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(57)【要約】
【課題】　硬化物に気泡を含むことが少なく、また蛍光
体を均一に分散することが可能な、蛍光体含有組成物の
製造方法の提供すること。
【解決手段】　（Ａ）フィラー、（Ｂ）蛍光体、及び（
Ｃ）液状媒体を含有する蛍光体含有組成物の製造方法で
あって、（Ａ）フィラー、（Ｂ）蛍光体、及び（Ｃ）液
状媒体を、円筒状の内側面がなめらかな曲面で底面につ
ながった形状を有する容器中で混合撹拌する。
【選択図】図４８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）フィラー、（Ｂ）蛍光体、及び（Ｃ）液状媒体を含有する蛍光体含有組成物の製
造方法であって、
　（Ａ）フィラー、（Ｂ）蛍光体、及び（Ｃ）液状媒体を、円筒状の内側面がなめらかな
曲面で底面につながった形状を有する容器中で混合撹拌する
ことを特徴とする、蛍光体含有組成物の製造方法。
【請求項２】
　前記混合攪拌を、底面の中心部が、円筒状の内側面に対して同心状になめらかに隆起し
た形状に形成されている容器中で行なう
ことを特徴とする、請求項１記載の蛍光体含有組成物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蛍光体含有組成物の製造方法に関する。より詳しくは、蛍光体が凝集するこ
となく、また硬化させた硬化物中に、気泡が混入すること等が少ない蛍光体含有組成物を
製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体発光装置は、通常、半導体発光素子（以下、適宜「ＬＥＤ」ともいう。）上に蛍
光体及び液状媒体を含有する蛍光体含有組成物を塗布・乾燥し、これを硬化することによ
りＬＥＤを封止して製造される。また、ＬＥＤ上に蛍光体を含有しない液状媒体を塗布・
乾燥・硬化し、さらに蛍光体及び液状媒体を含有する蛍光体含有組成物を塗布・乾燥した
多層構造によりＬＥＤを封止する場合もある。いずれの場合にも、蛍光体を蛍光体含有組
成物中に均一に分散させる目的、または蛍光体含有組成物の硬化物における散乱効果や上
記硬化物に対する導電性を付与する目的等により、蛍光体とともにフィラーを蛍光体含有
組成物に含有させることがある。なお、蛍光体含有組成物が溶剤を含有しない場合には、
乾燥工程は省略される。このような、蛍光体含有組成物については、蛍光体や液状媒体の
物性、性質などを考慮した種々の組成が開示されている（特許文献１～４参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－７７２３４号公報
【特許文献２】特開２００６－２９４８２１号公報
【特許文献３】特開２００２－３３８８３３号公報
【特許文献４】国際公開２００６／０９０８０４号パンフレット
【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、上記蛍光体含有組成物を用いて封止材等を作製した場合、蛍光体含有組
成物の硬化物中に気泡が留まり、光の屈折や散乱が生じたり、硬化物の密着性が低くなっ
たり、また熱によって気泡が膨張し、クラックが生じる場合があった。
　そこで、硬化物に気泡を含むことが少なく、また蛍光体を均一に分散することが可能な
、蛍光体含有組成物の製造方法の提供が望まれていた。
【０００５】
　本願発明は、上記課題を鑑みて創案されたもので、硬化物に気泡を含むことが少なく、
また蛍光体を均一に分散することが可能な、蛍光体含有組成物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】
【０００６】
　本発明者らが、上記の目的を満足し得る蛍光体含有組成物の製造方法について鋭意研究
したところ、蛍光体含有組成物の硬化物の気泡は、蛍光体含有組成物の各材料が含有する
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ガスや水分、材料の混合操作によって巻き込まれる気泡等が原因になることを見いだした
。
【０００７】
　これらのことから、蛍光体含有組成物の各材料が含有するガスや水分を該材料から分離
し、さらに材料の混合操作によって巻き込まれる気泡を低減させることによって、硬化物
に気泡を含むことが少なく、また蛍光体を均一に分散することが可能な、蛍光体含有組成
物の製造方法を提供できることを見いだし、本発明を完成させた。
【０００８】
　すなわち、本発明の要旨は、（Ａ）フィラー、（Ｂ）蛍光体、及び（Ｃ）液状媒体を含
有する蛍光体含有組成物の製造方法であって、（Ａ）フィラー、（Ｂ）蛍光体、及び（Ｃ
）液状媒体を、円筒状の内側面がなめらかな曲面で底面につながった形状を有する容器中
で混合撹拌することを特徴とする、蛍光体含有組成物の製造方法に関する（請求項１）。
【０００９】
　また、前記混合攪拌を、底面の中心部が、円筒状の内側面に対して同心状になめらかに
隆起した形状に形成されている容器中で行なうことが好ましい（請求項２）。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、蛍光体含有組成物の各材料が含有するガスを該材料から分離し、さら
に材料の混合操作によって巻き込まれる気泡を低減させることによって、硬化物に気泡を
含むことが少なく、また蛍光体を均一に分散することが可能な、蛍光体含有組成物の製造
方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明をそれぞれ詳細に説明するが、本発明は以下の説明に限定されるものでは
なく、その要旨の範囲内において種々に変更して実施することができる。
【００１２】
　本発明は、（Ａ）フィラー、（Ｂ）蛍光体、及び（Ｃ）液状媒体を含有する蛍光体含有
組成物の製造方法であって、（Ａ）フィラー、（Ｂ）蛍光体、及び（Ｃ）液状媒体を、円
筒状の内側面がなめらかな曲面で底面につながった形状を有する容器中で混合撹拌するこ
とを特徴とする、蛍光体含有組成物の製造方法に関する。
　以下の記載では、まず、本発明の蛍光体含有組成物の製造方法に使用される材料につい
て順に説明し、その上で上記各工程を中心に蛍光体含有組成物の製造方法について説明す
る。
【００１３】
［１．材料］　
＜１－１．（Ａ）フィラー＞　
　本発明の製造方法により製造される蛍光体含有組成物（以下、「本発明に係る蛍光体含
有組成物」ということがある。）は、（Ａ）フィラーを含有する。本発明にいう（Ａ）フ
ィラーとは、チキソ材や光拡散材、屈折率調整材、骨材、線膨張係数制御材、応力緩和材
、熱伝導材、導電材などの、蛍光体含有組成物への機能性付与のために混合される微粒子
のことである。
　（Ａ）フィラーは、本発明の効果を著しく損なわない限り、任意の微粒子を用いること
ができ、例えば、無機フィラー（以下、「無機粒子」ということもある）でもよい。また
、有機ケイ素化合物フィラーなどのように、有機・無機ハイブリッド成分からなるもので
も良い。さらに、（Ａ）フィラーの分散性や濡れ性の他、目的の機能性発現を改善するた
めに任意の表面処理を行ったものでも良い。（Ａ）フィラーは、１種のみを用いてもよく
、２種以上を任意の組み合わせ及び比率で併用してもよい。
【００１４】
　上述したものの中でも、（Ａ）フィラーとしては無機粒子が好ましい。
　無機粒子の種類としては、例えば、シリカ、チタン酸バリウム、酸化チタン、酸化ジル
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コニウム、酸化ニオブ、酸化アルミニウム、酸化セリウム、酸化イットリウムなどの無機
酸化物粒子やダイヤモンド粒子等が挙げられるが、目的に応じて他の物質を選択すること
もでき、これらに限定されるものではない。なお、無機粒子は、１種のみを用いてもよく
、２種以上を任意の組み合わせ及び比率で併用してもよい。
【００１５】
　無機粒子の形態は粉体状、スラリー状等、目的に応じいかなる形態でもよいが、透明性
を保つ必要がある場合は、本発明の蛍光体含有組成物と屈折率を同等としたり、水系・溶
媒系の透明ゾルとして蛍光体含有組成物に加えたりすることが好ましい。
【００１６】
（無機粒子の効果）　
　（Ａ）フィラーとして無機粒子を含有した本発明に係る蛍光体含有組成物は、半導体発
光デバイス用部材を形成する半導体発光デバイス用部材形成液として使用することができ
る。該部材を用いた半導体発光装置は、光学的特性や作業性を向上し、また、以下の〔１
〕～〔５〕の何れかの効果を得るこができる。
【００１７】
　〔１〕半導体発光デバイス用部材に光散乱物質として無機粒子を混入し、半導体発光装
置の光を散乱させることにより、蛍光体に当たる半導体発光素子の光量を増加させ、波長
変換効率を向上させると共に、半導体発光装置から外部に放出される光の指向角を広げる
ことができる。
　〔２〕半導体発光デバイス用部材に結合剤として無機粒子を配合することにより、クラ
ックの発生を防止することができる。
　〔３〕半導体発光デバイス用部材形成液に、粘度調整剤として無機粒子を配合すること
により、当該形成液の粘度を高くすることができる。
　〔４〕半導体発光デバイス用部材に無機粒子を配合することにより、その収縮を低減す
ることができる。
　〔５〕半導体発光デバイス用部材に無機粒子を配合することにより、その屈折率を調整
して、光取り出し効率を向上させることができる。
【００１８】
　半導体発光デバイス用部材形成液における無機粒子の混合割合は、無機粒子の目的に応
じて調整すればよい。この場合、混合する無機粒子の種類及び量によって得られる効果が
異なる。
【００１９】
　例えば、無機粒子が粒径約１０ｎｍ～１００ｎｍの超微粒子状シリカ（日本アエロジル
株式会社製、商品名：ＡＥＲＯＳＩＬ＃２００やＡＥＲＯＳＩＬ＃ＲＸ２００）などの場
合、半導体発光デバイス用部材形成液のチクソトロピック性が増大するため、上記〔３〕
の効果が大きい。
【００２０】
　また、無機粒子が粒径約数μｍの破砕シリカ若しくは真球状シリカの場合、チクソトロ
ピック性の増加はほとんど無く、半導体発光デバイス用部材の骨材としての働きが中心と
なるので、上記〔２〕及び〔４〕の効果が大きい。
【００２１】
　また、半導体発光デバイス用部材とは屈折率が異なる粒径約０．１μｍ～１０μｍの無
機粒子を用いると、半導体発光デバイス用部材と無機粒子との界面における光散乱が大き
くなるので、上記〔１〕の効果が大きい。
【００２２】
　また、半導体発光デバイス用部材より屈折率の大きな粒径１ｎｍ～１０ｎｍ、具体的に
は発光波長以下の粒径をもつ無機粒子を用いると、半導体発光デバイス用部材の透明性を
保ったまま屈折率を向上させることができるので、上記〔５〕の効果が大きい。
【００２３】
　従って、混合する無機粒子の種類は目的に応じて選択すればよい。また、その種類は単
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一でもよく、複数種を組み合わせてもよい。また、分散性を改善するためにシランカップ
リング剤などの表面処理剤で表面処理されていてもよい。
【００２４】
（（Ａ）フィラーの形状）　
　（Ａ）フィラー（一次粒子）の中央粒径Ｄ５０は、本発明の効果を著しく損なわない限
り制限はないが、通常後述する（Ｂ）蛍光体の中央粒径Ｄ５０の１／１０以下程度である
。具体的には、目的に応じて適宜選択すればよい。例えば、（Ａ）フィラーを光散乱材と
して用いる場合、その中央粒径は０．１μｍ以上１０μｍ以下が好適である。また、例え
ば、（Ａ）フィラーを骨材として用いるのであれば、その中央粒径は１ｎｍ以上１０μｍ
以下が好適である。また、例えば、（Ａ）フィラーを増粘剤（チキソ剤）として用いるの
であれば、その中央粒径は１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下が好適である。また、例えば、（
Ａ）フィラーを屈折率調整剤として用いるのであれば、その中央粒径は１ｎｍ以上１０ｎ
ｍ以下が好適である。
【００２５】
　（Ａ）フィラーの粒度分布（ＱＤ）は、蛍光体含有組成物中での（Ａ）フィラーの分散
状態をそろえるために小さい方が好ましいが、小さくするためには分級収率が下がってコ
ストがかかる傾向にあるため、通常０．０３以上、好ましくは０．０５以上、さらに好ま
しくは０．０７以上、また、通常０．４以下、好ましくは０．３以下、さらに好ましくは
０．２以下である。
【００２６】
　本発明において、中央粒径（Ｄ５０）、粒度分布（ＱＤ）は、重量基準粒度分布曲線か
ら得ることが出来る。前記重量基準粒度分布曲線は、レーザ回折・散乱法により粒度分布
を測定し得られるもので、具体的には、例えば以下のように測定することが出来る。
　気温２５℃、湿度７０％の環境下において、エチレングリコールなどの溶媒に（Ａ）フ
ィラーを分散させる。上記分散液をレーザ回折式粒度分布測定装置（堀場製作所　ＬＡ－
３００）により、粒径範囲０．１μｍ～６００μｍにて測定し、重量基準粒度分布曲線を
作成する。得られる重量基準粒度分布曲線において積算値が５０％のときの粒径値を中央
粒径Ｄ５０と表記する。また、積算値が２５％及び７５％の時の粒径値をそれぞれＤ２５

及びＤ７５と表記し、ＱＤ＝（Ｄ７５－Ｄ２５）／（Ｄ７５＋Ｄ２５）と定義する。ＱＤ
が小さいことは粒度分布が狭いことを意味する。
【００２７】
　（Ａ）フィラーの形状は、本発明の効果を著しく損なわない限り制限はなく、任意の形
状をとることができる。例えば骨材や熱伝導材などとして（Ａ）フィラーを高密度で充填
する場合には（Ａ）フィラーの形状は真球に近い方が好ましい。具体的には、粒子投影像
のアスペクト比（最小長／最大長）が、通常０．７５以上、好ましくは０．８以上、さら
に好ましくは０．８５以上である。また、通常１．０以下、好ましくは０．９８以下、さ
らに好ましくは０．９５以下である。一方（Ａ）フィラーのアスペクト比を高くすること
により硬化物の引張り強度を上げることも出来る。この場合には上記アスペクト比が通常
０．１以上、好ましくは０．２以上、さらに好ましく０．２５以上、また、通常０．７５
以下、好ましくは０．７以下、さらに好ましくは０．５以下である。チキソ材としてヒュ
ームドシリカなどを含有させる場合には、数ｎｍの一次粒子が集まり凝集した不定形の凝
集粒子状となり分散するが、凝集粒子の最大径が通常１μｍ以下、好ましくは５００μｍ
以下、さらに好ましくは１００μｍ以下であることが透明性・均一性の維持及び適度なチ
キソ性発現のため好ましい。（Ａ）フィラーが高屈折を付与する無機酸化物などのナノ粒
子である場合には、高屈折率無機酸化物の単結晶であることがより高屈折化のために好ま
しく、中でも立方体状、直方体状、板状であることが好ましい。
【００２８】
（（Ａ）フィラーの含有率）　
　本発明の蛍光体含有組成物における無機粒子の含有率は、本発明の効果を著しく損なわ
ない限り任意であるが、その適用形態により自由に選定できる。例えば、（Ａ）フィラー
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を光散乱剤として用いる場合は、その含有率は０．０１重量％以上１０重量％以下が好適
である。また、例えば、（Ａ）フィラーを骨材として用いる場合は、その含有率は１重量
％以上５０重量％以下が好適である。また、例えば、（Ａ）フィラーを増粘剤（チキソ剤
）として用いる場合は、その含有率は０．１重量％以上２０重量％以下が好適である。ま
た、例えば、（Ａ）フィラーを屈折率調整剤として用いる場合は、その含有率は１０重量
％以上８０重量％以下が好適である。（Ａ）フィラーの量が少なすぎると所望の効果が得
られなくなる可能性があり、多すぎると硬化物の密着性、透明性、硬度等の諸特性が低下
する可能性がある。
【００２９】
　また、本発明の蛍光体含有組成物を半導体発光デバイス用部材形成液として用いる場合
、（Ａ）フィラーの含有率は、半導体発光デバイス用部材における（Ａ）フィラーの含有
率が前記範囲に収まるように設定すればよい。したがって、半導体発光デバイス用部材形
成液が乾燥工程において重量変化しない場合は半導体発光デバイス用部材形成液における
（Ａ）フィラーの含有率は半導体発光デバイス用部材における（Ａ）フィラーの含有率と
同様になる。また、半導体発光デバイス用部材形成液が溶媒等を含有している場合など、
半導体発光デバイス用部材形成液が乾燥工程において重量変化する場合は、その溶媒等を
除いた半導体発光デバイス用部材形成液における（Ａ）フィラーの含有率が半導体発光デ
バイス用部材における（Ａ）フィラーの含有率と同様になるようにすればよい。
【００３０】
（その他）
　本発明の蛍光体含有組成物は、熱伝導フィラーを併用し、蛍光体や発光素子からの発熱
を効率よく外部に放散させてより高輝度の発光装置を提供できる高放熱波長変換層材料と
して用いることもできる。
【００３１】
＜１－２．（Ｂ）蛍光体＞　
　次に、本発明に用いる蛍光体の種類及び物性について、それぞれ説明する。
＜１－２－１．蛍光体の種類＞　
　本発明に用いる蛍光体は特に限定されるものではなく、例えば一般的に公知の無機蛍光
体や有機蛍光体を用いることができ、これらを１種または２種以上を任意の比率及び組み
合わせで用いることができる。以下、蛍光体の具体例を例示するが、例示の一般式におい
ては、構造の一部のみが異なる蛍光体を、適宜省略して示している。例えば、「Ｙ２Ｓｉ
Ｏ５：Ｃｅ３＋」、「Ｙ２ＳｉＯ５：Ｔｂ３＋」及び「Ｙ２ＳｉＯ５：Ｃｅ３＋，Ｔｂ３

＋」を「Ｙ２ＳｉＯ５：Ｃｅ３＋，Ｔｂ３＋」と、「Ｌａ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ」、「Ｙ２Ｏ２

Ｓ：Ｅｕ」及び「(Ｌａ，Ｙ)２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ」を「(Ｌａ，Ｙ)２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ」とまとめ
て示している。省略箇所はカンマ(，)で区切って示す。
【００３２】
　本発明に用いることが好ましい蛍光体としては、例えば母体結晶としてＭ３ＳｉＯ５、
ＭＳ、ＭＧａ２Ｓ４、ＭＡｌＳｉＮ３、Ｍ２Ｓｉ５Ｎ８、ＭＳｉ２Ｎ２Ｏ２からなる群（
ただし、Ｍは、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａからなる群から選ばれる１種、または２種以上を表す）
の少なくとも一つを含有し、かつ付活剤としてＣｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｂｉ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎ
ｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂの少なくとも一つを含有する蛍光
体が挙げられる。
【００３３】
　上記蛍光体の具体例としては、たとえば、Ｂａ３ＳｉＯ５：Ｅｕ、（Ｓｒ１－ａＢａａ

）３ＳｉＯ５：Ｅｕ、Ｓｒ３ＳｉＯ５：Ｅｕ、ＣａＳ：Ｅｕ、ＳｒＳ：Ｅｕ、ＢａＳ：Ｅ
ｕ、ＣａＳ：Ｃｅ、ＳｒＳ：Ｃｅ、ＢａＳ：Ｃｅ、ＣａＧａ２Ｓ４：Ｅｕ、ＳｒＧａ２Ｓ

４：Ｅｕ、ＢａＧａ２Ｓ４：Ｅｕ、ＣａＧａ２Ｓ４：Ｃｅ、ＳｒＧａ２Ｓ４：Ｃｅ、Ｂａ
Ｇａ２Ｓ４：Ｃｅ、ＣａＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ、ＳｒＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ、（Ｃａ１－ａＳ
ｒａ）ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ、ＣａＡｌＳｉＮ３：Ｃｅ、ＳｒＡｌＳｉＮ３：Ｃｅ、（Ｃａ

１－ａＳｒａ）ＡｌＳｉＮ３：Ｃｅ、Ｃａ２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ、Ｓｒ２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ
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、Ｂａ２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ、（Ｃａ１－ａＳｒａ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ、Ｃａ２Ｓｉ５Ｎ

８：Ｃｅ、Ｓｒ２Ｓｉ５Ｎ８：Ｃｅ、Ｂａ２Ｓｉ５Ｎ８：Ｃｅ、（Ｃａ１－ａＳｒａ）２

Ｓｉ５Ｎ８：Ｃｅ、ＣａＳｉ２Ｎ２Ｏ２：Ｅｕ、ＳｒＳｉ２Ｎ２Ｏ２：Ｅｕ、ＢａＳｉ２

Ｎ２Ｏ２：Ｅｕ、ＣａＳｉ２Ｎ２Ｏ２：Ｃｅ、ＳｒＳｉ２Ｎ２Ｏ２：Ｃｅ、ＢａＳｉ２Ｎ

２Ｏ２：Ｃｅ、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ、Ｂａ３Ｓｉ６Ｏ９Ｎ４：Ｅｕ、
（以上に関し、ａは０≦ａ≦１を満たす。）等が挙げられる。
【００３４】
　中でも、ＣａＳ、ＣａＧａ２Ｓ４：Ｅｕ、ＳｒＧａ２Ｓ４：Ｅｕ、（Ｓｒ０．８Ｃａ０

．２）ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ、Ｂａ３Ｓｉ６Ｏ９

Ｎ４：Ｅｕ、（Ｓｒ，Ｃａ）ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ、を好ましいものとして挙げることが出
来る。
【００３５】
　また、上記蛍光体以外にも、耐久性向上、分散性向上等、目的に応じてその他の蛍光体
を用いることもできる。このような蛍光体の組成には特に制限はないが、結晶母体である
Ｙ２Ｏ３、Ｚｎ２ＳｉＯ４等に代表される金属酸化物、Ｓｒ２Ｓｉ５Ｎ８等に代表される
金属窒化物、Ｃａ５（ＰＯ４）３Ｃｌ等に代表されるリン酸塩及びＺｎＳ、ＳｒＳ、Ｃａ
Ｓ等に代表される硫化物に、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、
Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ等の希土類金属のイオンやＡｇ、Ｃｕ、Ａｕ、Ａｌ、Ｍｎ、Ｓｂ等の金
属のイオンを付活元素又は共付活元素として組み合わせたものが好ましい。
【００３６】
　結晶母体の好ましい例としては、例えば、（Ｚｎ，Ｃｄ）Ｓ、ＳｒＧａ２Ｓ４、ＳｒＳ
、ＺｎＳ等の硫化物、Ｙ２Ｏ２Ｓ等の酸硫化物、（Ｙ，Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２、ＹＡｌＯ

３、ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７、（Ｂａ，Ｓｒ）（Ｍｇ，Ｍｎ）Ａｌ１０Ｏ１７、（Ｂａ，
Ｓｒ，Ｃａ）（Ｍｇ，Ｚｎ，Ｍｎ）Ａｌ１０Ｏ１７、ＢａＡｌ１２Ｏ１９、ＣｅＭｇＡｌ

