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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板から間隔をあけて配設され、前記基板の延在部に沿って延在する反射
器と、前記基板上に配設され、前記反射器に面する少なくとも１つの発光ダイオードとを
有し、前記基板及び前記反射器が、前記少なくとも１つの発光ダイオードによって放射さ
れる光のための導波領域の境界を定める側面放射発光装置であって、前記装置において、
前記導波領域の横方向縁端部に波長変換材料が配設され、前記波長変換材料の厚さが、前
記導波領域からの距離とともに漸増する側面放射発光装置。 
【請求項２】
　前記波長変換材料が、前記反射器と前記基板との間に配設される請求項１に記載の発光
装置。
【請求項３】
　前記導波領域と前記波長変換材料との間に第１ダイクロイックミラーが配設される請求
項１又は２に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記波長変換材料が、第２ダイクロイックミラーと前記導波領域との間に配設される請
求項１乃至３のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記波長変換材料が、前記導波領域の２つの互いに対向する側部にある請求項１乃至４
のいずれか一項に記載の発光装置。
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【請求項６】
　前記基板が反射層を有する請求項１乃至５のいずれか一項に記載の発光装置。 
【請求項７】
　前記導波領域の厚さが、前記波長変換材料に向かう方向に沿って漸増する請求項１乃至
６のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項８】
　前記波長変換材料が、前記発光ダイオードの横方向縁端部の外側に配設される請求項１
乃至７のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項９】
　前記波長変換材料の少なくとも一部が、前記少なくとも１つの発光ダイオードの一部の
上に配設される請求項１乃至７のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項１０】
　前記波長変換材料が、前記発光ダイオードによって放射される光を第１変換波長帯に変
換するための第１波長変換組成物を、第１領域に有し、前記発光ダイオードによって放射
される光を第２変換波長帯に変換するための第２波長変換組成物を、第２領域に有する請
求項１乃至９のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項１１】
　前記導波領域が、透明な固体材料を有する請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の発
光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板と、前記基板から間隔をあけて配設され、前記基板の延在部に沿って延
在する反射器と、前記基板上に配設され、前記反射器に面する少なくとも１つの発光ダイ
オードとを有し、前記基板及び前記反射器が、前記少なくとも１つの発光ダイオードによ
って放射される光のための導波領域の境界を定める側面放射発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ますます多くの照明用途において、高輝度ＬＥＤが導入されている。ＬＥＤ開発におい
て、効率、輝度及び色の制御に関してなされた着実な進展が、自動車の前方照明又は一般
照明などの新しい照明市場への浸透を可能にしている。
【０００３】
　従来の高輝度ＬＥＤは、一般に1×1mmの領域内の、ダイ表面の頂部から放射する。ＬＥ
Ｄは、かなり狭帯域の波長帯を放射するので、それらには、青色、緑色、アンバー、赤色
などの様々な色がある。例えば、白色発光の生成のためには、青色のＬＥＤの発光の一部
をより高い波長に変換し、様々な色温度の白色光の発光を可能にする蛍光体組成物が利用
され得る。高輝度ＬＥＤは、表示装置などにおけるバックライトのようなバックライト用
