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広く使われなければならない
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ヘッドランプのハイビームとロービームを
一つのLEDで切り替える小型・軽量ユニットの開発
The Development of Small and Light Module which is Switchable High and Low Beam with Single LED for Headlamp

（株）小糸製作所

青色発光ダイオードの開発で様々な色を出現できるようになったLEDは自動車用ランプにも採用が拡大している．
より小型軽量化できれば，軽自動車のような小さな車にも使いやすくなる．
高機能を標準化すれば，光における安全性が広まることになる．
小糸製作所はその信念の下，明るさを1.6倍に高めたLEDで，ハイ／ローを一つにしたヘッドライトを開発した．
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―（株）
小糸製作所―

求させていただいたというのが実際です」

1個のLEDでハイ／ローを切り替えられる
標準化モジュール

1.6倍の明るさと
小型化の両立

（図1）と振り返る．そして，
「LEDメーカさんのノウハウにかかわる
ことですが，要は，流した電流を熱に変え

LED（Light Emitting Diode） は， 電 流

今回の開発では，ハイ／ローの両ビーム

ず，どうやって光に変えられるかという，

を加えると発光する半導体である．青色発

に使える明るさを獲得することと，様々な

半導体チップの効率向上が鍵を握ります．

光ダイオードが発明され，蛍光体と組合せ

車種に搭載可能な小型化が不可欠であった．

そこは，材料と，半導体の構造ですね．

て白色の光を出せるようになって，長寿命，

まず1個のLEDで，ハイ／ロー両ビーム

それから，光の白さに関しては，LED

かつ省電力の性質から，照明用として普及

を賄える明るさについて，研究所研究員で

チップと蛍光体の組合せがかかわります．

するようになった．自動車用では，2007年

ある前田 真平は，

色温度が高いほうが青白い光となり，見や

に小糸製作所が世界で初めてヘッドランプ

「従来のロービーム用LEDの明るさは，

すくなるため，自動車メーカさんも好ま

の量産を開始している．当初は高価で，高

1400ルーメンでした．これを，2250ルーメ

れます」と言い，さらに，
「明るくするた

級車への搭載から始まったが，今日では新

ンまで，1.6倍も高めることは，正直な気

めには，LED本体のほかに，前の世代の

車の半数近くが採用するに至っている．

持ちとして無理だなと思うほど困難な目標

LEDランプに比べ電流を高めることもし

‘07年 当 時 は5個 のLEDで ロ ー ビ ー ム の

値でした．しかし，すでに搭載予定の車種

ています．しかし電流を高くすると発熱も

み成立させていたが，’13年には1個でロー

も決まっており，したがって完成時期が定

増えるので，配光の設計者と議論を重ねな

ビームを実現するようになり，軽自動車に

められていたので，LEDメーカへは私自

がら作り上げていきました」と付け加える．

まで採用例を拡大している．そして今回開

身も無茶だと自覚しながら，高い性能を要

配光にまつわる光学系の開発を担当した

発されたLEDヘッドランプは，1個のLED
でハイ／ローを切り替えることのできるバ
イ・ファンクションプロジェクタとなった．
しかも軽自動車から中型車まで搭載可能な
小型LEDモジュールとし，標準化を念頭
に開発が進められた．
すでに，軽自動車にまで採用を広げてい
たLEDヘッドランプに，なぜいま改めて
標準化という開発が必要であったのか？
株式会社小糸製作所の技術本部 製品開

LEDをより多くの車種に
点灯速度が速い／発光色が白く視認性に優れる／光源寿命が長い／消費電力が少ないなど，
LED の特徴を活かしたヘッドランプは，小糸製作所によって 2007 年に世界初の量産市販が
実現した．それから 7 年近くが経つ間に，当初は 5 個の LED でロービームのみでの実現であっ
たのが，1 個でロービームを成立させることができるようになり，そこからさらに，1 個の LED
でハイ／ローの両方を成立させたのが，今回の技術である．また小型・軽量化により，標準ユ
ニットとして成立させることにより，軽自動車から上級車種まで幅広い利用が可能になった．実
現するには，LED 自体の明るさを従来の 1.6 倍にし，それでいながら LED のサイズは小さく，

