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(57)【要約】
【課題】より良好な発色特性を得ることが可能な照明装
置、およびこれを備えた表示装置を提供する。
【解決手段】光源と、前記光源とは別に設けられた光学
部品と、前記光源および前記光学部品を保持する保持部
材と、前記光学部品を前記保持部材に対して変位可能に
押止する可変押え部材とを備えた照明装置。
【選択図】図１９



(2) JP 2014-165116 A 2014.9.8

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　前記光源とは別に設けられた光学部品と、
　前記光源および前記光学部品を保持する保持部材と、
　前記光学部品を前記保持部材に対して変位可能に押止する可変押え部材と
　を備えた照明装置。
【請求項２】
　前記可変押え部材は、第１の方向に段階的に移動可能であると共に、前記第１の方向と
は反対の第２の方向への移動が規制されたストッパーである
　請求項１記載の照明装置。
【請求項３】
　前記ストッパーは、
　第１脚部および第２脚部と、前記第１脚部および前記第２脚部を連結する湾曲部とを有
するＵ形体と、
　前記第１脚部の外側に設けられた爪部と
　を有する請求項２記載の照明装置。
【請求項４】
　前記保持部材は、複数の溝部が前記第１の方向に峰部を間にして配列された鋸歯部を有
し、
　前記ストッパーは、前記爪部と前記溝部との噛み合いにより位置規制されると共に、前
記爪部が前記峰部を乗り越えて隣接する前記溝部に噛み合うことにより、前記第１の方向
に移動可能である
　請求項３記載の照明装置。
【請求項５】
　前記ストッパーは、前記第２脚部の先端から伸びると共に前記第１脚部の先端との間に
隙間を有する延長部を有し、
　前記光学部品の端部は、前記延長部に接しており、
　前記延長部が前記光学部品の端部によって前記第２の方向に押されると、前記延長部が
前記Ｕ形体の前記第１脚部と前記第２脚部との間に入り込み、前記爪部が前記峰部を乗り
越えることが規制される
　請求項４記載の照明装置。
【請求項６】
　前記光学部品の端部は、前記湾曲部に接しており、
　前記湾曲部が前記光学部品の端部によって前記第２の方向に押されると、前記Ｕ形体の
前記第１脚部と前記第２脚部とが外方に開き、前記爪部が前記峰部を乗り越えることが規
制される
　請求項４記載の照明装置。
【請求項７】
　前記可変押え部材は、前記光学部品を前記保持部材内において第１の方向に押圧可能な
弾性部品である
　請求項１記載の照明装置。
【請求項８】
　前記弾性部品は、金属ばね，樹脂，発泡体およびエラストマーからなる群から選ばれた
少なくとも１種により構成されている
　請求項７記載の照明装置。
【請求項９】
　前記弾性部品は、ねじりコイルばねにより構成されている
　請求項８記載の照明装置。
【請求項１０】
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　前記弾性部品は、金属製のばねと、前記金属製のばねと前記光学部品との間に設けられ
た非金属の光学部品カバーとにより構成されている
　請求項８記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記保持部材は、複数の溝部が前記第１の方向に峰部を間にして配列された鋸歯部を有
し、
　前記光学部品カバーは、外側に爪部を有し、前記爪部と前記溝部との噛み合いにより位
置規制されると共に、前記爪部が前記峰部を乗り越えて隣接する前記溝部に噛み合うこと
により、前記第１の方向に移動可能である
　請求項１０記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記光学部品は、波長変換物質が管状の容器に封入された波長変換部材である
　請求項１記載の照明装置。
【請求項１３】
　前記光学部品は、複数本設けられ、
　前記複数本の光学部品は、前記光学部品の長手方向に沿って前記光学部品の長手方向端
部を突き合わせて並べられており、
　前記保持部材は、隣接する二本の前記光学部品の境目に、前記光学部品の長手方向一端
部を当て付ける壁を有し、
　前記可変押え部材は、前記光学部品の長手方向他端部に設けられている
　請求項１２記載の照明装置。
【請求項１４】
　前記波長変換物質は、量子ドットを含む
　請求項１２記載の照明装置。
【請求項１５】
　前記光源は、青色光源であり、
　前記波長変換物質は、青色光を赤色光または緑色光に波長変換する
　請求項１４記載の照明装置。
【請求項１６】
　前記発光素子は、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）である
　請求項１記載の照明装置。
【請求項１７】
　前記保持部材は、前記光学部品の長手方向において複数本に分割されている
　請求項１記載の照明装置。
【請求項１８】
　液晶パネルと、前記液晶パネルの背面側の照明装置とを備え、
　前記照明装置は、
　光源と、
　前記光源とは別に設けられた光学部品と、
　前記光源および前記光学部品を保持する保持部材と、
　前記光学部品を前記保持部材に対して変位可能に押止する可変押え部材と
　を備えた表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、面光源に好適な照明装置、並びにこれを備えた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、テレビジョンモニターの薄型化に伴い、液晶パネルと照明装置（バックライトユ
ニット）とを組み合わせた表示装置が主流になりつつある。更に、薄型化に加え、材料コ
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ストの大きな割合を占めるＬＥＤ（Light Emitting Diode）の個数を減らしたエッジＬＥ
Ｄタイプの照明装置を搭載している。
【０００３】
　エッジＬＥＤタイプの照明装置は、ＬＥＤ光源を照明装置の一端に配列させ、導光板を
発光させたい領域全体に配置することにより、照明装置の端部のみにＬＥＤを配置しても
全体を明るくすることが可能である。また、導光板と液晶パネルとの間に光学シートを配
置することにより、全面を均一に発光させるようにしている。
【０００４】
　ＬＥＤ光源の一例として、例えば特許文献１では、青色のＬＥＤ素子の周囲を封止樹脂
で埋め込み、この封止樹脂に黄色蛍光体および緑色蛍光体を分散状に含有させることによ
り、青色と黄色との補色の関係に基づいて得られる白色よりも色域を拡大させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３２４４０７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、既存の照明装置の発色特性は、ＬＥＤ光源の特性によって概略決定され
てしまうので、封止樹脂中の蛍光体の構成を変える手法では発色特性の向上に限界があっ
た。
【０００７】
　本開示はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、より良好な発色特性を得
ることが可能な照明装置、およびこれを備えた表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示の照明装置は、光源と、光源とは別に設けられた光学部品と、光源および光学部
品を保持する保持部材と、光学部品を保持部材に対して変位可能に押止する可変押え部材
とを備えたものである。
【０００９】
　本開示の照明装置では、光源とは別に光学部品が設けられている。この光学部品は、光
源と共に保持部材に保持されると共に、可変押え部材により保持部材に対して変位可能に
押止されている。よって、光学部品の公差が大きい場合や、光学部品と保持部材との熱膨
張率が異なる場合にも、光学部品が保持部材内において位置精度良く保持される。これに