途にとっても、魅力的な選択肢である。
【０００４】
　バックライト用途には、側面放射装置が好ましい。携帯型装置、移動体電話、ＰＤＡな
どのような多くの用途にとっても、薄く、小さなサイズのバックライト装置は望ましい。
上部放射型ＬＥＤと一緒の使用に適した或る側面放射構成が、Avago Technologies社の英
国特許出願公開第GB 2 428 859 A号に記載されている。ここでは、表示装置用のバックラ
イト装置が記載されている。放射された光を、ＬＥＤが配設される基板に対して本質的に
平行な方向に向け直す湾曲した反射器が、ＬＥＤの上に置かれる。向け直された光は、光
導波路内へ導入される。光導波路は、底面に、光導波路内の光を、光導波路の前面の方へ
、光導波路から外へ且つ光変換層内へ向け直す特徴を有する。しかしながら、英国特許出
願公開第GB 2 428 859号の装置には、光を横に放射するためにかなりの厚さ及び表面積を
必要とするという問題がある。湾曲した反射器は、ＬＥＤ自体よりかなり大きな置き場所
をとる。更に、望ましい色への色変換には、実際の側面放射体から分離した付加的な大き
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な面積の光変換層が必要となる。従って、当業界には、よりコンパクトな側面放射装置の
ニーズがある。 
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、これらの問題を少なくとも部分的に解決し、サイズはコンパクトであ
りながら、望ましい色の光を放射することが可能な側面放射発光装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　従って、第１の態様においては、本発明は、基板と、前記基板から間隔をあけて配設さ
れ、前記基板の延在部に沿って延在する反射器と、前記基板上に配設され、前記反射器に
面する少なくとも１つの発光ダイオードとを有し、前記基板及び前記反射器が、前記少な
くとも１つの発光ダイオードによって放射される光のための導波領域の境界を定める側面
放射発光装置を提供する。本発明の装置においては、前記導波領域の横方向縁端部に波長
変換材料が配設される。
【０００７】
　前記導波領域の横方向縁端部に配設される前記波長変換材料により、外部に置かれる変
換器プレートを用いずに、本発明の装置を出る光の色を制御することが可能である。発光
ダイオードは、一般に、かなり狭い波長帯域の光を放射する。前記導波領域の横方向外側
に前記波長変換材料を配設することによって、前記光が前記導波領域を出るまで波長変換
は行われない。前記導波領域内で上下に導波される光は狭帯域の光であり、このことは、
存在する反射層の反射特性を最適化することを相対的に容易にする。また、前記導波領域
内の光の狭い帯域幅により、好ましくは、前記少なくとも１つの発光ダイオードによって
放射される光の波長に対して透明であろうように、前記導波領域のための適切な材料を選
択することも容易である。更に、前記導波領域の横方向縁端部に前記波長変換材料を配設
することによって、前記光は、前記波長変換材料を通る相対的に短い光路長を持ち、更に
、相対的に一様な角度でそこを通過し、少ない光損失及び一様な波長変換をもたらすであ
ろう。
【０００８】
　前記導波領域の設置面積は、前記ダイオードの設置面積を上回らなくてもよく、従って
、前記装置は、非常にコンパクトになり得る。
【０００９】
　本発明の実施例においては、前記波長変換材料は、前記反射器と前記基板との間に配設
され得る。
【００１０】
　前記波長変換材料が、前記反射器と前記基板との間に配設される場合、光は、前記波長
変換材料を、その横方向外面を通ってしか出ず、前記光の高い指向性を与えるであろう。
【００１１】
　本発明の実施例においては、前記導波領域と前記波長変換材料との間に第１ダイクロイ
ックミラーが配設され得る。
【００１２】
　前記導波領域と前記波長変換材料との間に位置し、前記導波領域から来る光、即ち、未
変換光に対しては透過性であるが、前記波長変換材料から来る光、即ち、波長変換光に対
しては反射性である第１ダイクロイックミラーは、変換光が前記導波領域に再び入るのを
防止する。前記変換光は、その代わりに、前記装置の外へ、前記波長変換材料を通して反
