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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子と、前記発光素子を載置する実装基板と、前記発光素子が発光する光のうち少
なくとも一部の波長の光を吸収する光吸収体及び／又は発光素子が発光する光によって励
起され発光素子の発光波長と異なる波長の光を放射する蛍光体を含む、単一種又は複数種
の光色変換材と、前記発光素子又は光色変換材からの光を所定の方向に導くための光学部
材とを備えた発光装置において、
　前記光色変換材を前記光学部材の発光素子に対向する面側に配置し、かつ、前記光学部
材の発光素子に対向する側の面内において、光色変換材の面内濃度分布又は面内密度分布
に差異を設けるために、前記光学部材の発光素子に対向する面の略中央から外周部に向け
て、前記光色変換材を充填固定するための溝部を複数個備えていることを特徴とする発光
装置。
【請求項２】
　前記溝部の間隔に大小を設けた請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記溝部の深さに深浅を設けた請求項１に記載の発光装置。
【請求項４】
　スクリーン印刷の手法を用いて、前記光学部材の発光素子に対向する面側に前記光色変
換材の層を形成する請求項１に記載の発光装置の製造方法。
【請求項５】
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　ドット印刷の手法を用いて、前記光学部材の発光素子に対向する面側に前記光色変換材
の層を形成する請求項１に記載の発光装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、発光素子と、光学部材の発光素子に対向する面側に配置した光色変換材とを用
いた発光装置及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、窒化ガリウム系化合物半導体を用いた青色光あるいは紫外線を放射する発光素子を
、種々の光色変換材と組み合わせることにより、白色を含め、発光素子の本来の発光色と
は異なる色合いの光を出すことができる発光装置が開発されている。このような発光装置
は、小型、軽量、省電力といった長所があり、現在、表示用光源、小型電球の代替光源、
あるいは液晶パネル用光源等として広く用いられている。
【０００３】
ここで、光色変換材は、発光素子が発光する発光波長の少なくとも一部の波長の光を吸収
する光吸収物質を含む光吸収体や、発光素子の発光により励起されて発光素子の発光波長
とは異なる波長の光を放射する蛍光物質を含む蛍光体などからなる。光吸収体は、特定の
色の光を吸収してその色の光強度を減少させる色合い調整などに用いられる。また、蛍光
体は、例えば、青色から青色の補色である黄色に変換する蛍光体の場合、単純に黄色光を
得るために用いる他、青色光の一部を黄色光に変換して残りの青色光と合成することによ
り白色光を得ためにも用いられる。
【０００４】
このような発光装置において、通常、発光素子は実装基板に設けられた凹部に載置され、
蛍光体や光吸収体等の光色変換材は、発光素子の近傍であって発光素子からの光の経路上
に備えられる。光色変換材の固定方法として、発光素子載置部である前記凹部に、光色変
換材を含有した樹脂を充填する方法が一般的に行われている。
【０００５】
上記の光色変換材を固定する従来技術では、個々の発光素子載置部に、光色変換材を含む
少量の樹脂を滴下充填して硬化させているので、工程が煩雑で時間を要するという問題が
ある。また、上記樹脂の滴下量や光色変換材の濃度制御が困難という理由で、発光部毎の
色ばらつきや光量ばらつきが大きいという問題がある。
【０００６】
そこで、発光装置を形成する基材に印刷手法を用いて光色変換材を固定する方法が、本出
願人らによって提案された（例えば、特許文献１参照）。その方法は、「基材」として発
光素子を実装した実装基板、発光素子を形成した化合物半導体ウエハ、又は前記実装基板
若しくは半導体ウエハに接着される樹脂シートを用いるものであり、これらの基材に光色
変換材を構成する物質（光吸収物質や蛍光物質などの光色変換物質）を含む樹脂が印刷さ
れる。また、その印刷手法として、スクリーン印刷、ドット印刷、又は多色印刷の方法が
用いられる。この方法は、印刷の手法を用いて樹脂を塗布することによって、光色変換材
を基材の必要箇所に、所望の厚みで、また微細なパターンで比較的容易に形成でき、発光
