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(57)【要約】
　発光効率を向上できるとともに発光色の色むらを低減できる発光装置11を提供する。
　樹脂に拡散剤を添加した拡散層22で発光ダイオード素子18を被覆する。樹脂に蛍光体を
添加した蛍光体層23を拡散層22の上層に配設する。拡散層22により発光ダイオード素子18
からの光を拡散させる。拡散層22で拡散させた光で蛍光体層23を励起して発光させること
により、発光効率を向上させるとともに発光色の色むらを低減させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体に配設される発光素子と；
　発光素子を被覆する拡散層と；
　拡散層の上層に配設する蛍光体層と；
　を具備していることを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　拡散層は、拡散剤を有し、拡散剤の添加量は３ないし５質量％である
　ことを特徴とする請求項１記載の発光装置。
【請求項３】
　拡散層と蛍光体層との接合面は、発光素子側に凹む凹弧面に形成されている
　ことを特徴とする請求項１または２記載の発光装置。
【請求項４】
　基体に配設される発光素子と；
　発光素子から放射された光により励起されて可視光を発光する蛍光体であって、蛍光体
の小粒子が二次粒子化し、かつ粒径が５～１０μｍの範囲の蛍光体粒子を有する蛍光体を
含む蛍光体層と；
　を具備していることを特徴とする発光装置。
【請求項５】
　基体に配設される発光素子と；
　発光素子から放射された光により励起されて可視光を発光する蛍光体であって、ピーク
が２つ以上存在する粒度分布を有する蛍光体粒子を備えた蛍光体を含む蛍光体層と；
　を具備していることを特徴とする発光装置。
【請求項６】
　蛍光体層は、０．１～１０Ｐａ・ｓの範囲の粘度を有する樹脂を充填して固化した
　ことを特徴とする請求項４または５記載の発光装置。
【請求項７】
　発光素子は、青色光を放射する発光ダイオード素子を有し、
　蛍光体は、発光ダイオード素子から放射された青色光により励起されて黄色光ないし橙
色光を発光する黄色ないし橙色発光蛍光体を有する
　ことを特徴とする請求項４ないし６いずれか一記載の発光装置。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか一記載の発光装置と；
　基体上に配設されるレンズと；
　を具備していることを特徴とする照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子を光源とする発光装置、およびこの発光装置を用いた照明装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発光素子として固体発光素子である発光ダイオード素子を光源とする発光装置で
は、基体に発光ダイオード素子を配設し、この発光ダイオード素子を被覆するように樹脂
を充填して固化させた面実装タイプのものが知られている。
【０００３】
　そして、この種の発光装置により、白色光を発光させるには、青色発光ダイオード素子
により発光させた青色光と、黄色発光ダイオード素子により発光させた黄色光とを混合さ
せるものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
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　また、青色発光ダイオード素子を、樹脂に平均粒径が３～５０μｍの黄色発光蛍光体の
凝集体を含有させた樹脂層によって被覆し、青色発光ダイオード素子の青色光と、この青
色発光により黄色発光蛍光体を励起させて得た黄色光とを混色させるものが知られている
（例えば、特許文献２参照）。
【０００５】
　また、樹脂層中での蛍光体粒子の分布状態としては、蛍光体層の下方に蛍光体粒子が沈
降した沈降形と、樹脂層全体に蛍光体粒子が分散した分散形とが知られている。
【特許文献１】特開２００２－４３６２５号公報（第３頁、図１）
【特許文献２】特開２００１－１４８５１６号公報（第４頁、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、青色発光ダイオード素子と黄色発光ダイオード素子とを用いる発光装置
では、青色発光ダイオード素子と黄色発光ダイオード素子との間に距離があるので、青色
光と黄色光の混色を均一にすることが難しく、発光効率が低く、白色光以外の他の色にな
りやすい問題がある。さらに、青色光と黄色光とをそれぞれ発光する少なくとも２個の発
光ダイオード素子を設置するためのスペースが必要であり、これを搭載する機器の大形化
を招く問題がある。
【０００７】
　また、青色発光ダイオード素子を、黄色発光蛍光体を含有する樹脂層によって被覆する
発光装置では、樹脂層の外面に対して垂直方向から見た場合、青色発光ダイオード素子が
位置する樹脂層の中央部においては、その樹脂層の中央部と青色発光ダイオード素子との
距離の方が樹脂層の周辺部と青色発光ダイオード素子との距離よりも近いので、青色光の
輝度が高く、青色光が抜け、白色光が青味がかって見え、一方、樹脂層の周辺部では、黄
色光が分布することになり、色むらが発生する問題がある。
【０００８】
　ところで、樹脂層中での蛍光体粒子の分布状態の沈降形と分散形とで発光効率を比較し
たところ、分散形を適用することで発光効率が２０％程度改善されることが分かった。白
色発光の発光装置においては、演色性などと共に発光効率の改善が求められていることか
ら、分散形を適用することが望ましい。
【０００９】
　しかしながら、分散形では、発光ダイオード素子を配設した基体に樹脂を充填する際に
、樹脂の粘度が高すぎると気泡の巻き込みなどが生じてしまう。そこで、実用的には比較
的低粘度の透明樹脂を使用する必要があるが、低粘度の透明樹脂中では蛍光体粒子の沈降
が激しく、分散形の構造を得ることが難しい問題がある。さらに、低粘度の透明樹脂を用
いた場合には、ディスペンサ内で蛍光体粒子が沈降してしまうことがあり、発光装置の製
造効率や製造コストに悪影響を及ぼすおそれがある。ディスペンサの内部で攪拌しながら
充填する方法もあるが、この場合には泡の巻き込みや攪拌が部分的に不均一になるなどの
問題を招くおそれがある。
【００１０】
　一方、樹脂中での蛍光体粒子の沈降には、蛍光体粒子の粒径が影響する。蛍光体粒子の
粒径が小さいほど透明樹脂中で沈降しにくくなるが、蛍光体自体の発光効率は一般的に粒
径が小さいほど低下する。従って、粒径が小さい蛍光体粒子を用いて分散形の構造が得ら
れたとしても、蛍光体自体の発光効率の低下が分散形による発光効率の向上効果を相殺す
ることになる。これでは発光装置の発光効率を高めることはできない。
