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(57)【要約】
【課題】蛍光体を含有して半導体発光素子を４００℃以
下で封止し、封止後の発光効率を向上させることができ
る発光素子被覆用混合ガラス粉末、それを用いたガラス
被覆発光素子及びガラス被覆発光装置を提供する。
【解決手段】発光素子を封止することのできる発光素子
被覆用ガラス粉末であって、レーザー回折式粒度分布測
定による、ガラス粉末中の粒径１μｍ以下の粒子の相対
粒子量が１％以下であるガラス粉末と、蛍光体粉末とを
備え、電流１０ｍＡで操作した半導体発光素子を封止し
た際の発光効率は、電流１０ｍＡで操作した半導体発光
素子の発光効率に比べて２倍以上であることを特徴とす
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子を封止することのできる発光素子被覆用ガラス粉末であって、
　レーザー回折式粒度分布測定による、前記ガラス粉末中の粒径１μｍ以下の粒子の相対
粒子量が１％以下であるガラス粉末と、蛍光体粉末とを備えたことを特徴とする発光素子
被覆用混合ガラス粉末。
【請求項２】
　電流１０ｍＡで操作した発光素子を封止した際の発光効率は、電流１０ｍＡで操作した
前記発光素子の発光効率に比べて２倍以上であることを特徴とする請求項１に記載の発光
素子被覆用混合ガラス粉末。
【請求項３】
　前記ガラス粉末は、ＴｅＯ２、Ｂ２Ｏ３、ＳｉＯ２若しくはＰ２Ｏ５の少なくとも１種
以上をネットワークフォーマーとして含有することを特徴とする請求項１または２に記載
の発光素子被覆用ガラス粉末。
【請求項４】
　前記ガラス粉末は、ＴｅＯ２－ＺｎＯ系、Ｂ２Ｏ３－Ｂｉ２Ｏ３系、ＳｉＯ２－Ｂｉ２

