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(57)【要約】
　本発明は、紫外域で強い発光を示す酸化亜鉛系紫外発
光材料を提供するものである。本発明は、主成分として
亜鉛と酸素、第１の副成分としてアルミニウム、ガリウ
ム、およびインジウムからなる群より選ばれる少なくと
も１種の元素、ならびに第２の副成分としてリンを含み
、ｎ型導電性を示す紫外発光材料である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主成分として亜鉛と酸素、
　第１の副成分としてアルミニウム、ガリウム、およびインジウムからなる群より選ばれ
る少なくとも１種の元素、ならびに
　第２の副成分としてリンを含み、
　ｎ型導電性を示す紫外発光材料。
【請求項２】
　アルミニウムとガリウムとインジウムの合計量が、亜鉛に対して０．０３ａｔ％以上３
．０ａｔ％以下である、請求項１記載の紫外発光材料。
【請求項３】
　リンの量が、亜鉛に対して０．０３ａｔ％以上３．０ａｔ％以下である、請求項１記載
の紫外発光材料。
【請求項４】
　前記第１の副成分がガリウムである、請求項１記載の紫外発光材料。
【請求項５】
　第３の副成分としてさらにタングステンを含む、請求項１記載の紫外発光材料。
【請求項６】
　タングステンの量が、亜鉛に対して０．０１ａｔ％以上１．０ａｔ％以下である、請求
項５記載の紫外発光材料。
【請求項７】
　亜鉛源、酸素源；アルミニウム、ガリウム、およびインジウムからなる群より選ばれる
少なくとも１種の第１の副成分元素源；ならびにリン源を反応させる工程を含み、
　前記第１の副成分元素源および前記リン源として、第１の副成分元素とリンを含む化合
物を用いる、請求項１記載の紫外発光材料の製造方法。
【請求項８】
　前記第１の副成分元素とリンを含む化合物が、第１の副成分元素のリン化物である、請
求項７記載の製造方法。
【請求項９】
　前記第１の副成分元素とリンを含む化合物が、第１の副成分元素のリン酸塩である、請
求項７記載の製造方法。
【請求項１０】
　酸化亜鉛；アルミニウム、ガリウム、およびインジウムからなる群より選ばれる少なく
とも１種の第１の副成分元素源；ならびにリン源を含む原料を、中性雰囲気下または還元
性雰囲気下で熱処理する、請求項１記載の紫外発光材料の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の紫外発光材料、および当該紫外発光材料に接合されたｐ型導電性を示
す材料を有する発光素子。
【請求項１２】
　前記接合が、前記紫外発光材料と前記ｐ型導電性を示す材料の一方の上に他方を載置し
てなされている、請求項１１記載の発光素子。
【請求項１３】
　前記ｐ型導電性を示す材料は、ガリウムを主成分とした窒化物である、請求項１１記載
の発光素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紫外域で発光する材料、特に酸化亜鉛を主成分とする紫外発光材料とその製
造方法に関する。本発明はまた、当該紫外発光材料を用いた発光素子に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来より酸化亜鉛は、ＺｎＯ：Ｚｎで表される、５００ｎｍ付近にピークを持つ幅広い
発光波長の、自己腑活型蛍光体として知られ、電子線で励起される蛍光表示管用の緑色発
光蛍光体材料として用いられている。このＺｎＯ：Ｚｎ蛍光体は、ＺｎとＯの比率が１よ
りずれて過剰Ｚｎが含まれており、その緑色発光には格子間亜鉛または酸素欠損が寄与し
ていると考えられている。
【０００３】
　一方で酸化亜鉛は、禁制帯幅３．４ｅＶの化合物半導体であり、バンド間の遷移により
紫外域での短波長発光をしうる材料として、蛍光体励起用光源や発光ダイオード（ＬＥＤ
）用途などにも強く期待されている。しかしながら実際の酸化亜鉛は、上述した格子間亜
鉛または酸素欠損を生じやすく、緑色～青色領域では比較的発光しやすいが、紫外領域で
の発光は非常に弱いものしか得られていなかった。
【０００４】
　こうした問題点を解決するために、酸化亜鉛を、水素を含むガス雰囲気下で加熱処理し
たり、あるいは水素プラズマ処理等を行って酸化亜鉛に水素を含ませる事により、緑色発
光が抑制され、紫外域発光が増加する事が報告されている（特許文献１～２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２７７７４８号公報
【特許文献２】特開２００６－３４８２４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら特許文献１～２に記載の技術では、酸化亜鉛の紫外域の発光は増大してい
るものの、未だ充分なものではなかった。そこで本発明は、紫外域で強い発光を示す酸化
亜鉛系紫外発光材料およびそれを用いた発光素子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】
【０００７】
　本発明の一実施の形態は、主成分として亜鉛と酸素、
　第１の副成分としてアルミニウム、ガリウム、およびインジウムからなる群より選ばれ
る少なくとも１種の元素、ならびに
　第２の副成分としてリンを含み、
　ｎ型導電性を示す紫外発光材料である。