【００１１】
　なお、特許文献１には、発光のばらつきを抑制するために、平均粒径が３～５０μｍの
蛍光体の凝集体を用いることが記載されているが、蛍光体粒子を樹脂中で凝集させた凝集
体は、蛍光体の粒径自体が増大するわけではないため、蛍光体の発光効率は凝集前の蛍光
体粒子の粒径に依存し、したがって、蛍光体の凝集体では蛍光体の発光効率を向上させる
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ことはできない。
【００１２】
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、発光効率を向上できるとともに発光色
の色むらを低減できる発光装置、およびこの発光装置を用いた照明装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１記載の発光装置は、基体に配設される発光素子と；発光素子を被覆する拡散層
と；拡散層の上層に配設する蛍光体層とを具備しているものである。
【００１４】
　そして、発光素子を被覆する拡散層により発光素子からの光を拡散させ、この拡散させ
た光で拡散層の上層に配設する蛍光体層を励起して発光させることにより、発光効率が向
上するとともに発光色の色むらが低減する。
【００１５】
　なお、本発明において、発光素子は放射した光で蛍光体を励起して可視光を発光させる
ものである。発光素子としては、例えば青色発光ダイオード素子や紫外発光ダイオード素
子などが挙げられる。ただし、これらに限定されるものではなく、蛍光体を励起して可視
光を発光させることが可能な発光素子であれば、発光装置の用途や目的とする発光色など
に応じて種々の発光素子を使用することができる。
【００１６】
　蛍光体は発光素子から放射された光により励起されて可視光を発光し、この蛍光体から
発光される可視光と発光素子から放射される光との混色によって、あるいは蛍光体から発
光される可視光または可視光自体の混色によって、発光装置として所望の発光色を得るも
のである。蛍光体の種類は特に限定されるものではなく、目的とする発光色や発光素子か
ら放射される光などに応じて適宜に選択される。
【００１７】
　拡散層や蛍光体層は例えばエポキシ樹脂やシリコーン樹脂などの各種の透明な樹脂に拡
散剤や蛍光体を添加して構成してもよい。
【００１８】
　請求項２記載の発光装置は、請求項１記載の発光装置において、拡散層は、拡散剤を有
し、拡散剤の添加量は３ないし５質量％であるものである。
【００１９】
　そして、拡散剤の添加量を３ないし５質量％とすることにより、発光効率の低下が抑制
されつつ色むらが低減される。拡散剤の添加量が３質量％未満である場合には、拡散効果
が低下して色むら低減効果が低下し、一方、拡散剤の添加量が５質量％超の場合には、基
体に吸収される光量が増大するので、光束が低下する。
【００２０】
　請求項３記載の発光装置は、請求項１または２記載の発光装置において、拡散層と蛍光
体層との接合面は、発光素子側に凹む凹弧面に形成されているものである。
【００２１】
　そして、拡散層と蛍光体層との接合面が発光素子側に凹む凹弧面であることにより、平
面である場合よりも接合面積が増大し、拡散層と蛍光体層との接合強度が増強され、拡散
層と蛍光体層との剥離が抑制される。
【００２２】
　請求項４記載の発光装置は、基体に配設される発光素子と；発光素子から放射された光
により励起されて可視光を発光する蛍光体であって、蛍光体の小粒子が二次粒子化し、か
つ粒径が５～１０μｍの範囲の蛍光体粒子を有する蛍光体を含む蛍光体層とを具備してい
るものである。
【００２３】
　そして、蛍光体層に、蛍光体の小粒子が二次粒子化し、かつ粒径が５～１０μｍの範囲
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の蛍光体粒子を有する蛍光体を含むことにより、蛍光体層に例えば実用的な粘度を有する
樹脂を使用しても蛍光体が確実に分散されるので、発光効率が向上するとともに発光色の
色むらが低減される。
【００２４】
　なお、蛍光体の二次粒子とは、蛍光体原料を焼成して蛍光体粒子を作製する際に、蛍光
体の小粒子同士が結合した粒子を意味する。したがって、蛍光体の小粒子が集って凝集し
ているものとは相違する。蛍光体は、蛍光体の小粒子の一部または全てが二次粒子化して
いるものである。二次粒子化していない一次粒子と二次粒子との比率は１：１～０：１の
範囲であることが好ましく、かつ一次粒子および二次粒子を含む蛍光体粒子の粒径が５～
１０μｍの範囲であることが好適である。蛍光体の二次粒子の粒径は最大径を示すものと
する。最大径で表される粒径が５～１０μｍの範囲の二次粒子を使用する。二次粒子の粒
径(一次粒子が存在する場合はそれを含む蛍光体粒子全体の粒径)は、蛍光体の製造時に篩
いなどを用いて分級して得たものである。また、蛍光体粒子の粒径はカウタカウンタ法で
測定した値を示すものとする。このような蛍光体の二次粒子は、結晶成長の過程で小粒子
同士が結合したものであるため、容易には分離しないとともに、最大径に相当する粒径を
有する一次粒子に近い発光効率を示す。さらに、最大径と同等の粒径を有する一次粒子に
比べて表面積が大きいため、蛍光体を分散させる例えば樹脂中での沈降速度が小さいとい
うような特徴を有する。これらによって、例えば実用的な樹脂粘度を有する樹脂を使用し
た際でも、蛍光体の発光効率の低下を抑制したうえで、蛍光体粒子が分散した分散形の蛍
光体層を得ることが可能となる。
【００２５】
　請求項５記載の発光装置は、基体に配設される発光素子と；発光素子から放射された光
により励起されて可視光を発光する蛍光体であって、ピークが２つ以上存在する粒度分布
を有する蛍光体粒子を備えた蛍光体を含む蛍光体層とを具備しているものである。
【００２６】
　そして、ピークが２つ以上存在する粒度分布を有する蛍光体粒子を備えた蛍光体を用い
ることにより、蛍光体層中での蛍光体粒子の分散状態が改善されるので、発光効率が向上
されるとともに発光色の色むらが低減され、または蛍光体の使用量の削減が可能となる。
【００２７】
　なお、ピークが２つ以上存在する粒度分布を有する蛍光体粒子とは、蛍光体粒子の粒度
分布を例えばカウタカウンタ法で測定した際に粒度ピークが２つもしくはそれ以上存在す
るものである。このような蛍光体粒子は、例えば樹脂層中の蛍光体を主として構成する蛍
光体粉末に、それより粒径が小さい蛍光体粉末を添加、混合することにより得ることがで
きる。
【００２８】
　請求項６記載の発光装置は、請求項４または５記載の発光装置において、蛍光体層は、
０．１～１０Ｐａ・ｓの範囲の粘度を有する樹脂を充填して固化したものである。
【００２９】
　そして、０．１～１０Ｐａ・ｓの範囲の粘度を有する樹脂を用いることにより、蛍光体
