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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一般式MAlSiN3:Euで表記され、MがII価の価数をとるMg、Ca、Sr、Ba、Znからなる群か
ら選択された一種以上の元素、Alがアルミニウム、Siが珪素、Nが窒素、Euが付活剤とな
る元素であり、粉末状であると共に、炭素含有量が０．０８重量％より少なく、かつ、酸
素含有量が３．０重量％より少ないことを特徴とする窒化物蛍光体。
【請求項２】
　上記粉末状の窒化物蛍光体の平均粒度が２０μｍ以下、０．１μｍ以上であることを特
徴とする請求項１に記載の窒化物蛍光体。
【請求項３】
　請求項１又は２のいずれかに記載の窒化物蛍光体の製造方法であって、
　上記窒化物蛍光体の原料を窒化ホウ素材質の焼成容器内に充填し、不活性雰囲気中で焼
成して窒化物蛍光体を製造することを特徴とする窒化物蛍光体の製造方法。
【請求項４】
　請求項１又は２のいずれかに記載の窒化物蛍光体と、所定波長の光を発光する発光部と
を有し、上記所定波長の光の一部を励起源とし、上記窒化物蛍光体を上記所定波長と異な
る波長で発光させることを特徴とする光源。
【請求項５】
　上記所定波長が、２５０～５５０ｎｍの波長であることを特徴とする請求項４に記載の
光源。
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【請求項６】
　請求項１又は２のいずれかに記載の窒化物蛍光体と、所定波長の光を発光する発光部と
を有し、上記所定波長の光の一部を励起源とし、上記窒化物蛍光体を上記所定波長と異な
る波長で発光させることを特徴とするＬＥＤ。
【請求項７】
　上記所定波長が、２５０～５５０ｎｍの波長であることを特徴とする請求項６に記載の
ＬＥＤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＣＲＴ、ＰＤＰ、ＦＥＤ、ＥＬなどのディスプレイ装置や、蛍光表示管、蛍
光ランプなどの照明装置等に使用される蛍光体に関するものであり、特に、紫外～緑色の
光により励起され、可視光または白色光を発光させるための窒化物蛍光体、窒化物蛍光体
の製造方法、並びに上記窒化物蛍光体を用いた光源及びＬＥＤに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、照明装置として用いられている放電式蛍光灯や白熱電球などは、水銀などの有害
物質が含まれ、且つ寿命が短いといった諸問題を抱えている。ところが近年になって青色
や紫外に発光するＬＥＤが次々と開発され、そのＬＥＤから発生する紫外～緑色の光と、
紫外～緑色の波長域に励起帯を持つ蛍光体との組み合わせにより、白色の光を発する次世
代の照明装置を得ようとする研究、開発が盛んに行われている。この照明装置は、熱の発
生量が少なく、また、半導体素子(ＬＥＤ)と蛍光体から構成されているため白熱電球のよ
うに切れる心配がなく長寿命であり、更に、水銀などの有害物質が不要であるなどの多く
の利点があり、理想的な照明装置である。
【０００３】
　ここで、上述のＬＥＤと蛍光体とを組み合せて白色光を得るには、一般的に2つの方式
が考えられる。一つは、青色を発光するＬＥＤと、当該青色発光を受けて励起され黄色を
発光する蛍光体とを組み合せ、これら補色関係にある青色発光と黄色発光との組み合せに
より白色発光を得るものである。
【０００４】
　他の一つは、近紫外や紫外を発光するＬＥＤと、当該近紫外や紫外の発光により励起さ
れて赤色（Ｒ）を発光する蛍光体、緑色（Ｇ）を発光する蛍光体、青色（Ｂ）を発光する
蛍光体、他の色を発光する蛍光体とを組み合せ、当該ＲＧＢ等の光の混合により白色発光
を得るものである。このＲＧＢ等の光により白色発光を得る方法は、ＲＧＢ等の光を発光
する蛍光体の組み合せや混合比などにより、白色光以外にも任意の発光色を得ることが可
能であり、照明装置としての応用範囲が広い。
【０００５】
　この用途に使用される蛍光体としては、赤色蛍光体であれば、例えば、Ｙ２Ｏ２Ｓ：Ｅ
