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(57)【要約】
【課題】粒径サイズを制御でき、発光特性の良好な赤色
蛍光体と、それを用いた発光装置を得る。
【解決手段】ユーロピウムで付活された、近紫外線ない
し青色光を吸収して赤色に発光する窒化物系蛍光体又は
酸窒化物系蛍光体であって、以下の一般式で示され、ｘ
、ｙ、ｚ、ａ、ｂを以下の範囲とし、さらに希土類フッ
化物又は希土類塩化物を含有し、蛍光体の平均粒径が好
ましくは５μｍ以上であって１０μｍ以下である。
　ＣａxＡｌyＳｉzＯaＮb：Ｅｕ2+

　０．５≦ｘ≦３、０．５≦ｙ≦３、０．５≦ｚ≦９、
０≦ａ≦３、０．５≦ｂ≦３
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーロピウムで付活された、近紫外線ないし青色光を吸収して赤色に発光する窒化物系
蛍光体又は酸窒化物系蛍光体であって、
　以下の一般式で示され、ｘ、ｙ、ｚ、ａ、ｂを以下の範囲とし、
　希土類フッ化物又は希土類塩化物を含有することを特徴とする窒化物系蛍光体又は酸窒
化物系蛍光体。
　ＣａxＡｌyＳｉzＯaＮb：Ｅｕ2+

　０．５≦ｘ≦３、０．５≦ｙ≦３、０．５≦ｚ≦９、０≦ａ≦３、０．５≦ｂ≦３
【請求項２】
　請求項１に記載の窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体であって、
　希土類元素が１ｐｐｍ以上、５％以下含まれることを特徴とする窒化物系蛍光体又は酸
窒化物系蛍光体。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体であって、
　塩素あるいはフッ素が１ｐｐｍ以上、５％以下含まれることを特徴とする窒化物系蛍光
体又は酸窒化物系蛍光体。
【請求項４】
　ユーロピウムで付活された、近紫外線ないし青色光を吸収して赤色に発光する窒化物系
蛍光体又は酸窒化物系蛍光体であって、
　以下の一般式で示され、ｘ、ｙ、ｚ、ａ、ｂを以下の範囲とし、
　Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓの群から選ばれる少なくとも一のアルカリ金属元素、又は
Ｍｇ、Ｓｒ、Ｂａの群から選ばれる少なくとも一のアルカリ土類金属を含有することを特
徴とする窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体。
　ＣａxＡｌyＳｉzＯaＮb：Ｅｕ2+

　０．５≦ｘ≦３、０．５≦ｙ≦３、０．５≦ｚ≦９、０≦ａ≦３、０．５≦ｂ≦３
【請求項５】
　請求項４に記載の窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体であって、
　Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓの群から選ばれる少なくとも一つのアルカリ金属元素、又
はＭｇ、Ｓｒ、Ｂａの群から選ばれる少なくとも一のアルカリ土類金属が１ｐｐｍ以上、
５％以下含まれることを特徴とする窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体であって、
　前記アルカリ金属元素がフッ化物、塩化物、硫酸塩中に含有されることを特徴とする窒
化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体。
【請求項７】
　請求項４又は５に記載の窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体であって、
　前記アルカリ土類金属がフッ化物、塩化物、硫酸塩中に含有されることを特徴とする窒
化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一に記載の窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体であって、
　平均粒径が５μm以上、１０μm以下であることを特徴とする窒化物系蛍光体又は酸窒化
物系蛍光体。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一に記載の窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体であって、
　更にホウ素を含有することを特徴とする窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体。
【請求項１０】
　近紫外線から青色光を発する第１の発光スペクトルを有する励起光源と、
　第１の発光スペクトルの少なくとも一部を吸収して、第２の発光スペクトルを発光する
１種又は２種以上の波長変換部材と、



(3) JP 2008-189700 A 2008.8.21

10

20

30

40

50

を有する発光装置であって、
　前記波長変換部材は、請求項１乃至９のいずれか一に記載の窒化物系蛍光体又は酸窒化
物系蛍光体を有することを特徴とする発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオード、蛍光ランプ等の照明、ディスプレイ、液晶用バックライト
等に使用される窒化物系蛍光体、酸窒化物系蛍光体及びこれらを用いた発光装置に関し、
特に近紫外光から青色光に励起されて赤色に発光する窒化物系蛍光体、酸窒化物系蛍光体
及びこれらを用いた発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体発光素子と蛍光体の組み合わせで白色光を発光する発光装置が開発されている。
この発光装置から発光される白色光は、光の混色の原理によって得られる。具体的に白色
光を放出する方式としては以下のような２つの方法が挙げられる。（１）発光素子から発
光される、可視光の短波長側領域の青色光で、黄色発光の蛍光体を励起させる。これによ
り一部波長変換された黄色光と、変換されない青色光が混色される。補色の関係にある２
色が混色されて人間の目には白色として見える。（２）発光素子から放出される、紫外か
ら可視光の短波長側領域の光により、Ｒ・Ｇ・Ｂ蛍光体を励起させる。３色が混色し白色
光として放出される。しかしながら（１）の方式では、緑色と赤色の成分が欠如している
ため演色性が低いという問題点があった。
【０００３】
　こういった状況から、（１）、（２）の励起光源を併せ持つ領域、つまり紫外から可視
光の青色波長領域の広い範囲にわたり、効率の良い励起帯を有し、高輝度な赤色に波長変
換可能な蛍光体が開発されている（例えば特許文献１、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００６－６３２１４号公報
【特許文献２】特開２００５－３３６２５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、実際、デバイス内に備わった蛍光体を効率良く励起させ、デバイスから
の発光がばらつかないようにするためには、デバイス内での蛍光体層の形成が重要になる
。具体的には、蛍光体層のパターンの形成、粒子パッキング、粒子の分散状態、酸化物・
顔料・導電材などの粒子へのコーティング等が挙げられ、これらの該条件がデバイスの表
示輝度を左右する。
【０００５】
　例えば、蛍光体と半導体発光素子とを組み合わせた発光装置においては、半導体発光素
子の近傍に、蛍光体を含むエポキシ樹脂やシリコン樹脂等の封止材料が充填される。この
際、封止材料中の蛍光体の分散状態が均一であること、また発光素子の周囲に被覆される
蛍光体の量が均一であることが好ましい。なぜなら、発光素子から発せられる光が外部へ
と放出されるまでに、励起される蛍光体の量が樹脂内の位置で異なると、波長変換の度合
いに差が生じるためである。
【０００６】
　本発明は、従来のこのような問題点に鑑みてなされたものである。本発明の主な目的は
、紫外から可視光領域の励起光源により励起され、波長変換により赤色系に発光可能な窒
化物系蛍光体及び酸窒化物系蛍光体であって、粒子サイズを制御可能な蛍光体を提供し、
またこの蛍光体との組合せにより色再現性に優れた発光措置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１発明に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体は、ユーロピウムで付活された、
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近紫外線ないし青色光を吸収して赤色に発光する蛍光体であって、以下の一般式で示され
、ｘ、ｙ、ｚ、ａ、ｂを以下の範囲とし、希土類フッ化物又は希土類塩化物を含有するこ
とを特徴とする。
　ＣａxＡｌyＳｉzＯaＮb：Ｅｕ2+

