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  Lumiotec(株)は，独自のデバイス技術により高輝度と長寿命を実現した実用的な有機 EL

（Electro Luminescence）照明パネルの開発・製造・販売を行っている．2011 年１月に蛍光発光パ

ネルの生産と販売を始め，2012 年の春より，りん光発光を導入した省電力型 40lm/W の新製品パ

ネル P05 シリーズの販売を開始した．また同年夏には，自然光により近い色合いの再現性を持つ

高演色パネル P06 シリーズを美術館などに向けてリリースした．一方，現状では効率面で LED 照

明に及ばない有機 EL 照明パネルであるが，開発中の光取り出し技術を搭載した高効率 60lm/W

パネルを 2013 年春から供給する予定であり，さらに 2014 年～2015 年には，光取り出し技術の開

発を進展させて 80～100lm/W に達する次世代パネルの市場投入を狙っている． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

近年の地球環境に対する省エネルギー意識の高まりに伴って，LED とともに次世代照明として

期待される有機 EL 照明は，既存光源とは異なる原理で発光する半導体照明であり，薄型・軽量

で目に優しい拡散光源，低温で紫外線レス，省電力，高演色，及び長寿命などの特徴を持つ． 

昨今，有機 EL 照明の実用化に向けてその特徴を活かした用途開発に注目が集まる中，

Lumiotec(株)は設立５年目の今年，高効率と高演色の性能を持つ実用的な新製品をラインアップ

に加え，本格普及期に向けて新技術開発と量産体制の準備を進めている． 

本稿では，新規に開発した電力効率 40lm/W，色温度 2800K（電球色）のパネルと，色温度

4700K（昼白色），高演色（Ra 93）のパネル及びその製造ラインについて概説し，次期高効率

60lm/W パネル及び次世代パネルの開発内容について述べる． 

|2. 高効率 40lm/W パネルの開発 

2012 年４月より量産を開始した P05 シリーズは，定格輝度 3000cd/m2，電力効率 40lm/W の高

輝度・高効率発光を実現した電球色パネルである．図１から図３に従来パネル P04 シリーズとの発

光性能比較を示す．高効率化においては，従来使用していた蛍光材料は内部量子効率が 25％

程度であるのに対し，りん光材料は理論上 100％の値が得られるため，全ての発光材にりん光材

料を採用することで大幅な特性向上を実現した．ただし，りん光材料は蛍光材料に比べて一般的

に寿命が短くなる傾向があるため，当社独自の MPE（Multi Photon Emission）構造の併用によっ

てその解決を図っている．MPE 構造とは，電荷発生層を介して複数の発光ユニットを直列に接続
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した積層型の面発光ダイオード素子構造である．MPE 素子のメリットとして，同一輝度を得るため

に必要となる駆動電流値を下げることが可能となり，その結果各々の発光ユニットの負荷を低減

することで寿命特性の改善を実現している． 

 

項目 単位 
電球色タイプ 

P05B（新パネル） P04B（従来パネル） 

パネル 

外形寸法 

（W×L×t） 

mm 
145×145×2.3 

全光束 lm 145 99 

定格電力 W 3.6 9.6 

電力効率 lm/W 40 10 

輝度 cd/m2 3000 2800 

相関色 

温度 
K 2800 

一部材料と技術の提供：Universal Display Corporation 社の UniversalPHOLED® 
 

図１ 従来パネルとの性能比較表 
 

   

図２ 新パネルの面内輝度分布（145mm 角パネル定格駆動時） 
 

図３ 145mm 角（開発品）パネルの輝度－電力効率特性 

また光取り出し関連の技術開発では，発光効率改善とともに，従来より薄膜発光素子の課題と

なっている視野角依存性（パネルを見る角度によって発光色が変化する現象）の解消について重

点的に取り組んだ．凸版印刷(株)と共同で開発した光取り出しフィルムを採用し，有機ＥＬ素子各

層の膜厚調整を始め，光学設計の大幅な見直しを行った．その結果，P04 シリーズに比べて視野

角依存性は飛躍的に改善され，0°から 80°の角度範囲において ENERGY STAR*１が規定した

固体照明用光源における視野角依存性の規格範囲に準拠する特性を確保した（図４）． 
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図４ パネルの視野角依存性 

