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(57)【要約】
　放射線源、及び放射線源によって放射される光の一部
を吸収でき、かつ、吸収した光とは異なる波長を有する
光を放射できる少なくとも１つの蛍光物質を含む発光材
料を含む照明システムであって、前記少なくとも１つの
蛍光物質が一般式EA2-x-yAxPxSi1-xO4:Euy（式中、EAは
カルシウム、マグネシウム、ストロンチウム、バリウム
、亜鉛及びマンガンを含む群から選ばれる少なくとも１
つの２価の金属であり、Aはリチウム、ナトリウム、カ
リウム、ルビジウム、セシウム、銅及び銀の群から選ば
れる少なくとも１つの１価の金属であり、0.01≦x≦１
及び0.0025≦y≦0.1である。）の黄色～赤色を放射する
ユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケートである
、照明システムは、特に放射線源として発光ダイオード
と組合せて、高い発光効率及び演色指数を提供する。一
般式EA2-x-yAxPxSi1-xO4:Euy（式中、EAはカルシウム、
マグネシウム、ストロンチウム、バリウム、亜鉛及びマ
ンガンを含む群から選ばれる少なくとも１つの２価の金
属であり、Aはリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビ
ジウム、セシウム、銅及び銀の群から選ばれる少なくと
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線源、及び放射線源によって放射される光の一部を吸収でき、かつ、吸収した光と
は異なる波長の光を放射できる少なくとも１つの蛍光物質を含む発光材料を含む照明シス
テムであって、前記少なくとも１つの蛍光物質が一般式EA2-x-yAxPxSi1-xO4:Euy（式中、
EAはカルシウム、マグネシウム、ストロンチウム、バリウム、亜鉛及びマンガンを含む群
から選ばれる少なくとも１つの２価の金属であり、Aはリチウム、ナトリウム、カリウム
、ルビジウム、セシウム、銅及び銀の群から選ばれる少なくとも１つの１価の金属であり
、0.01≦x≦１及び0.0025≦y≦0.1である。）のユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シ
リケートである、照明システム。
【請求項２】
　放射線源が発光ダイオードである、請求項１記載の照明システム。
【請求項３】
　放射線源が、400～480nmの範囲にピーク発光波長を有する発光を有する発光ダイオード
から選ばれる、請求項２記載の照明システム。
【請求項４】
　発光材料が第２蛍光物質を含む、請求項２記載の照明システム。
【請求項５】
　第２蛍光物質が(Ca1-xSrx)S:Eu（式中、０≦x≦１である。）及び（Sr1-x-yBaxCay)2-z
Si5-aAlaN8-aOa:Euz（式中、０≦a＜5.0＜x≦１、０≦y≦１及び０＜ｚ≦0.1である。）
の群から選ばれる赤色蛍光物質である、請求項４記載の照明システム。
【請求項６】
　第２蛍光物質が(Ba1-xSrx)2SiO4:Eu（式中、０≦x≦１である。）、SrGa2S4:Eu、SrSi2
N2O2:Eu、Ln3Al5O12:Ce及びYAG:Ce3+を含む群から選ばれる黄色～緑色蛍光物質である、
請求項４記載の照明システム。
【請求項７】
　放射線源が、200～400nmのUV領域にピーク発光波長を有する発光を有する発光ダイオー
ドから選ばれる、請求項２記載の照明システム。
【請求項８】
　発光材料が第２蛍光物質を含む、請求項７記載の照明システム。
【請求項９】
　第２蛍光物質がBaMgAl10O17:Eu、Ba5SiO4(Cl,Br)6:Eu、CaLn2S4:Ce、(Sr,Ba,Ca)5(PO4)