より、光源と光学部品との適切な位置関係が維持され、光源と光学部品とが別に設けられ
ていても光学的な一体性が確保され、光学部品の性能が良好に発揮される。
【００１０】
　本開示の表示装置は、液晶パネルと、液晶パネルの背面側の照明装置とを備え、照明装
置は、上記本開示の照明装置により構成されているものである。
【００１１】
　本開示の表示装置では、照明装置からの光が液晶パネルにより選択的に透過されること
により、画像表示が行われる。
【発明の効果】
【００１２】
　本開示の照明装置、または本開示の表示装置によれば、光源とは別に光学部品を設け、
光源および光学部品を保持部材に保持させると共に、光学部品を保持部材に対して変位可
能に押止する可変押え部材を設けるようにしている。よって、光学部品を保持部材内にお
いて位置精度良く保持し、光学部品の性能を良好に発揮させ、光源の特性に制限されるこ
となく、より良好な発色特性を得ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】本開示の第１の実施の形態に係る照明装置の外観を表す斜視図である。
【図２】図１に示した照明装置のＩＩ－ＩＩ線における断面図である。
【図３】図２に示した光源の一部を表す斜視図である。
【図４】図２に示した光学部品の構成を表す断面図である。
【図５】図２に示した保持部材の一部を表す斜視図である。
【図６】図５に示した保持部材に光源を保持させた構成を表す斜視図である。
【図７】図６に示した保持部材および光源を導光板の側から見た構成を表す正面図である
。
【図８】図２に示した光源、光学部品、保持部材および放熱部材の全体構成を表す斜視図
である。
【図９】図８の中央部を拡大して表す斜視図である。
【図１０】図９に示した隣接する二本の容器の境目を拡大して表す斜視図である。
【図１１】図１０に示した壁を拡大して表す斜視図である。
【図１２】図８の右端部を拡大して表す斜視図である。
【図１３】図１２に示した保持部材を分解して表す斜視図である。
【図１４】図８の左端部を拡大して表す斜視図である。
【図１５】図１４に示したねじりコイルばねの動作を説明するための平面図である。
【図１６】図１に示した照明装置の平面図である。
【図１７】図１６のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線における断面図である。
【図１８】図１に示した照明装置の作用を説明するための図である。
【図１９】本開示の第２の実施の形態に係る照明装置における光学部品および保持部材の
左端部を拡大して表す正面図である。
【図２０】図１９に示したストッパーを導光板の側から見た構成を表す斜視図である。
【図２１】図１９に示したストッパーを光源の側から見た構成を表す斜視図である。
【図２２】図１９に示したストッパーの構成を表す正面図である。
【図２３】図１９に示したストッパーの動作を説明するための正面図である。
【図２４】図１９に示したストッパーを光学部品および保持部材の右端部に取り付けた状
態を拡大して表す正面図である。
【図２５】本開示の第３の実施の形態に係る照明装置における光学部品および保持部材の
左端部を拡大して表す斜視図である。
【図２６】図２５に示した光学部品および保持部材の右端部を拡大して表す斜視図である
。
【図２７】本開示の第４の実施の形態に係る照明装置における光学部品および保持部材の
左端部を拡大して表す正面図である。
【図２８】図２７に示したストッパーの構成を表す斜視図である。
【図２９】本開示の第５の実施の形態に係る表示装置の外観を表す斜視図である。
【図３０】図２９に示した本体部を分解して表す斜視図である。
【図３１】図３０に示したパネルモジュールを分解して表す斜視図である。
【図３２】照明装置の適用例１の外観を表す斜視図である。
【図３３】照明装置の適用例２の外観を表す斜視図である。
【図３４】照明装置の適用例３の外観を表す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以下
の順序で行う。
１．第１の実施の形態（照明装置；可変押え部材としてねじりコイルばねを用いた例）
２．第２の実施の形態（照明装置；可変押え部材としてＵ字形ストッパーを用いた例）
３．第３の実施の形態（照明装置；ねじりコイルばねとストッパーを併用した例）
４．第４の実施の形態（照明装置；可変押え部材として逆向きのＵ字形ストッパーを用い
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た例）
５．第５の実施の形態（表示装置；液晶表示装置）
６．照明機器（照明装置の適用例）
【００１５】
（第１の実施の形態）
　図１は、本開示の第１の実施の形態に係る照明装置の外観を表したものである。この照
明装置１は、透過型の液晶パネルを背後から照明するバックライトとして、あるいは室内
等において照明機器として用いられるものである。照明装置１の形状は用途に応じて異な
りうるが、例えば液晶テレビジョン装置の場合には図１に示したような矩形の平板状であ
る。
【００１６】
　以下の説明では、照明装置１の主面（最も広い面）に対して垂直な方向（前後方向）を
Ｚ方向、照明装置１の主面において左右方向（長辺方向）をＸ方向、上下方向（短辺方向
）をＹ方向とする。
【００１７】
　図２は、図１に示した照明装置１の上辺１Ａにおける断面構成を表したものである。照
明装置１は、例えば、光源１０、光学部品２０、保持部材３０、放熱部材４０、導光板５
０、反射部材６０、光学シート７０、中間筐体（ミドルシャーシ）８０および背面筐体（
バックシャーシ）９０を有している。なお、光源１０、光学部品２０、保持部材３０およ
び放熱部材４０は、上辺１Ａまたは下辺１Ｂの一方のみに配置されていてもよいし、上辺
１Ａおよび下辺１Ｂの両方に配置されていてもよい。あるいは、左右辺の一方または両方
に設けられていてもよい。
【００１８】
　光源１０は、例えば、点光源であり、具体的にはＬＥＤ（Light Emitting Diode；発光
ダイオード）により構成されている。光源１０は、例えば図３に示したように、アルミニ
ウム（Ａｌ）よりなる光源基板１１上に列設されている。すなわち、光源１０は、点光源
を複数並置することにより線光源を構成したものである。
【００１９】
　光学部品２０は、光源１０と導光板５０との間に配置されて発色特性を改善するもので
ある。光学部品２０は、光源１０とは別に設けられているが、光源１０に合わせた直線状
をなしている。具体的には、光学部品２０は、例えば図４に示したように、波長変換物質
２１が管状の容器２２に封入された波長変換部材である。
【００２０】
　波長変換物質２１は、蛍光顔料や蛍光染料などの蛍光体（蛍光物質）、または量子ドッ
トなどの、波長変換作用を有する発光体を含んでいる。波長変換物質２１は、光源１０か
らの第１の波長の光ν１１，ν１２によって励起され、蛍光発光等の原理により、第１の
波長の光ν１１，ν１２を第１の波長とは異なる別波長（第２の波長）の光ν２１に波長
変換して発光するものである。図４では、第１の波長の光ν１１，ν１２を実線、第２の
波長の光ν２１を一点鎖線で表している。
【００２１】
　第１の波長および第２の波長は特に限定されないが、例えば表示装置用途の場合には、
第１の波長の光ν１１，ν１２は青色光（例えば、波長４４０～４６０ｎｍ程度）、第２
の波長の光ν２１は赤色光（例えば、波長６２０ｎｍ～７５０ｎｍ）または緑色光（例え
ば、波長４９５ｎｍ～５７０ｎｍ）である。すなわち、光源１０は、青色光源であり、波
長変換物質２１は、青色光を赤色光または緑色光に波長変換する。
【００２２】
　波長変換物質２１は、量子ドットを含むことが好ましい。量子ドットは、長径１ｎｍ～
１００ｎｍ程度の粒子であり、離散的なエネルギー準位を有している。量子ドットのエネ
ルギー状態はその大きさに依存するので、サイズを変えることにより自由に発光波長を選
択することが可能となる。また、量子ドットの発光光はスペクトル幅が狭い。このような
