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(57)【要約】
【課題】樹脂バインダーを用いずに、ガラス粉末と蛍光
体粉末を混合し焼結すると共に、ＬＥＤ発光素子からの
光と蛍光体からの光を重ね合わせた混色光を一様な色調
で発光可能とする蛍光体分散ガラスの製造方法を提供す
る。
【解決手段】所定の粒子径のガラス粉末と所定量の蛍光
体粉末とを混合する混合工程Ｓ１と、当該混合物を加熱
後、加圧して所定形状に成型する加熱加圧成型工程Ｓ２
とを備えた蛍光体分散ガラスの製造方法とした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の蛍光体を分散し、ＬＥＤ発光素子が発光する一次光を前記蛍光体が他色の二次光
に変換し、前記一次光と前記二次光とを混色した第三光を生成する蛍光体分散ガラスの製
造方法であって、
　最大粒子径が１６０μｍ以上、且つ、メジアン径ｄ５０が５μｍ以上の所定の粒子径の
ガラス粉末と所定量の蛍光体粉末とを混合する混合工程と、当該混合物を加熱後、加圧し
て所定形状に成型する加熱加圧成型工程とを備えたことを特徴とする蛍光体分散ガラスの
製造方法。
【請求項２】
　前記蛍光体粉末の量が、体積比で、０．０２～１２％であることを特徴とする請求項１
に記載の蛍光体分散ガラスの製造方法。
【請求項３】
　前記蛍光体粉末の量が、体積比で、０．０５～５％であることを特徴とする請求項２に
記載の蛍光体分散ガラスの製造方法。
【請求項４】
　前記蛍光体が、前記ガラスを加熱加圧成型する加熱温度で安定している酸化物蛍光体で
あることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の蛍光体分散ガラスの製造方法。
【請求項５】
　前記ＬＥＤ発光素子が青色発光素子で、前記蛍光体が黄色蛍光体であって、前記第三光
が白色であることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の蛍光体分散ガラスの製
造方法。
【請求項６】
　前記加熱加圧成型工程が、前記一次光を散乱する所定の大きさの気泡を所定の密度で含
有させた状態に成型することを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の蛍光体分散
ガラスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蛍光体分散ガラスの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、所定の色で発光するＬＥＤ発光素子と、ＬＥＤ発光素子から発光される色を所望
の色合いの光に変換する蛍光体を分散したガラスを備えた発光ダイオード光源が知られて
いる。
【０００３】
　例えば、青色で発光するＬＥＤ発光素子と、この青色を黄色に変換する蛍光体を用いて
、この青色と黄色を混色して白色の光で発光する発光ダイオード光源を作成することがで
きる。
【０００４】
　この際に、色調が一様な白色発光を得るためには、透明樹脂（ガラス）中に蛍光体を均
一に分散した蛍光体分散ガラスを用いて、このガラス体中でＬＥＤ発光素子から発光され
る青色と蛍光体が発する黄色とを均一に混色してガラス体の外に混色光である白色光を一
様に放出することが肝要である。
【０００５】
　また、所定の粒子径のガラス粉末と蛍光体粉末とを混合し焼結して、青色光源が発光す
る青色と蛍光体が変換する黄色とを合成して白色光を得ると共に、エネルギーが強い青色
光に対して変色せず温度上昇も少ない安定したガラスを用いて信頼性を向上させるとした
発光色変換部材が既に提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
