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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に配置された複数の光源と、
　前記複数の光源を共通に覆う光拡散部材と、
　厚さ方向において前記光源と前記光拡散部材との間に配置されると共に面内において前
記複数の光源と各々対応する領域に配置され、前記光源からの第１の波長光を第２の波長
光に変換する複数の波長変換部材と、
　２以上の前記波長変換部材を繋ぐ第１の連結部材と
　を有し、
　前記波長変換部材と前記第１の連結部材とは、同じ材料からなる一体物であり、
　前記第１の連結部材の幅は前記波長変換部材の幅よりも狭い
　発光装置。
【請求項２】
　前記波長変換部材と前記光拡散部材との間に配置されると共に面内において前記複数の
光源と各々対応する領域に配置され、前記波長変換部材を透過した光を反射する光反射部
材をさらに有する
　請求項１記載の発光装置。
【請求項３】
　第１の方向に並ぶ複数の前記波長変換部材と前記第１の方向に並ぶ前記複数の波長変換
部材を繋ぐ前記第１の連結部材とを含む波長変換ユニットが、第２の方向に複数配置され
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ている
　請求項１または請求項２に記載の発光装置。
【請求項４】
　厚さ方向において、前記光源と前記波長変換部材との間隔は、前記光拡散部材と前記波
長変換部材との間隔よりも短い
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項５】
　面内方向において前記波長変換部材の中心点が前記光源の光軸と一致すると共に下記の
条件式（１）を満たす
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の発光装置。
｜θ１｜ ＜ Ｔａｎ-1（Ｒ１／Ｌ１）　……（１）
　ただし、
　θ１：光源の出射強度が、最大ピークの６０％となる角度（光軸方向を０°とする）
　Ｒ１：波長変換部材における、外接円半径と内接円半径との中間値
　Ｌ１：光源と波長変換部材との厚さ方向の距離
【請求項６】
　面内方向において前記光反射部材の中心点が前記光源の光軸と一致すると共に下記の条
件式（２）および条件式（３）を満たす
　請求項２記載の発光装置。
Ｔａｎ-1（Ｒ２／Ｌ２）＜２７°　……（２）
Ｒ２＜Ｒ１　……（３）
　ただし
　Ｒ２：光反射部材における、外接円半径と内接円半径との中間値
　Ｌ２：光反射部材と光拡散部材との厚さ方向の距離
【請求項７】
　前記波長変換部材は量子ドットを含む
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項８】
　前記光源を前記光源の光軸と交差する面内において取り囲むように前記基板上に立設し
た壁部分を含む遮光部材を複数有する
　請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項９】
　前記波長変換部材と前記遮光部材とが互いに離間している
　請求項８記載の発光装置。
【請求項１０】
　前記光源と前記波長変換部材の端部とを結ぶ直線上に前記遮光部材の一部が差し掛かっ
ている
　請求項８または請求項９に記載の発光装置。
【請求項１１】
　前記基板上に配置された反射シートをさらに有し、
　前記反射シートの一部が前記遮光部材を形成している
　請求項８から請求項１０のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１２】
　２以上の前記遮光部材を繋ぐ第２の連結部材をさらに有する
　請求項８から請求項１１のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１３】
　前記第２の連結部材には、前記第１の連結部材を把持するクリップ部分が設けられてい
る
　請求項１２記載の発光装置。
【請求項１４】
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　基板上に配置された複数の光源と、
　前記複数の光源を共通に覆う光拡散部材と、
　厚さ方向において前記光源と前記光拡散部材との間に配置されると共に面内において前
記複数の光源と各々対応する領域以外の領域に開口または切り欠きを有し、前記光源から
の第１の波長光を第２の波長光に変換する波長変換部材と
　を有する発光装置。
【請求項１５】
