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(57)【要約】
【課題】４００ｎｍ～７００ｎｍの可視光領域において
ＲＧＢ３原色全てに対応するようにブロードな蛍光スペ
クトルを示すとともに、緩和時間の遅延を防止すること
が可能な蛍光体を提供する。
【解決手段】陽極１１と陰極１２との間に複数の陽イオ
ン交換膜１４と複数の陰イオン交換膜１５とを交互に配
列させて脱塩室１７と濃縮室１６を交互に形成した電気
透析装置１に対して、脱塩室１７ａには硫酸亜鉛水溶液
を、また脱塩室１７ｂには水酸化ナトリウム水溶液を導
入し、アルミニウム、ガリウム、インジウム、リチウム
、ナトリウムのうち少なくとも１種以上の添加物を上記
一の脱塩室１７ａ内に導入し、陽極１１と陰極１２に電
圧を印加することにより、脱塩室１７ａから亜鉛イオン
を、また脱塩室１７ｂから水酸イオンを、それぞれ濃縮
室１６へ移動させ、濃縮室１６において生成される水酸
化亜鉛に基づいて酸化亜鉛の微粒子を製造する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウム、ガリウム、インジウム、リチウム、ナトリウムのうち少なくとも１種以
上の添加物を含む酸化亜鉛からなり、
　上記酸化亜鉛は、平均粒径が１～３０ｎｍの微粒子の集合体として構成されていること
　を特徴とする蛍光体。
【請求項２】
　上記酸化亜鉛は、平均粒径が１～１０ｎｍの微粒子の集合体として構成されていること
　を特徴とする請求項１記載の蛍光体。
【請求項３】
　上記酸化亜鉛は、紫外線又はそれよりも短波長の電磁波、又は電子線によって励起した
際に、その発光が４００～７００ｎｍの間で連続スペクトルとなること
　を特徴とする請求項１又は２記載の蛍光体。
【請求項４】
　上記酸化亜鉛は、紫外線又はそれよりも短波長の電磁波、又は電子線によって励起した
際に、青紫色３７０～４５０ｎｍ、緑色４９０～５７０ｎｍ、赤色６４０～７７０ｎｍの
領域に発光ピークを有すること
　を特徴とする請求項３記載の蛍光体。
【請求項５】
　上記酸化亜鉛は、紫外線又はそれよりも短波長の電磁波、又は電子線によって励起した
際に、青紫色３７０～４００ｎｍ、緑色５３０～５７０ｎｍ、赤色６５０～６７０ｎｍの
領域に発光ピークを有すること
　を特徴とする請求項４記載の蛍光体。
【請求項６】
　上記酸化亜鉛は、紫外線又はそれよりも短波長の電磁波、又は電子線によって励起した
際に、青紫色４１０～４５０ｎｍ、緑色５３０～５５０ｎｍの領域に発光ピークを有する
こと
　を特徴とする請求項４記載の蛍光体。
【請求項７】
　上記酸化亜鉛を構成する微粒子は、比表面積が４０～１１０ｍ２／ｇであること
　を特徴とする請求項１～６のうち何れか１項に記載の蛍光体。
【請求項８】
　上記酸化亜鉛は、エチレングリコールに０．０１５重量％となるように分散させたとき
、２５０～３４０ｎｍの光を照射したときの吸光度が１．６ｃｍ－１以上であること
　を特徴とする請求項１～７のうち何れか１項に記載の蛍光体。
【請求項９】
　上記酸化亜鉛は、エチレングリコールに０．０１５重量％となるように分散させたとき
、波長３４０ｎｍ以下の紫外線を照射したときの吸光度が、同一体積の酸化亜鉛のバルク
と比較して１．３倍以上であること
　を特徴とする請求項１～８のうち何れか１項に記載の蛍光体。
【請求項１０】
　請求項１～９のうち何れかに記載の蛍光体を用いた発光装置において、３６０ｎｍ以下
の波長からなる電磁波、又は電子線を照射することにより、その発光を励起すること
　を特徴とする発光装置。
【請求項１１】
　請求項１～９のうち何れかに記載の蛍光体を含むこと
　を特徴とする蛍光塗料。
【請求項１２】
　請求項１～９のうち何れかに記載の蛍光体を用いたこと
　を特徴とする発光素子用色変換部材。
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【請求項１３】
　請求項１～９のうち何れかに記載の蛍光体を用いたこと
　を特徴とする無機ＥＬ素子。
【請求項１４】
　請求項１～９のうち何れかに記載の蛍光体を、エチレングリコールに分散させたこと
　を特徴とするセンサ体。
【請求項１５】
　陽極と陰極との間に複数の陽イオン交換膜と複数の陰イオン交換膜とを交互に配列させ
て脱塩室と濃縮室を交互に形成した電気透析装置に対して、上記濃縮室に対して陽イオン
交換膜を介して隔たれた一の脱塩室には硫酸亜鉛水溶液を、また上記濃縮室に対して陰イ
オン交換膜を介して隔たれた他の脱塩室には水酸化ナトリウム水溶液を導入し、
　アルミニウム、ガリウム、インジウム、リチウム、ナトリウムのうち少なくとも１種以
上の添加物を上記一の脱塩室内に導入し、
　上記陽極と陰極に電圧を印加することにより、上記一の脱塩室から亜鉛イオンを、また
