
JP 2008-503087 A 2008.1.31

(57)【要約】
　本発明は、≧550nm乃至≦750nm、好ましくは≧630nm
乃至≦700nmの波長の光を発する少なくとも１つの赤色
光発光及び／又は変換層、及び／又は≧400nm乃至≦550
nm、好ましくは≧420nm乃至≦500nmの波長の光を発する
少なくとも１つの青色光発光層、及び／又は≧530nm乃
至≦610nmの波長の光を発する少なくとも１つの緑色及
び／又は黄色発光ルミネセンス材料を有し、それによっ
て、前記少なくとも１つの緑色及び／又は黄色発光ルミ
ネセンス材料が、前記少なくとも１つの青色光発光層に
よって発せられる光を吸収することが出来るLEDであっ
て、前記赤色光発光及び／又は変換層が、半導体材料で
できていることを特徴とするLEDに関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　－　≧550nm乃至≦750nmの波長の光を発する少なくとも１つの赤色光発光及び／又は変
換層と、
－　≧400nm乃至≦550nmの波長の光を発する少なくとも１つの青色光発光層と、
－　≧530nm乃至≦610nmの波長の光を発する少なくとも１つの緑色及び／又は黄色発光ル
ミネセンス材料とを有し、それによって、前記少なくとも１つの緑色及び／又は黄色発光
ルミネセンス材料が、前記少なくとも１つの青色光発光層によって発せられる光を吸収す
ることが出来るLEDであって、
　　前記赤色光発光及び／又は変換層が、半導体材料でできていることを特徴とするLED
。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの赤色光発光及び／又は変換層が、前記少なくとも１つの青色光発
光層によって発せられる光を吸収することが出来る請求項１に記載のLED。
【請求項３】
　－　前記赤色光発光及び／又は変換層が、AlxInyGazP (x+y+z=1)、AlxGa1-xP (x≧0且
つ≦1)、AlxGa1-xAsyP1-y (x≧0且つ≦1；y≧0且つ≦1)、AlxGayInzAsuP1-u (x+y+z=1；u
≧0且つ≦1)又はその混合物を有するグループから選択され、且つ／又は
－　前記青色光発光層が、AlxInyGazP (x+y+z=1)、AlxGa1-xP (x≧0且つ≦1)、AlxGa1-xA
syP1-y (x≧0且つ≦1；y≧0且つ≦1)、AlxGayInzAsuP1-u (x+y+z=1；u≧0且つ≦1)又はそ
の混合物を有するグループから選択され、且つ／又は
－　前記緑色及び／又は黄色発光ルミネセンス材料が、BaxSr1-xGa2S4:Eu (x≧0且つ≦1)
、BaxSr1-xSiO4:Eu (x≧0且つ≦1)、SrSi2N202:Eu (x≧0且つ≦1)、(YxGd1-x)3(Al1-yGay
)5O12:Ce (x≧0且つ≦1；y≧0且つ≦1)、(YxGd1-x)3(Al1-yGay)5O12:Ce:Ce,Pr (x≧0且つ
≦1；y≧0且つ≦1)又はその混合物を有するグループから選択される請求項１又は２に記
載のLED。
【請求項４】
　≧2000K乃至≦6000Kの色温度範囲において、≧80且つ≦100の演色Ra8を持つ請求項１乃
至３のいずれか一項に記載のLED。
【請求項５】
　≧３０ルーメン／Ｗ且つ≦６０ルーメン／Ｗ、好ましくは≧３５ルーメン／Ｗ且つ≦５
５ルーメン／Ｗ、最も好ましくは≧４０ルーメン／Ｗ且つ≦５０ルーメン／Ｗの発光効果
を持つ請求項１乃至４のいずれか一項に記載のLED。
【請求項６】
　－　前記LEDの発光スペクトルが、≧2Woptical乃至≦30Wopticalの最大発光強度と、≧
15nm且つ≦100nmの半値全幅とを備える、≧400nm乃至≦550nm、好ましくは≧420nm乃至≦
500nmの波長範囲内の発光帯域を有し、且つ／又は
－　前記LEDの発光スペクトルが、≧2Woptical乃至≦30Wopticalの最大発光強度と、≧15
nm且つ≦100nmの半値全幅とを備える、≧550nm乃至≦750nm、好ましくは≧630nm乃至≦70
0nmの波長範囲内の発光帯域を有する請求項１乃至５のいずれか一項に記載のLED。
【請求項７】
　前記LEDが、基板を備えるLEDチップを有し、前記基板が、１つの第１面上を少なくとも
１つの赤色光発光及び／又は変換層で、該第１面の反対側である面上を少なくとも１つの
青色光発光層で、コーティング及び／又は被覆される請求項１乃至６のいずれか一項に記
載のLED。
