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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組成式MmAaBbOoNn:Z（但し、M元素はII価の価数をとるMg、Ca、Sr、Ba、Znから選択さ
れる少なくとも１つ以上の元素であり、A元素はIII価の価数をとるAlであり、B元素はIV
価の価数をとるSiであり、Oは酸素であり、Nは窒素であり、Z元素はEuであり、m=a=b=1、
n=2/3m+a+4/3b-2/3O、0<O≦1である）で表記され、
　波長２５０ｎｍから５５０ｎｍの範囲における単色の励起光が照射された際、当該励起
光を吸収して発光するスペクトルの強度が、最大となる励起波長における発光強度をＰＨ
、発光強度が最小となる励起波長における発光強度をＰＬとしたとき、ＰＨ／ＰＬ≦２で
あることを特徴とする蛍光体。
【請求項２】
　請求項１に記載の蛍光体であって、
　前記発光するスペクトルのピーク波長が５８０ｎｍ以上、６８０ｎｍ以下の範囲にあり
、前記発光するスペクトルの半値幅が５０ｎｍ以上であることを特徴とする蛍光体。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の蛍光体と、紫外～緑色のいずれかの光を発する発光
部とを有し、前記紫外～緑色のいずれかの光を励起源として、前記蛍光体を発光させるこ
とを特徴とするLED。
【請求項４】
　前記紫外～緑色の光とは、波長250ｎｍ～550ｎｍの光であることを特徴とする請求項３
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に記載のLED。
【請求項５】
　請求項１又は２に記載の蛍光体と、紫外～緑色のいずれかの光を発する発光部とを有し
、前記紫外～緑色のいずれかの光を励起源として、前記蛍光体を発光させることを特徴と
する光源。
【請求項６】
　前記紫外～緑色の光とは、波長250ｎｍ～550ｎｍの光であることを特徴とする請求項５
に記載の光源。
【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、特には、紫外～可視光により励
起され、可視光または白色光を発光する蛍光体および当該蛍光体を用いたLED並びに光源
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、白熱電球などは、水銀などの有害
な物質が含まれている、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～青色の光と紫
外～青色の波長域に励起帯を持つ蛍光体とを組合せることにより、当該蛍光体を白色に発
光させ、その白色光を次世代の照明として利用できないかといった研究、開発が盛んに行
われている。この白色LED照明は、熱の発生が少ないこと、半導体素子と蛍光体とから構
成されているため、従来の白熱電球のように切れることがなく長寿命であること、水銀な
どの有害な物質が不要であることといった利点があり、理想的な照明装置である。
【０００３】
　ここで、上述したLEDと蛍光体とを組合せて白色光を得るには、一般的に2つの方式が考
えられている。一つは青色発光するLEDと、当該青色発光を受けて励起され黄色発光する
蛍光体とを組み合わせ、この青色発光と黄色発光との組み合わせにより白色発光を得るも
のである。
【０００４】
　もう一つは、近紫外・紫外発光するLEDと、当該近紫外・紫外発光を受けて励起され赤
色（Ｒ）発光する蛍光体、緑色（Ｇ）発光する蛍光体、青色（Ｂ）発光する蛍光体、他と
を組み合わせ、当該ＲＧＢ他の光により白色発光を得るものである。このＲＧＢ他の光に
より白色発光を得る方法は、ＲＧＢ他の蛍光体の組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。そして、
当該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:Eu、La2O2S
:Eu、3.5MgO・0.5MgF2・GeO2:Mn、(La、Mn、Sm)2O2S・Ga2O3：Eu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他の蛍光体を、近紫外・紫
外発光するLEDなどの発光部と組合せることにより、白色または所望の発色をおこなうLED
を始めとした、光源や照明装置を得ることが試みられている。
【０００５】
　しかし、青色LEDと黄色蛍光体（YAG:Ce）の組合せによる白色LED照明については、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。
　また、近紫外・紫外LEDとRGB他の蛍光体との組合せによる白色LED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、発光効率が低いため
に、赤色蛍光体のみ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高輝
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度の白色が得られない。更に、当該蛍光体の発光スペクトルがシャープであるため得られ
る光の演色性が悪いといった問題がある。
　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4、5参照）が報告されている。そして、当該窒素を含有した蛍光体は
、酸化物系蛍光体などに比べ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持つといった特徴があり、白色LED用蛍光体として注目を集めている
。
【０００６】
【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】特表2003-515655号公報
【特許文献５】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】
【０００７】
　しかしながら本発明者らの検討によれば、近紫外・紫外LED等とRGB他の蛍光体との組合
せによる白色光においても、未だに演色性が満足すべき水準にないという問題が見出され
た。さらには、今後、演色性に優れた白色発光を始めとする多様な発光をおこなうLED等
の光源が求められると考えられるが、従来の技術に係る赤色の蛍光体は、紫外光、または
、紫外光から青色光に渡る波長域に励起帯を有するものが開発されているのみであった。
【０００８】
　ここで本発明者らは上述の問題点への対処を研究した。その結果、紫外から可視光（例
えば緑色光）に渡る広範囲な波長の光に対して励起帯を有し、赤色等の範囲で半値幅の広
い発光スペクトルを有する赤色等の蛍光体を得ることができれば、当該赤色等の蛍光体は
、多様な他色の蛍光体や、多様な光源（例えば、紫外光から緑色光の光源）との組み合わ
せが可能となり、演色性に優れた白色発光を始めとする多様な発光を得ることができるこ
とに想到した。
【０００９】
　即ち、本発明は、紫外から緑色光に渡る広範囲な波長の光に対して励起帯を有し、赤色
等の範囲で半値幅の広い発光スペクトルを有する蛍光体、および当該蛍光体を用いたLED
並びに光源蛍を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述の課題を解決するための第１の構成は、
　組成式MmAaBbOoNn:Z（但し、M元素はII価の価数をとるMg、Ca、Sr、Ba、Znから選択さ
れる少なくとも１つ以上の元素であり、A元素はIII価の価数をとるAlであり、B元素はIV
価の価数をとるSiであり、Oは酸素であり、Nは窒素であり、Z元素はEuであり、m=a=b=1、
n=2/3m+a+4/3b-2/3O、0<O≦1である）で表記され、
　波長２５０ｎｍから５５０ｎｍの範囲における単色の励起光が照射された際、当該励起
光を吸収して発光するスペクトルの強度が、最大となる励起波長における発光強度をＰＨ
、発光強度が最小となる励起波長における発光強度をＰＬとしたとき、ＰＨ／ＰＬ≦２で
あることを特徴とする蛍光体である。
【００１１】
　第２の構成は、
　第１の構成に記載の蛍光体であって、
前記発光するスペクトルのピーク波長が５８０ｎｍ以上、６８０ｎｍ以下の範囲にあり、
前記発光するスペクトルの半値幅が５０ｎｍ以上であることを特徴とする蛍光体である。
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【００１５】
　第３の構成は、
　第１または第２の構成に記載の蛍光体と、紫外～緑色のいずれかの光を発する発光部と
を有し、前記紫外～緑色のいずれかの光を励起源として、前記蛍光体を発光させることを
特徴とするLEDである。
【００１６】
　第４の構成は、
　前記紫外～緑色の光とは、波長250ｎｍ～550ｎｍの光であることを特徴とする第３の構
成に記載のLEDである。
【００１７】
　第５の構成は、
　第１または第２の構成の蛍光体と、紫外～緑色のいずれかの光を発する発光部とを有し
、前記紫外～緑色のいずれかの光を励起源として、前記蛍光体を発光させることを特徴と
する光源である。
【００１８】
　第６の構成は、
　前記紫外～緑色の光とは、波長250ｎｍ～550ｎｍの光であることを特徴とする第５の構
成に記載の光源である。
【発明の効果】
【００１９】
　第１または第２の構成に係る蛍光体は、赤色等の範囲で半値幅の広い発光スペクトルを
有し、紫外～緑色光の範囲（波長域250nm～550nm）に励起帯を有しているので、多様な他
色の蛍光体や、多様な光源との組み合わせが可能となり、演色性に優れた白色を始めとす
る発光を得ることができる。
【００２０】
　第３または第４の構成に係るLEDは、当該LEDの発光素子が発光する光と蛍光体が発光と
が組合わさることにより、演色性に優れた白色を始めとする発光を得ることができる。
【００２１】
　第５または第６の構成に係る光源は、当該光源の発光部が発光する光と蛍光体が発光と
が組合わさることにより、演色性に優れた白色を始めとする発光を得ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　発明を実施するための最良の形態について、以下、実施例１～３により説明する。
【実施例】
【００２３】
（実施例１）
　ここで図面を参照しながら、本発明に係る、組成式MmAaBbOoNn:Z（但し、M元素はII価
の価数をとる１種以上の元素であり、A元素はIII価の価数をとる１種以上の元素であり、
B元素はIV価の価数をとる１種以上の元素であり、Ｏは酸素であり、Nは窒素であり、Z元
素は付活剤である。）で表記される蛍光体の特性について説明する。
【００２４】
　まず図１を参照しながら、実施例１に係る赤色の蛍光体が用いることのできる励起光に
ついて説明する。図１は、実施例１に係る赤色の蛍光体の一例（CaAlSiN2.83O0.25:Eu）
の励起スペクトルを示したグラフであり、縦軸に当該蛍光体の発光強度をとり、横軸に励
起光の波長（ｎｍ）をとったものである。
　当該蛍光体の励起スペクトルは、次のようにして求めた。
　まず、当該蛍光体を、波長460nmの励起光で励起したときの発光波長のピーク波長の位
置を求めたところ、波長647.2nmであった。次に、単色の励起光を２５０ｎｍから６００
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ｎｍまで、順次、波長を変えながら当該蛍光体に照射し、前記波長647.2nmにおける当該
蛍光体の発光するスペクトルの強度を測定し、当該発光強度をプロットしたものである。
【００２５】
　図１より明らかなように、実施例１に係る赤色の蛍光体は、波長２５０ｎｍの紫外光か
ら波長５５０ｎｍの緑色光に渡る励起光に対し、ほぼ同発光強度の平坦な発光を示した。
【００２６】
　次に、上述の実施例１に係る赤色の蛍光体を、波長２５０ｎｍの紫外光から波長５５０
ｎｍの緑色光に渡る励起光で励起した場合の発光について説明する。
　実施例１に係る蛍光体を、波長254nm、300nm、380nm、405nm、460nm、508.7nm、550nm
の光を励起光として励起したときの発光のピーク波長、相対発光強度、および半値幅の値
を表１に示す。
【００２７】
【表１】

