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(57)【要約】
【課題】　青色光を励起光として発光する固体光源と、
該固体光源からの励起光により励起され該固体光源の発
光波長より長波長の蛍光を発光する蛍光体領域とを備え
、光の利用効率を低下させることなく、青色光出射領域
の大きさと蛍光出射領域の大きさとを同程度のものにし
、照射ムラ（色ムラ）を防止することの可能な光源装置
を提供する。
【解決手段】　蛍光体領域４と固体光源３との間には、
固体光源３からの励起光を透過し、蛍光体領域４からの
蛍光を反射する特性を有する波長選択手段６が設けられ
、波長選択手段６は、蛍光体領域４の大きさよりも小さ
く、かつ、固体光源３からの励起光照射スポットの大き
さと同じ大きさから固体光源３からの励起光照射スポッ
トの大きさよりも励起光照射スポット位置調整のための
ハンドリング公差を考慮した分だけ大きい大きさの範囲
の大きさのものとなっている。
【選択図】　　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
青色光を励起光として発光する固体光源と、該固体光源からの励起光により励起され該固
体光源の発光波長より長波長の蛍光を発光する蛍光体領域とを備え、前記蛍光体領域と前
記固体光源との間には、前記固体光源からの励起光を透過し、前記蛍光体領域からの蛍光
を反射する特性を有する波長選択手段が設けられ、該波長選択手段は、前記蛍光体領域の
大きさよりも小さく、かつ、前記固体光源からの励起光照射スポットの大きさと同じ大き
さから前記固体光源からの励起光照射スポットの大きさよりも励起光照射スポット位置調
整のためのハンドリング公差を考慮した分だけ大きい大きさの範囲の大きさのものとなっ
ていることを特徴とする光源装置。
【請求項２】
請求項１記載の光源装置において、前記波長選択手段は、前記固体光源からの励起光照射
スポットの大きさよりも０．０ｍｍ～０．２ｍｍの範囲で同じか大きい大きさのものとな
っていることを特徴とする光源装置。
【請求項３】
請求項１または請求項２記載の光源装置において、前記波長選択手段が配置されている領
域以外の領域には、前記固体光源からの励起光を反射し、前記蛍光体領域からの蛍光を透
過する特性を有する第２の波長選択手段が設けられているか、または、前記固体光源から
の励起光、および、前記蛍光体領域からの蛍光を反射する反射手段が設けられていること
を特徴とする光源装置。
【請求項４】
青色光を励起光として発光する固体光源と、該固体光源からの励起光により励起され該固
体光源の発光波長より長波長の蛍光を発光する蛍光体領域とを備え、前記蛍光体領域と前
記固体光源との間には、前記固体光源からの励起光の前記蛍光体領域入射時の反射を防止
する反射防止手段が設けられ、該反射防止手段は、前記蛍光体領域の大きさよりも小さく
、かつ、前記固体光源からの励起光照射スポットの大きさと同じ大きさから前記固体光源
からの励起光照射スポットの大きさよりも励起光照射スポット位置調整のためのハンドリ
ング公差を考慮した分だけ大きい大きさの範囲の大きさのものとなっており、前記反射防
止手段が配置されている領域以外の領域には、前記固体光源からの励起光を反射し、前記
蛍光体領域からの蛍光を透過する特性を有する第２の波長選択手段が設けられているか、
または、前記固体光源からの励起光、および、前記蛍光体領域からの蛍光を反射する反射
手段が設けられていることを特徴とする光源装置。
【請求項５】
請求項４記載の光源装置において、前記反射防止手段は、前記固体光源からの励起光照射
スポットの大きさよりも０．０ｍｍ～０．２ｍｍの範囲で同じか大きい大きさのものとな
っていることを特徴とする光源装置。
【請求項６】
青色光を励起光として発光する固体光源と、該固体光源からの励起光により励起され該固
体光源の発光波長より長波長の蛍光を発光する蛍光体領域とを備え、前記蛍光体領域と前
記固体光源との間には、前記蛍光体領域の大きさよりも小さく、かつ、前記固体光源から
の励起光照射スポットの大きさと同じ大きさから前記固体光源からの励起光照射スポット
の大きさよりも励起光照射スポット位置調整のためのハンドリング公差を考慮した分だけ
大きい大きさの範囲の大きさの領域が設けられており、該領域以外の領域には、前記固体
光源からの励起光を反射し、前記蛍光体領域からの蛍光を透過する特性を有する第２の波
長選択手段が設けられているか、または、前記固体光源からの励起光、および、前記蛍光
体領域からの蛍光を反射する反射手段が設けられていることを特徴とする光源装置。
【請求項７】
請求項６記載の光源装置において、前記蛍光体領域の大きさよりも小さく、かつ、前記固
体光源からの励起光照射スポットの大きさと同じ大きさから前記固体光源からの励起光照
射スポットの大きさよりも励起光照射スポット位置調整のためのハンドリング公差を考慮
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した分だけ大きい大きさの範囲の大きさの領域は、前記固体光源からの励起光照射スポッ
トの大きさよりも０．０ｍｍ～０．２ｍｍの範囲で同じか大きい大きさのものとなってい
ることを特徴とする光源装置。
【請求項８】
請求項１乃至請求項７のいずれか一項に記載の光源装置を用いた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、光源装置および照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば特許文献１には、図１に示すように、青色光を励起光として出射するＬＥ
Ｄモジュール１０３と、ＬＥＤモジュール１０３からの励起光により励起され黄色光の蛍
光を発する蛍光体（プレート）１０４とを備え、青色光と黄色光との混色により白色光を
生成することを意図した光源装置において、ＬＥＤモジュール１０３と蛍光体（プレート
）１０４との間に、ＬＥＤモジュール１０３からの青色光を透過して蛍光体（プレート）
１０４から発せられた黄色光を反射する波長選択フィルタ１０６を配置することにより、
光の利用効率を向上させる方法が提案されている。なお、図１において、符号１０８は蛍
光体固定用透明体、符号１０７は蛍光体（プレート）１０４の光取り出し面１０４ａから
取り出される光（励起光（青色光）、蛍光（黄色光））を示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２６６４３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、図１の構成では、ＬＥＤモジュール１０３からの青色光は、蛍光体固定用透