ｕ、Ｌａ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ、３．５ＭｇＯ・０．５ＭｇＦ２・ＧｅＯ２：Ｍｎ、（Ｌａ、Ｍ
ｎ、Ｓｍ）２Ｏ２Ｓ・Ｇａ２Ｏ３があり、緑色蛍光体であれば、例えば、ＺｎＳ：Ｃｕ，
Ａｌ、ＳｒＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ、ＢＡＭ：Ｅｕ，Ｍｎがあり、黄色蛍光体であれば、例えば
、ＹＡＧ：Ｃｅがあり、青色蛍光体であれば、例えば、ＢＡＭ：Ｅｕ、Ｓｒ５（ＰＯ４）

３Ｃｌ：Ｅｕ、ＺｎＳ：Ａｇ、（Ｓｒ、Ｃａ、Ｂａ、Ｍｇ）１０（ＰＯ４）６Ｃｌ：Ｅｕ
がある。そして、これらのＲＧＢ等を発光する蛍光体を、近紫外や紫外を発光するＬＥＤ
などの発光部(発光素子)と組み合せることにより、白色または所望の単色を発光するＬＥ
Ｄを始めとした光源や、当該光源を備えた照明装置を得ることが可能となる。
【０００６】
　しかし、青色ＬＥＤと黄色蛍光体（ＹＡＧ：Ｃｅ）の組み合せにより白色を得る照明に
あっては、可視光領域の長波長側の発光が不足してしまうため、若干青みを帯びた白色の
発光となってしまい、電球のようなやや赤みを帯びた白色発光を得ることができない。
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【０００７】
　また、近紫外・紫外ＬＥＤとＲＧＢ等を発光する蛍光体との組み合せにより白色を得る
照明では、3色の蛍光体のうち赤色蛍光体が他の蛍光体に比べ長波長側の励起効率が悪く
、発光効率が低下するため、赤色蛍光体の混合割合を多くせざるを得ず、輝度を向上させ
る蛍光体が不足して高輝度の白色が得られない。
【０００８】
　そのため最近では、長波長側に良好な励起を持ち、半値幅の広い発光ピークが得られる
オキシ窒化物ガラス蛍光体（例えば、特許文献１参照）や、サイアロンを母体とする蛍光
体（例えば、特許文献２、３、４参照）、シリコンナイトライド系などの窒素を含有した
蛍光体（例えば、特許文献５、６参照）が提案されている。これらの窒素を含有した蛍光
体は、酸化物系蛍光体などに比べて共有結合の割合が多くなるため、波長４００ｎｍ以上
の光においても良好な励起帯を有し、白色の光を発する照明装置用の蛍光体として注目さ
れている。
【０００９】
【特許文献１】特開2001-214162号公報
【特許文献２】特開2003-336059号公報
【特許文献３】特開2003-124527号公報
【特許文献４】特願2004-067837号公報
【特許文献５】特表2003-515655号公報
【特許文献６】特開2003-277746号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述の紫外～緑色に発光する発光素子と、当該発光素子から発生する紫外～緑色の波長
域に対して励起帯を持つ蛍光体との組合せにより可視光、白色光を発するＬＥＤを始めと
した光源においては、可視光または白色光の発光特性向上のために、発光素子及び蛍光体
の発光効率の向上や安定性が求められる。ところが従来の技術に係る蛍光体においては、
発光効率が製造バッチ毎に安定しているとは限らず、発光効率にバラツキがみられること
があった。ここで、本発明者らは当該バラツキの原因を究明し、その対策を打つことが出
きれば、当該蛍光体の発光効率をより高めることができるのではないかと考えた。
　そこで本発明者らは、様々な蛍光体の試料を調製し当該バラツキの原因を追求したとこ
ろ、当該蛍光体中に不純物として含まれる炭素および／または酸素が原因であることに想
到した。
　ここで本発明者らは、当該不純物として含まれる炭素および／または酸素の由来につい
て、さらに研究をおこなった。その結果、当該元素は、当初予想された雰囲気等に由来す
るものだけでなく、窒化物蛍光体製造時の焼結工程において、焼成容器内から窒化物蛍光
体中に拡散して不純物となるものもあることに想到した。
【００１１】
　本発明の目的は、上述の事情を考慮してなされたものであり、窒化物蛍光体中に当該不
純物として含まれる炭素および／または酸素を抑制することで、発光効率が向上した窒化
物蛍光体を提供することにある。
　本発明の他の目的は、窒化物蛍光体中に当該不純物として含まれる炭素および／または