【００２８】
　表１に示す測定結果から明らかなように、当該蛍光体へ単色の励起光として波長250nm
から550nmの光を、順次、照射したときの発光のピーク波長の最大のものの相対強度をＰ

Ｈ、最小のものの相対強度をＰＬ、としたとき、励起光の波長が508.7nmのとき、発光の
ピーク波長は648.9ｎｍとなり発光強度が最大値となった。そこで、このときの値をＰＨ

＝１００％とした。一方、励起光の波長が380.0ｎｍのとき、発光のピーク波長は645.8ｎ
ｍとなり発光強度が最小値となった。そして、このときの値はＰＬ＝７２．９％であった
。従って、ＰＨ／ＰＬ＝１．３７となり、当該蛍光体に最高の効率を与える励起光で使用
する場合と、最低の効率を与える励起光で使用する場合とを比較すると、両者の効率の差
が３０%以内であることから、当該蛍光体は紫外光～緑色光までの広い範囲の光を励起光
として十分有効に利用できることが判明した。さらに半値幅は、波長250nmから550nmの励
起光に対し、88nm以上あることも判明した。
【００２９】
　即ち、実施例１に係る赤色の蛍光体は、紫外光から緑色光に渡るいずれかの発光をおこ
なう多様な光源を励起用の光源として使用できる。さらに他色を発光する他色の蛍光体と
混合して使用する際、各々多様な励起スペクトルを有する他色の蛍光体と、広い範囲で柔
軟に混合使用をおこなうこともできる。そして、これら多様な光源および他色の蛍光体と
組み合わせることで、優れた演色性を有する白色光を始めとした多様な光を得ることがで
きる。
【００３０】
　次に、実施例１に係る蛍光体の構造について説明する。
　実施例１に係る蛍光体は、組成式MmAaBbOoNn:Zと表記される母体構造を有する蛍光体で
ある。ここでM元素は、前記蛍光体中においてＩＩ価の価数をとる元素から選択される少
なくとも１種以上の元素である。A元素は、前記蛍光体中においてＩＩＩ価の価数をとる
少なくとも１種以上の元素である。B元素は、前記蛍光体中においてＩＶ価の価数をとる
少なくとも１種以上の元素である。Oは酸素であり、Nは窒素である。Z元素は、前記蛍光
体中において付活剤として作用する元素であって、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種以上の元素である。
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【００３１】
　そして、上述の蛍光体の母体構造が化学的に安定な構造をとると、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、発光特性の低下を抑制でき好ましい構
成である。そこで、蛍光体の母体構造に化学的に安定な構造をとらせるため、当該蛍光体
の母体構造は、上述した組成式MmAaBbOoNn:Zzであって、n=2/3m+a+4/3b-2/3oと表記され
る構造であることが好ましい。
【００３２】
　さらに、上述した組成式MmAaBbOoNn:Zの母体構造を有する蛍光体において、M元素が＋I
I価、A元素が＋III価、B元素が＋IV価の元素であり、酸素が－II価の元素、窒素が－III
価の元素であることからm = a = b = 1となることで、蛍光体の母体構造はさらに安定な
化合物となり好ましい。この場合、化合物中の窒素の含有量は、母体構造中の酸素の含有
量により好ましい範囲が定まり、m = a = b = 1の場合であれば、n=3-2/3o、（但し、0≦
o≦1）と表される。尤も、いずれの場合でも、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】
　実施例１に係る蛍光体試料の製造に際して、M元素（＋II価）、A元素（＋III価）、B元
素（＋IV価）の原料として、それぞれの窒化物、酸化物、いずれの化合物を用いても良い
。例えば、M元素の窒化物（M3N2）・酸化物(MO)、A元素、B元素の窒化物(AN,B3N4)を用い
て混合してもよい。そして、この窒化物、酸化物、両者の配合比を制御することで、ｍの
値を変えることなく試料中の酸素量、窒素量の制御をおこなうことができる。勿論、窒化
物、酸化物とはいっても、酸素のみと化合した化合物、窒素のみと化合した化合物に限る
意味ではなく、例えば、炭酸塩、蓚酸塩等のように焼成中に分解し、実質的に酸化物とな
る当該元素と酸素とを有する化合物のことであり、窒化物の場合も当該元素と窒素とを有
する化合物ことである。但し、以下の説明においては便宜のため、当該元素と酸素とを有
する化合物として、当該元素の酸化物、当該元素と窒素とを有する化合物として、当該元
素の窒化物を例として説明する。
【００３４】
　例えば、m = a = b = 1、酸素のモル比o=0.25の条件で秤量する場合であれば、各原料
をモル比でM3N2 : MO : AN : B3N4 = 0.75 : 0.75 : 3 : 1で秤量すれば良いが、M3N2: A
N :A2O3 : B3N4 = 1 : 2.5 : 0.25 : 1で秤量してもよい。さらに、このとき、付活剤のZ
元素が例えばII価の元素の場合は、Z元素はM元素の一部を置換するため、この置換を考慮
してMmAaBbOoNn:Zzと表記した際、(m+z) = a = b = 1とすることが好ましい。これにより
、蛍光体試料の母体構造は化学的に安定な構造をとることができ、高効率・高輝度な蛍光
体を得ることができる。
【００３５】
　前記M元素は、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、さらには、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。
【００３６】
　前記A元素は、B（ホウ素）、Al、Ga、In、Tl、Y、Sc、P、As、Sb、BiなどＩＩＩ価の価
数をとる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く、さらには
、Alであることが好ましい。Alは、窒化物であるAlNが一般的な熱伝材料や構造材料とし
て用いられており、入手容易且つ安価であり加えて環境負荷も小さく好ましい。
【００３７】
　前記B元素は、C、Si、Ge、Sn、Ti、Hf、Mo、W、Cr、Pb、ZrなどＩＶ価の価数をとる元
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く、さらには、Siである
ことが好ましい。Siは、窒化物であるSi3N4が一般的な熱伝材料や構造材料として用いら
れており、入手容易且つ安価であり加えて環境負荷も小さく好ましい。
【００３８】
　前記Z元素は、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
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であることが好ましいが、例えば当該蛍光体を用いた白色光源や白色LEDに演色性を発揮
させるためには、当該蛍光体の発光が半値幅の広いスペクトルであることが好ましい。そ
して、当該観点からは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、当該蛍光体は橙色から赤色にかけての強い発光を示
すため発光効率および演色性が高く、白色照明、白色LED用の蛍光体の付活剤としてより
好ましい。
　尚、蛍光体の母体構造のM元素の一部を置換したＺ元素の種類によって、異なった波長
