいＬＥＤ照明――シャープ（ＮｅｗＦａｃｅ）

ＬＥＤ電球 明るい需要 長寿命・省エネで脚光

日本経済新聞

中国新聞

薄型ディスプレー、次世代技術競い合う――３Ｄ、韓国勢、有
日経産業新聞
機ＥＬ披露

照明用有機ＥＬパネル、ルミオテック、出荷延期、来年１月、
「性能保ち量産困難」。

日経産業新聞

2009年10月29日

消費電力が少なく、寿命が長い発光ダイオード（ＬＥＤ）電球の需要が高まっている。これ
までは、価格が高いため売り上げが伸びなかったが、今年に入って従来品の半額程度の
商品が登場し人気が爆発。家電量販店では品切れになる商品も続出した。大手電機メー
カーなどが相次いで参入し、競争が激化している。 ＬＥＤを使った照明は約１０年前に登
場したが、当時は明るさが足りず用途は非常灯などに限られていた。その後、技術開発が
進み、白熱電球の代わりに使える明るさを実現したＬＥＤ電球が登場。本格的な商品化が
始まった。

2009年10月29日

立体的な映像が見られる３Ｄディスプレーでは韓国・台湾勢が、メガネなしで楽しめる有
機エレクトロ・ルミネッセンス（ＥＬ）やノート型、タッチパネルなどを披露した。技術の進歩と
ともに用途の多様化を進めようとしている戦略がうかがえた。 韓国のサムスン電子はメ
ガネなしで見ることができる５２型の３Ｄ液晶ディスプレーを展示した。画面から約３・５メー
トル離れなければならなかったり、視野角が狭いという制約はあるが、メガネをかけるタイ
プに近い高画質を実現。２０１０年に市場投入する方針だ。

2009年10月30日

三菱重工業やロームなどが出資するルミオテック（山形県米沢市）は照明用の有機エレ
クトロ・ルミネッセンス（ＥＬ）パネルのサンプル出荷開始時期について、当初計画していた
１０月から２０１０年１月に延期すると決めた。明るさや色ムラなく安定的に量産するのが難
しかったという。サイズは予定通り１４・２センチメートル角で、０９年度中に１０００枚を供給
する。 横浜市で開催中の「グリーン・デバイス２００９」の会場で、同社の森田好彦取締
役が明らかにした。「１枚ずつなら問題なく作れるが、量産ラインで均一な性能を保ちなが
ら生産するのは難しい」。４７人いる米沢市の拠点で生産ラインの微調整を続けている。

2009年10月31日

電機大手９社の０９年９月中間連結決算はそろって減収となり、純損益も８社が赤字と
なった。各国の景気刺激策やリストラ効果で、業績悪化に底打ち感は出ているものの、景
気の先行きに不透明感は根強い。ウォン安を追い風に業績が大幅改善したライバル、韓
国メーカーの背中は遠い。大手９社の９月中間連結売上高は、全社がリーマン・ショック前
の前年同期より１～２割減。それでも世界的な景気悪化で苦しんだ０８年度下期と比べ、
業績の改善傾向ははっきりしてきた。「お荷物」だった半導体など電子部品の稼働率は改
善。

電機９社、軒並み減収 韓国勢に後れ取る ０９年９月中間
決算

朝日新聞

仏像人気の立役者は？――ＬＥＤで国宝・重文が展示可能
に（エコノ探偵団）

日本経済新聞
朝刊

2009年11月1日 い」。神田のご隠居、古石鉄之介の話に探偵の深津明日香が興味を示した。「仏像が人気

日本経済新聞

東京国立博物館を再び訪ねると、木下さんが「発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の登場で、仏
像をより美しく、より効果的に演出できるようになりました」と話し始めた。ＬＥＤ照明は輪郭
を浮かび上がらせる効果があり、同博物館では薬師寺展で初めて使用。阿修羅展でも仏
具などを照らした。 さらに木下さんは「ＬＥＤは紫外線や熱をほとんど出さず、仏像を傷め
にくいのです」と続けた。白熱灯は熱が発生し、蛍光灯は紫外線が出る。文化財が色あせ
したり、変質したりするので特殊なフィルターを付けていたが、光が安定しないなど課題が
多かった。

仏像人気の立役者は？――ＬＥＤで国宝・重文が展示可能
に

傷めず、美しく照らす 「秘仏を公開した古寺を訪ねたら、人込みでよく見えなかったわ
みたいね。背景を探りましょう」

2009年11月1日
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要

2009年11月2日

▽...「高効率照明の普及は政府を巻き込んで進めるべきだ」と話すのは照明機器メー
カー、フィリップス・ライティングのエネルギー気候変動部門シニアディレクターのハリー・
フェルハール氏。「日本の新政権が発信した温暖化ガスの２５％削減のメッセージは日本
経済にとっても良いこと」と指摘。「発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の標準化などが必要だ」と
強調する。 ▽...照明産業についても「（電球などの）部材を売る商売からソリューションビ
ジネスに変えなければいけない」と話す。光の制御やデザイン、空調なども含めて「空間を
総合的に提案できるかどうかが競争力につながる」。「自社での研究はもちろん、他業種と
も協力する」との考えを示していた。

2009年11月2日

東芝やタムラ製作所などは、携帯端末を使って駅や街中にある看板から手軽に情報を
取り込める新技術を開発した。「可視光通信」の技術を応用したもので、看板に取り付けた
発光ダイオード（ＬＥＤ）の点滅光を携帯端末で受けて情報を得る。看板が見える範囲なら
離れていても情報を入手できる。携帯電話会社と協力し４年後をメドに実用化を目指す。
開発したのは２社を含む電機会社などが参加する可視光通信コンソーシアムのグルー
プ。看板にＬＥＤを取り付けて１秒間に４００万回の速さで点滅させ、様々な情報を伝える。

山形大学／（米沢）有機デバイス研究施設新営入札公告／１ 日刊建設工業新
１月２０日まで参加受付
聞

2009年11月2日

山形大学は、有機デバイス研究施設新営その他工事の一般競争入札を公告した。総合
評価方式（標準型）の適用案件。参加申請書は２０日まで電子入札システムなどで受け付
ける。１２月１７日までに入札書の提出を求め、同２８日に開札する。 参加資格は山形ま
たは宮城県内に本・支店、営業所を置く単体またはＪＶ。文部科学省一般「建築」Ａ等級。９
９年度以降にＳ、ＲＣまたはＳＲＣ造地上３階建て以上延べ面積３０００平方メートル以上の
校舎、研究施設、庁舎などの新築施工実績があることなど。 総合評価の加算点は最高
３０点。技術提案書は▽技術力▽信頼性・社会性▽高度な技術力－を評価する。

コニカミノルタＨＤ社長松崎正年氏――照明事業は「飛び地」 日本経済新聞
にあらず（人こと）
朝刊

2009年11月3日 年社長はこう強調する。同社は来年度中に発光ダイオード（ＬＥＤ）照明と有機ＥＬ（エレクト

フィリップス・ライティング、ハリー・フェルハール氏、空間を総
日経産業新聞
合的に提案（談話室）

東芝やタムラ製作所、離れた看板→携帯に情報、ＬＥＤ点滅
日本経済新聞
光で送信

▽…「照明は決して飛び地の新事業ではない」。コニカミノルタホールディングスの松崎正
ロ・ルミネッセンス）照明に進出…

2009年11月3日

メーカーも効率の良い電気機器の使い方普及に力を入れる。「ＬＥＤ（発光ダイオード）は
フィラメント（線）が切れないので長寿命です」。パナソニック電工が発行する住宅用照明の
カタログには、随所にイラストで描かれた「あかりアドバイザー」の女性が登場する。 モデ
ルは実在する人物。インテリア照明事業部の栗山幸子さんだ。活躍の場はカタログにとど
まらない。省エネと快適さを両立させたエコ照明のコーディネートを広めるため、住宅メー
カーや電気工事店向けに年１００回近く研修会を開く。

2009年11月3日

「飛行場の誘導灯もＬＥＤ（発光ダイオード）になっている」と話すのは、東芝ライテック（神
奈川県）社長の恒川真一さん（５９）。ＬＥＤ照明は省エネで長寿命が特長。上期にはＬＥＤ
照明器具を三百五十九機種発売した。「下期にも四百六十九機種」を投入し、あらゆる照
明のＬＥＤ化に弾みをつけたい考えだ。 家庭用の照明に関しても「明るさ、効率で電球型
蛍光ランプを超える」と良さをアピール。現在、家庭で消費される電力のうち照明によるも
のはエアコンに次いで多い。ＬＥＤ電球に置き換えることで「百六十万トンの二酸化炭素（Ｃ
Ｏ２）削減になる」と省エネ効果を力説する。

コニカミノルタＨＤ社長松崎正年氏――照明事業は「飛び地」
日本経済新聞
にあらず

2009年11月3日

「照明は決して飛び地の新事業ではない」。コニカミノルタホールディングスの松崎正年社
長はこう強調する。同社は来年度中に発光ダイオード（ＬＥＤ）照明と有機ＥＬ（エレクトロ・
ルミネッセンス）照明に進出するが、いずれも「光学部品や写真フィルムなどの事業で培っ
てきた独自技術を発展させた成果」だからだ。 ▽…まずは手堅く照明機器メーカーなどに
部品として供給する。だが「デバイス事業で終わらせるつもりはない」とも言う。カメラ事業
を売却した後、“髀肉（ひにく）の嘆”をかこっていた工業デザイナーを起用し、新たな照明
のあり方を探る。事務機部門も連携させ、「オフィス環境を総合的に整備できる力をつけた
い」と意気込む。

フィリップス、LED型投光器、240メートル先も照らす

2009年11月4日 や橋、競技場などを照らすのを想定している。価格は1台125万円と従来の器具よりも高い

第３部地域に根ざす（４）家庭の省エネ努力促す（環境立圏
関西）終

口遊録 あらゆる照明のＬＥＤ化目指す

日本経済新聞

中日新聞

日経産業新聞

フィリップスエレクトロニクスジャパンはLEDを光源に使った投光器8種を発売した。最も明
るいタイプの製品は240m先まで照らせる。発売したのは「ｅＷリーチパワーコア」で、タワー
が、寿命がHIDランプより2～4倍長い点を売りにする。

住友３Ｍ、ＬＥＤの新販路開拓、プロジェクト部新設

パナソニック、「照明」にビジネスユニット、意思決定迅速に

日経産業新聞

日経産業新聞

2009年11月4日

住友スリーエムは２日、ライティングプロジェクト部を１日付で新設したと発表した。照明の
光源になる発光ダイオード（ＬＥＤ）モジュールを販売しており、新しい販路の開拓を進め
る。今後はＬＥＤ事業のほか、他の照明事業でも商業施設など向けに展開を図る狙いだ。
プロジェクト部の人員数は公表していない。今後は研究と市場調査、販売などが一体に
なって活動する体制を整える方針。新たな製品などの開発にもつなげる。

2009年11月4日

パナソニックは照明分野の社内分社、ライティング社に「照明事業」と「デバイス事業」のビ
ジネスユニット（ＢＵ）を新設した。これまでライティング社はＢＵ制を採用していなかった
が、消費者向けと企業向け商品を担当するＢＵに分けることで、商品企画や開発、販売な
どの意思決定のスピードアップを目指す。 照明事業ＢＵの領域は、１０月２１日に発売し
た発光ダイオード（ＬＥＤ）電球や、電球型蛍光灯、蛍光灯など家庭向けの照明が中心。デ
バイス事業ＢＵは、液晶ディスプレーのバックライト用ランプ、プロジェクター用ランプ、カメ
ラ用ストロボなどＢｔｏＢ（企業向け商取引）商品を担当する。
シーシーエスは、ＬＥＤ（発光ダイオード）を使った商業施設向け照明器具の販売を始め
る。寿命が長く、電力消費量が少ないＬＥＤ照明の市場拡大に対応し、５日から受注を開
始する。 ＬＥＤ照明は、住宅用でも大手電機メーカーの新製品投入が相次ぐなど市場が
急成長している。このため同社は、得意の電子・半導体や食品、自動車向けから商業施
設向けにも参入し、ＬＥＤ事業の強化につなげる。 開発した照明は５ワット相当。寿命は
４万時間と商業施設用で主流のハロゲンランプの１０倍を超え、消費電力も８分の１に削
減できるという。半導体検査用で培った放熱構造や集光技術を活用した。

商業施設向けに ＬＥＤ照明販売 シーシーエス

京都新聞

2009年11月5日

植物工場向け照明器具、アルミ基板にLED実装し放熱性を
向上、昭和電工アルミ販売

日刊工業新聞

2009年11月6日 ることで、従来の樹脂パッケージに比べ放熱効率を向上した。2010年3月に同大学の植物

星和電機、１３０ワットＬＥＤの道路照明器具を発売

有機ＥＬ、カシオ・凸版、共同生産、１０年代前半に、中小型
実用化へ。

昭和電工アルミ販売（大阪市）は、玉川大学の渡邊教授と共同で植物工場向けに放熱性
の高いLED照明器具を開発した。熱伝導性の高いアルミニウム基板にLEDを直接実装す
工場で採用。次に汎用タイプを試作し、本格発売する。

日刊工業新聞

日本経済新聞

2009年11月6日

星和電機は光源に１３０ワットＬＥＤを用いた道路照明器具を２０１０年１月上旬に発売す
る。２５０ワット水銀ランプや１８０ワット高圧ナトリウムランプの道路照明と同等程度の明る
さを実現。価格は１灯当たり４２万円（支柱は含まない）。年間５０００万円の売り上げを目
指す。 道路照明でも環境志向の高まりからＬＥＤ照明の普及が進んでいるため、従来の
道路照明製造ノウハウを応用して開発した。一般道路用照明として必要な、１平方メート
ル当たり０・７カンデラの路面輝度を実現している。消費電力は水銀ランプに比べ約６０％
減、高圧ナトリウムランプに比べ約２０％減。光源寿命も４万時間と高圧ナトリウムランプ
の約１・７倍、水銀ランプの約３・３倍。

2009年11月6日

カシオ計算機と凸版印刷は薄型ディスプレーの有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）事業
で提携する。開発・生産する共同出資の新会社を２０１０年４月に設立。１０年代前半まで
に１０型以下の中小型の実用化を目指す。価格競争が厳しい中小型の液晶ディスプレー
を代替する商品として拡販するほか、薄型テレビなど大型への応用も探る。 カシオがま
ず１０年２月に有機ＥＬ事業を担う新会社を設立し、カシオ子会社で中小型液晶パネルを
手がける高知カシオ（高知県南国市）と、有機ＥＬの開発部隊の合計約６００人を移管。２カ
月後に凸版が新会社の発行済み株式の８割を取得する。カシオは社長を派遣する。資本
金は４億円で、新会社の名称は未定。
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4. 新 聞
題目

新聞名

ナユタ、ＬＥＤ電源装置、寿命１０年、屋外広告など業務向け 日本経済新聞
販売
地方経済面

発行年月日

2009年11月7日

概要
電源装置を製造するナユタ（浜松市、羽深英勝社長）は、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明用の
長寿命電源装置を開発した。交流電源を直流に変換する装置で、平均寿命は従来製品
の倍近い１０万時間。１０年間は使用できるという。ＬＥＤは店舗や工場の照明、屋外広告
などに採用が広がるが、４万時間持つＬＥＤに対応した電源は少ない。広告業者や内装業
など業務用に販売しＬＥＤ照明の普及を促す。 ＬＥＤは直流のため、交流の商用電源を
使うには変換装置が必要。電源装置はＡＣアダプターのような役割をする。
電通は２０１０年１月をめどに、東京・汐留の本社ビルに発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を導

日本経済新聞
朝刊

2009年11月7日 入する。従来型照明約１万７０００本分を交換する大規模なもので、年間の二酸化炭素（Ｃ

ＬＥＤ照明、発光効率、蛍光灯並み――パナソニック電工、従
日本経済新聞
来比３７％改善

2009年11月7日

パナソニック電工は２０１０年度上半期に、消費電力に対する明るさ（発光効率）が蛍光
灯を使った器具並みに優れたＬＥＤ照明を発売する。従来製品から３７％の改善で、オフィ
スや店舗の主照明にＬＥＤを普及させる戦略商品に位置付ける。１２年度に５０億円規模
の売り上げを見込む。 消費電力１ワットあたりの明るさが１００ルーメンと、最新の蛍光
灯器具とほぼ同じ発光効率のＬＥＤ器具５種を１０年春から夏に順次投入する。同社の従
来製品では１ワットあたり７３ルーメンが最高だったが、ＬＥＤ素子の性能向上や、反射板な
どの工夫でより明るくした。価格は１台１０万円未満と従来製品と同程度だが、量産効果が
出れば値下げも検討する。

2009年11月7日

反響は大きく、シャープは家電量販店からの引き合いが殺到して納品が間に合わず、発
売日を１カ月近く延期した。健康・環境システム事業本部長の高橋興三執行役員は「ＬＥＤ
照明の売上高を早期に５００億円にしたい」と話す。パナソニックは照明全体に占めるＬＥＤ
の比率を「２０１２年ごろに２５％まで高めたい」（パナソニック照明事業の社内分社、ライ
ティング社の伊藤好生社長）としている。 ほかにも大手ではパナソニック電工が電球型
以外のＬＥＤ照明で先行している。０８年度は８６億円を売り上げたが、１２年度に３００億
円まで引き上げる計画だ。

2009年11月7日

そごう神戸店やＪＲ西日本、神戸マルイなどＪＲ三ノ宮駅（神戸市中央区）の周辺にある１
３社は６日、同駅と各商業施設を結ぶ歩行者用デッキを約２０万個の発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）で彩る「ＫＯＢＥ ＬＩＧＨＴ ＭＥＳＳＡＧＥ ｉｎ ２００９ ＥＣＯ ＡＮＧＥＬ」（総延長１キロ）
を、２１日～１２月２５日に実施すると発表した。 昨年に続いて２回目。５月の新型インフ
ルエンザで人出が落ち込んだことから、今年はテーマを街の活性化につながるような「夢」
に決めた。会場内にイラストやメッセージをパネル展示し、コンサートやスタンプラリーも開
催する。

2009年11月9日

「飛行場の誘導灯もＬＥＤ（発光ダイオード）になっている」と話すのは、東芝ライテック（神
奈川）の恒川真一社長（５９）。ＬＥＤ照明は省エネで長寿命。光の中に熱が少なく、ＴＶ局
のスポットライトでも採用されている。上期にはＬＥＤ照明器具を３５９機種発売、「下期にも
４６９機種」を投入し、あらゆる照明のＬＥＤ化に弾みをつけたい考えだ。 家庭用の照明
に関しても「明るさ、効率で電球型蛍光ランプを超える」と、良さをアピール。現在、家庭で
消費される電力のうち照明によるものはエアコンに次いで多い。ＬＥＤ電球に置き換えるこ
とで「１６０万トンのＣＯ２削減になる」と省エネ効果を力説していた。

2009年11月9日

パナソニック電工は１７、１８日の２日間、名古屋市千種区の吹上ホールで、建築設備総
合内覧会「ＳＵＰＥＲ ＢＯＸ２００９」を開く。発光ダイオード（ＬＥＤ）を中心に、店舗やオフィ
スのまるごと照明を紹介するほか、各種ＬＥＤ照明器具を展示する。また、ビル、店舗、工
場の省エネ「見える化」も提案する。 全体は６つの区画に分けられ、ＬＥＤ照明、省エネ
の見える化のほか、オフィスや工場の照明リニューアルの紹介、建築照明「スマートアー
キシリーズ」も展示する。省エネ関係では、照明、空調の機器制御システムも出展する。ま
た、セキュリティシリーズやコミュニケーションシステムによるエネルギーロス削減の実例も
提示する。

2009年11月9日

パナソニック電工はこのほど、無電極点灯方式照明器具「エバーライトシリーズ」の「高
天井用照明器具」の学校向け出荷台数が、０９年上期に前年同期比で４倍以上の伸びを
記録したと発表した。政府が推進する「スクールニューディール構想」による補助金制度を
活用し、体育館の耐震・エコ改修を行う学校が増えているのが主な要因という。同社は、６
万時間の寿命を持つためランプ交換の手間がなく、従来比で３割以上の省エネを実現し
たエバーライトの採用が増加したとみている。

電通、本社にＬＥＤ照明導入（ビジネスダイジェスト）

関西ＬＥＤ産業すそ野拡大――大手、家庭用電球、競う、中
小、部材・装置に活路。

日本経済新聞

ＪＲ三ノ宮駅周辺ＬＥＤの回廊 ２１日から １３社参加＝兵庫 大阪読売新聞

あらゆる照明をＬＥＤへ／東芝ライテックの恒川真一社長

１１月１７，１８日「ＳＵＰＥＲＢＯＸ」／パナソニック電工

高天井用照明器具 学校向け出荷高伸／パナ電工

建設工業新聞

建設通信新聞

電気新聞

パナ電工、売上高目標、ＬＥＤ照明事業、１５年度１０００億円
日本経済新聞
に。

シーシーエス、オフィス・商業施設向けＬＥＤ製品発売

日刊工業新聞

シーシーエス、「自然光ＬＥＤ照明投入、来期以降急ピッチで
株式新聞
再成長」

Ｏ２）排出量を０８年実績比約５％減らせるという。

パナソニック電工は９日、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明事業で２０１５年度に売上高１０００
億円を目指すと発表した。省エネや二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の削減に向け、オフィスや

2009年11月10日 店舗、住宅で急速にＬＥＤ照明が普及し始めている。１０年度には現在の１・３倍の約１１０
０品目に品ぞろえを拡大、シェアを高める。

2009年11月10日

シーシーエスはオフィスや商業施設向け「発光ダイオード（ＬＥＤ）ランプ」を発売した。消費
電力は５ワットで、明るさは３８ワットのダイクロハロゲンランプと同程度。同社は従来検査
用ＬＥＤ照明を中心に展開してきたが、同製品の発売でオフィスや商業施設向け照明分野
に本格参入する。標準価格は１万３１２５円。２０１２年７月期までで合計２億円の売り上げ
を目指す。
ＬＥＤ（発光ダイオード）関連銘柄が人気化する場面が増えている。シーシーエスもその
一つだ。半導体業界を主要顧客とした工業用ＬＥＤ照明器具の世界トップ級企業で、今７

2009年11月10日 月期は業績の黒字転換を目指す。米田賢治社長に聞いた。 ――前期の業績悪化から
どう回復させていく考えか。

2009年11月10日

飯田市の２つの企業グループは発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った防犯灯を２機種開発し
た。防犯灯のＬＥＤ化を進める飯田市から打診を受けた市内の共同受発注組織を通じて
開発した。２００９年度中に３０００台を飯田市に納めて、今後は下伊那地域を中心に拡販
していく考えだ。 精密機器組み立てなどを手掛けるアートデザインシステム（飯田市）な
どのグループが開発した「サイドビュアー」はアルミ素材を使う。８００グラムという軽量でコ
ンパクトなのが特徴だ。

ＬＥＤ照明導入広がる、小売りやＧＳ、金融機関など、電気代 日本経済新聞
やＣＯ２削減
地方経済面

2009年11月11日

商品色焼け防止も 四国で発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を導入する企業が相次いでいる。
初期費用は蛍光灯などよりかかるが、消費電力が減り、長期的にはコストを削減できるの
が背景だ。二酸化炭素（ＣＯ２）排出抑制にもつながるほか、商品の色焼けを防ぎ、電灯交
換にかかる費用を省ける利点も。環境問題への関心が高まる中、温暖化ガス削減は企業
にとっても重要な課題の一つになっており、今後、取り組みはさらに広がりそうだ。

豊田合成社長若山甫氏――好調ＬＥＤ事業戦略は（この人に 日本経済新聞
聞く）
地方経済面

2009年11月11日 唯一、ＬＥＤ素子から自動車の室内外照明、パソコンのバックライトなどのＬＥＤ製品までを

省電力の公道用ＬＥＤ

2009年11月11日 置で路面を３５メートル幅で照らせる。現在主流の高圧ナトリウムランプより消費電力を２

飯田の２企業組織、ＬＥＤ防犯灯で新機種、各１５００台、市に
日本経済新聞
納入

売上高１０００億円めざす 今期４０億円投資、計画の倍 豊田合成の発光ダイオード
（ＬＥＤ）事業が好調だ。１９９１年に青色ＬＥＤの開発に成功、９５年に商品化した。世界で
一貫して手掛けているのが特徴。市場の期待も強く、株価は１０日終値で２３７５円と昨年
末終値（１０４０円）を大きく上回る。若山甫社長に事業の戦略や見通しを聞いた。
星和電機は、省電力で照射面積が広い公道用のＬＥＤ（発光ダイオード）照明器具を開
発し、来年１月から受注を始める。白色ＬＥＤ１４０個の配列を工夫し高さ１０メートルの設

京都新聞

０％低減、寿命は約１．７倍の４万時間。１台４０万円。初年度の売上高５０００万円を見込
む。
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4. 新 聞
題目

発行年月日

概要

2009年11月11日

豊田合成は発光ダイオード（ＬＥＤ）事業を中心とした非自動車部品部門を強化する。２０１
０年３月期のＬＥＤ事業の設備投資額を当初計画比倍増の４０億円に引き上げる。主力の
自動車部品部門は市場環境が不透明なため投資を抑え、同社が競争力を持つＬＥＤ関連
の投資を積極化させる。高収益性のＬＥＤの生産能力を増強、業績拡大を狙う。 豊田合
成の１０年３月期の連結設備投資額は３２０億円と当初計画に比べ２０億円増やしたが、
前期に比べると４５％減らす計画だ。昨秋以降の需要後退を受け、自動車部品部門の投
資を大幅に抑制するが、需要の大きいＬＥＤ事業への投資は増やす

ＬＥＤ照明導入広がる、小売りやＧＳ、金融機関など、電気代
日本経済新聞
やＣＯ２削減

2009年11月11日

四国で発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を導入する企業が相次いでいる。初期費用は蛍光灯
などよりかかるが、消費電力が減り、長期的にはコストを削減できるのが背景だ。二酸化
炭素（ＣＯ２）排出抑制にもつながるほか、商品の色焼けを防ぎ、電灯交換にかかる費用
を省ける利点も。環境問題への関心が高まる中、温暖化ガス削減は企業にとっても重要
な課題の一つになっており、今後、取り組みはさらに広がりそうだ。 手芸店を展開する小
野（高松市）は、今月２７日に開店するドリーム戸塚店（横浜市）の全照明をＬＥＤ照明にす
る。消費電力を従来の３分の１に抑えられ、二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量を年間約９・２ト
ン削減できるという。

照明にＬＥＤ使用 西米良板谷トンネル、国内初

2009年11月12日 照明設備を設置した。省エネや二酸化炭素（ＣO2）排出量削減など、環境に配慮したトン

豊田合成、ＬＥＤ事業へ投資倍増、今期４０億円、車部品は
大幅抑制

新聞名

日経産業新聞

宮崎県は、西米良村板谷で整備を進めている国道219号板谷トンネルに、ＬＥＤを使用した

宮崎日日新聞

ネル照明として普及が期待される。トンネル照明へのＬＥＤ使用は国内初。

2009年11月12日

パナソニック電工は９日、ＬＥＤ（発光ダイオード）照明事業で、２０１５年度に１０００億円の
売り上げを目指すと発表した。地球温暖化対策への関心の高まりで、エネルギー消費の
少ないＬＥＤ照明が急速に広がってきたことを受け、オフィスや店舗の照明で需要を取り込
む。１２年度の売り上げ目標についても従来の３００億円から３５０億円に引き上げる。
新たな主力製品として１０年度に消費電力１ワットあたりの明るさが１００ルーメンと、業界
最高効率のオフィス用ベースライトを発売する。オフィスを中心に広く使われている細長い
蛍光灯の代替需要を見込んでいる。

2009年11月12日

パナソニック電工は１７、１８日の２日間、建築設備の総合内覧会「ＳＵＰＥＲ ＢＯＸ ２０
０９」を名古屋市千種区の吹上ホールで開催する。 同内覧会では、ＬＥＤを中心とした省
エネ照明をはじめ、オフィス・マンションセキュリティ関連商品などを展示。会場内に「ＬＥＤ
照明」「省エネ照明リニューアル」「省エネ見える化＆制御システム」「オフィス・マンションセ
キュリティ」「情報通信＆映像システム」「省エネ電気設備」の６つのゾーンを設け製品を展
示し、総合的なエコ・ソリューションをプレゼンテーションする。

2009年11月12日

ＲＥＬジャパン（大阪市鶴見区、神村正廣社長、０６・６９６８・１５５８）は、照射角度が２７０
度以上の高光束発光ダイオード（ＬＥＤ）蛍光灯型照明の輸入販売を始める。豊田合成の
砲弾型ＬＥＤと三菱樹脂の半透明アクリル外筒、さらに非金属製放熱板を使って、従来型
のＬＥＤ蛍光灯より照射角度を１００度以上広げた。開発、製造は中国の光尚電子（上海
市）が行い、近く発売する。価格は２万円強を予定。 ＬＥＤチップ１００個（４０ワット型）を
２、３列平行に並べて埋め込んだ光源をアクリル外筒内にセット。放熱効率のよい幅細放
熱板と組み合わせ、直下へ透過するＬＥＤ光の一部を上部へ反射散乱させることで照射角
度を広げた。

2009年11月12日

架線金物メーカー大手の東神電気は、一般蛍光管向け照明器具に工事不要で取り付け
られるＬＥＤ（発光ダイオード）式蛍光灯形照明装置「美蛍（びけい）シリーズ」に２０ワット形
の新製品２タイプを追加し、製品ラインアップを拡充・強化する。既設照明との互換性など
主力製品である４０ワット形の特徴を引き継ぐとともに、高輝度タイプＬＥＤを採用して高い
照度を実現。蛍光管の約５倍といった長寿命や低価格、省エネルギー性を武器に拡販を
進める。 同社は、直管型照明装置「美蛍シリーズ」を自社開発、今年２月に、４０ワット形
２タイプ（乳白色、透明）の出荷・販売を開始し、業務用ＬＥＤ照明機器市場に、本格参入し
た。

可視光通信コンソーシアム、灯台からＬＥＤ光、模擬船舶で有
日経産業新聞
効性実験

2009年11月12日

ＮＥＣやパナソニック電工などが参加する可視光通信コンソーシアム（会長は春山真一
郎・慶応義塾大学教授）は海上保安庁と共同で、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明光を利用し、
灯台から洋上の船舶に安全情報などを送る実験を始める。まず回流水槽を用いた模擬実
験で有効性を確認した後、海上での実証実験へ進む。夜間の衝突事故などを防ぐのが狙
いだ。 １２月から回流水槽を用いて、灯台にみたてたＬＥＤ光源から、模擬船舶への情報
伝送の実験をする。東京湾内に相当する波を発生させ、船舶が揺れ動く中で情報伝送が
可能かどうかを調べる。有効性が確認されれば、来年２月以降に海上での実証実験へと
進めていく予定だ

LED照明、出っ張らない照度センサー、ロームがＩＣを開発

2009年11月13日 配置する必要があった。ロームはＩＣに照明の光量を差し引いて計算する機能を持たせ、

パナ電工、ＬＥＤ照明、１０００億円、１５年度売り上げ目標

日経産業新聞

１７、１８日に開催 パナソニック電工内覧会「ＳＵＰＥＲ ＢＯＸ
建通新聞
２００９」

ＲＥＬジャパン、照射角度２７０度の蛍光灯型ＬＥＤを輸入販売 日刊工業新聞

東神電気がＬＥＤ照明で新製品 ２０ワット形の２機種を追加 電気新聞

日経産業新聞

ロームはLED照明の内部に、部屋の明るさを検知する照度センサーを付けるためのＩＣを
開発した。従来はセンサーにLED照明自体の光が当らないよう、照明の外側にセンサーを
照明器具を小型化したり、デザインの自由度を高めたりしやすくした。

電機大手、白色ＬＥＤ素子を内製－東芝・シャープは来年か
ら量産

インテックス、光の色を自在に変えられるフルカラーＬＥＤ電
球開発

日刊工業新聞

日刊工業新聞

2009年11月13日

電機大手が白色発光ダイオード（ＬＥＤ）素子の自社生産に相次いで乗り出す。２０１０年
から東芝が北九州工場（北九州市小倉北区）、シャープが三原工場（広島県三原市）でそ
れぞれ量産を開始する。韓国サムスングループも内製化を始め、パナソニックも白色ＬＥＤ
を強化事業と位置付けている。白色ＬＥＤは照明や液晶テレビのバックライト向けに需要が
急増。現時点では半導体素子の供給元が限られており、安定調達先の確保が必要になっ
ている。参入メーカーの増加で、価格競争も激化しそうだ。 東芝はマイクロエレクトロニク
スセンター（川崎市）で白色ＬＥＤ素子を開発しており、北九州工場に専用の量産ラインを
構築する。

2009年11月13日

インテックス（東京都千代田区、八木穣社長、０３・５２８１・８２８２）は、光の色を自在に変
えられるフルカラー発光ダイオード（ＬＥＤ）電球を開発した。赤・緑・青３色のＬＥＤの輝度を
調整し、色彩・明るさを自由に設定できる。１２月にサンプル供給を始める。価格はリモコ
ン付きで１万５０００円。量産化を進めることで価格を３分の２程度まで引き下げ、年間１５
億円の事業に育てる。 新製品「Ｔｉｎｏ」はシーンに合わせて光の色を選べ、色調を記憶さ
せることも可能。消費電力８ワットで明るさが約５００ルクス、１２ワットと１８ワットの電球を
そろえた。寿命は４万時間で、白熱灯よりもランニングコストが低い。

ホンダクリオ共立、全照明、ＬＥＤに、１０年でＣＯ２、４０００ト
日経産業新聞
ン減

2009年11月13日

コニカミノルタ、有機ＥＬ来年度量産、照明用、３５億円投じ設
日本経済新聞
備、事務機に次ぐ柱に

2009年11月13日

サムスン、ＬＥＤでも攻勢―産業政策の発想転換を

日本経済新聞

2009年11月16日
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ホンダ系の販売ディーラー、ホンダクリオ共立は本社を含む傘下の全９店舗の全照明
を、２０１０年中にＬＥＤ照明に切り替える。ＣＯ２排出量の削減が狙いで、今後１０年間で
約２０００トンを削減。同時に約１００台ある営業車もハイブリッド車など環境対応車に順次
切り替えるなどして、今後１０年間で計４０００トンのＣＯ２削減を目指す。 すでに本社の
ある「東名川崎店」で、新車ショールームの照明をＬＥＤ照明に切り替えた。その他店舗に
ついても順次ＬＥＤ照明に切り替え、１０年中に工事を完了する計画。導入するＬＥＤ照明
はシャープなど計６メーカーから採用し、投資額は約１億円。ＬＥＤ照明への切り替えで、電
気代も約６５％削減できるという。
コニカミノルタホールディングス（ＨＤ）は省エネ型の次世代照明として期待されている有
機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）照明に参入する。約３５億円を投じて有機ＥＬの量産ライ
ンを新設し、来年度中に照明用部材として供給を始める。薄く折り曲げられる利点を照明
機器メーカーなどに訴える。同社は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明への参入も決めており、次
世代照明を事務機に次ぐ収益の柱に育てる。 同社は旧コニカの写真フィルムの製造拠
点だった東京都日野市の工場建屋に、照明用有機ＥＬの量産ラインを設ける。１１月中に
着工し、来年秋に完成する予定。
画面を後方から照らす「バックライト」にＬＥＤを使った液晶テレビの販売が急増している。
米調査会社ディスプレイサーチによると、液晶テレビに占めるＬＥＤ搭載機の比率は２００８
年の１％未満から、１５年には６２％に高まるという。ＬＥＤチップを基板から切り出す装置
を製造するディスコは業績が急回復。１０年３月期の連結売上高予想を前期比４％減の５
１０億円から１０％増の５８５億円に上方修正した。 韓国サムスン電子は１０年のＬＥＤ搭
載型液晶テレビの販売目標を０９年見込み比５倍の１０００万台以上と定めた。

4. 新 聞
題目

青い光で快調に？ 福井大院生・山田さんが研究 ＬＥＤ灯
浴びて授業、実験 ／福井県

スターバックス、全米８０００店舗でＧＥ製ＬＥＤ照明を導入へ

新聞名

朝日新聞

ＷＩＲＥＤ ＶＩＳＩＯ
Ｎ

発行年月日

概要

2009年11月16日

青色の光を朝浴びると、日中はすっきり目覚めている状態になり、夜は眠りの態勢に入
りやすくなる――。福井大学大学院工学研究科１年の山田佐知さん（２２）が学生４人の協
力で実験し、そんな研究結果をまとめた。指導した明石行生准教授は「より少ないエネル
ギーで生体リズム障害の予防や緩和につなげる新しい光療法を開発できる可能性があ
る」と話している。 うつ病のほか生活の昼夜逆転現象など生体リズムの乱れの治療法
に、高照度の強い光を浴びせる光療法がある。一方で夜間に青色光を浴びると目覚めが
良くなる効果のあることもわかっており、実験では朝に浴びる青色光が体の覚醒（かくせ
い）や生体リズムに与える影響を調べた。

2009年11月16日

コーヒーショップ最大手のスターバックスは、米国の8000店舗で利用している従来型の電
球を2010年3月までにLED照明に置き換えていく。
白熱電球やその他の従来型電灯からLED照明へ切り替えることで、同社は一店舗あたり
の電力消費量を7%低減できると予想している。同社では全社の目標として、2010年末まで
に電力消費量の25%削減を掲げている（「紅茶の温度をもっと下げて」というのがスター
バックスに時々足を運ぶ私からのアドバイス）。同社はまた、LEEDのさまざまなコンセプト
を、パイロットプロジェクトを実施する複数の店舗で導入していくとしている。

照明用有機ＥＬ、１０００億円事業目標、コニカミノルタ、量産
日経産業新聞
発表

2009年11月16日

新日鉄化学、「電子材料」の組織再編、情報共有推進、開発
日経産業新聞
迅速に

2009年11月16日

ＧＥとＫｏｄａｋの有機ＥＬ照明，印刷法と蒸着法で進展－早け 日経エレクトロニ
れば２０１０年後半に実用化か
クス

2009年11月16日

コニカミノルタ、照明進出、有機ＥＬとＬＥＤ両輪――用途の積
日経産業新聞
極開拓、欠かせず

ＬＥＤ部品、シャープ、ソニーに供給、液晶ＴＶ用、共同開発も
日本経済新聞
検討

「第２東名」相次ぎ新実験、中日本高速、ＬＥＤ掲示など、次
世代高速ＰＲ

山大に拠点 「有機ＥＬ」支援事業に採択 科学技術振興機
構

日本経済新聞

東京読売新聞

2009年11月17日

コニカミノルタホールディングス（ＨＤ）が照明分野に進出する。蛍光灯に代わる次世代照
明として期待される有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）と発光ダイオード（ＬＥＤ）を二本柱
に据える。主力の事務機で苦境が続くなか、照明事業は成長路線に回帰する道筋を示す
“前照灯”足りえるのだろうか。 「有機ＥＬ照明を２０１０年度に事業化する」。米ゼネラル・
エレクトリック（ＧＥ）との提携を発表した０７年以降、繰り返しＩＲ（投資家向け広報）資料に
刷り込んできたこの一文に関する具体的な内容が１１月１３日、ようやく「量産計画」として
明らかになった。

2009年11月17日

シャープはソニーに液晶テレビの基幹部品で画面を背後から照らす発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）バックライトを供給する。現在主流の蛍光灯型に比べ画質や省エネ性能が向上する。
両社は次世代ＬＥＤバックライトの共同開発も検討。薄型パネルで提携している両社はパ
ネル以外の協力に踏み込み、世界最大手の韓国サムスン電子を追う。デジタル家電の国
際競争が激化する中、日本企業は提携拡大で投資効率を高め、開発速度を上げる。
シャープは三重県の亀山工場（亀山市）で生産しているＬＥＤ方式のバックライトを、１２月
の生産分からソニーに供給する。同部品を外部に供給するのは初めて。

2009年11月17日

中日本高速道路は２０１０年１月から、建設中の「第２東名高速」でドライバーの安全性
や利便性を高めるための社会実験を実施する。高機能ＬＥＤを搭載した情報掲示板や、
パーキングエリアでの事故を防ぐ照明装置などを導入。第２東名の１２年度の部分開通に
際し、次世代高速をドライバーに提案できるようにする。 第２東名は１２年度から順次開通
し、２０年度の全通を目指している。新実験は、まず建設が先行して完了した「第２東名」
の掛川ＰＡ付近の約８キロと森町ＰＡ付近の約９キロで１０年１月から３カ月間をメドに実施
する。両区間はトンネルや橋梁が多く、細かいメニューを含め１０件以上の実証実験を予
定している。

2009年11月17日

独立行政法人・科学技術振興機構は１６日、山形大に国内外の一線級研究者たちを招
いて有機エレクトロニクス（ＥＬ）の国際拠点化を目指すプロジェクトを、同機構が公募して
いた支援事業に採択したと発表した。研究期間５年でかかる事業費用約１６億円のうち、３
分の２に当たる約１１億円を同機構で負担する見込み。次世代を担う「有機太陽電池」の
第一人者ら４人を招いて“ドリームチーム”を結成する予定で、拠点化の足がかりとして期
待される。

エコポイント、９カ月以上延長へ、経産省方針、ＬＥＤ照明も対 日本経済新聞
象
夕刊

2009年11月18日

中小メーカー、ＬＥＤ新たな商機、自前技術活用、大手と提携 日本経済新聞
も
朝刊

2009年11月18日

コロワイド工場にＬＥＤ、６年で１０００万円削減、店舗照明も
検討

日経MJ（流通新
聞）

ＬＥＤ・白熱・蛍光、電球どれでもＯＫ、マンション用照明、野村
日経産業新聞
不が開発

コニカミノルタホールディングス（ＨＤ）は１３日、次世代の照明用として有機ＥＬ（エレクト
ロ・ルミネッセンス）を２０１０年度から量産すると発表した。米ゼネラル・エレクトリック（Ｇ
Ｅ）と共同で低コストの量産技術を確立。約３５億円を投じて製造ラインを新設、照明用部
材として供給する。薄く折り曲げられる利点などを訴え、１７年までに売上高１０００億円の
事業に育てる。 旧コニカの写真フィルムの製造拠点だった東京都日野市の建屋に照明
用有機ＥＬの量産ラインを設ける。来年度後半に小規模で生産し、照明用部材として販売
する。ＧＥにも供給する。
新日鉄化学は、１２月１日付で電子材料事業の組織再編を実施する。電子部品の実装
分野や電子回路の基板材料分野など、近接する事業の顧客への対応を一元化する。社
内で情報の共有化を推進することで商品開発のスピードを向上、商機を拡大する。 機能
材料事業本部の傘下に、光学・ディスプレイ材料事業部と回路実装材料事業部の２事業
部を設置。商品化が進んだ薄型フィルムのシルプラス事業開発部を光学・ディスプレイ材
料事業部に組み込み、有機ＥＬ事業開発部を事業本部の直轄とした。役割を終えた機能
商品開発事業部は廃止する。
有機ＥＬは，ディスプレイだけでなく照明にも応用の場を広げる可能性がある。その「有機
ＥＬ照明」の開発について，米ＧＥ社と米Ｅａｓｔｍａｎ Ｋｏｄａｋ Ｃｏ．が最近の進展状況を明
らかにした。 両社が採用する製造技術は大きく異なる。ＧＥ社はディスプレイ用の有機Ｅ
Ｌパネルは開発対象とせず，当初から照明用パネルを，印刷などで用いられるロール・
ツー・ロール方式で製造することを目指している。「（ＧＥ社は）ディスプレイ事業からは撤退
した。照明用途では，何よりも低コストで作ることが求められる」ことからロール・ツー・ロー
ル方式を採用した。

経済産業省は省エネ型家電の購入を促すエコポイント制度の実施期限を９カ月以上延長
する方針を固めた。ポイント付与の対象となる商品に発光ダイオード（ＬＥＤ）照明なども加
える方向で検討する。同省はこれらの施策に必要となる財源を２００９年度第２次補正予
算で手当てする考えで、景気刺激効果の継続を目指す。 エコポイント制度はあらかじめ
決められた省エネ型家電を購入すると一定割合のポイントがもらえ、商品券などに交換で
きるもの。今年５月に制度が始まって以降、薄型テレビの販売額が急増するなど、消費を
喚起しているとの指摘がある。
中小メーカーがＬＥＤ（発光ダイオード）関連の事業を拡大する。大手と連携してＬＥＤの寿
命を延ばす技術を開発したり、ＬＥＤ用の加工装置の製造を始めたりして市場を開拓す
る。ＬＥＤは家電や自動車など幅広い用途で需要の拡大が見込まれる。部品の加工など
で培った技術を生かし、新たに生まれた商機の獲得を目指す。 光学ガラス製造の住田
光学ガラス（さいたま市、住田利明社長）は豊田合成と組み、ガラスでＬＥＤを封止する技
術を開発した。樹脂で止める従来方法と比べ耐熱性を高め、製品の寿命を伸ばす。新旧
の方法で１万時間に及ぶ耐久試験を実施したところ、樹脂製は熱による劣化で光量が３
割ほど減ったが、ガラス製は劣化がなかったという。

2009年11月18日

酒屋チェーンのコロワイドは１２月から、埼玉県の自社工場の照明に発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）を採用する。約６００本を導入する予定で、電気代や蛍光管の交換などにかかる費用
を月間１４万円程度削減できる見込みだ。来年４月の改正省エネ法の本格施行を見据え
て、店舗へのＬＥＤ導入も検討する。 埼玉県さいたま市にある工場「さいたまキッチンセ
ンター」内の照明をＬＥＤ蛍光管に切り替える。消費電力と二酸化炭素（ＣＯ２）排出量は既
存の蛍光管の約半分に抑えられる。

2009年11月18日

野村不動産はパナソニック電工と共同でマンション専用のダウンライトを開発した。住戸内
で使う白熱灯、蛍光灯、発光ダイオード（ＬＥＤ）電球のどれでも使用できるのが特徴。長め
の電球型蛍光灯でもはみ出さず、小型のミニレフ電球でも反射板の工夫で暗くならない。
２０１１年３月に完成する都内の「プラウドシティ池袋本町」から標準装備する。 新開発し
た「マルチランプダウンライト」は、従来製品よりも放熱性を高めることで、埋め込みの直径
を８５ミリと従来よりも１５ミリ〜４０ミリ圧縮した。同時に埋め込みの深さも１３５ミリと２０ミリ
短くした。さらに枠と分離していた反射板を一体化させ、ダウンライト開口部分の枠幅も従
来の１５ミリから１０ミリに削り、スリムなデザインにした。
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4. 新 聞
題目

新聞名

グリーンデバイス最前線／第２部・新世代照明“白熱”の先に 日刊工業新聞

エコポイント、９カ月以上延長へ、経産省方針、ＬＥＤ照明も対
日本経済新聞
象

卓越研究者結集プログラム：有機ＥＬ選定も仕分けで廃止
山大教授が判定批判 ／山形

毎日新聞

ＬＥＤ新製品に注目／パナソニック電工がスーパーボックス２
建設通信新聞
００９

発行年月日

概要

2009年11月18日

「サムスンがどう出てくるか…」。国内大手の照明メーカー幹部は韓国サムスングループ
の動向に気をもんでいる。サムスン電子はバックライトにＬＥＤを搭載した「ＬＥＤテレビ」を
年内に２００万台販売し、２０１０年は５倍の台数を見込む。４月からＬＥＤチップを自社生産
した。今はテレビ向けが主用途だが、ゆくゆくは照明用ＬＥＤを大量生産し「テレビと同様に
照明市場を席巻するのではないか」と危惧する。 サムスン電子は０８年１０月から内田
洋行と企業向け照明で協業を始め、日本展開の足場も固めた。韓国勢のＬＧもバックライ
トと照明向けＬＥＤに生産投資し、１２年までに１兆ウォン（約７７３億円）を投じる。

2009年11月18日

経済産業省は省エネ型家電の購入を促すエコポイント制度の実施期限を９カ月以上延
長する方針を固めた。ポイント付与の対象となる商品に発光ダイオード（ＬＥＤ）照明なども
加える方向で検討する。同省はこれらの施策に必要となる財源を２００９年度第２次補正
予算で手当てする考えで、景気刺激効果の継続を目指す。 エコポイント制度はあらかじ
め決められた省エネ型家電を購入すると一定割合のポイントがもらえ、商品券などに交換
できるもの。今年５月に制度が始まって以降、薄型テレビの販売額が急増するなど、消費
を喚起しているとの指摘がある。

2009年11月18日

山形大と県など産学官による有機ＥＬ研究が文部科学省の「地域卓越研究者戦略的結
集プログラム」に選ばれたものの、政府の行政刷新会議の「事業仕分け」で、プログラム自
体が「廃止」と判定された問題。研究の中心で有機ＥＬの第一人者の城戸淳二山形大工学
部教授は１７日、毎日新聞の取材に「国は事業の意義を分かっていない。きちんと中身を
見て判断しているのか、と言いたい。国からの資金が無ければ、開発は絵に描いた餅にな
る」と改めて判定を批判。国に研究の必要性を訴えていくと語った。

2009年11月19日

パナソニック電工は１７、１８日の２日間、名古屋市千種区の吹上ホールで、建築設備の
総合内覧会「ＳＵＰＥＲ ＢＯＸ２００９」を開いた。この内覧会では、省エネ・長寿命照明器
具として導入が進んでいる発光ダイオード（ＬＥＤ）の最新商品を展示したほか、オフィスや
マンションのセキュリティー関連商品、エネルギーの見える化製品などを展示した。 展示
は「ＬＥＤ照明」「省エネ照明リニューアル」「省エネ見える化＆制御システム」「オフィス・マ
ンションセキュリティ」「情報通信＆映像システム」「省エネ電気設備」の６つのコーナーに
分けて行われた。

ＬＥＤ電球―東芝ライテック、シャープ（新製品バトル

日本経済新聞

2009年11月19日

日立ライティング、ＬＥＤ電球発売、来月１０日に延期

日経産業新聞

2009年11月19日

「ららぽーと柏の葉」に“植物工場”を設置

エコあかり、ＬＥＤ広がれ ３商店街を公募 京都市、普及へ
来年街灯の試験 ／京都府

首都圏で初のＬＥＤ道路灯の実証実験開始 あきる野市と
ウィンテル

日経レストラン

朝日新聞

建通新聞

省エネ設備、導入急ピッチ、首都圏企業、規制強化に対応― 日本経済新聞
―中小、初期費ネックに。
地方経済面

遠藤照明、３割安いＬＥＤ照明発売へ。

サイゼリヤ、店舗のＬＥＤ化加速、空調費抑制へ換気調査も

東洋製作所、ＬＥＤ街路灯に参入

照明のＬＥＤ化着々／川崎は街路灯，藤沢では公共施設電
灯

日本経済新聞

日経ＭＪ（流通新
聞）

日刊工業新聞

建設通信新聞

長寿命で消費電力が少ないなど環境性能に優れるＬＥＤ（発光ダイオード）電球が注目を
集めている。シャープが今夏、従来の半額以下に抑えた商品で新規参入し、価格低下が
一気に進んだことで人気に火がついた。照明・電球の大手メーカー各社も相次いで新製品
を発売。電球の交換需要期となる年末商戦を控えて激戦模様となってきた。 ＬＥＤは電
気を流すと光る半導体素子。ＬＥＤ電球は通常の電球用ソケットにそのまま取り付けて使
え、一般に消費電力が白熱電球の８分の１程度、寿命は約４０倍の４万時間とされる。１日
１０時間程度の使用なら１０年以上交換せずにすむ。スイッチを入れるとすぐに明るくなり、
点滅の繰り返しに強いのも特長だ。
日立ライティングは１８日、発光ダイオード（ＬＥＤ）が光源のＬＥＤ電球について発売日を
１２月１０日に延期すると発表した。当初は１１月１８日の予定だったが、生産を委託する海
外企業でガラス部品の調達が遅れたとしている。あわせて、重量や消費電力といった一部
の製品仕様も変更した。 消費電力は当初の仕様で６・８ワットだったが、設計の変更など
で６・６ワットに抑えた。一方で重量は予定の１４５グラムより２０グラム多い１６５グラム。明
るさは白色光タイプが３４０ルーメン、電球色は２６０ルーメンと想定より１０～２０ルーメン
引き上げた。

2009年11月19日

みらい、三協フロンテア、三井不動産の3 社は、千葉大学の監修のもと、つくばエクスプ
レス・柏の葉キャンパス駅前の商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉」内
に、小型植物工場「みらい畑」を設置。レタス類・ハーブ類栽培の実証実験を行っている。
今回の試みは、広く一般の人に植物工場の有用性を理解してもらうために実施しているも
の。植物工場「みらい畑」は高気密な閉鎖型施設で、人工光源のみで農薬を使用せずに
野菜を水耕栽培している。

2009年11月19日

京都市は、消費電力が少ない発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った街灯の実証試験に乗り出
す。商店街に取り付け、省エネ効果を測るとともに、メーカーにＬＥＤ照明の量産化を促す。
試験は来年１月から３月まで。市内３カ所の商店街で実施する計画だ。
ＬＥＤ照明は、従来の街灯で使われている水銀灯に比べ、消費電力が最大８分の１で済
む。電力量が軽減され、発電所から排出される二酸化炭素（ＣＯ２）の量も削減できること
から、地球温暖化防止に役立つと期待されている。

2009年11月20日

あきる野市は、首都圏で初となるＬＥＤ型道路灯の実証実験を開始した。水銀灯に比べ
て明るさ、省エネ効果が期待できるＬＥＤ道路照明を駅前大通りに設置、電気使用量や照
度の測定などで検証するもので、１６日に点灯式を行った。 環境都市を目指す同市は、
既存の水銀灯などに比べて消費電力が少なく、電球寿命が長いなど環境にやさしいＬＥＤ
照明に着目、販売会社であるウィンテル（豊島区）と共同で秋川駅北口にあるあきる野ル
ピア前にＬＥＤ型照明４基を設置、道路照明事業での経費節減に結びつく電気使用量の削
減や照度の測定による道路照明機能など、約６カ月にわたって実証実験をすることとし
た。

2009年11月21日

太陽光発電 照明、ＬＥＤに 首都圏の企業で太陽光発電システムなど省エネ設備導入
の動きが目立ってきた。東京都は都内の大規模事業所に２０１０年４月から二酸化炭素
（ＣＯ２）の削減義務を課す。エネルギー使用効率の改善を求める企業の対象を広げる
「改正省エネ法」も同時に施行される。規制強化が４カ月後に迫り、企業は対策を急いで
いる。

2009年11月22日

遠藤照明は国内大手メーカーの同等品に比べ価格が３割程度安い発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）照明を２０１０年２月に国内で発売する。低価格品の投入でラインアップを現在の約３０
０機種から約１０００機種へと拡充。１１年３月期にはＬＥＤ照明の売上高を今期予想比３倍
強の１００億円に引き上げる。 商業施設や家庭などに幅広く使われ、円形で真下を照ら
す主力のダウンライトは、消費電力２４ワットタイプ「Ｒ―１２」の希望小売価格が２万７５００
円（税抜き、工事別）と、明るさが同等の国内大手メーカー製品に比べ約３割安く設定す
る。

2009年11月23日

サイゼリヤは店舗の省エネ対策を進める。店内照明では発光ダイオード（ＬＥＤ）への切
り替えを本格化。店舗の吸気・排気量も調査し、必要以上の排気を抑え、冷房・暖房費の
抑制につなげる。 ＬＥＤ照明を導入することで、従来のハロゲンランプを使う場合に比べ
電気使用量を５分の１程度に抑えられる。今後、新店ではＬＥＤ照明を基本とするほか、２
０１０年８月期中に既存の５０店でも順次、切り替えを進めていく。 今秋に開業した梅田
楽天地ビル店（大阪市）では、パナソニック電工製のＬＥＤダウンライト８８台を使用。同店
を省エネ実験店と位置付け、新店に導入する際の目安とする。

2009年11月24日

東洋製作所は、発光ダイオード（ＬＥＤ）を利用した街路灯、工事灯などの製造・販売に乗
り出す。第１号商品として自社開発の街路灯を、寝屋川市内の田井西町公園に設置した。
引き続き建設機械部品メーカーとして培ったルートを活用し、全国の自治体や工事現場、
イベント業者、農協、漁協などへ省エネ・長寿命のＬＥＤ製品を売り込む。同分野で２０１０
年１２月期に５０００万円、１１年１２月期に１億円強の売り上げをそれぞれ目指す。 ＬＥＤ
は白熱電球や蛍光灯などに比べ電力消費が少なく、製品寿命も長いのが特徴。電力消費
量が小さいため屋外で発電機から電力を供給する場合も騒音が少なく、明かりに虫が集
まりにくい。

2009年11月24日

国が２００９年度補正予算で創設した地域グリーンニューディール基金を活用した、街路
や公共施設へのＬＥＤ（発光ダイオード）照明導入が、神奈川県内で着々と進められてい
る。川崎市は１８日、「商店街エコ化プロジェクト事業」の第１次モデルとして５組合を選定
し、同基金を活用した商店街街路灯のＬＥＤ化に着手する。また、藤沢市は１２月補正予算
案に公共施設電灯ＬＥＤ化事業費として２４００万円を計上し、全市民センター・公民館の
照明の一部をＬＥＤに切り替える。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要

グリーンデバイス最前線／第２部・新世代照明“白熱”の先に 日刊工業新聞

2009年11月24日

１０月中旬、東京都新宿区内にオール発光ダイオード（ＬＥＤ）照明のモデルルームがオー
プンした。企画したのはパナホームとパナソニック電工。試算ではオールＬＥＤ照明にする
と白熱灯や直管蛍光灯で常時点灯させた場合と比べて年間電気代を約４万円削減できる
という。こうした省エネ性能に加え、モデルルームに数多く来場する住宅や住宅設備、照
明機器メーカーが意識して見学しているのが「色の再現性」。照射物を自然に見せること
が重要だ。

宮地電機、ＬＥＤコーナー新設

2009年11月25日 電球、ＬＥＤスタンドライト、ＬＥＤペンダントライトなど約１７０点を展示する。また同店で１２

宮地電機（高知市、０８８・８７１・１１１１）は、照明器具などの販売店「ラ・ヴィータ松山店
（松山市）」にＬＥＤコーナーを新設した。オリジナルＬＥＤ製品「キラリングシリーズ」やＬＥＤ

日刊工業新聞

月２９日まで照明器具下取りキャンペーンを実施し、ＬＥＤ照明を購入すると今使っている
照明器具１台につき１０００円分の利用券と交換する。

グリーンデバイス最前線／第２部・新世代照明“白熱”の先に
（５）
日刊工業新聞

「発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の市場規模が２倍になると、電子部品メーカーのチャンスは
４倍、６倍に広がるほどインパクトがある」―。電子部品大手の幹部はＬＥＤ照明への期待

2009年11月25日 をこう表現する。電子部品各社が需要を見込むのはＬＥＤ本体のほか、高度な回路技術や
実装のノウハウが欠かせないＬＥＤ周りの部品部材。「きめ細かい対応が勝負」（電子部品
幹部）だ。

ＬＥＤ電球――温かみのある色、好評（売り手にも言わせて） 日経産業新聞

オリオン電機、環境関連分野を強化、家庭用ＬＥＤ照明に参
入

日本経済新聞

グリーンデバイス最前線／第２部・新世代照明“白熱”の先に
日刊工業新聞
（６）

オリオン電機、ＬＥＤ電球、価格大手の５〜６割、海外で部品 日本経済新聞
生産。
朝刊

ハロゲン灯代替ＬＥＤ電球、照度７０％でも９０％省電力、ＩＤＥ
日経産業新聞
Ｃ、熱・紫外線出ず。

2009年11月25日

年末の大掃除シーズンを前に、照明売り場が活気づいている。とりわけ目を引くのは夏以
降、各社が相次ぎ発売した発光ダイオード（ＬＥＤ）電球。ヨドバシカメラマルチメディアＡｋｉｂ
ａ（東京・千代田）で照明売り場を担当する芹田雅樹マネージャに売れ筋を聞いた……
「７月に東芝ライテック、８月にシャープが４０００円弱の製品を発売。特設コーナーを目立
つ場所につくってから、人気に火が付いた。販売数量は春ごろは月１０個程度だったが、
今は多い日で１００〜１５０個。マスコミで何度も紹介されたシャープ『ＤＬ―Ｌ６０１Ｎ（Ｌ）』
（３９８０円程度）が人気だ」

2009年11月26日

オリオン電機（福井県越前市、矢野栄幸社長）が環境関連分野を強化している。８月に
太陽光発電システム販売に参入したのに続き、タイで低価格の家庭向け発光ダイオード
（ＬＥＤ）電球の製造に乗り出す。経済情勢が厳しい中、国や自治体が普及を後押しする省
エネ関連製品を拡充。収益基盤の強化につなげる。 ＬＥＤ電球は、家庭用で主流の白熱
電球に比べ消費電力が７分の１から９分の１。寿命は約４０倍の４万時間とされ、１日１０
時間つけた場合でも１０年以上使える。環境意識の高まりを受け、今夏以降、パナソニック
やシャープなど大手が相次ぎ参入を決めた。

2009年11月26日

山形県米沢市内の「米沢八幡原中核工業団地」。その一角の施設で、照明用として日本
で最初の有機エレクトロ・ルミネッセンス（ＥＬ）パネルの量産立ち上げが着々と進められて
いる。 準備にとりかかっているのは三菱重工業やロームなどが出資するルミオテック
（山形県米沢市）。「有機ＥＬは何がおきるかわからない赤ちゃんのような技術。気を抜け
ない」。担当する技術者は表情を引き締める。サンプルは２０１０年初めにも出荷できると
いう。１５０ミリメートル角で、厚さ２・３ミリメートルのセルを１枚５万円程度で提供する見通
しだ。当初は飛行機の室内照明など業務用途を見込む。

2009年11月26日

家電メーカーのオリオン電機（福井県越前市、矢野栄幸社長）は家庭向け発光ダイオード
（ＬＥＤ）電球の製造に参入した。海外生産した安価なＬＥＤチップを使用。大手メーカー品と
同等の寿命や明るさで、店頭価格を５〜６割に抑えられるという。イトーヨーカ堂各店など
で販売。卸・小売企業からのＯＥＭ（相手先ブランドによる生産）需要を見込む。 生活雑
貨卸のドウシシャへのＯＥＭ供給を開始。ドウシシャの「ルミナス」ブランドでヨーカ堂約１６
０店舗などで１２月上旬から販売する。

2009年11月27日

ＩＤＥＣはハロゲンランプを代替するＬＧ２Ｃ形のＬＥＤ電球２機種＝写真＝を２７日に発売す
る。ハロゲン灯の反射鏡部分にダイクロイックミラーと呼ぶ素材を使うダイクロハロゲン灯
を代替し、消費電力を約９０％削減できるという。オープン価格で、納入個数に応じて１万
５０００〜２万５０００円で販売する。 新製品は反射部を新たに設計し、光を無駄なく前方
に照射できるようにした。ハロゲン灯に比べ照度は７割程度だが、消費電力を大幅に削減
できるほか、熱や紫外線を出さず、照射する際に対象物や人に影響を与えにくい利点が
ある。
昭和電工子会社の昭和電工アルミ販売（大阪市）は２６日、冷却性能が優れたアルミ製の
ＬＥＤ（発光ダイオード）照明器具を開発したと発表した。ＬＥＤ素子を実装する基板の内部
に水路を設けて冷却し、発光効率の低下を防ぐ仕組みだ。用途は植物工場やトンネル、
競技場など。２０１０年初めに販売を始める。 水冷を利用するにはポンプやタンクなどの
専用装置が別途必要。水を利用しない場合でも、基板がアルミニウム素材のため温度上
昇を抑えられるという。ＬＥＤから発生する熱を冷ますことにより、輝度を保てる。

ＬＥＤ照明、アルミ製器具開発、昭電系、水冷で輝度保つ。

日経産業新聞

2009年11月27日

ＮＥＣライティング、高効率の蛍光灯やＬＥＤ、照明組み合わ
せ提案、専門営業員倍増。

日経産業新聞

2009年11月27日 空間デザイナーや設計事務所を重点訪問し、室内の雰囲気と消費電力の抑制を両立でき

専門営業員を倍増 ＮＥＣライティングは効率の高い蛍光灯や発光ダイオード（ＬＥＤ）照
明などを組み合わせて提案営業する専門部隊の要員を２０１０年３月までに倍増させる。
るような器具の組み合わせを提案する。照明業界はＬＥＤの登場で参入企業が急増してい
るが、既存の光源も取り扱う強みを生かして高効率照明の販売を拡大する。

明るく省エネ、防犯効果も ＬＥＤ街路灯が好評 稲沢市、清
中日新聞
須市 豊田合成が寄贈

ＬＥＤ照明器具、売上高１０倍１００億円、オーデリック、１３年
日経産業新聞
度目標

照度向上のＬＥＤ照明、協同電子（新製品）

日経ＭＪ（流通新
聞）

自動調光のＬＥＤ照明、電子部品製造のガイ、センサー備え 日本経済新聞
省電力。
朝刊

2009年11月28日

トヨタ自動車グループの豊田合成（清須市）が稲沢、清須市の二カ所に寄贈した発光ダイ
オード（ＬＥＤ）街路灯で通りが明るくなり「夜間の防犯に役立つ」と好評だ。同社は環境に
配慮した「次世代の明かり」といわれるＬＥＤ事業を手がけており、格好のＰＲにもなってい
る。 会社創立六十周年記念の一環。工場がある稲沢市のＪＲ稲沢駅東側歩道と、本社
を置く清須市の春日公民館前歩道に、計二十二基を設置した。一基当たり同社製ＬＥＤ素
子百八個を組み込み、一般の街路灯と同等の明るさを確保した。 ＬＥＤは白熱灯などに
比べ消費電力が大幅に少なく、寿命も長いが、本体価格の高さが普及に向けた課題。

2009年12月1日

ジャスダック上場の照明器具メーカー、オーデリックは３０日、発光ダイオード（ＬＥＤ）照
明器具の売上高を２０１３年度に１００億円に引き上げる計画を発表した。０９年度見込み
の１０億円と比べ１０倍を目指す。１０年度に約２００種の新製品を発売するなどラインアッ
プを拡充し、屋外灯など従来は手薄だった分野の営業も強化する。 東京都内で開いた
決算説明会で伊藤雅人社長が公表した。 目標の１００億円は半分の約５０億円分を住
宅向け、残りを店舗や屋外用などで達成する。伊藤社長は「これまでＬＥＤではダウンライ
トなどを販売してきたが、これからは主照明の置き換えを目指す」と話した。
店舗や事務所、住宅にも使える発光ダイオード（ＬＥＤ）照明機器「Ｋ０１３」シリーズ。 日
亜化学工業（徳島県阿南市）製のハイパワーＬＥＤを使い、アルミフレームの採用と基板に

2009年12月2日 施した特殊加工により放熱性を高めた。これにより、より大きな電流を流せるようになり、
従来のＬＥＤ照明と比べ照度を大幅に向上させることができた。

2009年12月2日
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電子部品製造のガイ（浜松市、八木敦純社長）は２０日、部屋の明るさに合わせて自動で
調光する発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を発売する。照度センサーを備え、窓際など日当たり
のよい場所では明るさを３分の１程度に落とす。消費電力は４０ワットの蛍光灯と比べ最大
で６９％減らせる。温暖化対策として工場やオフィスなど業務用に売り込む。 発売する
「燦（さん）プレミアム・ＥＣＯ」は蛍光灯を代替する直管型。周囲の明るさに応じて、消費電
力を１４〜３６ワット、明るさを４９〜１３７ルクスの間で調節する。同じ室内でも時間帯や場
所で明るさが異なることに着目した。

4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
米アンダーライターズ・ラボラトリーズ（ＵＬ）は１日、照明機器に採用する発光ダイオード
（ＬＥＤ）向けの安全規格「ＡＮＳＩ／ＵＬ８７５０」を策定したと発表した。ＬＥＤ照明向けの規
格はＵＬで初めて。ＬＥＤ照明機器とサプライチェーンが対象。北米地域でＬＥＤ照明機器・
関連部品を販売する際は義務でなく、任意で同規格を取得することになる。 ＡＮＳＩ／ＵＬ
８７５０はメーカーが北米地域で販売するＬＥＤ製品・関連部品の試験を行う際に求められ
ていた安全規格。産業界や政府、調査・試験機関などと決めた草案を元に作成した。過電
圧時の過熱や発火の危険性などを評価する。

米ＵＬ、ＬＥＤ照明向けの安全規格を策定

日刊工業新聞

2009年12月2日

トンネル照明にLED、宮崎県が全国初

建設通信新聞

2009年12月3日 谷トンネルは長さ933m、全幅8mの2車線。基本照明41基と非常用照明15基の計56基を

宮崎県は、西米良村板谷で整備を進めている国道219号板谷トンネルに、LEDを使用した
照明設備を設置した。トンネル照明へのLED設置は国内初。今後の普及が期待される。板
LEDにした。設置により板谷トンネルのケースでは、年間4万円の維持費が削減される。

北陸の地銀・信金、「エコ店舗」続々、太陽光発電やＬＥＤ照
明、改正省エネ法にらむ。

日本経済新聞
地方経済面

有機エレクトロニクスバレー構想、山形県が打ち切り、研究所 日本経済新聞
も改編。
地方経済面

賃貸マンション、全館にＬＥＤ照明採用、東急リロケーション、
日経産業新聞
東京・中野に下旬完成。

トンネル照明にＬＥＤ／宮崎県が全国初

建設通信新聞

１０年度県予算要求概要 有機ＥＬ支援継続も予算規模削減
山形新聞
研究機能縮小に異論も

積水ハウス、すべての照明、ＬＥＤの住宅

日本経済新聞

2009年12月3日

北陸の金融機関が太陽光発電パネルや発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を設置した「エコ店
舗」の新改築を推進している。二酸化炭素（ＣＯ２）の排出を減らし、環境に配慮する姿勢
を顧客にアピールする狙い。２０１０年４月に改正省エネルギー法が施行され、主要な地
方銀行は省エネ努力が義務付けられることから、新築を中心にエコ店舗が増えそうだ。
北国銀行は７日に開設する円光寺支店（金沢市）の屋上に太陽光発電パネルを設置し
た。出力は５・５キロワットと、北陸の金融機関で最大級になるという。同行は３月に新設し
た富山東部支店（富山市）の駐車場に太陽光パネル付きの外灯を設置したが、店舗建物
の電力をまかなうのは円光寺支店が初めて。真夏の正午に晴天であれば、営業フロアの
すべてのＬＥＤ照明を太陽光だけで点灯できる。

2009年12月3日

山形県は２００３年度に着手した「山形有機エレクトロニクスバレー構想」を０９年度いっぱ
いで打ち切る方針を固めた。研究開発支援などに７年間で約４８億円を投じたが「一定の
成果を上げた」と判断、今後は実用化の支援に重点を移す。関連予算は大幅に削減し、
中心的役割を果たしてきた有機エレクトロニクス研究所（米沢市）も抜本的に改編する。
同構想は米沢圏域を照明用有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）産業などの一大集積地と
する狙い。０９年度が最終年度で、１０年度以降の県の方針が注目されていた。県は「基
礎研究より実用化支援の段階」との姿勢を鮮明にし、次期長期構想は策定しない考えだ。
有機ＥＬ研究の第一人者で同研究所長の城戸淳二山形大学教授らは「基礎研究への支
援が不可欠」と第２フェーズの策定を強く求めていた。

2009年12月3日

東急リロケーション（東京・渋谷、前田吉昭社長）は２日、全館に発光ダイオード（ＬＥＤ）照
明を採用した賃貸マンションを今月下旬に完成させると発表した。共用部分だけでなく、専
有部分にもＬＥＤ照明を設置した賃貸マンションはめずらしいという。入居者が負担する電
気代が安くなり、環境にも優しい点をアピールする。 賃貸マンション「アールズ東中野」
（東京・中野）は総戸数４０戸。共用部分はエントランス、廊下からごみ置き場まで、非常用
照明を除いてすべてＬＥＤ照明にした。各部屋でも玄関やキッチン、トイレなどにＬＥＤ照明
を設置している。居室のシーリングは入居者が持ち込む形にした。

2009年12月3日

宮崎県は、西米良村板谷で整備を進めている国道２１９号板谷トンネルに、発光ダイ
オード（ＬＥＤ）を使用した照明設備を設置した。トンネル照明へのＬＥＤ設置は国内初。今
後の普及が期待される。 板谷トンネルは長さ９３３ｍ、全幅８ｍの２車線。基本照明４１
基と非常用照明１５基の計５６基をＬＥＤにした。設置により、板谷トンネルのケースでは、
年間４万円の維持費が削減されるという。 工事を受注した甲斐電機工事が、通常の無
電極電灯を求めた県の標準案に対して、率先して技術提案した。ＬＥＤは、必要な道路照
明基準をクリアしている共立電機製作所の「天の川５０」を採用した。

