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２０１７年９月１５日 

 



テレビは１９５２年頃登場した 



当時は街頭テレビが普通の風景 



戦後三種の神器の一つとも云われた 







４社の揃い踏み（アマゾンより） 













今買い替えなら悩ましい選択？？ 





優劣は価格以外は明瞭のようだ 



余談ですが、スマホも有機ＥＬに変わる 



息を呑むような斬新さ！ 
べゼル無し・画面湾曲・ボタン無し 





 
Organic Electro Luminescence??? 

 



 
そもそも「有機EL」とは？ 

 • 有機ELとは、「有機エレクトロ・ルミネッセンス」（Organic 
Electro-Luminescence）の略で、特定の有機化合物に電圧
をかけると発光する “現象”のことを指す。 

• 世界的には「OLED／オーレッド」（Organic Light Emitting 
Diode）という呼称が一般的で、こちらは、有機EL現象を応
用した「発光ダイオード」（LED）の意。 

• 厳密には「有機EL」と「OLED」は意味合いが異なるが、実質、
スマホやテレビのディスプレイおよび照明などについて話
す場合、両者は同義で扱われるケースが多い。 

• また、日本では「有機EL」、海外では「OLED」と表記する場
合が多く、国内外における呼び方の違いと考えても差し支
えない。 

• 因みに液晶はLCD(Liquid Crystal Display) 
 

• ＭＣＣ2014-11-21 「ＬＥＤを語る」参照願います。 
 
 
 



有機ＥＬの原理 

• 原理としては、LEDと、
きわめて近い。 

• 発光の際に熱をともな
わないという点で、電子
が動いた際の摩擦熱に
よって光る白熱電球と
は大きく異なる。 

• 有機ELは、エネルギー
が熱に変換されない分、
光源として高効率に
なっているわけだ 



特徴を纏めてみると・・・ 



１９８７年イーストマン・コダックの 
２人の科学者が発明 

• 低分子の有機化合物を
用いた積層機能分離型
デバイス発光素子を開発
し、発光の高効率化に成
功した。 

• このイノベーションは、超
薄型フラットパネルディス
プレイの実現へと直結し
ている 

• このパテントは２００９
年ＬＧに売却された 

 



鄧 青雲（Ching W. Tang） 
1947年7月23日(香港生) 

• アメリカ在住の物理化学者・
材料化学者。 

• 1970 ブリティッシュコロンビ
ア大学 卒業 

• 1975 コーネル大学 博士号
取得 (Andreas C. Albrecht教
授) 

• 1975 イーストマン・コダック社 
研究員 

• 1998 イーストマン・コダック社 
Senior Research Associate 

•  2006 ロチェスター大学 Doris 
Johns Cherry Professor 
 



Ｓｔｅｖｅｎ ｖａｎ Ｓｌｉｋｅ 

19xx Ithaca College 
卒業 
19xx ロチェスター研
究所 修士号取得 
1979-2010 イースト
マン・コダック社 勤
務 



有機ＥＬテレビは１０年前から・・ 

2007年に発売されたソ
ニーの「XEL-1」。 

11型という小型サイズな

がら、その画質は現在で
も高く評価されている。 

 

• しかし売れ行きイマイチ、
2010年に有機ELテレビ
国内販売から撤退する。 

http://japan.cnet.com/news/tech/20357637/
http://japan.cnet.com/news/tech/20357637/
http://japan.cnet.com/news/tech/20357637/
http://japan.cnet.com/news/tech/20357637/
http://japan.cnet.com/news/tech/20357637/


２０１７年有機EL・TV元年か！？ 



有機ＥＬ ＴＶの魅力は 

 

Ⅰ  画質が圧倒的にきれい 

Ⅱ  画面が薄い・軽い 

Ⅲ  消費電力が小さい 

Ⅳ  寿命が長い  

Ⅴ  視野角が広い 

Ⅵ  内蔵スピーカーでも大迫力 音質にも注目 



Ⅰ 先ず「画質がきれい」 







 
①鮮やかさ 

 •  映像の鮮やかさを決めるのは、入力した色
データをいかに忠実に再現できるかという「色再
現性」。 

• この「色再現性」を数字で表すなら「液晶は3・有
機ELは4」とされています。 

• また、「より薄く」「カーブを持たせて」といったフレ
キシブルな設計が可能なため、テレビ本体の厚
みを調整してさらに色の純度を高めて見せること
もできます。 

• つまり、より忠実に色を再現し、鮮やかに表示で
きるということになります。  
 



 

②応答速度 
 • 映像をいかに「なめらか」に映し出すことができ

るかは、ディスプレイの応答速度の速さにかかっ
ています。 

• 自家発光タイプの有機ELテレビは、データを即時
に画面に表示させることができます。 

• 対して液晶テレビは、受け取ったデータをバック
ライトを使って画面に表示させているため、応答
速度は有機ELテレビには及びません。 
 

• ミリ秒単位で考えると有機ELテレビは液晶テレビ
の1000倍の応答速度を持つと云われています。 



 
③コントラスト 

 • 一番明るい色と一番暗い色の差（コントラス
ト）があればあるほど、メリハリのある映像を
表示することができます。 

• 液晶テレビのコントラスト比は1:3000、そして
有機ELテレビは1:10000です。 

• ごく単純に計算しても3倍以上の色数を表示
することができる有機ELテレビは、やはりこの
点でも液晶テレビに勝ります。 

 



 