１１Ｏ１９、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｍｇ）Ｏ・Ａｌ２Ｏ３、ＢａＡｌ２Ｓｉ２Ｏ８、ＳｒＡｌ２

Ｏ４、Ｓｒ４Ａｌ１４Ｏ２５、Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２等のアルミン酸塩、Ｙ２ＳｉＯ５、Ｚｎ

２ＳｉＯ４等の珪酸塩、ＳｎＯ２、Ｙ２Ｏ３等の酸化物、ＧｄＭｇＢ５Ｏ１０、（Ｙ，Ｇ
ｄ）ＢＯ３等の硼酸塩、Ｃａ１０（ＰＯ４）６（Ｆ，Ｃｌ）２、（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ，Ｍ
ｇ）１０（ＰＯ４）６Ｃｌ２等のハロリン酸塩、Ｓｒ２Ｐ２Ｏ７、（Ｌａ，Ｃｅ）ＰＯ４

等のリン酸塩等を挙げることができる。
【００３７】
　ただし、上記の結晶母体及び付活元素又は共付活元素は、元素組成には特に制限はなく
、同族の元素と一部置き換えることもでき、得られた蛍光体は近紫外から可視領域の光を
吸収して可視光を発するものであれば用いることが可能である。
　具体的には、蛍光体として以下に挙げるものを用いることが可能であるが、これらはあ
くまでも例示であり、本発明で使用できる蛍光体はこれらに限られるものではない。
【００３８】
（橙色ないし赤色蛍光体）　
　橙色ないし赤色の蛍光を発する蛍光体（以下適宜、「橙色ないし赤色蛍光体」という。
）としては、以下のものが挙げられる。橙色ないし赤色蛍光体の発光ピーク波長は、通常
５８０ｎｍ以上、好ましくは５８５ｎｍ以上、また通常７８０ｎｍ以下、好ましくは７０
０ｎｍ以下の波長範囲にあることが好適である。このような橙色ないし赤色蛍光体として
は、例えば、赤色破断面を有する破断粒子から構成され、赤色領域の発光を行なう（Ｍｇ
，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕで表わされるユウロピウム付活アルカリ土類シ
リコンナイトライド系蛍光体、規則的な結晶成長形状としてほぼ球形状を有する成長粒子
から構成され、赤色領域の発光を行なう（Ｙ，Ｌａ，Ｇｄ，Ｌｕ）２Ｏ２Ｓ：Ｅｕで表わ
されるユウロピウム付活希土類オキシカルコゲナイド系蛍光体等が挙げられる。更に、特
開２００４－３００２４７号公報に記載された、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｗ、及
びＭｏよりなる群から選ばれる少なくも１種の元素を含有する酸窒化物及び／又は酸硫化
物を含有する蛍光体であって、Ａｌ元素の一部又は全てがＧａ元素で置換されたアルファ
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サイアロン構造をもつ酸窒化物を含有する蛍光体も、本発明に用いることができる。なお
、これらは酸窒化物及び／又は酸硫化物を含有する蛍光体である。
【００３９】
　また、その他、赤色蛍光体としては、（Ｌａ，Ｙ）２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ等のＥｕ付活酸硫化
物蛍光体、Ｙ（Ｖ，Ｐ）Ｏ４：Ｅｕ、Ｙ２Ｏ３：Ｅｕ等のＥｕ付活酸化物蛍光体、（Ｂａ
，Ｓｒ，Ｃａ，Ｍｇ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ，Ｍｎ、（Ｂａ，Ｍｇ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ，Ｍｎ
等のＥｕ，Ｍｎ付活珪酸塩蛍光体、ＬｉＷ２Ｏ８：Ｅｕ、ＬｉＷ２Ｏ８：Ｅｕ，Ｓｍ、Ｅ
ｕ２Ｗ２Ｏ９、Ｅｕ２Ｗ２Ｏ９：Ｎｂ、Ｅｕ２Ｗ２Ｏ９：Ｓｍ等のＥｕ付活タングステン
酸塩蛍光体、（Ｃａ，Ｓｒ）Ｓ：Ｅｕ等のＥｕ付活硫化物蛍光体、ＹＡｌＯ３：Ｅｕ等の
Ｅｕ付活アルミン酸塩蛍光体、ＬｉＹ９（ＳｉＯ４）６Ｏ２：Ｅｕ、Ｃａ２Ｙ８（ＳｉＯ

４）６Ｏ２：Ｅｕ、（Ｓｒ，Ｂａ，Ｃａ）３ＳｉＯ５：Ｅｕ、Ｓｒ２ＢａＳｉＯ５：Ｅｕ
等のＥｕ付活珪酸塩蛍光体、（Ｙ，Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ、（Ｔｂ，Ｇｄ）３Ａｌ

５Ｏ１２：Ｃｅ等のＣｅ付活アルミン酸塩蛍光体、（Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）２Ｓｉ５

Ｎ８：Ｅｕ、（Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）ＳｉＮ２：Ｅｕ、（Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）
ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ等のＥｕ付活窒化物蛍光体、（Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）ＡｌＳｉＮ

３：Ｃｅ等のＣｅ付活窒化物蛍光体、（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ，Ｍｇ）１０（ＰＯ４）６Ｃｌ

２：Ｅｕ，Ｍｎ等のＥｕ，Ｍｎ付活ハロリン酸塩蛍光体、Ｂａ３ＭｇＳｉ２Ｏ８：Ｅｕ，
Ｍｎ、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ，Ｍｇ）３（Ｚｎ，Ｍｇ）Ｓｉ２Ｏ８：Ｅｕ，Ｍｎ等のＥｕ，
Ｍｎ付活珪酸塩蛍光体、３．５ＭｇＯ・０．５ＭｇＦ２・ＧｅＯ２：Ｍｎ等のＭｎ付活ゲ
ルマン酸塩蛍光体、Ｅｕ付活αサイアロン等のＥｕ付活酸窒化物蛍光体、（Ｇｄ，Ｙ，Ｌ
ｕ，Ｌａ）２Ｏ３：Ｅｕ，Ｂｉ等のＥｕ，Ｂｉ付活酸化物蛍光体、（Ｇｄ，Ｙ，Ｌｕ，Ｌ
ａ）２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ，Ｂｉ等のＥｕ，Ｂｉ付活酸硫化物蛍光体、（Ｇｄ，Ｙ，Ｌｕ，Ｌａ
）ＶＯ４：Ｅｕ，Ｂｉ等のＥｕ，Ｂｉ付活バナジン酸塩蛍光体、ＳｒＹ２Ｓ４：Ｅｕ，Ｃ
ｅ等のＥｕ，Ｃｅ付活硫化物蛍光体、ＣａＬａ２Ｓ４：Ｃｅ等のＣｅ付活硫化物蛍光体、
（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）ＭｇＰ２Ｏ７：Ｅｕ，Ｍｎ、（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ，Ｍｇ，Ｚｎ）２

Ｐ２Ｏ７：Ｅｕ，Ｍｎ等のＥｕ，Ｍｎ付活リン酸塩蛍光体、（Ｙ，Ｌｕ）２ＷＯ６：Ｅｕ
，Ｍｏ等のＥｕ，Ｍｏ付活タングステン酸塩蛍光体、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）ｘＳｉｙＮｚ
：Ｅｕ，Ｃｅ（但し、ｘ、ｙ、ｚは、１以上の整数を表わす。）等のＥｕ，Ｃｅ付活窒化
物蛍光体、（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ，Ｍｇ）１０（ＰＯ４）６（Ｆ，Ｃｌ，Ｂｒ，ＯＨ）２：
Ｅｕ，Ｍｎ等のＥｕ，Ｍｎ付活ハロリン酸塩蛍光体、（（Ｙ，Ｌｕ，Ｇｄ，Ｔｂ）１－ｘ

－ｙＳｃｘＣｅｙ）２（Ｃａ，Ｍｇ）１－ｒ（Ｍｇ，Ｚｎ）２＋ｒＳｉｚ－ｑＧｅｑＯ１

２＋δ等のＣｅ付活珪酸塩蛍光体等を用いることも可能である。
【００４０】
　赤色蛍光体としては、β－ジケトネート、β－ジケトン、芳香族カルボン酸、又は、ブ
レンステッド酸等のアニオンを配位子とする希土類元素イオン錯体からなる赤色有機蛍光
体、ペリレン系顔料（例えば、ジベンゾ｛［ｆ，ｆ’］－４，４’，７，７’－テトラフ
ェニル｝ジインデノ［１，２，３－ｃｄ：１’，２’，３’－ｌｍ］ペリレン）、アント
ラキノン系顔料、レーキ系顔料、アゾ系顔料、キナクリドン系顔料、アントラセン系顔料
、イソインドリン系顔料、イソインドリノン系顔料、フタロシアニン系顔料、トリフェニ
ルメタン系塩基性染料、インダンスロン系顔料、インドフェノール系顔料、シアニン系顔
料、ジオキサジン系顔料等を用いることも可能である。
【００４１】
　また、赤色蛍光体のうち、ピーク波長が５８０ｎｍ以上、好ましくは５９０ｎｍ以上、
また、６２０ｎｍ以下、好ましくは６１０ｎｍ以下の範囲内にあるものは、橙色蛍光体と
して好適に用いることができる。このような橙色蛍光体の例としては、（Ｓｒ，Ｂａ，Ｃ
ａ）３ＳｉＯ５：Ｅｕ、Ｓｒ２ＢａＳｉＯ５：Ｅｕ等のＥｕ付活珪酸塩蛍光体、（Ｓｒ，
Ｍｇ）３（ＰＯ４）２：Ｓｎ２＋等のＳｎ付活リン酸塩蛍光体等が挙げられる。
【００４２】
　以上例示した赤色蛍光体は、何れか一種を単独で使用してもよく、二種以上を任意の組
み合わせ及び比率で併用してもよい。
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　以上の例示の中でも、赤色蛍光体としては、（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ
、（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）ＡｌＳｉＮ３：Ｃｅ、（Ｌａ，Ｙ）２Ｏ２Ｓ：Ｅｕが好ましく、
（Ｓｒ，Ｃａ）ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ、（Ｌａ，Ｙ）２Ｏ２Ｓ：Ｅｕが特に好ましい。
　また、以上例示の中でも、橙色蛍光体としては（Ｓｒ，Ｂａ）３ＳｉＯ５：Ｅｕが好ま
しい。
【００４３】
（緑色蛍光体）　
　緑色の蛍光を発する蛍光体（以下適宜、「緑色蛍光体」という。）としては、以下のも
のが挙げられる。緑色蛍光体の発光ピーク波長は、通常４９０ｎｍ以上、好ましくは５１
０ｎｍ以上、より好ましくは５１５ｎｍ以上、また、通常５６０ｎｍ以下、好ましくは５
４０ｎｍ以下、より好ましくは５３５ｎｍ以下の波長範囲にあることが好適である。
【００４４】
　このような緑色蛍光体として、例えば、破断面を有する破断粒子から構成され、緑色領
域の発光を行なう（Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）Ｓｉ２Ｏ２Ｎ２：Ｅｕで表わされるユウロ
ピウム付活アルカリ土類シリコンオキシナイトライド系蛍光体、破断面を有する破断粒子
から構成され、緑色領域の発光を行なう（Ｂａ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｍｇ）２ＳｉＯ４：Ｅｕで
表わされるユウロピウム付活アルカリ土類シリケート系蛍光体等が挙げられる。
【００４５】
　また、その他、緑色蛍光体としては、Ｓｒ４Ａｌ１４Ｏ２５：Ｅｕ、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃ
ａ）Ａｌ２Ｏ４：Ｅｕ等のＥｕ付活アルミン酸塩蛍光体、（Ｓｒ，Ｂａ）Ａｌ２Ｓｉ２Ｏ

８：Ｅｕ、（Ｂａ，Ｍｇ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ，Ｍｇ）２ＳｉＯ４：
Ｅｕ、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）２（Ｍｇ，Ｚｎ）Ｓｉ２Ｏ７：Ｅｕ、（Ｂａ，Ｃａ，Ｓｒ，
Ｍｇ）９（Ｓｃ，Ｙ，Ｌｕ，Ｇｄ）２（Ｓｉ，Ｇｅ）６Ｏ２４：Ｅｕ等のＥｕ付活珪酸塩
蛍光体、Ｙ２ＳｉＯ５：Ｃｅ，Ｔｂ等のＣｅ，Ｔｂ付活珪酸塩蛍光体、Ｓｒ２Ｐ２Ｏ７－
Ｓｒ２Ｂ２Ｏ５：Ｅｕ等のＥｕ付活硼酸リン酸塩蛍光体、Ｓｒ２Ｓｉ３Ｏ８－２ＳｒＣｌ

２：Ｅｕ等のＥｕ付活ハロ珪酸塩蛍光体、Ｚｎ２ＳｉＯ４：Ｍｎ等のＭｎ付活珪酸塩蛍光
体、ＣｅＭｇＡｌ１１Ｏ１９：Ｔｂ、Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｔｂ等のＴｂ付活アルミン酸塩
蛍光体、Ｃａ２Ｙ８（ＳｉＯ４）６Ｏ２：Ｔｂ、Ｌａ３Ｇａ５ＳｉＯ１４：Ｔｂ等のＴｂ
付活珪酸塩蛍光体、（Ｓｒ，Ｂａ，Ｃａ）Ｇａ２Ｓ４：Ｅｕ，Ｔｂ，Ｓｍ等のＥｕ，Ｔｂ
，Ｓｍ付活チオガレート蛍光体、Ｙ３（Ａｌ，Ｇａ）５Ｏ１２：Ｃｅ、（Ｙ，Ｇａ，Ｔｂ
，Ｌａ，Ｓｍ，Ｐｒ，Ｌｕ）３（Ａｌ，Ｇａ）５Ｏ１２：Ｃｅ等のＣｅ付活アルミン酸塩
蛍光体、Ｃａ３Ｓｃ２Ｓｉ３Ｏ１２：Ｃｅ、Ｃａ３（Ｓｃ，Ｍｇ，Ｎａ，Ｌｉ）２Ｓｉ３

Ｏ１２：Ｃｅ等のＣｅ付活珪酸塩蛍光体、ＣａＳｃ２Ｏ４：Ｃｅ等のＣｅ付活酸化物蛍光
体、ＳｒＳｉ２Ｏ２Ｎ２：Ｅｕ、（Ｍｇ，Ｓｒ，Ｂａ，Ｃａ）Ｓｉ２Ｏ２Ｎ２：Ｅｕ、Ｅ
ｕ付活βサイアロン等のＥｕ付活酸窒化物蛍光体、ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ，Ｍｎ
等のＥｕ，Ｍｎ付活アルミン酸塩蛍光体、ＳｒＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ等のＥｕ付活アルミン酸
塩蛍光体、（Ｌａ，Ｇｄ，Ｙ）２Ｏ２Ｓ：Ｔｂ等のＴｂ付活酸硫化物蛍光体、ＬａＰＯ４

：Ｃｅ，Ｔｂ等のＣｅ，Ｔｂ付活リン酸塩蛍光体、ＺｎＳ：Ｃｕ，Ａｌ、ＺｎＳ：Ｃｕ，
Ａｕ，Ａｌ等の硫化物蛍光体、（Ｙ，Ｇａ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ）ＢＯ３：Ｃｅ，Ｔｂ、Ｎ
ａ２Ｇｄ２Ｂ２Ｏ７：Ｃｅ，Ｔｂ、（Ｂａ，Ｓｒ）２（Ｃａ，Ｍｇ，Ｚｎ）Ｂ２Ｏ６：Ｋ
，Ｃｅ，Ｔｂ等のＣｅ，Ｔｂ付活硼酸塩蛍光体、Ｃａ８Ｍｇ（ＳｉＯ４）４Ｃｌ２：Ｅｕ
，Ｍｎ等のＥｕ，Ｍｎ付活ハロ珪酸塩蛍光体、（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ）（Ａｌ，Ｇａ，Ｉｎ
）２Ｓ４：Ｅｕ等のＥｕ付活チオアルミネート蛍光体やチオガレート蛍光体、（Ｃａ，Ｓ
ｒ）８（Ｍｇ，Ｚｎ）（ＳｉＯ４）４Ｃｌ２：Ｅｕ，Ｍｎ等のＥｕ，Ｍｎ付活ハロ珪酸塩
蛍光体、ＭＳｉ２Ｏ２Ｎ２：Ｅｕ、Ｍ３Ｓｉ６Ｏ９Ｎ４：Ｅｕ、Ｍ２Ｓｉ７Ｏ１０Ｎ４：
Ｅｕ（但し、Ｍはアルカリ土類金属元素を表わす。）等のＥｕ付活酸窒化物蛍光体等を用
いることも可能である。
【００４６】
　また、緑色蛍光体としては、ピリジン－フタルイミド縮合誘導体、ベンゾオキサジノン
系、キナゾリノン系、クマリン系、キノフタロン系、ナルタル酸イミド系等の蛍光色素、
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テルビウム錯体等の有機蛍光体を用いることも可能である。
【００４７】
（青色蛍光体）　
　青色の蛍光を発する蛍光体（以下適宜、「青色蛍光体」という。）としては以下のもの
が挙げられる。青色蛍光体の発光ピーク波長は、通常４２０ｎｍ以上、好ましくは４３０
ｎｍ以上、より好ましくは４４０ｎｍ以上、また、通常４９０ｎｍ以下、好ましくは４７
０ｎｍ以下、より好ましくは４６０ｎｍ以下の波長範囲にあることが好適である。
【００４８】
　このような青色蛍光体としては、規則的な結晶成長形状としてほぼ六角形状を有する成
長粒子から構成され、青色領域の発光を行なうＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕで表わされ
るユウロピウム付活バリウムマグネシウムアルミネート系蛍光体、規則的な結晶成長形状
としてほぼ球形状を有する成長粒子から構成され、青色領域の発光を行なう（Ｃａ，Ｓｒ
，Ｂａ）５（ＰＯ４）３Ｃｌ：Ｅｕで表わされるユウロピウム付活ハロリン酸カルシウム
系蛍光体、規則的な結晶成長形状としてほぼ立方体形状を有する成長粒子から構成され、
青色領域の発光を行なう（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）２Ｂ５Ｏ９Ｃｌ：Ｅｕで表わされるユウロ
ピウム付活アルカリ土類クロロボレート系蛍光体、破断面を有する破断粒子から構成され
、青緑色領域の発光を行なう（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ）Ａｌ２Ｏ４：Ｅｕ又は（Ｓｒ，Ｃａ，
Ｂａ）４Ａｌ１４Ｏ２５：Ｅｕで表わされるユウロピウム付活アルカリ土類アルミネート
系蛍光体等が挙げられる。
【００４９】
　また、その他、青色蛍光体としては、Ｓｒ２Ｐ２Ｏ７：Ｓｎ等のＳｎ付活リン酸塩蛍光
体、（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ）Ａｌ２Ｏ４：Ｅｕ又は（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ）４Ａｌ１４Ｏ２５

：Ｅｕ、ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ、ＢａＡｌ８Ｏ１３：Ｅｕ等のＥｕ付活アルミン
酸塩蛍光体、ＳｒＧａ２Ｓ４：Ｃｅ、ＣａＧａ２Ｓ４：Ｃｅ等のＣｅ付活チオガレート蛍
光体、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）ＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ、ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ
，Ｔｂ，Ｓｍ等のＥｕ付活アルミン酸塩蛍光体、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）ＭｇＡｌ１０Ｏ１

７：Ｅｕ，Ｍｎ等のＥｕ，Ｍｎ付活アルミン酸塩蛍光体、（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ，Ｍｇ）１

０（ＰＯ４）６Ｃｌ２：Ｅｕ、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）５（ＰＯ４）３（Ｃｌ，Ｆ，Ｂｒ，
ＯＨ）：Ｅｕ，Ｍｎ，Ｓｂ等のＥｕ付活ハロリン酸塩蛍光体、ＢａＡｌ２Ｓｉ２Ｏ８：Ｅ
ｕ、（Ｓｒ，Ｂａ）３ＭｇＳｉ２Ｏ８：Ｅｕ等のＥｕ付活珪酸塩蛍光体、Ｓｒ２Ｐ２Ｏ７

：Ｅｕ等のＥｕ付活リン酸塩蛍光体、ＺｎＳ：Ａｇ、ＺｎＳ：Ａｇ，Ａｌ等の硫化物蛍光
体、Ｙ２ＳｉＯ５：Ｃｅ等のＣｅ付活珪酸塩蛍光体、ＣａＷＯ４等のタングステン酸塩蛍
光体、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）ＢＰＯ５：Ｅｕ，Ｍｎ、（Ｓｒ，Ｃａ）１０（ＰＯ４）６・
ｎＢ２Ｏ３：Ｅｕ、２ＳｒＯ・０．８４Ｐ２Ｏ５・０．１６Ｂ２Ｏ３：Ｅｕ等のＥｕ，Ｍ
ｎ付活硼酸リン酸塩蛍光体、Ｓｒ２Ｓｉ３Ｏ８・２ＳｒＣｌ２：Ｅｕ等のＥｕ付活ハロ珪
酸塩蛍光体等を用いることも可能である。
【００５０】
　また、青色蛍光体としては、例えば、ナフタル酸イミド系、ベンゾオキサゾール系、ス
チリル系、クマリン系、ピラゾリン系、トリアゾール系化合物の蛍光色素、ツリウム錯体
等の有機蛍光体等を用いることも可能である。以上の例示の中でも、青色蛍光体としては
、ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ、（Ｂａ，Ｃａ，Ｍｇ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ、（Ｓｒ，Ｃ
ａ，Ｂａ，Ｍｇ）１０（ＰＯ４）６Ｃｌ２：Ｅｕが好ましく、ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７：
Ｅｕが特に好ましい。
【００５１】
（黄色蛍光体）　
　黄色の蛍光を発する蛍光体（以下適宜、「黄色蛍光体」という。）としては、以下のも
のが挙げられる。黄色蛍光体の発光ピーク波長は、通常５３０ｎｍ以上、好ましくは５４
０ｎｍ以上、より好ましくは５５０ｎｍ以上、また、通常６２０ｎｍ以下、好ましくは６
００ｎｍ以下、より好ましくは５８０ｎｍ以下の波長範囲にあることが好適である。
【００５２】
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　このような黄色蛍光体としては、各種の酸化物系、窒化物系、酸窒化物系、硫化物系、
酸硫化物系等の蛍光体が挙げられる。
　特に、ＲＥ３Ｍ５Ｏ１２：Ｃｅ（ここで、ＲＥは、Ｙ、Ｔｂ、Ｇｄ、Ｌｕ、及びＳｍか
らなる群から選ばれる少なくとも１種類の元素を表わし、Ｍは、Ａｌ、Ｇａ、及びＳｃか
らなる群から選ばれる少なくとも１種類の元素を表わす。）やＭａ