2009年12月3日

県がこれまでの７年間に約４０億円を投じて研究開発を進めてきた有機ＥＬ関連の支援
事業は、新年度予算の当初予算要求で１億７４００万円が計上された。新年度以降の支援
が継続されることにはなったが、予算規模の削減で県有機エレクトロニクス研究所は研究
機能を縮小し、県内企業などの事業化支援に特化した形となる。今回の方針について、エ
レ研所長の城戸淳二山形大教授は「事前の説明はなかった。研究機能が縮小されると、
これまでのノウハウを失う可能性もある」と異論を唱えている。 今回の要求額のうち約４
２００万円は、山形大が進める有機エレクトロニクス研究拠点整備事業関係の地元負担金
として拠出。

2009年12月5日

積水ハウスは４日、全照明が発光ダイオード（ＬＥＤ）の住宅を発売すると発表した。パナ
ソニック電工、ローム、コイズミ照明（大阪市）との共同開発で、壁や階段などに小型ＬＥＤ
を埋め込み、間接照明を基調に高級感を持たせる。４人家族用住宅の場合、従来型照明
の導入費用は約５０万円だが、すべてＬＥＤだと約１５０万円かかる。ただ電気代は４分の１
以下に下がるという。 超小型のＬＥＤを列にして壁やクローゼットなどのすき間に入れ
る。白と黄色の２色のＬＥＤを並べ、時間帯や季節に応じて照明の色合いを調節することも
できる。５日に茨城県古河市にモデル住宅をオープンする。
９３年に白色の有機ＥＬを発見、技術開発と事業化を進める城戸淳二山形大大学院理工
学研究科教授（５０）＝有機デバイス工学専攻。世界のトップを走るこの研究が文部科学
省の科学技術振興機構の「地域卓越研究者戦略的結集プログラム」に選定されたが、政
府の行政刷新会議の「事業仕分け」でプログラムが「廃止」と判定された。一流研究者と城
戸教授の「ドリームチーム」が米沢を中心に研究、産業化を図る“有機ＥＬバレー”構想が
崩れる可能性も出てきた。城戸教授は「国からの資金が来なくなれば技術レベルを守れな
い。研究の中身を精査し判断したのだろうか」と批判する。城戸教授に話を聞いた。

この人に聞く：山形大教授・城戸淳二さん ／山形

毎日新聞

2009年12月6日

積水ハウス、住宅、レストラン風に、照明すべてＬＥＤに。

日経産業新聞

2009年12月7日 レストランのような雰囲気を演出できるという。省エネ性にも優れ、白熱灯、蛍光灯併用の

レストランやホテルのような住宅を――。積水ハウスは、すべての照明が発光ダイオード
（ＬＥＤ）の住宅を発売した。超小型のＬＥＤを多用し間接照明を基調とすることで、モダンな
照明に比べ電気代も従来の４分の１以下に抑えられる。 同社の住環境体験型施設「関
東・住まいの夢工場」（茨城県古河市）にモデル住宅をオープンした。

シーシーエス、光のゆらぎを演出するＬＥＤ照明発売

ＩＤＥＣ、ＬＥＤ照明拡販へ工場向け提案活動

有機ＥＬ事業、コダックから買収へ、韓国ＬＧ、基本特許を取
得

日刊工業新聞

日刊工業新聞

日本経済新聞

2009年12月7日

シーシーエスは、光のゆらぎを演出する発光ダイオード（ＬＥＤ）照明「アテナ」を２１日発
売する。音楽に合わせてＬＥＤ光がゆらぐ照明で、インターネットサイトを通じて一般家庭向
けに販売する。発売済みの和風ゆらぎ照明が好調なためラインアップを強化し、一般向け
照明の売り上げ拡大を目指す。価格は２万９４００円。２０１２年７月期までに１０００台の販
売を目指す。 ＬＥＤ光のゆらぎの元となる音楽は１曲内蔵されているほか、７分以内で録
音できる。また、オーディオ機器と接続することも可能。光のゆらぎの強さは３段階で調整
できる。

2009年12月7日

ＩＤＥＣは発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を拡販するため、工場向けの提案活動を始める。２
０１０年度から新たに滝野事業所（兵庫県加東市）を「ショールーム」として活用。ＬＥＤ照明
に変更したときの費用対効果や実証データを公開し、工場で導入した場合の利点を訴求
する。ＬＥＤ照明への代替が遅れる既存工場に照準を合わせた提案で需要を掘り起こす。
１０年１月までにＬＥＤ照明の既存工場への導入効果を検証し、その後に２０００万―１億
円を投じて同事業所で実証試験する方針。ＬＥＤ照明の自動調光やセンサーを利用した制
御などを計画し、蛍光灯など従来の照明と比べた省エネ効果や二酸化炭素（ＣＯ２）の削
減量を明確にする。

2009年12月7日

韓国のＬＧグループは米イーストマン・コダックの持つ有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセン
ス）事業を買収する方向で検討に入った。買収額は数百億ウォン（１ウォン＝約０・０８円、
数十億円）規模とみられる。コダックが持つ知的財産を吸収。携帯電話などの小型パネル
に加え、将来的には薄型テレビの基幹デバイスとして活用する。ソニーなどとの次世代有
機ＥＬテレビの開発競争で優位に立ちたい考えだ。 グループ中核のＬＧ電子、液晶パネ
ルを手掛けるＬＧディスプレー、化学大手のＬＧ化学などのうち買収主体をどこにするかで
協議しており、年内に詳細を詰める。コダック側とは大筋で合意しているもようだ。
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4. 新 聞
題目

新聞名

ＬＧ、コダックから有機ＥＬ買収へ、韓国、材料分野に食指（グ
日経産業新聞
ローバルＧＬＯＢＡＬ）

トレンド・アンド・ニュース－省エネ－ＬＥＤ照明、性能向上と
価格下落が加速－

ＬＧ、コダックから有機ＥＬ買収へ、韓国、材料分野に食指

日経エコロジー

日本経済新聞

太田精器――研磨技術で業容拡大（北から変える価値を生 日本経済新聞
む現場）
地方経済面

電子回路工業会、LED照明用基板規格作成へ

日刊産業新聞

発行年月日

概要

2009年12月8日

韓国勢、材料分野に食指 「川上」を次の収益源に 韓国のＬＧグループは米イーストマ
ン・コダックの有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）事業を買収する方針を固めた。関連特
許を吸収し、次世代テレビの本命とされる有機ＥＬテレビに使う電子デバイスの技術開発
で先行を狙う。素材や製造の特許が強みのコダックの事業を取り込み、日本メーカーが得
意の材料や装置といった「川上」分野で優位に立とうする戦略も鮮明になった。

2009年12月8日

パナソニック電工は２０１０年春、発光効率１００ｌｍ／ＷのＬＥＤベースライト（主照明）を
発売する。現在、オフィスなどの主照明は直管形の蛍光灯が主流だが、同社の新商品は
これを代替できる性能を持つ。価格は蛍光灯の４～５倍程度になる見込み。 照明メー
カーはこれまでもＬＥＤベースライトを販売してきたが、発光効率の面では高効率Ｈｆ（高周
波点灯専用）蛍光灯に及ばなかった。ＬＥＤ照明の発光効率がＨｆ蛍光灯並みの１００ｌｍ／
Ｗに達するのは２０１２年ころとみられていたが、パナソニック電工は独自の放熱技術やロ
スの少ない電源回路などによって、いち早く１００ｌｍ／Ｗを実現する。

2009年12月8日

韓国のＬＧグループは米イーストマン・コダックの有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）事
業を買収する方針を固めた。関連特許を吸収し、次世代テレビの本命とされる有機ＥＬテ
レビに使う電子デバイスの技術開発で先行を狙う。素材や製造の特許が強みのコダック
の事業を取り込み、日本メーカーが得意の材料や装置といった「川上」分野で優位に立と
うする戦略も鮮明になった。 グループ中核のＬＧ電子のほか液晶パネルのＬＧディスプ
レー、化学大手のＬＧ化学のいずれかが買収主体となる見通しで年内に詳細を詰める。コ
ダック側とは大筋で合意しており、買収額は数百億ウォン（１ウォン＝約０・０８円）とみられ
る。
中小連合でＬＥＤ照明も 太田精器（空知管内奈井江町、太田裕治社長）は金属の研磨
技術に磨きをかけ、近年大手自動車メーカーなどとの取引を広げている。研磨以外にも道

2009年12月9日 内で初めて発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った照明装置の製造に乗り出すなど、道内のもの
づくりのけん引役として注目を集める。

日本電子回路工業会（JPCA）は、LED照明用電子回路基板の規格作成を開始したと発表
した。課題となっている基板の放熱対策を解決するのが狙い。放熱設計や電子回路基

2009年12月10日 板、装置、材料、表面処理加工などのメーカー62社が集まり、「LED照明用電子回路基板
規格部会」を発足した。規格の草案は2010年6月に発表する予定。

大阪府都市整備部、LED道路照明技術評価制度第１号４製
建通新聞
品を認定

大阪府都市整備部は、「大阪府LED道路照明技術評価制度」で、因幡電機製作所など４

2009年12月11日 社の４製品を第１号の認定製品とした。認定されたのは、因幡電機製作所、エイワット（堺
市）、東芝ライテック、ＭＡＲＵＷＡＳＨＯＭＥＩ大阪支店（東大阪市）のLED道路照明灯。
丸紅は１０日、名城大学発ベンチャーのエルシード（名古屋市、神谷忠雄社長）と次世代
白色ＬＥＤ（発光ダイオード）の商品化に向けた共同開発で契約したと発表した。２０１１年
度に販売を始め、１２年度には年間１０億円の売り上げを目指す。 次世代白色ＬＥＤの
基板材料には耐熱性や熱伝導性に優れる炭化ケイ素を使う。同素材に窒素ホウ素や窒
素アルミなどの材料を混入したうえで再結合させた炭化ケイ素を使い、その上に紫がかっ
た近紫外ＬＥＤをのせることで白色を出す。現在普及している白色ＬＥＤは、主に青色ＬＥＤ
に黄色蛍光体を組み合わせて樹脂封止している。

次世代型、白色ＬＥＤ開発へ、丸紅、名城大発ＶＢと組む。

日経産業新聞

2009年12月11日

パナ電工、阪急電鉄新駅にＬＥＤ照明納入。

日経産業新聞

2009年12月11日 入する。 ホーム用１５０台のほか、待合室や地下通路用のベースライト、トイレ用のダウ

パナソニック電工は阪急電鉄京都本線で２０１０年３月１４日に開業する新駅「摂津市駅」
（大阪府摂津市）に駅ホーム用のライン型発光ダイオード（ＬＥＤ）など各種ＬＥＤ照明を納
ンライト、避難経路を示す誘導灯など合計８種類、３４３台のＬＥＤ照明を納入する。

化学産業、大競争時代が開幕――ＬＥＤ向け製品続々（マン
日経産業新聞
スリー編集特集）

大阪・御堂筋に幻想のＬＥＤ光、パナ電工、無償レンタル

日経産業新聞

省電力や薄型化 需要拡大見込む 素材各社は発光ダイオード（ＬＥＤ）を使用した新製

2009年12月11日 品を相次ぎ投入している。照明の省電力化やディスプレーの薄型化などを図れるため、需
要は今後も拡大する見通し。各部材メーカーはシェア拡大に向けてしのぎを削る。

2009年12月11日

パナ電工、阪急電鉄新駅にＬＥＤ照明納入

日経産業新聞

2009年12月11日

次世代型、白色ＬＥＤ開発へ、丸紅、名城大発ＶＢと組む

日経産業新聞

2009年12月11日

合同インキ、ＬＥＤ周辺の温度上昇抑制、塗料に放熱効果。

日経産業新聞

2009年12月15日

ＬＥＤ照明利用、可視光通信、速度１０倍に、慶大発ＶＢ、レン
日経産業新聞
ズで集光

ＬＥＤ照明の光で音声通話、ＮＴＴ東が試験導入、無線で遠隔
日本経済新聞
指示可能に

ＬＥＤ道路照明、モデル事業募集 県、１月８日まで

徳島新聞

パナソニック電工は１０日、大阪市のメーンストリート、御堂筋で１２日から開催される「御
堂筋イルミネーション」（２０１０年１月３１日まで）に、沿道の建物をライトアップする大型の
発光ダイオード（ＬＥＤ）照明器具を無償でレンタルすると発表した。 貸し出すのは合計１
８台で、日本生命本館と、武田薬品工業大阪本社が入居する武田御堂筋ビルの２カ所に
設置。建物の外壁を照らし、御堂筋全体が光で包み込まれるような、幻想的なイルミネー
ションを展開する。 御堂筋イルミネーションは橋下徹・大阪府知事が目玉事業の１つに
位置づけるイベントで今回が初の本格実施となる。企業や市民、府職員、タレントなどから
幅広く寄付金を集めている
パナソニック電工は阪急電鉄京都本線で２０１０年３月１４日に開業する新駅「摂津市駅」
（大阪府摂津市）に駅ホーム用のライン型発光ダイオード（ＬＥＤ）など各種ＬＥＤ照明を納
入する。 ホーム用１５０台のほか、待合室や地下通路用のベースライト、トイレ用のダウ
ンライト、避難経路を示す誘導灯など合計８種類、３４３台のＬＥＤ照明を納入する。 摂津
市駅は太陽光発電やヒートポンプ式給湯機の活用、排出枠購入などで、駅に起因する二
酸化炭素（ＣＯ２）発生量をゼロにする日本初の「カーボン・ニュートラル・ステーション」をコ
ンセプトに掲げている。
丸紅は１０日、名城大学発ベンチャーのエルシード（名古屋市、神谷忠雄社長）と次世代
白色ＬＥＤ（発光ダイオード）の商品化に向けた共同開発で契約したと発表した。２０１１年
度に販売を始め、１２年度には年間１０億円の売り上げを目指す。 次世代白色ＬＥＤの
基板材料には耐熱性や熱伝導性に優れる炭化ケイ素を使う。同素材に窒素ホウ素や窒
素アルミなどの材料を混入したうえで再結合させた炭化ケイ素を使い、その上に紫がかっ
た近紫外ＬＥＤをのせることで白色を出す。現在普及している白色ＬＥＤは、主に青色ＬＥＤ
に黄色蛍光体を組み合わせて樹脂封止している。
印刷用インク製造の合同インキ（大阪市、檜垣駿吉社長）は、発光ダイオード（ＬＥＤ）向け
に放熱効果のある特殊な塗料を開発した。ＬＥＤの発光素子を載せる基板や周辺の部材
に塗ると、発光素子が出す熱が原因で起きる温度上昇を抑えられる。２０１０年１月に販売
を始める。 価格は１キログラム当たり２０００〜３０００円の見通し。ＬＥＤ照明メーカーな
どに利用を働きかけていく。

2009年12月15日

慶応義塾大学発ベンチャー企業の中川研究所（東京・品川）は発光ダイオード（ＬＥＤ）照
明を使った「可視光通信」の通信速度を大幅に上げる技術を開発した。通信速度を上げる
ためにＬＥＤを高速点滅させると光量が不足するため、レンズを使って集光する。従来技術
よりも１０倍以上速く通信でき、無線の使用が難しい病院や工場などに最適だとしている。
情報通信研究機構から委託を受け開発した。３月までに実証試験を始め、データを集めて
実用化をめざす。

2009年12月15日

ＮＴＴ東日本は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の光にデータを乗せて通信する「可視光通信
技術」を使った業務用の音声通話システムを試験導入した。携帯電話など電波を出す機
器の使用を禁止している機械室内の作業員にも、遠隔から無線で作業内容を指示でき
る。可視光通信は病院や航空機内の通信方法として注目を集めているが、実用化した例
は珍しい。 ＮＴＴ東は新システムを群馬県内の３カ所の電話局に導入した。固定電話回
線につないだ天井付近のＬＥＤ照明を高速で点滅させて、作業員が頭に装着した光セン
サー内蔵のヘッドセットに音声信号を送信する。

2009年12月15日

徳島県は、ＬＥＤ（発光ダイオード）を使った道路照明灯の導入を進める「あわ産ＬＥＤ道
路照明灯モデル事業」の対象製品を募っている。 対象は、ＬＥＤ照明の開発や設計に取
り組む県内中小企業。県内メーカー製の高輝度白色ＬＥＤを使い、自社で開発・設計した
道路用またはトンネル用の照明器具を募集する。事前審査（書類、面接）の後、県道など
で半年～１年間の実証実験を行い、製品の性能や信頼性などを検証しながら本格的な導
入につなげる。
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4. 新 聞
題目

新聞名

メスや注射器要らず！ 整形手術なしに自宅で若さを手に入
日経ウーマン
れる

ＣＯ２削減、初年度達成へ 井手町 ＬＥＤ照明８００本導入

京都新聞

発行年月日

概要

2009年12月16日

メスや注射器を使うことなく、若さを手に入れることができると。 ハリウッドセレブの人気を
集めているのがDPLセラピーシステム。 コラーゲンを再生・活性化し、うるおいのあるス
ムーズな肌を 作り上げてくれるという。
米国セレブたちの間で最近、話題になっているのが整形手術なしに若さを手に入れるビ
ジネス。その市場規模は200億円に達するという。その先駆けが、発光ダイオード（LED）を
搭載した若返り美容機器「DPL（深浸透ライト）セラピーシステム」だ。

2009年12月16日

井手町は来年３月に町役場庁舎などの公共施設内の照明を蛍光灯から環境負荷の少
ないＬＥＤ照明に切り替える。 計８００本のＬＥＤ照明を導入する予定で、「ＣＯ２排出量
５％削減」を目指して本年度から５年計画で進める町地球温暖化対策実行計画の目標
が、初年度で達成される見込みとなった。 ＬＥＤ照明を導入するのは、町役場と小中学
校計３校、いづみ人権交流センターの５施設。事業費は計１１００万円。 町の試算では、
ＬＥＤ照明の導入で年間約２０トンのＣＯ２が削減できる。これまで町役場や３つの小中学
校で導入を進めてきた太陽光発電装置と合わせると、年間約５２トンのＣＯ２削減につなが
るという。
県は１６日、有機エレクトロニクス（ＥＬ）の研究開発で中心的役割を担ってきた「有機エレク
トロニクス研究所」（米沢市）に代わり、県内の民間企業をこの事業の担い手として量産化
を目指す方針を明らかにした。研究開発と事業化支援を目的に“行政主導”の支援を行っ
てきたが、三菱重工業などが設立した合弁会社「ルミオテック」（同）がサンプルパネルの
量産化を進めるなど民間企業の事業化が軌道に乗っていると判断し“側面支援”に移る考
えだ。

有機ＥＬ量産化 民間企業主導で 県方針＝山形

東京読売新聞

2009年12月17日

三井不、分譲マンション、浴室など除きＬＥＤ照明に。

日経産業新聞

2009年12月17日 ホームズ蘆花公園」について、各戸の浴室内などを除くほぼすべての照明に発光ダイ

三井不動産レジデンシャルは１６日、東京都世田谷区に建設中の分譲マンション「パーク
オード（ＬＥＤ）を採用すると発表した。

2009年12月18日

カネカは発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の放熱材用に、合成樹脂をベースにした新素材を開
発した。従来のアルミニウム合金より比重が小さく、代表的な電球形照明の場合、照明の
重量を２割前後減らせる。新放熱材を使えば輸送費を削減できるほか、天井に負荷がか
かるシャンデリアなどにも利用しやすくなり、ＬＥＤ照明の用途が広がるとみている。 ＬＥＤ
照明は過熱状態が続くと製品寿命が短くなるため、外部に放熱する必要がある。放熱材
にはアルミ合金を使うのが一般的だ。

2009年12月19日

街のイルミネーションがクリスマスムードを盛り上げる季節。家の中の"明かり"はどうだろ
う。インターネット調査会社のマクロミルを通じて全国の成人男女に聞いたところ（１２月上
旬実施、有効回答数１０３０）、寿命を考慮して照明を選ぶ人は６８％。電球形が普及し始
めた長寿命のＬＥＤ（発光ダイオード）照明を玄関、廊下に使っている人がそれぞれ３％い
た。 家庭での照明はこれまで、白熱電球と蛍光灯が大半だった。政府は２００８年、家庭
で使う一般的な白熱電球を、１２年をめどに原則、電球形蛍光灯など省エネ製品に切り替
える方針を打ち出した。

2009年12月21日

シャープは１８日、自然な色で照らす高効率のＬＥＤ（発光ダイオード）部品を開発したと
発表した。自然な色を出す演色性を高めて、ＬＥＤ素子の光を効率よく取り出せるようにし
た。ＬＥＤ照明の基幹モジュール（複合部品）を照明メーカー向けに設計・生産する事業も
新たに始める。 素子を小型パッケージに実装した「表面実装タイプ」と、複数の素子を実
装した基板上に配線端子を取り付けた「銭形タイプ」の２種類９機種を２５日から量産す
る。サンプル価格は表面実装タイプが７０円、銭形タイプは８００～１２００円。

テレビ各局も環境対策続々 太陽光発電パネル設置、グリー
産経新聞
ン電力活用、ＬＥＤ照明

2009年12月21日

１９日に閉幕した国連気候変動枠組み条約第１５回締約国会議（ＣＯＰ１５）に合わせ、テ
レビ各局が自局の環境対策に力を入れている。環境問題についてのニュースを報じなが
ら、放送局の温室効果ガスの排出量は他業種に比べて多いのが現実。「まず、隗（かい）
より始める」ことでイメージアップを図る狙いがあるようだ。 ＮＨＫは全国３７の放送局に
太陽光発電パネルの設置を進めている。すでに９カ所に設置し、東京・渋谷の放送セン
ターでも年度内に設置する。ＮＨＫによると、同センターは、都内で１１番目に温室効果ガ
ス排出量が多いオフィス施設で、福地茂雄会長は、「自らもＣＯ２を削減し、社会的責任を
果たしていく」と語る。

昭和電工、有機ＥＬ技術で米ＵＤＣと契約。

2009年12月21日 発光効率の高いリン光材料の基本特許を持つ。昭和電工は高分子系のリン光材料の開

ＬＥＤ照明、２割軽く、カネカ、放熱材向け樹脂素材、輸送費も
日経産業新聞
削減。

家の照明、使い分けてますか？――電球の寿命「考える」６
日経プラスワン
８％（あなたはどっち）

ＬＥＤ部品、自然光に近い色、シャープ、設計・生産受託も

日経産業新聞

日経産業新聞

昭和電工は米ユニバーサル・ディスプレイ（ＵＤＣ、ニュージャージー州）と白色照明用
の有機エレクトロ・ルミネッセンス（ＥＬ）技術でライセンス契約を結んだと発表した。ＵＤＣは
発を進めており、有機ＥＬ素子の長寿命化など性能の向上を目指す。

ＬＥＤ部品、自然光に近い色、シャープ、設計・生産受託も。

内田洋行、ＬＥＤ推進部を新設、照明機器など本格参入

大塚商会、ＬＥＤ電球、２３８０円で安く、３０ワット形相当、ま
ず通販で。

日経産業新聞

日経産業新聞

日経産業新聞

2009年12月21日

シャープは１８日、自然な色で照らす高効率のＬＥＤ（発光ダイオード）部品を開発したと発
表した。自然な色を出す演色性を高めて、ＬＥＤ素子の光を効率よく取り出せるようにした。
ＬＥＤ照明の基幹モジュール（複合部品）を照明メーカー向けに設計・生産する事業も新た
に始める。 素子を小型パッケージに実装した「表面実装タイプ」と、複数の素子を実装し
た基板上に配線端子を取り付けた「銭形タイプ」の２種類９機種を２５日から量産する。サ
ンプル価格は表面実装タイプが７０円、銭形タイプは８００〜１２００円。

2009年12月21日

内田洋行は２０１０年１月２１日付でマーケティング本部内に「ＬＥＤビジネス推進部」を新
設すると発表した。これまではＬＥＤタスクフォースという部隊を組織していたが、発光ダイ
オード（ＬＥＤ）照明機器の開発にメドがついたこともあり、部を新設してＬＥＤ事業に本格参
入する。 推進部は１５人で構成する。蛍光灯に代わる環境対応型の空間デザインに生
かせるとして、企業のほか、自治体や学校などにも売り込む。 同社は０８年１０月に韓国
サムスン電機とＬＥＤ照明事業で協力するという覚書を締結。サムスン電機のＬＥＤモ
ジュールや電源、無線制御などの技術と、内田洋行のＬＥＤ照明関連制御技術の融合を
目指している。

2009年12月22日

大塚商会は希望小売価格が２３８０円のＬＥＤ（発光ダイオード）電球＝写真＝を２２日に発
売する。韓国のＬＥＤ照明大手ファウテクノロジー製で、国内大手による製品の実売価格よ
り１５００円ほど安い。まずは通信販売サイトで扱い、小売店での販売も検討する。低価格
を武器に年間１０万個の販売を目指す。 東芝やパナソニックなど国内大手の製品は６０
ワット形の電球と同程度の明るさに仕上げたものが大半だが、大塚商会が販売する製品
は３０ワット形相当にとどまる。ただ、光が広がりやすいよう細長く仕上げており、「４０ワッ
ト形の白熱電球から交換しても違和感はない」（大塚商会）と説明している。
東芝ライテックは、普及型の防犯灯の販売機種を見直す。2010年度末をメドに20W形蛍光
灯を使う主力商品の販売を中止し、LEDを用いた防犯灯の品揃えを増やす。今年10月に

東芝ライテック、防犯灯LED製品を拡充、防犯用の蛍光灯販
日経産業新聞
売中止

2009年12月24日 発売した定価1万8千円の「LED防犯灯６００」は品揃えを拡充する。6万円超の大光量タイ

東芝ライテック、ＬＥＤダウンライト販促、５０種、１０～４６％値
日経産業新聞
下げ

2009年12月24日

東芝ライテックは２２日、発光ダイオード（ＬＥＤ）ダウンライト５０種を１０～４６％値下げす
ると発表した。これまで高価格を理由にＬＥＤ照明の導入をためらっていた商業施設や家
庭に採用してもらいやすくする狙いだ。 ２０１０年度には０９年４～１２月に販売した数量
の約２倍となる２５万台を販売する計画だ。 器具の設計を簡素化したり部材の調達先を
見直したりして、原価を抑えた。明るさが１１３０～２０８０ルーメンの「２０００シリーズ」は従
来は６万円以上していたが、３万４８００～３万９０００円で買えるようにした。新価格の場
合、５年以上使えば小型蛍光灯を使うダウンライトと比べて割安になるという。

ＬＥＤ照明５社、ノアが代理店に、幅広く品ぞろえ。

2009年12月24日 の発光ダイオード（ＬＥＤ）照明メーカー５社と販売代理店契約を結んだと発表した。

日経産業新聞

プのLED防犯灯を含め、現在計11種のラインナップを3種追加投入し、本格的に市場を開
拓する。

半導体製造装置の専門商社で名証セントレックス上場のノアは２２日、韓国や台湾、英国
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4. 新 聞
題目

道路灯、ＬＥＤ、ゆっくり点灯、岩崎電気、目にやさしく

新聞名

日経産業新聞

光害対策型道路照明器具 ＬＥＤパロス－ＬＥＤでまぶしさを 日経コンストラク
低減消費電力は水銀灯の４割
ション

国宝包む優しい光 室生寺、遷都１３００年祭試験点灯

ＬＥＤで動画通信、ＮＥＣ、病院など需要開拓

シャープ、豊田合成、ＬＥＤ特許相互利用

産経新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

米沢市 有機ＥＬ照明デザイン公募の入賞者決まる 優秀賞
山形新聞
に２作品

有機ＥＬ事業継続に 科学技術振興機構の別プロジェクトで
予算

東京読売新聞

ＬＥＤ普及期、素材企業にも光明、昭和電工は素子増産、電
日経ヴェリタス
気化学工業は新蛍光体。

発行年月日

2009年12月25日

2009年12月25日

概要
岩崎電気はＬＥＤ（発光ダイオード）を光源にした道路灯を２５日に発売する。明るさは１
万２０００ルーメンで国道や高速道路などの照明として使用できる。水銀ランプ（４００ワッ
ト）や高圧ナトリウム灯（１８０ワット）からの置き換えを目指し、年間５０００台を販売する計
画だ。 １ワットの白色ＬＥＤを１２０個搭載した。消費電力は明るさが同程度の水銀灯より
も約６５％、高圧ナトリウム灯と比べると約３０％それぞれ抑えられる。一般のＬＥＤ照明は
電源を入れるとすぐに点灯するが、マイコンを使って電流を制御し、１０秒間かけて徐々に
明るくなるようにした。
星和電機は、道路灯「光害対策型道路照明器具 ＬＥＤパロス」を発売した。 特徴 ■光
源にＬＥＤ（発光ダイオード）を採用。日本道路協会が規定する道路の明るさの基準を確保
し、水銀ランプや高圧ナトリウムランプと同等の間隔で設置できる。 ■路面の明るさや落
下物の視認性に配慮。国土交通省や地方自治体の道路照明に関する一般的な明るさや
均斉度を確保した。まぶしさを抑え、運転者の道路の見やすさを向上。 ■水銀ランプ２５０
Ｗ、高圧ナトリウムランプ１８０Ｗと同等の照明環境を実現。消費電力は水銀ランプの４割
程度。

2009年12月26日

奈良県で開催される平城遷都１３００年祭のカウントダウン・オープニングイベント（３１日
夜～１月１日未明）を前に、会場の１つとなる室生寺（同県宇陀市）で２５日、五重塔（国
宝、８世紀末～９世紀初め）や仏像群をライトアップする試験点灯が行われた。 室生寺
では、白熱灯や蛍光灯が発する赤外線や紫外線から文化財を守るため、これまで境内の
ライトアップを控えてきた。今回はパナソニック電工の協力で、紫外線などをほとんど発生
させず照明力をアップした発光ダイオード（ＬＥＤ）を使用、本格的なライトアップが初めて実
現した。

2009年12月26日

ＮＥＣはＬＥＤの照明を人間にはわからないほど高速に点滅させてデータを送る「可視光
通信技術」を使い、動画を送受信する実験に成功した。これまで静止画しか送れなかっ
た。電波による無線通信が難しい病院や工場などで病状や作業手順を示す動画を流した
り、映画を上映したりできる新タイプのシステムとして需要開拓を目指す。 室内照明用の
白色ＬＥＤを毎秒５００万回点滅させてデータを送信し、光検出装置で受け取る仕組み。実
験では広告用動画を送信し、受信側で正確に再生できた。受信部をＬＥＤ照明から１・５
メートル以内に設置したが、技術的には数メートル離しても可能という。

2009年12月26日

シャープは２５日、豊田合成と、ＬＥＤ（発光ダイオード）と半導体レーザー分野で特許の
相互利用を認めるクロスライセンス契約を結んだと発表した。両社が持つ特許を相互に活
用して研究開発を強化、照明などの事業拡大につなげる。 シャープが持つ約９００件の
特許と、豊田合成の持つ約７００件の特許を相互に利用できるようになる。シャープは昨年
１１月に日亜化学工業（徳島県阿南市）ともクロスライセンス契約を結んでいる。豊田合成
がクロスライセンス契約を結ぶのはシャープで６社目。

2009年12月26日

有機エレクトロニクス研究所は、全国から募った有機ＥＬ照明デザインの審査結果を２５
日までに公表した。 今回は最優秀賞の該当がなく、優秀賞に規格パネル部門で広部延安
さんと竹中寛さんの「コンポジション」、自由デザイン部門で青木和史さんの「Ｏｒｇａｎｉｃ Ｌｉ
ｇｈｔ」が選ばれた。広部さんらの作品は、マジックミラーのような板を配した四角柱のボック
スに発光パネルを段違いに設置し、光が浮かび上がるように演出。青木さんの作品は、自
由に曲げられる有機ＥＬパネルの特性を生かし、電球の傘のようなドーナツ状に曲げてシ
ンプルに仕上げている。

2009年12月26日

２０１０年度政府予算の政府案が２５日公表され、事業仕分けで「廃止」と判断されてい
た山形大の「先端有機エレクトロニクス（ＥＬ）国際研究拠点形成プロジェクト」を支援する
科学技術振興機構の事業が、同機構の別事業に組み込まれ来年度も継続することが決
まった。国直轄の長井ダムの建設事業費２４億１６００万円も認められ、予定通り１０年度
中に完成する見通しとなった。 ０９年度から５か年、計１１億円の支援を予定していた同プ
ロジェクトの支援事業は、事業仕分けで廃止と判断されていた。
発光ダイオードの略称「ＬＥＤ」という言葉をよく耳にするようになってきた。低電力消費と長
寿命が評価され、照明器具や液晶テレビのバックライトに用途が急拡大しているようだ。

2009年12月27日 電機・電子業界はもちろん、市場拡大をにらんで関連素材を扱う化学メーカーなども軒並
みＬＥＤ事業に注力しているらしい。現状と展望を日経ヴェリタスの記者に聞いてみよう。

パナソニック電工はこのほど２日間にわたり、仙台市の小学生を対象にした工作教室を
初めて開いた。子どもたちはＬＥＤ（発光ダイオード）ランプを使ったクリスマスランプを約１
時間かけて製作。無事に明かりがともると、大きな歓声が上がっていた。 工作教室は今
年８月にオープンした「パナソニックリビングショウルーム仙台」（仙台市青葉区）で開催し、
２日間で約３０人が参加した。省エネルギーで長持ちし、環境にやさしいＬＥＤランプを使う
ことで、子どもたちに地球環境への興味や関心を高めてもらうとともに、ものづくりを体験し
てもらうことも目的にした。

パナ電工がＬＥＤで環境のお勉強を開催 クリスマスランプ工
電気新聞
作教室

2009年12月28日

照明業界09年市場回顧、LEDが大幅伸長、省エネ、長寿命
に評価

2009年12月30日 みせた。照明器具全体で前年比15%前後減、ランプも同14%減の中、LED器具の需要は活

県が照明用有機ＥＬパネルの応用製品製造企業を公募へ

電波新聞

照明業界は昨年からの景気低迷の継続によりランプ、器具ともに既存製品は厳しい状況
で推移した。その中で、LED照明は省エネ、長寿命などの特徴が評価され、大幅な伸長を
性化し、市場規模は100億円を突破する見込み。ランプでもLED電球の伸びが目立つ。

山形新聞

日本経済新聞
元旦第２部・ＩＴデジタル特集――エコ、未来へ橋懸ける、ＬＥ
朝刊第２部
Ｄ照明、寿命ピカ一。

2009年12月30日

ＬＥＤ照明 寿命ピカ一、主役を狙う 電気を流すと光る半導体の発光ダイオード（ＬＥＤ）
を使う「ＬＥＤ照明」が急速に普及し始めた。白熱電球や蛍光灯と比べて消費電力が少な

2010年1月1日 く、寿命も４万時間と長い点が環境を重視する最近の風潮にぴったりとはまった。先進的
なイメージも手伝い「エコ照明」として店舗やオフィス、住宅などで広がっている。

遠藤照明、ＬＥＤ照明、海外で１００億円、売上高来期目標―
日経産業新聞
―品ぞろえ大幅拡充

2010年1月1日

慶大など、ＬＥＤ点滅光でロボ誘導、可視光通信を応用

2010年1月4日

ＬＥＤ照明の新製品が続々と 暮らし照らす新しい明かり

日経産業新聞

電気新聞

県は、白色発光の有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）パネルを使った照明装置などの応
用製品を製造する企業の公募に乗り出す。委託事業として１社当たり１２０万円を上限に
助成。有機ＥＬ関連製品の開発を促進させるとともに、完成品を展示しＰＲする。 応募資
格は県内に本店や支店、事業所を置く企業や団体。照明用有機ＥＬパネルを使った製品
の企画案やイメージ図などを募り、審査会で選定する。採択は数件の予定。審査では、デ
ザイン性や市場性などに加え、県内への有機ＥＬ産業の集積や経済効果が見込めるか、
などをみる。

2010年1月5日
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商業施設用照明大手の遠藤照明は海外でＬＥＤ照明の販売に乗り出す。これまで国内
のみだったが、今春以降、欧州やアジアを中心に海外３７カ国前後で展開する。実質初年
度の２０１１年３月期に、海外だけで１００億円規模のＬＥＤ照明売上高を目指す。これに先
立ち、２月１日に品ぞろえを現行の約３００機種から低価格品を中心に約１０００機種に大
幅拡充する。 廊下やトイレを照らすダウンライト、蛍光灯のようにまんべんなく室内を照ら
すベースライト、店舗内の商品を目立たせるスポットライトといった国内と同様の商品群を
海外でも扱う。
慶応義塾大学の春山真一郎教授はＮＥＣと共同で、屋内で作業するロボットが自分の位
置を確認する新たなシステムを開発した。天井に取り付けた発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を
人間には分からないほど高速に点滅させて、ロボットが点滅のパターンから現在地を割り
出す仕組み。掃除や介護をこなすロボットの誘導技術として実用化を目指す。 開発した
システムはＬＥＤ照明を高速に点滅させる「可視光通信技術」を応用した。ＬＥＤ照明ごとに
点滅のパターンを変えておけば、ロボットが浴びた光の点滅パターンによってどこにいる
のかを正確に割り出せる。
製品が一通り出そろったことで、各社それぞれの特徴ある商品も現れてきた。明るさや
発光効率をより強化したもの、調光機能や調色機能を重視したもの、放熱方法を工夫しコ
ンパクトさを重視したものなど、従来の電球以上に製品は各社各様だ。また、ＬＥＤ照明の
認知そのものが向上したことで、電球以外のＬＥＤ照明も新築住宅を中心に採用が増えて
いるという。家庭でも１つの部屋を１つの照明だけで照らすのではなく、複数灯を使う手法
が広がっているのもＬＥＤには追い風だ。

4. 新 聞
題目

出光、工場にＬＥＤ照明導入（ビジネスダイジェスト）

新聞名

日本経済新聞

発行年月日

概要
出光興産は工場で発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の導入を始めた。まず千葉工場（千葉県
市原市）で、化学品の製造設備の夜間作業用に設置していた４０カ所の蛍光灯を交換。従

2010年1月5日 来の蛍光灯を使用する場合の約半分に消費電力や二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を減らせ
るという。コスト低減や工場の環境対応を進める。

鴨池陸上競技場 ＬＥＤ外灯を２７基設置 夜間ランニングも
西部読売新聞
安心

防犯灯をＬＥＤに 効果向上や省エネ狙う 太田市

上毛新聞

三建設備らに決定／山形大の有機デバイス研究施設設備３
建設通信新聞
件

2010年1月5日

鹿児島市の県立鴨池陸上競技場の外周に、ＬＥＤ外灯２７基が設置された。一帯ではラ
ンニングやウオーキングをする人が多く、夜間でも安心して楽しめそう。 鹿児島銀行が
社会貢献事業の一環として、同競技場を管理する県教委に寄贈した。新たに設置された
のは１４基で、従来の水銀灯１３基もすべてＬＥＤ外灯に取り換えられた。 贈呈式で永田
文治頭取は「県民の健康増進に役立てばうれしい」と話した。夕方には外灯がともされ、
徐々に暗くなっていく中、周囲は明るく照らし出された。早速、鹿児島商高の陸上部員ら約
３０人が外周を走っていた。

2010年1月5日

太田市は市内約１万７千基の防犯灯を、すべて青色のＬＥＤ照明に切り替える。犯罪抑
止に効果があるとされる青色にすることで防犯効果の向上や、省エネ・長寿命といったＬＥ
Ｄの特性を生かし二酸化炭素排出やランニングコストの削減を狙う。年度内に新設する２
００基はＬＥＤ照明を採用、新年度にすべての防犯灯を置き換える方針。 市危機管理室に
よると、暗い場所では青い照明が遠くまで見えやすいとされることから、青色防犯灯を採
用する地域が増えている。蛍光灯と同等の明るさのＬＥＤ照明は消費電力が蛍光灯の半
分から４分の３に抑えられ、耐用年数も５～６倍になるという。

2010年1月6日

山形大学は、低入札調査基準価格を下回り落札決定を保留していた同大学有機デバイ
ス研究施設新築の設備工事３件の落札者を決めた。機械は４億３６００万円で三建設備工
業、電気は８９００万円で太平電気、エレベーターは１７２０万円で日本エレベーター製造。
建築工事は低入札価格調査を実施中で、近く落札者を決める予定だ。 規模は、ＲＣ造５
階建て延べ５７１１ｍ２。有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）の新材料や応用技術の開発
拠点となる。工期は１２月２０日まで。 設計は、建築が教育施設研究所、設備は総合設
備計画が担当した。
山形大学は県内企業と組んで新たな産学連携組織を設立する。大学の持つ知的ノウハ
ウを生かし、企業の人材育成や技術開発、経営改革などを支援する。３月をメドに十数社
で発足する予定だが、将来は数十社規模を見込む。 結城章夫学長が５日公表した行動
計画「結城プラン２０１０」に盛り込んだ。年会費は１００万円と５０万円の２種類。会員企業
は講義の無料開放、研究生受け入れ、共同研究推進、講演会招待などを受けられる見通
し。山形大のほか、山形銀行、ヤマザワが共同発起人となるもようで、幅広く参加を呼び
掛ける。

山形大が産学連携組織、県内十数社、３月メドに発足

日本経済新聞

2010年1月6日

ＬＥＤのイロハ（中）世界市場、２０１２年に２倍にも――省エ
ネ・環境意識が後押し。

日経産業新聞

2010年1月7日 億円）で、携帯電話のバックライト向けが半分。１２年には２倍超の５８億ドルに達する見通

ＬＥＤ照明値下げ １８機種新たに追加も／東芝ライテック

ＬＥＤの市場は携帯電話向けからテレビ、照明と主役を代えながら広がりそうだ。野村証券
金融経済研究所によると、２００９年の白色ＬＥＤの世界市場規模は約２８億ドル（約２５００
し。省エネ意識の高まりに加え、蛍光管に使われている水銀に対する使用規制強化の動
きもＬＥＤの普及を後押しする。

電気新聞

東芝ライテック、LED防犯灯Ｅ－ＣＯＲＥ６００、省エネ・割安自
日経産業新聞
治体に訴求

遠藤照明、LEDランプシリーズ702種類を2月発売

日刊建設工業新
聞

ＬＥＤのイロハ（下）量産効果で値下がり続く――韓台台頭、
日本勢に危機感。

日本経済新聞
朝刊

東芝ライテック、「ＬＥＤ防犯灯Ｅ―ＣＯＲＥ６００」（ｃｈｅｃｋＵＰ
出足快調）

家庭用ＬＥＤ電球 東芝、仏で発売へ

政府新成長戦略の基本方針
環境・健康・観光の３分野で２０年度までに１００兆円以上
の需要創出目指す

ＬＥＤ電球じわり普及、国内販売、昨年は２００万個、電球工
業会会長が意欲。

日経産業新聞

産経新聞

建通新聞

日経産業新聞

2010年1月7日

東芝ライテックは、ＬＥＤダウンライトの価格を最大約４６％値下げするとともに、新製品１
８機種をラインアップに追加した。値下げによって既存照明との価格差を早期に償却でき
るようにすることで、ＬＥＤ照明の普及加速を図る。 これまでに発売していたＬＥＤダウンラ
イトシリーズ５０機種について、徹底的なコストダウンを実施することで、価格を約１０～４
６％低減する。最も明るい「２０００シリーズ」は約３７％の値下げにより、蛍光ランプ用ダウ
ンライトとの初期コストの差額が約５年で償却できるようになった。
東芝ライテックが2009年10月に発売した「LED防犯灯E-CORE600」が順調に導入実績を

2010年1月8日 積み上げている。今のところ、1ヶ月あたり平均販売台数は約2000台。税別1万8000円と比
較的安く購入できる点が受け、自治体の採用を後押ししている。

2010年1月8日

遠藤照明は、HIDランプと同等の照明が可能で、低価格、省エネルギーを追求した新しい
LEDランプシリーズ「ＬＥＤＺ Vol.2」702種類を2月に発売する。狭角～超広角の4種類の配
光に加え、色温度も電球色3000K、温白色3500K、白色4000Kを展開。スポットライトやダ
ウンライト以外に、ベース、ユニバーサル、ウォールウォッシャー、ジャイロシステムなど器
具のバリエーションが広く、すべてをLEDとすることもできる。

2010年1月8日

ＬＥＤの取引価格は量産化に伴って一貫して下落。普及期にあるハイテク部品に特有の右
肩下がりのカーブを描く。調査会社テクノ・システム・リサーチ（東京・千代田）の調べでは、
携帯電話用白色ＬＥＤは１個１５円が中心価格とみられる。２００６年ごろの半値水準。ただ
テレビや照明向け需要の急拡大を受けて下げは鈍化してきた。 ＬＥＤ素子の需給引き締
まりの背景には、主流となっている有機金属気相成長法（ＭＯＣＶＤ）による製造装置の主
要メーカーが世界に３社しかなく、装置の供給が追い付かないこともある。

2010年1月8日

東芝ライテックが２００９年１０月に発売した「ＬＥＤ防犯灯Ｅ―ＣＯＲＥ６００」が順調に導入
実績を積み上げている。今のところ、１カ月あたり平均販売台数は約２０００台。税別１万８
０００円と比較的安く購入できる点が受け、「発光ダイオード（ＬＥＤ）に関心はあるけど値段
が高い」とためらっていた自治体の採用を後押ししているようだ。１年で４万～５万台売れ
る蛍光灯の防犯灯と比べると規模は小さいが、環境負荷低減の風潮のなかで切り替えが
加速する可能性は大きい。

2010年1月8日

東芝は７日、フランスの卸大手ホームライトと、長寿命で省エネ効果が高いＬＥＤ（発光ダ
イオード）電球に関する販売契約を結んだことを明らかにした。今春にも家庭用として小売
店などで販売する。国内大手電機メーカーが家庭用ＬＥＤ電球を海外販売するのは初め
て。シャープも今年後半に米国でＬＥＤ電球を発売する計画を打ち出しており、国内メー
カーの海外販売が本格化しそうだ。 ＬＥＤ電球は国内では大手電機各社が参入し、急速
に市場が伸びている。東芝は、フランスでは２０１０年１年間にすでに販売している業務用
と合わせて６０万個のＬＥＤ電球を販売する方針。

2010年1月8日

政府が２００９年１２月３０日に閣議決定した新成長戦略の基本方針では、「需要からの
成長」として、環境、健康、観光の３分野で２０年度までに１００兆円以上の需要創出を目
指している。このうち環境分野では、住宅・オフィスなどのゼロエミッション化や、エコ社会
形成に向けた集中投資事業などにより、５０兆円以上の新規市場と１４０万人の新規雇用
の創出を目指す。 今回の戦略は、公共事業や、規制緩和・労働市場の自由化などの市
場原理を活用した経済成長ではなく、新たな需要の創造による雇用創出に主眼を置いて
いる。

2010年1月8日

日本電球工業会の恒川真一会長は７日に都内で開いた賀詞交換会で、２００９年にＬＥ
Ｄ電球が国内でおよそ２００万個売れたことを明らかにした。０８年はほぼゼロだったが、０
９年の夏以降に照明各社が製品を投入し、市場が急速に立ち上がった。環境問題への関
心の高まりを追い風に「１０年は５００万～６００万個を目指したい」との意気込みを示した。
日本照明器具工業会の松蔭邦彰会長も「住宅着工が８０万戸を割りこんでおり新設需要
の獲得は厳しい。照明器具のリニューアルを推進するのはもちろんだが、事業をグローバ
ルに展開すべき時期がきている」と話した。
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4. 新 聞
題目

ＮＥＷＳ 技術－ＬＥＤの発光効率向上でトンネルに採用

新聞名

日経コンストラク
ション

ＩＤＥＣ、ＬＥＤ照明増産、１０年度、業務用、出荷額１．７倍に。 日経産業新聞

ＬＥＤのイロハ（下）量産効果で値下がり続く――韓台台頭、
日本勢に危機感

明るく省エネ、ＬＥＤ投光機 カナモトが共同開発 ／北海道

音出る有機ＥＬ発案 後藤芳英さん５６（連載）＝山形

日本経済新聞

朝日新聞

東京読売新聞

ＬＥＤ照明機器、販売契約、４倍の２０社に、ノア、売上高１０
日経産業新聞
億円目標。

３都市にショールーム新設、遠藤照明、ＬＥＤ中心に

ＮＥＤＯ、高効率照明の開発に助成

日経産業新聞

日経産業新聞

遠藤照明が商業施設向けＬＥＤ発売 デザイン、実用性両立 電気新聞

商店街にＬＥＤ照明、長寿命でコスト減、導入広がる――街
明るく、活性化狙う

住友化学、ＬＥＤ照明発売へ 目に優しく、電力２割減

日本経済新聞

朝日新聞

発行年月日

概要

2010年1月8日

宮崎県は、西米良村板谷で施工中の国道２１９号板谷トンネルに、ＬＥＤを使用した照明
設備を設置した。ＬＥＤの発光効率の向上によって、トンネルなど明るさが要求される場所
で使用できるようになった。 長さ９３３ｍ、全幅８ｍの２車線のトンネルに、５６基のＬＥＤラ
ンプを設置。入り口付近にはオレンジ色の高圧ナトリウムランプを設置した。 県の当初
の設計では、白色の光を発する無電極放電ランプを使用する予定だった。しかし、照明の
設置工事を受注した甲斐電機工事が、ＬＥＤランプを提案した。採用したＬＥＤランプは共立
電機製作所（宮崎市）の製品。「トンネル照明へのＬＥＤ設置は国内初だ」。

2010年1月8日

制御機器大手のＩＤＥＣはＬＥＤ（発光ダイオード）照明を増産する。主力の福崎工場（兵
庫県福崎町）の人員を増強し、２０１０年度に出荷額ベースで０９年度見込みに比べ１・７
倍の１５億円まで引き上げる計画だ。工作機械や制御盤といった機器類やコンビニエンス
ストア向けなど業務用途の需要が伸びると判断。安全スイッチなど制御機器に次ぐ収益の
柱に育てる。 ＬＥＤ照明の生産は子会社のＩＤＥＣオプトデバイス（大阪市淀川区）が担っ
ており、福崎工場で製造している。同社は１０年４月以降に同工場での生産体制を現在の
２交代勤務から３交代勤務に変更し、生産能力を高める。

2010年1月8日

ＬＥＤの取引価格は量産化に伴って一貫して下落。普及期にあるハイテク部品に特有の
右肩下がりのカーブを描く。調査会社テクノ・システム・リサーチの調べでは、携帯電話用
白色ＬＥＤは１個１５円が中心価格とみられる。２００６年ごろの半値水準。ただテレビや照
明向け需要の急拡大を受けて下げは鈍化してきた。 ＬＥＤ素子の需給引き締まりの背景
には、主流となっている有機金属気相成長法（ＭＯＣＶＤ）による製造装置の主要メーカー
が世界に３社しかなく、装置の供給が追い付かないこともある。ＬＥＤ液晶テレビの部品で
光を面全体に行き渡らせる導光板の不足も深刻。テレビメーカーからは「４月以降は計画
台数を生産できない」と心配の声も上がる。

2010年1月9日

「雨にも負けず、風にも負けず、環境にも優しい」優れもののＬＥＤバッテリー式投光機を
建設機械レンタル大手の「カナモト」（札幌市）が鹿島と共同で開発し、レンタルを始めた。
鹿島のほか、大成建設など大手建設会社から「ＬＥＤの持つ省エネ性を最大限に生かし、
より光量が強い屋外照明機器を」という要望を受け、開発した。 雨風を防ぐ仕様で、光
量は従来のカナモト製品の１・５倍と明るい。充電式を採用し、建設現場でのＣＯ２排出量
はゼロ。充電時の電気使用量をＣＯ２排出量に換算すると、エンジン式投光機の２２分の１
程度だという。

2010年1月9日

近年、テレビや携帯電話の画面に使われ始めた有機ＥＬ。平面自体が自然に近い光を
発し、次世代照明としても注目される。将来、「光る壁紙」「光る家具」としての利用も可能
だ。発光するだけでなく、音楽や言葉が流れる「音の出る有機ＥＬ」も開発され、後藤電子
の後藤芳英社長が発案したステレオスピーカーや音で非常口の位置を知らせる避難誘導
灯は、すでに実用可能な段階を迎えている。 同社などが試作したスピーカーは、左右そ
れぞれが卓上ライトほどの大きさ。厚さ１・５ミリの有機ＥＬパネルにコイルで振動を送り、
音楽が流れる仕組みだ。「光る以外に、音で情報を確認できれば、商品として強みを増
す」。
名証セントレックス上場で半導体製造装置商社のノアは発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の取
り扱い品目を大幅に増やす。海外メーカー５社と照明機器の販売契約を結んでいるが、年

2010年1月13日 内に４倍にあたる２０社に増やす。取り扱い製品も数十点から５００〜１０００点まで拡大。
複数企業の製品を一括して取り扱い、ユーザーへの提案力を強める。

2010年1月13日

中堅照明器具メーカーの遠藤照明は１２日、名古屋、仙台、福岡の３都市に２月にショー
ルームを新設すると発表した。すでに東京と大阪の２カ所にショールームを設置している
が、地方都市にも広げることでより多くの設計事業者や施主に製品を見てもらえるように
する。いずれもＬＥＤ照明器具をメーンに展示して、得意とする店舗・施設分野での競争力
を高める。 遠藤照明は２０１１年３月期にＬＥＤ照明器具の売上高を１００億円に高める計
画。店舗でよく使われるＨＩＤランプよりも導入費用が安いＬＥＤ照明器具など７０２種も２月
に発売する。

2010年1月13日

新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）は１２日、次世代の省エネ型照明の開
発に対し助成を実施すると発表した。発光ダイオード（ＬＥＤ）照明や有機ＥＬ（エレクトロ・ル
ミネッセンス）照明の効率向上や長寿命化が対象で、企業や大学が手掛ける新規材料や
製造技術などの研究開発を後押しする。 プロジェクト名称は「次世代高効率・高品質照
明の基盤技術開発」。開発期間は５年間で初年度は５４億７千万円の予算を予定してい
る。公募の締め切りは２月１２日まで。

2010年1月15日

遠藤照明は、商業施設など向けのＬＥＤ（発光ダイオード）照明器具７０２機種を２月１日
に発売する。独自のレンズ技術を活用した配光制御に加えて、光量や色温度のバリエー
ションも多数そろえ、従来照明に比べて遜色ない実用性を実現した。事業も今後、ＬＥＤ主
体へとシフトし、１０年度はＬＥＤ照明で同社売り上げの半分以上となる、１００億円の売上
高を目指す。 同社は昨年６月にＬＥＤ照明の第１弾を発売、商業施設や役所などに多く
の納入事例がある。今回の新商品を加え、カタログ掲載機種は約１千種へ拡大した。

2010年1月15日

九州・沖縄の商店街で、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の導入が相次いでいる。鹿児島市
の商店街が電球の交換が面倒な高い位置にある水銀灯をＬＥＤ照明に付け替え。那覇市
でも照明の７割をＬＥＤにする商店街が出てきた。ＬＥＤは消費電力が小さく長寿命。コスト
削減や環境対策に加え、商店街を明るくすることで活性化につなげたいという狙いもあ
る。 ＪＲ鹿児島中央駅前の一番街商店街振興組合（鹿児島市）は１月下旬から３月にか
けて、同商店街の２１７基の照明設備を改修。このうち３階相当の高い位置にある９８基を
水銀灯からＬＥＤに付け替える。

2010年1月15日

住友化学は、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を開発し、２月から「スミルック（仮称）」ブランド
で発売する。従来の照明と同じ明るさだが、目に優しい柔らかな光を出すのが特徴という。
当面はオフィスなど業務用だが、３年後をめどに一般家庭用にも参入する方針だ。 従来
の照明はＬＥＤの光を直接外部に発するが、スミルックは、器具内の特殊な印刷をしたアク
リル樹脂パネルに横方向から光をいったんあてて、パネル全体に均一に広げて照らす。
蛍光灯と比べ、明るさは同じだが、光が直接当たらないのでまぶしくなく、消費電力も２割
削減できるという。照明器具の組み立ては、照明器具メーカーの丸善電機に委託する。
京都府は１５日、府庁本庁舎（京都市）の照明の２５％に当たる１４００の蛍光灯を発光ダ

環境対策、官民で加速――京都府、庁舎の蛍光灯、２５％を 日本経済新聞
ＬＥＤに。
地方経済面

2010年1月16日 イオード（ＬＥＤ）照明に置き換えると発表した。 また、蛍光灯の省電力化につながるイン

直流でも使えるＬＥＤ照明

2010年1月16日 で、破裂しない防爆タイプ。器具の工夫で光を効率的に拡散し、白熱灯と同等の明るさを

京都新聞

バーター安定器も約３５００台導入。
星和電機は、直流と交流の両電源で使えるＬＥＤ（発光ダイオード）照明を３月１日に発
売する。停電などの際に流れる直流の非常電源でも点灯する。主に石油化学プラント向け
実現した。消費電力は白熱灯の約６分の１で、寿命は約１１倍。想定価格は１台６万円。

ＬＥＤ電球、海外販売「先駆け」 東芝が４月から、シャープは
今年中

2010年1月19日

朝日新聞
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東芝やシャープが、ＬＥＤ電球の海外販売に乗り出す。環境意識の高まりや、価格が次
第に下がってきたことで世界的な普及期を迎えると判断。他社に先駆けることで、海外市
場のシェア争奪戦を有利に進める考えだ。 東芝は今年４月のフランスでの発売を皮切り
に、９月までに英国や北米、ドイツで販売を始める。昨年１１月にフランスの卸売業者と販
売契約を結び、まずは現地スーパーで売り出す。環境意識の高い先進国が中心だが、中
国やロシア、ブラジルといった新興国での市場調査も始め、需要動向を見極めたうえで販
売に踏み切る。シャープも今年中に米国で販売する計画。パナソニックも「海外での販売
は重点課題」と検討中だ。

4. 新 聞
題目

新聞名

高島屋全店、ＬＥＤ照明に、１２年までに１５万個――電気代
日本経済新聞
５分の１、ＣＯ２も削減。

発行年月日

概要

2010年1月19日

高島屋は全売り場で２０１２年までに白熱電球の一種であるハロゲンランプを発光ダイ
オード（ＬＥＤ）照明に切り替える。東京都が４月から導入する大型施設を対象にした二酸
化炭素（ＣＯ２）排出規制などに対応し、省エネ型照明を採用、コスト削減もねらう。企業に
省エネ管理の強化を求める改正省エネ法が４月から全面施行されることもあり、商業施設
などでＬＥＤ導入が加速しそうだ。 高島屋は商品や売り場を目立たせるため、店舗照明
の一部に光が強く使用電力が多いハロゲンランプを使っている。今後３年かけて東京や大
阪など全国１８店舗のハロゲン推計１５万個弱をＬＥＤに置き換える。投資額は３０億円前
後を見込む。
次世代光源として注目される照明用有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）パネルの製造会
社ルミオテック（米沢市）が２月からパネルの出荷をスタートさせることが１９日、分かった。
県が県議会常任委員会で明らかにした。 出荷されるパネルは１４・５センチ四方で価格
は８万円。購入受付は２月１５日から。ルミオテックは、世界初の「照明用有機ＥＬ専業会
社」として２００８年５月に設立された。米沢市八幡原の有機エレクトロニクス研究所が入居
する建物のスペースを事業拠点として生産準備を進めてきた。

米沢のルミオテックが２月から照明用有機ＥＬパネル出荷を
開始

山形新聞

2010年1月19日

クオンタムリープ、ＬＥＤ照明参入、製造は外部委託、価格３
割安く。

日本経済新聞
地方経済面

2010年1月20日 現しながら、製造は外部委託して価格を従来より３割程度抑えた。このほど事業所向けの

吉田産業、ＬＥＤ照明の放熱アップ、カーボン使い新型放熱
板、高出力・小型化に対応。

日本経済新聞
地方経済面

2010年1月20日

セラミック加工会社の吉田産業（群馬県安中市、吉田公彦社長）は発光ダイオード（ＬＥＤ）
照明向けの新型放熱板を開発、３月から販売する。素材を工夫し従来品に比べ熱拡散効
率を高くしたのが特徴で、照明の高出力化や小型化につながる。

ルミオテック、来月、照明用有機ＥＬ、サンプル出荷。

日経産業新聞

2010年1月20日 ルミネッセンス（ＥＬ）パネルのサンプル出荷を２月１５日に始めると発表した。

無線通信機器などを製造するクオンタムリープテクノロジー（岡谷市、小川洋史社長）は発
光ダイオード（ＬＥＤ）照明事業に参入した。電源回路を独自開発して製品の長寿命化を実
蛍光灯型照明を発売、３月には電球型を投入する。

三菱重工業などが出資するルミオテック（山形県米沢市）は１９日、照明用有機エレクトロ・

国土交通省北海道開発局は２月から、道などと協力して、発光ダイオード（ＬＥＤ）道路照
明の実用化に向けた実験を開始する。道内のような積雪寒冷地での実験は初めて。実用
化すれば、年間の電気料金は現在の半分程度になるとみられ、環境保全と経費節減の両
立に期待が高まる。 開発局によると、実験は深川、士別、北見の３道路事務所、留萌開
発事務所、道帯広土木現業所管内の５か所で実施。更新期を迎えた照明１６基を白色ＬＥ
Ｄ照明に切り替え、低温時の性能や着雪・着氷時の視認性などを調べる。照明はメーカー
から提供を受け、開発局などの費用負担は設置・撤去費のみになる見込みだ。

道路照明ＬＥＤ化実験 開発局で来月から 積雪寒冷地では
東京読売新聞
初＝北海道

2010年1月20日

LED家電に続々

2010年1月21日 Ｄ）電球＝写真＝を２月２６日に発売すると発表した。

中日新聞 朝刊

シャープは２０日、一般の小型ソケット（Ｅ１７）にそのまま取付けられる発光ダイオード（ＬＥ

シャープは２０日、家庭用ＬＥＤ（発光ダイオード）電球の小型タイプ２機種を２月２６日か
ら発売する、と発表した。小型を投入するのはパナソニックに次いで２社目。明るさを調節
できる「調光機能」を採用したほか、店頭実勢価格を４０００円程度に抑え、従来のパナソ
ニック製品に比べて約２割安くした。家庭用の照明器具は、デザイン性を求める消費者
ニーズに沿って小型化が進んでおり、省エネ効果が高いＬＥＤ電球への置き換え需要では
今後、小型が主流になるとみられている。後発メーカーのシャープは機能と価格の両面で
先行各社を追い上げる。

シャープ 家庭用ＬＥＤ電球２機種 主戦場「小型」 機能・価 ＦｕｊｉＳａｎｋｅｉ Ｂｕ
格で追撃
ｓｉｎｅｓｓ ｉ．

2010年1月21日

ＬＥＤ電球「口金を取れ」、パナソニック・東芝・シャープ軸に激
日経産業新聞
突、ニーズ対応カギ。

2010年1月21日 を拡充する。小型電球とボール電球タイプを投入し、家庭で使う電球をほぼ網羅する。昨

日本経済新聞
朝刊

2010年1月21日 社はＬＥＤ照明事業を早期に売上高５００億円にする計画を掲げており、海外への販路拡

日経産業新聞

2010年1月21日 １日に発売すると発表した。いずれも「Ｅ２６」と呼ぶ口金に付けられるタイプで、調光器に

シャープ、ＬＥＤ照明を北米に投入。

寿命が１０年なら交換需要望み薄 シャープはＬＥＤ（発光ダイオード）電球のラインアップ
年８月に家庭用に参入しており、新機種で存在感を高める。
シャープは２０日、３月から北米で発光ダイオード（ＬＥＤ）照明製品を発売する方針を明ら
かにした。ホテルや商業施設など業務用途が中心。海外での製品投入は初めてだ。 同
大で計画達成を急ぐ。
日立ライティング（東京・千代田）は２０日、発光ダイオード（ＬＥＤ）電球の新製品４種を２月

日立ライティング、ＬＥＤ電球、新製品４種。

は対応しない。年間３０万台を生産する計画だ。

韓国ベンチャー企業のテクルクス（ソウル市）は、日本で細長い蛍光灯の形をした発光ダ

蛍光灯形ＬＥＤ工事不要、韓国ＶＢ、日本で販売。

日経産業新聞

2010年1月22日 イオード（ＬＥＤ）照明の販売に乗り出す。照明器具に手を加えずに取り付けられる製品を
開発。ヤマダ電機の法人営業部門が２２日に販売を始める。

県が有機ＥＬ研究所を廃止へ 照明用パネル量産化を支援

山形新聞

星和電機、安全増防爆形LED照明器具、石油化学プラント用
電波新聞
に白熱電灯の代替用に

パナソニック電工、ＬＥＤ照明 明るさ蛍光灯並み、普及に弾 ＦｕｊｉＳａｎｋｅｉ Ｂｕ
み
ｓｉｎｅｓｓ ｉ．

2010年1月23日

県は来年度以降の有機ＥＬ関連の支援策について、基礎研究を担ってきた県有機エレク
トロニクス研究所を廃止して事業化推進施設へ改組し、パネル製造会社のルミオテックに
よる県内での量産拠点化に向けたサポートを強めていく方針を固めたことが２２日、分
かった。研究所の設備は県が引き続き所有し、県内企業にも活用を促して関連産業の集
積を図る。研究所の廃止に伴い城戸淳二山形大教授は所長を退き、７年間の有機エレク
トロニクスバレー構想は区切りとなる。 この日、県庁で有機ＥＬ開発に参加してきた県内
約１０社を集めた内部会議が開かれ、県が方針を示した。
星和電機は、石油化学プラント用白熱灯の代替製品として、国内で初めて防爆エリアの屋
内外で使用できる交直両用形の「ペルピュール」シリーズ安全増防爆形LED照明器具を3

2010年1月25日 月1日から発売する。光源寿命4万時間のメンテナンスフリーを実現。白熱灯100Wとほぼ
同じ明るさながら、消費電力は約80%低減できる。

2010年1月25日

液晶テレビに電球。電機業界では昨年来、省エネ性能の高い発光ダイオード（ＬＥＤ）が
多くの製品に搭載され、大きなキーワードとなっている。パナソニック電工は１９９８年から
ＬＥＤを用いた照明器具の発売を開始し、一般利用を目指した開発を進めてきた。１０年前
は足元のわずかな範囲しか照らせなかったＬＥＤは現在、蛍光灯にも匹敵する明るさにま
で到達しており、「１０年間で着実に技術を蓄積してきた」と胸を張る。

山形大学は、同大学（米沢）有機デバイス研究施設新営その他工事の一般競争入札を
行った結果、５億２８２０万円で錢高組に決定した。総合評価方式（標準型）の適用案件。
先月１８日に開札したが、低入札価格調査制度の対象となり落札決定を保留していた。入
札には１４者が参加。２者が特別重点調査の対象となり、調査した結果、入札無効となっ
た。予定価格は７億４８７０万円、最低基準価格は６億４１４１万７１８２円だった。 電気設
備は８９００万円で太平電気、機械設備工事は４億３６００万円で三建設備工業、エレベー
ター設備は１７２０万円で日本エレベーター製造がそれぞれ落札した。

山形大学／有機デバイス研究施設新営／建築は錢高組

日刊建設工業新
聞

2010年1月25日

札幌全域にLED街灯、13年度までに1万2千基

北海道新聞

2010年1月26日 路灯の数では政令指定都市の中で最多になるとしている。市は昨年10月から住宅街で水

札幌市は2010年度から、LEDの街路灯を全市に導入し、市の管理する水銀灯約1万2千基
を13年度までにLED灯に取り換える。10年度は4億円かけて約3千基を交換し、LEDの街
銀灯65基に代えLED灯を試す実証実験を行い、拡大することに決めた。
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4. 新 聞
題目

新聞名

回路基板の放熱対策材／パナ電工が品種拡充／旺盛なＬＥ
日刊産業新聞
Ｄ需要に対応

ＬＥＤ市場、倍に伸長 ０９年照明全体は８．６％の減／矢野
電気新聞
経済研調査結果発表

LED照明で飛躍を狙う韓国メーカー、
Kumho Electric 社は2010年にLED関連の売上高1億ドルを
目指す

日経ＭＪ（流通新
聞）

有機エレ研究所、事業推進施設に 県、新年度から ／山形
朝日新聞
県

有機ＥＬパネル出荷「大きな一歩」 知事、産業化に期待＝山
東京読売新聞
形

発行年月日

概要

2010年1月26日

パナソニック電工（畑中浩一社長）は、回路基板の放熱対策材料（銅張積層板）の品ぞろ
えを強化する。環境問題を背景に、消費電力が低く長寿命のＬＥＤ照明やＬＥＤバックライト
の需要が拡大するなか、ＬＥＤ素子の輝度や出力の向上により、回路基板の放熱対策が
大きな課題となっていることに対応する。 同社は昨年４月に高熱伝導性ガラスコンポ
ジット銅張積層板「エクール」を発売、高い放熱性、耐トラッキング性（ホコリなどを原因とす
る発火を抑える）、加工性などから市場で好評を得ている。

2010年1月26日

民間調査会社の矢野経済研究所は２５日、照明市場が将来的に縮小していく中で、省エ
ネルギー化を追い風にＬＥＤ（発光ダイオード）照明が注目を集めているとの調査結果を発
表した。０９年の照明市場規模は前年比８・６％減と大幅に落ち込む見通しだが、ＬＥＤ照
明市場は同２倍以上に大きく伸長する見込みとなっている。 調査は建物照明や道路照
明などの一般照明について、照明器具メーカーや電設資材卸事業者などを対象に、０９年
９～１１月にかけて実施した。

2010年1月26日

韓国大手照明器具メーカーのKumho Electric Incは2010年、LED関連の売上高で1億ド
ルを狙うことを明らかにした。同社の2010年における売上高の予想が 3600億ウォンなの
で、売上高のうち実に3分の1近くをLED関連で稼ぎ出す形となる。今までは冷陰極蛍光管
（CCFL）が売り上げの多くを占めてきた。
Kumho Electric社は、自動車関連ランプ(韓国内シェア90％)、液晶テレビ用蛍光管、一般
照明、LED照明などを生産している。

2010年1月26日

有機ＥＬの基礎研究を担ってきた有機エレクトロニクス研究所について、県は２０１０年度
から、企業が試作品開発などに使う「事業化推進施設」に転換する方針を決めた。大学側
が企業に指導する場として活用することも想定している。 同研究所は０３年設立。２月に
発売される世界初の照明用有機ＥＬパネルを開発した。県は今年度までの７年間で計約４
０億円を支援してきた。今後の研究は、有機エレクトロニクス研究の拠点をつくる県と山大
などの共同事業に引き継がれる。

2010年1月26日

照明用の有機ＥＬパネルのサンプル出荷が２月に始まることについて、吉村知事は２５
日の記者会見で、「世界初のパネル製品が山形から発信されることは、大変喜ばしい。事
業化、産業化に向けて大きな一歩だ」と述べ、県内企業などによる応用製品開発の促進
に期待を表明した。 県外企業の参入、競争も想定されるため、吉村知事は、「地元での
雇用（創出）まで視野に入れて支援してきた。地元で産業化という方向に動いてほしい」と
し、県内企業のサポートを検討する方針を明らかにした。 照明用有機ＥＬパネルを出荷
するのは、三菱重工業などが共同出資して設立した合弁会社「ルミオテック」。
県が来年度、有機エレクトロニクス研究所を廃止、事業化推進施設に改組する方針を固
めたことについて、吉村美栄子知事は２５日、「（有機ＥＬ関連産業の集積推進と）まったく
逆行するとは思わない」と述べ、県としては有機ＥＬの基礎研究から産業化や事業化の支
援に重点を移す考えをあらためて示した。 定例会見で報道陣の質問に答えた。吉村知
事は「研究は（山形大と県が共同提案し、採択された）科学技術振興機構（ＪＳＴ）のプロ
ジェクトに引き継がれる」と述べ、研究所廃止による人材や技術流出の懸念はないと強調
した。

吉村知事、有機ＥＬ研究所廃止は「産業集積に逆行せず」

山形新聞

2010年1月26日

ウシオライティング、りそな銀行東十条出張所にLED照明納
入

電気新聞

2010年1月27日 ずれもこれまでと同等の明るさながら高い省エネ効果を実現。屋外看板は従来の720Wか

ウシオライティングは、このほどLED照明をりそな銀行東十条出張所に納入した。LED照明
を導入したのは、店舗内ベース照明、入口軒下のベース照明、屋外看板照明の3箇所。い
ら100Wと1/7の消費電力。全体では年間3300kW、7万3千円の電気代削減。

2010年1月27日

パナソニック電工は２６日、省エネ住宅「エコイエ」を２月１日に発売すると発表した。全国
約４００の工務店を通じて販売する。外張り断熱の採用や、太陽光発電装置の搭載などに
より、エネルギー消費量を削減できるようにした。１９９０年に建てた住宅と比べ、二酸化炭
素（ＣＯ２）の排出量を６０％以上抑えられるという。 深いひさしで日差しを遮るほか、室
内の通風性をよくするなど設計面もこだわった。 同社が考案した耐震住宅工法「テクノス
トラクチャー」の加盟工務店が販売と施工を担う。太陽光発電装置のほか、発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）照明や高効率給湯器「エコキュート」など、省エネ関連の機器を備えた。