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急峻なピークの光を組み合わせることにより色域が拡大する。従って、波長変換物質２１
に量子ドットを用いることにより、容易に色域を拡大することが可能となる。更に、量子
ドットは応答性が高く、光源１０の光を効率良く利用することが可能となる。加えて、量
子ドットは安定性も高い。量子ドットは、例えば、１２族元素と１６族元素との化合物、
１３族元素と１６族元素との化合物あるいは１４族元素と１６族元素との化合物であり、
例えば、ＣｄＳｅ，ＣｄＴｅ，ＺｎＳ，ＣｄＳ，ＰｄＳ，ＰｂＳｅまたはＣｄＨｇＴｅ等
である。
【００２３】
　なお、図４では、簡単のため、波長変換物質２１を量子ドットのような粒子として表し
ているが、波長変換物質２１は必ずしも粒子に限られないことは言うまでもない。
【００２４】
　容器２２は、波長変換物質２１を収容・封止するガラス等の管状の容器（キャピラリ）
である。容器２２を設けることにより、大気中の水分や酸素に起因する波長変換物質２１
の特性変化を抑えると共に、取り扱いを容易にすることが可能となる。
【００２５】
　容器２２は、直方体の形状（辺に丸みがついている等の微細な変形を有していても実質
的に直方体といえる程度の形状も含む）を有すると共に、この直方体の一面を光源１０に
対向させて配置されている。容器２２は、内部に波長変換物質２１の収容部２３となる空
洞部を有している。
【００２６】
　なお、このような光学部品２０は、例えば、蛍光物質または量子ドットを紫外線硬化性
の樹脂に混練し、得られた混合物をガラス管などの容器２２に入れ、容器２２の片側を封
止し、紫外線を照射して樹脂を硬化させ、ある程度の粘度を有するレジン状の波長変換物
質２１を形成することにより製造することができる。
【００２７】
　保持部材３０は、光源１０および光学部品２０を所定の位置関係に固定・保持するため
のホルダであり、図２の断面図に示したように、互いに分離された上面部３１と底面部３
２とにより構成され、上面部３１と底面部３２との間を、光源１０で発生した光がＹ方向
へ通過するようになっている。上面部３１および底面部３２は、光源１０および光学部品
２０（容器２２）と同じ方向（Ｘ方向）に延在している。上面部３１と底面部３２との間
の距離（Ｚ方向）は、容器２２の長径と同じ（または略同じ）であることが好ましい。
【００２８】
　保持部材３０の上面部３１と底面部３２とは、連結部３３（図２には図示せず、図５参
照。）により連結され、これにより一体的に構成されている。このような連結部３３によ
って保持部材３０の上面部３１と底面部３２との位置関係は固定される。隣接する連結部
３３の間には、図５に示したように、開口３４が設けられている。この開口３４は、図６
に示したように、光源１０が遊挿されるものである。開口３４の寸法は光源１０よりも大
きく、図７に示したように、開口３４と光源１０との間に隙間３５が生じる程度の余裕を
もっている。
【００２９】
　上面部３１の光源１０側には上側第１掛止部３１Ａ、反対側には上側第２掛止部３１Ｂ
が設けられている。底面部３２の光源１０側には下側第１掛止部３２Ａ、反対側には下側
第２掛止部３２Ｂがそれぞれ設けられている。上側第１掛止部３１Ａと上側第２掛止部３
１Ｂとの間の間隔は、容器２１の太さ（Ｙ方向寸法）と同じ（または略同じ）であること
が好ましい。同様に、下側第１掛止部３２Ａと下側第２掛止部３２Ｂとの間隔も、容器２
１の太さ（Ｙ方向寸法）と同じ（または略同じ）であることが好ましい。
【００３０】
　上側第１掛止部３１Ａおよび下側第１掛止部３２Ａの外側には光源１０の光源基板１１
が固定され、上側第１掛止部３１Ａと下側第１掛止部３２Ａとの間に光源１０が緩やかに
嵌まり込んでいる。従って、上側第１掛止部３１Ａおよび下側第１掛止部３２Ａは、光源
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１０（光源基板１１）と光学部品２０（容器２２）との間に介在するスペーサの機能も兼
ねている。換言すれば、光源１０（光源基板１１）と光学部品２０（容器２２）とは、上
側第１係止部３１Ａおよび下側第１係止部３２Ａの厚み（Ｙ方向寸法）分だけ離間してい
る。
【００３１】
　このような保持部材３０は、高反射性ポリカーボネート樹脂，ポリアミド系樹脂（例え
ばクラレ社製「ジェネスタ（商品名）」）などにより構成されている。
【００３２】
　放熱部材４０は、光源１０で発生した熱を拡散・放散させるものであり、例えばアルミ
ニウム（Ａｌ）板により構成されている。放熱部材４０は、光源基板１１の裏側から保持
部材３０および導光板５０の下方にかけて設けられ、保持部材３０の底面部３２を配設す
るための配設部（図示せず）を有している。
【００３３】
　導光板５０は、光源１０からの光を光入射面５０Ａから光出射面５０Ｂへと導くもので
あり、例えば、ポリカーボネート樹脂（ＰＣ）またはアクリル樹脂（例えば、ＰＭＭＡ（
ポリメチルメタクリレート））などの透明熱可塑性樹脂を主に含んで構成されている。導
光板５０は、例えば、前後方向（ｚ方向）に対向する一対の主面（表面および底面）と、
これらに接する上下左右の四つの端面（側面）とからなる直方体形状を有している。
【００３４】
　導光板５０の上下の端面は、上述したように、光源１０からの光が入射する光入射面５
０Ａとなっている。なお、光入射面５０Ａは、導光板４０の上下の端面のどちらか一方の
みでもよい。また、光入射面５０Ａは、導光板５０の三つの端面でもよいし、あるいは四
つの端面すべてであってもよい。
【００３５】
　導光板５０の表面は、光入射面５０Ａから入射した光を出射させる光出射面５０Ｂとな
っている。導光板５０の光出射面５０Ｂ（表面）および底面は、例えば、導光板５０の光
出射面５０Ｂ側に配置される被照射物（例えば後述の液晶パネル２２２）に対応した平面
形状を有している。
【００３６】
　導光板５０の底面５０Ｄには、乱反射特性を有するパターン５１（図２には図示せず、
図１８参照。）が印刷されている。このパターン５１は、導光板５０の底面５０Ｄに向か
って進む光を導光板５０の光出射面５０Ｂに向けて反射させるものである。
【００３７】
　反射部材６０は、導光板５０の底面５０Ｄ側に設けられた板状またはシート状部材であ
り、光源１０から導光板５０の底面５０Ｄ側へ漏れ出てきた光、または導光板５０の内部
から底面５０Ｄ側へ出射してきた光を、導光板５０へ向けて戻すものである。反射部材６
０は、例えば、反射、拡散、散乱などの機能を有しており、これにより光源１０からの光
を効率的に利用し、正面輝度を高めることが可能となっている。
【００３８】
　反射部材６０は、例えば、発泡ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート），銀蒸着フィル
ム，多層膜反射フィルム，または白色ＰＥＴにより構成されている。反射部材６０に正反
射（鏡面反射）の機能を持たせる場合には、反射部材６０の表面は、銀蒸着，アルミニウ
ム蒸着，または多層膜反射などの処理がなされたものであることが好ましい。反射部材６
０に微細形状を付与する場合は、反射部材６０は、熱可塑性樹脂を用いた熱プレス成型，
または溶融押し出し成型などの手法で一体的に形成されていてもよいし、また、例えばＰ
ＥＴなどからなる基材上にエネルギー線（たとえば紫外線）硬化樹脂を塗布したのち、そ
のエネルギー線硬化樹脂に形状を転写して形成されていてもよい。ここで、熱可塑性樹脂
としては、例えば、ポリカーボネート樹脂、ＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリレート樹脂）
などのアクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレートなどのポリエステル樹脂、ＭＳ（メチ
ルメタクリレートとスチレンの共重合体）などの非晶性共重合ポリエステル樹脂、ポリス
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チレン樹脂およびポリ塩化ビニル樹脂などが挙げられる。また、エネルギー線（たとえば