明体１０８、波長選択フィルタ１０６を透過した後、蛍光体（プレート）１０４に入射す
る。蛍光体（プレート）１０４に入射した励起光（青色光）の一部は、蛍光体プレート１
０４を透過して蛍光体（プレート）１０４の光取り出し面１０４ａから出射する一方、他
の一部は、蛍光体（プレート）４で蛍光（黄色光）の励起に用いられたり、あるいは、光
取り出し面１０４ａで反射されて波長選択フィルタ１０６に向かい、波長選択フィルタ１
０６を透過する。従って、ＬＥＤモジュール１０３からの青色光は、蛍光体プレート１０
４の励起光（青色光）が照射された部分（励起光照射スポット）から主に出射されること
になる。
【０００５】
　これに対し、蛍光体プレート１０４からの黄色光の発光は等方的であり、黄色光の一部
は、蛍光体プレート１０４の光取り出し面１０４ａから出射する一方、他の一部は、光取
り出し面１０４ａで反射されて波長選択フィルタ１０６に向かい、波長選択フィルタ１０
６で選択的に反射される。そして、波長選択フィルタ１０６で選択的に反射されたこの黄
色光の反射光の一部は、光取り出し面１０４ａから出射され、また、他の一部の光は取り
出し面１０４ａで反射されて波長選択フィルタ１０６に向かい、さらに波長選択フィルタ
１０６で選択的に反射される、いわゆる多重反射光になる。従って、黄色光は蛍光体プレ
ート１０４全体から黄色光は出射されることになり、波長選択フィルタ１０６により周辺
部からの黄色光の出射はより強いものとなる。
【０００６】
　組立を容易にするために、蛍光体プレート１０４は励起光照射スポットよりも大きくす
ることが好ましい。しかし、この場合は、励起光照射スポットとほぼ同じ大きさである青
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色光出射領域に比べて、蛍光体プレート１０４全体を出射領域とする黄色光出射領域の方
が大きくなってしまう。図２は蛍光体プレート１０４の発光状態を示す図であり、図２に
おいて、励起光照射スポットとほぼ同じ大きさの領域１１０では、青色光と黄色光との混
色により白色光となるが、励起光照射スポットとほぼ同じ大きさの領域１１０の外側の領
域１１１では、黄色光となってしまう。
【０００７】
　従って、図１の光源装置をレンズ系等を用いて所定の投影面に拡大投射する図３に示す
ような照明装置では、投影面には、光源の色バラツキが反映されてしまい、中心部が青白
く、周辺部が黄色という照射ムラ（色ムラ）が生じてしまうという問題があった。なお、
図３において、符号１０２はレンズ系、符号１０５は投影面である。
【０００８】
　本発明は、青色光を励起光として発光する固体光源と、該固体光源からの励起光により
励起され該固体光源の発光波長より長波長の蛍光を発光する蛍光体領域とを備え、光の利
用効率を低下させることなく、青色光出射領域の大きさと蛍光出射領域の大きさとを同程
度のものにし、照射ムラ（色ムラ）を防止することの可能な光源装置および照明装置を提
供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の発明は、青色光を励起光として発光する固
体光源と、該固体光源からの励起光により励起され該固体光源の発光波長より長波長の蛍
光を発光する蛍光体領域とを備え、前記蛍光体領域と前記固体光源との間には、前記固体
光源からの励起光を透過し、前記蛍光体領域からの蛍光を反射する特性を有する波長選択
手段が設けられ、該波長選択手段は、前記蛍光体領域の大きさよりも小さく、かつ、前記
固体光源からの励起光照射スポットの大きさと同じ大きさから前記固体光源からの励起光
照射スポットの大きさよりも励起光照射スポット位置調整のためのハンドリング公差を考
慮した分だけ大きい大きさの範囲の大きさのものとなっていることを特徴としている。
【００１０】
　また、請求項２記載の発明は、請求項１記載の光源装置において、前記波長選択手段は
、前記固体光源からの励起光照射スポットの大きさよりも０．０ｍｍ～０．２ｍｍの範囲
で同じか大きい大きさのものとなっていることを特徴としている。
【００１１】
　また、請求項３記載の発明は、請求項１または請求項２記載の光源装置において、前記
波長選択手段が配置されている領域以外の領域には、前記固体光源からの励起光を反射し
、前記蛍光体領域からの蛍光を透過する特性を有する第２の波長選択手段が設けられてい
るか、または、前記固体光源からの励起光、および、前記蛍光体領域からの蛍光を反射す
る反射手段が設けられていることを特徴としている。
【００１２】
　また、請求項４記載の発明は、青色光を励起光として発光する固体光源と、該固体光源
からの励起光により励起され該固体光源の発光波長より長波長の蛍光を発光する蛍光体領
域とを備え、前記蛍光体領域と前記固体光源との間には、前記固体光源からの励起光の前
記蛍光体領域入射時の反射を防止する反射防止手段が設けられ、該反射防止手段は、前記
蛍光体領域の大きさよりも小さく、かつ、前記固体光源からの励起光照射スポットの大き
さと同じ大きさから前記固体光源からの励起光照射スポットの大きさよりも励起光照射ス
ポット位置調整のためのハンドリング公差を考慮した分だけ大きい大きさの範囲の大きさ
のものとなっており、前記反射防止手段が配置されている領域以外の領域には、前記固体
光源からの励起光を反射し、前記蛍光体領域からの蛍光を透過する特性を有する第２の波
長選択手段が設けられているか、または、前記固体光源からの励起光、および、前記蛍光
体領域からの蛍光を反射する反射手段が設けられていることを特徴としている。
【００１３】
　また、請求項５記載の発明は、請求項４記載の光源装置において、前記反射防止手段は
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、前記固体光源からの励起光照射スポットの大きさよりも０．０ｍｍ～０．２ｍｍの範囲
で同じか大きい大きさのものとなっていることを特徴としている。
【００１４】
　また、請求項６記載の発明は、青色光を励起光として発光する固体光源と、該固体光源
からの励起光により励起され該固体光源の発光波長より長波長の蛍光を発光する蛍光体領
域とを備え、前記蛍光体領域と前記固体光源との間には、前記蛍光体領域の大きさよりも
小さく、かつ、前記固体光源からの励起光照射スポットの大きさと同じ大きさから前記固
体光源からの励起光照射スポットの大きさよりも励起光照射スポット位置調整のためのハ
ンドリング公差を考慮した分だけ大きい大きさの範囲の大きさの領域が設けられており、
該領域以外の領域には、前記固体光源からの励起光を反射し、前記蛍光体領域からの蛍光
