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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　付活元素の単体及び／又は化合物、２価の金属の窒化物、３価の金属の窒化物、並びに
、４価の金属の窒化物を含む原料混合粉末を焼成して、下記一般式（Ｉ）で示される微量
酸素を含有する複合窒化物蛍光体を製造する方法であって、
　原料混合粉末を嵩密度０．０５ｇ／ｃｍ３以上１ｇ／ｃｍ３以下の状態とし、
　焼成温度を１２００℃以上１７５０℃以下とし、
　焼成雰囲気中の酸素濃度が１００ｐｐｍ（体積）以下であり、
　被焼成原料中の窒素と酸素の合計モル数に対する酸素のモル数が１％以上２０％以下と
なるように被焼成原料中に酸素を存在させて
焼成することを特徴とする複合窒化物蛍光体の製造方法。
　　Ｍ１

ａＭ２
ｂＭ３

ｃＭ４
ｄＮｅＯｆ　　（Ｉ）

（一般式（Ｉ）において、Ｍ１は付活元素、Ｍ２は２価の金属元素、Ｍ３は３価の金属元
素、Ｍ４は４価の金属元素であり、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆはそれぞれ下記の範囲の値で
ある。
　０．００００１≦ａ≦０．１５
　０．５≦ｂ≦２
　ｃ＝１
　０．５≦ｄ≦２
　１．５≦ｅ≦６
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　０＜ｆ≦１．２
　０＜ｆ／（ｅ＋ｆ）≦０．２）
【請求項２】
　付活元素Ｍ１がＣｒ，Ｍｎ，Ｆｅ，Ｃｅ，Ｐｒ，Ｎｄ，Ｓｍ，Ｅｕ，Ｔｂ，Ｄｙ，Ｈｏ
，Ｅｒ，Ｔｍ，及びＹｂよりなる群から選ばれる１種以上の元素であり、２価の金属元素
Ｍ２がＭｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ，及びＺｎよりなる群から選ばれる１種以上の元素であり
、３価の金属元素Ｍ３がＡｌ，Ｇａ，Ｉｎ，及びＳｃよりなる群から選ばれる１種以上の
元素であり、４価の金属元素Ｍ４がＳｉ，Ｇｅ，Ｓｎ，Ｔｉ，Ｚｒ，及びＨｆよりなる群
から選ばれる１種以上の元素であることを特徴とする請求項１に記載の複合窒化物蛍光体
の製造方法。
【請求項３】
　付活元素Ｍ１が少なくともＥｕを含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の複合窒
化物蛍光体の製造方法。
【請求項４】
　２価の金属元素Ｍ２の５０モル％以上がＣａ及び／又はＳｒであり、３価の金属元素Ｍ
３の５０モル％以上がＡｌであり、４価の金属元素Ｍ４の５０モル％以上がＳｉであるこ
とを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の複合窒化物蛍光体の製造方法。
【請求項５】
　酸化ユーロピウムを含むＥｕ原料を使用することを特徴とする請求項１ないし４のいず
れか１項に記載の複合窒化物蛍光体の製造方法。
【請求項６】
　炭素製のヒーターと炭素製の断熱材を有する焼成炉で焼成することを特徴とする請求項
１ないし５のいずれか１項に記載の複合窒化物蛍光体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複合窒化物蛍光体の製造方法に関する。さらに詳細には、微量酸素を含有す
る複合窒化物蛍光体を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　蛍光体は、蛍光灯、蛍光表示管（ＶＦＤ）、フィールドエミッションディスプレイ（Ｆ
ＥＤ）、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）、陰極線管（ＣＲＴ）、白色発光ダイオ
ード（ＬＥＤ）などに用いられている。これらのいずれの用途においても、蛍光体を発光
させるためには、蛍光体を励起するためのエネルギーを蛍光体に供給する必要があり、蛍
光体は真空紫外線、紫外線、可視光線、電子線などの高いエネルギーを有した励起源によ
り励起されて、紫外線、可視光線、赤外線を発する。
【０００３】
　しかしながら、蛍光体は前記のような励起源に曝される結果、蛍光体の輝度が低下する
という問題があり、輝度低下のない蛍光体が求められている。そのため、従来のケイ酸塩
蛍光体、リン酸塩蛍光体、アルミン酸塩蛍光体、ホウ酸塩蛍光体、硫化物蛍光体、酸硫化
物蛍光体などの蛍光体に代わり、輝度低下の少ない酸窒化物蛍光体として、Ｅｕ２＋イオ
ンを付活したＣａ－アルファサイアロン蛍光体が提案されている。
【０００４】
　このＥｕ２＋イオンを付活したＣａ－アルファサイアロン蛍光体は、概略以下に述べる
ような製造プロセスによって製造される。まず、窒化ケイ素（Ｓｉ３Ｎ４）、窒化アルミ
ニウム（ＡｌＮ）、酸化ユーロピウム（Ｅｕ２Ｏ３）の原料粉末をモル比でＳｉ：Ａｌ：
Ｅｕ＝１３：９：１となるように混合し、原料混合粉末を２００気圧の圧力を加えて圧縮
成形した状態で、１気圧の窒素ガス中において１７００℃の温度で１時間保持するホット
プレス法により焼成してＥｕ－アルファサイアロンを製造する。別に、窒化ケイ素（Ｓｉ