Ｏ３系、ＳｉＯ２－ＺｎＯ系、Ｂ２Ｏ３－ＺｎＯ系、Ｐ２Ｏ５－ＺｎＯ系、Ｐ２Ｏ５－Ｓ
ｎＯ系またはそれらから選択される二つ以上の複合系ガラスから選択されることを特徴と
する請求項１～３のいずれか一つに記載の発光素子被覆用混合ガラス粉末。
【請求項５】
　蛍光体粉末を含有しレーザー回折式粒度分布測定による粉末中の粒径１μｍ以下の粒子
の相対粒子量が１％以下である混合ガラス粉末を用いて作製されたガラスによって被覆さ
れたことを特徴とするガラス被覆発光素子。
【請求項６】
　前記ガラスの全光線透過率は８０％以上であることを特徴とする請求項５に記載のガラ
ス被覆発光素子。
【請求項７】
　前記ガラスの膨張係数は７０×１０－７～１２５×１０－７／℃であることを特徴とす
る請求項５または６に記載のガラス被覆発光素子。
【請求項８】
　基板と、
　前記基板上に搭載される発光素子と、
　蛍光体粉末を含有し、レーザー回折式粒度分布測定による粒径１μｍ以下の粒子の相対
粒子量が１％以下である混合ガラス粉末を焼成することによって前記発光素子の表面及び
側面を覆うガラスとを備えたことを特徴とするガラス被覆発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はガラスに関し、特に、発光素子を被覆するガラスのガラス粉末、それを用いて
被覆されたガラス被覆発光素子及びガラス被覆発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体発光素子（例えば、発光ダイオード）を被覆する部材として、ガラスが提
案されている。一般的にガラスでの封止温度は５００℃以上と高く、低温（４００℃以下
）とすることが求められている。さらに、ガラスに蛍光体を含有させ、所望の光を発せら
れるようにすることも求められている。下記の特許文献１及び２は、蛍光体を含有し、封
止温度（焼成温度）が４００℃以下のガラスを開示している。特許文献３は、封止温度（
焼成温度）が４００℃以下のガラスを開示している。
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１９４２１号公報
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【特許文献２】特開２００８－２１８６８号公報
【特許文献３】特開２００８－３４８０２号公報
【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、特許文献１～３のいずれの文献も、封止後の発光効率は、封止前の発光
効率に比べて同等以下である。
【０００５】
　詳細に説明すると、特許文献１は、実施例１～１９及び２１～２４及び比較例２５にお
いて、蛍光体を含有し、焼成温度が４００℃以下のガラスを開示している。特許文献１は
、段落番号００７４に記載されているように、「発光効率は、電流２０ｍＡで操作した青
色ＬＥＤ（波長４６５ｎｍ）上に試料を設置し、積分球内で、試料上面から発せられる光
のエネルギー分布スペクトルを測定し」と記載している。つまり、特許文献１は、ガラス
を実際に封止していない。加えて、特許文献１の発光効率は、単に搭載しただけであって
も、搭載前後での発光効率は同等であり、搭載後のガラスにより発光効率が改善したとい
う開示及び示唆はない。よって、特許文献１のガラスは、発光効率を向上させるという機
能を有していない。
【０００６】
　次に、特許文献２は、実施例７及び比較例８において、蛍光体を含有し、焼成温度が４
００℃以下のガラスを開示している。特許文献２は、段落番号００５８に記載されている
ように、「発光効率は、電流２０ｍＡで操作した表に示す波長の入射光を試料の片面に入
射し、入射面の反対側の面から発せられた光を汎用の蛍光スペクトル装置を用いて発光ス
ペクトルを測定し」と記載している。つまり、特許文献２は、ガラスを実際に封止してい
ないので、特許文献２のガラスが発光効率を向上させているということが当業者にはわか
らない。
【０００７】
　次に、特許文献３は、実施例１～２３及び比較例２５において、焼成温度が４００℃以
下のガラスを開示している。特許文献３は、段落番号００６７～００６９に記載されてい
るように、「得られたガラス粉末を金型に入れて円盤状の成型体を作成し、封止材料を得
た。ＬＥＤ上に封止材料を配置し、加熱して発光素子を得た。封止前、封止後及び耐候性
試験後の発光効率を測定し」と記載している。特許文献３は、他の特許文献と比べ、ガラ
スを実際に封止している。しかしながら、表１～表４に示されるように、封止後の発光効
率は、封止前の発光効率よりも劣っている。よって、特許文献３のガラスは、発光効率を
向上させるという機能を有していない。また、蛍光体を含有していない。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様の発光素子被覆用混合ガラス粉末は、レーザー回折式粒度分布測定によ
る、前記ガラス粉末中の粒径１μｍ以下の粒子の相対粒子量が１％以下であるガラス粉末
と、蛍光体粉末とを備えたことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の一態様のガラス被覆発光素子は、蛍光体粉末を含有しレーザー回折式粒
度分布測定による粉末中の粒径１μｍ以下の粒子の相対粒子量が１％以下である混合ガラ
ス粉末を用いて作製されたガラスによって被覆されたことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の一態様のガラス被覆発光装置は、基板と、基板上に搭載される発光素子
と、蛍光体粉末を含有し、レーザー回折式粒度分布測定による粒径１μｍ以下の粒子の相
対粒子量が１％以下である混合ガラス粉末を焼成することによって発光素子の表面及び側
面を覆うガラスとを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
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　本発明によれば、蛍光体を含有して半導体発光素子を４００℃以下で封止し、封止後の
発光効率を向上させることができる発光素子被覆用混合ガラス粉末、それを用いたガラス
被覆発光素子及びガラス被覆発光装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の実施形態を、添付した図面を参照して以下に詳細に説明する。図では、対応す
る部分は、対応する参照符号で示している。下記の実施形態は、一例として示されたもの
で、本発明の精神から逸脱しない範囲で種々の変形をして実施することが可能である。
【００１３】
　初めに、図面を用いて、ガラス被覆発光装置について説明する。
【００１４】
　図１は、本発明のガラス被覆発光装置の断面図である。本発明のガラス被覆発光装置は
、基板１００と、基板上に形成される配線１１０と、配線１１０と電気的に接続されるバ
ンプ１２０と、バンプ１２０を介して配線１１０と電気的に接続される半導体発光素子（