層への気泡の巻き込みが抑制される。
【００３０】
　請求項７記載の発光装置は、請求項４ないし６いずれか一記載の発光装置において、発
光素子は、青色光を放射する発光ダイオード素子を有し、蛍光体は、発光ダイオード素子
から放射された青色光により励起されて黄色光ないし橙色光を発光する黄色ないし橙色発
光蛍光体を有するものである。
【００３１】
　そして、発光ダイオード素子が放射する青色光と、この発光ダイオード素子から放射さ
れた青色光により黄色ないし橙色発光蛍光体を励起させて発光する黄色光ないし橙色光と
で、白色発光が得られる。
【００３２】
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　請求項８記載の照明装置は、請求項１ないし７のいずれか一記載の発光装置と；基体上
に配設されるレンズとを具備しているものである。
【００３３】
　そして、発光装置から略均一な光を発光するとともに、発光した光をレンズにより配光
制御することにより、所望の光量が得られるとともに配光制御が可能となる。
【発明の効果】
【００３４】
　請求項１記載の発光装置によれば、発光素子を被覆する拡散層により発光素子からの光
を拡散させ、この拡散させた光で拡散層の上層に配設する蛍光体層を励起して発光させる
ので、発光効率を向上できるとともに発光色の色むらを低減できる。
【００３５】
　請求項２記載の発光装置によれば、請求項１記載の発光装置の効果に加えて、拡散剤の
添加量を３ないし５質量％とするので、発光効率の低下を抑制しつつ色むらを低減できる
。
【００３６】
　請求項３記載の発光装置によれば、請求項１または２記載の発光装置の効果に加えて、
拡散層と蛍光体層との接合面が発光素子側に凹む凹弧面であるので、平面である場合より
も接合面積を増大でき、拡散層と蛍光体層との接合強度を増強させ、拡散層と蛍光体層と
の剥離を抑制できる。
【００３７】
　請求項４記載の発光装置によれば、蛍光体層に、蛍光体の小粒子が二次粒子化し、かつ
粒径が５～１０μｍの範囲の蛍光体粒子を有する蛍光体を含むことにより、蛍光体層に例
えば実用的な粘度を有する樹脂を使用しても蛍光体を確実に分散できるので、発光効率を
向上できるとともに発光色の色むらを低減できる。
【００３８】
　請求項５記載の発光装置によれば、ピークが２つ以上存在する粒度分布を有する蛍光体
粒子を備えた蛍光体を用いることにより、蛍光体層中での蛍光体粒子の分散状態を改善す
ることができるので、発光効率を向上できるとともに発光色の色むらを低減でき、または
蛍光体の使用量を削減することができる。
【００３９】
　請求項６記載の発光装置によれば、請求項４または５記載の発光装置の効果に加えて、
蛍光体層は、０．１～１０Ｐａ・ｓの範囲の粘度を有する樹脂を充填して固化させること
により形成するので、気泡の巻き込みを抑制できる。
【００４０】
　請求項７記載の発光装置によれば、請求項４ないし６いずれか一記載の発光装置の効果
に加えて、発光ダイオード素子が放射する青色光と、この発光ダイオード素子から放射さ
れた青色光により黄色ないし橙色発光蛍光体を励起させて発光する黄色光ないし橙色光と
で、白色発光を得ることができる。
【００４１】
　請求項８記載の照明装置によれば、請求項１ないし７のいずれか一記載の発光装置から
略均一な光を発光するとともに、発光した光をレンズにより配光制御するので、所望の光
量を得られるとともに配光制御できる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示す発光装置の一部の拡大断面図である。
【図２】同上発光装置の平面図である。
【図３】同上発光装置の断面図である。
【図４】同上発光装置の拡散剤の添加量と光束との関係を示す表である。
【図５】本発明の第２の実施の形態を示す発光装置で用いる蛍光体の二次粒子の説明図で
ある。
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【図６】同上発光装置における粒度ピークが２つ以上ある蛍光体の代表的な粒度分布を示
す図である。
【図７】同上発光装置の断面図である。
【図８】同上発光装置の発光素子の電極接続構造の一例を示す断面図である。
【図９】同上発光装置の発光素子の電極接続構造の他の例を示す断面図である。
【図１０】同上発光装置における蛍光体の分散状態の評価基準を(a)～(d)に示す断面図で
ある。
【図１１】同上発光装置における実施例と比較例との評価基準の表である。
【図１２】同上発光装置における粒度ピークが２つある実施例と１つの比較例とでの配合
比、発光効率の関係を示す表である。
【図１３】本発明の第３の実施の形態を示す照明装置の発光モジュールの断面図である。
【図１４】同上発光モジュールの正面図である。
【図１５】同上照明装置の正面図である。
【図１６】同上は発光モジュールの材料の組合せ例の説明図である。
【符号の説明】
【００４３】
　11　　発光装置
　12　　基体
　18　　発光素子としての発光ダイオード素子
　22　　拡散層
　23　　蛍光体層
　24　　接合面
　31　　発光装置
　32　　基体
　37　　発光素子としての発光ダイオード素子
　41　　蛍光体
　42　　蛍光体層
　51　　照明装置
　61　　発光素子としての発光ダイオード素子
　74　　拡散層
　75　　蛍光体層としての可視光変換層
　76　　レンズ
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００４５】
　図１ないし図４に本発明の第１の実施の形態を示す。図１は発光装置の一部の拡大断面
図、図２は発光装置の平面図、図３は発光装置の断面図、図４は発光装置の拡散剤の添加
量と光束との関係を示す表である。
【００４６】
　図２および図３に示すように、発光装置11は、基体12を有し、この基体12上に複数の発
光素子配設部13が例えば３行３列のマトリクス状に形成されている。
【００４７】
　基体12は、放熱性および剛性を有するアルミニウム（Ａｌ）やニッケル（Ｎｉ）、ガラ
スエポキシ樹脂などの平板状の基板14、基板14上に形成された絶縁層15、絶縁層15上に形
成されたリードフレーム16、これら絶縁層15およびリードフレーム16が形成された基板14
上に形成された反射体17を有している。
【００４８】
　図１に示すように、リードフレーム16には、各発光素子配設部13毎に、ＣｕとＮｉの合
金やＡｕなどにより、陰極側と陽極側の回路パターン(配線パターン)16a，16bが形成され
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ている。このリードフレーム５上には、各発光素子配設部13毎に、発光素子としての固体
発光素子であり発光色が青色の発光ダイオード素子（青色発光ダイオードチップ）18がそ
