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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】混合希土類リン酸塩からなる安価な新しいタイ
プの緑色発光体を提供する。
【解決手段】１．５～１５ミクロンの平均直径を有する
粒子を含む前駆体からの新しい発光体の製造方法に関し
、前記粒子は無機コア；及び場合によりテルビウムがド
ープ処理されている混合ランタン及び／またはセリウム
リン酸塩から構成され、３００ｎｍ以上の厚さで無機コ
アを均一に被覆しているシェルからなる。粒子の無機コ
アがリン酸塩または無機酸化物、特に希土類金属リン酸
塩または酸化アルミニウムを主成分とし、主にリン酸ラ
ンタンＬａＰＯ４から構成されている。シェルの混合リ
ン酸塩が一般式（Ｉ）：Ｌａ（１－ｘ－ｙ）ＣｅｘＴｂ

ｙＰＯ４（Ｉ）（式中、ｘは０～０．９５であり、ｙは
０．０５から０．３であり、合計（ｘ＋ｙ）は１以下で
ある）
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１．５～１５ミクロンの平均直径を有する粒子を含み、前記粒子が無機コア；及び場合
によりテルビウムがドープ処理されているランタン及び／またはセリウムの混合リン酸塩
を主成分とし、３００ｎｍ以上の厚さで無機コアを均質に被覆しているシェル；からなる
発光体前駆体（Ｐ）。
【請求項２】
　場合によりテルビウムがドープ処理されているランタン及び／またはセリウムの混合リ
ン酸塩を主成分とするシェルが０．３～１ミクロン（例えば、０．５～０．８ミクロン）
の厚さで無機コアを被覆している請求項１に記載の発光体前駆体。
【請求項３】
　粒子の無機コアがリン酸塩または無機酸化物、特に希土類金属リン酸塩または酸化アル
ミニウムを主成分とする請求項１または２に記載の発光体前駆体。
【請求項４】
　前駆体（Ｐ）の粒子の無機コアが主にリン酸ランタンＬａＰＯ４から構成されている請
求項３に記載の発光体前駆体。
【請求項５】
　シェルの混合リン酸塩が一般式（Ｉ）：
　　　　　Ｌａ（１－ｘ－ｙ）ＣｅｘＴｂｙＰＯ４　　　　　（Ｉ）
（式中、ｘは０～０．９５であり、ｙは０．０５から０．３であり、合計（ｘ＋ｙ）は１
以下である）
に相当する請求項１から４のいずれか１項に記載の発光体前駆体。
【請求項６】
　シェルの混合リン酸塩が一般式（Ｉａ）：
　　　　　Ｌａ（１－ｘ－ｙ）ＣｅｘＴｂｙＰＯ４　　　　　（Ｉａ）
（式中、ｘは０．１～０．５であり、ｙは０．１から０．３であり、合計（ｘ＋ｙ）は０
．４～０．６である）
に相当する請求項５に記載の発光体前駆体。
【請求項７】
　シェルの混合リン酸塩が一般式（Ｉｂ）：
　　　　　Ｌａ（１－ｙ）ＴｂｙＰＯ４　　　　　（Ｉｂ）
（式中、ｙは０．０５から０．３である）
に相当するか、または一般式（Ｉｃ）：
　　　　　Ｌａ（１－ｙ）ＣｅｙＰＯ４　　　　　（Ｉｃ）
（式中、ｙは０．０１から０．３である）
に相当する請求項１から４のいずれか１項に記載の発光体前駆体。
【請求項８】
　粒子は０．６以下の分散指数を有している請求項１から７のいずれか１項に記載の発光
体前駆体。
【請求項９】
　無機コアが多くとも１ｍ２／ｇ、特に多くとも０．６ｍ２／ｇの比表面積を有している
請求項１から８のいずれか１項に記載の発光体前駆体。
【請求項１０】
（Ａ）ランタン及び／またはセリウム及び場合によりテルビウムの可溶性塩の水溶液（ｓ
）を、徐々に及び連続的に、攪拌下、その後起こる混合リン酸塩の沈降反応の間反応媒体
のｐＨをほぼ一定の値に、多くとも０．５ｐＨ単位しか変動させずに維持しながら、分散
状態にある無機物質を主成分とする初期粒子（ｐ０）及びリン酸イオンを当初含む、初期
ｐＨ（ｐＨ０）１～５を有する水性媒体（ｍ）に添加して、ランタン及び／またはセリウ
ム及び場合によりテルビウムの混合リン酸塩のコアの表面上に堆積された非発光体無機物
質を主成分とするコアを含む粒子を得ること；次いで
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（Ｂ）得られた粒子を反応媒体から分離し、４００～９００℃、好ましくは少なくとも６
００℃に等しい温度で熱処理すること
を連続して含む請求項１から９のいずれか１項に記載の発光体前駆体（Ｐ）の製造方法。
【請求項１１】
　粒子（ｐ０）が等方性形態を有する粒子であり、好ましくはほぼ球形である請求項１０
に記載の方法。
【請求項１２】
　粒子（ｐ０）が０．５から１４ミクロン、好ましくは２から９ミクロンの平均直径を有
している請求項１０または１１に記載の方法。
【請求項１３】
　粒子（ｐ０）が０．６未満の分散指数を有している請求項１０から１２のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１４】
　粒子（ｐ０）がドープ処理されていないリン酸ランタンを主成分とする粒子である請求
項１０から１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　ステップ（Ａ）において、リン酸イオンが最初混合物（ｍ）中にリン酸アンモニウムの
形態で存在している請求項１０から１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　ステップ（Ａ）において、リン酸イオンが媒体（ｍ）中に化学量論過剰で、１以上の、
好ましくは１．１から３の初期リン酸塩／（Ｌａ＋Ｃｅ＋Ｔｂ）モル比で導入される請求
項１０から１５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　ステップ（Ａ）が更に、すべての溶液（ｓ）の添加の終了時、ステップ（Ｂ）の前に成
熟ステップを含む請求項１０から１６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　使用する粒子（ｐ０）が多くとも１ｍ２／ｇ、特に多くとも０．６ｍ２／ｇの比表面積
を有している請求項１０から１７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の前駆体（Ｐ）を９００℃以上、有利には少なく
とも１０００℃の温度で熱処理するステップ（Ｃ）を含む前記前駆体（Ｐ）からの発光体
（Ｌ）の製造方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の方法に従って得ることができる発光体（Ｌ）。
【請求項２１】
　１．５から１５ミクロン、典型的には３から１０ミクロンの平均直径を有し、通常リン
酸塩または無機酸化物を主成分とする無機コア；及び場合によりテルビウムがドープ処理
されているランタン及び／またはセリウムの混合リン酸塩（ＬＡＰ）を主成分とし、３０
０ｎｍ以上、典型的には０．３から１ミクロンの厚さで無機コアを均質に被覆しているシ
ェル；からなる粒子を含む発光体（Ｌ）。
【請求項２２】
　シェルの混合リン酸塩が請求項６の式（Ｉａ）に相当する請求項２０または２１に記載
の発光体（Ｌ）。
【請求項２３】
　シェルの混合リン酸塩が請求項７の式（Ｉｂ）または（Ｉｃ）に相当する請求項２０か
ら２２のいずれか１項に記載の発光体（Ｌ）。
【請求項２４】
　無機コアが多くとも１ｍ２／ｇ、特に多くとも０．６ｍ２／ｇの比表面積を有している
請求項２０から２３のいずれか１項に記載の発光体（Ｌ）。
【請求項２５】
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　５５重量％のＬａ酸化物、３０重量％のＣｅ酸化物及び１５重量％のＴｂ酸化物の組成
を有するＴｂがドープ処理されているＬａ及び／またはＣｅの混合リン酸塩に比して実質
的に同一またはそれ以上の光ルミネセンス収率を有し、前記混合リン酸塩よりも少なくと
も１０重量％少ないＴｂ含量を有していることを特徴とする発光体（Ｌ）。
【請求項２６】
　Ｔｂ含量が混合リン酸塩のＴｂ含量より少なくとも３０重量％、好ましくは５０重量％
少ないことを特徴とする発光体（Ｌ）。
【請求項２７】
　プラズマシステム、例えばディスプレイスクリーンまたは照明システムに対して緑色ル
ミセネンス効果を与えるための請求項２０から２６のいずれか１項に記載の発光体（Ｌ）
の使用。
【請求項２８】
　ＵＶ励起デバイス、特に三原色ランプ（特に、水銀蒸気三原色ランプ）、液晶システム
を背面照明するためのランプ、プラズマスクリーン、キセノン励起ランプ、発光ダイオー
ドによる励起のためのデバイス及びＵＶ励起マーキングシステムにおける請求項２７に記
載の発光体の使用。
【請求項２９】
　請求項２０から２６のいずれか１項に記載の発光体（Ｌ）を緑色ルミネセンスの源とし
て含む発光デバイス。
【請求項３０】
　ＵＶ励起デバイス、特に三原色ランプ（特に、水銀蒸気三原色ランプ）、液晶システム
を背面照明するためのランプ、プラズマスクリーン、キセノン励起ランプ、発光ダイオー
ドによる励起のためのデバイス及びＵＶ励起マーキングシステムである請求項２９に記載
の発光デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テルビウムがドープ処理されているランタン及び／またはセリウムの混合リ
ン酸塩を主成分とする新しいタイプの緑色発光体及びこの新規発光体の製造方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　テルビウムがドープ処理されているランタン及び／またはセリウムの混合リン酸塩（本
明細書中ではその一般的な頭文字“ＬＡＰ”で示す）は、概略的に部位の幾つかではラン
タンカチオンがテルビウムカチオンで置換されており、他のランタン部位は完全にまたは
部分的にセリウムイオンで置換されていてもよいリン酸ランタンＬａＰＯ４の構造を有し
ている公知化合物である。これに関連して、ランタン、テルビウム及びセリウムの混合リ
ン酸塩（以下、“セリウムＬＡＰ”と呼ぶ）及びランタン及びテルビウムの混合リン酸塩
（以下、“セリウム非含有ＬＡＰ”と呼ぶ）を特に挙げることができる。これらの混合リ
ン酸塩のルミネセンス特性については十分知られている。より具体的には、これらの混合
リン酸塩は可視範囲の波長以下の波長を有するある高エネルギー放射線（照明またはディ
スプレイシステムのためにはＵＶまたはＶＵＶ放射線）を照射したとき明るい緑色の光を
発する。この特性を利用する発光体は工業規模で、特に三原色蛍光ランプ、液晶ディスプ
レイ用背面照明システムまたはプラズマシステムにおいて通常使用されている。
【０００３】
　これに関連して、７０年代の始め以来ランタン、セリウム及びテルビウムを各種濃度で
含有しているＬＡＰを主成分とする多くの発光体が開発されてきた。ルミネセンスポテン
シャルを助長及び／または更に向上させる目的で、これらの製品に場合によりあるドーパ
ント元素（Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｔｈ、Ｂ等）を添加することができる。
【０００４】
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　ＬＡＰの製造を目的とする多くの方法が文献に記載されている。この主題に関して、酸
化物の混合物または混合酸化物のリン酸化をジアンモニウムの存在下で実施する比較的時
間がかかり複雑な“乾式”方法として公知の方法を記載しているＪＰ　６２００７７８５
、ＷＯ　８２０４４３８、ＪＰ　６２０８９７９０、ＪＰ　５９１７９５７８およびＪＰ
　６２０００５７９、または希土類金属の混合リン酸塩または希土類金属のリン酸塩の混
合物の合成を液体媒体中で実施するより直接的な“湿式”方法を記載しているＪＰ　５７
０２３６７４、ＪＰ　６００９０２８７およびＪＰ　６２２１８４７７またはＵＳ　３５
０７８０４を特に参照されたい。
【０００５】
　約１１００℃の高温、還元雰囲気下、通常溶融剤の存在下での熱処理を要する各種合成
により、ルミネセンスに使用するための混合リン酸塩が生ずる。実際、混合リン酸塩が有
効な緑色発光体であるには、テルビウム及び適当ならばセリウムが３＋酸化状態にあるこ
とが必要である。
【０００６】
　上記した乾式及び湿式方法は、調節されていない粒度、特に十分に小さくない粒度を有
する発光体を生ずるという欠点を有している。このために、フラックスを用いる還元雰囲
気下での高温加熱活性化処理の必要が更に強調される。この処理により、通常粒度が更に
乱され、よって粒度が均質でない発光体粒子が生じ、加えて特にフラックスの使用に関連
して多量または少量の不純物を含有する恐れがあり、最終的に不十分なルミネセンス性能
しか呈さない。
【０００７】
　上記欠点を解消するために、狭い粒度部分でＬＡＰの粒度を改善し、特に高性能発光体
を得ることができる方法がＥＰ　５８１　６２１において提案されている。特に、小さい
粒度を有する粒子を得ることができると、蛍光ランプ中に薄い均質層からなるコーティン
グを作成することができる。一方、小さい粒度が得られると、発光体のルミネセンス特性
、特に輝度を最適化することができる。更に、ＥＰ　５８１　６２１の方法により、フラ
ックス及び／または還元雰囲気の使用を必ずしも必要としない熱処理により有効な発光体
に変換することができる前駆体が生ずる。
【０００８】
　これらの改善を考慮すると、ＬＡＰ粒子は非常に良好な発光体であることが分かる。し
かしながら、様々な作用効果以外に、特にコストが高い、特にテルビウムの使用に伴って
コストが高いという問題が残っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開昭６２－００７７８５号公報
【特許文献２】国際公開第８２０４４３８号明細書
【特許文献３】特開昭６２－０８９７９０号公報
【特許文献４】特開昭５９－１７９５７８号公報
【特許文献５】特開昭６２－０００５７９号公報
【特許文献６】特開昭５７－０２３６７４号公報
【特許文献７】特開昭６０－０９０２８７号公報
【特許文献８】特開昭６２－２１８４７７号公報
【特許文献９】米国特許第３５０７８０４号明細書
【特許文献１０】欧州特許出願公開第５８１　６２１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、ＥＰ５８１　６２１に記載されている発光体のタイプの現在公知の発
光体の利点を有しているが、コストが安い発光体を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この目的のために、第１の態様によれば、本発明は、特に場合によりテルビウムがドー
プ処理されているランタン及び／またはセリウムの混合リン酸塩（ＬＡＰ）を主成分とし
、１．５～１５ミクロン、典型的には３～１０ミクロンの平均直径を有する粒子を含む新
規な発光体前駆体（Ｐ）を提供し、前記粒子は、
－通常リン酸塩または無機酸化物を主成分とする無機コア；及び
－場合によりテルビウムがドープ処理されているランタン及び／またはセリウムの混合リ
ン酸塩（ＬＡＰ）を主成分とし、３００ｎｍ以上、特に０．３～１ミクロン（例えば、０
．５～１．８ミクロン）の厚さで前記無機コアを均質に覆っているシェル；
からなる。
【００１２】
　本発明はまた、９００℃以上の温度で熱処理することにより上記前駆体を変換すること
により得られるような新規な発光体（Ｌ）に関する。このベースの前駆体の組成と比較的
に類似している一般的組成を有している発光体（Ｌ）は１．５～１５ミクロン、典型的に
は３～１０ミクロンの平均直径を有する粒子を含み、前記粒子は、
－通常リン酸塩または無機酸化物を主成分とする無機コア；及び
－場合によりテルビウムがドープ処理されているランタン及び／またはセリウムの混合リ
ン酸塩（ＬＡＰ）を主成分とし、３００ｎｍ以上、特に０．３～１ミクロンの厚さで前記
無機コアを均質に覆っているシェル；
からなる。
【００１３】
　発光体は前駆体（Ｐ）について最適化ルミネセンス特性を有している。
【００１４】
　特に、本発明の発光体（Ｌ）は通常、例えばＥＰ５８１　６２１に記載されている発光
体の輝度に類似している非常に良好な輝度を有している。
【００１５】
　発光体の輝度は、発光体より放出される光子の数／励起ビームを構成する光子の数の比
に相当する光子の変換収率により定量化され得る。発光体の変換収率は、ＵＶまたはＶＵ
Ｖ範囲の励起下で、通常２８０ｎｍ以下の波長での光子の放出を電磁波スペクトルの可視
範囲で測定することにより評価される。次いで、得られた輝度の値（３８０～７８０ｎｍ
で統合される発光強度）を基準発光体の値と比較する。
【００１６】
　本発明の発光体（Ｌ）は、通常ＥＰ５８１　６２１の実施例３からの発光体の変換率に
類似の変換率を有している。
【００１７】
　本発明の前駆体（Ｐ）及び発光体（Ｌ）において、粒子の容量の大部分を占めている無
機コアの特有の存在を考慮すると、使用されているＬＡＰの量が現在公知のバルク発光体
粒子に比して少なく、コストがかなり低減される。
【００１８】
　しかしながら、内部構造の違いは別として、本発明の発光体はＥＰ５８１　６２１に記
載されているタイプの現在公知のＬＡＰを主成分とする発光体の特性に類似の特性を有し
ている。
【００１９】
　特に、非発光体コアの存在は本発明の発光体（Ｌ）のルミネセンス特性を全くまたは僅
かしか損なわない。多くの場合、バルク粒子で得られるものに類似しているルミネセンス
特性（特に、輝度）が得られる。これに関連して、本発明者らの研究から、３００ｎｍ以
上、好ましくは少なくとも４００ｎｍの厚さのＬＡＰシェルを非発光体材料上に堆積する
と、ＬＡＰのみから構成されている同一のサイズ及び形態を有するバルク材料に類似のル
ミネセンス特性が得られることを確認することができる。
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【００２０】
　更に、１．５～１５ミクロン（例えば、３～１０ミクロン）の平均粒子直径で、本発明
の発光体（Ｌ）は現在使用されている発光体粒子のもののオーダーの平均粒子直径を有し
ている。
【００２１】
　換言すると、本発明のコア／シェル構造を有する発光体（Ｌ）は、ＥＰ５８１　６２１
に記載されているタイプの現在公知の特に有利な発光体に概ね類似しているが、ルミネセ
ンス特性にとって無用な最内ＬＡＰがより安価な無機材料で置換されているものと見なさ
れ得る。
【００２２】
　本発明者らは、今回、上記タイプの構造を有する、すなわち無機コアが３００ｎｍ以上
の厚さの均質なＬＡＰシェルで被覆されている発光体（Ｌ）を経済的に、再現可能に且つ
管理された方法で実際に得ることができることを知見した。上記コア／シェル構造を得る
手段を提供したのは本発明が最初である。
【００２３】
　この目的のために、本発明は、より具体的には、以下のステップ（Ａ）及び（Ｂ）を連
続して含む上記発光体（Ｌ）の製造方法を提供する：
（Ａ）ランタン及び／またはセリウム及び場合によりテルビウムの可溶性塩の水溶液（ｓ
）を、徐々に及び連続的に、攪拌下、その後起こる混合リン酸塩の沈降反応の間反応媒体
のｐＨをほぼ一定の値に、初期ｐＨ（ｐＨ０）の両側において多くとも０．５ｐＨ単位し
か変動させずに維持しながら、分散状態にある無機物質を主成分とする初期粒子（ｐ０）
及びリン酸イオンを当初含む、ｐＨ０１～５、特に１～２を有する水性媒体（ｍ）に添加
して、ランタン及び／またはセリウム及び場合によりテルビウムの混合リン酸塩のコアの
表面上に堆積された無機物質を主成分とするコアを含む粒子を得ること；次いで
（Ｂ）得られた粒子を反応媒体から分離し、４００～９００℃、好ましくは少なくとも６
００℃に等しい温度で熱処理すること。
【００２４】
　本発明はまた、前駆体（Ｐ）を９００℃以上、有利には少なくとも１０００℃の温度で
熱処理するステップ（Ｃ）を含む上記前駆体（Ｐ）からの発光体（Ｌ）の製造方法も提供
する。
【００２５】
　本発明の方法の非常に特殊な条件により、ステップ（Ｂ）の終了時に、粒子（ｐ０）の
表面上に形成された混合リン酸塩が均質シェルの形態で優先的に（多くの場合、準排他的
または排他的に）配置されるようになる。
【００２６】
　混合リン酸塩は沈降すると、異なる形態を形成し得る。製造条件に応じて、粒子（ｐ０