3Cl:Eu及びLaSi3N5:Ceの群から選ばれる青色蛍光物質である、請求項８記載の照明システ
ム。
【請求項１０】
　第２蛍光物質が(Ca1-xSrx)S:Eu（式中、０≦x≦１である。）及び（Sr1-x-yBaxCay)2-z
Si5-aAlaN8-aOa:Euz（式中、０≦a＜5.00＜x≦１、０≦y≦１及び０＜ｚ≦0.1である。）
の群から選ばれる赤色蛍光物質である、請求項８記載の照明システム。
【請求項１１】
　第２蛍光物質が(Ba1-xSrx)2SiO4:Eu（式中、０≦x≦１である。）、SrGa2S4:Eu、SrSi2
N2O2:Eu、Ln3Al5O12:Ce及びYAG:Ce3+を含む群から選ばれる黄色～緑色蛍光物質である、
請求項８記載の照明システム。
【請求項１２】
　放射線源によって放射される光の一部を吸収でき、かつ、吸収した光とは異なる波長の
光を放射できる蛍光物質であって、一般式EA2-x-yAxPxSi1-xO4:Euy（式中、EAはカルシウ
ム、マグネシウム、ストロンチウム、バリウム、亜鉛及びマンガンを含む群から選ばれる
少なくとも１つの２価の金属であり、Aはリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム
、セシウム、銅及び銀の群から選ばれる少なくとも１つの１価の金属であり、0.01≦x≦
１及び0.0025≦y≦0.1である。）のユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケートであ
る蛍光物質。
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【請求項１３】
　一般式Sr1.372Ca0.588K0.06Si0.94P0.06O4:Eu0.04のユーロピウム(II)活性化オルトリ
ン酸シリケートである請求項１２記載の蛍光物質。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（発明の背景）
　本発明は、一般に放射線源及び蛍光物質を含む発光材料を含む照明システムに関するも
のである。本発明は、また前記照明システムで使用する蛍光物質に関するものである。
　より具体的には、本発明は、発光を低い周波数に変換すること（luminescent down con
version）及び紫外又は青色放射線を放射する放射線源に基づく加法混色による特定の着
色光（白色光を含む）の生成のための蛍光物質を含む照明システム及び発光材料に関する
ものである。放射線源として、具体的には、発光ダイオードが考えられる。
【背景技術】
【０００２】
　近年、放射線源として可視着色発光ダイオードを用いることによる白色発光照明システ
ムを作る種々の試みがなされている。可視着色赤色、緑色及び青色発光ダイオードの組み
合わせにより白色光を生成する場合には、依然として、可視着色発光ダイオードの色合い
、輝度及びその他の因子の変化により、所望の色合いの白色光を生成することができない
という問題がある。
　これらの問題を解決するために、種々の照明システムがすでに開発されており、これら
の照明システムは蛍光物質を含む発光材料によってUV～青色発光ダイオードの放射線を変
換して白色光照明を与える。
　蛍光物質変換白色光照明システムは、特に３色（RGB）アプローチ、すなわち３色（す
なわち、赤色、緑色及び青色）の混合に基づいており、この場合、出力光の後者の成分は
、蛍光物質又は発光ダイオードの１次放出によって与えられてもよく、又は第２の簡単な
解決方法では、黄色及び青色の混合による２色（BY）アプローチに基づいており、この場
合、出力光の黄色の２次成分は黄色の蛍光物質によって与えられてもよく、また青色成分
は蛍光物質又は青色発光ダイオードの１次放出によって与えられてもよい。
　今現在公知の蛍光物質がこの波長領域での励起のために開発及び最適化されていないこ
とは、依然として、蛍光物質の励起のための青色～紫色放射LEDを用いる蛍光物質変換LED
ランプに関する一般的な懸念である。
　このことは、蛍光物質変換LEDにおいて蛍光物質によって満たされるべき新しい目標で
ある。
【０００３】
　US20040227465から、発光ダイオードの蛍光物質として有用な物質の組成物が公知であ
り、これは式SrxBayCazSiO4:Eu（式中、x、y及びzはそれぞれ独立して０～２の範囲であ
るが、ただしx、y及びzの合計は１以上であることを条件とし、Euは前記組成物の合計分
子量を基準として、モル％で約0.0001％～約５％の量で存在し、存在するすべてのユーロ
ピウムのうちの50％以上は２価の状態で存在する。）によって表される材料を含む。さら
に、この材料はブロードな黄色っぽい色（緑色及び赤色発光を含む）を放射するように製
造できる。
　WO2003080763から、一般式(Ba1-x-y-zSrxCay)2SiO4:Euz（式中、０≦x≦１、０≦y≦１
及び０≦z≦１）の蛍光物質を含む蛍光物質組成物を含む白色光を生成するための3色ラン
プは公知である。前記発明は、また一般式(Ba1-x-y-zSrxCay)2SiO4:Euz（式中、０≦x≦
１、０≦y≦１及び０≦z≦１）の緑色蛍光物質（青色LEDからの放射線を吸収する。）を
単独で含む緑色LEDの代替手段に関する。得られる素子は高い吸収効率及び高い発光等価
値の緑色光を与える。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　依然として、一般に、効率及び演色は、蛍光物質変換照明システム、特にその放射線源
として発光ダイオードを含むシステムに関する認識された問題である。蛍光物質の寿命は
蛍光物質変換発光ダイオードに関する別の問題である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
（発明の要約）
　したがって、本発明は、放射線源、及び放射線源によって放射される光の一部を吸収で
き、かつ、吸収した光とは異なる波長の光を放射できる少なくとも１つの蛍光物質を含む
発光材料を含む照明システムであって、前記少なくとも１つの蛍光物質が一般式EA2-x-yA