射されるであろう。このことは、より高いパーセンテージの変換光が、意図された表面を
通って前記装置を出るであろうことから、出力効率を高めるであろう。
【００１３】
　本発明の実施例においては、前記波長変換材料は、第２ダイクロイックミラーと前記導
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波領域との間に配設され得る。
【００１４】
　前記波長変換材料を、前記導波領域と、前記波長変換材料の横方向外側に位置する第２
ダイクロイックミラーとの間にはさみ込むことによって、未変換光、及び前記第２ダイク
ロイックミラーにおいて大きな入射角を持つ変換光が、前記装置を出るのを防止すること
が可能である。このような光は、前記装置内へ後方反射されるであろう。
【００１５】
　本発明の実施例においては、波長変換材料は、前記導波領域の２つの互いに対向する側
部にあり得る。
【００１６】
　前記波長変換材料は、前記導波領域の２つの互いに対向する側部に存在することができ
る。従って、二方向発光装置が得られる。更に、例えば、正方形の装置においては、光は
、前記装置の４つの横方向側部の全てから放射され得る。
【００１７】
　本発明の実施例においては、前記基板は、反射層を有し得る。 
【００１８】
　前記基板が反射層を有する場合、前記光は、効率的に前記導波領域内へ案内され、最終
的に前記波長変換材料の方へ案内される。
【００１９】
　本発明の実施例においては、前記導波領域の厚さは、前記波長変換材料に向かう方向に
沿って漸増し得る。 
【００２０】
　前記導波領域の厚さが漸増する場合、前記導波領域は、くさび形導波領域を形成するで
あろう。このことは、前記波長変換材料に向けた光反射を促進する。前記くさび形状は、
前記導波領域において前記光にコリメート作用ももたらすであろう。
【００２１】
　本発明の実施例においては、前記波長変換材料の厚さは、前記導波領域からの距離とと
もに漸増し得る。 
【００２２】
　くさび形波長変換領域は、前記装置を出る光をコリメートするよう、前記変換光にコリ
メート作用をもたらすであろう。 
【００２３】
　本発明の実施例においては、前記波長変換材料は、前記発光ダイオードの横方向縁端部
の外側に配設され得る。
【００２４】
　光が前記波長変換材料において波長変換されるとき、熱が生成される。前記材料が前記
ＬＥＤの横方向外側に配設される場合、前記材料は、前記基板と直接接触する。このこと
は、一般に、熱を輸送するのに良い。従って、前記基板は、前記波長変換材料のためのヒ
ートシンクの役割を果たすであろう。従って、前記波長変換材料からの熱は、前記ＬＥＤ
を温めないであろう。一般に、ＬＥＤは、高い温度で低い効率を持ち、温度による少しの
色ずれを持ち得る。 
【００２５】
　本発明の実施例においては、前記波長変換材料の少なくとも一部は、前記少なくとも１
つの発光ダイオードの一部の上に配設され得る。
【００２６】
　前記波長変換材料が、前記ＬＥＤの一部の上に配設される場合、よりコンパクトな設計
が達成可能である。更に、前記ＬＥＤからの光の一部は、前記導波領域を通過せずに、直
接、前記波長変換材料内へ放射されることから、前記光の利用効率が高い。
【００２７】
　本発明の実施例においては、前記波長変換材料は、前記発光ダイオードによって放射さ
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れる光を第１変換波長帯に変換するための第１波長変換組成物を、第１領域に有してもよ
く、前記発光ダイオードによって放射される光を第２変換波長帯に変換するための第２波
長変換組成物を、第２領域に有してもよい。
【００２８】
　このことは、単一のＬＥＤ、又は全てが同じ色の光を放射するＬＥＤのセットから、２
つの別々の色の光を供給する可能性を与える。異なる前記領域は、混ぜ合わされた色の発
光を供給するよう、互いに隣接して配置されてもよく、又は例えば、或る方向においては
第１の色の出力を達成し、反対方向においては第２の色の出力を達成するよう、前記導波
領域の互いの反対側に配置されてもよい。 
【００２９】
　本発明の実施例においては、前記導波領域は、透明な固体材料を有し得る。
【００３０】
　高屈折率のＬＥＤ材料からより高い屈折率の固体層へは、空気へより少ない光しか反射