④本物の「黒」を実現できる 
 

• 液晶テレビは、パネルの裏からバックライトで光
をあてて画面を明るくしています。そのせいで、
画面を黒くしようと思っても、うっすらと白みが
かったようになってしまいます。  

• 有機ELにはバックライトが無く、一つ一つの素子
が発光しています。なので黒色を出す時には素
子の発光をやめることで、より黒に近い黒色を出
すことが出来ます。 

• まるでテレビの電源がついていない時のような
「真っ暗」な状態を作り出すことが可能です。  

 





Ⅱ 画面が薄い、軽い 
2.5㎜という薄さ信じられますか？？ 



こんなことも有り得る！？ 



液晶との差異はバックライト不要 





Ⅲ  消費電力が小さい？？ 

• 理論上は有機ELの方が低消費
電力です。  
 

• 現在の有機ELテレビは白色に発
光する有機ELパネルに、カラー
フィルターと呼ばれる部品を組み
合わせることでカラーの映像を映
し出しています（液晶ディスプレイ
も同様の仕組み）  

• こうした「RGBW方式」と呼ばれる
現在の有機ELテレビは、カラー
フィルターを光が通過することで
輝度が30%以下にまで低下しま
す。7割のロスが生じてしまう分、
輝度をうんと上げる必要があり、
それが消費電力を大きくする要
因となっています。  





Ⅳ 寿命が長い？？ 



• 有機ELパネルの供給元であるLG社では、
「2013年に出荷を開始した当初の寿命は
36000時間程度だった」としつつも、「現在
（2016年）は10万時間に延長されている」と主
張しています。 

 

• 10万時間を過ぎると、少しずつ発光量が減少
していくそうです。  



Ⅴ 視野角が広い 





 

有機ＥＬテレビの短所 
 

1. 値段が高い 液晶の2倍？！ 

2 寿命が短い 

3 直射日光で見えづらくなる 

4 消費電力が大きい（現状） 

5 お手頃なサイズを選べない     
(現状は55”以上のみ） 

http://securitysoft.asia/oled/tv/demerit.php#1
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現在テレビの有機ＥＬパネルはＬＧ一社のみ 



日本メーカーはパネル自前供給出来ない 



有機ＥＬには２通りあるのだが・・ 



 
有機ELディスプレイは2種類ある 
（3色、白＋カラーフィルター） 

 • 有機ELディスプレイはパネルの構造上、2種類が存在する。 
  R（赤）、G（緑）、B（青）の3色に発光する有機EL素材を用いてカ 
  ラーを表現する「RGB塗り分け方式」と、白色発光の有機EL素材の 
  みを用い、カラーフィルターを組み合わせる「カラーフィルター方 
  式」だ。 
• RGB塗り分け方式は、色ごとに異なる素材を用いて塗り分けるため、製造が難しく
高価になりがちだが、RGBそれぞれの色純度と輝度を高めることができるので画
質面で有利。ディスプレイとしては現在、映像制作の現場などでプロ用のマス
ターモニターとして製品化されている。 

• もういっぽうのカラーフィルター方式は、発光素材が白色単一なので、製造の難
易度が比較的低く、低コスト化にも向く。 
 

• 韓国のLGエレクトロニクスでは、この白色発光の有機EL素
子とカラーフィルター（R/G/B/W（白）のサブピクセル）を持
つOLEDパネルの量産体制を整えております。 



ＬＧの有機ＥＬは紛い物か？ 

• LG方式は従来より液晶で使われているような
カラーフィルターを通して色を出しています。 

• 有機EL自体は白一色を発光。そのため技術

的なハードルは低く（ベタで成膜できる）、寿
命面でも有利です。 

• 代わりに有機ELの利点の1つであった高い色
再現性を半ば捨てることになります。 
 







日本の液晶パネル事業は難航 

• 株式会社ジャパンディスプレイ（ 略称はJDI）は、
産業革新機構の主導で、2012年4月1日ソニー・
東芝・日立の中小型液晶ディスプレイ事業を統
合した会社 

 

• ホンハイ傘下となったシャープ、京セラ傘下の京
セラディスプレイ、三菱電機傘下のMDTIなどを
除く日本の大半のディスプレイメーカーが統合さ
れ、文字通りの「日の丸液晶」である。事実上の
「国策企業」 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E9%9D%A9%E6%96%B0%E6%A9%9F%E6%A7%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/2012%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2012%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%881%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%881%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%881%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%881%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E8%8A%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%AB%8B%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%B2%E6%99%B6%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%82%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%97










余話として・４Ｋ問題も無視出来ない 









地デジは目下計画外？ 



現在売られているテレビでは 
２０１８年商業放送開始時に観れない 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5jlD5Z_AcvY&f
eature=youtu.be 



因みにＬＧエレクトロニクスとは 

• LGはもともとのグルー
プ名のLucky-Goldstar
の略。 

• これは、LGエレクトロニ
クスの前身である金星
社（GOLDSTAR）とトイレ
タリーメーカーのラッ
キー（樂喜化學工業社、
現在のLG化学）が経営
統合し誕生したブランド
である。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/LG%E5%8C%96%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/LG%E5%8C%96%E5%AD%A6


ソウル本社の威容 



2012年1月13日版 





 



ＬGは強気のようだ 



今にもっと廉くなる・・・・・？ 



２０２０オリンピック需要目指して 
有機ＥＬ/4Kが起爆剤になるか？？ 





番組内容でテレビ離れが進んでいる 



とにかく来年までは待つべし 