例えば、発光ダイオード）１３０と、半導体発光素子１３０を被覆する被覆部材であるガ
ラス１４０とを有する。
【００１５】
　基板１００は、例えば、純度９８．０質量％～９９．５質量％、厚さ０．５ｍｍ～１．
２ｍｍの矩形のアルミナ基板またはマグネシア（ＭｇＯ）基板である。なお、基板１００
の表面に形成される配線１１０は、金若しくは銀ペーストにより製造された金配線である
。
【００１６】
　半導体発光素子１３０は、基板と、ＬＥＤと、プラス電極と、マイナス電極とを有する
。ＬＥＤは、波長が３６０～４８０ｎｍの紫外光または青色光を放出するＬＥＤであり、
ＧａＮにＩｎを添加したＩｎＧａＮを発光層とする量子井戸構造のＬＥＤ（ＩｎＧａＮ系
ＬＥＤ）である。基板の熱膨張係数（α）は、７０×１０－７～９０×１０－７／℃であ
る。通常、基板として熱膨張係数（α）が約８０×１０－７／℃であるサファイア基板が
使用される。
【００１７】
　次に、本発明の発光素子被覆用ガラスについて説明する。
【００１８】
　本発明の発光素子被覆用ガラス粉末（ガラスフリット）は、所望の組成となるように調
整されたガラス混合原料を溶解してガラス化し、そのガラスを粉砕して得られるものをい
う。
【００１９】
　本発明の発光素子被覆用ガラスの粉砕操作は、乾式で行うことが好ましい。湿式である
と、混合した後の粒子の周りに、ＯＨ基が付着する。そのため、４００℃以下で焼成した
後に、ガラスが黒色化してしまうおそれがある。乾式で操作を行う際の雰囲気としては、
空気、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトンキセノン、フッ素、塩素、臭素、ノック
ス（ＮＯｘ）、ソックス（ＳＯｘ）、窒素、一酸化炭素、二酸化炭素、水素、塩素あるい
はこれらのガスの混合雰囲気を採用してもよい。さらに、これらの気体の圧力は任意に変
化させることが可能であり、大気圧下で行うものであっても、減圧状態下、高圧状態下で
行うものであってもよい。
【００２０】
　粒度分布の計測については、どのような原理であってもよいが、それぞれの粒子を分散
した状態で測定することができる方法であって、測定結果の再現性が５％以内に収まる方
法であり、ハンドリングによる個人差が出にくいものであれば好適である。例えば、縮分
操作した試料によるレーザー回折計測装置による計測を採用するのが好ましい。また焼結
した原料の計測の場合には、電子顕微鏡や各種微細構造の観測装置と得られた画像の解析
装置等を併用することによって、粒度分布を計測することで代用することも可能である。
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本発明の発光素子を被覆するガラス粉末は、島津製作所社製レーザー回折式粒度分布測定
装置（ＳＡＬＤ－２１００）を用いた測定において、粉末ガラス中の粒径１μｍ以下の粒
子の相対粒子量が１％以下である。１％以上であると封止後のガラスが不透明になるおそ
れがある。１％以下が好ましく、０．１％以下がより好ましい。また、粉末ガラス中の粒
径４５μｍ以下の粒子の相対粒子量が１０％以下であることが好ましい。１０％以上であ
ると、プロセス条件によっては封止後のガラスが不透明になるおそれがある。一方、本発
明の発光素子を被覆するガラス粉末は、ガラス粉末中の粒径２５０μｍ以上の粒子を含ま
ないことが好ましい。２５０μｍ以上の粒子を含むと、ＬＥＤ素子を均質に封止できない
おそれがある。
【００２１】
　本発明の発光素子被覆用ガラスの粉砕操作は、所望の混合効果を実現することが可能で
あるならばどのような粉砕装置を使用することも可能である。例えば、ボールミル、媒体
撹拌ミル、気流式粉砕機の何れかを使用して粉砕することが可能である。なお、あまりに
も細かく粉砕することは、好ましくない粒径の粒子を多数発生させてしまう原因にもなる
ので、所望の粒径となった以降は、それ以上粉砕しないことが重要である。そのためにも
、例えば、所望の粒子は通過させないような網目を有する篩や、サイクロン分級機を用い
て、所望の粒子を取り出すという作業を行うことが好ましい。
【００２２】
　ここで、ボールミルとは、すなわち、ボールと呼ばれるメディアとしてセラミックスや
天然鉱石等を使用し、そのメディアを被粉砕物の表面へ繰り返し衝突させることで、被粉
砕物を徐々に破砕、粉砕していく加工装置である。このボールミルとしては、最も一般的
な円筒形や円錐形の容器内で粉砕を行う転動型のボールミル（狭義のボールミル）、ボー
ルに微振動を付与することで微粉砕を行う振動ミル、ボールに加速を与えて粉砕効率を向
上させた媒体遊星ミル等を含むものである。この装置を作動する環境内の酸素濃度、窒素
濃度、二酸化炭素濃度等を調整することによって、本発明の製造方法を実現することもで
きる。また、媒体撹拌ミルとは、ボールミル同様にメディアを被粉砕物に衝突させるが、
メディアを収納する容器内にディスクや翼状の回転体を設けてメディアに複雑な運動をさ
せるものであって、効率的な粉砕が可能となる粉砕装置である。媒体撹拌ミルとしては、
一般にスタンプミル型、アニラーミル型、タワーミル型、サンドグラインダミル型、アト
ライタミル型等が使用可能である。さらに、気流式粉砕機とは、高速ジェット気流等によ
って被粉砕物を強制的に衝突させて粉砕を行う方式を採用した粉砕装置であって、粒度の
揃った粉末を調整するに好適である。そして特に、本装置を利用する際には、利用するジ
ェット気流そのものを高湿度環境に保持されるように調整した雰囲気とすることによって
、所望の粉砕環境を実現することも可能である。また、前述の粉砕装置は、単独で使用し
てもよいし、他の粉砕装置などと接続することによって連続したプラント設備として利用
することも可能であって、利用者の要望や、粉砕する封着材料の種類、量、用途などに応
じて適宜選択することが可能である。
【００２３】
　本発明の発光素子を被覆するガラスは、４００℃以下での被覆処理が可能となる。例え
ばＳｎＯ－Ｐ２Ｏ５系ガラス組成物の場合、ガラス転位温度（Ｔｇ）は２８５℃～３００
℃の範囲にある。
【００２４】
　本発明のガラス組成物の熱膨張係数（α）は、１３０×１０－７／℃以下であることが
好ましく、１２８×１０－７／℃以下であることがより好ましい。熱膨張係数（α）が１
３０×１０－７／℃を超えると、ガラスで発光素子を被覆した後、この素子を室温まで冷
却する過程においてまたはその後の工程において、ガラスの発光素子に接する部分を起点
として割れが発生するおそれがある。また、例えばＳｎＯ－Ｐ２Ｏ５系ガラス組成物の場
合、熱膨張係数（α）は、１１０×１０－７／℃以上であることが好ましく、１１５×１
０－７／℃以上であることがより好ましい。例えばＳｎＯ－Ｐ２Ｏ５系ガラス組成物の場
合、熱膨張係数（α）が１１０×１０－７／℃未満では、ガラス転移温度（Ｔｇ）が上昇
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する。
【００２５】
　本発明の発光素子を被覆するガラスは、ＴｅＯ２、Ｂ２Ｏ３、ＳｉＯ２若しくはＰ２Ｏ