の発光有する蛍光体を得ることができる。
【００３９】
　前記M元素、A元素、B元素、Z元素が上記の構成をとることで、蛍光体の発光強度および
輝度が高まる。
【００４０】
　実施例１に係る蛍光体を粉体の形で用いる場合は、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。さらに、当該粉体をペースト状とし、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、実施例１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。
【００４１】
　以上、説明したように実施例１に係る蛍光体は、紫外～緑色光（波長域250～550nm）の
広い範囲に良好な励起帯を有し、当該蛍光体の発光が半値幅の広いスペクトルであること
から、当該紫外～緑色の光を発する発光部と組合わせることにより、高輝度で演色性の良
い単色または白色の光源およびLED、さらにはこれらを含む照明ユニットを得ることがで
きる。
【００４２】
　次に、実施例１に係る蛍光体の製造方法例について、CaAlSiN2.83O0.25:Eu（但し、z/(
m+z) = 0.015）を例として説明する。
　まず、M元素の酸化物原料、窒化物原料 、A元素の窒化物原料、B元素の窒化物原料を準
備する。尚、所望によりA元素および／またはB元素の酸化物原料を用いても良い。
　各酸化物原料、窒化物原料は市販の原料でよいが、純度は高い方が好ましいことから、
好ましくは2N以上、さらに好ましくは3N以上のものを準備する。各原料粒子の粒径は、一
般的には、反応を促進させる観点から微粒子の方が好ましいが、原料の粒径、形状により
、得られる蛍光体の粒径、形状も変化する。このため、最終的に得られる蛍光体に求めら
れる粒径に合わせて、近似の粒径を有する窒化物原料、酸化物原料を準備すればよい。
【００４３】
　Z元素の原料も市販の酸化物原料で良いが、やはり純度は高い方が好ましく、好ましく
は2N以上、さらに好ましくは3N以上のものを準備する。尚、Z元素の酸化物原料中に含ま
れる酸素も、蛍光体の母体組成中に供給されるので、上述したM元素原料、A元素原料、お
よびB元素原料配合検討の際、当該酸素供給量を考慮することが好ましい。
【００４４】
　CaAlSiN2.83O0.25:Eu（但し、z/(m+z) = 0.015と設定）の製造であれば、例えばM元素
の窒化物・酸化物の2種類、A元素、B元素の窒化物として、それぞれCa3N2(2N)、CaO(2N)
、AlN(3N)、Si3N4(3N)を準備すればよい。Z元素としては、Eu2O3(3N)を準備する。
　これらの原料を、各元素のモル比がm : a : b : z = 0.985 : 1 : 1 : 0.015となるよ
うに、各原料を秤量し混合する。
【００４５】
　当該秤量・混合は、不活性雰囲気下のグローブボックス内での操作が便宜である。これ
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は、当該操作を大気中おこなうと、試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
しまうという問題が発生することが考えられるためである。さらに、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。
【００４６】
　混合が完了した原料を、るつぼに入れ、窒素等の不活性雰囲気中で1000℃以上、好まし
くは1400℃以上、さらに好ましくは1500℃で3時間保持して焼成する。このとき、使用す
るるつぼの材質は、アルミナ、カーボン、窒化珪素、窒化アルミニウム、サイアロン、Si
C等の不活性雰囲気中で使用可能な材質であることが好ましく、且つ当該るつぼの純度は
高純度であることが好ましい。例えば、高純度のBNるつぼが好ましい。保持時間は焼結温
度が高いほど焼結が迅速に進むため、短く出来る。焼結温度が低くても、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出来る。焼結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結時間を設定すればよい。
焼成が完了した後、焼成物をるつぼから取り出し、乳鉢、ボールミル等の粉砕手段を用い
て、所定の平均粒径となるように粉砕して組成式CaAlSiN2.83O0.25:Euの蛍光体を製造す
ることができる。
【００４７】
（LEDや光源への適用方法）
　粉末状となった実施例１に係る蛍光体を用いて、例えば白色発光等をおこなう光源とし
てLEDを製造する場合、実施例１に係る蛍光体と、例えば市販の青色蛍光体であるＢＡＭ
：Ｅｕと、例えば市販の緑色蛍光体であるZnS:Cu,Alとを所定比で混合する。当該所定比
は、ねらいとする色温度を定め（例えば6500K）、各蛍光体の発光スペクトル波形の組み
合わせシュミレーションをおこなって求めた配合比により、各蛍光体の混合試料を調製し
、次に当該混合試料を発光させて、当該発光結果より混合比を再調整して求めればよい。
紫外、紫外から青色、紫外から緑色、あるいは緑色LEDへの上記蛍光体混合物の充填は、
公知の方法でおこなえばよい。このようにして、演色性に優れた白色発光を始めとする多
様な発光をおこなうLEDを製造することができる。ＬＥＤに代えて他の光源を用いた場合
も、同様の操作をおこなうことで、演色性に優れた白色発光を始めとする多様な発光をお
こなう光源を製造することができる。
【００４８】
（実施例２）
　次に、図面を参照しながら、実施例２に係る組成式MmAaBbNn:Z（但し、M元素はII価の
価数をとる１種以上の元素であり、A元素はIII価の価数をとる１種以上の元素であり、B
元素はIV価の価数をとる１種以上の元素であり、Nは窒素であり、Z元素は付活剤である。
）で表記される蛍光体について説明する。
【００４９】
　まず図２を参照しながら、実施例２に係る赤色の蛍光体が用いることのできる励起光に
ついて説明する。図２は、実施例１にて説明した励起スペクトルのグラフと同様のグラフ
で、実施例２に係る赤色の蛍光体の一例（CaAlSiN3:Eu）のものである。（但し、本実施
例において、当該蛍光体を460nmの励起光で励起したときの発光波長のピーク波長は656.0
nmであったので、単色の励起光を２５０ｎｍから６００ｎｍまで、順次、波長を変えなが
ら当該蛍光体に照射した際、波長656.0nmにおける当該蛍光体の発光するスペクトルの強
度を測定し、当該発光強度をプロットした。）
【００５０】
　図２より明らかなように、実施例２に係る赤色の蛍光体も実施例１に係る蛍光体と同様
に、波長250nmの紫外光から波長550nmの緑色光に渡る励起光に対し、ほぼ同発光強度の平
坦な発光を示した。
【００５１】
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　次に、上述の実施例２に係る赤色の蛍光体を、波長２５０ｎｍの紫外光から波長５５０
ｎｍの緑色光に渡る励起光で励起した場合の発光について説明する。
　実施例１に係る蛍光体を、波長254nm、300nm、380nm、405nm、460nm、516.2nm、550nm
の光を励起光として励起したときの発光のピーク波長、相対発光強度、および半値幅の値
を表２に示す。
【００５２】
【表２】

