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(57)【要約】
【課題】固体発光デバイスに有用な蛍光体材料と、それを含む発光デバイスを提供する。
【解決手段】化学式（１）の化合物を備えた蛍光体であって、
　ＡａＢｂＣｃＤｄＥｅ　（１）
　Ａは、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｍｇ、Ｙ、Ｈｆ、ランタニド系元素、及びアルカリ土類金属
から成るグループから選ばれた１つ以上の元素を含み、Ｂは、Ｅｕ及びＣｅを含み、Ｃは
、１つ以上の四面体配位の３価の元素を含み、Ｄは、１つ以上の四面体配位の４価の元素
を含み、Ｅは、Ｎ、Ｏ、Ｆ、Ｃ、Ｓ、Ｃｌ、ＢｒおよびＩからなるグループから選択され
た１つ以上の元素を含み、ａ＋ｂ＝１およびｃ＋ｄ＝２であり、ＣａＡｌＳｉＮ３型の結
晶構造を有することを特徴とする蛍光体と、それを含む発光デバイスを提供する。このよ
うな蛍光体を含む発光デバイスは、暖白色光を放出する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化学式（１）の化合物を備えた蛍光体であって、
　ＡａＢｂＣｃＤｄＥｅ　（１）
　Ａは、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｍｇ、Ｙ、Ｈｆ、ランタニド系元素、及びアルカリ土類金属
から成るグループから選ばれた１つ以上の元素を含み、
　Ｂは、Ｅｕ及びＣｅを含み、
　Ｃは、１つ以上の四面体配位の３価の元素を含み、
　Ｄは、１つ以上の四面体配位の４価の元素を含み、
　Ｅは、Ｎ、Ｏ、Ｆ、Ｃ、Ｓ、Ｃｌ、ＢｒおよびＩからなるグループから選択された１つ
以上の元素を含み、
　ａ＋ｂ＝１およびｃ＋ｄ＝２であり、
　前記化合物は、ＣａＡｌＳｉＮ３型の結晶構造を有することを特徴とする蛍光体。
【請求項２】
　前記ａは、０．７から１．３の範囲であり、
　前記ｂは、０．０１から０．３の範囲であり、
　前記ｃは、０．５から１．５の範囲であり、
　前記ｄは、０．５から１．５の範囲であり、
　前記ｅは、２．５から３．５の範囲であること
の条件を満たすことを特徴とする請求項１に記載の蛍光体。
【請求項３】
　前記ｂは、０．０５から０．２の範囲にあることを特徴とする請求項１に記載の蛍光体
。
【請求項４】
　前記Ａは、Ｍｇ、Ｂａ、Ｓｒ、およびＣａからなるグループから選ばれた１つ以上の元
素を含むことを特徴とする請求項１に記載の蛍光体。
【請求項５】
　前記Ａは、Ｃａを含むことを特徴とする請求項４に記載の蛍光体。
【請求項６】
　前記Ｃは、Ａｌ、Ｂ、Ｇａ、Ｐ、Ｉｎ、Ｓｃ、Ｙ、Ｇｄ、Ｌｕ、およびＺｒからなるグ
ループから選択された１つ以上の元素を含むことを特徴とする請求項１に記載の蛍光体。
【請求項７】
　前記Ｃは、Ａｌを含むことを特徴とする請求項６に記載の蛍光体。
【請求項８】
　前記Ｄは、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、およびＨｆからなるグループから選ばれた
１つ以上の元素を含むことを特徴とする請求項１に記載の蛍光体。
【請求項９】
　前記Ｄは、Ｓｉを含むことを特徴とする請求項８に記載の蛍光体。
【請求項１０】
　前記Ｅは、Ｎ、Ｃ、Ｓ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、および／またはＦを含むことを特徴とする請
求項１に記載の蛍光体。
【請求項１１】
　前記Ｅは、Ｎを含むことを特徴とする請求項１０に記載の蛍光体。
【請求項１２】
　前記Ａは、Ｓｒ及びＣａを含み、χ（Ｓｒ）＋χ（Ｃａ）＝１であることを特徴とする
請求項１に記載の蛍光体。
【請求項１３】
　前記ＣはＡｌを含み、前記ＤはＳｉを含み、ｃ＋ｄ＝２であることを特徴とする請求項
１に記載の蛍光体。
【請求項１４】
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　前記ＥはＯ及びＮを含み、χ（Ｏ）＋χ（Ｎ）＝３であることを特徴とする請求項１に
記載の蛍光体。
【請求項１５】
　前記化学式（１）の前記化合物は、約０．５μｍから約３０μｍの範囲の平均粒径を有
する粉末として存在することを特徴とする請求項１に記載の蛍光体。
【請求項１６】
　前記Ｅｕ及びＣｅは、約０．１重量％から約２０重量％の範囲の濃度で前記化合物中に
共存することを特徴とする請求項１に記載の蛍光体。
【請求項１７】
　５００から７００ｎｍの範囲の最大発光波長を有することを特徴とする請求項１に記載
の蛍光体。
【請求項１８】
　前記蛍光体が、約３８０ｎｍから約４８０ｎｍの範囲の輻射で照射された場合に、前記
最大発光波長が生じることを特徴とする請求項１７に記載の蛍光体。
【請求項１９】
　半値全幅が、約２００ｎｍ未満であることを特徴とする請求項１８に記載の蛍光体。
【請求項２０】
　請求項１に記載の前記蛍光体と、
　発光源と
を備えたことを特徴とする発光デバイス。
【請求項２１】
　前記蛍光体は、シリコーン封止剤の中に分散されていることを特徴とする請求項２０に
記載の発光デバイス。
【請求項２２】
　前記発光源は、約３８０から約４７０ｎｍの範囲の波長で最大発光を示す輻射光を放出