2010年1月27日

ハリソン東芝ライティングは２６日、主力である液晶バックライト用の冷陰極放電灯事業
を中国、韓国の２子会社に移管すると発表した。販売価格の急落や海外勢との競合激化
など、市場環境の悪化で大幅な採算割れを起こしているため。海外移管による国内の事
業縮小を受け、従業員の４割強に当たる約５８０人を６月までに全国の東芝グループ内で
配置転換する。 同社は現在、国内に放電灯や自動車光源を製造する本社工場とＯＡ機器
用ランプなどを製造する横須賀事業所の２つの生産拠点を持つ。海外移管に伴い、国内
外の生産体制を大幅に見直す。おおむね２０１２年までに、横須賀事業所を閉鎖。

2010年1月27日

三菱電機照明（神奈川県鎌倉市）は２６日、２０１２年度に照明器具事業全体の売り上げ
に占めるＬＥＤ（発光ダイオード）照明の比率を、０９年度見込みの１０％弱から３０％に引
き上げる計画を発表した。蛍光灯に比べ消費電力量が大幅に少ないＬＥＤ照明は環境へ
の配慮から国内需要の拡大が期待されており、内製化を進めてコストを下げ、売り上げ増
加を図る考え。オフィスなど業務用商品の拡充も急ぎ、６月までに昨年末比２倍の４００機
種の品ぞろえを目指す。

2010年1月27日

三菱電機照明は神奈川県鎌倉市の本社ショールームを改装した。衣料品店やコンビニ
エンスストアを再現した空間に約１００種のＬＥＤ照明を設置。ＬＥＤを使った店舗の照明設
計を提案する。中村俊夫社長は「店舗照明はほかの分野に先駆けてＬＥＤ化が進む」とみ
ており、顧客がＬＥＤの光を体感できる施設をめざした。２月３日に本格的に営業を始め
る。 三菱電機照明は三菱電機の照明器具子会社。０９年末までに約２００種のＬＥＤ照明
器具をそろえたが、１０年度はこれを４００種に倍増させる計画。

2010年1月27日

山形県は２６日、照明用有機ＥＬパネルを使った応用製品の製造委託先を募集する説明
会を米沢市の置賜総合支庁で開いた。米沢地域から約４０人が参加した。照明用有機ＥＬ
パネルを製造するルミオテックが２月からサンプル出荷するのを機に、県内企業に有機Ｅ
Ｌ関連製品製造を促すのが狙い。説明会では同社が有機ＥＬパネルの概要を説明した。
委託対象は県内の企業や団体、個人。照明用白色有機ＥＬパネルを使った応用製品製造
に取り組む。委託費の上限は１２０万円で、数件を採択する予定。募集は２月１０日まで。
採択先は３月２６日までに製品を納める。県は２８日に山形会場と三川会場でも募集説明
会を開く。

東北デバイス（六ケ所村）――白色有機ＥＬ製品（ものづくり１
日本経済新聞
００選）

2010年1月27日

昨年末に千葉市の幕張メッセで開かれた半導体関連見本市。鮮やかな白い輝きを放つ
パネルや照明器具が来場者の目を引いた。青森県六ケ所村に工場を置く東北デバイスが
出展した有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）の新製品だ。 有機ＥＬは消費電力が少な
く、蛍光灯や発光ダイオード（ＬＥＤ）に代わる省エネルギー型の光源として期待される。
東北デバイスは２００６年、世界初の白色有機ＥＬパネル量産工場を稼働させた。幕張メッ
セで展示した新型は、同社の従来製品に比べて５倍の明るさ。大きな電流をかけたときの
放熱処理を改善し、蛍光灯並みの輝きを実現した。

三菱電機照明、展示場に１００種のＬＥＤ、本社で改装オープ 日本経済新聞
ン。
地方経済面

2010年1月27日 リーＡＤＶＡＮＣＥ」＝写真＝を改装オープンした。飲食店や物販店向けに約１００種類の発

パナ電工「エコイエ」、住宅ＣＯ２、９０年比６割減

日経産業新聞

ハリソン東芝、主力事業、中韓に移管、放電灯、横須賀事業
日本経済新聞
所を閉鎖へ。

三菱電機照明 １２年度販売 コスト減、ＬＥＤ比率３割

本社ショールーム改装、ＬＥＤの光、体感して、三菱電機照
明、器具を倍増。

山形県、有機ＥＬパネル応用製品製造の委託先を募集

ＦｕｊｉＳａｎｋｅｉ Ｂｕ
ｓｉｎｅｓｓ ｉ．

日経産業新聞

日刊工業新聞

三菱電機照明（神奈川県鎌倉市、中村俊夫社長）は、本社のショールーム「ひかりギャラ
光ダイオード（ＬＥＤ）照明をそろえた。２０１０年度は２千人の来場者を目指す。
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4. 新 聞
題目

昨年、ＬＥＤ照明市場、倍増の３３５億円。

新聞名

日経ＭＪ（流通新
聞）

発行年月日

概要
矢野経済研究所（東京・中野）は、２００９年の発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の国内出荷額
が前年比２倍強の３３５億円になるとの見込みを公表した。ＬＥＤ照明は０６年以降毎年約

2010年1月27日 ４割の増加率だったが、消費者のエコ意識の高まりに加え、参入メーカーの増加で価格が
下がったことで需要が増えたと見られる。

2010年1月28日

中堅照明器具メーカーの大光電機（大阪市）は４月までに発光ダイオード（ＬＥＤ）照明器
具の品ぞろえを現在の４倍の８００種に増やす。天井に埋め込んで使うダウンライトが中心
だった従来の品ぞろえに加えて、店舗用のスポットライトや住宅用の階段灯、壁掛け照明
などを大幅に追加する。２０１０年３月期には１２億円を見込んでいるＬＥＤ器具の売上高
を、１１年３月期には４倍の５０億円まで増やす計画だ。 まず２月末までに現在約２００種
の品ぞろえを６００種に拡充する。このうち４５０種は商業施設向けの製品で４月施行の改
正省エネ法対策を進める小売店舗や飲食店に売り込む。一方でダウンライトなど住宅向
けのＬＥＤ照明器具も１５０種用意する。

空間照らす、省エネ照明 博物館・オフィス…新技術のＬＥＤ
朝日新聞
など／宮城県

2010年1月28日

オフィスや工場など広い空間を照らす「直管型」の照明器具にも、省エネタイプが登場し
始めた。今春、改装オープンする仙台市博物館では、展示用に最先端のＬＥＤ照明を採
用。こうした需要に目をつけた光ディスク製造のオプトロムは、ＬＥＤ並みの省エネ効果が
ある次世代蛍光灯を開発し、販売を始めた。 すでに家庭用では、地球温暖化防止の観点
などから、白熱電球より消費電力と二酸化炭素排出量が少ないＬＥＤ電球が普及しつつあ
る。ＬＥＤは「点」で光る構造なので、小型の電球には応用しやすいのも利点だ。

ＬＥＤチップ生産、シリコン注入、３割速く、ＴＤＫ、１時間に２万
日経産業新聞
３０００個。

2010年1月28日 種を開発、今夏にも販売する。従来機に比べ実装速度を３割向上。１時間あたりのチップ

ＬＥＤ照明器具、大光電機、４倍の８００種に、店舗・住宅向け
日経産業新聞
強化

ＴＤＫは実装したＬＥＤ（発光ダイオード）チップにシリコンを注入するディスペンサーの新機
生産量は業界最高水準を実現したという。

2010年1月29日

安芸高田市は、市内の防犯灯約６７０基を発光ダイオード（ＬＥＤ）照明に変更する。中国
電力が照明交換サービスを２０１１年３月末で終わらせることにしたのを機に、省エネ・長
寿命のＬＥＤ照明採用を決めた。市管理の防犯灯へのＬＥＤ照明採用は初めて。近く切り
替えに着手し、１０年度中に完了見込み。 市内の防犯灯は蛍光灯と水銀灯で現在、市
管理４８５基、住民管理２６７０基。市管理分はすべてＬＥＤ照明に換える。住民管理分は、
老朽化の度合いや公益性を考慮しながらＬＥＤ照明に切り替える方針で、今回は１８５基
前後交換予定。

2010年1月29日

住友化学は、２０１２年をめどに有機ＥＬを事業化する。今年に２０インチ、１１年には４０
インチパネルの試作品を供給する予定で、１２年にはセットメーカーとの提携を前提にパネ
ル販売に乗り出す。有機ＥＬは大型面発光照明としても事業化する方針で、長寿命化の課
題の解決を急ぐ。さらに、有機ＥＬで培った材料および加工技術を応用してプリンタブルエ
レクトロニクスとして発展させる考えで、有機トランジスタ材料、有機薄膜太陽電池材料の
開発を加速する。 住友化学は情報通信技術に経営資源を戦略的に振り向ける分野と位
置付け、１０年度から開始する次期中期経営計画でも研究開発、事業化を推進する方針。

2010年1月29日

福岡市は、次世代の照明や超薄型ディスプレーの開発につながる発光電子部材「有機
ＥＬ」など、先端ナノテクノロジーの研究開発拠点となる新施設を、既存の「市産学連携交
流センター」（同市西区）の周辺に整備する方針を固めた。２月議会に調査委託費などの
関連予算案を提出する。 市によると、現センターは、九州大伊都キャンパスに隣接し、
ナノテクノロジー分野をリードする九大の研究者と、全国から集まった１４の先端科学企
業・団体が入居。０８年４月の開設以来、約３０室ある基幹研究室やレンタルラボは、満室
状態が続き、研究者や企業から施設の拡充を求める声が相次いでいるため、新たな施設
が必要と判断した。

2010年1月30日

京都府は２９日、京都市上京区の府庁内の蛍光灯を省エネ性能が高い発光ダイオード
（ＬＥＤ）照明に取り換える工事を始めた。３月初旬までに１４００カ所を交換予定で、自治
体によるＬＥＤ照明の大規模導入は全国で初めてという。 ＬＥＤ照明は蛍光灯に比べて
消費電力が５２％少なく寿命も長い。今回導入するのは大手半導体メーカーローム（右京
区）の製品で、府議会棟や府庁１、２号館のトイレ、廊下などの蛍光灯と替える。同時に執
務室や会議室でも蛍光灯の電力消費を効率化するインバーター安定器３４８４台を設置す
る。これによって、府庁の二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を年間７７トン削減する。

2010年2月1日

パナソニックは発光ダイオード（ＬＥＤ）電球の生産を全量、インドネシアに移管した。増産
体制の整備と効率化が目的。生産能力は４月までに月３０万個に引き上げる。これまでラ
イティング社本社がある高槻工場（大阪府高槻市）で生産していた。当初計画月産５万個
だったが、販売が同１０万個で推移。さらに今後も販売が伸びる見通しのため、増産できる
規模が大きいインドネシア工場へ移すことにした。 パナソニックは昨年１０月にＬＥＤ電球
へ参入した。すでに電球型蛍光灯「パルックボール」はインドネシアで全量生産していた
が、ＬＥＤ電球は市場動向を見極める狙いもあり、国内で量産していた。

2010年2月1日

安全基準などのルールが未整備で、実態は玉石混交だ。 白熱電球の“引退”を前に普及
の足を引っ張りかねない。 「実質的な無法地帯。何でもありの状況ですよ」。そう言って眉
をひそめるのは、ある大手メーカーのＬＥＤ電球開発担当者である。ＬＥＤ電球の低価格化
が進む陰で、粗悪な製品も出回り始めているという。 低消費電力が特徴であるＬＥＤ電
球の店頭販売価格は、３０００～４０００円台が中心。昨年８月に家電大手のシャープが参
入し、１万円前後だった単価が半額以下になった。この「シャープショック」後も新規参入が
相次ぎ、低価格化が加速している。ＬＥＤは国内外から調達しやすいので、白熱電球や蛍
光灯と異なり参入障壁が低いのだ。

太陽光発電の街路灯、ＲＥＸ、ＬＥＤ式拡販、大谷石製など品
日本経済新聞
ぞろえ、看板灯も開発。

2010年2月2日

太陽光発電システム製造などのＲＥＸ（宇都宮市、青木隆樹社長）は、同システムを組み
合わせた発光ダイオード（ＬＥＤ）式の街路灯を拡販する。従来は鉄やステンレス製が中心
だったが、新たに本体の柱を大谷石製にしたりガラス装飾付きの製品を品ぞろえし、看板
灯も開発した。環境問題への関心が高まる中、現在は年間４億円程度の売り上げを２～３
年後に約１０億円に伸ばす。 ＬＥＤ街路灯「ＲＥＸライト」は本体の柱の先端に太陽光発電
パネルが付いている。太陽が出ている間に発電してバッテリーを充電し、日没後にＬＥＤを
点灯する。すべて受注生産で、ＬＥＤにレンズをかぶせ、設置場所に応じて照明範囲や明
るさを細かく設定するのが特徴だ。

ＬＥＤ特殊照明、鳥取で開発体制強化、トータルテクノ、人員
日経産業新聞
２倍。

2010年2月3日 る。ＬＥＤ照明は蛍光灯などに比べて消費電力が低く、今後の普及が見込まれることから

防犯灯６７０基ＬＥＤ化へ 安芸高田市 省エネ・長寿に期待 中国新聞

住友化学、１２年度めど有機ＥＬ事業化、１１年にも４０インチ
化学工業日報
試作品

福岡市：ナノテク開発拠点整備に予算案 有機ＥＬなど研究

ＬＥＤで京都府庁輝く？ 照明１４００ヵ所交換 ＣＯ２減へ全
国初

パナソニック、ＬＥＤ電球生産を全量インドネシアに移管

ＬＥＤ電球、安全性に落とし穴

毎日新聞

京都新聞

日経ＭＪ（流通新
聞）

日経ビジネス

パイオニア、三菱化学と資本提携、有機ＥＬ照明を共同開発 日本経済新聞

正念場の有機ＥＬ照明・弱点克服し果敢に挑戦

山形新聞

【鳥取】東和メックスの子会社、トータルテクノ（東京・文京、宮本尚武社長）は鳥取センター
（鳥取市）を発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の開発拠点に位置づけ、研究開発体制を強化す
独自技術を生かせる美容や医療、農業分野などの特殊照明向けを中心に開発を進め、
需要開拓を目指す。

2010年2月3日

パイオニアと三菱化学は資本・業務提携する。三菱化学が早ければ３月末にもパイオニ
アに出資。省エネ型の次世代照明と期待される有機エレクトロ・ルミネッセンス（ＥＬ）照明
を共同開発する。経営再建中のパイオニアは三菱化学のほか、ホンダなどからの出資受
け入れで再建の大枠を固め、経営体質を強化する。有機ＥＬ照明を成長の柱のひとつと位
置付ける。 三菱化学はパイオニアが今年度中にも実施する第三者割当増資に応じ、１０
億～１５億円を引き受ける方向で調整している。パイオニアの時価総額は２日時点で７３５
億円。三菱化学の出資比率は１～２％となる見通し。

2010年2月4日

有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）照明の実用化を目指す動きが急加速している。三
菱重工業や半導体大手のロームなどが米沢市に設立したルミオテックが今月１５日から
サンプルパネルの販売を始める一方、県が量産化を後押しし、製品開発を手掛ける県内
企業の公募を開始した。 有機ＥＬの分野は、液晶やプラズマに代わる薄型テレビ用パネ
ルなどとしても開発されているが、最近では照明用の方が成長性が高いとの見方が強
い。ライバル会社も数多く、今後は最終製品化のスピード競争になる。
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4. 新 聞
題目

案内板、ＬＥＤ本格導入、ＪＲ東、消費電力を６割削減。

ＬＥＤ電球、生産能力４倍、パナソニック、海外に全面移管。

新聞名

概要
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）は首都圏の駅を中心に発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った案内
板の導入を始めた。蛍光灯からＬＥＤに切り替えて、消費電力を従来に比べて６割削減で

日本経済新聞
地方経済面

2010年2月5日 きるという。昨年から着手し、すでに約１８００台を設置済み。今後は５年程度かけてさらに

日本経済新聞
朝刊

2010年2月5日 電球は白熱電球や蛍光灯に代わり需要が急拡大する見通し。東芝やシャープなど日本勢

ＬＥＤ生産、今年８６％増、サムスンなど大幅増産、調査会社
日本経済新聞
予測、供給過剰懸念も

ビック、商品照明をＬＥＤに、まず鹿児島の新店で採用

発行年月日

日経ＭＪ（流通新
聞）

ＬＥＤ街灯、積雪寒冷地で実験、開発局、道内５ヵ所で検証。 日本経済新聞

【ＬＥＤ】パナソニック／東芝など９社、ＬＥＤの標準化コンソー ＥＪ Ｄａｉｌｙ Ｎｅｗ
シアムを設立
ｓ

東芝グループ環境展が開幕 生物多様性にも着目

電気新聞

日本フネン・徳島県警・工技センター、信号機用にＬＥＤ電
球、導入コスト１０分の１。

日本経済新聞
地方経済面

山形の有機ＥＬ産業育成、県と大学、同床異夢――研究所解
日本経済新聞
体で波紋

中日本高速会社／新東名でトンネル照明実証実験／５社参 日刊建設工業新
加、新技術の有効性検証
聞

来て見てショールーム／三菱電機照明「ひかりギャラリーＡＤ 日刊建設工業新
ＶＡＮＣＥ」
聞

６００台程度を追加して切り替える。
パナソニックは発光ダイオード（ＬＥＤ）電球の生産を国内からインドネシアに全面移管し、
４月をめどに年産能力を現在の約４倍の３６０万個に引き上げる。省電力・長寿命のＬＥＤ
に加え、独オスラムやオランダ・フィリップスも攻勢をかけている。パナソニックは海外の自
社工場に生産を集約してコストを削減し、まず国内でシェア首位を狙う。

2010年2月5日

2010年2月5日

2010年2月5日

ＬＥＤの今年の生産は昨年を８６％上回る――。調査会社ディスプレイサーチは液晶テレ
ビや照明向けに需要が急拡大している青色ＬＥＤについての予測をまとめた。同社による
と、２００９年の青色ＬＥＤの生産量は６７８億個。相次ぐ設備投資により１０年には１２６４
億個に増える見通しだ。 韓国のサムスングループが０９年にＬＥＤチップ製造装置を１５０
台前後購入し、すべて稼働すれば生産量は月産２０億個の体制が整う。ＬＧグループも約
６倍に増やす。台湾液晶パネル各社も増産姿勢を強めている。最大手の日亜化学工業は
自社と提携先の台湾企業で「０９年比で２倍超の能力となる設備投資を進めているとの情
報がある」という。
ビックカメラは今月１８日に開く「鹿児島中央駅店」（鹿児島市）で、店内の商品を陳列す
る棚やショーケースの照明にすべてＬＥＤ（発光ダイオード）を採用する。商品陳列で全面
的にＬＥＤ照明を使うのは同社で初めて。今後の新店や既存店の改装時にもＬＥＤ照明を
積極的に取り入れる。 ＬＥＤ照明を使うのは、携帯電話や美容家電などのコーナー。時
計や高級デジタルカメラなど透明のショーケースに入っている商品を照らすのにも活用す
る。 ＬＥＤは蛍光灯よりも消費電力を減らせるだけでなく、蛍光灯よりも寿命が長いため
店での交換の手間も少ない。商品として販売するＬＥＤ照明を消費者に知らせるのにも役
立ちそうだ。
国土交通省北海道開発局は２月から、積雪寒冷地での発光ダイオード（ＬＥＤ）道路照明
の実用性を検証するための試験を始めた。道内の道の駅などに設置し、冬場の着雪や着
氷がＬＥＤ照明設備に与える影響などを調べる。積雪寒冷地の道路ではＬＥＤ照明は導入
されておらず、試験結果を今後の普及促進に役立てたい考えだ。 開発局は道や札幌
市、照明学会などと検討会を設置した。現地試験の期間は来年３月まで。ＬＥＤは発熱温
度が低いため、融雪しにくいなどの懸念があるという。 今回、道の駅「絵本の里けんぶ
ち」（上川管内剣淵町）など道内５カ所でＬＥＤ照明を試験導入し、零下２０度の低温下でも
稼働するかなどを調べる。

2010年2月5日

パナソニックや東芝など照明関連企業９社は２月３日、ＬＥＤライトエンジン部分（モジュー
ル・駆動回路）の標準化を推進する「Ｚｈａｇａ Ｃｏｎｓｏｒｔｉｕｍ（ザガ・コンソーシアム）」を設
立したと発表した。機械的特性の他、光学／電気的／熱的特性を対象に、外部機器間と
のインターフェースを標準化することで製品互換性の確保を目指していく。詳細は ｈｔｔｐ：
／／ｗｗｗ．ｚｈａｇａｓｔａｎｄａｒｄ．Ｏｒｇ

2010年2月5日

環境・省エネルギーに関する東芝グループの製品や取り組みを紹介する「第１９回東芝
グループ環境展」が４日、東芝本社で開幕した。原子力発電やスマートグリッド（次世代送
配電網）、家庭用のＬＥＤ（発光ダイオード）電球など、エネルギーの供給側と需要側双方
の二酸化炭素（ＣＯ２）排出削減などにつながる製品を集め、一般公開している。今回は生
物多様性にも着目。製品や事業活動が生物多様性への影響をどの程度軽減してきたか、
定量的に評価し、分析結果を展示した。期間はきょう５日まで。 最新の環境・省エネ製品
や環境負荷低減に向けた取り組みなど、計１００テーマを展示した。

2010年2月6日

既存電球と取り換えるだけ マンション用玄関ドア大手の日本フネン（徳島県吉野川市、
久米徳男社長）は、徳島県立工業技術センター（徳島市）、徳島県警と共同で、歩行者用
交通信号機向けの発光ダイオード（ＬＥＤ）電球を開発した。既存の信号機にそのまま取り
付けることが可能で、白熱電球からＬＥＤ電球に変更する際のコストを従来の１０分の１程
度に抑えられる。３月から実証実験を開始し、ＬＥＤの新たな販路を開拓する。

2010年2月6日

山形県の有機エレクトロニクス産業支援が転機を迎えている。民間企業が事業化に向
けて動き出し、山形大学も世界的な研究拠点づくりに着手した半面、県は２００３年度から
取り組んできた有機エレクトロニクスバレー構想を事実上打ち切る方針を固めた。県財政
が厳しさを増す中、将来を見通しにくい研究開発に公的資金をどこまで投じるべきか。県と
大学の間できしむ不協和音は、自治体による新産業育成の難しさを浮き彫りにする。 「こ
れでは産業集積に支障をきたす。研究開発機能は何とか残してほしい」。山形大の大場
好弘工学部長らは先月、県の担当者らに要請した。

2010年2月9日

中日本高速道路会社は１３日、新東名リーディングプロジェクトの一環として静岡県掛川
市の金谷トンネル（仮称）で、トンネル照明の実証実験を行う。省エネや走行時の見やすさ
などに配慮した新たな光源を活用した照明灯具の有効性の確認や評価などを行う。 新
東名リーディングプロジェクトは、世界をリードする高速道路システムの構築に向け、自動
車や情報通信、建設などさまざまな分野の最先端技術を適用し、また民間企業のノウハ
ウを活用して多様なサービスを提供することを目的に取り組んでいる。開発する技術分野
ごとに民間企業に参加を呼びかけ順次、実証実験を行っている。

2010年2月9日

三菱電機照明（神奈川県鎌倉市、中村俊夫社長）の本社ショールーム「ひかりギャラリー
ＡＤＶＡＮＣＥ」に、店舗や施設向けの発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の展示コーナーが新設さ
れた。製造・販売する店舗向けのＬＥＤ照明器具シリーズ「ｅｒｉｓｅ（イライズ）」を中心に展示
しており、白熱電球や蛍光灯といった従来の光源との違いや、効果的なＬＥＤ照明の使用
方法を四つのシーンごとに分かりやすく紹介。空間にマッチした最適な照明計画を提案す
る。今後、建築業者などの顧客への提案スペースとして積極的に活用し、１０年度にショー
ルーム全体で２０００人の来場を目指す考えだ。

2010年2月9日

出光興産はＬＥＤ照明の本格普及に備えて、ＬＥＤ照明に適した樹脂の品ぞろえを強化し
ている。照明器具の筐体に使うポリフェニレンサルファイド樹脂に加えて、ＬＥＤ基板向け
高耐熱樹脂のシンジオタクチック樹脂、透明レンズカバー向けポリカーボネート樹脂が主
力製品となる。各樹脂とも自動車や家電製品の実績を基に“総合力”を生かしてＬＥＤ照明
市場で攻勢をかける。 省エネや環境意識の高まりを背景に、オフィスや家庭用照明で従
来の白熱電球や蛍光灯からＬＥＤ照明への切り替えが加速している。大手調査会社のディ
スプレイサーチは、２０１２年のＬＥＤ照明の世界市場が０９年比２・４倍の１４８億８２００万
個と予想。

新“戦”素材・景気回復後への布石（２３）出光興産「ＬＥＤ照
明向けエンプラ」

日刊工業新聞

ＬＥＤ電球３９％――１２月の販売額シェア、省エネ好評、普
及じわり（数字すうじ）

日本経済新聞
朝刊

2010年2月10日 額のシェアは３９％。販売個数のシェアではまだ９％だが、金額では電球形蛍光灯（４２％）

ＮＥＣ系、有機ＥＬパネル、発光効率アップ、厚さ１センチ、器
日経産業新聞
具試作。

2010年2月10日

ＮＥＣライティングは新型の有機エレクトロ・ルミネッセンス（ＥＬ）パネルを開発した。パネル
に塗布する発光材料を従来の「蛍光材」から「りん光材」に切り替え、消費電力あたりの明
るさ（発光効率）を業界最高水準に引き上げた。照明器具を薄く設計できる有機ＥＬの利点
を生かし、厚さ１センチメートルの照明器具を試作した。２０１０年度中にもパネルのサンプ
ル出荷を開始する。

米ＵＬ、企業買収でＬＥＤ試験能力強化

2010年2月10日 米エネルギー省から発光ダイオード（ＬＥＤ）製品向け「ＥＮＥＲＧＹ ＳＴＡＲ」認定試験の実

化学工業日報

省電力・長寿命が特長の「ＬＥＤ（発光ダイオード）電球」が家庭でじわじわ増えている。民
間調査会社、ＧｆＫジャパン（東京・中野）によると、昨年１２月の電球市場における販売金
を逆転する日も近そうだ。

製品安全試験・認証機関の米アンダーライターズ・ラボラトリーズ（ＵＬ）は、照明機器の
性能試験を展開している米ルミネア・テスティング・ラボラトリー（ＬＴＬ）を買収した。ＬＴＬは
施を認可されている５社のうちの１社。
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4. 新 聞
題目

新聞名

有機ＥＬパネル、発光効率アップ、ＮＥＣ系、厚さ１センチ、器
日経産業新聞
具試作。

パイオニアと三菱化学が有機ＥＬ照明の製品化で提携 米沢
山形新聞
に試験的生産装置など設置

山口大不正経理：白色ＬＥＤを偽装発注、架空取引教授解雇 毎日新聞

美術館にＬＥＤ照明 きれいで優しく節電も 大阪市 全展示
大阪読売新聞
室に導入へ

瑠璃色の古都 奈良公園で試験点灯

大阪読売新聞

発行年月日

概要

2010年2月10日

ＮＥＣライティングは新型の有機ＥＬパネルを開発した。パネルに塗布する発光材料を従
来の「蛍光材」から「りん光材」に切り替え、消費電力あたりの明るさ（発光効率）を業界最
高水準に引き上げた。照明器具を薄く設計できる有機ＥＬの利点を生かし、厚さ１センチ
メートルの照明器具を試作した。２０１０年度中にもパネルのサンプル出荷を開始する。 有
機ＥＬは次世代の省エネ型照明として期待されるが、発光効率の改善が普及への課題の
一つ。発光材料には、これまで量産しやすい蛍光材を使っていたが、ＮＥＣライティングは
電気エネルギーを光にほぼ全量変換できる特性のりん光材のみを採用。

2010年2月10日

パイオニアと三菱化学は９日、次世代光源として注目される有機ＥＬ照明の製品化に向
け業務提携したと発表した。有機ＥＬパネルはパイオニアが提供することになり、同社は
「量産化の拠点は調整中」とする一方、東北パイオニアの米沢事業所に試験的な生産装
置などを設置する方針を明らかにした。 東北パイオニアは１９９７年に世界で初めて有機
ＥＬディスプレーの量産化に成功。現在は米沢事業所を中心に、携帯電話やカーステレオ
向けの小型ディスプレーを製造している。今回製品化を目指す照明用パネルは技術が異
なるものの、応用できる面もあるとみられる。

2010年2月11日

山口大の公的研究費を巡る不正経理問題で、懲戒解雇の処分を通告された教授が、実
験用の白色発光ダイオード（ＬＥＤ）などを大量発注したように装い、不正購入したデジタル
カメラやパソコンを転売するなどした疑いのあることが分かった。教授は少なくとも２０００
万円を私的に流用したとみられ、こうした架空取引を認めているという。 大学関係者によ
ると、教授は６０代で大学院理工学研究科に所属。０４年９月～０９年１２月に業者１社に
白色ＬＥＤなどを偽装発注し、実際は１台４万～９０万円のデジタルカメラ約１００台とパソコ
ン約１７０台（計１億３０００万円相当）を購入。納品後、この業者が下取りするなどの形で
中古市場で売買したとみている。

2010年2月11日

大阪市は、発色がよく、美術品にも優しい発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を、市立美術館
（天王寺区）と東洋陶磁美術館（北区）の全展示室に導入することを決めた。全面導入は
公立美術館では全国初という。ロウソクの光や自然光など最適の色合いを作り出して美
術品を演出する一方、年間７５０万円分の節電効果も期待できる。新年度に設計を始め、
２０１１年度末までに順次切り替える。 ＬＥＤ照明は、赤、緑、青の組み合わせで色合い
を自在に変えられ、明るさも調節できる。熱をほとんど出さないため、作品を傷める心配が
なく、消費電力も蛍光灯などの約８分の１程度で寿命も長いが、約６倍の設置費用がネッ
クとなり、公立施設への導入はまだ少ない。

2010年2月11日

平城遷都１３００年を迎えた奈良市の奈良公園一帯を、約１０万個の発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）などで彩るイベント「しあわせ回廊 なら瑠璃（るり）絵」（１１～１４日）の試験点灯が１０
日行われ、瑠璃色に輝く光の演出を観光客らが楽しんだ。期間中は午後５～９時にともさ
れる。 観光客が少ない冬季の新たな催しとして、実行委が開催。同時期に夜間特別拝
観がある春日大社、東大寺、興福寺の３寺社の参道が、灯籠（とうろう）に照らされた「光
の回廊」としてつながり、同公園の浮雲園地では、ＬＥＤをカーテンのようにつるすイルミ
ネーションが浮かび上がった。
有機ＥＬの研究拠点である「有機エレクトロニクス研究所」を県が３月末で廃止し、商品化
を推進する「有機エレクトロニクス事業化推進センター」へ改編する。厳しい財政事情を背
景に、研究開発の支援から事実上撤退し、予算を大幅に縮小するのが狙いだ。しかし、研
究所長を務める城戸淳二山形大教授は「ここまで来て県がやめるのは残念。県内企業へ
の技術移転は難しくなる。県が投資した４８億円が水の泡になりかねない」と批判してい
る。 照明用有機ＥＬ生産の「ルミオテック」が１５日からサンプルパネルを発売するのを受
け、県は「研究開発に一定の成果が出た」と判断。研究から手を引き、大学と企業に委ね
ると結論づけた。

有機エレクトロニクス研究所：県が廃止方針 財政難で事業
化に特化 ／山形

毎日新聞

2010年2月11日

中国市場で勝てない日本（地球回覧）

日本経済新聞
朝刊

2010年2月11日 国・地域が激しい駆け引きを繰り広げている。メーカー同士のシェア争いではない。各国・

山梨発、イーイメージテクノロジー――ＬＥＤ看板の光源開発
日経産業新聞
（キラ星）

2010年2月12日

色再現、樹脂配合からこだわり 発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った照明開発のイーイメージ
テクノロジー（山梨県富士河口湖町、塚原勝幸社長）が大手メーカーのすき間を縫って事
業を拡大しようとしている。化粧品や観光地など視覚情報が重要な看板の光源を樹脂の
段階から特別に設計。少量多品種に対応し、省エネルギーだけではない高い付加価値を
売り物にする。

2010年2月13日

次世代照明として期待される有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）の商品化を促す山形
県の企画提案事業に県内企業など１５者から計１９点の応募があったことが明らかになっ
た。県は１２日、非公開で審査会を開催。５件程度を採択し、月内をメドに正式契約を結
ぶ。 応募したのは山形オーデリック（東根市）、オーガニックライティング（米沢市）など１
４社と１個人とみられる。有機ＥＬ研究の進む置賜地方からの応募がほぼ半数を占めたも
よう。

2010年2月15日

パナソニック電工株式会社は、一室複数灯によるあかりの空間イメージを、ＣＧ（コン
ピューターグラフィック）画像で疑似体験できるサイト「Ｌｉｇｈｔｉｎｇ Ｉｍａｇｅ Ｓｅｌｅｃｔ Ｓｙｓｔｅ
ｍ（ライティングイメージ セレクトシステム）」をさらに充実、２０１０年２月１５日よりリビング
ダイニングに加え、吹き抜けリビングダイニングや寝室を増加、合計３２パターンのＣＧが
体験可能になります。

岡村製作所、人に優しく快適に作業できる空間づくりを目指し
日経速報ニュース
たオフィスライティングシステムを発売

2010年2月15日

株式会社 岡村製作所は「次・オフィス ライティングシステム」を２０１０年２月より発売開
始いたします。この製品は、照明デザイナー 石井幹子氏、ローム株式会社と岡村製作所
による共同開発から生まれたライティングシステムです。体内時計による約１日周期のリ
ズム「サーカディアンリズム」に則った照度や色温度の変化を、ＬＥＤを用いたプログラミン
グにより自動調光して無線でコントロールします。この調光によって１日のリズムに合わせ
た、人間にとって過ごしやすい快適な光環境を創出します。また、小型化、長寿命、水銀レ
スと環境に配慮したＬＥＤ照明を使用することで、省エネルギーにも貢献いたします。

新東名・金谷トンネルで実証実験

2010年2月16日 ランプやセラミックメタルハライドランプなどの新技術を報道機関に公開した。高出力LEDラ

山形県の商品化事業、有機ＥＬの企画、県内１５者が応募

日本経済新聞

パナソニック電工、一室複数灯のあかりのイメージをＣＧ画像
日経速報ニュース
で疑似体験できるサイトを拡充

中国でも急成長中の発光ダイオード（ＬＥＤ）照明。その市場を独占しようと、世界の主要な
地域の当局も巻き込んだ規格づくりの主導権争いだ。

中日本高速道路は省力化、長寿命化、省メンテナンスを目的にした新しいトンネル照明の
実証実験を建設中の新東名高速道路の金谷トンネルで進めている。13日には高出力LED

建設通信新聞

ンプ（95lm/W、4-6万時間）は、金谷トンネル用（3車線）に開発し、1灯約1000lm以上の性
能を持つ光源を18個組み合わせたユニット。
山形県は新年度、主導的な役割を担ってきた照明用有機ＥＬの研究開発支援を大幅に
縮小する。過去７年間、総額４３億円を支出した県は「新たな段階に踏み出す」と前向きな
姿勢を強調するが、研究者側は「支援が終われば過去の努力が水の泡だ」と猛反発す
る。「有機ＥＬの山形」は前進するのか。後退するのか。両者の隔たりは広がっている。 ＜
世界最高の水準＞ 「種をまいたリンゴの木が育ち、やっと１個の実が取れた。これから多
くの果実を取ろうというときに、栽培をやめるようなものだ」 有機ＥＬ研究の第一人者で、
県が２００３年に開設した有機エレクトロニクス研究所（エレ研）所長の城戸淳二山形大教
授は、県の姿勢を批判する。

有機ＥＬ研究、前進？後退？／山形県、支援を大幅縮小／
研究者「過去の努力

河北新報

2010年2月16日

青色ＬＥＤ用電極、希少資源使わず、豊田合成など。

日本経済新聞
夕刊

2010年2月16日 化チタンを利用し、発光効率も１割向上した。将来、調達が難しくなる懸念がある材料を減

神奈川県内、LED照明導入相次ぐ、飲食・小売店、横浜市防
日本経済新聞
犯灯17万ヶ所

豊田合成は神奈川科学技術アカデミーと共同で、希少資源のインジウムを使わない青色
発光ダイオード（ＬＥＤ）用の透明電極を開発した。代替材料として、より入手しやすい二酸
らし、ＬＥＤの価格上昇や供給不安を防ぐのが狙い。５年以内の実用化を目指す。

神奈川県内でLED照明を活用する動きが広がっている。飲食店や小売店が店内の照明に
利用し始めたほか、横浜市は市内に約17万ヶ所ある防犯灯を全てLEDに切り替える。導

2010年2月17日 入時の費用を抑えられるリースの利用も増えている。従来の照明器具より寿命が長く電
気代も減らせるうえ、CO2の排出量を削減できることも導入を後押ししている。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
環境配慮型の給油所（ＳＳ）が増えている。キャノピーサイン（屋根電飾）のほか、サイン
ポール（柱型看板）照明を蛍光灯からLED照明に切り替えることで、年間消費電力とCO2

LED導入、環境配慮型ＳＳ、コスモ・出光が先行

日刊工業新聞

2010年2月17日 排出量の削減を図っている。コスモ石油は全ての照明類をLEDに切り替えたセルフピュア
飯岡カインズ（千葉県旭市）を7日にオープン。出光興産は業界の中でも先行してＳＳのサ
インポール照明をLEDに切り替えている。

2010年2月17日

ＬＥＤ（発光ダイオード）照明製造のエーシック（京都府宇治市、加藤和伸社長）は同社の
従来シリーズ製品に比べて明るさを約２倍に高めたＬＥＤ照明の新製品「ＡＩ―６１５６シリー
ズ」を発売した。明るさは７５ルーメン。看板広告や案内表示板を照らす光源向け。長さ６
センチメートル単位で販売し、価格は２５００円。初年度２０万個の販売を見込む。 照明
は最大１５個まで連結でき、長さを９０センチメートルまで拡張できる。照明１個当たり６個
の白色ＬＥＤを搭載。当初の明るさの７０％に落ちるまでの寿命は約４万時間と蛍光灯の
４・７倍。消費電力は１・２ワットと４分の１程度で済むという。

2010年2月17日

共立電機製作所（宮崎市、米良充次社長、０９８５・５３・６１２１）は１６日、発光ダイオード
（ＬＥＤ）照明の関連機器を増産するため、本社工場隣接地に工場を新設すると発表した。
発光ダイオード（ＬＥＤ）照明などの需要に対応するためで、５月に稼働する予定。２０１１年
３月期までに約３億円の設備投資を計画している。初年度３億円の生産を見込む。 新工
場の敷地面積は１１２３平方メートル、延べ床面積７１４平方メートル。ＬＥＤ基板やＬＥＤ照
明の開発、設計、製造の拠点とする。１１年３月期までに２２人の新規雇用を予定してい
る。

2010年2月17日

政府と民間企業、研究者らはＬＥＤ照明の省エネ性能の規格を検討する委員会を今年４
月にも共同で立ち上げる方針だ。白熱電球などからＬＥＤ照明への移行が進む中、統一的
な省エネ基準を作り、消費者が選びやすいようにする。 国内で作成した規格の原案を、国
際的な共通基準にすることも目指す。日本メーカーが海外に進出しやすい環境を整える。
消費電力が小さく、二酸化炭素（ＣＯ２）の排出削減効果も見込まれるＬＥＤ照明を巡って
は、国際標準化の推進が昨年１２月にまとめた緊急経済対策に盛り込まれた。

ＬＥＤ照明、県内続々、飲食・小売店導入相次ぐ、横浜市、防
日本経済新聞
犯灯１７万ヵ所に。

2010年2月17日

神奈川県内でＬＥＤ照明を活用する動きが広がっている。飲食店や小売店が店内の照
明に利用し始めたほか、横浜市は市内に約１７万カ所ある防犯灯をすべてＬＥＤ照明に切
り替える。導入時の費用を抑えられるリースの利用も増えている。従来の照明器具より寿
命が長く電気代も減らせるうえ、ＣＯ２の排出量を削減できることも導入を後押ししている。
居酒屋チェーンのコロワイド東日本は２００９年から店内の照明をＬＥＤ照明に切り替え始
めた。既に全体の約６％にあたる２９店舗で導入を済ませており、１１年度末までに６割以
上の店舗で導入を目指す。

白熱電球の販売中止、ノジマ、家電量販店で初、省エネ製品 日本経済新聞
普及で。
朝刊

2010年2月17日 ＥＤ）電球や電球形蛍光灯が販売の中心になってきたため。 白熱電球の取り扱いをやめ

エーシック、ＬＥＤ照明、明るさ倍、看板などの光源用

共立電機、ＬＥＤ関連機器増産へ工場新設

日経産業新聞

日刊工業新聞

ＬＥＤ照明に省エネ規格、官民で検討委設置へ、国際基準め
日本経済新聞
ざす。

関東などに約８０店を運営する家電量販店のノジマは１６日、２月下旬から全店で白熱電
球の取り扱いを中止すると発表した。白熱電球よりも省電力・長寿命の発光ダイオード（Ｌ
るのは家電量販店で初めて。

パナソニック電工、「ナノイードライブシャワー」が「パッソ」と
「ブーン」に採用

日刊自動車新聞

2010年2月18日

パナソニック電工、ＬＥＤ照明「ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエ
ア」から一般型Ａ級など４８品番を

日経速報ニュース

2010年2月18日

東芝ライテック、約２３～２４％価格を下げたＬＥＤ電球「一般
日経速報ニュース
電球形６．４Ｗ」「一般電球形４．６Ｗ」を発売

2010年2月18日

パナソニック電工は１７日、マイナス帯電したナノサイズの水分子の集合体であるナノ
イー発生装置とＬＥＤ照明を一体化したユニットが、トヨタ「パッソ」とダイハツ「ブーン」の
ディーラーオプションに採用されたと発表した。パナソニックオートモーティブシステムズ社
からディーラー、部品共販店を通じて供給する。 製品名は「ナノイードライブシャワー」。ナ
ノイーには、肌に潤いや髪にまとまりを与える効果があり、想定顧客を女性とするパッソと
ブーンで初めて採用された。肌色を自然に見せる高演出ＬＥＤ照明も装備していることか
ら、メイクをサポートする明かりとしても活用できるとする。
法改正に対応した６０分間タイプ（※２）や機能付の誘導灯を揃え、４８品番 新発売
パナソニック電工株式会社は、ＬＥＤ照明ＥＶＥＲＬＥＤＳシリーズ「ＬＥＤ誘導灯コンパクトス
クエア」において既発売の２４品番に加え、新たに４８品番、および加工対応品を３月１日
より順次発売いたします。一般型Ａ級、壁埋込型、点滅形、誘導音付点滅形、防湿型・防
雨型（ＨＡＣＣＰ兼用）、床埋込型などを品揃え。同時に長時間（６０分間）対応の誘導灯も
拡充。２０１０年４月より順次同タイプ冷陰極誘導灯は生産終了し、全面的にＬＥＤ誘導灯
に切替いたします。
東芝ライテック株式会社は、「Ｅ－ＣＯＲＥ」（イー・コア）ＬＥＤ電球シリーズに、よりお求め
やすい価格を実現した「一般電球形６．４Ｗ」および「一般電球形４．６Ｗ」計４機種をライン
アップ、３月５日から発売します。 このたび発売するＬＥＤ電球「一般電球形６．４Ｗ」およ
び「一般電球形４．６Ｗ」は、構造部品の見直しなどを行なったことにより、大幅なコスト削
減を達成しています。従来品に比べると、希望小売価格（税込）で約２３～２４％の価格低
減を実現。よりお求めやすい価格を実現したことで、白熱電球からＬＥＤ照明への移行をさ
らに促進します。

2010年2月18日

松山市は４月以降、松山城ライトアップ用の水銀灯を普及が進む発光ダイオード（ＬＥＤ）
に交換する。コストや環境負荷軽減が目的で、１７日発表の２０１０年度当初予算案に費
用２７００万円を計上した。市観光産業振興課は「県内の城での本格的なＬＥＤ使用は初め
てでは」とし、３月定例市議会での予算可決と早期交換を目指す。 同課によると、ＬＥＤ
は水銀灯に比べ、光の拡散が少なく、同程度の照度でも球数を少なくでき、電気代節約や
二酸化炭素排出量削減が可能で、耐久性も高いという。

2010年2月18日

大学発ベンチャー（ＶＢ）のオーガニックライティング（ＯＬＣ、山形県米沢市、後藤芳英社
長）は有機ＥＬパネルを使った机上置き時計を開発した。昨年６月の会社設立後、第１号
の製品となる。パネルは東北パイオニアから調達、製造も地元企業と連携する。山形の有
機ＥＬ産業集積に向けた新たな一歩となる。 製品化したのは「有機ＥＬクロック」。有機ＥＬ
ディスプレーを組み込んだ厚さ約３ミリの薄板を「く」の字状に折り曲げたシンプルなデザイ
ンで、正面部分は縦５・５センチ、横１０センチ程度。時計本体は黒一色で、有機ＥＬのデジ
タル表示は白色とモノトーンでまとめた。電源はＡＣアダプターを利用する。

アルツハイマー患者、ピンク照明で「元気」、広島西医療セン
日経産業新聞
ター、ＱＯＬに応用

2010年2月19日

広島西医療センターの片山禎夫・認知機能疾患科医長とシャープは、アルツハイマー病
患者にとって最も「元気が出る」照明の色はピンク色であるとの研究成果をまとめた。患者
に色を選択してもらい、その色の照明をつけた部屋で過ごした感覚を評価した。今後は患
者のＱＯＬ（生活の質）の向上に役立てていきたい考えだ。 研究に使ったのは、シャープ
が開発した１３色に変化する発光ダイオード（ＬＥＤ）照明装置。アルツハイマー病と診断さ
れた患者３７人と患者家族３７人を対象に、赤、黄、緑、青、ピンクなど１３色の照明から、
「幸せ」「自分らしい」など９つの項目に一致した色を選んでもらった。

新型ＬＥＤ、照明・ＴＶ、低コスト化に道、北大大学院の福井教 日本経済新聞
授ら開発。
地方経済面

2010年2月19日 ＬＥＤの色ごとに基板が必要な従来製法に比べて、実用化されれば照明や大画面テレビ

松山城の照明 ＬＥＤに交換 市当初予算案に２７００万

愛媛新聞

山形大発ＶＢのＯＬＣ、初製品は有機ＥＬ時計、関連産業集積
日本経済新聞
へ一歩

現代版ちょうちん、鈴木茂兵衛商店が新ブランド、ＬＥＤで火
の揺らぎ。

米沢市 有機エレクトロニクスシンポジウム 企業や大学側
の事業推進を強調

日本経済新聞
地方経済面

山形新聞

１つの基板上に異なる色 北海道大学大学院の福井孝志教授らの研究グループは、１つ
のシリコン基板上に異なる色を出す発光ダイオード（ＬＥＤ）を作る新たな手法を開発した。
向けＬＥＤを低コストで量産できる。製造時の温暖化ガス排出量の削減にもつながる。

2010年2月19日

ちょうちん製造の鈴木茂兵衛商店（水戸市、鈴木隆太郎社長）は光源に発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）を使ったちょうちんを開発、販売を始めた。ろうそくの火のようにＬＥＤの光がゆらぐ技
術を採用。ワインボトルや人の顔など一風変わったデザインのちょうちんとした。一連の商
品は新ブランド「ＳＵＺＵＭＯ（スズモ）」として展開し、外食店や小売店、個人向けに販売す
る。

2010年2月20日

県内の有機ＥＬ事業の展望などについて意見を交わす有機エレクトロニクスシンポジウ
ムが１９日、米沢市の伝国の杜で開かれた。討論会では、県が有機エレクトロニクス研究
所を廃止することについて疑問視する意見が相次いだ一方、有機ＥＬパネルを使った時計
の開発販売や世界をリードする研究拠点づくりなどで企業や大学側が着実に取り組みを
前進させていることを強調した。 討論会には、山形大の大場好弘工学部長、柴田孝国
際事業化研究センター副センター長、城戸淳二教授、菰田卓哉パナソニック電工技監、県
内企業の安房毅タカハタ電子社長、後藤芳英・後藤電子社長が参加した。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要

2010年2月22日

東京工業大学と新日本石油は共同で、照明などに使う有機ＥＬ素子の省エネ性能を２倍
以上にする技術を開発した。発光層を細かいしわが寄ったような構造に加工して、素子内
で失われる光量を減らした。大型照明やディスプレーに応用を目指す。 英科学誌ネイ
チャー・フォトニクスに２２日、論文を発表した。 有機ＥＬは、発光効率は高いが、基板に
使うガラスの表面で光が反射し、外にうまく取り出せない。従来は発生した光の２０～３
０％しか有効利用できていなかった。 東工大の竹添秀男教授らは、発光層や電極を数
百ナノメートルレベルの凹凸をもつしわ状に作製。

有機ＥＬ照明――面が発光、省電力も可能（これも知りたい） 日本経済新聞

2010年2月23日

三菱重工業などが出資するルミオテックが有機ＥＬ照明のサンプル品の出荷を始めた。
電圧をかけると発光する有機化合物を薄い膜にして、ガラスやプラスチックの基板に付け
て厚さ数ミリメートルの照明器具にする。基板をプラスチックにすれば折り曲げられ、柱に
巻き付けるなど照明器具のデザインの自由度が増す。蛍光灯に含まれる有害物質の水
銀を使っていないのも特長だ。 次世代照明として普及が進むＬＥＤ照明は、電気で光を
放つ半導体チップを利用している。ＬＥＤは点が光るため、電球に向くとされる。一方、有機
ＥＬは面が発光し、オフィスなど広い場所の照明に適しているといわれる。

ＬＥＤなど省エネ照明、パナ電工、レンタルで展開、初期投資
日経産業新聞
抑制、企業に更新促す。

2010年2月23日 第１号の成約機器を大阪府内の倉庫会社に納入。多額の初期投資が不要となる新方式

有機ＥＬ省エネ２倍に、東工大と新日石、大型照明に応用
へ。

日本経済新聞

大光電機／ＬＥＤ製品を大量市場投入／１０年度売り上げ５０ 日刊建設工業新
億円めざす
聞

トップランス、ＬＥＤ照明、従来の半値、蛍光灯の器具転用。

日本経済新聞
朝刊

パナソニック電工は発光ダイオード（ＬＥＤ）など比較的高価な省エネ照明を浸透させるた
め、昨秋から長期レンタル型の新契約方式「あかりＥサポート」の営業を始めた。年末には
を、照明への出費に及び腰な企業に売り込む切り札とする考えだ。

2010年2月24日

大光電機は、１～４月にＬＥＤ照明の新製品約６００点を市場に投入する。同社は、主に
商業施設と一戸建て住宅向けのＬＥＤ照明製品開発に注力しており、３月以降も数百点の
製品を相次いで投入していく。１０年度は５０億円、１１年度は８０億円の売り上げを目指し
ている。 同社は昨年、通常のＬＥＤ製品よりも２割程度価格を下げたＬＥＤダウンライト照
明製品などを市場に投入し、商業施設、住宅向けの攻勢を強めてきた。１月には、主に物
販・飲食店舗向けの製品を中心にした製品パンフレットを作成。従来商業施設で多用され
ている放電灯を置き換えることができるＬＥＤ製品の提案を進めている。
照明開発のトップランス（東京・墨田、槙峯数也社長）は天井に取り付ける低価格のＬＥＤ
（発光ダイオード）照明装置を４月に発売する。一般の蛍光灯を使うタイプの器具を転用

2010年2月24日 し、価格を従来品の半分以下に抑える。ＬＥＤ照明の課題だった導入コストの削減効果を
訴え、初年度１０億円の売り上げを目指す。

2010年2月24日

中堅照明器具メーカーの大光電機（大阪市、前芝辰二社長）は２３日、省エネなどで注目
を集める発光ダイオード（ＬＥＤ）照明市場に本格参入すると発表した。スポットライトやダウ
ンライトなど６００種類の製品ラインアップを３月末までにそろえ、戸建て住宅や店舗向け
に売り出す。割安な価格やデザインで大手と違いを打ち出し、２０１０年度に５０億円の売
上高を目指す。

大阪府都市整備部ＬＥＤ加速 ２０１０年度から道路照明工事
建通新聞（大阪
はすべてＬＥＤ化
版）
服部緑地など４公園で照明灯更新

2010年2月25日

大阪府都市整備部は、公共施設へのＬＥＤ照明灯の導入を加速する。２０１０年度から道
路照明灯の新設・更新工事では、原則としてすべてＬＥＤ化を実施。０９年度に創設した
「大阪府ＬＥＤ道路照明技術評価制度」でも第２回の募集を行う計画だ。また、府営公園
で、服部緑地など４公園で照明灯２３６本のＬＥＤ化を行う。 「大阪府ＬＥＤ道路照明技術
評価制度」は、まだＪＩＳ規格のないＬＥＤ道路照明について、府独自で技術を評価して品
質を認定。府発注工事の仕様書に対象商品として特記し、積極的に使用するほか、府が
認定していることを情報発信することで民間での需要拡大も図る。

ミツミ、ＬＥＤ照明用、小型・省電力の電源ＩＣ新製品。

2010年2月25日 型化と消費電力の削減を目指すメーカーに売り込む。千歳事業所（北海道千歳市）で３月

ＬＥＤ、ムード演出（写Ｄａｙ）

日経産業新聞

ミツミ電機はＬＥＤ（発光ダイオード）照明用の電源ＩＣの新製品を発表した。電源回路の小

日経産業新聞

から月５０万個体制で生産する。

東芝ライテック、ＬＥＤ電球２割安、新たに４機種投入。

日経産業新聞

東芝ライテックは発光ダイオード（ＬＥＤ）電球の新製品４機種を３月５日に発売する。内部
構造を見直すなどして、希望小売価格を従来品に比べて２割安くした。省エネで電気代を

2010年2月25日 抑えられるＬＥＤ電球だが、白熱電球より高いのが課題の１つとなっている。購入しやすい
価格を設定して潜在需要を開拓し、計４機種で月間５０万個の販売をめざす。
三菱地所と森ビルは２５日、同志社大と共同でオフィスの照明の照度や色味を各自の好
みに合わせて個別に設定できる「知的照明システム」の実証実験を始めたと発表した。同
大が開発中で、室内全体を均一の照度にしている従来のオフィスに比べ、電力消費量を
ほぼ半減できるという。照明の発熱に伴う空調の負荷を減らす効果も期待できる。 三菱
地所は東京・丸の内に保有する東京ビル内の三菱電機のオフィスに、森ビルは同・六本
木ヒルズ内の自社オフィスに設置した。来年３月までデータ収集など開発を支援する。同
大は３年後の実用化をめざす。
東京都内を中心にＬＥＤ照明の事業のすそ野が広がっている。都内の公的試験機関で
は中小企業を中心に照明の性能確認の試験依頼が急増、２００９年度は約２６００件と０８
年度比で約８割増える見通し。消費電力が少ない環境配慮型の照明として需要が増えて
いる。都内自治体も企業の取り組みを後押しする構えで、ＬＥＤ照明の普及が一段と進み
そうだ。 東京都立産業技術研究センターは照明機器の明るさや輝き、温度、波長などの
性能試験を受け付けている。家庭用のＬＥＤ照明の発売などに伴い、試験件数は０５年度
の約６０件から急激に増加。０９年度も４～９月で１２９０件に達し「下期もペースは鈍って
いない」。

三菱地所・森ビル、オフィス照明、各自調整、同志社大と省エ
日経産業新聞
ネ実験

2010年2月26日

省電力、環境配慮で注目、ＬＥＤ試験受託８割増、都産技研、
日本経済新聞
自治体も普及後押し。

2010年2月26日

名城大発ベンチャー、紫外線ＬＥＤ量産技術、殺菌や半導体 日本経済新聞
製造向け。
夕刊

2010年2月26日 を出すＬＥＤを安定して生産できるようにした。食品や医療器具の殺菌、半導体製造に使う

名城大学発の研究開発型ベンチャーである創光科学（名古屋市）は、紫外線発光ダイ
オード（ＬＥＤ）の量産技術を開発した。素子材料や加工温度を工夫し、波長の短い紫外線
水銀灯の代わりになる。２年後にも商品化する。

共立電機製作所：ＬＥＤ工場建設で、宮崎市と立地調印 ／
宮崎

毎日新聞

2010年2月26日

バンドー化学、有機ＥＬ材料に本格進出、東北パイオニアに
納入

化学工業日報

2010年2月26日

照明デザインの最優秀作発表 有機ＥＬの研究所 ／山形県 朝日新聞

2010年2月27日
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「共立電機製作所」（宮崎市、米良充次社長）が発光ダイオード（ＬＥＤ）設計・製造工場を
同市赤江に建設することになり、このほど同市と立地調印した。 同社は、街路灯やトン
ネル照明用のＬＥＤで売り上げを伸ばしている。従来のナトリウム灯や水銀灯より電力が
節約できて、寿命も長い。同社の製品は県内だけでなく、大阪府内や長崎県内でも使わ
れている。 同社は今後も需要が伸びると予測。ＬＥＤ照明や器具を設計・製造する工場
（約７１０平方メートル）の建設を決めて、１月に着工した。設備投資は約２億９８００万円。
５月に操業を開始して、来年度以降、２２人を県内から採用する。生産計画は来年度３億
円、１１年度６億円。
バンドー化学は、有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）材料に本格進出する。同社は２５
日、正孔輸送層用材料「Ｔ－４００Ｓ」が東北パイオニアの高機能有機ＥＬパネルに採用さ
れ、納入を開始したと発表した。高輝度化や長寿命化などに貢献できる点が評価されたも
ので、今後も一層の性能向上を図る。２０１０年度に約２０００万円、１１年度に約４０００万
円の売り上げを目指す。 同社は有機ＥＬ向けに「スターバースト型機能性有機電子材
料」の研究開発を進めてきた。同材料は分子の形が、星が爆発した瞬間のような形状をし
ており、その構造から安定した薄膜が得られるという。すでに同社の材料は一部で採用実
績があるという。
米沢市の有機エレクトロニクス研究所（城戸淳二所長）が県や米沢市などの協賛で公募
した照明デザインの最優秀作が２６日、発表された。東京都の照明デザイナー長根寛さん
とインテリアデザイナー小野さやかさんが共同制作した「ＥＬＲＩＮＧ」で、シンプルで洗練さ
れたデザインが評価された。 縦１４センチ、横２センチ、厚さ１ミリの有機ＥＬパネル１２０
枚をアクリル板の上に円形につないだ形。「面として使える有機ＥＬの特性を生かし、昼光
色で民家に使えるようイメージした」と長根さん。公募は今回が３回目。計５６１点が寄せら
れた。１年前に受賞が決まっていたが、照明器の製作に時間がかかった。

4. 新 聞
題目

新聞名

追跡やまがた：有機ＥＬバレー構想終結 ４８億円の効果、不
毎日新聞
明 ／山形

発行年月日

概要

2010年2月28日

次世代ディスプレーとして期待される有機ＥＬを基盤産業に育てようという県の「有機エレ
クトロニクスバレー構想」が今年度で事実上、終結する。「県内の産業活性化」をうたい、０
３年度から７年間で関連事業に４８億円を投じた一大構想だったが、県民はまだ果実を手
にしていない。今後、還元される見通しはあるのだろうか。県は７年間の事業を総括し、県
民に示す必要がある。
４８億円のうち、４０億円は０３年設立の「有機エレクトロニクス研究所」（米沢市）の研究
費や運営費に充てた。 研究所は世界最大の３０センチ四方の発光パネルを完成させる
など技術的成果を達成。２月１０日に開かれた研究成果を検証する外部評価会でも高く評
価された。

2010年2月28日

「今は『頭脳ある場所』に投資すべき時代。ヨネザワから世界に強力なインパクトを発信
できる可能性がある」。２００９年７月、県が７年かけ「有機エレクトロニクスバレー構想」を
進めた米沢市八幡原地区や、山形大工学部（同市城南）を視察したリンツ大（オーストリ
ア）のニアジ・セルダー・サリチフチ教授は、率直な期待を口にした。 サリチフチ教授は、
有機太陽電池の世界的権威。同学部に建設される先端有機エレクトロニクス研究センター
の中心指導者に就いてもらおうと、大場好弘学部長らが詰めの交渉を進めている。提示し
た条件は、５年契約で年俸総額１億５０００万円（推定）プラス研究成果に応じた出来高払
いだ。

［山形『夢の光』］（１）有機ＥＬ 世界の英知結集（連載）＝山
形

東京読売新聞

住宅の省エネ「ＬＥＤ電球買いたい」は６１％（クイックサーベ
イ）

日本経済新聞
朝刊

2010年3月1日 と、蛍光灯より３〜７倍長い。普及のネックとされてきた価格も１個３０００〜４０００円程度

ＬＥＤが照らす商機――普及まで勝負は４〜５年（底流を読
む）

日経ＭＪ（流通新
聞）

2010年3月1日 下落だ。昨春まで約１万円した店頭価格が昨夏、シャープなどの値下げで４０００円以下、

照明用のＬＥＤ（発光ダイオード）電球に関心が高まり、家電量販店などで品ぞろえが充実
してきた。ＬＥＤ電球の消費電力は白熱電球の約１０分の１と少なく、寿命も４万時間程度
に下がり、省電力・長寿命を考えると元が取れる水準になってきた。

今年はＬＥＤ（発光ダイオード）電球の本格的な普及期となりそうだ。最大の要因は価格の
一部は３０００円台前半まで下がり、昨年はＬＥＤ電球の普及元年となった。

2010年3月1日

東武タワースカイツリーは１日、建設中の「東京スカイツリー」（完成時の高さ６３４メート
ル）の照明に省エネ性に優れたＬＥＤ（発光ダイオード）を採用し、パナソニック電工を導入
パートナー企業に決定したと発表した。
東武タワースカイツリーは、パナソニック電工がタワー用に新たに開発する器具を含め約
２０００台のＬＥＤ照明器具でライトアップする。器具以外にもイベントなど多彩な演出にも
対応できるよう高度な調光制御システムも導入していく。

2010年3月1日

東芝ライテックは、従来製品に比べて低価格化を実現したＬＥＤ（発光ダイオード）電球
を、５日に発売する。新構造のＬＥＤモジュール採用などにより、２３～２４％程度価格を低
減した。これにより、白熱電球からＬＥＤ照明への移行をさらに加速させたいとしている。
新商品では、複数のＬＥＤパッケージを基板に実装していた従来のモジュールに替わり、
基板に直接ＬＥＤチップを高密度実装したモジュールを採用し、製造工程を削減した。新モ
ジュールの採用は、光の粒々感の低減にもつながっている。 また、これまで蓄積した技
術をもとに部品形状を見直し、成型性や量産性を向上、製造コストを削減した。

［山形『夢の光』］（２）研究所の“官”離れ懸念（連載）＝山形 東京読売新聞

2010年3月1日

県が中心となり２００３年度から始まった「有機エレクトロニクスバレー構想」。だが県は
“変心”、構想の中心的役割を担ってきた拠点「有機エレクトロニクス研究所」（米沢市）を
年度末で廃止し、新年度から民間企業の事業化を側面支援する「事業化推進センター」
（仮称）に衣替えすると発表した。既存の研究所設備を企業に貸し出し、実用化、事業化
研究のメーンを民間に移す青写真だが、「丸投げで企業が育つのか」と“官”が離れる影響
を懸念する関係者が多い。

バイテック、ローム、キヤノン電子、環境システムで新会社、 日本経済新聞
学校・官公庁向け。
朝刊

2010年3月2日 校や官公庁向けに構築する新会社を設立する。バイテックは半導体商社の枠を超え、環

東武タワースカイツリー、パナ電工のＬＥＤ照明採用

2010年3月2日 明器具を使うと発表した。ＬＥＤ照明の消費電力は電球型蛍光灯器具と比べ半分程度で、

東京スカイツリー ２０００台のＬＥＤ照明器具でライトアップ
パナソニック電工製を採用

東芝ライテックがＬＥＤ電球安価に 白熱からの移行狙う

産経ニュース

電気新聞

ソニー製半導体などを扱っている中堅半導体商社のバイテックは、ローム、キヤノン電子
などと組み、太陽光発電や発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を組み合わせた環境システムを学
境に軸足を置いた提案ビジネスに乗り出す。
東武鉄道の子会社の東武タワースカイツリーは１日、東京・押上地区で２０１２年春の開
業予定の新電波塔「東京スカイツリー」でパナソニック電工製の発光ダイオード（ＬＥＤ）照

日本経済新聞

約１０年間取り換え不要。パナソニック電工はタワー専用のＬＥＤ照明機器を開発し、秋以
降、設置する。

ＬＥＤ照明、空間設計を改革－積水ハウスが専用展示場

日刊工業新聞

［山形『夢の光』］（３）量産間近 体制作り急務（連載）＝山形 東京読売新聞

2010年3月2日

ＬＥＤ照明の普及は、住人の生活シーンを考えて空間に照明を組み込んで設計する「建
築と照明の融合」につながりそうだ。空間設計プロセス自体が変わる可能性もある。省エ
ネ、長寿命、経済性に優れるＬＥＤの特徴は重要な要素だが、単に従来の照明器具に置き
換わるだけではない。積水ハウスはＬＥＤ照明の体感や実験的な提案を行う全灯ＬＥＤ照
明の「くらしのあかり館」を昨年１２月開設。今後各地のモデルハウスでも改装などに合わ
せ、ＬＥＤ照明を順次採用し新たな提案を進める。 例えば、ＬＥＤライン照明の光で壁面全
体を均質に照らす技術を開発し、間接照明ながら主照明として使う提案がある。
明かりを消した会議室で１４・５センチ四方のパネルが、暗がりに浮き上がるようにまぶし
く光る。有機ＥＬパネル製造会社「ルミオテック」（米沢市八幡原）が初めてサンプルパネル
を発売するのに合わせ、米沢市内で１月２６日に開かれた県の企業向け説明会。スライド

2010年3月2日 や実物のパネルを使って有機ＥＬの特性や製品の性能が解説されると、有機ＥＬ照明の製

品化を目指す２６団体の約４０人は、その性能と可能性に新たなビジネスチャンスを重ね、
期待を膨らませた。
山形県は１日、有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）パネルを使った照明器具の企画提
案事業で朝日相扶製作所（朝日町）など６者計７点のプランを採択した。総額６００万円で
製造を委託し、完成した製品群は県庁１階ロビーなどで展示する。 応募した１５者の中
から選ばれたのは朝日相扶のほか、多田木工製作所（天童市）、山形オーデリック（東根
市）、林木工芸（米沢市）、秋葉アトリエ（山形市）と長井市在住の一級建築士、二宮正一
氏。

有機ＥＬ照明の７企画案を採択、山形県、製造委託へ。

日本経済新聞

2010年3月2日

長野県下諏訪町――太陽光追尾するＬＥＤ街灯（エコシ
ティー）

日経産業新聞

2010年3月3日 技術を生かした。水平、垂直方向に太陽光発電パネルを動かすことができる。発電効率

東芝ライテック、交換可能なＬＥＤユニット「フラット形６．４Ｗ」
搭載の
日経速報ニュース
屋外用景観ＬＥＤ照明器具２６機種を発売

［山形『夢の光』］（４）国際競争 勝ち抜けるか（連載）＝山形 東京読売新聞

長野県下諏訪町の異業種５社でつくる「エコ・ネットしもすわ」は太陽光を追尾して発電す
る発光ダイオード（ＬＥＤ）街路灯を開発した。 各社が得意とする切削加工や板金などの
は従来型の約１．７倍に向上するという。

2010年3月3日

東芝ライテック株式会社は、ＬＥＤ照明「Ｅ－ＣＯＲＥ」に、交換可能なＬＥＤユニット「フラッ
ト形６．４Ｗ」を搭載した屋外用景観ＬＥＤ照明器具２６機種をラインアップ、４月１５日から
順次発売します。このたび当社は、ＧＸ５３口金を採用し、直径９０ｍｍ、薄さ３８ｍｍのコン
パクトな形状を実現したＬＥＤユニット「フラット形６．４Ｗ」を搭載した照明器具シリーズに、
屋外用ＬＥＤ照明として「屋外用ブラケット」１６機種、「ガーデンライト」１０機種を追加しま
す。 薄形のＬＥＤユニット採用により、省エネ・長寿命はもちろん、ビルやマンションなどの
外構照明として様々な空間に調和しやすいコンパクトなデザインとなっています。

2010年3月3日

現時点の市場規模は「数値化できないほどわずか」（関係者）とされる有機ＥＬ照明だが、
世界中の企業が高い将来性を見込み、続々と開発に名乗りを上げている。民間の市場調
査会社は「『エコ』をキーワードに、国際間で激しい競争が始まっている」と分析する。有機
ＥＬ照明市場の動向は、「エコ」「価格」「寿命」の３点がキーワード。環境問題に関心が高
く、購買力のある層が多いとされる欧州を起点に、徐々に市場が拡大していくとみられる。
国内では、コニカミノルタ（東京都）が２０１０年度内の商業化を目指し、約３５億円を投じて
量産ラインを建設すると発表。パナソニック電工（大阪府）、パイオニア（川崎市）なども１１
年中の販売開始を目指すとしている。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
照明器具メーカーが相次いでLED照明のラインアップを拡大している。国内の照明器具の
需要が減少する中で、LED照明は省エネ性や長寿命などのメリットが評価され、高い伸び

照明器具各社、LEDの品揃え拡大、省エネ・長寿命メリット訴
電波新聞
求

2010年3月4日 が期待される。LED照明器具の構成比は09年度で6%前後、10年度には9%に高まると予想

オーデリック、LEDダウンライト、消費電力9.2Wで白熱灯100W
電波新聞
機を上回る明るさ

2010年3月4日

オーデリックはLEDダウンライトの新製品4機種を4月1日から発売する。また、同日から既
発売のLEDダウンライト4機種を価格改定し、さらに5月には最大49.6%値下げする。新製品
の特徴は、高気密・遮音タイプの断熱施工SB形で調光可能、消費電力9.2Wながら、直下
照度は白熱灯100Wのダウンライトを上回る明るさを実現。価格は1万9740円と低い水準に
抑えており、住宅用を中心に急速な普及を狙っている。
◇城戸淳二・山形大工学部教授
少子化などで、地方の大学は将来、定員割れし、沈
没する可能性がある。山形大も、生き残るため特色を出し、光り輝かないといけない。その
意味で、（来年４月に開所する）先端有機エレクトロニクス研究センターに招く卓越研究者
による「ドリームチーム」の役割は重要だ。そこで産学連携による共同研究も続ける。 有
機ＥＬは、照明サンプルパネルの出荷が始まったばかり。次は普及させ、市場を拡大しな
いといけない。競争相手も多い。いっそう技術開発を加速しないといけない段階だ。

され、15年度は20%に達するとの見方もある。

［山形『夢の光』］（５）有機ＥＬ、今後の展望（連載）＝山形

東京読売新聞

2010年3月4日

岩崎電気、屋外用LED照明、寿命長く、道路や街路向け

日経産業新聞

2010年3月5日 ウムランプなど省エネ型ランプよりも3割程度抑えられる。寿命も最大6万時間と従来の

岩崎電気は、道路灯や街路灯など屋外向けLED照明の新製品16シリーズを8日から順次
発売すると発表した。既存の水銀ランプに比べて消費電力を半減できるほか、高圧ナトリ
LED照明より5割長くすることに成功した。

東芝ライテックは、LED照明「E-CORE」に交換可能なLEDユニット「フラット形6.4W」を搭載
した屋外用景観LED照明器具26機種（税抜き3万円-5万9800円）をラインアップし、4月15

東芝ライテック、屋外用景観LED照明器具、交換可能なフラッ
電波新聞
ト形ユニット採用、光色の変更など簡単に

2010年3月5日 日から順次発売する。LEDユニット単体の明るさは広角タイプの直下照度が電球60W形相

照明用白色ＬＥＤ、色のばらつき少なく、シチズン電子、安定
日経産業新聞
供給。

2010年3月5日 を、それぞれの性能や種類に応じて調整しながら生産する仕組みを導入した。出荷前にＬ

ＬＥＤ照明、屋外用、寿命長く、岩崎電気、道路や街路向け。 日経産業新聞

2010年3月5日

岩崎電気は４日、道路灯や街路灯など屋外向けＬＥＤ照明の新製品１６シリーズを８日か
ら順次発売すると発表した。既存の水銀ランプに比べて消費電力を半減できるほか、高圧
ナトリウムランプなど省エネ型ランプよりも３割程度抑えられる。寿命も最大６万時間と従
来のＬＥＤ照明より５割長くすることに成功した。省エネへの関心の高まりを追い風に、２０
１０年度に６万台の販売を見込んでいる。 発売するＬＥＤ照明は道路灯１シリーズや防犯
灯２シリーズ、街路灯が７シリーズなど１６シリーズ。デザインや用途別に約１２０形式をそ
ろえた。価格はオープンだが、ＬＥＤ道路灯で４０万円などを想定している。