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　特許文献１に記載された発光色変換部材や従来の蛍光体分散ガラスは、例えば、図２に
示す製造方法により製造されている。
【０００７】
　先ず、混合工程にてガラス粉末１と蛍光体粉末２を混合し、これに樹脂バインダー３を
添加して、ガラス粉末１と蛍光体粉末２とが一様に混合した混合材料１０Ａを生成する。
次に、所定形状の型を利用して加圧成型して予備成形体１５を生成する。それから、焼結
工程にて所定温度で焼成して、均質な散乱体である蛍光体分散ガラス２０を製造している
。また、この焼結工程で、混合材料１０Ａを生成する際に添加した樹脂バインダー３を除
去している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第４１５８０１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記した樹脂バインダーを用いた製造方法は、ガラス粉末と蛍光体粉末を均一に混合し
た状態を樹脂バインダーを用いて維持して所望の任意の形状に成型可能であるので、発光
ダイオード光源に用いる蛍光体分散ガラスの製造方法として好ましい。しかし、この製造
方法は、樹脂バインダーを添加して予備成形体を成型する工程と、樹脂バインダーを除去
するまで焼成して焼結する工程を備えていて、作成工程が煩雑で手間が掛かる。
【００１０】
　また、焼結工程で樹脂バインダーを除去するので、環境に与える悪影響が心配される場
合には、除去した樹脂バインダーの後処理が必要となって、樹脂バインダーを使用せずに
蛍光体分散ガラスを製造することが望まれる。
【００１１】
　そこで本発明は、樹脂バインダーを用いずに、ガラス粉末と蛍光体粉末を混合し焼結す
ると共に、ＬＥＤ発光素子からの光と蛍光体からの光を重ね合わせた混色光で均一に発光
可能とする蛍光体分散ガラス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】
【００１２】
　上記目的を達成するために本発明は、所定の蛍光体を分散し、ＬＥＤ発光素子が発光す
る一次光を前記蛍光体が他色の二次光に変換し、前記一次光と前記二次光とを混色した第
三光を生成する蛍光体分散ガラスの製造方法であって、最大粒子径が１６０μｍ以上、且
つ、メジアン径ｄ５０が５μｍ以上の所定の粒子径のガラス粉末と所定量の蛍光体粉末と
を混合する混合工程と、当該混合物を加熱後、加圧して所定形状に成型する加熱加圧成型
工程とを備えたことを特徴としている。
【００１３】
　上記の構成であれば、樹脂バインダーを用いずに、良好な散乱体を形成可能な程度に蛍
光体を所定の密度で分散することができ、ＬＥＤ発光素子が発光する一次光を良好に散乱
し、該一次光と蛍光体が発する二次光とを良好に混色して発光色調を一様とし、色ずれが
生じず、所望の色合いの発光が可能となる蛍光体分散ガラスの製造方法を得ることができ
る。
【００１４】
　また本発明は上記構成の蛍光体分散ガラスの製造方法において、前記蛍光体粉末の量が
、体積比で、０．０２～１２％であることを特徴としている。この構成によると、変換さ
れる二次光の量が低過ぎず、また、透光を阻害しない程度の量とすることで、所望の第三
光で発光可能な蛍光体分散ガラスを製造することができる。
【００１５】
　また本発明は上記構成の蛍光体分散ガラスの製造方法において、前記蛍光体粉末の量が
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、体積比で、０．０５～５％であることを特徴としている。この構成によると、さらに良
好な第三光で発光可能な蛍光体分散ガラスを製造することができる。
【００１６】
　また本発明は上記構成の蛍光体分散ガラスの製造方法において、前記蛍光体が、前記ガ
ラスを加熱加圧成型する加熱温度で安定している酸化物蛍光体であることを特徴としてい
