
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂シートに無機蛍光体を含有させた色変換シートであって、
　前記樹脂シートの一方の主面は、前記無機蛍光体が樹脂で被覆されており、前記樹脂シ
ートの他方の主面は、前記無機蛍光体の一部が突出されており、その他方の主面が前記無
機蛍光体を励起する光の入射面であることを特徴とする色変換シート。
【請求項２】
　前記樹脂シートは、ポリアリレートあるいはポリカーボネートを材料とする請求項１に
記載の色変換シート。
【請求項３】
　前記無機蛍光体は、イットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体である請求項１
または２に記載の色変換シート。
【請求項４】
　前記請求項１から３のいずれか一項に記載の色変換シートと、発光素子と、を備えてお
り、前記発光素子からの光が前記色変換シートに直接照射されることを特徴とする発光装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はディスプレイー、ＯＡ機器などの面状光源に最適な白色光を発光する色変換シー
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トなどに係わり、特に耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性及び耐コンタミ性（不純物混入防止）
に優れた可視光変換シート及びそれを用いた発光装置に関する。
【０００２】
【従来技術】
省エネルギーや環境に優しい商品が叫ばれる今日、各種光源やバックライトなどに水銀を
使用する冷陰極管に代わり得る光源として、或いは電球などに較べ寿命が長く、かつ消費
電力の少ない光源として発光ダイオードが利用されつつある。
【０００３】
このような発光ダイオードは本質的に半導体のバンドギャップに基づいて単色性ピーク波
長を発光する。したがって、発光ダイオードはそれ一つでは白色光など混色光を発光する
ことができない。一方、各種光源などには視認性の向上などの観点から白色系の発光が一
般に求められている。
【０００４】
本発明者らはこれらの問題を解決するために、比較的短波長の青色光が発光可能なＬＥＤ
チップとＬＥＤチップからの発光により励起され黄色光などが発光可能な蛍光物質との混
色発光により白色系など任意の発光色を得ることができる発光装置を開発した。このよう
な発光装置として特開平５－１５２６０９号、特開平７－１７６７９４号や特開平８－７
６１４号などが挙げられる。
【０００５】
具体的な発光装置として図４に示す。図４は、透明な導光板４０２端面の少なくとも１箇
所に青色発光ダイオード４０１が光学的に接続されている。導光板４０２の主面のいずれ
か一方に白色粉末が塗布された散乱層４０３を有し、散乱層４０３と反対側の導光板の主
面側には透明なシート４０６が設けられている。シート４０６の表面あるいは内部に青色
発光ダイオードの発光により励起されて蛍光を発する蛍光物質４０５が具備された構造な
どである。
【０００６】
青色発光ダイオード４０１の発光により励起されて蛍光を発する蛍光物質４０５をシート
の表面に印刷あるいは内部に具備することにより、ＬＥＤチップからの青色光と蛍光物質
４０５からの発光との混色により白色光などが観測される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、車載用など様々な用途に利用され、耐熱性、耐候性、耐振動性や、より高
輝度発光など種々の特性が要求される現在においては上記構成の色変換シートでは十分で
なく更なる特性の向上が求められている。
【０００８】
ベースとなるシートに対する印刷インキの接着力、高濃度に蛍光物質を添加した場合の膜
強度、耐衝撃性或いは加工時の不純物減少や硬化後の耐熱性等を向上させることが求めら
れる。製造工程の簡略化の観点からは反り防止が求められている。
【０００９】
色変換シートはＬＥＤチップなどからの光が照射されるばかりでなく外光も照射される場
