
私の⽗は、昔からクルマのナンバープレートを必ず字光式にしていて、いまだに街中で⻘緑に光るナンバーを

⾒かけると、どこかホッとしたような気持ちになる。

私は東北の雪深い地域の出⾝なのだが、もともと字光式ナンバーは雪が降っている際の視認性を⾼めるために

登場したものだという。そんな字光式ナンバーも今ではクルマのアクセサリーのひとつとして、広く普及して

いる。⽗もどこか誇らしげにそのナンバーを装着していたところを⾒ると、実は単にかっこいいから選んでい

たんじゃないだろうか、と今は思う。

最近ではそんな字光式ナンバーにもLEDタイプがあると聞いて、株式会社CGSの字光式ナンバープレート⽤

LED照明器具『R-ray』を取材させてもらうことになった。正直、取材中は「⻑年LED照明機器を開発してきた

メーカーが作る製品って、ここまですごいものなのか！」と驚かされることばかりだった。読者の⽅にも『R-

ray』の奥深い世界を知ってもらえたら嬉しい。

屋外⽤LED照明機器の開発から字光式ナンバープレート⽤LED照明器具の開発へ

1

2

3

4

5

リアルタイムトレンド記事

BMW M3セダン 新型、6
速MT搭載が決定的に…室
内を激写！

シーマ / フーガ、先進安全
装備を拡充…フーガのブラ
ンドバッジは「NISSAN」
に

【トヨタ カローラツーリ
ング 新型試乗】ついに⽼
舗ブランドの呪縛から解放
された？…岩貞るみこ

【ホンダ ヴェゼル モデュ
ーロX 新型試乗】このタイ
ミングで出てきたからこそ
の⾼い完成度…岡本幸⼀郎

20年ぶりに再会、初代
「Audi TT」に⾒たバウハ
ウスの⾎統と変わらぬ世界
観

ホーム  ⾃動⾞ テクノロジー   カーナビ／カーオーディオ新製品   記事

入社後すぐ15万円 三菱期間工
祝い金増額中73万円 三菱自動車 愛知岡崎工場の期間工募集
もちろん寮費、食費無料

ホーム ⾃動⾞ 試乗記 バイク 鉄道 モータースポーツ スクープ カーオーディオ リペア・メンテナンス

ク

字光式ナンバーの光り⽅に驚愕！業界初の設計思想「R-ray」登場！...伊
藤梓

2019年12⽉5⽇（⽊）07時00分 PR

すべて⾒る

総合アクセスランキング

Register Mypage English     カスタム検索

https://response.jp/article/img/2019/12/05/329477/1479233.html?from=tpimg
https://response.jp/article/img/2019/12/05/329477/1479233.html?from=tpimg
https://response.jp/article/img/2019/12/05/329477/1479236.html?from=tpimg
https://response.jp/article/img/2019/12/05/329477/1479231.html?from=tpimg
https://response.jp/article/img/2019/12/05/329477/1479235.html?from=tpimg
https://response.jp/article/img/2019/12/05/329477/1479224.html?from=tpimg
https://response.jp/article/img/2019/12/05/329477/1479225.html?from=tpimg
https://response.jp/article/img/2019/12/05/329477/1479226.html?from=tpimg
https://response.jp/article/2019/12/22/330058.html
https://response.jp/article/2019/12/23/330075.html
https://response.jp/article/2019/12/22/330061.html
https://response.jp/article/2019/12/23/330074.html
https://response.jp/article/2019/12/23/330073.html
https://response.jp/article/ranking/
https://response.jp/
https://response.jp/category/technology/
https://response.jp/category/technology/navi/latest/
https://sin3-ib.adnxs.com/ot?ps=6a99670502917f0d4c956802f4ff18fac1897eec&pe=wqT_3QJbbFsAAAADAOoABQEInaOB8AUQBRkpzcVjL4ntPyERCWAozxwwqko49aBIQNTxyAZIAlACWABgAXkABQEU8D-CAQkJBQs0AAAAiAEAkAGViluYAQA.