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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バリウムを含む（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ蛍光体を焼成する工程と、
　前記蛍光体を粉砕する工程と、
　エタノールに前記蛍光体を懸濁させ、超音波ビームを前記蛍光体に照射する工程と、
　前記蛍光体を乾燥する工程と、を備えるシリケート系蛍光体の製造方法。
【請求項２】
　前記蛍光体は、
　前記エタノールの除去後で且つ乾燥する前に、
　水／エタノールでの処理がおこなわれる請求項１に記載のシリケート系蛍光体の製造方
法。
【請求項３】
　前記蛍光体は、不活性ガス雰囲気中で乾燥される請求項１または２に記載のシリケート
系蛍光体の製造方法。
【請求項４】
　前記蛍光体は、２５０～５００ｎｍの放射線により励起できる請求項１から３のいずれ
か１項に記載のシリケート系蛍光体の製造方法。
【請求項５】
　前記蛍光体は、単独又は複数で発光装置に使用される請求項１から４のいずれか１項に
記載のシリケート系蛍光体の製造方法。
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【請求項６】
　前記蛍光体は、ＬＥＤの発光層として使用される請求項１から５のいずれか１項に記載
のシリケート系蛍光体の製造方法。
【請求項７】
　前記蛍光体は、粒径が２０～３０μｍである請求項１から６のいずれか１項に記載のシ
リケート系蛍光体の製造方法。
【請求項８】
　紫外又は青色照射光を放射するＬＥＤ素子と、
　前記ＬＥＤ素子を封止する光透過性の封止樹脂と、を備え、
　前記封止樹脂は、請求項１に記載の製造方法により製造された蛍光体を含み、且つ、前
記ＬＥＤ素子の光により励起されるＬＥＤランプ。
【請求項９】
　前記封止樹脂は、前記ＬＥＤ素子を封止する第一封止樹脂と、前記第一封止樹脂上に積
層され前記蛍光体を含有する層状の第二封止樹脂とを含む請求項８に記載のＬＥＤランプ
。
【請求項１０】
　前記蛍光体は、リードフレームに実装された前記ＬＥＤ素子を封止する前記封止樹脂に
混合されている請求項８に記載のＬＥＤランプ。
【請求項１１】
　前記蛍光体は、無機材料基板に実装された前記ＬＥＤ素子を封止する前記封止樹脂に混
合されている請求項８に記載のＬＥＤランプ。
【請求項１２】
　紫外又は青色照射光を放射するＬＥＤ素子と、
　上に前記ＬＥＤ素子を実装している支持体と、
　前記ＬＥＤ素子を封止する光透過性の封止樹脂と、を備え、
　前記封止樹脂は、請求項１または２に記載の製造方法により製造された蛍光体を含み、
且つ、前記ＬＥＤ素子の光により励起されるＬＥＤランプ。
【請求項１３】
　前記支持体は、前記ＬＥＤ素子に電力を供給する第一リードと第二リードを有し、
　前記第一リードは、一端に凹部を有し、
　前記ＬＥＤ素子は、前記光透過性の封止樹脂により封止されるよう前記凹部に配置され
ている請求項１２に記載のＬＥＤランプ。
【請求項１４】
　前記支持体は、前記ＬＥＤ素子に電力を供給する配線パターンを上に有する絶縁基板を
有し、
　前記ＬＥＤ素子は、前記光透過性の封止樹脂により封止されるように前記絶縁基板に実
装されている請求項１２に記載のＬＥＤランプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高演色性を有する高輝度発光装置に用いられる、改善された発光強度、改善
された励起特性及び改善された表面特性を示すシリケート系蛍光体、及び前記蛍光体を用
いたＬＥＤランプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光学スペクトルの紫外光領域又は青色光領域における励起下で青緑光、黄緑光～橙光を
放射する蛍光体が、ここ数年重要性を増している。これは、これらの蛍光体が白色光発光