し、前記蛍光体は、前記発光源から放出される光の少なくともいくらかを吸収し、約５０
０から約７００ｎｍの範囲の波長で最大発光を示す光を放出することを特徴とする請求項
２０に記載の発光デバイス。
【請求項２３】
　前記蛍光体から放出される光の半値全幅は、約１２０から約２００ｎｍの範囲であるこ
とを特徴とする請求項２２に記載の発光デバイス。
【請求項２４】
　少なくとも８０の演色評価数(ＣＲＩ)を有することを特徴とする請求項２０に記載の発
光デバイス。
【請求項２５】
　約２５００から約４５００Ｋの範囲の相関色温度を有することを特徴とする請求項２０
に記載の発光デバイス。
【請求項２６】
　約６０から約１００％の範囲の変換効率を有することを特徴とする請求項２０に記載の
発光デバイス。
【請求項２７】
　前記蛍光体の表面に塗布された散乱層を更に備えることを特徴とする請求項２０に記載
の発光デバイス。
【請求項２８】
　前記散乱層は、ＺｎＯ、Ｔｉ０２、Ａｌ２０３、Ｓｒ０２および／またはＺｒ０２を含
むことを特徴とする請求項２７に記載の発光デバイス。
【請求項２９】
　前記蛍光体の表面に塗布された不活性層または発光層を更に備えることを特徴とする請
求項２０に記載の発光デバイス。
【請求項３０】
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　約３８０ｎｍから約４７０ｎｍの範囲の波長で発光するように構成された発光素子と、
　前記発光素子から放出された光の少なくともいくらかを吸収するように構成された蛍光
体であって、約５００から約７００ｎｍの範囲の最大発光波長を有する光を放出する蛍光
体と
を備え、
　前記蛍光体から放出される光の半値全幅が、約１２０から約２００ｎｍの範囲であるこ
とを特徴とする発光デバイス。
【請求項３１】
　前記蛍光体の変換効率は、約６０から約１００％の範囲のであることを特徴とする請求
項３０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、蛍光体材料とそれを含む発光デバイスに関し、より具体的には、暖白色光（
warm white light）を生じる発光デバイスに有用な蛍光体材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオードとレーザ・ダイオードは、十分な電圧を印加すると光を発することが出
来る固体発光素子としてよく知られている。発光ダイオードとレーザ・ダイオードは、一
般的に発光デバイス(ＬＥＤ)と呼ばれる。ＬＥＤは、一般的に、サファイヤ、シリコン、
炭化珪素、砒化ガリウムなどの基板上に成長したエピタキシャル層内に形成されたｐ－ｎ
接合を含む。ＬＥＤによって発生する光の波長分布は、一般に、ｐ－ｎ接合が作製される
材料と、デバイスの活性領域を形成するエピタキシャル薄層の構造とに依存する。
【０００３】
　ＬＥＤは、例えば、従来の白熱灯および／または蛍光灯に置き換わるものとして、発光
や照明の応用分野に用いることが出来る。
【０００４】
　それ故に、照明によって照らし出された対象がより自然に見えるように、比較的高い演
色評価数（ＣＲＩ)を有する白色を発する照明光源を提供することがしばしば望まれる。
光源の演色評価数とは、光源によって発せられた光が広い範囲の色を正確に照射する能力
の客観的な尺度である。演色評価数は、単色光源に対してのほぼ０から、白熱光源に対し
てのほぼ１００までの幅がある。
【０００５】
　また、特定の光源の色度は、光源の「カラー・ポイント」と呼ばれる。白色光源に対し
ては、色度は、光源の「白色ポイント」と呼ばれる。白色光源の白色ポイントは、所定の
温度に加熱された黒体輻射器（black-body radiator）によって放出される光の色に対応
した色度ポイントの軌跡に沿って決まる。従って、白色ポイントは、加熱された黒体輻射
器が白色光源の色または色調と整合する温度である、光源の相関色温度(ＣＣＴ)によって
指定できる。白色光は通常、約４０００Ｋから８０００Ｋの間のＣＣＴを有する。４００
０ＫのＣＣＴを持つ白色光は、黄色味がかった色を持つ。８０００ＫのＣＣＴを持つ白色
光は、より青色がかっていて、「冷白色」と呼ばれる。「暖白色」は約２６００Ｋから３
５００Ｋの間のＣＣＴを持つ白色を記述するために用いられ、より赤味を帯びた色である
。
【０００６】
　白色光を作り出すために、異なった色の光を発する複数のＬＥＤが用いられる。ＬＥＤ
によって放出された光は合成されて、所望の強度および／または白色光の色を作り出す。
例えば、赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、及び青色ＬＥＤが同時に活性になると、合成して出来
た光は、要素である赤色、緑色、及び青色の光源の相対強度に依存して、白色、または白
色に近い色に見える。しかしながら、赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、及び青色ＬＥＤを含むＬ
ＥＤランプでは、要素であるＬＥＤのスペクトル強度分布がやや狭い（例えば、半値全幅