&an_audit=0&cl=1&urlenc=https%3A%2F%2Frd.ane.yahoo.co.jp%2Frd%3Fep%3DLmtqW60GCVyineolC7VQPiDdhgzdVcRKbev2hq7umoUrxWxfE7bZb1Wyjpn_m3TjoUB3i1_04yJwT9hQ3ZKCZEsMsWEE.M9qD0WdFEBRR_TIONKjdl_Y1QPpQpJCSTryBb5mB38TSLKadqMm50_j4WFG.tO2GHlMXiOM3_uP33DCaH1j9JEZB5VHGR3R1CFSOkU60b3L.WRPur88hJogn6HWcUsWynbEj5uzMMFrlH0qint.DHpdvepn67AOZzbORZbDHTKHTNJCikD2VTk._16GsZXyyhB5K42Vyv4qfbUXNPIio0V5XySTa4Sx88tagK0Dcb1vHOlGCc0o_U8gyFNdCGPMP8oZMvw.S7qiQGkZYbVq3kgxkcpRUm4ZIQ648lFLzgiHa2gyTWnA4JmDKHCcitILitGcDUIKreZvFeFVKHwAx6Yy_Sct2h3ogwfg1L03j2aV4dZV1Tq68GEPFEukjzJmJGGWIeXJZPvQcnWutT3Ueo_9MjPe2gpD4o50EU2umql8rGcfO9d7NFf.v28tk0XebsWTnvYrNjphPSEV._3LbB7S4NO9GaLN0nzC9ewnvP8hRMnkxUyr8IwQsCdAn7sT1839AGPVV4z5KvVwbYeYZTVbOLfyvKO24AxXlNeyNWne.SLV1OC4jXFZpy5cptINcSkveToy7QPqrI0u4nl0_6fuxotnueCeLurQh.kmhKyer.abyw32SKBH6iU1RwbY94v8GCP8FsFT_GaEqw6ZsZqEubhfnIrL4e1C8Xnj.gwTDnu_dA4kE4K.BPUX8qBxhjy7GkfPFYzpGWRi5nRjs367jVCmmfq9ILM7x8yZeHJFFRsMllMdIXxh6A52WmsBM6lbwcuDGQ31rl3QAZOrQehrRGyBMBNEqavdMNX66COIXgK3ssc82Z2utv_36pyTePS9NhERGCWu0Eex9D8HAc6_P5pYceVRDn7p_Bgrj8W8BEUtsMtc7pyuniWS1N8MCWN.TuGWENRCOFnqMJWWJj5ZaC3vg2yA1SnRfKH4KxKs87eKxAMQcJZemQEEGUt.frD4KsCZbcbYPqJk9FQqHDzYZiXkmdV42AarRZYwMkkdSUwdq_ObZZteo9KTXRU.tjBiJQsNpPiiuRVGuX7wr6yBlk_htQ8juRitPywQEtNijp25Pm5oLaOON_Pr7joFDNKsOoI6gZWHXS_1rGb3jOmmZdPyYLWeqv.mTV4XJOmfZLx6hzKOU8lcZeFxjupdBcN1daGrIfqRiNGVE4E1_aTo2NF8peN_4pkDPiRmv1HRpfUPisZV9ns0x2n9_pdbib43zpVZ_k7H4HZb18xRVQhGsnyXZwSzi_qmOD_Ct.9xyTAMYr3OiX_QvKOWjhJKSbYsJDxQCFwV03yYjQqp7xj2UWm1hbtlx8lK1.Be1E5plSMoOfy3hmkU_lA-%26v%3D3%26audit%3D%24%7BAN_IS_AUDIT%7D
https://feedback.promotionalads.yahoo.co.jp/fdbk?p=bjjVV7EJPyjtS5teS2WlbqID8tRHLzhRpQwOHqnRxY8grP0T86YALnjYSjX_9WF65YncJj3lBLVrhnJ5wYMPhTeKP5yJri8CF5WhOrlHDzkhkEZJUo6xwguaTZcl_ii8V7cspPzl&a1=KldjTHkLN2G6_U8Vvj.lkmmwxkV08iRsKleqP2fOBtfH1resXOx7yc73Hd7J_m9HvuKZQHMxAHNzKCpBaN9QqAa9ty99fLE-&c=CYGhTHkYNC.jaTzbGirqvg--&u=DJFWjPwLNjlCXTVbfQ67MqRdTq2s2tkPCuRy7vc9V_GpG_GFMLVS5RV69dnDBrwH4QohO.5S20MpD6eNNc6I&t1=RryDQkULNQPFWq7E3m204MroJNFu0ohtahhayQF7sDBLZRqd5SMKybl35vtA0d7nCvGqGFAatnYghjNqlL31UBq2LoE9ji2BeNrySEynhdaUSVvFgXDJHoTmObrZVfaMmSmW0ZNNIxK0lPMZYIRWzcmtV1vfxye3K_HnDRB2Sfga4f2lPBOAo1Ck3XD3aKanYnrslOy8Gfvh.G2c.7dx.Rc287z0.eaUFeKfnxuaAtuH93ngL8kVc9bA_vlyJZC8RxHziVv9pwg36C_8zjCCt8I9zmsAUGeihMiDOzivMC3hXUvyfnK.p3Vr3oW4cwwArQVsjg--
https://response.jp/
https://response.jp/category/car/
https://response.jp/category/impression/
https://response.jp/category/motorcycle/
https://response.jp/category/railway/
https://response.jp/category/sport_entame/
http://spyder7.com/
http://www.mycar-life.com/
http://carcareplus.jp/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://response.jp/article/2019/12/05/329477.html
