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(57)【要約】
【課題】
【解決手段】
　本発明は、パルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置に
関するものであって、ＬＥＤの製造の分野に属するもの
である。また、本発明が解決しようとする課題は、温度
消光効果と電流の方向の変化が白色光ＬＥＤ照明装置に
与える影響とを克服したことである。本発明の特徴は、
青色光、紫色光または紫外線ＬＥＤチップ、青色残光性
発光材料Ａおよび黄色発光材料Ｂとからなり、青色残光
性発光材料Ａと黄色発光材料Ｂとの重量比が１０～７０
ｗｔ％：３０～９０ｗｔ％であることにある。上記白色
光ＬＥＤ照明装置は周波数が５０Ｈｚ以上であるパルス
電流でＬＥＤチップを駆動する。残光性を有する発光材
料を採用することで、励起光が消える時にも発光を維持
することができ、電流の変化によるＬＥＤの光出力変動
が照明に与える影響を克服することができ、同時に、パ
ルス電流でＬＥＤチップを間欠作動させ、放熱により問
題を克服することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　青色光、紫色光または紫外線ＬＥＤチップが内部封止され、発光塗装層が青色残光性発
光材料Ａと黄色発光材料Ｂとの組合せで作られており、前記青色残光性発光材料Ａと前記
黄色発光材料Ｂとの重量比が１０～７０ｗｔ％：３０～９０ｗｔ％であり、周波数が５０
Ｈｚ以上であるパルス電流で前記ＬＥＤチップを駆動することを特徴とする、パルス電流
駆動の白色光ＬＥＤ照明装置。
【請求項２】
　前記青色残光性発光材料Ａと前記黄色発光材料Ｂとの重量比が２０～５０ｗｔ％：５０
～８０ｗｔ％であることを特徴とする、請求項１に記載のパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ
照明装置。
【請求項３】
　前記青色残光性発光材料Ａの発光波長のピーク値が４４０～４９０ｎｍの範囲にあるこ
とを特徴とする、請求項１または請求項２に記載のパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装
置。
【請求項４】
　前記青色残光性発光材料ＡがＳｒ４Ａｌ１４Ｏ２５：Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋、Ｓｒ２Ｍｇ
Ｓｉ２Ｏ７：Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋、ＣａＳ：Ｂｉ３＋，Ｎａ＋、ＣａＳ：Ｃｕ＋，Ｎａ＋

およびＣａＳｒＳ：Ｂｉ３＋からなる群から選択される少なくとも一種であることを特徴
とする、請求項３に記載のパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置。
【請求項５】
　前記黄色発光材料Ｂの発光波長のピーク値が５２０～５８０ｎｍの範囲にあることを特
徴とする、請求項１または請求項２に記載のパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置。
【請求項６】
　前記黄色発光材料Ｂが残光現象を生じさせる発光材料、残光現象を生じさせない発光材
料またはそれらの混合であることを特徴とする、請求項５に記載のパルス電流駆動の白色
光ＬＥＤ照明装置。
【請求項７】
　前記黄色発光材料ＢがＹ２Ｏ３・Ａｌ２Ｏ３・ＳｉＯ２：Ｃｅ・Ｂ・Ｎａ・Ｐ、Ｙ２Ｏ