【０００８】
　別の側面から、本発明の一実施の形態は、亜鉛源、酸素源；アルミニウム、ガリウム、
およびインジウムからなる群より選ばれる少なくとも１種の第１の副成分元素源；ならび
にリン源を反応させる工程を含み、
　前記第１の副成分元素源および前記リン源として、第１の副成分元素とリンを含む化合
物を用いる、上記の紫外発光材料の製造方法である。
【０００９】
　本発明の別の実施の形態は、酸化亜鉛；アルミニウム、ガリウム、およびインジウムか
らなる群より選ばれる少なくとも１種の第１の副成分元素源；ならびにリン源を含む原料
を、中性雰囲気下または還元性雰囲気下で熱処理する、上記の紫外発光材料の製造方法で
ある。
【００１０】
　また別の側面から、本発明の一実施の形態は、上記の紫外発光材料、および当該紫外発
光材料に接合されたｐ型導電性を示す材料を有する発光素子である。
【発明の効果】
【００１１】
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　本発明によれば、紫外域で強い発光を示す酸化亜鉛系紫外発光材料およびそれを用いた
発光素子が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施の形態の紫外発光材料と原料に用いた酸化亜鉛の発光スペクトル
の測定図
【図２】本発明の一実施の形態にかかる発光素子の概略構成を模式的に示す図
【図３】本発明の一実施の形態にかかる発光素子のＥＬ発光スペクトルを測定した結果を
示す図
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明の実施の形態及び実施例を説明するが、当然ながら本発明はこれらの形
式に限定されるものでなく、本発明の技術的範囲を逸脱しない範囲で適宜変更して実施す
ることができる。
【００１４】
　本発明の一実施の形態は、主成分として亜鉛と酸素、
　第１の副成分としてアルミニウム、ガリウム、およびインジウムからなる群より選ばれ
る少なくとも１種の元素、ならびに
　第２の副成分としてリンを含み、
　ｎ型導電性を示す紫外発光材料である。
【００１５】
　当該実施の形態の好ましい一態様では、アルミニウムとガリウムとインジウムの合計量
が、亜鉛に対して０．０３ａｔ％以上３．０ａｔ％以下である。
【００１６】
　当該実施の形態の好ましい一態様では、リンの量が、亜鉛に対して０．０３ａｔ％以上
３．０ａｔ％以下である。
【００１７】
　当該実施の形態の好ましい一態様では、前記第１の副成分がガリウムである。
【００１８】
　当該実施の形態の好ましい一態様では、前記紫外発光材料が、第３の副成分としてさら
にタングステンを含む。
【００１９】
　当該実施の形態の好ましい一態様では、タングステンの量が、亜鉛に対して０．０１ａ
ｔ％以上１．０ａｔ％以下である。
【００２０】
　本発明の別の実施の形態は、亜鉛源、酸素源；アルミニウム、ガリウム、およびインジ
ウムからなる群より選ばれる少なくとも１種の第１の副成分元素源；ならびにリン源を反
応させる工程を含み、
　前記第１の副成分元素源および前記リン源として、第１の副成分元素とリンを含む化合
物を用いる、上記の紫外発光材料の製造方法である。
【００２１】
　当該実施の形態の好ましい一態様では、前記第１の副成分元素とリンを含む化合物が、
第１の副成分元素のリン化物である。
【００２２】
　当該実施の形態の好ましい一態様では、前記第１の副成分元素とリンを含む化合物が、
第１の副成分元素のリン酸塩である。
【００２３】
　本発明のまた別の実施の形態は、酸化亜鉛；アルミニウム、ガリウム、およびインジウ
ムからなる群より選ばれる少なくとも１種の第１の副成分元素源；ならびにリン源を含む
原料を、中性雰囲気下または還元性雰囲気下で熱処理する、上記の紫外発光材料の製造方
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法である。
【００２４】
　本発明のまた別の実施の形態は、上記の紫外発光材料、および当該紫外発光材料に接合
されたｐ型導電性を示す材料を有する発光素子である。
【００２５】
　当該実施の形態の好ましい一態様では、前記接合が、前記紫外発光材料と前記ｐ型導電
性を示す材料の一方の上に他方を載置してなされている。
【００２６】
　当該実施の形態の好ましい一態様では、前記ｐ型導電性を示す材料は、ガリウムを主成
分とした窒化物である。
【００２７】
　なお、本発明における紫外発光材料とは、発光ピークの波長が４００ｎｍ以下にあるも
のを指す。
【００２８】
［本発明の紫外発光材料について］
　発明者等は、通常のＺｎＯ粉末に、種々の化合物粉末を単独、あるいは複合添加し、種
々の条件下で熱処理してその発光特性を評価した結果、複数の特定の元素の添加により、
水素を用いなくとも、無添加のＺｎＯ粉末に比較し、紫外発光が飛躍的に改善された材料
が得られる事を見出した。
【００２９】
　必要とされる第１の副成分は、アルミニウム、ガリウム、およびインジウムからなる群
より選ばれる少なくとも１種である。当該第１の副成分が存在すると、酸化亜鉛の緑色発
光が抑制され、紫外域発光が改善される。また当該第１の副成分が存在すると、酸化亜鉛
の電気抵抗率が低下し、顕著なｎ型導電性を示す。これは、酸化亜鉛の２価の亜鉛のサイ