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(ＦＷＨＭ)で約１０－３０ｎｍ)。その様なランプでも、高い視感度効率および／または
演色を達成することは可能であるが、高い効率を得ることが困難な波長領域が存在する(
例えば、約５５０ｎｍ)。
【０００７】
　また、単色ＬＥＤからの光は、ＬＥＤを蛍光体粒子のような波長変換材料で囲むことに
よって白色光に変換することが出来る。「蛍光体」という用語は、ここでは、吸収と再放
出の間の遅延時間の長短に係わらず、また、含まれる波長の如何に係わらず、１つの波長
の光を吸収して異なる波長の光を再放出する任意の材料を指して使われる。従って、「蛍
光体」という用語は、ここでは、時には蛍光体および／または燐光体と呼ばれる材料を指
して用いられる。一般的に、蛍光体は、短い波長を持つ光を吸収して、長い波長を持つ光
を再放出する。それ故に、第１の波長のＬＥＤの発光の一部または全ては、蛍光体粒子に
よって吸収され、それに応じて第２の波長で発光する。例えば、単一の青色発光ＬＥＤは
、セリウムをドープしたイットリウム・アルミニウム・ガーネット(ＹＡＧ)のような黄色
の蛍光体で取り囲まれてもよい。その結果できる光は、青色光と黄色光の組み合わせであ
るが、観測者には白く見える。しかしながら、蛍光体ベースの固体光源から発せられる光
のＣＲＩは、最適ではない。このように、このような構成によって発生する光は白くは見
えるが、そのような光で照明された物体は、光源の持つスペクトルによって、望ましい色
合いを持つようには見えないことがある。例えば、黄色の蛍光体で覆われた青色ＬＥＤか
らの光は、可視光スペクトルの赤の部分にエネルギーが少ないので、物体の赤色はうまく
照らされないこともある。その結果、物体は、そのような光源で観察されると不自然な色
合いを持つように見えることもある。
【０００８】
　従って、この分野では、改良型蛍光体材料と、それを含んだ暖白色ＬＥＤへのニーズは
引き続いて存在している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】欧州特許第１，６９６，０１６号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００７／００７５６２９号明細書
【特許文献３】米国特許出願第１１／７４９，２５８号明細書
【特許文献４】米国特許第６，２０１，２６２号明細書
【特許文献５】米国特許第６，１８７，６０６号明細書
【特許文献６】米国特許第６，１２０，６００号明細書
【特許文献７】米国特許第５，９１２，４７７号明細書
【特許文献８】米国特許第５，７３９，５５４号明細書
【特許文献９】米国特許第５，６３１，１９０号明細書
【特許文献１０】米国特許第５，６０４，１３５号明細書
【特許文献１１】米国特許第５，５２３，５８９号明細書
【特許文献１２】米国特許第５，４１６，３４２号明細書
【特許文献１３】米国特許第５，３９３，９９３号明細書
【特許文献１４】米国特許第５，３３８，９４４号明細書
【特許文献１５】米国特許第５，２１０，０５１号明細書
【特許文献１６】米国特許第５，０２７，１６８号明細書
【特許文献１７】米国特許第５，０２７，１６８号明細書
【特許文献１８】米国特許第４，９６６，８６２号明細書
【特許文献１９】米国特許第４，９１８，４９７号明細書
【特許文献２０】米国特許出願公開第２００３／０００６４１８号明細書
【特許文献２１】米国特許出願公開第２００２／０１２３１６４号明細書
【特許文献２２】米国特許出願第１０／６５９，２４１号明細書
【特許文献２３】米国特許出願第１１／５６３，８４０号明細書



(6) JP 2009-132917 A 2009.6.18

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記したように、単一の青色発光ＬＥＤが黄色の蛍光体によって取り囲まれると、青色
の光と黄色の光の組み合わせが観測者には白色に見えることが知られている。赤色を発す
る蛍光体粒子を加え、光の演色性を改良して、すなわち、光がより暖かく見えるようにし
てもよい。例えば、典型的には５２０－５８０ｎｍと５９０－６４０ｎｍの範囲に最大発
光波長を有するそれぞれ黄色と赤色の蛍光体を混合して、混濁物としチップ上に堆積させ
るか、電気泳動法によって一緒に堆積させてもよい。例えば、特許文献１は、Ｅｕ２＋を
ドープしたＣａＡｌＳｉＮ３蛍光体が、約６００から約６４０ｎｍの範囲の発光スペクト
ルを持つ赤色蛍光体を生成することを開示している。更に、特許文献２は、Ｃｅ２＋をド
ープしたＣａＡｌＳｉＮ３蛍光体が、約５００から約７００ｎｍの範囲の発光スペクトル
を持つ黄色の光を生成することを開示している。このように、暖白色光を生成するために
、例えば、２つの上記の蛍光体の粉末を、物理的に混合してＬＥＤ内に含ませることが出
来る。
【００１１】
　しかしながら、黄色と赤色の蛍光体粒子の混合には課題も存在する。具体的には、２つ
の蛍光体の累積損失に基づいて決定される蛍光体の変換効率は、１つだけの種類の蛍光体
が用いられる場合の変換効率に比べて低下することがある。また、長い方の発光波長の蛍
光体の励起曲線は、広く、かつ短いほうの発光波長の蛍光体の発光曲線と重なり、その結
果、再吸収が起こることがある。