　液晶パネルと、前記液晶パネルの背面側の発光装置とを備え、
　前記発光装置は、
　基板上に配置された複数の光源と、
　前記複数の光源を共通に覆う光拡散部材と、
　厚さ方向において前記光源と前記光拡散部材との間に配置されると共に面内において前
記複数の光源と各々対応する領域に配置され、前記光源からの第１の波長光を第２の波長
光に変換する複数の波長変換部材と、
　２以上の前記波長変換部材を繋ぐ第１の連結部材と
　を有し、
　前記波長変換部材と前記第１の連結部材とは、同じ材料からなる一体物であり、
　前記第１の連結部材の幅は前記波長変換部材の幅よりも狭い
　表示装置。
【請求項１６】
　液晶パネルと、前記液晶パネルの背面側の発光装置とを備え、
　前記発光装置は、
　基板上に配置された複数の光源と、
　前記複数の光源を共通に覆う光拡散部材と、
　厚さ方向において前記光源と前記光拡散部材との間に配置されると共に面内において前
記複数の光源と各々対応する領域以外の領域に開口または切り欠きを有し、前記光源から
の第１の波長光を第２の波長光に変換する波長変換部材と
　を有する表示装置。
【請求項１７】
　発光装置を備え、
　前記発光装置は、
　基板上に配置された複数の光源と、
　前記複数の光源を共通に覆う光拡散部材と、
　厚さ方向において前記光源と前記光拡散部材との間に配置されると共に面内において前
記複数の光源と各々対応する領域に配置され、前記光源からの第１の波長光を第２の波長
光に変換する複数の波長変換部材と、
　２以上の前記波長変換部材を繋ぐ第１の連結部材と
　を有し、
　前記波長変換部材と前記第１の連結部材とは、同じ材料からなる一体物であり、
　前記第１の連結部材の幅は前記波長変換部材の幅よりも狭い
　照明装置。
【請求項１８】
　発光装置を備え、
　前記発光装置は、
　基板上に配置された複数の光源と、
　前記複数の光源を共通に覆う光拡散部材と、
　厚さ方向において前記光源と前記光拡散部材との間に配置されると共に面内において前
記複数の光源と各々対応する領域以外の領域に開口または切り欠きを有し、前記光源から
の第１の波長光を第２の波長光に変換する波長変換部材と
　を有する照明装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、発光装置、ならびにこれを備えた表示装置および照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置のバックライトまたは照明装置などに、青色ＬＥＤ（Light Emitting Dio
de）を用いた発光装置が採用されている。例えば特許文献１には、いわゆる直下方式のバ
ックライトであって、基板上に配置された複数の青色ＬＥＤと、その全体を覆う波長変換
シートとの組み合わせにより白色光を形成するものが開示されている。また、特許文献２
には、青色ＬＥＤと反射板と拡散シートと波長変換を行う蛍光体層とを順に積層した、白
色光を形成する面光源が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１５５９９９号公報
【特許文献２】国際公開第２０１０／１５０５１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１では、青色ＬＥＤの直上よりもその周辺において黄色が
強くなる傾向にあると考えられる。また、上記特許文献２ではその構成が複雑であるうえ
、青色ＬＥＤの直上の領域とその周辺の領域との輝度の差が粒むらとして認識されるおそ
れがある。面光源として用いられる発光装置では、一般に、面内において輝度むらや色の
偏りの少ない光を効率よく発することが強く望まれる。
【０００５】
　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、面内においてより高い均
一性を有する光を高効率で発することの可能な発光装置、これを備えた表示装置および照
明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】
　本開示の一実施形態としての発光装置は、基板上に配置された複数の光源と、複数の光
源を共通に覆う光拡散部材と、厚さ方向において光源と光拡散部材との間に配置されると
共に面内において複数の光源と各々対応する領域に配置され、光源からの第１の波長光を
第２の波長光に変換する複数の波長変換部材と、２以上の波長変換部材を繋ぐ第１の連結
部材とを有する。波長変換部材と第１の連結部材とは、同じ材料からなる一体物であり、