紫外線）硬化樹脂に形状を転写する場合は、基材はガラスであってもよい。
【００３９】
　光学シート７０は、導光板５０の光出射面５０Ｂ（表面）側に設けられ、例えば、拡散
板，拡散シート，レンズフィルム，偏光分離シートなどを含んでいる。このような光学シ
ート７０を設けることにより、導光板５０から斜め方向に出射した光を正面方向に立ち上
げることが可能となり、正面輝度を更に高めることが可能となる。
【００４０】
　中間筐体（ミドルシャーシ）８０は、光学シート７０および後述する液晶パネル２２２
を保持する枠状の樹脂部品である。また、中間筐体８０の端部と保持部材３０の端部との
間には、導光板５０の端部および反射部材６０の端部が挟み込まれて保持されている。な
お、保持部材３０は、少なくとも容器２２の上端および下端を挟み込んでいれば足り、導
光板５０の端部および反射部材６０の端部については他の部材により保持させることも可
能である。
【００４１】
　背面筐体（バックシャーシ）９０は、光源１０ないし光学シート７０を収容・保持する
ものであり、アルミニウム等の金属板により構成されている。
【００４２】
　図８は、図２に示した光源１０、光学部品２０、保持部材３０および放熱部材４０の全
体構成を表したものである。図９は、図８の中央部１Ｃを拡大して表している。光学部品
２０は、複数本（例えば二本）設けられ、これら複数本の光学部品２０は、光学部品２０
の長手方向（Ｘ方向）に沿って光学部品２０の長手方向端部を突き合わせて並べられてい
る。このように光学部品２０を複数本に分ける構成は、大面積の照明装置１であって上辺
１Ａ（または下辺１Ｂ）の全体を一本で賄える光学部品２０を作製するのが難しい場合に
好適である。
【００４３】
　図１０は、図９に示した隣接する二本の容器２１の境目を拡大して表したものである。
保持部材３０は、隣接する二本の光学部品２０の境目に、壁３６を有している。この壁３
６は、隣接する二本の光学部品２０の仕切り壁となるものであり、図１１に拡大して示し
たように、二本の光学部品２０の長手方向一端部２０Ａが壁３６の両側面に当て付けられ
ている。
【００４４】
　また、図１０に示したように、壁３６の近傍には柱３７が設けられていてもよい。この
柱３７は、導光板５０（図２参照。）の光入射面５０Ａを受け止め、導光板５０と光学部
品２０との接触による容器２２の損傷を回避するものである。
【００４５】
　図１２は、図８の右端部１Ｄを拡大して表したものである。保持部材３０は、光学部品
２０の長手方向（Ｘ方向）において複数本に分割されていることが好ましい。このように
することにより、アルミニウム製の光源基板１１と樹脂製の保持部材３０との熱膨張率の
違いにより保持部材３０と光源１０とが接触してしまうのを抑えることが可能となる。
【００４６】
　すなわち、図７に示したように、開口３４と光源１０との間には隙間３５が設けられて
いる。この隙間３５は、できるだけ小さいほうが光源１０からの光の利用効率を高めるこ
とが可能である。しかしながら、それぞれの部品の公差および熱膨張率の相違があるので
、隙間３５を全くなくすことは難しい。温度により保持部材３０のほうがより多く伸びた
り縮んだりするので、その違いの分だけ隙間３５を設けないと保持部材３０が光源１０に
接触するおそれがある。更に、それぞれの部品の長手方向（Ｘ方向）寸法が長いほど熱な
どの影響が大きくなる。従って、熱膨張率の大きい保持部材３０を光学部品２０の長手方
向（Ｘ方向）において複数本に分割することにより、隙間３５をより狭め、熱などの影響
を小さくすることが可能となる。
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【００４７】
　具体的には、保持部材３０は複数本の分割保持部材３８Ａに分かれており、これら複数
本の分割保持部材３８Ａは分割部３８Ｂで継ぎ合わせられている。複数本の分割保持部材
３８Ａは、例えば図１３に示したように、上面部３１の一端に突起３８Ｃ、上面部３１の
他端にこれに対応する段差部（図示せず）を有すると共に、底面部３２の一端に突起３８
Ｄ、底面部３２の他端にこれに対応する段差部（図示せず）を有している。複数本の分割
保持部材３８Ａは、突起３８Ｃ，３８Ｄと段差部（図示せず）とを重ね合わせることによ
り、互いに繋ぎ合わせられる。なお、保持部材３０は、例えば、一本の光学部品２０に対
して四本の分割保持部材３８Ａ、全体で八本の分割保持部材３８Ａに分けられているが、
必ずしもこれに限定されない。
【００４８】
　図１４は、図８の左端部１Ｅを拡大して表したものである。この照明装置１は、光学部
品２０を保持部材３０に対して変位可能に押止する可変押え部材１００を有している。こ
れにより、この照明装置１では、より良好な発色特性を得ることが可能となっている。
【００４９】
　すなわち、光学部品２０は、上述したように発色特性の改善のために設けられるが、一
方で、光源１０と導光板５０との距離は短いほうが光源１０からの光の利用効率が高くな
る。従って、光源１０と導光板５０との間に光学部品２０を配置するためには、狭い空間
で光学部品２０を精度良く保持することが望ましい。しかしながら、光学部品２０の公差
が大きく長手方向（Ｘ方向）長さにばらつきがある場合や、光学部品２０と保持部材３０
とで熱膨張率が異なる場合には、光学部品２０を常に同じ位置に保持することは困難とな
る。
【００５０】
　可変押え部材１００は、光学部品２０の公差が大きく長手方向（Ｘ方向）長さにばらつ
きがある場合や、光学部品２０に熱膨張により長さの変動が生じた場合に、そのばらつき
や変動を吸収し、光学部品２０を保持部材３０内において位置精度良く保持するものであ
る。これにより、光源１０と光学部品２０との適切な位置関係が維持され、光源１０と光
学部品２０とが別に設けられていても光学的な一体性が確保され、光学部品２０の性能を
良好に発揮させることが可能となる。
【００５１】
　更に、とりわけ光学部品２０が二本に分かれて設けられている場合に、可変押え部材１
００によって光学部品２０を壁３６に向けて押圧することにより、二本の光学部品２０の
境目で明るさ等が周囲と異なることを抑えることが可能となる。よって、むらの少ない発
色特性が得られる。また、光学部品２０の寸法ばらつきや変動を吸収し、光学部品２０を
常に壁３６に押し当てることが可能となる。よって、光学部品２０の長手方向一端部２０
Ａが壁３６から離れてしまうのを抑え、二本の光学部品２０の長手方向（Ｘ方向）におけ
る連続性・一体性を向上させることが可能となる。
【００５２】
　より詳細には、可変押え部材１００は、光学部品２０を保持部材内３０において第１の
方向Ａ１（壁３６に近づく方向）に押圧可能な弾性部品であることが好ましい。この弾性
部品は、金属ばね，樹脂，発泡体およびエラストマーからなる群から選ばれた少なくとも
１種により構成されていることが好ましい。金属ばねとしては、例えば、ねじりコイルば
ね、コイルばね、板ばねが挙げられる。中でも、ねじりコイルばねが好ましい。小さなス
ペースで、作用範囲で安定した荷重を得られるからである。コイルばねは、光学部品２０
の公差による最大長さ時と最小長さ時とで、同じような荷重が加わるようにするには、長
手方向のスペース（Ｘ方向）を大きくとることが望ましい。板ばねは、同様にＹ方向のス
ペースを大きくとることが望ましい。ねじりコイルばねは、両者の中間的な特徴を持ち、
使える空間においてＸＹＺ方向を最もバランスよく小さくすることが可能となる。樹脂の
例には、ポリアセタール（ＰＯＭ）等がある。発泡体としては、例えばウレタンフォーム
が挙げられる。エラストマーには、ゴム、その他ゴム状の弾力性を有する工業用材料が含
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まれる。ゴムの具体例としては、クロロプレンゴム（ＣＲゴム）がある。
【００５３】
　更に、この弾性部品は、金属製のばね、例えばねじりコイルばね１１０と、この金属製
のばねと光学部品２０との間に設けられた非金属の光学部品カバー、例えばキャップ１２