xPxSi1-xO4:Euy（式中、EAはカルシウム、マグネシウム、ストロンチウム、バリウム、亜
鉛及びマンガンを含む群から選ばれる少なくとも１つの２価の金属であり、Aはリチウム
、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、銅及び銀の群から選ばれる少なくとも
１つの１価の金属であり、0.01≦x≦１及び0.0025≦y≦0.1である。）のユーロピウム(II
)活性化オルトリン酸シリケートである、照明システムを提供する。前記照明システムは
効率が良く、寿命の長い照明を提供する。
　１次放射源及び蛍光物質（１次放射を２次放射に変換する）を用いる照明システムの効
率は、発光変換プロセスの効率に特に依存する。
　一般に、発光変換プロセスは多くのパラメータ（例えば、消衰係数、励起スペクトル、
発光スペクトル、ストークスシフト、量子効率及びルーメン効率）によって特徴付けるこ
とができる。消衰係数は蛍光物質の吸収能の波長依存測定である。励起スペクトルは、一
定の発光波長単独で測定される発光強度の励起波長依存性である。発光スペクトルは、一
定の励起波長単独での励起後に測定される発光の波長分布である。「ストークスシフト」
という用語は、一般にルミネッセンス放射のスペクトル線又はバンドが励起線又はバンド
よりも長い発光波長へシフトすることと定義される。量子効率QEは、放射される光子の数
の蛍光物質によって吸収される光子の数に対する比である。効率の悪い変換は、少なくと
も非放射遷移がエネルギーの一部を消費する場合に生じる。
【０００６】
　本発明の照明システムは、従来技術のシステムと比較して110パーセントよりも大きい
量子効率を持つル発光を示すことができる。それは、また少なくとも350lm/ワットのルー
メン効率を有することができる。本発明者らは、効率におけるこの増加を本発明の蛍光物
質が青色～緑色の領域に伸びる電磁スペクトルのUVA領域に異常に広い連続的な非構造化
励起バンド（unstructured excitation band）を有する事実のためであると考えている。
広い連続的な励起スペクトルのために、本発明に記載される蛍光物質は非常に小さなスト
ークスシフトを持ち、励起放射線の波長は蛍光物質の発光波長に近接している。それらは
、したがって200～500nmの波長範囲の１次放射線で効率的に励起できる。放射線源によっ
て放射される１次光子の黄色～赤色の２次光子への変換によって生じる量子損失は最小限
に抑えられる。結果として、熱として消費されるランプに届くエネルギーはより少なく、
発光効率は増加する。
　この広い励起スペクトルによって、蛍光物質は波長制限された光源、例えば一般的なレ
ーザ及びアークランプ並びに発光ダイオードによって効率よく励起できる。
　照明システムを定義する追加のパラメータは演色評価数Ra及び色温度TCCである。
　演色評価数（CRI）スケールは、光源の品質、すなわち光源のもとでのある特定の色の
相対的再現性を確かめる。CRIが高ければ高いほど、その光源のもとでの特定の色の再現
はより容易となる。本発明の照明システムは、色に関して十分にバランスのとれた、CRI
の高い複合白色出力光を提供することができる。特に、蛍光物質の広帯域発光により、複
合白色出力光は、従来の照明システムよりも赤色及び緑色領域で発光量が多い。この特性
により、前記素子は、高効率であると共に正確な演色が要求される用途に理想的である。
本発明のそのような用途としては、特に交通信号灯（traffic lighting）、街路灯、保安
灯、自動化された工場の灯り、及び自動車及び交通用信号灯（signal lighting）などが
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挙げられる。
【０００７】
　また、白っぽい（white-like）色は、黒体放射として知られる標準放射線源に対する「
相関色温度」（CCT）によって記載することができる。照明光源によって生成される白色
光は、暖かい光（warm light）～冷たい光（cool light）の範囲の様々な光を含み、この
多様性は色温度（CT）スケールによって測定される。従来技術の蛍光物質と比較して、本
発明の蛍光物質のピーク発光波長は、電磁スペクトルの琥珀色～赤色の領域にシフトされ
、暖かい白色光の感覚を与える。
　本発明の放射線源として特に検討されたのは発光ダイオードである。発光ダイオードに
よって生成される発光は、その発光スペクトルのその狭いスペクトル半値幅のために、典
型的には優れた単色性を有する。さらに、現在入手可能な発光ダイオードは、製造プロセ
スがデータシートで与えられる平均値の周りに性能を散らばらせるために、その狭いバン
ドの発光の主波長、ピーク波長及びx/y色座標において大きな相違を示す。
　したがって、青色又はUV発光ダイオードと、従来の狭い励起バンドを有する蛍光物質と
の組み合わせは、サンプルごとに波長が異なるLEDにより、蛍光物質の励起のしやすさに
差ができ、これにより広く広がった色温度及び効率を持つ白色LEDとなるために、白色LED
の製造においてビニング問題（binning problem）を引き起こす。
【０００８】
　白色光を得るための、青色又はUV発光ダイオードと、幅広い周波数の１次放射線を吸収
することができ、等しい効率を有する本発明の蛍光物質との組合せは、効率のより高い白
色固体光源を与える。
　広いバンドの励起バンドの蛍光物質と、狭い発光最大のLEDとのより良い適合性により
、発光ダイオードは、より低い消衰係数のより長い波長でよりも、むしろその発光最大で
励起可能となる。
　本発明の第１の態様の、白色光照明システムは、放射線源として400～480nmの範囲にピ
ーク発光波長を有する青色発光ダイオード及び一般式EA2-x-yAxPxSi1-xO4:Euy（式中、EA
はカルシウム、マグネシウム、ストロンチウム、バリウム、亜鉛及びマンガンを含む群か
ら選ばれる少なくとも１つの２価の金属であり、Aはリチウム、ナトリウム、カリウム、
ルビジウム、セシウム、銅及び銀の群から選ばれる少なくとも１つの１価の金属であり、
0.01≦x≦１及び0.0025≦y≦0.1である。）のユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリ
ケートである少なくとも１つの蛍光物質を含む発光材料を含む。
　前記照明システムは作動時に白色光を提供する。LEDによって放射される青色光は蛍光
物質を励起し、蛍光物質から黄色、琥珀色又は赤色光を放射させる。LEDによって放射さ
れる青色光は、蛍光物質を通って、蛍光物質によって放射される黄色～琥珀色又は赤色光
と混合される。観察者は青色と黄色～琥珀色又は赤色光の混合を白色光と認識する。
　必須な要素は、ユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケートタイプの黄色～赤色蛍
光物質の励起スペクトルが、市販のすべての青色～紫色発光ダイオードによって十分に励
起されるように400～480nmの範囲に広く広がっていることである。本発明の蛍光物質の励
起スペクトルは450nmを中心としており、前記のような波長範囲で放射する青色LEDは好ま
しい。
【０００９】
　第１の態様の１つの実施態様によれば、本発明は、放射線源として400～480nmの範囲に
ピーク発光波長を有する青色発光ダイオード、及び一般式EA2-x-yAxPxSi1-xO4:Euy（式中
、EAはカルシウム、マグネシウム、ストロンチウム、バリウム、亜鉛及びマンガンを含む
群から選ばれる少なくとも１つの２価の金属であり、Aはリチウム、ナトリウム、カリウ
ム、ルビジウム、セシウム、銅及び銀の群から選ばれる少なくとも１つの１価の金属であ
り、0.01≦x≦１及び0.0025≦y≦0.1である。）のユーロピウム(II)活性化オルトリン酸
シリケート及び少なくとも１つの第２蛍光物質を含む発光材料を含む白色照明システムを
与える。
　発光材料がユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケートタイプの蛍光物質と少なく
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とも１つの第２蛍光物質との蛍光物質ブレンドを含む場合、本発明の白色光照明システム
の演色はさらに向上し得る。
　特に、この実施態様の発光材料は、一般式EA2-x-yAxPxSi1-xO4:Euy（式中、EAはカルシ
ウム、マグネシウム、ストロンチウム、バリウム、亜鉛及びマンガンを含む群から選ばれ
る少なくとも１つの２価の金属であり、Aはリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウ
ム、セシウム、銅及び銀の群から選ばれる少なくとも１つの１価の金属であり、0.01≦x
≦１及び0.0025≦y≦0.1である。）のユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケート及
び赤色蛍光物質を含む蛍光物質ブレンドであってもよい。
　前記赤色蛍光物質は、(Ca1-xSrx)S:Eu（式中、０≦x≦１）及び(Sr1-x-yBaxCay)2-zSi5
-aAlaN8-aOa:Euz（式中、０≦a＜５、０≦y≦１及び０＜z≦１）を含むEu(II)活性化蛍光
物質の群から選ばれてもよい。
【００１０】
　あるいは、発光材料は、一般式EA2-x-yAxPxSi1-xO4:Euy（式中、EAはカルシウム、マグ
ネシウム、ストロンチウム、バリウム、亜鉛及びマンガンを含む群から選ばれる少なくと
も１つの２価の金属であり、Aはリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウ
ム、銅及び銀の群から選ばれる少なくとも１つの１価の金属であり、0.01≦x≦１及び0.0
025≦y≦0.1である。）のユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケート及び黄色～緑
色蛍光物質を含む蛍光物質ブレンドであってもよい。前記黄色～緑色蛍光物質は、(Ba1-x
Srx)2SiO4:Eu（式中、０≦x≦１）、SrGa2S4:Eu、SrSi2N2O2:Eu、Ln3Al5O12:Ce（式中、L
nはランタン及びすべてのランタニド金属を含む）及びY3Al5O12:Ceを含む群から選ばれて
もよい。
　追加の蛍光物質を含む前記発光材料の発光スペクトルは、LEDの青色光及び本発明のユ
ーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケートタイプの蛍光物質の黄色～赤色光と一緒に
なって要求される色温度で優れた演色を有する高品質白色光を得るのに適した波長を有す
る。
【００１１】
　本発明の別の実施態様によれば、放射線源が200～400nmのUV領域にピーク発光波長を持
つ発光を有する発光ダイオードから選ばれ、発光材料が一般式EA2-x-yAxPxSi1-xO4:Euy（
式中、EAはカルシウム、マグネシウム、ストロンチウム、バリウム、亜鉛及びマンガンを
含む群から選ばれる少なくとも１つの２価の金属であり、Aはリチウム、ナトリウム、カ
リウム、ルビジウム、セシウム、銅及び銀の群から選ばれる少なくとも１つの１価の金属
であり、0.01≦x≦１及び0.0025≦y≦0.1である。）のユーロピウム(II)活性化オルトリ
ン酸シリケートである少なくとも１つの蛍光物質及び第２蛍光物質を含む、白色照明シス
テムが提供される。
　必須な要素は、ユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケートタイプの黄色～赤色蛍
光物質の励起スペクトルが、市販のすべてのUV-紫色発光ダイオードによって十分に励起
されるように200～400nmの範囲に広く広がっていることである。
　特に、この実施態様の発光材料は、一般式EA2-x-yAxPxSi1-xO4:Euy（式中、EAはカルシ
ウム、マグネシウム、ストロンチウム、バリウム、亜鉛及びマンガンを含む群から選ばれ
る少なくとも１つの２価の金属であり、Aはリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウ
ム、セシウム、銅及び銀の群から選ばれる少なくとも１つの１価の金属であり、0.01≦x
≦１及び0.0025≦y≦0.1である。）のユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケート及
び青色蛍光物質を含む白色光放射蛍光物質ブレンドを含んでもよい。
　前記青色蛍光物質は、BaMgAl10O17:Eu、Ba5SiO4(Cl,Br)6:Eu、CaLn2S4:Ce（式中、Lnは
ランタン及びすべてのランタニド金属を含む）及び(Sr,Ba,Ca)5(PO4)3Cl:Euを含む群から
選ばれてもよい。
【００１２】
　本発明の第２の態様は黄色、琥珀色又は赤色光を提供する照明システムを提供する。こ
の発明の用途としては、保安灯、及び自動車及び交通用信号灯などが挙げられる。
　特に検討されたのは、放射線源が400～480nmの範囲にピーク発光波長を持つ発光を有す
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る青色発光ダイオードから選択され、発光材料が、本発明のユーロピウム(II)活性化オル
トリン酸シリケートである少なくとも１つの蛍光物質を含む、黄色、琥珀色又は赤色光照
明システムである。
　また検討されたのは、放射線源が200～400nmのUV範囲にピーク発光波長を持つ発光を有
する発光ダイオードから選択され、発光材料が、本発明の一般式EA2-x-yAxPxSi1-xO4:Euy
のユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケートである少なくとも１つの蛍光物質を含
む、黄色～赤色光照明システムである。
【００１３】
　本発明の別の態様は、放射線源によって放射された光の一部を吸収し、吸収した光の波
長とは異なる波長の光を放射できる蛍光物質を提供し、この蛍光物質は一般式EA2-x-yAxP