【請求項８】
　前記LEDが、少なくとも１つの赤色光発光層及び少なくとも１つの青色光発光層を備え
るLEDチップを有し、前記LEDチップが、前記少なくとも１つの緑色及び／又は黄色発光ル
ミネセンス材料によって囲まれ、且つ／又は部分的に若しくは完全に被覆される請求項１
乃至７のいずれか一項に記載のLED。
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【請求項９】
　前記赤色光発光及び／又は変換層によって放射される光子の≧９０％乃至≦１００％、
好ましくは≧９５％乃至≦１００％が、前記LEDに吸収されないままである請求項１乃至
８のいずれか一項に記載のLED。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載のLEDを有するシステムであって、以下のアプリ
ケーション、即ち、
－　家庭用アプリケーション、
－　店舗照明、
－　家庭用照明、
－　アクセント照明、
－　スポット照明、
－　劇場照明、
－　博物館照明、
－　光ファイバアプリケーション、
－　投影システム、
－　照光表示器、
－　ピクセルで構成されたディスプレイ、
－　セグメントに分けられたディスプレイ、
－　警告標識、
－　医療用照明アプリケーション、
－　インジケータ標示、
－　装飾用照明、
－　オフィス照明、
－　仕事場の照明、
－　自動車用前方照明、
－　自動車用補助照明及び
－　自動車用室内照明といったアプリケーションのうちの１つ以上において又はとして用
いられるシステム。
【請求項１１】
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載のLEDを作成する方法であり、
　ａ）基板を持つLEDチップを設けるステップと、
　ｂ）前記基板の第１面を少なくとも１つの赤色光発光及び／又は変換層でコーティング
及び／又は被覆するステップと、
　ｃ）前記基板の、前記第１面と反対側である面を、少なくとも１つの青色発光層でコー
ティング及び／又は被覆するステップと、
　ｄ）前記LEDチップを前記少なくとも１つの緑色及び／又は黄色発光ルミネセンス材料
で部分的に若しくは完全に被覆し、且つ／又は囲むステップと、
　ｅ）前記LEDチップの前記赤色光発光及び／又は変換層が鏡面カップの鏡のうちの１つ
の方へ突き出るようにして、該LEDチップ及びポリマ材料を該鏡面カップ内に設けるステ
ップとを有し、前記ステップｂ）及びｃ）は、逆の順序で実施されてもよい方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、LEDの分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　LEDは、大きさが非常に小さいにもかかわらず、鮮やかな色で、非常に効率的に発光を
生成することが出来る半導体装置である。更に、LEDによって生成される発光は、優れた
単色光ピーク(monochromatic peak)を持つ。しかしながら、LEDによって白色光を生成す
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るのには依然として問題がある。LEDによる白色光を得るために、様々な技術が検討され
ている。通常、多数のLEDの発光を拡散させ、混ぜ合わせることによって白色光を生成す
るために、色混合プロセスが必要とされる。例えば、（本願明細書では、各々、赤色LED
、緑色LED及び青色LEDと呼ばれる）各々が可視スペクトルの赤色、緑色又は青色の領域内
の波長において発光を生成する３つのLEDが、互いに接近して配置され得る。しかしなが
ら、これらのLEDの各々は、優れた単色光ピークを持つ。従って、これらの色を互いに混
ぜ合わせることによって生成される白色光は、多くの場合、不均一であり、即ち、白色光
の色度(color point)は、黒体軌跡(black body line)にかからず、又は白色光は、黒体放
射線と同等であり得るスペクトル分布を表わさない。
【０００３】
　即ち、三原色の発光は、望ましいようには混ぜ合わされ得ず、結果として生じる白色光
は不均一であろう。この色の不均一の問題を取り除くために、例えば、欧州特許出願公開
公報第1160883号及びそこで引用されている従来技術において開示されているような、青
色LEDと、黄色発光燐光体とを組み合わせて用いることにより、白色光を生成する技術が