上記他の脱塩室から水酸イオンを、それぞれ濃縮室へ移動させ、
　上記濃縮室において生成された水酸化亜鉛に基づいて製造したこと
　を特徴とする蛍光体。
【請求項１６】
　請求項１～９のうち何れか１項記載の蛍光体の微粒子の製造方法において、
　陽極と陰極との間に複数の陽イオン交換膜と複数の陰イオン交換膜とを交互に配列させ
て脱塩室と濃縮室を交互に形成した電気透析装置に対して、上記濃縮室に対して陽イオン
交換膜を介して隔たれた一の脱塩室には硫酸亜鉛水溶液を、また上記濃縮室に対して陰イ
オン交換膜を介して隔たれた他の脱塩室には水酸化ナトリウム水溶液を導入し、
　アルミニウム、ガリウム、インジウム、リチウム、ナトリウムのうち少なくとも１種以
上の添加物を上記一の脱塩室内に導入し、
　上記陽極と陰極に電圧を印加することにより、上記一の脱塩室から亜鉛イオンを、また
上記他の脱塩室から水酸イオンを、それぞれ濃縮室へ移動させ、
　上記濃縮室において生成される水酸化亜鉛に基づいて酸化亜鉛の微粒子を製造すること
　を特徴とする蛍光体の微粒子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、真空蛍光ディスプレイ用蛍光体や無機ＥＬ素子として各種のディスプレイ等
に適用可能な蛍光体に関し、特にブロードな可視発光スペクトルを与えることができ、し
かも緩和時間の短縮化を実現可能な蛍光体、蛍光体の微粒子の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年において、ディスプレイ等を初めとした表示装置は、ますます重要性が増し、その
需要の増加も著しくなっている。特に、通常の液晶で構成されるフラットパネルディスプ
レイ（Flat Panel Display：FPD）に加えて、プラズマディスプレイ（Plasma Display Pa
nel：PDP）、更には有機ＥＬディスプレイ、電界放出型ディスプレイ（Field Emission D
isplay：FED）等、活発な研究開発が行われている。
【０００３】
　このような各種表示装置において、カラー表示を実現するためには、高輝度かつ安定な
３原色の蛍光体が必要となり、４００ｎｍ～７００ｎｍの可視光領域においてＲＧＢ３原
色全てに対応するようにブロードな蛍光スペクトルを示すものが望ましい。
【０００４】
　特にこの表示装置に適用される蛍光体として、酸化亜鉛（ＺｎＯ）が用いられるケース
が多い。この酸化亜鉛は、上記可視光領域を含む３８０ｎｍ～８００ｎｍの領域において
発光を伴う蛍光体として知られている。
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【０００５】
　酸化亜鉛蛍光体としては、例えば特許文献１に示すように、Ｚｎの有機金属キレート錯
体からなる粉末を製造し、かかる工程で得た粉末を焼成することにより酸化亜鉛を得る工
程を経ることにより、図７に示すように電子線励起による発光ピークを可視光領域におい
て得ることが可能となる。この図７の例では、大気雰囲気における焼成温度が８００℃以
下では、微弱な緑色発光（１）、（２）が確認されるのみであるが、９００℃では発光ピ
ーク波長が約５００ｎｍの緑色発光（３）を確認できる。また、１０００℃では発光ピー
ク波長が３９０ｎｍである非常にシャープな紫外線発光（４）を示すことが分かる。
【０００６】
　しかしながら、この特許文献１の開示技術では、あくまで発光スペクトルの帯域幅が狭
く、可視光領域全般に亘ってブロードな蛍光スペクトルを示すことができない。
【０００７】
　特許文献２に開示される酸化亜鉛蛍光体は、アルミニウム等の３族元素及びナトリウム
等のアルカリ金属元素の２種以上の添加物を含むものであり、可視光のほぼ全域に亘る広
い波長範囲をカバーするブロードな蛍光スペクトルを与えることが可能となる。しかしな
がら、この特許文献２の開示技術では、酸化亜鉛に対して上記２種以上の添加物を添加し
なければならず、コスト面、また資源面から好ましい形態ではなく、望ましくは蛍光体を
ほぼ酸化亜鉛のみで構成する必要があった。また、この特許文献２の開示技術では、アル
ミニウム等の３族元素を添加する際には８００℃以上で熱処理をする必要が生じるため、
省エネルギーの観点から好ましくないという問題点がある。
【０００８】
　さらに、この特許文献２の開示技術では、８００℃以上の熱処理過程で粒子が成長する
ため、粒径の大きい酸化亜鉛に対してアルミニウムやナトリウム等の元素が添加される。
よって、吸収した光がこれら添加元素の準位へ励起され、かかる準位から発光することに
もなるが、その分緩和時間が長くなり、この蛍光体を利用したデバイスとしての応答が遅
くなる。
【特許文献１】特開２００６－８３２４６号公報