３Ｍｂ
２Ｍｃ

３Ｏ１２

：Ｃｅ（ここで、Ｍａは２価の金属元素、Ｍｂは３価の金属元素、Ｍｃは４価の金属元素
を表わす。）等で表わされるガーネット構造を有するガーネット系蛍光体、ＡＥ２ＭｄＯ

４：Ｅｕ（ここで、ＡＥは、Ｂａ、Ｓｒ、Ｃａ、Ｍｇ、及びＺｎからなる群から選ばれる
少なくとも１種類の元素を表わし、Ｍｄは、Ｓｉ、及び／又はＧｅを表わす。）等で表わ
されるオルソシリケート系蛍光体、これらの系の蛍光体の構成元素の酸素の一部を窒素で
置換した酸窒化物系蛍光体、ＡＥＡｌＳｉＮ３：Ｃｅ（ここで、ＡＥは、Ｂａ、Ｓｒ、Ｃ
ａ、Ｍｇ及びＺｎからなる群から選ばれる少なくとも１種類の元素を表わす。）等のＣａ
ＡｌＳｉＮ３構造を有する窒化物系蛍光体等のＣｅで付活した蛍光体が挙げられる。
【００５３】
　また、その他、黄色蛍光体としては、ＣａＧａ２Ｓ４：Ｅｕ、（Ｃａ，Ｓｒ）Ｇａ２Ｓ

４：Ｅｕ、（Ｃａ，Ｓｒ）（Ｇａ，Ａｌ）２Ｓ４：Ｅｕ等の硫化物系蛍光体、Ｃａｘ（Ｓ
ｉ，Ａｌ）１２（Ｏ，Ｎ）１６：Ｅｕ等のＳｉＡｌＯＮ構造を有する酸窒化物系蛍光体等
のＥｕで付活した蛍光体を用いることも可能である。また、黄色蛍光体としては、例えば
、ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　ｓｕｌｆｏｆｌａｖｉｎｅ　ＦＦ　（Ｃｏｌｏｕｒ　Ｉｎｄｅｘ
　Ｎｕｍｂｅｒ　５６２０５）、ｂａｓｉｃ　ｙｅｌｌｏｗ　ＨＧ　（Ｃｏｌｏｕｒ　Ｉ
ｎｄｅｘ　Ｎｕｍｂｅｒ　４６０４０）、ｅｏｓｉｎｅ　（Ｃｏｌｏｕｒ　Ｉｎｄｅｘ　
Ｎｕｍｂｅｒ　４５３８０）、ｒｈｏｄａｍｉｎｅ　６Ｇ（Ｃｏｌｏｕｒ　Ｉｎｄｅｘ　
Ｎｕｍｂｅｒ　４５１６０）等の蛍光染料等を用いることも可能である。　
【００５４】
＜１－２－２．蛍光体の物性＞　
　本発明に用いる（Ｂ）蛍光体の粒径には特に制限はないが、中央粒径（Ｄ５０）が通常
０．１μｍ以上、好ましくは２μｍ以上、さらに好ましくは１０μｍ以上である。また、
通常１００μｍ以下、好ましくは５０μｍ以下、さらに好ましくは２５μｍ以下である。
中央粒径（Ｄ５０）が小さすぎると、蛍光体含有組成物の硬化物の輝度が低下したり、蛍
光体含有組成物中で蛍光体が凝集してしまう場合がある。一方、中央粒径（Ｄ５０）が大
きすぎると、塗布ムラやディスペンサー等の閉塞が生じる場合がある。
【００５５】
　また（Ｂ）蛍光体の粒度分布（ＱＤ）は、蛍光体含有組成物中での粒子の分散状態をそ
ろえるために小さい方が好ましいが、小さくするためには分級収率が下がってコストアッ
プにつながるので、通常０．０３以上、好ましくは０．０５以上、更に好ましくは０．０
７以上である。また、通常０．４以下、好ましくは０．３以下、更に好ましくは０．２以
下である。また、（Ｂ）蛍光体の形状は、特に限定されず、任意の形状のものを用いるこ
とが可能である。なお、上記中央粒径（Ｄ５０）、及び粒度分布（ＱＤ）は、上述した（
Ａ）フィラーと同様の測定方法により測定することができる。
【００５６】
　また本発明における（Ｂ）蛍光体の使用量として、本発明の効果を著しく損なわない限
り任意であるが、その適用形態により自由に選定できる。白色ＬＥＤや白色照明等の用途
に用いる白色発光の半導体発光装置に用いる蛍光体含有組成物の例を挙げる。例えば（Ｂ
）蛍光体を均一に分散して半導体発光素子を含むパッケージの凹部全体を埋めてポッティ
ングする場合には、蛍光体含有組成物の固形分中における（Ｂ）蛍光体の含有量は、通常
０．１重量％以上、好ましくは１重量％以上、より好ましくは５重量％以上である。また
通常３５重量％以下、好ましくは３０重量％以下、より好ましくは２８重量％以下である
。
【００５７】
　また、例えば同用途で（Ｂ）蛍光体を高濃度に分散したものを、半導体発光装置の半導



(12) JP 2010-100743 A 2010.5.6

10

20

30

40

50

体発光素子の発光面より遠方（例えば、半導体発光素子を含む凹部を透明封止剤で埋めた
パッケージ開口面や、ＬＥＤ気密封止用ガラス蓋体、レンズ、導光板等の外部光学部材の
出光面など）に薄膜状に塗布する場合には、蛍光体含有組成物の固形分中における（Ｂ）
蛍光体の含有量は、通常５重量％以上、好ましくは７重量％以上、より好ましくは１０重
量％以上である。また、通常９０重量％以下、好ましくは８０重量％以下、より好ましく
は７０重量％以下である。
【００５８】
　また、一般に、半導体発光素子の発光色と（Ｂ）蛍光体の発光色とを混色して白色を得
る場合、半導体発光素子の発光色を一部透過させることになるため、蛍光体含有率は低濃
度となり、上記範囲の下限近くの領域となる。一方、半導体発光素子の発光を全て蛍光体
発光色に変換して白色を得る場合には、高濃度の（Ｂ）蛍光体が好ましいため、蛍光体含
有率は上記範囲の上限近くの領域となる。蛍光体含有率がこの範囲より多いと塗布性能が
低下したり、光学的な干渉作用により蛍光体の利用効率が低くなり、半導体発光装置の輝
度が低くなったりする可能性がある。また、蛍光体含有率がこの範囲より少ないと、（Ｂ
）蛍光体による波長変換が不十分となり、目的とする発光色を得られなくなる場合がある
。
　以上白色発光の半導体発光装置の用途について例示したが、具体的な蛍光体含有率は目
的色、（Ｂ）蛍光体の発光効率、混色形式、蛍光体比重、塗布膜厚、装置形状により多様
であり、この限りではない。
【００５９】
　本発明に使用する蛍光体は、更に耐水性を高める目的で、表面処理が行われていてもよ
い。上記表面処理の例としては、例えば特表２００６－５２３２４５号公報に記載される
ような、蛍光体に熱処理などを行うことにより、蛍光体の元来の成分を化学的に変性させ
ることによって被覆物を形成させる等の公知の表面処理が挙げられる。
【００６０】
　また、金属リン酸塩を被覆する表面処理も有効である。具体的には、例えば以下の（ｉ
）～（iii）の手順で進められる表面処理方法が挙げられる。
（ｉ）所定量のリン酸カリウム、リン酸ナトリウムなどの水溶性のリン酸塩と塩化カルシ
ウム、硫酸ストロンチウム、塩化マンガン、硝酸亜鉛等のアルカリ土類金属、Ｚｎ及びＭ
ｎの中の少なくとも１種の水溶性の金属塩化合物とを蛍光体懸濁液中に混合し、攪拌する
。
（ii）アルカリ土類金属、Ｚｎ及びＭｎの中の少なくとも１種の金属のリン酸塩を懸濁液
中で生成させると共に、生成したこれらの金属リン酸塩を蛍光体表面に沈積させる。
（iii）水分を除去する。
【００６１】
＜１－３．（Ｃ）液状媒体＞　
　次に、本発明に用いる（Ｃ）液状媒体について説明する。（Ｃ）液状媒体とは、上記（
Ａ）フィラー、及び（Ｂ）蛍光体を均一に分散させることが可能な液状の媒体であり、蛍
光体含有組成物を硬化した際に上記蛍光体を担持する機能を有するバインダー成分のみか
らなるもの、または上記バインダー成分及び溶剤を含有するもの、また上記バインダー成
分に必要な添加剤を含有させたもの等とすることができる。以下、それぞれの成分につい
て説明する。
【００６２】
＜１－３－１．バインダー成分＞　
　上記（Ｃ）液状媒体に含有されるバインダー成分としては、無機系材料および／または
有機系材料が使用できる。
　無機系材料としては、例えば、金属アルコキシド、セラミック前駆体ポリマー若しくは
金属アルコキシドを含有する溶液をゾル－ゲル法により加水分解重合して成る溶液、また
はこれらの組み合わせを固化した無機系材料（例えばシロキサン結合を有する無機系材料
）等を挙げることができる。
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【００６３】
　また（Ｃ）液状媒体に含有される有機系材料としては、例えば熱可塑性樹脂、熱硬化性
樹脂、光硬化性樹脂等が挙げられる。具体的には、例えば、ポリメタアクリル酸メチル等
のメタアクリル樹脂；ポリスチレン、スチレン－アクリロニトリル共重合体等のスチレン
樹脂；ポリカーボネート樹脂；ポリエステル樹脂；フェノキシ樹脂；ブチラール樹脂；ポ
リビニルアルコール；エチルセルロース、セルロースアセテート、セルロースアセテート
ブチレート等のセルロース系樹脂；エポキシ樹脂；フェノール樹脂；シリコーン樹脂等が
挙げられる。
【００６４】
　本発明においては、上記無機系材料及び／または有機系材料を１種単独で、また２種以
上を任意の比率及び組み合わせで用いることが可能である。
　（Ｃ）液状媒体中におけるバインダー成分の含有量としては、通常６０重量％以上、好
ましくは７０重量％以上、より好ましくは８０重量％以上である。また通常１００重量％
以下である。また溶剤は硬化物のひずみや発泡につながる場合があるため、最低限の量使
用することが好ましく、上記の中でも特に無溶剤とすることが好ましい。
【００６５】
　上記の中でも特に本発明により製造される蛍光体含有組成物が、照明装置等、大出力の
半導体発光装置の半導体発光デバイス用部材に用いられる場合等には、蛍光体含有組成物
の硬化物の耐熱性や耐光性等を考慮すると珪素含有化合物を使用することが好ましい。
【００６６】
　珪素含有化合物とは分子中に珪素原子を有する化合物をいい、ポリオルガノシロキサン
等の有機材料（シリコーン系材料）、酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素等の無機材
料、及びホウケイ酸塩、ホスホケイ酸塩、アルカリケイ酸塩等のガラス材料を挙げること
ができる。上記の中でも、ハンドリングの容易さ等の点から、シリコーン系材料が好まし
い。以下、このシリコーン系材料について説明する。
【００６７】
（シリコーン系材料）　
　シリコーン系材料とは、通常、シロキサン結合を主鎖とする有機重合体をいい、例えば
下記一般組成式で表される化合物及び／またはそれらの混合物が挙げられる。
（Ｒ１Ｒ２Ｒ３ＳｉＯ１／２）Ｍ（Ｒ４Ｒ５ＳｉＯ２／２）Ｄ（Ｒ６ＳｉＯ３／２）Ｔ（
ＳｉＯ４／２）Ｑ

　ここで、Ｒ１からＲ６は同じであっても異なってもよく、有機官能基、水酸基、水素原
子からなる群から選択される。またＭ、Ｄ、Ｔ及びＱは０から１未満であり、Ｍ＋Ｄ＋Ｔ
＋Ｑ＝１を満足する数である。
【００６８】
　例えばシリコーン系材料を含有する蛍光体含有組成物を半導体発光素子の封止に用いる
場合、液状の蛍光体含有組成物により半導体発光素子を封止した後、熱や光によって硬化
させて用いることができる。
【００６９】
　シリコーン系材料を硬化のメカニズムにより分類すると、通常付加重合硬化タイプ、縮
重合硬化タイプ、紫外線硬化タイプ、パーオキサイド架硫タイプなどのシリコーン系材料
を挙げることができる。これらの中では、付加重合硬化タイプ（付加型シリコーン系材料
）、縮合硬化タイプ（縮合型シリコーン系材料）、及び紫外線硬化タイプが好適である。
以下、付加型シリコーン系材料、及び縮合型シリコーン系材料について説明する。
【００７０】
ａ．付加型シリコーン系材料
　付加型シリコーン系材料とは、ポリオルガノシロキサン鎖が、有機付加結合により架橋
されたものをいう。代表的なものとしては、例えばビニルシラン等の（Ｃ１）アルケニル
基を有する珪素含有化合物と、例えばヒドロシラン等の（Ｃ２）ヒドロシリル基を含有す
る珪素化合物とをＰｔ触媒などの付加型触媒の存在下反応させて得られるＳｉ－Ｃ－Ｃ－
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Ｓｉ結合を架橋点に有する化合物等を挙げることができる。
【００７１】
　（Ｃ１）アルケニル基を有する珪素含有化合物としては、下記一般式
ＲｎＳｉＯ〔（４－ｎ）／２〕

（但し、式中Ｒは同一又は異種の置換又は非置換の１価炭化水素基、アルコキシ基、又は
水酸基で、ｎは１≦ｎ＜２を満たす正数である。）で示される１分子中に少なくとも２個
のケイ素原子に結合したアルケニル基を有するオルガノポリシロキサンが挙げられる。
　上記式のＲにおいて、アルケニル基とはビニル基、アリル基、ブテニル基、ペンテニル
基などの炭素数２～８のアルケニル基である。Ｒが炭化水素基である場合はメチル基、エ
チル基などのアルキル基、ビニル基、フェニル基等の炭素数１～２０の１価炭化水素基か
ら選択される。好ましくは、メチル基、エチル基、フェニル基である。それぞれは異なっ
ても良いが、耐ＵＶ性が要求される場合にはＲの８０％以上はメチル基であることが好ま
しい。Ｒが炭素数１～８のアルコキシ基や水酸基であってもよいが、アルコキシ基や水酸
基の含有率は（Ｃ１）アルケニル基を有する珪素含有化合物の重量の３％以下であること
が好ましい。またｎは１≦ｎ＜２を満たす正数であるが、この値が２以上であると蛍光体
含有組成物を封止剤等に用いる際に十分な強度が得られなくなる可能性があり、１未満で
あると合成上このオルガノポリシロキサンの合成が困難になる可能性がある。
【００７２】
　上記アルケニル基を有する珪素含有化合物としては、例えばビニルシラン、ビニル基含
有ポリオルガノシロキサンを挙げることができ、これらを１種単独で、または２種以上を
任意の比率及び組み合わせで用いることができる。上記の中でも分子内に２個以上のビニ
ル基を有するビニル基含有ポリオルガノシロキサンが好ましい。
【００７３】
　分子内に２個以上のビニル基を有するビニル基含有ポリオルガノシロキサンとして具体
的には、例えばＧｅｌｅｓｔ社製の両末端ビニルポリジメチルシロキサン
ＤＭＳ－Ｖ００、
ＤＭＳ－Ｖ０３、
ＤＭＳ－Ｖ０５、
ＤＭＳ－Ｖ２１、
ＤＭＳ－Ｖ２２、
ＤＭＳ－Ｖ２５、
ＤＭＳ－Ｖ３１、
ＤＭＳ－Ｖ３３、
ＤＭＳ－Ｖ３５、
ＤＭＳ－Ｖ４１、
ＤＭＳ－Ｖ４２、
ＤＭＳ－Ｖ４６、
ＤＭＳ－Ｖ５２、
両末端ビニルジメチルシロキサン－ジフェニルシロキサンコポリマー
ＰＤＶ－０３２５、
ＰＤＶ－０３３１、
ＰＤＶ－０３４１、
ＰＤＶ－０３４６、
ＰＤＶ－０５２５、
ＰＤＶ－０５４１、
ＰＤＶ－１６２５、
ＰＤＶ－１６３１、
ＰＤＶ－１６３５、
ＰＤＶ－１６４１、
ＰＤＶ－２３３１、
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ＰＤＶ－２３３５、
両末端ビニルフェニルメチルシロキサン
ＰＭＶ－９９２５、
トリメチルシリル基封鎖ビニルメチルシロキサン－ジメチルシロキサンコポリマー
ＶＤＴ－１２３、
ＶＤＴ－１２７、
ＶＤＴ－１３１、
ＶＤＴ－１５３、
ＶＤＴ－４３１、
ＶＤＴ－７３１、
ＶＤＴ－９５４、
ビニルＴ－構造ポリマー
ＶＴＴ－１０６、
ＭＴＶ－１２４、
等が挙げられる。
【００７４】
　また、（Ｃ２）ヒドロシリル基を有する珪素含有化合物としては、例えばヒドロシラン
、ヒドロシリル基含有ポリオルガノシロキサンを挙げることができ、これらを１種単独で
、または２種以上を任意の比率及び組み合わせで用いることができる。上記の中でも分子
内に２個以上のヒドロシリル基を有するヒドロシリル基含有ポリオルガノシロキサンが好
ましい。
【００７５】
　分子中に２個以上のヒドロシリル基を含有するポリオルガノシロキサンとして具体的に
は、例えばＧｅｌｅｓｔ社製の両末端ヒドロシリルポリジメチルシロキサン
ＤＭＳ－Ｈ０３、
ＤＭＳ－Ｈ１１、
ＤＭＳ－Ｈ２１、
ＤＭＳ－Ｈ２５、
ＤＭＳ－Ｈ３１、
ＤＭＳ－Ｈ４１、
両末端トリメチルシリル封鎖メチルヒドロシロキサン－ジメチルシロキサンコポリマー
ＨＭＳ－０１３、
ＨＭＳ－０３１、
ＨＭＳ－０６４、
ＨＭＳ－０７１、
ＨＭＳ－０８２、
ＨＭＳ－１５１、
ＨＭＳ－３０１、
ＨＭＳ－５０１、
などが挙げられる。
【００７６】
　本発明における上記（Ｃ２）ヒドロシリル基を有する珪素化合物の使用量は、（Ｃ１）
ビニルシリル基を有する珪素化合物１ｍｏｌに対して通常０．５ｍｏｌ以上であり、好ま
しくは０．７ｍｏｌ以上、より好ましくは０．８ｍｏｌ以上である。また通常２．０ｍｏ
ｌ以下であり、好ましくは１．８ｍｏｌ以下、より好ましくは１．５ｍｏｌ以下である。
これにより硬化後の未反応末端基の残存量を低減し、点灯使用時の着色や剥離等の経時変
化が少ない硬化物を得ることができる。
【００７７】
　また、（Ｃ３）付加縮合触媒としては、（Ｃ１）成分中のアルケニル基と（Ｃ２）成分
中のヒドロシリル基とのヒドロシリル化付加反応を促進するための触媒であり、この付加
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縮合触媒の例としては、白金黒、塩化第２白金、塩化白金酸、塩化白金酸と一価アルコー
ルとの反応物、塩化白金酸とオレフィン類との錯体、白金ビスアセトアセテート等の白金
系触媒、パラジウム系触媒、ロジウム系触媒などの白金族金属触媒が挙げられる。なお、
この（Ｃ３）付加縮合触媒の配合量は触媒量とすることができるが、通常、白金族金属と
して（Ｃ１）成分及び（Ｃ２）成分の合計重量に対して通常１ｐｐｍ以上、好ましくは２
ｐｐｍ以上であり、通常５００ｐｐｍ以下、好ましくは１００ｐｐｍ以下である。これに
より触媒活性を高いものとすることができる。
【００７８】
ｂ．縮合型シリコーン系材料
　縮合型シリコーン系材料とは、例えば、アルキルアルコキシシランの加水分解・重縮合
で得られるＳｉ－Ｏ－Ｓｉ結合を架橋点に有する化合物を挙げることができる。具体的に
は、下記一般式（１）及び／又は（２）で表わされる化合物、及び／又はそのオリゴマー
を加水分解・重縮合して得られる重縮合物が挙げられる。
【００７９】
　Ｍｍ＋ＸｎＹ１

ｍ－１　（１）
【００８０】
（式（１）中、Ｍは、ケイ素、アルミニウム、ジルコニウム、及びチタンより選択される
少なくとも１種の元素を表わし、Ｘは、加水分解性基を表わし、Ｙ１は、１価の有機基を
表わし、ｍは、Ｍの価数を表わす１以上の整数を表わし、ｎは、Ｘ基の数を表わす１以上
の整数を表わす。但し、ｍ≧ｎである。）
【００８１】
（Ｍｓ＋ＸｔＹ１