開発された。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来技術において呈示されているようなLEDの全てが、均一である白色
光を生成することは出来なかった。それ故、本発明の目的は、改善された白色光パフォー
マンスを持つLEDを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的は、本発明の請求項１により教示されているようなLEDによって達成される。
したがって、≧550nm乃至≦750nm、好ましくは≧630nm乃至≦700nmの波長の光を発する少
なくとも１つの赤色光発光及び／又は変換層、及び／又は≧400nm乃至≦550nm、好ましく
は≧420nm乃至≦500nmの波長の光を発する少なくとも１つの青色光発光層、及び／又は≧
530nm乃至≦610nmの波長の光を発する少なくとも１つの緑色及び／又は黄色発光ルミネセ
ンス材料を有し、それによって、前記少なくとも１つの緑色及び／又は黄色発光ルミネセ
ンス材料が、前記少なくとも１つの青色光発光層によって発せられる光を吸収することが
出来るLEDであって、前記赤色光発光及び／又は変換層が、半導体材料でできていること
を特徴とするLEDが提供される。
【０００６】
　好ましくは、前記少なくとも１つの赤色光発光及び／又は変換層は、≧630nm乃至≦700
nmの波長の光を発し、好ましくは、前記少なくとも１つの青色光発光層は、≧420nm乃至
≦500nmの波長の光を発し、好ましくは、前記少なくとも１つの緑色及び／又は黄色発光
ルミネセンス材料は、≧540nm乃至≦600nmの波長の光を発し、最も好ましくは≧545nm乃
至≦595nmの波長の光を発する。
【０００７】
　本願発明者は、「不均一性」の問題を研究し、赤色光発光及び／又は変換層として半導
体材料を用いることが有利であることを見出した。こうすることによって、とりわけ、前
記LEDの「赤色領域」における発光の質が改善される。
【０００８】
　本発明によれば、「半導体材料」という用語は、詳細には、前記材料が、薄膜構造のよ
うに堆積されることができ、且つ／又は上記の発光領域に従った若しくはそれ以上のバン
ドギャップを持ち、且つ／又は高い、即ち、≧５０％且つ≦１００％にわたる、より好ま
しくは≧６０％の、最も好ましくは≧７０％のフォトルミネセンス量子効率を持つことを
意味する。
【０００９】
　前記材料は、ドープ材料を十分に含むので多数の原子から成ることができ、前記発光は
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、帯間遷移に限定されず、埋め込みナノ構造又は色中心を含む。
【００１０】
　本発明の好ましい実施例によれば、前記少なくとも１つの赤色光発光及び／又は変換層
は、前記少なくとも１つの青色光発光層によって発せられる光を吸収することが出来る。
こうすることによって、前記LEDのより良好なスペクトルが得られ得る。
【００１１】
　本発明の好ましい実施例によれば、前記赤色光発光及び／又は変換層は、AlxInyGazP (
x+y+z=1)、AlxGa1-xP (x≧0且つ≦1)、AlxGa1-xAsyP1-y (x≧0且つ≦1；y≧0且つ≦1)、A
lxGayInzAsuP1-u (x+y+z=1；u≧0且つ≦1)又はその混合物を有するグループから選択され
、且つ／又は前記青色光発光層は、AlxInyGazP (x+y+z=1)、AlxGa1-xP (x≧0且つ≦1)、A
lxGa1-xAsyP1-y (x≧0且つ≦1；y≧0且つ≦1)、AlxGayInzAsuP1-u (x+y+z=1；u≧0且つ≦
1)又はその混合物を有するグループから選択され、且つ／又は前記緑色及び／又は黄色光
発光ルミネセンス材料は、BaxSr1-xGa2S4:Eu (x≧0且つ≦1)、BaxSr1-xSiO4:Eu (x≧0且
つ≦1)、SrSi2N202:Eu (x≧0且つ≦1)、(YxGd1-x)3(Al1-yGay)5O12:Ce (x≧0且つ≦1；y
≧0且つ≦1)、(YxGd1-x)3(Al1-yGay)5O12:Ce:Ce,Pr (x≧0且つ≦1；y≧0且つ≦1)又はそ
の混合物を有するグループから選択される。
【００１２】
　前記赤色光発光及び／若しくは変換層、前記青色光発光及び／若しくは変換層、並びに
／又は前記緑色及び／若しくは黄色光発光ルミネセンス材料のために又は内で、ドープ剤
が用いられる場合には、好ましいドーピングレベルは、≧０．１％と≦２０％との間であ
り、より好ましくは≧０．５％と≦５％との間である。
【００１３】