を透過する特性を有する第２の波長選択手段が設けられているか、または、前記固体光源
からの励起光、および、前記蛍光体領域からの蛍光を反射する反射手段が設けられている
ことを特徴としている。
【００１５】
　また、請求項７記載の発明は、請求項６記載の光源装置において、前記蛍光体領域の大
きさよりも小さく、かつ、前記固体光源からの励起光照射スポットの大きさと同じ大きさ
から前記固体光源からの励起光照射スポットの大きさよりも励起光照射スポット位置調整
のためのハンドリング公差を考慮した分だけ大きい大きさの範囲の大きさの領域は、前記
固体光源からの励起光照射スポットの大きさよりも０．０ｍｍ～０．２ｍｍの範囲で同じ
か大きい大きさのものとなっていることを特徴としている。
【００１６】
　また、請求項８記載の発明は、請求項１乃至請求項７のいずれか一項に記載の光源装置
を用いたことを特徴とする照明装置である。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１乃至請求項３、請求項８記載の発明によれば、青色光を励起光として発光する
固体光源と、該固体光源からの励起光により励起され該固体光源の発光波長より長波長の
蛍光を発光する蛍光体領域とを備え、前記蛍光体領域と前記固体光源との間には、前記固
体光源からの励起光を透過し、前記蛍光体領域からの蛍光を反射する特性を有する波長選
択手段（例えば波長選択フィルタ）が設けられ、該波長選択手段は、前記蛍光体領域の大
きさよりも小さく、かつ、前記固体光源からの励起光照射スポットの大きさと同じ大きさ
から前記固体光源からの励起光照射スポットの大きさよりも励起光照射スポット位置調整
のためのハンドリング公差を考慮した分だけ大きい大きさの範囲の大きさのものとなって
いるので、光の利用効率を低下させることなく、青色光出射領域の大きさと蛍光出射領域
の大きさとを同程度のものにし、照射ムラ（色ムラ）を防止することができる。
【００１８】
　また、請求項４、請求項５、請求項８記載の発明によれば、青色光を励起光として発光
する固体光源と、該固体光源からの励起光により励起され該固体光源の発光波長より長波
長の蛍光を発光する蛍光体領域とを備え、前記蛍光体領域と前記固体光源との間には、前
記固体光源からの励起光の前記蛍光体領域入射時の反射を防止する反射防止手段（例えば
反射防止膜）が設けられ、該反射防止手段は、前記蛍光体領域の大きさよりも小さく、か
つ、前記固体光源からの励起光照射スポットの大きさと同じ大きさから前記固体光源から
の励起光照射スポットの大きさよりも励起光照射スポット位置調整のためのハンドリング
公差を考慮した分だけ大きい大きさの範囲の大きさのものとなっており、前記反射防止手
段が配置されている領域以外の領域には、前記固体光源からの励起光を反射し、前記蛍光
体領域からの蛍光を透過する特性を有する第２の波長選択手段が設けられているか、また
は、前記固体光源からの励起光、および、前記蛍光体領域からの蛍光を反射する反射手段
が設けられているので、光の利用効率を低下させることなく、青色光出射領域の大きさと
蛍光出射領域の大きさとを同程度のものにし、照射ムラ（色ムラ）を防止することができ
る。
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【００１９】
　また、請求項６乃至請求項８記載の発明によれば、青色光を励起光として発光する固体
光源と、該固体光源からの励起光により励起され該固体光源の発光波長より長波長の蛍光
を発光する蛍光体領域とを備え、前記蛍光体領域と前記固体光源との間には、前記蛍光体
領域の大きさよりも小さく、かつ、前記固体光源からの励起光照射スポットの大きさと同
じ大きさから前記固体光源からの励起光照射スポットの大きさよりも励起光照射スポット
位置調整のためのハンドリング公差を考慮した分だけ大きい大きさの範囲の大きさの領域
が設けられており、該領域以外の領域には、前記固体光源からの励起光を反射し、前記蛍
光体領域からの蛍光を透過する特性を有する第２の波長選択手段が設けられているか、ま
たは、前記固体光源からの励起光、および、前記蛍光体領域からの蛍光を反射する反射手
段が設けられているので、光の利用効率を低下させることなく、青色光出射領域の大きさ
と蛍光出射領域の大きさとを同程度のものにし、照射ムラ（色ムラ）を防止することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】従来の光源装置を示す図である。
【図２】蛍光体プレートの発光状態を示す図である。
【図３】図１の光源装置をレンズ系等を用いて所定の投影面に拡大投射する照明装置を示
す図である。
【図４】本発明の光源装置の第１の構成例を示す図である。
【図５】本発明の光源装置の第２の構成例を示す図である。
【図６】本発明の光源装置の第３の構成例を示す図である。
【図７】本発明の光源装置の第４の構成例を示す図である。
【図８】本発明の光源装置の第５の構成例を示す図である。
【図９】本発明の光源装置の第６の構成例を示す図である。
【図１０】本発明の光源装置の第７の構成例を示す図である。
【図１１】蛍光体固定用透明体の表面に、固体光源からの励起光（青色光）の蛍光体固定
用透明体入射時の反射を防止するための反射防止手段を設けた構成例を示す図である。
【図１２】固体光源からの励起光照射スポットの大きさの領域には蛍光体固定用透明体が
存在しないように、蛍光体固定用透明体をドーナツ形状のものにした構成例を示す図であ
る。
【図１３】図６、図８、図１０のように反射手段を設ける場合、反射手段の他の構成例を
示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２２】
　図４は、本発明の光源装置の第１の構成例を示す図である。図４を参照すると、この第
１の構成例の光源装置は、青色光を励起光として発光する固体光源３と、該固体光源３か
らの励起光により励起され該固体光源の発光波長より長波長の蛍光（例えば黄色光）を発
光する蛍光体領域（蛍光体プレート）４とを備え、蛍光体領域４と固体光源３との間には
、固体光源３からの励起光（青色光）を透過し、蛍光体領域４からの蛍光（例えば黄色光
）を反射する特性を有する波長選択手段（例えば波長選択フィルタ）６が設けられている
。
【００２３】
　ここで、本発明の第１の構成例では、波長選択手段（例えば波長選択フィルタ）６は、
蛍光体領域４の大きさよりも小さく、かつ、固体光源３からの励起光照射スポットの大き
さと同じ大きさから固体光源３からの励起光照射スポットの大きさよりも励起光照射スポ
ット位置調整のためのハンドリング公差を考慮した分だけ大きい大きさの範囲の大きさの
ものとなっている。