【特許文献２】ＷＯ２００４／０９６９４９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上述した問題点に鑑みて案出されたものであり、あくまでカラー表示を実現
する表示装置への適用を考慮に入れたときに、ＲＧＢ３原色全てに対応するように４００
～７００ｎｍの可視光領域にブロードな蛍光スペクトルを示すとともに、緩和時間の遅延
を防止することが可能な蛍光体、蛍光体の微粒子の製造方法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】
　本発明を適用した蛍光体は、上述した課題を解決するために、アルミニウム、ガリウム
、インジウム、リチウム、ナトリウムのうち少なくとも１種以上の添加物を含む酸化亜鉛
からなり、上記酸化亜鉛は、粒径が１～５０ｎｍの微粒子の集合体として構成されている
ことを特徴とする。
【００１１】
　本発明を適用した蛍光体は、上述した課題を解決するために、陽極と陰極との間に複数
の陽イオン交換膜と複数の陰イオン交換膜とを交互に配列させて脱塩室と濃縮室を交互に
形成した電気透析装置に対して、上記濃縮室に対して陽イオン交換膜を介して隔たれた一
の脱塩室には硫酸亜鉛水溶液を、また上記濃縮室に対して陰イオン交換膜を介して隔たれ
た他の脱塩室には水酸化ナトリウム水溶液を導入し、アルミニウム、ガリウム、インジウ
ム、リチウム、ナトリウムのうち少なくとも１種以上の添加物を上記一の脱塩室内に導入
し、上記陽極と陰極に電圧を印加することにより、上記一の脱塩室から亜鉛イオンを、ま
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た上記他の脱塩室から水酸イオンを、それぞれ濃縮室へ移動させ、上記濃縮室において生
成された水酸化亜鉛に基づいて製造したことを特徴とする。
【００１２】
　本発明を適用した蛍光体の微粒子の製造方法は、陽極と陰極との間に複数の陽イオン交
換膜と複数の陰イオン交換膜とを交互に配列させて脱塩室と濃縮室を交互に形成した電気
透析装置に対して、上記濃縮室に対して陽イオン交換膜を介して隔たれた一の脱塩室には
硫酸亜鉛水溶液を、また上記濃縮室に対して陰イオン交換膜を介して隔たれた他の脱塩室
には水酸化ナトリウム水溶液を導入し、アルミニウム、ガリウム、インジウム、リチウム
、ナトリウムのうち少なくとも１種以上の添加物を上記一の脱塩室内に導入し、上記陽極
と陰極に電圧を印加することにより、上記一の脱塩室から亜鉛イオンを、また上記他の脱
塩室から水酸イオンを、それぞれ濃縮室へ移動させ、
　上記濃縮室において生成される水酸化亜鉛に基づいて酸化亜鉛の微粒子を製造すること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明を適用した蛍光体は、アルミニウム、ガリウム、インジウム、リチウム、ナトリ
ウムのうち少なくとも１種以上の添加物を含む酸化亜鉛からなり、上記酸化亜鉛は、粒径
が１～５０ｎｍの微粒子の集合体として構成されている。即ち、先ず１～５０ｎｍ程度の
ナノメータサイズからなる微粒子中に、これら添加物を効率よくドーピングすることがで
きたものである。
【００１４】
　その結果、本発明を適用した蛍光体に紫外線又はそれよりも短波長の電磁波、又は電子
線等を照射した場合に、これら添加物に基づいて形成された各エネルギー準位に励起子が
励起される。次に、各エネルギー準位に励起された励起子が放出されて基底準位に戻る際
に蛍光として発光とすることになるが、当該各エネルギー準位は、多段階に亘って形成さ
れたブロードな幅を持ったものであることから、そこから放出される蛍光も同様にブロー
ドな帯域幅を持つものとなる。また、ＲＧＢに対応する領域において発光ピークが現れる
理由について以下説明をする。
【００１５】
　一般に５０５ｎｍを中心とする緑の広い発光帯は過剰な亜鉛原子が酸化亜鉛に作る欠陥
（不純物準位）に起因している。バルク結晶で発光帯が広くなる理由は欠陥の存在の仕方
（単位格子中のどの部位か、どれだけの大きさか）に起因していると考えられる。このよ
うな欠陥は量子ドットのように結晶寸法を小さくすると１個の量子ドット中に存在する欠
陥の確率は小さくなり、緑の発光帯は弱まるが、本発明では微細化した量子ドットに対し
ても欠陥を導入することに緑の発光帯を作り出すことが可能である。このような量子ドッ
トでは欠陥の部位、すなわち、量子ドット表面から近い、遠いなどの条件も欠陥準位の発
光エネルギーを決定する要因として加わるため、発光帯はさらに広がり、ＲＧＢのすべて
の発光帯をカバーできる。
【００１６】
　以上のような欠陥準位は導入する不純物の材料によって変えることが可能であり、また
、導入しないことで本来の酸化亜鉛の発光である青にすることも可能である。
【００１７】