【００５３】
　表２に示す測定結果から明らかなように、当該蛍光体へ単色の励起光として波長250nm
から550nmの光を、順次、照射したときの発光のピーク波長の最大のものの相対強度をＰ

Ｈ、最小のものの相対強度をＰＬ、としたとき、励起光の波長が516.2nmのとき、発光の
ピーク波長は657.5ｎｍとなり発光強度が最大値となった。そこで、このときの値をＰＨ

＝１００％とした。一方、励起光の波長が380.0ｎｍのとき、発光のピーク波長は656.5ｎ
ｍとなり発光強度が最小値となった。そして、このときの値はＰＬ＝７２．８％であった
。従って、ＰＨ／ＰＬ＝１．３７となり、当該蛍光体に最高の効率を与える励起光で使用
する場合と、最低の効率を与える励起光で使用する場合とを比較すると、両者の効率の差
が３０%以内であることから、当該蛍光体は紫外光～緑色光までの広い範囲の光を励起光
として十分有効に利用できることが判明した。さらに半値幅は、波長250nmから550nmの励
起光に対し、85nm以上あることも判明した。
【００５４】
　即ち、実施例２に係る赤色の蛍光体も、実施例１に係る蛍光体と同様に、紫外光から緑
色光に渡るいずれかの発光をおこなう多様な光源を励起用の光源として使用できることが
判明した。さらに他色を発光する他色の蛍光体と混合して使用する際、各々多様な励起ス
ペクトルを有する他色の蛍光体と、広い範囲で柔軟に混合使用をおこなうことができる。
そして、これら多様な光源および他色の蛍光体と組み合わせることで、優れた演色性を有
する白色光を始めとした多様な光を得ることができる。
【００５５】
次に、実施例２に係る蛍光体の構造について説明する。
　実施例２に係る蛍光体は、一般式で表記すると組成式MmAaBbNn:Zと表記される４元系の
母体構造を有する蛍光体である。前記蛍光体中においてII価の価数をとる元素から選択さ
れる少なくとも１種以上の元素である。A元素は、前記蛍光体中においてＩＩＩ価の価数
をとる少なくとも１種以上の元素である。B元素は、前記蛍光体中においてＩＶ価の価数
をとる少なくとも１種以上の元素である。Nは窒素である。Z元素は、前記蛍光体中におい
て付活剤として作用する元素であって、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種以上の元素である。して、上述の蛍光体の母体構造が化学的に安定な構造を
とると、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、発光特性
の低下を抑制でき好ましい構成である。そこで、蛍光体の母体構造に化学的に安定な構造
をとらせるため、当該蛍光体の母体構造は、上述した組成式MmAaBbNn:Zであって、n=2/3m
+a+4/3bと表記される構造であることが好ましい。
【００５６】