(7) JP 2012-243701 A 2012.12.10

10

20

30

40

50

【００２４】
　具体的に、波長選択手段（例えば波長選択フィルタ）６は、固体光源３からの励起光照
射スポットの大きさ（例えば直径）よりも０．０ｍｍ～０．２ｍｍの範囲で同じか大きい
大きさ（例えば直径）のものとなっている。
【００２５】
　なお、図４において、符号８は蛍光体固定用透明体、符号７は蛍光体領域（蛍光体プレ
ート）４の光取り出し面４ａから取り出される光（励起光（青色光）、蛍光（例えば黄色
光））を示している。また、以下の各例では、説明の便宜上、蛍光体領域（蛍光体プレー
ト）４から発光する蛍光は、黄色光であるとする。
【００２６】
　図４の構成では、固体光源３からの励起光（青色光）は、蛍光体固定用透明体８、波長
選択手段（例えば波長選択フィルタ）６を透過した後、蛍光体領域（蛍光体プレート）４
に入射する。蛍光体領域（蛍光体プレート）４に入射した励起光（青色光）の一部は、蛍
光体領域（蛍光体プレート）４を透過して蛍光体領域（蛍光体プレート）４の光取り出し
面４ａから出射する一方、他の一部は、蛍光体領域（蛍光体プレート）４で蛍光（黄色光
）の励起に用いられたり、あるいは、光取り出し面４ａで反射されて蛍光体領域（蛍光体
プレート）４を固体光源３側に戻り、蛍光体固定用透明体８を透過して固体光源３側に出
射される。従って、固体光源３からの励起光（青色光）は、蛍光体領域（蛍光体プレート
）４の励起光（青色光）が照射された部分（励起光照射スポット）に対応する光取り出し
面４ａから主に出射されることになる。
【００２７】
　これに対し、蛍光体領域（蛍光体プレート）４からの蛍光（黄色光）の発光は等方的で
あり、蛍光（黄色光）の一部は、蛍光体領域（蛍光体プレート）４の光取り出し面４ａか
ら出射する一方、他の一部は、光取り出し面４ａで反射されるなどして固体光源３側に戻
る。この際、波長選択手段（例えば波長選択フィルタ）６が設置されている領域に戻った
蛍光（黄色光）は、波長選択手段（例えば波長選択フィルタ）６で反射されて蛍光体領域
（蛍光体プレート）４の光取り出し面４ａに向かう。これにより、光の利用効率を高める
ことができる。一方、波長選択手段（例えば波長選択フィルタ）６が設置されている領域
以外の領域に戻った蛍光（黄色光）は、蛍光体固定用透明体８を透過して固体光源３側に
出射される。従って、蛍光体領域（蛍光体プレート）４からの蛍光（黄色光）も、蛍光体
領域（蛍光体プレート）４の励起光（青色光）が照射された部分（励起光照射スポット）
に対応する光取り出し面４ａから主に出射されることになる。
【００２８】
　このように、図４の構成では、蛍光体領域４の大きさよりも小さく、かつ、固体光源３
からの励起光照射スポットの大きさと同じ大きさから固体光源３からの励起光照射スポッ
トの大きさよりも励起光照射スポット位置調整のためのハンドリング公差を考慮した分だ
け大きい大きさの範囲の大きさの波長選択手段（例えば波長選択フィルタ）６が設けられ
ていることによって、光の利用効率を高めることができるとともに、蛍光体領域（蛍光体
プレート）４の光取り出し面４ａからの青色光出射領域と黄色光出射領域とは、励起光照
射スポットとほぼ同じ大きさとなり、青色光と黄色光との混色により白色光となって、照
射ムラ（色ムラ）は生じない。すなわち、図４の構成では、蛍光体領域（蛍光体プレート
）４の光取り出し面４ａからの青色光出射領域と黄色光出射領域とが、励起光照射スポッ
トとほぼ同じ大きさとなることにより、励起光照射スポットとほぼ同じ大きさの領域の外
側で黄色光となってしまうという図１の構成における照射ムラ（色ムラ）を有効に防止す
ることができる。
【００２９】
　従って、図４の光源装置をレンズ系等を用いて所定の投影面に拡大投射する照明装置で
は、投影面には、光源の色バラツキ（照射ムラ）が生じない良好なものとなる。
【００３０】
　図５は、本発明の光源装置の第２の構成例を示す図である。なお、図５において、図４
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と同様の箇所には同じ符号を付している。図５を参照すると、この第２の構成例の光源装
置は、図４に示した第１の構成例の光源装置において、波長選択手段（例えば波長選択フ
ィルタ）６が配置されている領域以外の領域には、固体光源３からの励起光（青色光）を
反射し、蛍光体領域（蛍光体プレート）４からの蛍光（黄色光）を透過する特性を有する
第２の波長選択手段（例えば第２の波長選択フィルタ）１０が設けられている。
【００３１】
　図５の構成では、固体光源３からの励起光（青色光）は、蛍光体固定用透明体８、波長
選択手段（例えば波長選択フィルタ）６を透過した後、蛍光体領域（蛍光体プレート）４
に入射する。蛍光体領域（蛍光体プレート）４に入射した励起光（青色光）の一部は、蛍
光体領域（蛍光体プレート）４を透過して蛍光体領域（蛍光体プレート）４の光取り出し
面４ａから出射する一方、他の一部は、蛍光体領域（蛍光体プレート）４で蛍光（黄色光
）の励起に用いられたり、あるいは、光取り出し面４ａで反射されて第２の波長選択手段
（例えば第２の波長選択フィルタ）１０に向かい、第２の波長選択手段（例えば第２の波
長選択フィルタ）１０で選択的に反射される。そして、第２の波長選択手段（例えば第２
の波長選択フィルタ）１０で選択的に反射されたこの励起光（青色光）の反射光の一部は
、光取り出し面４ａから出射され、また、他の一部は取り出し面４ａで反射されて第２の
波長選択手段（例えば第２の波長選択フィルタ）１０に向かい、さらに第２の波長選択手
段（例えば第２の波長選択フィルタ）１０で選択的に反射される、いわゆる多重反射光に
なる。ここで、この励起光（青色光）は、上記多重反射光として蛍光体領域（蛍光体プレ
ート）４を伝播する過程で、蛍光体領域（蛍光体プレート）４から蛍光（黄色光）を発光
させる。これにより、図５に示す第２の構成例では、蛍光体領域（蛍光体プレート）４の
光取り出し面４ａからの青色光出射領域と黄色光出射領域とは、励起光照射スポットより
も大きなものとなり（光の利用効率をより一層高めることができ）、励起光照射スポット
よりも大きなものとなった場合でも青色光と黄色光との混色により白色光となって、照射
ムラ（色ムラ）は生じない。すなわち、励起光照射スポットの外側の領域においても、蛍
光体領域（蛍光体プレート）４の光取り出し面４ａから励起光（青色光）と蛍光（黄色光
）とを出射させることができて、照射ムラ（色ムラ）を有効に防止することができ、かつ
、光の利用効率をより一層高めることができる。
【００３２】
　なお、図５に示す第２の構成例では、波長選択手段（例えば波長選択フィルタ）６が設
置されている領域以外の領域に戻った蛍光（黄色光）は、第２の波長選択手段（例えば第
２の波長選択フィルタ）１０を透過して固体光源３側に出射される。従って、図５に示す
第２の構成例では、蛍光体領域（蛍光体プレート）４からの蛍光（黄色光）は、多重反射
光にはならない。
【００３３】
　このように、図５の構成では、図４に示した第１の構成例の光源装置において、波長選
択手段（例えば波長選択フィルタ）６が配置されている領域以外の領域には、固体光源３
からの励起光（青色光）を反射し、蛍光体領域（蛍光体プレート）４からの蛍光（黄色光
）を透過する特性を有する第２の波長選択手段（例えば第２の波長選択フィルタ）１０が
設けられていることによって、光の利用効率をより一層高めることができるとともに、図
１の構成における照射ムラ（色ムラ）を有効に防止することができる。
【００３４】
　従って、図５の光源装置をレンズ系等を用いて所定の投影面に拡大投射する照明装置で
は、投影面には、光源の色バラツキ（照射ムラ）が生じない良好なものとなる。
【００３５】
　図６は、本発明の光源装置の第３の構成例を示す図である。なお、図６において、図４
と同様の箇所には同じ符号を付している。図６を参照すると、この第３の構成例の光源装
置は、図４に示した第１の構成例の光源装置において、波長選択手段（例えば波長選択フ
ィルタ）６が配置されている領域以外の領域には、固体光源３からの励起光（青色光）、
および、蛍光体領域（蛍光体プレート）４からの蛍光（黄色光）を反射する反射手段１１