装置に使用されることによるものである。とりわけ、セリウム賦活グラネート－蛍光体（
特許文献１、特許文献２、特許文献３、特許文献４及び特許文献５）は、種々の用途に使
用されているが、光学スペクトルにおける領域が欠けることにより生じる低演色性のため



(3) JP 4524607 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

、一般的な照明用途には好適ではない。さらに、ＹＡＧ：Ｃｅは青色光でしか励起されず
、その使用は、青色半導体チップによる励起を用いた用途に限定されている。したがって
、主要な青色発光半導体チップは、複数の発光体と組み合わせて演色性を増加している（
特許文献６及び特許文献７）。ＹＡＧ：Ｃｅの他に、高ＣＲＩ用クロロシリケート蛍光体
（特許文献８）が使用されているが、その発光強度は、ＹＡＧ：Ｃｅに対して１０％でし
かない。さらに、白色光発光装置が有機発光体により実現されることができるが、安定性
が低いことから効率が悪く、それらの用途が限定されていることも知られている。
【０００３】
　さらに、長時間安定性も悪いいくつかの無機硫化物蛍光体（例えば、ＳｒＳ：Ｅｕ）も
使用されている（特許文献９及び特許文献１０）。
【０００４】
　発光装置で高ＣＲＩを実現するために、主要な紫外線発光装置（３００～３７０ｎｍ）
を、光学スペクトルの赤色、緑色及び青色領域（ＲＧＢ成分）を放出する複数の蛍光体と
組み合わせて使用している（特許文献１１、特許文献１２及び特許文献１３）。
【０００５】
　この数年のうちに、白色ＬＥＤ用のシリケート蛍光体を用いたいくつかの特許及び刊行
物が出現した（特許文献１４、特許文献１５及び特許文献１６）。ガス放電ランプにこれ
らが使用されることは、周知である（非特許文献１）。さらに、この非特許文献２の刊行
物では、体系的に（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）2ＳｉＯ4：Ｅｕ格子の均一固溶体を調べたと記載
されている。ＬＥＤシリケート蛍光体は、それら自体又は混合物の形態で、青色又は紫外
ＬＥＤ－ダイと組み合わせてＹＡＧ：Ｃｅ系に比較してＣＲＩを高くしている。シリケー
ト蛍光体に関する全ての特許及び文献では、ＹＡＧ:Ｃｅ系と比較して効率及び輝度が低
いことが示されている。
【０００６】
　 この他に、感水性についての使用上の問題がある、いくつかの高バリウム含有蛍光体
も記載されている。これらの欠点により、シリケート系蛍光体の効率を低下してしまう。
【特許文献１】ＷＯ９８／１２７５７
【特許文献２】ＷＯ０２５２６１５
【特許文献３】米国特許第５９９８９２５号
【特許文献４】ヨーロッパ特許第１２７１６６４号
【特許文献５】ヨーロッパ特許第８６２７９４号
【特許文献６】ＷＯ００／３３３８９
【特許文献７】ＷＯ００／３３３９０
【特許文献８】ＷＯ０１／９３３４１
【特許文献９】ヨーロッパ特許第１１５０３６１号
【特許文献１０】米国特許第５５９８０５９号
【特許文献１１】ＷＯ９８３９８０５
【特許文献１２】ＷＯ９８３９８０７
【特許文献１３】ＷＯ９７４８１３８
【特許文献１４】ＷＯ０２／１１２１４
【特許文献１５】ＷＯ０２／０５４５０２
【特許文献１６】米国特許第６２５５６７０号
【非特許文献１】Ｋ．Ｈ．Ｂｕｔｌｅｒ　「Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｌａｍｐ　Ｐｈｏ
ｓｐｈｏｒｓ（蛍光灯蛍光体）」Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ　Ｕｎｉｖ．Ｐｒｅｓｓ　１
９８０年
【非特許文献２】Ｔ．Ｌ．Ｂａｒｒｙ　Ｊ．Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，１９６
８，１１８１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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   したがって、本発明の目的は、励起性が改善されたシリケート系蛍光体、及びそれを