の色ばらつきや光量ばらつきを小さくすることができるものである。
【０００７】
さらに、本出願人らは、上記の「基材」側ではなく、導光板やレンズを構成する「光学部
材」の発光素子に対向する面側に光色変換材を形成することによっても上記の問題が解決
され、また、光色変換材が発光素子に直接接触しない構造であるため、光色変換材を含む
発光装置の寿命が向上することを見出し、これを先に特許出願した（特願２００２－２１
８９８９）。
【０００８】
【特許文献１】
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特開２００３－０４６１３４号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した特許文献１や特願２００２－２１８９８９に示される方法により
光色変換材を形成した発光装置においては、個々の発光部について、なお、観察する方向
（角度）に依存する輝度むら、色むらがあるという問題があった。
【００１０】
本発明は、上記課題を解消するものであって、光色変換材を光学部材の発光素子に対向す
る面側に配置した発光装置において、簡単な構成により、観察方向による発光部の輝度む
ら、あるいは色むらが低減された発光装置及びその製造方法を提供することを目的とする
。
【００１１】
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
　上記課題を達成するために、請求項１の発明は、発光素子と、前記発光素子を載置する
実装基板と、前記発光素子が発光する光のうち少なくとも一部の波長の光を吸収する光吸
収体及び／又は発光素子が発光する光によって励起され発光素子の発光波長と異なる波長
の光を放射する蛍光体を含む単一種又は複数種の光色変換材と、前記発光素子又は光色変
換材からの光を所定の方向に導くための光学部材とを備えた発光装置において、前記光色
変換材を前記光学部材の発光素子に対向する面側に配置し、かつ、前記光学部材の発光素
子に対向する側の面内において、光色変換材の面内濃度分布又は面内密度分布に差異を設
けるために、前記光学部材の発光素子に対向する面の略中央から外周部に向けて、前記光
色変換材を充填固定するための溝部を複数個備えている発光装置である。
【００１２】
　上記構成においては、光学部材の発光素子に対向する面の略中央から外周部に向けて、
光色変換材を充填固定するための溝部を複数個備えて光色変換材を光学部材の発光素子に
対向する面側に配置し、かつ、その面内濃度分布又は面内密度分布に差異を設けるように
したので、発光素子の発光特性、及び発光素子と光学部材との幾何学配置に基づいて、光
色変換材を分布させて固定することができ、観察方向による発光部の輝度むら、色むらを
低減することができる。また、光学部材側に光色変換材を設けているので、発光素子を実
装した実装基板と分離して交換することが容易である。また、発光素子を実装した実装基
板の製造とは独立して、光色変換材を形成した光学部材を製造することができる。
【００１３】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の発光装置において、前記溝部の間隔に大小を設け
たものである。
【００１４】
上記構成においては、間隔に大小を設けた溝部に光色変換材を充填固定したので、溝部を
通らない光はそのまま光学部材に入射して外部に放射され、溝部を通る光は光色変換材で
波長変換、吸収、又は散乱を受けて光学部材に入射して外部に放射される。溝部を通る光
に対する溝部の間隔の大小分布の効果により、上記同様に、観察方向による発光部の輝度
むら、色むらを低減することができる。また、発光素子からの光の一部をそのまま用いる
発光装置の場合（例えば、もとの発光色の全てを他の色に変換せずに一部を補色に変換し
て白色化する場合）、上記構成では溝部を通らないもとの光（直接光）が外部に放射され
るため、全ての光が光色変換材を通過する構成のものに比べて、直接光が光色変換材によ
る散乱を受けない分、発光効率が増加した発光装置が得られる。
【００１５】
　請求項３の発明は、請求項１に記載の発光装置において、前記溝部の深さに深浅を設け
たものである。
【００１６】
上記構成においては、深さに深浅を設けた溝部に光色変換材を充填固定したので、前記同
様の輝度むら、色むら低減効果があり、また、溝部を通らない光の存在により、前記同様
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の発光効率増加の効果がある。
【００１７】
請求項４の発明は、スクリーン印刷の手法を用いて、前記光学部材の発光素子に対向する
