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矢野雄嗣

第８６９ 回 例会Ｎｏ．８ 平成 ２５年 ８月２９日（木） 晴
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「それでこそロータリー」
■ 出席報告
会員４２名中２１名出席
■ 出席率
５５.２６％
出席計算人数３８名
■ 修正出席率 ８月１５日 休会
■ スピーカー
田島陽介さん
会長挨拶
皆さん、こんにちは。まだまだ暑い日が続きますね。
電球を変えるだけで手軽に節電になる LED 照明につい
てお話をいたします。
LEDとはLight=“光る”Emitting=“出す”Diode=“ダイオード”
のそれぞれ 3 つの頭文字を略したもので、発光ダイオー
ドとも呼ばれています。
1996 年、白色 LED の誕生により、あかりの歴史はさらに
進化を加速させています。
あかりの歴史を振り返ると、各国にガス灯が設置されは
じめた 1810 年代以来、約 60 年ごとに大きな発明があり
ます。1879 年には白熱灯が、1938 年には今も活躍して
いる蛍光灯が、そして 1996 年には現在の LED 照明の原
型となる白色 LED が誕生しています。
LED 単体の歴史を見てみると、1960 年代に暗めの赤色
と黄緑色の LED が開発されて以来、早い段階から表示
用途で実用化されてきました。
その後発展の契機となる 93 年の青色 LED の開発（日亜
化学の中村修二氏＝現カリフォルニア・サンタバーバラ
校教授）、またそれを応用した96年の白色LEDの開発を
経て、現在に至っています。わずか十数年で蛍光灯の
効率に追いつくレベルにまで達した白色 LED。第４世代
のあかりとしてこれからの可能性に期待できます。
LED の発展性
LED は照明用途の他にも車載、通信、植物育成、医療な
ど様々な分野での展開が期待されています。
【白熱灯や蛍光灯とは違うＬＥＤのしくみ】
LED は電気を流すと発光する半導体の一種で、従来の
光源には真似できない優れた特長を持っています。
ではどうして光るのか、簡単に説明しましょう。
LED の発光原理
LED チップの基本構造は、P 型半導体と N 型半導体が接
合された「PN 接合」で構成されます。

LED チップに順方向の電圧をかけると、LED チップの中
を電子が流れます再結合が起きると、もともと持ってい
たエネルギーよりも、小さなエネルギーになります。そ
の時に生じた余分なエネルギーが光のエネルギーに変
換され発光します。これが LED の発光原理です。
LED の発光色
LED にはどうして赤や青、緑の光を発するものがあるの
でしょう。その秘密は LED チップに使われる化合物にあ
ります。Ga（ガリウム）、N（窒素）、 In（インジウム）、Al
（アルミニウム）、P（リン）など、半導体を構成する化合物
によって、放出される光の波長が異なります。
光の波長は 450nm 前後が青色、520nm 前後が緑色、
660nm 前後が赤色に見えます。この波長の違いが、LED
の発光色を決めているのです。白色光は 2 色以上の光
を混ぜて白色に見せる手法をとりますが、補色を混色す
るより、赤、青、緑の 3 原色を混色したほうが、より自然
な白色に見えます。
［ 白色 LED のしくみ ］
・白色は 2 色以上の光を混ぜて表現。
青色 LED＋蛍光体方式が主流です。 演色性は (Ra)
で 76 程度と、一般型蛍光灯 (Ra67) と三波長型蛍光灯
（同 85）の中間に当たります。
白色LEDのしくみとして主流なのは青色LED＋蛍光体方
式で、青色 LED の光を蛍光体に通して白色発光させま
す。青・黄（補色）を混色するより、青・赤・緑の３色を混色
した方が、光に赤・緑成分が増えるので、より自然な白
に見えます。演色性は (Ra90)です。
その他の特徴として、内蔵した各色 LED の発光を切り替
えることで、発光色を容易に変えられること。赤外線を出
さないことで、放射熱をださない。また紫外線を出さない
ことで、紫外線を好む虫類が寄ってこないなどの利点が
あります。
このように美術品を傷めない、そして省エネ性により、ル
ーブル美術館の絵画の照明、建物、ガラスのピラミッド
の照明に日本企業が採用されています。
白色 LED では他の照明と違って発光成分のほぼ全てが
可視光領域であり紫外や赤外領域には無視できるほど
しか発光していないため、電力の変換効率は最大で 34%
と蛍光管の 25%、白熱電球の 10%と比べて効率がかなり
良く省エネ性に優れています。

