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新しい有機発光デバイス: LEC
Light-emitting Electrochemical Cells(LEC)
従来技術に対する優位性
Point & Advantage

発光層を電極ではさむだけの単純構造
発光層は発光性ポリマーとイオン液体の混合膜
The simple device structure of which light-emitting
layer is sandwiched in between two electrodes
The light emitting layer is composed of blend film
of light-emitting polymer and ionic liquid

背

景

Light-emitting layer

Metal
EIL
ETL
Light-emitting layer
HTL
HIL

Transparent electrode

Transparent electrode

Substrate

Substrate

Metal

LEC
OLED
Device structures of LEC and OLED

Background

省エネルギー型社会の到来
新旧技術の融合と創新普及（イノベーション）
Strong demand for energy-saving devices
Collaborative innovation by conventional and
novel technologies

LECの駆動例

Photographs of LECs under operation

シーズ内容 Seeds summary
substrate

電気化学とエレクトロニクスの融合素子
LECに特化したイオン液体
塗布プロセス等による低コスト製法
Hybrid device of electrochemistry and electronics

anode

luminous layer

cathode

電極を含めたRoll to roll でのデバイス作製も視野に
Examples of product process(roll to roll)

Specially designed ionic liquids for LEC application
10 0

照明、ディスプレイなど
シースルーデバイス、フレキシブルシート
曲面表面への発光層形成を利用した、
従来には無い新しい応用が提案されています
Novel device for innovative lighting application such
as flexible, see-through and ultra-low cost displays
and lightings
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●研究者名： 竹延 大志、坂上 知
●所属：理工学術院 先進理工学部 応用物理学科
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応 用 展 開 Application Areas

Current density (A/cm2)

Simple solution process for low cost manufacturing
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OLEDを超える低駆動電圧と高効率発光!

LEC shows lower driving voltage and higher luminous efficiency than OLED

本研究成果は日本化学工業株式会社との共同研究
の成果です

日本化学工業株式会社
研究開発本部
Nippon Chemical Industrial R&D

高輝度LEC用イオン液体
Ionic Liquids for Light-emitting Electrochemical Cells(LEC)
日本化学工業のイオン液体
NCIʼs Ionic Liquids

ホスフィンガスからの一貫生産
ホスホニウム系を中心とする幅広いラインナップ
低コストと高純度合成技術
Integrated production from PH3 gas
Extensive lineup which is focused on phosphonium salt
Low cost and advanced synthesis technology

自社高純度ホスフィンガスから合成される弊社イオン液体は、
高純度でありながら低コスト、更に供給安定性にも優れます。
ホスホニウムの持つ高い透明性は光学用途に最適です。
弊社製LEC用イオン液体

LEC用イオン液体の特長
Properties of Ionic Liquids for LEC

各種発光ポリマーとの良好な混合性
低い発光開始電圧
高輝度かつ長寿命
High miscibility with a variety of light emitting polymers

40mm*85mmパネル

青色発光

Low emitting threshold voltage
High luminance and long life time

フルオレン系、ポリパラフェニレンビニレン系など
数多くの発光ポリマーに対して高い性能を示します。

発光前

表側

裏側

LECが創る未来
The future creating with LEC

塗布により作製可能
大型化が容易
立体表面発光やシースルー発光も実現可能
Printed light emitting devices
Easiness of upsizing
Availability of three-dimensional and see-through
applications

これまでに無いデバイスの実現を目指し、
LEC発光層形成用塗料も開発しています。
本技術に関するお問い合わせ

日本化学工業株式会社 営業本部 機能品営業部
TEL: 03-3636-8081 FAX: 03-3636-8140 E-mail: orga.sales@nippon-chem.co.jp

弊社作製LECの駆動例

本技術は早稲田大学 竹延研究室
坂上准教授との共同研究の成果です
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新しいワイドギャップ半導体・・・酸化ガリウム単結晶
New Wide Bandgap Semiconductor --- β-Ga2O3 Single Crystal
研究のポイントと優位性
Point & Advantage

新しいワイドギャップ半導体β-Ga2O3の提案と実証
大気圧で融液成長ができる
− Siなど従来半導体と同じ育成の容易さ
− 低コスト化に有利、物理的・化学的にも安定

広い導電性の制御幅（大きなバンドギャップ：4.8eV）
The proposal and actual proof of β-Ga2O3 single crystal
as a new wide bandgap semiconductor
Advantageous growth nature of β‐Ga2O3 single crystals
from melt under atmospheric pressure.