面側に前記光色変換材の層を形成する請求項１に記載の発光装置の製造方法である。
【００１８】
上記方法においては、光学部材の発光素子と対向する面側に光色変換物質を含む材料をス
クリーン印刷で塗布して光色変換材の層を形成するので、再現性良く、また位置や厚み分
布を精度良く制御して光色変換材を形成でき、観察方向による発光部の輝度むら、色むら
を低減した発光装置を製造することができる。
【００１９】
請求項５の発明は、ドット印刷の手法を用いて、前記光学部材の発光素子に対向する面側
に前記光色変換材の層を形成する請求項１に記載の発光装置の製造方法である。
【００２０】
上記方法においては、光学部材の発光素子と対向する面側に光色変換物質を含む材料をド
ット印刷で塗布して光色変換材の層を形成するので、前記同様に、観察方向による発光部
の輝度むら、色むらを低減した発光装置を製造することができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態に係る発光装置及びその製造方法について、図面を参照して説
明する。図１は発光装置１０を示す。発光装置１０は、実装基板１の凹部２の底面に発光
素子３とを実装して備えている。また、発光装置１０は、発光素子３が発光する光を他の
色に変換する光色変換材５と発光素子３又は光色変換材５からの光を所定の方向に導くた
めの光学部材４とを備えている。光学部材４として、本例及び以下の図においてレンズが
示されているが、特にレンズに限られず、導光板とすることもできる。なお、図１及び以
下の図において、各構成物が略軸対称なものとして図示されているが、発光装置としては
、特に軸対称に限るものではない。また、図示は省略されているが、実装基板１は発光素
子３に電力を供給するための配線部を有し、発光素子３はワイヤボンディングや電極接合
用バンプによって配線部に接続されており、発光装置は、通常の発光装置としての機能を
有している。発光素子３として、例えば、窒化ガリウム系化合物半導体からなる青色発光
素子が用いられる。
【００２２】
光色変換材５は、発光素子３が発光する光のうち少なくとも一部の波長の光を吸収する光
吸収体及び／又は発光素子３が発光する光によって励起され発光素子３の発光波長と異な
る波長の光を放射する蛍光体を含む単一種又は複数種含んだものである。この光色変換材
５は、光学部材４の発光素子３に対向する面４１側に配置されている。また、光色変換材
５の面内濃度分布又は面内密度分布は、光学部材４の発光素子３に対向する側の面４１内
において、例えば中央部で濃度又は密度が高く、周辺部で低いように差異をつけて設けら
れる。
【００２３】
ここで、発光素子３に対向する側の面４１内における光色変換材の面内濃度分布又は面内
密度分布の用語について説明する。面４１内における面分布とは、対象物の密度、濃度、
厚み、重量などの値を、この面４１に投影して得られる２次元分布のことである。後述す
るように、光色変換材そのものがあるところとないところを設けて形成することもあり、
また、一様に分布した光色変換材に含まれる光色変換物質（光吸収物質や蛍光物質など）
の濃度を場所によって変えて形成することもある。
【００２４】
このような光色変換材５の面分布は、発光素子３からの発光分布に基づいて、また、発光
装置１０の使用目的に基づいて決められる。発光素子３からの発光の特性として、通常、
光学部材（レンズ）４の発光素子に対向する面の略中央付近で最も強く、中央部付近から
外周部にかけて次第に弱まる傾向が観測される。そこで、光色変換材５の厚みは略均一で
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あるが、光色変換材５の濃度を、レンズ４の発光素子３に対向する面上において、中心に
近いほど濃く、外周に近いほど薄くなるように形成される。なお、本実施形態、及び以下
に示す実施形態において、上記のような発光素子の特性に対応した光色変換材について説
明する。
【００２５】
このように、光色変換材５を光学部材４の発光素子３に対向する面側に配置し、かつ、そ
の面内濃度分布又は面内密度分布に差異を設ける発光装置１０の構成により、発光素子３
の発光特性、及び発光素子３と光学部材４との幾何学配置に基づいて、光色変換材５を分
布させて固定することができ、発光装置１０の発光を観察する方向による発光部の輝度む
ら、色むらを低減することができる。
【００２６】
上述の光色変換材５を光学部材４に形成する方法について説明する。図２は発光装置１０
の光色変換材５の形成方法を示す。このような光色変換材５を作製するに当って、例えば