トの一部が３価のアルミニウム、ガリウム、インジウムにより置換される事によって、伝
導体直下の禁制帯中にドナーレベルが形成されるためと考えられる。従って、アルミニウ
ム、ガリウム、インジウムは少なくともその一部が亜鉛を置換する必要があり、酸化亜鉛
との単なる混合物では、紫外発光輝度改善の効果も認められない。
【００３０】
　これらの３種類の中で、亜鉛を最も置換しやすいのはガリウムであり、アルミニウムや
インジウムは置換しにくい。従って、効果の最も現れやすいのはガリウムであり、特性面
からはガリウムが最も望ましい。一方、コスト面からは、アルミニウムが最も安価であり
、ガリウムやインジウムは、アルミニウムに比べて希少で高価である。よってコスト面で
はアルミニウムが最も望ましい。ガリウムやアルミニウムに比較すると、インジウムを用
いる事は、メリットが少ない。
【００３１】
　しかしながら、これらを単独で添加しても、紫外発光輝度の改善効果は少ない。そこで
以上の第１の副成分に併用されて、飛躍的に紫外発光輝度を向上させるのが、第２の副成
分のリンである。リンの発光輝度改善のメカニズムは明らかではないが、リン単独の添加
では輝度改善の効果がほとんど認められないこと、リンの添加によって、アルミニウム、
ガリウム、インジウムのＺｎサイトへの置換が促進される傾向が認められることから、ア
ルミニウム、ガリウム、インジウムがＺｎのサイトを置換する事によって生じる電気的中
性のくずれを、リンが陰イオンとしてＺｎＯの酸素サイトに置換する事により防ぎ、結果
として、アルミニウム、ガリウム、インジウムの置換を促進し、紫外発光輝度が向上する
ものと考えられる。
【００３２】
　本発明は、酸化亜鉛の紫外発光輝度を改善するものであるから、主成分は亜鉛と酸素で
ある必要がある。ここで紫外発光材料が主成分として亜鉛を含むとは、亜鉛が陽イオン成
分元素中の８０％以上、より望ましくは９０％以上である事をさし、紫外発光材料が主成
分として酸素を含むとは、酸素が陰イオン成分元素中の８０％以上、より望ましくは９０



(6) JP WO2012/095920 A1 2012.7.19

10

20

30

40

50

％以上である事をさす。第１の副成分の量（アルミニウムとガリウムとインジウムの合計
量）は、望ましくは、亜鉛に対して０．０３ａｔ％以上３．０ａｔ％以下である。第１の
副成分の量が、亜鉛に対して０．０３ａｔ％以上３．０ａｔ％以下が望ましいのは、０．
０３ａｔ％未満ではその効果が顕著ではなく、３．０ａｔ％を超えて用いても、さらなる
輝度向上が認められず、無駄となるためである。しかし０．０３ａｔ％未満でも、３．０
ａｔ％を超えても、用いないよりは輝度は高い。なお、この第１の副成分の量は、酸化亜
鉛の亜鉛サイトを置換している量を具体的に表している訳ではなく、最終的に得られる紫
外線発光材料に含まれる量である。
【００３３】
　リンの望ましい量も亜鉛に対して０．０３ａｔ％以上３．０ａｔ％以下であり、この範
囲が望ましい理由も同様である。なお、上記の考察から、リンは、第１の副成分と同程度
の量ある事が望ましいと考えられるが、リンが実際に酸化亜鉛の酸素サイトを置換してい
るという直接的な証拠は得られておらず、得られた紫外発光材料がｎ型導電性を示す事か
ら、酸化亜鉛の結晶構造中に取り込まれるリンの量は、第１の副成分より少ないと考えら
れる。
【００３４】
　以上の第１および第２の副成分に加えて、紫外発光材料が第３の副成分としてタングス
テンをさらに含むこともまた効果的である。タングステンが存在することによって、紫外
発光の輝度がさらに向上する。しかしながら、タングステンによる輝度向上のメカニズム
は、現時点では明確とは言えない。
【００３５】
　酸化タングステンは、緑色発光するＺｎＯ：Ｚｎ蛍光体においても、緑色発光の輝度向
上や、輝度劣化防止の効果がある添加物として知られており、その効果発現の理由は、酸
化亜鉛表面が、炭酸ガスや水分によって汚染されるのを防ぐためと考えられている。
【００３６】
　しかしながら、本発明は、緑色発光を抑制し、紫外域発光を改善するためであるので、
その効果が全く逆である。また発明者等の検討では、炭酸ガスや水分を含まない窒素中焼
成において輝度向上が認められないので、タングステンの効果が、ＺｎＯ：Ｚｎの緑色発
光におけるような炭酸ガスや水分によって汚染されるのを防ぐメカニズムとは異なる事を
示している。
【００３７】
　発明者等の検討によれば、タングステンの存在は、紫外発光蛍光体の合成時に効果を発
現しているものと考えられる。考えうる効果の一つは、タングステンが、最大６価と高価
数となる金属であり、かつその価数が変動しやすく、同時に拡散速度が大きいために、酸
素量の調整剤として働いているというものである。いま一つは、酸化タングステンが、拡
散速度が大きく、かつ酸化リチウム、酸化ナトリウム、酸化カリウムといったアルカリ金
属酸化物のように、酸化亜鉛に置換固溶する事によって紫外発光を抑制してしまう不純物
と、容易に化合物を形成する事によって、酸化亜鉛への置換固溶を防いでいるというもの
である。
【００３８】
　以上の効果であれば、タングステンは、アルミニウム、ガリウム、インジウムと異なり
、酸化亜鉛に固溶する必要はなく、実際、固溶しているという証拠は得られていない。
【００３９】
　タングステンの量は、望ましくは、亜鉛に対して０．０１ａｔ％以上１．０ａｔ％以下