　本発明の好ましい実施例によれば、前記LEDは、≧2000K乃至≦6000K、好ましくは≧250
0K乃至≦5000Kの色温度範囲において、≧80、好ましくは≧85、より好ましくは≧90、最
も好ましくは≧95且つ≦100の演色(color rendering) Ra8を持つ。
【００１４】
　こうすることによって、従来技術から既知のLEDよりはるかに良好な白色光発光動作を
備えるLEDが得られ得る。
【００１５】
　本発明の好ましい実施例によれば、前記LEDは、≧１０ルーメン／Ｗ且つ≦２００ルー
メン／Ｗ、好ましくは≧２０ルーメン／Ｗ且つ≦１５０ルーメン／Ｗ、最も好ましくは≧
３０ルーメン／Ｗ且つ≦１２０ルーメン／Ｗの発光効果(light efficacy)を持つ。
【００１６】
　本発明の好ましい実施例によれば、前記LEDの発光スペクトルは、≧2Woptical乃至≦30
Woptical、より好ましくは≧5Woptical乃至≦30Woptical、最も好ましくは≧15Woptical
乃至≦30Wopticalの最大発光強度と、≧15nm且つ≦100nm、より好ましくは≧15nm且つ≦5
0nm、更により好ましくは≧15nm且つ≦35nm、最も好ましくは≧15nm且つ≦20nmの半値全
幅とを備える、≧400nm乃至≦550nm、好ましくは≧420nm乃至≦500nmの波長範囲内の発光
帯域(light emittance band)を有する。
【００１７】
　本発明の好ましい実施例によれば、前記LEDの前記発光スペクトルは、≧2Woptical乃至
≦30Woptical、より好ましくは≧5Woptical乃至≦30Woptical、最も好ましくは≧15Wopti
cal乃至≦30Wopticalの最大発光強度と、≧15nm且つ≦100nm、より好ましくは≧15nm且つ
≦50nm、更により好ましくは≧15nm且つ≦35nm、最も好ましくは≧15nm且つ≦20nmの半値
全幅とを備える、≧550nm乃至≦750nm、好ましくは≧600nm乃至≦650nmの波長範囲内の発
光帯域を有する。
【００１８】
　本発明の好ましい実施例によれば、前記LEDは、≧550nm乃至≦750nm、好ましくは≧630
nm乃至≦700nmの波長の光を発する少なくとも１つの赤色光発光及び／又は変換層、及び
／又は≧400nm乃至≦550nm、好ましくは≧420nm乃至≦500nmの波長の光を発する少なくと
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も１つの青色光発光層、及び／又は少なくとも１つの緑色及び／又は黄色発光ルミネセン
ス材料を有する。
【００１９】
　本発明の好ましい実施例によれば、前記LEDは、基板を備えるLEDチップを有し、それに
よって、前記基板は、１つの第１面上を少なくとも１つの赤色光発光及び／又は変換層で
、該第１面の反対側である面上を少なくとも１つの青色光発光層で、コーティング及び／
又は被覆される。本発明の意味における「コーティング及び／又は被覆される」とは、詳
細には、前記基板上に幾つかの層が配置されてもよく、前記幾つかの層のうちの１つ以上
が前記発光及び／又は変換層であり、幾つかの他の層は他の目的のために役立ち得ること
を意味する。
【００２０】
　本発明の好ましい実施例によれば、前記LEDチップは、前記少なくとも１つの緑色及び
／又は黄色発光ルミネセンス材料によって囲まれ、且つ／又は部分的に若しくは完全に被
覆される。「囲まれ、且つ／又は部分的に被覆される」とは、詳細には、前記LEDチップ
が、前記少なくとも１つの緑色及び／又は黄色発光ルミネセンス材料を有する被覆材料に
よって囲まれ、且つ／又は部分的に被覆されることを意味する。この被覆材料は、ポリマ
及び／又はセラミック材料であり得る。ポリマが用いられる場合には、好ましくは、該ポ
リマは、シリコーンポリマ、PMMA、PS、PTFE、PC又はその混合物を有するグループから選
ばれる材料を有する。
【００２１】
　前記少なくとも１つの緑色及び／又は黄色発光ルミネセンス材料は、例えば、前記LED
チップを完全に又は部分的に囲む層又は被覆として、該LEDチップ上で育成される。これ
は、様々な方法で行なわれ得る。好ましくは、前記少なくとも１つの緑色及び／又は黄色
発光ルミネセンス材料は、電気泳動及び／又は沈降分離(sedimentation)によって育成さ
れる。
【００２２】
　本発明の好ましい実施例によれば、前記LEDは、少なくとも１つの赤色及び少なくとも