　０．５≦ｘ≦３、０．５≦ｙ≦３、０．５≦ｚ≦９、０≦ａ≦３、０．５≦ｂ≦３
【０００８】
　第２発明に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体は、第１発明に係る蛍光体であっ
て、希土類元素が1ｐｐｍ以上、５％以下含まれることを特徴とする
【０００９】
　第３発明に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体は、第１若しくは２発明に係る蛍
光体であって、塩素あるいはフッ素が1ｐｐｍ以上、５％以下含まれることを特徴とする
。
【００１０】
　第４発明に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体は、ユーロピウムで付活された、
近紫外線ないし青色光を吸収して赤色に発光する蛍光体であって、以下の一般式で示され
、ｘ、ｙ、ｚ、ａ、ｂを以下の範囲とし、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓの群から選ばれる
少なくとも一のアルカリ金属元素、又はＭｇ、Ｓｒ、Ｂａの群から選ばれる少なくとも一
のアルカリ土類金属を含有することを特徴とする。
　ＣａxＡｌyＳｉzＯaＮb：Ｅｕ2+

　０．５≦ｘ≦３、０．５≦ｙ≦３、０．５≦ｚ≦９、０≦ａ≦３、０．５≦ｂ≦３
【００１１】
　第５発明に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体は、第４発明に係る蛍光体であっ
て、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓの群から選ばれる少なくとも一つのアルカリ金属元素、
又はＭｇ、Ｓｒ、Ｂａの群から選ばれる少なくとも一のアルカリ土類金属が１ｐｐｍ以上
、５％以下含まれることを特徴とする。
【００１２】
　第６発明に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体は、第４若しくは５発明に係る蛍
光体であって、アルカリ土類金属がフッ化物、塩化物、硫酸塩中に含有されることを特徴
とする。
【００１３】
　第７発明に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体は、第４若しくは５発明に係る蛍
光体であって、アルカリ土類金属がフッ化物、塩化物、硫酸塩中に含有されることを特徴
とする。
【００１４】
　第８発明に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体は、第１～７発明のいずれか一に
係る蛍光体であって、平均粒径が５μm以上、１０μm以下であることを特徴とする。
【００１５】
　第９発明に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体は、更にホウ素を含有することを
特徴とする。
【００１６】
　第１０発明に係る発光装置は、近紫外線から青色光を発する第１の発光スペクトルを有
する励起光源と、第１の発光スペクトルの少なくとも一部を吸収して、第２の発光スペク
トルを発光する１種又は２種以上の波長変換部材と、を有する発光装置であって、波長変
換部材は、第１～９発明のいずれか一に記載の蛍光体を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　近紫外から青色波長領域の広範囲に励起帯を備え、赤色領域に発光する発光効率の極め
て良好な窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体の粒径を制御することで、該蛍光体の配置
位置を設計することが可能となる。これにより励起光源からの光を効率良く波長変換し、
色むらのない発光装置を実現できる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施の形態
は、本発明の技術思想を具体化するための、窒化物系蛍光体、酸窒化物系蛍光体及びこれ
を用いた発光装置を例示するものであって、本発明は、窒化物系蛍光体、酸窒化物系蛍光
体及びこれを用いた発光装置を以下のものに特定しない。なお特許請求の範囲に示される
部材を、実施の形態の部材に特定するものでは決してない。特に実施の形態に記載されて
いる構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、
本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図
面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。
さらに以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示し
ており、詳細説明を適宜省略する。さらに、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同
一の部材で構成して一の部材で複数の要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材
の機能を複数の部材で分担して実現することもできる。
【００１９】
　本明細書における近紫外線から可視光の短波長領域は、２４０ｎｍ～５００ｎｍ付近の
領域をいう。励起光源は、２４０ｎｍ～４８０ｎｍに発光ピーク波長を有するものを用い
ることができる。そのうち、３６０ｎｍ～４７０ｎｍに発光ピーク波長を有する励起光源
を用いることが好ましい。特に、半導体発光素子で使用されている３８０ｎｍ～４２０ｎ
ｍ若しくは４５０ｎｍ～４７０ｎｍの励起光源を用いることが好ましい。励起光源に半導
体発光素子を利用することによって、高効率で入力に対する出力のリニアリティが高く、
機械的衝撃にも強い安定した発光装置を得ることができる。
【００２０】
　なお色名と色度座標との関係、光の波長範囲と単色光の色名との関係等は、ＪＩＳ　Ｚ
８１１０に従う。具体的には、３８０ｎｍ～４５５ｎｍが青紫色、４５５ｎｍ～４８５ｎ
ｍが青色、４８５ｎｍ～４９５ｎｍが青緑色、４９５ｎｍ～５４８ｎｍが緑色、５４８ｎ
ｍ～５７３ｎｍが黄緑色、５７３ｎｍ～５８４ｎｍが黄色、５８４ｎｍ～６１０ｎｍが黄
赤色、６１０ｎｍ～７８０ｎｍが赤色である。
【００２１】
　（蛍光体）
　本実施の形態に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体は、ユーロピウムで付活され
、近紫外線ないし青色光を吸収して赤色に発光する。該蛍光体は、一般式がＭxＡｌyＳｉ