されないので、固体導波領域は、より効率的な光の抽出をもたらし得る。更に、固体ボデ
ィによって、全内部反射の臨界角は大きくされる。
【００３１】
　ここで、本発明の現在好ましい実施例を示す添付の図面を参照して、本発明のこの及び
他の態様をより詳細に説明する。図面は、縮尺通りである必要はない。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の発光装置の或る実施例を断面図で示す。
【図２】本発明の発光装置の別の実施例を断面図で示す。
【図３】本発明の発光装置の更に別の実施例を断面図で示す。
【図４】本発明の発光装置の更に別の実施例を断面図で示す。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　図１に概略的に図示されている側面放射発光装置の或る実施例は、基板１０１と、基板
１０１から或る距離離れたところに配設される反射器１０２とを有する。基板１０１上に
、反射器１０２に面する発光ダイオード１０３が配設される。この図面には示されていな
いが、装置内には、当業界で通常のように、ＬＥＤのための駆動回路も存在する。
【００３４】
　この実施例においては、基板１０１と反射器１０２とが、本質的に平行であるように図
示されているが、以下の記載から分かるであろうように、これは、本発明の全実施例に必
須というわけではない。
【００３５】
　基板１０１及び反射器１０２は、導波領域１０４の上限及び下限を形成する。発光ダイ
オード１０３は、導波領域１０４内へ光を放射する。導波領域１０４及びＬＥＤ１０３の
外側横方向側部に、基板１０１と反射器１０２との間に延在する波長変換材料１０５が配
設される。波長変換材料１０５は、ＬＥＤ１０３によって放射される波長帯域の光を吸収
し、ＬＥＤ放射波長帯域とは異なる変換された波長帯域の光を放射する。一般に、変換は
、波長の、より長い波長へのシフトをもたらす。基板１０１は、ＬＥＤ１０３のための支
持体であり、多層構造のものであり得る。一般に、基板１０１は、ＬＥＤによって放射さ
れる光に対して反射性である層１０６を有する。反射層１０６は、電極機能と反射機能と
を兼ね備えるＬＥＤ１０３の反射性背面であり得る。反射層は、一般に、Ag又はAlなどの
金属を含む。反射器１０２は、反射器担体基板上に配設される自己支持型であってもよく
、又は導波領域１０４が固体材料を有する場合には、その固体の上面上に配設されてもよ
い。反射器は、強化アルミニウム又は銀反射器などの金属反射器であり得る。このような
金属層の適切な厚さは、約50nm乃至約500nm程度であり、一般に、約200nmである。他の例
においては、反射器１０２は、高い後方散乱反射率（例えば、R > 95%）を備える拡散散
乱層であり得る。この層は、例えば、約100nmから約1000nmまでの大きさを備え、一般に
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約300nmの大きさを備えるTiO2粒子を備える高分子接着剤から成り得る。他の例において
は、前記層は、多孔質のアルミナ、多孔質のYAG又は硫酸バリウムコーティングなどの無
機散乱層から成り得る。前記層は、例えば、スプレーコーティング、スピンコーティング
又は浸漬被覆によって、支持担体基板又は導波体上に直接堆積させられてもよい。
【００３６】
　反射器１０２は、ＬＥＤの発光波長帯を効果的に反射するよう設計される誘電体ミラー
であってもよい。一般に、このようなミラーは、シリカ及び酸化タンタルなどの高屈折率
材料と低屈折率材料とが交互に重なる薄いスタックの多層構造を有する。発光ダイオード
１０３は、基板１０１上に配設される。ＬＥＤ１０３からの光は、一般に、低拡散又は半
球形パターンの放射のようなかなりの角拡散を有し、一般に、基板の表面から垂直である
主発光方向を持ち、所謂上部放射型ＬＥＤである。しかしながら、本発明の装置において
は、他のタイプのＬＥＤも用いられ得る。 
【００３７】
　本願において用いられている「発光ダイオード」という用語、本願明細書における略記
「ＬＥＤ」は、当業者に既知のあらゆるタイプの発光ダイオード又はレーザ放射ダイオー
ドを指し、無機ベースのＬＥＤ、小有機分子ベースのＬＥＤ（ｓｍＯＬＥＤ）及びポリマ
ベースのＬＥＤ（ｐｏｌｙＬＥＤ）を含むが、これらに限定されない。本発明における使