EFG法の提案により実現した2インチβ-Ga2O3単結晶基板

Wide controllability of conductivity
(Large band gap energy (4.8〜4.9V)

背

景

【提供】㈱タムラ製作所・㈱光波

2inch β-Ga2O3 single crystal substrates by FEG method
Source of photo: Tamura Corp. , Koha Co., Ltd.

Background

GaN、SiCを超える半導体材料への期待

Expectation for the new material beyond GaN, SiC
semiconductors

導電性の制御
オーミック・ショットキー電極の開発
LEDの基板への提案と実証

0.3
0.2
0.1
0.0

0.2

0.4
0.6
Current [A]

Available now by Tamura Corporation
Substrates for power devices and Visible/UV LEDs
Diverse applications, such as high brightness LEDs,
UV sensors, and etc
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【提供】㈱タムラ製作所・㈱光波

Characteristics of LED on β‐Ga2O3 substrate
Source : Tamura Corp. , Koha Co., Ltd.

4x10‐5

The proposal and actual proof as substrates for LED

高輝度LED、紫外センサー等の各種デバイス

0.40

酸化ガリウム基板上の縦型LEDの特性

Development of ohmic and schottky electrodes

可視光/紫外LED基板、パワーデバイス用基板

0.60

0.00
0.0

Conductivity control
-Development of the n-type, insulating and p-type dopants

3x10‐5
Current (A)

酸化ガリウム基板として販売中（㈱タムラ製作所）

0.80

0.20

Realization of the large-sized single crystal from melt
by EFG method

応 用 展 開 Application Areas

Vertical LED on Ga2O3
Lateral LED on Al2O3

1.00

0.4

-n型と高抵抗、p型用ドーパントの開発

V‐I characteristics

1.20

Vertical LED on Ga2O3
Lateral LED on Al2O3

Current [A]

融液成長法による大型単結晶の実現

0.5

Light output [W]

シーズ内容 Seeds summary

Chip size：300μm

I‐L characteristics

Au (Schottky)

2x10‐5
1x10‐5

(100) β‐Ga2O3
Ti/Al (Ohmic)

0
‐1x10‐4

‐40

‐20
0
2
Voltage (V)
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β-Ga2O3を用いて初めて実証された
ショットキーバリアダイオード

Firstly demonstrated Schottky barrier diodes
using β-Ga2O3

●研究者名： 一ノ瀬 昇1、島村 清史2、ガルシア・ビジョラ2
●所属： 理工学術院（当時） 1 、（独）物質・材料研究機構（現在） 2

本研究は現在、㈱タムラ製作所・㈱光波
及び （独）物質・材料研究機構にて継続中
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自己組織化膜（SAM）を用いた電鋳技術
Electroforming Technique using Self-assembled Monolayer(SAM) for Modified Nanopatterns
研究のポイントと優位性
Point & Advantage

無電解Ni系で良好な電鋳金型形成
ナノサイズかつ複雑な形状を精巧に実現
Electroless NiP nanoimprinting mold replicated
from Self-assembled Monolayer (SAM)
modified Nanopatterns
Elaborately manufactured
in nano size and complicated form