今回のP05シリーズに加え，高色温度タイプ(4000K)の高効率パネルについても開発及び量産

準備を進めており，年内のパネル出荷を予定している． 

*1 米国の環境保護庁（EPA）とエネルギー省（DOE）が推進するプログラム． 

|3. 美術館向け高演色パネルの開発 

演色性は，効率や寿命と同じく照明の性能を示す特性の一つであり，人工照明で展示物の色

を正しく再現する必要のある美術館などでは特に重要な指標となる．また赤外線や紫外線は展

示物を劣化させる原因となるため，それらの放射がより少ない高演色照明が求められる． 

この度，これらの要求を満足する世界最高レベルの演色性 Ra93*2 を実現した昼白色（4700K）

の有機 EL 照明パネル P06 シリーズを開発した．高い演色性を確保するためには，パネルの可視

波長域の分光分布を特定波長域に偏らせず太陽光の分光分布に近づける必要があるが，発光

材料の選択や光干渉設計により，青，緑，赤領域の発光強度バランスを均等化することによりこれ

を実現した．特に演色性の向上に有効でありながら，最も効率の低い青色素子の効率向上に取

り組むとともに，光取り出しフィルムと組み合わせた状態で緑色・赤色との強度バランスがとれるよ

うに素子構造を設計した．これにより困難とされてきた赤や肌色も含め，全ての評価色で高い色

再現性を実現した（図５）．このパネルの採用によって，より快適な視環境の提供が可能となり，有

害光が少なく自然光に近い照明が求められる美術館・博物館や，衣料・生鮮食品の店舗向けな

どで需要が見込まれる． 

*2Ra とは，平均演色評価数を示す記号．評価光源で試験色（R1～R8）を照らした際に基準光との見え方の違いを数値化し

平均化したもので，100 に近づくほど色の再現性が増す． 
 

 

図５ 高演色パネルの演色評価数  
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|4. 量産製造技術開発 

Lumiotec(株)は，有機層成膜及び陰極成膜において，量産に適した“リニア蒸発源搭載インラ

イン成膜装置”（図６に外観を示す）を用い，封止工程は，信頼性の高いゲル封止プロセスを採用

している．また点灯検査及び点灯特性検査において従来は熟練検査員による目視検査であった

が，現在は画像処理による自動検査装置を開発し低コスト量産に向けたラインを構築している． 

 

図６ リニア蒸発源搭載インライン成膜装置の外観 

“リニア蒸発源搭載インライン成膜装置”は，2009 年８月に，米沢本社工場に設置され，現在ま

で３年間以上に亘って生産及び開発にフル稼働してきた．有機発光層の成膜においては，色素

ドープを行うため共蒸着可能な蒸着源配置を行ってきたが，りん光材料を採用した高効率パネル

の生産においては，りん光材料の特性を最大限発揮させるため，従来の１ホスト，１ドーパントの２

源共蒸着から，１ホスト，２ドーパントの３源共蒸着ができるよう蒸着源配置の改造を行った

（図７）．リニア蒸発源のインライン装置では，世界で初めてのシステムであるが，今回の量産製造

に適用し，安定した品質を確保することに成功している． 

 

図７ リニア蒸発源による蒸着方式 
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|5. 次期高効率 60lm/W パネルの開発 