２Ｓ：Ｍｇ，Ｔｉ、Ｓｒ３ＳｉＯ５：Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋、Ｃａ２ＭｇＳｉ２Ｏ７：Ｅｕ
２＋，Ｄｙ３＋、ＣａＳ：Ｓｍ３＋、ＹＡＧ：ＣｅおよびＴＡＧ：Ｃｅからなる群から選
択される少なくとも一種であることを特徴とする、請求項５に記載のパルス電流駆動の白
色光ＬＥＤ照明装置。
【請求項８】
　前記発光塗装層が前記青色残光性発光材料Ａと前記黄色発光材料Ｂとを混合して作られ
ていることを特徴とする、請求項１から請求項７の何れかに記載のパルス電流駆動の白色
光ＬＥＤ照明装置。
【請求項９】
　前記発光塗装層が青色残光性発光材料Ａの塗装層、黄色発光材料Ｂの塗装層であること
を特徴とする、請求項１から請求項７の何れかに記載のパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照
明装置。　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は発光粉の残光性とパルス電流駆動を利用した白色光ＬＥＤ照明装置に関するも
のであって、ＬＥＤ製造の分野に属するものである。詳しくは、本発明は、青色残光性発
光材料と黄色発光材料を使用して製造するパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
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　現在では、ＬＥＤは、照明、表示とバックライト光源等の分野に使用されており、省電
力性、耐使用性、無汚染性等の長所があるので、最も期待できる次世代の照明方式として
広く注目されている。白色光ＬＥＤの実現には、多種類の提案がある。その中でも、青色
光ＬＥＤチップと黄色蛍光粉との組合せで白色発光を実現することは、今までで最も成熟
した白色光ＬＥＤ製造技術である。Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．、１１巻、５３頁、
１９６７年（非特許文献１）には、黄色発光を有し、最強発光波長が５５０ｎｍであり、
寿命が１００ｎｓ未満の発光材料であるＹ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋が開示されている。
Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ａ、６４巻、４１７頁、１９９７年（非特許文献２）には、Ｙ３Ａ
ｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋の黄色発光と青色窒化ガリウムを利用してＬＥＤの白色発光を実現
することが開示されている。該技術は、目下では最も成熟した白色光ＬＥＤ製造技術の提
案である。従来、ＬＥＤの大部分は、チップの駆動として、大きさと向きが一定である直
流電流を採用している。この場合、ＬＥＤに対して、高いレベルの散熱対策が必要である
。ＬＥＤチップは、余計な熱量をすぐに発散させることができないと、温度が高すぎて壊
れることがある。
【０００３】
　中国特許第１００４６４１１１号明細書（特許文献１）には、違う発光色のＬＥＤチッ
プが交流電源に並列接続された交流ＬＥＤランプが開示されている。該文献には、違う色
のＬＥＤチップ（例えば、赤色、緑色および青色発光チップ）から一緒に構成される白色
光およびその具体な電気回路が主に記載されているが、しかし、発光粉について言及され
ていない。米国特許第７４８９０８６号明細書（特許文献２）には、交流ＬＥＤ駆動装置
およびそれを使用した照明装置が公開されている。該出願は、電気回路の組成に着眼して
いるが、しかし、新規な発光粉を開示していない。該出願には、依然として、従来のＹ３

Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋発光粉が使用されている。本発明の発明者は、黄色の長残光現象
を生じさせる発光材料であるＹ２Ｏ３・Ａｌ２Ｏ３・ＳｉＯ２：Ｃｅ・Ｂ・Ｎａ・Ｐとパ
ルス電流駆動を使用した白色光ＬＥＤ照明装置とを開発した（中国特許出願２００９１０
３０７３５７．３；特許文献３）。しかし、パルス電流で駆動され、発光粉の残光性が光
出力の変動を補うことを利用した本発明のＬＥＤ照明装置は、今までに知られていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】中国特許第１００４６４１１１号明細書
【特許文献２】米国特許７４８９０８６号明細書
【特許文献３】中国特許出願公開第１０１７０５０９５号明細書
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．、１１巻、５３頁、１９６７年
【非特許文献２】Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ａ、６４巻、４１７頁、１９９７年
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、パルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置を提供することを目的とする。
【０００７】
　本発明の技術構成は、パルス電流駆動の青色光ＬＥＤチップあるいは紫外線チップ、青
色残光性発光材料Ａおよび黄色発光材料Ｂである。その中で、青色残光性発光材料Ａと黄
色発光材料Ｂとの重量比は、１０～７０ｗｔ％：３０～９０ｗｔ％であり、好ましくは２
０～５０ｗｔ％：５０～８０ｗｔ％である。上記の白色光ＬＥＤ照明装置は、パルス電流
駆動のＬＥＤチップを使用する。該パルス電流の周波数は５０Ｈｚ以上である。
【０００８】
　本発明は、パルス電流駆動を使用した白色光ＬＥＤ照明装置を実現し、ＬＥＤチップを
周期的に間欠作動させ、同時に本発明で使用される発光粉が残光効果を有し、パルス電流
の周期的変化による照明装置の光出力の変動を補うことができる。
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【０００９】
　更に、上記の青色残光性発光材料Ａの発光波長のピーク値は、４４０～４９０ｎｍの範
囲にある。
【００１０】
　更に、上記の青色残光性発光材料Ａは、Ｓｒ４Ａｌ１４Ｏ２５：Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋、
Ｓｒ２ＭｇＳｉ２Ｏ７：Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋、ＣａＳ：Ｂｉ３＋，Ｎａ＋、ＣａＳ：Ｃｕ
＋，Ｎａ＋およびＣａＳｒＳ：Ｂｉ３＋からなる群から選択される少なくとも一種である
。
【００１１】
　黄色発光材料Ｂの発光波長のピーク値は、５２０～５８０ｎｍの範囲にある。
【００１２】
　更に、黄色発光材料Ｂは、残光現象を生じさせる発光材料、残光現象を生じさせない黄
色発光材料、あるいはそれらの混合物である。
【００１３】
　更に、黄色発光材料Ｂは、Ｙ２Ｏ３・Ａｌ２Ｏ３・ＳｉＯ２：Ｃｅ・Ｂ・Ｎａ・Ｐ、Ｙ