５の少なくとも１種以上をネットワークフォーマーとして含有する。具体的には、ＴｅＯ

２－ＺｎＯ系、Ｂ２Ｏ３－Ｂｉ２Ｏ３系、ＳｉＯ２－Ｂｉ２Ｏ３系、ＳｉＯ２－ＺｎＯ系
、Ｂ２Ｏ３－ＺｎＯ系、Ｐ２Ｏ５－ＺｎＯ系、Ｐ２Ｏ５－ＳｎＯ系から選択される一つ、
またはそれらから選択される二つ以上の複合系ガラスである。
【００２６】
　本発明のガラスは、無機蛍光体粉末を含有する。ここで、無機蛍光体粉末は、例えば、
酸化物、窒化物、酸窒化物、硫化物、酸硫化物、ハロゲン化物、アルミン酸塩化物、ハロ
リン酸塩化物などがある。
【００２７】
　上記の無機蛍光体の中でも、特に、波長３００～５００ｎｍに励起帯を有し、波長３８
０～７８０ｎｍに発光ピークを有するもの、特に、青色、緑色、赤色に発光するものを用
いることが好ましい。
【００２８】
　波長３００～４４０ｎｍの紫外域の励起光を照射すると青色の蛍光を発する蛍光体とし
ては、Ｓｒ５（ＰＯ４）３Ｃｌ：Ｅｕ２＋、（Ｓｒ，Ｂａ）ＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ２

＋、（Ｓｒ，Ｂａ）３ＭｇＳｉ２Ｏ８：Ｅｕ２＋がある。
【００２９】
　波長３００～４４０ｎｍの紫外域の励起光を照射すると緑色の蛍光を発する蛍光体とし
ては、ＳｒＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ２＋、ＳｒＧａ２Ｓ４：Ｅｕ２＋、ＳｒＢａＳｉＯ４：Ｅｕ
２＋、ＣｄＳ：Ｉｎ、ＣａＳ：Ｃｅ３＋、（Ｙ、Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋、（Ｙ
、Ｇｄ）３（Ａｌ、Ｇａ）５Ｏ１２：Ｃｅ３＋、Ｃａ３Ｓｃ２Ｓｉ３Ｏ１２：Ｃｅ３＋、
ＳｒＳｉＯｎ：Ｅｕ２＋、ＺｎＳ：Ａｌ３＋，Ｃｕ＋、ＣａＳ：Ｓｎ２＋、ＣａＳ：Ｓｎ
２＋，Ｆ、ＣａＳＯ４：Ｃｅ３＋，Ｍｎ２＋、ＬｉＡｌＯ２：Ｍｎ２＋、ＢａＭｇＡｌ１