【発明の効果】
【００１２】
　ここでは、蛍光体として有用であり、また、上記の課題のいくつかを低減または除去す
ることが出来る化合物を提供する。本発明の実施形態では、＋２価の酸化状態にあるユウ
ロピウム（Ｅｕ２＋）と＋３価の酸化状態にあるセリウム（Ｃｅ３＋）の両方を共ドープ
したＣａＡｌＳｉＮ３蛍光体が提供される。ＣａＡｌＳｉＮ３を、ＣｅとＥｕの両方の発
光体で共ドープすると、図１に提供した発光スペクトルのシミュレーションによって示さ
れるように、約５００から約７００ｎｍに亘る発光バンドを持つ蛍光体が提供される。更
に、ＣａＡｌＳｉＮ３結晶構造内の原子を置換することは、ここで開示される他の無機化
合物も、約５００から約７００ｎｍの範囲の光を発し、青色発光固体ダイを含むＬＥＤに
用いられると、暖白色光を発生することが出来るような効果を持つことができる。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、化学式（１）の化合物であって、
　ＡａＢｂＣｃＤｄＥｅ　（１）
　Ａは、カルシウム（Ｃａ）、ストロンチウム（Ｓｒ）、バリウム（Ｂａ）、マグネシウ
ム（Ｍｇ）、イットリウム（Ｙ）、ハフニウム（Ｈｆ）、ランタニド系元素、および／ま
たはアルカリ土類金属（II族）を含み、Ｂは、Ｅｕ２＋とＣｅ３＋とを含み、Ｃは、少な
くとも１つの四面体配位の３価の元素を含み、Ｄは、少なくとも１つの四面体配位の４価
の元素を含み、Ｅは、Ｎ、Ｏ、Ｆ、Ｃ、Ｓ、Ｃｌ、Ｂｒおよび／またはＩを含み、ａ＋ｂ
＝１およびｃ＋ｄ＝２であり、ＣａＡｌＳｉＮ３型の結晶構造を有する化合物が提供され
る。
【００１４】
　本発明の特定の実施形態では、ａは０．７から１．３の範囲であり、ｂは０．０１から
０．３の範囲であり、いくつかの実施形態では０．０５から０．２の範囲である。ｃは０
．５から１．５の範囲であり、ｄは０．５から１．５の範囲であり、ｅは２．５から３．
５の範囲である。
【００１５】
　更に、いくつかの実施形態によれば、化学式（１）の化合物は、約０．５μｍから約３
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０μｍの範囲の平均粒径を有する粉末として存在する。
【００１６】
　いくつかの実施形態によれば、蛍光体は、５００から７００ｎｍの範囲の最大発光波長
を有する。該蛍光体が、約３８０ｎｍから約４８０ｎｍの範囲の波長の輻射で照射された
ときに最大発光波長が生じる。さらに、いくつかの実施形態では、最大発光スペクトルの
半値全幅が約１２０ｎｍから約２００ｎｍの範囲である。このような蛍光体は、約６０か
ら約１００％の範囲の変換効率を有する。
【００１７】
　また、本発明の実施形態によれば、いくつかの実施形態では、化学式（１）の化合物で
ある蛍光体と発光素子とを含む発光デバイスが提供される。本発明の実施形態によれば、
発光源は、約３８０から約４７０ｎｍの範囲の波長で光を放出し、蛍光体は、発光素子か
ら放出される光の少なくともいくらかを吸収し、約５００から約７００ｎｍの範囲の波長
で最大発光を示す光を放出する。光の半値全幅は、約１２０から約２００ｎｍの範囲であ
る。更に、発光デバイスによって作り出される光は、少なくとも８０の演色評価数(ＣＲ
Ｉ)を有し、約２５００から約４５００Ｋの範囲の相関色温度を有する。
【００１８】
　本発明のいくつかの実施形態による発光デバイスは、散乱層、不活性層、および／また
は発光層のような他の要素も含む。
【００１９】
　本発明は、本発明の実施形態を示す添付の図面を参照して、以下により完全に記述され
る。しかしながら、本発明はここに述べる実施形態だけに限定されると捉えるべきではな
い。むしろ、これらの実施形態は、この開示が完璧で完全であり、本発明の技術範囲を当
業者に完全に伝達するために提供するものである。図面においては、明瞭性のために、層
や領域の厚さは誇張して描かれている。全体を通して、同様の番号は、同様の要素を指し
ている。ここに用いられるように、用語「および／または」は、関連して列挙された事項
の１つ以上の任意の、及び全ての組み合わせを示すものである。
【００２０】
　ここに用いられる用語は、特定の実施形態を記述するためだけのものであり、本発明を
限定しようとするものではない。ここで用いられる単数形の定冠詞は、文脈から明瞭にそ
うではないと判断される場合を除いては、複数形も含むものと意図されている。更に、「
備える」および／または「備えている」という用語は、本明細書において用いられるとき
は、述べたれた特徴物、整数、工程、操作、要素、および／または部品の存在を特定する
ものであり、１つ以上の他の特徴物、整数、工程、操作、要素、部品、および／またはそ
れらの集合が存在すること、または追加されることを排除するものではないと理解された
い。
【００２１】
　層、領域、または基板などの要素が他の要素の「上に」あるまたは「上に」拡がってい
ると言われたときに、それは他の要素の直接「上に」ある、または「上に」拡がっていて
もよいし、または介在する要素が存在してもよいということは理解されよう。対照的に、
ある要素が他の要素の「直接上に」ある、または「直接上に」に拡がっているといわれた