０とにより構成されていることが好ましい。ねじりコイルばね１１０およびキャップ１２
０は、本開示における「可変押え部材」の一具体例に対応する。
【００５４】
　ねじりコイルばね１１０は、コイル部１１１の両端に、第１アーム１１２と第２アーム
１１３とを有している。コイル部１１１は、例えば放熱部材４０上に載置されているが、
保持部材３０の底面部３２上または背面筐体９０上に設置することも可能である。第１ア
ーム１１２は、折り曲げられて放熱部材４０に掛止・固定されている。第２アーム１１３
は、キャップ１２０を介して光学部品２０を第１の方向Ａ１に与圧している。
【００５５】
　図１５は、図１４に示したねじりコイルばね１１０およびキャップ１２０の近傍を拡大
して表したものである。ねじりコイルばね１１０の第２アーム１１３は、例えば、無負荷
位置Ｐ１から捲き込み方向に動作し、センター位置Ｐ２を基準として光学部品２０の公差
や熱膨張・収縮に応じてプラス位置Ｐ３とマイナス位置Ｐ４との間で往復動作可能となっ
ている。
【００５６】
　キャップ１２０は、一端部が光学部品２０の長手方向他端部２０Ｂに被せられ、他端部
にねじりコイルばね１１０の第２アーム１１３を受ける凹部１２１を有している。
【００５７】
　また、キャップ１２０は、保持部材３０に対して、第１の方向Ａ１に移動可能な状態で
係合している。より詳しくは、保持部材３０の底面部３２には、鋸歯部３９が設けられて
いる。鋸歯部３９は、複数の溝部３９Ｂが第１の方向Ａ１に峰部３９Ａを間にして配列さ
れたラッチ構造である。峰部３９Ａは、第１の方向Ａ１に沿って上がる（高くなる）傾斜
面と、垂直面とからなる直角三角形の断面を有している。一方、キャップ１２０は、外側
に爪部１２２（図１５参照。）を有している。爪部１２２は、垂直面と、この垂直面の先
端から第１の方向Ａ１に沿って下がる（低くなる）傾斜面とからなる直角三角形の断面を
有している。キャップ１２０は、爪部１２２と溝部３９Ｂとの噛み合いにより爪部１２２
の垂直面が峰部３９Ａの垂直面に掛止されて位置規制されると共に、爪部１２２が峰部３
９Ａを乗り越えて隣接する溝部３９Ｂに噛み合うことにより、第１の方向Ａ１に移動可能
となっている。
【００５８】
　キャップ１２０は、鋸歯部３９上で段階的に移動するので、キャップ１２０の位置は峰
部３９Ａおよび溝部３９ＢのピッチＰ５に応じて離散的に変化する。峰部３９Ａおよび溝
部３９ＢのピッチＰ５は、粗いほうが溝部３９Ｂを深くして爪部１２２の保持力を増すこ
とが可能となる一方、細かいほうが位置精度を高めることが可能となる。そのため、峰部
３９Ａおよび溝部３９Ｂの周期（ピッチ）Ｐ５は、パターン５１の配置密度の調整などに
より光学的に補正可能な範囲内で設定されている。
【００５９】
　また、ねじりコイルばね１１０とキャップ１２０とを併用することにより、キャップ１
２０および鋸歯部３９との係合により光学部品２０の大まかな位置を決めた上で、ねじり
コイルばね１１０の往復動作により微調整を行うことが可能となる。これにより、ねじり
コイルばね１１０の動作範囲を小さくすることが可能となり、ねじりコイルばね１１０の
設計が容易になる。
【００６０】
　以上の構成は、壁３６を中心として左右方向（Ｘ方向）に対称となっている。つまり、
図示しないが、反対側の右端部１Ｄにも、光学部品２０の他端部２０Ｂにねじりコイルば
ね１１０およびキャップ１２０からなる可変押え部材１００が設けられている。これによ
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り、二本の光学部品２０が常に中央の壁３６に寄せられ、二本の光学部品２０の境目で明
るさ等が周囲と異なることが抑えられる。
【００６１】
　図１６は、照明装置１の平面構成を表し、図１７は、図１６のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線に
おける断面構成を表したものである。光源１０、光学部品２０、保持部材３０および放熱
部材４０が上辺１Ａおよび下辺１Ｂの両方に設けられている場合には、下辺１Ｂの放熱部
材４０Ｂは、上辺１Ａの放熱部材４０Ａよりも幅広となっていることが好ましい。また、
上辺１Ａには、幅狭の放熱部材４０Ａに加えて、ヒートパイプ４１が設けられていること
が好ましい。
【００６２】
　すなわち、上辺１Ａおよび下辺１Ｂの両方に光源１０を配置する場合、下辺１Ｂ側より
も上辺１Ａ側のほうが放熱に不利となる傾向があるが、上辺１Ａの放熱部材４０Ａを大型
化するとコストや重量がかさむおそれがある。上辺１Ａに幅狭の放熱部材４０Ａおよびヒ
ートパイプ４１を設け、温度分布に応じて最適な放熱構造を適用することにより、光源１
０の温度低下、コストの削減、重量の低減などの利点が得られる。
【００６３】
　ヒートパイプ４１は、複数本設けられ、上辺１Ａに沿って左右方向（Ｘ方向）に並設さ
れている。各ヒートパイプ４１は、例えば、短脚部４１Ａと長脚部４１Ｂとからなる逆Ｌ
字形の平面形状を有し、短脚部４１Ａは左右方向（Ｘ方向）、長脚部４１Ｂは上下方向（
Ｙ方向）に伸びている。ヒートパイプ４１と幅狭の放熱部材４０Ａとの間には、熱伝導性
グリス４２が配置されている。
【００６４】
　この照明装置１では、図１８に示したように、光源１０が第１の波長の光ν１１，ν１
２を発生すると、この光ν１１，ν１２は、容器２２を通過して波長変換物質２１に向か
って進む。容器２２に入ったが波長変換物質２１に衝突しなかった光ν１１，ν１２は、
容器２２を通過し、導光板５０に入光する。導光板５０の底面５０Ｄには乱反射特性を有
するパターン５１が施されているので、光ν１２はパターン５１により反射されて導光板
５０の上部に向けて進行し、光出射面５０Ｂから出射する。光ν１１はパターン５１に至
る前に、導光板５０の光出射面５０Ｂで全反射し、底面５０Ｄに向かって進み、パターン
４１により反射されて光出射面５０Ｂから出射する。これらの出射光は、光学シート７０
を通過して発光として観測される。
【００６５】
　一方、容器２２に入り、波長変換物質２１に衝突した光ν１３は、波長変換物質２１に
より波長変換され、第２の波長λ２の光ν２１，ν２２となる。この光ν２１，ν２２は
、容器２２を通過し、導光板５０の光入射面５０Ａに入射し、パターン５１により反射さ
れて光出射面５０Ｂから出射する。この出射光は、光学シート７０を通過して発光として
観測される。
【００６６】
　ここでは、光源１０とは別に光学部品２０が設けられている。この光学部品２０は、光
源１０と共に保持部材３０に保持されると共に、可変押え部材１００すなわちキャップ１
１０およびねじりコイルばね１２０により保持部材３０に対して変位可能に押止されてい
る。よって、光学部品２０の公差が大きく長手方向（Ｘ方向）長さにばらつきがある場合
や、光学部品２０に熱膨張により長さの変動が生じた場合に、そのばらつきや変動が吸収
され、光学部品２０が保持部材３０内において位置精度良く保持される。これにより、光
源１０と光学部品２０との適切な位置関係が維持され、光源１０と光学部品２０とが別に
設けられていても光学的な一体性が確保され、光学部品２０の性能が良好に発揮される。
【００６７】
　更に、とりわけ光学部品２０が二本に分かれて設けられている場合に、可変押え部材１
００によって光学部品２０を壁３６に向けて押圧することにより、二本の光学部品２０の
境目で明るさ等が周囲と異なることが抑えられる。よって、むらの少ない発色特性が得ら
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れる。また、光学部品２０の寸法ばらつきや変動が吸収され、光学部品２０が常に壁３６
に押し当てられる。よって、光学部品２０の長手方向一端部２０Ａが壁３６から離れてし
まうことが抑えられ、二本の光学部品２０の長手方向（Ｘ方向）における連続性・一体性
が向上する。
【００６８】
　なお、二本の光学部品２０の境目近傍でパターン５１の密度分布を高くすることにより