(9) JP 2012-243701 A 2012.12.10

10

20

30

40

50

が設けられている。
【００３６】
　図６の構成では、固体光源３からの励起光（青色光）は、蛍光体固定用透明体８、波長
選択手段（例えば波長選択フィルタ）６を透過した後、蛍光体領域（蛍光体プレート）４
に入射する。蛍光体領域（蛍光体プレート）４に入射した励起光（青色光）の一部は、蛍
光体領域（蛍光体プレート）４を透過して蛍光体領域（蛍光体プレート）４の光取り出し
面４ａから出射する一方、他の一部は、蛍光体領域（蛍光体プレート）４で蛍光（黄色光
）の励起に用いられたり、あるいは、光取り出し面４ａで反射されて反射手段１１に向か
い、反射手段１１で反射される。そして、反射手段１１で反射されたこの励起光（青色光
）の反射光の一部は、光取り出し面４ａから出射され、また、他の一部は取り出し面４ａ
で反射されて反射手段１１に向かい、さらに反射手段１１で反射される、いわゆる多重反
射光になる。
【００３７】
　また、図６の構成では、波長選択手段（例えば波長選択フィルタ）６が設置されている
領域以外の領域に戻った蛍光（黄色光）は、反射手段１１で反射される。そして、反射手
段１１で反射されたこの蛍光（黄色光）の反射光の一部は、光取り出し面４ａから出射さ
れ、また、他の一部は取り出し面４ａで反射されて反射手段１１に向かい、さらに反射手
段１１で反射される、いわゆる多重反射光になる。
【００３８】
　このように、図６の構成では、励起光（青色光）と蛍光（黄色光）とは、ともに多重反
射光になり、励起光照射スポットの外側の領域においても、蛍光体領域（蛍光体プレート
）４の光取り出し面４ａから励起光（青色光）と蛍光（黄色光）とを出射させることがで
きて（励起光照射スポットよりも大きな領域においても、青色光と黄色光との混色により
白色光となって）、これにより、照射ムラ（色ムラ）を有効に防止することができ、かつ
、光の利用効率をより一層高めることができる。
【００３９】
　このように、図６の構成では、図４に示した第１の構成例の光源装置において、波長選
択手段（例えば波長選択フィルタ）６が配置されている領域以外の領域には、固体光源３
からの励起光（青色光）、および、蛍光体領域（蛍光体プレート）４からの蛍光（黄色光
）を反射する反射手段１１が設けられていることによって、光の利用効率をより一層高め
ることができるとともに、図１の構成における照射ムラ（色ムラ）を有効に防止すること
ができる。
【００４０】
　従って、図６の光源装置をレンズ系等を用いて所定の投影面に拡大投射する照明装置で
は、投影面には、光源の色バラツキ（照射ムラ）が生じない良好なものとなる。
【００４１】
　図７は、本発明の光源装置の第４の構成例を示す図である。なお、図７において、図４
、図５と同様の箇所には同じ符号を付している。図７を参照すると、この第４の構成例の
光源装置は、青色光を励起光として発光する固体光源３と、該固体光源３からの励起光に
より励起され該固体光源の発光波長より長波長の蛍光（例えば黄色光）を発光する蛍光体
領域（蛍光体プレート）４とを備え、蛍光体領域４と固体光源３との間には、固体光源３
からの励起光（青色光）の蛍光体領域４入射時の反射を防止する反射防止手段（例えば反
射防止膜）９が設けられている。
【００４２】
　ここで、本発明の第４の構成例では、反射防止手段（例えば反射防止膜）９は、蛍光体
領域４の大きさよりも小さく、かつ、固体光源３からの励起光照射スポットの大きさと同
じ大きさから固体光源３からの励起光照射スポットの大きさよりも励起光照射スポット位
置調整のためのハンドリング公差を考慮した分だけ大きい大きさの範囲の大きさのものと
なっている。
【００４３】
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　具体的に、反射防止手段（例えば反射防止膜）９は、固体光源３からの励起光照射スポ
ットの大きさ（例えば直径）よりも０．０ｍｍ～０．２ｍｍの範囲で同じか大きい大きさ
（例えば直径）のものとなっている。
【００４４】
　また、この第４の構成例の光源装置は、反射防止手段（例えば反射防止膜）９が配置さ
れている領域以外の領域には、固体光源３からの励起光（青色光）を反射し、蛍光体領域
（蛍光体プレート）４からの蛍光（黄色光）を透過する特性を有する第２の波長選択手段
（例えば第２の波長選択フィルタ）１０が設けられている。
【００４５】
　図７の構成では、固体光源３からの励起光（青色光）は、蛍光体固定用透明体８、反射
防止手段（例えば反射防止膜）９を透過した後、蛍光体領域（蛍光体プレート）４に入射
する。この際、固体光源３からの励起光（青色光）の蛍光体領域４入射時の反射を防止す
る反射防止手段（例えば反射防止膜）９が設けられていることにより、固体光源３からの
励起光（青色光）は、蛍光体領域（蛍光体プレート）４に効率よく（少ない反射で）入射
する。これにより、光の利用効率を高めることができる。蛍光体領域（蛍光体プレート）
４に入射した励起光（青色光）の一部は、蛍光体領域（蛍光体プレート）４を透過して蛍
光体領域（蛍光体プレート）４の光取り出し面４ａから出射する一方、他の一部は、蛍光
体領域（蛍光体プレート）４で蛍光（黄色光）の励起に用いられたり、あるいは、光取り
出し面４ａで反射されて第２の波長選択手段（例えば第２の波長選択フィルタ）１０に向
かい、第２の波長選択手段（例えば第２の波長選択フィルタ）１０で選択的に反射される
。そして、第２の波長選択手段（例えば第２の波長選択フィルタ）１０で選択的に反射さ
れたこの励起光（青色光）の反射光の一部は、光取り出し面４ａから出射され、また、他
の一部は取り出し面４ａで反射されて第２の波長選択手段（例えば第２の波長選択フィル
タ）１０に向かい、さらに第２の波長選択手段（例えば第２の波長選択フィルタ）１０で
選択的に反射される、いわゆる多重反射光になる。ここで、この励起光（青色光）は、上
記多重反射光として蛍光体領域（蛍光体プレート）４を伝播する過程で、蛍光体領域（蛍
光体プレート）４から蛍光（黄色光）を発光させる。これにより、図７に示す第４の構成
例では、蛍光体領域（蛍光体プレート）４の光取り出し面４ａからの青色光出射領域と黄
色光出射領域とは、励起光照射スポットよりも大きなものとなり（光の利用効率をより一
層高めることができ）、励起光照射スポットよりも大きなものとなった場合でも青色光と
黄色光との混色により白色光となって、照射ムラ（色ムラ）は生じない。すなわち、励起
光照射スポットの外側の領域においても、蛍光体領域（蛍光体プレート）４の光取り出し
面４ａから励起光（青色光）と蛍光（黄色光）とを出射させることができて、照射ムラ（
色ムラ）を有効に防止することができ、かつ、光の利用効率をより一層高めることができ
る。
【００４６】
　なお、図７に示す第４の構成例では、反射防止手段（例えば反射防止膜）９が設置され