ときは、介在する要素は存在しない。ある要素が他の要素に「接続している」または「結
合している」と言われた時は、他の要素に直接「接続している」または「結合している」
場合もあるし、介在する要素が存在する場合もあるということも理解されよう。対照的に
、ある要素が他の要素に「直接接続している」または「直接結合している」と言われた時
は、介在する要素は存在しない。本明細書を通じて同様の番号は同様の要素を指している
。
【００２２】
　「第１の」、「第２の」などの用語が、ここでは、色々な要素、部品、領域、層、およ
び／または区画を記述するために用いられているが、これらの要素、部品、領域、層、お
よび／または区画は、これらの用語によって制限されるべきものではないと理解されたい
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。これらの用語は、単に、１つの要素、部品、領域、層、または区画を、他の領域、層、
または区画と区別するために用いられる。このように、本発明の教示するところから逸脱
することなしに、以下に記述する第１の要素、部品、領域、層、または区画は、第２の要
素、部品、領域、層、または区画と呼ぶこともできよう。
【００２３】
　更に、「下の」または「底に」および「上の」または「頂上の」のように、相対関係を
表す用語は、ここでは、図示されたような、１つの要素の他の要素に対する関係を記述す
るために用いられる。相対関係を表す用語は、図に描かれた方向に加えて、デバイスの他
の方向を包含するものであると意図されていると理解されよう。例えば、図の中のデバイ
スがひっくり返された場合には、他の要素の「下側に」あると記述された要素は、他の要
素の「上側に」向くであろう。例として用いた用語「下に」は、それ故に、図の特定の方
向に依存して「下に」と「上に」の両方の方向に拡げることが出来る。同様に、図の中の
１つにあるデバイスがひっくり返されたときは、他の要素の「下に」または「下側に」と
記された要素は、他の要素の「上に」に向くであろう。例として用いた用語「下に」「下
側に」は、それ故に、「上に」と「下に」の両方の方向に拡げることが出来る。
【００２４】
　本発明の実施形態は、ここでは、本発明の理想化された実施形態を表す概略図である断
面図を参照して記述される。それ故、たとえば、製造技術および／または公差の結果とし
て、図示の形状からの変形が予想される。このように、本発明の実施形態は、ここに図示
した領域の特定の形状だけに制限されていると捉えるべきではなく、たとえば製造工程か
ら生じる形状の変形を含むべきである。長方形として図示され、記述されたエッチング領
域は通常、丸まったり、曲がったりしている。このように、図示された領域は、概略的で
あり、その形状はデバイスの領域の正確な形状を表すことを意図されていないし、本発明
の技術範囲を制限しようとするものでもない。
【００２５】
　別に定義される場合を除いて、ここに用いられる（技術用語および科学用語を含む）全
ての用語は、本発明が属する分野の通常の技術を持つ人に共通して理解されるようなもの
と同じ意味を持つ。普通に用いられる辞書で定義されているような用語は、本明細書及び
関連技術分野の文脈の中での意味と矛盾することのない意味を持っているものと解釈され
るべきであり、ここに明確に規定される場合を除いては、理想化されたり、過度に形式的
な意味に解釈されたりするべきものではないと理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】シミュレートされた発光スペクトルを示す図であり、◇はＣｅ３＋ドープのＣａ
ＡｌＳｉＮ３、□はＥｕ２＋ドープのＣａＡｌＳｉＮ３、○はＣｅ３＋及びＥｕ２＋ドー
プのＣａＡｌＳｉＮ３を示す。
【図２】本発明のいくつかの実施形態による蛍光体材料を含む発光デバイスを示す図であ
る。
【図３】本発明のいくつかの実施形態による蛍光体材料を含む発光デバイスを示す図であ
る。
【図４】本発明のいくつかの実施形態による蛍光体材料を含む発光デバイスを示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、蛍光体として有用な新しい化合物が提供される
。具体的には、本発明のいくつかの実施形態は、暖白色固体発光デバイスに有用な蛍光体
材料を提供する。
【００２８】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、化学式（１）の化合物であって、
　ＡａＢｂＣｃＤｄＥｅ　（１）
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　Ａは、カルシウム（Ｃａ）、ストロンチウム（Ｓｒ）、バリウム（Ｂａ）、マグネシウ
ム（Ｍｇ）、イットリウム（Ｙ）、ハフニウム（Ｈｆ）、ランタニド系元素、および／ま
たはアルカリ土類金属（II族）を含み、Ｂは、Ｅｕ２＋とＣｅ３＋とを含み、Ｃは、少な
くとも１つの四面体配位の３価の元素を含み、Ｄは、少なくとも１つの四面体配位の４価
の元素を含み、Ｅは、Ｎ、Ｏ、Ｆ、Ｃ、Ｓ、Ｃｌ、Ｂｒおよび／またはＩを含み、ａ＋ｂ
＝１およびｃ＋ｄ＝２であり、ＣａＡｌＳｉＮ３型の結晶構造を有する化合物が提供され
る。
【００２９】
