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LED の放熱設計 
LED に順方向電流を流し発光させた場合、消費される多

くの電力は光に変換されますが、一部のエネルギーは熱

に変換されることにより接合部から熱が発生して接合部

（ジャンクション）温度が上昇します。このジャンクション部

で発生する熱のことをジャンクション温度と呼びますが、こ

の熱を適切に放熱し、温度上昇を押さえて使用することは

LED の寿命を伸ばすことにつながります。本書では、LED
から発生する熱とその考え方のポイントを説明致します。 

最大ジャンクション温度(Tjmax) 
弊社における最大ジャンクション温度は、素子単体に限ら

ず、封止樹脂や成型樹脂などの他の部材の信頼性や製

品の寿命などを全て考慮した上で設定されております。最

大ジャンクション温度は通常、最大定格として記載してい

る項目であり、この温度を超えた条件でのご使用では製品

の動作は保証されません。多くの場合、故障や極端な寿

命低下に至ります。 

LED の構造と放熱 
一般的な LED の構造を図１に示します。ジャンクション部

の熱は図１に示したように様々な経路で放熱されます。 

1. ジャンクション－LED 素子－封止樹脂－周囲 

2. ジャンクション－LED素子－封止樹脂－ランプハウ

ス樹脂－周囲 

3. ジャンクション－LED 素子－素子接着剤－リードフ

レーム－はんだ付け部－実装基板－周囲 

4. ジャンクション－LED 素子－素子接着剤－リードフ

レーム－はんだ付け部－周囲 

熱抵抗回路 
上述のような放熱経路の中で封止樹脂やランプハウス樹

脂からの放熱経路は影響度が小さく、LED 素子－素子接

着剤－リードフレーム－はんだ付けパッド－基板という経

路が最も影響度が大きく、放熱設計に対して支配的です。

よって図 2 のような熱抵抗回路でモデル化します。 

このモデルによると、素子からはんだ付け部まではその製

品の部材や構造によって決まる値であり、製品ごとに固有

な値となります。従って、端子から基板や空気中への熱抵

抗を下げる設計が放熱設計ということになります。 

ジャンクション温度の求め方 
弊社仕様書に記載している熱抵抗値はジャンクション部か

ら端子まで（図 2 に示した Rthj-s）は製品固有のものであり、

ジャンクション部から大気まで(Rthj-a)は弊社の実装、測定

条件における値になっております。従って、実装基板の材

質、はんだパッドのパターンなどの実際にご使用の条件に

おいてジャンクション温度(Tj)を求めるためには、はんだ付

けパッド温度(Ts)を測定していただく必要があります。熱抵

抗の仕様値は主に PLCC パッケージ製品で公開しており、

例として下記のような仕様の LED を挙げます。 

実装基板

リードフレーム 導電性接着剤

はんだ 

ランプハウス樹脂 

封止樹脂 

(熱源)

ジャンクション

はんだ付けパッド 

図 1 
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周囲温度－相対光度特性
Ambient Temperature vs Relaitive Intensity
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順電流  ][30 mA  