zＯaＮb：Ｅｕ2+（０．５≦ｘ≦３、０．５≦ｙ≦３、０．５≦ｚ≦９、０≦ａ≦３、０
．５≦ｂ≦３）で示され、ＭはＭｇ、Ｚｎ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａの群から選ばれる少なくと
も１つである。また、該蛍光体には、フラックスとして種々の添加元素、及び必要に応じ
てホウ素が含有される。さらに、平均粒径が５μm以上、１０μm以下である。
　本実施の形態に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体は、紫外線乃至可視光の短波
長側領域の光を吸収して、励起光の発光ピーク波長よりも長波長側に蛍光体の発光ピーク
波長を有する。可視光の短波長側領域の光は、主に青色光領域となる。具体的には２５０
ｎｍ～５００ｎｍに発光ピーク波長を有する励起光源からの光により励起され、４９０か
ら５７０ｎｍの波長の範囲にピーク波長のもつ蛍光を発光することが好ましい。当該範囲
の励起光源を用いることにより、発光効率の高い蛍光体を提供することができるからであ
る。特に、２５０ｎｍ～４２０ｎｍ或いは４２０ｎｍ～５００ｎｍに主発光ピーク波長を
有する励起光源を用いることが好ましく、更に４４０～４８０ｎｍに発光ピーク波長を有
する励起光源を用いることが好ましい。
【００２２】
　また、窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体は、少なくとも一部が結晶を有することが
好ましい。例えばガラス体（非晶質）は構造がルーズであるため、その生産工程における
反応条件が厳密に一様になるよう管理できなければ、蛍光体中の成分比率が一定せず、色
度ムラを生じる。これに対し、本実施の形態に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体
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は、ガラス体でなく結晶性を有する粉体乃至粒体であるため製造及び加工し易い。また、
この蛍光体は有機媒体に均一に溶解できるため、発光性プラスチックやポリマー薄膜材料
の調整が容易である。具体的に、本実施の形態に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光
体は、少なくとも５０重量％以上、より好ましくは８０重量％以上が結晶を有している。
これは、発光性を有する結晶相の割合を示し、５０重量％以上、結晶相を有しておれば、
実用に耐え得る発光が得られるため好ましい。ゆえに結晶相が多いほど良い。これにより
、発光輝度を高くすることができ、かつ加工し易くできる。
【００２３】
　本実施の形態に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体は、希土類であるユーロピウ
ムＥｕが発光中心となる。ただ、ユーロピウムのみに限定されず、その一部を他の希土類
金属やアルカリ土類金属に置き換えて、Ｅｕと共賦活させたものも使用できる。２価希土
類イオンであるＥｕ2+は適当な母体を選べば安定に存在し、発光する効果を奏する。
【００２４】
　（蛍光体材料）
　本発明に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体は、湿式、乾式で、各種蛍光体原料
を混合して製造される。蛍光体原料として、Ｃａ、Ｓｉ、Ａｌ、Ｅｕ、添加元素、必要に
応じてＢが単独で、あるいは各々の化合物が使用される。以下に個々の原料について説明
する。
【００２５】
　蛍光体組成のＣａは、好ましくは単独で使用する。ただ、Ｃａの一部を、Ｓｒ、Ｍｇ、
Ｂａなどで置換することもできる。これにより、窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体の
発光波長のピークを調整することができる。
【００２６】
　Ｓｉも好ましくは単独で使用されるが、その一部を第ＩＶ族元素のＣやＧｅ、Ｓｎ、Ｔ
ｉ、Ｚｒ、Ｈｆで置換することもできる。ただ、Ｓｉのみを使用して、安価で結晶性の良
好な窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体となる。
【００２７】
　Ａｌも好ましくは単独で使用されるが、その一部を第ＩＩＩ族元素のＧａやＩｎ、Ｖ、
Ｃｒ、Ｃｏで置換することもできる。ただ、Ａｌのみを使用して、安価で結晶性の良好な
窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体となる。ただ、Ａｌの窒化物、Ａｌの酸化物を利用
しても良い。これらの原料は精製したものを用いる方が良いが、市販の物を用いても良い
。具体的にはＡｌの窒化物として窒化アルミニウムＡｌＮ、Ａｌの酸化物として酸化アル
ミニウムＡｌ2Ｏ3を使用できる。
【００２８】
　賦活剤のＥｕは、好ましくは単独で使用されるが、Ｅｕの一部を、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｃ
ｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕで置換しても
よい。Ｅｕの一部を他の元素で置換することにより、他の元素は、共賦活として作用する
。共賦活とすることにより色調を変化することができ、発光特性の調整を行うことができ
る。Ｅｕを必須とする混合物を使用する場合、所望により配合比を変えることができる。
ユーロピウムは、主に２価と３価のエネルギー準位を持つが、窒化物系蛍光体又は酸窒化
物系蛍光体は、母体のＣａに対して、Ｅｕ２＋を賦活剤として用いる。
【００２９】
　また、原料としてＥｕの化合物を使用しても良い。この場合、原料は精製したものを用
いる方が良いが、市販の物を用いても良い。具体的にはＥｕの化合物として酸化ユーロピ
ウムＥｕ2Ｏ3、金属ユーロピウム、窒化ユーロピウムなども使用可能である。また、原料
のＥｕは、イミド化合物、アミド化合物を用いることもできる。酸化ユーロピウムは、高
純度のものが好ましく、また市販のものも使用することができる。実施例１に係る蛍光体
は発光の中心として２価のＥｕを用いるが、２価のＥｕは酸化されやすく、一般に３価の
Ｅｕ2Ｏ3の組成で市販されている。
【００３０】
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　さらに、フラックスとして作用する添加元素の原料は、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ等
のアルカリ金属、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ等のアルカリ土類金属、Ｙ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｔｂ
、Ｌｕ等の希土類金属の単体、或いはこれらのフッ化物や塩化物、炭酸塩、硫酸塩等が用
いられる。
【００３１】
　窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体は、さらに、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕからなる第Ｉ族元
素、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎからなる第ＩＩＩ族元素、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｓｎ、Ｐｂからなる
第ＩＶ族元素、Ｐ、Ｓｂ、Ｂｉからなる第Ｖ族元素、Ｓからなる第ＶＩ族元素から選ばれ
る少なくとも１種以上の元素を１以上５００ｐｐｍ以下含むこともできる。これらの元素
は、製造工程における焼成時に飛散するため、原料への添加当初より、焼成後の添加量の