れぞれ配設されている。各発光ダイオード素子18は、青色の光を発光する例えば窒化ガリ
ウム（ＧａＮ）系半導体などで構成されている。各発光ダイオード素子18は、その底面電
極が回路パターン16a，16bの一方にダイボンディングによって電気的および機械的に接続
され、上面電極が回路パターン16a，16bの他方にボンディングワイヤ19によって電気的に
接続されている。
【００４９】
　反射体17は、例えばＰＢＴ（ポリブチレンテレフタレート)やＰＰＡ（ポリフタルアミ
ド）、ＰＣ（ポリカーボネート）などの樹脂を基板14の一面に流し込んで成形され、各発
光素子配設部13毎に、各発光ダイオード素子18を収容する収容部20が形成されている。収
容部20は、基板14に対して反対側へ向けて漸次拡開する円錐台状に形成されている。収納
部20の周囲には、図示しないレンズを固定するレンズホルダ部21が同心状に形成されてい
る。
【００５０】
　各収容部20には、その内部に、発光ダイオード素子18を被覆する拡散層22と、この拡散
層22の上層で収容部20の開口側に配設される蛍光体層23との２層に形成されている。
【００５１】
　拡散層11は、透光性を有するシリコーン樹脂やエポキシ樹脂などの熱硬化性透明樹脂に
アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）やＴｉ、Ｃａ、ＳｉＡｌ、Ｙなどの拡散剤を３～５質量％（ｍａ
ｓｓ％）添加したもので、この拡散剤を添加した樹脂を、収容部20内の発光ダイオード素
子18よりも高い位置まで充填し、熱硬化させることにより形成されている。このとき、蛍
光体層23との接合面（境界面）24を発光ダイオード素子18側（図３では下面側）へ凹む湾
曲面に形成している。この接合面24は、その湾曲上端と湾曲下端との間が例えば１μｍ～
５μｍが好ましい。
【００５２】
　蛍光体層23は、透光性を有するシリコーン樹脂やエポキシ樹脂などの熱硬化性透明樹脂
に発光ダイオード素子18からの青色発光を受光して黄色に蛍光発光する黄色蛍光体を所要
質量％添加したもので、拡散層22の熱硬化形成後、蛍光体を添加した樹脂を収容部20内に
充填し、熱硬化させることにより形成されている。
【００５３】
　なお、発光装置11とレンズを組み合わせて照明装置を構成できる。
【００５４】
　次に、発光装置11の作用を説明する
　まず、各陰極側と陽極側の回路パターン16a，16b間に、外部から所定の直流電圧が印加
されると、各発光ダイオード素子18が青色発光する。この青色発光は、拡散層22により多
方向へ拡散してから蛍光体層23内に入射し、ここで黄色蛍光体を多方向から励起して黄色
に発光させる。そして、発光ダイオード素子18からの青色光と黄色蛍光体からの黄色光と
が混色し、白色光になって収容部20から外部へ放射される。
【００５５】
　したがって、この発光装置11によれば、発光ダイオード素子18の微小な発光を拡散層22
により多方向へ拡散し、多方向から蛍光体層23の黄色蛍光体を励起させて黄色に発光させ
、かつこの黄色光と青色光とを混色させて白色光を発光させるので、この白色光の色むら
を低減することができる。
【００５６】
　また、拡散層22の樹脂に添加した拡散剤の添加量が３～５質量％であるので、光束を低
下させずに白色光の色むらを低減することができる。図４の表には拡散剤の添加量による
光束変化を示す。なお、この図４の表で拡散剤の添加量が０、すなわち、拡散剤の添加量
無しの場合の光束を１００％とした。
【００５７】
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　図４の表に示すように、拡散剤の添加量が５質量％を超過すると、光束が低下し、添加
量が３質量％未満になると、色むら低減効果が低下した。
【００５８】
　次に、発光装置11のサンプルNo.1～No.5について実施した色むら低減効果の実験データ
を示す。なお、この実験では、発光波長が５４５ｎｍの黄色蛍光体、拡散剤として日本ア
エロジル製のＡｌ２Ｏ３、樹脂として東レ製のタウシリコーンＪＣＲ６１４０をそれぞれ
使用した。
【００５９】
　(実験方法)
　サンプルNo.1　蛍光体のみ
　　蛍光体層
　　　樹脂（ＪＣＲ６１４０）　８９ｍａｓｓ％
　　　黄色蛍光体　　　　　　　１０ｍａｓｓ％
　　　赤色蛍光体　　　　　　　　１ｍａｓｓ％

　サンプルNo.2　拡散層（５ｍａｓｓ％）＋蛍光体層の２層構造
　　拡散層
　　　樹脂（ＪＣＲ６１４０）　９５ｍａｓｓ％
　　　拡散剤（Ａｌ２Ｏ３）　　　　５ｍａｓｓ％
　　蛍光体層
　　　樹脂（ＪＣＲ６１４０）　７８ｍａｓｓ％
　　　黄色蛍光体　　　　　　　２０ｍａｓｓ％
　　　赤色蛍光体　　　　　　　　２ｍａｓｓ％

　サンプルNo.3　拡散層（１０ｍａｓｓ％）＋蛍光体層の２層構造
　　拡散層
　　　樹脂（ＪＣＲ６１４０）　９０ｍａｓｓ％
　　　拡散剤（Ａｌ２Ｏ３）　　　１０ｍａｓｓ％
　　蛍光体層
　　　樹脂（ＪＣＲ６１４０）　７８ｍａｓｓ％
　　　黄色蛍光体　　　　　　　２０ｍａｓｓ％
　　　赤色蛍光体　　　　　　　　２ｍａｓｓ％

　サンプルNo.4　拡散層（１５ｍａｓｓ％）＋蛍光体層の２層構造
　　拡散層
　　　樹脂（ＪＣＲ６１４０）　８５ｍａｓｓ％
　　　拡散剤（Ａｌ２Ｏ３）　　　１５ｍａｓｓ％
　　蛍光体層
　　　樹脂（ＪＣＲ６１４０）　７８ｍａｓｓ％
　　　黄色蛍光体　　　　　　　２０ｍａｓｓ％
　　　赤色蛍光体　　　　　　　　２ｍａｓｓ％

　サンプルNo.5　拡散剤混合蛍光体
　　　樹脂（ＪＣＲ６１４０）　８０ｍａｓｓ％
　　　拡散剤（Ａｌ２Ｏ３）　　　２０ｍａｓｓ％
　　　樹脂（ＪＣＲ６１４０）　７８ｍａｓｓ％
　　　黄色蛍光体　　　　　　　２０ｍａｓｓ％
　　　赤色蛍光体　　　　　　　　２ｍａｓｓ％
【００６０】
　（実験結果）
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　サンプルNo.1のように拡散層22を削除して蛍光体層23のみを有する１層構造の場合と、
サンプルNo.5のように同じく拡散層22を削除して蛍光体層23に拡散剤を添加した１層構造
の場合とは、収容部20から外部に放射される白色光は、その周縁部に黄色光が分布し、色
むらの低減効果は得られなかった。
【００６１】
　サンプルNo.3、No.4のように、拡散剤の添加量が１０質量％（ｍａｓｓ％）、または１
５質量％の各拡散層22と、蛍光体層23の２層構造の場合は、拡散剤の添加量が多いために
、拡散層22の粘度が高くなり、拡散層22の塗りむらが発生する。このために、収容部20か
ら外部へ放射される白色光は、その周縁部に黄色光が分布し、色むらの低減効果は得られ
なかった。
【００６２】
　サンプルNo.2のように、拡散剤の添加量が５質量％の拡散層22と、蛍光体の添加量が２