ｓ－ｔ－１）ｕＹ２　　　　　　　　（２）
【００８２】
（式（２）中、Ｍは、ケイ素、アルミニウム、ジルコニウム、及びチタンより選択される
少なくとも１種の元素を表わし、Ｘは、加水分解性基を表わし、Ｙ１は、１価の有機基を
表わし、Ｙ２は、ｕ価の有機基を表わし、ｓは、Ｍの価数を表わす１以上の整数を表わし
、ｔは、１以上、ｓ－１以下の整数を表わし、ｕは、２以上の整数を表わす。）
　また、硬化触媒としては、例えば金属キレート化合物などを好適なものとして用いるこ
とができる。金属キレート化合物は、Ｔｉ、Ｔａ、Ｚｒのいずれか１以上を含むものが好
ましく、Ｚｒを含むものがさらに好ましい。
【００８３】
　縮合型シリコーン系材料は公知のものを使用することができ、例えば、特開２００６－
７７２３４号公報、特開２００６－２９１０１８号公報、特開２００６－３１６２６４号
公報、特開２００６－３３６０１０号公報、特開２００６－３４８２８４号公報、および
国際公開２００６／０９０８０４号パンフレットに記載の半導体発光デバイス用部材が好
適である。
【００８４】
ｃ．紫外線硬化型液状シリコーンゴム
　紫外線硬化型液状シリコーンゴムは、その硬化機構によりいくつかの種類があるが、中
でもシリコーンにアクリル基を導入してラジカル開始剤のもとで重合させたもの；紫外線
でオニウム塩を分解して強酸を発生させ、これでエポキシ基を開環させて架橋させたもの
；ビニルシロキサンへのチオールの付加反応で架橋させたもの；等が、低エネルギーの照
射にて硬化可能であり、生産性高く有用である。これら紫外線硬化型液状シリコーンゴム
は硬化に高温を必要とせず短時間に硬化完了させることができ、熱に弱い部材と共に硬化
しても部材を劣化させることが無い長所がある。一方高濃度の（Ａ）フィラーや（Ｂ）蛍
光体を含有する場合や硬化厚みが厚い場合には照射光が深部まで届きにくく硬化しにくく
なるので、蛍光体含有組成物の透明度、硬化厚みには制限がある。紫外線硬化型液状シリ
コーンゴムは、透明度、厚み、重合開始剤の選択により通常照射１時間以内、好ましくは
３０分以内、さらに好ましくは２０分以内に目標硬度に到達するものが望ましい。
【００８５】
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ｄ．特に好ましいシリコーン系材料
　シリコーン系材料の中で、特に好ましい材料について、以下に説明する。
　シリコーン系材料は、一般に半導体発光装置に用いた場合、半導体発光素子や半導体素
子を配置する基板、パッケージ等との接着性が弱いことがあるが、これらと密着性が高い
シリコーン系材料とするため、特に、以下の［１］～［３］のうち１つ以上の特徴を有す
るシリコーン系材料が好ましい。
【００８６】
［１］ケイ素含有率が２０重量％以上である。
［２］後に詳述する方法によって測定した固体Ｓｉ－核磁気共鳴（ＮＭＲ）スペクトルに
おいて、下記（ａ）及び／又は（ｂ）のＳｉに由来するピークを少なくとも１つ有する。
　（ａ）ピークトップの位置がテトラメトキシシランを基準としてケミカルシフト－４０
ｐｐｍ以上、０ｐｐｍ以下の領域にあり、ピークの半値幅が０．３ｐｐｍ以上、３．０ｐ
ｐｍ以下であるピーク。
　（ｂ）ピークトップの位置がテトラメトキシシランを基準としてケミカルシフト－８０
ｐｐｍ以上、－４０ｐｐｍ未満の領域にあり、ピークの半値幅が０．３ｐｐｍ以上５．０
ｐｐｍ以下であるピーク。
［３］シラノール含有率が０．０１重量％以上、１０重量％以下である。
【００８７】
　本発明においては、上記の特徴［１］～［３］のうち、特徴［１］を有するシリコーン
系材料が好ましい。さらに好ましくは、上記の特徴［１］及び［２］を有するシリコーン
系材料が好ましい。特に好ましくは、上記の特徴［１］～［３］を全て有するシリコーン
系材料が好ましい。また、上記の特徴を有するシリコーン系材料の中でも、縮合型シリコ
ーン系材料が本発明により製造される蛍光体含有組成物の硬化物の耐熱性、耐光性等の観
点からは好ましい。
　また、上記の特徴を有するシリコーン系材料の中でも、大型素子や紫外発光素子に用い
る場合には、縮合型シリコーン系材料が本発明により製造される蛍光体含有組成物の硬化
物の耐熱性、耐光性等の観点からは好ましい。
【００８８】
　なお、発光素子が２０ｍＡ以下の小型であったり、発光素子の発光色が青色であったり
して、耐熱、耐光性が大きく必要とされない場合には、付加型、縮合型、紫外硬化型いず
れのシリコーン材料も用いることができる。中でも長期にわたり輝度を維持することが必
要である場合には黄変や着色による透過率低下の起きにくい縮合型及び付加型が好ましい
。
【００８９】
＜１－３－２．（Ｃ）液状媒体に用いられる溶剤＞　
　上記（Ｃ）液状媒体には、溶剤が含有されていてもよい。本発明でいう溶剤とは、上記
バインダー成分を分散または溶解させることが可能なものをいうこととする。
【００９０】
　上記溶剤としては、特に限定されるものではなく、例えば、炭素数１以上３以下の低級
アルコール類、炭素数６以上１０以下の炭化水素類、メチルエチルケトン、メチルイソブ
チルケトンなどのケトン系溶剤、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、アセト
ン、テトラヒドロフラン、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、Ｎ－メチル－２－ピロ
リドンなどの極性溶剤、トルエン、キシレンなどの芳香族系溶剤などを挙げることが出来
る。上記溶剤は１種単独で用いてもよく、また２種以上を任意の比率及び組み合わせで用
いることができる。上記の中でも不飽和結合を含む沸点１５０℃以下の溶剤が硬化時の発
泡や点灯時の着色を抑制できる点から好ましい。
【００９１】
　上記（Ｃ）液状媒体中に含有される溶剤の量は、通常０重量％より大きく、また好まし
くは４０重量％以下、より好ましくは３０重量％以下、より好ましくは２０重量％以下で
ある。上記（Ｃ）液状媒体中に溶剤を含有することにより、（Ｃ）液状媒体の粘度を調整
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したり、保存時の反応性を制御したりすることができる。
【００９２】
＜１－３－３．その他の成分＞　
　（Ｃ）液状媒体中には、上記バインダー成分、及び溶剤以外に、本発明の効果を損なわ
ない限り、必要に応じて他の成分を１種、または２種以上を任意の比率及び組み合わせで
含有させることができる。このような成分としては、例えばエポキシ樹脂等の熱硬化性樹
脂等が挙げられる。上記熱硬化性樹脂の含有量は、通常、バインダー成分に対して２５重
量％以下、好ましくは１０重量％以下である。
【００９３】
　また上記（Ｃ）液状媒体中には、例えば、老化防止剤、ラジカル禁止剤、紫外線吸収剤
、接着性改良剤、難燃剤、界面活性剤、保存安定改良剤、オゾン劣化防止剤、光安定剤、
増粘剤、可塑剤、カップリング剤、酸化防止剤、熱安定剤、導電性付与剤、帯電防止剤、
放射線遮断剤、核剤、リン系過酸化物分解剤、滑剤、顔料、金属不活性化剤、物性調整剤
などを本発明の目的および効果を損なわない範囲において混合することができる。なお、
カップリング剤としては例えばシランカップリング剤が挙げられる。シランカップリング
剤としては、分子中に有機基と反応性のある官能基と加水分解性のケイ素基を各々少なく
とも１個有する化合物であれば特に限定されない。有機基と反応性のある基としては、取
扱い性の点からエポキシ基、メタクリル基、アクリル基、イソシアネート基、イソシアヌ
レート基、ビニル基、カルバメート基から選ばれる少なくとも１個の官能基が好ましく、
硬化性及び接着性の点から、エポキシ基、メタクリル基、アクリル基が特に好ましい。加
水分解性のケイ素基としては取扱い性の点からアルコキシシリル基が好ましく、反応性の
点からメトキシシリル基、エトキシシリル基が特に好ましい。好ましいシランカップリン
グ剤としては、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピ
ルトリエトキシシラン、２－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシ
ラン、２－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリエトキシシラン等のエポキシ
官能基を有するアルコキシシラン類；３－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、
３－メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、３－アクリロキシプロピルトリメトキ
シシラン、３－アクリロキシプロピルトリエトキシシラン、メタクリロキシメチルトリメ
トキシシラン、メタクリロキシメチルトリエトキシシラン、アクリロキシメチルトリメト
キシシラン、アクリロキシメチルトリエトキシシラン等のメタクリル基あるいはアクリル
基を有するアルコキシシラン類が例示できる。
【００９４】
＜１－３－４．（Ｃ）液状媒体の使用量＞　
　本発明における（Ｃ）液状媒体の使用量は、製造される蛍光体含有組成物中に、通常４
０重量％以上であり、好ましくは４５重量％以上であり、より好ましくは５０重量％以上
である。また通常９０重量％以下であり、好ましくは８５重量％以下、より好ましくは８
０重量％以下である。
【００９５】
　（Ｃ）液状媒体の量が多い場合には特段の問題は起こらないが、蛍光体含有組成物の硬
化物の色度や、演色性、発光効率等を良好なものとするためには、通常上記範囲内とされ
る。また少なすぎると流動性がなく取り扱いにくいことがある。
【００９６】
＜１－４．（Ｄ）その他の成分＞　
　本発明においては、上記（Ａ）フィラー、（Ｂ）蛍光体、（Ｃ）液状媒体の他に、本発
明の効果を損なわない限り、必要に応じて（Ｄ）その他の成分を１種、または２種以上を
任意の比率及び組み合わせで含有させることができる。このような成分としては、例えば
フュームドシリカなどのチキソトロープ剤、色素、酸化防止剤、安定化剤（燐系加工安定
化剤などの加工安定化剤、酸化安定化剤、熱安定化剤、紫外線吸収剤などの耐光性安定化
剤等）、光拡散材、フィラーなど、当該分野で公知の添加物のいずれをも用いることがで
きる。
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【００９７】
［２．製造方法］　
　蛍光体含有組成物の硬化物中に気泡が生じると、光の屈折や散乱が生じたり、硬化物の
密着性が低くなったり、また、熱によって気泡が膨張し、クラックが生じたりすることが
あった。気泡の原因の一つとして、蛍光体含有組成物の各材料が含有するガスや、材料の
混合操作によって巻き込まれる気泡、吸湿等が挙げられる。
　本発明の蛍光体含有組成物の製造方法によれば、これらのガスや気泡を蛍光体含有組成
物から分離（以下、「脱気」ということがある。）することができる。以下具体的に本発
明の蛍光体含有組成物の製造方法について説明する。
【００９８】
＜２－１．本発明の製造方法＞　
　本発明の蛍光体含有組成物の製造方法は、（Ａ）フィラー、（Ｂ）蛍光体、及び（Ｃ）
液状媒体を含有する蛍光体含有組成物の製造方法であって、（Ａ）フィラー、（Ｂ）蛍光
体、及び（Ｃ）液状媒体を、円筒状の内側面がなめらかな曲面で底面につながった形状を
有する容器中で混合撹拌する（以下、「混合撹拌工程」ということがある。）。なお、こ
のとき（Ｄ）その他の成分を含有させてもよい。
　図４７は、該容器の一例について説明した図であり、容器の底面中心を通る垂直面にお
ける模式的な断面図である。図４７のうち、符号ａで表わされる部分は内側面、符号ｂで
表わされる部分は内側面と底面とをつなぐなめらかな曲面、符号ｃで表わされる部分は底
面を表わしている。
【００９９】
　容器は、その内側の表面積に対して、なめらかな曲面ｂの面積が広いほど、混合撹拌を
行なうときに対流が起きやすくなり脱気の効率が向上するため好ましいが、広すぎると内
容積が小さくなり生産性が低下する傾向にある。
　具体的には、容器の底面からの高さを１００とした場合に、なめらかな曲面を有する部
分の底面からの高さが通常３以上、好ましくは５以上、さらに好ましくは１０以上、また
、通常４０以下、好ましくは３５以下、さらに好ましくは３０以下である。この範囲を下
回ると、内側面と底面の境界部分において対流しにくい死角部分が生じ、蛍光体含有組成
物を塗布、硬化した場合に発泡するという可能性がある。また、この範囲を上回ると、内
容積が小さくなり生産性が低下するという可能性がある。
【０１００】
　また容器は、底面の中心部が、円筒状の内側面に対して同心状になめらかに隆起した形
状（いわゆるハット型）に形成されている容器であることがより好ましい。
　図４８は、上記の該容器の一例について説明した図であり、容器の底面中心を通る垂直
面における模式的な断面図である。図４８のうち、符号ｄで表わされる部分は円筒状の内
側面に対して同心状になめらかに隆起した部分、符号Ｈ１は該隆起した部分ｄの高さ、符
号Ｈ２は容器の内側の高さ（底面から容器の口までの高さ）、符号Ｗは容器の口の大きさ
（口径）を表わしている。なお、図４７と共通の構造を有する部分に関しては、同じ符号
を付してある。
【０１０１】
　このとき、底面ｃの全面が隆起しているのではなく、底面ｃの中心が最も高くなるよう
に中心部が隆起している方が好ましい。すなわち、ドーナツ状に隆起していない底面ｃが
存在することが好ましい。
　隆起の高さＨ１は、容器の内側の高さＨ２を１００とした場合、通常３以上、好ましく
は５以上、さらに好ましくは１０以上、また、通常５０以下、好ましくは４０以下、さら
に好ましくは３０以下である。この範囲を下回ると、中央部に対流の起こりにくい死角の
部分が出来るため混合脱気が不十分になる可能性がある。また、この範囲を上回ると、格
段の混合効率向上が認められなくなる他、内容積が少なくなり生産性が低下する可能性が
ある。
【０１０２】
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　容器の材質は、蛍光体含有組成物、及びその各材料と化学反応や不純物溶出を起こさな
いものが好ましい。具体的には、紙、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、テ
フロン、ステンレス、ガラス等が挙げられる。
【０１０３】
　容器の内容量は、本発明の効果を著しく損なわない限り制限はないが、通常３ｍＬ以上
、好ましくは４ｍＬ以上、さらに好ましくは５ｍＬ以上、また、通常５Ｌ以下、好ましく
は３Ｌ以下、さらに好ましくは１Ｌ以下である。この範囲を下回ると、蛍光体含有組成物
の自重が少ないため撹拌不能となる可能性がある。また、この範囲を上回ると、混合時に
容器から内容液があふれやすくなったり、気液界面が少なくなり混合脱泡が不十分になり
やすいという可能性がある。
【０１０４】
　また、容器は、広口ならば作業性が向上するが、狭口ならば異物混入を避けることがで
き、さらに減圧下で混合撹拌工程を行なう場合には真空度が高まる。そのため、容器の口
の大きさは、容器の開口直径と深さの比（開口直径／深さ）が通常０．２５以上、好まし
くは０．４以上、さらに好ましくは０．５以上、また、通常２．０以下、好ましくは１．
９以下、さらに好ましくは１．８以下である。
【０１０５】
　容器の具体例としては、軟膏壺（例えば、馬野化学社製、エムアイケミカル社製、サン
ケミカル社製、シントウ化学社製、シンリョウ社製、ＫＭ化学社製、金鵄社製等が挙げら
れる。）が好ましい。該容器で撹拌することによって、各材料のガスの分離がより効率よ
く行なうことができるためである。
【０１０６】
　混合撹拌工程において、各材料（（Ａ）フィラー、（Ｂ）蛍光体、（Ｃ）液状媒体、ま
た混合する場合は（Ｄ）その他の成分）の混合順序に制限はなく、全ての材料を容器にい
れてから混合撹拌を開始してもよいし、順次材料を追加しながら混合撹拌を行なってもよ
い。
【０１０７】
　撹拌速度は液量や粘度、撹拌装置にもよるが、通常３０ｒｐｍ以上、好ましくは４０ｒ
ｐｍ以上、さらに好ましくは５０ｒｐｍ以上、また、通常３０００ｒｐｍ以下、好ましく
は２５００ｒｐｍ以下、さらに好ましくは２０００ｒｐｍ以下である。この範囲を下回る
と、軽沸成分の気液界面への移動が律速となり、除去に時間を要するという可能性がある
。また、この範囲を上回ると、撹拌によりかえって泡を巻き込み脱気効率が上がらなった
り、粘度高い液状媒体では液面上昇により撹拌の継続が困難になる、また液状媒体とフィ
ラー及び蛍光体との比重差が大きな場合には比重大きな粒子が沈降するなどの可能性があ
る。撹拌速度は必ずしも一定である必要はなく、高速と低速を交互に繰り返したり、徐々
に速度を上げる、或いは下げる、撹拌を一時停止する等の工程を含んでいても良い。
【０１０８】
　また、撹拌時間は、通常１分以上、好ましくは５分以上、さらに好ましくは１０分以上
、また、通常３時間以下、好ましくは２時間以下、さらに好ましくは１時間以下である。
この範囲を下回ると、脱泡・脱気が不十分で硬化時に発泡するという可能性がある。また
、この範囲を上回ると、生産性に劣り、撹拌熱により蛍光体含有組成物の温度が上昇して
液状媒体の増粘や分解が起きるという可能性がある。また、フィラーとしてヒュームドシ
リカを使用し、高せん断の撹拌装置を使用したり高濃度のフィラーを添加撹拌した場合に
は、上記範囲を超える長時間の撹拌を行った場合にフィラーの過度の分散や表面変質を誘
起し、目的とするチキソ性を得ることが出来ない場合がある。
【０１０９】
　混合撹拌工程は、通常０℃以上、好ましくは１０℃以上、さらに好ましくは２５℃以上
、また、通常２００℃以下、好ましくは１００℃以下、さらに好ましくは８０℃以下の温
度下で行なう。この範囲を下回ると、混合中に大気中の水分による結露や液状媒体内の含
有水分による氷結が発生し、脱泡・脱気効率が上がらなくなる、という可能性がある。ま
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た、この範囲を上回ると、液状媒体の分解が起きたり、蛍光体含有組成物が経時的に増粘
するという可能性がある。
【０１１０】
　混合撹拌工程は、通常０ｋＰａ以上、好ましくは０．１ｋＰａ以上、さらに好ましくは
０．５ｋＰａ以上、また、通常４０ｋＰａ以下、好ましくは３０ｋＰａ以下、さらに好ま
しくは２０ｋＰａ以下の圧力下で行なう。この範囲を下回ると、減圧度の維持が困難で高
精度の装置を要し、経済的ではないという可能性がある。また、この範囲を上回ると、含
有されるガスや水分が残存し硬化時に発泡が起こるため、塗布対象物との密着性低下やク
ラックの原因となったり、発光装置に用いた場合には目的の輝度を得ることができないと
いう可能性がある。
　また、雰囲気は蛍光体含有組成物と反応を起こさないことが好ましく、大気；窒素、希
ガスなど不活性ガス；等の環境下で行なうことが好ましい。
【０１１１】
　さらに、撹拌しながら遠心操作を同時に行なう（自転・公転式ミキサーや、自転・公転
式真空ミキサー等を用いた遠心撹拌）を行なうことが好ましい。遠心撹拌することで、各
材料中のガスがより効率よく分離され、また撹拌操作による気泡の巻き込みを防ぐことが
できるためである。
【０１１２】
　撹拌装置としては、自転・公転式真空ミキサー（具体的には、シンキー社製ＡＲ－１０
０、ＡＲＥ３００、ＡＲ－５００、ＡＲＶ３１０、ＥＭＥ社製Ｖ－ｍｉｎｉ３００Ｖ、ク
ラボウ社製マゼルスター等が挙げられる。）が好ましい。なお、ミキサー、高速ディスパ
ー、ホモジナイザー、３本ロール、ニーダー、ビーズミル等で混合する等、従来公知の方
法を用いることもできるが、これら何れかの方法で撹拌した場合、該撹拌の後に自転・公
転式ミキサーや、自転・公転式真空ミキサー等を用いて遠心撹拌することが好ましい。な
お、（Ａ）フィラーや（Ｂ）蛍光体が凝集しやすいものである場合には、自転・公転式ミ
キサーや、自転・公転式真空ミキサー等による遠心撹拌の前に、ビーズミルや、三本ロー
ル等を用いて凝集粒子を解砕し、分散を行うことが好ましい。
【０１１３】
　（Ａ）フィラーがヒュームドシリカのように凝集しやすいものである場合には、高濃度
のフィラーを（Ｂ）蛍光体を除く（Ｃ）液状媒体と混合撹拌したマスターバッチを準備し
、ついで（Ｃ）液状媒体を追加して（Ａ）フィラーを目的濃度に希釈する方法をとっても
良い。このような混合方法を取ることにより、ヒュームドシリカの凝集粒子同士の衝突に
より凝集粒子が効率良く解砕され、一段の工程で混合分散した場合よりも最終的に得られ
る液の透明度が高くなり、短時間に混合分散を完了することが出来るという利点がある。
混合機としてせん断力のかかりにくい遠心脱泡装置を用いる場合には特にマスターバッチ
法が有効であり、脱泡しつつ混合撹拌できる利点もある。この場合、マスターバッチのヒ
ュームドシリカ所要量は液状媒体の初期粘度にもよるが、溶媒を除く液状媒体に対し、通
常１５重量％以上、好ましくは１７重量％以上、さらに好ましくは２０重量％以上、また
通常３５重量％以下、好ましくは３３重量％以下、さらに好ましくは３０重量％以下であ
る。この範囲より高濃度になると、フィラーを含有した液状媒体が非常に高粘度となり、
流動性が低下するため撹拌混合することが出来なくなる可能性がある。また、この範囲よ
り低濃度となると、フィラー同士の衝突頻度が低くなるため、長時間の混合撹拌を行って
も１μｍを超える粗大な凝集粒子が多く残留し、得られる液の透明度が低くなる可能性が
ある。
【０１１４】
　その他（Ａ）フィラーを遠心脱泡機を用いて混合撹拌時する場合には、必要に応じて混
合容器内にジルコニアなどのビーズを封入し撹拌しても良い。この場合、ビーズを使用し
ない場合と比較してより撹拌熱が発生しやすくなるため、撹拌時間及び撹拌温度は撹拌中
に液状媒体が過度の粘度上昇や分解を起こさない範囲、通常１５０℃以下、好ましくは１
００℃以下、さらに好ましくは８０℃以下に制御することが望ましい。
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【０１１５】
＜２－２．その他の工程＞　
　本発明の製造方法においては、少なくとも上述の混合撹拌工程を有していれば、他の工
程を有していてもよい。
【０１１６】
　例えば、（Ａ）フィラー、（Ｂ）蛍光体、及び（Ｄ）その他の成分が、固体の状態で材
料となる場合には、乾燥させる工程（以下、適宜「乾燥工程」という場合がある。）を経
てから遠心撹拌工程を行なうことが好ましい。
【０１１７】
　蛍光体含有組成物中における水分の量は、該組成物の増粘効果に影響を与える。そのた
め、混合撹拌工程において（Ａ）フィラーが水分を吸着したり、他の材料から水分が持ち
込まれたりすると、増粘効果に変動が生じる。粘度が上昇するとディスペンサー使用時に
吐出量が変動したり、糸引きが生じて糸切れまでに時間を要し、生産性が低下するという
可能性があり、低下するとシリンジ中や保存容器中で（Ｂ）蛍光体が沈降し、蛍光体濃度
に日内誤差や日間誤差が生じる可能性がある。一方で、（Ａ）フィラーに一度吸着した水
は分離しづらい。斯かる観点からも混合撹拌工程に水分を持ち込まない方が好ましい。
【０１１８】
　混合撹拌の前に（Ａ）フィラーを乾燥させる工程を行なう場合、その方法には制限はな
く、自然乾燥、加熱乾燥、減圧乾燥、通気乾燥等、公知の何れの方法を用いることができ
る。中でも加熱乾燥が好ましい。また、上記の方法のうち１種類を単独で行なってもよく
、また２種類以上を任意の組み合わせ、及び比率で行なってもよい。
【０１１９】
　（Ａ）フィラーの加熱乾燥を行なう場合には、通常６０℃以上、好ましくは８０℃以上
、さらに好ましくは１００℃以上、また、通常３００℃以下、好ましくは２５０℃以下、
さらに好ましくは２００℃以下で乾燥する。この範囲を下回ると、乾燥に長時間を要する
という可能性がある。また、この範囲を上回ると、（Ａ）フィラーの粒子構造が変化した
り、乾燥状態にムラが生じたりするという可能性がある。
【０１２０】
　（Ａ）フィラーの加熱乾燥を行なう場合の雰囲気の相対湿度は、加熱前の２５℃におい
て通常０％以上、好ましくは５％以上、また、通常９０％以下、好ましくは８０％以下、
さらに好ましくは７０％以下で乾燥する。この範囲を下回ると、水分の除去効率は上がる
ものの特殊なデシカント装置が必要となり、不経済かつ生産性に劣るという可能性がある
。また、この範囲を上回ると、水分の除去が不十分になり、大型の装置では局所的な水分
の再吸着が起きたり、脱水に長時間を要したりするという可能性がある。
【０１２１】
　（Ａ）フィラーの乾燥時間は、通常１分以上、好ましくは５分以上、さらに好ましくは
１０分以上、また、通常６時間以下、好ましくは４時間以下、さらに好ましくは３時間以
下である。この範囲を下回ると、乾燥が不十分になるという可能性がある。また、この範
囲を上回ると、生産性が低下し、粒子構造が変化したり粒子が化学的に変性するという可
能性がある。
【０１２２】
　また、（Ａ）フィラーの乾燥は、乾燥中の質量変化が、１重量％／時間以下になるまで
乾燥する。中でも０．７重量％／時間以下に乾燥することが好ましく、０．５重量％／時
間以下に乾燥することがさらに好ましい。
【０１２３】
　以上乾燥工程について（Ａ）フィラーを中心に説明したが、（Ｂ）蛍光体等の蛍光体含
有組成物の各材料に施してもよいし、後述する半導体発光デバイスに用いるカップ等に施
してもよい。これらの材料等に乾燥工程を行なうことによって、上述した効果がより顕著
に得られる傾向にある。なお、樹脂材料など劣化しやすい部材を含むものを乾燥する場合
には加熱温度が２００℃を超えないようにして樹脂劣化を防止し、必要に応じて減圧とし
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て乾燥温度を低くしても良い。
【０１２４】
　乾燥工程は、混合撹拌工程より前に行なえばよい。ただし、乾燥した材料が再び吸湿す
る前に混合撹拌工程に移ることが好ましい。
【０１２５】
　また、上記の混合撹拌工程、及び乾燥工程以外にも、本発明の効果を著しく損なわない
限り別の工程を行なってもよい。
【０１２６】
［３．蛍光体含有組成物］　
　本工程により製造される蛍光体含有組成物について、以下説明する。
【０１２７】
＜３－１．物性＞　
　本発明により製造される蛍光体含有組成物は、上記各成分を含有するものであれば特に
制限はないが、粘度が通常５００ｍＰａ・ｓ以上、好ましくは１０００ｍＰａ・ｓ以上、
さらに好ましくは２０００ｍＰａ・ｓ以上であり、通常１５０００ｍＰａ・ｓ以下、１０
０００ｍＰａ・ｓ以下、好ましくは８０００ｍＰａ・ｓ以下である。粘度が高すぎると蛍
光体含有組成物を塗布装置に充填する際等に、配管の閉塞などトラブルの原因となる場合
がある。また粘度が低すぎると（Ｂ）蛍光体の沈降が起こることがある。
【０１２８】
　なお本発明により製造される蛍光体含有組成物は、取り扱い性等の観点や、（Ｃ）液状
媒体を硬化させる前に（Ｂ）蛍光体が沈降しないために、チキソトロープ性を示すものが
好ましい。チキソトロープ性を示すことは、ローター回転数を１ｒｐｍおよび５ｒｐｍと
した場合のＢ型粘度計における粘度が１ｒｐｍの粘度が５ｒｐｍの粘度より大きいことで
確認することができる。
【０１２９】
＜３－２．用途＞　
　本発明により製造される蛍光体含有組成物は、公知の半導体発光装置の半導体発光デバ
イス用部材の形成に用いられるもの等とすることができるが、この限りではない。またポ
ッティング、スピンコート、印刷などの各種塗布方法に柔軟に対応したものとすることが
できる。
【０１３０】
　上記蛍光体含有組成物を半導体発光デバイス用部材の形成に用いた場合、（Ｂ）蛍光体
の分散性が良好であり、半導体発光デバイス用部材中に気泡が生じること等が少ないこと
から、従来の半導体発光デバイス用部材と比較して、光取り出し効率が高く、密着性及び
耐熱性を示し、クラックや剥離が起きにくく、輝度の低下が少ない。したがって、長期に
わたって信頼性の高い部材を提供することができる。
　以下、本発明により製造される蛍光体含有組成物を半導体発光デバイス用部材の形成に
用いた半導体発光装置について説明する。
【０１３１】
＜３－２－１．半導体発光装置の基本概念＞　
　上記半導体発光デバイス用部材を用いた半導体発光装置は、例えば、以下の適用例があ
る。本発明の半導体発光デバイス用部材は、上記適用例において、従来の半導体発光デバ
イス用部材と比較して、優れた耐光性、密着性及び耐熱性を示し、クラックや剥離が起き
にくく、輝度の低下が少ない。したがって、本発明により製造される蛍光体含有組成物を
用いた半導体発光デバイス用部材によれば、長期にわたって信頼性の高い部材を提供する
ことができる。
【０１３２】
　（適用例）発光素子の近傍に、蛍光体含有する半導体発光デバイス用部材（以下適宜、
「蛍光体部」という）を配設し、発光素子からの光により蛍光体部中の（Ｂ）蛍光体や蛍
光体成分を励起させ、蛍光を利用して所望の波長の光を発光する半導体発光装置。
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【０１３３】
　この適用例においては、上記半導体発光デバイス用部材の高い耐久性、透明性および封
止材性能を生かし、高耐久性で光取り出し効率の高い蛍光体部を形成することができる。
さらに、上記半導体発光デバイス用部材に、（Ｂ）蛍光体や蛍光体成分に加えて透明高屈
折成分を併せて保持させた場合、上記半導体発光デバイス用部材の屈折率を発光素子や（
Ｂ）蛍光体の屈折率近傍にすることで、界面反射を低減し、より高い光取り出し効率を得
ることができる。
【０１３４】
　以下に、上記半導体発光デバイス用部材を適用した基本概念について、図１を参照しな
がら説明する。なお、図１は上記実施形態の基本概念の説明図である。発光装置１Ｂ（半
導体発光装置。以下、半導体発光装置を単に「発光装置」ということがある。）は、図１
に示すように、ＬＥＤチップからなる発光素子２と、発光素子２の近傍に配設された上記
半導体発光デバイス用部材３Ｂとを備えている。
【０１３５】
　図１に示すような半導体発光装置１Ｂは半導体発光デバイス用部材３Ｂに（Ｂ）蛍光体
や蛍光体成分を含む。この場合、半導体発光デバイス用部材３Ｂは、発光素子２の封止、
光取り出し機能、機能性成分保持機能や、波長変換機能を発揮できる。なお、以下の説明
において、（Ｂ）蛍光体や蛍光体成分を含有する半導体発光デバイス用部材３Ｂを、適宜
「蛍光体部」と呼ぶ。また、蛍光体部は、その形状や機能などに応じて、適宜、符号３３
，３４などで示す場合もある。
【０１３６】
　発光素子２は、例えば、青色光ないし紫外光を放射するＬＥＤチップにより構成される
が、これら以外の発光色のＬＥＤチップであってもよい。
【０１３７】
　蛍光体部３Ｂは、発光素子２の高耐久性封止材、光取出し膜、諸機能付加膜などの機能
を発揮しうると共に、発光素子２からの光により励起されて所望の波長の光を発光する波
長変換機能を発揮するものである。蛍光体部３Ｂは、発光素子２からの光により励起され
て所望の波長の光を発光する蛍光物質を少なくとも含んでいればよい。このような蛍光物
質の例としては、上に例示した各種の（Ｂ）蛍光体が挙げられる。蛍光体部３Ｂの発光色
としては、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）及び青色（Ｂ）の３原色は勿論のこと、蛍光灯のよう
な白色や電球のような黄色も可能である。要するに、蛍光体部３Ｂは、励起光とは異なる
所望の波長の光を放射する波長変換機能を有している。
【０１３８】
　図１に示す発光装置１Ｂでは、発光素子２から放射された光の一部４ａは蛍光体部３Ｂ
をそのまま透過し、発光装置１Ｂの外部へ放射される。また、発光装置１Ｂでは、発光素
子２から放射された光の他の一部４ｂが蛍光体部３Ｂに吸収されて蛍光体部３Ｂが励起さ
れ、蛍光体部３Ｂに含有される蛍光体粒子、蛍光イオン、蛍光染料等の蛍光成分特有の波
長の光５が発光装置１Ｂの外部へ放射される。
【０１３９】
　したがって、発光装置１Ｂからは、発光素子２で発光して蛍光体部３Ｂを透過した光４
ａと蛍光体部３Ｂで発光した光５との合成光６が、波長変換された光として放射されるこ
とになり、発光素子２の発光色と蛍光体部３Ｂの発光色とで発光装置１Ｂ全体としての発
光色が決まることになる。なお、発光素子２で発光して蛍光体部３Ｂを透過する光４ａは
必ずしも必要ではない。
【０１４０】
＜３－３．実施形態＞　
〔実施形態１〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂは、図２（ａ）に示すように、ＬＥＤチップからなる発光素
子２と、透光性の透明な材料を砲弾形に成形したモールド部１１とを備えている。モール
ド部１１は発光素子２を覆っており、発光素子２は導電性材料により形成したリード端子
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１２，１３に電気的に接続されている。リード端子１２，１３はリードフレームにより形
成されている。
【０１４１】
　発光素子２は、窒化ガリウム系のＬＥＤチップであり、図２（ａ）における下面側にｎ
形半導体層（図示せず）、上面側にｐ形半導体層（図示せず）が形成されており、ｐ形半
導体層側から光出力を取り出すから図２の上方を前方として説明する。発光素子２の後面
はリード端子１３の前端部に取り付けられたミラー（カップ部）１４に対してダイボンド
によって接合されている。また、発光素子２は、上述のｐ形半導体層及びｎ形半導体層そ
れぞれに導電ワイヤ（例えば、金ワイヤ）１５，１５がボンディングにより接続され、こ
の導電ワイヤ１５，１５を介して発光素子２とリード端子１２，１３とが電気的に接続さ
れている。なお、導電ワイヤ１５，１５は発光素子２から放射される光を妨げないように
断面積の小さいものが用いられている。
【０１４２】
　ミラー１４は発光素子２の側面及び後面から放射された光を前方に反射する機能を有し
、ＬＥＤチップから放射された光及びミラー１４により前方に反射された光は、レンズと
して機能するモールド部１１の前端部を通してモールド部１１から前方に放射される。モ
ールド部１１は、ミラー１４、導電ワイヤ１５，１５、リード端子１２，１３の一部とと
もに、発光素子２を覆っており、発光素子２が大気中の水分などと反応することによる特
性の劣化が防止されている。各リード端子１２，１３の後端部はそれぞれモールド部１１
の後面から外部に突出している。
【０１４３】
　ところで、発光素子２は、図２（ｂ）に示すように、窒化ガリウム系半導体からなる発
光層部２１が、蛍光体部３Ｂ上に半導体プロセスを利用して形成されており、蛍光体部３
Ｂの後面には反射層２３が形成されている。発光層部２１からの発光による光は全方位に
放射されるが、蛍光体部３Ｂに吸収された一部の光は蛍光体部３Ｂを励起し、上記蛍光成
分特有の波長の光を放射する。この蛍光体部３Ｂで発光した光は反射層３によって反射さ
れて前方へ放射される。したがって、発光装置１Ｂは、発光層部２１から放射された光と
蛍光体部３Ｂから放射された光との合成光が得られることになる。
【０１４４】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂは、発光素子２と、発光素子２からの光により励
起されて所望の波長の光を発光する蛍光体部３Ｂとを備えてなる。ここで、蛍光体部３Ｂ
として透光性に優れたものを用いれば、発光素子２から放射された光の一部がそのまま外
部へ放射されるとともに、発光素子２から放射された光の他の一部によって発光中心とな
る蛍光成分が励起されて当該蛍光成分特有の発光による光が外部へ放射されるから、発光
素子２から放射される光と蛍光体部３Ｂの蛍光成分から放射される光との合成光を得るこ
とができ、また、従来に比べて光色むらや光色ばらつきを少なくすることができるととも
に、外部への光の取り出し効率を高めることができる。即ち、蛍光体部３Ｂとして、曇り
や濁りがなく透明性が高いものを用いれば、光色の均一性に優れ、発光装置１Ｂ間の光色
ばらつきもほとんどなく、発光素子２の光の外部への取り出し効率を従来に比べて高める
ことができる。また、発光物質の耐候性を高めることができ、従来に比べて発光装置１Ｂ
の長寿命化を図ることが可能となる。
【０１４５】
　また、本実施形態の発光装置１Ｂでは、蛍光体部３Ｂが発光素子２を形成する基板に兼
用されているので、発光素子２からの光の一部により蛍光体部中の発光中心となる（Ｂ）
蛍光体を効率良く励起することができ、当該蛍光成分特有の発光による光の輝度を高める
ことができる。
【０１４６】
〔実施形態２〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂは、図３に示すように、プリント配線１７が施された絶縁基
板１６上に発光素子２が表面実装されている。ここにおいて、発光素子２は、実施形態１
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と同様の構成であって、窒化ガリウム系半導体からなる発光層部２１が蛍光体部３Ｂ上に
形成され、蛍光体部３Ｂの後面に反射層２３が形成されている。また、発光素子２は発光
層部２１のｐ形半導体層（図示せず）及びｎ形半導体層（図示せず）それぞれが、導電ワ
イヤ１５，１５を介してプリント配線１７，１７に電気的に接続されている。
【０１４７】
　また、絶縁基板１６上には発光素子２を囲む枠状の枠材１８が固着されており、枠材１
８の内側には発光素子２を封止・保護する封止部１９を設けてある。
【０１４８】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂにおいても、実施形態１と同様に、発光素子２と
、発光素子２からの光により励起されて所望の波長の光を発光する蛍光体部３Ｂとを備え
てなるので、発光素子２からの光と蛍光体からの光との合成光を得ることができる。また
、実施形態１と同様、従来に比べて光色むらや光色ばらつきを少なくすることができると
ともに、外部への光の取り出し効率を高めることができ、長寿命化を図ることも可能とな
る。
【０１４９】
〔実施形態３〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態２と略同じであって、実施形態２で説
明した枠材１８（図３参照）を用いておらず、図４に示すように、封止部１９の形状が異
なる。なお、実施形態２と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１５０】
　本実施形態における封止部１９は、発光素子２を封止する円錐台状の封止機能部１９ａ
と封止部１９の前端部においてレンズとして機能するレンズ状のレンズ機能部１９ｂとで
構成されている。
【０１５１】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態２に比べて部品点数を少なくする
ことができ、小型化及び軽量化を図ることができる。しかも、封止部１９の一部にレンズ
として機能するレンズ機能部１９ｂを設けたことにより、指向性の優れた配光を得ること
ができる。
【０１５２】
〔実施形態４〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態２２と略同じであって、図５に示すよ
うに、絶縁基板１６の一面（図５における上面）に発光素子２を収納する凹所１６ａが設
けられており、凹所１６ａの底部に発光素子２が実装され、凹所１６ａ内に封止部１９を
設けている点に特徴がある。ここにおいて、絶縁基板１６に形成されたプリント配線１７
，１７は凹所１６ａの底部まで延長され、導電ワイヤ１５，１５を介して発光素子２の窒
化ガリウム系半導体からなる発光層部２１に電気的に接続されている。なお、実施形態２
と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１５３】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは封止部１９が絶縁基板１６の上面に形成され
た凹所１６ａを充填することで形成されているので、実施形態２で説明した枠材１８（図
３参照）や実施形態３で説明した成形用金型を用いることなく封止部１９を形成すること
ができ、実施形態２，３に比べて発光素子２の封止工程を簡便に行なえるという利点があ
る。
【０１５４】
〔実施形態５〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態４と略同じであって、図６に示すよう
に、発光素子２が絶縁基板１６に所謂フリップチップ実装されている点に特徴がある。す
なわち、発光素子２は、発光層部２１のｐ形半導体層（図示せず）及びｎ形半導体層（図
示せず）それぞれの表面側に導電性材料からなるバンプ２４，２４が設けられており、発
光層部２１がフェースダウンでバンプ２４，２４を介して絶縁基板１６のプリント配線１
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７，１７と電気的に接続されている。したがって、本実施形態における発光素子２は、絶
縁基板１６に最も近い側に発光層部２１が配設され、絶縁基板１６から最も遠い側に反射
層２３が配設され、発光層部２１と反射層２３との間に蛍光体部３Ｂが介在することにな
る。なお、実施形態４と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１５５】
　本実施形態の発光装置１Ｂでは、反射層２３で図６における下方（後方）へ反射された
光は、凹所１６ａの内周面で反射されて同図における上方（前方）へ放射される。ここに
おいて、凹所１６ａの内周面であってプリント配線１７，１７以外の部位には、反射率の
高い材料からなる反射層を別途に設けることが望ましい。
【０１５６】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは絶縁基板１６に設けられたプリント配線１７
，１７と発光素子２とを接続するために実施形態４のような導電ワイヤ１５，１５を必要
としないので、実施形態４に比べて機械的強度及び信頼性を向上させることが可能となる
。
【０１５７】
〔実施形態６〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態５と略同じであって、図７に示すよう
に、実施形態５で説明した反射層２３を設けていない点が相違する。要するに、本実施形
態の発光装置１Ｂでは、発光層部２１で発光した光及び蛍光体部３Ｂで発光した光が封止
部１９を透過してそのまま前方へ放射されることになる。なお、実施形態５と同様の構成
要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１５８】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態５に比べて部品点数を削減できて
製造が容易になる。
【０１５９】
〔実施形態７〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態１と略同じであって、図８に示すよう
に、発光素子２を覆うモールド部１１を備えており、モールド部１１を蛍光体部と一体に
形成している点に特徴がある。なお、実施形態１と同様の構成要素には同一の符号を付し
て説明を省略する。
【０１６０】
　本実施形態の発光装置１Ｂの製造にあたっては、モールド部１１を設けていない仕掛品
を蛍光体含有組成物を溜めた成形金型の中に浸漬し、蛍光体含有組成物を硬化させる方法
などによってモールド部１１を形成している。
【０１６１】
　しかして、本実施形態では、モールド部１１が蛍光体部と一体に形成されているので、
蛍光体部として後述するように上記半導体発光デバイス用部材を用いることにより、モー
ルド部１１の耐光性、密着性、封止性、透明性、耐熱性等を高めたり、長期間使用に伴う
クラックや剥離を抑制したりすることが可能となる。
【０１６２】
〔実施形態８〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態１と略同じであって、図９に示すよう
に、モールド部１１の外面に後面が開口されたカップ状の蛍光体部３Ｂが装着されている
点に特徴がある。すなわち、本実施形態では、実施形態１のように発光素子２に蛍光体部
３Ｂを設ける代わりに、モールド部１１の外周に沿う形状の蛍光体部３Ｂを設けているの
である。なお、実施形態１と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１６３】
　本実施形態における蛍光体部３Ｂは、実施形態７で説明した蛍光体含有組成物を硬化さ
せる方法により薄膜として形成してもよいし、あるいは予め固体の蛍光体部をカップ状に
成形加工した部材をモールド部１１に装着するようにしてもよい。
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【０１６４】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態７の発光装置１Ｂのようにモール
ド部１１全体を蛍光体部と一体に形成する場合に比べて、蛍光体部の材料使用量の削減を
図ることができ、低コスト化を図れる。
【０１６５】
〔実施形態９〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は、実施形態２と略同じであって、図１０に示す
ように、絶縁基板１６の一面（図１０の上面）側において発光素子２を囲むように配設さ
れた枠状の枠材１８を備えており、枠材１８の内側の封止部１９を実施形態２で説明した
蛍光体部３Ｂと同様の蛍光体部により形成している点に特徴がある。なお、実施形態２と
同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１６６】
　しかして、本実施形態では、封止部１９が蛍光体部により形成されているので、蛍光体
部として後述するように上記半導体発光デバイス用部材を用いることにより、封止部１９
の耐光性、密着性、封止性、透明性、耐熱性等を高めたり、長期間使用に伴うクラックや
剥離を抑制したりすることが可能となる。
【０１６７】
〔実施形態１０〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は、実施形態２と略同じであって、図１１に示す
ように、絶縁基板１６の一面（図１１の上面）側において発光素子２を囲むように配設さ
れた枠状の枠材１８を備えており、枠材１８の内側の封止部１９を実施形態２で説明した
蛍光体部３Ｂと同様の蛍光体部により形成している点に特徴がある。なお、実施形態２と
同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１６８】
　しかして、本実施形態では、封止部１９が蛍光体部により形成されているので、蛍光体
部として後述するように上記半導体発光デバイス用部材を用いることにより、封止部１９
の耐光性、密着性、封止性、透明性、耐熱性等を高めたり、長期間使用に伴うクラックや
剥離を抑制したりすることが可能となる。
【０１６９】
　また、本実施形態では、発光素子２の発光層部２１の後面に蛍光体部３Ｂが形成され、
発光素子２を覆う封止部１９が蛍光体部により形成されているので、発光素子２の発光層
部２１の全方位に蛍光体部が存在することになり、蛍光体部の励起、発光を実施形態９に
比べてより一層効率的に行なえるという利点がある。
【０１７０】
〔実施形態１１〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態２と略同じであって、図１２に示すよ
うに、透光性材料よりなる封止部１９の上面に、あらかじめレンズ状に成形した蛍光体部
３３を配設している点に特徴がある。ここにおいて、蛍光体部３３は、実施形態２で説明
した蛍光体部３Ｂと同様の材質よりなり、発光素子２からの光によって励起され所望の波
長の光を発光するものである。なお、実施形態２と同様の構成要素には同一の符号を付し
て説明を省略する。
【０１７１】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、蛍光体部３３が波長変換機能だけでなく、
レンズとしての機能を有することになり、レンズ効果による発光の指向性制御を行なうこ
とができる。
【０１７２】
〔実施形態１２〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態２と略同じであって、図１３に示すよ
うに、透光性材料よりなる封止部１９の上面に、あらかじめレンズ状に成形した蛍光体部
３３を配設している点に特徴がある。ここにおいて、蛍光体部３３は、実施形態２で説明
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した蛍光体部３Ｂと同様と同様の材質よりなり、発光素子２からの光によって励起され所
望の波長の光を発光するものである。なお、実施形態２と同様の構成要素には同一の符号
を付して説明を省略する。
【０１７３】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、蛍光体部３３が波長変換機能だけでなく、
レンズとしての機能を有することになり、レンズ効果による発光の指向性制御を行なうこ
とができる。また、本実施形態では、発光素子２の発光層部２１の後面に蛍光体部３Ｂが
形成されているので、蛍光体部の励起、発光を実施形態１１に比べてより一層効率的に行
なえるという利点がある。
【０１７４】
〔実施形態１３〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態３と略同じであって、図１４に示すよ
うに、絶縁基板１６の上面側において発光素子２を覆う封止部１９を備えており、封止部
１９が蛍光体部により形成されている点に特徴がある。ここに、封止部１９は、実施形態
３と同様に、発光素子２を封止する円錐台状の封止機能部１９ａと封止部１９の前端部に
おいてレンズとして機能するレンズ状のレンズ機能部１９ｂとで構成されている。なお、
実施形態３と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１７５】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、封止部１９が発光素子２を封止・保護する
機能だけでなく、発光素子２からの光を波長変換する波長変換機能、発光の指向性を制御
するレンズ機能を有することになる。また、封止部１９の耐候性を高めることができ、長
寿命化を図ることができる。また、本実施形態では、発光素子２の発光層部２１の後面に
蛍光体部３Ｂが形成され、発光素子２を覆う封止部１９が蛍光体部により形成されている
ので、発光素子２の発光層部２１の全方位に蛍光体部が存在することになり、蛍光体部の
励起、発光を実施形態１２に比べてより一層効率的に行なえるという利点がある。
【０１７６】
〔実施形態１４〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態３と略同じであって、図１５に示すよ
うに、絶縁基板１６の一面（図１５の上面）側において発光素子２を覆う封止部１９を備
えており、封止部１９が蛍光体部３Ｂにより形成されている点に特徴がある。ここに、封
止部１９は、実施形態３と同様に、発光素子２を封止する円錐台状の封止機能部１９ａと
封止部１９の前端部においてレンズとして機能するレンズ状のレンズ機能部１９ｂとで構
成されている。なお、実施形態３と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略す
る。
【０１７７】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、封止部１９が発光素子２を封止・保護する
機能だけでなく、発光素子２からの光を波長変換する波長変換機能、発光の指向性を制御
するレンズ機能を有することになる。また、封止部１９の耐候性を高めることができ、長
寿命化を図ることができる。
【０１７８】
〔実施形態１５〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態３と略同じであって、図１６に示すよ
うに、絶縁基板１６の上面側において発光素子２を覆うドーム状の蛍光体部３４を配設し
、蛍光体部３４の外面側に透光性樹脂からなる封止部１９が形成されている点に特徴があ
る。ここに、封止部１９は、実施形態３と同様に、発光素子２を封止する封止機能部１９
ａと封止部１９の前端部においてレンズとして機能するレンズ状のレンズ機能部１９ｂと
で構成されている。なお、実施形態３と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省
略する。
【０１７９】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態１３，１４に比べて蛍光体部３４
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の材料使用量を低減することができる。また、本実施形態では、発光素子２を覆うドーム
状の蛍光体部３４が配設されているので、蛍光体部３２に水蒸気を透過しにくい樹脂又は
ガラス等の材料を選択し、その内側に上記半導体発光デバイス用部材を形状とすることで
、外部からの水分による発光素子２の劣化をより確実に防止することができる。
【０１８０】
〔実施形態１６〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態３と略同じであって、図１７に示すよ
うに、絶縁基板１６の上面側において発光素子２を覆うドーム状の蛍光体部３４を配設し
、蛍光体部３４の外面側に封止部１９が形成されている点に特徴がある。ここに、封止部
１９は、実施形態３と同様に、発光素子２を封止する封止機能部１９ａと封止部１９の前
端部においてレンズとして機能するレンズ状のレンズ機能部１９ｂとで構成されている。
なお、実施形態３と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１８１】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態１３，１４に比べて蛍光体部３４
の材料使用量を低減することができる。また、本実施形態では、発光素子２を覆うドーム
状の蛍光体部３４が配設されているので、蛍光体部３２に水蒸気を透過しにくい樹脂又は
ガラス等の材料を選択し、その内側に上記半導体発光デバイス用部材を形状とすることで
、外部からの水分による発光素子２の劣化をより確実に防止することができる。また、本
実施形態では、発光素子２の発光層部２１の後面に蛍光体部３Ｂが形成され、発光素子２
を覆う封止部１９が蛍光体部により形成されているので、発光素子２の発光層部２１の全
方位に蛍光体部が存在することになり、蛍光体部の励起、発光を実施形態１５に比べてよ
り一層効率的に行なえるという利点がある。
【０１８２】
〔実施形態１７〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態４と略同じであって、図１８に示すよ
うに、絶縁基板１６の一面（図１８における上面）に設けた凹所１６ａの底部に配設され
た発光素子２を封止する封止部１９を備えており、封止部１９が蛍光体部により形成され
ている点に特徴がある。ここにおいて、蛍光体部は実施形態１で説明した蛍光体部３Ｂと
同様に発光素子２からの光によって励起され所望の波長の光を発光するものである。なお
、実施形態４と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１８３】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、封止部１９が蛍光体部により形成されてい
るので、蛍光体部として後述するように上記半導体発光デバイス用部材を用いることによ
り、封止部１９の耐光性、密着性、封止性、透明性、耐熱性等を高めたり、長期間使用に
伴うクラックや剥離を抑制したりすることが可能となる。また、本実施形態では、発光素
子２の発光層部２１の後面に蛍光体部３Ｂが形成され、発光素子２を覆う封止部１９が蛍
光体部３Ｂにより形成されているので、発光素子２の発光層部２１の全方位に蛍光体部が
存在することになり、蛍光体部の励起、発光を実施形態１５に比べてより一層効率的に行
なえるという利点がある。
【０１８４】
〔実施形態１８〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態４と略同じであって、図１９に示すよ
うに、絶縁基板１６の一面（図１９における上面）に設けた凹所１６ａの底部に配設され
た発光素子２を封止する封止部１９を備えており、封止部１９が蛍光体部３Ｂにより形成
されている点に特徴がある。ここにおいて、蛍光体部３Ｂは実施形態１で説明した蛍光体
部３Ｂと同様に発光素子２からの光によって励起され所望の波長の光を発光するものであ
る。なお、実施形態４と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１８５】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、封止部１９が蛍光体部により形成されてい
るので、蛍光体部３Ｂとして後述するように上記半導体発光デバイス用部材を用いること
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により、封止部１９の耐光性、密着性、封止性、透明性、耐熱性等を高めたり、長期間使
用に伴うクラックや剥離を抑制したりすることが可能となる。
【０１８６】
〔実施形態１９〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態４と略同じであって、図２０に示すよ
うに、封止部１９の上面（光取り出し面）に予めレンズ状に成形した蛍光体部３３を配設
している点に特徴がある。ここにおいて、蛍光体部３３は実施形態１で説明した蛍光体部
３Ｂと同様に発光素子２からの光によって励起され所望の波長の光を発光するものである
。なお、実施形態４と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１８７】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、蛍光体部３３が波長変換機能だけでなく、
レンズとしての機能を有することになり、レンズ効果による発光の指向性制御を行なうこ
とができる。
【０１８８】
〔実施形態２０〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態４と略同じであって、図２１に示すよ
うに、封止部１９の上面（光取り出し面）に予めレンズ状に成形した蛍光体部３３を配設
している点に特徴がある。ここにおいて、蛍光体部３３は実施形態１で説明した蛍光体部
３Ｂと同様に発光素子２からの光によって励起され所望の波長の光を発光するものである
。なお、実施形態４と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１８９】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、蛍光体部３３が波長変換機能だけでなく、
レンズとしての機能を有することになり、レンズ効果による発光の指向性制御を行なうこ
とができる。また、本実施形態では、発光素子２の発光層部２１の後面にも蛍光体部３Ｂ
が配設されているので、実施形態１９に比べて蛍光体部の励起、発光がより一層効率的に
行なわれるという利点がある。
【０１９０】
〔実施形態２１〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態５と略同じであって、図２２に示すよ
うに、絶縁基板１６の一面（図２２における上面）に設けた凹所１６ａの底部に配設され
た発光素子２を封止する封止部１９を備えており、封止部１９が蛍光体部３Ｂにより形成
されている点に特徴がある。ここにおいて、封止部１９は、予め、図２３に示すように、
外周形状が凹所１６ａに対応する形状であって発光素子２に対応する部位に発光素子２を
収納するための凹部１９ｃを有する形状に加工したものを、発光素子２が実装された絶縁
基板１６の凹所１６ａに装着しているので、封止工程を簡便化することができる。また、
封止部１９を形成する蛍光体部３Ｂは実施形態１で説明した蛍光体部３Ｂと同様に発光素
子２からの光によって励起され所望の波長の光を発光するものである。なお、実施形態５
と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１９１】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、封止部１９が蛍光体部により形成されてい
るので、蛍光体部３Ｂとして後述するように上記半導体発光デバイス用部材を用いること
により、封止部１９の耐光性、密着性、封止性、透明性、耐熱性等を高めたり、長期間使
用に伴うクラックや剥離を抑制したりすることが可能となる。また、本実施形態では、発
光素子２の発光層部２１から前方へ放射された光が反射層２３によって一旦、凹所１６ａ
の内底面側に向けて反射されるので、凹所１６ａの内底面及び内周面に反射層を設けてお
けば、凹所１６ａの内底面及び内周面でさらに反射されて前方へ放射されることになって
光路長を長くとれ、蛍光体部３Ｂにより効率的に励起、発光を行なうことができるという
利点がある。
【０１９２】
〔実施形態２２〕　
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　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態５と略同じであって、図２４に示すよ
うに、絶縁基板１６の一面（図２４における上面）に設けた凹所１６ａの底部に配設され
た発光素子２を封止する封止部１９を備えており、封止部１９が蛍光体部３Ｂにより形成
されている点に特徴がある。ここにおいて、封止部１９は、予め、図２５に示すように、
外周形状が凹所１６ａに対応する形状であって発光素子２に対応する部位に発光素子２を
収納するための凹部１９ｃを有する形状に加工したものを、発光素子２が実装された絶縁
基板１６の凹所１６ａに装着しているので、封止工程を簡便化することができる。また、
封止部１９を形成する蛍光体部３Ｂは実施形態１で説明した蛍光体部３Ｂと同様に発光素
子２からの光によって励起され所望の波長の光を発光するものである。なお、実施形態５
と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１９３】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、封止部１９が蛍光体部３Ｂにより形成され
ているので、蛍光体部３Ｂとして後述するように上記半導体発光デバイス用部材を用いる
ことにより、封止部１９の耐光性、密着性、封止性、透明性、耐熱性等を高めたり、長期
間使用に伴うクラックや剥離を抑制したりすることが可能となる。
【０１９４】
〔実施形態２３〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態６と略同じであって、図２６に示すよ
うに、発光素子２の上面に、予めロッド状に加工した蛍光体部３Ｂを配設している点に特
徴がある。ここにおいて、発光素子２及び蛍光体部３Ｂの周囲には透光性材料からなる封
止部１９が形成されており、蛍光体部３Ｂは一端面（図２６における下端面）が発光素子
２の発光層部２１に密着し他端面（図２６における上端面）が露出している。なお、実施
形態６と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１９５】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、上記一端面が発光素子２の発光層部２１に
密着する蛍光体部３Ｂがロッド状に形成されているので、発光層部２１で発光した光を蛍
光体部３Ｂの上記一端面を通して蛍光体部３Ｂへ効率的に取り込むことができ、取り込ん
だ光により励起された蛍光体部３Ｂの発光を蛍光体部３Ｂの上記他端面を通して外部へ効
率的に放射させることができる。なお、本実施形態では、蛍光体部３Ｂを比較的大径のロ
ッド状に形成して１つだけ用いているが、図２７に示すように蛍光体部３Ｂを比較的小径
のファイバ状に形成して複数本の蛍光体部３Ｂを並べて配設するようにしてもよい。また
、蛍光体部３Ｂの断面形状は円形に限らず、例えば四角形状に形成してもよいし、その他
の形状に形成してもよいのは勿論である。
【０１９６】
〔実施形態２４〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態２３と略同じであって、図２８に示す
ように、絶縁基板１６の凹所１６ａ内に設けた封止部１９を備え、封止部１９が蛍光体部
３Ｂにより形成されている点に特徴がある。ここにおいて、封止部１９は、予め、図２９
に示すように、外周形状が凹所１６ａに対応する形状であって発光素子２に対応する部位
に発光素子２を収納するための貫通孔１９ｄを有する形状に加工したものを、発光素子２
が実装された絶縁基板１６の凹所１６ａに装着しているので、封止工程を簡便化すること
ができる。また、封止部１９を形成する蛍光体部３Ｂは実施形態１で説明した蛍光体部３
Ｂと同様に発光素子２からの光によって励起され所望の波長の光を発光するものである。
なお、実施形態２３と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１９７】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、封止部１９も蛍光体部３Ｂにより形成され
ているので、長寿命化及び発光の高効率化を図ることができる。なお、本実施形態では、
蛍光体部３Ｂを比較的大径のロッド状に形成して１つだけ用いているが、図３０に示すよ
うに蛍光体部３Ｂを比較的小径のファイバ状に形成して複数本の蛍光体部３Ｂを並べて配
設するようにしてもよい。また、蛍光体部３Ｂの断面形状は円形に限らず、例えば四角形
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状に形成してもよいし、その他の形状に形成してもよいのは勿論である。
【０１９８】
〔実施形態２５〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態２と略同じであって、図３１に示すよ
うに絶縁基板１６の一面（図３１における上面）側に配設された枠材１８を備え、発光素
子２の発光層部２１がＡｌＧａＮ系で近紫外光を発光するものであり、枠材１８の内側の
封止部１９として用いる透光性材料中に蛍光体粉末（例えば、近紫外光により励起されて
黄色光を発光するＹＡＧ：Ｃｅ３＋蛍光体の粉末）が分散されている点に特徴がある。ま
た、本実施形態では、蛍光体部３Ｂとして、フツリン酸塩系ガラス（例えば、近紫外光に
より励起されて青色光を発光するＰ２Ｏ５・ＡｌＦ３・ＭｇＦ・ＣａＦ２・ＳｒＦ２・Ｂ
ａＣｌ２：Ｅｕ２＋）を用いている。なお、実施形態２と同様の構成要素には同一の符号
を付して説明を省略する。
【０１９９】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、発光素子２からの光により励起されて発光
する蛍光体粉末が封止部１９に分散されているので、発光素子２から放射された光と蛍光
体部３Ｂから放射された光と蛍光体粉末から放射された光との合成光からなる光出力が得
られる。
【０２００】
　したがって、発光素子２の発光層部２１の材料として近紫外光を発光する材料を選んで
おけば、発光素子２から放射された光によって蛍光体部３Ｂと封止部１９中の蛍光体粉末
との双方が励起されてそれぞれが固有の発光を呈し、その合成光が得られることになる。
本実施形態では、蛍光体部３Ｂから青色光が放射されるとともに、蛍光体粉末から黄色光
が放射され、いずれの発光色とも異なる白色光を得ることができる。
【０２０１】
　なお、既存の蛍光体粉末や蛍光体部の蛍光体粒子ではそれぞれに発光可能な材料が限定
されており、いずれか一方だけでは所望の光色が得られないこともあり、このような場合
には本実施形態は極めて有効である。つまり、蛍光体部３Ｂだけで所望の光色特性が得ら
れない場合には、蛍光体部３Ｂに欠けている適当な光色特性を有する蛍光体粉末を併用し
て補完することにより、所望の光色特性の発光装置１Ｂが実現できる。また、本実施形態
では、蛍光体粉末の発光色を蛍光体部３Ｂの発光色と異ならせてあるが、蛍光体粉末の発
光色を蛍光体部３Ｂの発光色に揃えておけば、蛍光体部３Ｂの発光に蛍光体粉末の発光が
重畳され、光出力を増加することができ、発光効率を高めることができる。ここに、蛍光
体部３Ｂと蛍光体粉末とで発光色を略同色とする場合には、例えば、蛍光体部３Ｂの蛍光
体粒子として赤色光を発光するＰ２Ｏ５・ＳｒＦ２・ＢａＦ２：Ｅｕ３＋を用いるととも
に、蛍光体粉末として赤色光を発光するＹ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ３＋を用いれば、赤色発光の高
効率化を図れる。この蛍光体部３Ｂと蛍光体粉末との組み合わせは一例であって他の組み
合わせを採用してもよいことは勿論である。
【０２０２】
〔実施形態２６〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態３と略同じであって、図３２に示すよ
うに、絶縁基板１６の一面（図３２の上面）側において発光素子２を封止する封止部１９
を備え、発光素子２の発光層部２１がＡｌＧａＮ系で近紫外光を発光するものであり、封
止部１９として用いる透光性材料中に蛍光体粉末（例えば、近紫外光により励起されて黄
色光を発光するＹＡＧ：Ｃｅ３＋蛍光体の粉末）が分散され、封止部１９が蛍光体部とし
て機能している点に特徴がある。また、本実施形態では、蛍光体部３Ｂの蛍光体粒子とし
て、フツリン酸塩系ガラス（例えば、近紫外光により励起されて青色光を発光するＰ２