方が、少ない量となっている。そのため、原料に添加する量を１０００ｐｐｍ以下に調整
することが好ましい。これらの元素を添加することにより、発光効率の調整を行うことが
できる。
【００３２】
　上述の窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体に、さらに加える元素は、通常、酸化物、
若しくは酸化水酸化物で加えられるが、これに限定されるものではなく、メタル、窒化物
、イミド、アミド、若しくはその他の無機塩類でも良く、また、予め他の原料に含まれて
いる状態でも良い。
【００３３】
　本実施の形態に係る窒化物系蛍光体の組成中に酸素が含有されることがある。酸素は、
原料となる各種酸化物から導入されるか、焼成中に原料が酸化されるか、或いは生成後の
蛍光体に付着して混入すると考えられる。一般に組成中の酸素のモル比を制御することで
、蛍光体の結晶構造を変化させ、蛍光体の発光ピーク波長をシフトさせることが可能であ
る。しかし一方で、発光効率の観点からは、蛍光体に含まれる酸素濃度は少ない方が好ま
しく、生成相の質量に対して３ｗ％以下の酸素濃度であることが好ましい。
【００３４】
　（ホウ素）
　実施の形態に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体にホウ素を含有させることがで
きる。一般的に窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体は融点の高い物が多く、固相反応さ
せた際に液相が生じがたく、反応がスムーズに進行しない場合が多い。しかし、ホウ素を
含有したものでは、液相の生成温度が低下し、液相が生じやすくなるために、反応が促進
され、さらには固相反応がより均一に進行するために発光特性に優れた蛍光体を得ること
ができると考えられる。窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体に添加するホウ素のモル濃
度を０．５モル以下とし、好ましくは、０．３モル以下としてもよい。さらに、０．００
１以上とする。更に好ましくは、ホウ素のモル濃度は、０．００１以上であって、０．２
以下の範囲とする。この範囲の濃度であれば、上記の効果が得られ、また、焼結が激しく
ならず、解砕工程で発光特性が低下しない効果が得られるからである。ホウ素化合物は熱
伝導率が高い物質であるため、原料に添加することにより、焼成中における原料の温度分
布が均一となり、固相反応を促進させ、発光特性が向上するものと推定される。添加の方
法としては、原料混合の際に一緒に添加し、混合することで可能である。
【００３５】
　蛍光体のホウ素原料として、ボロン、ホウ化物、窒化ホウ素、酸化ホウ素、ホウ酸塩等
が使用できる。具体的には、蛍光体原料に添加するホウ素として、Ｂ、ＢＮ、Ｈ3ＢＯ3、
Ｂ2Ｏ3、ＢＣｌ3、ＳｉＢ6、ＣａＢ6などが挙げられる。これらのホウ素化合物は、原料
に所定量を秤量して、添加する。
【００３６】
　（発光装置）
　次に、上記の蛍光体を波長変換部材として利用した発光装置について説明する。発光装
置には、例えば蛍光ランプ等の照明器具、ディスプレイやレーダー等の表示装置等が挙げ
られる。波長変換部材の励起光源には、半導体発光素子を使用する。ここで発光素子には
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、可視光を発する素子のみならず、近紫外光や遠紫外光などを発する素子も含める意味で
使用する。また励起光源として、半導体発光素子以外に、既存の蛍光灯に使用される水銀
灯等、紫外から可視光の短波長領域に発光ピーク波長を有する励起光源を適宜利用できる
。
【００３７】
　（実施の形態１）
　発光装置の実施の形態１として、励起光源に近紫外から可視光の短波長領域の光を放つ
発光素子を備えた砲弾型の半導体発光装置を記載する。発光素子は、小型で電力効率が良
く鮮やかな色の発光をする。また、発光素子は半導体素子であるため球切れなどの心配が
ない。さらに初期駆動性が優れ、振動やオン・オフ点灯の繰り返しに強いという特長を有
する。そのため、発光素子と、窒化物蛍光体とを組み合わせる発光装置であることが好ま
しい。
【００３８】
　（発光素子）
　発光素子は、サファイア基板上にそれぞれ窒化物半導体からなるｎ型層、活性層及びｐ
型層の順に積層されてなる半導体層を有している。互いに分離されてライン上に露出され
たｎ型半導体にはｎパッド電極が形成され、一方ｐオーミック電極の上にはｐパッド電極
が形成されている。
【００３９】
　具体的に、発光素子は、成長基板上に半導体層をエピタキシャル成長させた半導体発光
素子が好適に利用できる。成長基板としてはサファイアが挙げられるが、これに限定され
ず例えばスピネル、ＳｉＣ、ＧａＮ、ＧａＡｓ等、公知の部材を用いることができる。ま
た、サファイアのような絶縁性基板でなく、ＳｉＣ、ＧａＮ、ＧａＡｓ等の導電性基板を
用いることにより、ｐ電極及びｎ電極を対向して配置させることもできる。
【００４０】
　発光素子は、ＢＮ、ＳｉＣ、ＺｎＳｅやＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＩｎＡｌＧａＮ、ＡｌＧ
ａＮ、ＢＡｌＧａＮ、ＢＩｎＡｌＧａＮ等種々の材料を有する。同様に、これらの元素に
不純物元素としてＳｉやＺｎ等を含有させ発光中心とすることもできる。発光層の材料と
して、窒化物半導体（例えば、ＡｌやＧａを含む窒化物半導体、ＩｎやＧａを含む窒化物
半導体としてＩｎXＡｌYＧａ1-X-YＮ（０≦Ｘ≦１、０≦Ｙ≦１、Ｘ＋Ｙ≦１）等が利用
できる。また、半導体の構造としては、ＭＩＳ接合、ＰＩＮ接合やｐｎ接合等を有するホ
モ構造、ヘテロ構造あるいはダブルへテロ構成のものが好適に挙げられる。また、半導体
層の材料やその混晶比によって発光波長を種々選択することができる。また、半導体活性
層を量子効果が生ずる薄膜に形成させた単一量子井戸構造や多重量子井戸構造とすること
で、より出力を向上させることもできる。さらに、発光素子は、紫外線領域から可視光領
域までの光を発することができる。特に３５０ｎｍ～５５０ｎｍ近傍に発光ピーク波長を
有する発光素子を使用し、蛍光物質を効率よく励起可能な発光波長を有する光を発光でき
る発光層を有することが好ましい。ここでは発光素子として窒化物半導体発光素子を例に
とって説明するが、これに限定されるものではない。
【００４１】
　具体的には発光素子は、Ｉｎ又はＧａを含む窒化物半導体素子であることが好ましい。
なぜなら、実施の形態１に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体の励起波長域に対応
した光源を提供できるからである。該発光素子は、近紫外から可視光の短波長領域に発光
ピーク波長を有する光を放出し、該発光素子からの光により、少なくとも一以上の蛍光体
が励起され、所定の発光色を示す。また、該発光素子は発光スペクトル幅を狭くさせるこ
とが可能であることから、窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体を効率よく励起すること
ができるとともに、発光装置からは実質的に色調変化に影響を与えることのない発光スペ
クトルを放出することもできる。
【００４２】
　このように発光素子から放出される光を励起光源とすることで、従来の水銀ランプに比
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して消費電力の低い、効率の良い発光装置を実現できる。また、実施の形態１に係る発光
装置は、上述した蛍光体を使用することができる。
【００４３】
　（粒径）
　発光装置に用いる窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体の粒径は１μｍ～２０μｍの範