用に適したＬＥＤによって放射される光は、一般に、ＵＶ光から可視光までの波長範囲内
の光である。可視光の場合は、発光は、紫色から赤色までのあらゆる色の発光であり得る
。ＬＥＤ１０３は、基板１０１と反射器１０２との間の領域内に光を放射する。この領域
は、本願明細書では、導波領域１０４と示される。この導波領域１０４の目的は、光を、
ＬＥＤ１０３から波長変換材料１０５へ案内することである。この導波領域においては、
光は、反射面の間であちこちに反射され、最終的に、波長変換材料１０５に遭遇するであ
ろう。
【００３８】
　導波領域は、好ましくは、無視できない程度の光を吸収しないように、装置のＬＥＤに
よって放射される波長の光に対して本質的に透明である。
【００３９】
　導波領域１０４は、例えば空気などの任意のガスが充填された、若しくは他の例におい
ては真空の開口空隙であってもよく、又は固体材料のものであってもよい。固体導波領域
における使用に適した固体材料の例は、アルミナ、ガラス、石英ガラス、サファイア及び
YAGなどの固体無機材料、並びにシリコーン、フルオロポリマ、ポリオレフィン又は他の
ポリマを含むが、これらに限定されない。固体導波領域は、前記領域において均一の光分
布を得るために、更に、付加的な量の散乱材料を含み得る。散乱は、装置において光を再
配分するのに役立ち得る。これは、導波領域の横方向縁端部に向けた放射を促進する。
【００４０】
　好ましくは、固体層は、（n = 2.7又はそれ以上であり得る）ＬＥＤ材料の屈折率に実
質的に適合させた屈折率を持つ。
【００４１】
　固体導波領域は、ＬＥＤのための支持体であり得る。通常、ＬＥＤは、サファイア又は
炭化ケイ素のような支持透明基板上で成長させられる。この透明基板は、導光体として用
いられ得る。波長変換材料１０５は、導波領域１０４及びＬＥＤ１０３の外側の横方向縁
端部に配置される。従って、導波領域を出る本質的に全ての光は、波長変換材料に入るで
あろう。
【００４２】
　波長変換材料１０５は、或る波長又は波長帯の光を吸収すると、異なる変換された波長
又は波長帯の光を放射する材料である。一般に、変換された波長は、より長い波長の方へ
シフトされている。従来、このような材料は、一般に、蛍光性且つ／又は燐光性の材料で
ある。このような波長変換材料の多くは、当業者に知られており、或る一般に用いられて
いる化合物群は、「蛍光体」の名で通る。
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【００４３】
　波長変換材料は、例えば、セラミックの固体材料、又は担体ポリマなどの接着剤材料内
に埋め込まれるセラミックであり得る。
【００４４】
　波長変換材料１０５は、ＬＥＤによって放射される光の少なくとも一部を吸収するよう
にＬＥＤ１０３に適合させられる。従って、波長変換材料の選択は、ＬＥＤの選択に依存
する。例えば、波長変換材料は、青色光を部分的に緑色／黄色光に変換し得る。これは、
混ざり合って白色光になる。しかしながら、例えば、青色光を完全に緑色光、黄色光若し
くは赤色光に変換する、又はＵＶ光を可視光に変換する他の波長変換材料も用いられ得る
。波長変換材料１０５が、２つ以上の異なる波長変換組成物を有し、例えば、第１組成物
がＬＥＤ光を第１の色に変換し、第２組成物がＬＥＤ光を第２の色に変換することも可能
である。これらの２つ以上の成分は、一緒に波長変換材料１０５を形成するよう別々の層
に重ねて配設されてもよく、又は波長変換材料１０５を形成するよう混ぜ合わされてもよ
い。
【００４５】
　図１の実施例の変形例（図示せず）においては、波長変換材料の少なくとも一部が、Ｌ
ＥＤの一部の上に配設され得る。このような場合には、導波領域の横方向縁端部は、ＬＥ
Ｄの横方向縁端部の内側にある。ＬＥＤによって、その横方向縁端部において放射される
光は、導波領域を通らず、直接、波長変換材料内へ結合される。このような変形例におい
ては、装置の設置面積がＬＥＤ自体の設置面積と等しくなる程度にまでも、装置の全面積
が減らされ得る。本発明の発光装置の第２実施例は、図２に図示されており、図１に図示
されている装置に加えて、波長変換材料１０５をはさみ込む第１及び第２ダイクロイック
ミラー１０７及び１０８を有する。ダイクロイックミラーそれ自体の概念は、当業者には