合がある。特に、薄膜である色変換シートに強い光が照射されると蛍光体により、より薄
くなった樹脂に蛍光体による発光や蛍光体により反射された外光が高密度に当たる。その
ため、蛍光体が含有された樹脂シートは特に耐光性が求められる。また、蛍光体を樹脂中
に含有させる場合は樹脂との相溶性不要による諸物性の低下、着色などによる実用上の問
題を解決する必要がある。
【００１０】
耐光性などに優れ青色光の吸収により黄色系が発光可能な蛍光体としてセリウムで付活さ
れたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体（以下、ＹＡＧ蛍光体とも呼ぶ。
）が挙げられる。この無機蛍光体は、ガーネット構造を持ち硬度が高く摩耗性のある粉体
である。そのため高濃度にこの蛍光体を合成樹脂に練り込むことは、加工機からの摩耗汚
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染による機能の低下が考えられる。加工機からの摩耗汚染は光学用の部品として利用する
場合、蛍光体の変換効率低下のみならず極めて大きな問題となる。本発明は上述の要求さ
れる諸特性を満たす優れた色変換シート及びそれを利用した発光装置を提供することにあ
る。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の色変換シートは、樹脂シートに無機蛍光体を含有させた色変換シートであって
、上記樹脂シートの一方の主面は、上記無機蛍光体が樹脂で被覆されており、上記樹脂シ
ートの他方の主面は、上記無機蛍光体の一部が突出されており、その他方の主面が上記無
機蛍光体を励起する光の入射面であることを特徴とする。
【００１２】
　上記樹脂シートは、ポリアリレートあるいはポリカーボネートを材料とすることが好ま
しい。
【００１３】
　上記無機蛍光体は、イットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体であることが好
ましい。
【００１４】
　本発明の発光装置は、上記色変換シートと、発光素子と、を備えており、上記発光素子
からの光が上記色変換シートに直接照射されることを特徴とする。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明者らは種々実験の結果、特定の蛍光体及び特定の樹脂を選択することにより高濃度
に蛍光物質を添加した場合においても強度が強く耐衝撃性あり、加工時の不純物（コンタ
ミ）減少や硬化後の耐熱性等を向上させつつ耐光性に優れた色変換シートとしうることを
見出し本発明を成すにいった。
【００１６】
以上の観点から本発明者らは種々の基材中に無機蛍光体であるＹＡＧ蛍光体を混入して実
験を行った結果、数ある樹脂の中からＹＡＧ蛍光体を含有させたときの樹脂劣化、混練及
び押し出し時の熱劣化、可視光の透過性及びシート化（成形性）に最も優れた樹脂として
熱可塑性樹脂を見出したものである。以下本発明の各構成について詳述する。
【００１７】
（無機蛍光体１０３）
本発明に用いられるセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍
光体１０３は特に広義に解釈するものとし、イットリウムの一部或いは全部をＬｕ、Ｓｃ
、Ｌａ、Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれる少なくとも１つの元素に置換し、或いはア
ルミニウムの一部或いは全体をＧａとＩｎの何れか又は両方で置換する蛍光体を含む広い
意味に使用する。
【００１８】
更に好ましくは、（Ｒｅ 1 - XＳｍ X） 3（Ａｌ YＧａ 1 - Y） 5Ｏ 1 2：Ｃｅ（ただし、０≦Ｘ＜１
、０≦Ｙ≦１、ＲｅはＹ、Ｇｄから選択される少なくとも１種）である。
【００１９】
蛍光体と樹脂との比率を種々調整すること及び発光素子などの発光波長を選択することに
より白色を含め電球色など任意の色調を提供させることができる。
【００２０】