用いたＬＥＤランプを提供することである。
【０００８】
　本発明のさらなる目的は、発光強度が改善されたシリケート系蛍光体、及びそれを用い
たＬＥＤランプを提供することである。
【０００９】
　本発明のさらなる目的は、感水性が抑制された改善されたシリケート系蛍光体、及びそ
れを用いたＬＥＤランプを提供することである。
【００１０】
　本発明のさらなる目的は、効率が増加した改善されたシリケート系蛍光体、及びそれを
用いたＬＥＤランプを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、バリウムを含む（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ蛍光体を焼成
する工程と、前記蛍光体を粉砕する工程と、エタノールに前記蛍光体を懸濁させ、超音波
ビームを前記蛍光体に照射する工程と、前記蛍光体を乾燥する工程と、を備えるシリケー
ト系蛍光体の製造方法が提供される。
【００１５】
　本発明によれば、前記蛍光体は、前記エタノールの除去後で且つ乾燥する前に、水／エ
タノールでの処理がおこなわれるものでよい。
【００１６】
　本発明によれば、前記蛍光体は、窒素、アルゴン等の不活性ガス雰囲気中で乾燥される
ものでよい。
【００１７】
　本発明によれば、前記蛍光体は、２５０～５００ｎｍの放射線により励起できるもので
よい。
【００１８】
　本発明によれば、前記蛍光体は、単独又は複数で発光装置に使用されるものでよい。
【００１９】
　本発明によれば、前記蛍光体は、ＬＥＤに発光層として使用されるものでよい。
【００２０】
　本発明によれば、前記蛍光体は、粒径が２０～３０μｍであるものでよい。
【００２１】
　本発明によれば、紫外又は青色照射光を放射するＬＥＤ素子と、前記ＬＥＤ素子を封止
する光透過性の封止樹脂と、を備え、前記封止樹脂は、前記蛍光体を含み、且つ、前記Ｌ
ＥＤ素子の光により励起されるＬＥＤランプが提供される。
【００２２】
　本発明によれば、前記封止樹脂は、前記ＬＥＤ素子を封止する第一封止樹脂と、前記第
一封止樹脂上に積層され前記蛍光体を含有する層状の第二封止樹脂とを含むように構成し
てもよい。
【００２３】
　本発明によれば、前記蛍光体は、リードフレームに実装された前記ＬＥＤ素子を封止す
る前記封止樹脂に混合されているように構成してもよい。
【００２４】
　本発明によれば、前記蛍光体は、無機材料基板に実装された前記ＬＥＤ素子を封止する
前記封止樹脂に混合されているように構成してもよい。
【００２５】
　本発明によれば、紫外又は青色照射光を放射するＬＥＤ素子と、上に前記ＬＥＤ素子を
実装している支持体と、前記ＬＥＤ素子を封止する光透過性の封止樹脂と、を備え、前記
封止樹脂は、前記蛍光体を含み、且つ、前記ＬＥＤ素子の光により励起されるＬＥＤラン
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プが提供される。
【００２６】
　本発明によれば、前記支持体は、前記ＬＥＤ素子に電力を供給する第一リードと第二リ
ードを有し、前記第一リードは、一端に凹部を有し、前記ＬＥＤ素子は、前記光透過性の
封止樹脂により封止されるよう前記凹部に配置されるよう構成してもよい。
【００２７】
　本発明によれば、前記支持体は、前記ＬＥＤ素子に電力を供給する配線パターンを上に
有する絶縁基板を有し、前記ＬＥＤ素子は、前記光透過性の封止樹脂により封止されるよ
うに前記絶縁基板に実装されるよう構成してもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明を、添付図面を参照しながらより詳細に説明する。
　励起光源からの放射の単一の蛍光体結晶への透過率及び変換された光の単一の蛍光体結
晶からの透過率をより高めるためには、改善された蛍光体表面及び結晶構造が必要である