、上記のように二本の光学部品２０の境目での明るさの変化を更に小さくすることが可能
である。
【００６９】
　このように本実施の形態では、光源１０とは別に光学部品２０を設け、光源１０および
光学部品２０を保持部材３０に保持させると共に、光学部品２０を保持部材３０に対して
変位可能に押止する可変押え部材１００を設けるようにしている。よって、光学部品２０
を保持部材３０内において位置精度良く保持し、光学部品２０の性能を良好に発揮させ、
光源１０の特性に制限されることなく、より良好な発色特性を得ることが可能となる。
【００７０】
（第２の実施の形態）
　図１９ないし図２１は、本開示の第２の実施の形態に係る照明装置１における光学部品
２０および保持部材３０の左端部１Ｅを拡大して表したものである。本実施の形態は、可
変押え部材１００として、ねじりコイルばね１１０およびキャップ１２０に代えて、Ｕ字
形のストッパー１３０を設けるようにしたものである。ストッパー１３０は、第１の方向
Ａ１（壁３６に接近する方向）に段階的に移動可能であると共に、第１の方向Ａ１とは反
対の第２の方向Ａ２（壁３６から離れる方向）への移動が規制されている。
【００７１】
　ストッパー１３０は、例えば、部品全体が樹脂材料等により一体成形されており、ねじ
りコイルばね１１０に比較して量産性を向上させることが可能である。樹脂材料としては
、摺動性、柔軟性および耐熱性の高いもの、例えばポリカーボネート樹脂または耐熱性Ａ
ＢＳ（アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン樹脂）が好ましい。
【００７２】
　具体的には、ストッパー１３０は、Ｕ形体１３１と、爪部１３２と、延長部１３３とを
有している。
【００７３】
　Ｕ形体１３１は、第１脚部１３１Ａおよび第２脚部１３１Ｂを湾曲部１３１Ｃで繋いだ
Ｕ字形状を有している。第１脚部１３１Ａおよび第２脚部１３１Ｂの導光板５０側の先端
には、摘み１３１Ｄが設けられている。第２脚部１３１Ｂの光源１０側の先端には、係止
部１３１Ｅが設けられている。係止部１３１Ｅは、保持部材３０の裏面に設けられたガイ
ド溝１３１Ｆと係合しており、ストッパー１３０の移動方向を光学部品２０の長手方向（
Ｘ方向）のみに制限すると共にストッパー１３０の脱落を防止するものである。
【００７４】
　Ｕ形体１３１は、図２２に示したように、単体では第１脚部１３１Ａが外側に開いた状
態になっており、弾性をもっている。そのため、第１脚部１３１Ａは、湾曲部１３１Ｃを
軸として第２脚部１３１Ｂに近づく方向（閉じる方向；図２２の矢印Ｒ１）に回動可能な
ヒンジ構造となっている。
【００７５】
　爪部１３２は、第１脚部１３１Ａの外側に設けられ、垂直面と、この垂直面の先端から
第１の方向Ａ１に沿って下がる（低くなる）傾斜面とからなる直角三角形の断面を有して
いる。また、爪部１３２の傾斜面は、湾曲部１３１Ｃに近いほど高くなっている。この爪
部１３２は、第１の実施の形態におけるキャップ１２０の爪部１２２に相当する機能を有
している。
【００７６】
　すなわち、保持部材３０の底面部３２には、第１の実施の形態と同様に、鋸歯部３９が
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設けられている。鋸歯部３９は、複数の溝部３９Ｂが第１の方向Ａ１に峰部３９Ａを間に
して配列されたラッチ構造である。峰部３９Ａは、第１の方向Ａ１に沿って上がる（高く
なる）傾斜面と、垂直面とからなる直角三角形の断面を有している。ストッパー１３０は
、爪部１３２と溝部３９Ｂとの噛み合いにより爪部１３２の垂直面が峰部３９Ａの垂直面
に掛止されて位置規制されると共に、爪部１３２が峰部３９Ａを乗り越えて隣接する溝部
３９Ｂに噛み合うことにより、第１の方向Ａ１に移動可能となっている。
【００７７】
　延長部１３３は、第２脚部１３１Ｂの先端から伸びると共に第１脚部１３１Ａの先端と
の間に隙間を有し、弾性をもっている。そのため、延長部１３３は、第２脚部１３１Ｂの
先端を軸として湾曲部１３１Ｃに向かって（図２２の矢印Ｒ２）回動可能なヒンジ構造と
なっている。なお、延長部１３３の内側には、溝１３４を有する突起が設けられている。
この溝１３４については第３の実施の形態で説明する。
【００７８】
　光学部品２０の長手方向他端部２０Ｂは、延長部１３３に接している。図２３に示した
ように、延長部１３３が光学部品２０の長手方向他端部２０Ｂによって第２の方向Ａ２に
押されると、延長部１３３が矢印Ｒ２方向に回動してＵ形体１３１の第１脚部１３１Ａと
第２脚部１３２Ｂとの間に入り込み、爪部１３２が峰部３９Ａを乗り越えて隣接する溝部
３９Ｂに噛み合うことが規制される。これにより、ストッパー１３０の第２の方向Ａ２へ
の移動が規制されるようになっている。
【００７９】
　以上の構成は、第１の実施の形態と同様に、壁３６を中心として左右方向（Ｘ方向）に
対称となっている。つまり、図２４に示したように、反対側の右端部１Ｄにも、光学部品
２０の他端部２０Ｂにストッパー１３０からなる可変押え部材１００が設けられている。
これにより、二本の光学部品２０が常に中央の壁３６に寄せられ、二本の光学部品２０の
境目で明るさ等が周囲と異なることが抑えられる。
【００８０】
　また、図２４に示したように、右端部１Ｄでは、鋸歯部３９が保持部材３０の上面部３
１に設けられている。これにより、図１９に示したストッパー１３０を上下反転して右端
部１Ｄにも装着することが可能となり、同じ形状のストッパー１３０を左端部１Ｅおよび
右端部１Ｄの両方に用いることが可能となる。
【００８１】
　この照明装置１では、図１９においてストッパー１３０を第１の方向Ａ１（図１９にお
いて右方向）に挿入すると、鋸歯部３９の周期Ｐ５ごとに爪部１３２が峰部３９Ａに引っ
掛かり、第２の方向Ａ２には移動しない。ストッパー１３０を第１の方向Ａ１に進入させ
、延長部１３３が光学部品２０の長手方向他端部２０Ｂに接触する位置で爪部１３２を溝
部３９Ｂに噛み合わせると、ストッパー１３０はその位置で停止し、第２の方向Ａ２への
変位が規制される。従って、光学部品２０の長さのばらつきを吸収することが可能となる
。
【００８２】
　ストッパー１３０を外す際には、摘み１３１Ｄを摘むことにより、爪部１３２を鋸歯部
３９から外して取り外すことが可能となる。
【００８３】
　また、衝撃等により光学部品２０が長手方向（Ｘ方向）に力を受けた場合には、図２３
に示したように、延長部１３３が矢印Ｒ２方向に回動して撓み、衝撃を吸収する。また、
延長部１３３がＵ形体１３１の第１脚部１３１Ａと第２脚部１３２Ｂとの間に入り込み、
第２脚部１３２Ｂが浮いて爪部１３２が峰部３９Ａを乗り越えて隣接する溝部３９Ｂに噛
み合うことが規制される。これにより、ストッパー１３０の第２の方向Ａ２への移動また
は鋸歯部３９からの脱落が抑えられる。
【００８４】
　このように本実施の形態では、可変押え部材１００として、第１の方向Ａ１に段階的に
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移動可能であると共に、反対の第２の方向Ａ２への移動が規制されたストッパー１３０を
設けるようにしている。よって、第１の実施の形態と同様に、光学部品２０を保持部材３
０内において位置精度良く保持し、光学部品２０の性能を良好に発揮させ、光源１０の特
性に制限されることなく、より良好な発色特性を得ることが可能となる。
【００８５】
（第３の実施の形態）
　図２５および図２６は、本開示の第３の実施の形態に係る照明装置１における光学部品
２０および保持部材３０の左端部１Ｅおよび右端部１Ｄをそれぞれ拡大して表したもので
ある。本実施の形態は、第１の実施の形態と第２の実施の形態とを複合したものである。
すなわち、ストッパー１３０の延長部１３３の内側の溝１３４に、ねじりコイルばね１１
０の第２アーム１１３を掛けている。第２アーム１１３は、ストッパー１３０を介して光
学部品２０を第１の方向Ａ１に与圧する。
【００８６】
　本実施の形態では、光学部品２０の寸法のばらつきや変動が鋸歯部３９のピッチＰ５よ