０質量％の蛍光体層23の２層構造の場合、収容部20から外部へ放射される白色光の周縁部
には黄色光の分布が殆ど見られず、白色光の色むら低減効果が得られた。
【００６３】
　なお、拡散層22の拡散剤の添加率を５質量％よりも多くすると、発光ダイオード素子18
の発光が例えばＮｉ製などの基板14に吸収される光量が増加するので、収容部20から外部
に放射される白色光の光束が低下する。
【００６４】
　そこで、この基板14の受光面に、白色塗料などの反射材を塗布して反射面に形成するこ
とにより、光束低下を防止または抑制するように構成してもよい。
【００６５】
　次に、図５ないし図１２に本発明の第２の実施の形態を示す。図５は発光装置に用いる
蛍光体の二次粒子の説明図、図６は光装置における粒度ピークが２つ以上ある蛍光体の代
表的な粒度分布を示す図、図７は発光装置の断面図、図８は発光装置の発光素子の電極接
続構造の一例を示す断面図、図９は発光装置の発光素子の電極接続構造の他の例を示す断
面図、図１０は発光装置における蛍光体の分散状態の評価基準を(a)～(d)に示す断面図、
図１１は発光装置における実施例と比較例との評価基準の表、図１２は発光装置における
粒度ピークが２つある実施例と１つの比較例とでの配合比、発光効率の関係を示す表であ
る。
【００６６】
　図７に示すように、発光装置31は、基体32を有し、この基体32上に発光素子配設部33が
形成されている。
【００６７】
　基体32は、基板34、この基板34上に形成されたリード端子35、このリード端子35を形成
した基板34上に形成された反射体36を有している。
【００６８】
　基板34に形成されたリード端子35には、発光素子配設部33に、陰極側と陽極側の回路パ
ターン(配線パターン)35a，35bが形成されている。このリード端子35上には、発光素子と
しての固体発光素子である発光ダイオード素子（青色発光ダイオードチップ）37がそれぞ
れ配設されている。
【００６９】
　発光ダイオード素子37には、例えば青色発光タイプの発光ダイオードチップや紫外発光
タイプの発光ダイオードチップなどが用いられる。また、発光ダイオード素子37の電極接
続構造には、図８に示すチップ接続や図９に示すフリップチップ接続などを適用すること
が好ましい。これらの電極接続構造によれば、発光ダイオード素子37の前面への光取出効
率が向上する。
【００７０】
　図８に示すチップ接続においては、発光ダイオード素子37の裏面電極が回路パターン35
aにフリップチップ接続されているとともに、発光ダイオード素子37の上面電極が回路パ



(11) JP WO2005/091387 A1 2005.9.29

10

20

30

40

50

ターン35bにボンディングワイヤ38を介して電気的に接続されている。また、図９に示す
フリップチップ接続においては、発光ダイオード素子37の裏面に設けられた半田バンプ、
Ａｕパンプ、Ａｕ－Ｓｕ共晶パンプなどのバンプ電極39が回路パターン35a，35bにフリッ
プチップ接続されている。なお、図７は図８に示したチップ接続を適用した発光ダイオー
ド素子37を示している。
【００７１】
　反射体36は、発光素子配設部33に、発光ダイオード素子37を収容する収容部40が形成さ
れている。収容部40は、基板34に対して反対側へ向けて漸次拡開する円錐台状に形成され
ている。
【００７２】
　発光ダイオード素子37が配設された収容部40には、蛍光体41を含有する透明樹脂層とし
ての蛍光体層42が充填されており、発光ダイオード素子37は蛍光体層42で覆われている。
蛍光体層42は例えばシリコーン樹脂やエポキシ樹脂などで形成される。発光ダイオード素
子37に印加された電気エネルギは発光ダイオード素子37で青色光や紫外線に変換され、そ
れらの光は蛍光体層42中に含有された蛍光体41でより長波長の光に変換される。そして、
発光ダイオード素子37から放射される光の色と蛍光体41の発光色とに基づく色、例えば白
色の光が発光装置31から放出される。
【００７３】
　蛍光体41を含有した蛍光体層42は、例えばシリコーン樹脂やエポキシ樹脂などの液状透
明樹脂に蛍光体41を添加、混合し、このような液状透明樹脂を収容部40内にディスペンサ
などを用いて充填することにより形成されている。この際、気泡の巻き込みなどを抑制す
るうえで、樹脂粘度が０．１～１０Ｐａ・ｓの範囲の液状透明樹脂を使用することが好ま
しい。液状透明樹脂の樹脂粘度が１０Ｐａ・ｓを超えると気泡などが発生しやすくなり、
一方、樹脂粘度が０．１ｐａ・ｓ未満であると、蛍光体41の二次粒子を使用しても分散形
の蛍光体層42を形成することが困難となる。
【００７４】
　蛍光体層42中に含有される蛍光体41は、発光ダイオード素子37から放射される光、例え
ば青色光や紫外線により励起されて可視光を発光するものである。蛍光体層42は発光部と
して機能するものであり、発光ダイオード素子37の発光方向前方に配置されている。蛍光
体41の種類は目的とする発光装置31の発光色に応じて適宜に選択されるものであり、特に
限定されるものではない。
【００７５】
　例えば、青色発光タイプの発光ダイオード素子37を使用して白色発光を得る場合には、
黄色ないし橙色発光蛍光体が主として用いられる。また、演色性などの向上を図るために
、黄色ないし橙色発光蛍光体に加えて赤色発光蛍光体を使用してもよい。黄色ないし橙色
発光蛍光体としては、例えばＲＥ３（Ａｌ，Ｇａ）５Ｏ１２：Ｃａ蛍光体（ＲＥはＹ、Ｇ
ｄおよびＬａから選ばれる少なくとも１種を示す。以下同じ）などのＹＡＧ蛍光体、ＡＥ

２ＳｉＯ４：Ｅｕ蛍光体（ＡＥはＳｒ、Ｂａ、Ｃａなどのアルカリ土類元素である。以下
同じ）などの珪酸塩蛍光体が用いられる。
【００７６】
　また、紫外発光タイプの発光ダイオード素子37を使用して白色発光を得る場合には、Ｒ
ＧＢ蛍光体が主として用いられる。青色発光蛍光体としては、例えばＡＥ３（ＰＯ４）６

Ｃｌ１２：Ｅｕ蛍光体のようなハロ燐酸塩蛍光体や（Ｂａ，Ｍｇ）Ａｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ
蛍光体のようなアルミン酸塩蛍光体などが用いられる。緑色発光蛍光体としては、（Ｂａ
，Ｍｇ）Ａｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ，Ｍｎ蛍光体のようなアルミン酸塩蛍光体などが用いられ
る。赤色発光蛍光体としては、Ｌａ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ蛍光体のような酸硫化物蛍光体などが
用いられる。
【００７７】
　さらに、上述した蛍光体に代えて、組成に応じて種々の発光色が得られる窒化物系蛍光
体（例えばＡＥ２：Ｓｉ５；Ｎ８：Ｅｕ）、酸窒化物系蛍光体（例えばＹ２ＳｉＯ３Ｎ４