本発明に用いられるセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍
光体は、ガーネット構造のため、熱、光及び水分に強く、励起スペクトルのピークが４５
０ｎｍ付近にさせることができる。また、発光ピークも５３０ｎｍ付近にあり７００ｎｍ
まで裾を引くブロードな発光スペクトルを持つ。しかも、組成のＡｌの一部をＧａで置換
することで発光波長が短波長にシフトし、また組成のＹの一部をＧｄで置換することで、
発光波長が長波長へシフトする。
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【００２１】
ＡｌをＧａに置換させる場合、発光効率と発光波長を考慮してＡｌ：Ｇａ＝６：４から１
：１の間の比率に設定することが好ましい。同様に、Ｙの一部をＧｄで置換することはＹ
：Ｇｄ＝９：１から１：９の範囲の比率に設定することが好ましく、４：１から２：３の
範囲に設定することがより好ましい。Ｇｄへの置換が２割未満では、発光波長における緑
色成分が多く赤色成分が少なくなる。
【００２２】
また、Ｇｄへの置換が６割以上では、赤色成分が増えるものの輝度が急激に低下する傾向
にある。特に、発光素子として窒化物半導体を利用した場合は、発光素子の波長によるが
セリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体の組成の内、Ｙ
：Ｇｄ＝４：１から２：３の範囲とすることにより１種類の蛍光体を用いて黒体放射軌跡
におおよそ沿って白色光が発光可能な発光装置とすることができる。
【００２３】
このように組成を変化させることで発光色を連続的に調節することが可能である。したが
って、長波長側の強度がＧｄの組成比で連続的に変えられるなど窒化物半導体の発光素子
から放出される青色系発光を白色系発光に変換するための理想条件を備えている。また、
蛍光体をＹやＡｌの置換量が異なる２種類以上のセリウムで付活されたイットリウム・ア
ルミニウム・ガーネット系蛍光体を混合して用いることもできる。これらを利用した発光
装置上に、カラーフィルターを用いることによりフルカラー液晶表示装置用のバックライ
ト光源などとしても利用できる。
【００２４】
このようなＹＡＧ蛍光体は、高純度に生成されたＹ 2Ｏ 3、Ａｌ 2Ｏ 3、Ｇｄ 2Ｏ 3、Ｃｅ 2Ｏ 3

及びフラックスなどをアルミナボールで混合粉砕を行い１３５０から１６００℃の電気炉
中で焼成することでセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍
光体の焼成品を得ることができる。アルミナボールで湿式分散を行いセリウムで付活され
たイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体を得る。この無機蛍光体の励起スペ
クトル及び発光スペクトル例を図３に示す。
【００２５】
（樹脂シート１０４）
本発明における樹脂シート１０４とは無機蛍光体１０３を内部に含有させるシート状の樹
脂であり、内部に無機蛍光体１０３を均質に分散させられるものである。具体的には、熱
可塑性樹脂であるポリアリレート樹脂、ＰＥＴ変性ポリアリレート樹脂、ポリカーボネー
ト樹脂（ＰＣ）、環状オレフィン、ポリエチレンテレフタレート樹脂（ＰＥＴ）、ポリメ
チルメタアクリレート樹脂（ＰＭＭＡ）、ポリプロピレン樹脂（ＰＰ）、変性アクリル (
サンジュレー  鐘淵化学 )、ポリスチレン樹脂（ＰＥ）及びアクリルニトリル・スチレン共
重合体樹脂（ＡＳ）等が挙げられる。
【００２６】
ＹＡＧ蛍光体を含んだシート状に形成した場合における発光効率、耐熱性、耐衝撃性や相
溶性及び製造のし易さ等を考慮すると、ポリアリレート樹脂、ポリカーボネート樹脂（Ｐ
Ｃ）、環状オレフィン、ポリエチレンテレフタレート樹脂（ＰＥＴ）、ポリプロピレン樹
脂（ＰＰ）が挙げられる。特に、ポリアリレート樹脂、ＰＥＴ変性ポリアリレート樹脂、
ポリカーボネート樹脂（ＰＣ）が総合的に優れている。表１にこれらの結果を相対的に示
す。
【００２７】
このような樹脂中に含有される無機蛍光体の量としては、色変換シートを通して視認させ