）の表面上に均質な被覆を形成する針状粒子（“ウニスピン形態”として公知の形態、図
３参照）の形成または球状粒子（“カリフラワー形態”として公知の形態、図７参照）の
形成を特に観察することができる。
【００２７】
　ステップ（Ｂ）の熱処理の影響で、この形態は本質的に保持されている。ステップ（Ｃ
）において、この形態は条件に応じてより滑らかになるように変化する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】実施例３で得た粉末の回折図である。
【図２】実施例３で得た粉末の回折図の拡大図である。
【図３】実施例３で得た粉末のＳＥＭ顕微鏡写真である。
【図４】実施例３で得た粉末の粒子の超薄切片法により作成した切片のＴＥＭ顕微鏡写真
である。
【図５】実施例４で得た粉末のＳＥＭ顕微鏡写真である。
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【図６】実施例４で得た粉末の粒子の超薄切片法により作成した切片のＴＥＭ顕微鏡写真
である。
【図７】実施例５で得た粉末のＳＥＭ顕微鏡写真である。
【図８】実施例９で得た発光体の発光スペクトルである。
【図９】実施例１７で得た発光体のＳＥＭ顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明の方法、並びに前駆体（Ｐ）及び発光体（Ｌ）の各種の有利な実施形態及び特徴
をより詳細に説明する。
【００３０】
　ステップ（Ａ）
　本発明の方法のステップ（Ａ）において、ランタン及び／またはセリウム及びテルビウ
ムの混合リン酸塩の直接沈降は、ランタン及び／またはセリウム及び場合によりテルビウ
ムの可溶性塩の溶液（ｓ）をリン酸イオンを含有する媒体（ｍ）と制御ｐＨ下で反応させ
ることにより実施される。
【００３１】
　更に、特徴的に、ステップ（Ａ）で使用される特定の条件であれば沈降する混合リン酸
塩が付着する表面へのステップ（Ａ）における沈降は、最初媒体（ｍ）中に分散状態で存
在しておりおよび通常典型的には媒体を攪拌し続けることによりステップ（Ａ）を通して
分散状態に保持されている粒子（ｐ０）の存在下で実施される。
【００３２】
　粒子（ｐ０）の的確な種類は比較的広い範囲で変更可能である。しかしながら、等方性
の形態、好ましくはほぼ球形の形態を有する粒子が有利である。
【００３３】
　粒子（ｐ０）の材料は特に酸化物またはリン酸塩であり得る。
【００３４】
　酸化物の中で、特にジルコニウム、亜鉛、チタン、アルミニウム及び希土類金属の酸化
物（特に、Ｙ２Ｏ３、Ｃｄ２Ｏ３及びＣｅＯ２）が挙げられ得る。
【００３５】
　リン酸塩の中で、希土類元素のリン酸塩、例えばリン酸ランタン、リン酸ランタンセリ
ウム、シェル材料よりもＴｂイオンによるドープ処理が少ない（Ｌａ，Ｃｅ，Ｔｂ）リン
酸塩、リン酸イットリウム並びに希土類またはアルミニウムポリリン酸塩が挙げられ得る
。
【００３６】
　更に、他の無機化合物、例えばバナジン酸塩（ＹＶＯ４）、ゲルマニウム酸塩、シリカ
、ケイ酸塩、タングステン酸塩、モリブデン酸塩、アルミン酸塩（ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１