ドット印刷の手法を用いることができる。ドット印刷による作製法の一例を説明する。光
色変換材５は、発光素子が発光する発光波長の少なくとも一部の波長の光を吸収する光吸
収物質や、発光素子の発光により励起されて発光素子の発光波長とは異なる波長の光を放
射する蛍光物質の濃度を変え含んでいる樹脂を光学部材４の所定の位置に塗布し、硬化又
は固化して形成される。
【００２７】
そこで、光色変換材を構成する光色変換物質の濃度を変えた樹脂の入った複数のノズル６
１，６２，６３を用意し、レンズ４の発光素子に対向する面４１の略中央付近には、最も
光色変換物質の濃度の大きい樹脂が入ったノズル６１から樹脂を滴下する。レンズ４の外
周に近づくに従い、光色変換物質濃度の小さい樹脂が入ったノズル６２、６３へと順番に
濃度を変えて樹脂を滴下する。この後、樹脂を硬化又は固化して、上記光色変換材５が形
成される。
【００２８】
このようにして作製された光色変換材５付きレンズ４を、図１に示されるように発光素子
３に対向させ、発光素子３の中心をレンズ４の中心に略一致させ、固定部材（不図示）に
より固定して発光装置１０が作成される。この発光装置１０を点灯させたところ、従来例
に比べて、観察方向による発光部内の輝度むら、色むらが低減される効果があることが確
認できた。
【００２９】
本発光装置１０において、光色変換材５の濃度は、レンズ４の発光素子３に対向する面４
１において、中心に近いほど濃く、外周に近いほど薄くなるようにしたが、光色変換材５
の濃度分布は、本実施形態に限られるものではない。発光素子３からの直接光や、実装基
板１の表面での反射を経た反射光も含め、光学部材４の発光素子３側の面４１の各点にお
ける、発光素子３側からの入射強度に合せて、光色変換材５の濃度を増減させることによ
り、発光素子３の配光分布や実装基板１の形状に係わらず、観察方向に基づく発光部の輝
度むら、色むらが低減される効果が得られる。
【００３０】
次に、本発明の一実施形態に係る他の発光装置及びその製造方法について説明する。図３
は発光装置２０を示し、図４（ａ）（ｂ）はその発光装置２０の光色変換材の形成方法を
示す。発光装置２０は、前述同様に光学部材であるレンズ４の発光素子３に対向する面４
１側に光色変換材５１を備えている。この光色変換材５１は、光色変換物質を含有させた
透光性の樹脂（光色変換樹脂）を塗布して形成される。本実施形態においては、光色変換
材５１中の光色変換物質の濃度は略均一とし、光色変換材５の厚みを、レンズ４の発光素
子３に対向する面４１上において中心に近いほど厚く、外周に近いほど薄くなるようにし
た。換言すると、光色変換材５１の面密度としては、レンズ４の発光素子３に対向する面
４１において、中心に近いほど面密度が大きく、外周に近いほど面密度が小さくなる。
【００３１】
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このような光色変換材５１を作製するに当って、例えば、図４（ａ）（ｂ）に示すように
、スクリーン印刷の手法を用いることができる。スクリーン印刷では、一定の厚さの塗布
材を印刷することができるので、外形の異なる一定厚さの光色変樹脂を、外形を次第に小
さくしながら印刷と乾燥を繰り返して積層して、所望の光色変換材を形成することができ
る。図４（ａ）は、第２層Ｌ２の印刷をしているところを示している。複数準備した内径
の異なるマスクのうち、第２層Ｌ２用のマスク６４を選び、レンズ４の発光素子３に対向
する面４１に対して、マスク６４の開口の中心がレンズ４の中心と一致するようにマスク
６４を被せ、上述の光色変換樹脂６５をスキージ６６を用いて塗布する。この作業を、開
口径の大きいマスクから順に小さいマスクへと繰り返して、図４（ｂ）に示すように光色
変換樹脂の層Ｌ１，Ｌ２・・を積層したものが得られる。この後、積層した光色変換樹脂
を硬化又は固化することにより、上記光色変換材５１が得られる。
【００３２】
光色変換材５１は、ドット式印刷の手法を用いても、同様に作製可能である。この場合は
、光色変換物質の濃度が一定であるので、光色変換樹脂が入ったノズルは１つでよい。レ
ンズの発光素子に対向する面上でノズルを走査しながら光色変換樹脂を滴下する。その際
、レンズの中央付近から外周に近づくに従って、光色変換樹脂の滴下量を少なくすること
により、上記の中心に近いほど厚く、外周に近いほど薄くなる光色変換材５１が作製でき
る。
【００３３】
本実施形態では、光色変換材５１の面密度分布は、レンズ４の発光素子３に対向する面４
１上において、中心に近いほど大きく、外周に近いほど小さくなるようにしたが、光色変