酸素を抑制して、当該蛍光体の発光効率を向上させることができる窒化物蛍光体の製造方
法を提供することにある。
　本発明の更に他の目的は、当該発光効率が向上した窒化物蛍光体を用いた光源及びＬＥ
Ｄを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　第１の構成は、　一般式MAlSiN3:Euで表記され、MがII価の価数をとるMg、Ca、Sr、Ba
、Znからなる群から選択された一種以上の元素、Alがアルミニウム、Siが珪素、Nが窒素
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、Euが付活剤となる元素であり、粉末状であると共に、炭素含有量が０．０８重量％より
少なく、かつ、酸素含有量が３．０重量％より少ないことを特徴とする窒化物蛍光体であ
る。
【００１７】
　第２の構成は、上記粉末状の窒化物蛍光体の平均粒度が２０μｍ以下、０．１μｍ以上
であることを特徴とする第１の構成に記載の窒化物蛍光体である。
【００１８】
　第３の構成は、第１又は第２の構成のいずれかに記載の窒化物蛍光体の製造方法であっ
て、上記窒化物蛍光体の原料を窒化ホウ素材質の焼成容器内に充填し、不活性雰囲気中で
焼成して窒化物蛍光体を製造することを特徴とする窒化物蛍光体の製造方法である。
【００１９】
　第４の構成は、第１又は第２の構成のいずれかに記載の窒化物蛍光体と、所定波長の光
を発光する発光部とを有し、上記所定波長の光の一部を励起源とし、上記窒化物蛍光体を
上記所定波長と異なる波長で発光させることを特徴とする光源である。
【００２０】
　第５の構成は、上記所定波長が２５０～５５０ｎｍの波長であることを特徴とする第４
の構成に記載の光源である。
【００２１】
　第６の構成は、第１又は第２の構成のいずれかに記載の窒化物蛍光体と、所定波長の光
を発光する発光部とを有し、上記所定波長の光の一部を励起源とし、上記窒化物蛍光体を
上記所定波長と異なる波長で発光させることを特徴とするＬＥＤである。
【００２２】
　第７の構成は、上記所定波長が２５０～５５０ｎｍの波長であることを特徴とする第６
の構成に記載のＬＥＤである。
【発明の効果】
【００２３】
　第１又は第２の構成に係る窒化物蛍光体によれば、炭素含有量が０．０８重量％より少
ない窒化物蛍光体、酸素含有量が３．０重量％より少ない窒化物蛍光体であることから、
発光に寄与しない炭素と酸素の不純物含有量が少ないので、窒化物蛍光体の発光強度の低
下を抑制でき、当該窒化物蛍光体の発光効率を向上させることができる。

【００２４】
　また、一般式がＭ－Ａｌ－Ｓｉ－Ｎ：Ｚで表記され、ＭがII価の価数をとる一種以上の
元素、Ａｌがアルミニウム、Ｓｉが珪素、Ｎが窒素、Ｚが付活剤となる元素であることか
ら、紫外～緑色の光を発光する発光部からの紫外～緑色（波長域２５０～５５０ｎｍ）の
広い範囲の光に励起帯を有するので、発光効率を更に向上させることができる。
【００２５】
　第１または第２の構成に係る窒化物蛍光体が粉末状であることから、窒化物蛍光体の塗
布または充填を容易に実施できる。更に、窒化物蛍光体の粉末の平均粒度が２０μｍ以下
、０．１μｍ以上であることから、発光効率を向上させることができる。
【００２６】
　第３の構成に係る窒化物蛍光体の製造方法によれば、窒化物蛍光体の原料を窒化ホウ素
材質の焼成容器内に充填し、不活性雰囲気中で焼成して窒化物蛍光体を製造することから
、炭素および酸素の不純物含有量が少ない窒化物蛍光体を製造することができる。このよ
うに、発光に寄与しない不純物が少ない窒化物蛍光体を製造できるので、発光強度の低下
を抑制でき、窒化物蛍光体の発光効率を向上させることができる。
【００２７】
　第４または第５の構成に係る光源は、窒化物蛍光体が、発光部が発光する所定の広い波
長域(２５０～５５０ｎｍ)の光に励起帯を有して発光するため、これらの窒化物蛍光体と
発光部との組み合わせにより、可視光または白色光を発光する発光効率の高い光源を得る
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ことができる。
【００２８】
