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様々な素材に塗布可能、白色発光する不揮発性液体を開発 

～フルカラー化も容易 次世代発光材料として大きな期待～ 

平成２４年５月１４日 

独立行政法人物質・材料研究機構 

概要 

１．独立行政法人物質・材料研究機構（理事長：潮田 資勝）高分子材料ユニット（ユニット長：一

ノ瀬 泉）有機材料グループ（グループリーダー：竹内 正之）の中西 尚志主幹研究者らの研究チ

ームは、室温で白色に発光１）する液体の材料を開発した。 

 

２．電力消費全体の約 20%を占める照明装置については、温室効果ガス排出量低減のため革新的な

材料・技術の向上が望まれている。中でも白色に光る有機材料は、白熱電球や蛍光灯に代わる次

世代照明の光源材料として期待が高い。しかし、これまで開発されてきた有機材料は、主に溶液

中に分散した状態では白色の発光性を示すが、その溶液を基板に塗布し溶媒を蒸発させると分子

同士が凝集してしまうなどの理由で、本来の白色発光性能を十分に発揮できない問題点があった。

また、加工プロセスの観点からは、高輝度な白色発光を簡便な方法で調製できる有機材料である

ことが望まれていた。 

 

３．中西らは、蛍光を示す分子の周りに枝分かれした柔軟性の高いアルキル鎖２）を結合することで、

分子の凝集がなく、融点が約－45 ̊C、不揮発性、青色蛍光性の液状物質を開発した。この物質は、

揮発性の有機溶媒を必要とせず室温で粘度が潤滑油と同程度の約 1.0 Pa·s の液体であり、絶対蛍

光量子収率３）が約 50%の青色発光を示す。さらにこの液体に固体粉末状の発光性色素を少量混ぜ

込むことで、白色に発光するペースト状の材料とすることができる。白色発光する文字の印字や

大面積塗布、UV-LED 表面へコーティングを施した白色発光ライトなど、塗布しても高輝度の白

色で発光する材料を作り出すことに成功した。 

 

４．本研究では、青色発光する不揮発性の液体内に少量の固体色素を混ぜ込むだけという、非常に

簡単な操作のみで良質に白色発光する材料の開発に至った。この液体材料は、様々な形状の基材

表面に塗布可能であり、照明装置などの製造工程を大幅に簡略化できることが期待される。また、

高精度に発光色を調整することができ、フルカラー発光を示す液体も容易に調整できることから、

次世代のプリンタブルエレクトロニクス４）に向けた新たな発光材料となることが期待できる。 

 

５．本研究成果はドイツ化学会発行 Angewandte Chemie International Edition（2012, 51, 3391-3395）誌

に掲載、Nature（2012, 484, 9）誌にハイライトされている。 
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研究の背景 

有機材料の薄膜構造から成る太陽電池や有機 EL５）に代表される有機エレクトロニクス素子６）の

開発は、軽量、柔軟性に優れ（フレキシブル）、印刷加工が可能（プリンタブル）、レアアース元素

を使用しないため安価などの利点から、無機（シリコンなど）系の電子素子の代替基盤技術として、

近年盛んに研究・製品開発が行われている。有機エレクトロニクス素子用の材料開発では、先ず光

機能や電子機能に優れた性能を持つ有機分子や高分子を有機合成手法によって作製し、真空蒸着法

やスピンコート法などにより薄膜化させ、その光・電子機能などの基礎物性を解析する。さらに、

素子上への分子の固定化・薄膜化、素子としての性能評価などの複雑な開発ステップが必要となる。

これまでに多くの分子群が合成され、その基礎物性、素子としての性能評価が行われてきているが、

目標となる発電や発光の効率性能を十分に満たす例は極めて限られているのが現状である。 

照明装置の年間電力消費量は消費電力全体の約 20%を占めており、照明装置の電力消費を抑制す

ることは温室効果ガス排出量低減に欠かせない重要な技術の一つと考えられている。なかでも白色

発光を示す有機材料は、白熱電球や蛍光灯を代替することが可能な次世代照明の光源材料として期

待されている。優れた光源材料の開発は高い発光効率、面状発光などの特徴を活かした光利用効率

の高い照明装置の開発に直結しており、安価かつ簡便に製造可能な白色発光有機材料の創出はこれ

ら技術革新の鍵となる。 

これまでに開発されてきた有機材料では、主に溶液中に分散した状態で白色の発光性を示すが、

その溶液を基板上に塗布し溶媒を蒸発させると分子同士が凝集してしまうなど分散性が悪いために、

本来の白色発光性能を十分に発揮できないなどの問題点があった。また、加工プロセスの観点から

は、高輝度な白色発光を簡便な方法で調製できる有機材料であることが望ましい。 

 