発部技師補である山道 龍彦は，次のよう

また，より高い電流を使うことによる熱対策で強制冷却ファンの採用，小型化を成立させるた

に説明する．

めのソレノイドの新設計など，数々の技術進化が求められた．今後，多数の車種に，この LED ヘッ

「かつて，同じクルマの中でもハロゲンと

ドランプユニットの採用が予定されている．

ディスチャージというグレード分けが行わ
れたように，LEDヘッドランプにもロー
グレードとハイグレードが生まれていま
す．ハイグレードになると，クルマの意
匠に合わせたり，ADB（Adaptive Driving
Beam：ハイビーム可変ヘッドランプ）の
ような高機能を持たせたりできるのですが，
これらを標準化していくことができれば，
さらにLEDの採用を広げていけると考え
たのです」．
そして，同じく技術本部 製品開発部技
師補の松本 昭則が付け加えて言う．
「弊社の副社長も『安全技術は広く使われ
なければならない』と言っています」．
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松本は，

作がようやく出来上がり，シミュレーショ

「お互いに『なんとかならないか』と，毎

「これまでのディスチャージヘッドランプ

ンと比較してみて，おおむね明るさの性能

日のように場所の取り合いでした」．

に代わるヘッドランプとして，同等の性能

が出ているのを確認してから，かなり安心

が得られるように，光源にどれだけの性能

することができました．配光の開発者とし

補である難波 高範は，

をLEDに求めるのか，そこを詰めていき

ては，夜間に安全に走行してもらえる性能

「開発当初，LEDの光源は複数ありました

ました．

が出せるかという責任を常に意識していま

から，将来は各々のLEDを個別に点消灯

すので」と，松本はそこでようやく胸をな

する必要があると考え，回路も複数になる

でおろしたという（図3〈a〉
，
〈b〉）．

と想定していました．したがって，LED1

ヘッドランプユニットを小型化するには，
LEDの輝度がより高いほうがいい．しか

その一つに回路設計がある．研究所技師

し，輝度を高めるにはLED自体の発光面

個に回路も1個という一対のセットで開発

部品配置の
場所の取り合い

積がかかわってくるので，ユニットの小型
化において光源サイズを大きくはしたくな

してきました．しかし今回は，電流がこ
れまでの約1.4倍に増えるため，発熱が増

いわけです．LEDの，0.1mm，0.2mmといっ

え，より大きな回路にしなければなりませ

たサイズの違いで性能の有利不利が変わる

前田は，しかし，
「第一試作とはいっても，

ん．従来，基板にはセラミックスを使って

ので，2000ルーメンを超えない範囲でどこ

その前に何度もやり直しをして，ようやく

きましたが，コストが上がるので樹脂へ変

までLEDを小さくできるかを議論しまし

松本に渡せるものが作れたというのが実際

更しました．駆動周波数を高くすることで，

た（図2）
．

です」と，綱渡りの開発の様子を打ち明け

セラミックス基板を小さくすることも考え

るのである．

たのですが，コスト重視で基板を樹脂とし，

LEDをいかに小さくできるかに，前田
が苦労しているのは十分承知していまし

標準化のための小型化において，各担当

寸法が大きくなるのはやむをえないという

た．とはいえ，実際に物が出来上がるまで

者の間では，各々の部品を設置する場所の

結論です．ただ，従来のセラミックスの小

は，不安で仕方がなかったですね．第一試

取り合いになったと，山道は振り返る．

さな基板をみんな見慣れているので，当然
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ハイビーム・ロービームの切替えは，
LED光の一部を遮光するシェードを，
移動することで行う（ソレノイド駆動）。

高光束 LED の歴史

図2

冷却ファン

開発品の構成

〈従来品（ロービーム1灯式）〉
【問題点】小型車や軽自動車の容積の小さな

ヘッドランプへの搭載が困難
ハイビーム用
LEDユニット

LED（2ヶ）

ロービーム用
LEDユニット

〈開発品〉

（LED1灯式バイ・ファンクションプロジェクタ）
【開発コンセプト】
・LED1個で，
ハイビームとロービームを実現
・LEDユニットへの点灯制御回路の一体化
108

97
124

〈従来品との比較〉
ロービーム用
点灯制御回路

ハイビーム用
点灯制御回路

図 3〈a〉 従来品（右）と開発品の外観比較
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ユニット重量；425g/1ヶ

サイズ

▲70%

重量

▲60%

消費電力

▲25%

配光性能

180m

ロービーム到達距離＠3OP

（HID；150ｍ）

図 3〈b〉 ハイ／ロー二つのプロジェクターとの比較
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望月 一磨 Kazuma MOCHIZUKI