(10) JP 4511885 B2 2010.7.28

10

20

30

40

50

　さらに、上述した組成式MmAaBbNn:Zの母体構造を有する蛍光体において、M元素が＋II
価、A元素が＋III価、B元素が＋IV価の元素であり、窒素が－III価の元素であることから
m = a = b = 1となること、かつ組成中に酸素が含まないことによって、より蛍光体の母
体構造はさらに安定な化合物となり好ましい。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。
【００５７】
　実施例2に係る蛍光体試料の製造に際して、M元素（＋II価）、A元素（＋III価）、B元
素（＋IV価）の原料として、それぞれの窒化物、金属元素、いずれを用いても良い。例え
ば、M元素またはM元素の窒化物（M3N2）、A元素、B元素の窒化物(AN,B3N4)を用いて混合
してもよい。勿論、窒化物といっても、窒素のみと化合した化合物に限る意味ではなく、
例えば、イミドのように焼成中に分解し、実質的に窒化物となる当該元素と窒素とを有す
る化合物のことである。但し、以下の説明においては便宜のため、当該元素と窒素とを有
する化合物として、当該元素の窒化物を例として説明する。
【００５８】
　たとえばCaAlSiN3：Euの製造であれば、Ｍ元素、Ａ元素、Ｂ元素の窒化物として、それ
ぞれCa3N2(2N)、AlN(3N)、Si3N4(3N)を準備すればよい。Z元素としては、Eu2O3(3N)を準
備すればよい。各窒化物は市販の原料で良いが、純度は高い方が好ましく２Ｎ以上、さら
に好ましくは３Ｎ以上のものを準備する。Ｚ元素の原料は酸化物を準備すれば良く市販の
原料で良いが、純度は高い方が好ましく２Ｎ以上、さらに好ましくは３Ｎ以上のものを準
備する。
　各原料をモル比でM3N2 : AN : B3N4= 1 : 3 : 1で秤量すれば良い。さらに、このとき
、付活剤のZ元素が例えばII価の元素の場合は、Z元素はM元素の一部を置換するため、こ
の置換を考慮してMmAaBbNn:Zzと表記した際、 (m+z) = a = b = 1とすることが好ましい
。これにより、蛍光体試料の母体構造は化学的に安定な構造をとることができ、高効率・
高輝度な蛍光体を得ることができる。
【００５９】
　前記M元素は、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、さらには、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。例えばCa単独であっても良いし、Ca・Sr・・等の混
合物であっても良い。
【００６０】
　前記A元素は、B（ホウ素）、Al、Ga、In、Tl、Y、Sc、P、As、Sb、BiなどＩＩＩ価の価
数をとる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、例えばAl
単独であっても良いし、Al・Ga・・等の混合物であっても良い。さらに好ましくは、Alで
あることが好ましい。Alは、窒化物であるAlNが一般的な熱伝材料や構造材料として用い
られており、入手容易且つ安価であり加えて環境負荷も小さく好ましい。
【００６１】
　前記B元素は、C、Si、Ge、Sn、Ti、Hf、Mo、W、Cr、Pb、ZrなどＩＶ価の価数をとる元
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く、例えばSi単独であっ
ても良いし、Si・Ge・・等の混合物であっても良い。さらに好ましくは、Siであることが
好ましい。Siは、窒化物であるSi3N4が一般的な熱伝材料や構造材料として用いられてお
り、入手容易且つ安価であり加えて環境負荷も小さく好ましい。
【００６２】
　前記Z元素は、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、例えば当該蛍光体を用いた白色光源や白色LEDに演色性を発揮
させるためには、当該蛍光体の発光が半値幅の広いスペクトルであることが好ましい。そ
して、当該観点からはEu、Mn、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、当該蛍光体は橙色から赤色にかけての強い発光を示すた
め発光効率および演色性が高く、白色照明、白色LED用の蛍光体の付活剤としてより好ま
しい。
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　尚、蛍光体の母体構造のM元素の一部を置換したＺ元素の種類によって、異なった波長
の発光有する蛍光体を得ることができる。
【００６３】
　前記M元素、A元素、B元素、Z元素が上記の構成をとることで、蛍光体の発光強度および
輝度が高まる。
【００６４】
　実施例２に係る蛍光体を粉体の形で用いる場合は、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。さらに、当該粉体をペースト状とし、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、実施例２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。
【００６５】
　以上、説明したように実施例２に係る蛍光体は、紫外～緑色光（波長域250～550nm）の
広い範囲に良好な励起帯を有し、当該蛍光体の発光が半値幅の広いスペクトルであること
から、当該紫外～緑色の光を発する発光部と組合わせることにより、高輝度で演色性の良
い単色または白色の光源およびLED、さらにはこれらを含む照明ユニットを得ることがで
きる。
【００６６】
　次に、実施例２に係る蛍光体CaAlSiN3:Euの製造方法例について説明する、CaAlSiN3:Eu
（但し、z/(m+z) = 0.015と設定）の製造であれば、例えばM元素、A元素、B元素の窒化物
として、それぞれCa3N2(2N)、AlN(3N)、Si3N4(3N)を準備すればよい。Z元素としては、Eu

2O3(3N)を準備する。
　これらの原料を、各元素のモル比がm : a : b : z = 0.985 : 1 : 1 : 0.015となるよ
うに、各原料を秤量し混合する。
【００６７】
　当該秤量・混合は、不活性雰囲気下のグローブボックス内での操作が便宜である。これ
は、当該操作を大気中おこなうと、試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
しまうという問題が発生することが考えられるためである。さらに、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。
【００６８】
　混合が完了した原料をるつぼに入れ、窒素等の不活性雰囲気中で1000℃以上、好ましく
は1400℃以上、さらに好ましくは1500℃で3時間保持して焼成する。このとき、使用する
つぼの材質は、アルミナ、カーボン、窒化珪素、窒化アルミニウム、サイアロン、SiC等
の不活性雰囲気中で使用可能な材質であることが好ましく、且つ当該るつぼの純度は高純
度であることが好ましい。例えば、高純度のBNるつぼが好ましい。
　保持時間は焼結温度が高いほど焼結が迅速に進むため、短く出来る。焼結温度が低くて
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出来る。焼結時間が長いほど
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結時間
を設定すればよい。焼成が完了した後、焼成物をるつぼから取り出し、乳鉢、ボールミル
等の粉砕手段を用いて、所定の平均粒径となるように粉砕して組成式CaAlSiN3:Euの蛍光
体を製造することができる。
【００６９】
（LEDや光源への適用方法）
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　粉末状となった実施例２に係る蛍光体を用いて、例えば白色発光等をおこなう光源とし
てLEDを製造する場合、実施例２に係る蛍光体と、例えば市販の青色蛍光体であるＢＡＭ
：Ｅｕと、例えば市販の緑色蛍光体であるZnS:Cu,Alとを所定比で混合する。当該所定比
は、ねらいとする色温度を定め（例えば6500K）、各蛍光体の発光スペクトル波形の組み
合わせシュミレーションをおこなって求めた配合比により、各蛍光体の混合試料を調製し
、次に当該混合試料を発光させて、当該発光結果より混合比を再調整して求めればよい。
紫外、紫外から青色、紫外から緑色、あるいは緑色LEDへの上記蛍光体混合物の充填は、
公知の方法でおこなえばよい。このようにして、演色性に優れた白色発光を始めとする多
様な発光をおこなうLEDを製造することができる。ＬＥＤに代えて他の光源を用いた場合
も、同様の操作をおこなうことで、演色性に優れた白色発光を始めとする多様な発光をお
こなう光源を製造することができる。
【００７０】
（実施例3）
　次に、図面を参照しながら、本発明に係る組成式MmBbOoNn:Zz（但し、M元素はII価の価
数をとる１種以上の元素であり、B元素はIV価の価数をとる１種以上の元素であり、Oは酸
素であり、Nは窒素であり、Z元素は付活剤である。）で表記される蛍光体について説明す
るが、実施例３においては、Ｍ元素としてCaを用いた場合、およびＭ元素としてSrを用い
た場合との２種類の蛍光体について説明する。
【００７１】
　まず図３を参照しながら、実施例３に係るＭ元素としてCaを用いた赤色の蛍光体が用い
ることのできる励起光について説明する。図３は、実施例１にて説明した励起スペクトル
のグラフと同様のグラフで、実施例３に係るＭ元素としてCaを用いた赤色の蛍光体の一例
（Ca1.31Si3O1.18N4.58：Eu0.041）のものである。（但し、本実施例において、当該蛍光
体を460nmの励起光で励起したときの発光波長のピーク波長は610.6nmであったので、単色
の励起光を２５０ｎｍから６００ｎｍまで、順次、波長を変えながら当該蛍光体に照射し
た際、波長610.6nmにおける当該蛍光体の発光するスペクトルの強度を測定し、当該発光
強度をプロットした。）
【００７２】
　図３より明らかなように、実施例３に係るＭ元素としてCaを用いた赤色の蛍光体も実施
例１に係る蛍光体と同様に、波長250nmの紫外光から波長550nmの緑色光に渡る励起光に対
し、ほぼ同発光強度の平坦な発光を示した。
【００７３】
　次に、上述の実施例３に係るＭ元素としてCaを用いた赤色の蛍光体を、波長２５０ｎｍ
の紫外光から波長５５０ｎｍの緑色光に渡る励起光で励起した場合の発光について説明す
る。
　実施例３に係るＭ元素としてCaを用いた蛍光体を、波長254nm、300nm、380nm、405nm、
460nm、509.9nm、550nmの光を励起光として励起したときの発光のピーク波長、相対発光
強度、および半値幅の値を表３に示す。
【００７４】
【表３】