る。この構成によると、加熱加圧成型してガラスを焼結しても、蛍光体が安定した状態を
保つので、所定の蛍光機能を発揮して均一な二次光を発して一様な色調で発光可能な蛍光
体分散ガラスを製造することができる。
【００１７】
　また本発明は上記構成の蛍光体分散ガラスの製造方法において、前記ＬＥＤ発光素子が
青色発光素子で、前記蛍光体が黄色蛍光体であって、前記第三光が白色であることを特徴
としている。この構成によると、一様な色調の白色光で発光する蛍光体分散ガラスを製造
することができる。
【００１８】
　また本発明は上記構成の蛍光体分散ガラスの製造方法において、前記加熱加圧成型工程
が、前記一次光を散乱する所定の大きさの気泡を所定の密度で含有させた状態に成型する
ことを特徴としている。この構成によると、所定大きさと所定密度の気泡を残存させるこ
とで、光の透過を妨害するガラスの白乳化を抑制して、ＬＥＤ発光素子が発光する一次光
と蛍光体が発する二次光を散乱させることができ、一様な色調の混色光を得ることが可能
な蛍光体分散ガラスを製造することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、所定の粒子径のガラス粉末と所定量の蛍光体粉末とを混合する混合工
程と、当該混合物を加熱後、加圧して所定形状に成型する加熱加圧成型工程とを備えた蛍
光体分散ガラスの製造方法としたので、樹脂バインダーを用いずに、良好な散乱体を形成
可能な程度に蛍光体を所定の密度で分散することができ、ＬＥＤ発光素子が発光する一次
光を良好に散乱し、該一次光と蛍光体が発する二次光とを良好に混色して発光色調を一様
とし、色ずれが生じず、所望の色合いの発光が可能となる蛍光体分散ガラスを製造するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に係る蛍光体分散ガラスの製造方法の概略説明図である。
【図２】従来の蛍光体分散ガラスの製造方法の概略説明図である。
【図３】本発明に係る蛍光体分散ガラスの製造方法により得られる蛍光体分散ガラスの一
例の概略説明図である。
【図４】蛍光体分散ガラスの形状例を示す断面図であり、（ａ）は板状の例、（ｂ）は凸
レンズ状の例、（ｃ）は凸板状の例である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に本発明の実施形態を図面を参照して説明する。また、同一構成部材については同
一の符号を用い、詳細な説明は適宜省略する。
【００２２】
　まず、本実施形態に係る蛍光体分散ガラスの製造方法について図１を用いて説明する。
【００２３】
　本実施形態に係る蛍光体分散ガラスの製造方法は、所定の粒子径のガラス粉末１と所定
量の蛍光体粉末２とを混合する混合工程Ｓ１と、該混合工程で作成した混合粉末１０を加
熱加圧成型して蛍光体分散ガラスを得る加熱加圧成型工程Ｓ２とを備えている。
【００２４】
　混合工程Ｓ１は、従来用いている樹脂バインダーを用いずに、ただ所定の粒子径のガラ
ス粉末１と所定量の蛍光体粉末２とを均一に混合するものである。このように、所定の粒
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子径のガラス粉末１に所定量の蛍光体粉末２を均一に混合することで、樹脂バインダーを
用いずに、良好な散乱体を形成可能な程度に蛍光体粉末２を所定の密度で分散することが
できる。
【００２５】
　蛍光体としては市中で入手できるものであれば使用できる。例えば、硫化物蛍光体、酸
硫化物蛍光体、ハロゲン化物蛍光体、酸化物蛍光体、窒化物蛍光体、酸窒化物蛍光体、ア
ルミン酸塩蛍光体、αサイアロン系蛍光体、βサイアロン系蛍光体などを用いることがで
きる。ただ、加熱加圧成型工程において安定な蛍光体が好ましいので、ガラスを加熱加圧
成型する加熱温度で安定している酸化物蛍光体を用いることが好適である。