る色によって種々選択させることができるが樹脂シート中の分散性、透過率等を考慮して
樹脂シート中に５重量％以上５０重量％以下で蛍光体を含有させることが望ましい。
【００２８】
また、図１の如く、色変換シート１００の一方の主面１０１が樹脂シート１０４により無
機蛍光体１０３が保護された凹凸を有すると共に他方の主面１０２が無機蛍光体１０３の
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一部が露出した凹凸を有する形状とすることで散乱光の利用により効率よく外来光を変換
することができる。このようなシート形状とさせるためには、Ｔダイ押出法にて比較的簡
単に形成させることができる。特に、上記構成の色変換シートさせるためには、一方のみ
凹凸を付けた金属ローラとさせ他方をシリコーン膜が表面に形成されたローラにより構成
させたＴダイを用いることにより構成できる。このようなＴダイにより形成させることに
より、より均一な薄膜を量産性よく形成させることもできる。
【００２９】
（発光素子２０５）
色変換シート２００に照射される光は効率よく蛍光体を励起させ混色により白色系が発光
可能な青色系が好ましい。このような光源として効率よく特定のピーク波長が発光可能な
光源としてＬＥＤやＬＤ等の半導体発光素子が挙げられる。特に、セリウムで付活された
イットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体を効率良く励起できる半導体発光素子
の材料としては窒化物半導体が挙げられる。
【００３０】
発光素子であるＬＥＤチップは、ＭＯＣＶＤ法等により基板上にＩｎＧａＮ等の半導体を
発光層として形成させる。半導体の構造としては、ＭＩＳ接合、ＰＩＮ接合やｐｎ接合な
どを有するホモ構造、ヘテロ構造あるいはダブルへテロ構成のものが挙げられる。半導体
層の材料やその混晶度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
もできる。
【００３１】
窒化物半導体を使用した場合、半導体基板にはサファイヤ、スピネル、ＳｉＣ、Ｓｉ、Ｚ
ｎＯやＧａＮ単結晶等の材料が用いられる。結晶性の良い窒化物半導体を量産性よく形成
させるためにはサファイヤを用いることが好ましい。このサファイヤ基板上にＧａＮ、Ａ
ｌＮ等のバッファー層を形成しその上にｐｎ接合を有する窒化物半導体を形成させる。窒
化物半導体は、不純物をドープしない状態でｎ型導電性を示す。発光効率を向上させるな
ど所望のｎ型窒化ガリウム半導体を形成させる場合は、ｎ型ドーパントとしてＳｉ、Ｇｅ
、Ｓｅ、Ｔｅ、Ｃ等を適宜導入することが好ましい。
【００３２】
一方、ｐ型窒化ガリウム半導体を形成させる場合は、ｐ型ドーパントであるＺｎ、Ｍｇ、
Ｂｅ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ等をドープさせる。窒化ガリウム系化合物半導体は、ｐ型ドーパ
ントをドープしただけでは低抵抗なｐ型となりにくいためｐ型ドーパント導入後に、炉に
よる加熱、低速電子線照射やプラズマ照射等によりｐ型化させることが好ましい。エッチ
ングなどによりｐ型半導体及びｎ型半導体の露出面を形成させた後、半導体層上にスパッ
タリング法や真空蒸着法などを用いて所望の形状の各電極を形成させる。このような半導
体ウエハーを分離させることによりＬＥＤチップを得ることができる。
【００３３】
本発明の色変換シート２００を用いて白色系を発光させる場合は、ＹＡＧ蛍光体２０３と
の補色関係や樹脂劣化等を考慮して発光素子２０５の発光波長は４００ｎｍ以上５３０ｎ
ｍ以下が好ましく、４２０ｎｍ以上４９０ｎｍ以下がより好ましい。窒化物半導体よりな
る発光素子とセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体と
の効率をそれぞれより向上させるためには、４５０ｎｍ以上４７５ｎｍ以下がさらに好ま
しい。
【００３４】
（紫外線吸収剤）
耐光性の改良として無機蛍光体を励起させる励起波長及び無機蛍光体から放出される蛍光