ている領域以外の領域に戻った蛍光（黄色光）は、第２の波長選択手段（例えば第２の波
長選択フィルタ）１０を透過して固体光源３側に出射される。従って、図７に示す第４の
構成例では、蛍光体領域（蛍光体プレート）４からの蛍光（黄色光）は、多重反射光には
ならない。
【００４７】
　このように、図７の構成では、反射防止手段（例えば反射防止膜）９が配置されている
領域以外の領域には、固体光源３からの励起光（青色光）を反射し、蛍光体領域（蛍光体
プレート）４からの蛍光（黄色光）を透過する特性を有する第２の波長選択手段（例えば
第２の波長選択フィルタ）１０が設けられていることによって、光の利用効率をより一層
高めることができるとともに、図１の構成における照射ムラ（色ムラ）を有効に防止する
ことができる。
【００４８】
　従って、図７の光源装置をレンズ系等を用いて所定の投影面に拡大投射する照明装置で
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は、投影面には、光源の色バラツキ（照射ムラ）が生じない良好なものとなる。
【００４９】
　図８は、本発明の光源装置の第５の構成例を示す図である。なお、図８において、図７
、図６と同様の箇所には同じ符号を付している。図８を参照すると、この第５の構成例の
光源装置は、第４の構成例の光源装置において、第２の波長選択手段（例えば第２の波長
選択フィルタ）１０のかわりに、反射手段１１が設けられたものとなっている。
【００５０】
　図８の構成では、固体光源３からの励起光（青色光）は、蛍光体固定用透明体８、反射
防止手段（例えば反射防止膜）９を透過した後、蛍光体領域（蛍光体プレート）４に入射
する。蛍光体領域（蛍光体プレート）４に入射した励起光（青色光）の一部は、蛍光体領
域（蛍光体プレート）４を透過して蛍光体領域（蛍光体プレート）４の光取り出し面４ａ
から出射する一方、他の一部は、蛍光体領域（蛍光体プレート）４で蛍光（黄色光）の励
起に用いられたり、あるいは、光取り出し面４ａで反射されて反射手段１１に向かい、反
射手段１１で反射される。そして、反射手段１１で反射されたこの励起光（青色光）の反
射光の一部は、光取り出し面４ａから出射され、また、他の一部は取り出し面４ａで反射
されて反射手段１１に向かい、さらに反射手段１１で反射される、いわゆる多重反射光に
なる。
【００５１】
　また、図８の構成では、反射防止手段（例えば反射防止膜）９が設置されている領域以
外の領域に戻った蛍光（黄色光）は、反射手段１１で反射される。そして、反射手段１１
で反射されたこの蛍光（黄色光）の反射光の一部は、光取り出し面４ａから出射され、ま
た、他の一部は取り出し面４ａで反射されて反射手段１１に向かい、さらに反射手段１１
で反射される、いわゆる多重反射光になる。
【００５２】
　このように、図８の構成では、励起光（青色光）と蛍光（黄色光）とは、ともに多重反
射光になり、励起光照射スポットの外側の領域においても、蛍光体領域（蛍光体プレート
）４の光取り出し面４ａから励起光（青色光）と蛍光（黄色光）とを出射させることがで
きて（励起光照射スポットよりも大きな領域においても、青色光と黄色光との混色により
白色光となって）、これにより、照射ムラ（色ムラ）を有効に防止することができ、かつ
、光の利用効率をより一層高めることができる。
【００５３】
　このように、図８の構成では、反射防止手段（例えば反射防止膜）９が配置されている
領域以外の領域には、固体光源３からの励起光（青色光）、および、蛍光体領域（蛍光体
プレート）４からの蛍光（黄色光）を反射する反射手段１１が設けられていることによっ
て、光の利用効率をより一層高めることができるとともに、図１の構成における照射ムラ
（色ムラ）を有効に防止することができる。
【００５４】
　従って、図８の光源装置をレンズ系等を用いて所定の投影面に拡大投射する照明装置で
は、投影面には、光源の色バラツキ（照射ムラ）が生じない良好なものとなる。
【００５５】
　図９は、本発明の光源装置の第６の構成例を示す図である。なお、図９において、図４
、図５と同様の箇所には同じ符号を付している。図９を参照すると、この第６の構成例の
光源装置は、青色光を励起光として発光する固体光源３と、該固体光源３からの励起光に
より励起され該固体光源の発光波長より長波長の蛍光（例えば黄色光）を発光する蛍光体
領域（蛍光体プレート）４とを備え、蛍光体領域４と固体光源３との間には、蛍光体領域
４の大きさよりも小さく、かつ、固体光源３からの励起光照射スポットの大きさと同じ大
きさから固体光源３からの励起光照射スポットの大きさよりも励起光照射スポット位置調
整のためのハンドリング公差を考慮した分だけ大きい大きさの範囲の大きさの領域（何も
設けられていない領域）１５が設けられており、該領域１５以外の領域には、固体光源３
からの励起光（青色光）を反射し、蛍光体領域（蛍光体プレート）４からの蛍光（黄色光
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）を透過する特性を有する第２の波長選択手段（例えば第２の波長選択フィルタ）１０が
設けられている。
【００５６】
　ここで、具体的に、領域１５は、固体光源３からの励起光照射スポットの大きさ（例え
ば直径）よりも０．０ｍｍ～０．２ｍｍの範囲で同じか大きい大きさ（例えば直径）のも
のとなっている。
【００５７】
　図９の構成では、固体光源３からの励起光（青色光）は、蛍光体固定用透明体８を透過
した後、蛍光体領域（蛍光体プレート）４に入射する。蛍光体領域（蛍光体プレート）４
に入射した励起光（青色光）の一部は、蛍光体領域（蛍光体プレート）４を透過して蛍光
体領域（蛍光体プレート）４の光取り出し面４ａから出射する一方、他の一部は、蛍光体
領域（蛍光体プレート）４で蛍光（黄色光）の励起に用いられたり、あるいは、光取り出
し面４ａで反射されて第２の波長選択手段（例えば第２の波長選択フィルタ）１０に向か
い、第２の波長選択手段（例えば第２の波長選択フィルタ）１０で選択的に反射される。
そして、第２の波長選択手段（例えば第２の波長選択フィルタ）１０で選択的に反射され
たこの励起光（青色光）の反射光の一部は、光取り出し面４ａから出射され、また、他の
一部は取り出し面４ａで反射されて第２の波長選択手段（例えば第２の波長選択フィルタ
）１０に向かい、さらに第２の波長選択手段（例えば第２の波長選択フィルタ）１０で選
択的に反射される、いわゆる多重反射光になる。ここで、この励起光（青色光）は、上記
多重反射光として蛍光体領域（蛍光体プレート）４を伝播する過程で、蛍光体領域（蛍光
体プレート）４から蛍光（黄色光）を発光させる。これにより、図９に示す第６の構成例
では、蛍光体領域（蛍光体プレート）４の光取り出し面４ａからの青色光出射領域と黄色
光出射領域とは、励起光照射スポットよりも大きなものとなり（光の利用効率をより一層
高めることができ）、励起光照射スポットよりも大きなものとなった場合でも青色光と黄