である。これは、０．０１ａｔ％未満ではその効果が顕著ではなく、１．０ａｔ％を超え
ると紫外発光輝度が低下し始め、無駄となるためである。１．０ａｔ％を超えると輝度が
低下するのは、タングステンが表面に濃縮されやすいためと考えられる。
【００４０】
　なお、本発明の紫外発光材料は、亜鉛、酸素、第１の副成分、第２の副成分、および任
意の第３の副成分を含めば良いが、その特性を損なわない範囲内で、他の成分を含む事も
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可能である。例えば酸化マグネシウムは、酸化亜鉛に少量固溶し、そのバンドギャップを
大きくする（すなわち、発光波長を短波長側にシフトさせる）効果があるが、この酸化亜
鉛－酸化マグネシウム固溶系に対しても、上述の副成分を用いる事によって、緑色発光を
抑制し、紫外発光強度を改善する効果がある。したがって本発明の紫外発光材料は、亜鉛
の一部に代えてマグネシウムを含んでいてもよく、このとき、亜鉛とマグネシウムを合わ
せた陽イオン成分が、主成分となる。
【００４１】
　本発明の紫外発光材料は、紫外域で強い発光を示す。また、以下の製造方法に示される
ように、従来技術で必要であった特殊な装置や発火の可能性がある水素を用いる事なく製
造可能であり、量産性および安全性も高く製造面でも有利であり、コスト面でも有利であ
る。紫外発光に関しては、通常の酸化亜鉛（熱処理を施していない酸化亜鉛）の１５倍以
上、さらには３００倍以上の発光輝度を得ることも可能である。
【００４２】
　本発明の紫外発光材料は酸化亜鉛系であるが、その電気抵抗率が、通常の酸化亜鉛と比
較して１桁～数桁低いため、発光素子への応用にも適する。
【００４３】
［本発明の紫外発光材料の製造方法について］
　本発明の紫外発光材料は、亜鉛源、酸素源；アルミニウム、ガリウム、およびインジウ
ムからなる群より選ばれる少なくとも１種の第１の副成分元素源；ならびにリン源を反応
させることにより製造することができる。反応方法としては、固相法、液相法、気相法が
挙げられる。
【００４４】
　固相法は、それぞれの元素源を含む原料粉末（金属酸化物、金属炭酸塩等）を混合し、
ある程度以上の温度で熱処理して反応させる方法である。
【００４５】
　液相法は、それぞれの元素源を含む溶液を作り、これより固相を沈殿させたり、あるい
は基板上にこの溶液を塗布後、乾燥し、ある程度以上の温度で熱処理等を行って固相とす
る方法である。
【００４６】
　気相法は、蒸着、スパッタリング、ＣＶＤ等の方法によって薄膜状の固相を得る方法で
ある。
【００４７】
　本発明では、上記したいずれの方法を用いることも可能であるが、前記発光材料を粉末
形態で用いるのであれば、通常は、比較的製造コストが低く、大量に製造することも容易
な固相法が好適である。
【００４８】
　本発明の紫外発光材料を固相法で合成する場合、原料の混合物を熱処理して反応させる
必要がある。また液相法や気相法で合成した場合でも、その結晶性を改善し、紫外発光輝
度をより向上させるために、熱処理を行った方が良い場合が多い。この際、熱処理を、酸
素を多く含む雰囲気で行うと、紫外発光強度が改善されにくい。このため、酸素を多く含
む酸化性のある大気中ではなく、窒素ガスやアルゴンガス、ヘリウムガス等の中性の雰囲
気下で熱処理する事が望ましく、通常は安価な窒素ガス中で熱処理すれば良い。雰囲気(
特に窒素ガス)に含まれる酸素濃度としては１００ｐｐｍ以下が良く、より望ましくは１
０ｐｐｍ以下が良い。
【００４９】
　さらに酸素分圧を低下させるために、雰囲気ガスに水素ガス等を混合して還元性雰囲気
下で熱処理しても、副成分による効果が失われる訳ではないので、かまわないが、水素ガ
スは発火の危険性があるため、安全管理上の問題が生じる。よって、通常は、中性雰囲気
ガス（特に窒素ガス）を用いれば良い。
【００５０】
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　また、粉末を予め成形して熱処理すれば、焼結体とする事も出来、この場合も、副成分
の存在により、紫外発光輝度の改善効果は得られる。
【００５１】
　本発明の紫外発光材料を合成する場合、出発原料として、亜鉛源および酸素源について
は酸化亜鉛ＺｎＯ、水酸化亜鉛Ｚｎ（ＯＨ）２、炭酸亜鉛ＺｎＣＯ３等を用いれば良く、
一般的にはＺｎＯで良い。また出発原料として、アルミニウム源、ガリウム源、インジウ
ム源、タングステン源についても、それぞれ酸化物、水酸化物、炭酸塩等を用いれば良く
、一般には酸化物で良い。
【００５２】
　出発原料として、問題となるのはリン源である。リン源についても酸化物を用いる事も
不可能ではないが、一般的なリンの酸化物、Ｐ２Ｏ５は吸湿性が高く、水分と激しく反応
するため、使用しにくい。これを防ぐためには、リン酸水素二アンモニウム、リン酸二水
素アンモニウム等のリン酸塩のような、塩を用いれば良い。これらアンモニウム塩は、加
熱すると、低温でアンモニアと水を放出してＰ２Ｏ５となるため、直接Ｐ２Ｏ５を用いる
のと同じ効果が得られる。
【００５３】
　しかしながら、リンの酸化物や塩を用いても、リンの酸化物自体が昇華性があり、Ｚｎ
Ｏと反応させるために加熱すると、反応前に昇華する場合があり、目的の材料組成物が得
られにくい。
【００５４】