７）、硫酸塩（ＢａＳＯ４）、ホウ酸塩（ＹＢＯ３、ＧｄＢＯ３）、炭酸塩及びチタン酸
塩（例えば、ＢａＴｉＯ３）が適当である。
【００３７】
　最後に、前記化合物から誘導される化合物、例えば混合酸化物、特に混合希土類酸化物
（例えば、混合ジルコニウムセリウム酸化物）、混合リン酸塩、特に混合希土類リン酸塩
、及びリンバナジン酸塩が適当であり得る。
【００３８】
　特に、粒子（ｐ０）の材料は特定の光学特性、特にＵＶ反射特性を有し得る。
【００３９】
　１つの実施形態によれば、粒子（ｐ０）は希土類金属（例えば、ランタン、セリウム、
イットリウムまたはガドリニウム）のリン酸塩または前記混合リン酸塩の１つを主成分と
する。１つの具体的実施形態によれば、粒子（ｐ０）はリン酸ランタンを主成分とする。
【００４０】
　本発明の別の実施形態によれば、粒子（ｐ０）は１つ以上の金属の酸化物を主成分とす
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る。希土類金属（例えば、ランタン、セリウム、イットリウム、スカンジウムまたはガド
リニウム）の酸化物または前記酸化物の混合物の１つ；金属（例えば、チタン、ジルコニ
ウム、ケイ素及びアルミニウム）の酸化物；アルカリ金属のアルミン酸塩（例えば、Ｍｇ
Ａｌ２Ｏ４、ＢａＡｌ２Ｏ４またはＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７のようなアルミン酸バリウム
及び／またはマグネシウム）を主成分とする粒子が特に適している。
【００４１】
　表現「主成分とする」は、少なくとも５０重量％、好ましくは少なくとも７０重量％、
より好ましくは少なくとも８０重量％、更には９０重量％の当該材料を含む組成物を指す
と理解される。１つの具体的モードによれば、粒子（ｐ０）は主に少なくとも９５重量％
（例えば、少なくとも９８重量％、更には少なくとも９９重量％の含量を有する）前記材
料から形成され得る。
【００４２】
　用語「希土類金属」に関して、これは、本明細書の記載に関連してイットリウム、スカ
ンジウム及びランタニドから選択される元素を指し、ランタニドは原子数が５７（ランタ
ン）～７１（ルテチウム）を有する金属元素である。
【００４３】
　正確な種類に関係なく、粒子（ｐ０）が当初０．５～１４ミクロン、好ましくは２～９
ミクロンの平均直径を有していることが有利である。
【００４４】
　言及されている平均直径は、粒子集団の直径の容量平均である。
【００４５】
　ここに及び明細書の残りの部分に記載されている粒度の値はレーザー粒度アナライザー
、特にＣｏｕｌｔｅｒまたはＭａｌｖｅｒｎレーザー型アナライザーを用いて測定される
。
【００４６】
　更に、粒子（ｐ０）が当初低い分散指数、典型的には０．６未満、好ましくは０．５未
満（例えば、０．４未満）の分散指数を有していることが好ましい。
【００４７】
　粒子の集団に関する用語「分散指数」は、本明細書の記載に関連して以下に定義される
比Ｉを意味すると理解される：
　　　　　Ｉ＝（φ８４－φ１６）／（２×φ５０）
ここで、
φ８４は粒子の８４％がφ８４以下の直径を有している粒子の直径であり、
φ１６は粒子の１６％がφ１６以下の直径を有している粒子の直径であり、
φ５０は粒子の５０％がφ５０以下の直径を有している粒子の直径である。
【００４８】
　ここでの粒子に対する分散指数の定義は前駆体（ｐ）及び発光体（Ｌ）の記載の残りに
対しても当てはまる。
【００４９】
　直径は市販されているレーザー粒度アナライザーを用いて測定され得る。
【００５０】
　通常、粒子（ｐ０）を平均値を中心にしてできる限り狭い単分散サイズ分布を有してい
るように選択することが有利である。
【００５１】
　１つの実施形態によれば、使用される粒子（ｐ０）はドープ処理されていないリン酸ラ
ンタンを主成分とする粒子であり得る。これらの粒子（ｐ０）は公知の方法、例えば特許
文献１０に記載されている方法により製造され得る。
【００５２】
　本発明の幾つかの有利な実施形態を以下に記載する。
【００５３】
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　第１実施形態によれば、使用される粒子（ｐ０）は密な粒子であり、実際には通常十分
に結晶化されている材料または低い比表面積を有する材料を主成分とする粒子に相当する
。
【００５４】
　用語「比表面積」は、クリプトン吸着により測定されるＢＥＴ比表面積を意味すると理
解される。本明細書中に記載されている表面積値は、粉末を２００℃で８時間脱ガスした
後ＡＳＡＰ２０１０器具で測定したものであった。
【００５５】
　用語「低い比表面積」は、多くとも１ｍ２／ｇ、特に多くとも０．６ｍ２／ｇの比表面
積を意味すると理解される。
【００５６】
　別の実施形態によれば、使用される粒子（ｐ０）は温度安定性材料を主成分とする。こ
れは、材料が高い融点を有しており、この同じ温度で発光体としての用途を妨害する副生
成物に分解されず、結晶化されたままであり、よってこの同じ温度で非晶質材料に変換さ
れないことを意味する。ここで意図される高温はステップ（Ｃ）の場合に記載されている
温度、すなわち少なくとも９００℃以上、好ましくは１０００℃以上、より好ましくは少
なくとも１２００℃の温度である。
【００５７】
　第３実施形態では、前の２つの実施形態の特徴を併せ持つ粒子、従って低い比表面積を
有し且つ温度安定性である材料を主成分とする粒子を用いる。
【００５８】
　上記した実施形態の少なくとも１つに従う粒子（ｐ０）を使用すると多くの作用効果が
得られ得る。第１に、前駆体（Ｐ）のコア／シェル構造は特に該前駆体から形成される発
光体においても十分に保存される。こうすると、最大のコスト効果を得ることが可能とな
る。
【００５９】
　更に、製造の際に粒子（ｐ０）を上記した実施形態の少なくとも１つに従って使用した
発光体前駆体（Ｐ）から得られる発光体（Ｌ）は、同一組成を有するがコア／シェル構造
を持たないＬＡＰから構成される発光体の光ルミネセンス収率と同一であるまたはある場
合にはそれより高い光ルミネセンス収率を示すことが判明した。
【００６０】
　密にした粒子（ｐ０）は、上記した材料、特に酸化物及びリン酸塩を主成分とし得る。
特に、密にしたリン酸ランタン及び密なリン酸イットリウム；アルミナ、特に単結晶アル
ミナ及び単結晶α－アルミナ；アルミン酸塩、例えばアルミン酸バリウム及びアルミン酸
マグネシウム；ホウ酸塩、特にホウ酸イットリウム；及び酸化ジルコニウムを挙げること
ができる。
【００６１】
　材料は特に溶融塩の公知技術を用いて密にされ得る。この技術は密にしようとする材料
を塩化物（例えば、塩化ナトリウムまたは塩化カリウム）、フッ化物（例えば、フッ化リ
チウム）、ホウ酸塩（ホウ酸リチウム）またはホウ酸から選択され得る塩の存在下、好ま
しくは還元雰囲気（例えば、アルゴン／水素混合物）中で高温（例えば、少なくとも９０
０℃）に加熱することからなる。
【００６２】
　本発明の方法のステップ（Ａ）での反応物質の導入順序は重要である。
【００６３】
　特に、可溶性希土類金属塩の溶液（ｓ）を、最初リン酸イオン及び粒子（ｐ０）を含ん
でいる媒体（ｍ）に導入しなければならない。
【００６４】
　溶液（ｓ）の場合、水溶液（ｓ）中のランタン、セリウム及びテルビウムの塩の濃度は
広範囲で変更可能である。典型的には、３つの希土類金属の全濃度は０．０１～３モル／
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ｌであり得る。
【００６５】
　溶液（ｓ）中の適当な可溶性のランタン、セリウム及びテルビウムの塩は特に水溶性塩
、例えば硝酸塩、塩化物、酢酸塩、カルボン酸塩またはこれらの塩の混合物である。本発
明に従う好ましい塩は硝酸塩である。
【００６６】
　溶液（ｓ）は、更に他の金属塩、例えば他の希土類金属、アルカリ金属、トリウム、ホ
ウ素及び他の元素の塩を含んでいてもよく、こうするとこれらの元素がドープ処理されて
いるＬＡＰが得られる。
【００６７】
　媒体（ｍ）中に最初に存在し、溶液（ｓ）と反応させようとするリン酸イオンは純粋な
化合物または溶解状態の化合物の形態で、例えばリン酸、アルカリ金属リン酸塩、希土類
金属に結合しているアニオンと可溶性化合物を形成する他の金属元素のリン酸塩の形態で
媒体（ｍ）中に導入され得る。
【００６８】
　本発明の１つの好ましい実施形態によれば、リン酸イオンは最初リン酸アンモニウムの
形態で混合物（ｍ）中に存在している。この実施形態によれば、アンモニウムカチオンは
ステップ（Ｂ）における熱処理中に分解し、これにより高純度の混合リン酸塩を得ること
ができる。リン酸アンモニウムの中で、リン酸ジアンモニウムまたはリン酸モノアンモニ
ウムが本発明を実施するために特に好ましい化合物である。
【００６９】
　リン酸イオンを溶液（ｓ）中に存在するランタン、セリウム及びテルビウムの全量に比
して化学量論的に過剰の量で、すなわち１以上、好ましくは１．１～３、典型的には２未
満（例えば、１．１～１．５）の当初のリン酸／（Ｌａ＋Ｃｅ＋Ｔｂ）モル比で媒体（ｍ
）中に導入することが有利である。
【００７０】
　本発明の方法によれば、溶液（ｓ）を媒体（ｍ）中に徐々に、連続して導入する。
【００７１】
　更に、特に粒子（ｐ０）を混合ＬａＣｅＴｂリン酸塩により均質に被覆することができ
る本発明の方法の別の重要な要件によれば、リン酸イオンを含有している溶液の初期ｐＨ
（ｐＨ０）は１～５、特に１～２であるり。更に、その後、ｐＨを概ね（ｐＨ０－０．５
）～（ｐＨ０＋０．５）に保ちながら、溶液（ｓ）の添加の間ずっとこのｐＨ０値をほぼ
保つことが好ましい。
【００７２】
　上記ｐＨを達成し、所要ｐＨを確実にコントールするために、溶液（ｓ）を導入する前
及び／またはその導入と一緒に塩基性もしくは酸性化合物、またはバッファー溶液を媒体
（ｍ）中に添加してもよい。
【００７３】
　本発明に従う適当な塩塩基化合物として、例えば金属水酸化物（ＮａＯＨ、ＫＯＨ、Ｃ
ａＯＨ２等）または水酸化アンモニウム、或いはこの反応媒体中に更に含まれている種の
１つと組み合わせることにより反利媒体への添加中沈殿を形成せず、沈降媒体のｐＨを小
説し得る種を構成成分とする他の塩基性化合物を挙げることができる。
【００７４】
　更に、ステップ（Ａ）における沈降は水性媒体中で、通常唯一の溶媒として水を用いて
実施することに注目すべきである。しかしながら、考えられ得る別の実施形態によれば、
ステップ（Ａ）からの媒体は場合により水性－アルコール性媒体（例えば、水／エタノー
ル媒体）であり得る。
【００７５】
　更に、ステップ（Ａ）の処理温度は通常１０～１００℃である。
【００７６】
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　ステップ（Ａ）は、すべての溶液（ｓ）の添加終了時であってステップ（Ｂ）の前に成
熟ステップをも含み得る。この場合、得られた媒体を反応温度で、有利には溶液（ｓ）の
添加終了から少なくとも２０分間攪拌することにより成熟させることが有利である。
【００７７】
　ステップ（Ｂ）
　ステップ（Ｂ）において、ステップ（Ａ）の終了時に得られるような表面修飾されてい
る粒子をまず反応媒体から分離する。これらの粒子はステップ（Ａ）の終了時にそれ自体
公知の手段により、特に簡単な濾過により、または他のタイプの固液分離により容易に回
収され得る。実際、支持されているＬＡＰ混合リン酸塩は本発明の方法の条件下で沈降し
、沈殿はゲル状でなく容易に濾過され得る。
【００７８】
　次いで、潜在している不純物、特に吸着している硝酸及び／またはアルミニウム基を除
去する目的で回収した粒子を例えば水を用いて洗浄することが有利であり得る。
【００７９】
　この分離ステップ及び所要により洗浄ステップの終了時に、ステップ（Ｂ）は４００～
９００℃の温度での特定の熱処理ステップを含む。この熱処理は通常空気中でのか焼を含
み、好ましくは少なくとも６００℃、有利には７００～９００℃の温度で実施される。
【００８０】
　発光体前駆体（Ｐ）
　ステップ（Ｂ）の終了時に、粒状の前駆体（Ｐ）が得られる。この粒子は特殊な形態を
有し、すなわち場合によりテルビウムがドープ処理されている混合ランタン及び／または
セリウムリン酸塩の結晶からなる均質なコーティングにより被覆されている無機コアを含
む。
【００８１】
　通常、本発明に従って得られるような前駆体（Ｐ）の構成粒子において、コアは通常該
コアを形成するために使用される粒子（ｐ０）の平均直径にほぼ近い平均直径を有してお
り、前駆体（Ｐ）の構成粒子の各コアは概ね個々の状態の初期粒子（ｐ０）の１つ（また
は、場合によりせいぜい数個の粒子の凝集体）から構成されてる。よって、前駆体（Ｐ）
の構成粒子の無機コアは、通常０．５～１５ミクロン（例えば、０．５～１４ミクロン）
、典型的には約１～１０ミクロン（特に、２～９ミクロン）の平均直径を有している。
【００８２】
　コアの組成はそれ自体通常粒子（ｐ０）の組成と同一であるかまたは非常に近似してい
る。よって、本発明の前駆体（Ｐ）の粒子の無機コアがリン酸塩または無機酸化物、特に
希土類金属リン酸塩（例えば、ドープ処理されていないリン酸ランタン）または酸化アル
ミニウムを主成分とすることが有利である。１つの具体的実施形態によれば、前駆体（Ｐ
）の粒子の無機コアは主にリン酸ランタンＬａＰＯ４から構成されている。
【００８３】
　密な粒子（ｐ０）及び／または温度安定性材料からなる材料が使用されている場合に相
当する上記した実施形態によれば、前駆体（Ｐ）の粒子の無機コアは密なコアであるか及
び／または同じ温度安定性材料から構成されている。特に、コアは多くとも１ｍ２／ｇ、
特に多くとも０．６ｍ２／ｇの比表面積を有している。
【００８４】
　前駆体（Ｐ）は、無機コアの表面上に、場合によりテルビウムがドープ処理されている
混合ランタン及び／またはセリウムリン酸塩を主成分とし、通常０．３～１ミクロン（例
えば、０．５～０．８ミクロン）の平均厚さを有している層を含む。
【００８５】
　前駆体（Ｐ）のコア及びシェルの寸法は特に粒子切片を透過型電子顕微鏡で観察するこ
とにより調べられれ得る。
【００８６】
　ＬＡＰは本発明の前駆体（Ｐ）粒子上に均質層の形態で堆積している。用語「均質層」
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は、コアを完全に被覆し、好ましくは３００ｎｍ未満の厚さを有する連続層を意味すると
理解される。混合ＬＡＰリン酸塩分布の均質性は特に走査型電子顕微鏡写真で目視される
。Ｘ線回折（ＸＲＤ）測定値はコア及びシェルの２つの異なる組成の存在を示している。
【００８７】
　ステップ（Ｂ）の終了時に得られるような前駆体（Ｐ）粒子のシェル中に存在している
混合リン酸塩（ＬＡＰ）は、通常一般式（Ｉ）：
　　　　　Ｌａ（１－ｘ－ｙ）ＣｅｘＴｂｙＰＯ４　　　　　（Ｉ）
（式中、ｘは場合により０、または０から０．９５であり、ｙは０．０５～０．３であり
、合計（ｘ＋ｙ）は１以下である）
に相当する。
【００８８】
　概して、合計（ｘ＋ｙ）が厳密に１以下を維持していること、すなわち式（Ｉ）を有す
る化合物がランタンを若干含有していることが好ましい。しかしながら、この合計が１に
等しくてもよく、その場合化合物（Ｉ）はランタン非含有のセリウムとテルビウムの混合
リン酸塩である。
【００８９】
　１つの特に有利な実施形態によれば、前駆体（Ｐ）粒子の外層上に存在する混合リン酸
塩は、式（Ｉａ）：
　　　　　Ｌａ（１－ｘ－ｙ）ＣｅｘＴｂｙＰＯ４　　　　　（Ｉａ）
（式中、ｘは０．１から０．５であり、ｙは０．１～０．３であり、合計（ｘ＋ｙ）は０
．４～０．６である）
に相当するセリウムＬＡＰである。
【００９０】
　考えられ得る別の実施形態によれば、前駆体（Ｐ）粒子の外層上に存在する混合リン酸
塩は、式（Ｉｂ）：
　　　　　Ｌａ（１－ｙ）ＴｂｙＰＯ４　　　　　（Ｉｂ）
（式中、ｙは０．０５～０．３である）
に相当するセリウム非含有ＬＡＰである。
【００９１】
　更に別の考えられ得る実施形態によれば、前駆体（Ｐ）粒子の外層上に存在する混合リ
ン酸塩は、式（Ｉｃ）：
　　　　　Ｌａ（１－ｙ）ＣｅｙＰＯ４　　　　　（Ｉｃ）
（式中、ｙは０．０１～０．３である）