Ｏ５・ＡｌＦ３・ＭｇＦ・ＣａＦ２・ＳｒＦ２・ＢａＣｌ２：Ｅｕ２＋）を用いている。
なお、実施形態３と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０２０３】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態２５と同様、発光素子２からの光
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により励起されて発光する蛍光体粉末が封止部１９に分散されているので、発光素子２か
ら放射された光と蛍光体部３Ｂから放射された光と蛍光体粉末から放射された光との合成
光からなる光出力が得られる。つまり、実施形態２５と同様に、発光素子２の発光層部２
１の材料として近紫外光を発光する材料を選んでおけば、発光素子２から放射された光に
よって蛍光体部３Ｂと封止部１９中の蛍光体粉末との双方が励起されてそれぞれが固有の
発光を呈し、その合成光が得られることになる。また、本実施形態においても、蛍光体粉
末の発光色を蛍光体部３Ｂの発光色と異ならせてあるが、蛍光体粉末の発光色を蛍光体部
３Ｂの発光色に揃えておけば、蛍光体部３Ｂの発光に蛍光体粉末の発光が重畳され、光出
力を増加することができ、発光効率を高めることができる。
【０２０４】
〔実施形態２７〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態４と略同じであって、図３３に示すよ
うに、絶縁基板１６の上面に形成された凹所１６ａに充填されて発光素子２を封止する封
止部１９を備え、発光素子２の発光層部２１がＡｌＧａＮ系で近紫外光を発光するもので
あり、封止部１９として用いる透光性材料中に蛍光体粉末（例えば、近紫外光により励起
されて黄色光を発光するＹＡＧ：Ｃｅ３＋蛍光体の粉末）が分散され、封止部１９が蛍光
体部として機能している点に特徴がある。また、本実施形態では、蛍光体部３Ｂの蛍光体
粒子として、フツリン酸塩系ガラス（例えば、近紫外光により励起されて青色光を発光す
るＰ２Ｏ５・ＡｌＦ３・ＭｇＦ・ＣａＦ２・ＳｒＦ２・ＢａＣｌ２：Ｅｕ２＋）を用いて
いる。なお、実施形態４と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０２０５】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態２５と同様、発光素子２からの光
により励起されて発光する蛍光体粉末が封止部１９に分散されているので、発光素子２か
ら放射された光と蛍光体部３Ｂから放射された光と蛍光体粉末から放射された光との合成
光からなる光出力が得られる。つまり、実施形態２５と同様に、発光素子２の発光層部２
１の材料として近紫外光を発光する材料を選んでおけば、発光素子２から放射された光に
よって蛍光体部３Ｂと封止部１９中の蛍光体粉末との双方が励起されてそれぞれが固有の
発光を呈し、その合成光が得られることになる。また、本実施形態においても、蛍光体粉
末の発光色を蛍光体部３Ｂの発光色と異ならせてあるが、蛍光体粉末の発光色を蛍光体部
３Ｂの発光色に揃えておけば、蛍光体部３Ｂの発光に蛍光体粉末の発光が重畳され、光出
力を増加することができ、発光効率を高めることができる。
【０２０６】
〔実施形態２８〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態５と略同じであって、図３４に示すよ
うに、絶縁基板１６の一面（図３４における上面）に形成された凹所１６ａに充填されて
発光素子２を封止する封止部１９を備え、発光素子２の発光層部２１がＡｌＧａＮ系で近
紫外光を発光するものであり、封止部１９として用いる透光性材料中に蛍光体粉末（例え
ば、近紫外光により励起されて黄色光を発光するＹＡＧ：Ｃｅ３＋蛍光体の粉末）が分散
され、封止部１９が蛍光体部として機能している点に特徴がある。また、本実施形態では
、蛍光体部３Ｂの蛍光体粒子として、フツリン酸塩系ガラス（例えば、近紫外光により励
起されて青色光を発光するＰ２Ｏ５・ＡｌＦ３・ＭｇＦ・ＣａＦ２・ＳｒＦ２・ＢａＣｌ