の吸収が少なく、かつ樹脂シート１０４の劣化を引き起こす光酸化劣化を防止する光安定
剤を添加させることが望ましい。光安定化剤として連鎖開始阻害剤や紫外線吸収剤が挙げ
られる。特に、紫外線を吸収する紫外線吸収剤（ＵＶ吸収剤）の使用により使用樹脂の拡
大が図られ用途の展開が図られる。紫外線に比較的弱い熱可塑性樹脂としてポリプロピレ
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ン樹脂、ポリカーボネート樹脂においての効果が大きい傾向にある。
【００３５】
紫外線吸収剤としては、ベンゾトリアゾール系、トリアジン系、蓚酸アニリド系、ベンゾ
フェノン系が挙げられる。具体的には、２－［２－ヒドロキシ－３，５－ビス（α ,αジ
メチルベンジル）フェニル］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、２－（５－メチル－２ヒドロ
キシフェニル）ベンゾトリアゾールや２－（３－ｔ－ブチル－５－メチル－２－ヒドロキ
シフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾールから選択される少なくとも１種が好適に挙
げられる。
【００３６】
特に２－［２－ヒドロキシ－３，５－ビス（α ,αジメチルベンジル）フェニル］－２Ｈ
－ベンゾトリアゾールは、外部からの励起光及び内部に配置されている蛍光体から放出さ
れる蛍光の何れにも透過性がよく色変換シートの発光効率を低下させることなく色変換シ
ートを構成する樹脂劣化を好適に防止することができる。なお、紫外線吸収剤の効果（発
光効率）を表２に示してある。
【００３７】
（発光装置２１０）
本発明の発光装置例を図２（Ａ）、（Ｂ）に示す。発光装置２１０は窒化物半導体よりな
る発光素子２０５を有する発光ダイオードを発光ダイオードからの発光を周りが効率よく
反射する反射板で覆われた凹部２０６内に配置させる。反射板で覆われた発光ダイオード
と導光板２０７とを光学的に接続させる。導光板２０７には発光ダイオードからの発光波
長が入射する面及び放出する面を除いて反射層２０８を形成させてある。
【００３８】
導光板２０７の主面上にシート状に成形させたＹＡＧ蛍光体２０３が含有された熱可塑性
樹脂２０４を配置させ発光装置２１０が形成させる。発光装置２１０はＬＣＤのバックラ
イト光源として十分な明るさが得られる。液晶表示装置として利用する場合は、導光板２
０７の主面上に不示図の透光性導電性パターンが形成された硝子基板間に注入された液晶
装置を介して配された偏光板により構成させることができる。なお、発光素子２０５から
の発光波長を導光板２０７を介した後、色変換シート２００に照射してもよいし導光板２
０７を介さないで直接色変換シートに照射してもよい。以下、本発明の実施例について説
明するが、本発明は具体的実施例のみに限定されるものではないことは言うまでもない。
【００３９】
【実施例】
（実施例１）
Ｙ 2Ｏ 3を４８重量部、Ｇｄ 2Ｏ 3を２０重量部、Ａｌ 2Ｏ 3を４８重量部、Ｃｅ 2Ｏ 3を１重量
部及び及びＡｌＦ 3を０．５重量部をボールミルにより混合、粉砕を行う。これを十分に
混合して坩堝に入れ１５００℃の電気炉で１０時間焼成し、（Ｙ 0 . 6Ｇｄ 0 . 4） 3Ａｌ 5Ｏ 1 2

：Ｃｅ蛍光体を得た。この蛍光体をクラッシャーにより粗砕を行いビーズミルで粉砕する
。粉砕後、ＨＮＯ 3を５部、（Ｙ 0 . 6Ｇｄ 0 . 4） 3Ａｌ 5Ｏ 1 2：Ｃｅ蛍光体を１００部、脱イ
オン水２００部で１時間撹拌を行い十分な脱イオン水で洗浄後、脱水乾燥して蛍光体パウ
ダーを得た。
【００４０】
含有させる（Ｙ 0 . 6Ｇｄ 0 . 4） 3Ａｌ 5Ｏ 1 2：Ｃｅ蛍光体を蛍光体パウダーとして３０部、ベ
ースとなる樹脂シート材料としてポリアリレートを７０部の配合で混練し二軸押出機にて
混練造粒した。造粒されたカラードペレットはポリアリレート中に蛍光体が約３０％含有
されている。
【００４１】
次に不示図のＴダイ押出法にて上述のカラードペレットを用いて図１の如くＹＡＧ蛍光体
