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LEDランプ実現のための

Development of MonoLED Module (Tail/Stop Lamp, Stop Lamp, Rear Fog Lamp)

まったく新しい形

市光工業（株）

MonoLEDモジュール
（Tail╱Stopランプ，Stopランプ，Rear Fogランプ）の開発

7Chapter
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市光工業（株）

標準化と，原価低減のための
チップ・オン・ボード

　自動車用ランプの，白熱球からLEDへ
の置き換えは，軽自動車クラスを含め普及
段階に入っているといえるが，それでもま
だランプごとの専用設計であるなど，原価
低減へ向けた努力は日夜進められている．
　この開発は，消費電力を白熱球の1/10に
抑えることのできるLEDランプをさらに
普及促進するため，小型・軽量・防水構造
を兼ね備えたソケット型とすることで，白
熱球と競合し得る低価格を求めたLEDラ
ンプの実現にあった．
「そもそもの開発の出発点は，とにかく低
コストのランプユニットを作るところから
始まっています」と，話すのは，イノベー
ション統括グループ 先行開発部 シグナル
デバイス開発課の主務である松岡 健二で
ある．そこから，開発は次の段階へ発展した．
「ランプアッセンブリーとしてではなく交
換が可能で，また小さな光源にできること，
そして白熱球に替えてLEDにできること
が，目標になりました．自動車の省エネル
ギーへの取り組みは厳しく，自動車メー
カーからの要望が高まってきたからです」
と，開発の背景を語るのは，イノベーショ
ン統括グループ 統括部長の白川 和隆であ
る．
　そして，開発メンバーの中に，イノベー
ション統括グループ 先行開発部 シグナル
デバイス開発課の主管として中野 勝昭と
山本 有輝が加わった．
「白熱球に替わるための標準化と，原価低
減という二つの目標を同時に実現するに
は，通常のやりかたではできないというの
が私の考えでした．素子を直接基板に実装
するチップ・オン・ボードを提案しました．

これによって，究極のLEDランプとする
ことができれば，二つの目標を両立でき
る．その後押しを，大河戸 昌也がしてくれ，
山本と私・中野を含めた三人で，材料，素
子，構造，構成を検討しながらランプ概念
を構築していきました」（図1）と，開発
の動き出しの様子を語る．
　そのうえで，技術的な利点については，
「これまでは，LED間の距離が離れてい
たので，個々にレンズをもっていかなけれ
ばなりませんでしたが，光学の理想でいえ
ば，光源は点であることが望ましいはずで
す．それを実現できるのがチップ・オン・
ボードで，素子を基板に実装することによ
り，結果的にチップ間距離を1.3mmにまで
詰めることができました．
　ある一定以上の明るさが確保できれば，
明るさの分だけ光を広げられるなど，配光
の自由度も高めることができます．
　白熱球と同等とまではいきませんが，こ
うしてソケット型として従来通りいろいろ
な車種に取り付けることができるようにな
れば，量産性が高まり，原価も大きく下げ
ることができます」．

細長い光源か
点の光源か

　とはいえ，いよいよ開発が始まると，数々
の課題が待ち構えていた．中野は，
「これまでの白熱球やHIDは，電球のフィ
ラメントに象徴されるように，発光部が細
長い形をしています．HIDも，電極間のプ
ラズマの細長い光を重ね合わせて光源とし
ています．そうした従来からの光学的特徴
を継承できるように，当初はLEDでも細
長い光源になるようにとの依頼がありまし
た．
　しかし，細長い光源をLEDで実行する
には，LED単体の話では済まず，基板に
直付けのチップを保護するために外部環境
から遮断する封止をするのですが，その樹
脂が，細長い光源を守るには長方形となり，
縦横の長さが異なることから，温度変化な
どで歪んだり，ひび割れたり，剥離したり
する恐れが出ます．また，チップの上面電
極はワイヤで基板に接続されているため，
温度によって膨張と収縮が繰り返されるこ
とによりワイヤが切れれば，点灯しなくな
ります．民生用と違い自動車では，マイナ
ス40℃からプラス85℃までの使用環境を
考慮しなければなりませんから，温度変化
に対応できないのです．
　点光源の利点として，点の方が応用範囲
を増やすことができるのですが，擬似点
光源（チップ数が4〜5．図2）であるため，