。これは、極微量の融剤及び二次相(例えば、アルカリ土類塩化物)をまだ含有する前破砕
した粗製蛍光体をいくつかの特殊な処理工程に附することにより達成される。本発明者等
が検討した結果、感水性シリケート系蛍光体の取り扱いの特殊な方法、及び全てのシリケ
ート系蛍光体を改善して、発光装置における量子収率及び輝度を高めるための特殊な方法
を開発した。
【００３２】
　この改善は、感水性系を処理過程に附する際に過剰の水を避けることにより可能となる
。とりわけ、バリウムリッチ組成物は、水により生じる輝度と表面品質の減少により大き
な影響を受ける。これは、蛍光体結晶が加水分解されてアルカリ土類水酸化物とケイ酸と
することにより生じる。エタノールのような非水溶媒を単純有機ヒドロキシル基含有溶媒
として使用すると、加水分解は観察されない。エタノールであっても、最後に残る極微量
の融剤を溶解し、アルカリ土類水酸化物及び酸化物を懸濁することができる。水の代わり
にエタノール中で湿式粉砕過程を実施すると、加水分解は観察されない。感水性蛍光体は
安定であり、さらに部分的に水性の処理工程に附することによりもっと安定となる。これ
は、金属原子と溶媒とが錯体を形成することによるものと思われる。疎水性テールは、結
晶表面を水分子から保護すると思われる。例えば、メタノール、プロパノール又はイソ－
プロパノール、アセトン、メチル－エチル－ケトン、ブチルアルデヒド等のアルデヒド類
、アセトニトリル等のニトリル類、アミド類、エステル類又はエチレングリコール若しく
はグリセロール等の有機ポリヒドロキシ化合物等の種々の有機溶媒を使用することができ
る。
【００３３】
　別の改善は、非水有機溶媒又はそれらの水性混合物中で湿式ふるい過程を実施すること
により実現できる。懸濁した蛍光体を、ふるい上におき、ふるいを介して種々の振動をか
けながら溶媒流を流して、蛍光体結晶をメッシュを通過させる。乾式ふるい過程と比較し
て、粒度分布は、極微細領域には大きなシグナルを示さない。このピークは、長時間の乾
式ふるい過程中に蛍光体粒子が摩擦して生じると思われる。湿式ふるい過程において溶媒
を流すことにより、蛍光体粒子はふるいのメッシュを通過するようになされる。
【００３４】
　通常の方法で調製したシリケート系蛍光体のＳＥＭ写真を、図１に示す。蛍光体表面に
若干の小粒子だけでなく、鋭い外角が観察される。非水溶媒中で蛍光体結晶に超音波を照
射し、デカンテーションし、乾燥する操作の後では、蛍光体表面は、これらの不純物が除
去されて清浄になっていると思われる（図２）。励起及び発光スペクトルから、このよう
な試料が大きく改善されたことが明らかである（図３及び図４）。
【００３５】
　すでに洗浄した蛍光体を、濾過過程後にアセトン、メタノール又はエタノールのような
非水溶媒で処理して洗浄操作からの水のほとんどを除去することにより、励起及び発光ス
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ペクトルが極めて大きく改善される。この工程の後、蛍光体試料を、乾燥炉中、空気（Ｃ
Ｏ2と接触）下又は好ましくはアルゴン又は窒素等の不活性ガス雰囲気下（例えば、アル
カリ土類炭酸塩の再形成を回避するため）、３０～３５０℃で数時間乾燥する。これらに
より、非水処理によりほとんど除去される水は、アルカリ土類ケイ酸塩と反応することが
できず、且つさらなる工程で、アルカリ土類炭酸塩と反応することができない。これによ
り発光スペクトル及び励起スペクトルの改善が、観察される（図５及び図６）。第二の点
は、強力なガス流により、雰囲気中の溶媒又は水の分圧が減少し、乾燥工程がはやくなる
ことである。その結果、加熱下で水がリンと接触する時間が最小となる。
【００３６】
　全ての改善されたシリケート系蛍光体のスペクトルでは第二相がなく、そして紫外光の
励起下での寿命が増加する。また、全ての蛍光体試料は、水銀ランプ又は青色若しくは紫
色ＬＥＤからの真空紫外領域からの青色光又は紫外光で励起できる。改善されたシリケー
ト系蛍光体は、４００～５３０ｎｍ（図４、図６、図７及び図８）の領域での励起能が大