順電圧  ][5.3 V  

投入電力  ][105][5.3][30 mWVmA =×   

熱抵抗 Rthj-s ]/[100 WC°  

この製品を 30mA で使用する場合のジャンクションと端子

の温度差は下記計算式によって求められます。 

温度差  ][5.10][105.0]/[100 °=×° CWWC  

この結果から、ジャンクション温度は端子温度より10.5℃高

いということが分かります。この製品を二つの異なる実装条

件下で使用した場合のジャンクション温度の違いを考えて

みます。周囲温度(Ta)を 30℃とし、各条件下における端子

温度(Ts)を測定し、10.5 を加えてジャンクション温度を求め

ます。また周囲温度とジャンクション温度の差、及び投入

電力からジャンクション～空気の熱抵抗(Rthj-a)を求めること

ができます。 

投入電力）周囲温度

（ジャンクション温度熱抵抗

÷
−=−

)(

)()(

Ta

TjRth aj  

 Ta  Ts  Tj Rthj-a 

条件 1（放熱性良） 30  50 60.5 290 

条件 2（放熱性悪） 30  70 80.5 481 

このように異なる使用条件においても、端子温度を測定す

ることによってジャンクション温度を計算によって求めること

ができます。 

寿命への影響 
ジャンクションで発生した熱が製品全体に伝わることによっ

て温度が上昇し、製品寿命に大きな影響を及ぼします。

製品としての寿命は、素子だけではなく、樹脂や接着剤な

どの他の部材の劣化やその組み合わせなどの統合された

結果として決まります。温度はそれらに大きな影響を及ぼ

すものであり、例えばジャンクション温度が 25℃で 4.42FIT

の故障率の製品をジャンクション温度 85℃で使用すると

21.2FIT になります。これは計算による理論値であり、実際

は複合的要因で劣化が加速されることもありますので、お

客様の使用条件にて試験をされることを推奨致します。 

光学的特性への影響 
ジャンクション温度が上昇することによって、電流を光に変

換する効率が低下します。そのため、ジャンクション温度の

上昇に伴い定電流駆動では LED の明るさは低下します。

グラフ 1 では、電流値を固定したまま周囲温度を変化させ

ることでジャンクション温度を変化させた場合の例を示して

おります。ジャンクション温度上昇による光度低下を小さく

するために良い放熱設計が必要になります。 

グラフ 1 

また、ジャンクション温度の上昇に伴い、素子自体の発光

スペクトルが変化し、ドミナント波長も変化します。蛍光体

を使用した製品においては、蛍光体も熱に因る影響を受

けて効率が低下するので、素子からの発光と蛍光の割合

が変化して色調が変化します。 

ジャンクション 

（熱源） 
素子接着剤 リードフレーム はんだ付け部パッド 実装基板 周囲

Tj Rth(jd) Tdb Rth(dl) Tlf Rth(ls) Ts Rth(sp) Tp Rth(pcb) Ta 

Rthj-s 
図 2 
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周囲温度－ドミナント波長特性
Dominant Wavelength vs Ambient Temperature
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周囲温度－順電圧特性
Ambient Temperature vs Forward Voltage
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振動や電子の移動

暖かい 冷たい

伝導

以上のことから、光度低下を抑えるために放熱を考慮した

設計をされることと、その条件において実際に見栄えを確

認して頂くことを推奨致します。（グラフ 2） 

グラフ 2 

電気的特性への影響 
ジャンクション温度の上昇に伴い、同じ順電流を流すのに

必要な順電圧が小さくなります。そのため、定電圧回路で

は定格以上の電流が流れてしまう可能性があります。（グ

ラフ 3） 

グラフ 3 

その他、基本的な熱の振る舞い、原理を理解することが良

い製品設計につながります。ご参考になれば幸いです。 

伝導 
伝導とは、振動や電子の移動に伴う熱の移動であり、下図

のように、暖かい物質と冷たい物質が接触している場合に

生じる現象です。熱の伝わりやすさは物質固有の熱伝導

率と、伝えたい物質間の温度差、距離、接触面積で決まり

ます。 

対流 

対流とは、物質の移動に伴う熱の移動であり、右図の例で

は暖かい空気が上昇することによる熱の移動を示していま

す。熱の伝わりやすさは対流のしやすさで決まります。例

えば、強制的に対流を起こすファンを使用することや、ヒー

トシンクによる冷却が対流を使った冷却になります。 

暖かい空気

物
質
の
移
動

対流  

放射 

放射とは、赤外線などの電磁波を介する熱の移動のことで

す。右図では暖かい物質から冷たい物質への放射を示し

ています。暖かい物質からだけでなく、冷たい物質からも

電磁波は出ていますが、冷たい物質の方が吸収の割合が

多いので、結果として冷たい物質の温度が上昇することに

なります。 

電磁波（光）

放射
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放熱設計、対策の例 
1. アルミ基板のような熱伝導の良い金属基板を使用す

る。エポキシ基板は安価ですが、熱伝導は良くありま

せん。また、面積を大きくすることも効果があります。 

2. 基板のレジストはなるべく薄くする。絶縁体は一般的

に熱伝導率が悪いのでレジストを薄く塗布するなど

の手段が有効です。 

3. 基板のはんだ付けパターンを大きくする。（図 3） 

4. ヒートシンクを用いる。ヒートシンクは熱伝導の良いア

ルミなどを使用し、表面積を大きくし、ヒートシンクと

基板の接着には熱伝導の良い材料を使用する。 

5. LED を狭い空間に密閉せず、他の LED や発熱する

部品と距離を置く。 

 
図 3 

下地導電パターン 

はんだ付けパッド 

絶縁レジスト 