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：Ｃｅ）、サイアロン系蛍光体（例えばＡＥｘ（Ｓｉ，ＡＩ）１２（Ｎ，Ｏ）１６：Ｅｕ
）などを適用してもよい。なお、発光装置31は白色発光ランプに限られるものではなく、
白色以外の発光色を有する発光装置31を構成することも可能である。発光装置31で白色以
外の発光、例えば中間色の発光を得る場合には、目的とする発光色に応じて種々の蛍光体
が適宜に使用される。
【００７８】
　蛍光体層42中に含有される蛍光体41は、例えば図５に示すように、蛍光体の小粒子43，
43同士が結合して二次粒子化された蛍光体粒子、すなわち蛍光体二次粒子44を有している
。さらに、このような蛍光体二次粒子44は粒径が５～１０μｍの範囲とされている。なお
、蛍光体41にＲＧＢ蛍光体などを適用する場合には、青色、緑色、赤色の各蛍光体に粒径
が５～１０μｍの範囲の蛍光体二次粒子44を有する蛍光体41を使用する。また、ＲＧＢ蛍
光体以外の２種以上の蛍光体41を混合して使用する場合も同様である。
【００７９】
　図５に示すような蛍光体二次粒子44は、例えば以下のようにして作製される。すなわち
、蛍光体原料を焼成して蛍光体粒子を作製する際に、焼成温度や焼成時間を調整し、蛍光
体粒子の結晶成長状態を制御することによって、蛍光体二次粒子44を有する蛍光体粒子を
得ることができる。また、蛍光体二次粒子44の粒径は、例えば製造過程で篩い分けなどの
分級処理を実施することにより制御することができる。
【００８０】
　このような蛍光体二次粒子44は、結晶成長の過程で蛍光体の小粒子43，43同士が結合し
たものであるため、容易には分離しないとともに、二次粒子44の粒径Ｄに相当する粒径を
有する一次粒子に近い発光効率を示す。さらに、粒径Ｄと同等の粒径を有する一次粒子に
比べて表面積が大きいため、液状透明樹脂中での沈降速度が小さいというような特徴を有
する。これらによって、蛍光体41自体の発光効率を低下させることなく、例えば樹脂粘度
が０．１～１０Ｐａ・ｓの範囲の液状透明樹脂中における蛍光体41の沈降を抑制すること
が可能となる。ここで、蛍光体二次粒子44の粒径が５μｍ未満であると、蛍光体41自体の
発光効率の低下が避けられない。一方、粒径が１０μｍを超えると蛍光体二次粒子44であ
っても液状透明樹脂中で沈降しやすくなる。
【００８１】
　上述したように、粒径が５～１０μｍの蛍光体二次粒子44を有する蛍光体41を使用する
ことによって、樹脂粘度が０．１～１０Ｐａ・ｓの範囲の液状透明樹脂を使用した場合に
おいても、蛍光体41自体の発光効率の低下を抑制したうえで、蛍光体粒子が分散形の蛍光
体層42を再現性よく得ることができる。したがって、発光効率に優れた発光装置31を提供
することが可能となる。また、蛍光体層42の製造過程においては、例えばディスペンサ内
での蛍光体粒子の沈降が抑制されることから、分散形の蛍光体層42を効率よくかつ高精度
に作製することができる。これによって、発光装置31の製造歩留りの向上や製造コストの
低減などを図ることが可能となる。
【００８２】
　また、例えば青色発光タイプの発光ダイオード素子37を使用した場合、発光ダイオード
素子37からの青色発光は蛍光体41の粒間をすり抜ける青色光と、青色発光で蛍光体41を励
起して発光する黄色光ないしは橙色光との混色により白色発光が得られる。このため、蛍
光体41の粒径や形状が発光装置11の発光色に大きく影響する。蛍光体41の粒径が大きいと
隙間が大きくなるため、蛍光体41の配合比を増やさないと所望の色温度が得られない。こ
れに対して、蛍光体二次粒子44を有する蛍光体41を使用することによって、蛍光体41の隙
間が減少するため、目的の白色温度を得るのに必要な蛍光体量を削減することが可能とな
る。これによって、発光装置31の製造コストを低減することができる。
【００８３】
　次に、二次粒子44を用いるのに代えて、ピークが２つ以上存在する蛍光体粒子を備えた
蛍光体を有する発光装置31の例について説明する。なお、発光装置31の基本的な構成は同
様である。
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【００８４】
　蛍光体層42中に含有される蛍光体41は粒度分布にピークが２つ以上存在する蛍光体粒子
を有している。具体的には、図６に示すように、蛍光体層42中の蛍光体41を主として構成
する第１の蛍光体粒子群と、それより平均粒径が小さい第２の蛍光体粒子群とを有してい
る。第１の蛍光体粒子群の平均粒径は発光装置31の発光効率などを維持するうえで、例え
ば５～１５μｍの範囲であることが好ましい。一方、第２の蛍光体粒子群は第１の蛍光体
粒子群の粒子間に存在し、蛍光体層42における蛍光体41の分散状態を改善するものであり
、例えば１～３μｍの範囲の平均粒径を有することが好ましい。
【００８５】
　このように、第１の蛍光体粒子群の粒子間に第２の蛍光体粒子群を存在させることによ
って、発光装置31の発光色や発光効率の向上、あるいは蛍光体41の使用量の削減を図るこ
とが可能となる。例えば、青色発光タイプの発光ダイオード37を使用して白色発光を得る
場合、第１の蛍光体粒子群の粒子間に第２の蛍光体粒子群を存在させることによって、黄
色ないし橙色発光蛍光体の発光量が向上する。したがって、目的の白色温度を得るのに必
要な蛍光体量を削減することが可能となる。また、蛍光体量が同じ場合には白色温度や発
光輝度の高めることができる。
【００８６】
　なお、発光装置31とレンズを組み合わせて照明装置を構成できる。
【００８７】
　次に、第２の実施の形態における各実施例およびその評価結果について図１１および図
１２の表を参照して説明する。
【００８８】
　まず、実施例１～４、比較例１～３について説明する。
【００８９】
　以下のようにして（Ｙ，Ｇｄ）３（Ａｌ，Ｇａ）５Ｏ２：Ｃｅ組成のＹＡＧ蛍光体を作
製した。各元素（Ｙ、Ｇｄ、Ｇａ、Ｃｅ）を所定量秤量し、これらを溶解した後に共沈さ
せた。この共沈物にアルミナとフラックスとして塩化アンモニウムを混合した後、空気中
にて図１１の表に示す条件で焼成した。これら各焼成物を粉砕した後、洗浄、分離、乾燥
の各処理を施し、さらに篩いを用いて分級することによって、目的とするＹＡＧ蛍光体を
得た。ＹＡＧ蛍光体の平均粒径は篩いの目開きにより調整した。例えば、実施例１は５μ
ｍ未満の粒子と１０μｍを超える粒子を篩いで除去した。
【００９０】
　このようにして得た各ＹＡＧ蛍光体の粒子形状をＳＥＭで観察したところ、実施例１～
４のＹＡＧ蛍光体はいずれも二次粒子を有していることを確認した。なお、各ＹＡＧ蛍光
体はその一部として一次粒子を含んでいたが、その比率はいずれも約２０％であった。す