３Ｎ４）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、酸化カルシウム（ＣａＯ）の原料粉末をモル比
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でＳｉ：Ａｌ：Ｃａ＝１３：９：３となるように混合し、原料混合粉末を２００気圧の圧
力を加えて圧縮成形した状態で、１気圧の窒素ガス中において１７００℃の温度で１時間
保持するホットプレス法により焼成してＣａ－アルファサイアロンを製造する。そして、
この様にして得られたＥｕ－アルファサイアロンの粉末とＣａ－アルファサイアロンの粉
末をモル比で５０：５０の割合で混合し、１気圧の窒素ガス中において１７００℃の温度
で１時間保持するホットプレス法により焼成して、目的のＥｕ２＋イオンを付活したＣａ
－アルファサイアロン蛍光体を得る（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　このプロセスで得られるＥｕ２＋イオンを付活したＣａ－アルファサイアロンは、波長
４５０ｎｍから５００ｎｍの青色光で励起されて波長５５０ｎｍから６００ｎｍの黄色の
光を発する蛍光体となることが報告されている。
【０００６】
　しかしながら、紫外線や青色光を励起源とする白色ＬＥＤやプラズマディスプレイなど
の用途には、使用時の劣化が小さく、黄色以外に発光する蛍光体、特に波長６００ｎｍ以
上の赤色に発光する蛍光体も求められていた。
【０００７】
　また、この様にして得られる蛍光体は、使用される原料粉末の反応性がいずれも低いこ
とから、焼成時に原料混合粉末の間でなされる固相反応を促進する目的で高温において圧
縮成形した状態で原料混合粉末間の接触面積を多くして加熱されるために、非常に硬い焼
結体の状態で合成される。しかし、前記の蛍光体用途に適する粉末状態の蛍光体を得るた
めには、この様にして得られる蛍光体からなる焼結体を微粉末状態まで粉砕する必要があ
った。ところが、硬い焼結体からなる蛍光体をジョークラッシャーやボールミルなどを使
用して長時間と多大なエネルギーをかけて機械的に粉砕する際に、蛍光体の結晶母体中に
多数の欠陥を発生させてしまい、蛍光体の発光強度を著しく低下させてしまうという不都
合が生じていた。
【０００８】
　このために、加熱時に圧縮成形せずに粉末状態で焼成する方法が試みられたが、低温で
は原料の窒化物粉末間での固相反応が促進せずに、目的の蛍光体が生成しないため、１８
００℃以上の高温で蛍光体を合成する必要があった。ところが、この様な高温での焼成時
には窒化物原料からの窒素の脱離を伴う分解反応が起こるという不都合が発生するために
、それを抑制する目的で５気圧以上の窒素ガス雰囲気下で焼成する必要があり、高い焼成
エネルギーが必要とされるだけではなく、非常に高価な高温高圧焼成炉が必要となり、蛍
光体の製造コストを上昇させる原因となっていた。
【特許文献１】特開２００２－３６３５５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、従来の希土類付活サイアロン蛍光体とは異なる発光色、特にＥｕで付
活する場合には長波長の赤色に発光する蛍光特性を有し、圧縮成形せずに嵩密度の低い粉
末状態で比較的低温において低い雰囲気ガス圧力の下で焼成できるために焼成コストが低
く、大きな粉砕エネルギーをかけずに短時間の粉砕処理により発光強度の高い微粉末状態
の複合窒化物蛍光体を安価に製造する方法を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上記実情に鑑み、複合窒化物蛍光体の製造方法について鋭意研究を重ね
た結果、以下の（１）～（６）の製造方法を選択することにより、使用時の劣化の少ない
複合窒化物蛍光体を安価に製造する方法を見出し、本発明を完成した。特に、複合窒化物
蛍光体の中でも、酸素を微量含有するＣａＡｌＳｉＮ３：Ｅｕに代表される蛍光体は、紫
外から緑色にかけての励起光により効率良く励起されて高輝度に赤色発光を示すが、本発
明の方法はこの蛍光体の製造法に好適である。
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【００１１】
　（１）付活元素の単体及び／又は化合物、２価の金属の窒化物、３価の金属の窒化物、
並びに、４価の金属の窒化物を含む原料混合粉末を焼成して、下記一般式（Ｉ）で示され
る微量酸素を含有する複合窒化物蛍光体を製造する方法であって、原料混合粉末を嵩密度
０．０５ｇ／ｃｍ３以上１ｇ／ｃｍ３以下の状態とし、焼成温度を１２００℃以上１７５
０℃以下とし、焼成雰囲気中の酸素濃度が１００ｐｐｍ（体積）以下であり、被焼成原料
中の窒素と酸素の合計モル数に対する酸素のモル数が１％以上２０％以下となるように被
焼成原料中に酸素を存在させて焼成することを特徴とする複合窒化物蛍光体の製造方法。
　　Ｍ１