　第６または第７の構成に係るＬＥＤは、窒化物蛍光体が、発光部が発光する所定の広い
波長域(２５０～５５０ｎｍ)の光に励起帯を有して発光するため、これらの窒化物蛍光体
と発光部との組み合わせにより、可視光または白色光を発光する発光効率の高いＬＥＤを
得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を、図面に基づき説明する。
　本発明に係る窒化物蛍光体として、一般式がＭ－Ａｌ－Ｓｉ－Ｎ：Ｚで表記される窒化
物蛍光体であって、ＭがII価の価数をとる一種以上の元素、Ａｌがアルミニウム、Ｓｉが
珪素、Ｎが窒素、Ｚが付活剤となる元素である窒化物蛍光体を例として説明する。そして
当該窒化物蛍光体において、不純物である炭素含有量が０．０８重量％より少なく、不純
物である酸素含有量が３．０重量％より少ないものである。この不純物炭素含有量０．０
８重量％未満と不純物酸素含有量３．０重量％未満は、両者が満たされることが好ましい
が、いずれか一方が満たされている場合でもよい。
【００３０】
　不純物炭素含有量が０．０８重量％より少ない窒化物蛍光体、不純物酸素含有量が３．
０重量％より少ない窒化物蛍光体は、いずれの場合も、発光に寄与しない炭素と酸素の不
純物含有量が少ないので、発光強度を相対強度で表したとき、２５～３０％程度の発光強
度の低下を抑制でき、従って発光効率を向上させることができる。
【００３１】
　また、窒化物蛍光体は、一般式がＭ－Ａｌ－Ｓｉ－Ｎ：Ｚで表記され、ＭがII価の価数
をとる一種以上の元素、Ａｌがアルミニウム、Ｓｉが珪素、Ｎが窒素、Ｚが付活剤となる
元素であることから、紫外～緑色の光を発光する発光部からの紫外～緑色（波長域２５０
～５５０ｎｍ）の広い範囲の光に励起帯を有するので、発光効率を更に向上させることが
できる。
【００３２】
　より詳しくは、当該窒化物蛍光体を組成式MmAlaSibNn:Zで表記したとき、n=2/3m+a+4/3
bの関係を有する窒化物蛍光体であることが好ましい。ｎ、ｍ、a、b、が当該関係を満た
すとき、上述の窒化物蛍光体の母体構造が化学的に安定な構造をとり、当該母体構造中に
、発光に寄与しない不純物相が生じにくくなるためである。さらに、m = a = b = 1とな
ることで安定性は向上する。ただし、母体構造の組成式からの若干の組成のずれは許容さ
れる。
【００３３】
　上記Ｍは、Ｂｅ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｚｎ、Ｃｄ、Ｈｇから選択される少なくと
も１つ以上の元素であることが好ましく、更には、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｚｎから選
択される少なくとも１つ以上の元素であることが好ましい。
【００３４】
　上記Ｚは、希土類元素または遷移金属元素から選択される少なくとも1つ以上の元素で
あることが好ましいが、特にＥｕ、Ｍｎ、Ｓｍ、Ｃｅから選択される少なくとも1つ以上
の元素であることが好ましい。中でもＥｕを用いると、窒化物蛍光体は橙色から赤色にか
けての強い発光を示すため発光効率が高く、白色を発する光源(ＬＥＤ)用の窒化物蛍光体
の付活剤としてより好ましい。
【００３５】
　本発明に係る窒化物蛍光体（以下、単に「蛍光体」と記載する場合がある。）は、塗布
または充填の容易さを考慮して粉状体とされるが、この場合には、当該蛍光体粉体の平均
粒径が２０μｍ以下であることが好ましい。これは、蛍光体粉体において発光は主に粒子
表面で起こると考えられるため、平均粒径が２０μｍ以下であれば、粉体単位重量あたり
の表面積を確保でき輝度の低下を回避できるからである。更に、当該粉体をペースト状と
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し、発光体素子等に塗布した場合にも当該粉体の密度を高めることができ、この観点から
も輝度の低下を回避することができる。また、本発明者らの検討によると、詳細な理由は
不明であるが、蛍光体粉末の発光効率の観点から、平均粒径が０．１μｍより大きいこと
が好ましいことも判明した。以上のことより、本発明に係る蛍光体粉体の平均粒径は、０