LED の寿命は大変長く約 40,000 時間で、これは約１０年
間です。そしてその時点でも完全に切れるのではなく 70
パーセントの明るさまで光量が低下するということです。
【さて LED 交通信号機による省エネ効果は】
最近従来の電球式であった交通信号機は LED 式の信号
機にほとんど代わっているのを見かけますね。そこで全
数交換した場合の日本全国の省エネルギー量は、
平成 18 年 3 月末時点で車両用 112 万機、歩行者用 87
万機です。 車両用、歩行者用とも 1 機当たりの省エネ消
費電力７０Ｗ－１２Ｗ＝５８Ｗ、６０Ｗ-１２Ｗ＝４８Ｗで
車両用 112 万機＝56,905 万 kWh
歩行者用 87 万機＝36,582 万 kWh
両者を合計すると 9.35 億 kWh となります。
これは原油に換算すると約23 万kl とタンカー１隻分の節
約になります。
CO2 削減効果を植林本数に換算すると、約 2,500 万本の
樹木（スギ）を植林したのと同じ CO2 削減効果が得られ
ることになります。
この夏の電力需要期が過ぎる
9 月には大飯原発３号機、４号
機の定期点検のため稼働の
停止が予定され、原発０となり
ます。
これから省エネがさらに必要
になりますね。

2012-13 年度報告
前年度の会期報告と決算報告を直前会長・幹事、会計よ
り発表していただきました。
なお、本日年間報告書を皆様に配布致しましたのでお目
通し下さい。

ロータリーニュース
（ROTARY JAPAN WEB より抜粋）
「ロータリーとゲイツ財団がポリオ撲滅の
パートナーシップを拡大」
最高 5 億 2,500 万ドルの資金確保に向けて
リスボン、ポルトガル（2013年6月25日）： 社会奉仕活動に携
わる国際ロータリー（本部：米国エバンストン、会長：田中作次）
とビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団はこの度、ポリオ（小児まひ）
の撲滅活動を支援するパートナーシップの拡大を発表しました。
この新たなパートナーシップは、今後 5 年間、ロータリーがポリ
オ撲滅に寄せる寄付に対して、ゲイツ財団が 2倍の額を上乗せ
するというものです（対象となる寄付額は各年 3,500 万ドルま
で）。このパートナーシップを通じて、最高総額 5 億 2,500 万ドル
（525 億円）の資金を確保できる可能性があり、達成間近にある
ポリオ撲滅活動の大きな後押しとなることが期待されます。
このニュースは、リスボンで開催中のロータリー国際大会に
て、160 カ国から 2万人以上のロータリー会員が集まる中、発表
されました。ゲイツ財団 CEO のジェフ・レイクス氏は発表に際し
てビデオメッセージを寄せ、ロータリーのこれまでの貢献を称
え、ともにポリオを撲滅して世界の保健衛生の新たな 1 ページ

ニコＢＯＸ
●本日は会員 田島陽介さんの卓話です。田島陽介さ
ん、どうぞ宜しくお願いいたします。
西川会長、加藤幹事、若原、若原、安江、岩田、矢野、
後藤、藤田、立石、大岩、成田、磯部、吉田、永井、
河原、水野（敬称略）
長谷川さん この夏、北海道の釧路で 60cm のイトウを釣
りました。楽しい旅行でした。
矢野さん サイフを失くしたら、次の日そのまま戻ってき
ました。日本人で良かったと思いました。
本日合計 ３７，０００円

を築こうと、参加者に呼びかけました。国際大会の会場では早
くも、ナイジェリアのロータリー・クラブ会員であるエメカ・オフォ
ールさんがポリオ撲滅のために 100 万ドルの寄付を誓約し、ゲ
イツ財団からの上乗せ対象となる最初の寄付が行われました。
ロータリーがこれまで 20 年以上にわたるポリオ撲滅活動で寄
付した資金の総額は、12 億ドル（1,200 億円）に上ります。2007
年からはゲイツ財団とも協力して資金確保に努めており、ゲイ
ツ財団からの 3 億 5,500 万ドルに対して、ロータリーは 2012 年
に 2 億ドルを上乗せ寄付しました。この上乗せ寄付は当初の予
定よりも 6 カ月早く集めることができたため、その意欲を称えて、
ゲイツ財団はさらに 5,000 万ドルを寄付しました。
寄付金はすべて、ポリオ感染国での予防接種活動のために

卓 話
「サロマ湖 100ｋｍウルトラマラソン」

活用されます。2013 年 4 月の世界ワクチンサミットでは、ポリオ
撲滅活動が最終局面にあるとして、6 年間にわたる包括的な撲

田島陽介

滅計画が打ち立てられましたが、2018 年までの活動資金として
まだ 15 億ドルが不足しています。ロータリーのポリオ撲滅活動
を率いるジョン・ジャーム氏（ロータリー元副会長）も、今こそ最
後の一押しでポリオ撲滅の仕事を終える重要性を訴えます。
「私たちには強力な活動プランがあり、すべての子どもたちに
予防接種を提供する手段を持っています。あとは資金不足を埋
められれば、ポリオという恐ろしい病を撲滅できるはずです。ロ
ータリーとパートナー団体は、ポリオのない世界を実現するま
で、活動に全力を尽くします」

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎９月 ５日（木）第 ８７０ 回例会 「クラブフォーラム RA」

ウルトラマラソンに参加された田島陽介さんより、当日の
写真を拝見しながらお話を伺いました。

◎９月１２日（木）第 ８７１ 回例会 「ガバナー補佐訪問」

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