ａＭ２
ｂＭ３

ｃＭ４
ｄＮｅＯｆ　　（Ｉ）

（一般式（Ｉ）において、Ｍ１は付活元素、Ｍ２は２価の金属元素、Ｍ３は３価の金属元
素、Ｍ４は４価の金属元素であり、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆはそれぞれ下記の範囲の値で
ある。　
　０．００００１≦ａ≦０．１５
　０．５≦ｂ≦２
　ｃ＝１
　０．５≦ｄ≦２
　１．５≦ｅ≦６
　０＜ｆ≦１．２
　０＜ｆ／（ｅ＋ｆ）≦０．２）
【００１２】
　（２）付活元素Ｍ１がＣｒ，Ｍｎ，Ｆｅ，Ｃｅ，Ｐｒ，Ｎｄ，Ｓｍ，Ｅｕ，Ｔｂ，Ｄｙ
，Ｈｏ，Ｅｒ，Ｔｍ，及びＹｂよりなる群から選ばれる１種以上の元素であり、２価の金
属元素Ｍ２がＭｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ，及びＺｎよりなる群から選ばれる１種以上の元素
であり、３価の金属元素Ｍ３がＡｌ，Ｇａ，Ｉｎ，及びＳｃよりなる群から選ばれる１種
以上の元素であり、４価の金属元素Ｍ４がＳｉ，Ｇｅ，Ｓｎ，Ｔｉ，Ｚｒ，及びＨｆより
なる群から選ばれる１種以上の元素であることを特徴とする前記（１）に記載の複合窒化
物蛍光体の製造方法。
【００１３】
　（３）付活元素Ｍ１が少なくともＥｕを含むことを特徴とする前記（１）又は（２）に
記載の複合窒化物蛍光体の製造方法。
【００１４】
　（４）２価の金属元素Ｍ２の５０モル％以上がＣａ及び／又はＳｒであり、３価の金属
元素Ｍ３の５０モル％以上がＡｌであり、４価の金属元素Ｍ４の５０モル％以上がＳｉで
あることを特徴とする前記（１）～（３）のいずれかに記載の複合窒化物蛍光体の製造方
法。
【００１５】
　（５）酸化ユーロピウムを含むＥｕ原料を使用することを特徴とする前記（１）～（４
）のいずれかに記載の複合窒化物蛍光体の製造方法。
【００１６】
　（６）　炭素製のヒーターと炭素製の断熱材を有する焼成炉で焼成することを特徴とす
る前記（１）～（５）のいずれかに記載の複合窒化物蛍光体の製造方法。
【００１７】
　なお、以下において、本発明における被焼成原料中の窒素と酸素の合計モル数に対する
酸素のモル数の割合（百分率）を「原料中酸素存在割合」と称す場合がある。
【００１８】
　本発明において、原料中酸素存在割合とは、焼成時に被焼成原料中に存在する窒素と酸
素の合計モル数に対する酸素のモル数の割合（百分率）であり、被焼成原料中の窒素とは
、原料粉末由来の窒素であり、一方、酸素は、予め原料粉末中に含まれているものの他、
焼成時に焼成雰囲気中から被焼成物中に取り込まれる酸素も含むものである。この原料中
酸素存在割合は、酸素窒素分析計を用いて測定することにより求めることができる。
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【発明の効果】
【００１９】
　本発明の製造方法により、高輝度の発光を示し、使用時の劣化の少ない複合窒化物蛍光
体を安価に提供することが可能になる。即ち、本発明においては、前述の所定の原料中酸
素存在割合となるような酸素の存在下で焼成するため、圧縮成形を行うことなく、比較的
低い嵩密度の状態で、しかも過度の高温焼成や高圧焼成を行うことなく、比較的低い焼成
温度と焼成圧力で窒化物原料間の固相反応を円滑に促進させて、発光特性に優れた蛍光体
を安価に製造することができる。
【００２０】
　本発明の製造方法により生産される複合窒化物蛍光体は、従来のサイアロン蛍光体より
高輝度に発光し、特にＥｕを付活元素として選択した場合には、高輝度で長波長の赤色発
光を示す。また、励起源に曝された場合でも、この蛍光体は、輝度が低下することなく、
蛍光灯、ＶＦＤ、ＦＥＤ、ＰＤＰ、ＣＲＴ、白色ＬＥＤなどに好適に使用される有用な蛍
光体を提供するものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に、付活元素の単体及び／又は化合物、２価の金属の窒化物、３価の金属の窒化物
、並びに、４価の金属の窒化物を含む原料混合粉末を焼成することにより、下記一般式（
Ｉ）で示される複合窒化物蛍光体を製造する本発明の複合窒化物蛍光体の製造方法の実施
の形態について詳しく説明する。
　　Ｍ１

ａＭ２
ｂＭ３

ｃＭ４
ｄＮｅＯｆ　　（Ｉ）

（一般式（Ｉ）において、Ｍ１は付活元素、Ｍ２は２価の金属元素、Ｍ３は３価の金属元
素、Ｍ４は４価の金属元素であり、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆはそれぞれ下記の範囲の値で
ある。　
　０．００００１≦ａ≦０．１５
　０．５≦ｂ≦２
　０．５≦ｃ≦２
　０．５≦ｄ≦２
　１．５≦ｅ≦６
　０＜ｆ≦１．２
　０＜ｆ／（ｅ＋ｆ）≦０．２）
【００２２】
　本発明の複合窒化物蛍光体の製造方法において、付活元素Ｍ１としては、複合窒化物蛍
光体を構成する結晶母体に含有可能な各種の発光イオンを使用することができるが、Ｃｒ
，Ｍｎ，Ｆｅ，Ｃｅ，Ｐｒ，Ｎｄ，Ｓｍ，Ｅｕ，Ｔｂ，Ｄｙ，Ｈｏ，Ｅｒ，Ｔｍ，及びＹ
ｂよりなる群から選ばれる１種以上の元素を使用すると、発光特性の高い蛍光体が製造可
能なので好ましい。また、付活元素Ｍ１として少なくともＥｕを含むこと、特に、Ｅｕを
付活元素Ｍ１の１０モル％以上、好ましくは５０モル％以上、より好ましくは８０モル％
以上含むことが高輝度の赤色発光を示す蛍光体を得ることができるので好ましい。また、
輝度を上げることや蓄光性を付与するなど様々な機能を持たせるために、付活元素Ｍ１と
してはＥｕ以外に共付活剤を１種又は複数含有させても良い。
【００２３】
　Ｍ２は、２価の金属元素であるが、Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ，及びＺｎよりなる群から
選ばれる１種以上の元素であることが、発光特性の高い蛍光体を得ることができるので好
ましく、中でも、Ｍ２の５０モル％以上がＣａ及び／又はＳｒとなるように原料を混合す
ることが好ましく、Ｍ２の８０モル％以上をＣａ及び／又はＳｒとするのがより好ましく
、９０モル％以上をＣａ及び／又はＳｒとするのが更に好ましく、Ｍ２の全てをＣａ及び
／又はＳｒとするのが最も好ましい。
【００２４】
　Ｍ３は、３価の金属元素であるが、Ａｌ，Ｇａ，Ｉｎ，及びＳｃよりなる群から選ばれ
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る１種以上の元素であることが、発光特性の高い蛍光体を得ることができるので好ましく
、中でも、Ｍ３の５０モル％以上がＡｌとなるように原料を混合することが好ましく、Ｍ
３の８０モル％以上をＡｌとするのが好ましく、９０モル％以上をＡｌとするのがより好
ましく、Ｍ３の全てをＡｌとするのが最も好ましい。
【００２５】
　Ｍ４は、４価の金属元素であるが、Ｓｉ，Ｇｅ，Ｓｎ，Ｔｉ，Ｚｒ，Ｈｆから選ばれる
１種以上の元素であることが、発光特性の高い蛍光体を得ることができるので好ましく、
中でも、Ｍ４の５０モル％以上がＳｉとなるように原料を混合することが好ましく、Ｍ４