２Ｏ２Ｓ：Ｍｇ，Ｔｉ、Ｓｒ３ＳｉＯ５：Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋、Ｃａ２ＭｇＳｉ２Ｏ７：
Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋、ＣａＳ：Ｓｍ３＋、ＹＡＧ：ＣｅおよびＴＡＧ：Ｃｅからなる群か
ら選択される少なくとも一種である。
【００１４】
　本発明の白色光ＬＥＤ照明装置の白色発光は、青色残光性発光粉が発する青色光と、黄
色発光粉が発する黄色光と、チップの励起で発せられる青色光ＬＥＤチップあるいは紫外
線ＬＥＤチップの光との組合せにより構成される。
【００１５】
　紫色光ＬＥＤチップおよび紫外線ＬＥＤチップによっても、上記発光粉を励起すること
ができ、同じ効果を得ることができる。
【００１６】
　本発明の発光材料塗装層は、青色残光性発光材料Ａと黄色発光材料Ｂとの混合発光塗装
層を採用してもよく、青色残光性発光材料Ａをチップ上に塗装した後、青色残光性発光材
料Ａの塗装層上に黄色発光材料Ｂを塗装してもよい。
【００１７】
　本発明のパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置の原理は以下の通りである：
　図１に示されるＬＥＤ照明装置の基本構成要素の概略図から分かるように、パルス電流
のパルス周期性により、装置の発光は周期的に明暗が変化する。即ち、発光がちらついて
、装置の使用に影響を与える。
【００１８】
　本発明は、残光性を有する発光材料を採用することで、励起光が消滅する場合にも発光
を維持することができる。本発明によるパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置において
は、電流の周期が小電流の段階に変化した場合、青色残光性材料が青色の残光を発するこ
とで、青色光を補う作用と黄色発光粉を励起する作用をする。これにより、パルス電流の
変動によるＬＥＤチップのちらつきの影響を抑えることができ、パルス周期をとおして装
置の光出力を安定させることができる。また、各パルス周期の半分においては、ＬＥＤチ
ップが駆動しないので、発熱効果が減少する。それは従来の白色光ＬＥＤ照明装置の使用
中に生じたチップの発熱がもたらす一連の問題を克服することに役立つ。更に、本発明の
パルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置は、良い散熱性能と長い寿命などの長所を有し、
また、複雑な電気回路変換装置を必要とせず、コストを大きく減少させる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】基本的なパルス電流駆動のＬＥＤ照明装置の概略図である。
【図２】Ｓｒ４Ａｌ１４Ｏ２５：Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋の残光スペクトルである。
【図３】Ｓｒ２ＭｇＳｉ２Ｏ７：Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋の残光スペクトルである。
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【図４】Ｙ２Ｏ３・Ａｌ２Ｏ３・ＳｉＯ２：Ｃｅ・Ｂ・Ｎａ・Ｐの発光スペクトルである
。
【図５－１】ＬＥＤ発光ユニットの構成の概略図である。１が青色残光性発光材料Ａと黄
色発光材料Ｂとの混合発光塗装層であり、２が青色光、紫色光または紫外線ＬＥＤチップ
であり、３がレンズである。
【図５－２】ＬＥＤ発光ユニットの構成の概略図である。２が青色光、紫色光または紫外
線ＬＥＤチップであり、３がレンズであり、５が青色残光性発光材料Ａの塗装層であり、
４が黄色発光材料Ｂの塗装層である。
【００２０】
　以下、実施例での態様をとおして、本発明の上記内容を更に詳しく説明するが、本発明
の内容は、以下の実施例に限定して解釈されるものではない。発明の上記の内容に基づく
技術は全て本発明の範囲に属するものである。実施例においては、パルス電流の周波数が
１００Ｈｚであり、青色光ＬＥＤチップの発光波長が４６０ｎｍであり、紫色光ＬＥＤチ
ップの発光波長が４００ｎｍであり、 紫外線ＬＥＤチップの発光波長が３６５ｎｍであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明は、青色光ＬＥＤチップ、青色残光性発光材料Ａおよび黄色発光材料Ｂからなる
ものであって、青色残光性発光材料Ａと黄色発光材料Ｂとの重量比が１０～７０ｗｔ％：
３０～９０ｗｔ％であり、好ましくは２０～５０ｗｔ％：５０～８０ｗｔ％である新規の
白色光ＬＥＤ照明装置である。上記の白色光ＬＥＤ照明装置は、周波数が５０Ｈｚ以上で
あるパルス電流でＬＥＤチップが駆動される。
【００２２】
　青色残光性発光材料Ａは、発光波長のピーク値が４４０～４９０ｎｍの範囲にあり、例
えば、Ｓｒ４Ａｌ１４Ｏ２５：Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋、Ｓｒ２ＭｇＳｉ２Ｏ７：Ｅｕ２＋，
Ｄｙ３＋、ＣａＳ：Ｂｉ３＋，Ｎａ＋、ＣａＳ：Ｃｕ＋，Ｎａ＋、ＣａＳｒＳ：Ｂｉ３＋