背

景

SAMあり

SAMなし

With SAM

Without SAM
SAM膜

1. マスター上にＳＡＭ膜
マスター

A SAM formation on the master mold
Pd分子膜

2. SAM膜上にＰｄ分子膜

Background

Pd-catalyzation on APTMS

製品の高付加価値化・機能化
従来法の無電解メッキ、スパッタでは加工困難な
超高アスペクト比のナノサイズ微細加工

3. 無電解ニッケル膜
（Ｐｄを触媒とする）
Ni electroless deposition

無電解Ni膜

ニッケル電鋳金型

4. ニッケル電鋳金型

Additional value and functionalization of products

Replicated Ni electroforming mold
from master mold with nanopatterns

Super-high aspect ratio&Ｎano-fabrication achievement

SAMによるNi金型製作方法

It is hard process by the conventional electroless
plating or sputtering process

Fabrication process of electroless NiP nanoimprinting mold

シーズ内容 Seeds summary
SAMによる前処理プロセス
超高アスペクト比の金型が容易に製造可能
Pretreatment process by SAM
陽極酸化して作製した高アスペクト比ホールのアルミナ

The metallic molds with super-high aspect ratio
can be manufactured easily

Alumina with the high aspect ratio hall formed by anodic oxidation

応 用 展 開 Application Areas
ナノインプリント用Niモールド（㈱LEAP）
Provide Ni electroforming mold
with super-high aspect ratio (LEAP Co.,Ltd)

上のアルミナにSAM、Ni電鋳で作製した高アスペクト比のNiスタンパ

References

The Ni stamper with the high aspect ratio that manufactured it
by SAM, Ni electroforming to the above alumina

1. C. P. Lin, M. Saito, and T. Homma, “Fabrication of elctroless NiP nanoimprinting mold by replication of UV-treated and self-assembled-monolayermodified cyclo-olefin polymer nanopatterns ”, Electrochemistry, Vol. 81 (2013) pp. 678-681.
2. C. P. Lin, M. Saito, and T. Homma, “Nanoindentation analysis for mechanical properties of electroless NiP imprinting moldreplicated from selfassembled-monolayer modified master mold”, Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 52, (2013) pp.110126.
3. C. P. Lin, M. Saito, and T. Homma, “Initial Catalyzation Analysis of Electroless NiP Nanoimprinting Mold Replicated from Self-assembled Monolayer
Modified Nanopatterns”, Electrochimica Acta, Vol. 82, (2012) pp. 75 -81.
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●研究者名： 本間 敬之１、齋藤 美紀子2
●所属： 理工学術院１ 、ナノ理工学研究機構2

本研究成果は、株式会社LEAPにて実施

マイクロ・ナノデバイス
Micro/Nano Device
研究のポイントと優位性
Point & Advantage

研究と技能に裏付けられた微細加工技術
化学/生化学分析・合成や細胞解析への応用
Specialized micro/nano fabrication technologies
Devices for chemical/bio-chemical analysis・
synthesis and single-cell (a virus, a DNA, an
organelle) analysis

背

景

Background

マイクロ反応装置の制作例
(株式会社島津製作所との共同研究成果）

Production example of the microreactor
(Joint research result with Shimadzu Corporation)

異分野融合による革新的次世代デバイスの創出
マイクロフルイディックエンジニアリングの深化
Fusion of MEMS and micro/nano technology for
new devices
Advanced Micro Fluidic Engineering

シーズ内容 Seeds summary
ウエハレベル3次元マイクロ/ナノ立体構造形成技術
インプリント技術によるプラスチックマイクロチップ
高感度定量分析、測定システムの小型化

マイクロ反応装置例（LC chip)
LC chip with tapered type LD turn

Wafer-level 3-D micro/nano forming technology
Plastic micro chip by nanoimprint lithography
High sensitive quantitative measurements,
Miniaturization of total analysis system

応 用 展 開 Application Areas
濃度分布、流量が均一なマイクロ反応装置
金属錯体含有タンパク質合成
アミノ酸の分離分析

Microarray having uniform concentration
distribution and self-regulating pinched flow
Synthesis of metal complex containing proteins
using microfluidic device
Analysis of Amino Acids

マイクロ反応装置（LC chip)を用いたアミノ酸分離分析
Analysis of Amino Acids (6 Type) used by LC chip
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●研究者名： 庄子 習一
●所属： 理工学術院 基幹理工学部 電子光システム学科

新規なプラズモンセンサ及び
ラマン分光法を用いた界面計測技術

The New Interface Measuring
Device using New Plasmon
Sensor and Raman Scattering
Spectroscopy