１つの青色光発光層を備えるLEDチップと、シリコンチップのまわりに配置されるポリマ
コーティングと、鏡とを有し、それによって、前記ポリマは、少なくとも１つの緑色及び
／又は黄色発光ルミネセンス材料を有し、前記鏡は、前記LEDチップから発せられる光を
反射する。
【００２３】
　本発明の好ましい実施例によれば、前記ポリマコーティングは、シリコーンポリマ、PM
MA、PS、PTFE、PC又はその混合物を有するグループから選ばれる材料を有する。
【００２４】
　本発明の好ましい実施例によれば、前記ポリマコーティング内の前記ルミネセンス材料
の濃度は、≧0.1wt%乃至≦50wt%、好ましくは≧1wt%乃至≦20wt%である。
【００２５】
　本発明の好ましい実施例によれば、前記赤色光発光及び／又は変換層によって放出され
る光子の≧９０％乃至≦１００％、好ましくは≧９５％乃至≦１００％は、前記LEDに吸
収されないままである。
【００２６】
　本発明によるLEDは、様々なシステムにおいて用いられることができ、システムは、と
りわけ、以下のアプリケーション、即ち、家庭用アプリケーション、店舗照明、家庭用照
明、アクセント照明、スポット照明、劇場照明、博物館照明、光ファイバアプリケーショ
ン、投影システム、照光表示器(self-lit displays)、ピクセルで構成されたディスプレ
イ、セグメントに分けられたディスプレイ、警告標識、医療用照明アプリケーション、イ
ンジケータ標示(indicator signs)、装飾用照明、オフィス照明、仕事場の照明、自動車
用前方照明及び自動車用室内照明といったアプリケーションのうちの１つ以上において又
はとして用いられる。
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【００２７】
　更に、本発明によるLEDを作成する方法であり、ａ）基板を持つLEDチップを設けるステ
ップと、ｂ）前記基板の第１面を少なくとも１つの赤色光発光及び／又は変換層でコーテ
ィング及び／又は被覆するステップと、ｃ）前記基板の、前記第１面と反対側である面を
、少なくとも１つの青色発光層でコーティング及び／又は被覆するステップとを有し、そ
れによって、前記ステップｂ）及びｃ）が逆の順序で実施されてもよく、ｄ）前記LEDチ
ップを前記少なくとも１つの緑色及び／又は黄色発光ルミネセンス材料で部分的に又は完
全に被覆し、且つ／又は囲むステップと、ｅ）前記LEDチップの前記赤色光発光及び／又
は変換層が鏡面カップ(mirror cup)の鏡のうちの１つの方へ突き出されるようにして、該
LEDチップ及び前記ポリマ材料を該鏡面カップ内に設けるステップとを有する方法が提案
されている。とりわけ、前記ステップｂ）及びｃ）は様々な方法で達成され得ることに注
意されたい。
【００２８】
　前記LEDチップを前記変換層と組み合わせる１つの方法は、該LEDチップの前記基板にお
ける変換材料の直接堆積によるものである。
【００２９】
　別の方法は、元の基板を取り除き、該元の基板を異なる基板と交換し、交換基板におい
て前記変換層を堆積させるもの、又は支持体上にあってもよく、若しくは支持体上になく
てもよい前記変換層上に前記LEDチップを直接取り付けるものである。
【００３０】
　前記変換層自体が、該変換層がLEDエピタキシャル（活性）層を機械的に支持すること
が出来るようにして育成される又は取り付けられることも考えられ、この実施例において
は、それは、前記少なくとも１つの青色発光層である。前記LED活性（エピタキシャル）
層と、前記変換層と、ありうる付加的な支持層とを取り付ける技術は、ファンデルワール
ス結合(van-der-Wals bonding)、熱融着、有機又は無機接着材料、金属又は他の無機若し
くは有機材料を使用するウェーハ融着、超音波融着、又は例えばUV触媒融着といった光誘
起付着の技術を含む。
【００３１】
　上記の構成要素、並びに請求項に記載されている構成要素、及び記載されている実施例
において本発明に従って用いられている構成要素は、該構成要素の大きさ、形状、材料選
択及び技術概念に関して、関連分野において既知の選択基準が制限なしに適用され得るよ
うに、如何なる特別な除外もなされない。
【００３２】
　例示的なようにして、本発明によるLEDの幾つかの好ましい実施例を示す各々の図の以
下の説明及び下位クレームにおいて、本発明の対象の更なる詳細、特徴及び利点を開示す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　図１は、本発明の第１及び第２実施例によるLEDのLEDチップを示している。図１から分