第１の連結部材の幅は波長変換部材の幅よりも狭い。また、本開示の一実施形態としての
表示装置および照明装置は、上記発光装置を備えたものである。
                                                                                
【０００７】
　本開示の一実施形態としての他の発光装置は、基板上に配置された複数の光源と、複数
の光源を共通に覆う光拡散部材と、厚さ方向において光源と光拡散部材との間に配置され
ると共に面内において複数の光源と各々対応する領域以外の領域に開口または切り欠きを
有し光源からの第１の波長光を第２の波長光に変換する波長変換部材とを有する。
【０００８】
　本開示の一実施形態としての発光装置、表示装置および照明装置では、複数の波長変換
部材が、厚さ方向において光源と光拡散部材との間に配置されると共に面内において複数
の光源と各々対応する領域に配置されている。こうすることにより、光源から光拡散部材
へ直接入射する第１の波長光の強度を低減しつつ、第２の波長光への波長変換が適切に行
われる。また、全面に亘る一枚のシート状の波長変換部材を設置する場合と比べて、波長



(5) JP 6265055 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

変換部材の使用量が削減される。
【０００９】
　本開示の一実施形態としての他の発光装置では、波長変換部材が、厚さ方向において光
源と光拡散部材との間に配置されると共に面内において複数の光源と各々対応する領域以
外の領域に開口または切り欠きを有するようにした。これについても、光源から光拡散部
材へ直接入射する第１の波長光の強度を低減しつつ、第２の波長光への波長変換が適切に
行われる。また、全面に亘る一枚のシート状の波長変換部材を設置する場合と比べて、波
長変換部材の使用量が削減される。
【発明の効果】
【００１０】
　本開示の一実施形態としての発光装置によれば、面内において輝度むらや色の偏りの少
ない光を効率よく発することができる。このため、この発光装置を用いた表示装置によれ
ば、色再現性等に優れた表示性能を発揮することができる。また、この発光装置を用いた
照明装置によれば、対象物に対し、より均質な照明を行うことができる。なお、本開示の
効果はこれに限定されるものではなく、以下に記載のいずれの効果であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示における第１の実施の形態に係る発光装置の全体構成例を表す斜視図であ
る。
【図２Ａ】図１に示した発光装置の要部の構成を表す平面図である。
【図２Ｂ】図１に示した発光装置の要部の構成を表す断面図である。
【図３】図１に示した発光装置の波長変換部を拡大して表す斜視図である。
【図４】図１に示した発光装置の波長変換部の保持機構の構成を表す斜視図である。
【図５】図１に示した発光装置の波長変換部の保持機構の他の構成を表す斜視図である。
【図６】図１に示した発光装置における光源の出射強度と光軸に対する角度との関係を表
す特性図である。
【図７】図１に示した発光装置における波長変換部材の半径を規定する方法を説明するた
めの説明図である。
【図８】図１に示した発光装置における光反射部材の半径を規定する方法を説明するため
の説明図である。
【図９Ａ】図１に示した発光装置における第１の光路モードを説明するための説明図であ
る。
【図９Ｂ】図１に示した発光装置における第２の光路モードを説明するための説明図であ
る。
【図９Ｃ】図１に示した発光装置における第３の光路モードを説明するための説明図であ
る。
【図１０】本開示における第２の実施の形態に係る発光装置の全体構成を表す斜視図であ
る。
【図１１Ａ】本開示の第３の実施の形態に係る発光装置の要部の構成を表す断面図である
。
【図１１Ｂ】図１１Ａに示した発光装置の光源およびその近傍を拡大して表す断面図であ
る。
【図１１Ｃ】図１１Ａに示した発光装置の要部の構成を表す斜視図である。
【図１１Ｄ】図１１Ａに示した発光装置の要部の構成を表す他の斜視図である。
【図１１Ｅ】図１１Ａに示した遮光部材の第１の変形例を表す断面図である。
【図１１Ｆ】図１１Ａに示した遮光部材の第２の変形例を表す断面図である。
【図１１Ｇ】図１１Ａに示した遮光部材の第３の変形例を表す断面図である。
【図１１Ｈ】図１１Ａに示した遮光部材の第４の変形例を表す断面図である。
【図１１Ｊ】図１１Ａに示した発光装置の第１の変形例を表す断面図である。