に相当するテルビウム非含有ＬＡＰである。
【００９２】
　層が上記した混合リン酸塩以外に他の化合物、例えば希土類金属のポリリン酸塩を通常
少量で、例えば５％を超えない少量で含んでいてもよいことに注目すべきである。
【００９３】
　１つの具体的実施形態によれば、混合リン酸塩は、特にルミネセンス特性を促進させる
またはセリウム元素及びテルビウム元素の酸化度を安定化させる役割を通常有している他
の元素を含んでいてもよい。特に、アルカリ金属（特に、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ）、トリウム及
びホウ素を挙げることができる。
【００９４】
　通常前駆体（Ｐ）粒子において存在する混合ＬＡＰのほぼすべてがコアを取り巻く層中
に配置されていることが強調されるべきである。
【００９５】
　更に、前駆体（Ｐ）粒子が１．５～１５ミクロン（例えば、３～８ミクロン、特に３～
６ミクロンまたは４～８ミクロン）の全平均直径を有していることが有利である。
【００９６】
　更に、前駆体（Ｐ）粒子が低い分散指数、通常０．６未満、好ましくは多くとも０．５
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未満の分散指数を有していることが有利である。
【００９７】
　ステップ（Ｃ）
　本発明の方法のステップ（Ｃ）では、前駆体（Ｐ）粒子は９００℃以上、有利にはほぼ
少なくとも１０００℃の温度で熱処理することにより有効な緑色発光体に変換される。
【００９８】
　前駆体（Ｐ）粒子それ自体が固有のルミネセンス特性を有し得るが、これらの特性はス
テップ（Ｃ）の熱処理により大きく改善される。
【００９９】
　熱処理の結果、特にＣｅ種及びＴｂ種のすべてがその（＋ＩＩＩ）酸化状態に変換され
る。ケースに応じて、溶融剤（“フラックス”としても公知）の存在または非存在下、場
合により還元雰囲気中で発光体の熱処理に関するそれ自体公知の手段を用いて実施され得
る。
【０１００】
　本発明の前駆体（Ｐ）粒子はか焼中クランピングしないという特に顕著な特性を有して
いる。換言すれば、本発明の前駆体（Ｐ）粒子は通常凝集して最終的には例えば０．１ｍ
ｍ～数ｍｍの大きさを有する粗い凝集体の形態となる傾向を持たない。従って、粉末を最
終発光体を得るために意図されている慣用の処理にかける前に粉末の前粉砕を実施する必
要がない。これも本発明の１つの作用効果である。
【０１０１】
　第１変形例によれば、ステップ（Ｃ）は、前駆体（Ｐ）粒子をフラックスの存在下で熱
処理にかけることにより実施される。
【０１０２】
　フラックスとしては、フッ化リチウム、テトラホウ酸リチウム、塩化リチウム、炭酸リ
チウム、リン酸リチウム、塩化カリウム、塩化アンモニウム、酸化ホウ素、ホウ酸及びリ
ン酸アンモニウム並びにこれらの混合物が挙げられ得る。
【０１０３】
　フラックスを処理しようとする粒子（Ｐ）と混合した後、混合物を好ましくは１０００
～１３００℃の温度に加熱する。
【０１０４】
　熱処理は、還元雰囲気（例えば、Ｈ２、Ｎ２／Ｈ２、またはＡｒ／Ｈ２）下でも、非還
元雰囲気（Ｎ２、Ａｒまたは空気）下でも実施され得る。
【０１０５】
　ステップ（Ｃ）の第２変形例によれば、粒子（Ｐ）をフラックスの非存在下で熱処理に
かける。
【０１０６】
　この変形例は還元雰囲気または非還元雰囲気下のいずれかで実施され得、特に高価な還
元雰囲気を使用しなくとも酸化雰囲気（例えば、空気）中で実施される。勿論、余り経済
的でないが、この第２変形例の範囲内でも還元または非還元雰囲気を使用することも十分
可能である。
【０１０７】
　ステップ（Ｃ）の１つの具体的実施形態は、前駆体（Ｐ）をアルゴン及び水素雰囲気下
１０００～１３００℃の温度で処理することからなる。
【０１０８】
　このタイプの処理はそれ自体公知であり、発光体を作成するための方法、特に発光体を
所望の用途（例えば、粒子の形態、表面状態、輝度）に適応させるための方法において使
用することが好都合である。
【０１０９】
　処理後、できるだけ純粋であり、全くまたは殆ど凝集していない状態の発光体を得るた
めに粒子を洗浄することが有利である。殆ど凝集していない状態の場合、適度な条件下で
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解凝集処理にかけることにより発光体を解凝集することができる。
【０１１０】
　上記した熱処理により、コア／シェル構造及び前駆体（Ｐ）粒子の粒度分布に非常に近
い粒度分布を保持している発光体（Ｌ）を得ることができる。
【０１１１】
　更に、ステップ（Ｃ）の熱処理は、他の発光体層からのＣｅ種及びＴｂ種のコアに向か
う拡散に感受性である現象を誘発させることなく実施され得る。
【０１１２】
　考えられ得る１つの具体的実施形態によれば、ステップ（Ｂ）及び（Ｃ）の熱処理を１
つの同一ステップで実施することも可能である。この場合、発光体（Ｌ）は前駆体（Ｐ）
で中断することなく直接得られる。
【０１１３】
　発光体（Ｌ）
　前駆体（Ｐ）の熱処理によりステップ（Ｃ）の終了時に得られるタイプの発光体（Ｌ）
は、具体的には混合ＬＡＰリン酸塩を主成分とする外側シェルを含む。この混合リン酸塩
は有利には上記式（Ｉ）、（Ｉａ）または（Ｉｂ）の１つに相当する。この場合の発光体
（Ｌ）は対応するリン酸塩を主成分とする前駆体を熱処理することにより得られる。
【０１１４】
　本発明に従う３つのタイプの発光体は、シェルの混合リン酸塩の組成に応じて区別され
得る：
－シェルの混合リン酸塩がセリウムＬＡＰ（例えば、上記式（Ｉａ）を有するリン酸塩）
である“セリウム発光体”と称される発光体、
－シェルの混合リン酸塩がセリウムを含有していないＬＡＰ（例えば、上記式（Ｉｂ）を
有するリン酸塩）である“セリウム非含有発光体”と称される発光体、及び
－シェルの混合リン酸塩がテルビウムを含有していないＬＡＰ（例えば、上記式（Ｉｃ）
を有するリン酸塩）である“テルビウム非含有発光体”と称される発光体。
【０１１５】
　本発明の発光体（Ｌ）の外層上に存在する混合リン酸塩は場合により、ルミネセンス特
性を強化するドーパント元素、特にルミネセンス特性のプロモーターまたはセリウム元素
及びテルビウム元素の酸化度の安定化剤を含み得る。例として、アルカリ金属（Ｌｉ、Ｎ
ａ、Ｋ等）、トリウム及びホウ素を特に挙げることができる。
【０１１６】
　本発明の発光体（Ｌ）のコアは、通常ステップ（Ａ）において媒体（ｍ）中に最初に導
入される粒子（Ｐ０）とほぼ同一の組成を有している。幾つかの場合には、シェルからの
特定種（例えば、Ｃｅ及びＴｂ）がコアに向かって部分的に移動することが場合により認
められ得るが、こうした部分的拡散現象は多くの場合本発明の方法の条件下で避けること
ができる。
【０１１７】
　密な粒子（Ｐ０）及び／または温度安定性材料からなる粒子が使用される場合に相当す
る上記した実施形態によれば、発光体（Ｌ）の粒子の無機コアは密なコア及び／または同
じ温度安定性材料からなるコア、特に多くとも１ｍ２／ｇ、特に多くとも０．６ｍ２／ｇ
の比表面積を有するコアである。これらの実施形態の場合、上記した特定種の部分移動は
通常観察されない。
【０１１８】
　上記したように、ステップ（Ｃ）は、主に前駆体（Ｐ）中に最初に存在する＋ＩＶ酸化
状態のすべての金属種Ｃｅ及びＴｂを＋ＩＩＩ酸化状態の種の状態に還元することにより
ルミネセンス特性、特に輝度を向上させる効果を有している。よって、発光体（Ｐ）は通
常、＋ＩＶ酸化状態の種Ｃｅ及びＴｂが殆ど存在していないという組成により前駆体（Ｐ
）と区別される。例えばＰｒａｌｌｉｎｅら，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ
　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ　ａｎｄ　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｐｈｅｎｏｍｅｎａ，２１（１
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９８９），ｐ．１７－３０及びｐ．３１－４６に記載されているＸＰＳとして公知の技術
により生成物の表面を分析することにより＋４酸化状態のセリウム及び／またはテルビウ
ムの存在または不在を調べることができる。
【０１１９】
　しかしながら、発光体（Ｌ）は通常前駆体（Ｐ）の組成に比較的類似している組成を保
持しており、類似の平均直径（１．５～１５ミクロン、例えば３～８ミクロン、特に３～
６ミクロンまたは４～８ミクロン）及び類似の構造（約０．５～約１５ミクロン、典型的
には１～１０ミクロンのオーダーの平均直径を有するコアが０．３～１ミクロン（例えば
、０．５～０．８ミクロン）のオーダーの平均厚さを有するＬＡＰを主成分とする層で被
覆されている）を有している。発光体の粒子の「平均直径」は、本明細書の意味で、発光
体の水性分散液についてレーザー粒度アナライザー、特にＣｏｕｌｔｅｒまたはＭａｌｖ
ｅｒｎレーザー型アナライザーを用いて測定した平均直径を意味すると理解される。発光
体のコア／シェル構造も粒子切片の透過型電子顕微鏡写真とＸ線回折図により立証され得
る。
【０１２０】
　更に、発光体（Ｌ）は通常、０．６以下（例えば、０．５以下）の分散指数で非常に均
一の粒度を有している。より一般的に、本発明の発光体（Ｌ）が単分散で平均値を中心に
して狭い粒度を有していることが有利であり得る。
【０１２１】
　上に強調したように、本発明の発光体（Ｌ）は更に、ＥＰ５８１　６２１に記載されて
いる発光体と類似のルミネセンス及び輝度特性を有している。従って、本発明の発光体は
従来技術の発光体に代わる経済的に有利なものである。
【０１２２】
　更に、本発明の発光体（Ｌ）は通常、例えばＥＰ５８１　６２１に記載されている発光
体のルミネセンスに類似の非常に良好なルミネセンスを有している。
【０１２３】
　有利には、本発明の発光体は、５５重量％のＬａ酸化物、３０重量％のＣｅ酸化物及び
１５重量％のＴｂ酸化物の組成を有するＴｂがドープ処理されているＬａ及び／またはＣ
ｅの混合リン酸塩と比較して、実質的に同一またはそれ以上の光ルミネセンス収率を有し
、前記混合リン酸塩のＴｂ含量よりも少なくとも５重量％、特に少なくとも１０重量％少
ないＴｂ含量を有している。
【０１２４】
　好ましくは、Ｔｂ含量は前記混合リン酸塩よりも少なくとも３０重量％、特に少なくと
も４０重量％、好ましくは５０重量％少ない。
【０１２５】
　表現「実質的に同一の光ルミネセンス収率」は、測定の不確実さを考慮して測定値が信
頼区間の範囲内にあることを意味すると理解される。光ルミネセンス収率は特に２５４ｎ
ｍの励起下で４５０～７００μｍの発光スペクトルを統合することにより測定され得る。
【０１２６】
　更に、本発明の発光体（Ｌ）のルミネセンス特性は通常経時的に安定である。この安定
性は、「ベーキング」検査として発光体の分野で公知の検査を用いることにより評価され
得る。この検査は、不活性支持体（ガラス）上に慣用の結合剤を用いて堆積させた発光体
の薄層を空気中６００℃で１０分間か焼し、こうして処理した発光体の新しい変換収率を
測定することからなる。本発明の発光体の場合、変換収率の低下は相対値に比して１～２
％を超えない。
【０１２７】
　本発明の発光体（Ｌ）を各種デバイスにおいて緑色ルミネセンスを与えるために使用す
ることも本発明の１つの特殊な主題をなす。
【０１２８】
　本発明の発光体（Ｌ）は、製品の各種吸収場に対応する電磁励起のために緑色に強いル
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ミネセンス特性を有している。
【０１２９】
　よって、本発明のセリウム及びテルビウムを主成分とする発光体は、ＵＶ範囲（２００
～２８０ｎｍ）、例えば約２５４ｎｍに励起源を有する照明またはディスプレイシステム
において使用され得る。特に、水銀蒸気三原色ランプ、チューブまたはフラット形態の液
晶システムを背面照明するためのランプ（ＬＣＤ背面照明）に注目されたい。特に、本発
明の発光体は例えば約３～５μｍ、特に４～５μｍの適当な粒度及びＵＶ励起下で高い輝
度を有し、加熱後処理後のルミネセンスの損失がない。本発明の発光体のルミネセンスは
、特に比較的高い温度（１００～３００℃）でＵＶ安定性である。
【０１３０】
　本発明のテルビウムを主成分とする発光体もＶＵＶ（すなわち、“プラズマ”）励起シ
ステム、例えば水銀を含まないプラズマスクリーン及び三原色ランプ、特にキセノン励起
ランプ（チューブまたはフラット）用緑色発光体としての良好な候補者でもある。本発明
の発光体は、希土類金属リン酸塩及びテルビウムイオンのマトリックスの吸収が強いため
にＶＵＶ励起（例えば、約１４７～１７２ｎｍ）下で強い緑色発光を有する。発光体はＶ
ＵＶ励起下で安定である。加えて、発光体は適当な粒度、例えば約２．５～４μｍを有し
ている。
【０１３１】
　本発明の発光体は、発光ダイオードによる励起のためにデバイス中に緑色発光体として
も使用され得る。この発光体は特に近ＵＶにおいて励起され得るシステムにおいて使用さ
れ得る。
【０１３２】
　本発明の発光体はＵＶ励起マーキングシステムにおいても使用され得る。
【０１３３】
　本発明の発光体は、スクリーニング印刷、エレクトロホレシスまたは沈降のような公知
技術によりランプ及びスクリーンシステムに適用され得る。
【０１３４】
　本発明の発光体を有機マトリックス（例えば、プラスチックマトリックス、ＵＶ下で透
明なポリマーのマトリックス等）、無機マトリックス（例えば、シリカマトリックス）ま
たは混合有機－無機マトリックス中に分散させてもよい。
【０１３５】
　本発明の発光体（Ｐ）は、高エネルギー材料の吸収バンドに相当する電磁励起下でルミ
ネセンス特性を有している。よって、セリウムは２５４ｎｍ付近にバンドを有し、テルビ
ウムは１７２ｎｍ付近を吸収し、リン酸塩マトリックスは１４７ｎｍ付近にバンドを有す
る。
【０１３６】
　結果として、本発明の発光体はＵＶ励起デバイス、特に三原色ランプ、具体的には水銀
蒸気三原色ランプ、液晶システムを背面照明するためのランプ、プラズマスクリーン、キ
セノン励起ランプ、発光ダイオードによる励起のためのデバイス及びＵＶ励起マーキング
システムにおいて使用され得る。
【０１３７】
　別の態様によれば、本発明は本発明の発光体（Ｐ）を緑色ルミネセンス源として含む上
記したタイプの発光デバイスにも関する。
【０１３８】
　本発明を以下の実施例及び図面を用いてより詳細に説明する。
【実施例】
【０１３９】
　下記実施例において製造した粒子を粒度、形態及び組成の点で以下の方法により特性決
定した。
【０１４０】
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　粒度測定
　粒子直径を、水に分散させ、超音波（１３０Ｗ）を１分３０秒間当てた粒子のサンプル
についてレーザー粒度アナライザー（Ｍａｌｖｅｒｎ　２０００）を用いて測定した。
【０１４１】
　電子顕微鏡検査
　粒子の切片（切片法）の透過型電子顕微鏡写真を高解像ＪＥＯＬ　２０１０　ＦＥＧ　
ＴＥＭ顕微鏡を用いて撮影した。ＥＤＳ（エネルギー分散型分光法）による化学組成測定
のための装置の空間解像度は＜２ｎｍであった。観察された形態と測定した化学組成の相
関から、コア／シェル構造が立証され、顕微鏡写真でシェルの厚さを調べることができる
。
【０１４２】
　ＥＤＳによる化学組成測定は、ＨＡＡＤＦ－ＳＴＥＭにより作成した顕微鏡写真に対し
てＸ線回折分析により実施した。測定値は、少なくとも２つのスペクトルで得た平均値に
相当した。組成についての空間解像度はコア組成とシェル組成を区別するのに十分であっ
た。含量は原子％で推定された。
【０１４３】
　Ｘ線回折
　Ｘ線回折図は、Ｂｒａｇｇ－Ｂｒｅｎｔａｎｏ方法に従って銅を対陰極としてＫα線を
用いて作成した。分解能は、ＬａＰＯ４：Ｃｅ，Ｔｂ及びＬａＰＯ４ラインを分離するの
に十分であるように選択した。好ましくは、Δ（２θ）＜０．０２°であった。
【０１４４】
　比較例：ＦＲ　２，９６４，２９９に従う参照発光体
　予め水酸化アンモニウムを添加してｐＨ１．６とし、６０℃に加熱したリン酸Ｈ３ＰＯ