の８０モル％以上をＳｉとするのが好ましく、９０モル％以上をＳｉとするのがより好ま
しく、Ｍ４の全てをＳｉとするのが好ましい。
【００２６】
　特に、Ｍ２の５０モル％以上がＣａ及び／又はＳｒであり、かつ、Ｍ３の５０モル％以
上がＡｌであり、かつ、Ｍ４の５０モル％以上がＳｉとなるようにすることにより、発光
特性が特に高い蛍光体が製造できるので好ましい。
【００２７】
　上記一般式（Ｉ）中のａは、０．００００１≦ａ≦０．１５であるが、ａの値の下限と
しては、ａ≧０．０００１であることが好ましく、ａ≧０．００１であることがより好ま
しく、ａ≧０．００５であることがさらに好ましく、ａ≧０．００８であることが最も好
ましい。ａの値の上限としては、ａ≦０．１であることが好ましく、ａ≦０．０５である
ことがより好ましく、ａ≦０．０４であることがさらに好ましく、ａ≦０．０２であるこ
とが最も好ましい。
【００２８】
　ｂは、０．５≦ｂ≦２であるが、ｂの値の下限としては、ｂ≧０．７であることが好ま
しく、ｂ≧０．９であることがより好ましい。ｂの値の上限としては、ｂ≦１．５である
ことが好ましく、ｂ≦１．２であることがより好ましい。ｂ＝１であることが最も好まし
い。
【００２９】
　ｃは、０．５≦ｃ≦２であるが、ｃの値の下限としては、ｃ≧０．７であることが好ま
しく、ｃ≧０．９であることがより好ましい。ｃの値の上限としては、ｃ≦１．５である
ことが好ましく、ｃ≦１．２であることがより好ましい。ｃ＝１であることが最も好まし
い。
【００３０】
　ｄは、０．５≦ｄ≦２であるが、ｄの値の下限としては、ｄ≧０．７であることが好ま
しく、ｄ≧０．９であることがより好ましい。ｄの値の上限としては、ｄ≦１．５である
ことが好ましく、ｄ≦１．２であることがより好ましい。ｄ＝１であることが最も好まし
い。
【００３１】
　ｅは、１．５≦ｅ≦６であるが、ｅの値の下限としては、ｅ≧２．１であることが好ま
しく、ｅ≧２．７であることがより好ましい。ｅの値の上限としては、ｅ≦４．５である
ことが好ましく、ｅ≦３．６であることがより好ましい。
【００３２】
　酸素の固溶量であるｆは、０＜ｆ≦１．２の範囲となるが、結晶相中の酸素量が増加す
ると窒素の量が減少し、それに伴って３価の金属元素Ｍ３が増加して４価の金属元素Ｍ４

が減少する。ｆが１．２を越えると、発光波長が短波長にシフトして好ましくない。一方
、酸素を全く含有しない蛍光体は、非常に高い焼成温度と高い圧力の焼成雰囲気が必要と
なり、製造コストが高くなるので好ましくない。ｆの値の下限としては、ｆ≧０．０３が
好ましく、ｆ＞０．０３がより好ましく、ｆ≧０．０６がさらに好ましく、ｆ≧０．０９
が最も好ましい。ｆの値の上限としては、ｆ≦０．８が好ましく、ｆ≦０．５がより好ま
しく、ｆ≦０．３が最も好ましい。
【００３３】
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　また、一般式（Ｉ）において、酸素と窒素の合計モル量に対する酸素のモル量の比率を
表すｆ／（ｅ＋ｆ）は、０＜ｆ／（ｅ＋ｆ）≦０．２の関係を満たす。ｆ／（ｅ＋ｆ）が
０．２を越えると、発光強度が著しく低下すると共に、発光波長が短波長にシフトして好
ましくない。一方、ｆ／（ｅ＋ｆ）＝０の酸素を全く含有しない蛍光体は、非常に高い焼
成温度と高い圧力の焼成雰囲気が必要となり、製造コストが高くなるので好ましくない。
ｆ／（ｅ＋ｆ）の値の下限としては０．０１≦ｆ／（ｅ＋ｆ）が好ましく、０．０１＜ｆ
／（ｅ＋ｆ）がより好ましく、０．０２≦ｆ／（ｅ＋ｆ）がさらに好ましく、０．０３≦
ｆ／（ｅ＋ｆ）が最も好ましい。ｆ／（ｅ＋ｆ）の値の上限としては、ｆ／（ｅ＋ｆ）≦
０．２が好ましく、ｆ／（ｅ＋ｆ）≦０．１５がより好ましく、ｆ／（ｅ＋ｆ）≦０．１
が最も好ましい。
【００３４】
　本発明の複合窒化物蛍光体の製造方法において、原料として使用される付活元素の単体
及び／又は化合物としては、付活元素の金属（単体）、酸化物、窒化物、硫化物、ハロゲ
ン化物、水素化物の他、硝酸塩、硫酸塩、炭酸塩などの無機酸塩、しゅう酸塩、酢酸塩な
どの有機酸塩、有機金属化合物など、付活元素が高温で蛍光体の結晶母体に取り込まれる
ものであれば良く、その種類に制約はない。しかし、他の窒化物原料との反応性が良い点
から、付活元素の金属、酸化物、窒化物、ハロゲン化物が好ましく、特に、原料が安価に
得られ蛍光体の合成温度を低下させられる点で酸化物が好ましい。
【００３５】
　付活元素として少なくともＥｕを使用する場合には、Ｅｕ原料として、Ｅｕを構成元素
とするＥｕ金属、ＥｕＯやＥｕ２Ｏ３等の酸化ユーロピウム、ＥｕＮ、ＥｕＨ３、Ｅｕ２

Ｓ３、ＥｕＦ２、ＥｕＦ３、ＥｕＣｌ２、ＥｕＣｌ３、Ｅｕ（ＮＯ３）３、Ｅｕ２（ＳＯ

４）３、Ｅｕ２（ＣＯ３）３、Ｅｕ（Ｃ２Ｏ４）３、Ｅｕ（Ｏ－ｉ－Ｃ３Ｈ７）３など各
種化合物の１種又は２種以上を使用できるが、ＥｕＦ２、ＥｕＦ３、ＥｕＣｌ２、ＥｕＣ
ｌ３などのＥｕハロゲン化物は結晶成長を促進する効果があるので好ましい。また、Ｅｕ

