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２０１４年ノーベル賞受賞で一躍脚光を浴びた 



Alfred Bernhard Nobel 
1833-10-21～1896-12-10 



ノーベル直筆の遺言書 



名城大学の赤崎勇教授 
             名古屋大学の天野浩教授 
                      カリフォルニア大学の中村修二教授 



日本人としては２２人の受賞者 
何故か村上春樹は毎年待ちぼうけ・・・・ 



余談ですが・・・・一寸気になる 

去年は完全な誤報だったが・・ 今年もまた待ちぼうけ！？？？ 



閑話休題・・・・本題（ＬＥＤ）に戻ります 



照明器具はこのように進化した 



LED-light emitting diode 
発光ダイオード 

• 接合部に電流が流れると光を放射するダイ
オード。 

• 材料によって決まった波長の光を発する。 

• エネルギー効率に優れ，低消費電力，高速
応答などの特徴をもつ。 

• 1990 年代に青色 LED が開発され，LED によ
るフルカラー表示が可能となった 

 



これが画期的な発明・・・ 
２０世紀にエジソンが白熱電球を 

実用化（発明ではない）した 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２１世紀に日本人が青色ダイオー
ドを発明且つ実用化した 
 
 



我々にとっては馴染深い白熱電球 

白熱電球は、タングステン
などを主原料としたフィラメ
ントに電流を流すことで赤
熱させてて発光する。 

発光する時のフィラメントの
温度は最高約2、700℃に達
します。 

電力の大部分（約７０％）は
放射熱として放出され、可
視光としては約１０％しか利
用できません 



ＬＥＤは発光原理が全く異なる 

LEDの発光体は半導体
（化合物）です。GaAs、 

GaP、AlGaAsなどが使用さ
れています。 

 

発光体が半導体の為、高
温度になりません。 



ＬＥＤの原理は 



ＬＥＤの発光原理は 
Electroluminescence：EL 

• LED（発光ダイオード）はpn接合と呼ばれるしくみ
の半導体から成っており、そこに電流を流すこと
で、p型半導体から正の電荷を持った正孔が、n
型半導体から負の電荷を持った電子が互いに
向けて動き出す。そして、正孔と電子が接合面
で出会うことで正負の電荷を打ち消しあい、その
際余ったエネルギーを光エネルギーに変換して
発光する。 
 

• この発光原理をエレクトロルミネセンス
（Electroluminescence：EL）効果と呼ぶ。 



 

 



日本の白熱電球元祖の店仕舞 





２０１０年３月１７日東芝白熱電球製造中止 

• 東芝発祥事業の一つとして120年間にわたり継
続してきた一般白熱電球の製造を、2010年3月
17日に中止した。東芝の試算では、この取り組
みにより年間約43万t（2008年比）のCO2削減に
貢献できるものと推定している。 

• 1890年、東芝の創業者のひとりである藤岡市助
が日本で初めて白熱電球を製造するために「白
熱舎」を設立し、日産10個程度でスタートした東
芝の白熱電球事業は、最盛期（1973年）には年
間生産量7,800万個にまで拡大し、現在までに累
計40億7千万個を生産したとのことである。 



ＬＥＤの性能は段違い 



ＬＥＤの物理的特性は・・・ 

• 構造が簡単なため大量生産が可能。 

• 価格は赤色LEDで1個５円 - 10円程
度と安価。 

• 電球と違いフィラメントを使わないた
め軽量で衝撃に強く長寿命であり、
故障の発生する頻度も低い。 
 



町並みの明るさもこのように変わる 



• 19世紀にジョセフ・スワンが白熱電球を発明、
トーマス・エジソンが実用化し、20世紀を照ら
しました。 

• ノーベル賞の選考委員会は声明で 

  「21世紀はLEDが照らす」 

 としています。 



ＬＥＤが普及されれば・・・ 

• 英国物理学会のフランシス・サンダース会長
は、「世界の電力の20％が照明に使われて
いるが、LED照明を最適利用すれば、4％まで
削減することも可能」と語っています。 

 

• このことは世界の電力消費が１５％削減され
るということを意味します。 

 



家庭内の電力消費中照明は・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一寸古いデータですが・・ 



 

ＬＥＤの開発には１００年かかっている 
 
1907年 イギリスのランドがSiCへの電圧印加による発光現象を発表  
 
1927年 ソ連のローゼフが世界初のLEDを発表  
 
1961年 アメリカのホロニアックが赤色LEDを開発  
 
1968年 黄緑色LEDが開発される  
 
1993年 日本の赤松教授・天野教授が実用輝度の青色LEDを開発  
 
1995年 純粋な緑色LEDが開発される  
 
1998年 青色LEDと黄色蛍光体の組み合わせによる白色LEDが開発される  
 
2002年 紫外光LEDとRGB蛍光体の組み合わせによる白色LEDが開発される  



Henry J.Round、ＵＫ 
1881～1966 

１９０７年炭化珪素などの
結晶に針を立てて電流を
流すと発光する現象とし
て観察された 

 