りも小さく、光学部品２０とストッパー１３０との間に遊びが生じた場合に、第１の実施
の形態のねじりコイルばね１１０による微調整により遊びを吸収し、光学部品２０のがた
つきを抑えることが可能となる。
【００８７】
（第４の実施の形態）
　図２７は、本開示の第４の実施の形態に係る照明装置１における光学部品２０および保
持部材３０の左端部１Ｅを拡大して表したものである。本実施の形態は、第２の実施の形
態で説明したＵ字形のストッパー１３０において、爪部１３２を逆向きに設け、第２の実
施の形態とは逆向きに装着可能としたものである。ストッパー１３０は、第２の実施の形
態と同様に、第１の方向Ａ１（壁３６に接近する方向）に段階的に移動可能であると共に
、第１の方向Ａ１とは反対の第２の方向Ａ２（壁３６から離れる方向）への移動が規制さ
れている。
【００８８】
　図２８は、図２７に示したストッパー１３０の構成を表している。ストッパー１３０は
、Ｕ形体１３１と、爪部１３２とを有している。ストッパー１３０の樹脂材料は、第２の
実施の形態と同様である。
【００８９】
　Ｕ形体１３１は、第１脚部１３１Ａおよび第２脚部１３１Ｂを湾曲部１３１Ｃで繋いだ
Ｕ字形状を有している。第１脚部１３１Ａおよび第２脚部１３１Ｂの導光板５０側の先端
には、摘み１３１Ｄが設けられている（図２７および図２８では省略。）。第２脚部１３
１Ｂの光源１０側の先端には、係止部１３１Ｅが設けられている。
【００９０】
　Ｕ形体１３１は、図示しないが、第２の実施の形態と同様に、単体では第１脚部１３１
Ａが外側に開いた状態になっており、弾性をもっている。そのため、第１脚部１３１Ａは
、湾曲部１３１Ｃを軸として第２脚部１３１Ｂに近づく方向（閉じる方向；図２８の矢印
Ｒ１）に回動可能なヒンジ構造となっている。
【００９１】
　爪部１３２は、第１脚部１３１Ａの外側に設けられ、垂直面と、この垂直面の先端から
第１の方向Ａ１に沿って下がる（低くなる）傾斜面とからなる直角三角形の断面を有して
いる。本実施の形態では、爪部１３２の傾斜面は、第２の実施の形態とは逆向きに付けら
れており、湾曲部１３１Ｃに近いほど低くなっている。
【００９２】
　保持部材３０の底面部３２には、第２の実施の形態と同様に、鋸歯部３９が設けられて
いる。鋸歯部３９は、複数の溝部３９Ｂが第１の方向Ａ１に峰部３９Ａを間にして配列さ
れたラッチ構造である。峰部３９Ａは、第１の方向Ａ１に沿って上がる（高くなる）傾斜
面と、垂直面とからなる直角三角形の断面を有している。ストッパー１３０は、爪部１３
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２と溝部３９Ｂとの噛み合いにより爪部１３２の垂直面が峰部３９Ａの垂直面に掛止され
て位置規制されると共に、爪部１３２が峰部３９Ａを乗り越えて隣接する溝部３９Ｂに噛
み合うことにより、第１の方向Ａ１に移動可能となっている。
【００９３】
　光学部品２０の長手方向他端部２０Ｂは、湾曲部１３１Ｃに接している。図２７に示し
たように、湾曲部１３１Ｃが光学部品２０の長手方向他端部２０Ｂによって第２の方向Ａ
２に押されると、第２脚部１３１Ｂが矢印Ｒ３方向に外側に開こうとし、爪部１３２が更
に溝部３９Ｂに引っ掛かり、外れにくくなる。よって、爪部１３２が峰部３９Ａを乗り越
えて隣接する溝部３９Ｂに噛み合うことが規制され、ストッパー１３０の第２の方向Ａ２
への移動が規制される。
【００９４】
　このように本実施の形態では、可変押え部材１００として、ストッパー１３０の爪部１
３２を逆向きに設け、第２の実施の形態とは逆向きに装着可能としたものを用いている。
よって、第１の実施の形態と同様に、光学部品２０を保持部材３０内において位置精度良
く保持し、光学部品２０の性能を良好に発揮させ、光源１０の特性に制限されることなく
、より良好な発色特性を得ることが可能となる。
【００９５】
（第５の実施の形態）
　図２９は、本開示の第５の実施の形態に係る表示装置２０１の外観を表したものである
。この表示装置２０１は、例えば薄型テレビジョン装置として用いられるものであり、画
像表示のための平板状の本体部２０２をスタンド２０３により支持した構成を有している
。なお、表示装置２０１は、スタンド２０３を本体部２０２に取付けた状態で、床，棚ま
たは台などの水平面に載置して据置型として用いられるが、スタンド２０３を本体部２０
２から取り外した状態で壁掛型として用いることも可能である。
【００９６】
　図３０は、図２９に示した本体部２０２を分解して表したものである。本体部２０２は
、例えば、前面側（視聴者側）から、前部外装部材（ベゼル）２１１，パネルモジュール
２１２および後部外装部材（リアカバー）２１３をこの順に有している。前部外装部材２
１１は、パネルモジュール２１２の前面周縁部を覆う額縁状の部材であり、下方には一対
のスピーカー２１４が配置されている。パネルモジュール２１２は前部外装部材２１１に
固定され、その背面には電源基板２１５および信号基板２１６が実装されると共に取付金
具２１７が固定されている。取付金具２１７は、壁掛けブラケットの取付、基板等の取付
およびスタンド２０３の取付のためのものである。後部外装部材２１３は、パネルモジュ
ール２１２の背面および側面を被覆している。
【００９７】
　図３１は、図３０に示したパネルモジュール２１２を分解して表したものである。パネ
ルモジュール２１２は、例えば、前面側（視聴者側）から、前部筐体（トップシャーシ）
２２１，液晶パネル２２２，中間筐体（ミドルシャーシ）８０，光学シート７０，導光板
５０，反射部材６０，後部筐体（バックシャーシ）９０，バランサー基板２２５，バラン
サーカバー２２６およびタイミングコントローラ基板２２７をこの順に有している。
【００９８】
　前部筐体２２１は、液晶パネル２２２の前面周縁部を覆う枠状の金属部品である。液晶
パネル２２２は、例えば、液晶セル２２２Ａと、ソース基板２２２Ｂと、これらを接続す
るＣＯＦ（Chip On Film）などの可撓性基板２２２Ｃとを有している。中間筐体８０は、
液晶パネル２２２および光学シート７０を保持する枠状の樹脂部品である。後部筐体９０
は、液晶パネル２２２および照明装置１を収容する、鉄（Ｆｅ）等よりなる金属部品であ
る。バランサー基板２２５は、照明装置１を制御するものであり、図３１に示したように
、後部筐体９０の背面に実装されると共にバランサーカバー２２６により覆われている。
タイミングコントローラ基板２２７もまた、後部筐体９０の背面に実装されている。
【００９９】
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　この表示装置２０１では、照明装置１からの光が液晶パネル２２２により選択的に透過
されることにより、画像表示が行われる。ここでは、第１の実施の形態で説明したように
、発色特性が向上した照明装置１を備えているので、表示装置２０１の表示品質が向上す
る。
【０１００】
　なお、上記実施の形態では、表示装置２０１が第１の実施の形態に係る照明装置１を備
えている場合について説明したが、表示装置２０１は、第１の実施の形態に係る照明装置
１に代えて、第２ないし第４の実施の形態に係る照明装置１を備えていてもよいことは言
うまでもない。
【０１０１】
（照明装置の適用例）
　図３２および図３３は、上記実施の形態の照明装置１が適用される卓上用の照明機器の
外観を表したものである。この照明機器３１０は、例えば、基台３１１に設けられた支柱
３１２に、照明部３１３を取り付けたものであり、この照明部３１３は、上記実施の形態
に係る照明装置１により構成されている。照明部３１３は、導光板４０を湾曲形状とする
ことにより、図３２に示した筒状、または図３３に示した曲面状など、任意の形状とする
ことが可能である。
【０１０２】
　図３４は、上記実施の形態の照明装置１が適用される室内用の照明機器の外観を表した
ものである。この照明機器３２０は、例えば、上記実施の形態に係る照明装置１により構
成された照明部３２１を有している。照明部３２１は、建造物の天井３２２Ａに適宜の個