０Ｏ１７：Ｅｕ２＋，Ｍｎ２＋、ＺｎＳ：Ｃｕ＋，Ｃｌ－、Ｃａ３ＷＯ６：Ｕ、Ｃａ３Ｓ
ｉＯ４Ｃｌ２：Ｅｕ２＋、ＳｒＸＢａｙＣｌｚＡｌ２Ｏ４－ｚ／２：Ｃｅ３＋，Ｍｎ２＋

（Ｘ：０．２、Ｙ：０．７、Ｚ：１．１）、Ｂａ２ＭｇＳｉ２Ｏ７：Ｅｕ２＋、Ｂａ２Ｓ
ｉＯ４：Ｅｕ２＋、Ｂａ２Ｌｉ２Ｓｉ２Ｏ７：Ｅｕ２＋、ＺｎＯ：Ｓ、ＺｎＯ：Ｚｎ、Ｃ
ａ２Ｂａ３（ＰＯ４）３Ｃｌ：Ｅｕ２＋、ＢａＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ２＋がある。
【００３０】
　波長４４０～４８０ｎｍの青色の励起光を照射すると緑色の蛍光を発する蛍光体として
は、ＳｒＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ２＋、ＳｒＧａ２Ｓ４：Ｅｕ２＋、（Ｂａ、Ｓｒ）２ＳｉＯ４

：Ｅｕ２＋、ＣｄＳ：Ｉｎ、ＣａＳ：Ｃｅ３＋、（Ｙ、Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋

、（Ｙ、Ｇｄ）３（Ａｌ、Ｇａ）５Ｏ１２：Ｃｅ３＋、Ｃａ３Ｓｃ２ＳｉＯ３Ｏ１２：Ｃ
ｅ３＋、ＣａＳｃ２Ｏ４：Ｃｅ３＋、ＳｒＳｉＯＮ：Ｅｕ２＋がある。
【００３１】
　波長３００～４４０ｎｍの紫外域の励起光を照射すると黄色の蛍光を発する蛍光体とし
ては、ＺｎＳ：Ｅｕ２＋、Ｂａ５（ＰＯ４）３Ｃｌ：Ｕ、Ｓｒ３ＷＯ６：Ｕ、ＣａＧａ２

Ｓ４：Ｅｕ２＋、ＳｒＳＯ４：Ｅｕ２＋，Ｍｎ２＋、ＺｎＳ：Ｐ、ＺｎＳ：Ｐ３－，Ｃｌ
－ＺｎＳ：Ｍｎ２＋がある。
【００３２】
　波長４４０～４８０ｎｍの青色の励起光を照射すると黄色の蛍光を発する蛍光体として
は、（Ｙ、Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋、（Ｙ、Ｇｄ）３（Ａｌ、Ｇａ）５Ｏ１２：
Ｃｅ３＋、Ｂａ５（ＰＯ４）３Ｃｌ：Ｕ、ＣａＧａ２Ｓ４：Ｅｕ２＋がある。
【００３３】
　波長３００～４４０ｎｍの紫外域の励起光を照射すると赤色の蛍光を発する蛍光体とし
ては、ＣａＳ：Ｙｂ２＋，Ｃｌ、Ｇｄ３Ｇａ４Ｏ１２：Ｃｒ３＋、ＣａＧａ２Ｓ４：Ｍｎ
２＋、Ｎａ（Ｍｇ，Ｍｎ）２ＬｉＳｉ４Ｏ１０Ｆ２：Ｍｎ、ＺｎＳ：Ｓｎ２＋、Ｙ３Ａｌ
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５Ｏ１２：Ｃｒ３＋、ＳｒＢ８Ｏ１３：Ｓｍ２＋、ＭｇＳｒ３Ｓｉ２Ｏ８：Ｅｕ２＋，Ｍ
ｎ２＋、α－ＳｒＯ・３Ｂ２Ｏ３：Ｓｍ２＋、ＺｎＳ－ＣｄＳ、ＺｎＳｅ：Ｃｕ＋，Ｃｌ
、ＺｎＧａ２Ｓ４：Ｍｎ２＋、ＺｎＯ：Ｂｉ３＋、ＢａＳ：Ａｕ，Ｋ、ＺｎＳ：Ｐｂ２＋