LEDランプを普及させるためには
コスト削減とソケット交換できる標準化が必要だ．
そのために市光が開発したのはモジュール化への試みだった．
まったく新しい製作法を採るため、
生産技術から見直したのが，このMonoLEDである．

駆動・制御回路部

熱伝導樹脂ソケット

LED光源

図1　ユニット概観
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切り替えることについて社内の光学担当を
説得するのに苦労しました」．
　細長い光源か点の光源かについては，白
川も，
「従来の細長い光源（フィラメント）を反
射させて設計する知見は社内にあり，LED
でもそれを応用すればランプ設計し易いと

いう事情がありました．しかし市場では，
バルブにできない光らせ方として，LEDを
沢山並べ点光源（直射光）でライン状に見
せる光らせ方が出始めていました．それは
じつにLEDらしい光らせ方ですが，LED
を大量に使う必要があり高価になる欠点が
ありました．今日では一般的になりました

が，自動車メーカーからライン状の表現を
少ない光源で安価に光らせる技術を求めら
れ，導光技術（レンズの中を光りを通して
光らせる）で機能を満足させられるランプ
設計が必要になりました．当時，導光技術
の知見はなく，新たな設計概念を構築する
必要があったのです．
　結果的に，レンズの中を通して光らせる
ために入射口の光源は，細長い光源より，
点光源の方が向いていることが分かり，ま
た導光で長い距離を光らせると，距離が伸
びれば光りが減衰する事情もあり，元の光
源は，小さくて明るい光源を必要とします」．
　結局，擬似点光源で開発が進められるこ
とになって，中野は，
「封止剤の樹脂が，円形となることで均等
に膨張と収縮が働くため，歪もひび割れも
起こりにくくなります．あわせ低弾性の変
性エポキシ樹脂やシリコーン系樹脂に見直
していくことで解決をみました」と振り返
る．

冷却の問題を解決した
カーボンフィラー

　次にソケットの材質について，LEDは，
光に熱はないものの，チップからは熱を発
するため，その冷却が不可欠となる．開発
当初は，アルミダイキャストのヒートシン
クを使う設計を進めていたが，ソケットは
樹脂製のため，金属との境界面で不具合が
生じる懸念があった．中野は，
 「樹脂と金属では膨張係数が異なり，結合
部分が剥離し，完全な防水ができなくなり
ます．そこが最大の苦労でした．また，ア
ルミニウムは高価な材料ですから，樹脂に
できれば，原価も，ユニット重量も半分に
することができます．なんとか，樹脂でソ
ケットを成立させることができないか模索
しているとき，ある展示会でカーボンファ
イバーを含んだ熱伝導樹脂の存在を知るこ
とができました．当初は，ポリカーボネ
イト（PC）と繊維長の長いカーボンファ
イバーでできないか検討しましたが，最
終的には，ポリエチレンテレフタレート 

（PET）とカーボンフィラーを組み合わせ，
フィラー形状を工夫することで必要な特性

7Chapter

　消費電力が白熱球の 1/10といわれるLEDランプのさらなる普及を目指し，ソケットに，LED 光
源，駆動・制御回路，コネクターを収めた一体構造を実現した．そのために，回路基板にベアチップ
と呼ばれる素子を直に取り付け，チップ間の配置を 1.3mm に詰めた疑似点光源を採用している．
そのうえで，発熱する LED の熱を放出するため，カーボンフィラーを含んだ樹脂製でフィン形
状を持つソケットを開発．同時にまた，LED の熱を拡散してソケットへ伝達するアルミニウムプ
レートを採用するなどして，放熱性を高めている．白熱球で使われる S25 ソケットの寸法まで
小型化し，国内のみならず世界各地への市場展開を前提に，原価低減を行うことで，白熱球の
代替となることを目指した．このモジュール LED ランプの実現により，疑似点光源を活かした
導光によるランプの点灯を行い，これまでとは違ったランプデザインも可能にしている．