２Ｏ３やＥｕ金属も特性の高い蛍光体が合成できるので好ましい。その中でも、原料コス
トが安く潮解性が少なく高輝度の蛍光体を比較的低温度で合成できるＥｕ２Ｏ３が特に好
ましい。
【００３６】
　付活元素以外の元素の原料、即ち、２価、３価及び４価の金属元素の原料としては、通
常、それらの窒化物を使用するが、２価の金属の窒化物としては、例えば、Ｍｇ３Ｎ２、
Ｃａ３Ｎ２、Ｓｒ３Ｎ２、Ｂａ３Ｎ２、Ｚｎ３Ｎ２等の１種又は２種以上が挙げられ、３
価の金属の窒化物としては、例えば、ＡｌＮ、ＧａＮ、ＩｎＮ、ＳｃＮ等の１種又は２種
以上が挙げられ、４価の金属の窒化物としては、例えば、Ｓｉ３Ｎ４、Ｇｅ３Ｎ４、Ｓｎ

３Ｎ４、Ｔｉ３Ｎ４、Ｚｒ３Ｎ４、Ｈｆ３Ｎ４等の１種又は２種以上が挙げられ、それら
の粉末を使用することが発光特性の高い蛍光体を製造できるので好ましい。
【００３７】
　特に、付活元素以外の２価の元素の原料として窒素と酸素の合計モル数に対する酸素の
モル数が１％以上２０％以下の活性が高く反応性の高い窒化物原料を使用することが、窒
化物原料混合粉末間の固相反応を著しく進めることができ、その結果として、原料混合粉
末を圧縮成形することなく焼成温度や焼成時の雰囲気ガス圧力を低くすることが可能とな
る。同様の理由で、付活元素以外の２価の元素の原料として、窒素と酸素の合計モル数に
対する酸素のモル数が特に２％以上１５％以下の窒化物原料、とりわけ３％以上１２％以
下の窒化物原料を使用することがより一層好ましい。
【００３８】
　これらの付活元素と金属元素を含有する原料混合粉末中の金属元素組成は、原料混合粉
末中のＭ１元素のモル比をａ’、Ｍ２元素のモル比をｂ’、Ｍ３元素のモル比をｃ’、Ｍ
４元素のモル比をｄ’としたとき、下記の組成範囲とすることが特性の高い蛍光体を収率
良く製造できるので好ましい。
０．００００１≦ａ’≦０．１５
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０．５≦ｂ’≦２
０．５≦ｃ’≦２
０．５≦ｄ’≦２
【００３９】
　また、下記の金属元素組成比となるように原料混合粉末中の金属元素組成を調整しても
発光特性の良い蛍光体が得られる。
０．００００１≦ａ’≦０．１５
ａ’＋ｂ’＝１
０．２≦ｃ’≦１０
０．２≦ｄ’≦５
【００４０】
　上記金属元素組成において、ａ’が０．００００１より小さいと十分な発光強度が得ら
れない。ａ’が０．１５より大きいと濃度消光が大きくなって発光強度が低くなる。同様
の理由で、下限としては、ａ’≧０．０００１が好ましく、ａ’≧０．００１がより好ま
しく、ａ’≧０．００５がさらに好ましく、ａ’≧０．００８となるように原料混合粉末
の金属元素組成を調整することがもっとも好ましい。上限としては、ａ’≦０．１が好ま
しく、ａ’≦０．０５がより好ましく、ａ’≦０．０４がさらに好ましく、ａ’≦０．０
２となるように原料混合粉末の金属元素組成を調整することが最も好ましい。
【００４１】
　ａ’とｂ’の合計は、蛍光体の結晶母体中において付活元素Ｍ１が２価の金属元素Ｍ２

の原子位置を置換するので、１となるように原料混合組成を調整する。
【００４２】
　ｃ’が０．２より小さいとＭ１

ａＭ２
ｂＭ３

ｃＭ４
ｄＮｅＯｆで表される蛍光体の製造

時の収率が低くなる傾向がある。一方、１０より大きい場合にも前記蛍光体の収率が低く
なる傾向がある。従って、ｃ’は通常、０．２≦ｃ’≦１０の範囲となるように原料を混
合する。しかし、発光強度の観点からはｃ’の下限としては、ｃ’≧０．４が好ましく、
ｃ’≧０．５がより好ましく、ｃ’≧０．６がさらに好ましく、ｃ’≧０．８が最も好ま
しい。上限としては、ｃ’≦５が好ましく、ｃ’≦２．５がより好ましく、ｃ’≦２がさ
らに好ましく、ｃ’≦１．８が最も好ましい。
【００４３】
　ｄ’が０．２より小さいと、前記一般式（Ｉ）のＭ１

ａＭ２
ｂＭ３

ｃＭ４
ｄＮｅＯｆで

表される蛍光体の収率が低くなる傾向がある。一方、ｄ’が５より大きい場合にも前記蛍
光体の収率が低くなる傾向がある。従って、ｄは通常、０．２≦ｄ’≦５の範囲となるよ
うに原料を混合する。しかし、発光強度の観点からはｄ’の下限としては、ｄ’≧０．４
が好ましく、ｄ’≧０．５がより好ましく、ｄ’≧０．６がさらに好ましく、ｄ’≧０．
８が最も好ましい。上限としては、ｄ’≦２．５が好ましく、ｄ’≦２がより好ましく、
ｄ’≦１．７がさらに好ましく、≦ｄ’≦１．２が最も好ましい。
【００４４】
　上記の様な金属元素組成比となるように原料混合粉末の組成を調整することにより、発
光特性の高い、前記一般式（Ｉ）のＭ１