きく増加している。
【実施例】
【００３７】
　本発明を、以下、実施例を参照してより詳細に説明するが、本発明は、これらの実施例
には限定されない。
【００３８】
　原料、すなわち、カルシウム、ストロンチウム及び／又はバリウムの金属酸化物、酸化
ユーロピウム、シリカ、二酸化ゲルマニウム、賦活剤並びに融剤の化学量論量を秤量し、
均一に混合する。得られた混合物を、還元雰囲気（水素／窒素）下、蛍光体組成物に応じ
て１１００～１３５０℃で３～２０時間焼成した。金属酸化物とドーパントの比に応じて
、緑色～橙色の色を有する粗製蛍光物質を、予備破砕し、５００μｍのふるいでふるい分
けした。
【００３９】
　図５は発光スペクトルを示し、図６は水溶性の非水溶媒を用いた処理操作により改善さ
れたシリケート系蛍光体の励起スペクトルを示す。粗製イエローシリケート系蛍光体材料
を、水洗し、蛍光体をガラスフリットを介して吸引し、アセトンに３回暴露させて蛍光体
ケーキに残された極微量の水のほとんどを除去した後、蛍光体を、乾燥炉中、窒素下１３
０℃で乾燥する。これにより、乾燥工程が非常に促進される。
【００４０】
　図３は発光スペクトルのグラフを示し、図４は非水溶媒中で超音波ビームを使用するこ
とにより改善されたシリケート系蛍光体の励起スペクトルのグラフである。粗製緑色シリ
ケート蛍光体ケーキを、ジョーブレーカーで予備破砕する。さらに破砕するために、蛍光
体を、攪拌下、エタノールに懸濁し、４０ｋＨｚの超音波ビームを２０分間照射する。エ
タノールを除去し、蛍光体を水／エタノール（ｖ：ｖ＝１：１）で２回洗浄して最後に残
った極微量の融剤を融解させる。乾燥炉中、１３０℃で６時間乾燥後、粒度分布及び顕微
鏡での調査の結果、蛍光体単結晶のサイズがより小さく、蛍光体中の最微細粒子の量が大
きく減少することが分かる。純水を用いた一般的な処理プロセス（図１）と比較して、Ｓ
ＥＭで検討すると、蛍光体結晶の表面が顕著に清浄化することが分かる（図２）。
【００４１】
　図９は発光スペクトルのグラフを示し、図７は水性又は純粋有機溶媒における湿式粉砕
過程を適用することにより改善された黄緑シリケート系蛍光体の励起スペクトルのグラフ
を示す。粗製の黄緑シリケート蛍光体ケーキを、ジョーブレーカーで予備破砕する。さら
に破砕するために、蛍光体１ｋｇを、ジルコニア球１ｋｇとともに、１Ｌのエタノールの
入ったドラムに入れる。ドラムを、ローラーミルでゆっくりと３時間回転させる。得られ
た懸濁液を、水に入れて洗浄過程に附し、吸引し、エタノールですすいで極微量の水を除
去し、乾燥炉中、１３０℃で一晩乾燥する。ＳＥＭ写真から、穏やかに粉砕した蛍光体で
は、凝集物が数個しかないことが分かる（図１０参照）。
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【００４２】
　図８は励起を示した図であり、図１１は洗浄過程の後、水性エタノール（９５％）を用
いた湿式ふるい工程に附し、その後蛍光体を吸引して採取し、不活性ガス雰囲気（アルゴ
ン）下、１３０℃で５時間乾燥して得た、橙色シリケート系蛍光体材料の発光スペクトル
を示す。これには、湿式ふるいは別の洗浄工程と同様であり、且つ有機溶媒が極微量の水
を除去する利点がある。さらに、湿式ふるいは、ガーゼストレーナーにより乾式ふるい過
程よりも顕著に早い。乾式過程では、蛍光体結晶が互いにこすられ、最も微細な粒子の量
が顕著に増加する。最良の方法は、洗浄過程の開始時点で湿式ふるいをして処理操作全体
についての非水性溶媒の利点が組み合わさって得られるようにすることである。
【００４３】
　以上をまとめると、全ての改善されたシリケート系蛍光体は、励起波長４００～５５０
ｎｍの領域での励起特性が著しく増加することが明らかである。公知のシリケート系に対
して、励起波長４６４ｎｍで最大５０％の効率が生じる。得られた結果の本質的なものを
、表１にまとめて示す。
【００４４】
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【表１】