世界展開を狙ったLED小型モジュール

図2　LEDチップ配置

  5チップ配置（Tail/Stop仕様）
1.3mm 1.3mm

4チップ配置（Stop・RFog仕様）

1.3mm
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を出し，世界市場へ適用範囲を広げること
を前提に，原価にも配慮することができま
した」．
　放熱対策はそれだけでは終わらず，アル
ミプレートを一枚，LEDとソケットの間
に介することで，LEDの熱を一度拡散さ
せてから，ソケットで放熱する構造とした．
松岡は，
「熱伝導率が，アルミニウムと樹脂を比べ
ると一桁樹脂が劣ります．また，セラミッ
クの基板もアルミニウムに比べれば一桁劣
るので，アルミニウムのプレートを一枚使
う程度でしたら原価にそれほど影響は及ば
ず，それでいて，放熱性を高められる利点
があります」と説明する．そのアルミニウ
ムのプレートと樹脂のソケットは，熱伝導
グリースで接合している．（図3）
「樹脂と金属の間に剥離が発生したとして
も，グリースを介在させれば熱伝導させる
ことができます．アルミプレートをソケッ
トに固定する際には，超音波溶着を使って

います．また，カーボン入りの樹脂は，扱
い方によってはもろいので，フィラーの並
ぶ方向に圧を掛け，壊れない成型の仕方を

探すのにも苦労しました」と，中野は説明
する．

中野 勝昭 Masaaki NAKANO

市光工業株式会社
イノベーション統括グループ
先行開発部
シグナルデバイス開発課 主管

「自動車技術会の技術開発賞に推薦を
したいと白川統括部長に頼まれ，2 週
間で技術背景や，自分たちの開発を，
データではなく文章で誰もがわかりやす
い言葉で書かなければならず，大変苦
労しました（笑）．おかげで，この開発を
自分でも整理できたことはよかったと思
います．その結果，賞を頂戴することが
できよかったと思っています．家では，か
みさんと娘が，この歳でまだ技術のこと
で賞をもらったのは凄いと褒めてくれまし
た（笑）」

松岡 健二 Kenji MATSUOKA

市光工業株式会社
イノベーション統括グループ
先行開発部
シグナルデバイス開発課 主務

「単純に嬉しいというのはもちろん，
旧友や，社内でも知ってもらい，こ
の開発ではほかにも賞を戴いており，
そのうえ技術開発賞も受賞し，かな
り苦労をした開発でしたが世の中に
評価されたことが非常に嬉しいで
す」

小橋 正明 Masaaki KOHASHI

市光工業株式会社
イノベーション統括グループ
先行開発部
シグナルデバイス開発課 課長

「自動車メーカーと共に足掛け 5 年
の歳月をかけて開発し，ようやく世
に出せたことを嬉しく思っています．
このランプが使われている自動車を
街で見かけると，やってきた甲斐が
あったと思います」

白川 和隆 Kazutaka SHIRAKAWA

市光工業株式会社
イノベーション統括グループ 統括部長
先行開発部 電子開発部
マーケティング部 システム開発課
知的財産課

「部下の仕事が世の中で認められる
ことは，私としても嬉しいことです．
なるべく世に出して，仕事の成果を
認めてもらえるよう，賞に応募して
いきたいと思っています．自動車に
携わる一員として，業界の底上げと
発展に，これからも貢献していきた
いと思います」

高村 大輔 Daisuke TAKAMURA

市光工業株式会社
イノベーション統括グループ
先行開発部
シグナルデバイス開発課

「ずっと開発に携わってきたので，
受賞は純粋に嬉しかったです．自動
車メーカーからも賞を戴いており，
自分のかかわった開発が凄かったん
だとあとから実感が沸いてきました．
社内でも，この開発で顔を覚えても
らうことができ，得るものがあった
と思いました」

大河戸 昌也 Masaya OOKAWATO

市光工業株式会社
イノベーション統括グループ
光学設計開発部
光源技術課 課長

「受賞できたことをとてもうれしく思
います．色々な課題に直面しました
が商品化できたのは，得意先様から
のアドバイス，協力メーカー様から
の新技術提案など，周りの方の協力
があって成し遂げることができました．
ありがとうございました」
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量産のための
7年間

　樹脂ソケットについては，さらに組み立
てやすい形にこだわった．量産までの７年

間この開発に携わったという，イノベー
ション統括グループ 先行開発部 シグナル
デバイス開発課の高村 大輔は，
「製造工程で，一日に数百という組み立て
を行うことを想定し，作業が辛くなく，か
つ確実に組み立てすることができるソケッ