　また、本発明を適用した蛍光体は、さらに緩和時間をより短くすることも可能となる。
本発明を適用した蛍光体では、微粒子のサイズを１～５０ｎｍまでに限定している。その
結果、最大５０ｎｍ程度で構成することにより、この電子と正孔との間で取り得る空間的
距離に一定の制約がかかる。即ち、この電子と正孔との間で取り得る距離は、この微粒子
のサイズや体積に依拠し、最大でもこの微粒子の最大径からなる５０ｎｍとなる。このた
め、電子と正孔の距離がこの粒径に応じて強制的に縮小されることになる。
【００１８】
　その結果、基底状態に移る際には、電子が正孔と再結合することとなるが、電子と正孔
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の距離が縮小されることにより、電子が正孔まで戻る速度を上げることが可能となる。こ
のため、本発明を適用した蛍光体では、緩和時間を短縮化させることが可能となる。
【００１９】
　更に本発明を適用した蛍光体は、従来の蛍光体と比較して紫外域における吸収特性も向
上させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態として、ディスプレイ等に適用可能な蛍光体
について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２１】
　本発明を適用した蛍光体は、アルミニウム、ガリウム、インジウム、リチウム、ナトリ
ウムのうち少なくとも１種以上の添加物を含む酸化亜鉛からなる。
【００２２】
　本発明を適用した蛍光体に適用される酸化亜鉛は、粒径が１～５０ｎｍの微粒子の集合
体として構成されている。この酸化亜鉛の微粒子の粒径は、ＴＥＭ（透過電子顕微鏡）に
よる観察により測定した。
【００２３】
　図１にこの酸化亜鉛粒子の集合体として構成される蛍光体の蛍光特性を示す。この図１
では、紫外線又はそれよりも短波長の電磁波、又は電子線によって励起した際の蛍光スペ
クトルを示すものであって、横軸にスペクトル波長を、縦軸に発光強度を示している。可
視光の波長領域（４００ｎｍ～７００ｎｍ）をほぼ全域に亘って発光スペクトルが表れて
おり、いわゆる連続スペクトルとなっている。また、この図１に示す蛍光スペクトルにお
いて、青紫色３７０～４５０ｎｍ、緑色４９０～５７０ｎｍ、赤色６４０～７７０ｎｍの
領域にそれぞれ１つずつ発光ピークが現れる。特にカラー表示を実現する上では、それぞ
れＲＧＢに対応した波長域を含むように、青紫色３７０～４５０ｎｍ、緑色４９０～５７
０ｎｍ、赤色６４０～７７０ｎｍの領域において発光ピークが現れることが重要となる。
このとき、青紫色３７０～４００ｎｍ、緑色５３０～５７０ｎｍ、赤色６５０～６７０ｎ
ｍの領域に発光ピークを有することがより望ましい。また、紫外線又はそれよりも短波長
の電磁波、又は電子線によって励起した際に、青紫色４１０～４５０ｎｍ、緑色５３０～
５５０ｎｍの領域に発光ピークを有することがより望ましい。
【００２４】
　このように発光が、４００～７００ｎｍの間で連続スペクトルとなる理由としては、第
１に酸化亜鉛内にアルミニウム、ガリウム、インジウム、リチウム、ナトリウムのうち少
なくとも１種以上の添加物をドーピングしていることによるものである。このような添加
物を微粒子内にドーピングすることにより、酸化亜鉛の持つ特有のエネルギー準位に加え
て、かかる添加物によるエネルギー準位が形成されることになる。この添加物によるエネ
ルギー準位は、かかる添加物を構成する元素の種類、元素量、さらには、これら元素を添
加することにより微粒子内に形成される欠陥の存在により、非常に広いエネルギー準位の
範囲に亘り幾層にも亘り形成されることになる。
【００２５】
　発光帯が広くなる理由は欠陥の存在の仕方に、言い換えれば単位格子中のどの部位に欠
陥が生じ、それがどれだけの大きさかに起因していると考えられる。このような欠陥は量
子ドットのように結晶寸法を小さくすると１個の量子ドット中に存在する欠陥の確率は小
さくなり、緑の発光帯は弱まるが、本発明では微細化した量子ドットに対しても欠陥を導
入することに緑の発光帯を作り出すことが可能である。このような量子ドットでは欠陥の
部位、すなわち、量子ドット表面から近い、遠いなどの条件も欠陥準位の発光エネルギー
を決定する要因として加わるため、非常に広い発光エネルギー準位が形成され、発光帯は
さらに広がり、ＲＧＢのすべての発光帯をカバーできる。
【００２６】
　その結果、本発明を適用した蛍光体に紫外線又はそれよりも短波長の電磁波、又は電子
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線等を照射した場合に、これら添加物に基づいて形成された各エネルギー準位に励起子が
励起される。次に、各エネルギー準位に励起された励起子が放出されて基底準位に戻る際