　これを防ぐためには、リンを必要量以上に過剰に添加する方法や、あるいは、予めリン
と亜鉛の化合物である、リン酸亜鉛を合成して用いれば良い。しかし、さらに望ましい方
法は、第１の副成分元素源とリン源として、第１の副成分元素とリンを含む化合物を用い
る方法である。
【００５５】
　当該化合物としては、第１の副成分元素のリン化物（リン化アルミニウムＡｌＰ、リン
化ガリウムＧａＰ、リン化インジウムＩｎＰ）を用いることができる。しかしこれらリン
化物は、一般に高価であり、また水分と反応して毒性の高いリン化水素を発生する危険性
もある。そこで、さらに望ましい化合物として、第１の副成分元素のリン酸塩（リン酸ア
ルミニウム、リン酸ガリウム、リン酸インジウム）を用いることができる。
【００５６】
　第１の副成分元素とリンを含む化合物を用いる方法では、比較的少量の添加量でも、輝
度向上が顕著となる。これは、リンの蒸発が抑制されるとともに、アルミニウム、ガリウ
ム、インジウムの最近傍にリンが存在するために、ＺｎＯへの固溶が促進されるためと考
えられる。
【００５７】
　以上のようにして、輝度の高い紫外発光材料を製造することができる。当該製造方法に
よれば、従来技術で必要であった特殊な装置や発火の可能性がある水素を用いる事なく紫
外発光材料を製造可能であり、量産性および安全性において有利であり、コスト面でも有
利である。
【００５８】
［本発明の紫外発光材料を用いたＥＬ発光素子について］
　次に本発明の紫外発光材料を用いた発光素子について述べる。本発明の材料は上述した
ようにｎ型導電性を示すため、ｐ型導電性を示す材料と接合する事によってｐｎ接合を形
成し、正方向に電流を流せば、ＥＬ発光を得る事が出来る。
【００５９】
　本発明の材料と接合させて発光素子とするための材料としては、ｐ型導電性を示すもの
であれば、何を用いても良いが、ＥＬ発光は接合界面近傍で生じるために、本発明の材料
か、または用いるｐ型導電性の材料のいずれかを透過した発光を観察する事になる。この
時、ｐ型導電性を示す材料として、本発明の材料よりもバンドギャップが大きい材料を用
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いれば、ＥＬ発光を吸収する事がないので、望ましい。
【００６０】
　本発明の材料よりもバンドギャップが大きく、ｐ型導電性を示す材料としては、ＮｉＯ
、Ｚｎ１－ｘＭｇｘＯ：Ｎ、ＳｒＣｕ２Ｏ２、ガリウムを主成分とした窒化物等の、種々
の材料が挙げられる。
【００６１】
　しかし、より優れた発光特性を得るためには、ホール濃度やホール移動度が高い事が望
ましく、また実用的には、安定して製造でき、毒性等が少なく、製造後の化学的安定性も
高いものが良い。上記したｐ型材料のうち、ＮｉＯはホール移動度を高くしにくく、また
毒性が指摘されている。Ｚｎ１－ｘＭｇｘＯ：Ｎ等の、ＺｎＯ系材料に窒素ドーピングし
たものは、現在のところまだ十分な技術が確立できておらず、安定的に製造しにくい。Ｓ
ｒＣｕ２Ｏ２等の１価のＣｕやアルカリ土類を含むものも、化学的安定性に乏しいといっ
た問題点がある。
【００６２】
　よってｐ型導電性を示す材料としては、ガリウムを主成分とした窒化物が最も望ましい
。ガリウムを主成分とする窒化物とは、ＧａＮ、ＧａＩｎＮ、ＡｌＧａＮ、ＡｌＧａＩｎ
Ｎ等を、Ｍｇドープ等でｐ型化した材料である。しかし、本発明の発光素子は、これらに
限定される訳ではない。
【００６３】
　また、ｐｎ接合の変わりに、一般の発光ダイオードでも用いられる、ｐｎ接合の界面に
、極薄く電気絶縁性の比較的高いｉ層を挟んだ、ｐｉｎ接合の構成としても良い。
【００６４】
　次にｐｎ接合、あるいはｐｉｎ接合を形成する方法については、一般に用いられるどの
ような方法も適用可能である。例えば、予め用意したｐ型導電性を示す材料を基体として
用意し、その上に、本発明の材料を薄膜、厚膜等の方法で形成したり、さらに必要に応じ
て熱処理等を加えたり、逆に本発明の材料を基体として用意し、その上に、各種の方法で
ｐ型導電性を示す材料を形成したり、同様に必要により熱処理等を加えたりすれば良い。
しかしながら、このような接合を形成するプロセスの条件によっては、本発明の材料の特
性や、ｐ型導電性を示す材料の特性が劣化してしまう場合がある。例えば、本発明の材料
を基体として、ｐ型の材料をその上にスパッタリング等の方法で形成する場合、スパッタ
ダメージによって、本発明の材料の発光効率が低下してしまう。また、特性の回復を目的
に、熱処理等の後処理を行う場合でも、ｎ型導電性材料とｐ型導電性材料では、最適な処
理条件が必ずしも一致しないために、両者の処理条件を最適なものとする事が困難である
。
【００６５】
　このような劣化現象が生じないように、本発明の発光素子は、前記紫外発光材料と前記
ｐ型導電性を示す材料の一方の上に他方を載置して接合がなされている構成とする事が望
ましい。このような構成とすれば、ｎ型、ｐ型の材料を、それぞれ特性が最高となる条件
で準備する事が出来、また簡易な構造で紫外発光特性の優れた発光素子を提供することが
出来る。
【００６６】
　次に基本的な発光素子の構成について説明する。図２は本発明の一実施の形態にかかる
発光素子の概略構成を模式的に示す図である。ｎ型部１５では、本発明のＺｎＯ系紫外発
光ｎ型導電性材料１０の上に、第１電極１１として例えばＡｌを形成する。ｐ型部１６で