研究のポイントと優位性
Point & Advantage

ナノスケールで埋もれた固液界面の分子状態を簡便に計測

深さ分解能 0.1nm以下、現状の10倍以上の感度
高精度、非破壊、安価、その場で観察可能
Molecular configuration at buried interface, i.e. solid
/liquid, is simply measured in nanometer scale.
High depth-resolution 0.1nm, sensitivity of 10 times
or more compared with the previous method

埋もれた界面分析法

深さ分解能

分子構造解析 固液界面観察

反射Ｘ線・中性子線解析 ○(0.1nm)
△(1nm)
分光エリプソメトリ
△(1nm,破壊分析)
ＴＯＦ－ＳＩＭＳ
△(1nm)
和周波発生分光法
△(10nm)
赤外反射分光法
△（100nm）
顕微ラマン分光法
○(0.1nm)
角度分解XPS
○(0.1nm,破壊分析）
断面TEM

△
△
○
○
○
△（低感度）
△
△

○
○
－
○
○（水の妨害大）
○
－
－

本提案手法

○（高感度）

○

○（0.1nm）

その場観察 備考
大規模装置
○
比較的簡便
○
高額装置
－
高額装置
○
比較的簡便
○
比較的簡便
○
△
真空環境必要
－
真空環境必要
比較的簡便
○

各種分析法との比較

Comparison of analytical methods for buried interface

High precision, and nondestructive measurement,
low cost and in-situ measurement

背

景

Background

分析プローブが届かない界面は深さ方向の分析が困難
測定機器が大型で操作が煩雑
Non-destructive depth profile analysis is difficult.

反射型プラズモンセンサのSEM像

反射型プラズモンセンサの原理

SEM image of the sensor

Schematic diagram of the sensor

Measuring equipment is huge, and complicated operation.

シーズ内容 Seeds summary
表面プラズモンセンサと表面増強ラマン散乱を応用した
ラマン分光法による界面計測技術
新規なナノ構造の「反射型プラズモンセンサ」を開発

電気化学反応解析用セル

セルの断面構造図

Image of the cell for electrochemical
reaction analysis

Cross section structure

測定物に対応した自由なセンサ部の設計が可能
固液界面を深さ分解能0.1nm以下、非破壊での観察を実現
New interface measurement technology with a surface
plasmon sensor and surface enhanced Raman scattering

Rhesus monkey

Rabbit

The “reflection-type plasmon sensor“
with a novel nano structure was developed.
Versatiledesign of sensor corresponding measurementsamples
Thesensorcannondestructivelyobservephenomenonatliquid
/solid interfacesin-situwitha depth-resolutionof 0.1nmor less

応 用 展 開 Application Areas
測定可能対象−高密度光記録多層膜､磁気ディスク･
半導体などの各種デバイス、Liイオン電池、燃料電池、
生体反応、有機ガス(VOC、爆薬、麻薬など)検出など
様々なもの
Applications : high-density optical recording multilayer film,
a variety of devices, i.e. magnetic disks or semiconductors,
Li ion battery, fuel cell, vital reaction, and so on.

●研究者名： 本間 敬之
●所属： 理工学術院 先進理工学部 応用化学科

銅の反射型プラズモンセンサとヒドラジン水溶液の界面におけるスペクトル
銅表面からの距離0.5nm毎のスペクトルの変化が観察された。
Raman spectra of hydrazine adsorbed on the Cu sensor from the water solution
as a function of the distance from the sensor surface with a step of 0.5nm.