2010年3月5日

東芝ライテック株式会社は、「Ｅ－ＣＯＲＥ」（イー・コア）シリーズに、業界最高の器具光束
でＨＩＤ７０Ｗ器具相当の明るさを実現したダウンライトと、ＨＩＤ３５Ｗ器具相当の中心部の
明るさを持つスポットライトおよびダウンスポットなど計１４機種をラインアップ、２０１０年３
月１５日から順次発売します。 現在、ＬＥＤ照明は省エネ・長寿命などの優れた特性から
高い注目を集めていますが、店舗など比較的広い空間で使用されているＨＩＤ照明からの
代替えは、明るさの問題から難しいとされていました。

2010年3月6日

ルミオテック（山形県米沢市）が２月にサンプル出荷を始めた照明用有機ＥＬ（エレクトロ・
ルミネッセンス）パネルに注文が殺到、新規受注が事実上停止している。２月１５日から
ホームページを通じて連日受注する予定だったが、これまで実際に受け付けたのは２日間
のみ。同社は８日、２週間ぶりに販売を再開する方針で、増産も検討し始めた。 当初は
週平均１００セット弱を販売する計画だったが、２週とも数時間で完売。１セット８万４０００
円と高価にもかかわらず生産が追いつかない状態で、３月第１週は販売を見合わせた。
部品の一部では調達に遅れが生じているという。

2010年3月6日

次世代用照明として期待される有機ＥＬを使った照明器具４点が、県庁１階ロビーの県政
発信ギャラリーで展示されている。県は有機ＥＬの事業化を目指しており、県内企業の参
加意欲を高めるのが狙い。今月末まで。 展示されているのは、ルミオテック社（米沢市）
とオーデリック社（東京）の作品４点。いずれもルミオテック社の白色パネルを使い、ボタン
を押すと明かりがつく仕組み。１４センチ四方のパネル５枚を使った市松模様の作品や、
米沢市の「上杉雪灯篭（どうろう）まつり」でも使われたろうそくのように揺らめく光が美しい
作品などが並んでいる。

東芝ライテック、ＨＩＤ７０Ｗ器具相当の明るさを実現したダウ
日経速報ニュース
ンライトなど店舗向けＬＥＤ照明器具を発売

ルミオテック、有機ＥＬパネル好調、注文増で増産も検討。

有機ＥＬ照明：今月末まで、県庁ロビーで展示 ／山形

日本経済新聞

毎日新聞

岩崎電気、LED照明屋外器具の陣容強化、道路灯や防犯灯
電波新聞
など

当、全光束が電球30-40W形相当を消費電力6.4Wで実現。GX53口金を採用し、ユニットの
交換により光色などの簡単な変更が可能。
シチズン電子は照明用の白色ＬＥＤ（発光ダイオード）パッケージを、ほとんど色のばらつき
なく量産できる体制を整えた。素子や蛍光体、封止樹脂といった材料の組み合わせや量
ＥＤパッケージを選別する手間を省くことができ、製造コスト低減につなげられるとみる。

岩崎電気は、道路灯・防犯灯などLED屋外照明器具のラインアップを強化する。高効率・
高出力・長寿命化により省エネルギーに貢献するLED照明器具「ＬＥＤｉｏｃ（レディオック）」

2010年3月8日 シリーズの道路灯、防犯灯・街路灯、投光などで屋外用を中心に16シリーズ約120形式を
8日から順次発売する。

2010年3月8日

パナソニックはシャンデリアやダウンライトなどに使うＥ１７サイズの口金に対応した小型
発光ダイオード（ＬＥＤ）電球「ＬＤＡ６Ｄ―Ｅ１７」を４月２３日に発売する。価格はオープンだ
が店頭想定は４０００円前後。小型電球の主流であるミニクリプトン電球からの置き換えを
提案していく。 明るさは４８０ルーメンと、同社の従来の小型ＬＥＤ電球に比べ１・７倍に
なった。４０形のミニクリプトン電球に相当する明るさだ。 またアルミニウムの削減などで
従来品より２割軽量化したほか、本体サイズもミニクリプトン電球並みに小型化。幅広い照
明器具に使えるよう配慮した。

サーチファーム、新エネ技術者のＤＢ作成、有機ＥＬ・ＬＩＢなど 化学工業日報

2010年3月8日

Ｒ＆Ｄ人材のスカウトサービスなどを展開しているサーチファーム・ジャパン（東京都千代
田区）は、リチウムイオン２次電池（ＬｉＢ）や太陽電池など、次世代エネルギーに関連した
技術者のデータベース（ＤＢ）を作成した。有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）を含む３領域
で７０００人を超えるキーマンの情報を網羅。これをべースに顧客に適切な人的リソースを
紹介する。また同社は人材面における企業の海外進出支援を強化するため、専門デスク
をこのほど本格的に立ち上げた。

パナソニック電工、LED照明を強化、4月から新製品順次

2010年3月9日 ズ）/プライス（コストパフォーマンス）の3つのコンセプト（トリプルセービング）をもとに開発

パナソニック、小型ＬＥＤ電球、明るさ１．７倍に、照明、幅広
い使用に配慮。

日経産業新聞

パナソニック電工は、LED照明器具「ＥＶＥＲＬＥＤＳ（エバーレッズ）」の新製品を4月から順
次発売すると発表した。新製品はセービング・エナジー（省エネ）/サイズ（コンパクトサイ

電波新聞

した。代表的な製品は、住宅用センサー一体型ダウンライトや店舗用スポットライト、オフィ
ス向けベースライトストレートタイプなどがある。

東芝ライテック、店舗向けLED器具14機種発売、HID代替へ

電波新聞

東芝ライテックは、「Ｅ－ＣＯＲＥ（イー・コア）」シリーズの新製品として、器具光束でHID70W
器具相当の明るさを実現したダウンライトと、HID35W器具相当の中心部の明るさを持つス

2010年3月9日 ポットライト、ダウンスポットなど店舗向けLED照明器具計14機種を15日から順次発売す
る。LEDダウンライトは業界最高の器具光束5500lmを実現した。

ＬＥＤ、植物工場の光源に、北九州学研都市の産学、多様な 日本経済新聞
用途開発。
地方経済面

北九州学術研究都市（北九州市）に立地する企業と大学が中心となり、産学共同で発光
ダイオード（ＬＥＤ）の用途開発に乗り出す。４月にも研究会を結成し、植物工場の光源とし

2010年3月9日 て使うための応用技術の開発を始める。医療分野や漁業で使う集魚灯などにも開発の範
囲を広げる計画。産学連携でＬＥＤの用途を開発し、北九州市への関連企業誘致にもつな
げる狙いだ。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
石材加工の千石匠（せんせきしょう、茨城県桜川市、千々松滋社長）は桜川市の特産品で
ある真壁石を使った照明器具を開発、販売を始めた。墓石を切り出す際に生じる端材の

真壁石で和の照明、千石匠、墓石以外の用途開拓、ＬＥＤ採 日本経済新聞
用、現代風にアレンジ。
地方経済面

2010年3月9日 内部をくりぬき、発光ダイオード（ＬＥＤ）電球を組み込んだ。光を放つ穴は円形状、格子状

ＬＥＤ、有機ＥＬ――次世代照明、面発光で折り曲げも（ＶＳ素
日経産業新聞
材技術）

2010年3月9日 面光源として壁や天井に一体化できる有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）照明も１０年度

パナ電工、住宅用ＬＥＤ照明担当者に聞く――玄関用、大幅
日経産業新聞
省エネ（新製品物語）

2010年3月9日

パナソニック電工は８日、住宅用ＬＥＤ照明の新製品を発表した。人の出入りを感知する
センサーを業界で初めて組み込んだ玄関用ダウンライトや、ＬＥＤ特有のまぶしさを抑えて
リビングなどに向くダウンライトなどが主な製品で、４月から順次発売する。住宅市況が冷
え込むなか、リフォーム用の需要を掘り起こして販売拡大につなげる。インテリア照明事業
部商品企画グループの谷村一郎課長と村中泰一主任に、開発を担当したそれぞれの新
製品の特徴などを聞いた。 「センサーを使う制御技術はパナ電工の強み。人が出入りす
る玄関用ＬＥＤダウンライトにセンサーを活用すれば圧倒的な省エネを実現できると考え
た。

2010年3月9日

反射板改良、まぶしさ解消 ――ＬＥＤ特有のまぶしさとは何か。 「拡散する白熱灯の光
は比較的やさしい印象。ＬＥＤの光は直進性が強く、慣れないとまぶしさや不自然さを感じ
る」 ――白熱灯のようなやさしい光にする工夫は。 「当社の従来のＬＥＤダウンライトは
独立したＬＥＤの粒（発光部）を６個搭載する。新製品は粒を１カ所に集め、外観上の不自
然さを解消した。光を届ける反射板のカーブを従来品より深くし、光の強さや印象のカギを
握る『発光部と反射板との距離』も広げた」

2010年3月9日

パナソニック電工と岩崎電気は、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明製品を相次いで製品化した。
パナソニック電工は８日、小型で白熱灯６０ワット相当の明るさを実現した住宅用の高照度
ダウンライトなどＬＥＤ照明の２０１０年度モデルを発表した。岩崎電気は、道路灯や投光器
など１６シリーズ約１２０形式を今月から順次発売する。 パナソニック電工は人感セン
サー付きダウンライトや高照度の店舗用スポットライトなども開発しており、新モデルの投
入によって来期中にＬＥＤ照明の品揃えを今期の１・５倍以上の１１００品番に増やす。
パナソニック電工は、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明事業の売上高増大を目指し、ＬＥＤ照明
のラインアップ拡充を促進する。省エネ性能の向上、製品サイズのコンパクト化、低価格
化の三つを実現したＬＥＤ照明シリーズ「ＥＶＥＲＬＥＤＳ（エバーレッズ）」の新製品を４月に
市場投入するのを契機に、ユーザーのさまざまな要望に対応できる豊富なラインアップを
構築。これによりＬＥＤ照明事業の売上高を０９年度の１００億円（推計）から大幅に拡大、
１５年度に１０００億円の達成を目指す。環境への意識の高まりから急速に普及が進むＬＥ
Ｄ照明市場で顧客を取り込み、売り上げを一気に伸ばす考えだ。

パナ電工、住宅用ＬＥＤ照明担当者に聞く――リビング用、ま
日経産業新聞
ぶしさ解消（新製品物語）

ＬＥＤ照明、各社が新製品、パナソニック電工は小型・高照度
化学工業日報
の住宅用

など１００種類以上を用意し、デザインを現代風にアレンジした。墓石以外に用途を広げて
真壁石の需要拡大につなげる。
電球や蛍光灯に代わる省エネ型の次世代照明への参入が相次いでいる。普及期を迎え
るＬＥＤ（発光ダイオード）照明は、省エネ性能を高める蛍光体や関連材料の開発が加速。
から実用化が始まる。次世代の本命争いが過熱しそうだ。

パナソニック電工／ＬＥＤ照明製品の品番拡充／１５年度に
売上高１千億円へ

日刊建設工業新
聞

2010年3月9日

蛍光灯以上の高効率／パナ電工，ＬＥＤ照明品ぞろえ充実

建設通信新聞

2010年3月9日 ス向けには、蛍光灯を超える高効率のＬＥＤベースライトを７月に発売する予定だ。 同社

パナソニック電工は、ＬＥＤ（発光ダイオード）照明のラインアップを充実させる。４月から
新製品を市場投入し、２０１０年度にはＬＥＤ照明器具を約１１００品番まで増やす。オフィ
のＬＥＤ照明「ＥＶＥＲＬＥＤＳ（エバーレッズ）」は、省エネ、コンパクト、コストパフォーマンス
をコンセプトに、快適性とエコの両立を目指している。

パナソニック電工、ＬＥＤ１粒で白熱灯の明るさ持つ照明器具
日刊工業新聞
を発売

店舗向け、より明るく ＬＥＤ照明１４種を発売／東芝ライテッ
電気新聞
ク

ドイツ見本市に出展 環境配慮型照明をＰＲ／東芝

電気新聞

ＬＥＤ総合展示会きょう開幕 ローム 小売店向けスポット 星
京都新聞
和電 トンネル用の耐久型

ＬＥＤ市場、１５年に１０倍 低価格品がけん引／富士経済調
電気新聞
査

ＬＥＤ、有機ＥＬ――次世代照明、面発光で折り曲げも（ＶＳ素
日経産業新聞
材技術）

カウベル、ＬＥＤ照明強化、屋外向けと蛍光灯型販売。

日本経済新聞
地方経済面

2010年3月9日

パナソニック電工は８日、１粒のＬＥＤパッケージで白熱灯６０形器具と同等の明るさの照
明器具「エバーレッズ ＬＥＤダウンライト」３タイプ１２品番を４月２１日から順次発売すると
発表した。消費電力は６・９ワットとＬＥＤ６粒の従来品と同等に設定し、埋め込み穴直径は
８５ミリメートルと３０％削減した。２０１０年度に２万台の販売を目指す。 反射板の設計の
工夫や遮光角を従来の１５度から３０度に変更したことで、まぶしさを低減して住宅での使
用に配慮した。２０１０年にはこのほかＬＥＤ照明器具で、センサーを中央に配置して小型
化した住宅用ダウンライトや、Ｈｆ蛍光灯の効率を超える１ワット当たり１００ルーメンのベー
スライトなどを発売する。

2010年3月9日

東芝ライテックは、店舗向けに業界最高の明るさを実現したＬＥＤ照明器具を、１５日から
順次発売する。販売を開始するのは、ダウンライトやスポットライト、ダウンスポットなど計
１４機種。ダウンライトは、ＨＩＤ７０ワット器具相当の明るさを実現することにより、ＨＩＤ照明
からの置き換えを可能にしたとしている。 ＬＥＤスポットライトを今月１５日、ダウンスポット
は２５日、ダウンライトは５月１５日にそれぞれ販売を開始し、全機種合計で１０年度に６万
台の販売を目指す。 ダウンライトは、業界最高の器具光束５５００を達成した。ＨＩＤ７０
ワット器具相当の明るさを確保しながら、一般的なダウンライトの埋め込み穴径と同じ、直
径１５センチメートルのコンパクト化を実現した。

2010年3月9日

東芝は８日、４月１１～１６日までドイツのフランクフルトで開かれる「ライト・アンド・ビル
ディング２０１０ 国際照明・建築技術専門見本市」に、ＬＥＤ照明製品を初出展すると発表
した。見本市への出展を機に、ＬＥＤ照明など環境配慮型の製品の認知度向上を図るの
が狙い。同社は１５年度に、全世界での照明事業に関する売上高３５００億円を目指すとし
ている。 同社は、昨年４月から世界規模でＬＥＤ照明事業を本格展開してきた。欧州では
ドイツや英国、フランスにも営業拠点を設置。今年１月からは、フランスで一般向けにＬＥＤ
電球の販売を開始した。

2010年3月9日

国内最大規模のＬＥＤ照明総合展示会「ＬＥＤネクストステージ」が９日、東京都江東区の
東京ビッグサイトで開幕する。京都からはＬＥＤモジュールを製造する大手２社が店舗、道
路向け最新製品を出展し、技術力をアピールする。 ＬＥＤ照明は省電力、長寿命から既存
電灯からの置き換え進んでおり、今年の展示会は昨年比８８社多い国内外１４５社が出展
する。 ロームは、小売店向けのＬＥＤスポットライトを初めて出展する。ＬＥＤ素子を面状に
配置して強い光を放つハロゲンランプと同程度の明るさを確保し、消費電力は約４分の１
の１８ワットに抑えた。百貨店などの照明置き換え需要を見込み、今夏から量産を始める。

2010年3月9日

民間調査会社の富士経済は、国内のＬＥＤ電球市場が１５年には２千万本と、０９年の約
１０倍の規模に成長するとの調査結果をまとめた。低消費電力化が注目され、０９年には
住宅向けの低価格品が登場したことで白熱ランプからの置き換えが進み、今後も市場は
着実に伸びると分析。一方で、電球形蛍光ランプとの競合から、消費者の受容性を高める
には、店頭価格で２千円を下回る価格が求められると指摘している。 管球ランプ、ＬＥ
Ｄ、照明用有機ＥＬ、半導体レーザーを合わせた世界の光源市場は、０９年に３兆９２５２億
円。これが１５年には、約１・４倍の５兆５２３２億円まで伸長すると予測した。

2010年3月9日

電球や蛍光灯に代わる省エネ型の次世代照明への参入が相次いでいる。普及期を迎
えるＬＥＤ（発光ダイオード）照明は、省エネ性能を高める蛍光体や関連材料の開発が加
速。面光源として壁や天井に一体化できる有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）照明も１０
年度から実用化が始まる。次世代の本命争いが過熱しそうだ。 ＬＥＤ照明と有機ＥＬ照明
はともに有機化合物が自ら発光することから「固体照明」と呼ばれる。最大の違いは発光
方式で、前者がＬＥＤ素子が「点」で光るのに対し、後者はパネル全体が「面」で発光するこ
と。素材開発では三菱化学や昭和電工、コニカミノルタホールディングスなど両方を手掛
ける企業も多い。
電子機器開発・製造受託のカウベルエンジニアリング（佐久市、坂川和志社長）は、発光
ダイオード（ＬＥＤ）の屋外照明用ランプと蛍光灯型ランプの販売を始めた。照明メーカーの

2010年3月10日 キープオン（東京・千代田）が開発・販売を担当し、カウベルが製造を受託してきたが、ＬＥ
Ｄ照明の成長が見込めるとみてカウベル自身も販売を手掛ける。
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4. 新 聞
題目

新聞名

エコマックスジャパン、「太陽光蓄電式照明システム」（この一 日経ＭＪ（流通新
台）
聞）

大光電機――自前で照明デザイナー１００人（追跡イノベー
ション）

日経産業新聞

ＬＥＤ照明展示会 出展社、２．５倍に増加 最新製品など一
電気新聞
堂に

有機ＥＬ照明、山形の５社、開発・製造、県の企画提案事業
に採択

日経産業新聞

北九州市の企業と大学、ＬＥＤ、新用途開発、研究会で農漁
日経産業新聞
業・医療に的。

パナ電工、ＬＥＤで勝負――製造・販売改革急ぐ（ＮｅｗｓＥｄｇ
日経産業新聞
ｅ）

発行年月日

2010年3月10日

2010年3月10日

2010年3月10日

概要
太陽光発電、効率良く照明に
太陽電池でつくった電気で点灯する照明システム「太陽光蓄電式照明システム」。
太陽電池、蓄電池、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を組み合わせた。太陽電池で発電した電
気を蓄電池に充電しＬＥＤ照明を点灯する仕組み。太陽電池で発電した電流は直流となる
ため、直流に対応したＬＥＤ電球とＬＥＤ蛍光灯を開発した。直流から交流、交流から直流
に変換する必要がなく、効率よく電気を使用できる。
器具・空間、好み通りに
ＬＥＤ（発光ダイオード）という新しいランプの台頭で存在感が高まっている照明器具メー
カー。業界で独自のビジネスモデルを構築したのが大光電機（大阪市、前芝辰二社長）
だ。年商は約２００億円と規模では大手に劣るが、照明の選定や配置を提案するデザイ
ナーを自社で１００人抱える戦略を展開。器具と空間、ハードとソフトの両方を提案して顧
客の囲い込みに励む姿を追う。
ＬＥＤ（発光ダイオード）照明に関する展示会「第３回ＬＥＤ Ｎｅｘｔ Ｓｔａｇｅ ２０１０」が９
日、東京・有明の東京ビッグサイトで開幕した。家庭用から業務用・産業用まで本格的な
普及段階に入ったＬＥＤ照明の最新製品や、ＬＥＤ素子、部品など関連技術を一堂に展
示。０８年度の５７社から約２・５倍となる１４５社が出展し、ＬＥＤ照明市場が急激に拡大し
てきていることを印象づけた。 照明器具最大手のパナソニック電工は、各種新製品の展
示に加え、飲食店を再現したステージでデモを実施。従来照明をＬＥＤに替えるだけでな
く、同社独自の配灯技術を用いることで、室内の明るさ感を保ちながらさらなる省エネが可
能になることをアピールした。

2010年3月10日

朝日相扶製作所（山形県朝日町）、多田木工製作所（同県天童市）など山形県内の中小５
社は有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）パネルを使った照明器具の開発・製造に一斉に
乗り出す。「薄い」「軽量」「面発光」といった有機ＥＬの特徴を生かした斬新な発想の照明
器具を目指す。 県の有機ＥＬパネル応用製品企画提案事業には１４社１個人が応募。
両社に加え、山形オーデリック（東根市）、林木工芸（米沢市）、秋葉アトリエ（山形市）の計
５社と長井市在住の一級建築士、二宮正一氏の案が選ばれた。

2010年3月11日

【北九州】北九州学術研究都市（北九州市）に立地する企業と大学が中心となり、産学共
同で発光ダイオード（ＬＥＤ）の用途開発に乗り出す。４月にも研究会を結成し、植物工場の
光源として使うための応用技術の開発を始める。医療分野や漁業で使う集魚灯などにも
開発の範囲を広げる計画。産学連携でＬＥＤの用途を開発し、北九州市への関連企業誘
致にもつなげる狙いだ。

2010年3月11日

パナソニック電工が発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を軸とした成長戦略を描き始めた。住宅
着工戸数の低迷で建材やキッチン設備などが伸び悩むなかで、環境性能の高いＬＥＤ照
明は急速に売り上げが拡大。６月にはＬＥＤの推進役、長栄周作専務が社長に昇格し、生
産コストの低減などをさらに加速する。新規参入が多く競争も激しいが、パナ電工はＬＥＤ
に賭け、一気に勝負に出る。 東京ビッグサイト（東京・江東）で開催されているＬＥＤ照明
の展示会「ＬＥＤ ＮｅｘｔＳｔａｇｅ」。国内外の１４５社が出展するなかで、パナ電工は１番大き
なブースを構えた。
省エネで注目の高い発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を一堂に集めたのが、「ＬＥＤ Ｎｅｘｔ Ｓｔａ
ｇｅ」だ。

共生店舗街づくり流通ルネサンスから（下）ＬＥＤ照明で植物 日本経済新聞
栽培。
朝刊

2010年3月12日 シナジーテック（徳島県阿南市）は太陽光のかわりにＬＥＤを使った水耕栽培システムを

ＬＥＤ照明総合展示会、省電力、デザインも豊富、本格的な
普及期印象づけ。

2010年3月12日 子のメーカーが消費電力や明るさ、デザイン性に優れた新製品を展示。４月の改正省エネ

日経産業新聞

展示した。水を循環させることでＬＥＤの発熱を抑えた。ハーブやレタスを室内で簡単に栽
培できるため、レストランなどが導入できるという。
東京ビッグサイト（東京・江東）で開催されているＬＥＤ（発光ダイオード）照明の総合展示会
「ＬＥＤ ＮｅｘｔＳｔａｇｅ ２０１０」（主催、日本経済新聞社）が１２日、閉幕する。照明器具や素
法施行を控え、ＬＥＤ照明が本格的な普及期を迎えることを印象づけた。
東芝は４月１１日から１６日までドイツのフランクフルトで開かれる世界最大の照明見本市
「ライト・アンド・ビルディング」に初めて出展する。欧州で商品化を予定しているＬＥＤ照明
を展示する。今年１月にはフランスで消費者向けにＬＥＤ電球の販売を始めるなど、海外
展開を強化している。同見本市への初出展を足がかりに、欧州で認知度を引き上げたい
考え。

独の世界最大見本市、ＬＥＤ照明で東芝が初出展。

日経産業新聞

2010年3月12日

札幌市、本庁舎LED化で体調不良？

北海道建設新聞

2010年3月12日 いる。これまで2人の女性職員がLEDを理由に体調不良を訴えてきたという。症状は眼精

札幌市が進めている本庁舎照明のLED化事業。既に3割の設置が終わっている中、その
光のまぶしさから「目の奥が痛い」「吐き気がする」といった体の不良を訴える職員が出て
疲労だったため、直接的な原因がLEDにあるかはまだ分からないとしている。本庁舎の
LED化は、9000本の蛍光管をLEDに切り替えるもので、現在作業を進めている。

省エネ自販機、照明にＬＥＤ、冷却熱再利用、サンデンが開
発。

さようなら、白熱電球 創業事業に幕 東芝・鹿沼工場、１７
日に生産中止式典／栃木県

日本経済新聞
地方経済面

朝日新聞

住宅用ＬＥＤ照明、パナ電工、４割安く、来月、ダウンライト２０
日本経済新聞
種。

光波、ＬＥＤ照明海外販売、国内はリース形式で。

ＬＥＤの可能性を展望 中部活性化センターなどが特別セミ
ナー開催

日経産業新聞

電気新聞

カーエアコン用コンプレッサー大手のサンデンは消費電力の少ない発光ダイオード（ＬＥＤ）
照明を採用し、飲料を冷やす際に生じる熱も活用する省エネ型の自動販売機を開発した。

2010年3月13日 年間の消費電力は７８５キロワット時と、２００５年の機器に比べるとほぼ半減する。環境
意識の高まりや運転費用を削減したいとの要望に対し、省エネ型の新製品で販売に弾み
をつける。

2010年3月13日

電機大手の東芝は、家庭向けの安価な照明として親しまれてきた白熱電球の生産を終
了する。グループ会社の東芝ライテックは１７日、生産を一手に担ってきた鹿沼市さつき町
の鹿沼工場で生産中止式典を開く。 電球事業は、東芝の前身の一つで１８９０年に創業
された「白熱舎」が当初から手がけていた事業で、社員の思い入れが強いことから式典の
開催が決まった。式典には東芝の佐々木則夫社長をはじめ、工場の全職員が出席して生
産ラインの停止を見守る。

2010年3月14日

パナソニック電工は従来機種に比べ希望小売価格を４割程度引き下げた住宅用ＬＥＤダ
ウンライトの新製品２０機種を４月下旬に発売する。国内照明専業メーカーなどが２万円を
切る低価格ダウンライトを相次いで市場投入していることに対抗する。 住宅用で最も安
い白熱灯６０形相当のダウンライトは税込み１万５０００円強（工事費別）で、同社の従来の
同等品に比べ約１万円（約４割）安くする。部材調達や製造工程の効率化などで生産コス
トを圧縮する。

2010年3月16日

発光ダイオード（ＬＥＤ）関連品メーカーの光波は照明事業を拡大する。２０１０年度から
欧州やアジアなど海外でＬＥＤ照明の販売を開始。日本などでリース形式による販売も始
め、顧客が初期費用の高いＬＥＤ照明を導入しやすいようにする。これからＬＥＤ照明を中
核事業に位置付ける方針で、まず１０年度に売上高１５億円と０９年度見込みに比べ倍増
を狙う。 光波はタムラ製作所子会社でジャスダック上場。タイやマレーシア、シンガポー
ルなど東南アジア各国や欧州を中心に海外販売を始める。現地の販売代理店や、タムラ
製作所の販売網を通じて官公庁や民間企業などにＬＥＤ照明を売り込む。

2010年3月16日

中部産業・地域活性化センターと科学技術交流財団主催による特別セミナー「ＬＥＤ開発
の現状とその可能性」が１１日、名古屋市天白区の名城大学で開かれた。ＬＥＤ（発光ダイ
オード）開発の現状や応用範囲、その可能性などを多くの人に知ってもらおうと企画された
もので、関係者約２５０人が聴講した。 会場では、ＣＩＲＡＣの小林宏之専務理事のあいさ
つに続いて、「ＬＥＤ素子から器具までの一貫生産に向けて」（瀬戸壽司・豊田合成開発部
主監）、「ＬＥＤ照明・表示装置市場の現状と課題」（増山晃章・星和電機社長）、「光源活用
領域とＬＥＤ」（落合勉・Ｍ＆Ｏデザイン事務所代表）と題する講演がそれぞれあった。
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4. 新 聞
題目

新聞名

日本街路灯製造、ＬＥＤ照明などの試験施設を６月末に稼働 日刊工業新聞

ＬＥＤ市場、２０１５年に照明用白色ＬＥＤ市場が本格化－－
富士キメラ総研

ＺＤＮｅｔ Ｊａｐａｎ

水処理設備設計の川本、ＬＥＤ照明本格参入、鳥取県の検査
日経産業新聞
装置活用。

岩崎電気／ＬＥＤ照明器具のラインナップ強化／新規に１６シ
日刊建設工業新
リーズ
聞

発行年月日

概要

2010年3月16日

日本街路灯製造は、６月末をめどにＬＥＤなどの照明器具を性能評価する試験施設「あか
り実験室」を豊明工場に稼働する。光の出方や色、光量などを数値化する検査機器を導
入、製品の品質向上と開発の迅速化を目指す。投資額は３０００万円。 街路灯専業メー
カーが、本格的な性能評価設備を自社で持つのは珍しいという。照明器具の輝度や光の
色、波長ごとの光量などを測定する分光放射輝度計や、照明器具を回転させて角度ごと
に変化する光の強さなどを測定する装置を導入する。施設内には街路灯を設置して実物
大の街並みをプロジェクターで投影する空間も設置。景観に調和しているか、街路灯の光
を人間がどう感じるかなどの試験もできる。

2010年3月16日

富士キメラ総研は、ＬＥＤパッケージとその関連市場を調査分析し、その結果を報告書「２
０１０ ＬＥＤ関連市場総調査」としてまとめた。ＬＥＤパッケージは、ノートＰＣ用やテレビ用
の大型ＬＣＤバックライト用として市場が拡大し、将来的には照明向けとして大きな期待が
集まっている。調査によれば、「環境」をキーワードにしたグリーンデバイスは、単にＣＯ２
の削減や省エネルギー化を推進した製品作りが目的でなく、それを通じた新しい産業の創
生が重要なテーマとなっているという。
【鳥取】浄水場など水処理設備の設計を手掛ける川本（岡山市、小坂田浩嗣社長）は、発
光ダイオード（ＬＥＤ）照明事業に本格参入する。高価な検査機器が利用できる点に着目し

2010年3月17日 て機器の開発・製造を担う子会社を鳥取市内に設立。公共施設やオフィス向けなどの高

効率・長寿命製品など業務用を中心に商品化を進め、新たな収益の柱に育てる考えだ。

2010年3月17日

岩崎電気は、ＬＥＤ照明器具「ＬＥＤｉｏｃ（レディオック）」シリーズに道路灯、防犯灯など屋
外用を中心に１６シリーズ約１２０形式を追加した。今月から順次発売する。 主な商品は
▽道路灯＝ＬＥＤｉｏｃ ＲＯＡＤ（レディオック・ロード）
▽防犯灯＝ＬＥＤｉｏｃ ＳＴＲＥＥＴ（レディオック・ストリート）
▽街路灯＝ＬＥＤｉｏｃ ＡＲＥＡ（レディオック・エリア）
▽投光器＝ＬＥＤｉｏｃ ＦＬＯＯＤ ＮＥＯ（レディオック・フラッド・ネオ）。
東洋製作所（大阪府寝屋川市、西岡清社長、０７２・８２７・２５６６）は、発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）街路灯の戦略新商品「ＮＫ ｆｌａｓｈ」を開発、４月中旬をめどに発売する。移動可能な
構造が特徴。ＬＥＤ灯は１００ワットと２００ワットの２種類があり、価格はそれぞれ１３５万
円、１９５万円。省電力や長寿命、虫が寄りつかないなどの長所を利用して公園灯や防犯
灯、イベント会場の照明などの用途を見込む。初年度に約３億円と主力事業の建機部品
と並ぶ売り上げを目指す。

東洋製作所、動かせるＬＥＤ街路灯を４月発売

日刊工業新聞

2010年3月17日

信楽透器：ほんわり照らす照明器具 きょうから北青山で展
示即売会 ／東京

毎日新聞

2010年3月17日 わせた照明器具として商品化した。１７日から港区で展示即売会を開く。 信楽焼は、外

タヌキの置物で有名な信楽焼の産地・滋賀県の県信楽窯業技術試験場が、ほんのりと
光を通す焼き物を開発した。新たな信楽焼「信楽透器」と名付け、発光ダイオードと組み合
国産の安価な商品の流通などで、年間売り上げが６０億円弱とピーク時の９０年代初頭の
約半分にまで減少。新たな商品をと、同試験場が中心になり、「透器」開発に取り組んだ。

2010年3月18日

東芝は白熱電球の生産停止を受け、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明や有機ＥＬ（エレクトロ・
ルミネッセンス）照明など消費電力が小さい省エネ照明に本格的に軸足を移す。新型照明
で２０１５年に売上高３５００億円の目標を掲げており、達成に向けて海外事業の拡大や部
品の内製化、製品ラインアップの拡充などグループ挙げて取り組む考えだ。 １７日に生
産を停止したのは一般家庭などに使われる１０３機種。サイズが小さかったり光の色が独
特だったりする特殊な電球は当面、山形県の工場で生産を続ける。

日経産業新聞

2010年3月19日

三菱化学、パナソニック電工、山形大学など１５企業・大学は共同で、次世代のＬＥＤ照
明や有機ＥＬ照明の開発に乗り出す。現在使われている蛍光灯に比べて半分の消費電力
で発光する照明器具が目標。２０１３年度をメドに量産技術の確立を目指す。 新エネル
ギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）のプロジェクトとして開発を始める。１３年度までの
計画で、研究開発費は最初の２年間で約５５億円。 次世代ＬＥＤ照明開発には三菱化学
のほか、大阪大学、名城大学、シチズン電子、ＮＥＣライティングなど８企業・大学が参加。
次世代ＬＥＤは１ワットあたり１３０ルーメン以上と現在の蛍光灯の約２倍の発光効率を持
たせる。

本経済新聞 朝
刊

2010年3月19日 全面施行もあり、小売業の間で省エネ照明を取り入れる動きが広がっている。この機をと

東芝、照明、省エネに軸、ＬＥＤや有機ＥＬ、１５年売上高３５０
日経産業新聞
０億円へ。

三菱化学など１５企業・大学、次世代照明を共同開発

パルコ、ＬＥＤ照明開発、商業施設向け、三菱電機などと。

パルコは三菱電機など３社と組み、商業施設向けの発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を開発、５
月にも発売する。商品がより自然光で見る色に近く映るようにする。４月の改正省エネ法
らえ、百貨店やショッピングセンターなどに売り込む。

消費者の節約モードは続いているが、節約のためになる商品には関心が強い。まだ高額
な発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を買いたいという人が３割を超え、注目度が高いことが日経

「ＬＥＤ照明買いたい」３割、産地研調査――長期の節約効果 本経済新聞 朝
期待。
刊

2010年3月19日 産業地域研究所の調査でわかった。

三菱化学など１５企業・大学、次世代照明を共同開発。

2010年3月19日 われている蛍光灯に比べて半分の消費電力で発光する照明器具が目標。２０１３年度をメ

日経産業新聞

調査は首都圏３０キロメートル圏の２０〜６０代の男女６００人に郵送法で１月５〜１６日
に実施した（回収率８４・７％）。
三菱化学、パナソニック電工、山形大学など１５企業・大学は共同で、次世代の発光ダイ
オード（ＬＥＤ）照明や有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）照明の開発に乗り出す。現在使
ドに量産技術の確立を目指す。

山形市 有機エレクトロニクス研究所の成果報告会 照明開
山形新聞
発の実績強調

ラ・ヴィータ、ＬＥＤ照明、量産で安く。

経営ひと言／東芝ライテック・恒川真一社長「新しい明かり」

2010年3月20日

有機ＥＬの分野で７年間にわたって世界をリードする研究開発を進めてきた有機エレクト
ロニクス研究所の成果報告会が１９日、山形市の県高度技術研究開発センターで開か
れ、本年度で廃止される研究所のこれまでの実績を示した。 城戸所長は報告で、大学
が担う基礎研究活動は実用化開発が難しいとされる中、研究所が企業と大学の接点と
なって有機ＥＬ照明を生み出した実績を強調。また、省エネ効果や環境保全に優れた有機
ＥＬの特徴と将来性を示し、「国の施策に有機ＥＬの推進が盛り込まれたのは研究所の活
動があったから」と述べる一方、今後の展開については「どうしたものか、と頭を悩めてい
る」と述べた。
照明器具開発・製造のラ・ヴィータ（高知市、宮地貴嗣社長）は２１日、自社開発の発光ダ

日本経済新聞
地方経済面

2010年3月20日 イオード（ＬＥＤ）照明である「マルチレッズ」シリーズの価格を一新する。量産化により現行

日刊工業新聞

2010年3月23日

東芝ライテック（神奈川県横須賀市）は白熱電球の生産を中止した。社長の恒川真一さ
んは「東芝は日本で初めて白熱電球を製造した。チャレンジ精神を受け継ぎ、新しい明か
りを創造したい」と力を込める。 白熱電球に代わって中核に据える製品がＬＥＤ（発光ダ
イオード）。３月末で社長を退任予定だが、「ＬＥＤ一本でやってきた」と冗談を言うほど新事
業の立ち上げに心血を注いだ。 ＬＥＤ事業は２０１０年度から海外販売を本格化する。
「（基礎を築き）ちょうどいい花道ができた。新社長には世界展開に尽力してもらいたい」と
バトンを託す。
電圧をかけると光を発する有機物を光源に使う照明。点や線の光源ではなく、面で光るの
が特徴。厚さ数ミリメートルまで薄くできるうえ、自由に曲げられる。円柱やカーブ状の壁な
どにも設置しやすくなる。電力消費量も少ないことから、ＬＥＤ照明に次ぐ、次世代型照明と
して実用化が期待されている。三菱重工業や凸版印刷、ロームなどが出資して２００８年５
月に設立したルミオテックがこのほどサンプル出荷を始めたほか、コニカミノルタホール
ディングスやパナソニック電工、ＮＥＣなどが１０～１１年の量産化を始める予定。この２月
には三菱化学がパイオニアと資本提携して１１年中の量産開始を表明した。各社、各陣営
は蛍光灯の代替需要を狙っている

より２〜３割安くする。一方でＬＥＤ性能の向上で明るさは２倍になる。

有機ＥＬ照明――蛍光灯の代替需要狙う

日経産業新聞

2010年3月24日

山形市 県産業技術振興機構の理事会 新組織で有機ＥＬ
の商品化を加速

山形新聞

2010年3月25日 管しており、遠藤理事長は今後の方針について「これまでの成果を基に新しい組織で有機

県産業技術振興機構（遠藤剛理事長）の理事会が２４日、山形市のホテルメトロポリタン
山形で開かれた。同機構は今月で廃止される有機エレクトロニクス研究所（米沢市）を所
ＥＬの商品化を加速させたい」などと語った。
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4. 新 聞
題目

新聞名

ＬＥＤ電球２割安、店頭の年初比、平均３２００円強、メーカー 日本経済新聞
参入相次ぐ。
朝刊

４月１日からこう変わる（３）＝ＬＥＤ照明、空調業界には追い
株式新聞
風

特集・期待高まる次代の光源「ＬＥＤ」

建設通信新聞

発行年月日

概要
省エネ・長寿命の照明である発光ダイオード（ＬＥＤ）電球の店頭価格下落が鮮明になって
きた。家電量販店の調査会社によると、３月１５〜２１日の家庭用の平均価格（税抜き）は

2010年3月25日 ３２００円強と年初から２割近く下がり、３０００円を切る商品も目立つ。メーカーの相次ぐ参
入で販売競争が本格化、電球全体の販売額に占める比率は半分近くに達する。４月から
家電エコポイントによる交換も有利になり、普及に拍車がかかりそうだ。

2010年3月26日

改正省エネ法の影響を強く受ける業種としては、フランチャーズチェーンと総合不動産が
挙げられよう。セブン＆アイ・ホールディングスでは、法施行を前に、太陽光パネルやＬＥＤ
照明などを活用した店舗の省エネ化に取り組み始めている。とはいえ、現時点では、新規
に出店する店舗に限られており、大多数の既存店舗では「まだ一部にとどまっている」（広
報担当）のが現状だ。同社ではまた、「企業全体でエネルギー使用量をどう把握するのか
検討中」であるとも話す。まだ手探りの段階といえるだろう。

2010年3月26日

太陽光発電、燃料電池とともに、新しい”三種の神器”に擬せられるＬＥＤ（発光ダイオー
ド）の用途が急速な広がりをみせている。特に最近は、ディスプレーや携帯電話用バックラ
イト、交通信号機といった表示用途から交通機器照明、建築空間での一般照明用光源な
どへ拡大しており、その優れた特性から「２１世紀の照明」「新しい光源」としての期待も高
まっている。市場拡大が確実で、着実な進展をみせるＬＥＤ照明について、環境配慮建築
の普及を目指す視点に立ち、現状と課題、展望などを探った。
天津市商務委員会によると、国内外のＬＥＤ設備と照明市場ニーズの急速な高まりに対
応するため、韓サムスングループの現地法人である天津三星通信技術有限公司が増資
を行い、生産能力を拡大させると発表した。増資後の同社の投資総額は１億８０００万米ド
ル、登録資本金は６０００万米ドルになる。 同社の設立は２００９年４月。韓サムスンの完
全出資子会社で、サムスンが２１世紀「エコ産業」発展をテーマとして設立した重要な事業
部門。ＬＥＤ製品の研究と開発、製造を手掛る。製品はモバイル通信やフラットテレビ、液
晶パネル、照明設備などの分野で広く応用されている。設立時の投資額は９０００万米ド
ル、登録資本金は３０００万米ドル。
世界でオプトエレクトロニクス情報技術の進歩に伴い、環境にやさしく、省エネに優れるＬ
ＥＤ（半導体照明）産業は、グリーン産業、成長産業として世界の注目産業の一つである。
専門家によると、中国の各地方もＬＥＤ産業奨励策を打ち出しているが、ＬＥＤ産業の理性
的、秩序のある発展を重視しなければならないという。 天津で１９日に開かれた「第５回
ＬＥＤ産業サミットフォーラム」では、復旦大学教授で半導体物理専門家の方志烈氏は、
「中国のＬＥＤ製品生産額は２００９年、６００億元に達し、全業界は独自革新、躍進という
歴史的なチャンスに恵まれた時期に入っており、産業規模は１５年に５０００億元が見込ま
れる」と述べた。

韓サムスン：天津三星通信に増資、生産能力拡大へ

新華社ニュース

2010年3月26日

急成長のＬＥＤ産業、高成長と安定秩序を重視

新華社ニュース

2010年3月26日

アイリスオーヤマ、中国にＬＥＤ工場、大連で低価格電球生
産。

日本経済新聞
地方経済面

2010年3月26日 生産能力は年間６００万個。省エネ・長寿命の照明として普及が進むＬＥＤ電球は大手メー

冷凍ケース用ＬＥＤ照明、ＩＤＥＣ、低温下でも安定発光。

日経産業新聞

2010年3月26日 より４０〜５８％減らせるほか、発熱による食品への影響も抑えられる。４月中旬に発売、

生活用品製造卸のアイリスオーヤマ（仙台市、大山健太郎社長）は発光ダイオード（ＬＥＤ）
電球事業への本格進出にあたり、中国の大連工場にＬＥＤ電球の生産ラインを新設した。
カーが相次ぎ参入している。同社は中国での量産のほか設計の工夫による部品点数の
削減で生産費を抑え、低価格を武器に販売を伸ばす。
制御機器製造大手のＩＤＥＣはスーパーやコンビニエンスストアなどに設置する冷凍・冷蔵
ショーケース向けの発光ダイオード（ＬＥＤ）照明＝写真＝を開発した。消費電力を蛍光灯
初年度２万本の販売を目指す。

明電舎、三菱電機照明など４２件に補助金－環境事業で経
産省

住まいのあかり：２ ＬＥＤはまだ進化の途中

静岡新聞

朝日新聞

2010年3月27日

経済産業省は２６日、リチウムイオン電池や発光ダイオード（ＬＥＤ）など環境関連産業で
設備投資を支援し、国内雇用拡大を狙う「低炭素型雇用創出産業立地推進事業費補助
金」で、電気自動車用インバーターを製造する明電舎沼津事業所（沼津市）、ＬＥＤモ
ジュール製造の三菱電機照明静岡工場（掛川市）など４２件の事業の採択を決めたと発表
した。 経産省は、今後４年間で、補助対象の工場では延べ１万人以上、素材メーカーや
流通業など関連産業を含めると延べ計６万人以上の雇用拡大を見込んでいる。

2010年3月28日

住宅用のランプには主に３種類ある。「白熱灯、蛍光灯、ＬＥＤ。それぞれ、点灯の原理は
全く違います」とパナソニック電工・インテリア照明事業部の太田明子さん。 白熱灯はフィ
ラメントが発熱して光る。オレンジ色っぽい光で陰影をくっきり見せるが、エネルギーの大
半が熱になるため効率が低い。寿命も短いため、一部を除いて生産中止の方向だ。 蛍
光灯はフィラメントから電子が飛び、蛍光管の中の水銀原子とぶつかって紫外線が生ま
れ、管の内側に塗られた蛍光物質によって、紫外線が目に見える光に変わる。全体を均
一に照らすのが特徴で、昔は白だけだったが、今は白い「昼光色」から「電球色」まであり
電球形の製品も多い。長寿命で電気代も安い。
大阪府が実施している「大阪府ＬＥＤ道路照明技術評価制度」で、本年度の施工分が完
成した。 完成したのは、国道４２３号など６路線で計２４６灯。主要地方道美原太子線で

大阪府ＬＥＤ道路照明技術評価制度 本年度の施工分２４６
建通新聞
灯完成 ５月に第２回認定募集

2010年3月29日 設置した７灯は、製品の認定を受けた東芝ライテックとＭＡＲＵＷＡＳＨＯＭＥＩが寄付したも

三菱電機照明、新製品を続々投入、10年度倍増400機種へ

2010年3月30日 発を進める。同社はLED照明の機種数を09年度の200機種から10年度には400機種に増

電波新聞

ので、ＬＥＤ道路照明灯の普及促進を図る目的で「地域の魅力・顔づくりプロジェクト」を実
施している近鉄長野線・喜志駅前に設置し、そのＰＲを図っている。
三菱電機照明は、LED照明器具の新製品を相次いで投入している。ダウンライト、スポット
ライトから防犯灯まで幅広いラインアップを品揃えし、今後もLEDの特徴を生かした製品開
やす方針。

ＬＥＤ電球遠隔操作、フジコム、業界で初開発、明るさ・色調
節ＯＫ。

日経産業新聞

ＬＥＤ照明、太陽光に近く、シーシーエス、発熱は抑制、美術 日本経済新聞
品などの劣化防ぐ。
朝刊

みにニュース：モモ・アライアンス自己破産申請へ ／岡山

毎日新聞

東武とパナ電工―スカイツリーに最新ＬＥＤ駆使（先取り現場
日経産業新聞
技術）

2010年3月30日

半導体商社のフジコム（東京都八王子市、藤野功社長）は家電を遠隔操作できる無線規
格「Ｚ―Ｗａｖｅ」に業界で初めて対応した発光ダイオード（ＬＥＤ）電球を開発した。１台のリ
モコンで電球の明るさや色を調節することができる。家庭や店舗、施設で必要に応じて雰
囲気を手軽に変えられる。９月に欧米で発売するほか、国内でも販売を検討する。 開発
したのは「ＬｅＤｅｎＱ（ル・電球）」。Ｚ―Ｗａｖｅを使って複数の電球を個別もしくは同時にオ
ン・オフを切り替えたり、明るさや色を制御したりできる。一般的なＥ２６口金に対応。光源
には白色ＬＥＤと赤色ＬＥＤを搭載しており、個別に輝度を変えられる仕組みにした。
発光ダイオード（ＬＥＤ）メーカーのシーシーエスは光の波長が太陽光に近いＬＥＤ照明＝写
真＝を発売した。一般的なＬＥＤは青白い光を放つが、新製品は自然光に近く、商品を屋

2010年3月31日 外と同じ色合いで確認できる。放射する光に紫外線と赤外線と含まないため、美術品など
の劣化防止にも役立つという。高級ブランドショップや美術館を対象に初年度１万個の販
売を目指す。

2010年3月31日

民間信用調査会社の帝国データバンク岡山支店は３０日、光源電子機器製造の「モモ・
アライアンス」（北区伊福町、河合行利社長）が自己破産申請の準備に入ったと発表した。
負債額は約３億５０００万円。同支店によると、８９年設立の同社は００年から発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）照明事業を展開し、近年は蛍光灯タイプのＬＥＤ照明が主力商品だった。技術力
を評価されていたが、安全性・耐久性重視の研究開発で投資が先行し、景気低迷を受け
て資金繰りが悪化したという。

2010年4月1日

３月２９日に東京タワーの高さ３３３メートルを追い抜いた新電波塔「東京スカイツリー」。２
０１２年春の完成を目指し工事が進むこの塔を運営する東武鉄道子会社の東武タワース
カイツリー（東京・墨田）とパナソニック電工は、電飾に最新の照明技術を取り入れる。パナ
電工が注力する発光ダイオード（ＬＥＤ）を駆使し、高さ６３４メートルとなる世界最高のタ
ワーを日替わりで彩る。 東京スカイツリーでは白を基調に近隣を流れる隅田川をイメー
ジした水色の「粋」と、伝統的に日本人に好まれてきた江戸紫の「雅」の２種類の電飾パ
ターンを採用する。３月初め、両社は完成後の電飾イメージをＣＧ（コンピューターグラ
フィックス）画像として初公開した。
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4. 新 聞
題目

ＬＥＤ、ほのかな光 太陽光発電施設 御嶽宿広場で点灯
御嵩町

ＬＥＤ道路灯新技術公募／４月末まで受付／九州整備局の
フィールド提供型

有機エレクトロニクス研が開発、製作の有機ＥＬ照明を独の
フェアに出展 ７年間の研究成果集大成

太陽光で発電→キャパシタに蓄電、ＬＥＤ街路灯に活用、日
本ケミコンなど開発。

新聞名

発行年月日

概要
御嵩町が名鉄御嵩駅南側に整備を進めている太陽光発電施設「御嶽宿さんさん広場」
の点灯式が３０日、同広場であり、１０８基のＬＥＤ（発光ダイオード）照明がほのかに光り、

岐阜新聞

2010年4月1日 同広場を照らした。４日にはオープンイベントがある。 同施設は１０キロワットの太陽光
発電システムを備え、広場で使う電力をまかなう。屋根の下には８ブースの販売所や湯を
使わずにセラミック球で温める足湯「足癒」を設けた。

建設通信新聞

山形新聞

日経産業新聞

青色照明 踏切自殺防げ ＪＲ九州が試験設置 緊張緩める
西部読売新聞
効果

2010年4月1日

九州地方整備局は、「ＬＥＤを使用した道路照明灯」をテーマにしたフィールド提供型新技
術の公募を開始した。技術提案を５月３１日まで郵送か持参で企画部施工企画課で受け
付ける。９月に試行技術を選定し、現場での試行調査に入る。２０１１年度の評価会議で
評価する。 同局が直轄管理区間に設置しているナトリウム灯の道路照明灯は約３万灯
で、ＣＯ２排出量は年間１万７０００ｔに上る。ＬＥＤ道路照明灯の導入により、ＣＯ２排出量
の削減を図る。 要求性能では国道の主要幹線道路で平均路面輝度を確保し、道路照明
灯の基準を満足することを求める。平均路面輝度は１．０カンデラ（ｃｄ）／ｍ２か０．７ｃｄ／
ｍ２とし、１．０ｃｄ／ｍ２を優先して選定する。

2010年4月1日

米沢市の有機エレクトロニクス研究所（城戸淳二所長）が開発、製作した有機ＥＬ照明の
製品群が、４月１１日からドイツ・フランクフルトで開催される世界最大規模の照明フェア「Ｌ
ｉｇｈｔ＋ｂｕｉｌｄｉｎｇ ２０１０」に出展されることになった。新エネルギー・産業技術総合開発機
構（ＮＥＤＯ）が、トップレベルにある日本の有機ＥＬ技術を世界へアピールするブースの中
で展示される。 同研究所は３月３１日で活動に終止符を打ち、新年度からは組織と活動
内容が改編される。７年間の研究成果の集大成を披露する場ともなる照明フェアでは、同
研究所が製作し、２月末まで米沢市の伝国の杜に設置していた展示ブースを移設して紹
介する。

2010年4月1日

省エネ、１０年間保守不要
日本ケミコンはスタンレー電気、タムラ製作所と共同で、電気をためる機能を持つ電気二
重層キャパシタを活用した発光ダイオード（ＬＥＤ）街路灯を開発したと発表した。エネル
ギー源に太陽光のみを使うため、省エネ性能に優れている。搭載する電気二重層キャパ
シタは気温が氷点下でも高い充放電性能を持つため、寒冷地でも街路灯を設置できるよ
うになる。

2010年4月3日

急増する踏切での飛び込み自殺を防ごうと、ＪＲ九州（福岡市）は管内の踏切の一部に、
気持ちを落ち着かせる効果があるとされる青色照明を試験的に設置した。青色が心に及
ぼす影響は科学的には実証されていないが、先に導入した他社では自殺者が減ってい
る。ＪＲ九州は「痛ましい事故を１件でも減らしたい」と効果を期待している。
同社はこれまでも、自殺が多い区間に柵を取り付けたり、白い照明を増やしたりしてき
た。しかし、深刻な不況を背景に、２００９年度に管内で起きた飛び込み自殺は約５０件に
上り、前年度の２２件から急増。特に夜間の自殺が多かった。
ラ・ヴィータは、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明「ＭｕｌｔｉＬＥＤｓ」シリーズの新製品を発売した。
シャープなデザインで立方形の「ＭｕｌｔｉＣｕｂｅ（マルチキューブ）」、丸く柔らかいデザインの
「ＭｕｌｔｉＲｏｕｎｄ（マルチラウンド）」の計５０種類。年間６０００台の販売を見込む。マルチ
キューブ標準タイプは、同社の従来品に比べ明るさが約２倍で、価格も２万円を切った。同
高照度タイプは消費電力が９・８ワットで、６０ワット白熱灯と同等の明るさ。ランニングコス
トは毎日７時間、１５年間使用した場合、一台当たり約４万４０００円を節約できるとしてい
る。マルチラウンドは従来品に比べ６倍の明るさ。市販の自動調光器と組み合わせ、明る
さを自在に調整できる。

ラ・ヴィータ、ＬＥＤ照明の新シリーズ５０種を発売

日刊工業新聞

2010年4月5日

ＬＥＤ照明３割明るく、富士フイルム、部材に参入――拡散
フィルム、薄く加工楽に。

日経産業新聞

2010年4月5日 が約３０％向上するほか、厚さも約７分の１になり加工しやすい。照度が上がることで消費

富士フイルムは発光ダイオード（ＬＥＤ）照明用部材に参入する。照明のまぶしさを抑える
光拡散フィルムを開発。現在主流のアクリル製乳白板に比べ明るさの度合いを示す照度
電力も少なくて済む。長寿命で省エネ性能に優れるＬＥＤ照明の需要は拡大が見込め、高
機能材料の光拡散フィルムを新たな収益源に育成する。

2010年4月6日

三菱電機照明はＬＥＤ照明の拡販に向け、販売会社の支援体制を整える。４月から販売
会社に技術営業員を派遣し、技術研修を施すほか、顧客との商談にも直接加わる。導入
のメリットなどの説明を求める声が高まっていることにいち早く対応。売上高に占めるＬＥＤ
照明比率を２００９年度の１割から１２年度までに３割に引き上げる。販売会社の三菱電機
住環境システムズに、技術や対費用効果などＬＥＤ照明の知識が豊富な技術営業員２人
を４月から出向させる。同時に、ランプを手掛ける三菱電機オスラムも、同様な人材２人を
派遣。計４人が販社に協力する形になる。

2010年4月6日

長寿命で消費電力も少ないＬＥＤ（発光ダイオード）電球の店頭価格が、販売競争の激化
を背景に下落している。調査会社ＧｆＫジャパンによると、昨秋大手が相次いで発売した当
時は小型を含めた平均価格が３８００円前後だったが、３月は３２００円程度となった。電球
全体に占めるＬＥＤの比率も個数ベースで昨年１０月の４％から今年３月に１３％に拡大。
大手各社がシェア確保にしのぎを削る一方、４月からエコポイントによる交換が従来の半
分のポイントで済むことも追い風となり、本格的に普及が進みそうだ。

2010年4月6日

世界最大のコンビニエンスストアのチェーンを運営するセブン―イレブン・ジャパンは、環
境配慮型店舗を国内外で展開する。ＬＥＤ照明や太陽光発電など日本が得意な省エネ技
術を集めた国際標準店舗を開発、５年間で世界約２万店に導入する計画。店の消費電力
を最大３割抑制し、ＣＯ２排出も削減する。セブンイレブンが大規模な省エネに乗り出すこ
とで、出遅れた小売業の環境対策が進む契機となるほか、環境関連市場の拡大にも弾み
がつきそうだ。 環境配慮型となる「エコ店舗」は国内外の新店を中心に、既存店も改装し
て導入する。

街路灯ＬＥＤ電球で「受信障害」 涌谷で交換へ 栗原は調査
東京読売新聞
中＝宮城

2010年4月7日

涌谷町と栗原市の商店街に設置されている街路灯の電球を３月下旬、省エネルギータイ
プのＬＥＤ（発光ダイオード）電球に取り換えたところ、「テレビやラジオの受信障害が発生
している」と町などに苦情が寄せられていることがわかった。メーカー側は、ＬＥＤ電球を、
受信障害対策を施した電球に付け替えることを決めた。 涌谷町によると、商店街の電力
料金の負担軽減のため、町が３月、１３６基計２７２個の水銀灯をＬＥＤ電球に切り替えたと
ころ、今月６日までに、「街路灯が点灯している間、アナログテレビやＦＭラジオにノイズが
入る」という苦情が町に３件寄せられた。

岡山――浅利電機、熱くならないＬＥＤ照明（列島ダイジェス
ト）

日本経済新聞
朝刊

2010年4月7日 ウム製基板の裏に塗り、ＬＥＤが発する熱を約２０％抑える。発光効率が高まり、寿命を延

東京エレデバイス、照明ＬＥＤ化モジュール販売。

日経産業新聞

2010年4月7日 流）電源で作動するＬＥＤをＡＣ（直流）電源で使用できる。 ＡＣ１２ボルトから２４０ボルトま

ＬＥＤ照明拡販、販社支援へ技術営業員、三菱電機照明、商
日経産業新聞
談にも参加

ＬＥＤ電球：普及本格化 値下げ続々、エコポイントも追い風

毎日新聞

セブンイレブン、省エネ店舗世界に２万店、５年計画、電力消
日本経済新聞
費３割抑制。

電子機器製造の浅利電機（岡山市、渡辺信二社長）は器具が熱くならない発光ダイオード
（ＬＥＤ）照明を開発し、販売を始めた。セラミックと熱硬化樹脂を原料とする塗料をアルミニ
ばせるという。外光を感知し照明の明るさを調整する自動調光システムと組み合わせて工
場やオフィス向けに売り込み、月１００〜２００個の販売を目指す。
東京エレクトロンデバイスは６日、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明システムを手がけるリンクラ
ブス社が開発した照明装置をＬＥＤ化するモジュールの販売を開始した。通常はＤＣ（交
で幅広い電圧に対応しており、電圧による調光もできる。産業機器や自動販売機など照
明での実用化を想定しており、２０１０年度で１億円の売り上げを目指している。

スターライト工業、自動車部品、ＬＥＤ照明用に参入、放熱す
日経産業新聞
る樹脂使用。

2010年4月7日
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自動車向けの樹脂部品を製造するスターライト工業（大阪市、西郷隆晄社長）は、ＬＥＤ
（発光ダイオード）照明用の部品事業を開始する。部品の材料に放熱効果をもつ特殊な樹
脂を使う。この部品をＬＥＤの周辺に取り付け、点灯中にＬＥＤが発する熱を外部に逃がし
劣化を抑えるという。４月から自動車部品や家庭用照明メーカー向けなどに受注を始め
る。

4. 新 聞
題目

パナ電工、「照明ひとすじ」新社長、成長路線を照らせるか

新聞名

日本経済新聞

発行年月日

概要

2010年4月8日

パナソニック電工の株価が堅調だ。家電や太陽電池、住設機器まで住宅やビル建設に
かかわる製品・サービスをパナソニックグループで囲い込む戦略への期待が高まっている
のが背景だ。６月１８日付でトップに就く長栄周作副社長は新たな成長戦略に発光ダイ
オード（ＬＥＤ）照明を核に据える。グループのシナジー効果を発揮し、思惑通り成長路線を
照らすことができるか。 パナ電工の事業構成は水回り設備や建材、制御機器、電子材
料など「ほとんど関連のない６事業の集合体」（幹部）で成り立つのが特徴。その中でも長
栄氏は自他ともに認める「照明ひとすじの電工人生」を歩いた。
パナソニック電工は、出光興産や液晶製造装置メーカーのタツモと共同開発中の有機Ｅ
Ｌ照明の早期商品化を目指し、海外での啓発活動を本格化する。耐衝撃性を高めた試作
品の開発を完了しており、今年から海外の照明デザイナーらと連携し、心理面に与える有
機ＥＬ独自の照明効果などを検証する。同社は２０１２年の商品化を目指す。 同社は１９
９９年から有機ＥＬの開発に乗り出し、０４年にはＮＥＤＯの有機デバイス関連プロジェクト
に参画。昨年、ＮＥＤＯの次世代照明開発プロジェクトを受託し、１ワット当たりの発光効率
４０ルーメン、輝度１０００カンデラ、寿命２万時間以上の発光パネルの試作に成功してい
る。

パナソニック電工、海外で有機ＥＬ照明の啓発活動本格化

化学工業日報

2010年4月8日

パナ電工、有機ＥＬパネル、海外で初の出展。

日経産業新聞

2010年4月8日 と発表した。薄さや扱いやすさなどの特徴を照明器具メーカーの関係者などにアピールす

パナソニック電工は７日、有機ＥＬ照明パネルの試作品を海外の展示会に初めて出展する
る。２０１１年度の商品化をにらみ認知度を高めておく狙いだ。
中国本土初の「台湾との技術提携・交流国家レベル拠点」である福建省アモイ市は、光
エレクトロニクス分野で台湾と産学研連携を広く展開し、発光ダイオード（ＬＥＤ）産業の発

福建省アモイ市：台湾と戦略提携、ＬＥＤ産業の発展を促進

新華社ニュース

2010年4月9日 展に取り組んでいる。 アモイ国家半導体発光器件（ＬＥＤ）応用製品品質監督検験セン
ターは今年２月、台湾工研院の太陽光エレクトロニクスＬＥＤ照明計量実験室と、ＬＥＤ製品
の検査とテストで戦略提携を実施することで合意した。

サンケン、ＬＥＤ照明用電源量産、蛍光灯の転用容易に。

サンケン電気は、蛍光灯型ＬＥＤ（発光ダイオード）照明用の電源モジュール（複合部品）の
量産を始めた。小型化により、既存の蛍光灯設備の電源を置き換え可能にし、容易にＬＥ

日経産業新聞

2010年4月9日 Ｄ照明へ転用できるようにした。照明メーカーに加え、電気設備会社などにも売り込む。サ

アピックヤマダ、ＬＥＤ部品事業参入、素子実装基板、今夏に 日本経済新聞
量産。
地方経済面

2010年4月10日

アピックヤマダは発光ダイオード（ＬＥＤ）用の部品事業に参入する。ＬＥＤ素子を実装する
基板の量産ラインを今夏にも稼働、２０１１年度に１０億円規模の売り上げを目指す。半導
体分野で培ったリードフレームや金型技術を生かし、照明用に需要が急拡大しているＬＥ
Ｄ市場を開拓する。

2010年4月11日

シチズンホールディングス子会社のシチズン電子は２０１０年度中に白色ＬＥＤの生産能
力を世界で２割引き上げる。中国の拠点再編などで照明向け白色ＬＥＤの設備を増強す
る。シチズン電子は携帯電話向けＬＥＤの世界大手だが、白熱電球から省エネ型のＬＥＤ
照明へのシフトが加速する中、１２年３月期に照明向けで世界シェア１割以上を確保したい
考え。 上海や蘇州など中国３都市に分散していたＬＥＤ製品の生産拠点を広東省江門
市に集約した。江門市では従来の工場に加えて新たに２万平方メートルの建屋を借りてお
り、白色ＬＥＤの一貫生産ラインを導入する。福島県と山梨県にある国内拠点の増強も合
わせ、投資額は１５億円。

有機ＥＬ照明、明るさ白熱電球並み、コニカミノルタ、米ＧＥ、
日本経済新聞
年度内に実用化

2010年4月11日

コニカミノルタホールディングスと米ゼネラル・エレクトリックは共同で、次世代照明として
期待される有機ＥＬ照明用の光源を２０１０年度にも実用化する。白熱電球と同水準の明
るさを出す試作品開発に成功、今秋までに量産技術を確立する。折り曲げなど加工しやす
い特徴を生かし、店やホテルのディスプレー・インテリアの用途を狙う。 試作した有機ＥＬ
照明光源は、輝度が１平方メートルあたり１０００カンデラ、色の特性を示す色温度が３００
０ケルビンと白熱電球と同水準の明るさ。厚さは５００マイクロメートルと薄い。寿命は実用
化段階で７０００時間を目指す。両社のブランドで照明を売るほか、外販も手掛ける見通
し。

コニカミノルタと米ＧＥ、有機ＥＬ照明、明るさ白熱電球並み、 日本経済新聞
年度内に実用化。
朝刊

2010年4月11日 化する。白熱電球と同水準の明るさを出す試作品開発に成功、今秋までに量産技術を確

照明用ＬＥＤ、シチズン電子が生産増強。

日本経済新聞
朝刊

2010年4月11日

シチズンホールディングス子会社のシチズン電子は２０１０年度中に白色ＬＥＤ（発光ダイ
オード）の生産能力を世界で２割引き上げる。中国の拠点再編などで照明向け白色ＬＥＤ
の設備を増強する。シチズン電子は携帯電話向けＬＥＤの世界大手だが、白熱電球から
省エネ型のＬＥＤ照明へのシフトが加速する中、１２年３月期に照明向けで世界シェア１割
以上を確保したい考え。

ベース照明のＬＥＤ化－ベースライトのＬＥＤ化が進む－
環境 「ＬＥＤＮｅｘｔＳｔａｇｅ」で効率向上や低価格化を競う

日経アーキテク
チュア

2010年4月12日

ダウンライトなどの用途では競争力を持ち始めたＬＥＤ照明。ただし、オフィスなどのベー
スライトとして使う場合には、総合的な発光効率や価格面でＨｆ蛍光灯の方が優位だとの
評価が一般的だ。とはいえ、今後はＬＥＤの性能向上が見込めるうえ、普及が進めば価格
も下がる。そうなれば蛍光灯に代わるベースライトとしての需要も増えそうだ。 ３月９－１
２日に東京国際展示場で開催された「第３回ＬＥＤＮｅｘｔＳｔａｇｅ２０１０」では、各社がＬＥＤの
ベースライトを展示していた。 総合効率向上と低価格化を追求

2010年4月13日

東芝は１２日、長寿命で省エネ効果が高いＬＥＤ（発光ダイオード）電球の明るさを従来製
品の２．８倍に高める技術を開発したと発表した。技術レベルでは世界最高水準という。配
置を工夫して搭載するＬＥＤ光源の数を増やし、同時に放熱性も向上させ明るさの増大を
実現した。家電エコポイントの交換対象となっているＬＥＤ電球は、４月から交換に必要な
ポイント数が引き下げられ、普及に拍車がかかっている。メーカーの参入も相次いでおり、
東芝は技術優位性を前面に押し出すことで差別化を図る考えだ。

2010年4月13日

東芝と東芝ライテックは１２日、ドイツのフランクフルトで１１日に開幕した世界最大規模
の照明見本市「ライト・アンド・ビルディング」に、同社グループとして初めて出展すると発表
した。高出力のＬＥＤ照明やＬＥＤ電球など、既存照明をすべてＬＥＤ化することを目的に開
発した６つの商品・技術を展示する。見本市は１６日までの会期で開催されている。 東
芝グループのブースでは、東芝ライテックが開発した「光学技術」「高効率技術」「放熱技
術」を活用した６つの開発品を展示している。 技術展示のコーナーでは、白熱電球１００
ワットクラスに対応したＬＥＤ光源として、従来のＬＥＤ電球の約２・８倍の明るさを実現したＬ
ＥＤ電球を出展した。

2010年4月13日

エーワンメディテック（金沢市、高木政則社長）は、蛍光灯タイプの発光ダイオード（ＬＥＤ）
を代理店方式で拡販する。このほど栗本鉄工所の子会社、栗本商事（堺市）と契約を結
び、月間１千本を目標として取引を開始した。オフィスビルなどの省エネが求められる中、
消費電力が小さく取り付けやすいＬＥＤ蛍光灯を販路が豊富な代理店を通じて普及させ
る。 同社のＬＥＤ蛍光灯は照明器具を改造せずに使用できるなどの特徴があるが、４０
Ｗ蛍光灯タイプ１本で約２万５０００円と、アジアからの輸入品に比べて価格が高い。

2010年4月13日

国内の照明器具・電球メーカーは省エネ照明として人気を集めている発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）の明るさの表示基準を統一する方針を固めた。現状はメーカーごとに異なっており、
消費者から「分かりにくい」との不満が寄せられているという。２０１１年度末までの統一を
目指す。 照明器具メーカーで構成する日本照明器具工業会と、電球メーカーが加盟す
る日本電球工業会が電球やＬＥＤ内蔵照明器具の基準を定める。現在は白熱灯電球の明
るさで換算し「４０形相当」「６０形相当」などと表示したり、光の単位の「ルーメン」や、実際
の消費電力量を「ワット」で示したりする手法が混在している。

ンプル価格は６０００円。当初月３０００個、２０１１年には月１０万個の量産を目指す。

照明用ＬＥＤ、シチズン電子が生産増強

日本経済新聞

東芝、世界最高水準ＬＥＤ電球技術 明るさ２．８倍、放熱性 ＦｕｊｉＳａｎｋｅｉ Ｂｕ
も向上
ｓｉｎｅｓｓ ｉ．

東芝グループがドイツ照明見本市に初出展 ＬＥＤ電球など
訴求

エーワン、ＬＥＤ蛍光灯を拡販、代理店方式で、栗本鉄工所
系と契約。

電気新聞

日本経済新聞

ＬＥＤ照明で明るさ基準統一、国内業界、１１年度までに、「分
日本経済新聞
かりにくい」不満受け。

コニカミノルタホールディングスと米ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ）は共同で、次世代照明と
して期待される有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）照明用の光源を２０１０年度にも実用
立する。折り曲げなど加工しやすい特徴を生かし、店やホテルのディスプレー・インテリア
の用途を狙う。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要

2010年4月13日

横浜横須賀道路の横須賀パーキングエリア（ＰＡ）を自然環境に配慮した「エコＰＡ」にす
る改修が終わり、１３日にリニューアルオープンする。東日本高速道路では初の試み。電
気自動車（ＥＶ）用の急速充電器を設置し、太陽光発電によるＬＥＤ照明に換えるなど二酸
化炭素（ＣＯ２）排出削減を目的とした技術が導入されている。 エコＰＡに生まれ変わった
のは横須賀ＰＡの上下線。これまでも下り線の周辺に樹木を移植し森を整備したり、調整
池をビオトープにしたりするなど環境対応に取り組んできた。

2010年4月13日

半導体大手ロームの沢村諭社長は毎日新聞のインタビューに応じ、ＬＥＤ（発光ダイオー
ド）照明システムなど環境関連分野に注力する考えを明らかにした。名誉会長に退いた創
業者の佐藤研一郎前社長は公の場に出るのが苦手で知られたが、１日付で専務から昇
格した沢村社長は「営業出身を生かし、どんどん外に出てトップセールスをしたい」と述
べ、先代との違いをアピールした。 半導体業界は海外との競争が激しく、沢村社長は
「トップセールスをすることで時代の変化に遅れを取らないようにしたい。機敏な対応をし
たい」と述べ、記者会見などにも積極的に出席し、社長として説明責任を果たす考えを示し
た。

見上げればエコ街灯＊道内でＬＥＤ設置進む＊害虫寄らず防
北海道新聞
犯効果も

2010年4月13日

地球温暖化防止の機運が高まる中、道内の自治体で街灯を発光ダイオード（ＬＥＤ）灯に
交換する動きが活発化している。ＬＥＤは消費電力が小さく二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量を
削減できるため、各自治体は「環境にやさしく、電気代も節約できる」と期待。さらに防犯や
害虫よけなど、省エネ以外の効果に目を向ける自治体もある。 上川管内東神楽町は本
年度から５年ほどかけて、水銀灯の街路灯約千基をすべてＬＥＤ灯にする。本年度は市街
地や学校周辺の２４０基で実施予定だ。