囲が好ましく、より好ましくは２μｍ～１５μｍである。１μｍより小さい粒径を有する
蛍光体は、凝集体を形成しやすい傾向にある。一方、２μｍ～１５μｍの粒径範囲の蛍光
体は、光の吸収率及び変換効率が高い。このように、光学的に優れた特徴を有する粒径の
大きな蛍光体を含有させることにより、発光装置の量産性が向上する。
【００４４】
　ここで粒径は、空気透過法で得られる平均粒径を指す。具体的には、気温２５℃、湿度
７０％の環境下において、１ｃｍ3分の試料を計り取り、専用の管状容器にパッキングし
た後、一定圧力の乾燥空気を流し、差圧から比表面積を読み取り、平均粒径に換算した値
である。本実施の形態で用いられる蛍光体の平均粒径は５μｍ～１０μｍの範囲であるこ
とが好ましい。また、この平均粒径値を有する蛍光体が、頻度高く含有されていることが
好ましい。また、実施の形態１に係る窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体は、従来より
も蛍光体の粒径が大きいため、発光装置の樹脂内における沈降速度が以前よりも増し、励
起光源のより近傍に蛍光体を配置することが可能となった。この際、励起光源の近傍に蛍
光体が均等に分布するのが好ましい。このように粒径、及び粒度分布のバラツキが小さい
蛍光体を用いることにより、より色ムラが抑制され、良好な色調を有する発光装置が得ら
れる。
【００４５】
　上記の構造を有する実施の形態１に係る発光装置として、砲弾型の発光装置を図２に示
す。この発光装置１は導電性の部材からなるリードフレーム４で成型された凹形状のカッ
プ１０内であって、リードフレーム４上に載置されている発光素子２と、この発光素子２
から放たれた光の少なくとも一部を波長変換する蛍光体３を有する。発光素子２は、約２
７０ｎｍ～５００ｎｍに発光ピーク波長を有する発光素子を使用する。発光素子２に形成
された正負の電極９は、導電性のボンディングワイヤ５を介してリードフレーム４と電気
的に接続される。さらにリードフレーム４の一部であるリードフレーム電極４ａが突出す
るように、発光素子２と、リードフレーム４と、ボンディングワイヤ５は、砲弾形状のモ
ールド１１で覆われる。モールド１１内には光透過性の樹脂６が充填されており、さらに
樹脂６には波長変換部材である蛍光体３が含有されている。樹脂６は、シリコーン樹脂組
成物を使用することが好ましいが、エポキシ樹脂組成物、アクリル樹脂組成物等の透光性
を有する絶縁樹脂組成物を用いることもできる。この樹脂６から突出しているリードフレ
ーム電極４ａが外部電極と電気的に接続されれば、発光素子２の層内に含有される発光層
８から光が放出される。この発光層８から出力される発光ピーク波長は紫外から青色領域
の５００ｎｍ以下近傍の発光スペクトルを有する。この放出された光の一部が蛍光体３を
励起し、発光層８からの主光源の波長とは異なった波長を持つ光が得られる。
【００４６】
　（樹脂中の蛍光体の沈降状態）
　蛍光体３は発光素子２の近傍周辺にほぼ均一の割合で配置されていることが好ましい。
これにより色ムラのない光が得られる。発光装置１から放出される光の輝度及び波長等は
、発光装置１内に封止される蛍光体３の粒子サイズ、その塗布後の均一度、蛍光体が含有
される樹脂の厚さ等に影響を受ける。具体的には、発光装置１内の部位において、発光素
子２から放出される光が、発光装置１の外へ放出されるまでに励起される蛍光体の量やサ
イズが偏在していれば、色むらが発生してしまう。また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、一般的に平均粒径が小さければ、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。さらに、小粒蛍光体は光を拡散反射させ
て発光色の色むらを防止することも可能である。しかし一方で、蛍光体の平均粒度が小さ
いほど、樹脂内に分散された蛍光体の凝集傾向が高くなり、樹脂内での偏在が懸念される
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。
【００４７】
　他方、大粒径蛍光体は光変換効率を向上させる。しかし媒体中、自重により沈降した大
粒径蛍光体が多すぎると、例えば波長変換した光の通過経路を遮断してしまい、結果とし
て発光装置の光エネルギーの損失をもたらす。従って、蛍光体の量及び粒径サイズを制御
することで、効率よく光を取り出すことが可能となる。
【００４８】
　さらに発光装置１内に配置される蛍光体は、光源から発する熱に耐性のあるもの、使用
環境に左右されない耐候性のあるものがより望ましい。なぜなら一般的に蛍光強度は媒体
の温度が高いほど弱くなる。これは温度の上昇につれて分子間衝突の増大、無輻射遷移失
活によるポテンシャルエネルギー損失をもたらすためである。さらに、溶液の温度が上昇
すると、蛍光スペクトルの波長に多少のずれを生ずることがある。
【００４９】
　実施の形態１に係る蛍光体３は、詳しくは後述するが粒径が大きいため自重により樹脂
内６で沈降する。蛍光体３は発光装置１内の下部側へと移動し、略凹型のカップ１０内に
進入する。さらに、この蛍光体３は発光素子２に極めて近い領域内に沈着することができ
る。このように本実施例に係る蛍光体３を、発光素子２に極めて接近して配設できるのは
、該蛍光体３が耐熱性に優れているからである。つまり発光装置１の劣化を著しく少なく
し寿命を長くできる特徴がある。この効果は蛍光体３の組成中にＡｌ、あるいはこれに加
えてＢが含有されているため生じると考えられる。
【００５０】
　上述の、蛍光体が含有される樹脂の厚さについて考察する。実施の形態１における図２
の発光装置１は、カップ１０内の開口部を形成する底面のほぼ中央部に、発光素子２が載
置されているため、発光素子２は蛍光体３を含む樹脂６内に埋設される。発光層８からの
光がムラなく蛍光体３により波長変換されるためには、発光素子２からの光が均一に蛍光
体含有樹脂を通過すればよい。つまり、発光層８からの光が通過する蛍光体含有樹脂膜の
厚さを均一にすればよい。従って発光素子２の周囲から、カップ１０の壁面及び上部まで
の距離が均一になるよう、カップ１０の大きさ及び発光素子２の載置位置を決定すればよ
い。図２の発光装置１であれば、蛍光体３を含有する樹脂６の膜厚を均一に調整すること
が容易になる。
【００５１】
　また、実施の形態１に係る大粒蛍光体３は、発光素子２が載置されるカップ１０内に集
中して配置される。具体的には、モールド１１内であって、特に発光素子２の近傍に適量
の分布領域を有する。これにより発光素子２の近傍で波長変換された光の通路を遮断する
ことなく、発光装置１の外側へ光を放出することができる。即ち光エネルギーを効率良く
取り出すことが可能となる。これを実現するためには、大粒蛍光体３を含む樹脂をまずカ
ップ１０内にポッティングし、その後モールド１１内に蛍光体３を含まない樹脂を充填す
る２段階工程を採用することも可能である。
【００５２】
　（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２に係る発光装置として、キャップタイプの発光装置２０を
図３に示す。発光装置２０は、実施の形態１に係る発光措置における部材と同一の部材に
は同一の符号を付して、その説明を省略する。この発光装置２０は、実施の形態１の発光
装置１のモールド１１の表面に蛍光体３ａを分散させた光透過性樹脂からなるキャップ２
１を被せることにより構成される。
【００５３】
　キャップ２１は、蛍光体３ａを光透過性の樹脂６に均一に分散させている。この蛍光体
３ａを含有する樹脂６ａを、発光装置２０のモールド１１の外面の形状に嵌合する形状に
成形している。又は、所定の型枠内蛍光体を含有する光透過性の樹脂６ａを入れた後、発
光装置２０を該型枠内に押し込み、成型する製造方法も可能である。キャップ２１の樹脂