今回の研究成果 

中西らは、有機分子を有機溶媒中に希釈することなく、バルクな状態においても分子固有の光・

電子機能を発揮することのできる有機分子材料を開発した。この有機材料では分子内で光・電子機

能を司るコアとなる部位が孤立的に配置されるよう設計されており、分子同士の凝集は起こらない。

この分子のコアには蛍光機能を持つオリゴフェニレンビニレン（OPV）（図 1a）を採用し、その常

温で液体化する特性に着目した。枝分かれした柔軟性の高いアルキル鎖をOPV コアの周りに連結す

ることで、OPV コアの部分を凝集させることなく孤立化できる（図 1b）。したがって、蛍光機能を

持つOPV を凝集の影響なく、高密度かつ高濃度にバルク材料内に存在させることができる。本物質

の融点は約－45 ˚Cであり、室温で液体のOPV 分子材料を開発することに成功した。この物質は絶

対蛍光量子収率が約 50%の青色発光を示す。また、導入するアルキル鎖の数によって粘度は調製で

き、潤滑油と同程度の約 1~4 Pa·sの流体であった。液状のOPV 分子の紫外－可視吸収スペクトルお

よび蛍光スペクトルは、同一分子が有機溶媒中に均一に分散された希薄溶液のスペクトルとほぼ一

致（図 1cおよび 1d）しており、希薄溶液中で見られる分子固有の光および電子機能と、室温液体の

バルク状態における同機能がほぼ同じであることを意味している。このOPV の青色発光特性と液体

物性をそのまま応用することで、簡便な方法で調製できる高輝度に白色発光する有機材料の開発を

目指した。 

青色発光を示すOPV 液体に、固体粉末の発光色素（ここでは緑色発光のAlq3７）と橙色発光のル
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ブレン８））を加え（1:1.65:0.23 のモル比）、混ぜ棒を用い約 1 分間かき混ぜることにより、紫外光照

射下で白色発光（CIE 色度座標９）：0.33, 0.34）するペースト状材料を作製できた（図 2a）。この白色

発光の絶対蛍光量子収率は約 40%となる。簡単なデモンストレーションとして、調合したペースト

状材料をボールペン芯内に流し込み白色発光する文字の印字（図 2b）、5 x 5 cm
2以上の広面積塗布（図

2c）、ならびに 375 nmで青色発光するUV-LED表面へコーティングを施した白色発光ライト（図 2d）

など、塗布しても高輝度の白色で発光する材料を作り出すことに成功した。 

 

今後の展開と波及効果 

本研究では、青色蛍光性の室温液状の物質を有機合成し、少量の固体色素を混ぜ込む簡便な操作

のみで、白色発光のペースト状材料の開発に成功した。このペースト状材料は、様々な形状、基材

の表面に塗布でき良質な面状白色発光を示すことから、照明装置などの製造工程を大幅に簡略化で

きることが期待される。また、この有機液体に混合できる固体色素には、既に市販されている様々

なエレクトロニクス用発光材料を選ぶことができ、添加量を変え、適宜種類を選択することで、高

精度な色度の調整（赤味や青味のある白色）のみならずフルカラー発光を示す液体も容易に調整で

きる（図 3）。これにより、印刷可能、フレキシブル、軽量、大面積な発光性デバイス（照明、パネ

ル、ディスプレイなど）への適用を目指す有機材料の応用研究が今まで以上に加速するものと考え

られる。今後は、現状ペースト状の物質を固化してさまざまなデバイス作製プロセスに耐えられる

ようにすること、高輝度性能を保持した超薄膜材料として加工することが当面の課題となる。 

 

 

掲載論文：Solvent-Free Luminescent Organic Liquids 

著者：Sukumaran Santhosh Babu, Junko Aimi, Hiroaki Ozawa, Naoto Shirahata, Akinori Saeki, Shu Seki, 

Ayyappanpillai Ajayaghosh, Helmuth Möhwald, and Takashi Nakanishi* 

掲載誌：ドイツ化学会発行Angewandte Chemie International Edition（2012, 51, 3391-3395）誌に掲載、

Nature（2012, 484, 9）誌にハイライトされている。 

 



 4 

 