２：Ｅｕ２＋）を用いている。なお、実施形態５と同様の構成要素には同一の符号を付し
て説明を省略する。
【０２０７】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態２５と同様、発光素子２からの光
により励起されて発光する蛍光体粉末が封止部１９に分散されているので、発光素子２か
ら放射された光と蛍光体部３Ｂから放射された光と蛍光体粉末から放射された光との合成
光からなる光出力が得られる。つまり、実施形態２５と同様に、発光素子２の発光層部２
１の材料として近紫外光を発光する材料を選んでおけば、発光素子２から放射された光に
よって蛍光体部３Ｂと封止部１９中の蛍光体粉末との双方が励起されてそれぞれが固有の
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発光を呈し、その合成光が得られることになる。また、本実施形態においても、蛍光体粉
末の発光色を蛍光体部３Ｂの発光色と異ならせてあるが、蛍光体粉末の発光色を蛍光体部
３Ｂの発光色に揃えておけば、蛍光体部３Ｂの発光に蛍光体粉末の発光が重畳され、光出
力を増加することができ、発光効率を高めることができる。
【０２０８】
〔実施形態２９〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態６と略同じであって、図３５に示すよ
うに、絶縁基板１６の一面（図３５における上面）に形成された凹所１６ａに充填されて
発光素子２を封止する封止部１９を備え、発光素子２の発光層部２１がＡｌＧａＮ系で近
紫外光を発光するものであり、封止部１９として用いる透光性材料中に蛍光体粉末（例え
ば、近紫外光により励起されて黄色光を発光するＹＡＧ：Ｃｅ３＋蛍光体の粉末）が分散
され、封止部１９が蛍光体部として機能している点に特徴がある。また、本実施形態では
、蛍光体部３Ｂの蛍光体粒子として、フツリン酸塩系ガラス（例えば、近紫外光により励
起されて青色光を発光するＰ２Ｏ５・ＡｌＦ３・ＭｇＦ・ＣａＦ２・ＳｒＦ２・ＢａＣｌ