(11) JP 2008-189700 A 2008.8.21

10

20

30

40

50

６ａの具体的材料としては、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、シリコーン樹脂などの温度特性
、耐候性に優れた透明樹脂、シリカゲル、ガラス、無機バインダーなどが用いられる。上
記の他、メラミン樹脂、フェノール樹脂等の熱硬化性樹脂を使用することができる。また
、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン等の熱可塑性樹脂、ス
チレン－ブタジエンブロック共重合体、セグメント化ポリウレタン等の熱可塑性ゴム等も
使用することができる。また、蛍光体と共に拡散剤、チタン酸バリウム、酸化チタン、酸
化アルミニウムなどを含有させても良い。また、光安定剤や着色剤を含有させても良い。
キャップ３１に使用される蛍光体３ａは、一種類のみならず複数の蛍光体を混合したもの
や、層状に積層したものが利用できる。該蛍光体３ａの粒径は、カップ１０内に配置され
る蛍光体３の粒径よりも小さいものが好適である。自重により沈降しない程度の蛍光体３
ａであれば、樹脂６ａ内で均一に配置されることができるからである。
【００５４】
　まず発光素子２から放出される光が蛍光体３を励起し、さらに波長変換後の光の一部が
、キャップ２１の蛍光体３ａを励起し、さらに波長変換される。これら発光素子２及び蛍
光体３、３ａの混色光が外部へ放出される。
【００５５】
　また、樹脂６内に２種以上の蛍光体を含有させることでもできる。これにより、発光層
から出力される主光源を第１の蛍光体３により波長変換し、さらに該波長変換後の光の一
部が第２の蛍光体３ａを励起し、さらに波長変換された光を得ることができる。複数の蛍
光体３、３ａの配合を調整することにより、主光源、第１の蛍光体により波長変換された
光、さらに第２の蛍光体により波長変換された光、また、主光源が直接第２の蛍光体によ
り波長変換された光、の混色光が発光装置２０の外部へと放出される。また、蛍光体３、
３ａの量を調整することで様々な色を表現することが可能である。
【００５６】
　（実施の形態３）
　次に本発明の実施の形態３に係る発光装置として図４に示す。この発光装置３０は、実
施例１及び２に係る発光措置における部材と同一の部材には同一の符号を付して、その説
明を省略する。図４の発光装置３０は、実施例１と同様に、リードフレーム４で成型され
た凹形状のカップ１０内のみに、大粒蛍光体３を含む樹脂６が充填する。その後、モール
ド１１内に、蛍光体３ａを含む樹脂６を充填する。この蛍光体３ａはカップ１０内に配置
される大粒蛍光体３よりも粒径が小さいことが望ましい。これにより小粒子蛍光体３ａは
樹脂６内に均一に配置されるからである。また、該小粒子蛍光体３ａは、多少の自重によ
り、カップ１０内に沈降すると推測されるが、小粒子であるため、大粒子蛍光体３により
変換された光の通路を遮断することはない。よって発光装置１の外側へ放出される光の取
り出し効率に影響を及ぼすことはない。
【００５７】
　また、小粒子蛍光体３ａがカップ１０内に進入するのを防ぐには、大粒蛍光体３ａを含
有する樹脂６をカップ１０内にポッティングし、該樹脂６を硬化させた後、小粒子蛍光体
３ａを含む樹脂６を充填させればよい。また、両樹脂の種類は同一が好ましいが、粘性等
の特質が異なっていてもかまわない。異種の樹脂であれば、各々の樹脂が硬化するのに要
する温度の差を利用して、軟度を変化させることもできる
【００５８】
　さらに、大粒蛍光体３と小粒子蛍光体３ａの両方を含む樹脂６をモールド１１内に充填
した場合、大粒蛍光体３は自重により先に沈降していく。つまり、上記のように樹脂を２
段階に分けて充填せずとも、大粒蛍光体３は、小粒子蛍光体３ａよりも発光素子２の近傍
へと先に沈着する。よって蛍光体３、３ａの粒径差を利用し、蛍光体３、３ａを所望の位
置へ導行させることも可能である。この際、樹脂を硬化させるタイミングは、樹脂の粘性
等の特質及び、蛍光体３、３ａの粒径に応じて決定すれば良い。
【００５９】
　（実施の形態４）
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　さらに、本発明の実施の形態４に係る発光装置として、表面実装タイプの発光装置４０
を図５に示す。図５（ａ）は平面図、図５（ｂ）は断面図をそれぞれ示している。発光素
子１０１には、紫外光励起の窒化物半導体発光素子を用いることができる。また、発光素
子１０１は、青色励起の窒化物半導体発光素子を用いても良い。ここでは、紫外光励起の
発光素子１０１を例にとって説明する。発光素子１０１は、発光層として発光ピーク波長
が約３７０ｎｍのＩｎＧａＮ半導体を有する窒化物半導体発光素子を用いる。発光素子１
０１には、ｐ型半導体層とｎ型半導体層とが形成されており（図示せず）、ｐ型半導体層
とｎ型半導体層には、リード電極１０２へ連結される導電性ワイヤ１０４が形成されてい
る。リード電極１０２の外周を覆うように絶縁封止材１０３が形成され、短絡を防止して
いる。発光素子１０１の上方にはパッケージ１０５の上部にあるコバール製リッド１０６
から延びる透光性の窓部１０７が設けられている。透光性の窓部１０７の内面には、蛍光
体１０８を含有するコーティング部材１０９がほぼ全面に塗布されている。蛍光体３は自
重により、コーティング部材１０９内を沈降し、窓部１０７の底面領域を均等に被覆でき
る。これにより発光素子１０１からの光が偏在なく変換され、発光装置から放出される光
の色むらを低減できる。
【００６０】
　具体的なＬＥＤの発光素子１０１構造として、サファイア基板上に、アンドープの窒化
物半導体であるｎ型ＧａＮ層、Ｓｉドープのｎ型電極が形成されｎ型コンタクト層となる
ＧａＮ層、アンドープの窒化物半導体であるｎ型ＧａＮ層、窒化物半導体であるｎ型Ａｌ
ＧａＮ層、次に発光層を構成するＩｎＧａＮ層の単一量子井戸構造としてある。発光層上
にはＭｇがドープされたｐ型クラッド層としてＡｌＧａＮ層、Ｍｇがドープされたｐ型コ
ンタクト層であるＧａＮ層を順次積層させた構成としてある。（なお、サファイア基板上
には低温でＧａＮ層を形成させたバッファ層とさせてある。また。ｐ型半導体は、成膜後
４００℃以上でアニールさせてある。）エッチングによりサファイア基板上の窒化物半導
体に同一面側で、ｐｎ各コンタクト層表面を露出させる。露出されたｎ型コンタクト層の
上にｎ電極を帯状に形成し、切除されずに残ったｐ型コンタクト層のほぼ全面に、金属薄
膜から成る透光性ｐ電極が形成され、さらに透光性ｐ電極の上にはｎ電極と平行に台座電
極がスパッタリング法を用いて形成されている。
【００６１】
　次に、ダイボンドされた発光素子１０１の各電極と、パッケージ凹部底面から露出され
た各リード電極１０２とをそれぞれＡｇワイヤ等の導電性ワイヤ１０４にて電気的導通を
取る。パッケージの凹部内の水分を十分に排除した後、中央部にガラス窓部１０７を有す
るコバール製リッド１０６にて封止しシーム溶接を行う。ガラス窓部には、あらかじめニ
トロセルロース９０ｗｔ％とγ－アルミナ１０ｗｔ％からなるスラリーに対して波長変換
部材である窒化物蛍光体又は酸窒化物系蛍光体３、３ａを含有させ、リッド１０６の透光
性窓部１０７の背面に塗布し、２２０℃にて３０分間加熱硬化させることにより色変換部
材を構成してある。こうして形成された発光装置１００の発光素子１０１から出力された
光が、蛍光体３を励起し、所望の色を高輝度に発光可能な発光装置とすることができる。
これによって色度調整が極めて簡単で量産性、信頼性に優れた発光装置とすることができ
る。
【００６２】
　実施の形態４において、励起光源として使用する紫外線領域の光は、視感度の低い部分
に属し、実質上使用する蛍光物質の発光色によって発光装置の発光色が決定される。また
、投入電流の変化等に伴う発光素子の色ズレが生じた場合でも、可視光領域に発光する蛍
光物質の色ズレが極めて小さく抑えられるため、結果として色調変化の少ない発光装置を
提供することができる。紫外線領域は一般に３８０ｎｍ若しくは４００ｎｍよりも短波長
のものをいうが、視感度的に４２０ｎｍ以下の光はほとんど見えないため、色調に大きく
影響を及ぼさない。
【００６３】
　（実施の形態５）
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　図６（ａ）に、本発明の一実施例による半導体発光装置４０の斜視図を示す。図６（ｂ
）は、図６（ａ）で示す半導体発光装置１のＢ－Ｂ’線における断面図である。以下、図
６（ａ）及び（ｂ）に基づいて、実施例５の半導体発光装置４０の概略を説明する。半導
体発光装置４０は、リードフレーム４上に、上部に向かって略凹形状に開口している空間
を備えるパッケージ１２が装着されてなる。さらに、このパッケージ１２の空間内であっ
て、露出しているリードフレーム４上に複数の発光素子２が実装されている。つまり、パ
ッケージ１２は、発光素子２を包囲する枠体となっている。また、パッケージ１２の開口
している空間内にはツェナーダイオード等、規定電圧以上の電圧が印加されると通電状態
になる保護素子１３も載置されている。さらに、発光素子２はボンディングワイヤ５やバ
ンプ等を介して、リードフレーム４と電気的に接続されている。加えて、パッケージ１２
の開口している空間部は封止樹脂６により充填されている。
【００６４】
　パッケージ１２内に含有されている蛍光体３を図６（ｂ）に示す（図６（ａ）中の蛍光
体３は省略されている。）。この蛍光体３には、上述した窒化物系蛍光体又は酸窒化物系
蛍光体が使用できる。これにより、蛍光体３を自重によりパッケージ１２内で沈降させ、
図６（ｂ）に示すように、発光素子２の極めて近傍に配置することができる。
【００６５】
　以下、本発明の実施例として、窒化物系蛍光体又は酸窒化物系蛍光体及びそれを用いた
発光装置を製造し、その発光特性を測定した結果について説明する。
【００６６】
　（蛍光体の製造方法）
　実施例１～１４の蛍光体は、一般式がＣａxＡｌyＳｉzＯaＮb：Ｅｕ2+（０．５≦ｘ≦
３、０．５≦ｙ≦３、０．５≦ｚ≦９、０≦ａ≦３、０．５≦ｂ≦３）と表され、さらに
種々の添加物、及び必要に応じてホウ素が加えられる。以下に該蛍光体の製造方法の一例
を説明するが、本製造方法に限定されない。
【００６７】
　（実施例１～１４、比較例１）
　該蛍光体の一例として、一般式がＣａ0.990ＡｌＳｉＮ3.0：０．０１Ｅｕ2+で表され、
フラックスとして種々の添加元素が加えられた窒化物系蛍光体を実施例１～１４に示す。
【００６８】
　この窒化物系蛍光体の組成は、Ｃａ：Ａｌ：Ｓｉ＝０．９９：１：１としている。また
Ｅｕ濃度は０．０１である。Ｅｕ濃度は、Ｃａのモル濃度に対してのモル比である。添加
元素濃度は０．０１である。添加元素濃度は、Ｃａのモル濃度に対してのモル比である。
【００６９】
　実施例１～１４及び比較例１の窒化物系蛍光体の製造方法を図１を用いて説明する。ま
ず原料のＣａを粉砕する（Ｐ１）。原料のＣａは、単体を使用することが好ましいが、イ
ミド化合物、アミド化合物などの化合物を使用することもできる。また原料Ｃａは、Ｌｉ
、Ｎａ、Ｋ、Ｂ、Ａｌなどを含有するものでもよい。原料は、精製したものが好ましい。
これにより、精製工程を必要としないため、蛍光体の製造工程を簡略化でき、安価な窒化
物系蛍光体を提供することができるからである。原料のＣａは、アルゴン雰囲気中、グロ
ーブボックス内で粉砕を行う。Ｃａの粉砕の目安としては、平均粒径が０．１μｍ～１５
μｍ、好ましくは約１μｍ以上１５μｍ以下の範囲であることが、他の原料との反応性、
焼成時及び焼成後の粒径制御などの観点から好ましいが、この範囲に限定されない。Ｃａ
の純度は、２Ｎ以上であることが好ましいが、これに限定されない。
【００７０】
　次に原料のＣａを２０ｇ秤量し、これを窒素雰囲気中で窒化する（Ｐ２）。即ち、窒素
雰囲気中、原料のＣａを６００℃～９００℃で約５時間窒化することにより、Ｃａの窒化
物を得ることができる。Ｃａの窒化物は、高純度のものが好ましい。この反応式を、化１
に示す。
【００７１】
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【化１】