【００２６】
　例えば、Ｙ、Ｇｄ、Ｃｅ、Ｓｍ、Ａｌ、Ｌａ及びＧａの原料として酸化物、又は高温で
容易に酸化物になる化合物を使用し、それらを化学量論比で十分に混合して原料を得る。
又は、Ｙ、Ｇｄ、Ｃｅ、Ｓｍの希土類元素を化学量論比で酸に溶解した溶解液を蓚酸で共
沈したものを焼成して得られる共沈酸化物と、酸化アルミニウム、酸化ガリウムとを混合
して混合原料を得る。これにフラックスとしてフッ化アンモニウム等のフッ化物を適量混
合して坩堝に詰め、空気中１３５０～１４５０℃の温度範囲で２～５時間焼成して焼成品
を得る。次に、この焼成品を水中でボールミルして、洗浄、分離、乾燥して、最後に篩を
通すことで所望の蛍光体を得ることができる。
【００２７】
　さらに、青色の光に励起されて黄色の発光を示すセリウム添加ＹＡＧ蛍光体を得る際に
は、原料として、Ｙ2Ｏ3、Ｇｄ2Ｏ3、ＣｅＯ2、Ａｌ2Ｏ3をそれぞれ適量用意して、これ
らを十分に混合した原料混合物をアルミ坩堝に充填し、これにフラックスとしてフッ化ア
ンモニウム等のフッ化物を適量混合して、水素含有窒素ガスを通気しながら還元雰囲気中
において、１３５０～１４５０℃の温度範囲で２～５時間焼成して焼成品を得る。得られ
た焼成品を粉砕、洗浄、分離、乾燥することで所望の蛍光体を得る。また、得られた蛍光
体の組成を調べ、所望の蛍光体であることを確認し、４６５ｎｍの励起光における発光波
長を調べたところ、おおよそ５７０ｎｍにピーク波長を有していることを確認した。つま
り、青色の光を照射すると黄色の発光を示す蛍光体を得ることができた。
【００２８】
　また、この蛍光体の含有量は体積比で、０．０２～１２％程度が好ましく、０．０５～
５％程度がさらに好ましい。蛍光体の含有量が０．０２％未満では、蛍光される光が少な
くなりすぎ、１２％を超えると蛍光体自身が光を遮蔽してしまう。このように、蛍光体の
含有量が、０．０２～１２％程度であれば、変換される光の量が低過ぎず、また、透光を
阻害しない程度の量とすることができ、所望の混色光を発光可能な蛍光体分散ガラスを製
造することができる。
【００２９】
　また、さらに好ましい０．０５～５％程度の含有量であれば、変換される光の量をさら
に良好な量とし、さらに透光を良好にするので、さらに良好な混色光を発光可能な蛍光体
分散ガラスを製造することができる。
【００３０】
　ガラス粉末１の大きさは、最大粒子径が１６０μｍ以上、且つ、メジアン径ｄ５０が５
μｍ以上であることが好ましい。このメジアン径ｄ５０とは、粒子体の一つの集団の全体
積を１００％として累積曲線を求めた時、累積曲線が５０％となる点の粒子径（累積平均
径）であり、最大粒子径は累積曲線が１００％となる点の粒子径である。これらのパラメ
ータは、粒度分布を評価するパラメータの一つとして、一般的に利用されている。なお、
メジアン径ｄ５０、最大粒子径は、一般的なレーザー回折・散乱式粒径測定装置を用いて
測定可能であり、具体的には、ＨＥＬＯＳ（ＪＥＯＬ社製）、Ｍｉｃｒｏｔｒａｃ　ＨＲ
Ａ（日機装社製）、ＳＡＬＤシリーズ（島津製作所社製）などが挙げられる。特に好まし
くは、ＳＡＬＤシリーズ（島津製作所社製）である。
【００３１】
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　上記のように、メジアン径ｄ５０とは、紛体をある粒子径から２つに分けたとき、大き
い側と小さい側が等量となる径を意味する。加熱加圧成型時に、最大粒子径が１６０μｍ
以上であるほうが気泡が抜けやすい。最大粒子径が１６０μｍ未満では気泡が抜けにくく
なる。また、メジアン径ｄ５０（平均粒子径）が５μｍ未満であると、型に紛体を投入す
る際、粉塵の舞い上がりが多くなり、取り扱いが困難となる。さらに、作業環境を害する
恐れも生じる。また、最大粒子径の上限は、良好な散乱光が得られる範囲であればよく、