xSi1-xO4:Euy（式中、EAはカルシウム、マグネシウム、ストロンチウム、バリウム、亜鉛
及びマンガンを含む群から選ばれる少なくとも１つの２価の金属であり、Aはリチウム、
ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、銅及び銀の群から選ばれる少なくとも１
つの１価の金属であり、0.01≦x≦１及び0.0025≦y≦0.1である。）のユーロピウム(II)
活性化オルトリン酸シリケートである。
　本発明の蛍光物質の重要な特徴はその混晶オルトリン酸シリケートホスト格子である。
　ホスト格子の安定な結晶構造は、非化学量論的欠陥がなく、したがって熱や紫外～青色
放射線のような外部からの影響に関して安定である。したがって、本発明の蛍光物質は光
漂白（photo-bleaching）及び光分解に対して高い耐性を持っている。熱促進光分解に対
する耐性は、作動中の発光ダイオードは非常に熱くなる場合があり、LEDの回りの任意の
材料も熱くなるため、重要である。熱はLEDの周りの従来の蛍光物質にダメージを与える
ことができ、LEDの光を低い周波数に変換する（down-convert）その能力を低下させる。
本発明の蛍光物質は熱耐性を有し、500℃までの適用に適している。
　混晶ホスト格子は、電磁スペクトルの青色及びUVA領域に非常に広く連続な非構造的励
起バンドを生成し、様々な放射線源の使用を可能にする。
【００１４】
　前記蛍光物質は200～400nmの波長を有するUV放射線によって励起できるが、約400～480
nmの波長を有する青色発光ダイオードによって放射される青色光によってより高い効率で
励起される。したがって、前記蛍光物質は窒化物半導体発光素子の青色光の白色光への変
換に対して理想的な特性を有する。
　これらのユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケート蛍光物質は、１次放射線によ
って励起される場合、早く減衰する２次放射線を放射する。従来技術の未置換の黄色-緑
色オルトシリケート蛍光物質と比較して、発光スペクトルは、緑色及び赤色領域にテール
（tail）を有する可視スペクトルの黄色～琥珀色のスペクトル領域に最大を持つ広いバン
ドにシフトする。可視発光は、それが主に位置する80nm波長領域が存在しない程度に広い
。
　前記蛍光物質の追加の重要な特性としては、１）典型的な素子動作温度（例えば、80℃
）で発光の熱消光に対する耐性、２)素子作成で使用される封止樹脂及び水分との反応性
を干渉しないこと、３）可視スペクトル内の機能しない吸収（dead absorption）を最小
限にするのに適した吸収性能、４）素子の動作寿命を超える熱安定な光出力及び５）蛍光
物質の励起及び発光特性の組成制御調整（compositionally controlled tuning）などが
挙げられる。
　特に、本発明は、従来技術と比較して110～150％の高い量子効率、200～450nmの範囲に
おける60～80％という高い吸孔度、約560～640nmのピーク波長を有する発光スペクトル及
び低い損失（すなわち、室温から150℃への熱消光による発光のルーメン出力の10％未満
）を示す具体的な蛍光物質組成Sr1.372Ca0.588K0.06Si0.94P0.06O4:Eu0.04に関する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
（実施態様の詳細な説明）
（ユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケート蛍光物質）
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　本発明は、放射線源（放電ランプ、放電灯、LED、LD及びＸ線管などが挙げられるがこ
れらに限定されない。）を含む照明システムの任意の形態において、蛍光物質としてのユ
ーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケートに焦点を当てる。
　本発明の発光材料は、蛍光物質として一般式EA2-x-yAxPxSi1-xO4:Euy（式中、EAはカル
シウム、マグネシウム、ストロンチウム、バリウム、亜鉛及びマンガンを含む群から選ば
れる少なくとも１つの２価の金属であり、Aはリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジ
ウム、セシウム、銅及び銀の群から選ばれる少なくとも１つの１価の金属であり、0.01≦
x≦１及び0.0025≦y≦0.1である。）のユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケート
を含む。
　この種の蛍光物質はオルトリン酸シリケートホスト格子のユーロピウム(II)活性化発光
をベースとする。
　本発明の蛍光物質は、基本のβ-K2SO4結晶構造タイプから導き出すことができる結晶タ
イプのホスト格子を含む。β-K2SO4構造はSO4