【００７２】
　続いてＣａの窒化物を、アルゴン雰囲気中、若しくは、窒素雰囲気中、グローブボック
ス内で０．１μｍ～１０μｍに粉砕を行う（Ｐ３）。
【００７３】
　一方、原料のＳｉを粉砕する（Ｐ４）。原料のＳｉは、単体を使用することが好ましい
が、窒化物化合物、イミド化合物、アミド化合物などを使用することもできる。例えば、
Ｓｉ3Ｎ4、Ｓｉ（ＮＨ2）2、Ｍｇ2Ｓｉなどである。Ｓｉ化合物の平均粒径は、０．１μ
ｍ～１５μｍ、好ましくは約１μｍ以上１５μｍ以下の範囲であることが他の原料との反
応性、焼成時及び焼成後の粒径制御などの観点から好ましい。原料のＳｉの純度は、３Ｎ
以上のものが好ましいが、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｂ、Ａｌ、Ｃｕなどの異なる元素が含有され
ていてもよい。次に原料のＳｉを２０ｇ秤量し、窒素雰囲気中で窒化を行う（Ｐ５）。即
ち、窒素雰囲気中、原料のＳｉを８００℃～１２００℃で約５時間窒化することにより、
窒化ケイ素を得る。窒化ケイ素は、高純度のものが好ましい。この反応式を、化２に示す
。
【００７４】
【化２】

【００７５】
　さらにＳｉの窒化物をアルゴン雰囲気中、若しくは、窒素雰囲気中、グローブボックス
内で０．１μｍ～１０μｍに粉砕を行う（Ｐ６）。
【００７６】
　また一方で、Ａｌの直接窒化法等によりＡｌＮを合成する。また、Ｂを添加する場合は
、Ｂの直接窒化法等でＢＮを合成する。次に、Ａｌの窒化物ＡｌＮ、必要に応じてＢの窒
化物ＢＮ、Ｅｕの化合物Ｅｕ2Ｏ3を粉砕する（Ｐ７）。粉砕後の平均粒径は、０．１μｍ
～１５μｍに、好ましくは約０．１μｍから１０μｍとする。ただし、すでに市販されて
いるＡｌＮ粉及びＢＮ粉を使用することもできる。
【００７７】
　さらに、添加元素として、アルカリ金属のフッ化物であるＮａＦ、アルカリ土類金属の
フッ化物であるＳｒＦ２、ＢａＦ２、またその塩化物であるＣａＣｌ２、ＳｒＣｌ２、Ｂ
ａＣｌ２、希土類金属のフッ化物及び塩化物であるＹＦ３、ＣｅＦ３、ＰｒＦ３、ＴｂＦ

３、ＬｕＦ３、ＹＣｌ３、ＰｒＣｌ３を合成したが、市販のものを使用することもできる
（Ｐ８）。
【００７８】
　上記粉砕を行った後、Ｃａの窒化物、Ｓｉの窒化物、Ａｌの窒化物と、必要に応じてＢ
の窒化物、Ｅｕの酸化物及び添加元素の化合物を、表１に示す混合比率になるよう計量し
、窒素雰囲気中で混合する（Ｐ９）。この混合は乾式でも行うことができる。
【００７９】
　具体的に、原料である窒化カルシウムＣａ3Ｎ2（分子量１４８．２６）、窒化アルミニ
ウムＡｌＮ（分子量４０．９９）、窒化ケイ素Ｓｉ3Ｎ4（分子量１４０．３１）、酸化ユ
ーロピウムＥｕ2Ｏ3、添加元素の化合物の各元素の混合比率（モル比）は、Ｃａ：Ａｌ：
Ｓｉ：Ｅｕ：添加元素＝０．９９：１．００：１．００：０．０１：０．０１となるよう
秤量し、混合する。実施例１ではＮａＦを添加元素とした。
【００８０】
　さらに、Ｃａの窒化物、Ａｌの窒化物、Ｓｉの窒化物、必要に応じてＢの窒化物、Ｅｕ
の酸化物、及び添加するアルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類の塩化物、フッ化物等
の化合物等の添加元素の化合物、をアンモニア雰囲気中で、焼成する（Ｐ１０）。具体的
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には上記混合物をルツボに投入し、アンモニア雰囲気中、室温から徐々に昇温して約１６
００℃で約５時間焼成を行い、その後、ゆっくりと室温まで冷却した。これにより、Ｃａ

0.990Ａｌ1.000Ｓｉ1.000Ｎ3.000：０．０１０Ｅｕで表される蛍光体を得ることができる
（Ｐ１１）。
【００８１】
　また、本実施例の蛍光体の組成中に酸素が含有されることがある。酸素は、原料となる
各種酸化物から導入されるか、焼成中に原料が酸化されるか、或いは生成後の蛍光体に付
着して混入すると考えられる。一般に組成中の酸素のモル比を制御することで、蛍光体の
結晶構造を変化させ、蛍光体の発光ピーク波長をシフトさせることが可能である。一方で
、発光効率の観点からは、蛍光体に含まれる酸素濃度は少ない方が好ましく、生成相の質
量に対して５ｗ％以下の酸素濃度であることが好ましい。
【００８２】
　尚、焼成は、管状炉、小型炉、高周波炉、メタル炉などを使用することができる。焼成
温度は、１２００℃から２０００℃の範囲で焼成を行うことができるが、１４００℃から
１８００℃の焼成温度が好ましい。焼成は、徐々に昇温を行い１２００℃から１５００℃
で数時間焼成を行う一段階焼成を使用することが好ましいが、８００℃から１０００℃で
一段階目の焼成を行い、徐々に加熱して１２００℃から１５００℃で二段階目の焼成を行
う二段階焼成（多段階焼成）を使用することもできる。
【００８３】
　また、還元雰囲気は、窒素、水素、アルゴン、二酸化炭素、一酸化炭素、アンモニアの
少なくとも１種以上を含む雰囲気とする。ただし、これら以外の還元雰囲気下でも焼成を
行うことができる。
【００８４】
　以上の製造方法によって、目的とする窒化物系蛍光体を得ることが可能である。またＣ
ａ、Ｓｒ等の第ＩＩ属元素を、Ｅｕの一部と置き換えて、又はＥｕに加えて、窒化物系蛍
光体とすることも可能である。さらにまた、Ｅｕは希土類元素であり、Ｅｕの一部を各種
の希土類に置き換えて、又はＥｕに加えて、Ｌａ、Ｃｅ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ
、Ｔｍ、Ｌｕなどの希土類元素を含んでいる蛍光体とすることも可能である。以上のよう
にして、安価で結晶性の良好な蛍光体を得ることができる。この焼成による実施例１の窒
化物系蛍光体の反応式を、化３に示す。
【００８５】
【化３】