色光との混色により白色光となって、照射ムラ（色ムラ）は生じない。すなわち、励起光
照射スポットの外側の領域においても、蛍光体領域（蛍光体プレート）４の光取り出し面
４ａから励起光（青色光）と蛍光（黄色光）とを出射させることができて、照射ムラ（色
ムラ）を有効に防止することができ、かつ、光の利用効率をより一層高めることができる
。
【００５８】
　なお、図９に示す第６の構成例では、領域１５以外の領域に戻った蛍光（黄色光）は、
第２の波長選択手段（例えば第２の波長選択フィルタ）１０を透過して固体光源３側に出
射される。従って、図９に示す第６の構成例では、蛍光体領域（蛍光体プレート）４から
の蛍光（黄色光）は、多重反射光にはならない。
【００５９】
　このように、図９の構成では、領域１５以外の領域には、固体光源３からの励起光（青
色光）を反射し、蛍光体領域（蛍光体プレート）４からの蛍光（黄色光）を透過する特性
を有する第２の波長選択手段（例えば第２の波長選択フィルタ）１０が設けられているこ
とによって、光の利用効率をより一層高めることができるとともに、図１の構成における
照射ムラ（色ムラ）を有効に防止することができる。
【００６０】
　従って、図９の光源装置をレンズ系等を用いて所定の投影面に拡大投射する照明装置で
は、投影面には、光源の色バラツキ（照射ムラ）が生じない良好なものとなる。
【００６１】
　図１０は、本発明の光源装置の第７の構成例を示す図である。なお、図１０において、
図９、図６と同様の箇所には同じ符号を付している。図１０を参照すると、この第７の構
成例の光源装置は、第６の構成例の光源装置において、第２の波長選択手段（例えば第２
の波長選択フィルタ）１０のかわりに、反射手段１１が設けられたものとなっている。
【００６２】
　図１０の構成では、固体光源３からの励起光（青色光）は、蛍光体固定用透明体８を透
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過した後、蛍光体領域（蛍光体プレート）４に入射する。蛍光体領域（蛍光体プレート）
４に入射した励起光（青色光）の一部は、蛍光体領域（蛍光体プレート）４を透過して蛍
光体領域（蛍光体プレート）４の光取り出し面４ａから出射する一方、他の一部は、蛍光
体領域（蛍光体プレート）４で蛍光（黄色光）の励起に用いられたり、あるいは、光取り
出し面４ａで反射されて反射手段１１に向かい、反射手段１１で反射される。そして、反
射手段１１で反射されたこの励起光（青色光）の反射光の一部は、光取り出し面４ａから
出射され、また、他の一部は取り出し面４ａで反射されて反射手段１１に向かい、さらに
反射手段１１で反射される、いわゆる多重反射光になる。
【００６３】
　また、図１０の構成では、領域１５以外の領域に戻った蛍光（黄色光）は、反射手段１
１で反射される。そして、反射手段１１で反射されたこの蛍光（黄色光）の反射光の一部
は、光取り出し面４ａから出射され、また、他の一部は取り出し面４ａで反射されて反射
手段１１に向かい、さらに反射手段１１で反射される、いわゆる多重反射光になる。
【００６４】
　このように、図１０の構成では、励起光（青色光）と蛍光（黄色光）とは、ともに多重
反射光になり、励起光照射スポットの外側の領域においても、蛍光体領域（蛍光体プレー
ト）４の光取り出し面４ａから励起光（青色光）と蛍光（黄色光）とを出射させることが
できて（励起光照射スポットよりも大きな領域においても、青色光と黄色光との混色によ
り白色光となって）、これにより、照射ムラ（色ムラ）を有効に防止することができ、か
つ、光の利用効率をより一層高めることができる。
【００６５】
　このように、図１０の構成では、領域１５以外の領域には、固体光源３からの励起光（
青色光）、および、蛍光体領域（蛍光体プレート）４からの蛍光（黄色光）を反射する反
射手段１１が設けられていることによって、光の利用効率をより一層高めることができる
とともに、図１の構成における照射ムラ（色ムラ）を有効に防止することができる。
【００６６】
　従って、図１０の光源装置をレンズ系等を用いて所定の投影面に拡大投射する照明装置
では、投影面には、光源の色バラツキ（照射ムラ）が生じない良好なものとなる。
【００６７】
　なお、上述した各構成例において、固体光源３には、青色光領域に発光波長をもつ発光
ダイオードやレーザーダイオード（半導体レーザー）などが使用可能である。例えば、Ｇ
ａＮ系の材料を用いた約４６０ｎｍの青色光を発光するレーザーダイオードなどを用いる
ことができる。
【００６８】
　また、上述した各構成例では、蛍光体領域（蛍光体プレート）４から発光する蛍光は、
黄色光であるとしたが、蛍光体領域（蛍光体プレート）４から発光する蛍光は、例えば赤
色光と緑色光などの混色であっても良い。
【００６９】
　すなわち、蛍光体領域（蛍光体プレート）４には、固体光源３からの励起光により励起
され固体光源３の発光波長よりも長波長の蛍光を発光する少なくとも１種類の蛍光体を含
ませることができる。具体的には、固体光源３が青色光を発光するものである場合、蛍光
体領域（蛍光体プレート）４には、例えば、緑、赤、黄色などの蛍光体のうち、少なくと
も１種類の蛍光体を含ませることができる。固体光源３が青色光を発光するものである場
合、蛍光体領域（蛍光体プレート）４が、例えば、黄色の蛍光体だけを含んでいるときに
は、固体光源３からの青色光を蛍光体領域（蛍光体プレート）４に照射するとき、青色光
と黄色光との混色によって白色光を得ることができる。また、固体光源３が青色光を発光
するものである場合、蛍光体領域（蛍光体プレート）４が、例えば、緑、赤色の蛍光体を
含んでいるときには（緑、赤色の蛍光体のそれぞれが例えば均一に分散されて混合された
ものとなっているときには）、固体光源３からの青色光を蛍光体領域（蛍光体プレート）
４に照射するとき、青色光と赤色光と緑色光との混色によって白色光を得ることができる
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。
【００７０】
　より具体的に、固体光源３に、例えば、ＧａＮ系の材料を用いた発光波長が約４６０ｎ
ｍの青色光を発光する発光ダイオードや半導体レーザーなどを用いる場合、蛍光体領域（
蛍光体プレート）４の蛍光体としては、波長が約４４０ｎｍないし約４７０ｎｍの青色光
により励起されるものとして、例えば、赤色蛍光体には、ＣａＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ２＋、
Ｃａ２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ２＋、ＫＳｉＦ６：Ｍｎ４＋、ＫＴｉＦ６：Ｍｎ４＋等を用いる
ことができ、緑色蛍光体には、Ｌｕ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋、Ｙ３（Ｇａ，Ａｌ）５Ｏ