、ＺｎＳ：Ｓｎ２＋，Ｌｉ＋、ＺｎＳ：Ｐｂ，Ｃｕ、ＣａＴｉＯ３：Ｐｒ３＋、ＣａＴｉ
Ｏ３：Ｅｕ３＋、Ｙ２Ｏ３：Ｅｕ３＋、（Ｙ、Ｇｄ）２Ｏ３：Ｅｕ３＋、ＣａＳ：Ｐｂ２

＋，Ｍｎ２＋、ＹＰＯ４：Ｅｕ３＋、Ｃａ２ＭｇＳｉ２Ｏ７：Ｅｕ２＋，Ｍｎ２＋、Ｙ（
Ｐ、Ｖ）Ｏ４：Ｅｕ３＋、Ｙ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ３＋、ＳｒＡｌ４Ｏ７：Ｅｕ３＋、ＣａＹＡ
ｌＯ４：Ｅｕ３＋、ＬａＯ２Ｓ：Ｅｕ３＋、ＬｉＷ２Ｏ８：Ｅｕ３＋，Ｓｍ３＋、（Ｓｒ
，Ｃａ，Ｂａ，Ｍｇ）１０（ＰＯ４）６Ｃｌ２：Ｅｕ２＋，Ｍｎ２＋、Ｂａ３ＭｇＳｉＯ

２Ｏ８：Ｅｕ２＋，Ｍｎ２＋がある。
【００３４】
　波長４４０～４８０ｎｍの青色の励起光を照射すると赤色の蛍光を発する蛍光体として
は、ＺｎＳ：Ｍｎ２＋，Ｔｅ２＋、Ｍｇ２ＴｉＯ４：Ｍｎ４＋、Ｋ２ＳｉＦ６：Ｍｎ４＋

、ＳｒＳ：Ｅｕ２＋、Ｎａ１．２３Ｋ０．４２Ｅｕ０．１２ＴｉＳｉ４Ｏ１１、Ｎａ１．

２３Ｋ０．４２Ｅｕ０．１２ＴｉＳｉ５Ｏ１３：Ｅｕ３＋、ＣｄＳ：Ｉｎ，Ｔｅ、ＣａＡ
ｌＳｉＮ３：Ｅｕ２＋、（Ｓｒ，Ｃａ）ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ２＋、ＣａＳｉＮ３：Ｅｕ２