【００８６】
　添加している元素は微量のため記載していない。また、各添加元素を変更して、同様に
実施例２～１４の窒化物系蛍光体とする。各実施例に係る添加元素を表１及び２に示す。
実施例１～６は添加元素を３重量％、実施例７～１４は添加元素を１重量％添加した。比
較例１は添加元素を加えていない。
　また、この組成は、配合比率より推定される代表組成であり、その比率の近傍では、実
用に耐える十分な特性を有する。また、各原料の配合比率を変更することにより、目的と
する蛍光体の組成を変更することができる。
【００８７】
　各実施例及び比較例１に係る窒化物系蛍光体の特性を測定した。アルカリ金属元素及び
アルカリ土類金属元素が添加された実施例１～６の蛍光体において、４６０ｎｍの励起波
長によって励起された際の発光特性及び元素分析結果を表１に示す。また、希土類元素が
添加された実施例７～１４の蛍光体において、４６０ｎｍの励起波長により励起された際
の発光特性及び元素分析結果を表２に示す。さらに、各実施例において、４００ｎｍの励
起波長により励起された際の発光特性を表３及び４に示す。各実施例における相対輝度は
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　なお、比較例１及び実施例１～１４における粒径は、Ｆ．Ｓ．Ｓ．Ｓ．Ｎｏ．（Fisher
 Sub Sieve Sizer's No.）における空気透過法で得られる平均粒径を指す。具体的には、
気温２５℃、湿度７０％の環境下において、１ｃｍ3分の試料を計り取り、専用の管状容
器にパッキングした後一定圧力の乾燥空気を流し、差圧から比表面積を読み取り平均粒径
に換算した値である。
【００８８】
【表１】

【００８９】

【表２】

【００９０】
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【表３】

【００９１】

【表４】

【００９２】
　実施例７の蛍光体を元素分析した結果、Ｙが６０００ｐｐｍ、Ｆが１０ｐｐｍ以下含有
されていることが確認された。また実施例１～１４の元素分析結果より、蛍光体に各添加
元素が構成されていることが確認された。表に示す特性から、実施例の蛍光体は粒径にお
いて、いずれも比較例１の蛍光体よりも大きくなり、具体的には１．２～１．８倍となっ
た。また、輝度の上昇が確認された蛍光体もあった。
【００９３】
　さらに、比較例１及び実施例１の蛍光体に係る励起スペクトルを図７に、４６０ｎｍの
励起波長による発光スペクトルを図８に、４００ｎｍの励起波長による発光スペクトルを
図９に示す。図より、添加元素のフラックスが添加された実施例１の蛍光体では、添加な
しの比較例１と比べて、スペクトルの波長域にズレがほとんどなく、４６０ｎｍの励起波
長による発光スペクトルでは、そのエネルギー値が上昇した。このように蛍光体の粒径の
制御により、例えば粒径値を大きくすることで自重により蛍光体を発光装置内の光源近傍
に沈降させることができる。つまり発光装置内の封止樹脂中における蛍光体粒子の沈降状
況を制御でき、例えば光源付近に均一な波長変換層が形成可能となる。これにより光源か
らの出射光の波長変換量を均一化して、該蛍光体を含有する発光装置において、出射光の
色ムラを低減できる。換言すると、蛍光体の粒子サイズを制御することにより、蛍光体の
分布領域を制御できるため、色再現性の高い発光装置とできる。また、必要な部分だけに
蛍光体層を形成することで材料や工程の利用効率が高まるため、生産性が高く、同じプロ
セスで多くの種類の蛍光体を扱えることになる。この蛍光体層は、薄く粒子が均一に塗布
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されているのが好適である。蛍光体層の厚膜が厚すぎると蛍光体の結晶が重なり合ってか
げができ効率が低下してしまうからである。この点からも粒径の制御の意味は大きく、添
加元素の量及び焼成温度等の生成条件を変化させる等で粒径を適宜変化させ、所望の粒径
を有する蛍光体とできる。
【００９４】
　また、窒化物系蛍光体の生成においては要する焼成温度が高いため、蛍光体の一部が焼
結してしまうことがあり、この焼結した蛍光体を粉体にするため解砕すれば、輝度の低下
が懸念される。一方、上記のフラックスを使用することで、高温安定な該窒化物系蛍光体
の生成反応を促進させることができ、通常より低い焼成温度でも十分に反応した。
【００９５】
　（Ａｌ、Ｂによって生じる効果）
　本実施例に係る窒化物系蛍光体、酸窒化物系蛍光体は、その組成中にＡｌ又は、これに
加えてＢを含有できる。これにより、ピーク波長をより長波長にできるので、高価な希土
類元素であるユーロピウムの賦活量を少なくしても、より深い赤色に発光できる。さらに
組成中にＡｌ又は、これに加えてＢを含有する窒化物系蛍光体、酸窒化物系蛍光体は、耐
熱性があり、高温における劣化を著しく少なくできる。従って、組成中にＡｌ又は、これ
に加えてＢを含む窒化物系蛍光体、酸窒化物系蛍光体を用いた発光装置において、発光素
子に極めて接近して配置されても、極めて寿命を長くできる特徴がある。
【００９６】
　また、比較例１の蛍光体の１０００倍拡大写真を図１０（ａ）に、５０００倍拡大写真
を図１０（ｂ）に示す。同様に実施例１の１０００倍拡大写真、５０００倍拡大写真をそ
れぞれ図１１（ａ）、（ｂ）に示す。図より実施例１の蛍光体の平均粒径は、２μｍ～１
５μｍであって、比較例１のそれと比して大きいことが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
　本発明の窒化物系蛍光体、酸窒化物系蛍光体及びこれらを用いた発光装置は、蛍光表示
管、ディスプレイ、ＰＤＰ、ＣＲＴ、ＦＬ、ＦＥＤおよび投射管等、特に青色発光ダイオ
ード又は紫外線発光ダイオードを光源とする発光特性に極めて優れた白色の照明用光源、
ＬＥＤディスプレイ、バックライト光源、信号機、照明式スイッチ、各種センサ及び各種
インジケータ等に好適に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明の蛍光体の製造方法を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施例１に係る砲弾型の発光装置を示す断面図である。
【図３】本発明の実施例２に係る砲弾型の発光装置を示す断面図である。
【図４】本発明の実施例３に係る砲弾型の発光装置を示す断面図である。
【図５】図５（ａ）は本発明の実施例４に係る表面実装型の発光装置を示す平面図であり
、図５（ｂ）は図５（ａ）の発光装置を示す断面図である。
【図６】図６（ａ）は本発明の実施例５に係る表面実装型の発光装置を示す平面図であり
、図６（ｂ）は図６（ａ）の発光装置を示す断面図である。
【図７】比較例１及び実施例１に係る蛍光体の励起スペクトルのグラフである。
【図８】比較例１及び実施例１に係る蛍光体を４６０ｎｍで励起した際の発光スペクトル
のグラフである。
【図９】比較例１及び実施例１に係る蛍光体を４００ｎｍで励起した際の発光スペクトル
のグラフである。
【図１０】図１０（ａ）は、比較例１の蛍光体の１０００倍拡大写真であり、図１０（ｂ
）はその５０００倍拡大写真を示す。
【図１１】図１１（ａ）は、実施例１の蛍光体の１０００倍拡大写真であり、図１１（ｂ
）はその５０００倍拡大写真を示す。
【符号の説明】
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【００９９】
　１…発光装置
　２…発光素子
　３…大粒子蛍光体
　３ａ…小粒子蛍光体
　４…リードフレーム
　４ａ…リードフレーム電極
　５…ボンディングワイヤ
　６…樹脂
　６ａ…樹脂
　８…発光層
　９…電極
　１０…カップ
　１１…モールド
　１２…パッケージ
　１３…保護素子
　２０…発光装置
　２１…キャップ
　３０…発光装置
　４０…発光装置
　１００…発光装置
　１０１…発光素子
　１０２…リード電極
　１０３…絶縁封止材
　１０４…導電性ワイヤ
　１０５…パッケージ
　１０６…コバール製リッド
　１０７…透光性窓部（ガラス窓部）
　１０９…コーティング部材
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】
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