松本 昭則 Akinori MATSUMOTO

山道 龍彦 Tatsuhiko YAMAMICHI

難波 高範 Takanori NAMBA

株式会社小糸製作所
技術本部 製品開発部

株式会社小糸製作所
技術本部 製品開発部

株式会社小糸製作所
技術本部 製品開発部

株式会社小糸製作所
研究所 技師補

担当員

「賞を獲るのは，パイオニア的な開発
ばかりだと思っていましたが，普及す
る部品で受賞できたことが嬉しいで
す．普及させることは，それはそれで
難しさもあり，バランスの取れたモノ
作りが評価されたことが嬉しいです」

技師補

技師補

「受賞は初めてで，驚いているところ
「受賞したことが嬉しかったのと同
もあります．光学は，ヘッドランプの
時に，世の中で認められる開発の嬉
裏方的な存在だと思っていましたが，
しさがあり，そのために仕事をして
表彰式に出席したりインタビューを受
いるところがあります．サプライヤ
けたりするなど，やってきたことがこ
として提案できる商品開発を，これ
うして認められたのが嬉しいです．光
からもやっていきたいです」
学は一般的に分かりにくい面がある
ので，もっと分かりやすくしていかな
いといけないと思っています．そして，
また受賞できるような開発をしていき
たいです」

もっと小さく収まるのだろうという先入観

るのは当然だが，その冷却にファンを追加

はあったみたいですね」．

するというのは，かえって部品点数も増や

回路の大きさについて，山道が補足して

し，またファンの不具合という耐久信頼性

言う．

にも難をもたらすのではないのか？

「実は，この回路は当初，前の世代の1個

を，山道に聞く．

のLEDでロービームを実現するために開

「たしかに機械部品が増える懸念はありま

発を進めていました．ランプユニットと回

した．しかし，従来のヒートシンクは強制

路を一体化できないかということを目指し

冷却を用いないため，大きく，また重くも

ていましたが，途中からハイ／ロービーム

あったのです．大きいことによって，ラン

を1個のLEDでやるという，より高い目標

プデザインに制約もありました．ヒートシ

を立てることになり，代わりに回路がやや

ンクを，搭載車種毎に専用設計することに

大きくなることは合意したという背景もあ

なっていたのです．
そこで，
強制冷却のファ

りました．そしてこの回路を実現するため，

ンを採用することで，標準化を進める小型

ほかの担当が身を削って場所を譲ることに

化を実現し，より魅力ある商品とすること

なったのです（笑）」．

が，小糸の強みにもなっていくだろうと決

そこ

断しました」
（図4）．

冷却ファンの新設で
小型化が可能になった逆転の発想

「今回は IC の開発にも携わりました
が，IC 開発は初めてで，研究所で
仕様を詰めていくところから電子技
術部の人にも入ってもらい，やって
きたので，一緒に開発にかかわった
人たちに感謝したいです」

そして，冷却用ファンの選定が始まった．

前田 真平 Shinpei MAEDA
株式会社小糸製作所
研究所 研究員
「LED ヘッドランプの初代からかか
わってきて，賞で認められたことを嬉
しく思っています．最初に，社内で
受賞を聞いたときは，この賞の予備
知識が無くピンと来ていませんでした
が，表彰式への出席や，インタビュー
を受けることで，あまりの事の重大
さに気づいたところです（笑）．一緒
にかかわった多くの人に感謝していま
す．そして，次の開発につなげていき
たいです」

また，ヒートシンク下にどう取り付けるか
の検討にも入った．

溜まりやすい部分に風がうまく通らず，吹

次は，熱対策である．このLEDヘッド

「ランプユニットを小型化するため，ヒー

き溜まりになってしまうため，両側と後ろ

ランプでは，初めてヒートシンクに冷却

トシンクに後付するのではなく，ヒートシ

へ風を逃がす穴を設けました．また，ファ

ファンを採り入れた．使う電流値が上が

ンクへ埋め込む方式にしました．しかし，

ン自体も，ヒートシンクから飛び出させな

り，しかも小型化したことで熱に厳しくな

LEDを取り付けた下側の，熱がもっとも

いために，フレームの剛性が許すまで削っ
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たりもしました．ファンの機械的な耐久性