2-イオン及びK+イオンとほぼ最密充填した
Ｏ原子との集合体として記載され、SはＯ原子によって四面体に配位され、１価の金属イ
オンK+は、それぞれＯ原子による９配位及び10配位の２つの異なる結晶学的格子サイトを
占める。同形のアルカリ土類オルトシリケートでは、１価のカリウム原子は２価のアルカ
リ土類原子によって置換され、６価の硫黄原子は４価のシリコン原子によって置換される
。これらのオルトシリケートでは、２つのカチオンサイトMI及びMIIは、それぞれ複合体
アニオン[MI(SiO4)5]

18-及び[MII(SiO4)6]
22-をもたらす５又は６個の複合体オルトシリ

ケート基[SiO4]
4-によって囲まれる。

【００１６】
　本発明の蛍光物質では、ホスト格子の格子サイトの一部のSi(IV)カチオンはリンカチオ
ンP(Ｖ)によって置換される。Si(IV)のP(Ｖ)による置換は格子における電荷の生成をもた
らす。電荷は２価カチオンの１価のカチオンAによる等電子置換によって補われる。
　 [EA,SiO4]

2-の[A,PO4]
2-（サイズ及び電荷に関して完全に整合する）による等電子及

びほぼ等配電子置換のために、一般式EA2-x-yAxPxSi1-xO4:Euy（式中、EAはカルシウム、
マグネシウム、ストロンチウム、バリウム、亜鉛及びマンガンを含む群から選ばれる少な
くとも１つの２価の金属であり、Aはリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セ
シウム、銅及び銀の群から選ばれる少なくとも１つの１価の金属であり、0.01≦x≦１及
び0.0025≦y≦0.1である。）の一連の混晶を形成することができる。
　ここで「等電子」とは、シリケートと同じ原子価特性を有し、その結果置換はホスト格
子の安定性に電気的な影響を与えないことを意味すると理解される。
　「等配電子」とは、シリケートと同じ結合特性を有し、その結果置換はホスト格子の結
合エネルギーにわずかに影響を与えるのみであることを意味する。
　２価のカチオンは、好ましくはストロンチウムである。ストロンチウムは10モル％以下
の量でカルシウム及び/又はマグネシウムによって部分的に置換されてもよく、バリウム
によって完全に置換されてもよい。カルシウム及びマグネシウムの添加は発光をわずかに
レッドシフトさせるが、バリウムの添加は発光をブルーシフトさせる。一部のストロンチ
ウムカチオンは、また亜鉛又はマンガンによって置換してもよい。
　１価のカチオンは、好ましくはカリウムである。カリウムはナトリウム及び/又はルビ
ジウムによって部分的に置換されてもよい。一部のカリウムは、またセシウム、銅又は銀
のようなその他の１価のカチオンによって置換されてもよい。
　ユーロピウム(II)の割合yは、好ましくは0.0025＜y＜0.1の範囲である。ユーロピウム(
II)の割合yが0.0025以下である場合、ユーロピウム(II)カチオンにより励起された光ルミ
ネッセンスの発光中心の数が減少するために、輝度は低下し、yが0.1よりも大きい場合、
密度消光が生じる。密度消光は、発光材料の輝度を増大するために添加される活性化剤の
濃度が最適水準を超えて増加した場合に生じる発光強度の減少を意味する。
【００１７】
　本発明のユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケート蛍光物質を生成する方法は特
に制限されない。本発明の多結晶蛍光物質を提供できる任意の方法によって生成してもよ
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ウム、バリウム、亜鉛及びマンガンを含む群から選ばれる少なくとも１つの２価の金属で
あり、Aはリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、銅及び銀の群から
選ばれる少なくとも１つの１価の金属であり、0.01≦x≦１及び0.0025≦y≦0.1である。
）の一連の混合物は容易に製造でき、完全な固溶体を形成する。
　本発明の蛍光物質を生成するための好ましい方法について、蛍光物質粉末粒子前駆体又
は蛍光物質粒子をスラリーに分散し、次いでそれを噴霧乾燥して液体を蒸発させる。噴霧
乾燥粉末は、次いで還元性雰囲気下、高温で焼結することによってオルトリン酸シリケー
ト蛍光物質に変換され、粉末を結晶化し、蛍光物質を形成する。焼結された粉末は軽く粉
砕され（crushed and milled）、所望の粒子サイズの蛍光物質粒子を回収する。
【００１８】
　特定の実施態様では、これらの黄色～赤色発光蛍光物質は以下の技術によって蛍光物質
粉末として調製される。
　ハロゲン化ユーロピウム(III)、アルカリ土類カルボナートEACO3、リン酸水素アルカリ
AH2PO4及び酸化シリコンを出発物質として用いる。99.9％以上の高純度を有し、１μm以
下の平均粒子サイズを有する微粒子の形態の出発物質を、好ましくは用いる。最初に、出
発物質を、ボールミル、Ｖ型ミキサー、攪拌機などのような種々の公知の混合方法のいず
れかを利用するドライ及び/又はウエットプロセスによって十分に混合する。
　得られた混合物をアルミナのるつぼ又はグラファイトボートのような耐熱性容器に入れ
、次いで電気炉でか焼する。好ましいか焼温度は1100～1400℃の範囲である。か焼雰囲気
に関して、窒素及びアルゴンなどのような不活性ガス及び0.1～10容量％の割合の水素を
含む雰囲気のような還元性雰囲気下でか焼を行うことが必要である。か焼時間は、容器に
詰められる混合物の量、か焼温度及び生成物が炉から取り出されるときの温度のような種
々の条件に応じて決定されるが、一般的には20～24時間の範囲である。
　上記方法によって得られる発光材料は、例えばボールミル、ジェットミルなどを用いて
粉砕してもよい。さらに、洗浄及び分級を行ってもよい。得られた粒状蛍光物質の結晶性
を高めるために、再焼成するのがよい。
　焼成後、粉末は粉末Ｘ線回折（Cu、Kα-線）によって特徴付けられ、それは、すべての
化合物が形成されたことを示した。
【００１９】
（特定の実施態様）
　組成Sr1.372Ca0.588K0.06Si0.94P0.06O4:Eu0.04を有する蛍光物質は、以下の方法によ
って調製してもよい。20.850ｇのSrCO3（ルミネッセンス用グレード）、5.944ｇのCaCO3
（分析グレード）及び5.684ｇのSiO2（Aerosil OX50）をEuCl3*6H2Oのエタノール性溶液
（c＝１ml当たり0.1512ミリモルのEu、Aldrich）及びエタノールを含むKH2PO4の水溶液（
27.22gm/ml、Alfa Aesar Puratronic）と１時間超音波浴中で混合する。溶媒を蒸発させ
た後、混合物を最初に600℃で１時間空気中でか焼し、次いで粉砕し、1100℃で２時間還
元性雰囲気下（H2/N2（5/95））で焼成する。粉砕後、粉末を再度1150℃で２時間焼成す
る。粗蛍光物質材料を、次いで粉砕し、篩い分ける。
　得られた発光材料を、次いで粉砕し、水及びエタノールで洗浄し、乾燥及び篩い分けす
る。UV及び青色励起により595nmで効率よく発光する黄色粉末が得られる。～ポイントはx
＝0.532及びy＝0.462にある。ルーメン当量（lumen equivalent）は357lm/Ｗである。
【００２０】
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【表１】