＋、（Ｃａ，Ｓｒ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ２＋、Ｅｕ２Ｗ２Ｏ７がある。
【００３５】
　なお、励起光の波長域や発光させたい色に合わせて複数の無機蛍光体粉末を混合して用
いてもよい。例えば、紫外域の励起光を照射して、白色光を得たい場合は、青色、緑色及
び赤色の蛍光を発する蛍光体を混合して使用すればよい。
【００３６】
　上記の無機蛍光体粉末の中には、焼結時の加熱によりガラスと反応し、発泡や変色など
の異常反応を起こす物もあり、その程度は、焼結温度が高温であればあるほど著しくなる
。しかし、このような無機蛍光体粉末であっても、焼成温度とガラス組成を最適化するこ
とで使用できる。
【００３７】
　樹脂は、スクリーン印刷後、塗膜中のガラス粉末、フィラーを支持する。具体例として
は、エチルセルロース、ニトロセルロース、アクリル樹脂、酢酸ビニル、ブチラール樹脂
、メラミン樹脂、アルキッド樹脂、ロジン樹脂などが用いられる。主剤として用いられる
のは、エチルセルロースとニトロセルロースがある。なお、ブチラール樹脂、メラミン樹
脂、アルキッド樹脂、ロジン樹脂は塗膜強度向上の為の添加として用いられる。
【００３８】
　また、無機蛍光材料は、２５℃における熱伝導率が１０Ｗ／ｍ・Ｋ以上（好ましくは１
５Ｗ／ｍ・Ｋ以上、より好ましくは２０Ｗ／ｍ・Ｋ以上）であるものを用いることが好ま
しい。そのようにすることにより、無機材料基材の熱伝導率が大きくなると、放熱効果が
大きくなる。
【００３９】
　本発明の発光素子を被覆するガラスの全光線透過率は、８０％以上であることが好まし
い。８０以下であると、光取り出し効率が悪くなるおそれがある。
【実施例】
【００４０】
　例１～例６は実施例であり、例７～例８は比較例である。
【００４１】
　（例１）
　　酸化物基準のモル％表記で、３０％のＰ２Ｏ５、６０％のＳｎＯ、６％のＺｎＯ、３
％のＣａＯ及び１％のＢ２Ｏ３で構成されるＰ２Ｏ５－ＳｎＯ系ガラス粉末を用いた。こ
のガラス粉末にＹＡＧ系蛍光体粉末（（Ｙ、Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋）を２質量
％を加え、蛍光体含有ガラス粉末を作製した。
【００４２】
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　次に、作製された蛍光体含有ガラス粉末を焼成してガラス板を作製し、作製したガラス
板を媒体撹拌ミルを使用して撹拌した。撹拌されたガラス粉末を直径２５０μｍの網目を
有する篩にかけ、粒径２５０μｍ以上のガラス粉末を再度篩にかけることをやめた。その
ようにして、粒径４５～７４μｍであるガラス粉末を得た。
【００４３】
　次に、金の配線パターンを形成したマグネシア基板（厚み：１ｍｍ、大きさ：７ｍｍ×
５ｍｍ）と豊田合成社製青色ＬＥＤ（商品名：Ｅ１Ｃ６０－０Ｂ０１１－０３、波長：４
６０ｎｍ）に接続バンプを形成したものとを用意し、マグネシア基板にこのＬＥＤをフリ
ップチップ実装した。そして、ガラスと基板との界面に発生する気泡を抑制するために、
ＬＥＤを実装したアルミナ基板を電気炉（ＩＲ加熱装置）に入れ、６００℃で加熱処理を
した。昇温速度は３００℃／分、６００℃での保持時間は２分、降温速度は３００℃／分
に設定した。なお、ガラスと基板との界面に発生する気泡は、ガラスを軟化させる場合、
ガラスが基板表面に付着している有機汚染物質に反応して発生する。そして、この発生し
た気泡は、半導体発光素子から発した光を屈折させるので、発光装置の輝度を低下させた
り、発光装置の配光分布を変化させるおそれがある。そのため、ガラスでＬＥＤを被覆す
る前に、ＬＥＤを搭載した基板を加熱し、基板表面に付着している有機汚染物質を減少さ
せ、気泡の発生を抑制している。数々の実験によれば、加熱温度は、６００℃前後が好ま
しい。また、加熱時間は、ＬＥＤに対する熱の影響を考慮すると、２分間前後が好ましい
。
【００４４】
　このフリップチップ実装したＬＥＤの上に、ガラス粉末を５ｇ盛り付けた。その後、電
気炉に入れ、毎分１００℃の速度で３６０℃まで昇温しその温度に３分間保持した。ここ
で、ＬＥＤを被覆しているガラスを目視観察したところその表面付近には泡は認められな
かった。
【００４５】
　このようにして得られたガラス被覆発光装置に直流電圧を印加したところ、発光が確認
できた。
【００４６】
　（例２）
　　ＹＡＧ系蛍光体粉末（（Ｙ、Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋）を５質量％を加えて
蛍光体含有ガラス粉末を作製した以外、例１と同じである。
【００４７】
　（例３）
　　ＹＡＧ系蛍光体粉末（（Ｙ、Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋）の代わりに、蛍光体
（ＣａＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ２＋）を５質量％を加えて蛍光体含有ガラス粉末を作製した以
外、例１と同じである。
【００４８】
　（例４）
　　ＹＡＧ系蛍光体粉末（（Ｙ、Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋）の代わりに、蛍光体
（（Ｓｒ、Ｃａ）ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ２＋）を５質量％を加えて蛍光体含有ガラス粉末を
作製した以外、例１と同じである。
【００４９】
　（例５）
　　ＹＡＧ系蛍光体粉末（（Ｙ、Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋）の代わりに、蛍光体
（（Ｂａ、Ｓｒ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ２＋）を５質量％を加えて蛍光体含有ガラス粉末を作
製した以外、例１と同じである。
【００５０】
　（例６）
　　ＹＡＧ系蛍光体粉末（（Ｙ、Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋）の代わりに、蛍光体
（ＣａＳｃ２Ｏ４：Ｃｅ３＋）を５質量％を加えて蛍光体含有ガラス粉末を作製した以外
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、例１と同じである。
【００５１】
　（例７）
　　ＹＡＧ系蛍光体粉末（（Ｙ、Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋）を含有しないガラス
粉末を作製した以外、例１と同じである。
【００５２】
　（例８）
　　ガラスで封止していない発光装置である。
【００５３】
　（測定結果）
　　上述のように作製されたガラス被覆発光装置について、発光効率（単位：ｌｍ／Ｗ）
、比率（単位：％）、外部量子効率（単位：％）、色度座標（Ｘ、Ｙ）及び色調を以下の
測定法によって測定した。
【００５４】
　発光効率：外部量子効率測定装置（浜松ホトニクス社製）を用いて、電流を与えた発光
装置から発せられる光のエネルギー分布スペクトルを測定し、得られたスペクトルに標準
比視感度を掛け合わせて全光束を計算し、得られた全光束を光源の電力で除して算出した
。なお、操作電流は、１０ｍＡとした。
【００５５】
　　比率：例８の発光効率で例１～例７の各発光効率を割ったものである。
【００５６】
　　外部量子効率：外部量子効率測定装置（浜松ホトニクス社製）を用いて、発光素子に
注入した電子数Ｎ１と外部に放射された光子数Ｎ２の比（Ｎ２／Ｎ１）を百分率で測定し
た。なお、操作電流は、１０ｍＡとした。
【００５７】
　　色度座標：発光効率と同様にスペクトルを測定し、色度座標を読み取った。なお、操
作電流は、１０ｍＡとした。
【００５８】
　　透明性：ガラスを目視して、クリアを○とした。
【００５９】
　結果を表１に示す。
【００６０】
【表１】