【図１１Ｋ】図１１Ａに示した発光装置の第２の変形例を表す斜視図である。
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【図１１Ｌ】図１１Ａに示した発光装置の第２の変形例を表す断面図である。
【図１２】本開示の第４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１３Ａ】図１２に示した本体部を分解して表す斜視図である。
【図１３Ｂ】図１３Ａ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１４Ａ】本開示の表示装置を搭載した電子ブック（適用例１）の外観を表す斜視図で
ある。
【図１４Ｂ】本開示の表示装置を搭載した他の電子ブック（適用例１）の外観を表す斜視
図である。
【図１５】本開示の表示装置を搭載したスマートフォン（適用例２）の外観を表す斜視図
である。
【図１６Ａ】本開示の表示装置を搭載したデジタルカメラ（適用例３）の前方からの外観
を表す斜視図である。
【図１６Ｂ】本開示の表示装置を搭載したデジタルカメラ（適用例３）の後方からの外観
を表す斜視図である。
【図１７】本開示の表示装置を搭載したノート型パーソナルコンピュータ（適用例４）の
外観を表す斜視図である。
【図１８】本開示の表示装置を搭載したビデオカメラ（適用例５）の外観を表す斜視図で
ある。
【図１９Ａ】本開示の表示装置を搭載した携帯電話機（適用例６）の閉じた状態の外観を
表す正面図、左側面図、右側面図、上面図および下面図である。
【図１９Ｂ】本開示の表示装置を搭載した携帯電話機（適用例６）の開いた状態の外観を
表す正面図および側面図である。
【図２０】本開示の発光装置を備えた第１の照明装置（適用例７）の外観を表す斜視図で
ある。
【図２１】本開示の発光装置を備えた第２の照明装置（適用例８）の外観を表す斜視図で
ある。
【図２２】本開示の発光装置を備えた第３の照明装置（適用例９）の外観を表す斜視図で
ある。
【図２３Ａ】実験例１－１の３刺激値Ｘ，Ｙ，Ｚの分布を表す特性図である。
【図２３Ｂ】実験例１－２の３刺激値Ｘ，Ｙ，Ｚの分布を表す特性図である。
【図２３Ｃ】実験例１－３の３刺激値Ｘ，Ｙ，Ｚの分布を表す特性図である。
【図２３Ｄ】実験例１－４の３刺激値Ｘ，Ｙ，Ｚの分布を表す特性図である。
【図２４Ａ】実験例１－１の発光面の中心領域におけるＣｘ分布およびＣｙ分布を表す特
性図である。
【図２４Ｂ】実験例１－４の発光面の中心領域におけるＣｘ分布およびＣｙ分布を表す特
性図である。
【図２５Ａ】実験例１－１の発光面の端部領域におけるＣｘ分布およびＣｙ分布を表す特
性図である。
【図２５Ｂ】実験例１－２の発光面の端部領域におけるＣｘ分布およびＣｙ分布を表す特
性図である。
【図２５Ｃ】実験例１－３の発光面の端部領域におけるＣｘ分布およびＣｙ分布を表す特
性図である。
【図２５Ｄ】実験例１－４の発光面の端部領域におけるＣｘ分布およびＣｙ分布を表す特
性図である。
【図２６】実験例２－１～２－５のＹ成分の輝度分布を表す特性図である。
【図２７Ａ】実験例２－１の発光面の中心領域における輝度分布を表す特性図である。
【図２７Ｂ】実験例２－２の発光面の中心領域における輝度分布を表す特性図である。
【図２７Ｃ】実験例２－３の発光面の中心領域における輝度分布を表す特性図である。
【図２７Ｄ】実験例２－４の発光面の中心領域における輝度分布を表す特性図である。
【図２７Ｅ】実験例２－５の発光面の中心領域における輝度分布を表す特性図である。
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【図２８Ａ】実験例３－１の発光装置の要部構成を表す模式図である。
【図２８Ｂ】実験例３－２の発光装置の要部構成を表す模式図である。
【図２８Ｃ】実験例３－３の発光装置の要部構成を表す模式図である。
【図２９Ａ】実験例３－１の３刺激値Ｘ，Ｙ，Ｚの分布を表す特性図である。
【図２９Ｂ】実験例３－２の３刺激値Ｘ，Ｙ，Ｚの分布を表す特性図である。
【図２９Ｃ】実験例３－３の３刺激値Ｘ，Ｙ，Ｚの分布を表す特性図である。
【図３０Ａ】第１の変形例としての波長変換部および光反射部材の形状を表す模式図であ
る。
【図３０Ｂ】第２の変形例としての波長変換部および光反射部材の形状を表す模式図であ
る。
【図３０Ｃ】第３の変形例としての波長変換部および光反射部材の形状を表す模式図であ
る。
【図３１Ａ】第４の変形例としての波長変換部および光反射部材の形状を表す模式図であ
る。