ａＭ２
ｂＭ３

ｃＭ４
ｄＮｅＯｆで表される蛍光体

を収率良く製造することが可能となる。
【００４５】
　なお、原料混合粉末の調製量により、所望の前記一般式（Ｉ）のＭ１

ａＭ２
ｂＭ３

ｃＭ
４

ｄＮｅＯｆで表される蛍光体以外の不純物が生成される場合があるが、その場合は、前
記一般式（Ｉ）で表される所望のＭ１

ａＭ２
ｂＭ３

ｃＭ４
ｄＮｅＯｆ蛍光体の生成量が、

２０重量％以上となるように原料混合粉末の金属元素組成を調整することが好ましい。ま
た、前記一般式（Ｉ）で表される所望のＭ１

ａＭ２
ｂＭ３

ｃＭ４
ｄＮｅＯｆ蛍光体の生成

量が、５０重量％以上となるように原料混合粉末の金属元素組成を調整することがより好
ましく、８０重量％以上となるように調整することが更に好ましく、不純物を含まずＭ１

ａＭ２
ｂＭ３

ｃＭ４
ｄＮｅＯｆで表される蛍光体が単相として生成するように原料混合粉
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末の金属元素組成を調整するのが最も好ましい。
【００４６】
　本発明においては、原料混合粉末の金属元素組成を好ましくは上述の如く調整した上で
、原料中酸素存在割合が１％以上２０％以下となるように酸素を焼成時において存在させ
ることにより、窒化物原料粉末間の固相反応を促進させ、低温度での蛍光体の製造を可能
とする。
【００４７】
　ここで、原料中酸素存在割合が１％未満であると、窒化物原料間の固相反応が促進せず
に比較的低温での蛍光体の合成が難しくなる。また、原料中酸素存在割合が２０％を越え
ると、蛍光体の発光強度が低下すると共に好ましい発光色が得られない。特に、少なくと
も付活元素としてＥｕを含有する蛍光体の場合には、原料中酸素存在割合が２０％を越え
ると発光波長が短波長となり所望の赤色発光を示す蛍光体が得られない。同様の理由で、
原料中酸素存在割合は、２％以上１５％以下とするのが好ましい。
【００４８】
　焼成時にこのような原料中酸素存在割合で酸素を存在させる方法としては、
　(1)　原料窒化物として酸素を所望の濃度だけ含有するものを被焼成原料とする方法
　(2)　原料窒化物を予め酸素含有雰囲気下で加熱して酸素を所望の濃度だけ含有させて
被焼成原料とする方法
　(3)　原料窒化物粉末に酸素含有化合物粉末を混合させて被焼成原料とする方法
　(4)　原料窒化物を焼成する際に焼成雰囲気に酸素を含有させて焼成時に原料窒化物を
酸化させることにより、被焼成原料中に酸素を導入する方法
などが挙げられるが、工業的に安定に高輝度の蛍光体を製造するためには、(1)原料窒化
物として酸素を所望の濃度だけ含有するものを被焼成原料とする方法や、(3)原料窒化物
粉末に酸素含有化合物粉末を混合させて被焼成原料とする方法が好ましく、特に、上記(1
)の方法と(3)の方法を併用して、原料窒化物として酸素を所望の濃度だけ含有する被焼成
原料を使用すると共に、原料窒化物粉末に酸素含有化合物粉末を混合させて用いる方法が
より好ましい。
【００４９】
　この場合、酸素含有化合物粉末としては、焼成時に金属酸化物になる物質から選ばれる
。これらの物質としては、各金属、即ち、原料窒化物を構成する金属の酸化物、硝酸塩、
硫酸塩、炭酸塩などの無機酸塩、しゅう酸塩、酢酸塩などの有機酸塩、酸素含有有機金属
化合物などが使用できるが、酸素の濃度を制御しやすく焼成雰囲気中への不純物ガスの同
伴を低く抑制できる点から金属酸化物を使用することが好ましい。
【００５０】
　原料中酸素存在割合は、全原料の化学分析を実施することで容易に判別できる。特に、
窒素と酸素の濃度を分析することにより、窒素と酸素の比率を決定できる。また、それら
の分析値から前記一般式におけるｅとｆと比率ｆ／（ｅ＋ｆ）を決定することができる。
【００５１】
　原料の混合は、ハンマーミル、ロールミル、ボールミル、ジェットミル等の乾式粉砕機
を用いて粉砕した後、原料粉末を十分に均一に混合できる通常の方法が使用できる。これ
らの方法としては、ボールミル、パールミル、振動ボールミルなど分散メディアを使用す
る方法、Ｖ型ブレンダーなど重力を利用する方法、リボンブレンダー、ヘンシェルミキサ
ー等の撹拌翼を有する混合機を利用する方法などが挙げられる。原料を混合する際は、原
料粉末を乾式粉砕機を用いて粉砕し混合する乾式法、又は、水等の媒体中に原料粉末を加
え湿式粉砕機を用いて粉砕し混合する方法があるが、窒化カルシウムなど水と反応しやす
い原料粉末を使用する際は乾式混合することが好ましい。
【００５２】
　原料混合粉末の焼成に用いる容器としては、従来から高温焼成で使用されてきた様々な
耐熱容器が使用できるが、中でも窒化硼素製の坩堝やトレイ等の耐熱容器を使用すると、
原料の窒化物との反応性が低く不純物濃度が低いために発光特性の良好な蛍光体が得られ
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るので好ましい。
【００５３】
　焼成装置としては、通常、不活性雰囲気や還元雰囲気を保つことが可能な各種の高温焼
成炉を使用する。中でも酸素濃度を精密に制御可能な高温焼成炉が好ましく、炭素製のヒ