ＳＭＤ、有機ＥＬ事業強化、月産３４００万個体制へ増強

2010年4月13日 代のガラス基板対応設備の導入を進めており、２０１１年には同３４００万個を目指す。こ

横横道路の横須賀ＰＡ、エコに改修 ＥＶ用充電器やＬＥＤ照
朝日新聞
明 ／神奈川県

ローム：ＬＥＤ照明システムなど、環境分野に注力

毎日新聞

サムスン・モバイル・ディスプレイ（ＳＭＤ）は、有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）の生産
能力を増強する。現在３インチ換算で月産３００万個のパネルを生産しているが、５・５世

化学工業日報

れまで携帯電話など小型パネル向けを中心に展開してきたが、大型化についてもめどを
つけており、１２年には４６インチ以上のテレビの生産も行う計画。

ＬＥＤ照明で明るさ基準統一、国内業界、１１年度までに、「分 日本経済新聞
かりにくい」不満受け。
朝刊

ＬＥＤ照明、海外勢と火花――東芝副社長室町氏、チップ生
産１、２年で結論。

日経産業新聞

注目の会社－遠藤照明 商業施設用照明の大手－ＬＥＤ照
オール投資
明で先行、業績Ｖ字回復狙う

有機ＥＬ照明、技術磨く、装置メーカーが開発競争――長州
産業、タツモ

日本経済新聞

ＬＥＤ照明、海外勢と火花――三菱ケミカルＨＤ社長小林氏、
日経産業新聞
素材優位、欧州でＭ＆Ａ。

ＬＥＤ照明、海外勢と火花――東芝副社長室町氏、チップ生
産１、２年で結論。

日経産業新聞

アピックヤマダ、ＬＥＤ用基板を量産、照明向け、耐熱樹脂使
日経産業新聞
う。

薄型ディスプレー展都内開催、次世代機能競う、有機ＥＬ、世
日経産業新聞
界最薄の０．１ミリ

国内の照明器具・電球メーカーは省エネ照明として人気を集めている発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）の明るさの表示基準を統一する方針を固めた。現状はメーカーごとに異なっており、消

2010年4月13日 費者から「分かりにくい」との不満が寄せられているという。２０１１年度末までの統一を目
指す。

2010年4月15日

「前回の照明展（２００８年開催）ではＬＥＤを展示する企業はほとんどなかったが、逆に
今回は展示しない方が珍しい。欧州ではタフな戦いとなる。ＬＥＤなど新型照明事業で１５
年に３５００億円の売上高が目標。うち海外分で欧米中心に８００億円を目指す」 「欧州
で東芝は一般照明事業の実績はゼロに等しいが、逆にＬＥＤ照明に集中できる。独シーメ
ンスの照明部門オスラムやオランダ・フィリップスは、既存の照明事業を維持しながらＬＥＤ
も並行して進めなくてはならない。そこにチャンスがあるかもしれない」

2010年4月15日

次世代照明、ＬＥＤへ熱い視線が注がれている。照明メーカー各社が対応を強化するが、
中でも遠藤照明の勢いは際立っている。グローバル展開も視野に入れ、ＬＥＤで会社の大
転換を図ろうとしている。 市場拡大が期待されるＬＥＤ照明。目下、国内外の企業が注力
姿勢を鮮明にしているが、中でも際立ったスピードで事業展開を進める企業がある。それ
が大証２部に上場する遠藤照明だ。 遠藤照明は照明器具メーカー。光源自体は外部から
調達、同社は対応するソケット類を製造し、組み合わせて販売する。顧客は百貨店やスー
パーなど商業施設向けが主力だ。

2010年4月15日

中国地方の装置メーカーが、次世代照明として有望視されている有機ＥＬ照明の関連技
術の開発を加速させている。太陽光発電パネル製造などを手がける長州産業とタツモは、
新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）から基盤技術開発の委託を３月に受け、
それぞれ開発装置の増強に乗り出した。有機ＥＬ照明は今年度後半から来年度にかけて
商品化が始まるとみられており、様々なメーカーの開発競争に拍車がかかっている。長州
産業は次世代テレビやカメラ、自動車用ナビゲーションなどに使われる小型有機ＥＬパネ
ルの製造ラインの販売を２００５年から行っている。
――グループの米バーベイタムの販路で欧州の白色ＬＥＤ市場に参入する。
「バーベイタム・ブランドのＤＶＤは世界でシェア４割と首位。欧州の消費者には『三菱』よ

2010年4月15日 りもなじみが深い。我が社のＬＥＤ事業のポイントは素材と販路。素材の蛍光体は長年の
技術の蓄積がある。販路はバーベイタムを活用。中間にある製造部分は受託業者を活用
しコストを減らす」

2010年4月15日

【長野】半導体製造装置やリードフレームが主力事業のアピックヤマダは、照明に使う高
輝度発光ダイオード（ＬＥＤ）用基板の受託製造・販売事業に参入する。耐熱性や耐光性の

2010年4月15日 高い樹脂材料を使用した結果、基板内の放熱部品が不要になり、耐久性向上やコスト削
減につながるという。基板量産ラインを今夏にも稼働、２０１１年度に１０億円規模の売り上
げを目指す。

2010年4月16日

カネカ、有機ＥＬ市場に参入、照明用など２０年度に１０００億
化学工業日報
事業へ

2010年4月16日

オプテックス、明るさ自在ＬＥＤ照明、消費電力１０分の１、屋
日経産業新聞
外施設向け

2010年4月19日

ＪＥＴの「研究事業センター」着工 分散型電源対応を強化

電気新聞

欧州で発光ダイオード（ＬＥＤ）照明をめぐる競争が激化しそうだ。独フランクフルトで開幕し
た世界最大の国際照明展「ライティング＋ビルディング」では、世界の電機大手がＬＥＤの
最新技術を競った。日本企業は海外勢にどう対抗するのか。ＬＥＤ照明で欧州市場に参入
する三菱ケミカルホールディングスの小林喜光社長と東芝の室町正志副社長に戦略を聞
いた。（聞き手はフランクフルト＝下田英一郎）

2010年4月19日
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日本電気硝子は樹脂フィルムの代わりにガラス基板でガスを封入する構造にして寿命を
延ばしつつ、厚さを約０・１ミリメートルに抑えた有機ＥＬの照明器具を展示した。山形県の
研究機関と共同開発した。０・０５ミリメートルまで薄くしたガラス基板を使っており、０・１ミリ
メートルという薄さは同種の製品では世界で最高水準になるという。 有機ＥＬは発光する
ために特殊なガスをフィルムで挟み込む方式が一般的。ただフィルムでは機密性が不十
分で、酸素に触れることで劣化し寿命が短くなる可能性があった。同社の実験では、ガラ
スを使った場合の気密性は一般的なフィルムに比べて高く「これまでの数倍の寿命を実現
できるのではないか」と自信を見せる。
カネカは、有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）市場に参入する。主要材料と関連プロセス
技術を独自に開発しており、２０２０年度には１０００億円事業を目指す。「新規事業として
ぜひ育てたい」としている。 同社の開発した有機ＥＬは照明用で、色温度が２５００～６５
００ケルビンと幅広いことが特徴。有機ＥＬは発光効率の低下から、色温度を下げるのが
難しい。既存製品の色温度は２８００ケルビン程度だが、同社は白熱球に近く落ち着いた
感じを出せる２５００ケルビンが可能。このため、飲食店や車内向けに差別化が図れるとし
て国内外で需要を開拓する。
センサー開発大手のオプテックスはＬＥＤ照明の明るさを自在に制御できる調光システム
を開発した。人や車などが近づいた時だけ照明を明るくすることができ、水銀灯に比べ消
費電力を１０分の１程度に抑えられる。リモコンなどで設定も容易に変更できるため、光の
当て方を変える場合でも従来のように改修の必要がない。システムは照明装置とセン
サー、コントローラーで構成。１０８個の白色ＬＥＤとレンズを組み合わせた照明は、水銀灯
並みの明るさと光の拡散域を確保した。センサーで人や車の接近を感知すると増光する。
照明は４００ワット、２００ワット、１００ワット相当を用意。待機時の光量は１０～１００％の
範囲で設定できる。
その他の書誌情報を表示 電気安全環境研究所（ＪＥＴ、末廣惠雄理事長）は１６日、太
陽光発電など分散型電源設備に関する試験設備整備を図って計画された「研究事業セン
ター」の建設工事を開始した。同日には末廣理事長らＪＥＴ職員と工事関係者による地鎮
祭も行われ、工事の無事竣工を祈った。横浜市鶴見区のＪＥＴ横浜事業所に隣接して建設
される同センターには、試験・測定需要増加が見込まれる分散型電源設備と発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）照明に関する試験設備が配備されることとなっており、来年１月末に完成、早け
れば今年度中の業務開始を予定している。

4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
山形大学は１６日、同大学（米沢）有機デバイス研究施設新営その他機械設備工事（その
２）の一般競争入札を公告した。参加申請書は２７日まで電子入札システムなどで受け付
ける。５月７日までに入札書の提出を求め、同１０日に開札する。参加資格は山形または
宮城県内に本・支店、営業所があり、文部科学省省一般「管」ＡまたはＢ等級など 工事
概要は、同大学米沢団地構内にＲＣ造５階建て延べ５７１１平方メートルの新たな研究拠
点を建設するにあたり、機械設備工事を行う。 工期は１０年５月３１日まで。工事場所は
山形県米沢市城南４の３の１６。

山形大学／（米沢）有機デバイス研究施設新営他機械設備２ 日刊建設工業新
入札公告
聞

2010年4月19日

ローソン、ＬＥＤ照明導入店２倍、今年度７００店に、新店すべ 日経ＭＪ（流通新
て対象。
聞）

2010年4月19日 ０年度の新店はすべて省エネ型にする。店舗の電力使用量を平均約７％減らす。他のコ

ＬＥＤ用放熱部材、熱伝導率、鉄の６倍、帝人、炭素を繊維状
日経産業新聞
に加工。

2010年4月19日 目指す。先端技術開発センター（山口県岩国市）に設置している試験設備での生産を近く

パナ電工、ＬＥＤ照明１１６台、コンビニに納入

ＬＥＤ“廉価版”を投入 一室複数灯提案に貢献／パナ電工

日経産業新聞

電気新聞

ローソンは２０１０年度、看板・照明に発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った省エネ型店舗を現在
の２倍超の約７００店に増やす。これまでの実施店で成果が上がっていることを踏まえ、１
ンビニエンスストアも導入を進めており、ＬＥＤ照明がコンビニの標準設備になってきた。

帝人は熱伝導性が高い炭素材料を使った発光ダイオード（ＬＥＤ）ランプ向け放熱部材を開
発した。ＬＥＤや電源の基材を除くすべての部材を樹脂でつくる「樹脂ランプ」の実用化を
フル稼働に引き上げ、照明メーカー向けのサンプル出荷を拡大する。

2010年4月20日

2010年4月20日

遠藤照明、ＬＥＤ照明、国内生産、需要増にらみ迅速に供給 日経産業新聞

2010年4月20日

ＬＧのＬＥＤランプに「高効率エネルギー資機材」認証

2010年4月20日

朝鮮日報

パナソニック電工は１９日、阪急電鉄系のコンビニエンスストア「アズナス」の阪神西梅田
店（大阪市）に発光ダイオード（ＬＥＤ）照明１１６台を納入したと発表した。パナ電工のコン
ビニへの納入事例では過去最大規模となる。従来の蛍光灯と比べ同店舗が照明に使う電
力は約１６％減った。 １１６台の内訳はダウンライトやシーリングライトなど。アズナスは
同店舗をモデルとして店舗のエコ化を進める。
パナソニック電工は、同社従来品より価格を抑えた住宅用ＬＥＤ（発光ダイオード）照明器
具、４タイプ３０品番を、２１日から順次発売する。白熱灯６０形器具相当の明るさを持つＬ
ＥＤダウンライト拡散タイプの場合、価格が従来品と比べ約４割安くなっている。３０品番合
わせて、１０年度に１０万台の販売を見込んでいる。価格は、ダウンライトが１万５５４０円
～３万４１２５円、ダウンシーリングが２万０７９０円～２万２５７５円、スポットライトが２万９１
９０円、ブラケットが２万０７９０円。価格を抑えたことに加え、角形タイプや傾斜天井用など
豊富な種類をそろえたことで、同社では、ＬＥＤによる一室複数灯提案に貢献できるとして
いる。
遠藤照明は１９日、商業施設などに設置する発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の国内生産に
乗り出すと発表した。佐野事業所（栃木県佐野市）に７億円を投じて９月までに月産能力１
０万台の製造設備を新設。２０１１年初めから本格稼働する計画だ。 これまでは中国とタ
イの自社工場から日本に供給してきたが、納期を短縮するには国内生産が必要と判断し
た。 中国とタイを含めた同社の生産能力は従来の２倍に高まる。百貨店やドラッグスト
ア、ホテルなどの天井につける照明を生産する。物流拠点である佐野事業所内に製造設
備を導入。７億円の投資額のうち、１億６０００万円は経済産業省からの環境関連の補助
金で賄う。
ＬＧ電子は１９日、ハロゲン代替型ＬＥＤランプが、エネルギー管理公団の「高効率エネル
ギー資機材」認証を受けたと発表した。 従来の２０ワット級ハロゲンランプを代替するこの
製品は、消費電力が４ワットに過ぎない。寿命は５万時間に達し、１日１２時間点灯させて
１０年間使える計算になるが、大きさは従来の製品と同じだ。ＬＧ電子は、ＬＥＤ照明分野を
成長動力事業に定め、今年１月にハロゲン代替型ＬＥＤランプを発売した。また、２月には
従来の蛍光灯を代替する平型ＬＥＤランプを発売するなど、ＬＥＤ照明市場の攻略を強化し
ている。
照明器具設計・製造のシナジーテック（徳島県阿南市、大栗克俊社長）はアルミ最大手の
日本軽金属グループと共同で、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を使った水耕栽培専用の小型

シナジーテック、日軽金グループ、小型の植物工場開発、ＬＥ 日本経済新聞
Ｄ使い省エネ。
地方経済面

2010年4月20日 ハウスを開発した。プレハブタイプの建物と植物を植栽するケース、棚、循環ポンプ、ＬＥＤ

シャープ、年度内に白色ＬＥＤ量産－広島・福山の半導体ライ
日刊工業新聞
ン転換

2010年4月21日

シャープは２０１０年度末にも白色ＬＥＤ素子の量産を福山事業所で始める。福山事業所
はイメージセンサーやシステムＬＳＩなど半導体の生産拠点で、旧式のラインがある第２工
場をＬＥＤ生産用に切り替える。投資額は１００億円を超えると見られる。白色ＬＥＤは液晶
モジュールのバックライトや照明用に需要が増えている。シャープは福山事業所に量産設
備を導入することで、現在ほとんどを外部から調達している白色ＬＥＤの内製率を３割程度
に高める。 シャープは０９年に参入したＬＥＤ照明事業を強化するとともに、テレビ用にＬＥ
Ｄ搭載の液晶モジュールを大幅に増産する。

オーデリック、ＬＥＤ照明を来月から最大５割値下げ

2010年4月21日 需要増加を見込み、価格を低下させても、利益を確保できると判断した。住宅や商業施設

照明、空調機器をセットにし価格を抑えた。植物工場への参入を検討する企業や農業分
野を研究する学校向けに売り出した。

オーデリックは５月から、ＬＥＤ照明製品を最大で約５割値下げする。既存製品３３０機種
の３分の１以上にあたる１２０機種が価格見直しの対象となる見通し。今後のＬＥＤ照明の

日刊工業新聞

向けダウンライトなどを中心に値下げし、価格競争力を高める。２０１１年３月期にＬＥＤ関
連照明事業で２２億円の売り上げを目指す。
福山で年度内 半導体ライン転換
シャープは2010年度末にも白色発光ダイオード(LED)素子の量産を福山事業所(広島県福

シャープ白色LED量産

日刊工業新聞

2010年4月21日 山市)で始める。福山事業所はイメージセンサーやシステムLSIなど半導体の生産拠点で、
旧式のラインがある第２工場をLED生産用に切り替える。投資額は100億円を超えると見
られる。白色LEDは液晶ﾓｼﾞｭｰﾙのバックライトや照明用に需要が増えている。

斜め付け用ＬＥＤ電球、パナソニック、発光部下向きに

日経産業新聞

2010年4月23日

パナソニックは２２日、電球を斜めにつける照明用の小型ＬＥＤ）球「ＬＤＡ６Ｌ―Ｅ１７／Ｂ
Ｈ」など６種類を６月２５日から順次発売すると発表した。電球内部でＬＥＤチップを斜めに
配置して、光が下に向かうよう工夫した。天井のダウンライトは斜めや横付けが全体の９
割を占める。新製品の投入で白熱電球からの切り替え需要を掘り起こす。電球内のＬＥＤ
チップを水平状態から約６０度の角度をつけて設置。口金部分を工夫することで、電球部
分を回すと発光部を自由に下に向けられるようにしたという。ＬＥＤは熱によって発光力が
落ちるため、放熱性能を高めることで電球の明るさや寿命を従来製品より大幅に伸ばし
た。
次世代光源として期待される有機ＥＬ照明を採用した一般住宅が山形市馬見ケ崎に完
成した。ルミオテックが出荷しているサンプル用パネルを使い、デザインや製造を県内で
手掛けた“山形生まれ”の照明装置。試作品ながら有機ＥＬ照明が一般住宅で実用化され
るのは初めてで、今後の普及が期待される。 照明装置は、住宅設計などの秋葉アトリエ
の秋葉圭史社長がデザインを手掛け、製造は東根市に主力工場を持つ照明メーカーの
オーデリックが担当した。ルミオテックが、昨年４月に東京で開かれた次世代照明技術展
に出品した製品と同様の形状。

有機ＥＬ照明採用の一般住宅が完成 初の実用化、普及に
期待・山形

山形新聞速報版

2010年4月23日

シーシーエス、美術館向けＬＥＤ薄型ライン照明

日刊工業新聞Ｎｅ
ｗｓウェーブ

2010年4月23日 館や博物館、化粧品売り場など向けに売り込む。価格は８０００―７万円程度。３カ年で１

アイリスオーヤマ、ＬＥＤ生産・販売強化、ドラッグ店など販路
日本経済新聞
開拓、小型球追加投入

シーシーエスは２２日、展示棚や展示ケース内の設置に適した「ＬＥＤ薄型ライン照明シ
リーズ」を２７日に発売すると発表した。色の再現性が高い照明も品ぞろえしており、美術
万台の販売を目指す。

2010年4月23日

85

生活用品製造卸のアイリスオーヤマ（仙台市、大山健太郎社長）は発光ダイオード（ＬＥＤ）
分野の製造販売事業を強化する。今年３月から本格販売を始めた標準型電球が好調なこ
とを受け、今夏から年末にかけて小型球なども追加投入。ドラッグストアなどの販路開拓も
進める。ＬＥＤ市場の急拡大が見込まれ、早期に看板事業に育てる。 まず今夏をメドに
投入するのは、小型球やボール球など。さらに秋から年末にかけてはＬＥＤを使ったインテ
リア照明関連器具などの販売を検討する。

4. 新 聞
題目

新聞名

ＬＥＤ光源製造のベンチャー倒産 モモ・アライアンス ／岡山
朝日新聞
県

パナソニック電工、５月から東京本社で照明講座

化学工業日報

発行年月日

概要

2010年4月23日

東京商工リサーチ岡山支店は、ＬＥＤを使った光源の開発・製造で知られるベンチャー企
業「モモ・アライアンス」が今月１４日、岡山地裁から破産開始決定を受けた、と発表した。
負債総額は約３億８８００万円。発表によると、同社は１９８９年にモモネットとして設立し、
２０００年に社名変更。電気電子機器の製造を主業務とし、ＬＥＤを使った照明や、工業製
品の傷や異物をチェックする検査用光源の技術力に定評があった。しかし、開発から量産
までに長期間を要することなどで資金繰りが悪化。０７、０８年７月期は、１０億円超の売上
高がありながら開発費償却で赤字を計上。

2010年4月23日

パナソニック電工は、５月２５日から東京都港区の東京本社で建築設計者を対象にした
照明関連の講習会「あかりワークショップ」を開く。照明の基礎からＬＥＤ（発光ダイオード）
を活用した新たなライティング提案の手法など最新の動向までを学ぶことができる。定員
は各講座１５人で参加は無料。実施日は第１講座「あかりの基礎」が５月２５日と同２６日、
第２講座の「あかり実験」が７月２９日、同３０日、第３講座の「あかり計画」が９月３０日と１
０月１日。先着順で第１講座の申し込み期間は５月７日～同１７日。照明設計者向けの同
社のポータルサイト「Ｐ・Ｌ・Ａ・Ｍ・」内の「あかりワークショップ応募サイト」で受け付ける。
鳥海工業は、蛍光灯型のＬＥＤ照明を大学、企業などから相次ぎ受注、納入した。電気
通信大学、島根県川本町の公共施設のほか、設計事務所、大手衣料品のフランチャイズ
店舗などが導入した。一連の受注実績を足がかりに今後も販路の拡大を進め、大手メー
カー、流通業などからの大型受注につなげる考え。 鳥海工業は、蛍光灯型ＬＥＤ照明「ＥＣ
ＯＬＵＸ（エコルックス）」の４０ワット型６６本を電気通信大学の３教室に納入。また同社の
販売代理店であるケイショウ（松江市）を通じて島根県川本町の旧中央公民館の講堂、事
務所、会議室に４０ワット型８０本、２０ワット型９本の計８９本を供給した。

鳥海工業、蛍光灯型ＬＥＤ照明を電通大・自治体などから相
次ぎ受注

日刊工業新聞

2010年4月23日

展示場にＬＥＤ照明、ＩＮＡＸ、ＣＯ２年２３トン削減。

日経産業新聞

2010年4月23日 り替えたと発表した。二酸化炭素（ＣＯ２）排出量削減につながるとして、残りの照明も順次

クリアー、ＬＥＤ照明、電源も寿命４万時間――業界で最高水
日経産業新聞
準、交換の手間省く。

2010年4月23日

ＬＥＤ照明開発のクリアー（東京・中央、宮本和則社長）は業界最高水準の長寿命を実現し
たＬＥＤ照明製品を商品化する。ＬＥＤ照明は光源が４万時間と長寿命だが、駆動させる電
源部の寿命が短いため、早く交換する必要があった。同社は光源と同レベルの寿命を持
つ電源を開発し照明器具に内蔵した。メンテナンスの手間が省ける利便性を武器に企業
や自治体に売り込む。

2010年4月24日

「パナソニックが提示した、採算度外視の破格の条件には、とても太刀打ちできなかっ
た」。ある東芝幹部はため息をつく。 この３月、東京都墨田区で建設中の「東京スカイツ
リー」のライトアップ用ＬＥＤ照明を、パナソニック電工が受注した。受注額は約３億円と見ら
れる。落札に当たっては、老舗照明メーカーの意地をかけて、パナソニックと東芝が競り
合った。 スカイツリーだけではない。来年に開通する東京港臨海大橋をはじめとして、
「東京都内だけでも、数千万円以上の大型案件が２０～３０件ある」という。景観照明、
ショッピングモール照明など、大型受注を見込める法人需要をめぐり、激しい受注合戦が
繰り広げられている。

2010年4月24日

制御機器大手のＩＤＥＣは、スーパーやコンビニエンスストア、洋菓子店などの冷凍・冷蔵
ショーケース用の発光ダイオード（ＬＥＤ）照明ユニットを、２８日に発売する。 ＬＥＤは蛍光
灯に比べ消費電力が約４割で、平均寿命は３・３倍の約４万時間。光に熱をほとんど含ま
ないため、食品など熱に弱い商品への影響が少ないとされる。同社は独自設計の光学レ
ンズを組み合わせ、オープン式や扉開閉式などケースの形状に合った光の当たり方を、
照射角度８０度▽同１２０度▽両側面に各４０度－の３種類から選べるようにした。

2010年4月26日

トヨタ自動車系の部品メーカー、豊田合成はＬＥＤを大幅増産する。２０１３年３月期まで
に生産能力を現在の２倍の年間１００億個規模に引き上げる。開発費を含む投資額は１１
年３月期だけで１００億円規模の見通し。世界シェアの約６割を持つパソコンのバックライト
用ＬＥＤのほか照明用などの供給体制を強化。自動車部品が苦戦する中でＬＥＤを収益源
の柱に育てる。 豊田合成は現在、平和町工場（愛知県稲沢市）を中心にＬＥＤを年間５０
億個規模で生産し、佐賀工場で最終工程にあたる検査を手掛けている。増産に向けて佐
賀工場でも年内をメドに生産を始める。

2010年4月26日

タイ照明機器大手のライティング・アンド・エクイップメント（Ｌ＆Ｅ）は発光ダイオード（ＬＥＤ）
照明事業を強化する。新たに専業の生産子会社を設立、生産ラインも増設する。省エネル
ギーで長寿命のＬＥＤ照明は世界中で需要拡大が見込める。Ｌ＆Ｅはアジア域内だけでな
く欧米への輸出拡大も目指し、２０１５年には売上高全体に占めるＬＥＤ照明の比率を２割
まで高める計画だ。 ＬＥＤ照明の生産部門を分社化し、４月中にも全額出資子会社「Ｌ＆
Ｅソリッド・ステート」を設立する。新会社の資本金は１０００万バーツ（約３０００万円）。分
社化で増産対応などの意思決定を速める狙いがある。

2010年4月26日

収益の柱に育成
トヨタ自動車系の部品メーカー、豊田合成はＬＥＤ（発光ダイオード）を大幅増産する。２０
１３年３月期までに生産能力を現在の２倍の年間１００億個規模に引き上げる。開発費を
含む投資額は１１年３月期だけで１００億円規模の見通し。世界シェアの約６割を持つパソ
コンのバックライト用ＬＥＤのほか照明用などの供給体制を強化。自動車部品が苦戦する
中でＬＥＤを収益源の柱に育てる。

ＩＮＡＸは２２日、名古屋市のショールームの一部の照明を発光ダイオード（ＬＥＤ）照明に切
切り替える。全体を切り替えると、年間２３・１トン分のＣＯ２排出量削減につながるという。

パナ・東芝の土俵にシャープ参入 ＬＥＤ照明「法人需要」争
奪戦

食品に優しいＬＥＤ照明 ＩＤＥＣ ショーケース用発売へ

週刊ダイヤモンド

産経新聞

豊田合成、ＬＥＤ生産能力２倍、パソコン・照明用、１３年３月
日本経済新聞
期までに。

タイ照明大手、ＬＥＤ型増産、Ｌ＆Ｅ、アジア外にも輸出―子
会社設立、ライン拡充

日経産業新聞

豊田合成、ＬＥＤ生産能力２倍、パソコン・照明用、１３年３月 日本経済新聞
期までに。
朝刊

スタバがエコ店舗、福岡、ＬＥＤ照明など採用。

日経ＭＪ（流通新
聞）

有機ＥＬ、高機能化へ産学連携、九大が拠点、材料開発など
日本経済新聞
狙う

パナ電工、営業益、３年後２．１倍に、ＬＥＤ照明強化、中国で
日経産業新聞
７割増収計画。

光波、取り付け作業を容易にしたＬＥＤ照明器具投入

日刊工業新聞

スターバックスコーヒージャパンは２６日、福岡市に環境に配慮して設計した店舗を出店す
る。店内照明には発光ダイオード（ＬＥＤ）を採用して消費電力を削減、店舗で廃棄される

2010年4月26日 コーヒー豆の絞りかすを利用したテーブルを配置した。環境負荷を減らすと同時に、同社
初の「エコ店舗」として集客に生かす狙い。

2010年4月27日

九州大学は有機ＥＬの最先端研究を強化する。京都大や広島大など８大学のほか、素
材・電機・装置メーカー約１０社と次世代の発光機構や、３次元（３Ｄ）ディスプレー、有機半
導体レーザーなどを開発する。新たに「最先端有機光エレクトロニクス研究センター」（ＯＰ
ＥＲＡ、センター長、安達千波矢教授）を発足、内外の研究機関と連携し、アジアの有機ＥＬ
開発の中核拠点を目指す。 ２６日、参加企業と大学を招き説明会を開いた。ＯＰＥＲＡは
当面は既存設備を活用するが、２０１１年夏をめどに伊都キャンパスに３階建て、延べ床
面積２４００平方メートルの研究棟を新設する。

2010年4月28日

パナソニック電工は２０１２年度までの３カ年の中期経営計画を発表した。アジアと環境
分野に注力し、１２年度の売上高を０９年度比１１％増の１兆６２００億円、営業利益を同
２・１倍の７７０億円に高める。国内の電設資材などが低迷しており、成長分野に経営資源
を集中する。 環境分野では発光ダイオード（ＬＥＤ）照明事業の売上高を１５年度に０９年
度の８・１倍の１０００億円に引き上げる。まぶしさを抑えるなどして快適性を高めた商品を
投入し、中国や欧米を含めたグローバル展開も加速する。パナソニックや三洋電機と連携
したエネルギーマネジメント事業にも力を入れる。

2010年4月28日

光波は取り付け作業を容易にした発光ダイオード（ＬＥＤ）照明器具「ボードライト９１０」を
完成、７月をめどに発売する。販売価格は４万円程度となる見込み。主にオフィス照明とし
ての採用を目指す。 天井裏にある梁（はり）や下地に直接ビス止めが可能。天井ボード
をはる感覚で取り付けができる。さまざまなオフィスのレイアウトに対応した。ビスは８カ所
で固定する。天井の開口や補強工事などが不要で、導入時の作業負担の軽減につなが
る。 取り外しが容易なため、間仕切りなどの変更時にも移動作業がしやすい。ボードの
サイズは９１０ミリ×２２７ミリメートル。ＬＥＤの設計寿命は４万時間で消費電力は４７ワッ
ト。動作温度はマイナス２０度Ｃ―プラス４０度Ｃ。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
釧路管内の自治体や町内会で、街路灯を発光ダイオード（ＬＥＤ）など環境配慮型照明に
切り替える動きが広がっている。ＬＥＤは二酸化炭素（ＣＯ２）の削減に加え節電効果も高
く、さらなる普及を目指して交換費用の補助に乗り出す自治体も出てきた。 釧路市黒金
町の黒金明昭町内会は町内会で管理する２８カ所の街路灯をＬＥＤ照明に交換した。従来
の水銀灯より消費電力が減り、町内会で負担する電気料は年間１万１千円程度で済む見
通し。北上俊一会長は「極めて有効」と話す。

ＣＯ２削減、節電効果も＊エコ街路灯 管内で拡大＊釧路
市、設置費用助成へ

北海道新聞

2010年4月28日

前橋市役所を省エネ化、ＬＥＤ照明や断熱フィルム。

日本経済新聞
地方経済面

2010年4月29日 減らす。設備の改修によって光熱費の負担を減らすほか、訪れる市民の省エネ意識を高

日経産業新聞

飲食店や家庭で発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を目にする機会が増え始めた。シャープな
ど大手電機メーカーが電球の拡販に知恵を絞る一方、住宅などの照明のあり方を提案し
顧客をつかんでいるのが照明器具メーカーの大光電機だ。その先頭に立つ照明デザイ
ナーの高木英敏さん（４２）は顧客と対話し、現場を巡りながら「美しい住宅のあかり」を追
求している。 「どこ照らしとんねん！」「夜の現場に行かんで何がわかる？」。住宅メー
カーの社員やインテリアコーディネーターを前に、高木さんは関西なまりの熱弁をふるう。
講演回数は年１００回超、多いときには聴衆が１日で３００人に及ぶ。

大光電機照明デザイナー高木英敏さん

前橋市は市役所の省エネ化を進める。１階と２階で消費電力の少ない発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）照明を導入するほか、一部の窓に特殊なフィルムを張り付けることで冷暖房の使用を
める狙いがある。県内の自治体でこうした取り組みは珍しい。

2010年4月30日

三菱化学は照明などに使う白色発光ダイオード（ＬＥＤ）の消費電力を３分の１に減らせる
技術を開発した。素子の基板に、従来の窒化ガリウム薄膜の代わりに結晶を使って発光

白色ＬＥＤ消費電力３分の１、三菱化学、１５年に売上高２００ 日本経済新聞
億円。
夕刊

2010年4月30日 効率を上げた。結晶は２０１２年に発売し、１５年に売上高２００億円を目指す。ＬＥＤは白

光波、厚さ１センチＬＥＤ照明、補強不要、天井に直付け。

2010年4月30日 地震に強いという。特別な補強工事が要らないため設置費用を抑えられる利点もある。７

日経産業新聞

熱電球に比べ消費電力が１０分の１と低いが、これをさらに抑えられれば家庭の電力消費
を減らせ普及に弾みがつく。
タムラ製作所傘下の光波は厚さ約１センチメートルの薄型発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を開
発した。一般的なオフィスの天井と同じ厚さを実現。天井に埋め込んで一体化できるため
月から量産し、省エネ性能や耐震性を売りにオフィスや店舗向けに売り込む。

シグマー電機工業社長鹿瀬賢二氏――蛍光灯形ＬＥＤ、収
益源に

日本経済新聞

ＬＥＤ電球商戦点灯―町の電器店も売り込み、顧客回りで需 日経ＭＪ（流通新
要を開拓。
聞）

ＬＥＤ電球商戦点灯―値下げ競争白熱、商品多様化価格手
探り

日経ＭＪ（流通新
聞）

2010年5月1日

2010年5月3日

2010年5月3日

電子機器製造のシグマー電機工業が、蛍光灯形のＬＥＤ照明を新たな収益源に育てよう
としている。陣頭指揮を執るのは、昨年４月、創業者である父の跡を継いだ４２歳の鹿瀬
賢二社長だ。企業規模は小さいが、長年シャープの下請けとして携帯電話の基板実装な
どを手掛け、コスト競争力を磨いてきた。ＬＥＤ照明でも製品の費用対効果には自信があ
るという。 ――ＬＥＤ照明の市場は競争が激しい。何を売り物にしていくのか。 「昨年、
蛍光灯形の第１号製品として４０ワット形で消費電力が１６ワット、１メートル直下の照度が
３７０ルクスの製品を発売した。小回りのきく強みを生かし、今後も顧客の要望を製品開発
に反映させていく」
地域の電器店も有望商材であるＬＥＤ電球の売り込みに動き出した。シグマ烏山の石田
利夫社長は４～６月に３００個の販売目標を掲げ「顧客との話題に必ずあげろ」と従業員に
発破をかける。 最近は顧客から「長持ちする電球が出ているでしょ」などと問われる機
会が増えた。「消費者がこれほど興味を持つ商材も珍しい。エコポイントで買いやすくなっ
たのも追い風だ」と語る。 地域の優良顧客の自宅を訪問し、家電の買い替えを促すのが
一般的な電器店の販売スタイル。電球の交換は顧客宅に上がり込むチャンスだ。１０年交
換不要をうたうＬＥＤ電球の普及は営業の機会損失につながると見る向きもあるが、石田
社長は意に介さない。
発光ダイオード（ＬＥＤ）電球の商戦が過熱してきた。従来の電球などに比べ消費電力が
小さく、長持ちする特性が広く認知されたうえに、新規参入が相次ぎ低価格化も進行。購
買層のすそ野が広がっている。ただ、メーカーや販売店にとっては有望商材なだけに、需
要に点火するとはいえ急激な値下がりは悩ましい事態。いかに利益を確保しながら売り上
げを伸ばすか、作り手、売り手の模索が始まった。 ４月末、東京・池袋のヤマダ電機ＬＡ
ＢＩ１日本総本店池袋を訪れた、さいたま市在住の５６歳男性は地下１階の売り場でＬＥＤ
電球を購入した。その数は実に２２点、約７万２０００円分。「この機会に家中の電球をかえ
ようと思って」と話す。
地域の電器店も有望商材であるＬＥＤ電球の売り込みに動き出した。シグマ烏山（東京・世

ＬＥＤ電球商戦点灯――町の電器店も売り込み、顧客回りで 日経ＭＪ（流通新
需要を開拓。
聞）

2010年5月3日 田谷）の石田利夫社長は４〜６月に３００個の販売目標を掲げ「顧客との話題に必ずあげ

パナソニック、幅広い電圧対応、ＬＥＤ駆動ＩＣ。

2010年5月3日 る。３〜２０ボルトまでの電圧でＬＥＤを駆動できる。５月末から１個１００円でサンプル出荷

日経産業新聞

ろ」と従業員に発破をかける。
パナソニックは、幅広い電圧で発光ダイオード（ＬＥＤ）を点灯させられる駆動ＩＣ＝写真＝を
開発した。携帯電話の液晶画面のバックライトからランタンまで、様々な用途に利用でき
を始める。
新規参入が相次ぐＬＥＤ電球市場で「台風の目」と目されるのがアイリスオーヤマだ。部品
点数を抑えた独自の製品設計と、中国・大連の自社工場をフル活用した「低コスト・大量生
産」により価格競争力で一歩リード。ホームセンター（ＨＣ）などの販路を通じて一気に高
シェア獲得を狙う。

ＬＥＤ電球商戦点灯――「台風の目」アイリスオーヤマ、低コ
スト量産、ＨＣに販売網。

日経ＭＪ（流通新
聞）

2010年5月3日

岩崎電気、防爆用照明にLED、工場・プラントに提案

日刊工業新聞

2010年5月5日 成、5月に発売する。消費電力は20W。明るさを維持し、従来の防爆用白熱灯の消費電力

岩崎電気は工場や石油プラントなど向けの防爆用照明として、LEDを搭載したタイプを完
200Wと比べ、90%省電力化した。直付、投光器、透視灯の各タイプを用意している。

岩崎電気、工場・プラント向け防爆用照明にＬＥＤ搭載タイプ
日刊工業新聞
を追加

ＯＬＥＤ照明、２０１３年までに家庭に普及へ

朝鮮日報

ＬＥＤ照明、販売代理店を倍増、シャルレライテック、今秋、家
日本経済新聞
庭向け参入。

シーシーエス、集客施設ＬＥＤ参入、百貨店・美術館向け、環
日本経済新聞
境配慮志向に対応

2010年5月5日

岩崎電気は工場や石油プラントなど向けの防爆用照明として、発光ダイオード（ＬＥＤ）を
搭載したタイプを完成、５月に発売する。従来、防爆用途では光源にセラミックメタルハライ
ド灯や水銀灯、白熱灯などを中心に利用してきた。省エネルギー性が高く、省スペース化
にも役立つＬＥＤ照明への切り替えを提案していく。照明器具タイプの消費電力は２０ワッ
ト。明るさを維持し、従来の防爆用白熱灯の消費電力２００ワットと比べ、消費電力を約９
０％省電力化した。

2010年5月6日

知識経済部は５日、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）照明の開発・普及計画を発表した。そ
れによると、当面は２０１３年までに一般家庭に普及させることを目標としている。
これ
までの発光ダイオード（ＬＥＤ）照明とは異なり、ＯＬＥＤは導光板（明るさを一定レベルに調
節する装置）や放熱板（発生する熱を外部に放出する装置）が必要なく、さまざまな形にす
ることが可能な高付加価値照明器具だ。水銀や鉛などの重金属を使う必要もなく、非常に
薄く（２－３ミリ）することもできる。

2010年5月7日

発光ダイオード（ＬＥＤ）照明販売のシャルレライテック（横浜市、馬場博明社長）はＬＥＤ
照明の販売代理店を２０１０年度末までに現在の２倍に増やす。企業や地方自治体など
業務用の販路を拡大し、今秋には家庭向け市場にも参入する。消費電力が少ないとして
市場拡大が見込めることに対応。１０年度に売上高２０億円を目指す。 同社は台湾企業
で委託生産したＬＥＤ照明を販売している。自治体の防犯灯用や企業のオフィス用、小売
店舗用など業務向けＬＥＤ照明の販売代理店を現在の約１０社から１０年度末に２０社程
度に増やす。

2010年5月7日

ＬＥＤメーカーのシーシーエスは集客施設向けのＬＥＤ事業に本格参入する。独自開発し
た自然光に近いＬＥＤの新製品の発売や開発を加速する。環境配慮志向の高まりを背景
とした、百貨店や美術館などでのＬＥＤへの切り替え需要を取り込む狙い。同社は半導体
などの製造ラインに組み込む検査用ＬＥＤを、国内シェア約６割を占める主力製品としてい
た。 このほど、美術館や博物館向けの主力製品として「薄型ライン照明シリーズ」を発売。
自然光に近いＬＥＤは、展示品や商品の色合いを忠実に再現するのに適しているという。
３年間で１万台の販売を見込む。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
大阪府は、ＬＥＤ（発光ダイオード）を使用した道路照明灯を積極的に導入するため、２０
０９年度に創設した「大阪府ＬＥＤ道路照明技術評価制度」の認定製品を募集している。応
募は６月３０日まで、都市整備部交通道路室道路環境課で持参により受け付ける。面接
や試験設置などを経て、１０月ごろに審査結果を公表する予定だ。 参加資格は、日本国
内に本店登記するメーカーなど。 募集する製品は、自社で開発設計し、道路照明灯とし
て性能や経済性、維持管理性、環境負荷削減に関して優れているもの。定格消費電力を
１６０Ｗ未満に設定し、二酸化炭素排出量削減に寄与する商品であることが条件だ。

ＬＥＤ道路照明技術評価／６月３０日まで募集／大阪府

建設通信新聞

2010年5月7日

出光、ＬＥＤ照明部材、曲げても全面発光、透過率高い樹脂
製。

日経産業新聞

2010年5月7日 が高く、光沢感が出やすいのが特長。公共空間の円柱などに取り付ける面状のＬＥＤ照明

出光興産は折り曲げられる発光ダイオード（ＬＥＤ）用の樹脂製部材を開発した。曲げた状
態でも光を面全体に発することができるほか、現在主流の照明用部材に比べ光の透過率
や広告のバックライトの用途を見込み、２年後の実用化をめざす。

ＬＥＤの活用自治体活発に――歩道の誘導ブロック、防犯灯
日本経済新聞
に導入

2010年5月8日

長野県内の自治体が発光ダイオード（ＬＥＤ）の活用を加速している。諏訪市は２０１０年
度、玄関口のＪＲ上諏訪駅から諏訪湖までの歩道にＬＥＤ内蔵の誘導ブロックを敷き、飯田
市は地元企業と組んで防犯灯をＬＥＤ型に切り替える。長寿命で省電力、二酸化炭素（ＣＯ
２）の排出量削減につながる照明で環境配慮をアピールしつつ、観光客の誘致拡大に向
け話題づくりも狙っている。 東京・新宿と長野県を結ぶ特急「あずさ」の全列車が停車す
るＪＲ上諏訪駅。県内最大の湖、諏訪湖をすぐ近くに望み、湖畔の温泉街などを目的に毎
年多くの観光客がやってくる。しかし改札口は湖の反対側で、「湖までの道順が分かりづら
い」とかねてより不満の声が出ていた。
斑鳩町・法隆寺の東院伽藍にある夢殿で、本尊の秘仏・救世観音立像の特別公開が行
われている。今回初めてＬＥＤ照明器具を取り付けており、美しく浮かび上がった像を拝観
できる。クスノキの一木造りで高さ１・７９メートル。法隆寺を創建した聖徳太子の等身像と
され、明治時代まで白布に包まれていた。現在は春と秋に公開されている。仏像の傷みに
影響する熱や紫外線を出さないＬＥＤは、すでに金堂と大講堂に導入されている。夢殿で
は、厨子内の左右と、両脇にある行信僧都や道詮律師の坐像の厨子上部に設置。これま
で暗くて見えにくかった救世観音立像の神秘的な顔立ちや、透かし彫りの宝冠、金箔で輝
く様子などが金網越しでもよくわかる。

救世観音立像 美しく浮かぶ ＬＥＤ照明で

大阪読売新聞

2010年5月8日

上新電機、ＬＥＤ販促狙い、白熱電球下取り。

日本経済新聞
地方経済面

2010年5月8日 以上のＬＥＤ電球１個の購入につき、不要になった白熱電球１個を引き取って２００円値引

ＬＥＤの活用自治体活発に――歩道の誘導ブロック、防犯灯 日本経済新聞
に導入（信州リポート）
地方経済面

ＬＥＤ照明、東芝が一貫生産、素子内製化、コスト競争力

日本経済新聞

上新電機は８日、発光ダイオード（ＬＥＤ）電球の買い替えキャンペーンを始める。２０００円
く。家電販売の約１７０店で数カ月続ける。

2010年5月8日

長野県内の自治体が発光ダイオード（ＬＥＤ）の活用を加速している。諏訪市は２０１０年
度、玄関口のＪＲ上諏訪駅から諏訪湖までの歩道にＬＥＤ内蔵の誘導ブロックを敷き、飯田
市は地元企業と組んで防犯灯をＬＥＤ型に切り替える。長寿命で省電力、二酸化炭素（ＣＯ
２）の排出量削減につながる照明で環境配慮をアピールしつつ、観光客の誘致拡大に向
け話題づくりも狙っている。

2010年5月10日

東芝は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の基幹部品である素子の自社生産に乗り出す。北九
州市の半導体工場で約１００億円を投資し、２０１１年初めにも量産を開始。今年度からＬ
ＥＤ照明で中国など新興国市場に進出する計画で、内製化でコスト競争力を高める。日本
勢でいち早く素子から器具まで一貫生産する体制を整え、フィリップスなど海外勢に対抗
する。 北九州工場でラインを改造し、ＬＥＤ素子を生産する。材料には直径４インチのサ
ファイア基板を採用、蛍光体を組み合わせて白色ＬＥＤにする。まず自社のＬＥＤ照明に使
うほか、外販も検討する。
４営業日ぶりに反発。朝方は前週末比10円高の531円まで上昇した。前週末まで３日続落
した反動で買いが優勢になった。 ７日に2011年３月期の連結最終損益（米国会計基準）
が700億円の黒字（前期は197億円の赤字）で黒字に転換する見通しだと発表した。東芝
は、メモリーを中心に半導体事業や原子力発電など社会インフラ事業の収益増を見込む。
野村証券の山崎雅也シニアリサーチオフィサーは７日付のリポートで、ＮＡＮＤ型フラッシュ
メモリー事業については「寡占化と微細化の進展で収益性改善が進んでいる」などと評価
したものの、11年３月期予想については「意外感はない」と冷静な見方を示した。

東芝は反発 今期最終損益は700億円の黒字予想

日経速報ニュース

2010年5月10日

遠藤照明、ＬＥＤ好調で最終黒字

日本経済新聞

2010年5月10日 に推移し増収増益へ。佐野事業所に７億円を投じてＬＥＤの生産設備を新設。１１年初め

１０年３月期はＬＥＤの販売が下期から急拡大。従来予想より減収幅が縮小。デリバティブ
評価差益の発生もあり最終黒字予想に転換。１１年３月期はＬＥＤの需要が引き続き好調
から本格稼働する。

今後は、効率的な照明機器導入が６４・８％ ２１年度中小白
石油通信
書、投資による省エネ取組

ＬＥＤで演出 夜バラ観賞

中国新聞

中小企業庁の２１年度中小白書によると、中小企業の投資による省エネの取組は（１）高
効率な照明機器の導入（ＬＥＤ等）９・７％（２）照明制御装置の導入（人感センサー等）７・
５％（３）空調機器制御装置の導入（インバーター等）７・４％（４）設備機器の台数制御を実

2010年5月10日 施４・２％（５）高効率空調機器の導入（ビル用マルチエアコン等）３・６％（６）高効率な熱源
機器の導入（高効率ボイラー等）２・９％（７）太陽光発電の導入１・９％（８）高効率なエネ
ルギー供給システムの導入（コージェネレーション等）０・９％となっている。

2010年5月10日

香木の森公園（島根県邑南町矢上）のバラ温室で７日夜、夜の観賞会が始まった。ルイ
ス・キャロルの児童文学「不思議の国のアリス」をテーマに、温室内の紅白のバラをＬＥＤ
照明で照らし、幻想的なムードを演出している。 花が高温でしおれない夜間に見てもら
おうと、昨年始めた企画。今回は町の招きで、大阪の「御堂筋イルミネーション」を手掛け
た照明デザイナー長町志穂さんが担当。２０台の投光機を使い、紅白のバラを「アリス」に
登場する白の女王、赤の女王に見立てて浮かび上がらせるなどした。

2010年5月11日

米アップルの携帯音楽プレーヤー「ｉＰｏｄ」、多機能携帯電話「ｉＰｈｏｎｅ」向けのスピー
カー。天井部には明るさを２１段階で調整できる発光ダイオード（ＬＥＤ）がついており、枕
元などでの照明としても利用できる。起床時間の３０分前から徐々に照明を明るくして自然
な目覚めを促す「目覚ましタイマー」、設定時間に向けて徐々に暗くなる「スリープタイ
マー」といった機能もつけた。充電器やラジオとしても使える。 《オープンだが店頭想定は
２万円前後。販売中》
ソウル＝尾島島雄】韓国のサムスングループは１１日、リチウムイオン電池や発光ダイ
オード（ＬＥＤ）など成長５分野の設備投資や研究開発で２０２０年までに２３兆３０００億
ウォン（約１兆９０００億円）を投じる計画を発表した。２０年に新分野で５０兆ウォンの売上
高を目指す。いずれの分野も日本メーカーが成長を見込んでおり、競合が激しくなるのは
確実だ。

ＬＥＤで明るさ２１段階――ティアック

日本経済新聞

サムスン、電池など１．９兆円投資、１０年間で成長５分野
に。

日本経済新聞
夕刊

2010年5月11日

堀場製、今期純利益５８％増。

日本経済新聞
朝刊

2010年5月11日 そうだと発表した。従来見通しを１８億円上回る。半導体や発光ダイオード（ＬＥＤ）製造装

ＬＥＤ照明、業務用に光、トップランス、水銀灯の代替品、テク
日本経済新聞
ノス、自然な色を演出

ＬＥＤ照明、業務用に光――家庭用は大手の独壇場、消費者
日本経済新聞
に浸透、市場、急速に広がる

堀場製作所は１０日、２０１０年１２月期の連結純利益が前期比５８％増の５０億円になり
置向けの機器の需要が拡大しているため。経費削減も寄与する。

2010年5月12日

中小メーカーがＬＥＤ照明で業務用の市場を開拓している。物流拠点に取り付ける水銀
灯の代替品や、色を正確に判別できる印刷工場向けの照明などを開発。家庭用のＬＥＤ
照明は家電大手の相次ぐ参入で価格競争が激化し、中小の販売力では太刀打ちできなく
なった。特徴のある技術ですき間の市場を掘り起こし、活路を開く。 ＬＥＤ照明開発のトッ
プランスは水銀灯の代わりに使う製品を開発した。水銀灯は物流拠点や工場の資材置き
場を高所から照らすため、４００ワット程度の高出力が必要で、通常の照明より熱が発生し
やすい。新製品は形状の工夫で熱を放出しやすくし、熱に弱いＬＥＤチップを保護する。防
水性も高め屋外に設置可能にした。

2010年5月12日

富士経済（東京・中央）によるとＬＥＤ照明の国内市場は２０１５年に０９年の４倍強の約１
３４２億円に拡大する見通し。けん引役は従来の蛍光灯や白熱電球を置き換える家庭向
けだが、現在の家庭向け市場は大手メーカーの独壇場だ。 ただ大手が家庭向けで広告
宣伝を強化したことで、ＬＥＤの認知度が急上昇したのも事実。中小が家庭向け市場の開
拓を進めていた２～３年前は、ＬＥＤのメリットを理解してもらうのが大変だった。今では営
業の現場で電気代の削減や空調の効率化といったメリットを訴えやすくなったという。コス
ト面の効果に企業は敏感だ。
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4. 新 聞
題目

新聞名

ＬＥＤ照明、業務用に光、得意の技術ですき間市場開拓―― 日本経済新聞
トップランス、テクノス。
朝刊

ＩＤＥＣ、ＬＥＤで攻勢、「オーダー照明」展開、ビルや店舗内こ
日経産業新聞
まめに調整。

発行年月日

概要

2010年5月12日

トップランス 水銀灯の代替品
テクノス 自然な色を演出
中小メーカーが発光ダイオード（ＬＥＤ）照明で業務用の市場を開拓している。物流拠点
に取り付ける水銀灯の代替品や、色を正確に判別できる印刷工場向けの照明などを開
発。家庭用のＬＥＤ照明は家電大手の相次ぐ参入で価格競争が激化し、中小の販売力で
は太刀打ちできなくなった。特徴のある技術ですき間の市場を掘り起こし、活路を開く。

2010年5月13日

制御機器大手のＩＤＥＣが発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を成長の柱と位置付け、事業拡大に
本腰を入れ始めた。建物や空間に合った明るさや配光、サイズなどを調整できる「オー
ダー照明」を武器に、大手メーカーとは違う独自路線で攻勢をかける。主力の制御用ス
イッチの不振などで業績低迷に苦しんだＩＤＥＣだが、ＬＥＤなど新事業をテコに巻き返しを
図る。 「ＬＥＤは今後、化ける可能性がある」。１２日に２０１２年度までの中期経営計画を
発表した席上、船木俊之会長兼社長はＬＥＤ事業の成長に並々ならぬ期待を示した。
次世代光源として注目を集める有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）照明。製造技術に課
題は残るが、県内でサンプルパネルの出荷が始まり実用化へ一歩近づいた。一方で有機
ＥＬはまだ「未来の話」というイメージが強い。生活に結び付けるには用途提案を含めたデ
ザイン力が鍵を握ってくる。 「まったく新しい素材。電球や蛍光管の代替えという考えを
打ち破ることがスタートになる」。住宅や大型施設の設計監理を手掛ける秋葉アトリエ（山
形市）代表の秋葉圭史さん（４２）は、自らがデザインを手掛けた有機ＥＬ照明「Ｆｌｏａｔｉｎｇ
（浮遊）」を指しながら語った。

デザインの力～県内ものづくりの現場から（６・完） 有機ＥＬ
照明 秋葉圭史さん

山形新聞

2010年5月13日

ＬＥＤ、電球の過半に、４月販売額、単価下落進む。

日本経済新聞
朝刊

2010年5月13日 （東京・中野）によると、４月のＬＥＤ電球の構成比は約５６％と３月から７ポイント上昇した。

化学工業日報

2010年5月14日

産学連携の半導体ベンチャー、ナイトライド・セミコンダクターは東芝子会社の東芝マテリ
アルと共同で、次世代の白色ＬＥＤを開発した。同社が得意とする紫外線ＬＥＤを利用し、
従来の“疑似白色”とは違う自然な色合いを出せるのが特徴。携帯電話、テレビ、照明な
ど幅広い用途をにらみ、量産化への準備を進める。 両社が共同開発に成功した新方式
は、ナイトライド社が製造するＬＥＤチップが発する目に見えない紫外線を、特殊な蛍光体
を通すことで、可視光線のレベルの波長に活性化し、白く光らせるもの。色の調整がない
ため、自然に近い白色が出せる。現在の白色ＬＥＤは色合いの自然さを示す数値が８０以
下だが、新方式なら９５以上に達するという。

2010年5月14日

パナソニック電工の社長に６月１８日付で就任する長栄周作副社長は１３日、発光ダイ
オード（ＬＥＤ）照明事業の海外展開を急ぐため、東南アジアで器具メーカーのＭ＆Ａ（合
併・買収）を検討する方針を明らかにした。中国では中間所得層向けのボリュームゾーン
（普及価格帯）商品を投入。海外売上高比率を２０１８年度に４０％（０９年度は１６％）まで
高める。 同社は１５年度にＬＥＤ照明事業の売上高を１０００億円（０９年度は１２４億円）
に増やす計画。「東南アジアは（照明器具を組み立てる）生産設備が足りず、市場開拓を
急ぐには現地企業との資本提携やＭ＆Ａを考える必要がある」と語った。
ＪＦＥエンジニアリングは近く、蛍光灯と比べて消費電力の少ない発光ダイオード（ＬＥＤ）
照明事業に参入する。台湾の新世紀光電（ＧＰＩ）と提携し、従来の半額に抑えた蛍光灯タ
イプの照明を企業や自治体向けに販売する。空調や発電など他の省エネルギー技術と組
み合わせ、工場やオフィスによる環境負荷の低減につなげる。 価格は４０ワットの蛍光
灯型が１本８０００円程度とし、工事費は２０本取り付ける場合で同約１０００円。６０ワット
の電球型は市場価格を下回る１個２０００円以下とする。２０１０年度は蛍光灯タイプと電
球タイプをそれぞれ１５万本販売し、合計１５億円の売り上げを見込む。１４年度は合計５０
億円に引き上げる計画だ。

東芝機械、高輝度ＬＥＤパッケージ用金型・鏡面切削技術を
確立

パナ電工、ＬＥＤ照明器具、東南アで買収も、中国では普及
価格帯に注力。

日本経済新聞

全国の家電量販店で電球全体の販売額に占める発光ダイオード（ＬＥＤ）電球の割合が４
月、初めて過半に達した。約４千店の家電量販の販売データを集めているＧｆＫジャパン
昨年４月に６５％だった電球形蛍光灯は２８％まで低下し、省エネ性能を強みにＬＥＤが電
球の主役になりつつある。

蛍光灯型ＬＥＤ照明、ＪＦＥエンジが参入、台湾社と提携、従
来の半額

日本経済新聞

2010年5月14日

ＬＥＤ照明、発熱２０％減、浅利電機、事業所向けに発売。

日本経済新聞
地方経済面

2010年5月14日 で、熱くならない分、ＬＥＤが長持ちするという。電子部品商社の中外（名古屋市）を通じ、

電子機器製造の浅利電機（岡山市、渡辺信二社長）は独自開発した発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）照明の全国販売を始めた。特殊な塗料を外装部品に塗ることで熱を逃がすのが特徴
主に事業所向けに売り込む。初年度５０００万円の売り上げを見込む。

シャープは液晶パネルのバックライトに使う発光ダイオード（ＬＥＤ）の素子を内製化する
と発表した。約１５０億円を投じて福山工場（広島県福山市）などに設備を導入し、年内に
量産を始める。ＬＥＤ素子を自社生産することにより液晶パネルの一貫生産体制を築くこと
にした。 新たに生産するのは青色ＬＥＤ素子。黄や緑の蛍光体と組み合わせて白色ＬＥ
Ｄをつくる。白色ＬＥＤは省エネや薄型化につながるため、液晶テレビのバックライトとして
採用が進んでいる。

シャープ、ＬＥＤ素子内製化、液晶向けに年内量産、１５０億
円投資

日経産業新聞

2010年5月17日

ＪＦＥエンジ、ＬＥＤ照明、半額に、台湾社と提携。

日経産業新聞

2010年5月17日 の照明を主に企業や自治体向けに販売する。空調や発電など他の省エネルギー技術と

ＪＦＥエンジニアリングは、蛍光灯と比べて消費電力の少ない発光ダイオード（ＬＥＤ）照明
事業に参入した。台湾の新世紀光電（ＧＰＩ）と提携し、従来の半額に抑えた蛍光灯タイプ
組み合わせ、工場やオフィスによる環境負荷の低減につなげる。

トクヤマ、樹脂に混ぜる新粉末、放熱性２倍超。

日経産業新聞

トクヤマは樹脂に混ぜると放熱性が高まる窒化アルミニウム粉末を開発した。電子部品の
樹脂製回路基板や放熱シートに使えば、放熱性は一般的な樹脂の２〜１０倍以上になる

2010年5月17日 という。熱による劣化を抑えることで発光ダイオード（ＬＥＤ）照明などの長寿命化につなが
る。自動車ライトや街灯などでの利用を見込み樹脂メーカーに売り込む。

環境省とロハスクラブが共催する「第５回ロハスデザイン大賞２０１０新宿御苑展」が１３～
１６日までの４日間、東京都新宿区の新宿御苑で開かれた。６月５日の環境の日を前に行
われたもので、イベント会場には、太陽光発電を設置したオール電化住宅に、ＬＥＤ照明や
複層窓などの省エネ製品を組み合わせたエコハウス「チャレンジ２５ハウス」が展示され、
２５％削減目標に向けた具体的な生活スタイルを提案した。 環境省では、２０２０年までに
９０年比で２５％温室効果ガスを削減するという国の中期目標に向けた国民運動として
「チャレンジ２５キャンペーン」を展開しており、エコハウスもこの活動の一環として展示し
た。

２５％削減の生活提案 新宿でエコハウス展示／環境省

電気新聞

2010年5月18日

大阪府、道路照明灯LED化推進

日刊工業新聞

2010年5月18日 「ベンチャー新技術活用照明灯LED化事業」で府内中小ベンチャー企業のLED約100灯を

大阪府は府内へのLED道路照明灯設置を推進する。LED道路照明技術評価制度で認定
した全国の大手、中小企業のLED道路照明灯を国道308号線の府内区間に設置。さらに
認定、設置する。こうした取組により道路照明灯のLED化を進めるとともに関連企業の技
術力向上やLED市場の拡大を目指す。
パナソニック電工は、シャンデリアなど住宅用の高級照明器具７製品を５月２１日に発売
すると発表した。内訳は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明器具６製品と蛍光灯タイプ１製品。価
格は７万円台から７１万円台で、同社の照明器具のなかでも最高級クラスとなる。国内の
富裕層の需要を見込む。７製品合計で年間１５００台程度の販売を目指す。最も高価なＬ
ＥＤシャンデリアは７１万４０００円。多数の泡を含んだ透明な筒をＬＥＤが内側から照らし、
泡に光が反射して見える。
【長岡】電気設備工事を手がける第四電設（新潟県長岡市、斉藤隆社長）は、発光ダイ
オード（ＬＥＤ）電球に参入する。電気を光に変える発光効率の高いＬＥＤ電球を開発、月内
に発売する。電源部分を中国で製造するなどでコストを抑える。地元の事業所向けに売り
込むほか、天井のダウンライト用として大手照明器具メーカーと組み、全国販売も計画す
る。

パナ電工、高級照明器具、住宅用７製品

日経産業新聞

2010年5月19日

ＬＥＤ電球、寿命、３万時間以上に、第四電設、放熱板を工
夫。

日経産業新聞

2010年5月19日

照明器具工業会が新成長戦略、SSLの普及促進

電波新聞

2010年5月19日 比20%削減を目標にＳＳＬの飛躍的普及に取り組む。この戦略は、日本照明器具工業会が

国内の照明器具業界では、LEDや有機ELなど次世代半導体照明（ＳＳＬ）の普及拡大など
を中心とした新成長戦略を打ち出している。20年に照明器具の推定CO2排出量を1990年
まとめ、ポジションペーパー（立場表明書）として宣言。
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4. 新 聞
題目

星和電機、ＬＥＤチップなどの生産能力増強－モジュールに
重点

京都駅前ビルにＬＥＤ照明導入、ローム、電力消費３割減

岩泉の龍泉洞が照明普及賞受賞 ＬＥＤで省エネ

新聞名

日刊工業新聞

日経産業新聞

岩手日報

発行年月日

概要

2010年5月20日

星和電機は２０１０年度、３０億円を投じて発光ダイオード（ＬＥＤ）チップや照明器具の生
産能力を増強する。５月末に京都府城陽市の本社工場敷地に新棟を着工。既存棟には
チップ生産能力倍増を狙いＭＯＣＶＤ（有機金属気相成長法）装置を導入する。１１年初頭
の稼働を予定。道路用・産業用ＬＥＤ照明市場の成長を背景に、照明モジュールを中心と
したＬＥＤ事業の拡大を目指す。 新棟には照明モジュールの組み立てなどを移管し、既
存棟にランプとチップの生産を集約する。照明のＬＥＤ化進展で器具の需給はひっ迫して
おり、工場が手狭になっていた。これによりモジュールの生産効率を上げて競争力を高め
る。

2010年5月20日

ロームは１９日、京都駅前の自社ビルを大規模改修し、使用を始めたと発表した。室内の
照明器具をすべて自社製のＬＥＤ照明にするなど環境に配慮し、年間の電力消費量を改
修前より約３０％減らした。 「ローム京都駅前ビル」は地上９階、地下２階建てで、延べ床
面積は約９５００平方メートル。１０年前に取得した。築３０年で、このほど２１億円かけて躯
体以外を全面的に改修。耐震補強したほか、設備機器も改修した。 室内にある３７５７個
の照明はすべて自社製のＬＥＤ照明を採用。人感センサーを設置するなどして電力消費を
抑えた。外壁を二重ガラスにして空調の効率を高めたほか、屋上緑化も採用した。開発部
門や営業部門の約５００人が入居する。

2010年5月20日

国の天然記念物に指定されている岩泉町岩泉の龍泉洞は、社団法人照明学会の全国表
彰「２００９年照明普及賞」を県内で唯一受賞した。 洞内をＬＥＤでライトアップし、省エネ化
に努めた点などが評価された。 同賞は、昨年１年間に完成した施設が対象。設備の照明
技法などを審査し、今回は全国の７９施設が選ばれた。 龍泉洞は、昨年８月からＬＥＤに
よるライトアップを実施。洞内の月宮殿と第１地底湖展望台にＬＥＤを２４基設置している。
ＬＥＤ化で従来の白熱灯から消費電力と二酸化炭素排出量を８０％削減。紫外線や熱線も
ほとんど発生しないなど洞内の環境に配慮した。表彰式は２１日、都内で開かれる。
光波は２０１２年度に売上高１３０億円、営業利益５億円を目標とする３カ年の中期経営
計画をまとめた。ＬＥＤを使った光ビジネスでグローバル展開を進め、ナンバーワン、オン
リーワンの製品展開を加速する。今後、市場拡大が期待されるＬＥＤ照明などに力を注
ぎ、現在売り上げの３割程度を占めるＬＥＤ応用製品を３年間で４倍強の事業に引き上げ、
主力ビジネスに成長させる。 光波は０８年５月にタムラ製作所と資本・業務提携しており、
タムラグループに加わって初めての中計となる。

光波、新中計でＬＥＤ関連を世界展開、１２年度売上高１３０
億円

化学工業日報

2010年5月20日

ローム自社ビル改修、ＬＥＤで電力３割減、京都駅前、ライト
アップも。

日本経済新聞
地方経済面

2010年5月20日 具をすべて自社製の発光ダイオード（ＬＥＤ）にして、電力消費量を改修前より約３０％減ら

宮地電機、きょうから７会場でＬＥＤ照明セミナー

日刊工業新聞

2010年5月21日 みはホームページ（ｗｗｗ．ｍｉｙａｊｉｄｅｎｋｉ．ｃｏｍ／ｓｈｉｓｅｔｓｕ／ｌｅｄ．ｈｔｍｌ）で。開催日と会

ロームは１９日、京都駅前の自社ビルを大規模改修し、使用を始めたと発表した。照明器
した。京都駅から見える外壁部分ではＬＥＤ照明を使ってライトアップをするという。
宮地電機（高知市、宮地貴嗣社長、０８８・８７１・１１１１）は２１日から四国の７会場でＬＥＤ
照明セミナーを開く。ＬＥＤ照明の利点などを分かりやすく説明する。参加は無料。申し込
場は次の通り。

値下がり進むＬＥＤ照明（上）中小メーカー参入で乱戦―蛍光
日本経済新聞
灯型、１年で半値

ミラノサローネ２０１０、パナソニック電工の「全体快適システ
ム」

ＬＥＤ照明、東芝、新興国で販売、中ロ・メキシコなどに拠点

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍｅｄｉ
ａ 誠

日本経済新聞

値下がり進むＬＥＤ照明（下）安全・性能規格これから――国
日本経済新聞
際競争力左右も。

大光電機社長前芝辰二氏――ＬＥＤ照明好調実感

日本経済新聞

「ニューディール基金」／市民病院照明ＬＥＤ化／八戸市が活
東奥日報
用５事業発表

掃除がラクな家建設ルポ－清掃性の良い照明は？－第３回

日経ホームビル
ダー

2010年5月21日

発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の値下がりが進み、市場が急拡大している。家庭用のＬＥＤ
電球だけでなく、省エネ法改正を背景にオフィスや店舗での採用も広がってきた。中小メー
カーの新規参入が相次ぎ、海外製品の流入も増え、蛍光灯型ＬＥＤランプは１年前のほぼ
半値となった。一方、市場急拡大に伴い、安全・性能基準の確立など課題も浮上してい
る。 東京都内で４月に開催された次世代照明技術展「ライティングジャパン」。会場はＬＥ
Ｄ関連製品を売り込む企業のブースで埋まった。蛍光灯型ＬＥＤランプを中心に展示した
東神電気（大阪市）は「販売初年度の昨年１年間で１億円を超えた。今年は約４億円を目
指す」と意気込む。

2010年5月21日

黒をベースにした空間に、ナチュラルブラウンのスリットが立ち並ぶ。照明やトイレやキッ
チン。一体ここは何を見せているのだろうか、と足を止める人も多かったに違いない。実は
ここ、パナソニック電工の展示会場「（ｓｔａｎｄａｒｄ）３（スタンダード３乗）－ｓｍａｒｔ」。ミラノサ
ローネではすっかり展示の常連となったパナソニック電工だが、今年は「モノを見せるので
はなく、次世代のシステムを見せる」と新しい試みに挑んだ。テーマは「全体快適」。専業
制の強い欧州の企業と違い、パナソニック電工のように住宅建材、家具や住宅設備、制御
システム、電材と、１つのメーカーが幅広く商品や技術を持てることは世界的にも珍しい。

2010年5月22日

東芝は２０１０年度中に、中国やロシアなど新興国でＬＥＤ照明の販売に乗り出す。新興
国でも省エネ照明の需要が伸びていることに対応する。新興国への本格進出は国内の照
明大手で初めて。ＬＥＤ照明は業界勢力図が固まっていない。東芝はすでに販売している
欧米に加え新興国市場の開拓でも先行、オランダのフィリップスや独オスラムなど海外大
手を追い上げる。１５年度にはＬＥＤ照明の海外売上高比率を３割以上に引き上げる。
東芝はまず、中国やロシアのほか、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）ドバイ、メキシコなど６カ国・
地域に販売拠点を設ける。

2010年5月22日

約９千本に及ぶ庁舎内の蛍光灯を２月から発光ダイオード（ＬＥＤ）に切り替えている札幌
市。交換作業の後、複数の職員が体調不良を訴えた。定電流回路が付いていない一部製
品で、細かな点滅が起きていたのが原因だった。同市庁舎管理課の南野伸一課長は「場
所や業務内容に合わせて選ぶなどの慎重さが必要と痛感した」と話す。 宮城県涌谷町
では、５つの商店街で街路灯をＬＥＤ電球に切り替えたところ、周辺から「テレビやＦＭラジ
オにノイズが入る」との苦情が寄せられた。発生した磁力で受信障害が起きたもようだ。業
者は対策機能の付いた製品に取り換えた。

2010年5月22日

「需要拡大を実感できる段階になった」。照明器具メーカー、大光電機（大阪市）の前芝辰
二社長は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明器具の好調ぶりをこう表現する。製品の性能アップ
や価格の引き下げもあり、「顧客の衣料品店や飲食店などが迷わずＬＥＤを選ぶように
なった」。２０１１年３月期のＬＥＤ照明器具の販売量は前期の４倍前後の約７０万台を見込
む。中小の照明器具メーカーでつくる全国照明器具協同組合連合会（東京・千代田）の会
長も務め、「照明業界はＬＥＤのおかげで向こう３～５年は安定期」と語る。もっとも、収益
の柱にするにはより一層の普及が欠かせない。自身も月の半分以上は顧客を訪問。社長
が先頭に立ち需要を掘り起こす。

2010年5月22日

八戸市は２１日、国の補助金を基に造成した市グリーンニューディール基金を活用し、２
０１０年度から２年間で取り組む事業を発表した。八戸市民病院の院内や駐車場の照明を
発光ダイオード（ＬＥＤ）化するなど５事業に取り組む。 同基金は総額５８５４万円で、特
例市の同市が３月、国の地球環境保全対策費補助金を受けて造成。同市が策定した地
球温暖化防止の実行計画に基づき、低炭素社会実現へ向けた事業資金として基金を取り
崩す。

2010年5月22日

プロジェクトのリーダーは“掃除のプロ”であるクリーンプロデューサーの植木照夫さん。
今回は照明機器の検討で、パナソニック電工を訪ねた。 同社の担当者は当初、植木さ
んの話を聞いて少し戸惑った表情を見せた。「清掃性をアピールポイントのメーンに掲げた
商品は必ずしも多くない」と担当者自身が考えていたからだ。 しかし植木さんは、「清掃
性を強くアピールしていなくても、有効な製品もあるんです」と説明。その指摘や要望を踏
まえて照明計画案をまとめたのは、インテリア照明事業部東部ＩＬＣの増田幸恵さんと太田
明子さんだ。
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4. 新 聞
題目

ＬＥＤ照明の展示会 広島

新聞名

中国新聞

トーキン、越前和紙インテリア発信、照明やパネル、ネット販 日本経済新聞
売。
地方経済面

ＬＥＤ光源の住宅用装飾照明器具、シャンデリアなど高級感
演出、「リュクスモンド」など、パナソニック電工

緑色ＬＥＤ、発光効率１００％実現へ、京大、照明・表示装置
に応用。

ソディック、ＬＥＤ照明事業に参入－クリアーを子会社化

週刊住宅新聞

日本経済新聞

日刊工業新聞

発行年月日
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概要
最新の発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を紹介する展示会が２４～２６日、広島市中区袋町の
市まちづくり市民交流プラザである。市内の照明器具販売業者などが小売店や飲食店向
けに企画し、無料。 国内の照明メーカーや販売業者など１５社がＬＥＤのスポットライトや
間接照明を展示し、施工例も交えて紹介。省エネ効果についても説明する。 出展業者な
どでつくる「ＬＥＤ照明器具で明るい未来を創出する会」の主催。事務局を務める照明器具
販売のスクラムエイト（中区）は「環境対策としてＬＥＤ照明への関心は高い。導入の後押し
をしたい」としている。
和紙加工を手がけるトーキン（福井県鯖江市、内田長信社長）は、越前和紙を使った製品