https://twitter.com/share?url=https://response.jp/article/2019/12/05/329477.html&text=%E5%AD%97%E5%85%89%E5%BC%8F%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%85%89%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%81%AB%E9%A9%9A%E6%84%95%EF%BC%81%E6%A5%AD%E7%95%8C%E5%88%9D%E3%81%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%80%9D%E6%83%B3%E3%80%8CR-ray%E3%80%8D%E7%99%BB%E5%A0%B4%EF%BC%81...%E4%BC%8A%E8%97%A4%E6%A2%93
http://b.hatena.ne.jp/add?mode=confirm&url=https://response.jp/article/2019/12/05/329477.html&title=%E5%AD%97%E5%85%89%E5%BC%8F%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%85%89%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%81%AB%E9%A9%9A%E6%84%95%EF%BC%81%E6%A5%AD%E7%95%8C%E5%88%9D%E3%81%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%80%9D%E6%83%B3%E3%80%8CR-ray%E3%80%8D%E7%99%BB%E5%A0%B4%EF%BC%81...%E4%BC%8A%E8%97%A4%E6%A2%93
http://getpocket.com/edit?url=https://response.jp/article/2019/12/05/329477.html
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://response.jp/article/2019/12/05/329477.html
https://response.jp/article/img/2019/12/05/329477/1479227.html?from=tpimg
http://exch.quantserve.com/r?a=p-1RYxePXT9bCS2&labels=_qc.clk,_click.adserver.rtb,_click.rand.46089&rtbip=103.229.9.10&rtbdata2=EAQaFEFkb2JlX0NDTV9KUF9GWTIwX1ExIIyzLyiL_CcwtI1qOhNodHRwczovL3Jlc3BvbnNlLmpwWihfMHotV1B0TS1Ram5INmtMX3hxM0R2cE5xd25uRjY5ZnIwMkFxWEs5dWWEkEOAAfKptLMBoAEBqAGm67YEugEoNDkyMjYwYmQwOTllN2MyMDVkMjcyNTdjNDQzMTlhYTIxMzI1MDI4MsABotqKAcgBuuj6ifMt2gErNjMzOGFmYzY3YmQ4YjQ5ZmU5OTRmOTIzODZkNjEwOTdlMzY5NWVlZV8xNeUBLzyrO-gBZJgCrbctsAIIugIEZ-UJCsACAsgCANACzuGG-_if98ypAeACAOgCzSv4AgCKAwUxOTA3NJgDAKgDALIDBN_YRADYA4noAuIDD3AtMVJZeGVQWFQ5YkNTMuoDBgisAhD6AfIDCDQ2NC0wODUw-AMAgAQBigQNcXVhbnRjYXN0LXFjMQ&gdpr=0&gdpr_consent=&redirecturl2=https://servedby.flashtalking.com/click/8/115846;4181739;2671120;210;0/?ft_custom=HxzWmkhJhpQeTYGaSxvcxEwW3JZPFteRERmBlBgf3JVMHNObHEqAx3Ye0MJP28w=&ft_impID=979530B1-DBCA-C827-C4E6-DB6A762A1C95&g=39228437CB28D7&random=806383269&ft_width=300&ft_height=250&url=https://www.adobe.com/jp/creativecloud/plans.html?sdid=GZKZY1B7&mv=display
https://id.iid.jp/users/add?acl_code=QmVVkUE8
https://id.iid.jp/users?acl_code=QmVVkUE8
http://en.responsejp.com/
https://www.facebook.com/Response.since1999
https://twitter.com/responsejp
https://www.youtube.com/user/responsejp
https://response.jp/rss/index.rdf
https://response.jp/