トの形を追求しました」と話す．加えて中
野は，
「まず強度がないと，作業員の手で組み立
てられる際に割れてしまう恐れがあります．
そのうえで，確実に位置を決められるク
リック感とか，手で持ちやすさなどに配慮
しました」と語る．また松岡も，
「作業用手袋をして取り付けを行ったとき
の持ちやすさや，ソケットの正しい装着位
置を確実に決められることが，LEDラン
プでは重要です」と言う．
　こうして開発に決着が付けば，次は量産
だ．高村は，
「安定した品質で生産を行えるようにする
ため，品質保証部が工場の対応をしました
が，工程を完成させるまでは私も延べ一ヵ
月ほど工場に詰めました．
　ソケットの樹脂材料にカーボンを含むた
め，黒い粉が出るとか，セラミック基板に
ベアチップを実装する際の温度管理に難し
さがありました．
　中でも苦労したのは，ベアチップを実装
したセラミック基板をソケットに接着する

7Chapter

図3　構成部品詳細

図4　車両搭載MonoLEDモジュール実装断面 図5　左：MonoLEDモジュール，右：従来タイプ（多灯 LED＋制御基板）
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透明樹脂
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際，放熱が良すぎてハンダが載らないとい
う問題でした．ソケットを100℃に温めて
やってみたり，窒素を吹き付けてみたり，
レーザハンダを使ってみたりもしましたが，
なかなかうまくいきません」と，様々な苦
労の様子を語る．
　松岡は，「そこで，ハンダゴテの形を変
えてみるとかもやってみましたが，結局，
ターミナル全体にハンダのフィレット（山
型形状）がきれいに着くように，人が手で
ハンダ付けをするようなフィレット形状に
なるよう，機械による全自動生産でそれを
実現・解決しました」と解決策を説明する．
そして中野は，
「そもそも白熱電球は全自動生産で，それ
が原価の低さにもつながっています．この
開発は，白熱電球と置き換える話なので，
全自動生産が前提です」と補足する．
　さらに，検査の仕方にも苦労したと松岡．
「ソケットをハウジングに組み付けるとこ
ろで位置がずれると，配光が変わってしま
います．そこで，どういう工程にすればソ
ケットの中心にLEDがつけられるか，そ

してそれを管理するための検査が必要で
す」．
「歩留まりが悪くならない範囲の公差の中
で，どうすればLEDランプの中心にベア
チップがあることを保証できるかです」と，
位置決めの厳密さを中野は語る．

導光を利用した
新しいランプの意匠へ

　こうして出来上がったLEDのテール＆
ストップランプは，導光を活かしたかつて
ない意匠を，一つのLEDで実現した．今
後は，同じソケットを使いながら，白色や
アンバー色を光らせられるLEDランプの
開発であるという．中野は，
「もうすぐできます」と，力強く語った．
　この開発を通じて，高村は，「たとえ良
いものを開発しても，生産工程が難しいと
安定した製品が作れず，原価も上がり，使
用してもらえないことになってしまいます
から，安定した生産の大事さを痛感し，勉
強になった開発でした」と，振り返る．

　松岡は，「開発品が量産できたことで，
いろいろな自動車メーカーの信頼性に対す
る考え方に接することができました．各
社それぞれに考え方やこだわりもあり，そ
れに対して，製品は一つなので，どうすれ
ば納得していただけるのか．また社内でも，
光学の設計や，現場を含め，他の部署の方
とのやりとりからいろいろ学ぶことができ
ました．次の開発では，ランプの設計，工
場の現場，そして得意先様との関係など，
この経験を活かしていきたいと思います」
と，次への期待を語る．
　中野は，「上級管理職の立場から，技
術の仕事をしたくて15年ぶりに開発に携
わった仕事です．物理の基本をもう一度基
礎から紐解き，論理計算をし，なぜ今回の
開発ができたかを理屈で構築できたことは，
技術屋冥利に尽きます．また，材料メーカー
の若手技術者たちと理屈で議論し，彼らが
意気込みをもって取り組んでくれたことは
忘れられず，互いに良い仕事ができたので
はないかと思っています」と，ベテランら
しい思いを述べるのであった．

なお，今回は同じく開発深くかかわった白川，高村氏を交えてインタビューを行った