この報告がLEDと同じ発
光原理の発光現象の発
見と考えられています。 

（但しこの報告はメモ程度
のもの）  

 

 



Ｏｌｅｇ Ｌｏｓｅｖ、ＵＳＳＲ 
1903～1942 

１９２７年ラジオに使われ
ているダイオードに電圧
をかけると発光することに
気がつき、世界で初めて
発光ダイオードに関する
詳細な論文をまとめまし
た。 

 

（但しこの論文は当時誰
も注目しなかった・・・） 

 



Nick Holonyak,Syracuse,NY 
1928～ 

• １９６１年ＧＥ，コンサルタ
ントとして、発光ダイオー
ドを発明した（当時は赤
色のみ） 

• 「発光ダイオードの父」と
呼ばれている 

• 1963年2月号のリーダー
スダイジェスト誌上で、発
光ダイオードがエジソン
の電球を置き換えるだろ
うと予言していた 

 



George Craford, St.Louis, MI 

 

• 黄色発光ダイオード
(LED)の発明 

• 1972年に窒素ドープ型
ガリウム-ヒ素-リン材料

を開発し、それを応用
することで世界初の黄
色発光LEDを発明。 

 



青色ダイオード 
中村修二、徳島県―（現在は米国籍） 

• 窒化ガリウム(GaN)青色
発光ダイオードの実用化 

• 赤崎・天野らが得た窒化
ガリウム結晶成長法に関
する基礎的知見を発展さ
せる形で、ツーフロー有
機金属気相成長法
(MOCVD)を提案、1993年
には世界ではじめて高輝
度青色ＬＥＤの工業化・量
産化に成功した。 



青色を作る苦労は 

当時、研究者から青色の光を出す物質と注目されてい
たのが、窒化ガリウムと炭化ケイ素、セレン化亜鉛の３
つだった。 

このうち、青色ＬＥＤを実現した窒化ガリウムは極めて硬
いうえ、溶け始める温度がセ氏2500度以上と扱いが難し
い。 

きれいな青色ＬＥＤを得るには半導体の結晶を高い品質
で作る必要があり、当時は技術的には非常に難しく「20
世紀中の開発は不可能」とさえいわれていた。「窒化ガ
リウムには未来はない」とされ、世界中の研究者が次々
と手を引いて行った中での成功だった。 



窒化ガリウム（ＧａＮ） 



ＬＥＤは実用化に長年月を要したのだ 



青色が出来て光の３原色が揃った 



因みに色の３原色は一寸違う・・・ 



ＬＥＤの色別材料 

 青・・・窒化ガリウム (GaN) セレン化亜鉛 
(ZnSe)  酸化亜鉛 (ZnO) 
赤・・・リン化ガリウム (GaP) ガリウムヒ素リン (GaAsP)  アル
ミニウムガリウムヒ素 (AlGaAs) 
黄・・・アルミニウムインジウムガリウムリン (AlGaInP) リン化
ガリウム (GaP)  ガリウムヒ素リン (GaAsP) 
緑・・・アルミニウムインジウムガリウムリン (AlGaInP) リン化
ガリウム (GaP)  アルミニウム窒化ガリウム (AlGaN) 
橙・・・アルミニウムインジウムガリウムリン (AlGaInP) ガリウ
ムヒ素リン (GaAsP)  
紫外線・・・ダイヤモンド (C) インジウム窒化ガリウム (InGaN) 
赤外線・・・アルミニウムガリウムヒ素 (AlGaAs) 













２０１４年にはほぼ100％になった 







ＮＹ，5ＴＨ ＡＶＥの広告塔 





白熱電球とＬＥＤとのコスト比較は 

ＬＥＤ電球 アジャスト製 
（１３０Ｌｕｘ） 

ＡＥ２６３-Ｎ１-１２ 

 

 

日亜化学工業１Ｗ ３個
仕様 

白熱電球 ナショナル製 
（１２０Ｌｕｘ） 

ＧＷ-Ｎ１００Ｖ100Ｗ95 

 

 

１００Ｗネオピュア電球     
ボール型 



使用電気料金比較 

白熱電球消費電力 × １Ｗｈ当たりの電気代 × １日
の点灯時間 × 年間点灯日数 × 使用個数 ＝ 白
熱電球年間電気使用金額 

 ９５Ｗ   ×  ０．０２２/Ｗｈ    ×    ８
時間 ×   ３６５日   ×  １個 ＝ ６,１０３円 

ＬＥＤ電球消費電力 × １Ｗｈ当たりの電気代 × １日
の点灯時間 × 年間点灯日数 × 使用個数 ＝ ＬＥ
Ｄ電球年間電気使用金額 

   ４Ｗ      ×    ０．０２２/Ｗｈ    
×    ８時間     ×   ３６５日    ×  １個  
＝ ２５７円 



使用電球料金比較 

 