【図３１Ｂ】第５の変形例としての波長変換部および光反射部材の形状を表す模式図であ
る。
【図３２】第６の変形例としての波長変換部を表す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　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
　　帯状の波長変換部を複数有する発光装置
２．第２の実施の形態
　　網目状に複数の開口が形成された波長変換部を有する発光装置
３．第３の実施の形態
　　各光源を取り囲む遮光部材を複数有する発光装置およびその変形例
４．第４の実施の形態（表示装置；液晶表示装置）
５．表示装置の適用例１～６
６．照明装置の適用例７～９
７．実験例
【００１３】
＜第１の実施の形態＞
［発光装置１の構成］
　図１は、本開示の第１の実施の形態としての発光装置１の全体構成を表したものである
。図２Ａは発光装置１の要部を拡大して表す平面図であり、図２Ｂは図２Ａの平面図に対
応する断面を表すものである。発光装置１は、例えば、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装置として用いられるものであ
る。発光装置１は、例えば、複数の光源１０（図１では示さず）と、波長変換部２０と、
光学シート３０とを有する。複数の光源１０は、反射基板４０の上に、例えばマトリクス
状に配列されている。光学シート３０は、反射基板４０の表面４０Ｓに立設する複数のス
タッド５０の頭頂部の上に載置されている。これにより、光学シート３０は、複数の光源
１０を共通に覆うように、反射基板４０と対向して配置されている。表面４０Ｓと光学シ
ート３０の裏面３０Ｓとは、複数のスタッド５０により、一定の距離Ｌ４で保持されてい
る。波長変換部２０は、Ｚ方向において光源１０と光学シート３０との間に配置されてい
る。波長変換部２０は、ＸＹ面内において複数の光源１０と各々対応する領域を占めるよ
うに配置されている。
【００１４】
　本明細書では、光学シート３０と反射基板４０との距離方向をＺ方向（前後方向）とし
、光学シート３０および反射基板４０の主面（最も広い面）における左右方向をＸ方向、
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上下方向をＹ方向とする。
【００１５】
　光源１０は点光源であり、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、波長変換部２０の裏面２０Ｓ２（図２Ｂ
）と対向している。
【００１６】
　波長変換部２０は、光源１０と光学シート３０との間に配置され、光源１０からの光を
波長変換して変換光を発することで例えば発色特性を改善するものである。波長変換部２
０は、光源１０の各々と対応する領域（直上領域）およびその周辺の領域を覆う直上部分
２１と、例えばＸ方向に隣り合う直上部分２１同士を繋ぐ連結部分２２とを含んでおり、
全体としてＸ方向に延在している。この波長変換部２０はＹ方向に複数配列されている。
連結部分２２は、例えばスタッド５０の柱部５１の中腹部に設けられた台座５２と押さえ
５３との間のスリット５４に挿入されて保持されている。あるいは、図３に拡大して示し
たように、クリップ５５により連結部分２２を把持することで、波長変換部２０を固定す
るようにしてもよい。このような構造により、波長変換部２０の裏面２０Ｓ２と光源１０
との距離Ｌ１が一定に保持されている。なお、図１，２Ａ，２Ｂでは、連結部分２２のス
リット５４への挿入方向を－Ｙ方向としたが、これに限定されるものではない。例えば図
４に示したように、＋Ｙ方向からスリット５４へ挿入する連結部分２２と、－Ｙ方向から
スリット５４へ挿入する連結部分２２とを交互に配置してもよい。あるいは、例えば図５
に示したように、スリット５４へ挿入する連結部分２２と、クリップ５５に把持される連
結部分２２とを交互配置してもよい。さらに、複数存在する連結部分２２の全てをスリッ
ト５４やクリップ５５によって保持する必要はない。
【００１７】
　Ｚ方向において、光源１０と波長変換部２０との距離Ｌ１は、光学シート３０と波長変
換部２０との距離Ｌ３よりも短いことが望ましい。距離Ｌ１が距離Ｌ３と同等以上である
場合と比べて、より一様な輝度分布が得られるからである。すなわち、波長変換部２０が
光学シート３０に近づくと、波長変換部２０の輪郭が光学シート３０に投影されてしまい
、外部から波長変換部２０の輪郭が視認されるおそれがあるからである。