【００４５】
　次に、本発明による改善されたシリケート系蛍光体を用いたＬＥＤランプを説明する。
【００４６】
　図１２に、本発明による第一の好ましい実施態様のＬＥＤランプを示す。
【００４７】
　このＬＥＤランプ１Ｂは、ＧａＮ系半導体化合物によって形成されて青色光（発光波長
約４６０ｎｍ）を放射するフェイスアップ型のＬＥＤ素子２を備えている。カップ部３０
を有する銅合金製リード部３Ａを、ＬＥＤ素子２がカップ部３０の底部３１に固定される
ように設ける。リード部３Ａは、ワイヤ４によってＬＥＤ素子２に電気的に接続されてい
る。銅合金製リード部３Ｂは、ワイヤ４によってＬＥＤ素子２の電極（図示せず）に電気
的に接続されている。リード部３Ａのカップ部３０は、エポキシ樹脂５で封止されている
。エポキシ樹脂５には、ＬＥＤ素子２から放射される青色光により励起される蛍光体５１
が含有されている。リード部３Ａ、３Ｂ及びワイヤ４は、エポキシ樹脂等の封止樹脂６で
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一体的に封止されている。封止樹脂６は、半球状の光学形状面６Ａが形成されている。
【００４８】
　ＬＥＤランプ１Ｂにおいて、蛍光体５１は、図５に示す特性を有する改善された黄色シ
リケート系蛍光体であり、ＬＥＤ素子２からの青色光と蛍光体５１からの黄色光が混合さ
れて白色光が生じる。
【００４９】
　図１３は、本発明による第二の好ましい実施態様のＬＥＤランプを示す。このＬＥＤラ
ンプ１Ｂは、ＳＭＤ（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｍｏｕｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅ）型のＬＥＤランプで
あり、タングステン（Ｗ）によってパターン形成された配線部３Ｃ、３Ｄを有するセラミ
ック基板９を備えている。無機材料の焼結体からなる本体８０は、セラミック基板９と一
体的に成形されており、凹部を有する。この凹部は、光放射方向に拡大された形状を有す
る側壁部８０Ａを有する。ＬＥＤ素子２は、Ａｕバンプ４０を介して、配線部３Ｃ及び３
Ｄにおける、本体８０の凹部の底部に露出した各部に電気的に接続している。ＬＥＤ素子
２は、蛍光体５１を含有するシリコーン樹脂９０で封止されている。蛍光体５１は、上記
したシリケート系蛍光体から選択された一種以上の蛍光体からなっている。一方、ＬＥＤ
素子２は、青色光及び/又はＵＶ光を放射するＬＥＤ素子である。
【００５０】
　図１４は、本発明による第三の好ましい実施態様によるＬＥＤランプである。このＬＥ
Ｄランプ１Ｂは、図１３に示すシリコーン樹脂９０の表面部分において層状の波長変換部
５３を設けたことと、蛍光体５１が波長変換部５３に含有されていることを除いて、図１
３に示したＬＥＤランプ１Ｂの構成と同じである。
【００５１】
　図１５は、図１２～図１４に示すＬＥＤランプに使用することができるＬＥＤ素子１０
を示す。このＬＥＤ素子１０は、サファイア基板１０１を備えている。ＡｌＮバッファ層
１０２とｎ型ＧａＮクラッド層１０３とが、サファイア基板１０１上にこの順序で設けら
れている。発光層を有する多層１０４が、ｎ型ＧａＮクラッド層１０３の上に設けられて
いる。ｐ型ＡｌＧａＮクラッド層１０５とｐ型ＧａＮコンタクト層１０６が、この順序で
多層１０４上に設けられている。Ａｕからなる薄膜電極１０７が、ｐ型ＧａＮコンタクト
層１０６の上に設けられている。パッド電極１０８が、この薄膜電極１０７に接続されて
いる。ｎ側電極１０９が、ｎ型ＧａＮクラッド層１０３に接続されている。保護膜１１０
が、パッド電極１０８とｎ側電極１０９を除いて、ＬＥＤ素子１０の上面と側面に設けら
れている。ＡｌＮバッファ層１０２、ｎ型ＧａＮクラッド層１０３、多層１０４、ｐ型Ａ
ｌＧａＮクラッド層１０５及びｐ型ＧａＮコンタクト層１０６が、ＧａＮ系半導体層１１