図 1 （a）本研究に用いたオリゴフェニレンビニレン（OPV）分子（1および2）の化学構造式。R

は分枝状の柔軟性の高いアルキル鎖。 

（b）化合物 2の分子構造模型。OPV コア部分がアルキル鎖により覆われ、孤立している。 

（c, d）1 および 2 の溶液中ならびに無溶媒液体状態の紫外-可視吸収スペクトル（c）および蛍光ス

ペクトル（d）。挿入は、化合物 1の可視光下（c）および 365 nmの紫外光下（d）の写真。 
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図 2 （a）OPV 常温液体に、緑色（Alq3）および橙色（ルブレン）発光の固体色素を混ぜ込むこと

により白色発光ペースト材料を調合。 

（b）ボールペンで印字した白色発光（365 nmの紫外光照射）。 

（c）5 x 5 cm
2の白色発光する広面積塗布（365 nmの紫外光照射）。 

（d）375 nm UV-LEDの発光写真。白色発光ペーストのコーティングなし（左）、有り（右）。 
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図 3  OPV 常温液体に混ぜる発光色素のモル比を調製して得られる（a）青っぽい白（cool-white）

（i）、真っ白（pure-white）（ii）、赤っぽい白（warm-white）（iii）の発光写真。 

（b）CIE色度図に（a）の三種の白色をプロット。（i;  0.23, 0.31）、（ii;  0.33, 0.35）、（iii;  0.37, 0.38）。 

（c）混ぜる発光色素の種類、添加量を調製し、フルカラー発光を達成。NIMSの文字を印字。
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＜用語解説＞ 

1) 白色発光 

青と黄色、紫と黄緑、緑と赤紫といった補色関係にある 2色を混合するか、赤、緑、青の 3原色

混色により白色を生み出す方法が知られている。特徴としては、400~700 nmの発光スペクトル波長

域を広くカバーする場合、白色発光性を示す。 

 

2) アルキル鎖 

 炭素と水素から構成される鎖状の有機分子の総称。分子構造式上で「R」として表示される。 

 

3) 絶対蛍光量子収率 

 吸収（励起）によって蛍光分子に吸収された光子数と、蛍光によって放出された光子数の比を現

すのが蛍光量子収率である。なかでも、量子収率既知の参照試料を用いないで量子収率が求められ

たものが絶対蛍光量子収率となる。 

 

4) プリンタブルエレクトロニクス 

 印刷加工（大面積印字やロール状印字加工）によって創り出されるエレクトロニクス材料や素子

の総称。 

 

5) 有機エレクトロルミネッセンス（EL） 

ルミネッセンスとは材料の発光現象の一種であり、材料が過剰なエネルギーを光として放出して

安定な状態に戻る現象のことを言う。光（フォトルミネッセンス）、化学、熱、電気による励起方法

があり、エレクトロルミネッセンスは電気的エネルギーによる励起により発光する現象であり、エ

レクトロルミネッセンスを示す材料が有機物であるデバイスが有機ELと総称される。 

 

6) 有機エレクトロニクス 

 有機・高分子材料を素材とするエレクトロニクス材料や電子素子の総称。有機薄膜型太陽電池、

色素増感型太陽電池、有機電界効果トランジスタや有機ELなどが分類される。 

 

7) Alq3 

トリス（8-キノリノラト）アルミニウム（Alq3）は、アルミニウムと三つの 8-キノリノール配位

子の二座配位による錯体であり、緑発光を示す有機EL 用材料として広く使用されている。 

 

Alq3の化学構造式 
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8) ルブレン 

テトラセンの 5,6,11,12-位にフェニル基を導入した誘導体、オレンジ発光を示す有機半導体である。

ルブレン単結晶は、有機EL や有機電界効果トランジスタ（OFET）などへの応用に広く用いられて

いる。 

 

ルブレンの化学構造式 

 

9) CIE色度座標 

CIE：Commission Internationale de l’Éclairage（国際照明委員会）の略で、CIE標準色度座標を定め

ている。理想白色は（0.33, 0.33）の座標軸とされている。 

 

CIE 色度座標（CIE 1931 standard colorimetric observer より） 
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本件に関するお問い合わせ先 

（研究内容に関すること） 

 独立行政法人物質･材料研究機構 先端的共通技術部門 

 高分子材料ユニット 有機材料グループ 主幹研究員 

 中西 尚志（なかにし たかし） 

 〒305-0047 茨城県つくば市千現 1-2-1 

E-mail：NAKANISHI.Takashi@nims.go.jp 

Tel：029-860-4740 Fax：029-859-2101 

 

（報道担当） 

独立行政法人物質・材料研究機構 企画部門広報室 

 〒305-0047茨城県つくば市千現 1-2-1 

 Tel：029-859-2026 Fax：029-859-2017 