４溶液（５００ｍｌ）に、１．５モル／ｌの全濃度を有し、０．８５５モル／ｌの硝酸ラ
ンタン、０．４３５モル／ｌの硝酸セリウム及び０．２１モル／ｌの硝酸テルビウムから
構成した希土類金属硝酸塩の溶液（５００ｍｌ）を１時間かけて添加した。リン酸塩／希
土類金属のモル比は１．１５であった。沈降中のｐＨを水酸化アンモニウムを添加するこ
とにより１．６に調節した。
【０１４５】
　沈降ステップの終了時に、混合物を再び６０℃で１時間保持した。次いで、生じた沈殿
を濾過により簡単に回収し、水で洗浄した後、６０℃の空気中で乾燥し、空気中９００℃
の熱処理に２時間かけた。このステップの終了時に、組成（Ｌａ０．５７Ｃｅ０．２９Ｔ
ｂ０．１４）ＰＯ４の前駆体が得られた。
【０１４６】
　粒度Ｄ５０は０．４μｍであり、分散指数は０．４であった。
【０１４７】
　実施例１：ＬａＰＯ４コア前駆体の合成
　予め水酸化アンモニウムを添加してｐＨ１．６とし、６０℃に加熱したリン酸Ｈ３ＰＯ

４溶液（１．７２５モル／ｌ，５００ｍｌ）に硝酸ランタン溶液（１．５モル／ｌ，５０
０ｍｌ）を１時間かけて添加した。沈降中のｐＨを水酸化アンモニウムを添加することに
より１．６に調節した。
【０１４８】
　沈降ステップの終了時に、反応媒体を再び６０℃で１時間保持した。次いで、沈殿を濾
過により簡単に回収し、水で洗浄した後、６０℃の空気中で乾燥した。次いで、得られた
粉末を空気中９００℃の熱処理にかけた。
【０１４９】
　こうして得た生成物をＸ線回折により特性決定したところ、モナザイト構造のオルトリ
ン酸ランタンＬａＰＯ４であった。粒度Ｄ５０は５．２μｍであり、分散指数は０．６で
あった。ＢＥＴにより測定した生成物の比表面積はＳＢＥＴ＝６ｍ２／ｇであった。
【０１５０】
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　実施例２：ＬａＰＯ４コア前駆体の合成
　予め水酸化アンモニウムを添加してｐＨ１．９とし、６０℃に加熱したリン酸Ｈ３ＰＯ

４溶液（１．７２５モル／ｌ，５００ｍｌ）に硝酸ランタン溶液（１．５モル／ｌ，５０
０ｍｌ）を１時間かけて添加した。沈降中のｐＨを水酸化アンモニウムを添加することに
より１．９に調節した。
【０１５１】
　沈降ステップの終了時に、反応媒体を再び６０℃で１時間保持した。次いで、沈殿を濾
過により簡単に回収し、水で洗浄した後、６０℃の空気中で乾燥した。次いで、得られた
粉末を空気中９００℃の熱処理にかけた。
【０１５２】
　こうして得た生成物をＸ線回折により特性決定したところ、モナザイト構造のオルトリ
ン酸ランタンＬａＰＯ４であった。粒度Ｄ５０は４．３μｍであり、分散指数は０．４で
あった。
【０１５３】
　次いで、粉末を空気中１１００℃で２時間か焼した。こうすると、粒度Ｄ５０が４．９
μｍ、分散指数が０．４のモナザイト相の希土類リン酸塩が得られた。ＢＥＴ比表面積は
３ｍ２／ｇであった。
【０１５４】
　実施例３：ＬａＰＯ４－ＬａＣｅＴｂＰＯ４コア／シェル前駆体の合成
　１Ｌ容量のビーカーにおいて、希土類硝酸塩の溶液（溶液Ａ）を次のように調製した。
すなわち、Ｌａ（ＮＯ３）３の２．８Ｍ（ｄ＝１．６７８ｇ／ｌ）溶液（２９．３７ｇ）
、Ｃｅ（ＮＯ３）３の２．８８Ｍ（ｄ＝１．７１５ｇ／ｌ）溶液（２０．８４ｇ）、Ｔｂ
（ＮＯ３）３の２Ｍ（ｄ＝１．５４８ｇ／ｌ）溶液（１２．３８ｇ）及び脱イオン水（４
６２ｍｌ）を混合して、組成（Ｌａ０．４９Ｃｅ０．３５Ｔｂ０．１６）（ＮＯ３）３を
有する全部で０．１モルの希土類硝酸塩を得た。
【０１５５】
　２Ｌ容量の反応器に、脱イオン水（３４０ｍｌ）にＮｏｒｍａｐｕｒ　８５％　Ｈ３Ｐ
Ｏ４（０．１１５モル，１３．２７ｇ）及び２８％　水酸化アンモニウムＮＨ４ＯＨを順
次添加してｐＨ＝１．５とした溶液Ｂを導入した。この溶液を６０℃に加熱した。
【０１５６】
　次いで、こうして調製したストックに実施例１からのリン酸ランタン（２３．４ｇ）を
添加した。２８％　ＮＨ４ＯＨによりｐＨを１．５に調節した。この混合物に予め調製し
た溶液Ａを攪拌しつつ、温度（６０℃）でｐＨを１．５に調節しながら蠕動ポンプを用い
て１０ｍｌ／分で添加した。得られた混合物を６０℃で１時間成熟させた。
【０１５７】
　成熟ステップの終了時、溶液は乳白色の外観を有していた。３０℃まで放冷し、生成物
から水を排水した。次いで、焼結ガラスを用いて濾過し、２容量の水で洗浄した後、乾燥
し、空気中９００℃で２時間か焼した。
【０１５８】
　こうして、異なる組成、すなわちＬａＰＯ４及び（Ｌａ，Ｃｅ，Ｔ）ＰＯ４の２つのモ
ナザイト結晶相を有するモナザイト相の希土類リン酸塩が得られた。
【０１５９】
　平均粒度Ｄ５０は９．０μｍであり、分散指数は０．５であった。ＳＥＭにより観察さ
れた粒子の形態からコア／シェルタイプの構造の存在が立証された。
【０１６０】
　超薄切片法により作成し（厚さ～１００ｎｍ）、有孔膜上に載せた樹脂被覆生成物のＴ
ＥＭ顕微鏡写真（図４）を撮影した。粒子を断面で観察する。この顕微鏡写真で、コアが
密で球形であり、見かけ直径が０．７μｍである粒子切片を見ることができる。ＴＥＭ（
切片法）でのコアの見かけ直径は、切片が粒子の赤道断面でないときには平均直径よりも
小さいことがあり得る。粒子は約２．７μｍの全直径、すなわち１μｍの平均シェル厚さ
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を有していた。一方、シェルの厚さの測定値は切片を取った粒子の部分によりわずかだけ
影響された。最後に、粒子のウニ形態が明らかに観察された。
【０１６１】
　粒子中の元素Ｐ、Ｌａ、Ｃｅ及びＴｂの測定値（原子％）を表１に示す。粒子は、ＥＤ
Ｓにより測定してＬａ０．６７Ｃｅ０．２３Ｔｂ０．１０の希土類金属の全モル組成を有
し、すなわち希土類酸化物の合計に対して１１重量％の酸化テルビウム（Ｔｂ４Ｏ７）を
含有していた。
【０１６２】
【表１】

 
【０１６３】
　コア中の元素Ｐ、Ｌａ、Ｃｅ及びＴｂについての測定値を表２に示す。コアは、ＥＤＳ
により測定してＬａ０．９５Ｃｅ０．０４Ｔｂ０．０１の希土類金属の全モル組成を有し
、すなわち希土類酸化物の合計に対して１重量％の酸化テルビウム（Ｔｂ４Ｏ７）を含有
していた。
【０１６４】
【表２】

【０１６５】
　シェル中の元素Ｐ、Ｌａ、Ｃｅ及びＴｂについての測定値を表３に示す。シェルは、Ｅ
ＤＳにより測定してＬａ０．４６Ｃｅ０．３７Ｔｂ０．１７の希土類金属の全モル組成を
有し、すなわち希土類酸化物の合計に対して１９重量％の酸化テルビウム（Ｔｂ４Ｏ７）
を含有していた。
【０１６６】

【表３】

【０１６７】
　ＥＤＳ－ＴＥＭは、非常に少量のＴｂがドープ処理されているコア及び高量のＴｂがド
ープ処理されているシェルを有するコア／シェル構造を明らかに示している。
【０１６８】
　実施例４：ＬａＰＯ４－ＬａＣｅＴｂＰＯ４コア／シェル前駆体の合成
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　１Ｌ容量のビーカーにおいて、希土類硝酸塩の溶液（溶液Ａ）を次のように調製した。
すなわち、Ｌａ（ＮＯ３）３の２．８Ｍ（ｄ＝１．６７８ｇ／ｌ）溶液（２９．３７ｇ）
、Ｃｅ（ＮＯ３）３の２．８８Ｍ（ｄ＝１．７１５ｇ／ｌ）溶液（２０．８４ｇ）、Ｔｂ
（ＮＯ３）３の２Ｍ（ｄ＝１．５４８ｇ／ｌ）溶液（１２．３８ｇ）及び脱イオン水（４
６２ｍｌ）を混合して、組成（Ｌａ０．４９Ｃｅ０．３５Ｔｂ０．１６）（ＮＯ３）３を
有する全部で０．１モルの希土類硝酸塩を得た。
【０１６９】
　２Ｌ容量の反応器に、脱イオン水（３４０ｍｌ）にＮｏｒｍａｐｕｒ　８５％　Ｈ３Ｐ
Ｏ４（０．１１５モル，１３．２７ｇ）及び２８％　水酸化アンモニウムＮＨ４ＯＨを順
次添加してｐＨ＝１．５とした溶液Ｂを導入した。この溶液を６０℃に加熱した。次いで
、こうして調製したストックに実施例２からのリン酸ランタン（２３．４ｇ）を添加した
。２８％　ＮＨ４ＯＨによりｐＨを１．５に調節した。この混合物に予め調製した溶液Ａ
を攪拌しつつ、温度（６０℃）でｐＨを１．５に調節しながら蠕動ポンプを用いて１０ｍ
ｌ／分で添加した。得られた混合物を６０℃で１時間成熟させた。成熟ステップの終了時
、溶液は乳白色の外観を有していた。３０℃まで放冷し、生成物から水を排水した。次い
で、焼結ガラスを用いて濾過し、２容量の水で洗浄した後、乾燥し、空気中９００℃で２
時間か焼した。
【０１７０】
　こうして、異なる組成、すなわちＬａＰＯ４及び（Ｌａ，Ｃｅ，Ｔ）ＰＯ４の２つのモ
ナザイト結晶相を有するモナザイト相の希土類リン酸塩が得られた。平均粒度Ｄ５０は６
．０μｍであり、分散指数は０．５であった。
【０１７１】
　ＳＥＭ観察により、生成物は典型的な密なウニスピン形態を有していた。すべてのコア
粒子がＬＡＰの層で被覆されていた。超薄切片法により作成し（厚さ～１００ｎｍ）、有
孔膜上に載せた樹脂被覆生成物のＴＥＭ顕微鏡写真（図６）を撮影した。粒子を断面で観
察する。この顕微鏡写真で、コアが球形であり、見かけ直径が１．９μｍである粒子切片
を見ることができる。ＴＥＭ（切片法）でのコアの見かけ直径は、切片が粒子の赤道断面
でないときには平均直径よりも小さいことがあり得る。
【０１７２】
　粒子は約４．２μｍの全直径、すなわち１．１μｍの平均シェル厚さを有していた。一
方、シェルの厚さの測定値は切片を取った粒子の部分によりわずかだけ影響された。最後
に、粒子のウニ形態が明らかに観察された（図５参照）。
【０１７３】
　ＥＤＳによる化学組成測定は、ＨＡＡＤＦ－ＳＴＥＭにより撮影した顕微鏡写真に対す
るＸ線分析により実施した。含量は原子％で推定した。組成物の空間解像度は＜１０ｎｍ
であった。ＥＤＳによるとコアはシェルから明らかに同定された。
【０１７４】
　コア中の元素Ｐ、Ｌａ、Ｃｅ及びＴｂについての測定値を表４に示す。コアは、ＥＤＳ
により測定してＬａ０．９８Ｃｅ０．０１Ｔｂ０．０１の全モル組成を有し、すなわち希
土類酸化物の合計に対して１重量％の酸化テルビウム（Ｔｂ４Ｏ７）を含有していた。
【０１７５】
【表４】
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【０１７６】
　シェル中の元素Ｐ、Ｌａ、Ｃｅ及びＴｂについての測定値を表５に示す。シェルは、Ｅ
ＤＳにより測定してＬａ０．４８Ｃｅ０．３４Ｔｂ０．１８の希土類金属の全モル組成を
有し、すなわち希土類酸化物の合計に対して２０重量％の酸化テルビウム（Ｔｂ４Ｏ７）
を含有していた。
【０１７７】
【表５】