３を構成している。このＧａＮ系半導体層１１３は、上記層を、サファイア基板１０１上
に順次結晶成長させることにより形成される。
【００５２】
　ＬＥＤ素子１０において、多層１０４における発光層は、青色光及び/又はＵＶ光を放
射する。放射されるこれらの光の波長は、発光層用半導体のバンドギャップエネルギーに
逆比例する。
【００５３】
　本発明を、完全及び明確に開示した具体的な実施態様を参照して説明したが、添付の特
許請求の範囲はこれらには限定されず、本明細書に記載の基本的教示の範囲内である当業
者には明らかな全ての修正及び変更した構成が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】通常の処理過程により調製した緑色シリケート系蛍光体試料のＳＥＭ写真である
。
【図２】超音波ビームで処理した改善された緑色シリケート系蛍光体試料のＳＥＭ写真で
ある。
【図３】２つの発光スペクトルを比較したグラフであり、そのうちの一つは通常の緑色蛍
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光体（１）であり、他方は改善された緑色シリケート系蛍光体（２）である。
【図４】２つの励起スペクトルを比較したグラフであり、そのうちの一つは通常の緑色蛍
光体（１）であり、他方は改善された緑色シリケート系蛍光体（２）である。
【図５】２つの発光スペクトルを比較したグラフであり、そのうちの一つは通常の黄色蛍
光体（１）であり、他方は改善された黄色シリケート系蛍光体（２）である。
【図６】２つの励起スペクトルを比較したグラフであり、そのうちの一つは通常の黄色蛍
光体（１）であり、他方は改善された黄色シリケート系蛍光体（２）である。
【図７】２つの励起スペクトルを比較したグラフであり、そのうちの一つは通常の黄緑色
蛍光体（１）であり、他方は改善された黄緑色シリケート系蛍光体（２）である。
【図８】２つの励起スペクトルを比較したグラフであり、そのうちの一つは通常の橙色蛍
光体（１）であり、他方は改善された橙色シリケート系蛍光体（２）である。
【図９】２つの発光スペクトルを比較したグラフであり、そのうちの一つは通常の黄緑色
蛍光体（１）であり、他方は改善された黄緑色シリケート系蛍光体（２）である。
【図１０】穏やかに湿式粉砕した黄緑色シリケート系蛍光体のＳＥＭ写真である。
【図１１】２つの発光スペクトルを比較したグラフであり、そのうちの一つは通常の橙色
蛍光体（１）であり、他方は改善された橙色シリケート系蛍光体（２）である。
【図１２】本発明の第一の好ましい実施態様によるＬＥＤランプを示す断面図である。
【図１３】本発明の第二の好ましい実施態様によるＬＥＤランプを示す断面図である。
【図１４】本発明の第三の好ましい実施態様によるＬＥＤランプを示す断面図である。
【図１５】本発明の第一～第三の好ましい実施態様の一つによるＬＥＤランプに使用され
るＬＥＤ素子を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５５】
１Ｂ：ＬＥＤランプ
２：ＬＥＤ素子
３Ａ：リード部
３Ｂ：リード部
３Ｃ：配線部
３Ｄ：配線部
４：ワイヤ
５：エポキシ樹脂
６：封止樹脂
６Ａ：光学形状面
９：セラミック基板
１０：ＬＥＤ素子
３０：カップ部
３１：底部
３２：側壁部
４０：Ａｕバンプ
５１：蛍光体
５３：波長変換部
８０：本体
８０Ａ：側壁部
９０：シリコーン樹脂
１０１：サファイア基板
１０２：ＡｌＮバッファ層
１０３：ｎ型ＧａＮクラッド層
１０４：多層
１０５：ｐ型ＡｌＧａＮクラッド層
１０６：ｐ型ＧａＮコンタクト層
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１０７：薄膜電極
１０８：パッド電極

【図１】 【図２】
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【図１５】
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