
有機EL討論会　15周年記念公開シンポジウム・第33回例会　開催プログラム
2021.10.14

2021年11月18日（木）, 19日（金）

オンライン（ライブ形式）

11月18日(木) 公開シンポジウム　13:00～17:45

13:00 ～ 13:05

L1：特別講演Ⅰ 座長： 熊 均 （出光興産株式会社 電子材料部）

L1-1 13:05 ～ 14:05 有機 EL 研究:フラスコから大型テレビまでの30年 城戸 淳二
山形大学大学院有機材料システム研究科
有機材料システム専攻 卓越研究教授

L1-2 14:05 ～ 15:05 Next Frontiers in OLED Technology Julie Brown
Universal Display Corporation (UDC)
Executive Vice President and CTO

15:05 ～ 15:20 休憩　（ 15分 ）

L2：特別講演Ⅱ 座長： 中 茂樹 （富山大学 学術研究部工学系）

L2-1 15:20 ～ 16:20 有機CT相互作用が切り拓く高性能OLEDと学理の深化 安達 千波矢
九州大学工学研究院・主幹教授／最先端
有機光エレクトロニクス研究センター・セン
ター長

L2-2 16:20 ～ 17:20 出光興産の有機EL材料開発史 ｰ青色実用化への挑戦と企業研究の課題ｰ 河村 祐一郎 出光興産株式会社　主任研究員

A1：企業展示 座長： 中 茂樹 （富山大学 学術研究部工学系）

A1-1 OLED に関する分析技術紹介 株式会社住化分析センター

A1-2 OLED 関連の開発企画・事業計画に役立つ情報提供 UBI Research　Co., Ltd.

A1-3 有機EL材料研究用安定同位体 大陽日酸株式会社

A1-4 「ニーズファースト型」産学連携
山形大学 INOEL
フレキシブル基盤技術研究グループ

A1-5 有機ELに関する最新分析技術動向のご紹介 株式会社東レリサーチセンター 

A1-6 シュレーディンガー株式会社

17:40 ～ 17:45

18:00 ～ 19:30

日 時

会 場

公開シンポジウム開会の辞　熊 均 （出光興産株式会社 電子材料部）

17:20 ～ 17:40

Materials Science Suiteによるシミュレーションと機械学習を用いた有機EL分子の設計と解析

公開シンポジウム閉会の辞　田中 泰三 （ソニー株式会社 R＆Dセンター ）

オンライン交流会
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11月19日(金) 　例会　10:00～16:40

S1：発光材料 座長： 中野谷 一 （九州大学 大学院工学研究院）

S1-1 10:00 ～ 10:20 ドナー・アクセプター直交型TADF分子における高効率発光メカニズム解析 和田 啓幹 京都大学 化学研究所

S1-2 10:20 ～ 10:40
Thioxanthone-based efficient blue thermally activated delayed fluorescence emitter
showing very fast reverse intersystem crossing

Yongxia Ren
Institute for Chemical Research, Kyoto
University

S1-3 10:40 ～ 11:00
高速かつ定量的な電子遷移速度定数計算手法の開発とベンゾフェノンの光励起状態
への応用

志津 功將 京都大学 化学研究所

11:00 ～ 11:10 休憩　（ 10分 ）

S2：分子配向 座長： 福島 大介 （住友化学株式会社 先端材料開発研究所）

S2-1 11:10 ～ 11:30 高秩序な自発配向を誘起する極性分子の設計指針 田中 正樹
九州大学
最先端有機光エレクトロニクス研究センター

S2-2 11:30 ～ 11:50 重水素化材料を用いた非晶質有機半導体膜中の官能基配向評価 鮏川 慶仁
山形大学
大学院有機材料システム研究科

11:50 ～ 13:10

S3：デバイス 座長： 横山 大輔 （山形大学 大学院有機材料システム研究科）

S3-1 13:10 ～ 13:30 超低仕事関数電極の実現によるOLEDの電子注入・輸送機構の解明 稲牆 魁斗 東京理科大学 理学研究科

S3-2 13:30 ～ 13:50 有機ELデバイス寿命に影響を与える不純物評価 鈴木 健太 株式会社アルバック

13:50 ～ 14:00 休憩　（ 10分 ）

S4：評価・解析 座長： 小林 隆史 （大阪府立大学 大学院工学研究科）

S4-1 14:00 ～ 14:20
微小正弦波重畳型変位電流評価法による電気化学発光セルの評価： 電圧掃引方向
によるインピーダンスの違い

田中 有弥 千葉大学 先進科学センター

S4-2 14:20 ～ 14:40
周期的な屈折率変調格子構造による光取り出し向上の簡易な見積もりII ～二次元格
子の取り扱い、プラズモニック格子への応用～

石堂 能成 産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門

S4-3 14:40 ～ 15:00 有機半導体結晶中の移動度シミュレーション 大塚 勇起 シュレーディンガー株式会社

15:00 ～ 15:10 閉会の辞： 野田 和宏 副実行委員長 （株式会社JOLED 技術開発本部）

15:10 ～ 16:40 ポスター討論　（S1, S2, S3, S4）

【講演奨励賞対象者について】一般口頭発表における35歳以下の発表者が講演奨励賞の対象になります。

昼食　（ 80分 ）

【講演形式について】本討論会における講演発表は一般口頭発表（20分：質疑あり）とポスター討論（90分）の両方で行います。

【ポスター討論について】講演者と参加者の討論を促すため、一般講演における口頭発表者が講演会終了後に参加者と討論する場（ポスター討論）を設けます。
是非ご参加ください。
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