なわち、一次粒子と二次粒子との比率（数量比）は２：８である。一方、比較例１～３の
ＹＡＧ蛍光体はいずれも一次粒子のままであった。また、これら各ＹＡＧ蛍光体の平均粒
径をカウタカウンタ法により測定した。その結果を図１１の表に示す。
【００９１】
　次に、各ＹＡＧ蛍光体を用いて、図７に構成を示した発光装置を作製した。すなわち、
各ＹＡＧ蛍光体を樹脂粘度が０．３Ｐａ・ｓのシリコーン樹脂中に分散させた。これら各
シリコーン樹脂をディスペンサで収容部内に充填した後、シリコーン樹脂を硬化させるこ
とによって、それぞれ発光装置を作製した。なお、シリコーン樹脂に対するＹＡＧ蛍光体
の添加量は１０質量％とした。これら各発光装置31において、蛍光体の発光効率、蛍光体
を含有するシリコーン樹脂の塗布性、シリコーン樹脂層中での蛍光体の分散性を調べた。
それらの測定結果を図１１の表に示す。
【００９２】
　なお、蛍光体の発光効率は比較例３を１としたときの相対値である。蛍光体を含有する
シリコーン樹脂の塗布性は、ディスペンサ内で蛍光体の沈降がなく、同一の塗布条件（塗
布圧、時間）での塗布量のばらつきが小さい場合を○、ディスペンサ内で蛍光体が沈降し
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、同一の塗布条件での塗布量のばらつきが大きい場合を×とした。また、シリコーン樹脂
層中での蛍光体の分散性は、図１０(a)に示すように発光ダイオード37の上方で蛍光体41
が均一に分散していた場合を◎、図１０(b)に示すように蛍光体41が蛍光体層42全体に分
散していた場合を○、図１０(c)に示すように蛍光体41が蛍光体層42の半分以下の範囲に
分散していた場合を△、図１０(d)に示すように蛍光体41が蛍光体層42の下方に沈降して
いた場合を×とした。
【００９３】
　図１１の表から明らかなように、蛍光体二次粒子を適用した各実施例は、樹脂粘度が０
．３Ｐａ・ｓという透明樹脂を用いているにもかかわらず、透明樹脂の塗布性や樹脂層中
での蛍光体の分散性に優れていることが分かる。これらによって、気泡などの巻き込みが
ない樹脂層で蛍光体41の分散形構造を実現することが可能となる。また、このような分散
形の樹脂層とすることで、発光効率が向上することが分かる。なお、樹脂粘度が３Ｐａ・
ｓの透明樹脂を用いた場合にも同様な結果が得られた。また、その他の蛍光体としてＲＧ
Ｂ蛍光体を使用した場合においても、蛍光体二次粒子を使用することで分散形の樹脂層が
再現性よく得られることを確認した。
【００９４】
　続いて、実施例５～６、比較例４～６について説明する。
【００９５】
　篩い分けにより粒径範囲を５～１０μｍとしたＹＡＧ蛍光体と１～３μｍとしたＹＡＧ
蛍光体とを混合し、実施例５の蛍光体を作製した。同様に、篩い分けにより粒径範囲を７
～１５μｍとしたＹＡＧ蛍光体と１～３μｍとしたＹＡＧ蛍光体とを混合し、実施例６の
蛍光体を作製した。なお、比較例４～６は粒径範囲が５～１０μｍのＹＡＧ蛍光体、７～
１５μｍのＹＡＧ蛍光体、１～７μｍのＹＡＧ蛍光体をそれぞれ単独で用いたものである
。
【００９６】
　上述した各実施例および比較例の蛍光体を用いて、それぞれ実施例１と同様にして発光
装置を作製した。この際、５０００Ｋの白色温度が得られる蛍光体重（シリコーン樹脂に
対する蛍光体の配合量）を調べた。さらに、白色温度が５０００Ｋの発光装置の発光効率
を測定した。これらの測定結果を図１２の表に示す。なお、蛍光体の発光効率は比較例４
を１としたときの相対値である。
【００９７】
　図１２の表から明らかなように、実施例５、６の発光装置においては、蛍光体の発光効
率を低下させることなく、同等の色温度を得るための蛍光体の配合量を削減することがで
きる。これによって、発光装置の特性を低下させることなく、製造コストを低減すること
が可能となる。
【００９８】
　図１３ないし図１６に第３の実施の形態を示す。図１３は照明装置の発光モジュールの
断面図、図１４は発光モジュールの正面図、図１５は照明装置の正面図、図１６は発光モ
ジュールの材料の組合せ例の説明図である。
【００９９】
　図１５において、51は照明装置で、この照明装置51は、四角形で薄形に形成された器具
本体52を有し、この器具本体52の表面に四角形の開口部53が形成され、この開口部53内に
四角形の複数の発光モジュール54がマトリクス状に配列され、これら複数の発光モジュー
ル54によって発光面55が形成されている。
【０１００】
　図１３に示すように、各発光モジュール54は、発光素子としての固体発光素子である発
光ダイオード素子（発光ダイオードチップ）61を有しており、これら複数の発光ダイオー
ド素子61が、例えば、ガラスエポキシ樹脂、アルミニウムおよび窒化アルミニウムなどの
高熱伝導性を有する材料で形成された基板62の一面である表面側にマトリクス状に配設さ
れている。
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【０１０１】
　この基板62の一面には、弾性率がエポキシ樹脂より低くエンジニアリングプラスチック
より高いとともに絶縁性および熱伝導性を有する熱硬化性樹脂または熱可塑性樹脂である
絶縁層としての接着剤63が塗布され、この接着剤63で形成される第１の絶縁層63aを介し
て、例えば銅、金およびニッケルなどの導電層64が接着配置されている。この導電層64に
よって回路パターン65が形成され、この回路パターン65上に発光ダイオード素子61を実装
する発光素子配設部66がマトリクス状に形成されている。各発光素子配設部66においては
、発光ダイオード素子61の一方の電極が回路パターン65の一方の極パターンに接続層81と
しての銀ペーストによるダイボンディングによって接続され、他方の電極が回路パターン
65の他方の極パターンにワイヤボンディングによるワイヤ67によって接続されている。
【０１０２】
　基板62の一面側には、第１の絶縁層63aと同種の接着剤63で形成される第２の絶縁層63b
を介して、例えばガラスエポキシ樹脂、エンジニアリングプラスチック、アルミニウムお
よび窒化アルミニウムなどの高耐熱性および高反射特性を有する材料で形成された反射体
68が接着配置されている。この反射体68には、各発光素子配設部66に対応して各発光ダイ
オード素子61がそれぞれ収容状態に配設される複数の収容部69が開口形成されている。各
収容部69は、基板62側に対して反対側であるレンズ76側つまり表面側の開口径Ａが、基板
62側つまり裏面側の開口径Ｂより大きく、基板62側からレンズ76側つまり裏面側から表面
側へ向けて拡開されており、収容部69内に臨んで傾斜した反射面70が形成されている。反
射面70には、例えば白色の酸化チタン、銅、ニッケル、アルミニウムなどの光反射率の高
い反射膜を形成してもよい。
【０１０３】