【００２１】
　等電子置換により、オルトリン酸シリケートは対応する非置換シリケートとは異なる電
荷分布及び極性を有する。蛍光物質化合物中に存在するリン種の種類及び量は酸素を多く
含む（oxygen-dominant）ホスト格子中のユーロピウム(II)の局所結合環境を定め、その
発光及び吸収スペクトルの特徴を決定する。
　これらのユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケート蛍光物質はUV及び可視青色部
分の電磁スペクトル内の広いエネルギー部分の電磁スペクトルに応答する。
　ユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケートタイプの各蛍光物質は、また電磁スペ
クトルのUVA又は青色領域の放射線によって励起された場合、非常に広いバンドの黄色、
琥珀色又は赤色蛍光を放射する。従来技術と比較して、最大発光波長は電磁スペクトルの
赤色領域にシフトされる。
　本明細書に添付された図面の図２には、Sr1.372Ca0.588K0.06Si0.94P0.06O4:Eu0.04の
発光スペクトルが示される。
　Sr1.372Ca0.588K0.06Si0.94P0.06O4:Eu0.04は、ピーク波長が590nmであり、680nmまで
テール発光を有する発光スペクトルを有する。
【００２２】
（照明システム）
　本発明は、また放射線源及び少なくとも一般式EA2-x-yAxPxSi1-xO4:Euy（式中、EAはカ
ルシウム、マグネシウム、ストロンチウム、バリウム、亜鉛及びマンガンを含む群から選
ばれる少なくとも１つの２価の金属であり、Aはリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビ
ジウム、セシウム、銅及び銀の群から選ばれる少なくとも１つの１価の金属であり、0.01
≦x≦１及び0.0025≦y≦0.1である。）のユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケー
トを含む発光材料を含む照明システムに関する。
　本明細書で使用される「放射（線）」という用語には、好ましくは電磁スペクトルのUV
及び可視領域における放射（線）を含む。
　放射線源としては、半導体光学的放射線放射体及び電気的励起に応答して光学的放射線
を放射するその他の素子などが挙げられる。半導体光学的放射線放射体としては、発光ダ
イオードLEDチップ、発光ポリマー（LEP）、有機発光素子（OLED）、ポリマー発光素子（
PLED）、レーザダイオード（LD）などが挙げられる。
　さらに、放電ランプ及び放電灯、例えば水銀低及び高圧放電ランプ、硫黄放電ランプ及
び分子放射体をベースとする放電ランプにおいて見出される発光素子は、また本発明の蛍
光物質組成物による放射線源として使用することも検討される。
　本発明の好ましい実施態様では、放射線源は発光ダイオード（LED）である。１つ以上
の発光ダイオードによる組立体において蛍光物質ブレンドの種々の比及び種類を用いて光
源の異なる色及び色合いを与えることは本発明の利点の１つである。
　発光ダイオード及びユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケート蛍光物質組成物を
含む照明システムの任意の構成は、本発明において検討され、好ましくはその他のよく知
られた蛍光物質の添加により、上述の１次UV又は青色光を放射するLEDによって照射され
た場合に特定の色又は白色光を達成するために組み合わせることができる。
【００２３】
　図１に示される放射線源及び発光材料を含む前記照明システムの１つの実施態様の詳細
な構成は以下に記載される。
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　図１は発光材料を含むコーティングを有するチップタイプの発光ダイオードの概略図で
ある。前記素子は放射線源としてチップタイプの発光ダイオード１を含む。発光ダイオー
ドのダイス（dice）は反射体カップリードフレーム２中に配置される。ダイス１はボンド
ワイヤー７により第１電極６に接合され、第２電気端子６’に直接接続される。反射体カ
ップの凹部は本発明の発光材料を含むコーティング材料で満たされ、反射体カップに固定
されたコーティング層を形成する。蛍光物質は別個に、又は混合物中に適用される。
　コーティング材料は、典型的には蛍光物質又は蛍光物質ブレンド３を埋め込むためのポ
リマー５を含む。この実施態様では、蛍光物質又は蛍光物質ブレンドは前記埋め込むため
のポリマーに対して高い安定性を示さなければならない。好ましくは、前記ポリマーは、
任意のかなりの光散乱を防止するために光学的に透明である。種々のポリマーが、LED照
明システムを作製するLED産業で知られている。
【００２４】
　１つの実施態様では、前記ポリマーはエポキシ及びケイ素樹脂からなる群より選ばれる
。蛍光物質混合物をポリマー前駆体である液体に添加することにより埋め込んでもよい。
例えば、蛍光物質混合物は粒状粉末であってもよい。蛍光物質粒子をポリマー前駆体液体
に導入することによりスラリー（すなわち、粒子の懸濁液）を形成する。重合後、蛍光物
質混合物は埋め込みにより適切に強く固定される。１つの実施態様では、発光材料及びLE
Dダイスは共にポリマーに埋め込まれる。
　透明なコーティング材料は光を拡散する粒子４（都合良く、いわゆる拡散体）を含んで
もよい。前記拡散体の例としては、無機充填剤、特にZrO2、CaF2、TiO2、SiO2、CaCO3又
はBaSO4、又は有機顔料が挙げられる。これらの材料は単純な方法で上述の樹脂に添加す
ることができる。
　作動中、電力は前記ダイスに供給されて前記ダイスを活性化する。活性化されたときに
、前記ダイスは１次光、例えば青色光を放射する。放射された１次光の一部はコーティン
グ層中の発光材料によって完全に又は部分的に吸収される。次いで、発光材料は２次光、
すなわち１次光の吸収に応答して十分に広いバンド（特に、かなりの割合の赤色を含む）
中のより長いピーク波長（主に、黄色）を有する変換された光を放射する。放射された１
次光の残りの吸収されない部分は発光層を通り、２次光に加わる。埋め込みは、出力光と
して全体的な方向に吸収されない１次光と２次光を割り当てる。このように、出力光は前
記ダイスから放射される１次光と発光層から放射される２次光から構成される複合光であ
る。
　本発明の照明システムの出力光の色温度又はカラーポイントは１次光と比較して２次光
のスペクトル分布及び強度に応じて変化する。
　最初に、１次光の色温度及びカラーポイントは発光ダイオードの適切な選択によって変
えることができる。
　第２に、２次光の色温度又はカラーポイントは発光材料における蛍光物質、その粒子サ
イズ及びその濃度の適切な選択によって変えることができる。さらに、これらの組み合わ
せは、また有利には発光材料における蛍光物質ブレンドの使用の可能性を与え、その結果
、有利には所望の色合いをさらにより正確に設定できる。
【００２５】
（白色光蛍光物質で変換された発光ダイオード）
　本発明の１つの態様の照明システムの出力光は「白色」光であるようなスペクトル分布
を持つことができる。
　最もポピュラーな白色LEDは、青色発光の一部を補色（例えば、黄色～琥珀色発光）に
変換する蛍光物質でコートされた青色放射LEDチップからなる。青色及び黄色発光は一緒
になって白色光を生成する。
　次いで、UV放射チップ及びUV放射を可視光に変換するように設計された蛍光物質を利用
する白色LEDもある。典型的には、２又はそれ以上の蛍光物質発光バンドを必要とする。
【００２６】
（青色/蛍光物質白色LED）