一般的な有機 EL 照明パネルの場合，有機 EL 発光で得た全光エネルギーのうち外部に取り

出せる割合は，多く見積もっても 25％前後である．したがって 60lm/W 以上の高効率パネルを実

現するためには，素子の発光性能向上に加え，光取り出し効率の改善が最も重要な課題となる．

先ず，ベースとなる素子性能の向上については，発光ドーパントやホストの見直し，及びホール

と電子の注入・輸送性の改善による電圧損低減などを実施し，素子光学系において透過率や反

射率の向上ならびに光干渉設計の見直しなどを行ってベース効率の向上を図っている． 

一方，パネル全体の光取り出し効率改善については，従来の光取り出しフィルムによる基板モ

ード光（ガラス基板内に閉じ込められた光）の外部取り出し手法に加えて，薄膜導波モード光

（ITO 膜*3 や有機薄膜内に閉じ込められた光）と，金属電極（陰極）に吸収されている光を積極的

に外部に取り出す技術の確立が必要となる．素子内部の光損失は，陰極による吸収と薄膜内へ

の導波損失に大別されるが，陰極表面における電子と光の相互作用に起因する共鳴現象による

光吸収が比較的大きいため，その対策として光散乱（位相が不揃いな光にする）などにより共鳴

を抑制する手法などを検討している．また薄膜導波光損失は，主に ITO 膜と接するガラス基板の

屈折率差によって生じる光反射が原因なので，光の方向を適度に操作して反射しない角度（臨

界角）の成分を増やすことにより改善する事が可能となる．本パネルの新光取り出し効果に関する

イメージ断面図を図８に示す． 

*3ITO とは，透明導電膜を構成する錫を添加した酸化インジウム（Indium Tin Oxide）の略称． 

図８ 従来構造と新光取り出し構造の光線取り出し比較断面図（イメージ図） 

|6. 次世代パネルの開発 

全世界の電力消費のうち照明による消費は約 20％を占めるため，次世代の照明には省電力

が強く求められている．有機 EL 照明は，理論上 LED と同等以上の総合効率と寿命を実現するこ

とが可能なデバイスであるが，それを実現するためには，白色光の発光効率を最大化する技術と

その光を極限まで外部へ取り出す技術が必要となる． 

前者は，白色光の構成色バランスの観点から，純青色発光のりん光材料が必要になるが，現

時点では材料に起因する寿命が未だ実用レベルに達していない状況にある．よってパネルメー

カーとしては，後者の光取り出し技術開発を重点的に進めている． 
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前項で述べた光取り出し技術は，既に試作レベルでは実現されているが，今期中に，コスト，

歩留り及び信頼性を量産レベルに持ち上げておく必要が有る．そのために現在，生産設備開発

と製造技術及び新材料導入開発においてノウハウの蓄積を進めている． 

数年後には，これら技術の集大成となる本格量産ラインを構築し，本格的な次世代照明の普

及期に対応する予定である．直近の当社実績と次世代のロードマップを図９に示す． 

 

図９ 有機 EL 照明ロードマップ 

|7. まとめ 

Lumiotec(株)は，有機 EL 照明の普及を目指し，世界に先駆けて実用性能を備えたパネルの

開発，製造及び販売活動を行っている．2012 年には，業界でトップレベルの大面積パネル（発光

面積は最大 203cm2）において，独自の MPE 構造と，りん光デバイス技術を駆使した高効率

（40lm/W），高輝度（3000cd/m2）のP05シリーズと，有機ELの特徴を最大限に活かした世界最高

レベルの高演色（Ra＝93）パネル P06 シリーズの製品化に成功した．また同時に，それらの小規

模量産が可能な生産工程と製造技術を確立し，更なる高歩留り化，高信頼化に向けた活動を継

続している．また次世代パネルの開発も精力的に進めており，新たな光取出し技術を搭載した

60lm/W パネルは，2013 年春の販売開始を予定している．中長期的には，長寿命純青色りん光

材料を適用した高効率 MPE 素子を開発し，一般照明や薄型・軽量で高信頼が必要な照明に対

応する本格量産への展開を実現し，省エネルギー社会に貢献したいと考えている． 

参考文献 
  (1) Energy white paper 2010 issued by Agency for Natural Resources and Energy 

(2) ENERGY STAR Program Requirements for Solid-State Lighting Luminaires Eligibility Criteria 

 - Version 1.1 (2008) 

 (3) 三菱重工技報第 49 巻第１号 (2012) “次世代照明の本命，有機 EL パネルの開発と量産化” 

 
  

 