2010年5月22日 の県外への販売を強化する。ウェブサイトを通じ、照明器具などを販売。首都圏などの需
要を取り込む狙い。初年度は１００万円の売り上げを見込む。

2010年5月24日

パナソニック電工は、ＬＥＤ光源の省エネタイプシャンデリアなど、住宅用装飾照明器具２
シリーズ７品番を２１日に発売した。 高級感を演出するあかりコレクション「ＬＵＸＥＭＯＮ
ＤＥ（リュクスモンド）」と、モダンシャンデリアの「Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ（コンポジション）」の２シリー
ズ。 リュクスモンドシリーズの新製品の光源はすべてＬＥＤで、きらめきのある光と高級
感のある素材を使用して上質空間をコーディネートする。コンポジションシリーズは３品番
のうち、２品番がＬＥＤ光源で、ＬＥＤのきらめき感とコンパクトさを生かした先進的なデザイ
ンを提案する。残りの１品番はスパイラルバック蛍光灯を使用する厚さ７８ミリの超薄型
シャンデリアとなっている。

2010年5月24日

京都大学の野田進教授と北川均研究員らは、緑色光なら発光効率が１００％を実現でき
る（ＬＥＤを開発した。光を反射する性質を持つ構造物「フォトニック結晶」でＬＥＤを試作し
て、理論通りの値がでることを確かめた。民間企業と協力して照明やディスプレー向けに
実用化を目指す。 フォトニック結晶は一定の模様で表面を加工した構造物で、光をすべて
反射したり一部の光をとじ込めたりする機能がある。光を高効率で取り出せるため、ＬＥＤ
への応用などが期待される。野田教授らはガリウムやインジウム、窒素からなる素材「ガリ
ウムナイトライド」などの基板に小さな穴をあけ、電極などを付けてＬＥＤを試作した。

2010年5月24日

ソディックは発光ダイオード（ＬＥＤ）照明事業に参入する。ＬＥＤ照明の開発・製造を手が
けるクリアー（東京都中央区、宮本和則社長）に５５％出資し、子会社化した。出資額は７２
００万円。子会社化に伴い、クリアーは社名をクリアーソディックに変更した。 ソディックは
放電加工機を中心に工作機械から食品機械まで展開している。グループで培った電源技
術、成形加工技術などのノウハウと、クリアーの製造技術などを組み合わせて新技術、新
商品を開発し、ＬＥＤ事業を拡大する。
ウシオライティングは口金が直径１７ミリメートルと一般電球より一回り小さい発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）電球を発売した。反射鏡などを搭載し、周囲を淡い光で照らす「ミニレフランプ形

ウシオライティング、ＬＥＤ電球、ミニレフ調光可能に――年３
日経産業新聞
万個販売目標。

2010年5月24日 白熱電球」に近い形状にしたほか、同形４０ワット相当の明るさを３・５ワットの消費電力で

パナソニック電工、LED防犯灯、省エネで取り換えリニューア
電波新聞
ルに最適

2010年5月25日 防犯に必要な「クラスＢ」の明るさを確保。省エネ取替えリニューアルに最適な商材として

実現する。
店舗や家庭における代替需要を狙っており、２０１０年度中に３万個の販売を目指す。
パナソニック電工は、EVERLEDS「ＬＥＤ防犯灯」2タイプを7月21日の予定で発売する。一
般の同社現行品蛍光灯タイプ防犯灯と同じ取付間隔（FL20形-15m、FHP32形-28m）で、
提案を強める。電気料金区分は20VAとなり蛍光灯防犯灯より1ランク電気代が安くなる。

2010年5月25日

パナソニック電工は２４日、省エネルギー・省メンテナンスの発光ダイオード（ＬＥＤ）照明
「ＬＥＤ防犯灯」２種を７月２１日に発売すると発表した。従来の直管蛍光灯やコンパクト蛍
光灯と同じ取り付け間隔で、防犯灯に必要とされる明るさを確保した。このため既存の防
犯灯用ポールを活用できる。価格は１万８９００円から。年間５万台の販売を目指す。 Ｌ
ＥＤ灯は光の指向性が高いが、光学レンズ部の工夫により横方向に光を拡散。これによ
り、蛍光灯型防犯灯と置き換えた時にも、４メートル先の人の顔の向きや挙動姿勢が分か
る明るさを満たした。

2010年5月25日

レシップは、発光ダイオード（ＬＥＤ）を光源とした自動車用照明関連器具の拡販を進め
る。蛍光灯からの置き換えタイプに加え、一般電球からの置き換えが可能で低価格な電
球型ＬＥＤ灯を新たに開発、ラインアップを充実させた。今後３年間で、自動車用ＬＥＤ灯の
年間売上高約５千万円を５億円規模に成長させる。新開発の電球型ＬＥＤ灯は、室内灯や
メーターのバックライトなどに活用、既設の一般電球から簡単に置き換えることができる。
開発段階からコストダウンを進め、品質を保ちながら流通品の半額程度の低価格を実現
させた。産業用車両向けとして、自動車メーカーやディーラー、自動車関連用品店向けに
販売していく。

2010年5月25日

双日株式会社の１００％子会社である双日システムズ株式会社（本社：東京都品川区、
代表者：小幡 和徳）は、米国リングデール社（本社：テキサス州、社長兼ＣＥＯ：クラウス・
ボールマン、Ｒｉｎｇｄａｌｅ Ｉｎｃ．）とＬＥＤ照明器具の日本国内における製造・販売について
の独占契約を締結しました。 リングデール社は、独自開発技術（ＰＣＴ特許出願済）を用
いて、発光効率の高い高光束のＬＥＤモジュールを活用した高照度のＬＥＤ照明を設計・開
発し、「ＡｃｔｉｖｅＬＥＤ（ＴＭ）」シリーズとして、全米をはじめとする世界各国で販売していま
す。

2010年5月25日

安くて折り曲げ可能な大型ディスプレーの商品化が近い将来、韓国勢によって実現しそう
だ。成功の背景には、日本の有望な成果や研究者を積極的に取り込む韓国の戦略があ
る。 共同研究グループを束ねる飯島澄男・名城大学教授はナノテクの権威で、韓国側
はその研究成果に注目した。成均館大学は先端炭素材料の実用化を急ぐため、飯島教
授を２００５年から学内のナノテクノロジー先端技術研究所長に招へいした。研究費の一
部は、高機能機器への応用を狙うサムスングループが負担している。

2010年5月26日

豊田合成はＬＥＤ（発光ダイオード）事業に力を入れている。２０１１年３月期に同事業へ
の投資額は１００億円規模と前期に比べ約２倍に増やし、佐賀工場（佐賀県武雄市）でＬＥ
Ｄの量産体制を構築する。ＬＥＤは電機分野のみならず、車載用など自動車部品としても
高い成長が期待される。新たな柱となる事業に育成する方針だ。 「ＬＥＤの貢献で非自動
車部品部門の営業利益は連結全体の２割を占めるまでに成長した」。若山甫社長は１０年
３月期の決算発表の場で感慨深げに語った。豊田合成はトヨタ自動車向けの内外装部品
などの自動車部品が主力で、ＬＥＤとはもともと関係が無い。

シチズン電子、ＬＥＤ、国内生産２割増強、富士吉田・福島で
日本経済新聞
５０人増員。

2010年5月26日

電子部品メーカーのシチズン電子は照明用のＬＥＤの国内生産能力を２割増強する。今
年度中に１０億円を投じ、富士吉田市と福島県田村市の２工場で素子の高速実装機を増
設、検査要員など５０人を増員する。省電力・長寿命のＬＥＤはオフィスや街灯向けに需要
が増えている。生産増強でＬＥＤ関連の事業部門の売上高を前年度比１５％伸ばす。 照
明用ＬＥＤの国内生産能力を使用素子の数量で月間３億個から同３億６０００万個に増や
す。同社によると、照明用ＬＥＤは１３ワットの高出力で約７０個もの素子を使うといい、回
路が複雑で実装が難しい。

岩崎電、ＬＥＤ屋外照明を５年で１００億円へ――株価２００円
株式新聞
台復帰に期待

2010年5月26日 来期以降、需要が加速する可能性が出てきたことから売上高目標を「７０億－８０億円」

パナソニック電工、省エネ・省メンテ対応のＬＥＤ防犯灯を発
売

レシップ、自動車用照明販売拡大へ 電球型ＬＥＤ灯を開発

双日システムズ、米社とＬＥＤ照明器具の国内独占製造・販
売契約を締結

日刊工業新聞

岐阜新聞

日経速報ニュース

曲がる大型ディスプレー――日本の研究成果、韓国勢、いち
日本経済新聞
早く吸収。

豊田合成、ＬＥＤ増産、収益の柱に、今期１００億円投資、車
日経産業新聞
載向けも期待。

ＬＥＤ照明と新発電システムによる大きなＣＯ２削減とクライシ
スマネジメント
環境新聞
／５０万カ所で２兆５千万円の内需拡大も

岩崎電気（６９２４）は、ＬＥＤ（発光ダイオード）を使用した道路灯、街路灯、防犯灯、投光
器など屋外照明の売上高を、従来は「５年後の２０１６年３月期に５０億円」としていたが、
（山内則明常務）へと引き上げた。さらに、地球温暖化防止に対する意識の高まりや、地
方自治体の取り組みが積極化すれば同年に１００億円に迫る売上高となる可能性もある。

2010年5月26日
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蛍光灯代替型のＬＥＤ照明の製品化が進み、事業用の需要が急速に拡大し始めてい
る。しかし、ＬＥＤ照明の取り付けだけが進み、電源を含めたトータルな省エネシステムとし
ては確立されていない。また、オフィスビルやマンションでは太陽光発電、工場では廃棄物
発電、農業ではバイオマス発電などと組み合わせた新たなシステムが求められている。
万一の災害時の電源確保と安全性の観点からも発電とＬＥＤ照明は有効である。廃棄され
る蛍光灯をエリアごとに完全処理するための新たな事業化や、収集・運搬分野との連携も
必要となる。

4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要

2010年5月27日

中堅照明器具メーカーの大光電機（大阪市）は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を拡販する。
６月の新製品投入に合わせて本社ショールームの展示品の８割をＬＥＤ照明にするほか、
展示会の主力も従来型からＬＥＤ照明に切り替える。需要が伸びている省エネ照明を前面
に押し出すことで、住宅メーカーなど約３００社の新規顧客を開拓する計画だ。新しい本社
ショールームは住宅メーカーや設計事務所、内装会社向けに６月中旬から公開する。従来
１割だったＬＥＤ照明の展示比率を８割に引き上げ、リビングやキッチン、寝室など住宅内
部を再現したスペースも従来の２倍に広げる。

2010年5月27日

内田洋行は、２０１０年５月２７日より、ＬＥＤ照明『Ｕｂｉｑｌｉｇｈｔ（ＴＭ）（ユビックライト（Ｒ））』
シリーズの販売を開始いたします。内田洋行では、２００８年より韓国・サムスンＬＥＤ社と
協力して同社製ＬＥＤ素子を用いた照明灯具の開発およびＰＣ制御と各種センサーとの連
動を可能にした独自照明制御アプリケーションの開発に着手し、２０１０年１月にはＬＥＤビ
ジネス推進部を発足。このたびのＬＥＤ照明『Ｕｂｉｑｌｉｇｈｔ（ＴＭ）（ユビックライト（Ｒ））』シリー
ズの完成にてＬＥＤ事業を本格的に開始します。販売の開始に先立って実施した本社ビル
全館での実証実験では、照明における年間消費電力・年間ＣＯ２排出量６３％の削減を実
現しております。

2010年5月27日

日立アプライアンス株式会社（取締役社長：石津 尚澄）は、本年１０月をめどに、照明事
業を展開する日立ライティング株式会社（取締役社長：飯塚 健一）を吸収合併し、今後の
伸びが期待される省エネ照明事業について強化していくことを決定しました。これにより、
白物家電をはじめルームエアコンや店舗・オフィス用のパッケージエアコンといった空調機
器、自然冷媒ＣＯ２ヒートポンプ給湯機（エコキュート）などのオール電化製品とともに、「ス
マートハウス」に向けたキーコンポーネントの品揃え拡充とシステム提案力の強化を図り、
企業、公共／商業施設などでのさらなる省エネ化にも対応し、こうした環境関連事業を拡
大していく考えです。

ソニー、有機ＥＬディスプレー、くるくる巻き取れます――表示
日本経済新聞
性能劣化せず

2010年5月27日

ソニーは２６日、巻けるほど軟らかい有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）ディスプレーを開
発したと発表した。ディスプレーを巻き取って本体に収納できるパソコンや電子書籍端末な
どで実用化をめざす。 画面サイズは４・１型。映像を映し出すために必要な部品に有機
物でつくる薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）などを活用。硬いＩＣチップを使わないことで、ディスプ
レー全体を軟らかくし０・０８ミリメートルまで薄くした。 最小で直径８ミリメートルの細い棒
に巻き取ることが可能で、動画を映したままで巻き取ったり伸ばしたりできる。巻き取りを１
０００回繰り返しても表示性能は劣化しない。製品化の時期は未定。

内田洋行、ビル照明６割省エネ、ＬＥＤにセンサー・携帯連
動、サムスン部品活用。

日経産業新聞

2010年5月27日 センサーや携帯電話を組み合わせ、照明を細かく調整することで消費電力を抑える。主に

ウシオライティング、ＬＥＤ照明を海外展開

日刊工業新聞

大光電機、ＬＥＤ照明拡販、ショールーム刷新、展示比率８割
日経産業新聞
に。

内田洋行、ＬＥＤ照明「Ｕｂｉｑｌｉｇｈｔ」シリーズを発売

日経速報ニュース

日立アプライアンス、照明事業会社を統合し省エネ照明事業
日経速報ニュース
を強化

内田洋行は韓国サムスン電子と共同で、オフィスビルの照明の消費電力を最大６割削減
できるシステムを開発した。明るさを自在に調節できる発光ダイオード（ＬＥＤ）照明と人感
ビルの改装需要を見込み、３年後に１００億円程度の売り上げを目指す。

ウシオライティング（東京都中央区、山中茂樹社長、０３・３５５２・８２６１）は、発光ダイ
オード（ＬＥＤ）照明の海外展開に乗り出す。今夏にホールのシャンデリアや施設向けＬＥＤ

2010年5月28日 フィラメント電球「レット」を米国や欧州で販売する。需要を見てアジア地域への投入も検討
する。このため既存照明製品を生産する台湾の現地法人にＬＥＤ照明の生産設備を導入
した。レットの販売数を２０１０年３月期の３万本から１１年３月期に１０万本に増やす。
金属部品加工のオグラ金属（栃木県足利市、小倉健夫社長）は、発光ダイオード（ＬＥＤ）を
使った菊の電照栽培装置を開発、早ければ来春から発売する。従来の白熱電球を使う電

ＬＥＤ電照で菊の栽培装置、オグラ金属、来春にも投入、消費 日本経済新聞
電力１０分の１に。
地方経済面

2010年5月28日 照栽培に比べ、消費電力を約１０分の１以下に節約できる。同社がＬＥＤ関連商品を手掛

日立ＡＰ、照明事業会社を吸収、１０月メド、省エネ関連強
化。

2010年5月28日

日経産業新聞

パナソニック電工、ＬＥＤ防犯灯発売、蛍光灯と同等照度を確
化学工業日報
保

けるのは初めて。手始めに地元の花卉（かき）農家に売り込み、将来は全国に販売を拡大
する考え。
日立製作所の１００％子会社で白物家電事業を手掛ける日立アプライアンス（ＡＰ）は２７
日、照明事業の日立ライティングを１０月をメドに吸収合併すると発表した。統合にともな
い、日立ライティングの国内開発２拠点と製造２拠点をそれぞれ１拠点に減らす。白物家
電から照明まで幅広く製品群をそろえ、家や公共施設全体の省エネ提案などをできるよう
にする。
パナソニック電工は、蛍光灯方式と同レベルの照度を確保した発光ダイオード（ＬＥＤ）防
犯灯２モデルを開発、７月に発売する。両モデルとも年間電灯料金が１８７１円の電気料金

2010年5月31日 区分「２０ＶＡ」でありながら、「防犯照明の推奨照度」は４メートル先の人物の挙動姿勢が
判別できるクラスＢ基準をクリア。 価格は、明るさが直管蛍光灯２０形相当モデルが１台
１万８９００円、３２形相当モデルが同４万１４７５円。合わせて年５万台の販売を見込む。
太田市は今年度、市内の防犯灯１万８千基すべてを青色発光ダイオード（ＬＥＤ）に交換
することを決めた。 市の発表によると、既存の防犯灯は電気代だけで年間約５千万円か
かっている。また、毎年３分の１ずつを交換しているため、修繕費なども２千万円以上かか
る。 ＬＥＤに切り替えることで、電気代を４分の３ほどに抑えられ、寿命も３年程度から１０
年程度に延びる。この結果、１０年間で３億円以上の経費削減が見込めるという。 ＣＯ２
排出量でいえば、既存の防犯灯の半分に抑えられ、年間３００トン程度の削減効果がある
と見ている。国の制度を活用し、削減分を企業などに販売するクレジット（排出枠）として利
用することも検討している。

防犯灯すべてＬＥＤに 太田市、１万８０００基交換へ 経費な
朝日新聞
ど削減効果期待／群馬県

2010年5月31日

徳島県、ＬＥＤを利用した光の名所の候補地を募集

2010年5月31日 徳島県内でＬＥＤを効果的に利用した常設の景観照明やモニュメントなどを設置した場所

徳島県は、発光ダイオード（ＬＥＤ）などの光や照明関連産業の集積を目指す「ＬＥＤバレ
イ構想」の一環として、ＬＥＤを利用した光の名所「光の八十八カ所」の候補地を募集する。

日刊工業新聞

を認定し、産業集積や観光振興につなげる狙い。募集期間は６月３０日まで。問い合わせ
は商工労働部新産業戦略課ＬＥＤバレイ・農商工連携担当（０８８・６２１・２１９８）へ。
積水ハウス株式会社は、東京都品川区「（仮称）御殿山プロジェクト」内で最大の面積を
占めるＡブロックにおいて、大規模な超省エネ型ＬＥＤ照明、クールピット（地中熱の恒温性
を利用した省エネ技術）、自動ＣＯ２制御システム、外気冷房、大規模緑化などを採用し、
地球温暖化防止に貢献する環境配慮型オフィスビル（地上９階・地下１階、延床面積６３，
９３５ｍ２）を建設します。積水ハウスは当ビルにおいて最先端の省エネ技術を採用するこ
とにより、ＣＯ２の年間排出量の削減を行い、本年４月１日より施行された東京都「改正環
境確保条例」における「トップレベル事業所」の認定を受けることを目指します。

積水ハウス、超省エネ型ＬＥＤ照明を大規模採用の環境配慮
日経速報ニュース
型オフィスビルを来年２月竣工

2010年5月31日

ＧｆＫジャパン・アナリスト山形雄策氏（トレンドウオッチ）

2010年5月31日 テレビなど照明以外の売り場でも陳列されるなど消費者の認知度が向上。エコポイント制

ＬＥＤ電球、値下げどこまで 年内に２０００円台前半も
発光ダイオード（ＬＥＤ）電球の市場が本格的に立ち上がり始めた。家電量販店では薄型

日経産業新聞

度の優遇策や新規参入などで昨年に比べると価格も下がり、買いやすくなってきた。現状
や今後の見通しについてＧｆＫジャパン（東京・中野）の山形雄策アナリストに聞いた。

ＬＥＤ照明、県、中小の設置助成、最大３分の１、環境意識高
まり受け。
日本経済新聞

県の旧有機エレクトロニクス研究所 ４月から閉鎖状態 施
設を改編後＝山形

東京読売新聞

2010年6月1日

千葉県は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を採用する県内の中小企業を支援する。事務所や
工場にＬＥＤ蛍光灯や照明器具を設置する費用を最大で３分の１、８００万円まで補助す
る。環境意識の高まりで、中小企業にも環境への配慮を取引の条件として求める動きが
広がっていることに対応する。 予定額１００万円以上の設置工事が助成の対象となる。
安全のためＬＥＤ蛍光灯、ＬＥＤ電球などの光源だけでなく、照明器具もセットで取り換える
ことが条件。新築物件は対象とならない。７月１５日から８月１６日まで申請を受け付ける。

2010年6月1日

県の研究拠点「有機エレクトロニクス研究所」が今年度から、有機ＥＬ製品の実用化など
に取り組む民間企業が共同利用できる施設に改編されたが、いまだにオープンのめどが
立っていないことが３１日わかった。同研究所は２００３年に開設。県産業技術振興機構が
所管し、今年３月まで産学官連携で有機ＥＬ照明の実用化研究を担ってきた。衣替えは、
既存の研究所設備を企業に貸し出し、実用化、事業化研究のメーンを民間に移すための
措置。県は、「サンプルパネルの出荷が始まるなど一定の成果が出た。今後の事業化、実
用化は民間に任せるべき」と説明していた。

92

4. 新 聞
題目

新聞名

ＬＥＤ照明、千葉県、中小の設置助成、最大３分の１、環境意 日本経済新聞
識高まり受け。
地方経済面

発行年月日

概要
千葉県は発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を採用する県内の中小企業を支援する。事務所や
工場にＬＥＤ蛍光灯や照明器具を設置する費用を最大で３分の１、８００万円まで補助す

2010年6月1日 る。環境意識の高まりで、中小企業にも環境への配慮を取引の条件として求める動きが
広がっていることに対応する。

2010年6月2日

遠藤照明名古屋営業所と名古屋ショールームは、名古屋市中区丸の内に移転し、５月２
４日から営業を開始した。ショールームは、同社のＬＥＤブランド「ＬＥＤＺ」に特化した展示と
商談スペースなどで構成。ＬＥＤだけで運営されているショールームは同社のほかにはあ
まり例がない。 アパレル店舗、食品スーパーなど、用途に合わせた状況を設定してお
り、ＬＥＤと従来の照明との違いを体感できるほか、電気代や照明の影響による室温の変
化などをリアルタイムで見ることができる。

2010年6月2日

電子部品メーカーの星和電機は照明用発光ダイオード（ＬＥＤ）事業に参入する。年内に
２８億円を投じ、京都府城陽市の本社内に工場を増設する。新工場の敷地面積は約６６０
０平方メートルで、稼働は２０１１年１月の予定だ。ＬＥＤに使う素子の月間生産能力を現在
の３０００万個から６０００万個に増やす。従来は信号用などを中心に生産していたが、増
産分を需要が急拡大している家庭用などの照明器具向けに充てる。３年後に一般照明器
具分野で年間約５０億円の売り上げを目指す。

2010年6月2日

業務用照明メーカーの東西電気産業（大阪市、神保健作社長）は店舗向けの発光ダイ
オード（ＬＥＤ）照明を拡販する。７月に専門の営業組織を立ち上げ、自社製品の提案力を
高める。飲食店やホテル、百貨店などに広く採用を促し、２０１１年１月期の同分野の売上
高を前期比倍増の５億円に引き上げる狙い。７月１日に新組織「ネクスティ コーポレー
ション」を立ち上げる。その上で東京と大阪の営業拠点に２人ずつＬＥＤ照明の専任担当者
を置き、ＬＥＤに関する技術や照明、インテリアなどの専門知識を持たせる。

有機エレクトロニクス研究所：閉鎖２カ月 光熱費、家賃で月
毎日新聞
９２０万円 ／山形

2010年6月2日

有機ＥＬの研究拠点だった「有機エレクトロニクス研究所」が３月末で廃止され２カ月が過
ぎた。県は今年度から企業などに貸し出し、商品開発に利用してもらう「産学官連携有機
エレクトロニクス事業化推進センター（仮称）」に生まれ変わらせるはずだったが、いまだ閉
鎖したまま。県工業振興課によると、閉鎖中の施設に４月だけで光熱費と家賃に計９２０万
円を支払ったという。大部分が電気代で、施設再開に備えて、クリーンルームを動かし続
ける必要があるためという。再開後は、施設を利用する企業から光熱費の一部などを負
担してもらうが、閉鎖中の光熱費は全額県が負担している。

双日、米社開発のＬＥＤ照明、商業用、国内で製販。

2010年6月2日 約。同社が独自開発した倉庫の高所照明や街路灯向けなどの高照度照明を国内で独占

ショールーム 遠藤照明 ＬＥＤに特化したショールーム

照明用ＬＥＤ、星和電機が参入

東西電気産業、ＬＥＤ照明拡販の組織。

建通新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

日経産業新聞

双日は米社の商業用発光ダイオード（ＬＥＤ）照明器具の国内での製造・販売を今夏から
始める。ＬＥＤ照明の開発などを手がける米テキサス州のリングデール社とこのほど契
して製造し、販売する。２０１２年に約１０億円の売り上げを目指す。

シャープ、ＬＥＤ照明海外販売、まず米で業務用４機種。

空調・照明、席ごとに調整、竹中工務店、エコオフィス開発

日経産業新聞

日経産業新聞

2010年6月3日

シャープはＬＥＤ照明の海外販売を始める。米国でまず８社と代理店契約を結んでおり第
１弾として、６月から順次、業務用ランプ４機種を投入する。現地の省エネ認証を得るた
め、不具合があった場合は無償交換する３年間の保証期間も設定した。今後、欧州やアジ
ア市場にも参入。ＬＥＤ照明事業の売上高を年５００億円とする目標の早期達成を目指す。
米国にはまず、直径１２１ミリメートル、高さ１３１・５ミリメートルのランプ４機種を投入する。
明るさは９００ルーメンと７２０ルーメンで、それぞれ電球色と昼白色がある。主にホテルや
レストランで使う。米国で一般的に使われているハロゲンランプに比べ、消費電力を約８
０％減らせるという。

2010年6月4日

竹中工務店は３日、空調や照明を座席ごとに調節できる省エネルギー型のオフィスを開
発したと発表した。パソコンや多機能携帯端末「ｉＰａｄ（アイパッド）」から発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）照明、空調の気流などを自分好みに調節できるのが特徴。中小ビルの改装工事など
で省エネ型オフィスに採用した新技術を顧客企業に提案し、早期の実用化を目指す。湿度
を調整できるデシカント空調や、天井を冷やして人体から熱を取り除く放射式の冷房など
を組み合わせた。座席ごとに気流を調整できる「パーソナル空調」も備えた。人感センサー
や照度センサーなどでＬＥＤ照明などを制御する。
発光ダイオード（ＬＥＤ）電球の市場が急速に拡大している。市場調査会社ＧｆＫジャパンの
まとめによると、５月のＬＥＤ電球の販売数量は、市場が本格的に立ち上がった昨年七月
の５５倍に増加した。低価格化に後押しされ、拡大傾向はさらに強まりそうだ。ＬＥＤ電球は
白熱電球の４０倍近い寿命があり、消費電力も八分の一程度と「省エネ・長寿命」が最大
の特徴。しかし、２００７年末に市場に登場した当初は一万円近い高価格がネックとなり、
販売はなかなか伸びなかった。その後も〇九年前半まで平均価格は七千～八千円で推
移したが、〇九年七月に東芝が従来の半額近い製品を投入。

ＬＥＤ電球市場急拡大 昨夏比５５倍 低価格化追い風

中日新聞

2010年6月4日

ＧｆＫジャパン、ＬＥＤ電球３０００円割れ、量販店、年初から２
割下落。

日経ＭＪ（流通新
聞）

2010年6月4日 ド（ＬＥＤ）電球の販売動向を発表した。それによると、販売単価は約２９５０円となり、初め

調査会社のＧｆＫジャパン（東京・中野）は全国の家電量販店における５月の発光ダイオー
て３０００円を割り込んだ。２０１０年初めと比べると、約２割下落した格好だ。
宇治の夜景を環境に優しく楽しんでもらう取り組みを、宇治市の「宇治源氏タウン銘店
会」と地元企業、市観光協会が連携して始めた。ソーラー発電で点灯するＬＥＤ（発光ダイ

灯籠にＬＥＤの光 銘店会や地元企業、宇治神社で設置 ろ
京都新聞
うそく型 太陽光で発電

2010年6月5日 オード）照明を宇治神社境内（同市宇治）に設置。ろうそくのように輝く明かりが「エコ時代」

山形県、有機エレ研、一部復活、産学反発、構想を大幅修正 日本経済新聞

2010年6月5日 せ、大学などに分散した研究員らの一部も呼び戻す方針。県は当初、実用化支援に特化

をＰＲしている。銘店会は宇治橋東詰めの茶店や飲食店など２０店舗で構成。これまでも
源氏物語の絵柄を付けたエコバッグを作るなど環境に配慮した活動を行ってきた。
山形県が３月末で解体した有機エレクトロニクス研究所（山形県米沢市）が規模を縮小し
ながら事実上“復活”する見通しとなった。いったん廃止した研究機能を部分的に復活さ
した施設に衣替えする予定だったが、民間企業や大学などが猛反発。わずか数カ月で構
想を大幅に修正する形となる。
県産業技術振興機構（山形市）は４日、昨年度末で廃止された有機エレクトロニクス研究
所（米沢市）を改編してオープンさせる予定の産学官連携有機エレクトロニクス事業化推
進センター（仮称）について「準備が整い次第、出来るだけ早く稼働させたい」との意向を
示した。時期のめどについては示さなかった。機構によると、事業期間は今年度から３年
間で、その後のあり方は改めて判断するという。現在、共同研究してきた２４社からの聞き
取り、装置の利用調整などを図っており、理解と協力を得るための会議を今月中に開く予
定だ。新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）から無償譲渡を受ける手続きが必
要な装置があり、５月末に申請したという。

有機ＥＬ事業化推進センター、準備整い次第稼働へ ／山形
朝日新聞
県

2010年6月5日

山形県、有機エレ研、一部復活、産学反発、構想を大幅修
正。

2010年6月5日 せ、大学などに分散した研究員らの一部も呼び戻す方針。県は当初、実用化支援に特化

遠藤照明（大阪市）がつくーる（金沢市）と提携／オリジナル
家具「アビタスタイル」が好評

日本経済新聞
地方経済面

建設工業新聞

山形県が３月末で解体した有機エレクトロニクス研究所（山形県米沢市）が規模を縮小し
ながら事実上"復活"する見通しとなった。いったん廃止した研究機能を部分的に復活さ
した施設に衣替えする予定だったが、民間企業や大学などが猛反発。わずか数カ月で構
想を大幅に修正する形となる。

2010年6月7日
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国内の商業施設における照明シェアトップの遠藤照明（本社―大阪市中央区、遠藤良三
代表取締役）は、全国の一流建築家やインテリアデザイナーらに支持されているＥＮＤＯオ
リジナル家具「アビタスタイル」を展開するインテリア家具事業の強化に向けて、家具の企
画提案から製造、再生までを手掛ける、つくーる（金沢市問屋町、橘俊一代表取締役）と
事業提携を締結、これまで九州で行っていた家具の加工を、七尾市中島町小牧の「つくー
る七尾」に一部移管し、顧客からの注文に応じて、能登から全国に出荷する体制を完備し
た。

4. 新 聞
題目

新聞名

三菱化学やシャープ、ＬＥＤなど、デジタル部材大幅増産、家
日本経済新聞
電向け需給逼迫

発行年月日

2010年6月8日

関連メーカー、ＬＥＤ新分野開拓、医療器具向け照明、距離
測るセンサー

日本経済新聞

2010年6月8日

ＬＥＤの需要急増、素子増産急ぐ。

日本経済新聞

2010年6月8日

経産省／環境ＪＩＳの普及促進／スマートグリッドやＬＥＤ照明 日刊建設工業新
など制定へ
聞

有機ＥＬ、特許保有会社に出資、出光、韓国ＬＧ系に３割。

日本経済新聞

2010年6月8日

概要
化学、電子部品メーカーが供給不足が深刻になっているＬＥＤなど、デジタル家電向け部
材の大幅増産に乗り出す。三菱化学は液晶テレビ向けに需要が急増しているＬＥＤの生産
に必要な素材の生産能力を２０１５年度までに６倍に増強。シャープは年内、東芝は１１年
からＬＥＤ素子の量産を始める。新型デジタル家電の売れ行き拡大に伴い、関連部材は世
界的に需給が逼迫しており、生産体制を強化する。現在、液晶テレビのバックライトや照
明器具に使うＬＥＤとその関連部材の供給不足が最も深刻になっている。デジタル機器に
使われるハードディスク駆動装置（ＨＤＤ）や半導体メモリーの品薄も続いている。
ＬＥＤの関連メーカーが事業領域を広げている。省エネ志向の高まりで幅広い電気製品
で採用が進んでいる。医療器具向け照明の販売を始めるシーシーエスなど、将来の収益
源と見込んだ新製品発売や新規参入の動きが相次ぐ。需要拡大に合わせ、素子を生産す
る星和電機は生産能力を倍増。関西景気を下支えする役割も期待されている。 半導体な
どの工場生産ラインに組み込む工業用ＬＥＤ照明で国内シェアトップのシーシーエスは、新
たに医療器具向けのＬＥＤ照明事業に参入する。薬事法に基づく製造・販売許可を取得、
年内にも製品を発売する。
シャープやサムスン電子など世界中の電機メーカーが液晶テレビのバックライトにＬＥＤ
をこぞって使い始めるなど、ＬＥＤ需要急増で、中小メーカーにとってＬＥＤの発光部分であ
る素子の調達が困難さを増してきた。業務用照明中堅の東西電気産業の神保健作社長
は「１年前は生産の１カ月前に発注していれば十分間に合っていたが、現状は３カ月以上
前でないと厳しい」と話す。 こうした調達合戦を受けて、ＬＥＤ素子メーカーも増産を急いで
いる。昭和電工は２０１０年夏をメドに、千葉事業所の青色ＬＥＤ素子の生産能力を現在の
１・７倍の月３億４０００万個に増やす。
経済産業省は、環境関連分野のＪＩＳ（日本工業規格）への取り組み方針を示した。環境
負荷低減につながる新たな製品群の普及促進に向け、スマートグリッド（次世代送電網）
やＬＥＤ（発光ダイオード）などのＪＩＳ制定を推進。既存の製品・技術では、窓の断熱性能
評価方法や浴室ユニット全体の省エネ性能評価方法の標準化などに取り組む。併せて、
環境関連技術の認証体制の整備、アジアとの連携強化といった市場環境の高度化にも対
応していく。

2010年6月8日

出光興産は７日、有機ＥＬ関連で約２千件の特許を持つ韓国ＬＧグループの傘下企業に
約３割出資したと発表した。出資額は数十億円。有機ＥＬは次世代の照明などに用途拡大
が見込まれている。有機ＥＬ材料の世界大手である出光はＬＧグループとの関係を強化
し、関連特許の製品化を急ぐ。 出光が出資したのは米グローバル・オーレッド・テクノロ
ジー。７日付でＬＧグループからＧＯＴ株の３２・７３％を譲り受けた。 ＬＧグループは昨年１
２月、米イーストマン・コダックから有機ＥＬ事業を買収した際、ＧＯＴを設立。ＧＯＴを通じコ
ダックが保有していた有機ＥＬの関連特許を管理している。
九州大学は有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）の最先端研究に新日鉄化学、東京エレク
トロン、東芝など９社が参加すると発表した。九大に開設した「最先端有機光エレクトロニク
ス研究センター」（ＯＰＥＲＡ、センター長・安達千波矢九大教授）に企業研究者が集まる。
サテライト研究拠点として、広島大、京大、千葉大なども参加する。 研究テーマはリン光
のエネルギーを蛍光のエネルギーに変換し、１００％の高発光効率が可能な新しい蛍光発
光材料の開発や、液体半導体を入れ替えて常に新しい発光材料が供給でき劣化しない有
機ＥＬパネル、パネルを大型化しやすくなる有機材料の開発など。

九大の有機ＥＬ最先端研究、東芝など９社参加

日経産業新聞

2010年6月8日

ＬＥＤの需要急増、素子増産急ぐ。

日本経済新聞
地方経済面

2010年6月8日 素子の調達が困難さを増してきた。業務用照明中堅の東西電気産業（大阪市）の神保健

三菱化学やシャープ、ＬＥＤなど、デジタル部材大幅増産、家 日本経済新聞
電向け需給逼迫。
朝刊

関連メーカー、ＬＥＤ新分野開拓、医療器具向け照明、距離
測るセンサー。

日本経済新聞
地方経済面

家庭のＣＯ２半減目標 国のエネルギー計画最終案 照明を
岩手日報
ＬＥＤ化

シャープやサムスン電子など世界中の電機メーカーが液晶テレビのバックライトにＬＥＤを
こぞって使い始めるなど、ＬＥＤ需要急増で、中小メーカーにとってＬＥＤの発光部分である
作社長は「１年前は生産の１カ月前に発注していれば十分間に合っていたが、現状は３カ
月以上前でないと厳しい」と話す。

2010年6月8日

化学、電子部品メーカーが供給不足が深刻になっている発光ダイオード（ＬＥＤ）など、デジ
タル家電向け部材の大幅増産に乗り出す。三菱化学は液晶テレビ向けに需要が急増して
いるＬＥＤの生産に必要な素材の生産能力を２０１５年度までに６倍に増強。シャープは年
内、東芝は１１年からＬＥＤ素子の量産を始める。新型デジタル家電の売れ行き拡大に伴
い、関連部材は世界的に需給が逼迫（ひっぱく）しており、生産体制を強化する。

2010年6月8日

発光ダイオード（ＬＥＤ）の関連メーカーが事業領域を広げている。省エネ志向の高まりで
幅広い電気製品で採用が進んでいる。医療器具向け照明の販売を始めるシーシーエスな
ど、将来の収益源と見込んだ新製品発売や新規参入の動きが相次ぐ。需要拡大に合わ
せ、素子を生産する星和電機は生産能力を倍増。関西景気を下支えする役割も期待され
ている。
経済産業省は８日、２０３０年までのエネルギー政策の指針となる「エネルギー基本計
画」の最終案をまとめ、総合資源エネルギー調査会（経産相の諮問機関）に提示した。家

2010年6月9日 庭のエネルギー消費で発生する二酸化炭素（ＣＯ２）を半減させるのが目標。家庭用照明
機器をすべて、省エネ効果の高い発光ダイオード（ＬＥＤ）や有機ＥＬを活用した製品に切り
替えるよう促す。月内の閣議決定を目指す。
蘇州大学と張家港彩虹平板顕示有限公司が共同で設立した江蘇省カーボン系機能材
料・部品ハイテク研究実験室はこのほど、国内最大となる２４インチ型の有機発光ダイ
オード（ＯＬＥＤ）発光照明パネル（１１０ｍｍ×１１０ｍｍ）の開発に成功した。関連の特許
も取得したという。 中国科学院の李述湯氏をはじめとする研究チームが開発した。ＯＬＥ
Ｄは有機ＥＬディスプレーとも呼ばれる新世代のディスプレー技術。視野角がより大きく、
バックライトが要らず、重量が軽くて節電できるといったメリットを持つ。

大型ＯＬＥＤ照明パネルの開発に成功＝蘇州の実験室

新華社ニュース

2010年6月9日

デイリーヤマザキ、全照明ＬＥＤの実験店、電力８％削減。

日経ＭＪ（流通新
聞）

2010年6月9日 国メーカーから低価格で調達することで投資を抑えた。店全体の電力使用量も８％削減で

コイズミ照明／ＬＥＤの光品質向上／演色性高め、まぶしさ解
建設通信新聞
消

広東省、ＬＥＤ照明産業規模１０００億元目指す 中長期計画
新華社ニュース
発表へ

米沢・旧有機エレクトロニクス研
数カ月停止の可能性も
地場企業支援、センター開設準備中

河北新報

デイリーヤマザキは１０日、すべての照明に発光ダイオード（ＬＥＤ）を使ったコンビニエンス
ストアを開く。ＬＥＤは価格が高いため全照明をＬＥＤにするケースは少なかった。同社は韓
きる。実験店として年内にさらに１〜２店開く予定だ。

2010年6月10日

コイズミ照明は、ＬＥＤ（発光ダイオード）照明の新製品として、２８０アイテムをラインアッ
プした。製品を増やしただけでなく、演色性やグレア（まぶしさ）対策など、快適性を重視し
た“光品質ＬＥＤ”として性能を高めている。９日には、東京都千代田区の同社ショールーム
で新製品の内覧会がスタートした。 消費電力が少ないＬＥＤは、低価格化を背景に新た
な光源として急速に普及している。長寿命などのメリットが広く認識される一方で、まぶしさ
やちらつき、器具デザインなどに生活照明としての課題は残っている。

2010年6月10日

９日に広東省広州で開幕した照明器具の国際見本市「広州国際照明展」で明らかになっ
たところによれば、広東省はＬＥＤ照明産業の中長期発展計画を近く発表する。大型のＬＥ
Ｄ産業団地を数カ所設立するなどして省内のＬＥＤ産業規模を２０１２年までに１０００億元
に拡大させ、同省の新たな支柱産業に育成することを目標とする。現在の産業規模は３０
０億元超。省政府はＬＥＤ照明を新型電子情報産業、電気自動車産業に並ぶ戦略性新興
産業に位置づけている。 見本市に出展した企業は主催者の予測を大きく上回る数とな
り、日本や米国などの企業が初めて参加した。

2010年6月10日

山形県が３月に閉鎖した米沢市の旧有機エレクトロニクス研究所で、閉鎖後も運転を続
ける実験装置の一部が落雷による停電で止まり、復旧に１日半を要していたことが９日、
分かった。直接の損害は免れたが、専門家によると、最悪の場合、復旧に数カ月かかる可
能性もあったという。 旧研究所を管理する県産業技術振興機構によると、停電があった
のは土曜日の今月５日夕方。最も重要なクリーンルームの空調は直後に復旧したが、実
験装置の再開は週明けの７日になった。機構の小松幸勇専務理事は「生産ラインが動い
ていたら大変だったが、今回は産学官の連携で復旧できた」と説明した。
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要
出光興産は１０日、有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）照明を採用した展示ケース＝写
真＝を試作したと発表した。出光製の材料を使ったパネル照明をガラスケースの天井部と
底部に配置。面発光のため、柔らかい光が届くという。出光美術館（東京・千代田）で１２
日から展示を始める。 従来は蛍光灯の補助照明として使っていた照明パネルを天井に
８枚、底に４枚配置。有機ＥＬ照明だけで美術品を照らすようにした。従来の照明に比べて
まぶしさがなく、ゆっくり鑑賞できるという。

出光興産、有機ＥＬ照明の展示ケース試作

日経産業新聞

2010年6月11日

ヨーカ堂、省エネ店舗拡大、全店の看板照明、３年でＬＥＤ
に、地中熱で冷暖房効率化。

日経ＭＪ（流通新
聞）

2010年6月11日 る。これにより新店の二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を既存店より平均２割減らすことを目指

特集 ２０１０年 宇宙ビジネスの旅

週刊ダイヤモンド

イトーヨーカ堂は省エネ店舗を増やす。全店の看板の照明を３年以内にＬＥＤ（発光ダイ
オード）に付け替える。一部店舗では地中熱や蓄熱システムを活用して冷暖房を効率化す
す。省エネの取り組みはコンビニエンスストアが先行していたが、スーパーにも広がってき
た。

2010年6月12日

今年度に打ち上げ予定のＨＴＶ（国際宇宙ステーションへの物資補給機）２号機では、従来
取り付けられていた４組の蛍光灯のうちの２組がパナソニック電工製のＬＥＤ照明に変更さ
れる。蛍光灯はＬＥＤに比べて寿命が短い。そしてなによりも問題なのは、薄いガラス管内
に水銀蒸気が入っていることだ。交換の際などに割れるとガラスや水銀が空中に散り、宇
宙飛行士が吸い込んでしまう危険がある。それを防ぐための開発・試験などには多額のコ
ストがかかるため、「蛍光灯一つで数千万円」という、ケタはずれの金額になってしまう。
コイズミ照明（大阪市中央区）は、発光ダイオード（ＬＥＤ）ランプを使用した照明器具のラ
インアップを拡充する。これまでの明るさ追求型から演色性、グレア対策、調光、デザイン
性など品質と快適性を加えた「光品質ＬＥＤ」を前面に打ち出し差別化を狙う。６月末をめ
どにシャンデリアタイプなど約２８０アイテムを投入、進化したＬＥＤ照明で攻勢をかける。
同社は一般住宅向けに２００８年からＬＥＤ照明を展開、年々拡大する需要に対して、高輝
度タイプなどを投入してきた。今回はＬＥＤ照明が普及しつつあるなかで、照明器具として
の快適さにこだわり、デザイン、バリエーションを大幅に拡大する。

コイズミ照明、ＬＥＤ照明品揃え、品質・快適性前面に

化学工業日報

2010年6月14日

照明国際見本市－ＬＥＤが会場を席巻導入に慎重だった欧
州が本格普及に転じる

日経アーキテク
チュア

2010年6月14日 表。ＯＬＥＤ（有機ＥＬ）を使った照明の開発に取り組む企業も目立った。照明の世界動向を

リョーサン、ＬＥＤ照明用放熱部品量産、３割軽く高性能、顧
客要望応え設計開発強化。

日経産業新聞

2010年6月14日 る。照明器具メーカーの発注を受けて部品を量産する体制を整えた。独自組成の材料と

東芝ライテック、ＬＥＤ照明、新興国モデル、売上高比率２割
目標。

ＬＥＤが世界中で普及することを予感させる国際見本市がドイツで開催された。「Ｌｉｇｈｔ＋Ｂ
ｕｉｌｄｉｎｇ２０１０」だ。これまでＬＥＤの導入に慎重だった欧州メーカーがこぞって新製品を発
報告する。

顧客要望応え設計・開発強化
半導体商社のリョーサンが、発光ダイオード（ＬＥＤ）照明用の放熱部品市場に参入す
工法により、一般的な製法と比べ軽量化できることなどが特徴。太陽電池や電気自動車
（ＥＶ）向けの放熱部品と合わせて、２０１０年度に２億円の売り上げを目指す。

日経産業新聞

2010年6月15日

東芝ライテックは発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を拡販する。価格を抑えた新興国専用モデ
ルを中国などで売り込み、出遅れていた海外市場を開拓。国内では東芝本体と連携し、
空調機器などと組み合わせてオフィスビルや工場に向けた総合的な省エネ提案を加速す
る。２０１０年度にＬＥＤ照明の売上高比率を０９年度の１割弱から２割以上に引き上げる。
東芝が中国で販売を始めた専用モデルは外観や明るさ、価格などが日本向けと異なる
照明器具専業メーカーの大光電機は１２日、大阪市中央区にある同社ビル１階のショー
ルーム「ライティング・コア大阪」をリニューアルオープンした。ＬＥＤ照明を中心に、戸建て
住宅一軒分の照明モデルや商業店舗でのライティング効果を展示。用途や場所、照明効
果ごとの設置スタイルや光源種を提案する、日本国内でもめずらしい「体感型照明ショー
ルーム」に生まれ変わった。新しいショールームでは、ＬＥＤ照明に加えて蛍光灯、白熱灯
も展示している。シーンに合わせて各種光源の適宜切り替えが可能となっており、さまざま
なパターンの照明効果を提案している。

体感型照明ショールームが誕生／大光電機

建設通信新聞

2010年6月16日

照明メーカー各社、ＬＥＤ照明で差別化戦略

日刊工業新聞

2010年6月16日 事業の取り込み、中国での部材調達など幅広い。また、海外展開の検討も進めている。

照明メーカー各社が発光ダイオード（ＬＥＤ）照明事業で差別化戦略を打ち出している。住
宅や景観、工場など、用途に合わせた製品点数の拡充のほか、白物家電事業への照明
新世代照明として市場拡大は見込まれるが、韓国や中国製品も台頭しており、すでに競
争が激しい。各社、独自性を打ち出して勝ち残りを狙う。

都産業労働局 ８７件の申請受理 商店街のＬＥＤ化補助

建通新聞

東京都産業労働局は、商店街や商店街連合会が行う街路灯のＬＥＤ（発光ダイオード）
化などを支援する「特定施策推進型商店街事業」で、２０１０年度の補助申請を８７件受け

2010年6月16日 付けた。街路灯の照明設備をＬＥＤランプに取り替える工事などに対し、都が費用の５分の
４を負担する事業。８月に交付先を決定する予定でいる。

米沢・有機ＥＬ研究所閉鎖２カ月

設備休眠、産学イライラ

三菱電機照明、ショールーム――リアルな店舗、ＬＥＤ実演

河北新報

日経産業新聞

サンゲツ、照明、ＬＥＤ軸に拡販、提案営業強化、今期黒字化
日本経済新聞
狙う

シナジーテック、販路拡大を支援、経産局、ＬＥＤ照明で。

ＬＥＤ新分野開拓、関連メーカー――医療器具向け照明（広
域レーダー）

2010年6月16日

次世代照明の有力な技術と目される有機ＥＬをめぐり、山形県の産学官連携を先導して
きた有機エレクトロニクス研究所の閉鎖から２カ月が過ぎた。実験装置やノウハウなど権
利関係の整理に時間がかかり、多いときで４０人を超す所員がいた研究所はひっそり。県
は近く企業支援に軸足を移した後継組織を発足させるが、産学サイドは悠長な“お役所仕
事”に不満を募らせている。「得点圏に走者がいるのに、打者が闘志をなくして倒れてし
まったような状況だ」。エレ研を取り巻く環境を野球に例えて語るのは、山形大の城戸淳二
教授。２００３年のエレ研発足に準備段階からかかわり、閉鎖まで所長を務めた。

2010年6月16日

三菱電機の照明器具子会社、三菱電機照明が今年１月に全面刷新したショールームを
活用して顧客の獲得を急いでいる。アパレル店舗などを再現し、ＬＥＤ照明を中心とした展
示に切り替えた。新しいタイプの照明の登場に伴ってショールームの重要度が以前と比べ
て格段に増している。顧客に対する訴求方法の変革に取り組む姿を追う。 百貨店のフロ
アの一角にあるような女性向けアパレル店舗、グラスがテーブルに並ぶおしゃれなカフェ、
生活用品や菓子類が並ぶコンビニ―。天井のＬＥＤダウンライトが部屋全体を明るく照ら
し、スポットライトが展示品を際立たせる。

2010年6月16日

インテリア商社のサンゲツは照明器具事業を強化する。省電力で需要が増えている発
光ダイオード（ＬＥＤ）照明の拡販を狙って営業部隊を再編。従来の地域別から顧客別に見
直し、顧客ニーズに合わせた「提案型」営業で既存の電球からＬＥＤへの切り替えを促す。
住宅着工の低迷で主力の壁紙などの市場が伸び悩むなか、ＬＥＤを軸とする照明器具事
業を新たな収益源に育てる。サンゲツは２００８年７月、商社の山田照明（東京・千代田）を
子会社化して照明器具事業に参入した。製品の製造はメーカーに委託している。１０年３
月期の同事業の売上高は２９億円。
四国経済産業局は１５日、照明器具製造・販売のシナジーテック（徳島県阿南市、大栗克
俊社長）が開発した植物工場の光源となる発光ダイオード（ＬＥＤ）照明器具の販路拡大

日本経済新聞
地方経済面

2010年6月16日 を、中小企業地域資源活用促進法に基づく支援事業に認定した。同社は政府系金融機関

日本経済新聞
地方経済面

距離測るセンサー
関西の発光ダイオード（ＬＥＤ）の関連メーカーが事業領域を広げている。省エネ志向の
高まりで幅広い電気製品で採用が進んでいる。医療器具向け照明の販売を始めるシー
シーエスなど、将来の収益源と見込んだ新製品発売や新規参入の動きが相次ぐ。需要拡
大に合わせ、素子を生産する星和電機は生産能力を倍増。関西景気を下支えする役割も
期待されている。

照明大手の三菱電機オスラム、白熱電球、生産終了前倒し、 日本経済新聞
一般型、来年３月に。
朝刊

から低利融資を受けられるほか販路拡大で専門家のアドバイスや展示会出展などの支援
を得られる。

2010年6月16日

照明大手の三菱電機オスラムは１５日、一般的な白熱電球の生産を２０１１年３月末に終
了すると発表した。これまでは政府の要請に基づき１２年に終了する計画だったが、環境

2010年6月16日 に配慮する姿勢をアピールするため１年前倒しする。今後は消費電力が小さい発光ダイ
オード（ＬＥＤ）電球や電球型蛍光灯に注力する。
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4. 新 聞
題目

旭硝子、高出力ＬＥＤ照明基板に参入。

クオンタムリープ、防水のＬＥＤ照明、街路灯など市場開拓

三菱電機がＬＥＤ照明事業を強化、12年までに器具効率で
120ルーメン／Ｗ達成へ

新聞名

日本経済新聞

日本経済新聞

日本経済新聞電
子版

ＬＥＤトンネル照明の効率向上技術募集／７月１５日まで応募
建設通信新聞
受付／首都高

サムスンＬＥＤ生産開始＝今年１００億元生産―天津市

ＬＥＤ活用を考える勉強会開催東海住まいづくり研究会

Ｒｅｃｏｒｄ Ｃｈｉｎａ

日刊木材新聞

発行年月日

概要

2010年6月17日

旭硝子は１６日、高出力の発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の基板事業に参入すると発表し
た。ガラスの粉末を原料とするセラミック素材を使って放熱性などを高め、自動車のヘッド
ライトなどでの利用を想定。初年度は１０億～２０億円の売上高を見込む。台湾に約１０億
円を投じて工場を新設した。ガラスの粉末などを焼き固めて作るセラミック基板を生産し、
７月に発売する。 従来のアルミナ製よりも光の反射率が高く、ＬＥＤの輝度が２～３割向
上するという。耐熱性や放熱機能が高いためＬＥＤの長寿命化につながるとしている。

2010年6月18日

無線通信機器などを製造するクオンタムリープテクノロジー（塩尻市、小川洋史社長）
は、防水加工の発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を発売した。一般家庭向けは大手メーカーの
価格競争が激しい。ＬＥＤ照明は虫が寄りにくいなどの特性があるため、街路灯や看板と
いった屋外の業務用などニッチ（すき間）市場の需要を開拓する。 発売するのは蛍光灯
型と電球型の２タイプ。カバーの密閉性を高めてホコリや水にも強くした。蛍光灯型は２０
ワットと４０ワット相当の２商品を発売した。価格は１万１４００円から。

2010年6月18日

2010年6月18日

事業強化の内容は主に三つある。第一に，オフィスや店舗など施設向け新商品の開発
に注力する，という点。例えば，現在最高で約100lm/Wの器具総合効率を2012年までに
120lm/Wにまで引き上げる。「現時点でLEDパッケージの効率は103～110lm/W。100lm/W
の器具総合効率は，我々が内製する器具の損失を極限まで減らすことで実現した。例え
ば，電源回路の効率は93％を超える。今後これらをさらに改善し，LEDパッケージの効率
向上と合わせて120lm/Wを実現できる」という。新商品の開発には，製品の種類の増加も
含む。現時点で約400機種あるLED照明製品群を，2012年までに800機種，さらには2015
年までに1500機種に増やすという。
首都高速道路会社は１７日、ＬＥＤ（発光ダイオード）トンネル照明の効率改善に向けた
研究開発を進めるため、照明灯具を提供するメーカーの募集を始めた。参加資格は自動
車専用道路または高速自動車国道において、トンネル照明の開発・納入実績があること。
応募は７月１５日まで技術管理室設計技術グループで受け付ける。 参加者には２年後
におけるＬＥＤ素子効率とＬＥＤ照明の総合効率や、目標とするイニシャルコスト・ランニン
グコストが具体的に確認できる資料などの提出を求める。実績や開発能力、将来性、経済
性などを総合的に評価して協力会社を選定し、８月から技術開発に着手する方針だ。開発
期間は２年。

2010年6月19日

２０１０年６月１５日、サムスンＬＥＤが出資する天津三星ＬＥＤ有限公司の工場が天津経済
技術開発区の微電子工業区で完成し、このほど生産開始を記念する式典が行われた。地
元メディアが伝えた。 サムスンＬＥＤは、ＬＥＤ液晶テレビ、室内や自動車照明、移動通
信設備などの世界のリーディングカンパニーとされる。天津三星ＬＥＤ有限公司は全額出
資の子会社で、海外で唯一の生産拠点。投資額は１億８０００万元。今年の生産高は１００
億元、ＬＥＤ光源の生産量は９０億個を見込んでいる。

2010年6月19日

東海住まいづくり研究会はこのほど、１０年度総会と定例勉強会を開催した定例勉強会
では、大光電機の花井架津彦氏が、ＬＥＤを導入した空間創出と注意点について講演し
た。花井氏は、消費電力が少ないＬＥＤをＰＲする手法として、ランニングコストの経済性に
エコポイントを絡めた提案を推奨した。ＬＥＤを導入した室内設計については、色合いや明
るさが白熱電球とは異なることを理解し、色のばらつきを抑えて明るさを生かす照明の配
置が必要になると指摘。また、内装材の色使いの工夫など、照明環境を意識した空間設
計の重要性を解説した。
パナソニックは、同社が6月25日に発売する予定だったLED電球2機種について、7月13
日に発売日を延期すると発表した。
延期となるのは、E17口金用で、調光器に対応した
LED電球「EVERLEDS(エバーレッズ) 小型電球タイプ LDA6L-E17/D(電球色相当)」と、
「LDA-D-E17/D(昼光色相当)」。延期理由について同社では、一部の条件下において、ご
く稀に輻射ノイズによりテレビや無線機器に電波障害が発生することが判明したとしてい
る。万全を期すために、製品に内蔵された調光回路の一部を変更するという。

パナソニックのLED電球、テレビの電波障害で発売延期

家電ウォッチ

2010年6月21日

首都高、新型LEDトンネル照明、開発メーカーを公募

建通新聞

2010年6月21日 の性能要件の整理やフィールド実験などを行い、1-2年後に新型機器の仕様策定を目指

首都高速道路会社は、新型LEDトンネル照明を開発するため、協力して照明灯具の効率
性向上に取り組む道路照明メーカーを公募する。首都高がメーカーが提供する照明灯具
す。7月15日まで技術資料の提出を受け付けている。

竹中工務店は脳が活性化する周期などをコントロールする「体内時計」が狂うのを抑え
るオフィスを開発した。独自に開発した照明の明るさや室温を制御。オフィスで働く人の体
内時計のリズムを整え、帰宅後の深い眠りを促す。不規則な勤務形態になりがちなオフィ
スワーカーの生産性向上に役立つ技術として３年以内の商用化を目指す。子会社の新築
ビル内に新技術を導入したオフィスを開設した。サーカディアンリズム（概日周期）と呼ぶ２
４時間周期の体内時計に着目し、これに合わせた照明や空調の制御手法も取り入れた。
発光ダイオード（ＬＥＤ）照明はオレンジ色と白色の２種類を調節しながら使い、夕方からは
オレンジ色を強めにする。

不規則な会社でいかが？、「体内時計」整えるオフィス、竹中
日本経済新聞
工務店が開発

2010年6月22日

東芝ライテック社長に聞く、ＬＥＤ照明首位狙う、中国工場・Ｏ
日経産業新聞
ＤＭも活用

2010年6月23日 的に始めた。新規参入が相次ぐなか、老舗としてどう迎え撃つのか。照明子会社、東芝ラ

コイズミ照明 新製品内覧会に１２００人来場

丸善電機（株） 照明器具製造販売

建通新聞

東京商工リサーチ

店舗用ＬＥＤ、ハロゲン同等、電力１０分の１――東西電気産
日経産業新聞
業、レンズ形状工夫

東芝が発光ダイオード（ＬＥＤ）照明事業で攻勢をかけている。国内では３月に一般白熱
電球の生産を停止してＬＥＤに急速にシフト。欧米や中国に進出するなど海外展開も本格
イテックの社長に４月に就任した福田正巳氏に今後の戦略などを聞いた。

2010年6月23日

コイズミ照明（本社・大阪市中央区備後町３ノ３ノ７、梅田照幸社長）は１６日～１８日の３
日間、名古屋市東区の同社名古屋ショールームにおいて、「新製品内覧会」を開催し、３
日間で延べ１２００人が訪れた。 内覧会は、住宅・店舗用照明器具の２０１０年度版カタ
ログ「あかり専科２０１０～２０１１」の発行を機に開催されたもので、新製品３６０アイテムを
（１）ＬＥＤダウンライト（２）ＬＥＤコーディネートシリーズ（３）新和風シリーズ「常永久（とこと
わ）」（４）省エネ対応ｅｃｏ ｆｉｔ（エコフィット）シーリングシリーズ―のコンセプトに分け、４
ブースを構成。来場者は、同社担当者の説明を聞きながら、商品を実際に見て、触りなが
ら新製品の感触を確かめていた。

2010年6月23日

丸善電機（株）（伊丹市東有岡２－１６、設立昭和３１年２月、資本金４９５０万円、善積弘
明社長、従業員１８６名）は６月２１日、神戸地裁に民事再生法の適用を申請し、同日保全
命令を受けた。申請代理人は四宮章夫弁護士ほか４名（弁護士法人淀屋橋・山上合同、
大阪市中央区北浜３－６－１３日土地淀屋橋ビル、電話０６－６２０２－４７７６）。監督委員
は上谷佳宏弁護士（弁護士法人東町法律事務所、神戸市中央区京町８０クリエイト神戸９
階、電話０７８－３９２－３１００）。 負債総額は平成２１年３月期末時点で約４８億円。

2010年6月23日

業務用照明中堅の東西電気産業（大阪市、神保健作社長）は、店舗用の発光ダイオード
（ＬＥＤ）照明の新製品を開発した。店舗でよく使われる従来の光源のハロゲンランプと同じ
性能を確保しながら、消費電力を１０分の１に抑え、寿命は１３倍という。光を集めるレンズ
の形状を工夫した。百貨店やホテル、飲食店などに売り込む。 「ネクスティ」の製品名で
シリーズ化し、７月に発売する。照明の明るさは１２５～３４０ルーメン（ルーメンは明るさの
単位）で、寿命は約４万時間。委託先である電子機器製造のアドシステム（大阪府吹田
市、小林崇司社長）が製造する。
センサー開発大手のオプテックスは、省エネ効率の高い屋外用ＬＥＤ調光照明システムの
第１号を王将フードサービスの「餃子の王将」宝ケ池店（京都市）に納入した。人や車が近
づいた時だけ照明を明るくして、水銀灯に比べ消費電力を約１０分の１に抑えられる。王
将フードでは今後、新規に出す店を中心に採用する考えだ。納入したＬＥＤ調光システム
の照明は１０８個の白色ＬＥＤとレンズを組み合わせ、水銀灯並みの明るさと光の広がりが
ある。センサーで人や車の接近を感知すると、ゆっくり明るくしたりパッと点灯させたり、フ
ラッシュのように点滅させることができる。

オプテックス、ＬＥＤ調光システム、「餃子の王将」に納入。

日経産業新聞

2010年6月23日

ＮＥＤＯ、革新的省エネ技術研究開発１４件採択

日刊工業新聞

2010年6月23日 マとして１４件の提案を採択した。研究フェーズと研究開発テーマ、採択先は次の通り。

新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）は、革新的な省エネルギー技術の研究
開発を支援する「省エネルギー革新技術開発事業」の２０１０年度第一次公募の採択テー
【実証研究】▽有機ＥＬ照明量産化実証に関する研究開発（ＮＥＣライティング）
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4. 新 聞
題目

新聞名

発行年月日

概要

2010年6月24日

中堅照明器具メーカーのコイズミ照明（大阪市、梅田照幸社長）は中国市場に本格進出
する。今後２～３年かけて北京市や大連市など主要都市に営業拠点を開設する。日系企
業が中国に商業施設などを設立するのに合わせ発光ダイオード（ＬＥＤ）照明などを提案。
省エネを切り口に大型案件の受注を狙う。中国における売上高を２００９年度の５億円か
ら１１年度にも３０億円に引き上げる。 今年度内に北京市にある設計拠点に営業要員を
派遣して営業所に格上げする。大連市や広州市など、日系企業が多く進出している都市
にも営業所を開設する。

2010年6月24日

遠藤照明（６９３２・大証２部）に先高余力。２２日に年初来高値を更新した反動で、２３日
は小緩んだものの、今期の収益急回復など評価材料は豊富で上値期待に包まれたまま
の状態だ。 小型株ながら、ＬＥＤ（発光ダイオード）関連銘柄としてすっかりおなじみの同
社。従来の照明器具と同価格帯ながら、消費電力を大幅に低減したＬＥＤ照明器具を２０１
０年２月から販売しており、今３月期に大きな収益貢献が見込まれている。

インテックス、色彩・明るさを自由に設定できるＬＥＤ照明を発
日刊工業新聞
売

2010年6月25日

インテックス（東京都千代田区、八木穣社長、０３・５２８１・８２８２）は、色を自在に変えら
れる発光ダイオード（ＬＥＤ）照明「フルカラーＬＥＤ蛍光灯」を７月１日に発売する。赤、緑、
青のＬＥＤの輝度を調整して色彩・明るさを自由に設定できる。価格は約４万円で初年度２
０００本の販売を目指す。 紫外光から近赤外光まで最大６色のＬＥＤ素子を実装でき、殺
菌や日焼け機能も追加できる。カラオケボックスやホテルなどの照明への採用を見込む。
使い方に応じてタイマー機能なども組み込める。

ＬＥＤ電球普及へ 販売店向け説明会 県、来月１日から＝
福岡

西部読売新聞

2010年6月26日 明会を７月１日から県内６か所で開く。 ＬＥＤ電球は省エネ効果が高く、二酸化炭素の排

LED照明に切り替え/ﾖｰｶﾄﾞｰ

LED（発光ダイ
オード）とLED照明
に関する情報

コイズミ照明、中国でＬＥＤ照明拡販、北京などに営業拠点、
日経産業新聞
日系企業向け開拓

遠藤照明 先高に余力－意欲的な設備投資を評価

ＬＥＤ電球、東芝が価格攻勢

地球にやさしい発光ダイオード（ＬＥＤ）電球の普及に取り組む県は、１個買うごとに１００
０円分のお米券か図書カードを“補助”する事業を始めるのに伴い、販売店向けの事業説
出抑制につながる。電気代も節約できる一方で、１個約４０００円と白熱電球と比べて高価
なことから、県が独自の事業を考案した。

日経ビジネス

モスフード、ＣＯ２、３割減の省エネ店、照明器具を効率配置

小型ＬＥＤ電球の販売が好調
数量は１月の約９倍に

日本証券新聞

日経ＭＪ（流通新
聞）

Ｅ１７口金製品の５月の販売 日経アーキテク
チュア

東芝ライテック、６４％の省エネ実現したＬＥＤ防犯灯

ウシオライティング、省エネ・環境負荷低減の
電球型ＬＥＤランプ「ＬＥＤＩＵ ＬＥＤフィラメント電球Ｌｅｔ」を発
売

日刊工業新聞

日経速報

４月の改正省エネ法の施行にともなって小売り各社の環境対策は急務になっておりイトー
ヨーカ堂も全店の看板の照明を３年以内にＬＥＤ（発光ダイオード）に付け替えるなど省エ

2010年6月27日 ネの取り組みはコンビニからスーパーにも広がってきました 24時間営業のコンビニや大型
店舗がＬＥＤ照明に変わると電気代やCO2の削減で地球環境にいいですね

2010年6月28日

中国で価格攻勢を仕掛け、「市場創造」を目論む。 半導体の生産技術を生かし、１兆円の
売り上げを目指す。 「『あかりの東芝』として中国でも負けるわけにはいかない」。日系
メーカーとして初めて中国でＬＥＤ（発光ダイオード）電球を発売した東芝。同社中国法人の
田中孝明董事長は、３月に開催した製品発表会で気炎を上げた。力が入るのも無理はな
い。東芝は創業事業の１つである白熱電球の製造を２０１０年３月に終了。ＣＯ２（二酸化
炭素）の排出量削減に貢献するためとはいえ、１２０年の歴史ある事業からの撤退は苦渋
の決断だった。

2010年6月28日

モスフードサービスは二酸化炭素を３割削減した省エネ型店を開発した。照明器具を効
率的に配置する技術を採用したほか、厨房機器の使用度合いを感知し空調を自動的に調
整するシステムを取り入れた。効果のある機能をフランチャイズチェーン店にも導入する。
モスはこのほど「ＥＣＯ―ＭＯＳプロジェクト」を発足させ、ドライブスルー店の「Ｒ―１５５刈
谷店」を改装。壁面の照明にはパナソニック電工の「Ｆｅｕ（フー）理論」と呼ばれる技術を採
用。同理論は人が感じる「空間の明るさ」を数値化する。同理論を使うとより効果的な高さ
に照明器具を設置できる。明るさを維持したまま、同規模の店と比べて器具数を３分の２
に減らすことができる。

2010年6月28日

Ｅ１７口金の小型ＬＥＤ電球が売れている。２０１０年５月の販売数量が、１０年１月の約９
倍に急増していることが、ジーエフケーマーケティングサービスジャパン（ＧｆＫＪａｐａｎ、本
社：東京都中野区）の調査で明らかになった。同じ期間のＬＥＤ電球全体の販売数量は約
２．５倍であり、Ｅ１７口金製品の伸びは際立っている。ＬＥＤ電球全体に占める比率は、数
量ベースで３１．９％を占めるまでになった。 １０年２月以降、パナソニック、東芝、シャー
プのＥ１７口金製品がそろったこともあり、売り上げが大きく伸び始めた。

2010年6月29日

東芝ライテックは発光ダイオード（ＬＥＤ）照明「イー・コア」シリーズの防犯灯「ＬＥＤＫ―７
８９７１Ｗ―ＬＳ１」を発売した。消費電力は８．５ワット。従来の２０ワット１灯用防犯灯ステ
ンレス製器具と同等の明るさで、約６４％の省エネ化を実現した。アームにはさびに強いス
テンレスを使用しており、海岸地域での使用などにも適している。年間点灯時間が４０００
時間の場合、電灯料金は１８７１円。光源寿命は約６万時間で、約７倍の長寿命化を実現
した。従来に比べ電灯料金を約３０％削減し、サイズと重さを約５５％コンパクト化した。

2010年6月29日

ウシオライティング株式会社は、白熱電球用のソケットで使用可能な、省エネ、環境負荷
低減に貢献する電球型ＬＥＤランプ「ＬＥＤＩＵ（レデュー）ＬＥＤフィラメント電球Ｌｅｔ（レット）」
（以下Ｌｅｔ）の「３６ｌｍタイプ」を完成させ、７月から販売を開始しますので、お知らせしま
す。「Ｌｅｔ」は、ＬＥＤを従来型白熱電球の発光部分と同じフィラメント状に搭載したもので、
発する光の質や色だけでなく、ランプ形状までも従来型の白熱電球に近づけたものです。
ＬＥＤ照明は“点光源で眩しい光”という一般的なイメージを払拭、従来の白熱電球が発す
る温かい光色を再現し、それぞれの照明空間がもつ雰囲気に合わせた演出を可能にしま
した。
パナソニック電工は、９月５日まで「パナソニック電工汐留ミュージアム」で開催されてい
る企画展「ハンス・コパー展」に合わせて、同ミュージアムの常設展示コーナー「ルオー
ギャラリー」を、最先端のＬＥＤ照明などの次世代照明でリニューアルした。 ＬＥＤは省エ
ネ性のほか、紫外線や赤外線などの有害光線が少なく、展示品の損傷を抑えられるた
め、美術館や博物館などで主照明としての採用増加が期待されている。これまで「ルオー
ギャラリー」では、ミニハロゲンダウンライトやミニハロゲンスポットライト、美術館用蛍光灯
展示ケース照明などを使用していた。
キヤノンは２８日、連結子会社である大証２部上場のキヤノンマシナリーと、ジャスダック上
場のトッキを１０月１日付で完全子会社化すると発表した。いずれも株式交換で実施する。
２社とも９月２８日付で上場廃止となる予定。 キヤノンマシナリー株１株に対しキヤノン株
０・６１株、トッキ株１株に対しキヤノン株を０・１２株を割り当てる。現在のキヤノンの出資
比率はキヤノンマシナリーが６４・２３％、トッキが６６・０１％。キヤノンマシナリーは工場の
搬送システムや自動化装置などを手がける。ＮＥＣ子会社だった同社を２００５年に買収し
て子会社化していた。トッキは有機ＥＬディスプレーや太陽電池の製造装置を手がけ、０７
年に買収した。
遠藤照明は空間全体を照らす主照明用のＬＥＤ照明を８月から国内で発売する。オフィ
スビルや店舗など業務用に販売し、蛍光灯や水銀灯からの代替需要を取り込む。副照明
用の新商品も約７００種類追加。ＬＥＤ照明の商品点数を従来の１・８倍の２０００種類に拡
充し、２０１０年度にＬＥＤ照明器具で１００億円の売り上げをめざす。 主照明用として明
るさや大きさ、デザインの違いによって１５４種類の商品を用意した。価格は１万４８００～
５万９５００円。素子の大量購入などにより、他メーカーの商品より数割安く抑えた。蛍光灯
と比べると約２倍の高価格だが、オフィスや商業施設などの省エネ需要を獲得できるとみ
ており、１０年度に２０億円の売り上げを見込む。

パナ電工 汐留ミュージアム／ギャラリー照明次世代ＬＥＤに 日刊産業新聞

2010年6月29日

キヤノン、上場２社を完全子会社化

日経産業新聞

2010年6月29日

遠藤照明、８月に１５４種、主照明用ＬＥＤ発売―ビル・店舗
向け開拓

日経産業新聞

2010年6月30日

明かりを減らし、くつろぎの夜を “ライトダウンキャンペーン

産経新聞

2010年6月30日 酸化炭素）削減／ライトダウンキャンペーン」が今年も七夕の７月７日、実施される。明るさ

全国のライトアップ施設や家庭の明かりを絞って落ち着いた夜を過ごそうと、「ＣＯ２（二
を少し減らすだけで省エネになるだけでなく、くつろぎの空間が生まれるという。

有機エレ研、あす再発足、最高責任者に当摩氏内定

日本経済新聞

2010年6月30日
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山形県が３月末に解体した有機エレクトロニクス研究所（山形県米沢市）が機能や規模を
縮小し、７月１日付で新組織として再発足する。現場の最高責任者に東北パイオニア（山
形県天童市）で有機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）開発リーダーを長年務めた当摩照夫
氏が内定した。関連産業の集積に向け、県内企業の支援拠点として再始動する。 運営
主体の山形県産業技術振興機構が２９日発表した。組織名は「産学官連携有機エレクトロ
ニクス事業化推進センター」だが、通称は旧組織と同じ「エレ研」にする。センター長は産技
機構の遠藤剛理事長が兼務。

4. 新 聞
題目

新聞名

冷凍倉庫用ＬＥＤ照明、みの電子開発、零下６０度でも明るく
日本経済新聞
―冷食保管の需要開拓。

東芝、ルーヴルにＬＥＤ照明、無償で４５００台提供

日本経済新聞

山大卓越研究教授に楊氏 第一号 有機太陽電池で指導＝
東京読売新聞
山形

ＬＥＤ照明事業、２０１５年までに事業規模５００億目指す
三菱電機

パナソニック電工 長榮周作（ながえ・しゅうさく）

建通新聞

週刊ダイヤモンド

発行年月日

概要
発光ダイオード（ＬＥＤ）関連機器メーカーの、みの電子パーツ（徳島市、見野幸一社長）
は冷凍倉庫に設置するＬＥＤ照明を開発した。周辺温度の低下で照度が落ちるのを防ぎ、

2010年7月1日 零下６０度の環境下の実験でも明るさを確保した。初期の設置費用も従来の蛍光灯など
の照明と同程度という。少ない消費電力で明るさを確保できる点を強調し、冷凍食品を扱
う企業などに売り込む。

2010年7月1日

東芝は３０日、フランスのルーヴル美術館にＬＥＤ照明を無償で提供すると発表した。計
４５００台のＬＥＤ照明を提供し工事費用も負担する。世界的に著名な美術館の照明改修
計画に参加することで、ブランド認知度を高め照明事業の海外展開を加速する。ルーヴル
美術館は建物の内部や壁面、屋根を照らす「投光器」を、従来の「キセノンランプ」などか
ら消費電力が小さく寿命が長いＬＥＤ照明に置き換える。広場やガラスのピラミッド、中庭
などを照らす照明も改修する。改修は２０１１年末に終える予定。中庭は１２年内を目指
す。改修費用は数億円規模とみられる。 東芝は昨年４月から欧米などにＬＥＤ照明の営業
拠点を設置。
山形大工学部（米沢市）は３０日、同学部の卓越研究教授として、有機エレクトロニクス
研究で世界的に著名な楊陽（やんやん）・カリフォルニア大ロサンゼルス校（ＵＣＬＡ）教授

2010年7月1日 （５１）と２８日付で契約したと発表した。 卓越研究教授は、同大が整備中の先端有機エ
レクトロニクス研究センターで有機ＥＬや有機太陽電池などノーベル賞級の研究をする「ド
リームチーム」のため設けた制度。

2010年7月2日

三菱電機は１８日、省エネ、環境負荷低減の基幹商品であるＬＥＤ照明事業の強化を図る
ため、施設用を中心に新商品開発を加速させるほか、「ＬＥＤ営業推進センター」を新設し
２０１５年度までに事業規模で５００億円を目指すと発表した。 執行役副社長でリビング・
デジタルメディア事業本部長の中村一幸氏は「世界的な低炭素社会形成の動きに伴い、
電気製品の中でも消費電力量の大きい照明器具の高効率化が求められており、改正省
エネ法の施行、家電エコポイント・住宅エコポイントの施行など環境政策の強化により、省
エネルギー機器への関心・期待が高まっている。

2010年7月3日

今年２月、次期社長を快諾した長榮周作は、松下幸之助氏の著書『社長になる人に知っ
ておいてほしいこと』を読み直した。 松下電工（当時）では照明畑を歩いてきた。入社し
て１１年半は、化学工場などで使われる防爆性の高い特殊照明の設計を担当。課長と２
人という小さな組織だったが、「お客のニーズをくみ取り、自分で考える姿勢が身につい
た」と振り返る。 その後も照明の商品企画を行ってきたが、転機が訪れたのは５０歳のと
き。３年間、インドネシアの子会社社長を務めることになった。照明用インバーターを生産
し日本に輸出するのが主な仕事だが、当時は円安ルピア高。
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5. ホームページ
題目

作成団体

ＵＲＬ

「新光源発達度研究調査委員会報告書」平成18年度
(社)照明学会新光
本報告書は、平成１８年４月から平成１９年３月までの1年間
源発達度研究調査 http://www.ieij.or.jp/publish/files/IEIJ_JIER-094.pdf
に亘って、ＬＥＤと有機ＥＬ に関する情報を収集し、項目別に 委員会
分類・整理したもの。
「新光源発達度研究調査委員会報告書」平成19年度
(社)照明学会新光
本報告書は、平成１9年４月から平成20年３月までの1年間
源発達度研究調査 http://www.ieij.or.jp/publish/files/IEIJ_JIER-100.pdf
に亘って、ＬＥＤと有機ＥＬ に関する情報を収集し、項目別に 委員会
分類・整理したもの。
「新光源発達度研究調査委員会報告書」平成20年度
本報告書は、平成20年４月から平成21年３月までの1年間 (社)照明学会新光
源発達度研究調査 http://www.ieij.or.jp/publish/files/IEIJ_JIER-102.pdf
に亘って、ＬＥＤと有機ＥＬ に関する情報を収集し、項目別に 委員会
分類・整理したもの。
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ＬＥＤ照明信頼性ハンドブック(WEB版)

ＬＥＤ照明推進協議
http://www.led.or.jp/
会

導入事例集（用途別事例、地域別事例）

ＬＥＤ照明推進協議
http://www.led.or.jp/
会

照明技術・デザイン最新事情【落合 勉】 2009年02月16日
第14回 ALL ＬＥＤ照明の街「あざぶの丘」

日本経済新聞社 http://www.shopbiz.jp/ld/column/ochiai/27215.html

照明技術・デザイン最新事情【落合 勉】 2009年04月30日
第15回 ライティング・フェア２００９を視察して 前編

日本経済新聞社 http://www.shopbiz.jp/ld/column/ochiai/32700.html

照明技術・デザイン最新事情【落合 勉】 2009年07月16日
第16回 ライティング・フェア２００９を視察して 後編

日本経済新聞社 http://www.shopbiz.jp/ld/column/ochiai/37781.html

照明技術・デザイン最新事情【落合 勉】 2009年10月07日
第17回 省エネ照明の変遷と東アジア各国のLED最新事情

日本経済新聞社 http://www.shopbiz.jp/ld/column/ochiai/43107.html

照明技術・デザイン最新事情【落合 勉】 2009年12月15日
第18回 21世紀は半導体の光

日本経済新聞社 http://www.shopbiz.jp/ld/column/ochiai/48050.html

照明技術・デザイン最新事情【落合 勉】 2010年02月18日
第19回 デザイナーが考える未来のLED照明とは ～さらに
拡がるLEDの可能性

日本経済新聞社 http://www.shopbiz.jp/ld/column/ochiai/54644.html

照明技術・デザイン最新事情【落合 勉】 2010年04月01日
第20回 LED Next Stage 2010を視察して（その1）

日本経済新聞社 http://www.shopbiz.jp/ld/column/ochiai/58771.html

照明技術・デザイン最新事情【落合 勉】 2010年06月18日
第21回 LED Next Stage2010を視察して（後編）～Light＋
Buildingの報告も交えて

日本経済新聞社 http://www.shopbiz.jp/ld/column/ochiai/62587.html

照明技術・デザイン最新事情【落合 勉】 2010年08月26日
第22回 Light + Buildingの視察（後編）と2つの研究会（LED
とOLED）

日本経済新聞社 http://www.shopbiz.jp/ld/column/ochiai/65916.html

flexible OLED lighting ビデオ

Holst centre

http://www.holstcentre.com/NonMenuFolder/FlexibleOLEDLigh
ting.aspx

LED照明機器のS-JET認証について

電気安全環境研究
http://www.jet.or.jp/products/s_jet/index.html
所

Solid-State Lighting Manufacturing Workshop 2009.4.2122

米国エネルギー省

http://www1.eere.energy.gov/buildings/ssl/fairfax09_materials.h
tml

使う標準からつくる標準へ、加速する国際標準化戦略

経済産業ジャーナ
ル

http://www.meti.go.jp/publication/data/newmeti_j/meti_j_09_5_6
/book31.html

Roundtable Discussions of the Solid State Lighting R&D
Task Structure , Sept.17-18,2008,Washington,DC
Solid-State Lighting Manufacturing Roadmap
Presented for Discussion Solid-State Lighting
Manufacturing Workshop, June 24-25,2009
三洋電機，単3形eneloopを使った充電式照明を発売
「eneloop lamp」（照明用LED内蔵）
Technologyプロダクツ 電球形LED照明
「白熱電球より40倍長持ち、10倍の価格差が課題」

U.S.Department of http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/s
Energy
sl-rd-roundtable-report_jan09.pdf
U.S.Department of http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/s
Energy
sl_manufacturing-roadmap.pdf
Tech-On!
（日経BP社）

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090630/172452/

ECO JAPAN
（日経BP社）

http://eco.nikkeibp.co.jp/article/report/20090626/101750/

Tech-On!