【０１７８】
　ＥＤＳ－ＴＥＭは、非常に少量のＴｂがドープ処理されているコア及び高量のＴｂがド
ープ処理されているシェルを有するコア／シェル構造を明らかに示している。
【０１７９】
　実施例５：ＬａＰＯ４－ＬａＣｅＴｂＰＯ４コア／シェル前駆体の合成
　１Ｌ容量のビーカーにおいて、希土類硝酸塩の溶液（溶液Ａ）を次のように調製した。
すなわち、Ｌａ（ＮＯ３）３の２．８Ｍ（ｄ＝１．６７８ｇ／ｌ）溶液（１４６．８５ｇ
）、Ｃｅ（ＮＯ３）３の２．８８Ｍ（ｄ＝１．７１５ｇ／ｌ）溶液（１０４．２ｇ）及び
Ｔｂ（ＮＯ３）３の２Ｍ（ｄ＝１．５４８ｇ／ｌ）溶液（６１．９ｇ）に脱イオン水（４
６２ｍｌ）を添加して５００ｍｌとし、混合して、組成（Ｌａ０．４９Ｃｅ０．３５Ｔｂ

０．１６）（ＮＯ３）３を有する全部で０．５モルの希土類硝酸塩を得た。
【０１８０】
　２Ｌ容量の反応器に、脱イオン水（４００ｍｌ）にＮｏｒｍａｐｕｒ　８５％　Ｈ３Ｐ
Ｏ４（０．１１５モル，６６．３５ｇ）及び２８％　水酸化アンモニウムＮＨ４ＯＨを順
次添加してｐＨ＝１．５とした溶液Ｂを導入した。この溶液を６０℃に加熱した。
【０１８１】
　次いで、こうして調製したストックに実施例１からのリン酸ランタンＬａＰＯ４粉末（
１２５ｇ）を添加した。２８％　Ｐｒｏｌａｂｏ　Ｎｏｒｍａｐｕｒ　ＮＨ４ＯＨにより
ｐＨを１．５に調節した。この混合物に予め調製した溶液Ａを攪拌しつつ、温度（６０℃
）でｐＨを１．５に調節しながら蠕動ポンプを用いて１０ｍｌ／分で添加した。得られた
混合物を６０℃で１時間成熟させた。成熟ステップの終了時、溶液は乳白色の外観を有し
ていた。３０℃まで放冷し、生成物から水を排水した。次いで、焼結ガラスを用いて濾過
し、２容量の水で洗浄した後、乾燥し、空気中９００℃で２時間か焼した。こうして、異
なる組成、すなわちＬａＰＯ４及び（Ｌａ，Ｃｅ，Ｔ）ＰＯ４の２つのモナザイト結晶相
を有するモナザイト相の希土類リン酸塩が得られた。
【０１８２】
　平均粒度Ｄ５０は６．２μｍであり、分散指数は０．５であった。ＳＥＭ観察によると
、生成物は典型的な球形の密なカリフラワー形態を有していた。すべてのコア粒子がＬＡ
Ｐの層で被覆されていた。
【０１８３】
　実施例６：基準ＬＡＰ発光体の製造
　比較例で得た前駆体粉末をＡｒ／Ｈ２（１％　水素）雰囲気中１０００℃で２時間か焼
した。このステップの終了時にＬＡＰ発光体が得られた。平均粒径Ｄ５０は４．５μｍで
あり、分散指数は０．４であった。
【０１８４】
　生成物の組成は（Ｌａ０．５７Ｃｅ０．２９Ｔｂ０．１４）ＰＯ４であり、すなわち希
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土類酸化物の合計に対して１５重量％の酸化テルビウム（Ｔｂ４Ｏ７）であった。これは
、最終発光体１ｋｇあたり１１０ｇのＴｂ４Ｏ７の使用に相当した。
【０１８５】
　実施例７：ＬａＰＯ４－ＬａＣｅＴｂＰＯ４コア／シェル発光体の製造
　実施例３で得た前駆体粉末をＡｒ／Ｈ２（１％　水素）雰囲気中１０００℃で２時間か
焼した。このステップの終了時にコア／シェル発光体が得られた。平均粒径Ｄ５０は８．
９μｍであり、分散指数は０．５であった。
【０１８６】
　実施例８：ＬａＰＯ４－ＬａＣｅＴｂＰＯ４コア／シェル発光体の製造
　実施例４で得た前駆体粉末をＡｒ／Ｈ２（１％　水素）雰囲気中１０００℃で２時間か
焼した。このステップの終了時にコア／シェル発光体が得られた。平均粒径Ｄ５０は５．
９μｍであり、分散指数は０．５であった。
【０１８７】
　実施例９：ＬａＰＯ４－ＬａＣｅＴｂＰＯ４コア／シェル発光体の製造
　実施例５で得た前駆体粉末をＡｒ／Ｈ２（１％　水素）雰囲気中１０００℃で２時間か
焼した。このステップの終了時にコア／シェル発光体が得られた。平均粒径Ｄ５０は６．
３μｍであり、分散指数は０．５であった。
【０１８８】
【表６】

【０１８９】
　本発明の実施例７、８及び９で得た発光体の光ルミネセンス収率（ＰＬ）を、光ルミネ
セン収率ＰＬ＝１００を有する基準として採用した実施例６で得た発光体の収率と比較し
た。Ｊｏｂｉｎ－Ｙｖｏｎ分光光度計を用いて、２５４ｎｍの励起下４５０～７００ｎｍ
の発光スペクトルを統合することにより測定した。
【０１９０】
　図８は発光体の発光スペクトルを示す。
【０１９１】
　実施例１０：ＹＢＯ３－ＬａＣｅＴｂＰＯ４コア／シェル前駆体の合成
　１Ｌ容量のビーカーにおいて、希土類硝酸塩の溶液（溶液Ａ）を次のように調製した。
すなわち、Ｌａ（ＮＯ３）３の２．８Ｍ（ｄ＝１．６７８ｇ／ｌ）溶液（２９．３７ｇ）
、Ｃｅ（ＮＯ３）３の２．８８Ｍ（ｄ＝１．７１５ｇ／ｌ）溶液（２０．８４ｇ）、Ｔｂ
（ＮＯ３）３の２Ｍ（ｄ＝１．５４８ｇ／ｌ）溶液（１２．３８ｇ）及び脱イオン水（４
６２ｍｌ）を混合して、組成（Ｌａ０．４９Ｃｅ０．３５Ｔｂ０．１６）（ＮＯ３）３を
有する全部で０．１モルの希土類硝酸塩を得た。
【０１９２】
　２Ｌ容量の反応器に、脱イオン水（３４０ｍｌ）にＮｏｒｍａｐｕｒ　８５％　Ｈ３Ｐ
Ｏ４（０．１１５モル，１３．２７ｇ）及び２８％　水酸化アンモニウムＮＨ４ＯＨを順
次添加してｐＨ＝１．５とした溶液Ｂを導入した。この溶液を７０℃に加熱した。
【０１９３】
　次いで、こうして調製したストックに、レーザー粒度分析によりＤ５０＝３．２μｍの
平均粒度を有するホウ酸イットリウムＹＢＯ３（２３．４ｇ）を添加した。２８％　ＮＨ
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４ＯＨによりｐＨを２．１に調節した。
【０１９４】
　この混合物に予め調製した溶液Ａを攪拌しつつ、温度（７０℃）でｐＨを２．１に調節
しながら蠕動ポンプを用いて１０ｍｌ／分で添加した。得られた混合物を７０℃で１時間
成熟させた。
【０１９５】
　この後、溶液は乳白色の外観を有していた。３０℃まで放冷し、生成物から水を排水し
た。次いで、焼結ガラスを用いて濾過し、２容量の水で洗浄した後、乾燥し、空気中９０
０℃で２時間か焼した。
【０１９６】
　こうして、組成（Ｌａ，Ｃｅ，Ｔｂ）ＰＯ４を有するモナザイト相の希土類リン酸塩が
ＹＢＯ３コアに堆積されているものが得られた。
【０１９７】
　Ｃｏｕｌｔｅｒレーザー粒度分析により測定した粒子の平均粒度は５．１μｍであり、
分散指数は０．４であった。
【０１９８】
　実施例１１
　本実施例は密なＬａＰＯ４コアの製造に関する。
【０１９９】
　予め水酸化アンモニウムを添加してｐＨ１．５とし、６０℃に加熱したリン酸Ｈ３ＰＯ

４溶液（１．７２５モル／ｌ，５００ｍｌ）に硝酸ランタン溶液（１．５モル／ｌ，５０
０ｍｌ）を１時間かけて添加した。沈降中のｐＨを水酸化アンモニウムを添加することに
より１．５に調節した。
【０２００】
　沈降ステップの終了時に、反応混合物を再び６０℃で１時間保持した。次いで、沈殿を
濾過により簡単に回収し、水で洗浄した後、６０℃の空気中で乾燥した。次いで、得られ
た粉末を空気中９００℃の熱処理にかけた。
【０２０１】
　この粉末（１７０ｇ）をＴｕｒｂｕｌａｔ型ミキサーを用いてＬｉＦ（１．７ｇ）と３
０分間混合した。次いで、混合物を還元雰囲気（９５％　Ａｒ／５％　Ｈ２）下１０００
℃で２時間か焼した。次いで、得られた生成物を水／硝酸混合物中で注意深く熱（８０℃
）洗浄した。
【０２０２】
　こうして、粒度Ｄ５０が５．６μｍ、分散指数が０．６のモナザイト相の希土類リン酸
塩（ＬａＰＯ４）粉末が得られた。生成物のＢＥＴ比表面積ＳＢＥＴは０．６ｍ２／ｇで
あった。
【０２０３】
　実施例１２
　本実施例は密なＬａＰＯ４コアの製造に関する。
【０２０４】
　予め水酸化アンモニウムを添加してｐＨ１．９とし、６０℃に加熱したリン酸Ｈ３ＰＯ

４溶液（１．７２５モル／ｌ，５００ｍｌ）に硝酸ランタン溶液（１．５モル／ｌ，５０
０ｍｌ）を１時間かけて添加した。沈降中のｐＨを水酸化アンモニウムを添加することに
より１．９に調節した。
【０２０５】
　沈降ステップの終了時に、反応混合物を再び６０℃で１時間保持した。次いで、沈殿を
濾過により簡単に回収し、水で洗浄した後、６０℃の空気中で乾燥した。次いで、得られ
た粉末を空気中９００℃の熱処理にかけた。
【０２０６】
　この粉末（１７０ｇ）をＴｕｒｂｕｌａｔ型ミキサーを用いてＮａＣｌ（３４ｇ）と３



(25) JP 2014-15617 A 2014.1.30

10

20

30

40

50

０分間混合した。次いで、生じた混合物を空気中９００℃で４時間か焼した。次いで、得
られた生成物を攪拌しながら熱（８０℃）水で４時間洗浄した後、濾過し、乾燥した。そ
の後、粉末を回転ジャー中で８時間ボールミリングすることにより解凝集させた。
【０２０７】
　Ｘ線回折により特性決定したところ、こうして得た生成物はモナザイト構造のオルトリ
ン酸ランタンＬａＰＯ４であった。粒度Ｄ５０は４．４μｍであり、分散指数は０．６で
あった。
【０２０８】
　生成物のＢＥＴ比表面積ＳＢＥＴは０．５ｍ２／ｇであった。
【０２０９】
　実施例１３：実施例１のコア上でのＬａＰＯ４／ＬａＣｅＴｂＰＯ４コア／シェル前駆
体の合成
　１Ｌ容量のビーカーにおいて、希土類硝酸塩の溶液（溶液Ａ）を次のように調製した。
すなわち、Ｌａ（ＮＯ３）３の２．８Ｍ（ｄ＝１．６７８ｇ／ｌ）溶液（１１７．４８ｇ
）、Ｃｅ（ＮＯ３）３の２．８８Ｍ（ｄ＝１．７１５ｇ／ｌ）溶液（８３．３６ｇ）、Ｔ
ｂ（ＮＯ３）３の２Ｍ（ｄ＝１．５４８ｇ／ｌ）溶液（４９．５２ｇ）及び脱イオン水（
３４９ｍｌ）を混合して、組成（Ｌａ０．４９Ｃｅ０．３５Ｔｂ０．１６）（ＮＯ３）３