に蛍光として発光とすることになるが、当該各エネルギー準位は、多段階に亘って形成さ
れたブロードな幅を持ったものであることから、そこから放出される蛍光も同様にブロー
ドな帯域幅を持つものとなる。
【００２７】
　また、ＲＧＢに対応する波長領域を含むように発光ピークが現れる理由について以下説
明をする。
【００２８】
　一般に５０５ｎｍを中心とする緑の広い発光帯は過剰な亜鉛原子が酸化亜鉛に作る欠陥
（不純物準位）に起因している。バルク結晶で発光帯が広くなる理由は欠陥の存在の仕方
、言い換えれば単位格子中のどの部位に欠陥が存在し、それがどれだけの大きさであるか
に起因していると考えられる。このような欠陥は量子ドットのように結晶寸法を小さくす
ると１個の量子ドット中に存在する欠陥の確率は小さくなり、緑の発光帯は弱まるが、本
発明では微細化した量子ドットに対しても欠陥を導入することに緑の発光帯を作り出すこ
とが可能である。このような量子ドットでは欠陥の部位、すなわち、量子ドット表面から
近い、遠いなどの条件も欠陥準位の発光エネルギーを決定する要因として加わるため、発
光帯はさらに広がり、ＲＧＢのすべての発光帯をカバーできる。以上のような欠陥準位は
導入する不純物の材料によって変えることが可能であり、また、導入しないことで本来の
酸化亜鉛の発光である青にすることも可能である。
【００２９】
　また、本発明を適用した蛍光体は、さらに緩和時間をより短くすることも可能となる。
図２は、従来における酸化亜鉛製の蛍光体の発光寿命、並びに本発明を適用した蛍光体の
発光寿命をそれぞれ示している。横軸は各蛍光体の緩和時間を示しており、０は、電磁波
の照射時を示している。縦軸は、蛍光体からの発光強度を示している。
【００３０】
　この図２の結果から、本発明を適用した蛍光体は、従来の蛍光体と比較して、発光時間
が同じか、それよりも早いことが分かる。即ち、本発明を適用した蛍光体は、不純物元素
としての添加物を添加しているにも関わらず、蛍光体からの発光時間をより短縮化させる
ことができることが分かる。
【００３１】
　本発明を適用した蛍光体において、この緩和時間の短縮化を図ることができる第１の理
由としては、先ず１～５０ｎｍ程度のナノメータサイズからなる微粒子中に、これら添加
物を効率よくドーピングすることができたことが考えられる。
【００３２】
　一般に、蛍光体を構成する酸化亜鉛において、大きな微粒子に上述した添加元素を添加
した場合には、緩和時間が遅延する。大きな微粒子内に不純物をドーピングした場合には
、かかる不純物によるエネルギー準位まで励起された電子と、正孔との空間的な距離が広
くなり、その距離が５０ｎｍ以上にも亘って拡張される場合もある。微粒子のサイズが大
きい場合には、電子と正孔との間でとり得る空間的距離の自由度が増加するため、電子と
正孔との距離間隔がエネルギー的に最も安定となる、ボーア半径程度で落ち着くケースが
増加するためである。
【００３３】
　また、このような４０ｎｍ以上もの大きな微粒子内に不純物をドープした場合には、図
３に示すように、可視光領域においてブロードな蛍光スペクトルを形成させることができ
る一方で、３８０ｎｍ程度の領域において大きなピークが形成されてしまう。その理由と
して、この不純物における大きな微粒子内の存在確率は、微粒子の体積に支配されるもの
であるためである。即ち、量子ドットサイズが小さくなると不純物を含まなくなり、本来
の酸化亜鉛の発光である３８０ｎｍ領域の発光が強まるためである。
【００３４】
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　また、このような大きな微粒子内に不純物をドープした場合には、蛍光スペクトルの広
がりが小さくなるという問題点も生じる。その理由として、あくまで不純物のエネルギー
準位、またその不純物の導入によって形成される欠陥そのもののエネルギー準位から放出
される電子に基づく発光のみにより蛍光スペクトルが形成されてしまうためである。
【００３５】
　広い発光帯を作る不純物準位からの発光を起こす電子と正孔は不純物との相互作用によ
りその空間的分離が大きくなり、発光寿命が長くなる。このためたとえ効率が高くてもデ
ィスプレイなど速い応答速度を要求される用途には不適である。
【００３６】
　しかしながら、上述したように量子ドットにおいてはこの電子正孔の空間的距離が量子
ドット寸法で制限されるため、発光寿命が短くなり、応答速度が向上する。
　可視光領域から逸脱した、３８０ｎｍ付近に大きなピークが形成されてしまうと、ＲＧ
Ｂによるカラー表示を実現する上で、光の損失が大きくなり、高効率な蛍光体を提供する
ことができなくなる。
【００３７】
　これに対して、本発明を適用した蛍光体では、微粒子のサイズを１～５０ｎｍまでに限