知られており、ダイクロイックミラーは、例えば、高屈折率と低屈折率とが交互に重なる
多層スタックを含み得る。内側の第１ダイクロイックミラー１０７は、導波層１０４と波
長変換材料１０５との間に配設され、ＬＥＤ１０３によって放射される光は透過するが、
波長変換材料１０５によって放射される光、即ち、変換光は反射するよう適合させられる
。 
【００４６】
　光が波長変換材料１０５において変換される場合、光はそこから多くの異なる方向に放
射される。従って、変換光の一部は、変換材料から導波領域１０４の方へ戻る方向に放射
されるであろう。これは、装置の光利用効率を低下させる。内側ダイクロイックミラー１
０７は、この変換光も利用するため、この光を、順方向、即ち、波長変換材料１０５を通
って装置から出る方向に反射する。内側ミラー１０７の他の効果は、内側ミラーがない場
合と同程度の変換を達成するための波長変換材料１０５の量が減らされ得ることである。
外側の第２ダイクロイックミラー１０８は、波長変換材料１０５の外側に配設される。外
側ミラー１０８の２、３の変形例があり得る。第１の変形例においては、外側ミラー１０
８は、変換光、即ち、波長変換材料１０５によって放射される光は透過するが、未変換光
、即ち、ＬＥＤ１０３からの直接光は反射するよう適合させられる。従って、変換光しか
装置を出ず、高い変換率をもたらす。
【００４７】
　第２の変形例においては、外側ダイクロイックミラー１０８は、外側ミラーにおける入
射角が小さい変換光しか透過せず、残りの光は反射するよう適合させられる。その結果、
外側ミラー１０８を通って装置を出る光の角拡散は減らされるであろう。
【００４８】
　第２ダイクロイックミラー１０８が、第１ダイクロイックミラー１０７と共に用いられ
る場合、変換光は、変換光が装置を出る要件を満たすまで波長変換材料内であちこちに反
射されるであろう。これは、光の利用率を高めるであろう。これは、波長変換材料１０５
の量を減らすのにも用いられ得る。
【００４９】
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　当業者には分かるであろうように、本発明の装置は、上記のような第１及び／又は第２
ダイクロイックミラーを利用し得る。本発明の発光装置の第３実施例は、図３に概略的に
図示されている。この実施例においては、導波領域からの距離とともに、波長変換材料１
０５の厚さが増大し、従って、基板１０１と反射器１０２との間の垂直距離も増大する。
これは、波長変換材料１０５にほぼ円錐形の断面を与える。この形状、即ち、基板と反射
器との間の漸増距離により、装置の波長変換部は、その中に導かれる光に対するコリメー
ト作用を持つ。
【００５０】
　当業者には分かるであろうように、本発明のこの実施例においても、上記のダイクロイ
ックミラーは、存在してもよく、用いられてもよい。本発明の発光装置の第４実施例は、
図４に概略的に図示されている。この実施例においては、波長変換材料１０５に向かう方
向に沿って、導波領域１０４の厚さが増大し、それ故、基板と反射器との間の垂直距離が
増大する。換言すれば、波長変換材料１０５からの距離とともに、導波領域１０４の厚さ
が減少し、それ故、基板と反射器との間の垂直距離が減少する。これは、反射器１０２を
成形することによって、又は反射器が付されるボディを成形することによって達成される
。
【００５１】
　導波領域１０４の傾斜境界は、光を、波長変換材料に向ける。これは、反射器及び／又
は基板が鏡面反射面である場合に特に有利である。
【００５２】
　当業者には分かるであろうように、本発明のこの実施例においても、上記のダイクロイ
ックミラーは、存在してもよく、用いられてもよい。一般的なＬＥＤのダイのサイズは、
約1×1mmであるが、より小さな又はより大きなサイズが用いられてもよい。導波領域及び
波長変換材料の一般的な厚さ又は高さは、10μmから2mmまでのような約10μmから数mmま
での範囲内であり、例えば、50μmから500μmまでの範囲内であり、一般に、約200μmで
ある。「厚さ」は、基板と反射器との間の垂直距離に沿ってカウントされる。一般に、導
波領域及び波長変換材料は、本質的に同じ厚さのものであり、故に、波長変換材料は、実
質的に、導波領域の横方向縁端部の全高を覆う。波長変換材料の幅は、約10μmと500μm