数および間隔で配置されている。なお、照明部３２１は、用途に応じて、天井３２２Ａに
限らず、壁３２２Ｂまたは床（図示せず）など任意の場所に設置することが可能である。
【０１０３】
　これらの照明機器３１０，３２０では、照明装置１からの光により、照明が行われる。
ここでは、上記実施の形態で説明したように、発色特性が良好な照明装置１を備えている
ので、照明品質が向上する。
【０１０４】
　以上、実施の形態を挙げて本開示を説明したが、本開示は上記実施の形態に限定される
ものではなく、種々の変形が可能である。例えば、上記実施の形態では、光学部品２０を
二本設け、二本の光学部品２０を可変押え部材１００により中央の壁３６に向けて押し当
てる場合について説明した。しかしながら、本開示は、光学部品２０を一本だけ設ける場
合にも適用可能である。その場合には、例えば、光学部品２０の長手方向一端部２０Ａを
壁３６に押し当て、長手方向他端部２０Ｂに可変押え部材１００を設けて寸法のばらつき
や変動を吸収させることが可能である。よって、小さいスペースで光学部品２０を壁３６
に向けて確実に精度良く片側に寄せることが可能となり、照明装置１の小型化に有効であ
る。
【０１０５】
　また、例えば、上記実施の形態では、光源１０がＬＥＤである場合について説明したが
、光源１０は半導体レーザ等により構成されていてもよい。
【０１０６】
　更に、例えば、上記実施の形態において照明装置１、表示装置２０１（テレビジョン装
置）の構成を具体的に挙げて説明したが、全ての構成要素を備える必要はなく、また、他
の構成要素を更に備えていてもよい。
【０１０７】
　加えて、例えば、上記実施の形態において説明した各層の材料および厚みなどは限定さ
れるものではなく、他の材料および厚みとしてもよい。
【０１０８】
　本開示は、上記実施の形態で説明したテレビジョン装置のほか、モニターなど他の表示
装置にも適用することが可能である。
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【０１０９】
　なお、本技術は以下のような構成を取ることも可能である。
（１）
　光源と、
　前記光源とは別に設けられた光学部品と、
　前記光源および前記光学部品を保持する保持部材と、
　前記光学部品を前記保持部材に対して変位可能に押止する可変押え部材と
　を備えた照明装置。
（２）
　前記可変押え部材は、第１の方向に段階的に移動可能であると共に、前記第１の方向と
は反対の第２の方向への移動が規制されたストッパーである
　前記（１）記載の照明装置。
（３）
　前記ストッパーは、
　第１脚部および第２脚部と、前記第１脚部および前記第２脚部を連結する湾曲部とを有
するＵ形体と、
　前記第１脚部の外側に設けられた爪部と
　を有する前記（２）記載の照明装置。
（４）
　前記保持部材は、複数の溝部が前記第１の方向に峰部を間にして配列された鋸歯部を有
し、
　前記ストッパーは、前記爪部と前記溝部との噛み合いにより位置規制されると共に、前
記爪部が前記峰部を乗り越えて隣接する前記溝部に噛み合うことにより、前記第１の方向
に移動可能である
　前記（３）記載の照明装置。
（５）
　前記ストッパーは、前記第２脚部の先端から伸びると共に前記第１脚部の先端との間に
隙間を有する延長部を有し、
　前記光学部品の端部は、前記延長部に接しており、
　前記延長部が前記光学部品の端部によって前記第２の方向に押されると、前記延長部が
前記Ｕ形体の前記第１脚部と前記第２脚部との間に入り込み、前記爪部が前記峰部を乗り
越えることが規制される
　前記（４）記載の照明装置。
（６）
　前記光学部品の端部は、前記湾曲部に接しており、
　前記湾曲部が前記光学部品の端部によって前記第２の方向に押されると、前記Ｕ形体の
前記第１脚部と前記第２脚部とが外方に開き、前記爪部が前記峰部を乗り越えることが規
制される
　前記（４）記載の照明装置。
（７）
　前記可変押え部材は、前記光学部品を前記保持部材内において第１の方向に押圧可能な
弾性部品である
　前記（１）記載の照明装置。
（８）
　前記弾性部品は、金属ばね，樹脂，発泡体およびエラストマーからなる群から選ばれた
少なくとも１種により構成されている
　前記（７）記載の照明装置。
（９）
　前記弾性部品は、ねじりコイルばねにより構成されている
　前記（８）記載の照明装置。
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（１０）
　前記弾性部品は、金属製のばねと、前記金属製のばねと前記光学部品との間に設けられ
た非金属の光学部品カバーとにより構成されている
　前記（８）記載の照明装置。
（１１）
　前記保持部材は、複数の溝部が前記第１の方向に峰部を間にして配列された鋸歯部を有
し、
　前記光学部品カバーは、外側に爪部を有し、前記爪部と前記溝部との噛み合いにより位
置規制されると共に、前記爪部が前記峰部を乗り越えて隣接する前記溝部に噛み合うこと
により、前記第１の方向に移動可能である
　前記（１０）記載の照明装置。
（１２）
　前記光学部品は、波長変換物質が管状の容器に封入された波長変換部材である
　前記（１）ないし（１１）のいずれか１項に記載の照明装置。
（１３）
　前記光学部品は、複数本設けられ、
　前記複数本の光学部品は、前記光学部品の長手方向に沿って前記光学部品の長手方向端
部を突き合わせて並べられており、
　前記保持部材は、隣接する二本の前記光学部品の境目に、前記光学部品の長手方向一端
部を当て付ける壁を有し、
　前記可変押え部材は、前記光学部品の長手方向他端部に設けられている
　前記（１２）記載の照明装置。
（１４）
　前記波長変換物質は、量子ドットを含む
　前記（１２）または（１３）記載の照明装置。
（１５）
　前記光源は、青色光源であり、
　前記波長変換物質は、青色光を赤色光または緑色光に波長変換する
　前記（１４）記載の照明装置。
（１６）
　前記発光素子は、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）である
　前記（１）ないし（１５）のいずれか１項に記載の照明装置。
（１７）
　前記保持部材は、前記光学部品の長手方向において複数本に分割されている
　前記（１）ないし（１６）のいずれか１項に記載の照明装置。
（１８）
　液晶パネルと、前記液晶パネルの背面側の照明装置とを備え、
　前記照明装置は、
　光源と、
　前記光源とは別に設けられた光学部品と、
　前記光源および前記光学部品を保持する保持部材と、
　前記光学部品を前記保持部材に対して変位可能に押止する可変押え部材と
　を備えた表示装置。
【符号の説明】
【０１１０】
　１…照明装置、１Ａ…上辺、１Ｂ…下辺、１Ｃ…中央部、１Ｄ…右端部、１Ｅ…左端部
、１０…光源、１１…光源基板、２０…光学部品、２１…波長変換物質、２２…容器、２
３…収容部、３０…保持部材、３１…上面部、３２…底面部、３３…連結部、３４…開口
、３５…隙間、３６…壁、３７…柱、３８Ａ…分割保持部材、３８Ｂ…分割部、３９…鋸
歯部、３９Ａ…峰部、３９Ｂ…溝部、４０…放熱部材、４０Ａ…幅狭の放熱部材、４０Ｂ
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…幅広の放熱部材、４１…ヒートパイプ、４２…熱伝導性グリス、５０…導光板、５０Ａ
…光入射面、５０Ｂ…光出射面、５０Ｄ…底面、５１…パターン、６０…反射部材、７０
…光学シート、８０…中間筐体（ミドルシャーシ）、９０…背面筐体（バックシャーシ）
、１００…可変押え部材、１１０…ねじりコイルばね、１１１…コイル部、１１２…第１
アーム、１１３…第２アーム、１２０…キャップ、１２１…凹部、１２２…爪部、１３０
…ストッパー、１３１…Ｕ形体、１３１Ａ…第１脚部、１３１Ｂ…第２脚部、１３１Ｃ…
湾曲部、１３１Ｄ…摘み、１３１Ｅ…係止部、１３１Ｆ…ガイド溝、１３２…爪部、１３
３…延長部、１３４…溝、２０１…表示装置。
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