は、基板１２上にｐ型導電性材料１３を形成し、第２電極１４として例えばＮｉ／Ａｕを
形成する。発光素子１として、ｎ型部１５をｐ型部１６上に載置して形成する。なお、ｎ
型部１５上にｐ型部１６を載置する構成も可能である。
【００６７】
　載置の具体的方法については、単なる載置だけでは、ｎ型部１５とｐ型部１６の間で素
子が分離してしまいやすいので、外部から両者に圧力をかけて押し当てたり、界面に薄い
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【００６８】
　なお、本発明の発光素子は紫外域で強く発光するが、当然ながら、これと、紫外線を吸
収して可視光域で発光する通常の蛍光体と組み合わせる事によって、可視域で発光する素
子とする事が可能である。
【００６９】
　以下、本発明の実施の形態を実施例により、さらに詳細に説明する。
【実施例１】
【００７０】
　実施例１では、本発明の紫外発光材料に関して、酸化亜鉛の原料粉末とその他の金属元
素の酸化物の原料粉末とリン酸水素二アンモニウムを用いた、固相法による本発明の発光
材料の合成と、その特性評価について述べる。
【００７１】
　出発原料として、純度５ＮのＺｎＯ粉末と、純度４ＮのＡｌ２Ｏ３、Ｇａ２Ｏ３、Ｉｎ

２Ｏ３、ＷＯ３の各粉末、および試薬特級のリン酸水素二アンモニウム（ＮＨ４）２ＨＰ
Ｏ４を用意した。
【００７２】
　これらの原料を、Ｚｎ、Ｐ、Ｇａ、Ａｌ、Ｉｎ、Ｗの原子比が（表１）の比率となるよ
うに秤量し、ボールミルを用いて湿式混合した後、乾燥し、混合粉末を得た。
【００７３】
　これらの混合粉末をアルミナ製坩堝に入れ、電気炉にて、窒素ガス中またはＮ２－２．
５％Ｈ２混合ガス中で８００℃で２時間焼成した。これらの粉末、および原料の純度５Ｎ
のＺｎＯ粉末（Ｎｏ．０）のＰＬ発光を、励起波長３２５ｎｍで測定した。
【００７４】
　図１には、発光スペクトルの例として、Ｎｏ．０と１７、すなわち原料に用いたＺｎＯ
粉末と、本発明のＮｏ．１７の粉末の発光スペクトルを示す（両者の発光輝度に差があり
すぎるため、測定器の感度を切り替えて測定した）。図中、３８０ｎｍ付近にピークを持
つ発光が、本発明の目的である紫外発光である。一方、５００ｎｍ付近の発光が緑色発光
である。図１の従来の酸化亜鉛は、紫外発光、緑色発光、両方の発光を示すが、紫外発光
輝度は低い。これに対して本発明の材料は、遥かに強い紫外発光を示し、緑色発光は実質
上ない事が分かる。
【００７５】
　同様の測定結果より、原料ＺｎＯ粉末（Ｎｏ．０）Ｏの３８０ｎｍ付近におけるピーク
強度を１．０とし、これに対する各試料のそれぞれのピークの強度比を算出し、表１に示
した。
【００７６】
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【表１】

【００７７】
　表１より明らかなように、原料粉末のＮｏ．０、およびこれを窒素中で焼成したＮｏ．
１に比べ、Ｇａを添加し、窒素中で焼成したＮｏ．３～１０は、紫外発光輝度が若干向上
するが、その効果は顕著なものではない。また、従来技術に相当する水素存在下で焼成し
たＮｏ．２でも、紫外発光輝度が若干向上するが、その効果は顕著なものではない。これ
に対し、Ｎｏ．１２～２６では、窒素中の焼成であっても、原料粉末の酸化亜鉛の１５倍
以上の紫外発光輝度向上効果が得られた。なお、従来技術ではないが、従来技術を応用し
、Ｇａを少量添加し、水素存在下で焼成したＮｏ．１１でも、明らかな紫外発光輝度の増
大が認められたが、同じＧａ量のＮｏ．１５の方が、約４倍高い紫外発光輝度が得られて
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おり、ＧａとＰを同時に含んだ場合の輝度向上効果の高さがわかる。さらに、水素ガスは
危険性のあるガスであるため、水素ガスを使用せずに輝度を高めることが可能であること
は、利点となる。
【００７８】
　Ｐ量を１．０ａｔ％に固定し、Ｇａ量を増加させていったＮｏ．１２～１９では、０．
０１ａｔ％のＮｏ．１２でも効果は認められるものの、顕著となるのはＧａ量が０．０３
ａｔ％以上のＮｏ．１３以上であった。また、Ｇａ量を増加させていくと、Ｎｏ．１８の
３．０ａｔ％以上でその効果は飽和した。従って、３．０ａｔ％を超える添加は無駄とな
るため、Ｇａ量の望ましい範囲は０．０３ａｔ％以上３．０ａｔ％以下であった。
【００７９】
　次にＧａ量を０．５ａｔ％に固定し、Ｐ量を増加させていったＮｏ．２０～２６および
Ｎｏ．１６では、０．０１ａｔ％のＮｏ．２０でも効果は認められるものの、顕著となる
のはＰ量が０．０３ａｔ％以上のＮｏ．２１以上とＮｏ．１６であった。また、Ｐ量を増
加させていくと、Ｎｏ．２５の３．０ａｔ％以上でその効果は飽和した。従って、３．０
ａｔ％を超える添加は無駄となるため、Ｐ量の望ましい範囲は０．０３ａｔ％以上３．０
ａｔ％以下であった。
【００８０】
　次にＧａの代わりにＡｌ、Ｉｎを用いたＮｏ．２７、２８でも、紫外発光強度の改善効
果は認められたが、同量のＧａを用い、同じＰ量のＮｏ．２４と比較すると、改善効果は
低く、特にＮｏ．２８のＩｎを用いたものは、効果が少なかった。発明者等は、Ａｌ、Ｉ
ｎについても、Ｇａと同様に、様々な添加量でＰと組み合わせて実験を行ったが、Ｇａと