１０３が熱可塑性樹脂１０１に含有されシート膜厚１２０μｍの色変換シート１００を形
成させた。Ｔダイは一方のみ凹凸を付けた金属ローラとさせ他方をシリコーン膜が表面に
形成されたローラにより構成させてある。ローラ間からＹＡＧ蛍光体含有樹脂をシート状
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に引き出し、一方の面１０１のみ凹凸加工をさせた膜厚１２０μｍで均一な蛍光体含有樹
脂シートを形成させる。蛍光体含有樹脂シートを裁断機により切断することにより色変換
シートを形成させることができる。凹凸加工させた面１０１は無機蛍光体が樹脂１０４で
被覆されており、凹凸加工していない面１０２は蛍光体が突出してある。
【００４２】
色変換シート用の励起光源として青色（主発光ピーク４７０ｎｍ）のＬＥＤチップを利用
した。発光素子であるＬＥＤチップはＭＯＣＶＤ法により形成させておりサファイア基板
上にＧａＮよりなるバッファー層、ＧａＮよりなるｎ型アンドープ層、Ｓｉドープされた
ＧａＮよりなりｎ型電極が接するｎ型コンタクト層、ＧａＮよりなるｎ型アンドープ層、
量子効果が生ずる程度の厚さ３ｎｍでアンドープのＩｎＧａＮよりなる活性層、ＡｌＧａ
Ｎよりなるｐ型クラッド層、ＧａＮよりなりｐ型電極が接するｐ型コンタクト層が積層さ
れて構成してある。
【００４３】
ＬＥＤチップがモールドされた発光ダイオードを導光板２０７の端部に配置させる一方、
導光板２０７の主面に色変換シート２００を配置させた。色変換シート２００の凹凸加工
させた面１０１を発光観測面側に配置させ他方の面１０２を導光板２０７と接して配置さ
せた。ＬＥＤチップに電力を供給することにより色変換シート２００を介して白色光を得
ることができる。
【００４４】
（実施例２）
含有させる（Ｙ 0 . 6Ｇｄ 0 . 4） 3Ａｌ 5Ｏ 1 2：Ｃｅ蛍光体を蛍光体パウダーとして２０部、ベ
ースとなる樹脂シート材料としてポリアリレート樹脂８０部、紫外線吸収剤として２－［
２－ヒドロキシ－３，５－ビス（α ,αジメチルベンジル）フェニル］－２Ｈ－ベンゾト
リアゾール、２－（５－メチル－２ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾールを０．３部
とした以外は実施例１と同様にして色変換シートを形成させた。
【００４５】
（実施例３）
含有させる（Ｙ 0 . 6Ｇｄ 0 . 4） 3Ａｌ 5Ｏ 1 2：Ｃｅ蛍光体を蛍光体パウダーとして２０部、ベ
ースとなる樹脂シート材料としてポリカーボネート樹脂８０部、紫外線吸収剤として２－
［２－ヒドロキシ－３，５－ビス（α ,αジメチルベンジル）フェニル］－２Ｈ－ベンゾ
トリアゾール、２－（５－メチル－２ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾールを０．３
部とした以外は実施例１と同様にして色変換シートを形成させた。
【００４６】
（実施例４）
含有させる（Ｙ 0 . 6Ｇｄ 0 . 4） 3Ａｌ 5Ｏ 1 2：Ｃｅ蛍光体を蛍光体パウダーとして２０部、ベ
ースとなる樹脂シート材料としてポリプロピレン樹脂８０部、紫外線吸収剤として２－［
２－ヒドロキシ－３，５－ビス（α ,αジメチルベンジル）フェニル］－２Ｈ－ベンゾト
リアゾール、２－（５－メチル－２ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾールを０．３部
とした以外は実施例１と同様にして色変換シートを形成させた。
【００４７】
（実施例５）
含有させる（Ｙ 0 . 6Ｇｄ 0 . 4） 3Ａｌ 5Ｏ 1 2：Ｃｅ蛍光体を蛍光体パウダーとして２０部、ベ
ースとなる樹脂シート材料としてポリエチレンテレフタレート樹脂８０部とした以外は実
施例１と同様にして色変換シートを形成させた。
【００４８】
（実施例６）
含有させる（Ｙ 0 . 6Ｇｄ 0 . 4） 3Ａｌ 5Ｏ 1 2：Ｃｅ蛍光体を蛍光体パウダーとして２０部、ベ
ースとなる樹脂シート材料としてポリメチルメタアクリレート樹脂８０部とした以外は実