．１μｍ以上２０μｍ以下であることが好ましい。
【００３６】
　本発明に係る蛍光体の製造方法は、蛍光体の原料を窒化ホウ素材質の焼成容器内に充填
し、不活性雰囲気中で焼成して蛍光体を製造する。この蛍光体の製造方法を、蛍光体とし
てＣａＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ（但し、Ｅｕ／（Ｃａ＋Ｅｕ）モル比＝０．０１５の場合）の
製造を例として説明する。
【００３７】
　まず、原料としてＣａ、Ａｌ、Ｓｉの窒化物として、それぞれＣａ３Ｎ２（２Ｎ）、Ａ
ｌＮ（３Ｎ）、Ｓｉ３Ｎ４（３Ｎ）を準備する。Ｅｕ原料としては、Ｅｕ２Ｏ３（３Ｎ）
を準備する。
【００３８】
　これらの原料を、各元素のモル比がＣａ：Ａｌ：Ｓｉ：Ｅｕ＝０．９８５：１：１：０
．０１５となるように秤量し混合する。((Ｃａ+Ｅｕ)：Ａｌ：Ｓｉ：＝1：１：１となる
。)当該混合は、乳鉢等を用いる通常の混合方法で良いが、窒素等の不活性雰囲気下のグ
ローブボックス内で操作することが便宜である。
【００３９】
　当該混合を不活性雰囲気下のグローブボックス内で操作する理由は、この操作を大気中
おこなうと、上記原料の酸化や分解により母体構成元素中に含まれる酸素濃度の比率が崩
れ、発光特性が低下する可能性がある上、蛍光体の目的組成からずれてしまうことが考え
られるためである。更に、各原料元素の窒化物は水分の影響を受けやすいため、不活性ガ
スは水分を十分取り除いたものを使用するのが良い。各原料元素として窒化物原料を用い
る場合、原料の分解を回避するため混合方式は乾式混合が好ましく、ボールミルや乳鉢等
を用いる通常の乾式混合方法でよい。
【００４０】
　混合が完了した原料を、焼成容器として窒化ホウ素製のるつぼに充填し、窒素等の不活
性雰囲気中で１５００℃まで１５℃／ｍｉｎ．の昇温速度で昇温し、１５００℃で３時間
保持し焼成する。焼成温度は１０００℃以上、好ましくは１４００℃以上であればよい。
保持時間は焼成温度が高いほど焼成が迅速に進むため短くできる。焼成温度が低くても、
長時間保持することにより目的の発光特性を得ることができる。焼成時間が長いほど粒子
成長が進み、粒子形状が大きくなるため、目的の粒子サイズによって任意の焼成時間を設
定すればよい。
【００４１】
　ここで、本発明者らは、蛍光体の原料を焼成する焼成容器(例えば、るつぼ)として、例
えばカーボン製の焼成容器を使用して焼成した場合には、カーボン製の焼成容器から焼成
される蛍光体中に不純物として炭素が混入し、蛍光体の発光強度が低下するおそれがある
ことに想到した。本発明者らの検討によると、蛍光体中に含まれる炭素の量が０．０８重
量％以上となると蛍光体の発光強度が低下し始めることを見出した。また、本発明者らは
、アルミナ製の焼成容器を使用して焼成した場合には、アルミナ製の焼成容器から焼成さ
れる蛍光体中に不純物として酸素が拡散し、蛍光体の発光強度が低下するおそれがあるこ
とに想到した。本発明者らの検討によると、蛍光体中に含まれる酸素の量が３．０重量％
以上となると蛍光体の発光強度が低下し始めることを見出した。
【００４２】
　そして本発明者らは、窒化ホウ素製の焼成容器を用いて蛍光体を焼成して製造すること
で、発光に寄与しない不純物炭素含有量と不純物酸素含有量の少ない蛍光体を製造するこ
とができ、発光強度の低下を抑制でき、発光体の発光効率を向上させることができること
に想到した。
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【００４３】
　そこで、焼成容器として窒化ホウ素製の焼成容器を用い、焼成が完了した後、１５００
℃から２００℃まで１時間で冷却し、さらに室温まで冷却した後、乳鉢、ボールミル等の
粉砕手段を用いて所定（好ましくは２０μｍ～１μｍ）の平均粒径となるように粉砕し、
組成式Ｃａ０．９８５ＳｉＡｌＮ３：Ｅｕ０．０１５の蛍光体を製造する。
【００４４】
　Ｅｕ／（Ｃａ＋Ｅｕ）モル比の設定値が変動した場合も、各原料の仕込時の配合量を所
定の組成式に合わせることで、同様の製造方法により所定の組成の蛍光体を製造すること
ができる。得られた蛍光体はいずれも炭素含有量が０．０８重量％より少なく、酸素含有