同様の組成範囲で効果を示すものの、Ｇａが最も効果が大きく、Ａｌがこれに次、Ｉｎは
比較的効果が弱かった。よって、最も望ましいのはＧａであり、Ａｌがこれに次いだ。
【００８１】
　上記したように、Ｇａ量の望ましい範囲は０．０３ａｔ％以上３．０ａｔ％以下である
。ＡｌとＩｎとは、Ｇａと同様の効果(紫外発光輝度の向上、緑色発光輝度の抑制)を有す
るので、アルミニウムとガリウムとインジウムの合計量が、亜鉛に対して０．０３ａｔ％
以上３．０ａｔ％以下であるのが望ましい。
【００８２】
　また、Ｐのみ添加し、Ｇａを用いないＮｏ．２９は、ほとんど紫外発光強度改善効果を
示さなかった。
【００８３】
　次に、Ｎｏ．３０～３４には、Ｇａ、Ｐに、さらにＷを添加した結果を示した。Ｗを添
加しないＮｏ．２４と比較すると、さらに紫外発光強度の増加が認められた。その効果は
Ｗ量が０．０１ａｔ％以上のＮｏ．３１～３４で顕著であったが、Ｗ量が１．０ａｔ％を
超えるＮｏ．３４では、その効果は飽和した。従って、１．０ａｔ％を超える添加は無駄
となるため、Ｗ量の望ましい範囲は０．０１ａｔ％以上１．０ａｔ％以下であった。
【００８４】
　以上より明らかなように、酸化亜鉛を主成分とし、これに少量の、酸化ガリウム、酸化
アルミニウムおよび酸化インジウムからなる群より選ばれる少なくとも１種と、リンを反
応させた組成物、すなわち、主成分として亜鉛と酸素、第１の副成分としてアルミニウム
、ガリウム、およびインジウムからなる群より選ばれる少なくとも１種の元素、ならびに
第２の副成分としてリンを含む組成物とする事によって、紫外発光輝度の飛躍的な向上が
可能であった。さらにこれらにタングステンを加える事で、その特性を改善させる事が出
来た。
【実施例２】
【００８５】
　実施例２では、本発明の紫外発光材料の製造に際して、原料を変えた効果について示す
。亜鉛源および酸素源には、実施例１と同じ純度５ＮのＺｎＯ粉末を用いた。
【００８６】
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　次にガリウム源とリン源として、リン化ガリウムＧａＰの粉末を、ＧａＰ単結晶を粉砕
する事によって準備した。
【００８７】
　次に試薬特級の硝酸ガリウムとリン酸水素二アンモニウムを用意し、これらをそれぞれ
水溶液とした後混合し、沈殿を生成させた。この沈殿を良く水洗した後、１５０℃で乾燥
して粉末を得た。この粉末は、Ｘ線回折によるとアモルファス状であったが、加熱により
脱水し、８５０℃で結晶性のリン酸ガリウムとなったので、アモルファス状のリン酸ガリ
ウム水和物であった。
【００８８】
　これら、リン化ガリウム粉末とアモルファス状のリン酸ガリウム水和物、および実施例
１と同様の純度４ＮのＧａ２Ｏ３と試薬特級のリン酸水素二アンモニウム（ＮＨ４）２Ｈ
ＰＯ４を原料とした。
【００８９】
　これらの原料を用い、ＺｎとＧａとＰの比率が、表２となるように秤量した。この際、
アモルファス状のリン酸ガリウムについては、加熱時の重量減少を測定し、その分を補正
して秤量した。
【００９０】
　これらの粉末を実施例１と同様の方法で、ボールミルを用いてエタノールを溶媒として
湿式混合した後、乾燥し、得られた混合粉末をアルミナ製坩堝に入れ、電気炉にて、窒素
ガス中で８００℃で２時間焼成した。得られた粉末、および比較のため、原料の純度５Ｎ
のＺｎＯ粉末（Ｎｏ．０）のＰＬ発光を測定した。また、それぞれの粉末の平均粒子径を
、粒度分布計を用いて測定した。結果を表２に示した。
【００９１】
【表２】

【００９２】
　表２より明らかなように、Ｇａ源とリン源に別々の原料を用いたＮｏ．１７、２４に比
べ、リンとガリウムの化合物であるリン化ガリウムやリン酸ガリウムを用いたＮｏ．３５
～３８では、より高い紫外発光輝度が得られ、特に添加量が少ない場合の輝度向上効果が
大きかった。また、Ｎｏ．１７、２４に比べて、焼成による粒成長が少なく、微粉が得ら
れやすいという利点も認められた。
【実施例３】
【００９３】
　実施例３では、本発明の紫外発光材料を用いた、発光素子について述べる。実施例１の
Ｎｏ．１７の粉末を作製した同じ原料混合粉末を用い、これらを金型中で加圧成形した後
、実施例１と同じ条件で焼成し、直径約１０ｍｍ、厚さ約１ｍｍの焼結体試料、Ｎｏ．３
９を得た。この試料について、実施例１と同様にＰＬ発光を測定したところ、粉末の場合
と等しい波長で、ほぼ等しい強度の紫外発光が観察された。
【００９４】
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　この焼結体を用いて、図２に示す発光素子を作製した。すなわち、得られた焼結体の片
面に第１電極としてＡｌを蒸着し、ｎ型部を形成した。
【００９５】
　次にｐ型部として、サファイア基板上にＭＯＣＶＤ法を用いてＭｇをドーピングしてｐ
型ＧａＮ層を形成した市販の部材を用意し、そのｐ－ＧａＮ層上に第２の電極としてＮｉ
／Ａｕを積層してｐ型部とした。
【００９６】
　こうして得られたｎ型部とｐ型部を圧力を加えて接触させ、載置構成の発光素子を形成
した。
【００９７】
　この素子のＡｌおよびＮｉ/Ａｕ電極間に電圧を印加し、順方向に電流を流し、透明で
あるサファイア基板側から観察したところ、図３に示すように、３８０～３９０ｎｍ付近
をピークとする明瞭なＥＬ紫外発光が観察され、発光素子となっている事を確認した。