を有する全部で０．４モルの希土類硝酸塩を得た。
【０２１０】
　２Ｌ容量の反応器に、脱イオン水（４００ｍｌ）にＮｏｒｍａｐｕｒ　８５％　Ｈ３Ｐ
Ｏ４（５３．０６ｇ）及び２８％　水酸化アンモニウムＮＨ４ＯＨを順次添加してｐＨ＝
１．５とした溶液Ｂを導入した。この溶液を６０℃に加熱した。次いで、こうして調製し
たストックに実施例１１からのリン酸ランタン（１００ｇ）を添加した。水酸化アンモニ
ウムＮＨ４ＯＨ（６モル／ｌ）によりｐＨを１．５に調節した。この混合物に予め調製し
た溶液Ａを攪拌しつつ、温度（６０℃）でｐＨを１．５に調節しながら蠕動ポンプを用い
て１０ｍｌ／分で添加した。得られた混合物を６０℃で１時間成熟させた。成熟ステップ
の終了時、溶液は乳白色の外観を有していた。３０℃まで放冷し、生成物から水を排水し
た。次いで、焼結ガラスを用いて濾過し、２容量の水で洗浄した後、乾燥し、空気中９０
０℃で２時間か焼した。
【０２１１】
　こうして、異なる組成、すなわちＬａＰＯ４及び（Ｌａ，Ｃｅ，Ｔ）ＰＯ４の２つのモ
ナザイト結晶相を有するモナザイト相の希土類リン酸塩が得られた。粒度Ｄ５０は９．２
μｍであり、分散指数は０．５であった。
【０２１２】
　実施例１４：実施例１２のコア上でのＬａＰＯ４／ＬａＣｅＴｂＰＯ４コア／シェル前
駆体の合成
　１Ｌ容量のビーカーにおいて、希土類硝酸塩の溶液（溶液Ａ）を次のように調製した。
すなわち、Ｌａ（ＮＯ３）３の２．８Ｍ（ｄ＝１．６７８ｇ／ｌ）溶液（１４６．８５ｇ
）、Ｃｅ（ＮＯ３）３の２．８８Ｍ（ｄ＝１．７１５ｇ／ｌ）溶液（１０４．２ｇ）、Ｔ
ｂ（ＮＯ３）３の２Ｍ（ｄ＝１．５４８ｇ／ｌ）溶液（６１．９ｇ）及び脱イオン水（３
１２ｍｌ）を混合して、組成（Ｌａ０．４９Ｃｅ０．３５Ｔｂ０．１６）（ＮＯ３）３を
有する全部で０．５モルの希土類硝酸塩を得た。
【０２１３】
　２Ｌ容量の反応器に、脱イオン水（４００ｍｌ）にＮｏｒｍａｐｕｒ　８５％　Ｈ３Ｐ
Ｏ４（６９．２ｇ）及び２８％　水酸化アンモニウムＮＨ４ＯＨを順次添加してｐＨ＝１
．４とした溶液Ｂを導入した。この溶液を６０℃に加熱した。次いで、こうして調製した
ストックに実施例１２からのリン酸ランタン（８３ｇ）を添加した。水酸化アンモニウム
ＮＨ４ＯＨ（６モル／ｌ）によりｐＨを１．５に調節した。この混合物に予め調製した溶
液Ａを攪拌しつつ、温度（６０℃）でｐＨを１．５に調節しながら蠕動ポンプを用いて１
０ｍｌ／分で添加した。得られた混合物を６０℃で１時間成熟させた。成熟ステップの終
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了時、溶液は乳白色の外観を有していた。３０℃まで放冷し、生成物から水を排水した。
次いで、焼結ガラスを用いて濾過し、２容量の水で洗浄した後、乾燥し、空気中９００℃
で２時間か焼した。
【０２１４】
　こうして、異なる組成、すなわちＬａＰＯ４及び（Ｌａ，Ｃｅ，Ｔ）ＰＯ４の２つのモ
ナザイト結晶相を有するモナザイト相の希土類リン酸塩が得られた。粒度Ｄ５０は７．２
μｍであり、分散指数は０．３であった。
【０２１５】
　実施例１５：実施例３の前駆体からのＬａＰＯ４／ＬａＣｅＴｂＰＯ４コア／シェル発
光体の合成
　実施例３で得た前駆体粉末（２００ｇ）をＴｕｒｂｕｌａｔ型ミキサーを用いて１重量
％のＬｉ２Ｂ４Ｏ７（２ｇ）と３０分間注意深く混合した。次いで、この混合物をＡｒ／
Ｈ２（５％　水素）雰囲気下１０００℃で２時間か焼した。次いで、得られた生成物を熱
水で洗浄した後、濾過し、乾燥した。このステップの後、ＬＡＰ発光体が得られた。平均
粒度Ｄ５０は７．１μｍであり、分散指数は０．５であった。
【０２１６】
　生成物の組成は（Ｌａ０．７５Ｃｅ０．１８Ｔｂ０．０８）ＰＯ４であり、すなわち希
土類酸化物の合計に対して９重量％の酸化テルビウム（Ｔｂ４Ｏ７）であった。
【０２１７】
　実施例１６：実施例１３の前駆体からのＬａＰＯ４／ＬａＣｅＴｂＰＯ４コア／シェル
発光体の合成
　実施例１３で得た前駆体粉末（１５０ｇ）をＴｕｒｂｕｌａｔ型ミキサーを用いて１重
量％のＬｉ２Ｂ４Ｏ７（１．５ｇ）と３０分間注意深く混合した。次いで、この混合物を
Ａｒ／Ｈ２（５％　水素）雰囲気下１０００℃で２時間か焼した。次いで、得られた生成
物を熱水で洗浄した後、濾過し、乾燥した。このステップの後、ＬＡＰ発光体が得られた
。平均粒度Ｄ５０は７．１μｍであり、分散指数は０．５であった。
【０２１８】
　生成物の組成は（Ｌａ０．７５Ｃｅ０．１８Ｔｂ０．０８）ＰＯ４であり、すなわち希
土類酸化物の合計に対して９重量％の酸化テルビウム（Ｔｂ４Ｏ７）であった。
【０２１９】
　実施例１７：実施例１４の前駆体からのＬａＰＯ４／ＬａＣｅＴｂＰＯ４コア／シェル
発光体の合成
　実施例１４で得た前駆体粉末（１５０ｇ）をＴｕｒｂｕｌａｔ型ミキサーを用いて１重
量％のＬｉ２Ｂ４Ｏ７（１．５ｇ）と３０分間注意深く混合した。次いで、この混合物を
Ａｒ／Ｈ２（５％　水素）雰囲気下１０００℃で２時間か焼した。次いで、得られた生成
物を熱水で洗浄した後、濾過し、乾燥した。このステップの後、ＬＡＰ発光体が得られた
。平均粒度Ｄ５０は８．１μｍであり、分散指数は０．４であった。
【０２２０】
　生成物を２０分間ボールミリング粉砕することによる解凝集処理にかけた。こうすると
、平均粒度Ｄ５０は５．７μｍであった。
【０２２１】
　生成物の組成は（Ｌａ０．６９Ｃｅ０．２１Ｔｂ０．１０）ＰＯ４であり、すなわち希
土類酸化物の合計に対して１０．８重量％の酸化テルビウム（Ｔｂ４Ｏ７）であった。
【０２２２】
　本発明の実施例７、８及び９で得た発光体の光ルミネセンス収率（ＰＬ）を、光ルミネ
センス収率ＰＬ＝１００の基準として採用した実施例６で得た発光体の収率と比較した。
Ｊｏｂｉｎ－Ｙｖｏｎ分光光度計を用いて、２５４ｎｍの励起下４５０～７００ｎｍの発
光スペクトルを統合することにより測定した。
【０２２３】
　図９は得られた発光体のＳＥＭ顕微鏡写真である。
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【０２２４】
　実施例１８：Ａｌ２Ｏ３／ＬａＣｅＴｂＰＯ４コア／シェル発光体の合成
　１Ｌ容量のビーカーにおいて、希土類硝酸塩の溶液（溶液Ａ）を次のように調製した。
すなわち、Ｌａ（ＮＯ３）３の２．８Ｍ（ｄ＝１．６７８ｇ／ｌ）溶液（１４６．８５ｇ
）、Ｃｅ（ＮＯ３）３の２．８８Ｍ（ｄ＝１．７１５ｇ／ｌ）溶液（１０４．２ｇ）、Ｔ
ｂ（ＮＯ３）３の２Ｍ（ｄ＝１．５４８ｇ／ｌ）溶液（６１．９ｇ）及び脱イオン水（３
１２ｍｌ）を混合して、組成（Ｌａ０．４９Ｃｅ０．３５Ｔｂ０．１６）（ＮＯ３）３を
有する全部で０．５モルの希土類硝酸塩を得た。
【０２２５】
　２Ｌ容量の反応器に、脱イオン水（４００ｍｌ）にＮｏｒｍａｐｕｒ　８５％　Ｈ３Ｐ
Ｏ４（０．６モル，６９．２ｇ）及び２８％　水酸化アンモニウムＮＨ４ＯＨを順次添加
してｐＨ＝１．４とした溶液Ｂを導入した。この溶液を６０℃に加熱した。次いで、こう
して調製したストックに、４．１μｍの粒度Ｄ５０、０．６ｍ２／ｇのＢＥＴ比表面積を
有するα－アルミナ（α－Ａｌ２Ｏ３）（３４ｇ）を添加した。水酸化アンモニウムＮＨ

４ＯＨ（６モル／ｌ）によりｐＨを１．４に調節した。この混合物に予め調製した溶液Ａ
を攪拌しつつ、温度（６０℃）でｐＨを１．４に調節しながら蠕動ポンプを用いて１０ｍ
ｌ／分で添加した。得られた混合物を６０℃で１時間成熟させた。成熟ステップの終了時
、溶液は乳白色の外観を有していた。３０℃まで放冷し、生成物から水を排水した。次い
で、焼結ガラスを用いて濾過し、２容量の水で洗浄した後、乾燥し、空気中９００℃で２
時間か焼した。
【０２２６】
　こうして、異なる組成、すなわちＡｌ２Ｏ３及び（Ｌａ，Ｃｅ，Ｔ）ＰＯ４の２つの結
晶相を有する混合アルミナ／モナザイト相希土類リン酸塩化合物が得られた。粒度Ｄ５０