【００１８】
　なお、本実施の形態では、波長変換部２０が、直上部分２１と連結部分２２とが同じ材
料からなる一体物として設けられている例を説明する。但し、連結部分２２が、直上部分
２１と異なる材料、例えば波長変換を行わない樹脂により形成されていてもよい。ここで
、連結部分２２の幅Ｗ２２は直上部分２１の幅Ｗ２１よりも狭いことが望ましい（図２Ａ
）。材料の使用量が削減され、コスト削減および軽量化の点で有利だからである。
【００１９】
　波長変換部２０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。波長変換部２０は、そのような蛍光
物質や発光体を含む樹脂がシート状に加工されたものでもよいし、他の透明基板上の所定
領域にプリントされたものであってもよい。あるいは、２枚の透明フィルムの間に蛍光物
質や発光体の層が封入されたものであってもよい。
【００２０】
　波長変換部２０は、裏面２０Ｓ２から入射する光源１０からの第１の波長の光によって
励起され、蛍光発光等の原理により波長変換を行い、第１の波長とは異なる波長（第２の
波長）の光を表面２０Ｓ１から発する。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の波長の光は青色光（例えば、波長４４０～４
６０ｎｍ程度）、第２の波長の光は赤色光（例えば、波長６２０ｎｍ～７５０ｎｍ）また
は緑色光（例えば、波長４９５ｎｍ～５７０ｎｍ）であるとよい。すなわち、光源１０は
、青色光源であり、その場合、波長変換部２０は、青色光を赤色光または緑色光に波長変
換する。
【００２１】
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　波長変換部２０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～１０
０ｎｍ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、波長変換物質として量
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。さらに、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、１
３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。
【００２２】
　ＸＹ面内において、波長変換部２０の直上部分２１の中心点は、光源１０の光軸ＣＬと
一致している（図２Ａ）。この場合、直上部分２１は下記の条件式（１）を満たす位置に
配置されているとよい。光源１０からの光のうちエネルギー強度の高い成分が直接光学シ
ート３０へ入射することが防止され、輝度むらが十分に低減されるからである。
【００２３】
｜θ１｜ ＜ Ｔａｎ-1（Ｒ１／Ｌ１）　……（１）
　ただし、θ１は光源１０の出射強度が、最大ピークの６０％となる角度（光軸方向を０
°とする）である（図６参照）。また、Ｒ１は、波長変換部２０の直上部分２１における
外接円半径ｒｒ１と内接円半径ｒｒ２との中間値として求められる半径である（図７参照
）。また、Ｌ１は光源１０と波長変換部２０とのＺ方向の距離である。
【００２４】
　反射基板４０は、波長変換部２０の裏面２０Ｓ２と対向して設けられた板状またはシー
ト状部材である。反射基板４０は、光源１０から射出して波長変換部２０へ到達したのち
光反射部材６０（後述）から戻ってきた光、あるいは光源１０から射出して光学シート３
０へ到達したのち光学シート３０から戻ってきた光を、波長変換部２０または光学シート
３０へ向けて戻すものである。反射基板４０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。
【００２５】
　反射基板４０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。反射基板４０に正反
射（鏡面反射）の機能を持たせる場合には、反射基板４０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。反射基板４
０に微細形状を付与する場合は、反射基板４０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
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。
【００２６】