である。一種の青色残光性発光材料でもよく、または一種以上の青色残光性発光材料の組
み合わせでもよい。
【００２３】
　黄色発光材料Ｂは、残光現象を生じさせる発光材料でもよく、残光現象を生じさせない
発光材料でもよく、あるいはそれらの混合でもよい。黄色発光材料Ｂの発光波長のピーク
値は５２０～５８０ｎｍの範囲にある。残光現象を生じさせる発光材料には、Ｃｅ賦活の
残光現象を生じさせるものであるＹ２Ｏ３・Ａｌ２Ｏ３・ＳｉＯ２：Ｃｅ・Ｂ・Ｎａ・Ｐ
、Ｙ２Ｏ２Ｓ：Ｍｇ，Ｔｉ、Ｓｒ３ＳｉＯ５：Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋、Ｃａ２ＭｇＳｉ２Ｏ

７：Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋、ＣａＳ：Ｓｍ３＋があり、残光現象を生じさせない黄色発光材
料には、ＹＡＧ：ＣｅとＴＡＧ：Ｃｅがある。
【００２４】
　本発明の白色光ＬＥＤ照明装置の白色発光は、青色光ＬＥＤチップの励起により青色残
光性発光粉が発する青色光と黄色発光粉が発する黄色光とチップの光とを混合した白色光
である。
【００２５】
　本発明は、残光性を有する発光材料を採用することで、励起光源が発光しない場合でも
、発光を維持することができる。そうすると、本発明によるパルス電流駆動の白色光ＬＥ
Ｄ照明装置において、電流周期が変化する時、青色残光性材料が青色残光を発して、青色
光を補う作用と黄色発光粉を励起する作用をする。これにより、パルス電流の変動による
ＬＥＤチップのちらつきが照明に影響を与えることを抑えることができ、装置の光出力を
、パルス電流周期をとおして安定させることができる。また、パルス電流周期の半分にお
いては、ＬＥＤチップが駆動しないので、発熱効果が減少する。それは従来の白色光ＬＥ
Ｄ照明装置の使用中に生じたチップの発熱がもたらす一連の問題を解決することに役立つ
。
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【実施例】
【００２６】
　以下は具体的実施例である。
【００２７】
　実施例１－１８
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【表１－１】
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【表１－２】