ーターと炭素製の断熱材を有する焼成炉で酸素濃度を１００ｐｐｍ以下、好ましくは１０
ｐｐｍ以下に制御できる密閉容器を有する焼成炉が特に好ましい。
【００５４】
　本発明においては、付活元素の単体及び／又は化合物、２価の金属の窒化物、３価の金
属の窒化物、並びに、４価の金属の窒化物よりなる原料混合粉末を、嵩密度０．０５ｇ／
ｃｍ３以上１ｇ／ｃｍ３以下の状態として焼成する。この焼成時の原料混合粉末の嵩密度
が小さすぎると原料粉末間の接触面積が小さいために固相反応が進みにくく、好ましい蛍
光体を合成し得ない不純物相が多量に残存するものとなる。一方、嵩密度が大きすぎると
、得られる蛍光体は硬い焼結体となってしまい、焼成後に長時間の粉砕工程が必要となる
ばかりでなく、蛍光体の輝度が低下するという問題が発生する。原料混合粉末を嵩密度０
．０５ｇ／ｃｍ３以上１ｇ／ｃｍ３以下の状態として焼成する場合には、焼成後に得られ
る蛍光体には不純物相が少なく、好ましい発光特性を示す結晶相を多量に含有し、しかも
その焼成により得られる粉末から比較的短時間の粉砕工程により輝度の高い蛍光体微粉末
を得ることができる。同様の理由で焼成時の原料混合粉末の嵩密度の下限は、０．１５ｇ
／ｃｍ３以上が好ましく、０．２５ｇ／ｃｍ３以上がより好ましい。上限は、０．８ｇ／
ｃｍ３以下が好ましく、０．６ｇ／ｃｍ３以下がより好ましい。
【００５５】
　本発明において、原料混合粉末の焼成温度は、１２００℃以上１７５０℃以下とする。
焼成温度が１２００℃未満では原料混合粉末を加熱しても固相反応が進みにくく目的の蛍
光体を合成できない。一方、１７５０℃を超える温度で焼成すると、無駄な焼成エネルギ
ーを消費してしまうだけでなく、出発原料や生成物質からの窒素の揮散が多くなり、雰囲
気ガスの一部となる窒素の圧力を非常に高くしないと目的の蛍光体を製造できない。同様
の理由で、焼成温度の下限は、１３００℃以上が好ましく、１４００℃以上がより好まし
く、１５００℃以上がさらに好ましい。上限は、１７００℃以下が好ましく、１６５０℃
以下がより好ましく、１６５０℃以下がさらに好ましい。
【００５６】
　また、本発明においては、原料混合粉末の焼成雰囲気は、基本的には不活性雰囲気又は
還元性雰囲気とするが、酸素濃度が０．１～１０ｐｐｍの範囲の微量酸素を含有する雰囲
気とすることで比較的低温での蛍光体の合成が可能となるので好ましい。しかし、酸素濃
度が０．１％を越えるような酸素含有ガス中や大気中など酸化雰囲気下で焼成すると原料
及び生成物からの窒素の揮散が多くなり、目的の蛍光体を得ることができない。
【００５７】
　また、焼成時の雰囲気ガスの圧力は、通常２０気圧（２ＭＰａ）以下とする。２０気圧
を越える圧力にするには頑強な耐熱容器からなる高温焼成設備が必要となり、焼成に必要
となるコストが高くなり好ましくない。高温耐圧焼成炉の装置コストを下げるために雰囲
気ガス圧力を１０気圧（１ＭＰａ）以下とするのが好ましく、１０気圧未満とするのがよ
り好ましく、９．５気圧（０．９５ＭＰａ）以下とするのがさらに好ましく、９気圧（０
．９ＭＰａ）以下とするのが特に好ましい。また、装置コストを下げ、窒素の揮散を防止
するには０．５気圧（０．０５ＭＰａ）以上２気圧（０．２ＭＰａ）以下とするのが好ま
しい。焼成炉の設備費をより安価にするためには、雰囲気ガス圧力は０．９気圧（０．０
９ＭＰａ）から１．５気圧（０．１５ＭＰａ）とするのが更に好ましい。大気中の酸素の
混入を防ぐためには１気圧（０．１ＭＰａ）をわずかに越え１．２気圧（０．１２ＭＰａ
）以下とするのが特に好ましい。焼成炉の密閉性が悪い場合には、１気圧（０．１ＭＰａ
）以下にすると多量の酸素が混入して特性の高い蛍光体を得ることが難しい。
【００５８】
　また、焼成時の最高温度での保持時間は、通常１分間以上１００時間以下とする。保持
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時間が短すぎると原料混合粉末間の固相反応が十分に進まずに目的の蛍光体が得られない
。また、保持時間が長すぎる場合には、無駄な加熱エネルギーが消費されるだけではなく
、蛍光体の表面から窒素が脱離して蛍光特性が低下する。同様の理由により、保持時間の
下限は、１０分間以上とするのが好ましく、３０分間以上とするのがより好ましい。上限
は、２４時間以下とするのが好ましく、１２時間以下とするのがより好ましい。
【実施例】
【００５９】
　本発明を以下に示す実施例によってさらに詳しく説明するが、本発明は、これらの実施
例に限定されるものではない。
【００６０】
［実施例１］
　原料粉末として、Ｅｕ２Ｏ３粉末、窒素と酸素の合計モル数に対する酸素のモル数で示
される酸素含有量９モル％のＣａ３Ｎ２粉末、同酸素含有量２モル％のＳｉ３Ｎ４粉末、
同酸素含有量２モル％のＡｌＮ粉末を使用し、金属元素組成比（モル比）がＥｕ：Ｃａ：
Ａｌ：Ｓｉ＝０．００８：０．９９２：１：１となるように各粉末を秤量し、混合して原
料混合粉末を得た。この原料混合粉末の窒素と酸素の合計モル数に対する酸素のモル数で
示される酸素含有量は、５モル％であった。なお、Ｃａ３Ｎ２粉末は酸素を所望の濃度だ
け含有するものを被焼成原料とすることにより酸素を含有させたものであり、Ｓｉ３Ｎ４