定している。その結果、最大５０ｎｍ程度で構成することにより、この電子と正孔との間
で取り得る空間的距離に一定の制約がかかる。即ち、この電子と正孔との間で取り得る距
離は、この微粒子のサイズや体積に依拠し、最大でもこの微粒子の最大径からなる５０ｎ
ｍとなる。このため、電子と正孔の距離がこの粒径に応じて強制的に縮小されることにな
る。
【００３８】
　その結果、基底状態に移る際には、電子が正孔と再結合することとなるが、電子と正孔
の距離が縮小されることにより、電子が正孔まで戻る速度を上げることが可能となる。こ
のため、本発明を適用した蛍光体では、緩和時間を短縮化させることが可能となる。
【００３９】
　更に本発明を適用した蛍光体は、従来の蛍光体と比較して紫外域における吸収特性が特
に優れている。図４は、横軸を光子エネルギー、縦軸を吸収係数αとした場合における本
発明例と比較例との関係を示している。実線は、本発明を適用した蛍光体の吸収特性を、
また点線は従来の蛍光体の吸収特性、並びに何ら添加元素を添加しないバルク酸化亜鉛結
晶の吸収特性を示している。
【００４０】
　光子エネルギーにおける３．５ｅＶ周辺がほぼ３６０ｎｍの波長域であり、紫外域に入
るが、特に本発明例は、比較例や、バルク酸化亜鉛結晶と比較して、紫外域における吸収
量が特に優れていることが分かる。
【００４１】
　実際に本発明例としての酸化亜鉛の蛍光体をエチレングリコールに０．０１５重量％と
なるように分散させたとき、２５０～３４０ｎｍの光を照射したときの吸光度が１．６ｃ
ｍ－１以上であった。
【００４２】
　また、実際に本発明例としての酸化亜鉛の蛍光体をエチレングリコールに０．０１５重
量％となるように分散させたとき、波長３４０ｎｍ以下の紫外線を照射したときの吸光度
が、同一体積、即ち酸化亜鉛を分散させたエチレングリコールの試験体の体積と同一であ
る酸化亜鉛のバルクと比較して１．３倍以上であった。
【００４３】
　このような吸光度を向上させるメカニズムとしては、高速な不純物への緩和の存在は励
起子の状態密度と不純物準位の状態密度との縮退を引き起こし、見かけ上、励起子吸収を
大きくする。このような不純物準位への高速な緩和も量子ドットのような微細な構造に不
純物準位を導入することで得られる効果である。即ち、不純物と励起子が生成される空間
的配置が近いことがその要因である。
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【００４４】
　本発明では、このような１～５０ｎｍの径で構成される酸化亜鉛の微粒子内に、アルミ
ニウム、ガリウム、インジウム、リチウム、ナトリウムのうち少なくとも１種以上の添加
物をドーピングする方法に関しても技術的特徴を有する。
【００４５】
　以下、１～５０ｎｍの径で構成される酸化亜鉛の微粒子内に上述した元素からなる添加
物をドーピングする方法について、図面を参照しながら詳細に説明をする。
【００４６】
　図５は、本発明を適用した蛍光体を製造するための電気透析装置１を示している。
【００４７】
　この電気透析装置１は、陽極１１と陰極１２との間に複数の陽イオン交換膜１４ａ、１
４ｂと複数の陰イオン交換膜１５ａ、１５ｂとを交互に配列させて濃縮室１６と脱塩室１
７ａ、１７ｂを形成したものである。また陽極１１と陰イオン交換膜１５ａとの間には電
極室１８ａが形成され、更に陰極１２と陽イオン交換膜１４ｂとの間には、電極室１８ｂ
が形成される。
　陽イオン交換膜としては、例えば株式会社アストム製　ＣＭＸ－ＳＢを、また、陰イオ
ン交換膜としては、例えば株式会社アストム製 ＡＨＡを用いるようにしてもよい。
【００４８】
　即ち、この電気透析装置１は、陽極１１から陰極１２へ向けて電極室１８ａ、脱塩室１
７ａ、濃縮室１６、脱塩室１７ｂ、電極室１８ｂが形成されることになる。ちなみに、各
室１６～１８は、それぞれ開口部４０ｍｍ×６０ｍｍを有し、厚さ５ｍｍのポリプロピレ
ン製スペーサを介して隔てられ、当該開口部においてそれぞれ陽イオン交換膜１４や陰イ
オン交換膜１５が形成されていてもよい。このとき、陽極１１、陰極１２は、それぞれ４
０ｍｍ×６０ｍｍの白金電極とされていてもよい。
【００４９】
　電極室１８ａ、電極室１８ｂには、それぞれ電極液が供給される。この電極液は、例え
ば０．２８ｍｏｌ／ＬのＮａ２ＳＯ４水溶液で構成してもよい。電解液に用いる電解質は
、水に可溶であればよく、電気透析効率を増加させるためにイオン当量導電率が高いこと
が好ましく、更に電解によりハロゲンガスを発生しない硝酸塩、硫酸塩、炭酸塩が好まし
い。
　これらの具体例としては、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硫酸カリウム、硫酸ナトリ
ウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等が挙げられる。
【００５０】
　また、脱塩室１７ａには、０．２５ｍｏｌ／ＬのＺｎＳＯ４水溶液が供給される。ちな
みに硫酸塩以外にもハロゲン化物、硝酸塩、亜硝酸塩、硫酸塩、亜硫酸塩、チオ硫酸塩、
リン酸塩、ホウ酸塩、炭酸塩及び酢酸塩が挙げられる。中でも電解によりハロゲンガスを
発生しない硫酸亜鉛、硝酸亜鉛が好ましく、これらの金属塩は単独又は混合して供給する
ようにしてもよい。また脱塩室１７ｂには０．５ｍｏｌ／ＬのＮａＯＨ水溶液が供給され
るが、その他アルカリ金属の水酸化物及び４級アンモニウムの水酸化物を供給してもよく
その具体例としては、水酸化カリウム、水酸化リチウム、水酸化ルビジウム、水酸化セシ
ウム、水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラエチルアンモニウム、ヒドラジン
等が挙げられる。更に濃縮室１６には、溶媒としてイオン液体を含有する液体が供給され
る。イオン液体は、イオンのみから構成され、１００℃以下で液体であると定義される、
一連の化合物であり、例えば、特開２００３－２４３０２８号公報、特開２００３－２５
７４７６号公報、特開２００５－２６４２０９号公報や特表２００１－５１７２０５号公
報に記載されているものである。イオン液体の例としては、ジエチルメチル（２－メトキ
シエチル）アンモニウム・ビス（トリフルオロメタンスルフォニル）イミド、１－ブチル
－３－メチルイミダゾリウム・ビス（トリフルオロメタンスルフォニル）イミド又は塩化
ジエチルメチル（２－メトキシエチル）アンモニウムが挙げられる。イオン液体を含有す
る液体は、合成室に生成する水酸化亜鉛に対し貧溶媒であり、且つ導電性であれば、イオ
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ン液体のみからなる液体及びイオン液体と他の溶媒を混合した液体の何れであってもよい
。
【００５１】
　イオン液体の含有量は、５～１００質量％、好ましくは１０～１００質量％、より好ま
しくは２０～１００質量％である。
【００５２】
　また、この脱塩室１７ａには、更に上述したアルミニウム、ガリウム、インジウム、リ
チウム、ナトリウムのうち少なくとも１種以上の添加物を混入させる。このとき、これら
元素を何れも溶液化したものを脱塩室１７ａに供給することが望ましく、例えばＡｌＣｌ

３溶液、ＧａＮＯ３溶液、ＩｎＣｌ３溶液、ＬｉＮＯ３溶液、ＮａＣｌ溶液を脱塩室１７
ａに供給するようにしてもよい。
【００５３】
　電気透析処理時の濃縮室１６内の温度は、通常５～５０℃であり、好ましくは２０～２
５℃としている。
【００５４】
　このような系で構成される電気透析装置１に対して、陽極１１、陰極１２に電界を印加
すると、図５に示すように、脱塩室１７ａ中のＺｎ２＋イオンと、ＳＯ４

２－イオンがそ
れぞれ移動する。即ち、Ｚｎ２＋イオンは、陰極１２側に向けて、またＳＯ４

２－イオン
は、陽極１１側に向けて移動していくことになる。Ｚｎ２＋イオンは、陽イオン交換膜１
４ａを通過して濃縮室１６へ流入することになるが、この濃縮室１６における陰極１２側
に配置されている陰イオン交換膜１５ｂを通過することができず、結局この濃縮室１６内
において蓄積されることになる。またＳＯ４

２－イオンは、陰イオン交換膜１５ａを通過
して電極室１８ａへと流入し、電極室１８a内において蓄積される。
【００５５】
　また、このような系で構成される電気透析装置１に対して、陽極１１、陰極１２に電界
を印加すると、図５に示すように、脱塩室１７ｂ中のＮａ＋イオンと、ＯＨ－イオンがそ
れぞれ移動する。即ち、Ｎａ＋イオンは、陰極１２側に向けて、またＯＨ－イオンは、陽
極１１側に向けて移動していくことになる。ＯＨ－イオンは、陰イオン交換膜１５ｂを通
過して濃縮室１６へ流入することになるが、この濃縮室１６における陽極１１側に配置さ
れている陽イオン交換膜１４ａを通過することができず、結局この濃縮室１６内において
蓄積されることになる。またＮａ＋イオンは、陽イオン交換膜１４ｂを通過して電極室１
８ｂへと流入し、電極室１８ｂ内において蓄積される。
　濃縮室１６内には、脱塩室１７ａから移動してきたＺｎ２＋イオンと、脱塩室１７ｂか
ら移動してきたＯＨ－イオンが反応してＺｎ（ＯＨ）２が生成され、これが自発的に酸化
して酸化亜鉛（ＺｎＯ）が生成されることになる。実際には濃縮室１６内に生成された白
色沈殿をろ過によって回収し、これをエチルアルコールにより洗浄することにより、本発
明を適用した酸化亜鉛からなる蛍光体を抽出する。
【００５６】
　ちなみに、上述した電気透析において、脱塩室１７ａに供給されたＡｌＣｌ３溶液、Ｇ
ａＮＯ３溶液、ＩｎＣｌ３溶液、ＬｉＮＯ３溶液、ＮａＣｌ溶液から、Ａｌ３＋イオン、