【００２８】
　製造方法は以下の通りである：５００メッシュで発光材料ＡとＢとを振るい、実施例１
～１８に記載の比率で材料ＡとＢとを均一に混合した後、パワーが０．１ＷであるＬＥＤ
チップを用いてそれらを封止することにより、基本ユニットが図１に示される白色光ＬＥ
Ｄ照明装置を製造した。パルス電流の周波数は１００Ｈｚである。
【００２９】
　実験例１ 本発明のＬＥＤ照明装置の発光特性
　本実施例で使用されたパルス電流は、周波数が１００Ｈｚ、つまり周期が１０ミリ秒で
ある。実施例１～１８のＬＥＤチップが交流主電源に直接接続された場合に、図１の構成
要素に示される照明装置が３００コマ／秒のハイスピードカメラで測定された２０ミリ秒
内の発光輝度は、表２に示される通りである。対照サンプルは、市販の青色光チップに黄
色発光材料が封止された白色光ＬＥＤチップが、同様に構成されたパルス電流駆動のＬＥ
Ｄ照明装置である。表２において、輝度データは、計器により測定される相対輝度であり
、単位は無い。
【００３０】
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【表２】

【００３１】
　表２におけるデータから、本発明の発光はパルス電流周期をとおして安定であるが、従
来市販の青色光チップに残光性を有しない従来の黄色ＹＡＧ発光材料が封止された白色光
ＬＥＤ照明装置を用いることで得られる発光は不安定であり、パルス電流周期をとおして
変動が大きいことが分かる。 
【００３２】
　実験例２　本発明のＬＥＤ照明装置の光減衰
　表３には実施例１～１８と対照サンプルのそれぞれの光減衰データが示されている。対
照サンプルは、市販の青色光チップに黄色発光材料が封止された白色光ＬＥＤチップが目
下通用の直流電源方式に従って実装された照明装置である。測定方法は以下の通りである
：実施例１～１８のパルス電流駆動のＬＥＤ照明装置と対照サンプルに通電した後、一定
の時間おきにその発光輝度を測定した。その結果は表３に示されるものである。表３にお
いて、データは相対輝度であって、最初のデータを基準としたものである。
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【００３３】
【表３】

【００３４】
　表３におけるデータから、本発明のパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置の輝度減衰
が従来のＬＥＤ照明装置より低いことが分かる。
【００３５】
　表２～３におけるデータが示すように、本発明の残光性を有する発光材料で製造された
パルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置は、発光安定と低光減衰との利点を有しており、
従来のＬＥＤ照明装置に対して明らかな新規性と進歩性を有するものである。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５－１】

【図５－２】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年3月6日(2013.3.6)
【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】
　青色光ＬＥＤチップ、紫色光ＬＥＤチップまたは紫外線ＬＥＤチップのいずれかと、発
光材料とを含み、
　前記発光材料が青色残光性発光材料Ａと黄色発光材料Ｂとの組合せであり、
　前記黄色発光材料Ｂが前記青色光ＬＥＤチップ、前記紫色光ＬＥＤチップまたは前記紫
外線ＬＥＤチップの励起により発光でき、および／または前記青色残光性発光材料Ａの励
起により発光でき、
　前記青色残光性発光材料Ａと前記黄色発光材料Ｂとの重量比が１０～７０ｗｔ％：３０
～９０ｗｔ％であり、
　前記青色光ＬＥＤチップ、前記紫色光ＬＥＤチップまたは前記紫外線ＬＥＤチップは、
周波数が５０Ｈｚ以上のパルス電流で駆動される
　ことを特徴とする、パルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置。
【請求項２】
　前記青色残光性発光材料Ａと前記黄色発光材料Ｂとの重量比が２０～５０ｗｔ％：５０
～８０ｗｔ％であることを特徴とする、請求項１に記載のパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ
照明装置。
【請求項３】
　前記青色残光性発光材料Ａと前記黄色発光材料Ｂとの重量比が３５～５０ｗｔ％：５０
～６５ｗｔ％であることを特徴とする、請求項２に記載のパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ
照明装置。
【請求項４】
　前記青色残光性発光材料Ａと前記黄色発光材料Ｂとの重量比が４０～５０ｗｔ％：５０
～６０ｗｔ％であることを特徴とする、請求項３に記載のパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ
照明装置。
【請求項５】
　前記青色残光性発光材料Ａと前記黄色発光材料Ｂとの重量比が４０ｗｔ％：６０ｗｔ％
であることを特徴とする、請求項４に記載のパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置。
【請求項６】
　前記青色光ＬＥＤチップ、前記紫色光ＬＥＤチップまたは前記紫外線ＬＥＤチップが内
部封止されたチップであることを特徴とする、請求項１から請求項５のいずれかに記載の
パルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置。
【請求項７】
　前記青色残光性発光材料Ａの発光波長のピーク値が４４０～４９０ｎｍの範囲にあるこ
とを特徴とする、請求項１から請求項６のいずれかに記載のパルス電流駆動の白色光ＬＥ
Ｄ照明装置。
【請求項８】
　前記青色残光性発光材料Ａが
　Ｓｒ４Ａｌ１４Ｏ２５：Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋、
　Ｓｒ２ＭｇＳｉ２Ｏ７：Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋、
　ＣａＳ：Ｂｉ３＋，Ｎａ＋、
　ＣａＳ：Ｃｕ＋，Ｎａ＋