(12) JP 2009-535441 A 2009.10.1

10

20

30

40

　第１実施態様では、本発明の白色光放射照明システムは、有利には青色発光ダイオード
によって放射された青色放射線が補色波長領域に変換されるように発光材料を選択するこ
とによって生成でき、二色性（BY）白色光を形成する。
　この場合、黄色～赤色光は、ユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケート蛍光物質
を含む発光材料によって生成される。また、第２発光材料は、さらにこの照明システムの
演色を向上させるために使用してもよい。
　特に良い結果は、その発光最大が400～500nmにある青色LEDによって達成される。最適
条件は、特にユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケートの励起スペクトルを考慮し
て、445～468nmにあることがわかった。
　LED-蛍光物質システムの色出力は蛍光物質層の厚み又は蛍光物質層における蛍光物質の
量に非常に敏感である。蛍光物質層が厚く、過剰の黄色～赤色のユーロピウム(II)活性化
オルトリン酸シリケート蛍光物質を含む場合、少量の青色LED光が厚い蛍光物質層を通る
。組合せたLED-蛍光物質システムは、次いで作動中黄色がかった白～赤茶けた白のように
見える。なぜなら、蛍光物質の黄色～赤色の２次光が支配的となるからである。したがっ
て、蛍光物質層の厚みは変動でき、システムの色出力に影響を及ぼす。広範囲のフレキシ
ビリティーは、個々の素子の所望の色度を提供し、色出力を調整するために利用可能であ
る。
【００２７】
　１つの特定の実施態様では、本発明の白色光放射照明システムは、無機発光材料のSr1.
372Ca0.588K0.06Si0.94P0.06O4:Eu0.04を、発光変換埋め込みを生成するために使用され
るケイ素樹脂又は470nmInGaN発光ダイオードの層に混合することによって特に好ましく実
現できる。
　470nmInGaN発光ダイオードによって放射される青色放射線の一部は、無機発光材料のSr

1.372Ca0.588K0.06Si0.94P0.06O4:Eu0.04によって、黄色、琥珀色又は赤色スペクトル領
域にシフトされ、したがって青色に関して補色変換された波長範囲にシフトされる。観察
者は、青色１次光と黄色、琥珀色又は赤色発光蛍光物質の２次光の組み合わせを白色光と
して知覚する。
　図３は、470nmの１次放射を持つ青色放射InGaNダイス及び発光材料としてSr1.372Ca0.5
88K0.06Si0.94P0.06O4:Eu0.04を含む前記照明システムの発光スペクトルを示し、高品質
の暖色系白色を示すスペクトル全体を一緒に形成する。相関色温度TCCは2742Ｋと測定さ
れ、演色評価数Raは71と測定される。黒体ライン（BBL）からのずれは、Δuv＝-0.0076で
ある。
【００２８】
　別の実施態様では、本発明の白色光放射照明システムは、青色発光ダイオードによって
放射される青色放射線が補色波長領域に変換されて多色、特に３色（RGB）の白色光を形
成するように発光材料を選択することによって有利に生成できる。この場合、黄色～赤色
及び緑色光は、ユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケート蛍光物質及び第２蛍光物
質を含む蛍光物質ブレンドを含む発光材料によって生成される。
　高い演色を有する白色光放射は、青色放射LEDと共にスペクトル領域全体をカバーする
赤色及び緑色の広帯域放射体蛍光物質の使用によって可能となる。赤色広帯域放射体とし
て黄色～赤色を放射するユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケート蛍光物質が使用
される。
　有用な緑色及び第２赤色蛍光物質、並びにその光学的性質を下記表４にまとめる。
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【表２】