かるように、LEDチップは、基板１０と、青色光発光層２０と、赤色光発光及び／又は変
換層３０とを有する。本実施例においては、基本的に、基板は、本質的に透明であるAl2O

3サファイア基板から成る。これは、青色光発光層２０から放射される光子が赤色光発光
及び／又は変換層３０に入ることを可能にし、前記赤色光発光及び／又は変換層３０にお
いて、前記光子は赤色光に変換される。しかしながら、発光層であって、「該発光層自身
から」赤色光を発する発光層もまた、本発明の範囲内で用いられ得る。
【００３４】
　図２は、図１のチップを備えるLED装置を示している。図２から分かるように、LEDは、
保護のためにLEDチップのまわりにポリマコーティング４０を有する。本実施例において
は、このポリマコーティングは、基本的にシリコーンポリマから成るが、PMMA、PS、PTFE
及び／若しくはPCなどの他の材料、又はシリコーンポリマを含む若しくは含まないこれら
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有する。鏡面カップ５０及びLEDチップは、LEDチップを出て、鏡面カップ５０に向かう光
子が反射されるように、互いに対して配置される。本実施例においては、赤色光発光及び
／又は変換層２０から放射される光子が、反射される。この層からの光子は最も少ないエ
ネルギを持つことから、該光子は、LED内の如何なる材料によっても吸収されず、故に、
上記のように、該光子の>９０％がLEDに吸収されないままであることが出来る。
【００３５】
　更に、前記ポリマコーティング４０は、緑色及び／又は黄色光発光ルミネセンス材料を
有する。この材料は、青色光発光層２０から放射される光子を吸収し、緑色及び／又は黄
色の波長範囲内の、即ち、520nmと600nmとの間の光子を放射する。ポリマコーティング内
のルミネセンス材料の濃度は、０．１％と５０％との間である。
【００３６】
　本発明の第１実施例によれば、赤色光発光及び／又は変換層と、青色光発光層と、緑色
及び／又は黄色発光ルミネセンス材料のために、以下の材料、即ち、青色光発光層：In0.
2Ga0.8N、赤色光発光及び／又は変換層：In0.45Ga0.55P、緑色及び／又は黄色発光ルミネ
センス材料：Y3Al5O12:Ceといった材料が選ばれた。このLEDは、図３の通りの発光スペク
トルを持つ。
【００３７】
　このスペクトルが、465nm及び642nmにおいて、各々、（Tc 2700Kにおいて）略々0.08及
び0.12の強度を持ち、≧15nm且つ≦100nmの半値全幅を持つ２つの強い帯域を有すること
は、はっきりと分かるであろう。これらの帯域は、赤色及び青色発光層から生じる。500n
mと600nmとの間の波長範囲内の発光は、基本的に、緑色及び／又は黄色光発光ルミネセン
ス材料から生じる。
【００３８】
　本発明の第２実施例によれば、赤色光発光及び／又は変換層と、青色光発光層と、緑色
及び／又は黄色発光ルミネセンス材料のために、以下の材料、即ち、青色光発光層：In0.
2Ga0.8N、赤色光発光及び／又は変換層：In0.45Ga0.55P、緑色及び／又は黄色発光ルミネ
センス材料：SrSi2N202:Euといった材料が選ばれた。このLEDは、図４の通りの発光スペ
クトルを持つ。
【００３９】
　このスペクトルが、465nm及び642nmにおいて、（Tc 4000Kにおいて）略々0.13の強度を
持ち、≧15nm且つ≦100nmの半値全幅を持つ２つの強い帯域を有することは、はっきりと
分かるであろう。これらの帯域は、赤色及び青色発光層から生じる。500nmと600nmとの間
の波長範囲内の発光は、基本的に、緑色及び／又は黄色光発光ルミネセンス材料から生じ
る。
【００４０】
　測定方法：Ra8値は、CIE1931プロシージャ（ = ISO/CIE 10527-1991(E) 測色観測者(Co
lorimetric observers)）によって測定された。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の第１及び第２実施例によるLEDのLEDチップを示す。
【図２】図１のチップを備えるLED装置を示す。
【図３】本発明の第１実施例によるLEDの発光スペクトルである。
【図４】本発明の第２実施例によるLEDの発光スペクトルである。
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