ＬＥＤ発光素子や蛍光体の組み合わせに応じて適宜決めることができる。
【００３２】
　上記したように、ガラス粉末１の粒子径を所定大きさとすることで、良好な散乱体を形
成可能な程度に蛍光体を所定の密度で分散することが可能とる。そのために、ＬＥＤ発光
素子が発光する一次光を良好に散乱し、ガラスを白乳化させる気泡の発生を抑制すること
ができ、この一次光と蛍光体が発する二次光とを良好に混色して一様な混色光（第三光）
で発光可能な蛍光体分散ガラスを製造することができる。
【００３３】
　また、ガラス粉末１は、加熱加圧成型工程Ｓ２の加熱時において結晶の析出がないか、
もしくは、わずかに析出しても大量に析出しないものが好ましい。そのために、結晶析出
温度が加熱温度よりも高いガラスが好ましく、加熱温度をガラス屈伏点より１５０℃～２
００℃高い温度としたときに、結晶の析出温度がガラス屈伏点よりも２００℃以上のもの
が好ましい。例えば、Ｐ２Ｏ５－ＢａＯ系ガラス、Ｐ２Ｏ５－ＺｎＯ系ガラス、Ｐ２Ｏ５
－Ｎｂ２Ｏ５系、Ｐ２Ｏ５－Ｂ２Ｏ３系ガラス、ＳｉＯ２－系ガラス、Ｂ２Ｏ３－ＺｎＯ
－Ｌａ２Ｏ３系ガラス、ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－ＺｎＯ系ガラスなどを用いることができる
。
【００３４】
　次に、図３を用いて本実施形態に係る蛍光体分散ガラスの製造方法により製造される蛍
光体分散ガラスの一例について説明する。蛍光体分散ガラス２０は、透明なガラス体１Ａ
に所定の蛍光体２Ａを添加して成型した板状のガラスである。
【００３５】
　また、後述するように、本実施形態の加熱加圧成型工程において、ガラスの内部に気泡
４が少量であれば残存していてもよい。
【００３６】
　蛍光体分散ガラス２０は、ＬＥＤ発光素子５が発光する一次光Ｒ１を、その内部に添加
した蛍光体２Ａが二次光Ｒ２に変換し、この一次光Ｒ１と二次光Ｒ２とが混色した第三光
Ｒ３で発光する機能を有する。
【００３７】
　また、内部に残存している気泡４は、適度な大きさで適度な密度であれば、光の散乱を
促進する機能を発揮するので、製品によっては全て消滅させる必要はなく、適度に残存さ
せてもよい。例えば、前記一次光Ｒ１および前記二次光Ｒ２を散乱させる機能を発揮する
程度の気泡４を残存させて、一次光Ｒ１と二次光Ｒ２を一様に混色して広範囲に一様な色
調の混色光を発することが可能となる。
【００３８】
　しかし、気泡４が多すぎると、透過する光が減少してガラスが白乳化してしまう虞が生
じるので、気泡４の大きさとその密度を所定の望ましい範囲に制限することが肝要である
。また、気泡の直径と面密度を掛け合わせた数字は所定の範囲であることが好ましい。気
泡の大きさと密度は、例えば、電界放出形走査電子顕微鏡（ＳＵ８０００：日立ハイテク
ノロジーズ社製）を用いて計測することができる。
【００３９】
　次に、実際に蛍光体分散ガラス２０を製造した実施例について説明する。ここで採用し
た蛍光体分散ガラスの製造方法は、前述した通り、所定の粒子径のガラス粉末１と所定量
の蛍光体粉末２とを混合する混合工程Ｓ１と、該混合工程で作成した混合材料１０を加熱
加圧成型して蛍光体分散ガラスを得る加熱加圧成型工程Ｓ２とを備える。
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【００４０】
　先ず、燐酸塩原料、酸化物原料、炭酸塩、硝酸塩などの一般的なガラス原料を粉末で十
分混合して調合し、表１に示すガラス組成の調合原料を準備し、本実施で使用するガラス
試料Ａ、Ｂ、Ｃとした。
【００４１】
　（表１）

【００４２】
　表１に示す組成の調合原料を１１００～１３００℃に加熱された溶融炉で溶融しガラス
化した後、水中に投入し、ザラメ雪状のカレットを得た。このカレットを標準ふるい１６
８０μｍを通過させ分級して、最大粒子径６００μｍ、メジアン径４６０μｍのガラス粉