換材５１の面密度分布は本実施形態に制限されるものではない。発光素子３からの直接光
や、実装基板１の表面での反射を経た反射光も含め、光学部材４の発光素子３側の面４１
上における、発光素子３からの入射強度に合せて、光色変換材５１の厚みを増減させるこ
とにより、発光素子３の配光分布や実装基板１の形状に係わらず、観察方向に基づく発光
部内の輝度むら、色むらが低減される効果が得られる。
【００３４】
次に、本発明の一実施形態に係るさらに他の発光装置について説明する。図５は発光装置
３０を示す。発光装置３０は、前述同様に光学部材であるレンズ４の発光素子３に対向す
る面４１側に光色変換材５２を備えている。この光色変換材５２は、発光素子３の発光を
吸収する光吸収体５２ａと、発光素子３の発光を吸収して発光素子３の発光波長とは異な
る波長の光を放出する蛍光体５２ｂの２種類を組み合わせて構成されている。この光色変
換材５２は、その全体の厚みは略均一である。含まれる２種類の光色変換材５２ａ，５２
ｂの比率は、レンズ４の発光素子３に対向する面４１上において、中心部に近いほど光吸
収体５２ａの比率が高く、外周部に近いほど蛍光体５２ｂの比率が高くなっている。
【００３５】
本実施形態では、２種類の光色変換材５２ａ，５２ｂの比率は、レンズ４の発光素子３に
対向する面４１上において、中心に近いほど光吸収体５２ａの比率を高め、外周に近いほ
ど蛍光体５２ｂの比率を高めたが、光色変換材５２ａ，５２ｂの比率は、本実施形態に制
限されるものではない。発光素子３からの直接光や、実装基板１の表面での反射を経た反
射光も含め、光学部材４の発光素子３側の面４１上における、発光素子３からの入射強度
に合せて、光色変換材５１の厚みを増減させることにより、発光素子３の配光分布や実装
基板１の形状に係わらず、観察方向に基づく発光部内の輝度むら、色むらが低減される効
果が得られる。また、光色変換材の種類や組合せも本実施形態に限定されるものではない
。
【００３６】
次に、本発明の一実施形態に係るさらに他の発光装置について説明する。図６（ａ）は発
光装置４０を示し、図６（ｂ）は光学部材の平面図を示す。発光装置４０は、レンズ４の
発光素子３に対向する面４１に、レンズ４の中心に対し同心円状に形成した溝部Ｒ１，Ｒ
２、・・に充填した光色変換材５３を有している。各溝部Ｒ１，Ｒ２、・・の幅及び深さ
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は全て等しく、また、レンズ４の中心から外周部にかけて、隣り合う溝部の間隔は徐々に
大きくなるように形成されている。溝部の形成は、レンズ４の成型時に同時に行うことが
できる。また、光色変換材５３の充填は、上述のスクリーン印刷の方法と同様に行うこと
ができる。スキージを用いて溝部に光色変換樹脂を充填すればよく、マスクは特に用いる
必要はない。
【００３７】
このような発光装置４０において、レンズ４の発光素子３に対向する面４１に間隔に大小
をつけて配置した溝部に光色変換材５３を充填固定したので、溝部を通る光に対する溝部
の間隔の大小分布の効果（密度分布の効果）により、上記同様に、観察方向による発光部
の輝度むら、色むらを低減することができる。
【００３８】
溝部が前面にないことの効果を説明する。発光素子３からの光のうち溝部を通らない光は
そのまま光学部材に入射して直接光Ｄとして外部に放射されて有効に利用され、溝部を通
る光は光色変換材５３で波長変換、吸収、又は散乱を受けて光学部材４に入射して外部に
放射され、その一部は予定配光の方向から外れた無効光Ｓとなって失われる。この発光装
置４０を、発光素子３からの光の一部はそのまま用いる光源とする場合（例えば、もとの
発光色の全てを他の色に変換せずに一部を補色に変換して白色化した白色光源とする場合
）、本発光装置４０では溝部を通らないもとの光（直接光Ｄ）が外部に放射されるため、
全ての光が光色変換材を通過する場合に比べて、直接光が光色変換材による散乱を受けな
い分、発光効率が増加する。
【００３９】
本実施形態では、溝部の形状は同心円状としたが、溝部の形状は特に同心円に限定される
ものではなく、例えば、らせん状や放射状の溝部配置でもよい。他に、例えば直線上の溝
であっても、光学部材の発光素子側の面上における、発光素子からの入射強度に合せて、
溝の間隔を増減させることにより、発光素子の配光分布や実装基板の形態に係わらず、同
様の効果が得られる。
【００４０】
次に、本発明の一実施形態に係るさらに他の発光装置について説明する。図７は発光装置
５０を示し、図７（ｂ）（ｃ）は光色変換材５４の形成方法を示す。発光装置５０は、レ