粉末は酸素を所望の濃度だけ含有するものを被焼成原料とすることにより酸素を含有させ
たものであり、ＡｌＮ粉末は酸素を所望の濃度だけ含有するものを被焼成原料とすること
により酸素を含有させたものである。
【００６１】
　この原料混合粉末を圧縮せずに、嵩密度０．３５ｇ／ｃｍ３となるように窒化硼素製坩
堝に入れ、酸素濃度を１０ｐｐｍ以下にした高純度窒素雰囲気中にて窒素圧力１．１気圧
として電気炉を使用して１６００℃で１０時間焼成した。このとき、焼成時の原料中酸素
存在割合は、各原料中の酸素濃度と各原料の混合割合から算出することにより５モル％で
ある。
【００６２】
　得られた蛍光体中に生成している結晶相を粉末Ｘ線回折法で同定した結果、ＣａＡｌＳ
ｉＮ３の結晶が生成していることが確認された。蛍光分光光度計でこの蛍光体の波長４６
５ｎｍ励起による蛍光特性を測定したところ、市販のＣｅ付活イットリウムアルミニウム
ガーネット系蛍光体のピーク強度を１００とした場合に、得られた蛍光体のピーク強度は
１２８と発光強度が高く、ピーク波長６５２ｎｍの赤色光を示した。また、得られた蛍光
体試料２０ｍｇをスズカプセルに投入し、これをニッケルバスケットに入れたものを、Ｌ
ＥＣＯ社製ＴＣ－４３６型酸素窒素分析計を用いて、粉体試料中の窒素と酸素の濃度を分
析したところ、窒素と酸素との合計において、窒素９４モル％と酸素６モル％を含有して
いた（即ち、ｆ／（ｅ＋ｆ）＝０．０６）。
【００６３】
［実施例２］
　Ｅｕ２Ｏ３の代わりにＥｕＦ３を用いたこと以外は、実施例１と同様にして蛍光体粉末
を得た。この原料混合粉末の窒素と酸素の合計モル数に対する酸素のモル数で示される酸
素含有量は、５モル％だった。また、焼成時の原料中酸素存在割合は、各原料中の酸素濃
度と各原料の混合割合から算出することにより５モル％である。
【００６４】
　得られた蛍光体中に生成している結晶相を粉末Ｘ線回折法で同定した結果、ＣａＡｌＳ
ｉＮ３の結晶が生成していることが確認された。蛍光分光光度計でこの蛍光体の波長４６
５ｎｍ励起による蛍光特性を測定したところ、市販のＣｅ付活イットリウムアルミニウム
ガーネット系蛍光体のピーク強度を１００とした場合に、得られた蛍光体のピーク強度は
１１４と発光強度が高く、ピーク波長６５０ｎｍの赤色光を示した。また、得られた蛍光
体試料２０ｍｇをスズカプセルに投入し、これをニッケルバスケットに入れたものを、Ｌ
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ＥＣＯ社製ＴＣ－４３６型酸素窒素分析計を用いて、粉体試料中の窒素と酸素の濃度を分
析したところ、窒素と酸素との合計において、窒素９５モル％と酸素５モル％を含有して
いた（即ち、ｆ／（ｅ＋ｆ）＝０．０５）。
【００６５】
［実施例３］
　Ｅｕ２Ｏ３の代わりにＥｕＮを用い、焼成時間を２時間としたこと以外は、実施例１と
同様にして蛍光体粉末を得た。この原料混合粉末の窒素と酸素の合計モル数に対する酸素
のモル数で示される酸素含有量は、５モル％だった。また、焼成時の原料中酸素存在割合
は、各原料中の酸素濃度と各原料の混合割合から算出することにより５モル％である。
【００６６】
　得られた蛍光体中に生成している結晶相を粉末Ｘ線回折法で同定した結果、ＣａＡｌＳ
ｉＮ３の結晶が生成していることが確認された。蛍光分光光度計でこの蛍光体の波長４６
５ｎｍ励起による蛍光特性を測定したところ、市販のＣｅ付活イットリウムアルミニウム
ガーネット系蛍光体のピーク強度を１００とした場合に、得られた蛍光体のピーク強度は
１１２と発光強度が高く、ピーク波長６４９ｎｍの赤色光を示した。また、得られた蛍光
体試料２０ｍｇをスズカプセルに投入し、これをニッケルバスケットに入れたものを、Ｌ
ＥＣＯ社製ＴＣ－４３６型酸素窒素分析計を用いて、粉体試料中の窒素と酸素の濃度を分
析したところ、窒素と酸素との合計において、窒素９５モル％と酸素５モル％を含有して
いた（即ち、ｆ／（ｅ＋ｆ）＝０．０５）。
【００６７】
［実施例４］
　Ｅｕ２Ｏ３の代わりにＥｕＮを用い、窒素圧カを１０気圧、焼成時間を２時間としたこ
と以外は、実施例１と同様にして蛍光体粉末を得た。この原料混合粉末の窒素と酸素の合
計モル数に対する酸素のモル数で示される酸素含有量は、５モル％だった。また、焼成時
の原料中酸素存在割合は、各原料中の酸素濃度と各原料の混合割合から算出することによ
り５モル％である。
【００６８】
　得られた蛍光体中に生成している結晶相を粉末Ｘ線回折法で同定した結果、ＣａＡｌＳ
ｉＮ３の結晶が生成していることが確認された。蛍光分光光度計でこの蛍光体の波長４６
５ｎｍ励起による蛍光特性を測定したところ、市販のＣｅ付活イットリウムアルミニウム
ガーネット系蛍光体のピーク強度を１００とした場合に、得られた蛍光体のピーク強度は
１０９と発光強度が高く、ピーク波長６５０ｎｍの赤色光を示した。また、得られた蛍光
体試料２０ｍｇをスズカプセルに投入し、これをニッケルバスケットに入れたものを、Ｌ
ＥＣＯ社製ＴＣ－４３６型酸素窒素分析計を用いて、粉体試料中の窒素と酸素の濃度を分
析したところ、窒素と酸素との合計において、窒素９５モル％と酸素５モル％を含有して
いた（即ち、ｆ／（ｅ＋ｆ）＝０．０５）。
【００６９】
　上記の結果を表１にまとめて示す。
【００７０】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
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【００７１】
　本発明の複合窒化物蛍光体の製造方法により、高輝度の発光を示し使用時の劣化の少な
い複合窒化物蛍光体を安価に提供することが可能になる。本発明の製造方法により生産さ
れる複合窒化物蛍光体は、従来のサイアロン蛍光体より高輝度に発光し、特にＥｕを付活
元素として選択した場合には、高輝度で長波長の赤色発光を示す。また、励起源に曝され
た場合でも、この蛍光体は、輝度が低下することがない。従って、本発明により製造され
る複合窒化物蛍光体は、蛍光灯、ＶＦＤ、ＦＥＤ、ＰＤＰ、ＣＲＴ、白色ＬＥＤなどに好
適に使用される。
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