【００７５】
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　表３に示す測定結果から明らかなように、当該蛍光体へ単色の励起光として波長250nm
から550nmの光を、順次、照射したときの発光のピーク波長の最大のものの相対強度をＰ

Ｈ、最小のものの相対強度をＰＬ、としたとき、励起光の波長が509.9nmのとき、発光の
ピーク波長は610.9ｎｍとなり発光強度が最大値となった。そこで、このときの値をＰＨ

＝１００％とした。一方、励起光の波長が550ｎｍのとき、発光のピーク波長は614.5ｎｍ
となり発光強度が最小値となった。そして、このときの値はＰＬ＝６２．８％であった。
従って、ＰＨ／ＰＬ＝１．５９となり、当該蛍光体に最高の効率を与える励起光で使用す
る場合と、最低の効率を与える励起光で使用する場合とを比較すると、両者の効率の差が
４０%以内であることから、当該蛍光体は紫外光～緑色光までの広い範囲の光を励起光と
して十分有効に利用できることが判明した。さらに半値幅は、波長250nmから550nmの励起
光に対し、95nm以上あることも判明した。
【００７６】
　即ち、実施例３に係るＭ元素としてCaを用いた赤色の蛍光体も、実施例１、２に係る蛍
光体と同様に、紫外光から緑色光に渡るいずれかの発光をおこなう多様な光源を励起用の
光源として使用できることが判明した。さらに他色を発光する他色の蛍光体と混合して使
用する際、各々多様な励起スペクトルを有する他色の蛍光体と、広い範囲で柔軟に混合使
用をおこなうことができる。そして、これら多様な光源および他色の蛍光体と組み合わせ
ることで、優れた演色性を有する白色光を始めとした多様な光を得ることができる。
【００７７】
　さらに図４を参照しながら、実施例３に係るＭ元素としてSrを用いた赤色の蛍光体が用
いることのできる励起光について説明する。図４は、実施例１にて説明した励起スペクト
ルのグラフと同様のグラフで実施例３に係るＭ元素としてSrを用いた赤色の蛍光体の一例
（Sr2.86Si3O4.17N3.28：Eu0.088）のものである。（但し、本実施例において、当該蛍光
体を460nmの励起光で励起したときの発光波長のピーク波長は631.3nmであったので、単色
の励起光を２５０ｎｍから６００ｎｍまで、順次、波長を変えながら当該蛍光体に照射し
た際、波長631.3nmにおける当該蛍光体の発光するスペクトルの強度を測定し、当該発光
強度をプロットした。）
【００７８】
　図４より明らかなように、実施例３に係るＭ元素としてSrを用いた赤色の蛍光体は、波
長２５０ｎｍの紫外光から波長５５０ｎｍの緑色光に渡る励起光に対し、ほぼ同発光強度
の平坦な発光を示した。
【００７９】
　次に、上述の実施例３に係るＭ元素としてSrを用いた赤色の蛍光体を、波長２５０ｎｍ
の紫外光から波長５５０ｎｍの緑色光に渡る励起光で励起した場合の発光について説明す
る。
　実施例３に係るＭ元素としてSrを用いた蛍光体を、波長254nm、300nm、380nm、405nm、
460nm、514.8nm、550nmの光を励起光として励起したときの発光のピーク波長、相対発光
強度、および半値幅の値を表４に示す。
【００８０】
【表４】

【００８１】



(14) JP 4511885 B2 2010.7.28

10

20

30

40

50

　表４に示す測定結果から明らかなように、当該蛍光体へ単色の励起光として波長250nm
から550nmの光を、順次、照射したときの発光のピーク波長の最大のものの相対強度をＰ

Ｈ、最小のものの相対強度をＰＬ、としたとき、励起光の波長が514.8nmのとき、発光の
ピーク波長は631.2ｎｍとなり発光強度が最大値となった。そこで、このときの値をＰＨ