　およびＣａＳｒＳ：Ｂｉ３＋
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　からなる群から選択される少なくとも一種であることを特徴とする、請求項１から請求
項７のいずれかに記載のパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置。
【請求項９】
　前記黄色発光材料Ｂの発光波長のピーク値が５２０～５８０ｎｍの範囲にあることを特
徴とする、請求項１から請求項８のいずれかに記載のパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明
装置。
【請求項１０】
　前記黄色発光材料Ｂが残光現象を生じさせる発光材料、残光現象を生じさせない発光材
料またはそれらの混合であることを特徴とする、請求項１から請求項９のいずれかに記載
のパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置。
【請求項１１】
　前記黄色発光材料Ｂが
　Ｙ２Ｏ３・Ａｌ２Ｏ３・ＳｉＯ２：Ｃｅ・Ｂ・Ｎａ・Ｐ、
　Ｙ２Ｏ２Ｓ：Ｍｇ，Ｔｉ、
　Ｓｒ３ＳｉＯ５：Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋、
　Ｃａ２ＭｇＳｉ２Ｏ７：Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋、
　ＣａＳ：Ｓｍ３＋、
　ＹＡＧ：Ｃｅ
　およびＴＡＧ：Ｃｅ
　からなる群から選択される少なくとも一種であることを特徴とする、請求項１から請求
項１０のいずれかに記載のパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置。
【請求項１２】
　前記発光材料を用いた発光塗装層を有することを特徴とする、請求項１から請求項１１
のいずれかに記載のパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置。
【請求項１３】
　前記発光塗装層が前記青色残光性発光材料Ａと前記黄色発光材料Ｂとを混合してなる混
合発光塗装層であることを特徴とする、請求項１２に記載のパルス電流駆動の白色光ＬＥ
Ｄ照明装置。
【請求項１４】
　前記発光塗装層が前記青色残光性発光材料Ａの塗装層と、前記黄色発光材料Ｂの塗装層
とを含むことを特徴とする、請求項１２に記載のパルス電流駆動の白色光ＬＥＤ照明装置
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　黄色発光材料Ｂは、残光現象を生じさせる発光材料でもよく、残光現象を生じさせない
発光材料でもよく、あるいはそれらの混合でもよい。黄色発光材料Ｂの発光波長のピーク
値は５２０～５８０ｎｍの範囲にある。残光現象を生じさせる発光材料には、Ｃｅ賦活の
残光現象を生じさせるものであるＹ２Ｏ３・Ａｌ２Ｏ３・ＳｉＯ２：Ｃｅ・Ｂ・Ｎａ・Ｐ
、Ｙ２Ｏ２Ｓ：Ｍｇ，Ｔｉ、Ｓｒ３ＳｉＯ５：Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋、Ｃａ２ＭｇＳｉ２Ｏ

７：Ｅｕ２＋，Ｄｙ３＋、ＣａＳ：Ｓｍ３＋があり、残光現象を生じさせない黄色発光材
料には、ＹＡＧ：ＣｅとＴＡＧ：Ｃｅがある。
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【国際調査報告】
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