写真をすべて⾒る

株式会社CGSの創⽴は1948年で、玩具の卸業を⻑年続けている会社だ。エコや環境問題が叫ばれ始めた2008

年に「⾃分たちにも何かできないか」と、より少ない電⼒で明るさを保つことのできるLEDの照明機器の開発

を始めることとなったという。誰もがよく知っている電信柱などについている電灯、いわゆる“防犯灯”など屋

外⽤のLED照明機器を開発し、これまでたくさんの⾃治体に納品してきた。今回は株式会社CGSの常務取締役

である安⽥好伸さんにお話を伺った。

「LEDが出始めた当初は、次世代の照明機器として『今までの照明の半分の電⼒で使える！』と謳われていま

したが、開発側としてはたくさんの苦労をしてきました。実はLED⾃体を光らせるだけなら、⼦供の頃に理科

の授業でやったような⾖電球を光らせる実験と⼀緒で、簡単なんです。ただ、商品化をするとなると、光を制

御することが必要ですし、寿命は⻑くするなど、多種多様なファクターに条件を設定し、それを満⾜させなけ

ればなりません。

写真をすべて⾒る

防犯灯にはガイドラインがたくさんあって、昔は真下だけが照らされていれば良かったのですが、今ではなる

べくその範囲を広げた上で、均⼀に照らさなければいけないんですね。そういった配光⽤のレンズ開発や寿命

を伸ばすための放熱性能を⻑年進化させながら、これまで多くの⾃治体に防犯灯を何⼗万灯も納品してきまし

た。当初は⾊々失敗もありましたが、その信頼性を認められて⽀持されるようになったからこそ、今回の字光

式ナンバープレート⽤LED照明器具である『R-ray』という新しいチャレンジができたのだと思います。」

⼀筋縄ではいかなかった字光式ナンバープレート⽤LED照明器具「R-ray」の製品

開発
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ここまでLED照明機器の開発技術を積み重ねきたメーカーが字光式ナンバープレート⽤照明器具を開発するの

はおそらくCGSが初めてだ。CGSは、LED照明機器の開発ノウハウは潤沢に持っていたので、『R-ray』の開

発を決めた時には「おそらくそこまで苦労せずに完成させられるだろう」と考えていた。しかし、実際に作り

始めてみると、多くの課題が出てきたという。

写真をすべて⾒る

「まず、つまずいたのは、⼀般社団法⼈全国⾃動⾞標板協議会の指定機関で評価を受けるときでした。試験項

⽬が主に12項⽬ある中で、光に関するものが3つあり、その内のひとつだけクリアするのがとても難しかった

んです。輝度を測定器で測るような項⽬は簡単にOKが出たのですが、複数の条件下で実際に⼈の⽬で⾒てナ

ンバーの⾒やすさを確かめる視認性試験というものが難関でした。試験会場と同じような環境を⾃分たちでも

⽤意して、何度も検証しましたね。」

半永久的と⾔っても過⾔ではない超⻑寿命を実現したこだわりの設計

また、LEDの照明機器を⻑年開発してきたCGSだからこそ、これまでの字光式ナンバープレート⽤LED照明器

具について疑念を抱いたところもあるという。LED業界では、LEDの光源寿命を定義しており、初期値の明る

さと⽐較して、照明器具は70％以下、電光看板などは50％以下の明るさになったら寿命となる。

写真をすべて⾒る

防犯灯は照明器具に分類されるので、明るさが70％以下になったら寿命となるのだが、その寿命はおよそ4万

時間で約10年は使⽤できる計算となる。それに対して、字光式ナンバーは電光看板扱いなので、寿命は明るさ
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が50％以下になったら寿命となる。照明器具よりも条件は簡単にも関わらず、流通している商品は⻑くても2