２：Ｅｕ２＋）を用いている。なお、実施形態６と同様の構成要素には同一の符号を付し
て説明を省略する。
【０２０９】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態２５と同様、発光素子２からの光
により励起されて発光する蛍光体粉末が封止部１９に分散されているので、発光素子２か
ら放射された光と蛍光体部３Ｂから放射された光と蛍光体粉末から放射された光との合成
光からなる光出力が得られる。つまり、実施形態２５と同様に、発光素子２の発光層部２
１の材料として近紫外光を発光する材料を選んでおけば、発光素子２から放射された光に
よって蛍光体部３Ｂと封止部１９中の蛍光体粉末との双方が励起されてそれぞれが固有の
発光を呈し、その合成光が得られることになる。また、本実施形態においても、蛍光体粉
末の発光色を蛍光体部３Ｂの発光色と異ならせてあるが、蛍光体粉末の発光色を蛍光体部
３Ｂの発光色に揃えておけば、蛍光体部３Ｂの発光に蛍光体粉末の発光が重畳され、光出
力を増加することができ、発光効率を高めることができる。
【０２１０】
〔実施形態３０〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態１と略同じであって、図３６（ａ），
（ｂ）に示すように、砲弾形のモールド部１１を備え、発光素子２の発光層部２１がＡｌ
ＧａＮ系で近紫外光を発光するものであり、モールド部１１として用いる透光性材料中に
蛍光体粉末（例えば、近紫外光により励起されて黄色光を発光するＹＡＧ：Ｃｅ３＋蛍光
体の粉末）が分散され、モールド部１１が蛍光体部として機能している点に特徴がある。
また、本実施形態では、蛍光体部３Ｂの蛍光体粒子として、フツリン酸塩系ガラス（例え
ば、近紫外光により励起されて青色光を発光するＰ２Ｏ５・ＡｌＦ３・ＭｇＦ・ＣａＦ２

・ＳｒＦ２・ＢａＣｌ２：Ｅｕ２＋）を用いている。なお、実施形態１と同様の構成要素
には同一の符号を付して説明を省略する。
【０２１１】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態２５と同様、発光素子２からの光
により励起されて発光する蛍光体粉末がモールド部１１に分散されているので、発光素子
２から放射された光と蛍光体部３Ｂから放射された光と蛍光体粉末から放射された光との
合成光からなる光出力が得られる。つまり、実施形態２５と同様に、発光素子２の発光層
部２１の材料として近紫外光を発光する材料を選んでおけば、発光素子２から放射された
光によって蛍光体部３Ｂとモールド部１１中の蛍光体粉末との双方が励起されてそれぞれ
が固有の発光を呈し、その合成光が得られることになる。また、本実施形態においても、
蛍光体粉末の発光色を蛍光体部３Ｂの発光色と異ならせてあるが、蛍光体粉末の発光色を
蛍光体部３Ｂの発光色に揃えておけば、蛍光体部３Ｂの発光に蛍光体粉末の発光が重畳さ
れ、光出力を増加することができ、発光効率を高めることができる。
【０２１２】
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〔実施形態３１〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態８と略同じであって、図３７に示すよ
うに、砲弾形のモールド部１１を備え、発光素子２の発光層部２１（図３７では図示を略
している。）がＡｌＧａＮ系で近紫外光を発光するものであり、モールド部１１として用
いる透光性材料中に蛍光体粉末（例えば、近紫外光により励起されて黄色光を発光するＹ
ＡＧ：Ｃｅ３＋蛍光体の粉末）が分散され、モールド部１１が蛍光体部として機能してい
る点に特徴がある。また、本実施形態では、蛍光体部３Ｂの蛍光体粒子として、フツリン
酸塩系ガラス（例えば、近紫外光により励起されて青色光を発光するＰ２Ｏ５・ＡｌＦ３

・ＭｇＦ・ＣａＦ２・ＳｒＦ２・ＢａＣｌ２：Ｅｕ２＋）を用いている。なお、実施形態
８と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０２１３】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態２５と同様、発光素子２からの光
により励起されて発光する蛍光体粉末がモールド部１１に分散されているので、発光素子
２から放射された光と蛍光体部３Ｂから放射された光と蛍光体粉末から放射された光との
合成光からなる光出力が得られる。つまり、実施形態２５と同様に、発光素子２の発光層
部２１の材料として近紫外光を発光する材料を選んでおけば、発光素子２から放射された
光によって蛍光体部３Ｂとモールド部１１中の蛍光体粉末との双方が励起されてそれぞれ
が固有の発光を呈し、その合成光が得られることになる。また、本実施形態においても、
蛍光体粉末の発光色を蛍光体部３Ｂの発光色と異ならせてあるが、蛍光体粉末の発光色を
蛍光体部３Ｂの発光色に揃えておけば、蛍光体部３Ｂの発光に蛍光体粉末の発光が重畳さ
れ、光出力を増加することができ、発光効率を高めることができる。
【０２１４】
〔実施形態３２〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態１１と略同じであって、図３８に示す
ように、絶縁基板１６の一面（図３８の上面）側において発光素子２を封止する封止部１
９を備え、発光素子２の発光層部２１がＡｌＧａＮ系で近紫外光を発光するものであり、
封止部１９として用いる透光性材料中に蛍光体粉末（例えば、近紫外光により励起されて
黄色光を発光するＹＡＧ：Ｃｅ３＋蛍光体の粉末）が分散され、封止部１９が蛍光体部と
して機能している点に特徴がある。また、本実施形態では、蛍光体部３３の蛍光体粒子と
して、フツリン酸塩系ガラス（例えば、近紫外光により励起されて青色光を発光するＰ２

Ｏ５・ＡｌＦ３・ＭｇＦ・ＣａＦ２・ＳｒＦ２・ＢａＣｌ２：Ｅｕ２＋）を用いている。
なお、実施形態１１と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０２１５】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態２５と同様、発光素子２からの光
により励起されて発光する蛍光体粉末が封止部１９に分散されているので、発光素子２か
ら放射された光と蛍光体部３３から放射された光と蛍光体粉末から放射された光との合成
光からなる光出力が得られる。つまり、実施形態２５と同様に、発光素子２の発光層部２
１の材料として近紫外光を発光する材料を選んでおけば、発光素子２から放射された光に
よって蛍光体部３３と封止部１９中の蛍光体粉末との双方が励起されてそれぞれが固有の
発光を呈し、その合成光が得られることになる。また、本実施形態においても、蛍光体粉
末の発光色を蛍光体部３３の発光色と異ならせてあるが、蛍光体粉末の発光色を蛍光体部
３３の発光色に揃えておけば、蛍光体部３３の発光に蛍光体粉末の発光が重畳され、光出
力を増加することができ、発光効率を高めることができる。
【０２１６】
〔実施形態３３〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態１５と略同じであって、図３９に示す
ように、絶縁基板１６の一面（図３９上面）側において発光素子２を封止する封止部１９
を備え、発光素子２の発光層部２１がＡｌＧａＮ系で近紫外光を発光するものであり、封
止部１９として用いる透光性材料中に蛍光体粉末（例えば、近紫外光により励起されて黄
色光を発光するＹＡＧ：Ｃｅ３＋蛍光体の粉末）が分散され、封止部１９が蛍光体部とし
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て機能している点に特徴がある。また、本実施形態では、蛍光体部３４の蛍光体粒子とし
て、フツリン酸塩系ガラス（例えば、近紫外光により励起されて青色光を発光するＰ２Ｏ

５・ＡｌＦ３・ＭｇＦ・ＣａＦ２・ＳｒＦ２・ＢａＣｌ２：Ｅｕ２＋）を用いている。な
お、実施形態１５と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０２１７】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態２５と同様、発光素子２からの光
により励起されて発光する蛍光体粉末が封止部１９に分散されているので、発光素子２か
ら放射された光と蛍光体部３４から放射された光と蛍光体粉末から放射された光との合成
光からなる光出力が得られる。つまり、実施形態２５と同様に、発光素子２の発光層部２
１の材料として近紫外光を発光する材料を選んでおけば、発光素子２から放射された光に
よって蛍光体部３４と封止部１９中の蛍光体粉末との双方が励起されてそれぞれが固有の
発光を呈し、その合成光が得られることになる。また、本実施形態においても、蛍光体粉
末の発光色を蛍光体部３４の発光色と異ならせてあるが、蛍光体粉末の発光色を蛍光体部
３４の発光色に揃えておけば、蛍光体部３４の発光に蛍光体粉末の発光が重畳され、光出
力を増加することができ、発光効率を高めることができる。
【０２１８】
〔実施形態３４〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態１９と略同じであって、図４０に示す
ように、絶縁基板１６の一面（図４０における上面）に形成された凹所１６ａに充填され
て発光素子２を封止する封止部１９を備え、発光素子２の発光層部２１がＡｌＧａＮ系で
近紫外光を発光するものであり、封止部１９として用いる透光性材料中に蛍光体粉末（例
えば、近紫外光により励起されて黄色光を発光するＹＡＧ：Ｃｅ３＋蛍光体の粉末）が分
散され、封止部１９が蛍光体部として機能している点に特徴がある。また、本実施形態で
は、蛍光体部３３の蛍光体粒子として、フツリン酸塩系ガラス（例えば、近紫外光により
励起されて青色光を発光するＰ２Ｏ５・ＡｌＦ３・ＭｇＦ・ＣａＦ２・ＳｒＦ２・ＢａＣ
ｌ２：Ｅｕ２＋）を用いている。なお、実施形態１９と同様の構成要素には同一の符号を
付して説明を省略する。
【０２１９】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態２５と同様、発光素子２からの光
により励起されて発光する蛍光体粉末が封止部１９に分散されているので、発光素子２か
ら放射された光と蛍光体部３３から放射された光と蛍光体粉末から放射された光との合成
光からなる光出力が得られる。つまり、実施形態２５と同様に、発光素子２の発光層部２
１の材料として近紫外光を発光する材料を選んでおけば、発光素子２から放射された光に
よって蛍光体部３３と封止部１９中の蛍光体粉末との双方が励起されてそれぞれが固有の
発光を呈し、その合成光が得られることになる。また、本実施形態においても、蛍光体粉
末の発光色を蛍光体部３３の発光色と異ならせてあるが、蛍光体粉末の発光色を蛍光体部
３３の発光色に揃えておけば、蛍光体部３３の発光に蛍光体粉末の発光が重畳され、光出
力を増加することができ、発光効率を高めることができる。
【０２２０】
〔実施形態３５〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態１２，２２と略同じであって、図４１
に示すように、絶縁基板１６の一面（図４１における上面）に形成された凹所１６ａに充
填されて発光素子２を封止する封止部１９を備え、発光素子２の発光層部２１がＡｌＧａ
Ｎ系で近紫外光を発光するものであり、封止部１９として用いる透光性材料中に蛍光体粉
末（例えば、近紫外光により励起されて黄色光を発光するＹＡＧ：Ｃｅ３＋蛍光体の粉末
）が分散され、封止部１９が蛍光体部として機能している点に特徴がある。また、本実施
形態では、蛍光体部３３の蛍光体粒子として、フツリン酸塩系ガラス（例えば、近紫外光
により励起されて青色光を発光するＰ２Ｏ５・ＡｌＦ３・ＭｇＦ・ＣａＦ２・ＳｒＦ２・
ＢａＣｌ２：Ｅｕ２＋）を用いている。なお、実施形態１２，２２と同様の構成要素には
同一の符号を付して説明を省略する。
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【０２２１】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態２５と同様、発光素子２からの光
により励起されて発光する蛍光体粉末が封止部１９に分散されているので、発光素子２か
ら放射された光と蛍光体部３３から放射された光と蛍光体粉末から放射された光との合成
光からなる光出力が得られる。つまり、実施形態２５と同様に、発光素子２の発光層部２
１の材料として近紫外光を発光する材料を選んでおけば、発光素子２から放射された光に
よって蛍光体部３３と封止部１９中の蛍光体粉末との双方が励起されてそれぞれが固有の
発光を呈し、その合成光が得られることになる。また、本実施形態においても、蛍光体粉
末の発光色を蛍光体部３３の発光色と異ならせてあるが、蛍光体粉末の発光色を蛍光体部
３３の発光色に揃えておけば、蛍光体部３３の発光に蛍光体粉末の発光が重畳され、光出
力を増加することができ、発光効率を高めることができる。
【０２２２】
〔実施形態３６〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態１２と略同じであって、図４２に示す
ように、絶縁基板１６の上面側において発光素子２を封止する封止部１９を備え、発光素
子２の発光層部２１がＡｌＧａＮ系で近紫外光を発光するものであり、封止部１９として
用いる透光性材料中に蛍光体粉末（例えば、近紫外光により励起されて黄色光を発光する
ＹＡＧ：Ｃｅ３＋蛍光体の粉末）が分散され、封止部１９が蛍光体部として機能している
点に特徴がある。また、本実施形態では、蛍光体部３Ｂの蛍光体粒子として、フツリン酸
塩系ガラス（例えば、近紫外光により励起されて青色光を発光するＰ２Ｏ５・ＡｌＦ３・
ＭｇＦ・ＣａＦ２・ＳｒＦ２・ＢａＣｌ２：Ｅｕ２＋）を用いている。なお、実施形態１
２と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０２２３】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態２５と同様、発光素子２からの光
により励起されて発光する蛍光体粉末が封止部１９に分散されているので、発光素子２か
ら放射された光と蛍光体部３Ｂから放射された光と蛍光体粉末から放射された光との合成
光からなる光出力が得られる。つまり、実施形態２５と同様に、発光素子２の発光層部２
１の材料として近紫外光を発光する材料を選んでおけば、発光素子２から放射された光に
よって蛍光体部３Ｂと封止部１９中の蛍光体粉末との双方が励起されてそれぞれが固有の
発光を呈し、その合成光が得られることになる。また、本実施形態においても、蛍光体粉
末の発光色を蛍光体部３Ｂの発光色と異ならせてあるが、蛍光体粉末の発光色を蛍光体部
３Ｂの発光色に揃えておけば、蛍光体部３Ｂの発光に蛍光体粉末の発光が重畳され、光出
力を増加することができ、発光効率を高めることができる。
【０２２４】
〔実施形態３７〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態１６と略同じであって、図４３に示す
ように、絶縁基板１６の一面（図４３の上面）側において発光素子２を封止する封止部１
９を備え、発光素子２の発光層部２１がＡｌＧａＮ系で近紫外光を発光するものであり、
封止部１９として用いる透光性材料中に蛍光体粉末（例えば、近紫外光により励起されて
黄色光を発光するＹＡＧ：Ｃｅ３＋蛍光体の粉末）が分散され、封止部１９が蛍光体部と
して機能している点に特徴がある。また、本実施形態では、蛍光体部３４の蛍光体粒子と
して、フツリン酸塩系ガラス（例えば、近紫外光により励起されて青色光を発光するＰ２