【００２９】
　発光材料は、黄色～赤色を放射するユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケート蛍
光物質並びに(Ba1-xSrx)2SiO4:Eu（式中、０≦x≦１）、SrGa2S4:Eu及びSrSi2N2O2:Euを
含む群から選ばれる緑色蛍光物質の２つの蛍光物質のブレンドであってもよい。
　図４には、450nmの１次発光を有する青色放射InGaNダイスと組成（ａ）(Sr1.372Ca0.58
8)1-yKySi1-yPyO4:Eu0.04（y＝0.06）及び（ｂ）(BaSr)1.96SiO4:Eu0.04の２つの蛍光物
質を含む蛍光物質変換LEDの発光スペクトルが示される。TCCは4438Ｋと測定され、Ra＝80
、Δuv＝-0.0077であった。
　このようにして生成された白色光の色合い（CIE色度図におけるカラーポイント）は、
混合比及び濃度に関して蛍光物質の適切な選択によってこの実施態様において変えること
ができる。
【００３０】
（UV/蛍光物質白色LED）
　別の実施態様では、本発明の白色光放射照明システムは、有利にはUV発光ダイオードに
よって放射されるUV放射線が補色波長領域に変換されて二色性白色光を生成するように発
光材料を選択することによって生成できる。この場合、黄色及び青色光は発光材料によっ
て生成される。黄色～赤色光はユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケート蛍光物質
を含む発光材料によって生成される。青色光はBaMgAl10O17:Eu、Ba5SiO4(Cl,Br)6:Eu、Ca
Ln2S4:Ce及び(Sr,Ba,Ca)5(PO4)3Cl:Euを含む群から選ばれる青色蛍光物質を含む発光材料
によって生成される。
　特に良い結果はUVA発光ダイオードを用いて達成され、その発光最大は300～400nmにあ
る。最適条件は、特にユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケートの励起スペクトル
を考慮して、365nmにあることがわかった。
　別の具体的な実施態様では、本発明の白色光放射照明システムは、有利にはUV発光ダイ
オードによって放射されるUV放射線が補色波長領域に変換されて多色性白色光、例えば加
法的な色の３つの組（例えば、青色、緑色及び赤色）を生成するように発光材料を選択す
ることによって生成できる。
　この場合、黄色～赤色、緑色及び青色光は発光材料によって生成される。
　特に高い演色を持つ白色光放射は、青色及び緑色の広帯域放射体蛍光物質を用いること
によって可能であり、UV照射LED及び黄色～赤色を放射するユーロピウム(II)活性化オル
トリン酸シリケート蛍光物質と合わさって全スペクトル領域をカバーする。
　発光材料は黄色～赤色のユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケート蛍光物質、Ba
MgAl10O17:Eu、Ba5SiO4(Cl,Br)6:Eu、CaLn2S4:Ce及び(Sr,Ba,Ca)5(PO4)3Cl:Euを含む群か
ら選ばれる青色蛍光物質並びに(Ba1-xSrx)2SiO4:Eu（式中、０≦x≦１である。）、SrGa2
S4:Eu及びSrSi2N2O2:Euを含む群から選ばれる緑色蛍光物質のブレンドであってもよい。
さらに、第２の赤色発光材料を使用してこの照明システムの演色を向上させることができ
る。
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　この場合、このような方法によって生成される白色光の色合い（CIE色度図におけるカ
ラーポイント）は、混合比率及び濃度に関して蛍光物質の適切な選択によって変えること
ができる。
【００３１】
（黄色～赤色蛍光物質変換発光素子）
　本発明の更なる態様は、「黄色～赤色」光であるようなスペクトル分布を有する出力光
を放射する照明システムに関する。
　蛍光物質としてユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケートを含む発光材料は、１
次UVA又は青色放射線源（例えば、UVA放射LED又は青色放射LEDのような）による励起のた
めの黄色～赤色成分として、特によく適している。それによって、電磁スペクトルの黄色
～赤色領域で放射する照明システムを提供することが可能である。
　本発明のこの態様の１つの実施態様では、黄色光放射照明システムは、有利には青色発
光ダイオードによって放射される青色放射線が補色波長領域に変換されて二色性黄色光を
生成するように発光材料を選択することによって生成できる。
　この場合、黄色光は蛍光物質を含む発光材料によって生成される。
　LED蛍光物質システムの色出力は蛍光物質層の厚みに非常に敏感であり、蛍光物質層が
厚く、過剰の黄色のユーロピウム(II)活性化オルトリン酸シリケート蛍光物質を含む場合
には、少量の青色LED光が厚い蛍光物質層を貫通する。そのため、組合せたLED蛍光物質シ
ステムは黄色～赤色に見える。なぜなら、蛍光物質の黄色～赤色２次光が支配的だからで
ある。したがって、蛍光物質層の厚みにより、システムの色出力への影響を変えることが
できる。
　この場合、このような方法によって生成される黄色光の色合い（CIE色度図におけるカ
ラーポイント）は、混合比率及び濃度に関して蛍光物質の適切な選択によって変えること
ができる。
　本発明のこの態様の更なる実施態様では、UV発光ダイオードによって放射されるUV放射
線が単色性の黄色～赤色光に完全に変換されるように発光材料を選択することにより、本
発明の黄色～赤色放射照明システムを有利に生成することができる。この場合、黄色～赤
色光は発光材料によって生成される。
　このような方法によって生成される白色光の色合い（CIE色度図におけるカラーポイン
ト）は、混合比率及び濃度に関して蛍光物質の適切な選択によって変えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】LED構造によって放射された光の進路に位置する本発明の蛍光物質を含む二色性
白色LEDランプの概略図を示す。
【図２】Sr1.372Ca0.588K0.06Si0.94P0.06O4:Eu0.04の発光スペクトルを示す。
【図３】青色470nmLED及び種々の濃度の発光材料としてSr1.372Ca0.588K0.06Si0.94P0.06
O4:Eu0.04を含む照明システムの分光放射輝度を示す。
【図４】青色456nmLED及び発光材料としてSr1.372Ca0.588K0.06Si0.94P0.06O4:Eu0.04プ
ラス(BaSr)1.96SiO4:Eu0.04を含む照明システムの分光放射輝度を示す。
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【要約の続き】
も１つの１価の金属であり、0.01≦x≦１及び0.0025≦y≦0.1である。）の黄色～赤色を放射するユーロピウム(II)
活性化オルトリン酸シリケートは、電磁スペクトルの近紫外～青色領域の１次放射によって効率よく励起することが
できる。
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