は７．８μｍであり、分散指数は０．４であった。
【０２２７】
　実施例１９：実施例１８の前駆体からのＡｌ２Ｏ３／ＬａＣｅＴｂＰＯ４コア／シェル
発光体の合成
　実施例１８で得た前駆体粉末（１５０ｇ）をＴｕｒｂｕｌａｔ型ミキサーを用いて１重
量％のＬｉ２Ｂ４Ｏ７（１．５ｇ）と３０分間注意深く混合した。次いで、この混合物を
Ａｒ／Ｈ２（５％　水素）雰囲気下１０００℃で２時間か焼した。次いで、得られた生成
物を熱水で洗浄した後、濾過し、乾燥した。このステップの後、ＬＡＰ発光体が得られた
。平均粒度Ｄ５０は８．１μｍであり、分散指数は０．４であった。
【０２２８】
　生成物の組成は０．４Ａｌ２Ｏ３／０．６（Ｌａ０．４９Ｃｅ０．３５Ｔｂ０．１６）
ＰＯ４であった。
【０２２９】
　実施例２０：ＹＢＯ３－ＬａＣｅＴｂＰＯ４コア／シェル前駆体の合成
　１Ｌ容量のビーカーにおいて、希土類硝酸塩の溶液（溶液Ａ）を次のように調製した。
すなわち、Ｌａ（ＮＯ３）３の２．８Ｍ（ｄ＝１．６７８ｇ／ｌ）溶液（１４６．８５ｇ
）、Ｃｅ（ＮＯ３）３の２．８８Ｍ（ｄ＝１．７１５ｇ／ｌ）溶液（１０４．２ｇ）、Ｔ
ｂ（ＮＯ３）３の２Ｍ（ｄ＝１．５４８ｇ／ｌ）溶液（６１．９ｇ）及び脱イオン水（３
１２ｍｌ）を混合して、組成（Ｌａ０．４９Ｃｅ０．３５Ｔｂ０．１６）（ＮＯ３）３を
有する全部で０．５モルの希土類硝酸塩を得た。
【０２３０】
　２Ｌ容量の反応器に、脱イオン水（４００ｍｌ）にＮｏｒｍａｐｕｒ　８５％　Ｈ３Ｐ
Ｏ４（０．６モル，６９．２ｇ）及び２８％　水酸化アンモニウムＮＨ４ＯＨを順次添加
してｐＨ＝１．４とした溶液Ｂを導入した。この溶液を６０℃に加熱した。次いで、こう
して調製したストックに、過剰のホウ酸の存在下で空気中１０００℃で前もってか焼し、
３．１μｍの粒度Ｄ５０、０．７ｍ２／ｇのＢＥＴ比表面積を有するホウ酸イットリウム
ＹＢＯ４（４８．７ｇ）を添加した。水酸化アンモニウムＮＨ４ＯＨ（６モル／ｌ）によ
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りｐＨを１．６に調節した。この混合物に予め調製した溶液Ａを攪拌しつつ、温度（６０
℃）でｐＨを１．６に調節しながら蠕動ポンプを用いて１０ｍｌ／分で添加した。得られ
た混合物を６０℃で１時間成熟させた。成熟ステップの終了時、溶液は乳白色の外観を有
していた。３０℃まで放冷し、生成物から水を排水した。次いで、焼結ガラスを用いて濾
過し、２容量の水で洗浄した後、乾燥し、空気中９００℃で２時間か焼した。
【０２３１】
　こうして、異なる組成、すなわちＹＢＯ３及び（Ｌａ，Ｃｅ，Ｔｂ）ＰＯ４の２つの結
晶相を有する混合ホウ酸イットリウム／モナザイト相希土類リン酸塩化合物が得られた。
粒度Ｄ５０は５．２μｍであり、分散指数は０．４であった。
【０２３２】
　実施例２１：実施例２０の前駆体からのＹＢＯ３／ＬａＣｅＴｂＰＯ４コア／シェル発
光体の形成
　実施例２０で得た前駆体粉末（１００ｇ）をＴｕｒｂｕｌａｔ型ミキサーを用いて１重
量％のＬｉ２Ｂ４Ｏ７（１ｇ）と３０分間注意深く混合した。次いで、この混合物をＡｒ
／Ｈ２（５％　水素）雰囲気下１０００℃で２時間か焼した。次いで、得られた生成物を
熱水で洗浄した後、濾過し、乾燥した。このステップの後、ＬＡＰ発光体が得られた。平
均粒度Ｄ５０は８．１μｍであり、分散指数は０．４であった。
【０２３３】
　生成物の組成は０．４ＹＢＯ３－０．６（Ｌａ０．４９Ｃｅ０．３５Ｔｂ０．１６）Ｐ
Ｏ４であった。
【０２３４】
　実施例２２（比較例）
　上に挙げた第１実施例（比較例）で得た前駆体粉末（１７０ｇ）をＴｕｒｂｕｌａｔ型
ミキサーを用いて１重量％のＬｉ２Ｂ４Ｏ７（１．７ｇ）と３０分間注意深く混合した。
次いで、この混合物をＡｒ／Ｈ２（５％　水素）下１０００℃で２時間か焼した。次いで
、得られた生成物を熱水で洗浄した後、濾過し、乾燥した。このステップの後、ＬＡＰ発
光体が得られた。平均粒度Ｄ５０は５．１μｍであり、分散指数は０．５であった。
【０２３５】
　生成物の組成は（Ｌａ０．５Ｃｅ０．２９Ｔｂ０．１４）ＰＯ４であり、すなわち希土
類酸化物の合計に対して１５重量％の酸化テルビウム（Ｔｂ４Ｏ７）であった。これは、
最終発光体１ｋｇあたり１１０ｇのＴｂ４Ｏ７の使用に相当した。
【０２３６】
　下表７は上記実施例の主題をなす発光体の光ルミネセンス収率（ＰＬ）を示す。この収
率を光ルミネセンス収率ＰＬ＝１００を有する基準として採用した実施例２２で得た発光
体の収率と比較した。Ｊｏｂｉｎ－Ｙｖｏｎ分光光度計を用いて、２５４ｎｍの励起下４
５０～７００ｎｍの発光スペクトルを統合することにより測定した。
【０２３７】
【表７】
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【図８】 【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成25年9月6日(2013.9.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１．５～１５ミクロンの平均直径を有する粒子を含み、前記粒子が非発光体無機物質を
主成分とする無機コア；及びテルビウムがドープ処理されているランタン及びセリウムの
混合リン酸塩を主成分とし、３００ｎｍ以上の厚さで無機コアを均質に被覆しているシェ
ル；からなる発光体前駆体（Ｐ）。
【請求項２】
　テルビウムがドープ処理されているランタン及びセリウムの混合リン酸塩を主成分とす
るシェルが０．３～１ミクロンの厚さで無機コアを被覆している請求項１に記載の発光体
前駆体（Ｐ）。
【請求項３】
　テルビウムがドープ処理されているランタン及びセリウムの混合リン酸塩を主成分とす
るシェルが０．５～０．８ミクロンの厚さで無機コアを被覆している請求項２に記載の発
光体前駆体（Ｐ）。
【請求項４】
　粒子の無機コアがリン酸塩または無機酸化物を主成分とする請求項１から３のいずれか
１項に記載の発光体前駆体（Ｐ）。
【請求項５】
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　前記リン酸塩が希土類金属リン酸塩である請求項４に記載の発光体前駆体（Ｐ）。
【請求項６】
　前記無機酸化物が酸化アルミニウムである請求項４又は５に記載の発光体前駆体（Ｐ）
。
【請求項７】
　前駆体（Ｐ）の粒子の無機コアが主にリン酸ランタンＬａＰＯ４から構成されている請
求項４から６のいずれか１項に記載の発光体前駆体（Ｐ）。
【請求項８】
　シェルの混合リン酸塩が一般式（Ｉ）：
　　　　　Ｌａ（１－ｘ－ｙ）ＣｅｘＴｂｙＰＯ４　　　　　（Ｉ）
（式中、ｘは０～０．９５であり、ｙは０．０５から０．３であり、合計（ｘ＋ｙ）は１
以下である）
に相当する請求項１から７のいずれか１項に記載の発光体前駆体（Ｐ）。
【請求項９】
　シェルの混合リン酸塩が一般式（Ｉａ）：
　　　　　Ｌａ（１－ｘ－ｙ）ＣｅｘＴｂｙＰＯ４　　　　　（Ｉａ）
（式中、ｘは０．１～０．５であり、ｙは０．１から０．３であり、合計（ｘ＋ｙ）は０
．４～０．６である）
に相当する請求項８に記載の発光体前駆体（Ｐ）。
【請求項１０】
　粒子は０．６以下の分散指数を有している請求項１から９のいずれか１項に記載の発光
体前駆体（Ｐ）。
【請求項１１】
　無機コアが多くとも１ｍ２／ｇの比表面積を有している請求項１から１０のいずれか１
項に記載の発光体前駆体（Ｐ）。
【請求項１２】
　無機コアが多くとも０．６ｍ２／ｇの比表面積を有している請求項１１に記載の発光体
前駆体（Ｐ）。
【請求項１３】
（Ａ）ランタン、セリウム及びテルビウムの可溶性塩の水溶液（ｓ）を、徐々に及び連続
的に、攪拌下、その後起こる混合リン酸塩の沈降反応の間反応媒体のｐＨを多くとも０．
５ｐＨ単位しか変動させずに維持しながら、分散状態にある非発光体無機物質を主成分と
する初期粒子（ｐ０）及びリン酸イオンを当初含む、初期ｐＨ（ｐＨ０）１～５を有する
水性媒体（ｍ）に添加して、ランタン、セリウム及びテルビウムの混合リン酸塩のコアの
表面上に堆積された非発光体無機物質を主成分とするコアを含む粒子を得ること；次いで
（Ｂ）得られた粒子を反応媒体から分離し、４００～９００℃の温度で熱処理すること
を連続して含む請求項１から１２のいずれか１項に記載の発光体前駆体（Ｐ）の製造方法
。
【請求項１４】
　（Ｂ）工程が、得られた粒子を反応媒体から分離し、少なくとも６００℃に等しい温度
で熱処理する、請求項１３に記載の発光体前駆体（Ｐ）の製造方法。
【請求項１５】
　粒子（ｐ０）が球形である請求項１３または１４に記載の方法。
【請求項１６】
　粒子（ｐ０）が０．５から１４ミクロンの平均直径を有している請求項１３から１５の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　粒子（ｐ０）が２から９ミクロンの平均直径を有している請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　粒子（ｐ０）が０．６未満の分散指数を有している請求項１３から１７のいずれか１項
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に記載の方法。
【請求項１９】
　粒子（ｐ０）がドープ処理されていないリン酸ランタンを主成分とする粒子である請求
項１３から１８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２０】
　ステップ（Ａ）において、リン酸イオンが最初水性媒体（ｍ）中にリン酸アンモニウム
の形態で存在している請求項１３から１９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２１】
　ステップ（Ａ）において、リン酸イオンが水性媒体（ｍ）中に化学量論過剰、すなわち
１以上の初期リン酸イオン／（Ｌａ＋Ｃｅ＋Ｔｂ）モル比で導入される請求項１３から２
０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２２】
　ステップ（Ａ）において、リン酸イオンが水性媒体（ｍ）中に化学量論過剰で、１．１
から３の初期リン酸イオン／（Ｌａ＋Ｃｅ＋Ｔｂ）モル比で導入される請求項２１に記載
の方法。
【請求項２３】
　ステップ（Ａ）の水溶液（ｓ）の添加の終了時で、ステップ（Ｂ）の前に成熟ステップ
を含む請求項１３から２２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２４】
　使用する粒子（ｐ０）が多くとも１ｍ２／ｇの比表面積を有している請求項１３から２
３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２５】
　使用する粒子（ｐ０）が多くとも０．６ｍ２／ｇの比表面積を有している請求項２４に
記載の方法。
【請求項２６】
　請求項１から１２のいずれか１項に記載の前駆体（Ｐ）を９００℃以上の温度で熱処理
するステップ（Ｃ）を含む前記前駆体（Ｐ）からの発光体（Ｌ）の製造方法。
【請求項２７】
　請求項１から１２のいずれか１項に記載の前駆体（Ｐ）を少なくとも１０００℃の温度
で熱処理するステップ（Ｃ）を含む請求項２６に記載の製造方法。
【請求項２８】
　請求項２６または２７に記載の方法に従って得られる発光体（Ｌ）。
【請求項２９】
　１．５から１５ミクロンの平均直径を有し、非発光体無機物質を主成分とする無機コア
；及びテルビウムがドープ処理されているランタン及びセリウムの混合リン酸塩（ＬＡＰ
）を主成分とし、リン酸ランタンの構造を有し、３００ｎｍ以上の厚さで無機コアを均質
に被覆しているシェル；からなる粒子を含む発光体（Ｌ）。
【請求項３０】
　前記粒子が３から１０ミクロンの平均直径を有する、請求項２９に記載の発光体（Ｌ）
。
【請求項３１】
　前記無機コアがリン酸塩または無機酸化物を主成分とする請求項２９または３０に記載
の発光体（Ｌ）。
【請求項３２】
　前記シェルが０．３から１ミクロンの厚さで前記無機コアを均質に被覆している請求項
２９から３１のいずれか１項に記載の発光体（Ｌ）。
【請求項３３】
　シェルの混合リン酸塩が請求項８の式（Ｉ）に相当する請求項２８から３２のいずれか
１項に記載の発光体（Ｌ）。
【請求項３４】
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　シェルの混合リン酸塩が請求項９の式（Ｉａ）に相当する請求項２８から３２のいずれ
か１項に記載の発光体（Ｌ）。
【請求項３５】
　無機コアが多くとも１ｍ２／ｇの比表面積を有している請求項２８から３４のいずれか
１項に記載の発光体（Ｌ）。
【請求項３６】
　無機コアが多くとも０．６ｍ２／ｇの比表面積を有している請求項３５に記載の発光体
（Ｌ）。
【請求項３７】
　５５重量％のＬａ酸化物、３０重量％のＣｅ酸化物及び１５重量％のＴｂ酸化物の組成
を有するＴｂがドープ処理されているＬａ及びＣｅの混合リン酸塩に比して実質的に同一
またはそれ以上の光ルミネセンス収率を有し、前記混合リン酸塩よりも少なくとも１０重
量％少ないＴｂ含量を有していることを特徴とする請求項２８から３６のいずれか１項に
記載の発光体（Ｌ）。
【請求項３８】
　Ｔｂ含量が前記混合リン酸塩のＴｂ含量より少なくとも３０重量％少ないことを特徴と
する請求項３７に記載の発光体（Ｌ）。
【請求項３９】
　Ｔｂ含量が前記混合リン酸塩のＴｂ含量より少なくとも５０重量％少ないことを特徴と
する請求項３８に記載の発光体（Ｌ）。
【請求項４０】
　プラズマシステムに対して緑色ルミセネンス効果を与えるための請求項２８から３９の
いずれか１項に記載の発光体（Ｌ）の使用。
【請求項４１】
　前記プラズマシステムがディスプレイスクリーンまたは照明システムである請求項４０
に記載の発光体（Ｌ）の使用。
【請求項４２】
　ＵＶ励起デバイス、液晶システムを背面照明するためのランプ、プラズマスクリーン、
キセノン励起ランプ、発光ダイオードによる励起のためのデバイスまたはＵＶ励起マーキ
ングシステムにおける請求項４０または４１に記載の発光体の使用。
【請求項４３】
　前記ＵＶ励起デバイスが、三原色ランプである請求項４２に記載の発光体の使用。
【請求項４４】
　前記三原色ランプが、水銀蒸気三原色ランプである請求項４３に記載の発光体の使用。
【請求項４５】
　請求項２８から３９のいずれか１項に記載の発光体（Ｌ）を緑色ルミネセンスの源とし
て含む発光デバイス。
【請求項４６】
　ＵＶ励起デバイス、液晶システムを背面照明するためのランプ、プラズマスクリーン、
キセノン励起ランプ、発光ダイオードによる励起のためのデバイスまたはＵＶ励起マーキ
ングシステムである請求項４５に記載の発光デバイス。
【請求項４７】
　前記ＵＶ励起デバイスが、三原色ランプである請求項４６に記載の発光デバイス。
【請求項４８】
　前記三原色ランプが、水銀蒸気三原色ランプである請求項４７に記載の発光デバイス。
【請求項４９】
　粒子の無機コアが、希土類リン酸塩を主成分とする、或いはジルコニウム、亜鉛、チタ
ン、アルミニウム及び希土類金属の酸化物から選択される無機酸化物を主成分とする、請
求項４に記載の発光体前駆体。
【請求項５０】
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　粒子の無機コアが、イットリウム、ガドリニウム又はセリウムの酸化物を主成分とする
、請求項４９に記載の発光体前駆体。
【請求項５１】
　粒子の無機コアが、シリカ、ケイ酸塩、アルミン酸塩、ホウ酸イットリウム若しくはホ
ウ酸ガドリニウム、又はチタン酸塩である、請求項１に記載の発光体前駆体。
【請求項５２】
　粒子の無機コアが、溶融塩の技術を使用して密にされる、請求項１に記載の発光体前駆
体。
【請求項５３】
　無機コアが、希土類リン酸塩を主成分とする、或いはジルコニウム、亜鉛、チタン、ア
ルミニウム及び希土類金属の酸化物から選択される無機酸化物を主成分とする、請求項２
９に記載の発光体（Ｌ）。
【請求項５４】
　希土類リン酸塩が、リン酸ランタンである、請求項５３に記載の発光体（Ｌ）。
【請求項５５】
　無機コアが、イットリウム、ガドリニウム又はセリウムの酸化物を主成分とする、請求
項５３または５４に記載の発光体（Ｌ）。
【請求項５６】
　粒子の無機コアが、シリカ、ケイ酸塩、アルミン酸塩、ホウ酸イットリウム若しくはホ
ウ酸ガドリニウム、又はチタン酸塩である、請求項２９に記載の発光体（Ｌ）。
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