量が３．０重量％より少ないものであった。
【００４５】
　粉末状となった本発明に係る蛍光体は、公知の方法で発光部（特には、発光波長域２５
０～５５０ｎｍのいずれかの発光をおこなう発光部）と組み合わせることで、当該発光部
が発光する広い範囲の波長域の光に励起帯を有して発光するので、可視光または白色光を
発光する発光効率の高い光源を得ることができる。特に、発光部として発光波長域２５０
～５５０ｎｍのいずれかの発光をおこなうＬＥＤと、公知の方法により組み合わせること
で、可視光または白色光を発光する発光効率の高いＬＥＤを得ることができる。
　従って、この光源(ＬＥＤ)をＣＲＴ、ＰＤＰ等のディスプレイ装置や、蛍光灯等の照明
装置の多様な光源として用いることができる。
【実施例】
【００４６】
　以下、実施例に基づいて、本発明をより具体的に説明する。
（実施例１）
　市販のＣａ３Ｎ２（２Ｎ）、ＡｌＮ（３Ｎ）、Ｓｉ３Ｎ４（３Ｎ）、Ｅｕ２Ｏ３（３Ｎ
）を準備し、各元素のモル比がＣａ：Ａｌ：Ｓｉ：Ｅｕ＝０．９８５：１：１：０．０１
５となるように各原料を秤量し、窒素雰囲気下のグローブボックス中において乳鉢を用い
て混合した。混合した原料を窒化ホウ素製のるつぼに充填し、窒素雰囲気中で１５００℃
まで１５℃／ｍｉｎ．の昇温速度で昇温し、１５００℃で３時間保持し焼成した後、１５
００℃から２００℃まで１時間で冷却し、組成式Ｃａ０．９８５ＳｉＡｌＮ３：Ｅｕ０．

０１５の蛍光体を得た。
　得られた蛍光体粉末に４６０ｎｍの単色光を照射したところ、図1に示すように、６５
６ｎｍに発光ピークを有する赤色発光を示した。また、化学分析により得られた不純物炭
素濃度、不純物酸素濃度はそれぞれ０．０４３重量％、２．０９重量％であった。
【００４７】
（比較例１）
　焼成に使用する容器を窒化ホウ素製のるつぼからカーボン製のるつぼに変更した他は、
実施例１と同様の条件で蛍光体を作製した。得られた蛍光体粉末に４６０ｎｍの単色光を
照射したところ、６５０ｎｍに発光ピークを有する赤色発光を示した。図１に本比較例で
作製した蛍光体の相対発光強度、並びに化学分析により得られた不純物炭素濃度及び不純
物酸素濃度を示す。
　図１及び図２に示すように、焼成容器にカーボン製るつぼを使用して作製した蛍光体は
、窒化ホウ素製のるつぼを使用して作製した実施例１の蛍光体と比べて発光強度が約２６
％低下する結果となった。カーボン製るつぼを使用して作製した蛍光体は、不純物炭素量
が０．０８０重量％に増加していることから、当該不純物炭素が発光強度を低下させてい
るものと考えられる。
【００４８】
（比較例２）
　焼成に使用する容器を窒化ホウ素製のるつぼからアルミナ製のるつぼに変更した他は、
実施例１と同様の条件で蛍光体を作製した。得られた蛍光体粉末に４６０ｎｍの単色光を
照射したところ、６５２ｎｍに発光ピークを有する赤色発光を示した。図１に本比較例で
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作製した蛍光体の相対発光強度、並びに化学分析により得られた不純物炭素濃度及び不純
物酸素濃度を示す。
　図１及び図２に示すように、焼成容器にアルミナ製るつぼを使用して作製した蛍光体は
、窒化ホウ素製のるつぼを使用して作製した実施例１の蛍光体と比べて発光強度が約２０
％低下する結果となった。アルミナ製るつぼを使用して作製した蛍光体は、不純物酸素量
が３．０２重量％に増加していることから、当該不純物酸素が発光強度を低下させている
ものと考えられる。
【００４９】
　以上、本発明を上記実施の形態に基づいて説明したが、本発明はこれに限定されるもの
ではない。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明に係る蛍光体を製造する場合に使用する焼成容器(るつぼ)の材質と、製造
された蛍光体の特性及び不純物濃度とを示す図表である。
【図２】本発明に係る蛍光体としてのＣａＡｌＳｉＮ３を焼成して製造するための焼成容
器(るつぼ)の材質と、上記蛍光体の発光強度との関係を示すグラフである。

【図１】

【図２】
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