＝１００％とした。一方、励起光の波長が380.0ｎｍのとき、発光のピーク波長は628.7ｎ
ｍとなり発光強度が最小値となった。そして、このときの値はＰＬ＝６５．１％であった
。従って、ＰＨ／ＰＬ＝１．５４となり、当該蛍光体に最高の効率を与える励起光で使用
する場合と、最低の効率を与える励起光で使用する場合とを比較すると、両者の効率の差
が４０%以内であることから、当該蛍光体は紫外光～緑色光までの広い範囲の光を励起光
として十分有効に利用できることが判明した。さらに半値幅は、波長250nmから550nmの励
起光に対し、93nm以上あることも判明した。
【００８２】
　即ち、実施例３に係るＭ元素としてSrを用いた赤色の蛍光体は、実施例１、２および実
施例３に係るＭ元素としてCaを用いた蛍光体と同様に、紫外光から緑色光に渡るいずれか
の発光をおこなう多様な光源を励起用の光源として使用できる。さらに他色を発光する他
色の蛍光体と混合して使用する際、各々多様な励起スペクトルを有する他色の蛍光体と、
広い範囲で柔軟に混合使用をおこなうこともできる。そして、これら多様な光源および他
色の蛍光体と組み合わせることで、優れた演色性を有する白色光を始めとした多様な光を
得ることができる。
【００８３】
　ここで、実施例３に係る蛍光体の構造について説明する。
　実施例３に係る蛍光体は、一般式MmBbOoＮn：Zzと表記される母体構造を有する蛍光体
である。
　ここで、M元素は、前記蛍光体中においてII価の価数をとる元素である。B元素はSiであ
り、Oは酸素であり、Nは窒素である。Z元素は、前記蛍光体中において付活剤として作用
する元素である。そしてm＝a+p、b=3、o=a+q、n=4+rとしたとき、ａが0＜a≦10の範囲さ
らに好ましくは0＜a≦6の範囲にあり、pは-a/2＜p＜a/2であり、qは-a/2＜q＜2aであり、
rは-2＜r＜2である。蛍光体が当該母体構造を有していると、高い発光率を有する蛍光体
となった。
【００８４】
　前記M元素は、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、さらには、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。例えばCa単独であっても良いし、Ca・Sr・・等の混
合物であっても良い。
　また、付活剤となる前記Z元素は、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。前記Ｍ元素、Ｚ元素が上記構成をとること
で、蛍光体の発光効率はさらに高まる。
【００８５】
　付活剤となるＺ元素が、Eu,Ce,Mnから選択される少なくとも１つ以上の元素であると当
該蛍光体の発光効率がさらに高まり、さらに好ましい構成である。
【００８６】
　加えて、Ｚ元素がＥｕであると、当該蛍光体の発光波長が橙色の波長を示すため、発光
効率の効率の良い白色発光ユニット用の橙色系の蛍光体が得られ好ましい構成である。
【００８７】
　ここで、Ｍ元素がCaおよび／またはSr、Z元素がEuであると、原料入手が容易な上、環
境負荷が小さく、さらに当該蛍光体の発光波長が橙色の波長を示すため、発光効率の効率
の良い白色発光を得ることが出来る橙色系の蛍光体が得られ好ましい構成である。
【００８８】
　実施例３にかかる蛍光体において、Ｚ元素の添加量は、対応するM元素１モルに対して
０．０００１モル以上、０．５モル以下の範囲にあることが好ましい。Ｚ元素の添加量が
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当該範囲にあると、付活剤の含有量の過剰なことに起因する濃度消光による発光効率低下
を回避でき、他方、付活剤の含有量が過小なことに起因する発光寄与原子の過小による発
光効率の低下も回避できる。添加する付活元素Ｚの種類により、Ｚ元素の添加の最適量は
若干異なるが、さらに好ましくは0.0005モル以上、0.1モル以下の範囲内であると高い発
光効率を得られた。
【００８９】
　実施例３で得られた蛍光体は、２５０～５５０ｎｍの広い範囲の励起範囲の光を受けて
発光するため、紫外～緑色にて発光する光源と組み合わせることにより、演色性に優れた
白色を始めとする多様な発光をおこなう光源を製造することが出来る。
【００９０】
　また、実施例３で得られた蛍光体は、２５０～５５０ｎｍの広い範囲の励起範囲の光を
受けて発光するため、紫外～緑色にて発光するLED発光部と組み合わせることにより、演
色性に優れた白色を始めとする多様な発光をおこなうLEDを製造することが出来る。
【００９１】
　実施例３に係る蛍光体の製造方法について、Ｍ元素がCa、Ｂ元素がSi、Ｚ元素がEuであ
る蛍光体の製造を例として説明する。
　Ｍ元素であるCaの原料としては、Caの酸化物、炭酸塩、水酸化物、窒化物などを用いる
ことが出来る。Ｂ元素であるＳｉの原料としてはSi3N4やSiO2を好適に用いることが出来
る。窒素の原料としてはSi3N4やＭ元素の窒化物（例えば、Caの窒化物）を好適に用いる
ことが出来る。Z元素であるEuの原料としてはEu2O3を好適に用いることが出来る。各原料
は、各々、市販の原料で良いが、純度は高い方が好ましいことから、２Ｎ以上さらに好ま
しくは３Ｎ以上のものを準備する。
【００９２】
　Ｍ元素がCaである蛍光体の製造であれば、Ｍ元素の原料として、CaO（3N）、CaCO3（3N
）、Ca(OH)2（3N）等の化合物を準備すればよい。Ｚ元素としては、Eu2O3（3N）を準備す
ればよい。SiおよびN原料としてSi3N4（3N）を準備すればよい。
　これらの原料配合において、例えば、モル比がCaO：Si3N4：Eu2O3＝1.2125：1：0.0187
5となるように各原料を秤量する。秤量された原料の混合は、乳鉢等を用いる通常の混合
方法で良い。当該混合は大気中で行っても良いが、原料としてCaOやCa(OH)2を使用する場
合は、大気中の水分や二酸化炭素と反応して形態変化を引き起こす可能性があり、また、
原料のSi3N4が大気中の酸素により酸化する可能性があるため、水分を除去した不活性雰
囲気下でおこなうことが好ましい。例えば、不活性雰囲気下のグローブボックス内での操
作が便宜である。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。
【００９３】
　混合が完了した原料をるつぼに入れ、窒素等の不活性雰囲気中で1000℃以上、好ましく
は1400℃以上、さらに好ましくは1600℃で24時間保持して焼成する。使用するるつぼの材
質は、アルミナ、カーボン、窒化珪素、窒化アルミニウム、サイアロン、SiC等の不活性
雰囲気中で使用可能な材質であることが好ましく、且つ当該るつぼの純度は高純度である
ことが好ましい。例えば、高純度のBNるつぼが好ましい。
　保持時間は焼結温度が高いほど焼結が迅速に進むため、短く出来る。焼結温度が低くて
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出来る。焼結時間が長いほど
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結時間
を設定すればよい。焼成が完了した後、焼成物をるつぼから取り出し、乳鉢、ボールミル
等の粉砕手段を用いて、所定の平均粒径（好ましくは２０μｍ～０．１μｍ）となるよう
に粉砕して、M元素がCaである蛍光体を得た。製造された蛍光体について組成分析を実施
した結果、Ca1.31Si3O1.18N4.58：Eu0.041であった。
【００９４】
　以上、説明した実施例３に係る蛍光体の製造方法について、焼成温度、昇降温速度を変
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更し、さらに、Ｍ元素をCa以外のSr等に代替し、Z元素をEu以外のMn等に代替しながら各
種試料を調製し、Ｍ元素およびＺ元素を選択しながら蛍光体の母体構造における組成比の
ズレの許容範囲について検討した。
　その結果、当該蛍光体の母体構造を一般式Ma+pSi3Oa+qN4+r:Zと表記したとき、ａが０
＜ａ≦１０の範囲さらに好ましくは０＜ａ≦６の範囲にあり、ｐが－ａ／２＜ｐ＜ａ／２
の範囲にあり、ｑが－ａ／２＜q＜２ａの範囲にあり、ｒが－２＜ｒ＜２の範囲にあれば
、当該蛍光体は良好な発光効率を示すことが判明した。
【００９５】
　尚、ａ、ｐ、ｑ、ｒの値は、Ｍ元素の原料であるMの酸化物、炭酸塩、水酸化物、窒化
物に含まれる酸素・窒素の量、Siの原料であるSi3N4、SiO2に含まれる酸素・窒素の量に
より制御できるので、製造目的である蛍光体の母体構造を念頭に置きながら各原料の配合
を検討することで、所定の母体構造を有する蛍光体を製造することができる。
【００９６】
　上述したように、製造された蛍光体はLED等の適宜な発光部と組み合わされて用いられ
る。そこで、当該蛍光体は、塗布または充填等の操作が容易な粉末形状であることが好ま
しい。ここで、実施例３に係る蛍光体は、母体構造の骨格となる構成部分に酸化作用を受
け易いアルミニウムを含まず、且つ、酸素を含んでいるため耐酸化性に優れているので、
雰囲気を不活性雰囲気等に制御することなく大気中でも容易に所定の粒径まで粉砕できる
。ここで発光効率の観点からは、当該蛍光体の平均粒径が２０μｍ以下であることが好ま
しく、平均粒径が０．１μｍ以上であれば公知の粉砕方法で容易に粉砕可能である。
【００９７】
（LEDや光源への適用方法）
　粉末状となった実施例３に係る蛍光体を用いて、例えば白色発光等をおこなう光源とし
てLEDを製造する場合、実施例３に係る蛍光体と、例えば市販の青色蛍光体であるBAM:Eu
と、例えば市販の緑色蛍光体であるZnS:Cu,Alとを所定比で混合する。当該所定比は、ね
らいとする色温度を定め（例えば6500K）、各蛍光体の発光スペクトル波形の組み合わせ
シュミレーションをおこなって求めた配合比により、各蛍光体の混合試料を調製し、次に
当該混合試料を発光させて、当該発光結果より混合比を再調整して求めればよい。紫外、
紫外から青色、紫外から緑色、あるいは緑色LEDへの上記蛍光体混合物の充填は、公知の
方法でおこなえばよい。このようにして、演色性に優れた白色発光を始めとする多様な発
光をおこなうLEDを製造することができる。LEDに代えて他の光源を用いた場合も、同様の
操作をおこなうことで、演色性に優れた白色発光を始めとする多様な発光をおこなう光源
を製造することができる。
【００９８】
（比較例１）
　次に、図面を参照しながら、従来の技術に係る組成式Y2O2S:Euで表記される比較例１の
蛍光体について説明する。
【００９９】
　まず図５を参照しながら、比較例１に係る赤色の蛍光体が用いることのできる励起光に
ついて説明する。図５は、実施例１にて説明した励起スペクトルのグラフと同様のグラフ
である。（但し、本比較例において、当該蛍光体を460nmの励起光で励起したときの発光
波長のピーク波長は626.2nmであったので、単色の励起光を２５０ｎｍから６００ｎｍま
で、順次、波長を変えながら当該蛍光体に照射した際、波長626.2nmにおける当該蛍光体
の発光するスペクトルの強度を測定し、当該発光強度をプロットした。）
【０１００】
　図５より明らかなように、比較例１に係る赤色の蛍光体は、実施例１～３の蛍光体と異
なり、波長２５０ｎｍから波長３８０ｎｍの紫外光に渡る励起光に対し、ほぼ同発光強度
の平坦な発光を示すが、波長３８０ｎｍ以上の可視光領域の励起光では殆ど励起されるこ
とがないことが判明した。
【０１０１】
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　次に、上述の比較例１に係る赤色の蛍光体を、波長２５０ｎｍの紫外光から波長５５０
ｎｍの緑色光に渡る励起光で励起した場合の発光について説明する。
　比較例１に係る蛍光体を、波長254nm、300nm、380nm、405nm、460nm、500nm、550nmの
光を励起光として励起したときの発光のピーク波長、発光強度、および半値幅の値を表５
に示す。
【０１０２】
【表５】