【産業上の利用可能性】
【００９８】
　本発明の紫外発光材料および発光素子は、蛍光体励起材料やＬＥＤ素子、無機ＥＬディ
スプレィなどに広く応用する事が可能である。

【図１】

【図２】

【図３】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年6月28日(2012.6.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主成分として亜鉛と酸素、
　第１の副成分としてアルミニウム、ガリウム、およびインジウムからなる群より選ばれ
る少なくとも１種の元素、ならびに
　第２の副成分としてリンを含み、
　アルミニウムとガリウムとインジウムの合計量が、亜鉛に対して０．０３ａｔ％以上５
．０ａｔ％以下であり、
　リンの量が、亜鉛に対して０．０３ａｔ％以上５．０ａｔ％以下であり、
　ｎ型導電性を示す紫外発光材料。
【請求項２】
　前記第１の副成分がガリウムである、請求項１記載の紫外発光材料。
【請求項３】
　第３の副成分としてさらにタングステンを、亜鉛に対して０．０１ａｔ％以上１．０ａ
ｔ％以下の量で含む、請求項１記載の紫外発光材料。
【請求項４】
　前記亜鉛が、陽イオン成分元素中に８０％以上含まれ、
　前記酸素が、陰イオン成分元素中に８０％以上含まれる、
　請求項１に記載の紫外発光材料。
【請求項５】
　亜鉛源、酸素源；アルミニウム、ガリウム、およびインジウムからなる群より選ばれる
少なくとも１種の第１の副成分元素源；ならびにリン源を反応させる工程を含み、
　前記第１の副成分元素源および前記リン源として、第１の副成分元素とリンを含む化合
物を用いる、請求項１記載の紫外発光材料の製造方法。
【請求項６】
　前記第１の副成分元素とリンを含む化合物が、第１の副成分元素のリン化物である、請
求項５記載の製造方法。
【請求項７】
　前記第１の副成分元素とリンを含む化合物が、第１の副成分元素のリン酸塩である、請
求項５記載の製造方法。
【請求項８】
　酸化亜鉛；アルミニウム、ガリウム、およびインジウムからなる群より選ばれる少なく
とも１種の第１の副成分元素源；ならびにリン源を含む原料を、中性雰囲気下または還元
性雰囲気下で熱処理する、請求項１記載の紫外発光材料の製造方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の紫外発光材料、および当該紫外発光材料に接合されたｐ型導電性を示
す材料を有する発光素子。
【請求項１０】
　前記接合が、前記紫外発光材料と前記ｐ型導電性を示す材料の一方の上に他方を載置し
てなされている、請求項９記載の発光素子。
【請求項１１】
　前記ｐ型導電性を示す材料は、ガリウムを主成分とした窒化物である、請求項９記載の
発光素子。
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【手続補正書】
【提出日】平成24年8月30日(2012.8.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　母体として酸化亜鉛、
　第１の副成分としてアルミニウム、ガリウム、およびインジウムからなる群より選ばれ
る少なくとも１種の元素、ならびに
　第２の副成分としてリンを含み、
　アルミニウムとガリウムとインジウムの合計量が、亜鉛に対して０．０３ａｔ％以上５
．０ａｔ％以下であり、
　リンの量が、亜鉛に対して０．０３ａｔ％以上５．０ａｔ％以下であり、
　ｎ型導電性を示す紫外発光材料。
【請求項２】
　前記第１の副成分がガリウムである、請求項１記載の紫外発光材料。
【請求項３】
　第３の副成分としてさらにタングステンを、亜鉛に対して０．０１ａｔ％以上１．０ａ
ｔ％以下の量で含む、請求項１記載の紫外発光材料。
【請求項４】
　亜鉛源、酸素源；アルミニウム、ガリウム、およびインジウムからなる群より選ばれる
少なくとも１種の第１の副成分元素源；ならびにリン源を反応させる工程を含み、
　前記第１の副成分元素源および前記リン源として、第１の副成分元素とリンを含む化合
物を用いる、請求項１記載の紫外発光材料の製造方法。
【請求項５】
　前記第１の副成分元素とリンを含む化合物が、第１の副成分元素のリン化物である、請
求項４記載の製造方法。
【請求項６】
　前記第１の副成分元素とリンを含む化合物が、第１の副成分元素のリン酸塩である、請
求項４記載の製造方法。
【請求項７】
　酸化亜鉛；アルミニウム、ガリウム、およびインジウムからなる群より選ばれる少なく
とも１種の第１の副成分元素源；ならびにリン源を含む原料を、中性雰囲気下または還元
性雰囲気下で熱処理する、請求項１記載の紫外発光材料の製造方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の紫外発光材料、および当該紫外発光材料に接合されたｐ型導電性を示
す材料を有する発光素子。
【請求項９】
　前記接合が、前記紫外発光材料と前記ｐ型導電性を示す材料の一方の上に他方を載置し
てなされている、請求項８記載の発光素子。
【請求項１０】
　前記ｐ型導電性を示す材料は、ガリウムを主成分とした窒化物である、請求項８記載の
発光素子。
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