　発光装置１では、例えば反射基板４０の外縁に立設し、複数の光源１０および波長変換
部２０を四方から取り囲む４つの壁部４１がさらに設けられていてもよい。壁部４１の内
面は反射機能を有しており、その一部に補助の波長変換部４２が設けられている。波長変
換部４２は、例えば波長変換部２０と同様の材料からなり、壁部４１の内面に形成された
、Ｘ方向およびＹ方向に延在する帯状の部材である。波長変換部４２は、波長変換部２０
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と同様に波長変換機能を有しており、主たる波長変換部２０の機能を補っている。
【００２７】
　光学シート３０は、波長変換部２０の表面２０Ｓ１と対向して設けられ、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。図１および図２Ｂ
では、これら複数枚の光学シート３０のうちの一枚のみを記載している。このような光学
シート３０を設けることにより、光源１０や波長変換部２０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、正面輝度をさらに高めることが可能となる。
【００２８】
　発光装置１は、波長変換部２０の直上部分２１を透過した光を反射する光反射部材６０
をさらに有する。光反射部材６０は、ＸＹ平面において複数の光源１０と各々対応する領
域に配置されている。本実施の形態では、光反射部材６０は表面２０Ｓ１と接するように
配置された場合を例示するが、光反射部材６０は直上部分２１と光学シート３０との間に
配置されていれば、表面２０Ｓ１と離間していてもよい。
【００２９】
　さらに、ＸＹ面内において、光反射部材６０の中心点が光源１０の光軸ＣＬと一致して
いる（図２Ａ）。この場合、光反射部材６０は、下記の条件式（２）および条件式（３）
を満たす位置に配置されているとよい。光源１０から直上部分２１を透過してそのまま光
学シート３０へ入射する光が光反射部材６０により遮断される領域が適切な大きさに制限
され、光反射部材６０を配置したことによる暗部が視認されにくくなるからである。よっ
て、輝度むらがよりいっそう低減される。
【００３０】
Ｔａｎ-1（Ｒ２／Ｌ２）＜２７°　……（２）
Ｒ２＜Ｒ１　……（３）
　ただし、Ｒ２は光反射部材６０における、外接円半径ｒｒ３と内接円半径ｒｒ４との中
間値として求められる半径である（図８参照）。Ｌ２は光反射部材６０と光学シート３０
とのＺ方向の距離である。
【００３１】
［発光装置１の作用および効果］
　発光装置１では、光源１０は点光源であるので、光源１０から発せられた光は光源１０
の発光中心から３６０°全方向に広がっていき、最終的には光学シート３０を通過して発
光として観測される。具体的には３つの光路モードに分類できる。
【００３２】
　第１の光路モードは、例えば図９Ａに示したように、光源１０から発せられた光が、波
長変換部２０の直上部分２１のうち光反射部材６０と重複する領域に入射する場合である
。この場合、光源１０からの光は波長変換部２０の直上部分２１により波長変換されたの
ち光反射部材６０において反射する。光反射部材６０からの反射光は、反射基板４０の表
面４０Ｓにおいて反射、拡散、散乱などの作用を受け、波長変換部２０または光学シート
３０へ向かう。
【００３３】
　第２の光路モードは、例えば図９Ｂに示したように、光源１０から発せられた光が、波
長変換部２０の直上部分２１のうち光反射部材６０と重複する領域以外の領域に入射する
場合である。この場合、光源１０からの光は波長変換部２０の直上部分２１により波長変
換されたのち光反射部材６０の周辺を通過し、光学シート３０へ向かう。
【００３４】
　第３の光路モードは、例えば図９Ｃに示したように、光源１０から発せられた光が、波
長変換部２０の直上部分２１を通過せず、直接、光学シート３０へ入射する場合である。
この場合、光源１０からの光は波長変換されずに、例えば青色光のまま光学シート３０へ
向かう。
【００３５】
　本実施の形態の発光装置１では、複数の波長変換部２０における直上部分２１を、Ｚ方
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向において光源１０と光学シート３０との間に配置すると共にＸＹ面内において複数の光
源１０と各々対応する領域に配置するようにした。これにより、光源１０から光学シート
３０へ直接入射する第１の波長の光（例えば青色光）の強度を低減しつつ、第２の波長の
光（例えば緑色光または赤色光）への波長変換を適切に行うことができる。また、全面に