すでに多くの車種へ採用が予定されている．

ちろん嬉しかったです．また，入社から

に関しては，回転するファンの軸受けが厳

完成したLEDヘッドランプを前に，前

ずっとLED開発にかかわってきています

しいので，そこの潤滑を含め，数あるファ

田は，

が，今回は，研究所から異動して量産まで

ン・材料の中から絞り込み，専用ファンと

「無理だと当初思った開発が，時間をかけ

継続して続けられたので，やり遂げた嬉し

して落ち着きました」．

てやっと製品として出来上がり，ほっとし

さがあります．量産開発を経験することで，

ているというのが素直な気持ちですし，も

その部署や人脈を学ぶことができ，今は再

おもちゃまで観察した
シェードの構造

〈ユニットの構造概要〉
リフレクタ
ヒートシンク

そしてもう一つ，ハイ／ロービームを切

LED

り替える，ソレノイドの開発である．技術
本部・製品開発部の担当員である望月 一
磨は，次のように経緯を語る．
「一つの光源でハイ／ロービームを切り替
えることは，LEDでなくても，従来のハ
ロゲンやディスチャージでやってきたこと
ですから，従来のソレノイドをそのまま使
えるだろうと当初は思えました．ところが，

点灯制御回路

このランプユニットでは，従来ソレノイド
を配置していたところに，回路，ヒートシ

ローを切り替えるシェードの作動方法も新
たに考え直さなければなりませんでした．
シェードを寝かせたり立てたりするため
の，ソレノイドにつながるリンクをどう構
築するか．過去の製品や，それこそ子供が
遊んでいるおもちゃなどまで，動きを持つ
ものをいろいろ調べましたが，なかなかい
い案が浮かびません．そこで，ディスチャー

必要ヒートシンクサイズ
︵ ㎤︶

よい別の置き場所を探すとともに，ハイと

〈ランプ容積とヒートシンクのサイズ〉

400

ンク，ファンがあるため，スペース効率の

冷却ファン

自然空冷
300
200

強制空冷

100
0

小 ← ランプ容積
（L）→ 大

図4

ヒートシンクと冷却ファンによる小型化

ジランプが出始めたころ——ちょうど私が
入社した当時ですが，そのときに切り替え
を検討されていた先輩にも話を聞きに行っ
て，ヒントを得ることができました．それ
が，作動の向きを90度切り替える直交式
です（図5）
．
新たに部品を起こすわけですが，コスト
を上げるわけにはいかず，安い部品でどう
成立させるかが，難しかったですね」．
こうして各担当の一致協力により出来上
がったLEDヘッドランプは，サイズの比
較で従来に比べ70％減，質量で同じく60％
減となる，世界最小で最軽量のユニットと
して完成した．そして，2014年11月のト
ヨタ・プリウスαに納入されたのを皮切り
に，小型・標準化の目標を達成したことで，
軽自動車から上級4ドアセダンに至るまで，
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図5

ハイとローを切り替えるシェードのリンク機構

安全技術は広く使われなければならない
―（株）
小糸製作所―

じたので無駄も出ましたが，製品となって
世に出て，このプロジェクトにかかわれて
よかったと思っています．次は，LEDと
回路の一体構造に取り組みたいですね，今
回果たせなかったので」と，次への意欲を
語る．
山道は，「強制冷却ファンの開発ととも
に，ユニットの小型化のまとめ役にもなっ
ていましたが，’07年からLEDヘッドラン
プの開発を続けてきて，まともに褒められ
たのは今回が初めてでした．社内のランプ
設計にも助かると言われ，役員からもよく
やったと言われ，手放しで褒められたのは
び研究所の所属ですが，今後の開発に役立

いただいた部品メーカさんには感謝してい

本当に初めてです．ランプのサプライヤと

つと考えています」と，感想を述べる．

ます．実際，路上でこのLEDヘッドラン

して，どこにでも使って戴ける標準ユニッ

松本は，
「私は，ずっと量産にかかわっ

プを搭載するクルマが目に触れる機会も多

トを完成できたのが，よかった」と，笑顔

ていますが，それでもこれだけ多くのクル

く，会社の業績に貢献できたのではないか

があふれる．

マに採用される標準のヘッドランプユニッ

と思うと同時に，このクルマもあのクルマ

望月は，「ADBの開発にもかかわってき

トを受け持ったのは初めてで，配光品質の

も自分の仕事だよと，子供に言えてよかっ

ましたが，そうした技術の最先端とは違っ

信頼性や，カーメーカからの評価など，数々

たです」と，笑顔を見せる．

た，広く使われるランプの技術で，出来上

の苦労を体験しました．たとえば，信頼性

難波は，「回路だけでなく，ICの開発に

がる前から多くのクルマに採用が決まって

を確保するため，部品メーカさんを巡って

もかかわり，この間，仕様変更や方向転換

いき，受け入れられたことにほっと安心し

品質を作り上げることもして，お付き合い

が何度もあって，その度に大きく変更が生

ました」と，安堵の表情を浮かべた．
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