　本発明のいくつかの実施形態では、ａは０．７から１．３の範囲であり、ｂは０．０１
から０．３の範囲であり、いくつかの実施形態では０．０５から０．２の範囲である。ｃ
は０．５から１．５の範囲であり、ｄは０．５から１．５の範囲であり、ｅは２．５から
３．５の範囲である。
【００３０】
　特定の実施形態では、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄおよび／またはＥの各グループの元素は、より特
定のグループの元素から選ばれてもよい。例えば、本発明のいくつかの実施形態によれば
、Ａは、Ｍｇ、Ｂａ、Ｓｒおよび／またはＣａを含んでもよく、特定の実施形態では、Ａ
はＣａを含んでもよい。更に、特定の実施形態では、ＡはＳｒとＣａを（Ｓｒのモル分率
）＋（Ｃａのモル分率）＝１、すなわちχ（Ｓｒ）＋χ（Ｃａ）＝１となるような比率で
含んでもよい。他の例として、本発明のいくつかの実施形態では、Ｃは、Ａ１、Ｂ、Ｇａ
、Ｐ、Ｉｎ、Ｓｃ、Ｙ、Ｇｄ、Ｌｕおよび／またはＺｒを含んでもよく、特定の実施形態
では、ＣはＡｌを含んでもよい。更に他の例では、本発明のいくつかの実施形態では、Ｄ
は、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒおよび／またはＨｆを含んでもよく、いくつかの実施
形態では、ＤはＳｉを含んでもよく、特定の実施形態では、ＣはＡｌを含み、ＤはＳｉを
含み、ｃ＋ｄ＝２の関係がある。更に、いくつかの実施形態では、Ｅは、Ｎ、Ｃ、Ｓ、Ｃ
ｌ、Ｂｒ、Ｉおよび／またはＦを含んでもよく、いくつかの実施形態では、ＥはＮを含ん
でもよく、特定の実施形態では、ＥはＯとＮを（Ｏのモル分率）＋（Ｎのモル分率）＝３
、すなわちχ（Ｏ）＋χ（Ｎ）＝３となるような比率で含んでもよい。
【００３１】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、蛍光体材料は、約０．１から約２０％の範囲で
あり、いくつかの実施形態では、約０．５から約２０％の範囲である濃度でＥｕとＣｅと
がドープされたＣａＡｌＳｉＮ３である。
【００３２】
　当業者なら理解するであろうが、「ＣａＡｌＳｉＮ３型」という用語を用いることは、
ＣａＡｌＳｉＮ３と同じ基本構造、配位及び格子パラメータを持つ結晶構造を指すという
意味であるが、いくつかの実施形態では、化学式（１）において、グループＡ及びＢの元
素がカルシウムの結晶学的サイトを置換し、グループＣの元素がアルミニウムの結晶学的
格子サイトを置換し、グループＤの元素がシリコンの結晶学的格子サイトを置換し、グル
ープＥの元素が窒素の結晶学的サイトを置換するように、他の元素がカルシウム、アルミ
ニウム、シリコン、および／または窒素のサイトを置換することが出来る。いくつかの実
施形態では、化学式（１）の化合物は、Ｃｍｃ２１空間群を持つ斜方晶系の結晶となり、
ａ＝９．８０Å、ｂ＝５．６５Åおよびｃ＝５．０６Åの程度の格子定数を持つ。
【００３３】
　化学式（１）の化合物は多結晶粒子として存在し、本発明のいくつかの実施形態では、
化学式（１）の少なくとも１つの化合物は、約０．５μｍから約３０μｍの範囲の平均粒
径を持つ粉末として存在する。更なる実施形態では、化学式（１）の化合物は、単結晶材
料として存在し、例えば、特許文献３に開示されているような発光デバイスに用いられて
いる。
【００３４】
　上記したように、本発明のいくつかの実施形態によれば、蛍光体は、５００から７００
ｎｍの範囲の最大発光波長を有する。更に、いくつかの実施形態では、蛍光体が、約３８
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０ｎｍから約４７０ｎｍの範囲の波長の輻射で照射されたときに最大発光波長が生じる。
さらに、いくつかの実施形態では、最大発光スペクトルのＦＷＨＭが約２００ｎｍ未満で
ある。
【００３５】
　このように、青色発光光源とともに用いると、本発明のいくつかの実施形態による蛍光
体は、(たとえば８０以上という)比較的高いＣＲＩと、(例えば約６０％から約１００％
という)向上した変換効率と、低減した再吸収とを有する暖白色光を提供する。更に、本
発明の実施形態では、２５００から約４５００Ｋの範囲のＣＣＴを有する暖白色光が提供
できる。さらに、このような蛍光体材料は、たった１種類の蛍光体が用いられるという製
造上の利益を提供し、異なる蛍光体材料間の粒子直径を整合させることは必要なくなる。
【００３６】
　本発明の実施形態によって提供される蛍光体は、任意の適当な方法で合成できる。たと
えば、いくつかの実施形態では、Ｃａ、Ｓｒ、Ａｌおよび／またはＳｉのような金属元素
は、化学量論的な量に秤量され、ＣｅおよびＥｕ源と混合され、酸化または加水分解のよ
うな劣化を最小化／防止するために不活性雰囲気中で粉砕される。混合物は、そこで、窒
素(Ｎ２)、窒素／水素混合 (Ｎ２／Ｈ２) および／またはアンモニア(ＮＨ３)ガス流の中
で、たとえば、約１４５０℃から１６００℃の範囲の温度まで加熱される。他の実施形態
では、同様の工程が用いられるが、金属の代わりに、Ｓｒ２Ｎ、Ｃａ３Ｎ２、ＡｌＮ、Ｓ
ｉ３Ｎ４、Ｓｉ２Ｎ２（ＮＨ）、Ｓｉ２Ｎ２ＯおよびＳｉ（ＮＨ）２のような金属窒化物