OSRAM OptoのLEDが上海長江トンネルに採用，搭載数は （日経BP社）
41万個以上
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5. ホームページ
題目

作成団体
ケンプラッツ

オフィス用LED照明システムを開発、石井幹子氏とローム・ （日経BP社）
岡村製作所
IDEC，AC200V対応のLED照明ユニットを発売

Tech-On!
（日経BP社）

水冷方式のLED電球を米Eternaleds社が発売

ケンプラッツ
（日経BP社）

スリーエフ横浜市庁舎店、オールLEDの省エネ化モデル

ケンプラッツ
（日経BP社）

ＵＲＬ
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20090717/
534085/?ST=led
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090721/173252/
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20090723/
534217/?ST=led
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20090717/
534128/

ケンプラッツ

三菱化工機もLED照明事業に参入、照射方向を変えられる （日経BP社）
蛍光灯型を発売

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20090724/
534252/?ST=led

東芝ライテック，既存品の約半額の一般電球形LED電球を 日経エレクトロニク http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090624/172178/?
ス
ST=green_device
発売(6/24)
コクヨストアクリエーション，店舗の陳列棚などに向けたLED 日経エレクトロニク http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090629/172407/?
ス
照明を発売，直流12Vで駆動(6/29)
ST=green_device
米Avago Technologies，定格3Wで寸法が5.0mm×4.0mm× 日経マイクロデバイ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090703/172578/
ス
1.85mmのLEDを発表(7/3)
大阪大学がGaN系半導体を用いた赤色LED素子を試作
(7/3)

日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090703/172590/
ス
日経エレクトロニク

エコリカがLED電球を大幅値下げ，価格は3780円から(7/3) ス

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090701/172502/

OKIがルネサスから工場買収，LEDチップの生産能力を4倍
Tech-on
に(7/6)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090706/172607/

OSRAM OptoのLEDが上海長江トンネルに採用，搭載数は 日経マイクロデバイ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090706/172642/
ス
41万個以上(7/7)
LEDフラッシュを2灯駆動できるドライバICを米NSが発売，放 日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090707/172692/
ス
熱特性を高める構成を採用(7/7)
シャープが家庭用LED電球の発売を延期，予想を上回る注 日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090710/172866/
ス
文で(7/10)
LED照明の標準化で先行した韓国，狙うは国際的なリー
ダーシップ(7/13)

日経マイクロデバイ http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090713/17289
ス
9/?ST=NMD

ローム，アミューズメント機器に向け高さ0.6mmの薄型高輝 日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090714/172992/
ス
度LEDを開発(7/14)
予想以上に早い？家庭にもLED照明の時代(7/16)

日経エレクトロニク http://techon.nikkeibp.co.jp/article/TOPCOL/20090715/17306
ス
4/

ロームや岡村製作所ら，LEDを使ったオフィス向け照明シス 日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090716/173132/
ス
テムの開発へ(7/16)
LED電球に交換しようと思ったら・・・(7/21)

日経マイクロデバイ http://techon.nikkeibp.co.jp/article/TOPCOL/20090717/17318
ス
6/

水冷方式のLED電球をEternaleds が発売(7/22)

日経マイクロデバイ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090722/173294/
ス

三菱化工機もLED照明事業に参入，照射方向を変えられる 日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090723/173345/
ス
蛍光灯型を発売(7/23)
壁照明もLEDで？ 異業種から60cm角のLED照明に参入

Ｔech-on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090416/168924/

蛍光灯型LED照明が続々，省エネや安全性に疑問の声も

Ｔech-on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090417/168982/

電球型LED照明器具の即売会が出現――次世代照明技術
Ｔech-on
の展示会で

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090417/168975/

ドイツOSRAM Opto，電流100ｍAで最大光束27lmの白色
LEDを開発

Ｔech-on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090423/169212/

Organic Lighting Technologies developed more efficient
OLED lighting, displays

OLED-Info.com

http://www.oled-info.com/organic-lighting-technologiesdeveloped-more-efficient-oled-lighting-displays
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5. ホームページ
題目

作成団体

ＵＲＬ

Kenwood shows stereo speakers that also include OLED
light

OLED-Info.com

http://www.oled-info.com/kenwood-shows-stereo-speakersalso-include-oled-light

Dai Nippon Printing has developed a flexible, transparent
conductive film, can replace ITOs in OLEDs

OLED-Info.com

http://www.oled-info.com/dai-nippon-printing-has-developedflexible-transparent-conductive-film-can-replace-itos-oleds

Lightfair Innovation Awards honor excellence in lighting

ＬＥＤｓ ＭＡＧＡＧＩＮ
http://www.ledsmagazine.com/news/6/5/6
Ｅ

Zumtobel and Royal Philips Electronics sign cross licensing TradingMarkets.co http://www.tradingmarkets.com/.site/news/Stock%20News/231
m
2394/
agreement
http://bits.blogs.nytimes.com/2009/05/06/coming-soon-a-40watt-led-light-bulb/

Coming Soon: A 40-Watt LED Light Bulb

LED light for the road - OSRAM Opto offers solution with ＬＥＤｓ ＭＡＧＡＧＩＮ
http://www.ledsmagazine.com/press/18609
Ｅ
integrated lens
Philips Lighting unveils 600 lumen dimmable A-shape LED
bulb for incandescent replacement

ＬＥＤｓ ＭＡＧＡＧＩＮ
http://www.ledsmagazine.com/press/18582
Ｅ

Portugal Streets Illumiated by LEDs

The A to Z of
Materials

http://www.azom.com/news.asp?newsID=16960

ドイツOSRAM Opto，道路照明向けにレンズを内蔵した白色
Ｔech-on
LEDなどを開発

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090511/169925/

韓国Seoul Semiconductor，発光効率120lm/Wの白色LEDを
Ｔech-on
発売

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090513/170017/

EU to ban some light bulbs

United Press
International

http://www.upi.com/Science_News/2009/05/09/EU-to-bansome-light-bulbs/UPI-96251241895713/

WAC Lighting shows new OLED lamp prototypes

OLED-Info.com

http://www.oled-info.com/wac-lighting-shows-new-oled-lampprototypes

Japanese researchers developed rubber-like OLED

OLED-Info.com

http://www.oled-info.com/japanese-researchers-developedrubber-oled

GE shows OLED lighting concepts video

OLED-Info.com

http://www.oled-info.com/ge-shows-oled-lighting-conceptsvideo

German scientists develop 90lm/w OLED lighting panels

OLED-Info.com

http://www.oled-info.com/german-scientists-develop-90lmwoled-lighting-panels

JR東日本，有機ELディスプレイ搭載の自動改札機でデジタ
Ｔech-on
ル・サイネージの実証実験
Revlite Technologies announces the Hadar LED low bay
lighting solution for parking garages.

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090514/170134/

ＬＥＤｓ ＭＡＧＡＧＩＮ
http://www.ledsmagazine.com/products/18709
Ｅ

ATG Electronics eLucent E Series LED Global Bulbs meet ＬＥＤｓ ＭＡＧＡＧＩＮ
http://www.ledsmagazine.com/products/18696
Ｅ
your different demands
San Jose stimulated to convert streetlights to LEDs

ＬＥＤｓ ＭＡＧＡＧＩＮ
http://www.ledsmagazine.com/news/6/5/15
Ｅ

LED*Waves provides UNIQLO store with custom LED Net ＬＥＤｓ ＭＡＧＡＧＩＮ
http://www.ledsmagazine.com/products/18690
Ｅ
lights
UPEC announces enhanced Fish Lamp model

ＬＥＤｓ ＭＡＧＡＧＩＮ
http://www.ledsmagazine.com/products/18695
Ｅ

Osram helps create the sky inside the Trafford Centre

ＬＥＤｓ ＭＡＧＡＧＩＮ
http://www.ledsmagazine.com/products/18701
Ｅ

【ミラノサローネ2009】
日本のデザイナーらによる光の
提案
～喜多俊之の有機EL照明など
Ultra-Efficient Organic LEDs
OLEDs could soon give fluorescent lighting a run for its
money.

http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/event/milan09/2009042
7_163941.html

kadenwatch

Technology Review http://www.technologyreview.com/energy/22656/page1/

Philips lumiblade OLED light - first looks

OLED-Info.com

http://www.oled-info.com/philips-lumiblade-oled-light-firstlooks

LED畳の妖しい光で誰かと食事をしたい

Sangyo Times

http://www.shogyo-shisetsu.jp/article/mutter/mutter245.html
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5. ホームページ
題目
Lumileds redefines its shades of white
Philips Lumileds classifies its LEDs according to market
needs

作成団体

ＵＲＬ
http://optics.org/cws/article/industry/39182

optics.org

開洞100周年記念で秋芳洞をライトアップ--美祢市長「イベ
ントを起爆剤に」

http://journal.mycom.co.jp/news/2009/05/28/050/

ETRI shows new 70Lm/W white light OLEDs

OLED-Info.com

http://www.oled-info.com/etri-shows-new-70lmw-white-lightoleds

Kodak Recognized For OLED Lighting Technology

designtaxi.com

http://www.designtaxi.com/news.jsp?id=27206&monthview=0&m
onth=5&year=2009

Kodak Awarded $1.7 Million U.S. DOE Contract to Develop
OLED-Info.com
OLED Lighting

http://www.oled-info.com/kodak-awarded-17-million-us-doecontract-develop-oled-lighting

Samsung shows a flexible 6.5" OLED Prototype

OLED-Info.com

http://www.oled-info.com/samsung-shows-flexible-65-oledprototype

The Holst centre releases a nice flexible OLED Lighting
video

OLED-Info.com

http://www.oled-info.com/holst-centre-releases-nice-flexibleoled-lighting-video

LEDtronics introduces white-body, medium-beam PAR30
LED bulb

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18782

照度は低くても「明るさ感」は同等，LED照明の店舗への導
Tech-on!
入狙うパナソニック電工

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090529/170996/

Philips LED lamps offer a stylish solution to benefit
environment

clickgreen

http://www.clickgreen.org.uk/product/directory/12225-philipsled-lamps-offer-a-stylish-solution-to-benefitenvironment.html

Peace Bridge between Canada and US shines with Philips
LED lighting

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18786

PEACE BRIDGE SHINES WITH LED LIGHTING
TRANSFORMATION BY PHILIPS

ＰＨＩＬＩＰＳ Press
Information

http://www.colorkinetics.com/corp/news/pr/releases/200906-01_peacebridge.html

OSRAM showcases Siemens’ Hamburg office

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18814

More info about Kodak's white lighting project

OLED-Info.com

http://www.oled-info.com/more-info-about-kodaks-whitelighting-project

FDC and UDC achieve a breakthrough in flexible OLEDs

OLED-Info.com

http://www.oled-info.com/fdc-and-udc-achieve-breakthroughflexible-oleds

Kodak OLED lighting video

OLED-Info.com

http://www.oled-info.com/kodak-oled-lighting-video

Citizen LED produces 1335 lm from 13.3W input, can be
directly mounted on heatsink

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/press/18824

Cooper energy-efficient LED downlight complies with
Parts L1 and L2

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18841

Osram LEDs chosen for high-power stage lighting

semiconductortoday

http://www.semiconductortoday.com/news_items/2009/JUNE/OSRAM_080609.htm

XLED590 高出力LEDムービング

イースペック株式会 http://e社
spec.co.jp/04seihin_syoumei/pr/syoumei_pr_xled590.html

Lumileds’ LUXEON Rebels power LED security floodlights today

http://www.semiconductortoday.com/news_items/2009/JUNE/LUMILEDS_090609.htm

XLed 25

STEINEL

http://www.steinel.de/en/produkte_fuer_fachkunden/neuheiten_
fh/xled_25/

Khatod unveils color mixing lenses

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18852

Auckland’s Sky Tower joins list of global landmarks lit by
Philips LED technology

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18830

Philips sows seeds for energy-efficient horticulture
through LED lighting partnership with BVB Substrates

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18829

Cooperation between China and Taiwan urged in LED
forum

LEDs MAGAZINE

semiconductor-
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題目

作成団体

ＵＲＬ

OSRAM Opto Semiconductors is premium sponsor of LED
LEDs MAGAZINE
Forum Moscow

http://www.ledsmagazine.com/products/18850

OLEDs World Summit 2009

OLED-Info

http://www.oled-info.com/oleds-world-summit-2009

「木槌で叩いても平気な有機ELです」，LG Displayが開発

Ｔech-on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090605/171360/

経済産業省「完全制御型植物工場」に植物育成照明を納入 岩崎電気株式会社

http://www.iwasaki.co.jp/whatsnew/release/2009/plantfactory/index.html

Traxon Technologies/e:cue joins Osram-Philips crosslicense program

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18890

rio led shower head lights up your bath like a disco

LEDs MAGAZINE

http://technabob.com/blog/2009/05/24/rio-led-rgb-showerhead-disco/
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/20090618_294589.
html

アイリスオーヤマ、3千円台からの40/60WタイプのLED電球 家電Ｗａｔｃｈ
【中台】LED プロジェクトに向け、産業協力同盟を結成

Japan Internet.com http://japan.internet.com/finanews/20090610/3.html

米Vishay，投入電流350mAで標準光度2万5000mcdの車載
Ｔech-on
対応白色LEDを開発

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090615/171734

Agricultural engineer designs AviLighting LED lighting
system for poultry houses

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18928

Samsung joins OLED lighting race, shows prototypes

OLED-Info

http://www.oled-info.com/samsung-joins-oled-lighting-raceshows-prototypes

erise

三菱電機照明

http://www.mitsubishielectric.co.jp/group/mlf/catalog/index.ht
ml

Expanded Sharp LED range available through APC hero

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18942

ATD passes Taiwan government's LED streetlight standard LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18941

LED Suspended Luminaire Designed by Peerless Lighting
Wins Lightfair Design Innovation Award & Best in
Category

ＰＲ Ｗeb

http://www.prweb.com/releases/2009/06/prweb2553414.htm

Boca Flasher releases SPL-0XX ultra-small profile LED
task light fixture

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18951

Analysis: Many LED patents set to expire in 2010

Solid State
Technology

http://www.solidstate.com/display_news/179356/5/HOME/Analysis:_Many_LED_
patents_set_to_expire_in_2010

Blue LED pioneer to receive $500,000 prize from Inamori
Foundation for Lifetime Achievement in Advanced
Technology.

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/6/18

LEDs used in Solid-State Lighting Illumination Global
Market Forecast

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18939

有機EL照明，2～3年後には次世代光源として本格実用化
へ

Ｔech-on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20090624/17218
1/

ラゾーナ川崎プラザ、高天井に2300台のLEDダウンライト

ケンプラッツ
（日経BP社）

光の取り出し効率40％の有機EL素子を昭和電工が開発

Tech-On!
（日経BP社）

LEDを使った道路灯や防犯灯を拡充、岩崎電気

ケンプラッツ
（日経BP社）

大阪府が「LED道路照明技術評価制度」の募集を開始

ケンプラッツ
（日経BP社）

NECライティング、60W相当のLED電球を9月に発売

Tech-On!
（日経BP社）

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20090717/
534105/
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090728/173501/
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20090728/
534321/?ST=led
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/const/news/20090730/53
4398/?ST=led
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090824/174470/

三菱化工機もLED照明事業に参入，照射方向を変えられる 日経エレクトロニク http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090723/173345/?
ス
ST=green_device
蛍光灯型を発売(7/23)
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作成団体
日経マイクロデバイ

シャープ，665lmの業務用ダウンライトLED照明を発売(7/24) ス

ＵＲＬ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090724/173408/

【続報】太陽光発電，スマートグリッド，LED照明・・，東芝の 日経エレクトロニク http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090805/173934/?
ス
佐々木社長が示した各事業戦略とは(8/5)
ST=observer
LED照明やモータの放熱対策に朗報，住友大阪セメントらが 日経エレクトロニク http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20090804/173847
ス
/
新型のエポキシ樹脂(8/6)
ディスコの決算――第1四半期は想定を上回る好調，LED需 野村證券 金融研
究所
要が牽引(8/10)
日本エーエム，2次電池駆動のLED投光器を発売(8/18)

日経エレクトロニク http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090818/174305/?
ス
ST=green_device

水冷方式のLED電球を米Eternaledsが発売

ケンプラッツ
（日経BP社）

電球形LEDを9月に発売、NECライティング

ケンプラッツ
（日経BP社）

白色LED照明の世界市場、
毎年4割近い伸びで12年には4782億円
OSRAM OptoのGolden DRAGON Plus.韓国で最長のLED道
路照明に採用

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090810/17404
0/?ST=silicon

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20090723/
534217/?ST=led
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20090825/
534921/?ST=led

日経BPネット
（日経BP社）
ELISNET

http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20090831/177620/
http://www.elisnet.or.jp/news/news_detail.cfm?select_news_id=
18641

環境メディア
（アイティメディア）

http://members.kankyomedia.jp/release/20090904_142.html

Tech-On!
（日経BP社）

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090909/175064/

Tech-On!
（日経BP社）

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090909/175051/

Tech-On!
（日経BP社）

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090910/175116/

パナソニックもLED電球に参入

環境メディア
（アイティメディア）

http://members.kankyomedia.jp/news/20090910_4453.html

パナソニック製LEDランプの特徴を探る

Tech-On!
（日経BP社）

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090914/175242/

日経BPネット
（日経BP社）

http://www.nikkeibp.co.jp/article/news/20090915/181372/

日本アドバンテージ、LED蛍光灯でPSEマークを取得、リー
ス販売開始
三菱電機オスラムも60W型LED電球を発売
店舗などでのLED照明市場、2012年度は2009年度比で2.8
倍以上に成長
住友スリーエム、屋内外用ハイパワーLEDモジュールを発
売

コスモ石油、「オールLED」照明のガソリンスタンド、消費電
力を半減
グリーン照明：環境対策で加速するLED照明の導入，新市
場を狙って相次ぎ参入

Tech-On!
（日経BP社）

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20090917/17543
2/

東北大学，Liイオン2次電池と太陽電池，直流配電技術など 日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090824/174490/
ス
の融合について講演会を開催(8/24)
NECライティング，60W相当のLED電球を9月に発売(8/24)

日経ものづくり

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090824/174470/

日経マイクロデバイス9月号(8/25)

日経マイクロデバイ http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20090825/174496
ス
/

LED街路灯の導入を支援，米国エネルギー省がコンソーシ 日経マイクロデバイ http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20090826/174567
ス
アム(9/26)
/
韓国Seoul Semiconductor，直流変換回路や駆動回路が不 日経マイクロデバイ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090827/174640/
ス
要な白色LEDで75lm/W達成(8/27)
【週間記事ランキング】技術力より，まず体力(8/28)

Tech on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090828/174690/

熱対策で差が出る低価格LED電球の中身(8/31)

日経ものづくり

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20090826/174559
/

シャープが家庭用LED電球高級機種の発売をさらに延期，
Tech on
スタンダード機種の生産優先で(9/1)
オフィスの机に向けた直流給電レール，コクヨが披露(9/2)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090901/174771/

日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090902/174866/
ス
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LED照明を全面採用した賃貸オフィスビルを建設、JR東日
本(9/7)

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20090903/
535086/?ST=led

白色LED照明の世界市場、毎年4割近い伸びで12年には
4782億円(9/2)

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/knp/news/20090902/5350
75/?ST=led

地球にクールな照明デザイン(9/2)

最新アカリReview
【泉 ルミ】

http://www.shopbiz.jp/lf/column/review/40868.html

オフィスの机に向けた直流給電レール，コクヨが披露(9/2)

日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090902/174866/
ス

ストリング当たり150mAを供給可能， Maxim社が4ストリング 日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090907/174996/
ス
対応LEDドライバIC(9/7)
三菱電機オスラムも60W型LED電球を発売(9/9)

日経ものづくり

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090909/175064/

シャープが採用――電気化学工業が白色LED用サイアロン 日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090911/175195/
ス
蛍光体を実用化(9/11)
Philips Lumileds announces breakthroughs with LUXEON
REBEL PC Amber LEDs

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19004

Axiom NZ introduces LED T-bar ceiling fixture

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18961

Worldportable releases GreenLed series of SMD LED T8
tubes

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18973

コクヨストアクリエーション，店舗の陳列棚などに向けたLED
Ｔech-on
照明を発売，直流12Vで駆動

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090629/172407/

Elecosn announces 5W MR16 dimmable LED bulb that
equals to 50W halogen

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18983

Elation introduces two portable RGB LED fixtures with
wireless DMX

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19009

Lighting to the fore in Obama's energy-efficiency efforts

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/6/25

DOE announces new funding opportunities for solid-state
lighting

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/7/1

知っておきたい照明界のニューフェイス“LED照明”

monoist

http://monoist.atmarkit.co.jp/feledev/articles/light/02/light02a.
html

Golden DRAGON Plus LEDs by Osram OS used in Chinese
LEDs MAGAZINE
tunnel project

http://www.ledsmagazine.com/products/19016

Greggs bakery retailer opts for all-LED lighting

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19017

DOMINANT launches cost-efficient white DomiLED with
higher light output

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18970

Albeo lights up Dallas parking garage with 302 C-Series
LED light fixtures

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/18978

Albeo lights up Dallas parking garage with 302 C-Series
LED light fixtures

LEDs MAGAZINE

http://www.albeotech.com/garageled.html

A new Japanese company formed to work on white OLED
technology

OLED-Info

http://www.oled-info.com/new-japanese-company-formedwork-white-oled-technology

Yamagata Univ. professor to commercialize organic EL
lights

istockanalyst.

http://www.istockanalyst.com/article/viewiStockNews/articleid
/3323738

エコリカがLED電球を大幅値下げ，価格は3780円から

Ｔech-on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090701/172502/

『シェルフダウンライト』

コイズミ

http://www.koizumi-lt.co.jp/info/090630_03.html

GE Energy Smart LED lamps enable shift to LED-based
general lighting

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19028
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Lebelight “lights” the way to mass-produce 130 lm 1W
LEDs

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19025

Everlight retrofits its headquarters with LED lighting
fixtures

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19026

Cree CEO meets President Obama to discuss LED lighting LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/7/6

生活を変える家庭用のLED照明

ビジネス・フォアフロ http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20090702/164672/
ント

オーガニックライティング社誕生！

大学教授のぶっ
ちゃけ話

http://junjikido.cocolog-nifty.com/blog/2009/07/postdf33.html

GE to start printing OLED light panels next year

OLED-Info

http://www.oled-info.com/ge-start-printing-oled-light-panelsnext-year

フレキシブルな有機EL照明を米GEが2009年に量産

EE Times Japan

http://eetimes.jp/news/3102

Interview with OLED100.eu‘s project manager

OLED-Info

http://www.oled-info.com/interview-oled100eus-projectmanager

OLED-Info

http://www.oled-info.com/investing-oleds

Philips Lumiblade white OLED

OLED-Info

http://www.oled-info.com/philips-lumiblade-white-oled

LedEngin Introduces White 40W LED Light Source
Exceeding 2000 Lumens for General Lighting Applications

business wire

http://www.businesswire.com/portal/site/google/
?ndmViewId=news_view&newsId=20090714005525&newsLang=e
n

GE Evolve™ LED Series Area Light Advances LED
Technology for Outdoor Lighting

earthtimes

http://www.earthtimes.org/articles/show/ge-evolvetrade-ledseries-area,891777.shtml

Kichler's Design Pro LED rail lights save electricity, add
style

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19054

Investing in OLEDs

RGB（Red、Green、Blue）の3色発光LED「SMLV56RGB1W1」 ローム株式会社

http://www.rohm.co.jp/news/090714.html

Elation introduces the ELED series of white MR16 LED
replacement lamps

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19079

DOE Says Goodbye to Incandescent Lighting

Environmental
Protection

http://www.eponline.com/articles/72757/

LED照明の標準化で先行した韓国，狙うは国際的なリー
ダーシップ

Ｔech-on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090713/17289
9/

Gaining a better understanding of photometric reports

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/7/11

Illuminated Wallpaper for Our Homes?

electronichouse

http://www.electronichouse.com/article/illuminated_wallpaper_f
or_our_homes/C157

Scientists create OLED lighting panels that can change
color temperature to match sun-light throughout the day

OLED-Info

http://www.oled-info.com/scientists-create-oled-lightingpanels-can-change-color-temperature-match-sun-lightthroughout-day

Philips Lumileds targets illumination applications with nine
LEDs MAGAZINE
new Luxeon Rebel LEDs

http://www.ledsmagazine.com/products/19128

シャープ、低消費電力で明るさ６６５ルーメンを実現した
業務用ダウンライトＬＥＤ照明６０形 ６機種を発売

シャープ

http://www.sharp.co.jp/corporate/news/090723-a.html

LEDtronics announces EXL-TPW series pure white LED
exit sign light bulbs

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19112

LuxMore presents MATRIX with 3W TriColor LED

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19124

Jisan introduces 30-100W LED lamps for industrial
applications

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19115

Lighting Sciences Inc. comments on test requirements for
LEDs MAGAZINE
Energy Star for SSL

http://www.ledsmagazine.com/products/19143
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LED Lights Design Competition Announces Three Best
Entries

Clean Technology

http://www.azocleantech.com/Details.asp?newsID=6194

BVB Substrates and Philips open unique testcentre for
LED-lighting

freshplaza

http://www.freshplaza.com/news_detail.asp?id=47695

AT&T to Switch to 2.6M LEDs in Signage, Save Millions

reuters

http://www.reuters.com/article/gwmEnergy/idUS385682206420
090717

AT&T collaborates with GE to switch to LED signage

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/7/16

St David’s shopping area catches the eye with Philips LED
LEDs MAGAZINE
luminaires

http://www.ledsmagazine.com/products/19110

UDC shows ceiling OLED lamp prototype

http://www.oled-info.com/udc-shows-ceiling-oled-lampprototype

OLED-Info

バッテリで使用できる撮影用ＬＥＤ照明「Ｅ－ＣＯＲＥ」ＬＥＤハ
東芝ライテック
ンディライト６００

http://www.tlt.co.jp/tlt/topix/press/p090728/p090728.htm

Magnalight Offers 180 Watt LED Light As Alternative To
Metal Halide Lights

prweb

http://www.prweb.com/releases/2009/07/prweb2687614.htm

GlacialLight introduces the GL-SP15 LED spotlight

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19173

Dialight’s new LED luminaire poised to save users €
millions in energy and maintenance

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19154

Fairview, Texas, is latest city to join Cree LED City
program

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19177

DOE Municipal Solid-State Street Lighting Consortium

solidstatelightingde
http://www.solidstatelightingdesign.com/documents/view/cldo
sign

c.php?id=117857

Showa Denko develops efficient phosphorescent-polymeroled-info
based OLED devices

http://www.oled-info.com/showa-denko-develops-efficientphosphorescent-polymer-based-oled-devices

Konica Minolta launches OLED lighting campaign

oled-info

http://www.oled-info.com/konica-minolta-launches-oledlighting-campaign

Philips Flat Light Bulbs Could Change the Concept of
Lighting

gadgetcrave

http://gadgetcrave.com/philips-flat-light-bulbs-could-changethe-concept-of-lighting/1386/

PETEC gets 32M$ to double its facilities

OLED-Info

http://www.oled-info.com/petec-gets-32m-double-itsfacilities

セントラル総合開発／マンション共用部にＬＥＤ照明採用

週刊住宅ＯＮＬＩＮＥ

http://www.shukanjutaku.com/np/news_article.php?article_id=31622

ライトパネルズ、96個のLEDを使用したカメラ用照明「マイク
デジカメＷａｔｃｈ
ロプロ」

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20090803_306780.ht
ml

Dimmable & UL Approved LED Lighting from Green
Lighting LED

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19201

Evluma to Release Wide Optic LED Luminaire for Area
Lighting

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19203

Optoga updates OptoDrive line of LED light engines

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19199

Dialight introduces long life, energy-saving AR111 and
MR16 LED modules

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19209

i-Pix launches BB7 with new optical design

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19190

Nitride phosphor from Philips Lumileds closes yellow LED
gap

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/8/3

SemiLEDs delivers LEDs for street lights on ITRI campus

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/8/1

Executives of Philips Lumileds visit Taiwan seeking LED
lighting partners

digitimes

http://www.digitimes.com/news/a20090805PD215.html
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And the Emmy goes to...Lightpanels' LED fixtures

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/8/5

GlacialLight reveals GL-SP60, the 60W LED spotlight for
green energy savings

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19226

Lighting Orient releases LED flood lights with 100 lm/W
LED chips

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19281

Osram unveils life-cycle assessment of LED lamps

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/8/4

Project TOPLESS presents OLED desk lamp video

ＯＬＥＤ－Ｉｎｆｏ

http://www.oled-info.com/project-topless-presents-oleddesk-lamp-video

Marktech LED Lighting introduces improved PAR20 LED
bulb
for indoor lighting applications

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19444

Osram 8W Parathom Classic - the first fully-fledged LED
substitute for a 40W incandescent lamp

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19415

Nichia successful in LED patent dispute against Everlight

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/8/15

UDC awarded $1.65M OLED lighting project

OLED-info

http://www.oled-info.com/udc-awarded-165m-oled-lightingproject

Researchers make a liquid-OLED

OLED-info

http://www.oled-info.com/researchers-make-liquid-oled

LuxMore presents full range of outdoor RentalPar series

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19468

Focus Company SPO series of LED lights for indoor use

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19470

Enfis introduces the Innovate Series of ultra-bright white
LED arrays

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19497

OSRAM Opto Semiconductor Reception Building Lit
Entirely with LEDs

azom.com

http://www.azom.com/news.asp?newsID=18697

日本シャープ、家庭向けLED電球の出荷を再度延期

EE TIMES

http://www.eetimes.jp/news/3239

Stanley Electric introduces 1 watt white LED

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19537

Osram’s OSLON LX LEDs enable manufacture of ultrathin LCDs

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19535

微細周期構造を加熱処理で形成、LED照明や太陽電池に
役立つ

Ｅｅtimes

http://www.eetimes.jp/column/3230

OSRAM Golden Dragon Plus LEDs illuminate
South Korea's longest LED street lamp installation

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19543

Philips and Lighting Science Group settle LED litigation

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/9/1

Philips launches groundbreaking white LED architectural
floodlights

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19587

Delta's LED Lighting Shines the 5-Star Tongli Lakeview
Hotel, Suzhou of China

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19575

Kodak shows flexible OLEDs under water

OLED-Info

http://www.oled-info.com/kodak-shows-flexible-oleds-underwater

LG posts photos of their upcoming 15" OLED TV

OLED-Info

http://www.oled-info.com/lg-posts-photos-upcoming-15-oledtv

Comboled project developed an efficient transparent white
OLED-Info
OLED

http://www.oled-info.com/comboled-project-developedefficient-transparent-white-oled

Leading OLED lighting companies gather at OSC-09

http://www.nanowerk.com/news/newsid=12420.php

nanowerk
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題目

作成団体

ＵＲＬ

Breisch to become CEO of Panasonic Electric Works
Vossloh-Schwabe

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19697

東芝、ＬＥＤ照明事業拡大で買収も視野

ロイター

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN11438620090910

Kingsun first generation of LED street light enhance both
the pedestrian and vehicular experience and safety on the LEDs MAGAZINE
Avenue.

http://www.ledsmagazine.com/products/19689

Kingsun---LED Street Light Products

Kingsun

http://www.kslights.com/led-street-lights/KS-E084TX_KSA084TX/

XLEDs introduces Q-200 Academic Desk Light embedded
with LED technology

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19693

液冷式アンプル型ＬＥＤ電球 LIQUILEDS

led-zoa

http://www.led-zoa.com/special/liquileds/index.html

LSD 51-2009 defines functional and decorative
applications of LEDs

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/9/7

Holiday Inn to save over $4 million with GE LED Lighting

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/9/6

白色LED照明の世界市場、 毎年4割近い伸びで12年には
日経ＢＰ ＮＥＴ
4782億円

http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20090831/177620/

店舗などでのLED照明市場，2012年度は2009年度比で2.8
倍以上に成長

Tech-On！

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090909/175051/

Japan's Yamagata local government to encourage OLED
research

OLED-Info

http://www.oled-info.com/japans-yamagata-local-governmentto-encourage-invest-oled

Plextronics and Novaled to collaborate on development of
LEDs MAGAZINE
organic lighting technology

http://www.ledsmagazine.com/products/19691

パナソニック製LEDランプの特徴を探る

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090914/175242/

Tech-On！

シャープが採用――電気化学工業が白色LED用サイアロン
Tech-On！
蛍光体を実用化

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090911/175195

オカムラ，LED照明や人員位置検知システムを設置した実
験的オフィスを開設

Tech-On！

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090917/175448/

Philips to introduce four new OLED lighting concepts at
100% design

OLED-Info

http://www.oled-info.com/philips-introduce-four-new-oledlighting-concepts-100-design

OLED100.eu project presents an OLED lighting
architectural and aesthetical research

OLED-Info

http://www.oled-info.com/oled100eu-project-presents-oledlighting-architectural-and-aesthetical-research

LED Street Light---Kingsun

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19832

Philips first to submit L Prize entry

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/9/24

China LED street lights installed in Spain

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19795

Philips makes its own Lighting Facts labels

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/9/21

Philips commits to making cities more energy efficient

NYSE EURONEXT Philips commits to making cities more energy efficient

CombOLED transparent white OLED video

OLED-Info

http://www.oled-info.com/comboled-transparent-white-oledvideo

EE Times Japan
ニュース解説
「大手メーカーが続々参入、LED電球普及のカギは価格と効
率」

東芝が最高効率93lm/WのLED電球を発売、高演色タイプも
開発中
発光効率93lm/W，東芝ライテックが独自開発のLEDモ
ジュールを搭載したLED電球を発売

http://www.eetimes.jp/news/3329

EE Times Japan

http://www.eetimes.jp/news/3340
Tech-On!
（日経BP社）

109

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090930/175888/?
ref=ML

110

5. ホームページ
題目

作成団体
Tech-On!

LEDならではの薄型照明を---東芝が口金GX53対応のLED （日経BP社）
ユニットを発売
LEDダウンライトを最大４割値下げ、パナソニック電工

ケンプラッツ
（日経BP社）

自殺予防で中央線にも青色のLED照明設置、JR東日本

ケンプラッツ
（日経BP社）

ＵＲＬ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090930/175878/?
ref=ML
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20090930/
535721/?ST=led
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/const/news/20091001/53
5753/?ST=led

IT media News

薄くて軽いフレキシブル有機EL照明デバイス、ロームが開発 （アイティメディア）
【CEATEC2009】色温度を任意に調整できるLED照明、パナ
ソニックが参考出品
【CEATEC2009】サンレッズがLED照明を展示、交流駆動白
色LEDを利用
ローム、フレキシブル有機EL照明を開発

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0910/07/news015.html

EE Times Japan

http://www.eetimes.jp/news/3369
EE Times Japan

http://www.eetimes.jp/news/3370
ECO JAPAN
（日経BP社）

http://eco.nikkeibp.co.jp/article/news/20091009/102367/

大光電機、直管蛍光灯型LEDランプ専用の「直流LED一体 ＠PRESS
型器具」を発表！～直管蛍光灯型LEDランプの設置に関す
る問題を解決～

http://www.atpress.ne.jp/view/12458

三菱電機照明

三菱LED照明器具「ｅｒｉｓｅ（イライズ）」

http://www.mitsubishielectric.co.jp/group/mlf/erise/index.html

パナソニック製LEDランプの特徴を探る(9/14)

日経マイクロデバイ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090914/175242/
ス

OSRAM Opto，投入電力が1WのLEDを中級車向けに追加
(9/17)

日経マイクロデバイ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090915/175317/
ス

日立ライティング，調光器対応のLED電球を発売(9/17)

日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090916/175388/
ス

組み立て産業化する電球(9/18)

日経エレクトロニク http://techon.nikkeibp.co.jp/article/TOPCOL/20090917/17543
ス
6/

グリーン照明：環境対策で加速するLED照明の導入，新市
場を狙って相次ぎ参入(9/23)

日経エレクトロニク http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20090917/17543
ス
2/?P=2

LED照明市場の立ち上げ前倒し, 2011年に0.5円/lmと
200lm/W (10月号)

日経マイクロデバイ http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20090924/175567
ス
/

立ち上がるLED照明市場，新興勢力が競争原理を変える
(10月号)

日経マイクロデバイ http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20090924/175581
ス
/

白色LED 市場は2020 年に8000 億円，その後も照明用途
がけん引(10月号)

日経マイクロデバイ http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20090925/175625
ス
/

直管型LED照明(9/30)

日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/WORD/20090930/175894/
ス

放射で熱を逃がすパナソニックのLED電球，プレス成形品
の表面をアルマイト処理(10月号)

日経ものづくり

発光効率93lm/W，東芝ライテックが独自開発のLEDモ
ジュールを搭載したLED電球を発売(9/30)

日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090930/175888/
ス

【続報】LEDならではの薄型照明を---東芝が口金GX53対
応のLEDユニットを発売(9/30)

日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090930/175878/
ス

LED市場は第2の成長期，メモリの轍は踏まない――日亜
化学工業 田崎副社長(10/1)

Tech on

【続報】東芝ライテックのLED電球，100数十個のLEDチップ
をCOB実装した大型パッケージを採用(10/1)

日経マイクロデバイ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091001/175901/
ス

次世代の照明と期待される「有機EL照明」

大塚商会

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20090930/175821
/

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20090924/17557
6/

https://qqweb.jp/QQW/STATICS/it/office_eco/200909.html#su
btitle4

第17回 省エネ照明の変遷と東アジア各国のLED最新事情 落合 勉

http://www.shopbiz.jp/lf/column/ochiai/43105.html

【CEATEC】台湾Everlight，交流電力で点灯する白色LEDを 日経マイクロデバイ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091007/176170/
ス
出展，LED素子でブリッジ回路を組む(10/7)

110
111

5. ホームページ
題目
信越化学，LED照明や自動車向け電装品の熱対策に使え
る低硬度放熱シリコーンゴムシートを開発

作成団体
日経ものづくり

ＵＲＬ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091008/176193/

【CEATEC】韓国Seoul Semiconductor，交流駆動LEDで調光 日経マイクロデバイ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091008/176231/
ス
器対応が可能に(10/8)
住友化学、来年４月メドにアルミナ製品の原料を転換
(10/15)

NIKKEI NET

http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=233809&lindID=4

パナホーム、オールＬＥＤ照明採用のモデルハウスを「パナ
NIKKEI NET
ホーム新宿展示場」にオープン(10/16)

http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=233987&lindID=6

【CEATEC続報】OKIセミコンダクタ，「ZigBee RF4CE」対応IC 日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091015/176488/
ス
を開発(10/15)
韓国でLighting Fair 2009開催，KS認証取得のLED照明は
数多く展示(10/20)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091020/176588/

Tech on

オールLEDのファスト・フード店など，省エネ照明デザインモ 日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091020/176619/
ス
デル10事業が決定(10/20)
活気が出てきたLED照明市場，日本での販売拡大を狙う韓
Tech on
国企業(10/21)
ローソン，新規店舗へIDECのLED照明を採用
オスラムが高効率の電球色LEDを開発、350mA投入時に
104lm/Wを達成

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091020/176592/

Tech-On!
（日経BP社）

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091027/176985/

EE Times Japan

http://www.eetimes.jp/news/3462
Tech-On!

200lm/Wはすぐそこに，日亜化学工業がロードマップを公表 （日経BP社）
ドウシシャ、2000円を切るLED電球を発売
富士キメラ総研、中国のＬＥＤ照明市場の調査結果を発表
(10/22)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091104/177289/

環境メディア
（アイティメディア）

http://kankyomedia.jp/release/20091124_200.html

NIKKEI NET

http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=234598&lindID=4

【GD2009プレビュー】実用化前夜の有機EL照明，米GEなど 日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091026/176943/
ス
が最新成果を講演へ(10/26)
三洋半導体，LED照明用電源制御用ICを開発(10/26)

日経ものづくり

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091026/176892/

ローソン，新規店舗へIDECのLED照明を採用(10/27)

日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091027/176985/
ス

シャープ，住宅向けにダウンライトLED照明60形4機種を発
売---白熱電球と比べて消費電力約1/7，寿命約40倍
(10/28)

日経ものづくり

【GreenDevice】LEDを立体的に配置したLED電球をローム
が開発(10/28)

日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091028/177047/
ス

Part4 LEDの技術で新しい照明の世界を創造
新たなニーズを辿りながら照明の革新を実現
LED素子から器具まで一貫した技術を強みに

Tech on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091028/177003/

http://special.nikkeibp.co.jp/ts/article/0i0i/103889/part4.html

【Green Device】価格や効率の推移はどうなる？，課題は何 日経マイクロデバイ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091029/177061/
ス
か？，LED照明の今後の展開を見通す(10/29)
【Green Device】東北大学ら，6kWhのLiイオン2次電池や
日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091030/177161/
LED照明，直流給電のコンセプトなど「エコハウス」の技術要 ス
素を展示(10/30)
【Green Device続報】「LED照明はここ2～3年が勝負」，東芝 日経マイクロデバイ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091102/177235/
ス
副社長に事業戦略を聞いた(11/2)
「太陽電池やLEDはもっと賢くなれる」，米National
Semiconductor会長に環境分野の商機を聞いた(11/2)

日経マイクロデバイ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20091101/177199/
ス

【Green Device続報】200lm/Wはすぐそこに，日亜化学工業 日経マイクロデバイ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091104/177289/
ス
がロードマップを公表(11/4)
パナソニック電工，LED照明事業を強化し2015年度に売上
1000億円目指す(11/9)

日経ものづくり

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091109/177442/

IDEC，ダイクロハロゲン型のLED電球を発売(11/19)

日経ものづくり

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091119/177809/
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題目
昭和電工アルミ、放熱性に優れたLED照明、植物工場やト
ンネル向けに

作成団体
ケンプラッツ
（日経BP社）

ＵＲＬ
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20091209/
537533/?ST=led

Tech-On!

LED電球の初期コストはすでに許容範囲に---東京電力が （日経BP社）
省エネ型電球について調査
トンネル照明にLEDを採用、宮崎県

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091222/178818/

ケンプラッツ
（日経BP社）

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/const/news/20091218/53
7994/

東芝ライテック、LEDダウンライトの価格改定及びラインアッ 東芝ライテック
プ拡充～「E-CORE」LEDダウンライトシリーズを最大約46％
値下げ
シャープ、高演色照明用ＬＥＤデバイス 2タイプ、9モデルを
ラインアップ

http://www.tlt.co.jp/tlt/topix/press/p091222/p091222.htm

シャープ

http://www.sharp.co.jp/corporate/news/091218-a.html

圧倒的な低コストを実現，スクリーン印刷による有機
EL(11/24)

日経マイクロデバイ http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20091120/177869
ス
/

米UL作成のLED照明安全基準，米国標準規格として発行
へ(12/1)

日経ものづくり

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091201/178199/

米Cree,Inc.，1Wクラスの高出力白色LEDで186lm/Wを達成 日経マイクロデバイ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091204/178319/
ス
(12/4)
米Cree社，ドイツDaimler社から半絶縁性SiCとパワー素子
に関する特許を取得(12/7)

日経エレクトロニク
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091207/178346/
ス

ドイツOSRAM Opto Semiconductors，100mmウエーハの
LEDチップ量産工場を稼働(12/15)

日経マイクロデバイ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091215/178586/
ス

エコリカ，白熱電球60W相当のLED電球を発売(12/16)

日経ものづくり

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091216/178638/

高演色,照明用LEDデバイス2タイプ,9モデルをラインアップ
(12/21)

ELISNET

http://www.elisnet.or.jp/news/news_detail.cfm?b=1&select_new
s_id=19197

大塚商会，LED電球「Lumidas-CL」シリーズを2380円で発売
日経ものづくり
《訂正あり》(12/21)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091221/178754/

ZaiLED introduces 10W LED replacement MR16 lamp

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19964

Philips Lumileds opens office in Shanghai to support
customers and SSL development

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19945

Philips introduces Affinium LED solutions for refrigerated
displays

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19938

LED Street Light in New Zealand from Kingsun

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19952

BBE LED street light project in Bilbao, Spain

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/19949

LED Street Light, LU6 for 60 Years Foundation Annivisary
.bbeled.com
in Beijing, China

http://www.bbeled.com/projects/LED-Street-Light-LU6-for60-Years-Foundation-Annivisary-in-Beijing-China.html

EPA and DOE sign partnership covering Energy Star and
SSL

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/10/1

Philips displayed some new OLED lamp designs

OLED-Info

http://www.oled-info.com/philips-displayed-some-new-oledlamp-designs

The CombOLED design contest is over, with some
beautiful OLED lighting concepts

OLED-Info

http://www.oled-info.com/comboled-design-contest-oversome-beautiful-oled-lighting-concepts

屋内を明るく照らす バッテリー式投光器「まいど照」開発
日本エーエム

コーティングメディ
ア

http://www.coatingmedia.com/news/archives/2009/10/post_33
48.html

Arrow Electronics opens new office in Mexico lit entirely
by LEDs

LEDs MAGAZINE

Leotek LED luminaire selected by City of Los Angeles

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20159

スタッフにも優しいオールLEDの店、クレアーズ日本

日経ＢＰ ｎｅｔ

http://www.nikkeibp.co.jp/article/news/20091006/186573
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題目

作成団体

ＵＲＬ

Dark-Sky says boo to blue light

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/10/8

Mitsubishi shows a new module very-large OLED display
that can be used for advertisements and sport events

OLED-Info

http://www.oled-info.com/mitsubishi-shows-new-modulevery-large-oled-display-can-be-used-advertisements-andsport-events

Rohm shows a flexible-OLED wristband

OLED-Info

http://www.oled-info.com/rohm-shows-flexible-oled-wristband

UDC awarded two OLED lighting small proejcts from the
DOE

OLED-Info

http://www.oled-info.com/udc-awarded-two-oled-lightingsmall-proejcts-doe

Osram Sylvania LED lamp appears with rogue Lighting
Facts label

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/10/14

Genius Electronic Optical addresses street lighting in
China with Luxeon Rebel power LEDs

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20246

Kingsun LED Street Light Retrofit Project in Zhongshan

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20219

Kingsun LED Street Light Retrofit Project in Dongguan

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20253

Kingsun Solar LED Street Light Project in Songshan Lake

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20237

Kingsun outstanding LED Tunnel Light-KS-D084TX

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20258

LED Tunnel Light project on Guang Shao Highway China

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20218

Highway service area in Germany receives LED Lighting

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20242

BBE LED Street Light, LU4 in Kyung Hee University, Korea LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20225

Magnalight 90W compact LED light with 7,200 lm, 2500 foot
LEDs MAGAZINE
flood beam

http://www.ledsmagazine.com/products/20266

Nuclear power plant goes solar with Carmanah off-grid
LED outdoor lighting

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20259

Philips revitalizes historic Massachusetts church
with energy-efficient LED lighting

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20263

European surgical market: LEDs to completely replace
halogen lights by 2014

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20248

Zumtobel and Fraunhofer create a joint venture for OLED
lighting

OLED-Info

http://www.oled-info.com/zumtobel-and-fraunhofer-createjoint-venture-oled-lighting

Zumtobel and Fraunhofer form Ledon OLEDs

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/10/11

The world's first OLED Lighting design conference

OLED-Info

http://www.oled-info.com/worlds-first-oled-lighting-designconference

Philips Lumileds publishes LM-80 lumen maintenance
report

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/10/20

Acuity joins Philips LED luminaires licensing program

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/10/21

New Murakami chair concept uses an OLED Lamp powered
OLED-Info
by the rocking movement

http://www.oled-info.com/new-murakami-chair-concept-usesoled-lamp-powered-rocking-movement

Transparent low-profile OLEDs demonstrated in research
project

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/10/19

The world's first OLED Lighting design conference

OLED-Info

http://www.oled-info.com/worlds-first-oled-lighting-designconference

Philips' new portable light therapy devices make it easy to
LEDs MAGAZINE
fight winter blues
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LEDs light tunnel in UK

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20355

Kingsun supplies LED canopy lights to petrol stations

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20390

Idemitsu Kosan shows new OLED materials and lighting
panels

OLED-Info

http://www.oled-info.com/idemitsu-kosan-shows-new-oledmaterials-and-lighting-panels

Happy OLED Halloween from Kodak…

OLED-Info

http://www.oled-info.com/happy-oled-halloween-kodak

Samsung and LG show new transparent OLED prototypes

OLED-Info

http://www.oled-info.com/samsung-and-lg-show-newtransparent-oled-prototypes

Visionox shows new OLED lighting and display prototypes

OLED-Info

http://www.oled-info.com/visionox-shows-new-oled-lightingand-display-prototypes

「LED照明はここ2～3年が勝負」，東芝 副社長に事業戦略
を聞いた

Ｔech-on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091102/177235/

Epistar reports 110 lm/W warm-white LEDs

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/11/4

Cree demonstrates record-breaking LED lamp

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/11/3

GosoLED unveils 6W LED dimmable lamps

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20429

LEDnovation introduces world's highest efficiency neutralLEDs MAGAZINE
white A19 LED light bulbs

http://www.ledsmagazine.com/products/20422

Burton Medical examination light provides 10% more
Illumination, extended lifetime

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20399

“柔らかい光”のオールLED住宅
環境

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20091030/
536547/?ST=led

LED電球 vs 白熱電球 vs 蛍光ランプ（１） 目隠しテスト

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20091027/
536407/?ST=led

LED電球 vs 白熱電球 vs 蛍光ランプ（2） メーカーに聞く

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20091027/
536361/?ST=led

LED電球 vs 白熱電球 vs 蛍光ランプ（3） 照度と輝度の測
ケンプラッツ
定

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20091028/
536453/?ST=led

LED電球 vs 白熱電球 vs 蛍光ランプ（4） 発熱温度を比較 ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20091028/
536455/

「有機EL開発の父」がKodak社のブースに登場

Ｔech-on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091102/177224/?
ref=ML

ETRI shows new OLED Lighting designs and panels made
by SMD

OLED-Info

http://www.oled-info.com/etri-shows-new-oled-lightingdesigns-and-panels-made-smd

LG Chem unveils OLED lighting panels, to start mass
production in 2H 2010

OLED-Info

http://www.oled-info.com/lg-chem-unveils-oled-lightingpanels-start-mass-production-2h-2010

GE: roll-to-roll OLED Lighting panel printing is "real",
reached over 90% yield

OLED-Info

http://www.oled-info.com/ge-roll-roll-oled-lighting-panelprinting-real-reached-over-90-yield

Idemitsu Kosan shows new OLED materials and lighting
panels

OLED-Info

http://www.oled-info.com/idemitsu-kosan-shows-new-oledmaterials-and-lighting-panels

GE introduces interchangeable LED module

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/11/10

LEDが変える住宅の光

ロームのLEDベース照明が、財団法人日本産業デザイン振
ローム
興会主催の2009年「グッドデザイン賞」を受賞しました

http://www.rohm.co.jp/products/lighting/product/bl_g.html

Glowble SSL introduces a prototype 35W Low Bay LED
lighting fixture

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20470

明かりの感じ方を比較できるラボ、OZONEに新設

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20091102/
536660/?ST=led
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Lumiotec shows new OLED panels, plans to start massproduction in January 2010

OLED-Info

http://www.oled-info.com/lumiotec-shows-new-oled-panelsplans-start-mass-production-january-2010

Kingsun produces LED street light

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20500

Asian Electronics dimmable LED spotlight lamps

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20489

Aisan electronics G24 PLC SMD led down lights replace
energy save lamp

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20495

Elation introduces Opti 30 UV blacklight LED Par Can

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20525

IDEC、ダイクロハロゲン型のLED電球を発売

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20091120/
537054/?ST=led

Pro-Lite introduces half moon integrating hemisphere
spectroradiometers

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20494

「LEDと同じ寿命まで信頼性テストを実施」、照明用LEDドラ
ケンプラッツ
イバICでオランダNXPが会見

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20091118/
537009/?ST=led

Konica Minolta lays out OLED Lighting plan, wants to get
$1 billion in sales by 2017/18

OLED-Info

http://www.oled-info.com/konica-minolta-lays-out-oledlighting-plan-wants-get-1-billion-sales-201718

LILi: a new German-funded project to develop large-area
efficient OLED Lighting manufacturing

OLED-Info

http://www.oled-info.com/lili-new-german-funded-projectdevelop-large-area-efficient-oled-lighting-manufacturing

DuPont granted a $2.25M DOE project for OLED Lighting

OLED-Info

http://www.oled-info.com/dupont-granted-225m-doe-projectoled-lighting

US government funds DuPont OLED innovation

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20517

Stylish LED lighting design made easy with Osram’s new
LINEARlight DRAGON® Slim

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20584

2000円を切るLED電球の発売

共同通信

http://prw.kyodonews.jp/open/release.do?r=200911246263

LED street lights launched by LEDKE

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20551

Aisan electronics new style of LED lights bulbs

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20543

Edison Opto expands portfolio with linear-type LED,
EdiLine III

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20552

Kingsun LED Street Light Retrofit Project in Dongguan
China

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20577

Khatod introduces new reflectors for power LEDs

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20570

商店街エコ化、街路灯に消費電力の少ない発光ダイオード
カナロコ
導入へ/川崎市

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/0911200022

Philips LED lighting helps Morrisons create the first Petrol
LEDs MAGAZINE
Filling Station site in Europe that is 100% lit with LEDs

http://www.ledsmagazine.com/products/20574

FTC proposes new output-based labels for light bulbs

http://www.ledsmagazine.com/news/6/11/26

LEDs MAGAZINE

Philips: OLED Lighting will take 3-5 years to achieve good
OLED-Info
efficiencies

http://www.oled-info.com/philips-oled-lighting-will-take-3-5years-achieve-good-efficiencies

Nippon Electric Glass shows the world's slimmest OLED
Lighting panel

OLED-Info

http://www.oled-info.com/nippon-electric-glass-showsworlds-slimmest-oled-lighting-panel

Konica Minolta to build pilot production line for OLED
lighting

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/11/23

OSRAM releases their first OLED Lighting panel, the
ORBEOS

OLED-Info

http://www.oled-info.com/osram-releases-their-first-oledlighting-panel-orbeos
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ＵＲＬ

HPLighting unveils lighting-class 2828 Cu-substrate LED
package

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20596

UL 8750 safety standard for LED lighting is published

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/11/34

東急リロケーション、全館ＬＥＤ照明採用の賃貸マンション
「Ｒ'ｓ東中野」が竣工

NIKKEI NET

http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=238066&lindID=6

HessAmerica introduces 3rd generation of Millennio,
pole-mounted LED luminaire for pathways

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20652

BULBRITE introduces a Frosted Finish to LED line for
chandeliers

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20649

シャープ、液晶パネルの廃棄ガラスで耐候性を高めた塗料
ケンプラッツ
を開発

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20091208/
537458/?ST=led

Cree Debuts New LEDs Optimized for Outdoor
Applications

LEDs MAGAZINE

http://www.ledinside.com/cree_20091209

Cree EasyWhite bins simplify LED design, improve color
consistency

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/12/10

Osram LED chip plant in Penang now in operation

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/12/8

Led Engin, Inc. launches LED LuxPAR™ product
family with immediate availability of PAR38 lamps

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20655

ローソン、ＬＥＤ照明でＣＯ２削減 ＩＤＥＣの供給

MSN

http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091208/biz09120
80853005-n1.htm

China to Expand the LED Streetlight Plan to 50 Cities

LED inside

http://www.ledinside.com/China_ledstreetlight_20091209

太陽電池、ＬＥＤなど市場規模３兆円超に 富士経済の０８
年度調査

MSN

http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091209/biz09120
91806029-n1.htm

まぶしさを低減したLED道路灯

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/knp/product/20091217/5
37933/?ST=led

Seoul Semiconductor LEDs used for balcony light on giant
LEDs MAGAZINE
cruise ship

http://www.ledsmagazine.com/products/20686

エコリカ、白熱電球60W相当のLED電球を発売

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20091216/
537897/?ST=led

Everlight : China’s LED Streetlight Market Will Grow by
15-20% Annually

LED inside

http://www.ledinside.com/everlight_20091211

放熱性に優れたLED照明、植物工場やトンネル向けに

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20091209/
537533/?ST=led

新光源に特化のデザイナー・落合氏が語る国内外動向

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20091203/
537335/?ST=led

Osram LEDs energize street and tunnel illumination in
China

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20702

LED traffic lights can't melt snow, causing dozens of
accidents

LED inside

http://www.ledinside.com/trafficlights_LED_20091217

Intertech Pira - OLED displays and lighting sales to reach
OLED-Info
$6.7 billion in 2014

http://www.oled-info.com/intertech-pira-oled-displays-andlighting-sales-reach-67-billion-2014

GE and Power Paper to develop battery-powered OLED
Lighting

OLED-Info

http://www.oled-info.com/ge-and-power-paper-developbattery-powered-oled-lighting

Sumitomo and Idemitsu Kotsan say that 2012 will be the
year when OLED finally takes off

OLED-Info

http://www.oled-info.com/sumitomo-and-idemitsu-kotsansay-2012-will-be-year-when-oled-finally-take

PolyPhotonix demos an OLED dress

OLED-Info

http://www.oled-info.com/polyphotonix-demos-oled-dress

Aisan electronics launches LED wall lights with style and
high quality

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20730
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Gosoled Lighting LED T8 light tube with arcuated PCB
design

作成団体
LEDs MAGAZINE

ＵＲＬ
http://www.ledsmagazine.com/products/20733

Philips Invigorates Boston's Prudential Tower with EnergyNEMA Hot Topics
Efficient LED Lighting

http://www.nema.org/media/eiextra/briefs/20091222eiXtra.htm
#topics

LED電球への取り替え率は5%、普及拡大は低価格化がカギ
家電Ｗａｔｃｈ
――東京電力調査

http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/20091222_338906.
html

So-Light Project brings together Germany’s OLED
community

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/6/12/15

Showa Denko signs an OLED white lighting license
agreement with UDC

OLED-Info

http://www.oled-info.com/showa-denko-signs-oled-whitelighting-license-agreement-udc

初期費抑える省エネ照明のリースが登場

ケンプラッツ
（日経BP社）

2013年のLED照明の生産量は08年比1.4倍に、富士経済

ケンプラッツ
（日経BP社）

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20091214/
537748/?ST=led
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20091221/
538049/?ST=led

ケンプラッツ

大塚商会、LED電球「Ｌｉｍｉｄａｓ－ＣＬ」シリーズを2380円で発 （日経BP社）
売
シャープが小型LED電球を発売，LEDモジュールと電源ユ
ニットを小型化

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20091222/
538039/?ST=led

Tech-On!
（日経BP社）

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100120/179448/

難しくなる熱設計，「概念設計段階でのExcelツール活用と
サーマル・マネジメントがポイント」（前編）(12/22)

日経ＢＰ社

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/INTERVIEW/20091221/178
770/

難しくなる熱設計，「概念設計段階でのExcelツール活用と
サーマル・マネジメントがポイント」（後編）(12/24)

日経ＢＰ社

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/INTERVIEW/20091221/178
771/

【記事ランキング2009】大容量キャパシタやLED照明が話題
日経ＢＰ社
に――電子部品(12/24)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091224/178844/

シャープと豊田合成，LEDや半導体レーザで相互ライセンス
日経ＢＰ社
(12/27)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091227/178897/

【CES】シャープ片山社長がCES初登壇，「三つのイノベー
ション」を自ら説明(1/7)

日経ＢＰ社

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100107/179033/

三菱化学と王子製紙，ナノファイバーセルロースと樹脂の複
日経ＢＰ社
合材料を共同研究(1/8)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100108/179094/

【CES】波長523nmで連続発振する緑色半導体レーザ，中村
日経ＢＰ社
修二氏らが設立の米ベンチャーが開発(1/8)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100108/179076/

【麻倉怜士CES報告5】LED電球とスピーカを合体(1/8)

日本画質学会

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100108/179104/

グリーンハウス，2980円のLED電球を発売(1/14)

日経ＢＰ社

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100114/179261/

吉川化成，光取り出し効率90％のLED照明用集光レンズを
日経ＢＰ社
開発(1/15)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100115/179308/

東芝ライテック，照射方向を変更できるダウンライトなど住
宅用LED照明9機種を発売(1/19)

日経ＢＰ社

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100119/179402/

シャープが小型LED電球を発売，LEDモジュールと電源ユ
ニットを小型化(1/20)

日経ＢＰ社

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100120/179448/

【インターネプコン】LED向けパッケージ材料の展示が相次ぐ
Tech on
(1/21)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100121/179490/

LED照明の市場規模が急拡大、矢野経済研究所調査

ECO誠
（アイティメディア）

LED電球、安全性に落とし穴

日経ビジネスオンラ
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20100129/212478
イン（日経BP社）

ルミオテックが”照明用有機ELパネル”を発売へ

LEAF HIDE NEWS
（リファイド）

http://news.leaf-hide.jp/detail.php?pid=N2UNVE5mT

全館LED採用の環境配慮型ビル建設――大塚商会

ケンプラッツ
（日経BP社）

http://members.kankyomedia.jp/news/20100201_8571.html

http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1001/26/news038.html

/
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価格を抑えたLED照明を一挙に投入、遠藤照明

ケンプラッツ
（日経BP社）

スタンレー電気、MR16タイプのLEDランプを発売

ケンプラッツ
（日経BP社）

長寿命のカギは熱対策
LED電球（シャープ、パナソニック、東芝ライテック）
Lumiotec，有機EL照明パネルをサンプル出荷

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100202/
538908/?ST=led
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100204/
538964/?ST=led

日経ビジネスオンラ
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20100202/212512
イン（日経BP社）

/

Tech-On!
（日経BP社）

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100215/180206/

ケンプラッツ

岡村製作所、1日の時間変化や季節に応じて調光するLED （日経BP社）
照明を発売へ
「nanoe（ナノイー）」デバイスとLED照明の一体型ユニットで
快適な車内空間を提供
標準化の策定・実行に踏み切った韓国

ＵＲＬ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100217/
539409/?ST=led

パナソニック電工

http://panasonic-denko.co.jp/corp/news/1002/1002-9.htm
Tech-On!
（日経BP社）

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20100224/18055
3/

「海外での一般消費者向け販売は初」，東芝が子会社を通
日経BP社
じて電球型LED照明をフランスで販売へ(1/22)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100122/179513/

東芝ライテック，LED電球「ミニクリプトン形3.4W」を発売へ
(1/25)

日経BP社

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100125/179584/

LED照明で飛躍を狙う韓国メーカー，Kumho Electric 社は
2010年にLED関連の売上高1億ドルを目指す(1/25)

グラナージュ

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100125/179572/

さらなる低価格化が進むLED電球，2000円を切る製品も登
場(1/26)

日経BP社

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20100126/179629/

グローバルコム，温白色タイプの蛍光灯型LED照明を発売
日経BP社
(1/28)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100128/179740/

LED電球普及を促進，エコポイント交換方法の変更で従来
の半額で入手可能に(1/29)

グラナージュ

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100129/179757/

交流駆動の照明向け白色LEDで100lm/W，Seoul
Semiconductor社が2010年3月サンプル出荷へ(2/1)

日経BP社

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100201/179829/

スタンレー電気，MR16タイプのLEDランプを発売(2/3)

Tech on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100203/179882/

競争激化のLED照明，市場拡大の波に乗る
第1回：LED照明市場は2006年以降，年率5割近くで成長

Tech-On!
（日経BP社）

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20100224/18056
7/

マイコミジャーナル

パナソニック電工、東京スカイツリー専用のLED照明器具を （毎日コミュニケー
http://journal.mycom.co.jp/news/2010/03/02/008/?rt=na
開発
ションズ）
照明用白色LEDの出荷前選別が不要に，シチズン電子が
従来の1/9の厳しさで量産

Tech-On!
（日経BP社）

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100302/180752/

ECO JAPAN

パナソニック電工、東京スカイツリーのライトアップ用LED照 （日経BP社）
明を受注

http://eco.nikkeibp.co.jp/article/news/20100303/103313/

Tech-On!