末試料を用意した。また、これを粉体Ｉとした。
【００４３】
　さらに、試料Ａについては最大粒子径３５０μｍ、メジアン径２４０μｍのガラス粉末
試料を用意し、これを紛体IIとし、さらに最大粒子径２５０μｍ、メジアン径１５０μｍ
のガラス粉末試料を用意し、これを紛体IIIとした。さらに、試料Ａ、Ｂについては最大
粒子径１７０μｍ、メジアン径３０μｍのガラス粉末試料を用意し、これを紛体IVとした
。
【００４４】
　次に、これらの紛体Ｉ～IVに、所定割合（０．８％～３．２％）で蛍光体粉末（セリウ
ム添加ＹＡＧ蛍光体を用いた）を添加し混合して混合粉末とした。
【００４５】
　この混合粉末を所定形状の金型に入れ、各ガラスの屈伏点＋１００℃～２００℃の範囲
内の温度で加熱後、加圧して２３ｍｍ角、厚さ１．０～２．０ｍｍの均質な散乱体（蛍光
体分散ガラス）を製造した。
【００４６】
　上記の実施例で得た蛍光体分散ガラスの散乱特性を評価したテスト結果を表２、表３に
示す。この評価テストは、得られた蛍光体分散ガラスの背後からＬＥＤ発光素子の青色光
を照射して透過光の色調を目視にて評価したものである。
【００４７】
　（表２）
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【００４８】
　（表３）

【００４９】
　表２、表３に示すように、最大粒子径６００μｍでメジアン径４６０μｍのガラス粉末
（ガラス紛体Ｉ）、および、最大粒子径３５０μｍでメジアン径２４０μｍのガラス粉末
（ガラス紛体II）、および、最大粒子径２５０μｍでメジアン径１５０μｍのガラス粉末
（ガラス紛体III）、および、最大粒子径１７０μｍでメジアン径３０μｍのガラス粉末
（ガラス紛体IV）に、それぞれ体積％０．８～３．２％の蛍光体（セリウム添加ＹＡＧ蛍
光体）を添加した混合粉末を、それぞれ型に入れ、各ガラスの屈伏点＋１００℃～２００
℃の範囲内の温度で加熱し加圧成型した。本実施例では、混合粉末を入れた型を、目標と
する加熱温度を環境温度とする高温の空間に入れ、加圧を行った。型に入れられた混合粉
末は常温から加熱してもよく、また、予め加熱されている型に混合粉末を投入してもよい
。混合粉末の加圧は、混合粉末に付着している微量の水分が蒸発し、約１５０℃を超えた
時点から可能である。本実施例では、一回の加圧により蛍光体分散ガラスを作製したが、
複数回に分けて加圧してもよく、あるいは、徐々に加圧してもよい。得られた蛍光体分散
ガラスに背後からＬＥＤ発光素子の青色光を照射し透過光を観察したところ、共に一様な
白の色調が得られた。
【００５０】
　また、ガラスＡはガラスの屈伏点が４９７℃で加熱温度が６５０℃であるので、加熱温
度はガラスの屈伏点より１５３℃高い温度となる。そのために、ガラス結晶の析出温度が
ガラス屈伏点よりも２００℃以上のガラスを用いることで加熱時に結晶の析出が生じず、
光の透過率は低下しない。
【００５１】
　また、ガラスＢはガラスの屈伏点が５５６℃で加熱温度が７００℃であるので、加熱温
度はガラスの屈伏点より１４４℃高い温度となる。そのために、ガラス結晶の析出温度が
ガラス屈伏点よりも２００℃以上のガラスを用いることで加熱時に結晶の析出が生じず、
光の透過率は低下しない。
【００５２】
　また、ガラスＣはガラスの屈伏点が６１３℃で加熱温度が８００℃であるので、加熱温
度はガラスの屈伏点より１８７℃高い温度となる。そのために、ガラス結晶の析出温度が
ガラス屈伏点よりも２００℃以上のガラスを用いることで加熱時に結晶の析出が生じず、
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光の透過率は低下しない。
【００５３】
　屈伏点は、熱機械的分析装置（ＴＭＡ／ＳＳ６０００：セイコーインスツルメンツ社製
）を用いて、毎分１０℃の昇温条件で測定した。
【００５４】
　加熱加圧成型工程時に気泡が残存する場合がある。一般に、この加熱加圧成型は気泡が