【００６１】
　表１からわかるように、いずれも封止前よりも外部量子効率が向上しており発光効率が
２倍以上になることがわかった。
【００６２】
　なお、上述した処理の他に、以下の処理を施しても良い。
【００６３】
　（１）ガラスフリットの表面処理
  焼成時に、ガラスフリット同士、またはフリットと蛍光体界面での反応によってガラス
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率を悪化させ、発光効率を低くする懸念がある。本発明では、粉砕条件と粒径制御によっ
て着色および／または発泡を抑制しているが、さらにフリットの表面を改質するまたはコ
ーティングするなどの方法も有効である場合が考えられる。例えば、発明者らの実験によ
れば、ＴＥＯＳでのコーティングでも着色が抑制できることを確認している。
【００６４】
　（２）蛍光体の表面処理
  上述した（１）の処理に加え、蛍光体の表面を改質するまたはコーティングするなどの
方法を施しても良い。例えば、ＴＥＯＳでのコーティングでも着色が抑制できると考えら
れる。
【００６５】
　（３）蛍光体の表面処理
  蛍光体が窒化物または酸窒化物である場合、大気中で焼成すると酸化反応により蛍光体
表面からＮ２またはＮＯｘが生成する場合がある。ガラスが全て酸化物系である場合、大
半のイオンは酸化物イオンである。そのため、ガラスの焼成は、多数の酸化物イオンで囲
まれた環境で実施されることになり、蛍光体表面の酸化反応が促進されることがある。そ
の場合、表面での発泡現象となって、ガラス質部分の透過率を悪化させ、発光効率を低く
する懸念がある。このような発泡現象を抑制するためには、フリットと混合する前に蛍光
体を加熱して、表面のみ酸化反応を起こし、フリットとの混合後には酸化反応が起きなく
なることが考えられる。さらにフリットの表面を改質するまたはコーティングするなどの
方法も有効である場合が考えられる。
【００６６】
　（４）ガラスの結晶化抑制
  焼成時に、ガラスフリット同士、またはフリットと蛍光体界面で、蛍光体が結晶核にな
るまたは／および界面での反応によってガラスの結晶化が起こる場合がある。結晶化は、
焼成体のガラス質部分の透過率を悪化させ、発光効率を低くする懸念がある。また、焼成
温度が高くなる場合がある。そこで、結晶化抑制に、蛍光体の表面を改質するまたはコー
ティングするなどの方法も有効である場合が考えられる。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明の光学素子被覆用ガラスは、液晶パネル用バックライト光源、一般照明や自動車
用ヘッドライドなどに用いられるＬＥＤ素子の封止に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明のガラス被覆発光装置の断面図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１００　基板
　１３０　発光素子
　１４０　蛍光体粉末を含有するガラス
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【図１】
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