１２：Ｃｅ３＋、Ｃａ３Ｓｃ２Ｓｉ３Ｏ１２：Ｃｅ３＋、ＣａＳｃ２Ｏ４：Ｅｕ２＋、（
Ｂａ，Ｓｒ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ２＋、Ｂａ３Ｓｉ６Ｏ１２Ｎ２：Ｅｕ２＋、（Ｓｉ，Ａｌ
）６（Ｏ，Ｎ）８：Ｅｕ２＋等を用いることができる。また、波長が約４４０ｎｍないし
約４７０ｎｍの青色光により励起されるものとして、例えば、Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３

＋　（ＹＡＧ）、（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ２＋、Ｃａｘ（Ｓｉ，Ａｌ）１２（Ｏ
，Ｎ）１６：Ｅｕ２＋等の黄色蛍光体を用いることができる。
【００７１】
　また、上述した各構成例において、蛍光体領域（蛍光体プレート）４としては、材料の
コストを下げることや、加工性向上の為にシリコーン樹脂などの高い透明樹脂中に蛍光体
を分散、塗布した物を用いることもできるが、より高い耐熱性が必要な場合、蛍光体粉末
をガラス中に分散させたもの、ガラス中に発光中心をドープしたもの、セラミック蛍光体
などを用いた方が有利である。
【００７２】
　また、上述した各構成例において、波長選択手段（例えば波長選択フィルタ）６には、
屈折率の異なる誘電体物質を交互に多層に積層し鏡面に形成させ、固体光源３からの励起
光（青色光）を透過し、蛍光体領域４からの蛍光（例えば黄色光）を反射する特性を有す
るものが用いられる。また、第２の波長選択手段（例えば第２の波長選択フィルタ）１０
には、屈折率の異なる誘電体物質を交互に多層に積層し鏡面に形成させ、固体光源３から
の励起光（青色光）を反射し、蛍光体領域（蛍光体プレート）４からの蛍光（例えば黄色
光）を透過する特性を有するものが用いられる。また、反射手段１１には、蛍光体領域（
蛍光体プレート）４内部を透過する際に拡散した励起光（青色光）および励起光（青色光
）により励起された蛍光（例えば黄色光）を反射するアルミニウムや銀などの金属層もし
くは酸化チタンや酸化ケイ素などを積層した光学多層膜などが用いられる。また、反射防
止手段（例えば反射防止膜）９には、反射防止の機能を持つ酸化チタンや酸化ケイ素など
を積層した光学多層膜などがＡＲコートとして用いられる。
【００７３】
　また、上述した各構成例において、蛍光体領域（蛍光体プレート）４を固定して（例え
ば回転させずに）使用する場合には、蛍光体領域（蛍光体プレート）４の周りを冷却効率
の高い材質（例えば金属）にて囲み、蛍光体領域（蛍光体プレート）４からの発熱を周辺
部から放熱することで蛍光体領域（蛍光体プレート）４の変換効率低下を防止することが
出来る。すなわち、蛍光体は光を変換する場合に発熱し、蛍光体は周囲温度が上昇すると
変換効率が低下する温度消光という特性を持っているので、蛍光体領域（蛍光体プレート
）４からの発熱を周辺部から放熱することで蛍光体領域（蛍光体プレート）４の変換効率
低下を防止することが出来る。
【００７４】
　また、上述した各構成例において、蛍光体領域（蛍光体プレート）４には、例えば１０
０μｍ程度の厚さのものが用いられるが、蛍光体を１００μｍ以下の非常に薄い状態で使
用する場合には割れやすく強度的に問題発生しやすくなる為、その場合は補強することが
望まれる。例えば図４乃至図１０に示したような蛍光体固定用透明体８（例えばサファイ
ヤガラスの様な透明体）上に蛍光体領域（蛍光体プレート）４を貼り付けることにより、
蛍光体領域（蛍光体プレート）４を補強することができる。なお、図４乃至図１０に示し
たような蛍光体固定用透明体８を設ける場合、例えば図１１に示すように（なお、図１１
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は図４に対応した図である）、蛍光体固定用透明体８の表面には、固体光源３からの励起
光（青色光）の蛍光体固定用透明体８入射時の反射を防止するための反射防止手段（例え
ば反射防止膜（ＡＲコート））１７を設けることができる。ここで、反射防止手段（例え
ば反射防止膜（ＡＲコート））１７は、固体光源３からの励起光照射スポットの大きさと
同じ大きさから固体光源３からの励起光照射スポットの大きさよりも励起光照射スポット
位置調整のためのハンドリング公差を考慮した分だけ大きい大きさの範囲の大きさのもの
となっている。具体的に、反射防止手段（例えば反射防止膜（ＡＲコート））１７は、固
体光源３からの励起光照射スポットの大きさ（例えば直径）よりも０．０ｍｍ～０．２ｍ
ｍの範囲で同じか大きい大きさ（例えば直径）のものとなっている。
【００７５】
　また、図４乃至図１０に示したような蛍光体固定用透明体８を設ける場合、例えば図１
２に示すように（なお、図１２は図４に対応した図である）、固体光源３からの励起光照
射スポットの大きさの領域には蛍光体固定用透明体が存在しないように、蛍光体固定用透
明体８をドーナツ形状のものにすることもできる。
【００７６】
　また、図６、図８、図１０のように反射手段１１を設ける場合には、図１２に示すよう
なドーナツ形状の蛍光体固定用透明体８のかわりに、図１３に示すように（なお、図１３
は図６に対応した図である）、反射手段１１として、蛍光体領域（蛍光体プレート）４の
補強をも兼ねた反射率の高い銀やアルミニウムなどのドーナツ形状の金属板を用いること
もできる。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明は、自動車前照灯などの自動車用照明装置、プロジェクター、一般照明などに利
用可能である。
【符号の説明】
【００７８】
　３　　　　　固体光源
　４　　　　　蛍光体領域（蛍光体プレート）
　６　　　　　波長選択手段
　８　　　　　蛍光体固定用透明体
　９　　　　　反射防止手段
　１０　　　　第２の波長選択手段
　１１　　　　反射手段
　１５　　　　領域
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