消滅するまで行うことが好ましい。しかし、特に、粒子径の小さなガラス粒子を用いると
、発生する気泡が増加し、一部の気泡が残存する場合が生じる。しかし、残存した気泡が
少量であれば、ＬＥＤ発光素子が発光する一次光を散乱させる機能と蛍光体が発する二次
光を散乱させる機能を有して、これらの一次光と二次光が重なり合った混色光を良好に発
することが判った。
【００５５】
　また、残存させる気泡の大きさと個数を所定の径で所定範囲の密度に制限することで、
光の透過を妨害するガラスの白乳化を抑制可能であることが判った。
【００５６】
　このように、加熱加圧成型工程時に気泡が残存していても、この気泡が所定の大きさと
密度であれば、ガラス内部で、ＬＥＤ発光素子が発光する一次光と蛍光体が発する二次光
を散乱して、良好に混色することができる。そのために、気泡が適度に残存している場合
は、混色光の発光色調が一様となって、色ずれが生じず、所望の色合いの発光が可能とな
る発光ダイオード光源を得ることができる。
【００５７】
　また、加熱加圧成型工程において使用する型は、従来から使用される通常の金型や、セ
ラミックやその他の耐火物からなる型を用いることができる。このように所定形状の型を
用いて所望される形状の蛍光体分散ガラス２０を製造することができる。例えば、所定形
状の金型を用いて、図４（ａ）に示す平板状あるいは円板状の蛍光体分散ガラス２０Ａや
、図４（ｂ）に示す凸レンズ状の蛍光体分散ガラス２０Ｂや、図４（ｃ）に示す板状のも
のを凸状にした凸板状の蛍光体分散ガラス２０Ｃなどを製造することができる。
【００５８】
　このようにして製造された蛍光体分散ガラス２０（２０Ａ～２０Ｃ）は、ＬＥＤ発光素
子が発光する一次光を二次光に変換して、この一次光と二次光が混色された一様な色調の
第三光を放出する。例えば、ＬＥＤ発光素子を青色発光素子とし、蛍光体を黄色蛍光体と
することで、色ずれが生じず一様な色調の白色光を発光する蛍光体分散ガラスを得ること
ができる。
【００５９】
　上記したように、本発明に係る蛍光体分散ガラスの製造方法によれば、所定の粒子径の
ガラス粉末と所定量の蛍光体粉末とを混合する混合工程と、当該混合物を加熱後、加圧し
て所定形状に成型する加熱加圧成型工程とを備えた蛍光体分散ガラスの製造方法としたの
で、樹脂バインダーを用いずに、良好な散乱体を形成可能な程度に蛍光体粉末を所定の密
度で分散することができ、ＬＥＤ発光素子が発光する一次光を良好に散乱し、該一次光と
蛍光体が発する二次光とを良好に混色して発光色調を一様とし、色ずれが生じず、所望の
色合いの発光が可能となる蛍光体分散ガラスを製造することができる。
【００６０】
　また、加熱加圧成型工程で、所定大きさと所定密度の気泡を残存させることで、光の透
過を妨害するガラスの白乳化を抑制して、ＬＥＤ発光素子が発光する一次光と蛍光体が発
する二次光を散乱させることができ、さらに一様な色調の混色光を得ることができる蛍光
体分散ガラスを製造可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明に係る蛍光体分散ガラスの製造方法は、ＬＥＤ発光素子が発光する一次光と蛍光
体が発する二次光を混色して所望の色合いの第三光で発光する発光ダイオード光源に好適



(10) JP 2010-280797 A 2010.12.16

10

に適用可能な蛍光体分散ガラスの製造方法となる。
【符号の説明】
【００６２】
　　　１　　ガラス粉末
　　　２　　蛍光体粉末
　　　４　　気泡
　　　５　　ＬＥＤ発光素子
　　１０　　混合粉末
　　１５　　予備成形体
　　２０　　蛍光体分散ガラス
　　Ｓ１　　混合工程
　　Ｓ２　　加熱加圧成型工程

【図１】 【図２】
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