が用いられる。さらに、いくつかの実施形態では、金属と金属窒化物の混合物が用いられ
てもよい。
【００３７】
　他の実施形態では、化学式（１）の化合物の単結晶が、任意の適当な方法で形成されて
もよい。たとえば、いくつかの実施形態では、チョクラルスキー成長法によって形成され
てもよい。チョクラルスキー型の方法は、無機材料の小さな種結晶を、同様の溶融材料で
満たされた坩堝の中へ入れ、次いで、回転させながら融液から種結晶をゆっくりと引き上
げることによって、大きな単結晶、またはボール（boule）を生成する方法である。いく
つかの実施形態では、単結晶が、ＭＯＣＶＤ、ＭＢＥなどのような単結晶薄膜成長技術を
用いて形成されてもよい。
【００３８】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、化学式（１）の少なくとも１つの化合物と、発
光源とを含む発光デバイスも提供される。
【００３９】
　発光源は、発光ダイオード、レーザ・ダイオード、および／または他の半導体デバイス
であって、シリコン、炭化珪素、窒化ガリウム、およびまたは他の半導体材料を含んでも
よい１つ以上の半導体層と、サファイヤ、シリコン、炭化珪素、および／または他のマイ
クロエレクトロニクス用の基板を含んでもよい基板と、金属および／または他の導電層を
含む１つ以上の電極層とを含む半導体デバイスを含んでもよい。半導体発光デバイスの設
計と製作法は当業者にはよく知られており、ここでは詳しく記述しない。
【００４０】
　例えば、本発明のいくつかの実施形態による発光デバイスは、炭化珪素基板上に製作さ
れた窒化ガリウムベースのＬＥＤおよび／またはレーザ構造のような構造を含んでもよい
。 このようなデバイスは、本件特許出願人によって製造販売されている。本発明は、特
許文献４－１９に記載の活性領域を備えたＬＥＤおよび／またはレーザ構造と一緒に用い
るのが適当であろう。他の適当なＬＥＤおよび／またはレーザ構造は、特許文献２０、お
よび２１に記載されている。さらに、特許文献２２に記されたような蛍光体が被覆された
ＬＥＤも、本発明のいくつかの実施形態に使用するために適している。ＬＥＤおよび／ま
たはレーザは、発光が基板を通して起こるように動作するように構成されてもよい。その
ような実施形態では、たとえば、上記の特許文献２１に記載の基板は、デバイスからの光
出力を増大するためにパターン化されてもよい。更に、本発明のいくつかの実施形態によ
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る化学式（１）の化合物は、上記の特許文献３と２３に記されているＬＥＤにおいて有用
である。
【００４１】
　図２は、本発明のいくつかの実施形態による固体発光デバイスの断面図である。図２に
示すように、化学式（１）の蛍光体化合物を含むことができる予備形成体（preform）１
００は、固体発光ダイ１１０から放出される光の少なくともいくらかを通過させるように
構成される。別の言い方をすれば、予備形成体は、固体発光ダイ１１０からの輻射に対し
て透明である。接着層などの層１４０が、予備形成体１００および／またはダイ１１０上
に備えられてもよく、この層は、予備形成体１００と固体発光ダイ１１０とを相互に、接
着剤で貼り付けるように貼り付け、予備形成体１００と固体発光ダイ１１０とを相互に光
学的にも結合させる。いくつかの実施形態では、化学式（１）の蛍光体化合物は、予備形
成体１００の中に、柔軟性のある（flexible）、または柔軟性のない（inflexible）材料
の中に分散された粒子として存在する。本発明の他の実施形態によれば、以下に記述する
ように、他の光学素子も備えることができる。
【００４２】
　上述したように、予備形成体１００は、柔軟性のある、および／または柔軟性のない材
料を含んでもよい。柔軟性のある材料の例は、シリコーン・ベースの室温加硫(ＲＴＶ)ゴ
ム材料および／または、例えば、ダウ・コーニング（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ）、信越、
ヌシル（ＮｕＳｉｌ）、ＧＥなどから広く入手可能なシリコーン・ベースの高分子材料で
ある。柔軟性のない材料の例は、ガラスである。層１４０は、ダウ・コーニング、信越、
ヌシル、ＧＥなどから入手可能な熱硬化性シリコーン・ゲルまたはゴムのような透明エポ
キシ、および／または他の任意の透明エポキシであってもよい。いくつかの実施形態では
、予備形成体は、ほぼＬＥＤダイの面のサイズであり、例えば、約１０００μｍ×１００
０μｍであり、厚さは、約１５μｍから約７５μｍの間である。しかしながら、他の実施
形態では、他の寸法でもよい。
【００４３】
　また図２に示すように、固体発光ダイは、陰極１２０ａのような電極パッドを含んでも
よく、予備形成体１００は、（不図示の）いくつかの実施形態では、切れ込み、穴および
／または、外部電極パッドＣを露出させるために構成された他の空隙を含んでもよい。し
かしながら図２に示すように、いくつかの実施形態では、予備形成体１００は通過するこ
となく、層１４０を通過するロー・プロファイル・ワイヤ・ボンド１３０が用いられる。