銀の反射型センサに吸着した濃度10ppbの
メチルメルカプタンのスペクトル
揮発性有機化合物（VOC）ガスセンサとし
ての応用
極めて微量な有機ガスの検出が可能。
Raman spectrum of methyl mercaptane,
concentration of 10ppm, adsorbed on Ag
sensor.
Applied to gas sensor for volatile organic
compounds (VOC).
Potential to detect ultra-small amount of
organic gases.
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自己修復機能を有する金属配線
Self-healing Metal Wire for Stretchable Devices
研究のポイントと優位性
Point & Advantage

高伝導率・高伸縮耐性を有する電気配線を実現
断線部のみを選択的に修復する「自己修復機能」
High conductivity, and high stretchability for
electric wire

Applied voltage: 1.6 V

Selective healing of a crack on a wire by “self-healing”
function

背

景

Background

「曲げられる」だけでなく「伸ばせる」フレキ
シブルデバイスへのニーズ

伸縮基板上で修復した金属配線

Self-healing metal wire on a flexible substrate

従来の導電性ゴムは導電率が低く，金属配線は
伸縮させると断線する
Requirement for flexible devices with bendability”
and “stretchability”
Conventional conductive elastomer has low
conductivity and metal wire is broken by high or repeated
stretch

シーズ内容 Seeds summary
金属配線を覆う溶液中に分散する金属ナノ粒子
の電界トラップによる修復
配線が断線すると，電圧印可により断線部に電
界が生じる．この電界を用いると断線部の場所
や大きさを知らずとも，断線部のみが選択的に
修復され，過剰修復もされない

金属ナノ粒子の電界トラップによる配線修復の原理
Healing mechanism using electric field trapping of metal
nanoparticles

Wire healing by electric field trapping of metal
nanoparticles

応 用 展 開 Application Areas
ヒトの身体など伸縮する部分に貼り付けるセン
サシート
球体の表面など伸縮性がないと貼り付けが困難
な曲面に貼り付けて用いるディスプレイ
Electric wire for flexible sensor sheets or
stretchable display devices on a curved surface
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自己修復機能を有する電気配線を用いた応用例

●研究者名：岩瀬 英治 、古志 知也
●所属：理工学術院 基幹理工学部 機械科学・航空学科

Applications using our self-healing metal wire

低損失テーパ光ファイバと高Q値微小光共振器
Ultra-low-loss Tapered Optical Fibers(TOFs) and Ultra-high-Q Microtoroidal Resonators
研究のポイントと優位性
Point & Advantage

世界最高透過率・最短の低損失テーパ光ファイバ
高いQ値を持つ微小光共振器
The highest transmission measured for TOFs
with an optimal shape is in excess of 99.7%
with a total TOF length of only 23mm

テーパー部が短く(全長23mm)、99.7%の透過率

Microtoroidal resonators to build on-chip cavity
QED systems with very high quality factors

背

景

The highest transmission in excess of 99.7%
A total TOF length of only 23mm

最適形状

Background

Optimism shape

計測、観察技術の一層の極微細（ナノ）化
分子、DNA等ナノレベルの計測への要望

テーパ角一定
（2 mrad）

近接場光の未知の領域での成果への期待

A constant taper angle
of 2 mrad

Demands for the measurement at the nanometric
level, such as molecules and DNAʼs
Expectations for the potential applications of
evanescent light

ナノ光ファイバーレンズ
Nano optical fiber lens

シーズ内容 Seeds summary
最短テーパ光ファイバの小型化作製モデル
独自の微小光共振器の作製技術
Design and fabrications of ultra-low-loss tapered
optical fibers (TOFs) with minimal lengths
Original fabrication methods of microtoroidal
resonators

高効率・高分解能を実現する走査型顕微鏡用プローブ
Probe for scanning type microscopes
to achieve high efficiency, high resolution

応 用 展 開 Application Areas
走査型近接場光学顕微鏡の改良
量子光学デバイスの開発
quantum information science
(e.g., nonclassical light sources, scalable quantum logic
with photons, quantum networks connected with light),
ultra-low threshold optical devices, and single
atom/molecule detecting devices

●研究者名： 青木 隆朗
●所属： 理工学術院 先進理工学部 応用物理学科

トロイド型微小光共振器

3×108 以上の極めて高いQ値と小さなモード体積、
単一モード光ファイバーと高効率に結合

Ultra-high-Q microtoroidal resonators;

Q>3×108, Small mode volume, Coupling to
single-mode optical fibers with high efficiency
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極短電子線パルス発生装置
Ultra-short Electron Pulse RF Gun
研究のポイントと優位性
Point & Advantage

