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研究成果の概要（和文）：本研究では、希土類を用いない酸窒化物蛍光体BCNOの高性能化を目的として研究し、次の成
果を得た。(1)BCNO原料にAl源を添加することで白色発光蛍光体が合成できることを明らかにした。 (2)マイクロ波加
熱法より均一発光するBCNO蛍光体の合成に成功した。(3)水熱合成法によりコロイド状カーボン系発光材料の開発とポ
リマーとの複合化が可能となった。

研究成果の概要（英文）：In this project, we focused on the development of highly luminescent rare-earth 
free BCNO phosphor and their application to white LED. As a result, the following results were obtained. 
(1) Direct white light emission from a rare-earth-free BCNO was developed using aluminum source. (2) A 
microwave heating resulted in the synthesis of homogeneous fluorescent BCNO phosphors. (3) Hydrothermal 
synthesis method have enabled to synthesize carbonaceous phosphor with colloid state. In addition, 
light-emitting polymer could be synthesized from a mixture of the prepared carbonaceous phosphor and a 
polyvinyl alcohol.

研究分野： 微粒子工学

キーワード： レアアースフリー蛍光体　有機無機ハイブリットプロセス　酸窒化物　白色LED　機能性微粒子

  ２版



 

１．研究開始当初の背景 

節電・省エネの観点から現在、白色 LED

の普及が急速に高まっている（2012/6/12 朝日

新聞）。一方で、現行の白色 LED に利用され

ている蛍光体には、希土類元素が必須である

ため、輸入に依存せず、ありふれた元素のみ

で構成される蛍光体材料を開発することは

重要な研究課題である。申請者は、無機材料

である窒化ホウ素(h-BN)の原料中にポリマー

を添加する無機有機ハイブリットプロセス

により、B と N の結晶構造中に C と O 原子

を組み込ませ、世界で初めて希土類元素を使

用しない酸窒化物蛍光体材料（BCNO）の開

発に成功している（Ogi ら: Adv. Mater., 20, 

3235(2008))。これらの状況下、この BCNO 蛍

光体の原料に、さらに他の 13 族系の金属で

ある Al 系の原料を添加した結果、単一の材

料で高輝度に白色発光する蛍光体が発見さ

れた。そこで、本研究では、この希土類元素

フリー白色発光材料の開発と白色 LED へ向

けた応用について研究を実施する。 

 

２．研究の目的 

本研究では、有機無機ハイブリットプロセ

スを用いて、「希土類元素を用いない高輝度

白色発光材料の開発」を目的とする。すなわ

ち、(1)固相法による白色発光蛍光体の合成と

特性評価 (2)高度分析技術による発光機構の

解明、(3)均一発光による高輝度化、(4)白色

LED への応用に向けた微粒子化、ポリマー複

合化に取り組む。これより世界に先駆けて希

土類を用いない白色発光材料を実現し、白色

LED の省資源化ならびに低コスト化へ繋げ

る。 

 

３．研究の方法 

本研究は、上記の目的を達成するために、 

Al源を用いたBCNO蛍光体粒子の合成と発光

特性評価、オートクレーブを用いた水熱合成

法によりコロイド状 BCNO 蛍光体の合成、マ

イクロ波加熱を用いた BCNOナノ粒子の合成

と発光ポリマーの開発について検討した。そ

れぞれの具体的な実験方法については、研究

成果の項目に示す。 

 

４．研究成果 

(1)Al 源を用いた BCNO 蛍光体粒子の合成と

発光特性評価 

(1)では、省資源、省エネルギー型の白色

LED の実現を目指して、単一の材料で白色発

光するレアアースフリー蛍光体の開発を目的

とする。この目的を達成するために、これま

でに当研究室で開発されたレアアースフリー

酸窒化物蛍光体 BCNOと AlCNOに着目した。

ホウ酸、ポリマー、尿素から黄色蛍光体が合

成されるという結果(Fig.1(a))と、硝酸アルミ、

ポリマー、尿素から青色発光体が合成される

(Fig.1(b))という知見に基づいて、本研究では、

原料にホウ酸、水酸化アルミニウム、ポリマ

ー、尿素を用いることで、単一の材料で白色

発光する蛍光体の開発を検討した。 
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Fig.1  白色蛍光体の合成プロセス 

(a)BCNO 蛍光体、(b)AlCNO 蛍光体の合成

プロセス 

 