【０１０３】
　表５に示す測定結果から明らかなように、当該蛍光体へ単色の励起光として波長250nm
から550nmの光を、順次、照射したときの発光のピーク波長の最大のものの相対強度をＰ

Ｈ、最小のものの相対強度をＰＬ、としたとき、励起光の波長が254nmのとき、発光のピ
ーク波長は626.6ｎｍとなり発光強度が最大値となった。そこで、このときの値をＰＨ＝
１００％とした。一方、励起光の波長が500ｎｍのとき、発光のピーク波長は626.2ｎｍと
なり発光強度が最小値となった。そして、このときの値はＰＬ＝０．６０％であった。従
って、ＰＨ／ＰＬ＝１６７となり、当該蛍光体に最高の効率を与える励起光で使用する場
合と、最低の効率を与える励起光で使用する場合とを比較すると、両者の効率の差が１０
０%近い値であることから、当該蛍光体は紫外光～緑色光までの広い範囲の光を励起光と
して有効に利用することは、困難であることが判明した。さらに半値幅は、波長250nmか
ら550nmの励起光に対し、約5nmであることも判明した。
【０１０４】
　即ち、比較例１に係る赤色の蛍光体は、紫外光～緑色光までの広い範囲の光を励起光と
して利用することは困難であることが判明した。
【０１０５】
（比較例２）
　次に、図面を参照しながら、特許文献５に記載の組成式Ca2Si5N8:Euで表記される比較
例2の蛍光体について説明する。
【０１０６】
　まず図６を参照しながら、比較例２に係る赤色の蛍光体が用いることのできる励起光に
ついて説明する。図６は、実施例１にて説明した励起スペクトルのグラフと同様のグラフ
である。（但し、本実施例において、当該蛍光体を460nmの励起光で励起したときの発光
波長のピーク波長は609.0nmであったので、単色の励起光を２５０ｎｍから６００ｎｍま
で、順次、波長を変えながら当該蛍光体に照射した際、波長609.0nmにおける当該蛍光体
の発光するスペクトルの強度を測定し、当該発光強度をプロットした。）
【０１０７】
　図６より明らかなように、比較例２に係る赤色の蛍光体は、実施例１～３の蛍光体と異
なり、波長２５０ｎｍのから波長５３０ｎｍの紫外光に渡る励起光に対し、ほぼ同発光強
度の平坦な発光を示すが、波長５３０ｎｍ以上の緑色領域の励起光では発光強度が低下す
ることが判明した。
【０１０８】
　次に、上述の比較例２に係る赤色の蛍光体を、波長２５０ｎｍの紫外光から波長５５０
ｎｍの緑色光に渡る励起光で励起した場合の発光について説明する。
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　実施例３に係る蛍光体を、波長254nm、300nm、380nm、405nm、460nm、500nm、550nmの
光を励起光として励起したときの発光のピーク波長、発光強度、および半値幅の値を表６
に示す。
【０１０９】
【表６】

【０１１０】
　表６に示す測定結果から明らかなように、当該蛍光体へ単色の励起光として波長250nm
から550nmの光を、順次、照射したときの発光のピーク波長の最大のものの相対強度をＰ

Ｈ、最小のものの相対強度をＰＬ、としたとき、励起光の波長が300nmのとき、発光のピ
ーク波長は607.6ｎｍとなり発光強度が最大値となった。そこで、このときの値をＰＨ＝
１００％とした。一方、励起光の波長が550ｎｍのとき、発光のピーク波長は611.6ｎｍと
なり発光強度が最小値となった。そして、このときの値はＰＬ＝４４．６％であった。従
って、ＰＨ／ＰＬ＝２．２となり、当該蛍光体に最高の効率を与える励起光で使用する場
合と、最低の効率を与える励起光で使用する場合とを比較すると、両者の効率の差が５０
%以上の値であることから、当該蛍光体は緑色光の範囲の光を励起光として有効に利用す
ることは、困難であることが判明した。さらに半値幅は、波長250nmから550nmの励起光に
対し、97nm以上であることも判明した。
【０１１１】
　以上のことより、比較例２に係る赤色の蛍光体は、緑色光の範囲の光を励起光として利
用することは困難であることが判明した。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】本発明に係る蛍光体の励起スペクトルを示すグラフである。
【図２】本発明に係る蛍光体の励起スペクトルを示すグラフである。
【図３】本発明に係る蛍光体の励起スペクトルを示すグラフである。
【図４】本発明に係る蛍光体の励起スペクトルを示すグラフである。
【図５】従来技術に係る蛍光体の励起スペクトルを示すグラフである。
【図６】従来技術に係る蛍光体の励起スペクトルを示すグラフである。
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