ンズ４の発光素子３に対向する面４１に、レンズ４の中心に対し同心円状に形成した溝部
Ｓ１，Ｓ２，・・に充填した光色変換材５４を有している。各溝部Ｓ１，Ｓ２，・・の幅
及び隣り合う溝部の間隔は全て略等しく形成され、溝部の深さはレンズ４の中心部が最も
深く、中心から外周にかけて徐々に浅くなるように形成されている。溝部Ｓ１，Ｓ２，・
・の形成は、レンズ４の成型時に同時に行うことができる。また、光色変換材５４の充填
は、上述のスクリーン印刷の方法と同様に行うことができる。スキージを用いて溝部に光
色変換樹脂を充填すればよい。
【００４１】
このようにして製造された発光装置５０によると、上記の発光装置４０と同様に、観察方
向による発光部の輝度むらや色むらが低減され、また、発光効率が増加する。溝部の形状
は同心円状としたが、溝部の形状は特に同心円に限定されるものではなく、例えば、らせ
ん状や放射状の溝部配置でもよい。他に、例えば直線上の溝であっても、光学部材の発光
素子側の面上における、発光素子からの入射強度に合せて、溝の深さを増減させることに
より、発光素子の配光分布や実装基板の形態に係わらず、同様の効果が得られる。
【００４２】
次に、本発明の一実施形態に係るさらに他の発光装置及びその製造方法について説明する
。図８は発光装置６０を示す。発光装置６０は、レンズ４の発光素子３対向する面４１側
に形成した凹部４２に光色変換材５５を有している。凹部４２の形成は、レンズ４の成型
時に同時に行うことができる。また、光色変換材５５の充填は、上述のスクリーン印刷の
方法と同様に行うことができる。スキージを用いて溝部に光色変換樹脂を充填すればよい
。凹部４２の形状は、光学部材の発光素子側の面上における、発光素子からの入射強度に
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【００４３】
以上において、各実施形態における発光装置の発光素子として、窒化ガリウム系化合物半
導体からなる青色発光素子を前提に説明した。しかし、本発明の発光装置に用いられる発
光素子の種類としては、蛍光体、又は光吸収体等の光色変換材が機能し得る波長域の電磁
波を放射するものであれば良く、特に窒化ガリウム系化合物半導体からなる青色発光素子
に限定されるものではない。
【００４４】
光色変換材としては、図５に示した発光装置３０を除く各実施形態において、Ｃｅで付活
されたＹＡＧ（イットリウム－アルミニウム－ガーネット）系蛍光体を用いることができ
る。発光装置３０においては、２種類の光色変換材の内、光吸収体５２ａとして黄色の無
機顔料を、蛍光体５２ｂとしてＣｅで付活されたＹＡＧ蛍光体を用いることができる。た
だし、用いられる光色変換材の種類は、これらの蛍光体や吸収体に限定されるものではな
い。
【００４５】
また、光学部材としてレンズを用いて説明したが、光学部材の種類は特にレンズに限定さ
れるものではなく、他に例えば、単に光取出し面側へ光を透過させ、導くための透光性カ
バーであっても良い。
【００４６】
なお、本発明は、上記構成に限られることなく種々の変形が可能である。例えば、図６に
示した発光装置４０や図７に示した発光装置５０において、同心円状の溝部に充填する光
色変換材として、中央部で光色変換物質の濃度を高く、周辺部で濃度を低くした光色変換
樹脂を用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態に係る発光装置の断面図。
【図２】　同上発光装置の光色変換材の形成方法を示す断面図。
【図３】　本発明の一実施形態に係る他の発光装置の断面図。
【図４】　（ａ）（ｂ）は同上発光装置の光色変換材の形成方法を示す断面図。
【図５】　本発明の一実施形態に係るさらに他の発光装置の断面図。
【図６】　（ａ）は本発明の一実施形態に係るさらに他の発光装置の断面図、（ｂ）は（
ａ）における光学部材のＡ－Ｂ矢視平面図。
【図７】　（ａ）本発明の一実施形態に係るさらに他の発光装置の断面図、（ｂ）（ｃ）
は同発光装置の光色変換材の形成方法を示す断面図。
【図８】　（ａ）本発明の一実施形態に係るさらに他の発光装置の断面図、（ｂ）（ｃ）
は同発光装置の光色変換材の形成方法を示す断面図。
【符号の説明】
１　実装基板
３　発光素子
４　光学部材（レンズ）
５，５１，５２，５２ａ，５２ｂ，５３，５４，５５　光色変換材
１０，２０，３０，４０，５０，６０　発光装置
４１　面（レンズの発光素子に対向する面）
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