実験は、B 源にホウ酸、N 源に尿素、C 源

にポリエチレンイミン(PEI) ((-CH2CHNH-)n, 

Mw = 3000)またはポリエチレングリコール

(PEG) ((-O-CH2CH2-)n, Mw = 20000））、Al 源の

水酸化アルミニウム(Al(OH3))を用いた。超純

水にホウ酸、尿素とポリマーを加え、攪拌し

溶解させ、そこに 水酸化アルミニウムを加え

ることで原料溶液を調製した。調製した原料

溶液をるつぼに入れ、所定の温度と時間で加

熱炉内で焼成し、室温まで自然冷却すること

で、粉末粒子を合成した。 

Fig.2 に本研究で合成した粒子と、BCNO 蛍

光体、AlCNO 蛍光体の発光特性結果を示す。

Fig.2(a)の PL 測定結果より合成粒子の発光ス

ペクトルは BCNO 蛍光体と AlCNO 蛍光体の

スペクトルを積算した波形となっていること

が確認された。発光スペクトルはブロードで

あり、370 nm から 570 nm の広い可視光領域

をカバーした半値幅がかなり広い蛍光体であ

ることがわかる。また、励起スペクトルはブ

ロードなスペクトルであり、紫外励起により

蛍光強度が高くなることが確認された。さら

に、Fig.2(b)の CIE 色度座標において、合成粒

子の発光色は青色と黄色の間にあり、白色発

光していることが確認された。これらの結果

より、BCNO 蛍光体の原料と AlCNO 蛍光体の

原料を組み合わせることで白色に発光する新

規蛍光体の開発に成功した。さらに、この白

色蛍光体は常圧、低温でのワンステッププロ

セスで合成でき、レアアースを全く使用しな

い非常に安価な蛍光体という優れた材料であ

る。 
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Fig.2  合成粒子の(a)PL 測定結果および(b) 

CIE 色度座標 

 

合成粒子および BCNO 蛍光体、AlCNO 蛍光

体の XRD 測定結果および SEM 観察結果を

Fig.3 に示す。XRD 測定結果より合成された

粒子は B2O3、Al5BO9、Al3O3N および BN の混

晶系であることが確認された。また、SEM 写

真より合成した白色蛍光体は BCNO蛍光体の

板状または膜状粒子中に AlCNO 蛍光体の粒

子が複合化された構造であると明らかとなっ

た。また、粒状部分を拡大して観察すると、

BCNO 蛍光体、AlCNO 蛍光体では確認されな

かった針状結晶が確認された。この針状部分

は従来の蛍光体 (BCNO, AlCNO)では確認さ

れていないことから Al5BO9だと考えられる。 
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Fig.3  合成粒子の(a)XRD 測定結果および

(b)SEM 観察結果 

 

Fig.4 に TEM 写真観察結果を示す。膜状部

分 (position1) はアモルファス、粒状部分

(position2)は微粒子集合体、そして針状部分は

(position3)高い結晶性をもつことが確認され

た。また、元素マッピングより膜状部分は B、

C と N を多く含み、粒状部分は Al と O を多

く含むことがわかった。よって、position1 は

B、C と N を多く含む膜状アモルファス、

position2 は Al と O を多く含む多結晶集合体、

position3 は TEM-EELS 測定結果より Al、B と

O を多く含む結晶性の高い針状結晶であるこ

とが確認された。既往の研究より、BCNO 蛍

光体はアモルファスであることが確認されて

いるため、膜状部分が BCNO 蛍光体由来であ

り、多結晶集合体部分が AlCNO 蛍光体由来で

あると考えられる。よって、合成粒子の白色

発光メカニズムは、膜状部分の BCNO 蛍光体

の黄色発光と多結晶集合体部分の AlCNO 蛍

光体の青色発光の混色によって白色発光して

いると考えられる。 合成粒子の電子状態およ

び結合状態について、TEM-EELS による分析

を実施した結果より、膜状部には B, C, N およ

び O が存在し、結晶粒子部には Al, O の存在

することが明らかになった。 

position1 position2 position3

 
Fig.4  合成粒子の TEM 観察結果 

 

(2)マイクロ波加熱を用いた均一発光 BCNO

発光体の開発 

本研究では、均一かつ短い時間での反応が

実現できるマイクロ波加熱法による BCNO蛍

光体の合成に着目した。マイクロ波加熱法で

は反応時間が短い、 すなわち長時間の加熱を

必要としないため、 副反応が抑制され、 均

一な組成を持つ材料を合成できるため、 均一

な発光を持つ BCNO蛍光体を合成できる可能

性を秘めている。また、 マイクロ波加熱法で

は水を溶媒とし、 有機溶媒を使用せず、さら

に無触媒合成条件でも迅速合成ができるため、 

グリーンケミストリーに適合した化学プロセ

スへの展開が可能となる。 このような利点を

化学プラントの熱源として利用することで、 

プラントのダウンサイジングが可能となり、 

省エネ化に繋がることが期待できる。以上の



背景より、 本研究では、ホウ酸、尿素（また

はメラミン）、クエン酸の水溶液を原料として、

マイクロ波により反応速度が高められ、 蛍光

体化が速やかに進行することの期待の下、 マ

イクロ波加熱法による BCNO蛍光体の合成を

検討した。これまでに報告されている BCNO

蛍光体に関する一連の研究において、マイク

ロ波加熱を用いた BCNO蛍光体の合成は初め

ての試みである。 

実験は、 BCNO 蛍光体粒子の原料溶液は、 

ホウ酸、 尿素またはメラミン、 クエン酸・

一水和物を溶媒であるイオン交換水に溶解し

て調製した。マイクロ波は、 家庭用電子レン

ジを用いて照射した。 家庭用電子レンジは、 

単 機 能 電 子 レ ン ジ (KMB22-0395D/60Hz 

Kohnan Shoji Co.、LTD)を用いた。 BCNO 蛍

光体粒子を生成する原料溶液は、 各試薬をイ

オン交換水に溶解し、単機能電子レンジに入

れ、 800 Wの出力で、 水の乾固までに 80秒、 

更に 40 秒加熱して蛍光体粒子を製造した。  

Table 1 に Sample 1 の XRF による元素組成

の測定結果を示す。XRF の測定結果より、生

成した粒子はホウ素、炭素、窒素、および酸

素を含有していることが示され、BCNO 蛍光

体が合成されていることが分かる。 

Table. 1 sample 1 の元素マッピング結果 

Elemental composition [wt%]