　収容部69の形状は、基板62に対して反対のレンズ76側の開口径をＡ、基板62側の開口径
をＢ、収容部69の深さをｈ、基板62からレンズ76側へ向けて拡開する角度をθとしたとき
、θ＝tan-1｛ｈ／（Ａ－Ｂ）｝＞４５°となる関係を有している。
【０１０４】
　収容部69には、発光ダイオード素子61を被覆する透明な二層の樹脂層72，73が形成され
ている。発光ダイオード素子61を直接被覆する下層の樹脂層72は、紫外線に強く、弾性を
有する例えばシリコーン樹脂が用いられ、発光ダイオード素子61からの可視光や紫外線を
拡散させる拡散剤が分散されている拡散層74である。また、上層の樹脂層61は、シリコー
ン樹脂、エポキシ樹脂および変性エポキシ樹脂などが用いられ、発光ダイオード素子61か
らの紫外線を可視光に変換する蛍光体などの可視光変換物質を沈降した蛍光体層としての
可視光変換層75として構成されている。
【０１０５】
　反射体68の表面側には、第１の絶縁層63aおよび第２の絶縁層63bと同種の接着剤63で形
成される第３の絶縁層63cを介して、例えばポリカーボネートおよびアクリル樹脂などの
透光性樹脂で形成されたレンズ76が配設されている。基板62に熱硬化性樹脂を使用した場
合には、これと同種の熱硬化性樹脂をレンズ76の材料に使用する。また、基板62に熱可塑
性樹脂を使用した場合には、これと同種の熱可塑性樹脂をレンズ76の材料に使用する。
【０１０６】
　レンズ76は、各発光ダイオード素子61に対応してレンズ形状に形成されたレンズ部77を
有し、各レンズ部77には、収容部69に対向して光が入射する凹状の入射面78が形成され、
この入射面78に入射した光を反射させる反射面79、入射面78に入射した光および反射面79
で反射する光が出射する出射面80が形成されている。これら複数のレンズ部77の出射面80
で発光モジュール54に共通な発光面55を形成している。
【０１０７】
　なお、基板62、回路パターン65、反射体68などで基体が形成される。この基体に発光ダ
イオード素子61を組み合わせることにより発光装置が形成される。この発光装置にレンズ
76などと組み合わせることにより発光モジュール54が形成され、複数の発光モジュール54
によって照明装置51が形成される。
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【０１０８】
　また、図１６には、基板62、接着剤63（第１の絶縁層63a、第２の絶縁層63b、第３の絶
縁層63c）、導電層64、反射体68、レンズ76の材料の組み合わせの組合せ例１、２、３、
４を示す。組合せ例２、３、４は組合せ例１に対して異なる材料の組み合わせのみを示し
ている。
【０１０９】
　発光ダイオード素子61の点灯時、発光ダイオード素子61の発熱は基板62、導電層64、反
射体68、レンズ76などに伝わるが、これら基板62、導電層64、反射体68、レンズ76の材料
の違いによって熱膨脹差が生じる。これら基板62、導電層64、反射体68、レンズ76の間を
、弾性率がエポキシ樹脂より低く、エンジニアリングプラスチックより高い熱硬化性樹脂
または熱可塑性樹脂である同種の接着剤63によって接着固定しているため、熱膨脹差を吸
収し、剥離の発生を抑制し、確実に接着固定状態を維持できる。
【０１１０】
　また、基板62上に、導電層64、発光ダイオード素子61、反射体68、樹脂層72，73および
レンズ76を配置し、さらに反射体68およびレンズ76はそれぞれ同種の接着剤63によって接
着しているので、基板62からの放熱性を向上でき、基板62と反射体68とレンズ76との間で
の剥離や反りを抑制できて光学特性を維持できるとともに、樹脂層72，73やレンズ76など
の劣化を抑え、光取出効率の向上を図ることができる。また、使用する接着剤63を同種と
するものとしているので、レンズ76の取り付けも基板製造の際に行うことができ、効率的
である。
【０１１１】
　また、収容部69の形状を、レンズ76側の開口径をＡ、基板62側の開口径をＢ、収容部69
の深さをｈ、基板62側からレンズ76側へ向けて拡開する角度をθとしたとき、θ＝tan-1

｛ｈ／（Ａ－Ｂ）｝＞４５°となる関係に規定していることにより、発光ダイオード素子
61の寸法や種類にかかわらず、収容部69からの光取出効率を最適化でき、収容部69の設計
を容易にすることができる。
【０１１２】
　また、収容部69に設けた発光ダイオード素子61を被覆する二層の樹脂層72，73のうちの
上層の樹脂層73は、可視光変換物質を沈降した可視光変換層75であるので、可視光領域の
光を容易に多く取り出すことができ、光取出効率を高めることができる。しかも、可視光
変換物質を沈降させたので、下層の樹脂層72から照射される可視光および紫外線を可視光
変換物質に効率よく照射でき、また、上層の樹脂層73の厚みを任意に設定できる。
【０１１３】
　下層の樹脂層72は拡散剤を混入した拡散層74としたので、発光ダイオード素子61から放
射される光を上層の可視光変換層75との境界面に対して均一に照射できる。
【０１１４】
　なお、二層の樹脂層72，73の境界面にワイヤ67が位置すると、色むらの発生原因となる
。ワイヤ67の高さ位置は、発光ダイオード素子61の高さ、ワイヤ67の硬さや作業性などか
ら決まる。そのため、発光ダイオード素子61の高さが約７５μｍで、収容部69の底面から
ワイヤ67の最高位までの高さが２００μｍの場合には、下層の樹脂層72の厚さを２５０μ
ｍ、上層の樹脂層73の厚さを７５０μｍとすることが好ましく、また、収容部69の底面か
らワイヤ67の最高位までの高さが４２５μｍの場合には、下層の樹脂層72の厚さを４７５
μｍ、上層の樹脂層73の厚さを５２５μｍとすることが好ましい。したがって、収容部69
の深さは８００～１２００μｍが最適であり、より好ましく１０００μｍである。
【０１１５】
　また、下層の樹脂層72に１０-9ｍ以下のフィラーである無機のナノ粒子を分散させる。
ナノ粒子としては、５０ｎｍ以下の狭い粘度分布のコントロールされたナノシリカなどが
用いられ、重量成分は０．１％～６０％であり、可視光透過率は５０％～９０％である。
【０１１６】
　このように、下層の樹脂層72に無機のナノ粒子を分散させることにより、基板62、反射
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体68およびレンズ76などへの熱伝達率が向上し、放熱性を向上できる。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　本発明は、屋内用や屋外用の固定照明、車両用の移動体照明などに利用される。
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