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「ひびきの LED アプリケーション創出協議会」立ち上げから２年が経過し、一部の研究会では具体的な
事業化のステージに移ってきたものも現れてきました。そのような中で LED 関連の研究開発にご興味を
お持ちの皆様のお役に立つと思われる題材を中心にご講演いただきます。

第 119 回 産学交流サロン「ひびきのサロン」

GaN-on-Si LED による照明市場への展開
株式会社東芝セミコンダクター &ストレージ社
ディスクリート半導体事業部白色 LED 開発部

白色 LED 応用技術担当　グループ長　高橋　望　氏

高出力 LED 投光器
～放熱構造の最適デザインによるコンパクト化の可能性～
北九州市立大学 国際環境工学部 機械システム工学科

准教授　井上　浩一　氏

紫外（UV)-LED を活用した光照射殺菌装置の開発
～水浄化装置の実用化について～

日本プライスマネジメント株式会社
代表取締役社長　吉　赫哲　氏

地域政策としての「LED アプリケーション創出活動」
の重要性と可能性

財団法人　九州経済調査協会　調査研究部
主任研究員　平田　エマ　氏

交流会 １７ ： ３０～１９ ： ００

参加費 1,000 円

※「ひびきの会」 会員は無料

14：20-15：05

15：05-15：45

15：55-16：35

16：35-17：15



貴　社　名

住　　　所

参加者氏名

電 話 番 号

ひびきの会員 サロン参加歴

E - m a i l

メールマガジンによるサロン等の案内を　　 □希望する　　□希望しない　　□登録済

FAX 番 号

所属・役職

交  流  会 □参加する　 □参加しない

□初めて  　□参加歴あり□会員である  □会員ではない

ふ　り　が　な

第
119
回
ひ
び
き
の
サ
ロ
ン
参
加
申
し
込
み

FAX での申し込みはこちらから

下の用紙にご記入いただき、 切り取らず

そのままこちらの面を FAX して下さい。

(093)695-3018

ご記入いただいた個人情報は、( 公財 ) 北九州産業学術推進機構が細心の注意をもって取り扱います。また、無断で第三者に提供することはありません。当財団が関与する
産学連携に関するイベント等についてDMや E-mail 等にてご案内する場合があります。

第 119 回産学交流サロン 「ひびきのサロン」
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～最前線研究開発情報と面白い応用分野紹介～

「GaN-on-Si LED による照明市場への展開」
株式会社東芝ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ&ｽﾄﾚｰｼﾞ社

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体事業部白色 LED 開発部

白色 LED 応用技術担当 グループ長　高橋　　望　氏

1987 年　株式会社東芝入社

　　　　　　LED 製品開発 ・ ディスプレイ用モジュール開発業務従事

1993 年　同　応用技術業務従事

2010 年　同　技術マーケティング部　新市場開発推進担当兼務

LED 照明が注目されています。 サファイア ・ＳｉＣ基板を用いて量産

化が始まった青色ＬＥＤは、 新しいフェーズに入り、ＧａＮ基板 ・Ｓｉ基

板などによる取組が加速しています。 東芝では GaN-on-Ｓｉ技術に

よる LED の量産を開始しました。 この技術による LED の開発状況 ・

製品展開などについて発表させて頂きます。

「高出力 LED 投光器

～放熱構造の最適デザインによるコンパクト化の可能性～」
　北九州市立大学 国際環境工学部 機械システム工学科

准教授　井上　浩一　氏

2004 年　九州大学大学院 工学研究院 航空宇宙工学部門 講師

2009 年　北九州市立大学 国際環境工学部 機械システム工学科

　　　　　　准教授

数万 lm 以上の高出力 LED 照明では放熱部がきわめて大型となる

ため、 そのコンパクト化は最も重要な課題の一つとなります。 本講

演では、 自然空冷型高出力 LED 投光器の放熱構造を対象として

実施した最適化検討の例をご紹介します。

講演１ 講演２

講演３ 講演４

平成２５年３月２２日（金）
講演 14：15 ～ 17：15

交流会 17：30 ～ 19：00

（略歴）

「地域政策としての 『LED アプリケーション創出活動』

の重要性と可能性」
財団法人九州経済調査協会

調査研究部　主任研究員　平田　エマ　氏

1997 年  財団法人九州経済調査協会入社

2009 年  同上　調査研究部主任研究員

我が国の半導体産業が、 大きな転換期を迎える中、 北九州市では、

新産業育成の１つの方向性として LED アプリケーション創出活動を

展開しています。 今回は、 このような活動の意義や地域経済への

インパクト、 課題等を他事例比較も踏まえながら、 ご報告致します。

（略歴）

「紫外（UV)-LED を活用した光照射殺菌装置の開発
～水浄化装置の実用化について～」

日本プライスマネジメント株式会社

代表取締役社長　吉　赫哲　氏

2005 年 4 月～ 2008 年 3 月　熊本県立大学　環境共生学　博士

2008 年 4 月～ 2011 年 3 月　熊本県立大学　PD 研究員 （研究助手）

2011 年 4 月～　　　　　　　　　熊本県立大学　特任准教授

2011 年 6 月～　　　　　　　　　日本プライス ・ マネジメント合同会社　設立

2012 年 8 月～　　　　　　　　　日本プライスマネジメント株式会社　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役社長就任

弊社では紫外線 (UV)-LED の高密度実装、 冷却、 制御の

技術を生か し、 紫外線光照射装置の開発を行っております。

水銀ランプの数十倍から数百倍の出力を実現しており、 組み

合わせ次第では医 療、 産業、 環境、 食品などの分野で幅

広く活用できます。 水銀ランプの課題として指摘されていたラ

ンプの交換や廃棄処理、 環境 負荷とランニングコストの問題

が解決されます。 本プレゼンでは、 紫外線 (UV)-LED 光照

射装置の下水処理、 養殖 （養鰻、 稚魚） 業における殺菌消

毒などの現場での実証試験について紹介します。

（略歴）

（略歴）

かくてつ