ＬＥＤ電球単価 × １日の点灯時間 × 年間点灯日数 × 
使用個数 ÷ ＬＥＤ電球定格寿命 ＝ ＬＥＤ電球年間ラン
プ使用金額 
５，７００円   ×     ８時間    ×     ３６５
日    ×   １個  ÷   ５０，０００時間  ＝       
３３３円 

白熱電球単価 × １日の点灯時間 × 年間点灯日数 × 
使用個数 ÷ 白熱電球定格寿命 ＝ 白熱電球年間ランプ
使用金額 
６８０円    ×    ８時間    ×   ３６５日 ×    
１個 ÷  ２,０００時間    ＝        ９９
３円 



何と１０倍以上もの差がある 

• ＬＥＤ電球電気代 ＋ 
ＬＥＤ電球使用金額 

• ２５７  ＋ ３３３ 

 

 

• ＬＥＤ電球年間総負
担額  ５９０円 

• 白熱電球電気代 ＋ 
白熱電球使用金額 

    ６，１０３ ＋ ９９３ 

 

 

• 白熱電球年間総負担
額  ７,０９６円 



青色ＬＥＤを開発した日亜化学工業 





徳島県阿南市の中小企業！？ 



会社名 日亜化学工業株式会社 

本社所在地 徳島県阿南市上中町岡491番地 

電話番号 TEL：0884-22-2311 FAX：0884-21-0148 

設立 1956年12月 

代表 代表取締役社長 小川英治 

資本金 467億4,144万1千円 

従業員数 8,300名（2014年8月時点） 

事業内容 

蛍光体 
発光ダイオード “LED” 
レーザーダイオード 
光半導体材料 
ファインケミカル 
遷移金属触媒 
真空蒸着材料 
電池材料 
磁性材料 



ＬＥＤで一躍世界に名を挙げた 

• 日亜化学は93年の製品化後に急成長。 

• 2013年12月期の連結売上高は約3100億円と
約20年で20倍に増えた。 

• 純利益も約490億円と好調で、ＬＥＤ関連製品
で利益の大半を稼ぎ出す。 

• 青色ＬＥＤに蛍光体を組み合わせた
白色ＬＥＤのシェアでは世界１位だ。 



青色発光ダイオードによる業績変化 





世間を騒がせた裁判沙汰 
２００億円の要求は８．４億円で和解が成立したが・・・ 



 
 

中村修二のプロフィール 
 
 

生年月日：1954年5月22日 
出身：愛媛県西宇和郡 
高校：愛媛県立大洲高等学校普通科 
大学：徳島大学工学部電子工学科 
研究分野：電子工学、半導体工学 
研究機関：日亜化学工業 
現職：カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授 

 

主な業績：高精度青色発光ダイオード【LED】の発
明 



青色LED訴訟とは 

• ２００１年8月、中村修二が１９９３年11月に発明
した「４０４特許」を巡って日亜化学工業を提訴し、
同特許の原告への帰属権確認ないし譲渡対価
を巡って係争した。 

• 裁判所は一審では発明の対価を約604億円と評
価し200億円の支払いを命じたが、東京高裁は
和解へと誘導し１審判決が認定した発明の対価
約604億円の1/100 相当の6億円を「対価」として
提示。日亜は遅延損害金を含む約8億4千万円
を支払うことで和解が成立した。 





争われた特許権はツーフロウＭＯＣＶＤ 
MOCVD: Metal Organic Chemical Vapor Deposition） 



職務発明と特許法の改正 

• 年間特許出願数は約40万件で、査定率が
50%強で、特許権は年に約20万件成立してい
ます。 

• 職務発明は全出願の96%であり、10年で約
190万件の職務発明特許が成立していること
になります。 

• そのうち訴訟に至ったのは、（H16年の）１0年
前のH3以降で、僅かに８件で、対価の争いに
なる割合は、0.0005%以下でしかない。 



ノーベル賞受賞後和解を求めたが 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月１０日テレビ東京・ドキュメントドラマ「ルビコンの決断」 

２００９年７月制作されたものの再放送版 

http://www.pideo.net/video/pandora/de4681a0a3ef2da7/ 



どちらの言い分が正しいのか 
所詮真相は藪の中・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

註：『羅生門』１９５０年に公開された黒沢明監督作品 

  三船敏郎、京マチ子、森雅之の３人の誰が真実を語っていたのか？？？ 