これらの実施形態では、接着／結合層１４０と予備形成体１００をダイ１１０の上に置く
前に、ワイヤ１３０は、陽極１２０ｂまたは陰極１２０ａに接続される。ロー・プロファ
イル・ワイヤ・ボンドの実施形態は、予備形成体１００における切抜き（cutout）を不要
にする。このことは、組立工程中の予備形成体の位置合わせを容易にする。
【００４４】
　さらに、本発明のいくつかの実施形態では、発光デバイスは、予備形成体の表面に塗布
された散乱層を含む。いくつかの実施形態では、該散乱層は、ＺｎＯ、Ｔｉ０２、Ａ１２

０３、Ｓｒ０２および／またはＺｒ０２を含む。更に、当業者は理解するであろうが、反
射器、不活性層および／または発光層のようなＬＥＤ内に用いられる他の要素も、本発明
の実施形態による発光デバイスに用いてもよい。
【００４５】
　いくつかの実施形態によるパッケージされた発光デバイス２００が、図３に示される。
ＬＥＤパッケージは、ＬＥＤパッケージを外部回路に電気的に接続するために、電気的リ
ード線、電極、または配線も含む。図３に示したＬＥＤパッケージ２００では、ＬＥＤチ
ップ２１２は、半田付けや導電性エポキシによって、反射カップ２１３の上に搭載される
。１つ以上のワイヤ・ボンド２１１が、ＬＥＤチップ２１２のオーミック電極を、反射カ
ップ２１３に取り付けられた、あるいは一体構造になっているリード線２１５Ａおよび／
または２１５Ｂへ接続する。
【００４６】
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　反射カップは、化学式（１）の化合物を有する蛍光体のような波長変換材料を含むエポ
キシ樹脂のような封止剤材料２１６で満たされてもよい。ＬＥＤによって放出される光（
１次光）の少なくともいくらかは、蛍光体によって吸収され、それに応じて２次光を放出
する。ＬＥＤチップ２１２によって放出された１次光と蛍光体粒子によって放出された２
次光とが組み合わさって複数の波長を持つ光を生成し、それが観測者には１次光または２
次光とは異なる色を持つものと認識される。
【００４７】
　組み立て物（assembly）の全体が、透明な保護樹脂２１４の中に封止され、レンズの形
にモールドされ、ＬＥＤチップ２１２から、および／または封止剤材料２１６中の蛍光体
粒子から放出された光をコリメート（collimate）する。
【００４８】
　他のＬＥＤパッケージ３００が、図４に示される。図４のパッケージは、より多くの熱
を発する高出力動作に向いている。ＬＥＤパッケージ３００では、１つ以上のＬＥＤチッ
プ３２２が、プリント回路基板(ＰＣＢ)の搬送板３２３のような搬送板の上に搭載される
。 金属反射器３２４が、エポキシまたは半田付けによって搬送板３２３上に搭載される
。金属反射器３２４は、ＬＥＤチップ３２２の周囲を取り囲み、パッケージ３００からそ
れたＬＥＤチップ３２２からの光を反射する。反射器３２４は、ＬＥＤチップ３２２に対
する機械的な保護機能も果たす。１つ以上のワイヤ・ボンド接続３１１が、ＬＥＤチップ
３２２上のオーミック電極と搬送板３２３上の電気配線３２５Ａ、３２５Ｂとの間に形成
される。搭載されたＬＥＤチップ３２２は、次いで、エポキシ樹脂および／またはシリコ
ーンのような封止剤３２６で被覆される。封止剤３２６は、チップの環境的、機械的保護
を果たすと同時に、レンズとしても作用する。封止剤材料３２６は、波長変換のための、
化学式（１）の化合物を有する蛍光体を更に含む。
【００４９】
　また、本発明のいくつかの実施形態によれば、約３８０ｎｍから約４７０ｎｍの範囲の
波長で光を放出するように構成された発光素子と、発光素子から放出された光の少なくと
もいくらかを吸収するように構成された蛍光体とを含み、蛍光体は、約５００から約７０
０ｎｍの範囲の最大発光波長を有する光を発し、蛍光体から放出される光のＦＷＨＭは、
約１２０から約２００ｎｍの範囲である発光デバイスが提供される。いくつかの実施形態
では、蛍光体は、化学式（１）の化合物であってもよい。いくつかの実施形態では、蛍光
体は、約８０より大きいＣＲＩを有する暖白色光を提供し、約６０％から約１００％の範
囲の変換効率を有する。更に、本発明のいくつかの実施形態では、２５００から約４５０
０Ｋの範囲のＣＣＴを有する暖白色光が提供される。
【００５０】
　多くの異なる実施形態を、上記の説明と図面に関係してここに開示した。実施形態のす
べての組み合わせと準組み合わせ（subcombination）をそのまま記述して図示することは
、甚だしくくどく、かつ惑わせるものであろうと理解される。従って、添付の図面および
本明細書は、ここに記述した実施形態と、それらを作り、利用する方法と工程との全ての
組み合わせと準組み合わせを完全に文章化した記述を構成しているものであり、そのよう
な全ての組み合わせまたは準組み合わせに関する請求項をサポートしているものであると
理解すべきである。
【００５１】
　図面と本明細書において、本発明の実施形態を開示した。専門用語を用いたが、それら
は一般的かつ説明目的のみに用いており、限定しようとするものではない。本発明の技術
範囲は、添付の特許請求の範囲に述べられている。
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