高品質・極短電子線パルスを電子銃単体にて発生
高周波加速による小型かつ超高圧電子線の実現

開発した電子銃

Photograph of the electron gun

High-quality, ultra-short electron pulse generation by electron gun it self
Compact and high voltage electron pulse generation due to the radio frequency acceleration

背

景

Background

X線自由電子レーザー・時間分解電子顕微鏡などのための極短電子パルス発生への要望の増加
光陰極高周波電子銃の高度化
Requirement of ultra-short electron pulse from such as X-ray free electron lasers, dynamic electron
microscopes and so on
160

電子銃単体による極短電子線パルス(1ps以下)生成

Charge [pC/bunch]

シーズ内容 Seeds summary

2

80

1.5

60
40

Bunch Length

20
0
-20

Stand alone ultra-short electron source

応 用 展 開 Application Areas

2.5

100

高圧(5MV以上)の電子線に対応
Compact and high voltage electron generation

3

120

0

20

40

60

1
0.5

rms Bunch Length [ps]

Recent progresses of a photo-cathode rf electron gun

3.5

Charge

140

約300fsの電子線
0
80パルスを確認
100 120

Phase [deg]

電子線パルス長評価結果

Evaluation of ultra-short pulse generation

水なしセル

水入りセル

フェムト秒時間分解電子顕微鏡
コヒーレントテラヘルツ光源
DTEM (dynamic transmission electron
microscope) with fs temporal resolution

発生したテラヘルツ光による植物の水分量の計測
Observation of a water content in the green leave

純水セルの走査イメージ

(水による吸収)

Scanning THz imaging of water cell (absorption of water)
Transmittance [arb. unit]

THz coherent radiation source

10
8
6
4

氷

2
0

0

水
200

400
600
Time [sec]

800

氷から水の相変化におけるテラヘルツ光の透過率変化
Measurement of THz transmittance from ice to water
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●研究者名： 坂上 和之
●所属： 理工学術院 総合研究所

本研究の一部は，高エネルギー加速器研究機構
浦川順治教授ら及び産業技術総合研究所 黒田
主任研究員らと開発

FeCo系合金の逆磁歪効果を用いた小型発電素子
Power Generation Micro Device using Fe-Co Metal Alloy
研究のポイントと優位性
Point & Advantage

新磁歪材料FeCo系合金の開発
−加工が容易、耐久性がある

（開発元：弘前大学、東北大学金属材料研究所、東北特殊鋼株式会社）

高い発電効率を有する振動発電デバイス
New Fe-Co based magnetostrictive material

(Developer; Hirosaki Univ, Tohoku Univ, Tohoku Steel Co., Ltd.)

Vibrational power generating device
with high electrical efficiency

磁歪効果による発電原理

Principle of power generation by magnetostrictive material

背

景

Background

エネルギーハーベスティング技術の発展と普及
−充電や電池の取り換え、燃料補給が不要
−電源配線も不要
−長期間電力供給が可能
Market expansion of Energy-Harvesting technologies
- Unnecessary for the exchange of the battery,
charging, and refueling
- No use of power supply wiring
- Long term power supply

Fabrication of the Device

シーズ内容 Seeds summary
新磁歪材料の特性を活かし、
高い発電効率を生む構造
Vibrational power generating device utilized
the characteristic of New Fe-Co based magnetostrictive
material

応 用 展 開 Application Areas
大型から小型までの発電デバイスの設計が可能
Provide design and fabrication of
vibrational power generating devices

試作デバイス
Applications

●研究者名： 関口 哲志1、佐々木 敏夫2、山浦 真一3 、中嶋 宇史3
●所属： ナノ理工学研究機構1、東北大学金属材料研究所東京分室2
東北大学金属材料研究所3

本研究は、文部科学省「6大学特異構造金属・
無機融合高機能材料開発共同研究プロジェクト」
による共同研究成果で、「ナノテクノロジープラット
フォーム」事業の支援を受けています。
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