施例１と同様にして色変換シートを形成させた。
【００４９】
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（実施例７）
含有させる（Ｙ 0 . 6Ｇｄ 0 . 4） 3Ａｌ 5Ｏ 1 2：Ｃｅ蛍光体を蛍光体パウダーとして２０部、ベ
ースとなる樹脂シート材料としてアクリルニトリルブタジュンスチレン共重合体樹脂８０
部とした以外は実施例１と同様にして色変換シートを形成させた。
【００５０】
（比較例１）
実施例１と同様にして形成させてた蛍光体３０部をエポキシ樹脂７０部に混合させ蛍光体
塗料を形成させた。シート状のポリエチレンテレフタレート上にスクリーン印刷法を用い
て印刷、乾燥させて色変換シートを形成させた。
【００５１】
実施例１から７及び比較例１を実施例１の光源によって発光させたときの輝度（比較例１
を１００とした相対値で表示してある。）、９０℃３０分の耐熱性試験、７０℃３０分の
耐熱性試験、有機溶剤により溶融させたときの変質を調べた耐溶剤性及び色変換シートカ
ット時のゴミ発生を表３に示す。表３から本発明の色変換シートが優れていることがわか
る。
【００５２】
【発明の効果】
本発明の構成とすることにより、耐熱性、耐候性、耐振動性及び高輝度発光が可能な色変
換シート及び発光装置とすることができる。特に、本発明の色変換シートは高濃度に蛍光
物質を添加した場合の膜強度、耐衝撃性、耐光性、相溶性或いは加工時の不純物減少や硬
化後の耐熱性等を向上させることができ、製造工程の簡略化の観点からは反り防止が可能
である。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は本発明の色変換シートを示した模式的断面図である。
【図２】図２は本発明の発光装置を示し図２（Ａ）に発光装置の模式的斜視図を図２（Ｂ
）に図２（Ａ）のＸＸにおける模式的断面図を示す。
【図３】図３は本発明に用いられる無機蛍光体の励起スペクトルを図３（Ａ）に示し発光
スペクトルを図３（Ｂ）に示す。
【図４】図４は本発明と比較のために示す発光装置の模式的断面図を示す。
【符号の説明】
１００、２００・・・色変換シート
１０１・・・樹脂シートにより無機蛍光体が保護された凹凸を有する色変換シートの主面
１０２・・・無機蛍光体の一部が露出した凹凸を有する色変換シートの主面
１０３、２０３・・・セリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系
蛍光体
１０４、２０４・・・熱可塑性樹脂シート
２０５・・・発光素子
２０６・・・反射板で覆われた凹部
２０７・・・導光板
２０８・・・反射層
２１０・・・発光装置
４０１・・・青色発光ダイオード
４０２・・・導光板
４０３・・・散乱層
４０４・・・反射層
４０５・・・蛍光物質
４０６・・・透明なシート
【表１】
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以上よりポリアリレート、ポリカーボネート (PC)、環状オレフィン、ポリエチレンテレフ
タレート (PET)、ポリメチルメタアクリレート (PMMA)、ポリプロピレン (PP)、変性アクリ
ル  の順に色変換部材の基材として優れていることがわかる。
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
なお、各紫外線吸収剤の含有量を０．３部／樹脂１００部／ＹＡＧ蛍光体２０部としてポ
リカーボネート及びポリプロピレンにおける発光効率の結果を紫外線吸収剤を含有させな
い場合を１００として比較してある。
【表３】
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なお、９０℃の耐熱性試験では実施例５が実施例４よりも変色の割合が多かった。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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