との間の範囲内であってもよく、一般に、約50μm乃至200μmであってもよい。波長変換
材料の「幅」は、導波領域の横方向縁端部から波長変換材料の横方向縁端部に向かう方向
に沿ってカウントされる。
【００５３】
　当業者には、本発明が、決して、上記の好ましい実施例に限定されないことは分かるで
あろう。逆に、添付の請求項の範囲内で多くの修正及び変更が可能である。例えば、本発
明の発光装置は、多くの物理的形状をとり得るが、依然として、請求項の範囲に含まれる
。例えば、上面図において、ＬＥＤは、実質的にＬＥＤ及び導波領域を囲む波長変換材料
を備える装置の中心を形成してもよい。このような設計の例は、波長変換材料がＬＥＤの
まわりの環を形成する本質的に円形の装置である、又は波長変換材料が正方形のような多
角形の側部を形成する多角形の装置である。他の例においては、装置は、ＬＥＤの１つ以
上の横方向側部において閉じられ、波長変換材料は、ＬＥＤの開口横方向側部に配設され
る。或るこのような例は、対向する横方向側部のうちの２つは閉じられ、他の２つの開口
横方向側部に波長変換材料が配設される正方形装置である。
【００５４】
　更に、波長変換材料は、第１領域においては、ＬＥＤによって放射される光を第１変換
色に変換し、第２領域においては、ＬＥＤによって放射される光を第２変換色に変換する
２つ以上の別々の領域を含んでもよい。或るこのような例においては、装置は、第１領域
が、波長変換材料の第１半周辺部（２つの側部）であり、第２領域が、波長変換材料の第
２半周辺部（対向する２つの側部）である正方形装置である。 
【００５５】
　幾つかの実施例においては、装置の導波領域は、導波領域の横方向外側に配設される波
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長変換材料とは異なる波長変換材料を含み得る。導波領域内のこのような波長変換材料は
、装置によって放射される光をよりよく制御するのに用いられ得る。それは、ＬＥＤによ
って放射される光の一部を変換し得る。この変換光は、横方向波長変換材料によって放射
される変換光と共に、所望の色の光をもたらす。本発明の側面放射発光装置から単一の全
体方向のコリメート光を得るために、装置は、装置から出る全ての光が、単一の全体方向
に集められ、送られるように、反射器の側部の方へ光を放射する放物面状の又はそれに対
応する形状の反射器の底部などの、コリメータ内に配設されてもよい。
【００５６】
　図面においては、基板及び反射器が、波長変換材料の横方向縁端部と一致する横方向縁
端部を持つように図示されている。しかしながら、基板及び反射器のうちの少なくとも一
方の横方向縁端部が、波長変換材料の外側にあることもあり得る。即ち、基板及び／又は
反射器の面積が、導波領域と波長変換材料との合計面積より実質的に大きいこともあり得
る。基板の反射層及び反射器が波長変換材料の外側に延在する場合、それらは、例えば、
波長変換材料の外側の、基板の反射層と反射器との間の垂直距離を、それらの間にテーパ
ー付き空間を形成するように、波長変換材料からの距離とともに増加させることによって
、コリメータを形成するように成形され得る。
【００５７】
　反射器が、波長変換材料の上面を覆わない、又は上面の一部しか覆わないこともあり得
る。要約すると、基板と、前記基板から間隔をあけて配設され、前記基板の延在部に沿っ
て延在する反射器と、前記基板上に配設され、前記反射器に面する少なくとも１つの発光
ダイオードとを有し、前記基板及び前記反射器が、前記少なくとも１つの発光ダイオード
によって放射される光のための導波領域の境界を定める側面放射発光装置が提供される。
更に、前記導波領域の横方向縁端部に波長変換材料が配設される。本発明は、コンパクト
な側面放射体に、制御された色の発光を与える。例えば、本発明の発光装置は、例えば表
示装置におけるバックライト用途のためのＬＥＤ照明の領域内で、又は自動車のヘッドラ
イト若しくは一般的なＬＥＤスポットライト若しくはフラッシュライトのモジュールのた
めに用いられ得るような、平坦な導光発光体、ＬＥＤコリメータ構成を含む導光用途にお
いて、用いられ得る。しかしながら、使用領域は、上記に限定されない。
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