Ｇａ２＋イオン、Ｉｎ＋イオン、Ｌｉ＋イオン、Ｎａ＋イオンがそれぞれ遊離し、陽イオ
ン交換膜１４ａを通過して濃縮室１６へ流入することになる。この濃縮室１６内において
酸化亜鉛が生成される過程において、Ａｌ３＋イオン、Ｇａ２＋イオン、Ｉｎ＋イオン、
Ｌｉ＋イオン、Ｎａ＋イオンが不純物として酸化亜鉛の内部にドーピングされることにな
る。
【００５７】
　その結果、粒径が１～５０ｎｍの微粒子の集合体として構成されている酸化亜鉛内に、
アルミニウム、ガリウム、インジウム、リチウム、ナトリウムのうち少なくとも１種以上
の添加物を添加することが可能となる。
【００５８】
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　なお、上述した実施の形態においては、陽極１１、陰極１２間に負荷すべき電圧を５Ｖ
とし、印加時間を３時間としているが、これに限定される趣旨ではない。
【００５９】
　このようなプロセスの下で生成された酸化亜鉛は、粒径が１～５０ｎｍの微粒子の集合
体として構成される。このとき、この生成された酸化亜鉛は、平均粒径が１～３０ｎｍで
構成されていることが好ましく、また平均粒径が１～１０ｎｍで構成されていると更に好
ましい。
【００６０】
　なお、上述した実施の形態においては、蛍光体を構成する微粒子を粒径、或いは平均粒
径で定義したが、これに限定されるものではなく、比表面積で定義するようにしてもよい
。表１は、本発明を適用した蛍光体の比表面積（ｍ２／ｇ）を測定した結果を示している
。本発明例１は、合成反応時に印加する電圧を５Ｖとしたものであり、本発明例２は、合
成反応時に印加する電圧を１０Vとしたものであり、本発明例３は、合成反応時に印加す
る電圧を１５Vとしたものである。

【表１】

【００６１】
　この比表面積は、単位重量当りの微粒子の表面積であり、この比表面積が大きくなるに
つれて粒径が小さくなり、また比表面積が小さくなるにつれて粒径が大きくなる。通常、
この比表面積が大きくなるにつれて表面欠陥が上昇し、エネルギーのロスが大きくなるた
め、発光効率が低下してしまうことになる。このため、本発明において酸化亜鉛を構成す
る微粒子は、上述した表１の結果に基づいて、比表面積が４０～１１０ｍ２／ｇであるこ
とを構成要件とするようにしてもよい。
【００６２】
　また、本発明を適用した蛍光体は、例えば図６に示すような発光装置２に応用してもよ
い。この発光装置２では、本発明を適用した蛍光体２１に対して３６０ｎｍ以下の波長か
らなる電磁波を照射することによって、その発光を励起する。蛍光体２１は、ガラス基板
２２上に形成され、そのガラス基板２２の背後に、波長３６０ｎｍ以下の紫外光を発光す
る紫外光源２３を設置している。紫外光源２３は、放電管、又は固体紫外線発光素子等が
用いられる。
【００６３】
　また、本発明を適用した蛍光体を含む蛍光塗料として用いるようにしてもよいし、本発
明を適用した蛍光体を含む発光素子用色変換部材として用いるようにしてもよい。更に、
本発明を適用した蛍光体を用いた無機ＥＬ素子として構成するようにしてもよい。
【００６４】
　また、本発明を適用した蛍光体を、エチレングリコールに分散させたセンサ体として構
成するようにしてもよい。蛍光体をエチレングリコール中に分散させることにより、紫外
線の吸収感度を向上させることができるため、紫外線の検出センサとしての有用性を発揮
させることも可能となるためである。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】酸化亜鉛粒子の集合体として構成される蛍光体の蛍光特性を示す図である。
【図２】従来における酸化亜鉛製の蛍光体の発光寿命、並びに本発明を適用した蛍光体の
発光寿命を示す図である。
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【図３】大きな微粒子内に不純物をドープした場合の蛍光スペクトルを示す図である。
【図４】横軸を光子エネルギー、縦軸を吸収係数αとした場合における本発明例と比較例
との関係を示す図である。
【図５】本発明を適用した蛍光体を製造するための電気透析装置を示す図である。
【図６】本発明を適用した蛍光体を発光装置に応用した例を示す図である。
【図７】Ｚｎの有機金属キレート錯体からなる粉末を焼成することにより得た酸化亜鉛の
電子線励起による発光ピークを示す図である。
【符号の説明】
【００６６】
１　電気透析装置
２　発光装置
１１　陽極
１２　陰極
１４　陽イオン交換膜
１５　陰イオン交換膜
１６　濃縮室
１７　脱塩室
１８　電極室
２１　蛍光体
２２　ガラス基板
２３　紫外光源
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