万時間で寿命が来てしまう仕様が多かったそうだ。

「もちろん2万時間でもクルマのライト点灯時間を考えると、⻑期間は⼗分に使えるのですが、これまでLED

照明機器を⻑年開発してきた弊社としては、この短い寿命を許すことはできませんでした。LEDの寿命は、そ

の発熱を低減し、いかに熱を逃がすことができるか、それは放熱性能で決まります。放熱の開発に注⼒しなけ

ればコストダウンは容易にできますが、やはり寿命が短くて粗悪な製品になりがちです。結局、開発しはじめ

たら、これまでのLED照明機器メーカーとしての意地が出てきて、これまでの製品よりも遥かに良いものを作

らなければという思いが湧いてきました」

写真をすべて⾒る

『R-ray』では、LEDを多く配置することで、ひとつひとつのLEDの仕事量を減らして熱をなるべく出さないよ

うにしたり、通常では最⼩限に使われる熱伝導率の⾼い銅板を基盤の最⼤化を図り、全⾯に使うなど、放熱性

について最⼤限に努⼒した。それにより、『R-ray』のLEDの温度は、周辺の温度（気温）からたった6.5度の

上昇で済んでしまう。それによって、初期値の97％の明るさになるのになんと10万時間以上（！）もかかるそ

うで、実質クルマを乗り換えるまでほぼ明るさは変わらない。では寿命の50％の明るさになるのは……と伺う

と、計算できないレベルだという。

「『寿命が2万時間なんてありえないだろう！』と、⼀所懸命やっていたら、ここまですごいものができちゃ

いまして……。でも、愛⾞を購⼊して、せっかくLEDの字光式ナンバーにしたのに、明るさが徐々に暗くなっ

ていったら嫌じゃないですか。最初つけたときの明るさがいつまでも、がいいですよね。」

『R-ray』は半永久的にずっと使えるという⾃信があるからこそ、万が⼀故障があった際には、⾛⾏距離に関

わらずクルマを乗り換えるまで無償修理または交換してくれる業界初の永久保証までついてくるという。

直下型バックライト⽅式によるムラのない輝き

また、LED照明機器を続けてきたメーカーとしては、寿命だけではなく、⾒た⽬の美しさでもナンバーワンを

⽬指した。これまで培ってきた、LEDの配光技術をふんだんに使って、ナンバーのそれぞれの⽂字がムラなく

光るよう細部にまで⼯夫をしている。
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写真をすべて⾒る

ほかの商品では、LEDの光を導光板で拡散するエッジ型バックライト⽅式が多い中、『R-ray』では、液晶テレ

ビなどでも⾼級モデルにしかないような直下型バックライト⽅式を採⽤している。

また、試験における輝度の測定は、ナンバーの中⼼線上の明るさを8ヶ所測定するだけでOKなのだそうだが、

CGSではすべてのナンバーを12ブロックに区切って、のべ61ヶ所の明るさをくまなく測定。ある範囲の⼀番明

るい部分と暗い部分の⽐率を表すものを均⻫度と⾔い、この値が1に近いほどより均⼀に明るさが揃っている

のだが、『R-ray』の均⻫度はなんと1.7！他の商品の均⻫度が2.6から7を超えるものもある中、ここまで綺麗

に光る字光式ナンバーはないと⾔っていいだろう。

写真をすべて⾒る

「最初は⾃分たちの技術があれば、字光式ナンバープレート⽤照明器具なら簡単にできるだろうと思っていま

した。始めてみたら、それが⼤違いで（笑）。これまでの技術を活かしながらも、新しいチャレンジもたくさ

んありましたね。でも、妥協しないで本気で取り組んだ結果『R-ray』という、他とは⼀線を画す性能を有す

る製品が完成しました。⾒た⽬の美しさ、品質、永久保証……どれをとっても最⾼のものになっていますの

で、字光式ナンバープレートの装着をお考えの⽅には是⾮お⼿にとっていただきたいですね」
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