B% C% N% O% H%

Sample 1 6.01 33.61 13.01 44.48 1.41

混合物計算値 3.44 22.94 8.92 56.05 4.81
 

 

次にSample 1の条件で合成した粒子のSEM

観察結果を Fig.5に示す。 SEM観察結果より、

生成粒子は、粒子径が約 10－20 nm の一次粒

子が凝集した状態で存在していることがわか

る。マイクロ波加熱法より合成された BCNO

蛍光体の一次粒子径は、これまでに報告され

ている電気加熱炉(800℃、30 分)によって合成

された BCNO 蛍光体 8 と比較してかなり小さ

いことが分かり、これはマイクロ波加熱法に

よる反応時間が 120 秒と短時間であることに

起因していると考えられる。 

 
Fig.5 sample 1 の SEM 観察結果 

 

得られた蛍光体 Sample 1 に UV ランプ（350 

nm）を照射して蛍光発色させた写真を Fig.6

に示す。 蛍光発色は均一であり、 着色した

粒子はなく蛍光体が斑無く発光している様子

がわかる。さらに Sample1 に対して、励起波

長 350 nm で観察した蛍光顕微鏡の写真より、

各粒子は、微細な粒子の凝集粒子であるが、

均質に蛍光を示しており、 各々の粒子が均質

な組成物であることを示唆しているものと考

えられる。これより、マイクロ波加熱法を用

いることで色むらがなく均一に発光する

BCNO 蛍光体粒子が合成できることが明らか

となった。 

 
Fig.6 Sample 1(left)および Sample 5(right) の

励起波長 350 nm 照射下のデジカメ写真 

 

(3)水熱合成法によるコロイド状カーボン系

発光材料の開発とポリマーとの複合化 

BCNO 発光材料の実用化を考慮した際に、

ホウ素源の低下または削除を検討することは

重要である。そこでは、本研究では、BCNO

蛍光体の原料からホウ素を取り除き、発光材

料の合成を検討した。本研究では､低温かつ短

時間で合成が可能な水熱合成法を用いて発光

材料の合成を行い､構造解析とポリマーとの

コンポジット化を行った｡さらにこれまでに

行われていない反応時間による発光特性への

影響について評価を行った｡ 

実験は、炭素源にクエン酸､窒素源に尿素､

溶媒に超純水を用いて混合､攪拌したものを

原料溶液として､オートクレーブ装置で所定

の温度と時間で加熱を行った。また､合成した

試料をポリビニルアルコール(PVA)中に溶解

させてコンポジット化を行った。オートクレ

ーブ反応器に原料を投入して加熱開始後､51, 

62, 72, 90,120, 180, 300 分でサンプリングを行

って得られた液体と UV 照射(365 nm)後の写

真を Fig. 7(a)に示す。写真より、反応時間が

72 分辺りから青色に発光することがわかる。

Fig. 7(b-d)に得られたサンプルの蛍光･励起ス

ペクトルおよび発光強度と反応時間の相関関

係を示す。 
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Fig. 7 (a)紫外線照射前後の写真 (b)蛍光特性, 

(c)励起特性(d)反応時間と温度の影響発光強

度の経時変化 

 

この結果より、これより､発光強度は合成時

間 60 分辺りから急激に上昇しはじめ、90 分

で最大値を取った後､低下することが明らか

となった｡なお、内部量子効率を測定した結果、

32.6%となり､既往の研究 10%以下と比較して

高い値となった。さらに､発光強度最大の試料

と PVA とのコンポジット化により、量子収率

が 43.6%を持つ発光ポリマー材料が合成でき

ることも明らかとした（Fig. 8）。 

Excitation at 365 nm(a) (a)

 
Fig. 8 カーボン系発光材料を用いたコンポジ

ットフィルム  

(a)励起光照射前(b)励起光照射後(励起波長は
350 nm). 

 

尿素添加による発光特性への影響を実験的

に検討した結果、クエン酸のみの試料はほと

んど発光を示さず､発光のためには尿素が必

要であることが分かった｡FTIR 測定結果より、

クエン酸粉末で観測された C=O 由来の 1686 

cm-1､1742 cm-1 のピークが尿素を添加した試

料では 1585 cm-1､1674 cm-1と低波長側にシフ

トした(Fig.9)｡これより､クエン酸と尿素が反

応してアミド結合が生じ､アミド結合が発光

に関与していることが明らかとなった｡これ

は、NMR および XPS の測定結果からも裏付

けられた。 

 
Fig.9 FTIR 測定結果 
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