Ｏ５・ＡｌＦ３・ＭｇＦ・ＣａＦ２・ＳｒＦ２・ＢａＣｌ２：Ｅｕ２＋）を用いている。
なお、実施形態１６と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０２２５】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態２５と同様、発光素子２からの光
により励起されて発光する蛍光体粉末が封止部１９に分散されているので、発光素子２か
ら放射された光と蛍光体部３４から放射された光と蛍光体粉末から放射された光との合成
光からなる光出力が得られる。つまり、実施形態２５と同様に、発光素子２の発光層部２
１の材料として近紫外光を発光する材料を選んでおけば、発光素子２から放射された光に
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よって蛍光体部３４と封止部１９中の蛍光体粉末との双方が励起されてそれぞれが固有の
発光を呈し、その合成光が得られることになる。また、本実施形態においても、蛍光体粉
末の発光色を蛍光体部３４の発光色と異ならせてあるが、蛍光体粉末の発光色を蛍光体部
３４の発光色に揃えておけば、蛍光体部３４の発光に蛍光体粉末の発光が重畳され、光出
力を増加することができ、発光効率を高めることができる。
【０２２６】
〔実施形態３８〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態２０と略同じであって、図４４に示す
ように、絶縁基板１６の一面（図４４における上面）に形成された凹所１６ａに充填され
て発光素子２を封止する封止部１９を備え、発光素子２の発光層部２１がＡｌＧａＮ系で
近紫外光を発光するものであり、封止部１９として用いる透光性材料中に蛍光体粉末（例
えば、近紫外光により励起されて黄色光を発光するＹＡＧ：Ｃｅ３＋蛍光体の粉末）が分
散され、封止部１９が蛍光体部として機能している点に特徴がある。また、本実施形態で
は、蛍光体部３Ｂの蛍光体粒子として、フツリン酸塩系ガラス（例えば、近紫外光により
励起されて青色光を発光するＰ２Ｏ５・ＡｌＦ３・ＭｇＦ・ＣａＦ２・ＳｒＦ２・ＢａＣ
ｌ２：Ｅｕ２＋）を用いている。なお、実施形態２０と同様の構成要素には同一の符号を
付して説明を省略する。
【０２２７】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態２５と同様、発光素子２からの光
により励起されて発光する蛍光体粉末が封止部１９に分散されているので、発光素子２か
ら放射された光と蛍光体部３Ｂから放射された光と蛍光体粉末から放射された光との合成
光からなる光出力が得られる。つまり、実施形態２５と同様に、発光素子２の発光層部２
１の材料として近紫外光を発光する材料を選んでおけば、発光素子２から放射された光に
よって蛍光体部３Ｂと封止部１９中の蛍光体粉末との双方が励起されてそれぞれが固有の
発光を呈し、その合成光が得られることになる。また、本実施形態においても、蛍光体粉
末の発光色を蛍光体部３Ｂの発光色と異ならせてあるが、蛍光体粉末の発光色を蛍光体部
３Ｂの発光色に揃えておけば、蛍光体部３Ｂの発光に蛍光体粉末の発光が重畳され、光出
力を増加することができ、発光効率を高めることができる。
【０２２８】
〔実施形態３９〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態５，１２と略同じであって、図４５に
示すように、絶縁基板１６の一面（図４５における上面）に形成された凹所１６ａに充填
されて発光素子２を封止する封止部１９を備え、発光素子２の発光層部２１がＡｌＧａＮ
系で近紫外光を発光するものであり、封止部１９として用いる透光性材料中に蛍光体粉末
（例えば、近紫外光により励起されて黄色光を発光するＹＡＧ：Ｃｅ３＋蛍光体の粉末）
が分散され、封止部１９が蛍光体部として機能している点に特徴がある。また、本実施形
態では、蛍光体部３Ｂの蛍光体粒子として、フツリン酸塩系ガラス（例えば、近紫外光に
より励起されて青色光を発光するＰ２Ｏ５・ＡｌＦ３・ＭｇＦ・ＣａＦ２・ＳｒＦ２・Ｂ
ａＣｌ２：Ｅｕ２＋）を用いている。なお、実施形態５，１２と同様の構成要素には同一
の符号を付して説明を省略する。
【０２２９】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態２５と同様、発光素子２からの光
により励起されて発光する蛍光体粉末が封止部１９に分散されているので、発光素子２か
ら放射された光と蛍光体部３Ｂから放射された光と蛍光体粉末から放射された光との合成
光からなる光出力が得られる。つまり、実施形態２５と同様に、発光素子２の発光層部２
１の材料として近紫外光を発光する材料を選んでおけば、発光素子２から放射された光に
よって蛍光体部３Ｂと封止部１９中の蛍光体粉末との双方が励起されてそれぞれが固有の
発光を呈し、その合成光が得られることになる。また、本実施形態においても、蛍光体粉
末の発光色を蛍光体部３Ｂの発光色と異ならせてあるが、蛍光体粉末の発光色を蛍光体部
３Ｂの発光色に揃えておけば、蛍光体部３Ｂの発光に蛍光体粉末の発光が重畳され、光出
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力を増加することができ、発光効率を高めることができる。
【０２３０】
〔実施形態４０〕　
　本実施形態の発光装置１Ｂの基本構成は実施形態２０，２１と略同じであって、図４６
に示すように、絶縁基板１６の一面（図４６における上面）に形成された凹所１６ａに充
填されて発光素子２を封止する封止部１９を備え、発光素子２の発光層部２１がＡｌＧａ
Ｎ系で近紫外光を発光するものであり、封止部１９として用いる透光性材料中に蛍光体粉
末（例えば、近紫外光により励起されて黄色光を発光するＹＡＧ：Ｃｅ３＋蛍光体の粉末
）が分散され、封止部１９が蛍光体部として機能している点に特徴がある。また、本実施
形態では、蛍光体部３Ｂの蛍光体粒子として、フツリン酸塩系ガラス（例えば、近紫外光
により励起されて青色光を発光するＰ２Ｏ５・ＡｌＦ３・ＭｇＦ・ＣａＦ２・ＳｒＦ２・
ＢａＣｌ２：Ｅｕ２＋）を用いている。なお、実施形態２０，２１と同様の構成要素には
同一の符号を付して説明を省略する。
【０２３１】
　しかして、本実施形態の発光装置１Ｂでは、実施形態２５と同様、発光素子２からの光
により励起されて発光する蛍光体粉末が封止部１９に分散されているので、発光素子２か
ら放射された光と蛍光体部３Ｂから放射された光と蛍光体粉末から放射された光との合成
光からなる光出力が得られる。つまり、実施形態２５と同様に、発光素子２の発光層部２
１の材料として近紫外光を発光する材料を選んでおけば、発光素子２から放射された光に
よって蛍光体部３Ｂと封止部１９中の蛍光体粉末との双方が励起されてそれぞれが固有の
発光を呈し、その合成光が得られることになる。また、本実施形態においても、蛍光体粉
末の発光色を蛍光体部３Ｂの発光色と異ならせてあるが、蛍光体粉末の発光色を蛍光体部
３Ｂの発光色に揃えておけば、蛍光体部３Ｂの発光に蛍光体粉末の発光が重畳され、光出
力を増加することができ、発光効率を高めることができる。
【０２３２】
　ところで、上記各実施形態では、蛍光体部３Ｂを所望の形状に加工したりゾルゲル法で
形成したりしているが、図４６に示すように、蛍光体部３Ｂを直径が可視波長よりもやや
大きな球状に形成して多数の蛍光体部３Ｂを透光性材料からなる固体媒質３５中に分散さ
せて上記各実施形態における蛍光体部の代わりに用いるようにすれば、可視波長域での蛍
光体部の透明性を維持しながらも蛍光体部の材料使用量の低減化を図ることができ、低コ
スト化を図れる。
【０２３３】
　また、上記各実施形態の発光装置１Ｂは１個の発光素子２しか備えていないが、複数個
の発光素子２により１単位のモジュールを構成し、モジュールの少なくとも一部に発光物
質としての蛍光体部を近接して配設するようにしてもよいことは勿論である。なお、例え
ば実施形態１で説明したような砲弾形のモールド部１１を備える発光装置の場合には複数
個の発光装置を同一プリント基板に実装して１単位のモジュールを構成するようにしても
よい。また、例えば実施形態２で説明したような表面実装型の発光装置については複数個
の発光素子２を同一の絶縁基板１６上に配設して１単位のモジュールを構成するようにし
てもよい。
【０２３４】
〔半導体発光デバイス用部材の適用〕　
　以上説明した各実施形態１～４０の発光装置１Ｂ（半導体発光装置）において、上記半
導体発光デバイス部材を適用する箇所は特に制限されない。上記の各実施形態においては
、蛍光体部３Ｂ，３３，３４などを形成する部材として上記半導体発光デバイス部材を適
用した例を示したが、これ以外にも、例えば上述のモールド部１１、枠材１８、封止部１
９等を形成する部材として好適に用いることができる。これらの部材のうち一部又は全て
として上記半導体発光デバイス部材を用いることにより、上述した優れた耐光性、密着性
、封止性、透明性、耐熱性、成膜性、長期間使用に伴うクラックや剥離の抑制等の各種の
効果を得ることが可能となる。さらに、必要に応じて他の樹脂及びガラス等の材料と組み
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合わせることも可能であり、その場合にも、高機能且つ高寿命な半導体発光装置を得るこ
とができる。
【０２３５】
　また、上記半導体発光デバイス部材を適用する場合には、本発明を適用する箇所に応じ
て、適宜変形を加えるのが好ましい。例えば、蛍光体部３Ｂ，３３，３４に本発明を適用
する場合には、上述した（Ｂ）蛍光体と併せて蛍光体イオンや蛍光染料等の蛍光成分を上
記半導体発光デバイス用部材を形成する蛍光体含有組成物に混合してもよい。これによっ
て、上に挙げた各種効果に加え、（Ｂ）蛍光体の保持性をより高めるという効果を得るこ
とができる。
【０２３６】
　また、例えば無機粒子を上記半導体発光デバイス用部材の形成に用いる蛍光体含有組成
物中に混合して用いれば、上に挙げた各種効果に加え、光取り出し効率の向上やクラック
の発生防止等、種々の効果を得ることが可能となる。特に、無機粒子を併用することによ
り、発光素子の屈折率と近い屈折率となるように調整したものは、好適な光取り出し膜と
して作用する。
【０２３７】
〔半導体発光装置の用途等〕　
　半導体発光装置は、例えば、発光装置に用いることができる。半導体発光装置を発光装
置に用いる場合、当該発光装置は、赤色蛍光体、青色蛍光体及び緑色蛍光体の混合物を含
む蛍光体部を、光源上に配置すればよい。この場合、赤色蛍光体は、青色蛍光体、緑色蛍
光体とは必ずしも同一の層中に混合されなくてもよく、例えば、青色蛍光体と緑色蛍光体
を含有する層の上に赤色蛍光体を含有する層が積層されていてもよい。
【０２３８】
　発光装置において、蛍光体部は光源の上部に設けることができる。蛍光体部は、例えば
、光源と封止部との間の接触層として、または、封止部の外側のコーティング層として、
または、外部キャップの内側のコーティング層として提供できる。また、封止材中に（Ｂ
）蛍光体を含有させた形態をとることもできる。
【０２３９】
　使用される封止材としては、上記半導体発光デバイス用部材を用いることができる。ま
た、その他の封止材を併用することもできる。そのような封止材としては、通常、熱可塑
性樹脂、熱硬化性樹脂、光硬化性樹脂等が挙げられる。具体的には、例えば、ポリメタア
クリル酸メチル等のメタアクリル樹脂；ポリスチレン、スチレン－アクリロニトリル共重
合体等のスチレン樹脂；ポリカーボネート樹脂；ポリエステル樹脂；フェノキシ樹脂；ブ
チラール樹脂；ポリビニルアルコール；エチルセルロース、セルロースアセテート、セル
ロースアセテートブチレート等のセルロース系樹脂；エポキシ樹脂；フェノール樹脂；シ
リコーン樹脂等が挙げられる。また、無機系材料、例えば、金属アルコキシド、セラミッ
ク前駆体ポリマー若しくは金属アルコキシドを含有する溶液をゾル－ゲル法により加水分
解重合して成る溶液又はこれらの組み合わせを固化した無機系材料、例えばシロキサン結
合を有する無機系材料を用いることができる。また、ＬＥＤチップに直接触れず外付け可
能な封止部（例えば、外部キャップ、ドーム状の封止部など）であれば、溶融法ガラスも
用いることができる。なお、封止材は、１種を用いてもよく、２種以上を任意の組み合わ
せ及び比率で併用してもよい。
【０２４０】
　封止材に対する（Ｂ）蛍光体の使用量は特に限定されるものではないが、通常、封止材
１００重量部に対して０．０１重量部以上、好ましくは０．１重量部以上、より好ましく
は１重量部以上、また、通常１００重量部以下、好ましくは８０重量部以下、より好まし
くは６０重量部以下である。
【０２４１】
　また、封止材に（Ｂ）蛍光体や無機粒子以外の成分を含有させることもできる。例えば
、色調補正用の色素、酸化防止剤、燐系加工安定剤等の加工・酸化および熱安定化剤、紫
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外線吸収剤等の耐光性安定化剤およびシランカップリング剤を含有させることができる。
なお、これらの成分は、１種で用いてもよく、２種以上を任意の組み合わせ及び比率で併
用してもよい。
【０２４２】
　上記半導体発光装置に用いる光源は、特に制限されず、幅広い発光波長領域の発光体を
使用することができる。通常は、紫外領域から青色領域までの発光波長を有する発光体が
使用される。本発明においては、近紫外領域から青色領域までの発光波長を有する光源を
使用することが特に好ましい。
【０２４３】
　前記光源の発光波長の具体的数値としては、通常２００ｎｍ以上が望ましい。このうち
、近紫外光を励起光として用いる場合には、通常３００ｎｍ以上、好ましくは３３０ｎｍ
以上、より好ましくは３６０ｎｍ以上、また、通常４２０ｎｍ以下、好ましくは４１０ｎ
ｍ以下、より好ましくは４００ｎｍ以下のピーク発光波長を有する発光体を使用すること
が望ましい。また、青色光を励起光として用いる場合には、通常４２０ｎｍ以上、好まし
くは４３０ｎｍ以上、また、通常５００ｎｍ以下、好ましくは４８０ｎｍ以下のピーク発
光波長を有する発光体を使用することが望ましい。何れも、発光装置の色純度の観点から
である。
【０２４４】
　前記光源としては、一般的には半導体発光素子が用いられ、具体的には発光ＬＥＤや半
導体レーザーダイオード（ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｌａｓｅｒ　ｄｉｏｄｅ。以下
、適宜「ＬＤ」と略称する。）等が使用できる。その他、光源として使用できる発光体と
しては、例えば、有機エレクトロルミネッセンス発光素子、無機エレクトロルミネッセン
ス発光素子等が挙げられる。但し、光源として使用できるものは本明細書に例示されるも
のに限られない。
【０２４５】
　その中でも、光源としては、ＧａＮ系化合物半導体を使用した、ＧａＮ系ＬＥＤやＬＤ
が好ましい。なぜなら、ＧａＮ系ＬＥＤやＬＤは、この領域の光を発するＳｉＣ系ＬＥＤ
等に比し、発光出力や外部量子効率が格段に大きく、前記蛍光体と組み合わせることによ
って、非常に低電力で非常に明るい発光が得られるからである。例えば、２０ｍＡの電流
負荷に対し、通常ＧａＮ系ＬＥＤやＬＤはＳｉＣ系の１００倍以上の発光強度を有する。
ＧａＮ系ＬＥＤやＬＤにおいては、ＡｌＸＧａＹＮ発光層、ＧａＮ発光層、またはＩｎＸ

ＧａＹＮ発光層を有しているものが好ましい。ＧａＮ系ＬＥＤにおいては、それらの中で
ＩｎＸＧａＹＮ発光層を有するものが発光強度が非常に強いので、特に好ましく、ＧａＮ
系ＬＤにおいては、ＩｎＸＧａＹＮ層とＧａＮ層の多重量子井戸構造のものが発光強度が
非常に強いので、特に好ましい。
【０２４６】
　なお、上記においてＸ＋Ｙの値は通常０．８～１．２の範囲の値である。ＧａＮ系ＬＥ
Ｄにおいて、これら発光層にＺｎやＳｉをドープしたものやドーパント無しのものが発光
特性を調節する上で好ましいものである。
【０２４７】
　ＧａＮ系ＬＥＤはこれら発光層、ｐ層、ｎ層、電極、および基板を基本構成要素とした
ものであり、発光層をｎ型とｐ型のＡｌＸＧａＹＮ層、ＧａＮ層、またはＩｎＸＧａＹＮ
層などでサンドイッチにしたヘテロ構造を有しているものが発光効率が高く、好ましく、
さらにヘテロ構造を量子井戸構造にしたものが発光効率がさらに高く、より好ましい。
【０２４８】
　発光装置は、白色光を発するものであり、装置の発光効率が２０ｌｍ／Ｗ以上、好まし
くは２２ｌｍ／Ｗ以上、より好ましくは２５ｌｍ／Ｗ以上であり、特に好ましくは２８ｌ
ｍ／Ｗ以上であり、平均演色評価指数Ｒａが８０以上、好ましくは８５以上、より好まし
くは８８以上である。
【０２４９】
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　発光装置は、単独で、又は複数個を組み合わせることにより、例えば、照明ランプ、液
晶パネル用等のバックライト、超薄型照明等の種々の照明装置、画像表示装置として使用
することができる。
【０２５０】
　さらに、上記半導体発光デバイス用部材形成液はＬＥＤ素子封止用、特に青色ＬＥＤ及
び紫外ＬＥＤの素子封止用として有用なものである。また、青色発光素子又は紫外発光素
子を励起光源とし、蛍光体により波長変換した白色ＬＥＤ及び電球色ＬＥＤなどの高出力
照明光源用蛍光体保持材として好ましく使用することが出来る。その他にもその優れた耐
熱性、耐紫外線性、透明性等の特性から下記のディスプレイ材料等の用途に用いることが
できる。
【０２５１】
　ディスプレイ材料としては、例えば、液晶ディスプレイの基板材料、導光板、プリズム
シート、偏向板、位相差板、視野角補正フィルム、接着剤、偏光子保護フィルム等の液晶
表示装置周辺材料、次世代フラットパネルディスプレイであるカラープラズマディスプレ
イ（ＰＤＰ）の封止剤、反射防止フィルム、光学補正フィルム、ハウジング材・前面ガラ
スの保護フィルム、前面ガラス代替材料、接着材等、プラズマアドレス液晶（ＰＡＬＣ）
ディスプレイの基板材料、導光板、プリズムシート、偏向板、位相差板、視野角補正フィ
ルム、接着剤、偏光子保護フィルム等、有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）ディスプ
レイの前面ガラスの保護フィルム、前面ガラス代替材料、接着剤等、フィールドエミッシ
ョンディスプレイ（ＦＥＤ）の各種フィルム基板、前面ガラスの保護フィルム、前面ガラ
ス代替材料、接着剤等が挙げられる。
【０２５２】
　上記半導体発光デバイス用部材形成液は密着性に優れ、公知の付加縮合型シリコーン樹
脂では困難な重ね塗りによる積層が可能である。この特性を生かし、例えばメチル基主体
の上記半導体発光デバイス用部材形成液を低屈折率層とし、フェニル基などの高屈折有機
基やジルコニアナノ粒子などを導入した高屈折率層と積層することにより、屈折率差のあ
る層構造を形成し、高耐久かつ密着性及び可撓性に優れた導光層を容易に形成することが
できる。
【実施例】
【０２５３】
　以下、本発明について、実施例を用いてさらに詳細に説明するが、本発明はその要旨を
逸脱しない限り、以下の実施例に限定されるものではない。
【０２５４】
［実施例１］
　モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社製両末端シラノール
ジメチルシリコーンオイルＸＣ９６－７２３を３８５ｇ、メチルトリメトキシシランを１
０．２８ｇ、及び、触媒としてジルコニウムテトラアセチルアセトネート粉末を０．７９
１ｇを、攪拌翼と、分留管、ジムロートコンデンサ及びリービッヒコンデンサとを取り付
けた５００ｍｌ三つ口コルベン中に計量し、室温にて１５分触媒の粗大粒子が溶解するま
で攪拌する。この後、反応液を１００℃まで昇温して触媒を完全溶解し、１００℃全還流
下で３０分間５００ｒｐｍで攪拌しつつ初期加水分解を行う。
【０２５５】
　続いて留出をリービッヒコンデンサ側に接続し、窒素をＳＶ２０で液中に吹き込み生成
メタノール及び水分、副生物の低沸ケイ素成分を窒素に随伴させて留去しつつ１００℃、
５００ｒｐｍにて１時間攪拌する。窒素をＳＶ２０で液中に吹き込みながらさらに１３０
℃に昇温、保持しつつ５．５時間重合反応を継続し、粘度３８９ｍＰａ・ｓの反応液を得
る。なお、ここで「ＳＶ」とは「Ｓｐａｃｅ　Ｖｅｌｏｃｉｔｙ」の略称であり、単位時
間当たりの吹き込み体積量を指す。よって、ＳＶ２０とは、１時間に反応液の２０倍の体
積のＮ２を吹き込むことをいう。
【０２５６】
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　窒素の吹き込みを停止し反応液をいったん室温まで冷却した後、ナス型フラスコに反応
液を移し、ロータリーエバポレーターを用いてオイルバス上１２０℃、１ｋＰａで２０分
間微量に残留しているメタノール及び水分、低沸ケイ素成分を留去し、粘度５８４ｍＰａ
・ｓの無溶剤の液状媒体（縮合型シリコーン系材料）を得る。
【０２５７】
　下記表１に示すように、上述の液状媒体１．０ｇ、無機フィラーとして、日本アエロジ
ル社製疎水性ヒュームドシリカ「アエロジルＲＸ－２００」０．１２ｇ、および赤色、緑
色、及び青色蛍光体を馬野化学容器株式会社製軟膏壺に入れ、液温３５℃で０．７ｋPa程
度に減圧し、シンキー社製自転・公転式真空ミキサー「ＡＲＶ３１０」を用いて真空遠心
脱泡を行い、蛍光体含有組成物を作製する。
【表１】

【０２５８】
　クリー社製の９００μｍ角チップ「Ｃ４０５－ＸＢ９００」（発光波長４０５ｎｍ）を
、Ａｕ－Ｓｎ共晶半田でサブマウント上に固着後、サブマウントをＡｕ－Ｓｎ共晶半田に
て、９ｍｍφエムシーオー社製メタルパッケージ上に固着させる。チップ上の電極から金
線にてメタルパッケージ上のピンにワイヤボンディングする。このチップを搭載したパッ
ケージに、前述で得られた蛍光体含有組成物４０μｌを、手動ピペットにて注液し、通風
式オーブン内で微風下、１５０℃、３時間硬化して封止を行う。
　このようにして得られる蛍光体含有組成物の硬化物は、発泡が少ないため、結果として
、良好な半導体発光装置を得ることができる。
【０２５９】
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［実施例２］
　実施例１の液状媒体の代わりに、東レ・ダウコーニング社製の１液型付加型シリコーン
系材料「ＪＣＲ６１０１ＵＰ」１．０ｇを用いて、同様に蛍光体含有組成物を作製する。
　実施例１と同様に、この蛍光体含有組成物を、チップをのせたパッケージ上に封止する
と、得られる蛍光体含有組成物の硬化物は、発泡が少ないため、結果として、良好な半導
体発光装置を得ることができる。
【０２６０】
［本発明の作用効果］
　実施例１、２のように、容器としては軟膏壷などの側面と底面が滑らかな曲面で底面に
つながった形状を有するものを使用すると、液状媒体の撹拌による対流が効率よく行われ
、短時間の撹拌でも発泡の少ない硬化物を得ることが出来ると考えられる。また、自転・
公転式ミキサーでは容器の底面中央は対流が起きにくく死角となる場所であるので、特に
粘度の高い液状媒体を使用する場合や、フィラー及び蛍光体の添加量が多い場合には底面
中央が内側に隆起した形状の容器を使用すると撹拌が十分行われ硬化物の発泡を低減でき
ると考えられる。
【０２６１】
　また、好ましくは液状媒体、フィラー、及び蛍光体を混合した蛍光体含有組成物を加熱
硬化前に脱泡処理することにより発泡の無い硬化物を得ることが出来る。
　脱泡処理は各成分の混合と同時に行ってもよいが、混合後に行っても良い。また常圧で
自転・公転式真空ミキサーを用いて遠心脱泡を行ってもよく、粘度が高い場合には減圧下
で遠心脱泡を行っても良い。各種フィラーや蛍光体を分散した後に同様の真空遠心脱泡を
行う場合には撹拌熱を生じやすいので、冷却機能を有する撹拌装置を使用すると熱による
増粘や分解を抑えることができると考えられる。
【０２６２】
　通常液状媒体は粘度が高く脱ガスはガス成分の気液界面への移動速度が律速となるため
、脱ガス・脱泡処理する場合には例えば自転・公転式真空ミキサーを用いて撹拌しながら
減圧すると効率よく軽沸成分を除去することができる。
【産業上の利用可能性】
【０２６３】
　本発明の蛍光体含有組成物の製造方法によれば、硬化物に気泡を含むことが少なく、ま
た蛍光体を均一に分散することが可能である。したがって、例えば照明装置、画像表示装
置、薄型テレビなどの液晶バックライト用光源などの広範な分野における半導体発光装置
等に好適に使用することが出来る。特に光取り出し効率や、密着性、耐熱性等に優れる特
徴から、従来適切な封止剤の無かった近紫外光・紫外光を発する半導体発光装置、並びに
それが適用されうる照明装置、及び画像表示装置等の各分野において、その産業上の利用
可能性は極めて高い。
【図面の簡単な説明】
【０２６４】
【図１】本発明により製造された蛍光体含有組成物の用途である半導体発光半導体発光装
置の基本概念の説明図である。
【図２】実施形態１を示し、（ａ）は概略断面図、（ｂ）は（ａ）の要部拡大図である。
【図３】実施形態２を示す概略断面図である。
【図４】実施形態３を示す概略断面図である。
【図５】実施形態４を示す概略断面図である。
【図６】実施形態５を示す概略断面図である。
【図７】実施形態６を示す概略断面図である。
【図８】実施形態７を示す概略断面図である。
【図９】実施形態８を示す概略断面図である。
【図１０】実施形態９を示す概略断面図である。
【図１１】実施形態１０を示す概略断面図である。
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【図１２】実施形態１１を示す概略断面図である。
【図１３】実施形態１２を示す概略断面図である。
【図１４】実施形態１３を示す概略断面図である。
【図１５】実施形態１４を示す概略断面図である。
【図１６】実施形態１５を示す概略断面図である。
【図１７】実施形態１６を示す概略断面図である。
【図１８】実施形態１７を示す概略断面図である。
【図１９】実施形態１８を示す概略断面図である。
【図２０】実施形態１９を示す概略断面図である。
【図２１】実施形態２０を示す概略断面図である。
【図２２】実施形態２１を示す概略断面図である。
【図２３】実施形態２１について示す要部断面図である。
【図２４】実施形態２２を示す概略断面図である。
【図２５】実施形態２２について示す要部断面図である。
【図２６】実施形態２３を示す概略断面図である。
【図２７】実施形態２３について示す要部斜視図である。
【図２８】実施形態２４を示す概略断面図である。
【図２９】実施形態２４について示す要部断面図である。
【図３０】実施形態２４について示す要部斜視図である。
【図３１】実施形態２５を示す概略断面図である。
【図３２】実施形態２６を示す概略断面図である。
【図３３】実施形態２７を示す概略断面図である。
【図３４】実施形態２８を示す概略断面図である。
【図３５】実施形態２９を示す概略断面図である。
【図３６】実施形態３０を示し、（ａ）は概略断面図、（ｂ）は（ａ）の要部拡大図であ
る。
【図３７】実施形態３１を示す概略断面図である。
【図３８】実施形態３２を示す概略断面図である。
【図３９】実施形態３３を示す概略断面図である。
【図４０】実施形態３４を示す概略断面図である。
【図４１】実施形態３５を示す概略断面図である。
【図４２】実施形態３６を示す概略断面図である。
【図４３】実施形態３７を示す概略断面図である。
【図４４】実施形態３８を示す概略断面図である。
【図４５】実施形態３９を示す概略断面図である。
【図４６】実施形態４０を示す概略断面図である。
【図４７】円筒状の内側面がなめらかな曲面で底面につながった形状を有する容器の一例
について説明した図であり、容器の底面中心を通る垂直面における模式的な断面図である
。
【図４８】底面の中心部が、円筒状の内側面に対して同心状になめらかに隆起した形状に
形成されている容器の一例について説明した図であり、容器の底面中心を通る垂直面にお
ける模式的な断面図である。
【符号の説明】
【０２６５】
１，１Ｂ　発光装置（半導体発光装置）
２　発光素子
３Ｂ　蛍光体部（半導体発光デバイス用部材）
４ａ，４ｂ　発光素子から放射された光の一部
５　蛍光体部に含有される蛍光体粒子、蛍光イオン、蛍光染料などの蛍光成分特有の波長
の光
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１１　モールド部
１２，１３　リード端子
１４　ミラー（カップ部）
１５　導電ワイヤ
１６　絶縁基板
１６ａ　凹所
１７　プリント配線
１８　枠材
１９　封止部
１９ａ　封止機能部
１９ｂ　レンズ機能部
１９ｃ　凹部
１９ｄ　貫通孔
２１　発光層部
２３　反射層
２４　バンプ
３３，３４　蛍光体部
３５　固体媒質
ａ　内側面
ｂ　内側面と底面とをつなぐなめらかな曲面
ｃ　底面
ｄ　円筒状の内側面に対して同心状になめらかに隆起した形状
Ｈ１　隆起した形状ｄの高さ
Ｈ２　容器の内側の高さ（底面から容器の口までの高さ）
Ｗ　容器の口の大きさ（口径）
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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