省エネ照明が市場を牽引，富士経済が光源・照明市場に関 （日経BP社）
する調査結果を発表

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100308/180898/

日経トレンディネッ

東京スカイツリー、2000台のLED照明で江戸の粋と雅をライ ト（日経BP社）
トアップ

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20100308/1031187/

Tech-On!

【LED Next Stage】店舗を模したセットでLED照明の省エネを （日経BP社）
アピール，パナソニック電工
大塚商会が販売を強化する、韓国FAWOO製LED照明
LEDの発光、世界最高効率で取り出し―産総研が成功

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100309/180944/

マイコミジャーナル
（毎日コミュニケー http://journal.mycom.co.jp/articles/2010/03/16/led/?rt=na
ションズ）
環境メディア
（アイティメディア） http://kankyomedia.jp/news/20100324_9975.html

多層ガラエポ基板は「意外と冷やせる」，熱設計の定石が変
日経BP社
わる(2/4)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100204/179917/

岡村製作所，1日の時間変化や季節に応じて調光するLED
日経BP社
照明を発売へ(2/15)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100215/180246/
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ムトーエンジニアリング，製図台向けLEDデスクライトを発売
日経BP社
(2/15)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100215/180232/

【ナノテク展】LEDの光取り出し効率をナノインプリントで向
上，東芝機械が専用機開発(2/19)

Tech on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100219/180430/

フェーズが変わってきたLED，キーワードにも変化が･･･
(2/19)

日経BP社

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/TOPCOL/20100219/180399/

LEDなどの半導体照明産業の拡大に力を入れる中国，さま
Tech on
ざまな政策で後押し(2/22)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100219/180404/

【ナノテク展続報】富士フイルムがLED照明向け光拡散用途
やタッチ・パネル向けハードコートなど，各種機能性フィルム 日経BP社
を展示(2/22)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100222/180481/

人工知能を使った照明制御システム，丸の内と六本木で実
日経BP社
証実験(2/25)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100225/180614/

第1回：標準化の策定・実行に踏み切った韓国(2/25)

Tech on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20100224/180553/

第2回：政府先導で初期市場を創出(2/26)

Tech on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20100224/180554/

第3回：標準化を有効活用するためには課題が(3/1)

Tech on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20100224/180555/

照明用白色LEDの出荷前選別が不要に，シチズン電子が
従来の1/9の厳しさで量産(3/2)

日経BP社

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100302/180752/

第1回：LED照明市場は2006年以降，年率5割近くで成長
(3/2)

日経BP社

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20100224/180567/

第2回：見えてきた蛍光灯の背中(3/3)

日経BP社

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20100224/180569/

第3回：オープンな市場へ(3/4)

日経BP社

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20100224/180570/

省エネ照明が市場を牽引，富士経済が光源・照明市場に関
日経BP社
する調査結果を発表(3/8)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100308/180898/

「センサ一体型」や「LED1モジュールで60W相当」，パナソ
ニック電工がLED照明器具を発表＜訂正あり＞(3/8)

日経BP社

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100308/180900/

JSR，高輝度LED向けに絶縁材料など3種の機能性材料シ
リーズを発売(3/8)

日経BP社

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100308/180890/

百聞は一見にしかず，白色LEDを厳密に選別する新基準の
日経BP社
効果をシチズン電子がデモ(3/9)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100309/180947/

【LED Next Stage】オール無機材料で信頼性高く，豊田合成
日経BP社
がガラス封止の白色LEDを出展(3/9)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100309/180948/

【LED Next Stage】店舗を模したセットでLED照明の省エネを
日経BP社
アピール，パナソニック電工(3/9)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100309/180944/

【LED Next Stage】重要度高まる熱対策，帝人や電気化学
工業が高熱伝導技術を展示(3/12)

Tech on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100312/181046/

深紫外LEDチップをDOWAエレクトロニクスがサンプル出荷
日経BP社
へ(3/16)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100316/181096/

「消費電力を75％低減しました」，日本精機の有機ELパネル
日経BP社
(3/17)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100316/181138/

旭ダイヤモンド工業、電着ダイヤモンドワイヤの生産能力増
日経BP社
強のために三重工場に新棟を建設(3/19)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100319/181221/

Edison Opto introduces EDIS module for high-bay
applications

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20769

E.ON and Advanced LEDs Ltd introduce LED street light

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/1/3

E-Lite introduces Fin-Cool family of LED fixtures for
industrial high-bay

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20807
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ABOUT E-Lite OptoTech Co., Ltd

E-Lite OptoTech
Co., Ltd

http://www.elite-opto.com/

Aisan electronics lanches 28W, 2800-lumen solar LED
street lights

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20803

Philips Lighting and Tower 42 celebrate an LED first for
UK office buildings

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/20777

LED headlights available on another Audi model

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/1/2

ルイス・ポールセンからLEDのデザイン照明

http://www.excite.co.jp/ism/concierge/rid_11761/

excite.ism

TOPAS 2012 consortium targets innovative OLED lighting LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/1/7

東芝ライテック，照射方向を変更できるダウンライトなど住
宅用LED照明9機種を発売

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100119/179402/

Ｔech-on

吉川化成、光取り出し効率90％のLED照明用集光レンズを
ケンプラッツ
開発

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100118/
538554/?ST=led

アルファリンクJP、“教科別”に3パターンの光色が選べる
LEDデスクスタンド

家電Watch

http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/20100119_343338.
html

DOE funds 17 solid-state-lighting projects to the tune of
$37.8 million

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/1/12

加山雄三氏や上戸彩氏を招き環境運動を宣言

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100114/
538493/?ST=led

GE forms GE Lighting Solutions, merging LED and fixture
businesses

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/1/13

Cree reports record LED product revenue of $186 million

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/1/18

The University of Rochester got a $1.2 million grant for
OLED Lighting research

OLED-Info

http://www.oled-info.com/university-rochester-got-12million-grant-oled-lighting-research

5 OLED-Lighting projects win funding from the DOE's
Recovery Act Rewards

OLED-Info

http://www.oled-info.com/5-oled-lighting-projects-winfunding-does-recovery-act-rewards

UDC to become an OLED Lighting panel maker?

OLED-Info

http://www.oled-info.com/udc-become-oled-lighting-panelmaker

GE: we hope to have cheap and efficient OLED Lighting
panels by 2015

OLED-Info

http://www.oled-info.com/ge-we-hope-have-cheap-andefficient-oled-lighting-panels-2015

東芝、E17口金のLED電球

家電Ｗａｔｃｈ

http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/20100125_344730.
html

Zumtobel Group enters the LED lamp business

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/1/19

Siemens、可視光通信で500Mbps達成

ＩＴ－ＭＥＤＩＡ

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1001/22/news046.html

Cree demonstrates LED downlight for the residential
market

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/1/26

コールマン、4分割するLEDランタン

SlashGear

http://www.slashgear.jp/2010/01/post-9415/

サイバネット、任意形状の光源を設定可能になった照明設
計解析ソフト「LightTools」の新版を発売

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100128/
538799/?ST=led

Lumiotec to start shipping OLED Lighting panels next
month

OLED-Info

http://www.oled-info.com/lumiotec-start-shipping-oledlighting-panels-next-month

More information on Lumiotec's OLED panel samples that
will start to ship in 2 weeks

OLED-Info

http://www.oled-info.com/more-information-lumiotecs-oledpanel-samples-will-start-ship-2-weeks

Lumiotec plans to sample an OLED sample kit with panel,
controller, and AC adapter

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/1/28
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Philips LED products exceeded 10% of lighting sales

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/2/1

Cree XLamp LED Takes Aim at Inefficient Light Bulbs

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21084

Acuity Brands and Samsung LED partner on SSL products LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/2/2

GreenStar Galaxy street lights deliver leading performance,
LEDs MAGAZINE
incorporate Lumileds Rebel LEDs

http://www.ledsmagazine.com/products/21072

Cree R&D result breaks 200 lumen per watt barrier

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/2/7

スタンレー電気、MR16タイプのLEDランプを発売

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100204/
538964/?ST=led

可視光通信を使って24時間無人測量

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/const/news/20100129/53
8870/?ST=led

Philips lowers the price and improves the efficiency of
their OLED Lighting panels

OLED-Info

http://www.oled-info.com/philips-lowers-price-and-improvesefficiency-their-oled-lighting-panels

コクヨ、調光器に対応する間接照明用のLEDライト

家電Ｗａｔｃｈ

http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/20100208_347783.
html

LedEngin adds LED-based PAR20 lamps to LuxPAR family LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21191

RAB Lighting launches 20W LED wallpack for outdoor use

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21192

DOE honors R&D project teams at Transformations in
Lighting

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/2/11

DOE announces SSL design competition winners at
Strategies in Light Conference

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/2/15

More information on Mitsubishi Chemical and Pioneer's
OLED Lighting program

OLED-Info

http://www.oled-info.com/more-information-mitsubishichemical-and-pioneers-oled-lighting-program

Ex-Kodak employees has formed a new OLED Lighting
company called TechnoCorp Energy

OLED-Info

http://www.oled-info.com/ex-kodak-employees-has-formednew-oled-lighting-company-called-technocorp-energy

Toshiba miniature white LEDs have typical luminous flux up
LEDs MAGAZINE
to 100 lumens

http://www.ledsmagazine.com/products/21236

ETC introduces Fire and Ice LED fixtures

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21253

US DOE releases new report analyzing LED-based SSL
savings potential

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/2/17

［新東名トンネル照明実験］LEDタイプは2方向に照射しても
response
波模様が

http://response.jp/article/2010/02/16/136431.html

Lumiotec's OLED Lighting development kits are shipping
now in Japan

OLED-Info

http://www.oled-info.com/lumiotecs-oled-lightingdevelopment-kits-are-shipping-now-japan

Zhihai Technology developed 70W high-power LED spot
light

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21263

LEDの光取り出し効率をナノインプリントで向上，東芝機械
が専用機開発

Ｔech-on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100219/180430/

LEDなどの半導体照明産業の拡大に力を入れる中国、さま
ケンプラッツ
ざまな政策で後押し

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100223/
539534/?ST=led

LED電球の交換保証サービス開始、明るさや色など

AKIBA PC Hotline

http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20100220/etc_zoa.html

国際航業：東京都北区商店街で市民参加の「街路灯ＬＥＤ
可視光通信」実証実験

財経新聞

http://www.zaikei.co.jp/article/biznews/100223/44400.html

ModisTech to commercialize cheap flexible OLEDs for
indirect lighting in 2010

OLED-Info

http://www.oled-info.com/modistech-commercialize-cheapflexible-oleds-indirect-lighting-2010
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Osram: we see a high interest in the ORBEOS OLED
Lighting panels

OLED-Info

http://www.oled-info.com/osram-we-see-high-interestorbeos-oled-lighting-panels

照明用白色LEDの出荷前選別が不要に、シチズン電子が
従来の1/9の厳しさで量産

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100303/
539751/?ST=led

色温度が変更出来るスタイリッシュなLEDスタンド 「インテリ 株式会社ベセトジャ
http://beseto.co.jp/press/product/ils1000bk.shtml
パン
ジェンスLEDスタンド」 発売を開始
Everlight LED fixtures illuminate Boston parking lot

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/3/3

LED照明製品の標準化、先んじた韓国の狙い 第1回

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100226/
539601/?ST=led

LED照明製品の標準化、先んじた韓国の狙い 第2回

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100301/
539690/?ST=led

LED照明製品の標準化、先んじた韓国の狙い 第3回

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100301/
539670/?ST=led

LSG and Senergy aim to help municipalities adopt LED
lighting

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/3/2

第1回：LED照明市場は2006年以降，年率5割近くで成長

Ｔech-on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20100224/18056
7/

第2回：見えてきた蛍光灯の背中

Ｔech-on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20100224/18056
9/?ref=ML/

競争激化のLED照明、市場拡大の波に乗る 第3回

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100303/
539753/?ST=led

iSuppli projects a global shortage of LEDs in 2010

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21346

LED、2010年に急激な供給不足の可能性--アイサプライ調
cnet japan
査

http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,2040970
3,00.htm

OLED100.eu Wins EU's ICT Best Energy Efficiency Project OLED-Info

http://www.oled-info.com/oled100eu-wins-eus-ict-bestenergy-efficiency-project

「センサ一体型」や「LED1モジュールで60W相当」、パナソ
ニック電工がLED照明器具を発表

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100309/
539839/?ST=led

店舗を模したセットでLED照明の省エネをアピール、パナソ
ケンプラッツ
ニック電工

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100310/
539880/?ST=led

百聞は一見にしかず、白色LEDを厳密に選別する新基準の
ケンプラッツ
効果をシチズン電子がデモ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100310/
539889/?ST=led

LED照明800種で売上高50億円目指す、大光電機

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100304/
539745/?ST=led

明るさを旧モデルの約2倍に向上させたLED照明

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/knp/product/20100310/5
39890/?ST=led

Pittsburgh streetlight research touts LEDs despite
manufacturing environmental concerns

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/3/12

LG to license OLED Lighting technology to TechnoCorp

OLED-Info

http://www.oled-info.com/lg-license-oled-lighting-technologytechnocorp

OSRAM stand lit by hundreds of organic LEDs at
Light+Building 2010

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21427

Toshiba ends production of general-use incandescent
lamps

LEDs MAGAZINE

Osram unveils LED modules and slim downlights

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/3/17

http://www.ledsmagazine.com/news/7/3/16

円形ＬＥＤ照明を開発 エコマックスジャパン 世界初 低コ
北海道新聞社
スト実現、来月発売

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/new_product/220430.html

ATG receives UL certification for LED-based T8 tube
replacements

http://www.ledsmagazine.com/products/21146

LEDs MAGAZINE
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LEDKE introduce flexible LED strip with slim design

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21475

Philips and LUCI open city.people.light awards for 2010
entries

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21482

LED Next Stageでベース照明のLED化を占う

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100315/
539974/?ST=led

展示に“色分け”が見られたアジア勢と日本勢、LED Next
Stage

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100317/
540024/?ST=led

Holst center extends its Roll-to-Roll line with a new
sintering tool

OLED-Info

http://www.oled-info.com/holst-center-extends-its-roll-rollline-new-sintering-tool

Zumtobel provides five-year luminaire guarantee, including
LEDs MAGAZINE
LEDs

http://www.ledsmagazine.com/news/7/3/20

Dialight announces Cree-based LED high-bay fixture that
delivers 12,000 lm

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21504

Dialight announces Cree-based LED high-bay fixture that
delivers 12,000 lm

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21504

Bridgelux and Molex partner on Helieon LED light module
and socket

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/3/21

近づくと点灯するLED手すり、フランスベッド

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100317/
540051/?ST=led

Neo-Neon introduces LED Street Light Series

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21510

60W相当のLED電球を2500円で発売、アイリスオーヤマ

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100326/
540204/?ST=led

Randstad leads the way with 100% Philips LED solution for
LEDs MAGAZINE
its new offices in Cramlington, Northumberland

http://www.ledsmagazine.com/products/21524

Novaled shows new OLED Lighting concepts

OLED-Info

http://www.oled-info.com/novaled-shows-new-oled-lightingconcepts

Novaled to introduce new OLED lighting panels

LEDs MAGAZINE

http://www.oled-info.com/novaled-introduce-new-oledlighting-panels

毎日jp（毎日新聞

パナソニック電工、鉄道駅舎での本格的なオールLED照明 社）
の導入事例、阪急摂津市駅に349台
日刊工業新聞
Tech-On!

無線で調光できるLED電球，Z-Wave対応品をフジコムが開 （日経BP社）
発

http://mainichi.jp/select/biz/prtimes_release/archive/2010/03
/30/000000177.000001169.html
http://www.nikkan.co.jp/newrls/rls20100331i-02.html
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100330/181476/?
ref=ML

環境メディア

時間貸し駐車場「リパーク」にＬＥＤ、照明の電力消費量６分 （アイティメディア）
の１に、三井不販売
カネカ、有機EL照明を製品化、さまざまな発光色に対応
パナソニック電工、大阪のコンビニにLED照明116台納入、
オールLED導入の事例に
岩崎電気、LED照明器具のラインアップを拡大

http://members.kankyomedia.jp/news/20100331_10169.html

Tech-On!
（日経BP社）

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100414/181846/

ECO JAPAN
（日経BP社）

http://eco.nikkeibp.co.jp/article/news/20100420/103646/

ケンプラッツ
（日経BP社）

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/knp/product/20100419/5
40747/?ST=led

TSMCがLEDを2011年第1四半期量産へ，光源と光学エンジ
Tech on
ンで市場参入(3/26)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100326/181366/

IDEC、直接取り付けタイプの産業機械向けLED表示灯を発
日経BP社
売(3/29)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100329/181420/

日本ケミコンら、LEDとキャパシタを組み合わせた街路灯を
日経BP社
佐渡に(3/31)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100331/181498/

第20回 LED Next Stage 2010を視察して（その1）(4/1)

http://www.shopbiz.jp/lf/column/ochiai/58770.html

日経BP社

TI，照明器具メーカーと共同でLED電球用参照基板を開発，
Tech on
LED駆動用制御ICも併せて市場投入へ(4/9)
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サンケン電気が22W出力のLED照明用電源を発売，電子安
Tech on
定器と同サイズで実現(4/13)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100413/181838/

LED電球のコストを分析，普及の条件を探る(4/20)

Tech on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100420/182001/

550V入力が可能なLED駆動用制御ICをClareが発売，100個
Tech on
の直列接続にも対応(4/22)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100422/182079/

LED利用のプロジェクターやヘッドランプ，照明に朗報，
OSRAM Opto社が新LED構造で大電流投入時の効率低下 日経BP社
を抑制(4/23)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100423/182128/

「次世代の高輝度LEDをプロキシミティ露光装置で製造でき
Tech on
ます」，SUSSが2.5μmのパターンを形成(4/24)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100424/182143/

大阪府、LED道路灯を募集

ケンプラッツ
（日経BP社）

三菱地所、丸の内の賃貸オフィスにLED照明を全面導入

ケンプラッツ
（日経BP社）

岩崎電気、衝突実験などに使う車載用の小型LED照明ユ
ニットを開発
100lm/WのLED照明が登場 性能向上と低価格化が加速

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/const/news/20100507/54
1111/?ST=led
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100512/
541154/?ST=led

Tech-On!
（日経BP社）

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100519/182726/

ECO JAPAN
（日経BP社）

http://eco.nikkeibp.co.jp/article/report/20100525/103896/

National Semiconductorが大型照明用途に向けたLED駆動
Tech on
ICを発売，4×20素子の駆動が可能(4/27)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100427/182240/

【上海万博】スイス館，太陽電池利用のLED発光器を1万個
日経BP
(5/4)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100504/182341/

太陽電池でのLED駆動に向けたICをDiodesが発売，0.9Vか
Tech on
ら動作可能(5/14)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100514/182618/

シャープ，青色LEDチップの生産能力を増強，2011年度に
年間で約50億個規模へ(5/14)

日経BP

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100514/182591/

上海万博・大阪館の「植物工場・技術展示モデル」で椿本チ
日経BP
エインが製作に協力(5/17)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100517/182660/

【上海万博続報】「LEDで閉じた生態系の構築を目指しま
す」，Philips社がオランダ館で「家庭農場」を紹介(5/17)

日経BP

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100517/182667/

入力電圧範囲が＋4.5～42Vの一般照明用LED駆動ICを
Micrelが発売，駆動電流誤差は±5%(5/18)

Tech on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100518/182670/

岩崎電気、衝突実験などに使う車載用の小型LED照明ユ
ニットを開発(5/19)

日経BP

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100519/182726/

ソディック、LED照明事業へ参入(5/21)

日経BP

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100521/182782/

シャープ，青色LEDチップの生産能力を増強，2011年度に
年間で約50億個規模へ(5/14)

日経BP

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100514/182591/

【上海万博続報】「LEDで閉じた生態系の構築を目指しま
す」，Philips社がオランダ館で「家庭農場」を紹介(5/17)

日経BP

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100517/182667/

岩崎電気、衝突実験などに使う車載用の小型LED照明ユ
ニットを開発(5/19)

日経BP

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100519/182726/

ソディック、LED照明事業へ参入(5/21)

日経BP

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100521/182782/

オムロンが紫外線硬化型樹脂用のUV照射器向けに，LED
搭載照射ヘッドと超集光レンズの新製品，タクト・タイムを半 Tech-on
減(5/22)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100522/182816/
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東京都市大，Ge量子ドットを埋め込んだSiベースのLEDを作
日経BP
製(5/24)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100524/182832/

Linear Technology，18灯のLEDを直列接続したストリングを
Tech-on
駆動できるICを発売(5/26)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100526/182952/

大電流を流しても効率が落ちにくいLED技術「UX:3」，効果を
Tech-on
生む理由をオスラムに聞く(5/27)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100527/182959/

【JPCAプレ】LED回路基板材料を有機系へ，パナ電工が中
Tech-on
国工場新設で生産能力を1.5倍に(5/28)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100528/183013/

最終回：0.4V動作の昇圧型コンバータ，単セル太陽電池を
有効活用可能に(5/31)

Tech-on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/LECTURE/20100406/18165
3/

第3回 高速ミーリングと微細加工への展開(5/31)

Tech-on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20100530/18305
5/

ヤマザキマザック、加工範囲を広げた低価格な複合加工機
日経BP
を発売(6/1)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100601/183109/

【JPCA】薄型2次電池を内蔵したプリント基板，沖プリンテッ
日経BP
ドサーキットが参考出展(6/2)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100602/183155/

中小型液晶パネルに向けたシステム電源ICをAnalogicTech
Tech-on
が発売，白色LED駆動回路も集積(6/3)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100603/183191/

【JPCA】立体形状を維持するフレキシブル基板，日本メクト
日経BP
ロンが開発(6/4)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100604/183220/

負電圧出力のチャージ・ポンプ回路を使ったLED駆動ICを
Maximが発売，効率が12％向上(6/7)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100607/183256/

Tech-on

大和ハウス工業，太陽電池とLiイオン2次電池，LED照明を
日経BP
組み合わせたコンビニを施工(6/9)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100609/183323/

LED光源を利用しながらも2000lmと明るいプロジェクターを
NECディスプレイが初展示(6/10)

日経BP

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100610/183350/

「ついに1000lmに到達」，SamsungがLED光源を用いた各種
日経BP
プロジェクター製品を出展(6/10)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100610/183351/

太陽電池分野で東京エレクトロンと共同開発，ナノ粒子の英
日経BP
Nanoco社(6/14)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100614/183442/

エコリカ，なめらかな調光を実現したLED電球を発売(6/15) Tech-on

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100615/183449/

OSRAM Optoが小型プロジェクター向けLEDの新製品発
表，パルス・モードで最大6A投入可能(6/17)

日経BP

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100617/183550/

三菱電機がLED照明事業を強化，2012年までに器具効率で
日経BP
120lm/W達成へ(6/18)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100618/183570/

東芝がLEDディスプレイに向けたLED駆動ICを発売，25ns幅
Tech-on
のパルス出力が可能(6/20)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100620/183593/

PFC回路不要で高調波規制に対応，サンケン電気がLED駆
Tech-on
動ICを発売(6/21)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100621/183616/

内田洋行，照明の消費電力63%減という全館LED照明採用
日経BP
の本社ビルを公開(6/22)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100622/183664/

東北大学，太陽電池と蓄電池，直流給電などを組み合わせ
日経BP
た研究棟が完成(6/23)

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100623/183702/

パナソニック電工、蛍光灯タイプからの取り換え用「LED防
犯灯」2タイプを発売

ECO JAPAN
（日経BP社）

http://eco.nikkeibp.co.jp/article/news/20100525/103899/?mail
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iGuzzini designs Osram LEDs into highly efficient
streetlamps

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/3/23

Unilumin LED street light receives LM79 report

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21587

ローソンのLED照明、店舗の電力削減効果は7.6％

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100325/
540183/?ST=led

Novaled is working on OLED lighting for a European car
maker

OLED-Info

http://www.oled-info.com/tags/oled-cars

LED lamp from GE is not yet available

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/4/9

Cree introduces LED modules

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/4/4

Lumitech introduces LED-Downlight E8 at Light+Building

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21658

Aurora introduces Odyssey LED Strip Lights

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21642

PPML shows two new OLED Lighting designs

OLED-Info

http://www.oled-info.com/ppml-shows-two-new-oled-lightingdesigns

Ingo Maurer to show new OLED lighting designs

OLED-Info

http://www.oled-info.com/ingo-maurer-show-new-oledlighting-designs

Korea's CPRI to specialize on OLED Lighting

OLED-Info

http://www.oled-info.com/taiwans-cpri-specialize-oled-lighting

世界最大級の国際照明・建築技術専門見本市
「Light+Building（ライト・アンド・ビルディング）2010」に出展

ＮＥＤＯ

https://app3.infoc.nedo.go.jp/informations/koubo/events/EA/n
edoeventpage.2010-04-06.4125441093/

CDT and CIT Demonstrate ITO-Free P-OLED Lighting
Panel

OLED-Info

http://www.oled-info.com/cdt-and-cit-demonstrate-ito-freep-oled-lighting-panel

Researchers from Berkeley found a new way to process
white OLEDs

OLED-Info

http://www.oled-info.com/researchers-berkeley-found-newway-process-white-oleds

Target supermarkets will install GE LED lighting in
refrigerated cases

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/4/12

Elation Unveils ELED Par RGB Zoom Compact LED Par
Can with Motorized Zoom

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21689

Deco introduces color-changing in-ground LED uplights

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21841

Chroma-Q introduces Color Force LED theatre lights

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21821

Sanchuen(hk)Industry offers LED rope lights, light boxes,
and power supplies

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21778

Avago introduces miniature 3W LED with High CRI for SSL
LEDs MAGAZINE
applications

http://www.ledsmagazine.com/products/21840

Seoul Semiconductor achieves luminous efficiency of 150
lm/w in Acriche LED

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21847

Philips and Future Lighting Solutions extend LED
relationship

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/4/11

Toshiba to demonstrate power and beauty of lighting at
Fuori Salone 2010

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21893

Novaled and Willing show OLED emergency light

OLED-Info

http://www.oled-info.com/novaled-and-willing-show-oledemergency-light

GE and Konica Minolta shows flexible OLED lamps

OLED-Info

http://www.oled-info.com/ge-and-konica-minolta-showsflexible-oled-lamps

More information on the Ingo Maurer designed transparnet
OLED-Info
OLED lamps

http://www.oled-info.com/more-information-ingo-maurerdesigned-transparnet-oled-lamps
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Panasonic unveils OLED lighting panels

OLED-Info

http://www.oled-info.com/panasonic-unveils-oled-lightingpanels

LEDON shows their first OLED Lighting modules

OLED-Info

http://www.oled-info.com/ledon-shows-their-first-oledlighting-modules

Osram ORBEOS OLED Light hands-on

OLED-Info

http://www.oled-info.com/osram-orbeos-oled-light-hands

OLED JAPAN

大学教授のぶっ
ちゃく話
2010年4月14日

http://junjikido.cocolog-nifty.com/blog/

Lighting Orient releases RGB LED flood fights – DMX 512
available

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21930

オスラム

大学教授のぶっ
ちゃく話
2010年4月15日

http://junjikido.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/postb460.html

Kaneka: our OLED Lighting panels are "ready to be
shipped"

OLED-Info

http://www.oled-info.com/kaneka-says-their-oled-lightingpanels-are-ready-be-shipped

The Holst Centre and NeoDec to partner on inks for
flexible electronics

OLED-Info

http://www.oled-info.com/holst-centre-and-neodec-partnerinks-flexible-electronics

CeramTec announces modular CeramCool LED retrofit
lamp kit

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21986

LED tunnel lighting yields 60% energy savings for Chinese
highway project

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/21993

OSRAM LEDs illuminate Expo 2010 in Shanghai

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/22040

大学教授のぶっ
ちゃく話
2010年4月17日
大学教授のぶっ
ちゃく話
2010年4月17日
大学教授のぶっ
ちゃく話
2010年4月18日
大学教授のぶっ
ちゃく話
2010年4月19日
大学教授のぶっ
ちゃく話
2010年4月20日

http://junjikido.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/postadb1.html

GE and Konica Monica partner on OLED LED lighting
demonstration

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/4/14

Philips unveils the Lumiblade Creative Lab

OLED-Info

http://www.oled-info.com/philips-unveils-lumiblade-creativelab

コニカミノルタと三菱化学
フィリップス
Black Body
NOVALED
インゴ・マウアー

http://junjikido.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post4d83.html
http://junjikido.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/blackbody.html
http://junjikido.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/novaled.html
http://junjikido.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post4d9b.html

VS Optoelectronic introduces LEDLine Flex SMD HighCRI
LEDs MAGAZINE
modules

http://www.ledsmagazine.com/products/22041

CELMA and ELC host LED Forum at Light+Building

http://www.ledsmagazine.com/news/7/4/27

LEDs MAGAZINE

Jason Bruges shows a new artwork using Philips Lumiblade
OLED-Info
OLED panels

http://www.oled-info.com/jason-bruges-shows-new-artworkusing-philips-lumiblade-oled-panels

Neoview-Kolon is also working towards OLED Lighting

http://www.oled-info.com/neoview-kolon-also-workingtowards-oled-lighting

OLED-Info

Philips Lumileds addresses LED array lifetime performance LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/5/4

Korea to build a Gen-4 OLED lighting plant, will start
mass-producing in 2013

OLED-Info

http://www.oled-info.com/korea-build-gen-4-oled-lightingplant-will-start-mass-producing-2013

OSRAM opens skills development center for Penang LED
plant

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/22275

Fobsun releases LED horizon downlight replacement

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/22320
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5. ホームページ
題目

作成団体

ＵＲＬ

丸の内の賃貸オフィスにLED照明を全面導入、三菱地所

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100512/
541154/?ST=led

DOE releases more details on street lighting consortium
plan

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/5/6

EPA releases draft Energy Star requirements for
Luminaires

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/5/5

WAC lighting shows an ORBEOS-based OLED chandelier

OLED-Info

http://www.oled-info.com/wac-lighting-shows-orbeos-basedoled-chandelier

UDC reports financial results. LG, Panasonic, NEC and
Showa Denko use UDC's materials for OLED Lighting

OLED-Info

http://www.oled-info.com/udc-reports-financial-results-lgpanasonic-nec-and-showa-denko-use-udcs-materials-oledlighting

Universal Display to establish OLED lighting pilot facility

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/22413

光の色で客の気持ちをコントロールする

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/knp/column/20100525/54
1342/?ST=led

Novaled shows a new long-lifetime, 30lm/W white OLED

OLED-Info

http://www.oled-info.com/novaled-shows-new-long-lifetime30lmw-white-oled

The holst center shows us what's possible with flexible
OLED lighting

OLED-Info

http://www.oled-info.com/holst-center-shows-us-whatspossible-flexible-oled-lighting

Novaled and Universal Display advance OLED lighting
technology

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/5/13

Blackbody is introducing a new 282-OLEDs chandelier
called The Big Bang

OLED-Info

http://www.oled-info.com/blackbody-introducing-new-282oleds-chandelier-called-big-bang

UDC announces new All-Phosphorescent OLED lighting
technology

OLED-Info

http://www.oled-info.com/udc-announces-new-allphosphorescent-oled-lighting-technology

Ringdale and Sojitz partner on LED luminaires for the
Japanese market

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/5/18

EPA will host Energy Star lighting Webinar on June 8

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/5/17

「LEDならでは」の器具も多数、ドイツ照明見本市

ケンプラッツ

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20100602/
541493/?ST=led

Spark upgrades LED street lights with Cree LEDs

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/22761

Ambergreat LED canopy targets petro and convenience
store applications

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/22781

DOE recommends new approach to LED luminaire lifetime
ratings

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/5/21

Osram lending a shine to the soccer world cup in South
Africa

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/22882

ETRI announces the 2nd OLED lighting competition

OLED-Info

http://www.oled-info.com/etri-announces-2nd-oled-lightingcompetition

LEDs Magazine Japan to launch in September

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/5/27

NIST develops CQS alternative to CRI for color quality
specs

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/5/29

UDC awarded $99,000 to advance Phosphorescent OLED
Lighting

OLED-Info

http://www.oled-info.com/udc-granted-99000-grant-advancephosphorescent-oled-lighting

「戦略的国際標準化推進事業」に係る公募について

NEDO

https://app3.infoc.nedo.go.jp/informations/koubo/koubo/CA/c
hiteki/
nedokouboplace.2010-06-14.4640347294/nedokoubo.2010-0614.6954458377/

三菱LED照明器具「erise（イライズ）」色温度可変タイプ発売
三菱電機
のお知らせ
Ultra-slim (12.3mm) LED panel light with CE & FCC
approved

http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2010/0618-b.htm

LEDs MAGAZINE
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http://www.ledsmagazine.com/products/23055

5. ホームページ
題目
AltiLED Series Modular LED High Bay Light

作成団体

ＵＲＬ

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/products/23050

Retrofit your way to savings with Osram's new LED retrofit
LEDs MAGAZINE
lamps

http://www.ledsmagazine.com/products/23187

ASSIST evaluates outdoor lighting impact on human
circadian system

LEDs MAGAZINE

http://www.ledsmagazine.com/news/7/6/15

店舗における省エネルギー活動の実践事例

東京都環境局

http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sgw/homesection/shouenegataeigyou/store-case.htm

DOE announces funding opportunity for SSL manufacturing LEDs MAGAZINE

129 130

http://www.ledsmagazine.com/news/7/6/17

6. 委員会・プロジェクトなど
団体名

委員会などの名称

委員長（主査）名

期間

目的

照明学会

新光源発達度研究調査委員会

大谷 義彦

平成19年11月～
平成23年3月

照明学会

次世代固体照明光源に関する研究調査
委員会

椿

健治

平成20年4月～
平成23年3月

照明学会

ＬＥＤ照明の視覚的影響に関する特別研
原
究調査委員会

直也

平成21年4月～
平成23年3月

照明学会

有機ＥＬ照明のガイドライン作成に向けた
大谷 義彦
研究調査委員会

照明学会

有機ＥＬ照明のガイドライン作成委員会

照明学会

LED照明のJIS用語制定準備委員会

日本照明器具工業会

LED照明器具小委員会

安岡悦章

日本電球工業会

照明用LED標準化委員会

中川靖夫

日本電球工業会

照明用LED製品仕様分科会

石井健一

日本電球工業会

照明用LED性能JIS制定分科会

石井健一

日本電球工業会

一般照明用ＬＥＤ・ＪＩＳ制定分科会

鈴木 篤

日本電球工業会

照明用LED測定分科会

鈴木健一

日本電球工業会

照明用LED技術委員会

清水恵一

日本電球工業会

LED形式付与検討分科会

佐藤光治

日本照明委員会

LEDを含むランプの光源色及び演色性に
よる区分に関する事前検討WG

CIE
(国際照明委員会)

TC 1-69 白色光源による演色特性

W.Davos

CIE
(国際照明委員会)

TC 2-46 LEDの光度測定に関する
CIE/ISO規格
CIE/ISO standards on LED intensity
measurements

J. Scarangello
（米 国）

CIE
(国際照明委員会)

TC 2-50 LEDクラスター及びLEDアレイの
光学的特性の測定
Measurement J. Schuette
of the optical properties of LED clusters （ドイツ）
and arrays

CIE
(国際照明委員会)

TC 2-58 LEDの放射輝度および輝度の
測定
Measurement of LED radiance
and luminance

CIE
(国際照明委員会)

TC 2-63 ハイパワーＬＥＤの光学測定
Y.Zong
Optical measurement of high power LEDs (米国)

CIE
(国際照明委員会)

TC 2-64 ＬＥＤの高速試験法
High speed testing methods for LEDs

CIE
(国際照明委員会)

TC 2-66ＬＥＤ関連の用語の整理
J.Shanda
Terminology of LEDs and LED assemblies (ハンガリー)

CIE
(国際照明委員会)

R2-42 LED照明器具の測定方法
J.Pan
Measurment methods for LED luminaires (中国)

CIE
(国際照明委員会)

R2-43 集積LEDの測定

P-T.Chou
(台湾)

2009.6新設

CIE
(国際照明委員会)

R2-44 照明用大面積平面光源の測光特
性評価
A.Sperling
Photometric characterization of large
(ドイツ)
areas flat sources used for lighting

2009.6新設

CIE
(国際照明委員会)
CIE
(国際照明委員会)

R2-47 曲面の発光面に対する測光
TC 4-47 交通用の信号と照明における
LEDの適用 Application of LEDs in
Transport Signalling and Lighting

大谷 義彦

平成21年6月～
平成22年5月
平成22年7月～
平成24年3月

活動中
(委員：矢口博久ほか)
CIE技術報告書 No.127に基づいたLED
活動中
の光度測定についてのCIE/ISO規格を
(委員：坂東完治)
作成する。
可視域のLEDアレイやクラスターの光
学的特性の測定に関する技術報告書
2008年7月にトリノ（イタリア）にてTC会
活動中
を作成すると共に、大型のLEDアレイ
議を開催予定
(委員：大嶋浩正)
のための光学量や、測定方法や測定
条件に関する勧告を導き出す。
LEDの輝度および放射輝度について
の推奨される測定方法を示したCIE技
活動中 術報告書を作成する。ここでは特に、
関連する光生物学的安全性基準にお
ける特定要求事項を考慮する。

河本康太郎
（日 本）

G.Heidel
(ドイツ)

概要

活動中
(委員：大嶋浩正ほ
か)
活動中
(委員：大久保和明ほ
か)
活動中

2009.6新設

H-L.Yu
(台湾)

新設

S.E..Jenkins
（オーストラリア）

活動中

130

131

北京にてTC会議を開催。第２ドラフト
を審議。放射量に係る記述を充実さ
せる。生体安全性に係る記述と章を
分離した構成とする。

6. 委員会・プロジェクトなど
団体名

CIE
(国際照明委員会)

委員会などの名称

TC 6-55 LED の人体への安全性
Light Emitting Diodes

委員長（主査）名

Werner Horak
(ドイツ)

期間

活動中
(委員：河本康太郎)

131
132

目的

概要
LEDの人体に対する光生物学的安全
性の評価方法の相違点について報告
する。CIEの光安全基準であるCIE
S009/E:2002はICEの光安全基準IEC
60825-1-2001と比較検討すべきであ
る。必要要件は、過剰照射からの目
の障害を守るために、生物学的立場
からの影響と、危惧される照射量の決
定の報告である。

7. 講演会・シンポ・展示会など
名称
LEDと有機ELが切り開く照明の未来

第１回 次世代照明 技術展 ～ライ
ティング ジャパン～

開催時期

会場

2009/3/4 東京ビッグサイト 日本照明器具工業会

2009/4/15～17 東京ビッグサイト

シンポジウム
「進化し続ける光源」

2009/4/17

LED照明の最新技術動向と照明器
具への展開(下出澄夫氏：JLEDS)

福岡市APAホテ
2009/5/12 ル

LED照明の現状と将来展望(大利富
夫氏：パナソニック電工)

2009/5/13

国際LED EXPO＆FPD KOREA2009

主催者

TFT研修室909
(東京ファッションタウンビル)

Light Bridge Association
JAPAN NPO

無料

広島国際会議場 照明学会中国支部

2009/5/20-23 KINTEX

EXPOnU

2009/7/16

有機エレクトロニクス2010-2015

2009/7/1

「あかりの架け橋」セミナー/有機ELあかり塾開塾
式

照明学会視覚研究専門部会公開
研究会「ＬＥＤを用いた交通表示装
置並びに信号灯等の視認性とその
応用に関する研究」

LBAj事務局(担当：佐々木)
Lba-japan@andesign.co.jp

照明学会九州支部

有機EL照明の展望と技術課題

シンポジウム
「進化し続ける光源・有機EL照明」

¥5,000 日経セミナー事務局

リード エグジビション ジャパ
ン株式会社

秋葉原
2009/5/13 UDXカンファレン 日経エレクトロニクス
ス

LEDジャパン2009/Strategies In
Light

問合せ先

次世代照明 技術展 ～ライ
ティング ジャパン～ 事務局
E-mail：
無料 lighting@reedexpo.co.jp
TEL:03-3349-8568/FAX:033349-0598
http://www.lightingjapan.jp

新世代照明用光源の技術動向と将来
展望～LED/有機EL/FEDの技術の現
状、課題と今後の展開を徹底解説～

照明学会視覚研究専門部会公開
研究会「ＬＥＤを用いた交通表示装
置並びに信号灯等の視認性とその
応用に関する委員会報告」

参加費

東京・大井町
きゅりあん

情報機構

東京コンファレン
日経エレクトロニクス
スセンター・品川

品川区立総合区
照明学会視覚研究専門部会
2009/8/18 民会館「きゅりあ
公開研究会
ん」6階大会議室

2009/9/16-17 パシフィコ横浜

山形県米沢市

2009.7.24 伝国の杜置賜文化
ホール

¥43,050

http://www.johokiko.co.jp/se
minar_electric/AB090758.php

¥43,000

http://techon.nikkeibp.co.jp/s
eminar/090701.html

会員2000円、一
般3000円、 照明学会
学生1000円
http://www.lfwjapan.jp/led_japan_09/ledjapa
n09_index.html

ＩＣＳコンベンションデザイン

Light Bridge Association
JAPAN NPO

品川区立総合区
2009/8/18 民会館「きゅりあ 照明学会視覚研究専門部会
ん」

秋葉原・UDXカンファ

日経BP社
¥43,000 http://techon.nikkeibp.co.jp/
NE/academy/090513.html

無料(懇親会は1000円)

LBAj事務局(担当：佐々木)
Lba-japan@andesign.co.jp

照明学会

株式会社 日経BP
【早期割引価格】
E-mail：
39,000円・・・9/5
techon@bizsche.nikkeibp.co.jp
まで
（税
込み）【正価】
http://techon.nikkeibp.co.jp/s
42,000円
eminar/080912.html
会員10000円、学
生員3000円、一
般12000円、
学生5000円

熱設計で攻める

2009/9/12 レンス

日経エレクトロニクス

電気四学会関西支部専門講習会
「次世代照明のアプリケーション最
新技術の現状」結果報告

中央電気倶楽部
2009/10/2 513号室(大阪市
北区堂島2-125）
大阪・中央電気
2009/10/2 倶楽部513会議
室

照明学会・電気学会・電子情
報通信学会・映像情報メディ
ア学会各関西支部
照明学会他

¥12,000 電気四学会関西支部事務局

2009/10/6 東京・砂防会館

LED照明推進協議会

¥15,000 JLEDSホームページ

次世代照明のアプリケーション最新
技術の現状
LEDが変える地球環境
LED照明が創り出す新しいあかりの
世界～LED照明2009～
照明学会光関連材料･デバイス研
究専門部会公開研究会「照明用ＬＥ
Ｄを支えるキーテクノロジー――放
熱、蛍光体、駆動技術の最新動向
――」

LED照明器具の放熱／電源設計
技術の基礎と応用

2009/10/7

2009/10/15

日本大学理工学
部駿河台校舎1 照明学会光関連材料･デバイ
号館6階ＣＳＴ
ス研究専門部会
ホール

化学会館(東京都千
代田区)

NIKKEI MICRODEVICES

132
133

照明学会

受講料(税込み)：
【一般価格】…… http://techon.nikkeibp.co.jp/a
45,000円 【★読 rticle/SEMINAR/20090729/1
者価格】……
73586/
35,000円

7. 講演会・シンポ・展示会など
名称

Green Device 2009

開催時期

会場

2009/10/28～30 パシフィコ横浜

[東京・御茶ノ水]中央
大学駿河台記念館6
階680

LED/有機EL/無機EL/FEL
各種次世代照明の特徴と可能性

2009/11/27

有機ELの今後の展望
－電気設備への応用例、技術動向
－

2009/12/16 東京電業会館

照明学会北陸支部「照明セミナー」
第2部「建築空間とＬＥＤ照明との一
体化へ向けて」宮下智裕(金沢工大)

DC利用技術の最先端 ～発電か
ら機器まで最新事例を紹介

LED Next Stage 2010

LED Next Stage 2010 技術セミナー

ＬＥＤ・Shigaraki 2010 展

LED照明器具の放熱設計技術の基
礎と応用

第２回次世代照明技術展－ライティ
ングジャパン
第7回TSRセミナー2010
躍進するLEDビジネス2010：LED光
源とアプリケーション

2009/11/6

主催者

日経ＢＰ社

㈱情報機構

東京ステーションコン

東京ビッグサイト 会

日経エレクトロニクス

信楽陶製照明器具開発研究
青山「Rin」3Ｆ Ｓ
2010/3/17～19
会 特別協力Light Bridge
ｐａｃｅ
Association JAPAN NPO

2010/4/9 化学会館

日経エレクトロニクス

2010/4/14-16 東京ビッグサイト リードエグジビジョンジャパン㈱
2010/4/27/ 13:30 東京ｺﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝ
㈱ﾃｸﾉ・ｼｽﾃﾑ・ﾘｻｰﾁ
～17:40 ﾀｰ品川

日経BP社 Green Device事
務局
TEL： 03-68118084 / FAX：03-5421-9170

1名46,200円(税
込、資料・昼食付)
1社2名以上同時 ㈱情報機構
申込の場合、1名 03-5740-8755
につき35,700円

¥12,000 電気設備学会講習会係

会員無料、非会
員1000円

日経エレクトロニクス/環境エ
31500円
ネルギー研究所

2010/3/9-12 東京ビッグサイト 日本経済新聞社

2010/3/10-11 議棟6F

問合せ先

入場料2,000円

電気設備学会

金沢市アートホー
照明学会北陸支部
ル

2009/11/27 ファレンス５F

参加費

日経BP社

¥1,500

http://www.shopbiz.jp/ld/abo
ut.html

25,000円（各セミ
ナー）

信楽陶製照明器具開発研究
会事務局 滋賀県工業技術
無料 総合センター信楽窯業技術
試験場0748-82-1155 担当：
高畑
一般45,000円、読
者38,000円
ライティングジャパン事務局
http://www.lightingjapan.jp/lig
hting/
TEL：03-3866-4505
28000円 E-mail ：seminar@t-s-r.co.jp
TSR セミナー係 担当：濱田
\5000

（招待券申込無料）

ライティング･フェア2011関連企画
ドイツ･フランクフルト
「Light+Building』報告会――ＬＥＤ照
明の最新事情を中心に――

2010/5/14

日本経済新聞社
日本経済新聞社 特別協力
東京本社2階
Light Bridge Association
「SPACE NIO多目
JAPAN NPO
的スペース」

ライティング･フェア事務局(日
無料 本経済新聞社文化事業局イ
ベント事業部)03-6256-7355

ライティング･フェア2011関連企画
ドイツ･フランクフルト
「Light+Building』報告会――有機Ｅ
Ｌ照明の最新事情を中心に――

2010/5/31

日本経済新聞社
日本経済新聞社 特別協力
東京本社2階
Light Bridge Association
「SPACE NIO多目
JAPAN NPO
的スペース」

ライティング･フェア事務局(日
無料 本経済新聞社文化事業局イ
ベント事業部)03-6256-7355

LS：12-White LEDs 3 合同シンポジ
ウム「第12回白色ＬＥＤ＆固体発光
の国際会議」

2010/7/11～16

Eindhaven工科大
学、オランダ

照明学会誌94-4会告

高分子エレクトロニクス・有機EL合
同研究会
有機エレクトロニクス材料の最先
端：材料設計からデバイス応用まで

高分子学会 高分子エレクト
化学会館7階ホー
2010/7/23
ロニクス研究会 有機EL研究
ル
会

平成22年度LED応用研究会①
「LED照明技術の発展を目指して」：
上山智(名城大学)、②「LED
Museum 21(名古屋に21世紀型LED
ミュージアムを！)」落合勉(M&Oデ
ザイン事務所)

名城大学タワー
2010/7/27 75 15F レセプ
ションホール

(財)科学技術交流財団
名城大学

133134

①企業 5,250円
②大学・官公庁
3,150円
③学生
2,100円
ほか

(社)高分子学会
〒104-0042 東京都中央区
入船3-10-9 新富町ビル6F
TEL 03-5540-3771 FAX
03-5540-3737

8000円(4回分) 名城大学052-832-1151(代
交流会1000円 表)

7. 講演会・シンポ・展示会など
名称

LEDジャパン2010/Strategies In
Light

開催時期

会場

パシフィコ横浜 ホー

2010/9/29-10/1 ルＢ

主催者

ICSコンベンションデザイン
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参加費

問合せ先

TEL: 03-3219-3642
FAX: 03-3219-3641

8. 新製品・施設例など
事例名

出典

局部照明用LED照明器具
「ＡＫＡＲＩ－ＬＥＤｓ（あかりレッズ）」シリー
ズ

関係団体
（メーカー・設計事務所）

三菱電機ホームページ（2009.4.21）
http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/ 三菱電機
2009/0421.htm

LED WATCHER
サイン＆ディスプレイ（マスコミ文化協会）
ラグジュアリーダイニング「裏ＮＯ庭」新宿
㈱フォーディー ほか
2009-4 36-40
店ほか
LED WATCHER
「御堂筋イルミネーション」実証実験ほか

サイン＆ディスプレイ（マスコミ文化協会） ㈱乃村工藝社関西事業
2009-5 52-56
本部ほか

LED WATCHER
LED照明で表現する｢日本の四季」ほか

サイン＆ディスプレイ（マスコミ文化協会） ハマボールイアス ほ
2009-6 40-44
か

LED WATCHER
東京・青山の複合商業施設「Ao（ｱｵ)」の
演出照明

サイン＆ディスプレイ（マスコミ文化協会） ICE都市環境照明研究
2009-7 56
所

LED WATCHER
GODIVAショコイスト原宿

サイン＆ディスプレイ（マスコミ文化協会）
㈱ワンダーウォール
2009-8 36

LED WATCHER
サイン＆ディスプレイ（マスコミ文化協会）
(有)ｷｭﾘｵｼﾃｨ ほか
ユニクロ新宿西口店ファサードサイン ほ
2009-9 60-64
か
LED WATCHER
JR尼崎駅北ビル テラス照明

ほか

サイン＆ディスプレイ（マスコミ文化協会） ㈱竹中工務店・ｱｶﾘｱﾝﾄﾞ
2009-10 38-40
ﾃﾞｻﾞｲﾝ ほか

LED WATCHER
東京・新宿と大阪・梅田で「レイク」のサイ
ンをリニューアル」
ほか

サイン＆ディスプレイ（マスコミ文化協会）
㈱コムデス
2009-11 46-48

LED WATCHER
省エネ体験型施設「SOLAE]

サイン＆ディスプレイ（マスコミ文化協会）
㈱ポノポ ほか
2009-12 54-56

ほか

ほか

LED WATCHER
サイン＆ディスプレイ（マスコミ文化協会） 光都東京実行委員会
光の祭典「光都東京・LIGHTOPIA 2009」 2010-1 54-56
ほか
LED WATCHER
東京ウィンターイルミネーション2009-2010 サイン＆ディスプレイ（マスコミ文化協会）
54-56
「表参道H.I.S.イルミネーションベルシンフォニー」ほ 2010-2
か

LED WATCHER
AOKI秋葉原店の広告塔

サイン＆ディスプレイ（マスコミ文化協会）
鹿島建設㈱
2010-3 52-56

「LED Next Stage」レポート

サイン＆ディスプレイ（マスコミ文化協会） 日本経済新聞社
2010-4 36-40
日本照明器具工業会

ほか

LED WATCHER
サイン＆ディスプレイ（マスコミ文化協会） キングプリンティング㈱
ハウス食品「ウコンの力」LEDフルボトルサ
2010-5 28-29
ほか
イン ほか
第2回次世代照明 技術展～ライティング サイン＆ディスプレイ（マスコミ文化協会） りーどエグシビション
ジャパン～
2010-5 30-31
ジャパン
LED WATCHER
サイン＆ディスプレイ（マスコミ文化協会） 「e空間Kansai」コンソー
LED可視光通信を活用した「光のマジカル
2010-6 48-52
シアム事務局
クエスト」
LED WATCHER
「福岡パルコ」壁面サイン

サイン＆ディスプレイ（マスコミ文化協会） ㈱竹中工務店
2010-7 32-36
㈱昭和ネオン
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8. 新製品・施設例など
事例名

出典

LED発光素子327個を搭載した高集積LED
照明学会誌93-6(2009)379(新製品紹介)
モジュール
ポルトヨーロッパ 観覧車ＬＥＤイルミネー
ションシステム(和歌山県)

関係団体
（メーカー・設計事務所）
ウシオライティング

照明学会誌93-10(2009)735(照明のデータ
小糸工業㈱
シート)

スーパーオートバックス足立 LED看板照 照明学会誌94-1(2010)8(ライティングフォ
小糸工業㈱
明
トグラフ)
ザ・ウインザーホテル洞爺湖改修工事の
照明(北海道)

照明学会誌94-4(2010)213-214(照明の
データシート)

パナソニック電工
東芝ライテック

Green Avenue あざぶの丘の照明(愛知
県)

照明学会誌94-4(2010)215-216(照明の
データシート)

日本街路灯製造

「赤坂Bizタワー」のエントランスの照明(東 照明学会誌94-4(2010)218(ライティング
京都)
フォトグラフ)

パナソニック電工

ＬＥＤ道路灯LEDioc ROAD PAZU Ⅱ(レ
ディオック ロード パズー Ⅱ)

照明学会誌94-4(2010)262(新製品紹介)

岩崎電気

西国第二十三番札所宗教法人勝尾寺の
照明

照明学会誌94-6(2010)303-304(照明の
データシート)

パナソニック電工

ＬＥＤ電球「一般電球形6.4Ｗ」、「一般電球
照明学会誌94-6(2010)352(新製品紹介)
形4.6Ｗ」(「E-COREシリーズ)

東芝ライテック

ＬＥＤユニットフラット形搭載シリーズ屋外
用ＬＥＤ照明器具(「E-COREシリーズ)

照明学会誌94-6(2010)352(新製品紹介)

東芝ライテック

ＨＩＤから代替を可能にした店舗向けＬＥＤ
照明学会誌94-6(2010)352(新製品紹介)
照明器具(「E-COREシリーズ)

東芝ライテック

The Illumination of the Mosaic Dori Street J.Light & Vis. Env. 33-2( 2009) 4( Lighting
Tnakenaka Cooperation
of Shinjuku-Mylord(Tokyo)
Photo Album)
LED照明器具
「ハイパワーダウンライトシリーズ」

三菱電機ホームページ（2009.5.29）
http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/ 三菱電機
2009/0529.htm

LED専用調光器
「ＬＥＤライコン（信号線式）」
「調光可能型ＬＥＤダウンライト」

パナソニック電工ホームページ（2009.6.2）
http://panasonicパナソニック電工
denko.co.jp/corp/news/0906/0906-1.htm

LED新ブランド
「ＬＥＯＰＴＥ ＬＥＤＺ」
LED電球
「600シリーズ、400シリーズ」
従来価格の半額のLED電球
「一般電球形6.9W」、「一般電球形4.1W」

遠藤照明ホームページ（2009.6.2）
http://www.endo遠藤照明
lighting.co.jp/news/2009/20090602.html
シャープホームページ（2009.6.11）
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/0 シャープ
90611-b.html
東芝ライテックホームページ（2009.6.22）
http://www.tlt.co.jp/tlt/topix/press/p090 東芝ライテック
622/p090622.htm

景観用LED照明器具ＥＶＥＲＬＥＤＳｼﾘｰｽﾞ
パナソニック電工ホームページ（2009.7.2）
ﾛｰﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ「Ｂｉｊｏｕ（美丈/ビジョウ）」、
http://panasonicパナソニック電工
「LEDﾌｯﾄﾗｲﾄ」、「ﾗｲﾝ型ﾍﾞｰｽ器具」、
denko.co.jp/corp/news/0907/0907-2.htm
屋外用ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ「Ｄ－ｓｈｏｔ（Ｄショット）」
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8. 新製品・施設例など
事例名
LED道路灯
「ＬＥＤｉｏｃ ＲＯＡＤ（ﾚﾃﾞｨｵｯｸﾛｰﾄﾞ）」
LED防犯灯
「ＬＥＤｉｏｃ ＳＴＲＥＥＴ（ﾚﾃﾞｨｵｯｸｽﾄﾘｰﾄ）」
業務用ダウンライトLED照明60形
E-CORE
「LEDハンディライト600」
EVERLEDS
「店舗向け演出用LED照明器具」
LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ・LEDﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
E-CORE
「LED防犯灯600」
LIFELED'S（ﾗｲﾌﾚｯｽﾞ）
「LED電球」
EVERLEDS
「ワイド配光型LEDユニット」
残光形スリム蛍光ランプ搭載シーリング
「スリムメイトＬＥＤ３．０」シリーズ
LED誘導灯ルクセントＬＥＤｓシリーズ
防雨・防湿、HACCP形

出典

関係団体
（メーカー・設計事務所）

岩崎電気ホームページ（2009.7.21）
http://www.iwasaki.co.jp/whatsnew/relea 岩崎電気
se/ledioc-road/index.html
シャープホームページ（2009.7.23）
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/0
90723-a.html
東芝ライテックホームページ（2009.7.28）
http://www.tlt.co.jp/tlt/topix/press/p090
728/p090728.htm
パナソニック電工ホームページ
（2009.8.20）
http://panasonicdenko.co.jp/corp/news/0908/0908東芝ライテックホームページ（2009.8.24）
http://www.tlt.co.jp/tlt/topix/press/p090
824/p090824.htm
NECライティングホームページ（2009.8.24）
http://www.nelt.co.jp/information/press/
2009-08-24-1.html
パナソニック電工ホームページ
（2009.8.25）
http://panasonicNECライティングホームページ（2009.8.24）
http://www.nelt.co.jp/information/press/
2009-08-24-2.html
三菱電気照明ホームページ（2009.8.31）
http://www.mitsubishielectric.co.jp/group
/mlf/news/pdf/led_lucsent_bouu_haccp-

シャープ
東芝ライテック
パナソニック電工
東芝ライテック
NECライテイング
パナソニック電工
NECライテイング
三菱電機照明

クリーンルーム用LEDベース照明器具

星和電機ホームページ（2009.9.1）
星和電機
http://www.seiwa.co.jp/new/001537.html

LED電球「ＰＡＲＡＴＨＯＭ（パラトン）Ａ５５」

三菱電機オスラムホームページ
（2009.9.9）

パナソニックホームページ（2009.9.10）
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.
data/data.dir/jn090910-2/jn090910日立ライティングホームページ（2009.9.16）
LED電球（調光タイプ）
http://www.hitachihll.co.jp/pdf/20090916_led.pdf
東芝ライテックホームページ（2009.9.30）
調光対応LED電球
http://www.tlt.co.jp/tlt/topix/press/p090
「一般電球形4.5W、7.1W」
930c/p090930c.htm
東芝ライテックホームページ（2009.9.30）
LED電球「一般電球形8.7W」
http://www.tlt.co.jp/tlt/topix/press/p090
930b/p090930b.htm
東芝ライテックホームページ（2009.9.30）
LEDユニット「フラット形6.4W」
http://www.tlt.co.jp/tlt/topix/press/p090
930a/p090930a.htm
シャープホームページ（2009.10.13）
LEDキャノピー照明
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/0
91013-a.html
パナソニック電工ホームページ
オールLED照明を採用したモデルハウス
（2009.10.16）
オープン －パナホーム／新宿展示場－
http://panasonic三菱電気照明ホームページ（2009.10.21）
LED照明器具
http://www.mitsubishielectric.co.jp/group
「ハイパワーダウンライト軒下用」
/mlf/new_product/091021_01.html
LED電球「ＥＶＥＲＬＥＤＳ」
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三菱電機オスラム
パナソニック
日立ライティング
東芝ライテック
東芝ライテック
東芝ライテック
シャープ
パナソニック電工
三菱電機照明

8. 新製品・施設例など
事例名
LIFELED'S（ﾗｲﾌﾚｯｽﾞ）
「大光量ダウンライト」
LEDダウンライト「ハイパワータイプLEDバ
ンクライトシリーズ」
施設例
ＪＲ九州の日南線観光特急「海幸山幸」の
車両用照明にＬＥＤ照明を提供
新製品
明るさと省エネ性能に優れたＬＥＤキャノ
ピー照明「ＤＬ－ＥＧ００１」を発売
住宅用ダウンライトLED照明60形
LED照明器具
「ＬＥＤ防犯灯」
施設例
「サイゼリヤ梅田楽天地ビル店 LEDﾀﾞｳﾝ
ﾗｲﾄ ＥＶＥＲＬＥＤＳ 88台納入
LED照明器具
「ＬＥＤ直付ベースライン」
優れた環境性能の住宅用ダウンライトＬＥ
Ｄ照明６０形４機種を発売
蛍光灯型LED照明

出典
NECライティングホームページ
（2009.10.20）
http://www.nelt.co.jp/information/press/
コイズミ照明ホームページ
http://www.koizumilt.co.jp/info/info.php?ren=50
NIKKEI NET(2009.10.9)
http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID
=233471&lindID=4
NIKKEI NET(2009.10.13)
http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID
=233556&lindID=4
シャープホームページ（2009.10.27）
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/0
91027-a.html
三菱電気照明ホームページ（2009.11.02）
http://www.mitsubishielectric.co.jp/group
/mlf/lighting/091102_01.html
パナソニック電工ホームページ
（2009.11.04）
http://panasonic三菱電気照明ホームページ（2009.11.06）
http://www.mitsubishielectric.co.jp/group
/mlf/lighting/091106_01.html
NIKKEI NET(2009.10.27)
http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID
=234905&lindID=4
http://www.mintage.co.jp/

関係団体
（メーカー・設計事務所）
NECライテイング
コイズミ照明
パナソニック電工
シャープ
シャープ
三菱電機照明
パナソニック電工
三菱電機照明
シャープ
ミンテイジ

ウィンテル（株）ホームページ
施設例
http://www.win共立電機製作所
「宮崎県板谷トンネル ＬＥＤトンネル照明
tel.jp/news/source/source2009111201.ht
灯」
ml
ウィンテル（株）ホームページ
施設例
「東京都あきる野市 ＬＥＤ道路灯実証実 http://www.winウインテル（株）
tel.jp/news/source/source2009111201.ht
験」
ml
遠藤照明ホームページ（2009.11.24）
LED新製品
http://www.endo遠藤照明
「ＬＥＤＺ vol.2シリーズ」
lighting.co.jp/news/2009/20091124.html
LED道路灯
「ＬＥＤパロス」

星和電機ホームページ（2009.12.3）
星和電機
http://www.seiwa.co.jp/new/001545.html

施設例
「阪急電鉄京都本線摂津市駅」

パナソニック電工ホームページ
（2009.12.9）
http://panasonic-

パナソニック電工

第18回 21世紀は半導体の光

照明技術・デザイン最新事情【落合 勉】
(2009年12月14日)

M&Oデザイン事務所

LED道路灯
「ＬＥＤｉｏｃ ＲＯＡＤ ＰＡＺＵⅡ（ﾚﾃﾞｨｵｯｸﾛｰﾄﾞ
ﾊﾟｽﾞｰⅡ）」
住宅用照明器具
「Ｅ－ＣＯＲＥ ＬＥＤユニットフラット形搭載
シリーズ」
LED電球
「E17小形電球タイプ・E26ボール電球タイ
プ」

岩崎電気ホームページ（2009.12.22）
http://www.iwasaki.co.jp/whatsnew/relea 岩崎電気
se/2009/led-road2/index.html
東芝ライテックホームページ（2010.1.19）
http://www.tlt.co.jp/tlt/topix/press/p100 東芝ライテック
119/p100119.htm
シャープホームページ（2010.1.20）
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/1 シャープ
00120-a.html
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8. 新製品・施設例など
事例名
LED電球
「一般電球タイプ6.5W、一般電球タイプ
4.1W」
三菱LED照明器具
「ハイパワーダウンライト人感センサ付」

出典

関係団体
（メーカー・設計事務所）

日立ライティングホームページ（2010.1.20）
日立ライティング
http://www.hitachihll.co.jp/pdf/20100120_led.pdf
三菱電機照明ホームページ（2010.1.21）
http://www.mitsubishielectric.co.jp/group 三菱電機照明
/mlf/lighting/100121_01.html

安全増防爆形LED照明器具

星和電機ホームページ（2010.1.18）
星和電機
http://www.seiwa.co.jp/new/001550.html

E17口金小形電球タイプLED電球
「ミニクリプトン形3.4W」

東芝ライテックホームページ（2010.1.25）
http://www.tlt.co.jp/tlt/topix/press/p100 東芝ライテック
125/p100125.htm

プレスリリース
省エネ型電球への切り替え
～電球形蛍光ランプとＬＥＤ電球～

Tech-onﾆｭｰｽ(日経ものづくり、2009年12
東京電力
月22日)

プレスリリース
2010年度 経営方針（要旨）

パナソニック企業情報

EVERLEDS
「LED誘導灯コンパクトスクエア」
LED電球
「一般電球形6.4W」「一般電球形4.6W」
フランスにおける一般消費者向けLED電
球の販売展開について(1/22)

パナソニック

パナソニック電工ホームページ
パナソニック電工
（2010.2.18）
http://panasonic東芝ライテックホームページ（2010.2.18）
http://www.tlt.co.jp/tlt/topix/press/p100 東芝ライテック
218/p100218.htm
日経BP社

東芝ライテック

東芝ライテックホームページ（2010.3.2）
http://www.tlt.co.jp/tlt/topix/press/p100
302/p100302.htm
岩崎電気ホームページ（2010.3.4）
LEDiocシリーズ、16シリーズ120形式
http://www.iwasaki.co.jp/whatsnew/relea
（道路灯、防犯灯・街路灯、投光器）
se/2010/ledioc/
東芝ライテックホームページ（2010.3.5）
店舗向け
「LEDダウンライト、LEDスポットライト、LED http://www.tlt.co.jp/tlt/topix/press/p100
ダウンスポット」
305/p100305.htm
パナソニックホームページ（2010.3.5）
LED電球「ＥＶＥＲＬＥＤＳ」
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.
小形電球タイプ
data/data.dir/jn100305-1/jn100305パナソニック電工ホームページ（2010.3.8）
EVERLEDS
http://panasonic2010年度新製品
denko.co.jp/corp/news/1003/1003-6.htm
パナソニック電工ホームページ（2010.3.8）
センサ一体型住宅用ダウンライト
http://panasonic「LED ＦｒｅｅＰａ ダウンライト」
denko.co.jp/corp/news/1003/1003-7.htm
EVERLEDS
パナソニック電工ホームページ（2010.3.8）
「LEDダウンライト（ＨｏｍｅＡｒｃｈｉホーム
http://panasonicアーキ）」
denko.co.jp/corp/news/1003/1003-8.htm
コイズミ照明ホームページ（2010.3.9）
色温度変換・調光可能型LEDダウンライト
http://www.koizumi「ＲＰシリーズ／タイプＬ」
lt.co.jp/info/info.php?ren=74
コイズミ照明ホームページ（2010.3.9）
LEDベースライト77W（FHP32W4灯相当） http://www.koizumilt.co.jp/info/info.php?ren=75
コイズミ照明ホームページ（2010.3.9）
LED照明器具「ｃｌｅｄｙ（クレディ）」3シリーズ
http://www.koizumi24アイテム（ダウンライト、スポットライト）
lt.co.jp/info/info.php?ren=76
よりお求めやすい価格を実現したLED電
球
プレスリリース
「一般電球形6.4W」「一般電球形4.6W」の
発売について
LEDユニットフラット形搭載シリーズ
「屋外用LED照明器具」
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東芝ライテック
岩崎電気
東芝ライテック
パナソニック
パナソニック電工
パナソニック電工
パナソニック電工
コイズミ照明
コイズミ照明
コイズミ照明

東芝ライテック

8. 新製品・施設例など
事例名
LEDユニットフラット形搭載シリーズ
屋外用LED照明器具の発売について

出典

関係団体
（メーカー・設計事務所）

プレスリリース

東芝ライテック

業界最高の明るさを実現し、HIDからの代
プレスリリース
替えを可能にした
店舗向けLED照明器具の発売について

東芝ライテック

省エネ業界No.1（※1）のEVERLEDS「LED
誘導灯コンパクトスクエア」
プレスリリース
法改正に対応した60分間タイプ（※2）や機
能付の誘導灯を揃え、48品番 新発売

パナソニック電工

東京スカイツリー® ライティング機器の
パートナー企業にパナソニック電工が決定
ライティングデザインのオールLED化を目 プレスリリース
指し、タワー専用のLED照明器具の開発
を進めてまいります

パナソニック電工

業界初（※1）センサをLED照明の中央に
一体配置して、圧倒的な省エネと小型化
が実現

ニュースリリース

パナソニック電工

業界初（※1） 白熱灯60形器具相当の明
ニュースリリース
るさを1粒のLEDで実現。

パナソニック電工

LED電球「ＥＶＥＲＬＥＤＳ」
小形電球タイプ6品番、斜め取付専用他

パナソニックホームページ（2010.4.22）
http://panasonic.co.jp/corp/news/official. パナソニック
data/data.dir/jn100422-1/jn100422-

業界初（※1） 白熱灯60形器具相当の明
ニュースリリース
るさを1粒のLEDで実現。

パナソニック電工

冷凍・冷蔵ショーケース向けLED照明ユ
ニット

ＩＤＥＡＣホームページ（2010.4.22）
http://www.idec.com/jpja/news_and_even ＩＤＥＣ㈱
ts/press_releases/10/100421.html

密閉形LED透視灯(LCTA)

星和電機ホームページ（2010.4.24）
星和電機
http://www.seiwa.co.jp/new/001570.html

パナソニック電工ホームページ
（2010.5.18）
http://panasonic岩崎電気ホームページ（2010.5.19）
車室内高速度撮影用LED照明ユニット
http://www.iwasaki.co.jp/whatsnew/relea
se/2010/high-speed-led/
パナソニック電工ホームページ
LEDスポットライト、LEDユニバーサルダウ
（2010.5.20）
ンライト
http://panasonicパナソニック電工ホームページ
EVERLEDS（エバーレッズ）「LED防犯灯」2
（2010.5.24）
タイプ
http://panasonic三菱電機照明ホームページ（2010.6.18）
LED照明器具「erise（イライズ）」
http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/
色温度可変タイプ
2010/0618-b.htm
三菱電機オスラムホームページ
LED電球「ＰＡＲＡＴＨＯＭ（パラトン）」
（2010.6.18）
2タイプ、4形名
http://www.mol-

住宅用装飾照明器具2シリーズ7品番
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パナソニック電工
岩崎電気
パナソニック電工
パナソニック電工
三菱電機照明
三菱電機オスラム

お

わ

り

に

委員会設立から 4 年が経過し、4 冊目の報告書が出来上がった。今回は 2376 件の LED
と有機 EL についての情報を集録することができ、これまでの総計では 5288 件となった。
ここのところ LED の進展には凄まじいものが感じられ、また有機 EL についても日々情報
の絶えることがない状況である。したがって、当然ながら抜けがたくさんあることと思う
ので、もしお気づきの場合にはご面倒でもお知らせ頂ければ幸いである。ホームページ上
に公開する予定なので、データの追加はできるものと考えている。各位のご協力を切にお
願いする次第である。(あて先：大谷義彦：ohtani.yoshihiko@nihon-u.ac.jp)
このような会員への情報提供により、やがては情報利用者が拡大され、さらに情報提供
が継続されるならば情報利用者は定着し、省エネルギー化に基づく LED、有機 EL などの
新光源を活用した照明システムの開発、活用がますます推進されることと思う。また、こ
のような調査を照明学会が行うことにも大きな意義があるものと考える。
新光源発達度研究調査委員会について照明学会が十分な理解と評価をされ、当委員会の
継続的な存在を承認されたことについて、心から感謝申し上げる次第である。
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