亘る一枚のシート状の波長変換部材を設置する場合と比べて、その構成材料の使用量が削
減することができる。したがって、発光装置１によれば、軽量化を図りつつ、ＸＹ面内に
おいて輝度むらや色の偏りの少ない光を効率よく発することができる。
【００３６】
　また、波長変換部２０の直上部分２１の上に光反射部材６０を設けるようにしたので、
光学シート３０からの発光強度の平坦性が向上する。これは、光源１０から直上部分２１
を透過した光をそのまま光学シート３０へ入射させるのではなく、光反射部材６０により
反射し、反射基板４０により再度反射したのち光学シート３０へ導くことができるからで
ある。
【００３７】
＜第２の実施の形態＞
［発光装置２の構成］
　図１０は、本開示の第２の実施の形態としての発光装置２における全体構成を表す斜視
図である。発光装置２は、複数の波長変換部２０の代わりに一の波長変換部２０Ａを備え
るようにしたことを除き、他は上記第１の実施の形態の発光装置１と同様の構成を有する
。
【００３８】
　波長変換部２０Ａは、複数の光源１０と各々対応する領域以外の領域に選択的に設けら
れた複数の開口２３または切り欠き２４を有する。波長変換部２０Ａは、波長変換部２０
と同様に、隣り合う直上部分２１同士が連結部分２２によって互いに接続されている。但
し、波長変換部２０Ａは、Ｘ方向にならぶ直上部分２１同士だけではなく、Ｙ方向になら
ぶ直上部分２１同士も連結部分２２によって接続されている点が波長変換部２０と異なる
。
【００３９】
［発光装置２の作用効果］
　このような発光装置２においても、上記第１の実施の形態の発光装置１と同様の機能を
発揮することができる。また、部品点数を減らし、組立作業も簡素化される。
【００４０】
＜第３の実施の形態＞
［発光装置３の構成］
　図１１Ａは、本開示の第３の実施の形態としての発光装置３における要部構成を表す断
面図である。図１１Ｂは、発光装置３の要部を拡大したものである。また、図１１Ｃおよ
び図１１Ｄは、発光装置３における要部構成を表す斜視図である。なお、図１１Ｄでは、
波長変換部２０および光反射部材６０の図示を省略している。発光装置３は、反射基板４
０の上に遮光部材７０を複数有するようにしたことを除き、他は上記第１の実施の形態の
発光装置１と同様の構成を有する。
【００４１】
　各遮光部材７０は、各光源１０を、各光源１０の光軸Ｚ１と交差する（例えば直交する
）面内において取り囲むように反射基板４０の表面４０Ｓに立設した壁部分７１を含んで
いる。壁部分７１は表面４０Ｓに直接固定されていてもよいし、例えば図１１Ｅに示した
第１の変形例としての遮光部材７０Ａのように、平板上の基部７２の上に光源１０と共に
設けられていてもよい。
【００４２】
　波長変換部２０の裏面２０Ｓ２と遮光部材７０の頂面７１Ｔとは、距離Ｌ６を隔てて互
いに離間しているとよい（図１１Ａ参照）。波長変換部２０と遮光部材７０とが接してい
ると、光源１０において発生した熱が外部へ十分に放出されず、光源１０およびその近傍
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における過熱が生じるおそれがあるからである。距離Ｌ６は、例えば裏面２０Ｓ２と表面
４０Ｓとの距離の３分の１以上であるとよい。光源１０で発せられた光が波長変換部２０
と遮光部材７０との間において籠ることなく外部へ放出されるので、発光効率が向上する
からである。
【００４３】
　光源１０と対向する壁部分７１の内面７１Ｓは、例えば表面４０Ｓから波長変換部２０
へ近づくほど光源１０から離れるように傾斜している。但し、例えば図１１Ｆに示した第
２の変形例としての遮光部材７０Ｂのように、内面７１Ｓが、反射基板４０の表面４０Ｓ
に沿ったＸＹ平面に対して垂直であってもよい。また、例えば図１１Ｇに示した第３の変
形例としての遮光部材７０Ｃのように内面７１Ｓが凹面であってもよいし、例えば図１１
Ｈに示した第４の変形例としての遮光部材７０Ｄのように内面７１Ｓが凸面であってもよ
い。遮光部材７０Ｃのように内面７１Ｓが凹面であると、光源１０から発せられた光の多
くがその上方に位置する波長変換部２０の直上部分２１に導入される。一方、遮光部材７
０Ｄのように内面７１Ｓが凸面であると、光源１０から発せられた光の多くは直上の方向
ではなく斜め上方に反射されることになる。よって、距離Ｌ６が短い場合であっても、光
源１０から発せられた光を波長変換部２０と遮光部材７０との隙間から効率よく取り出す
ことができる。
【００４４】
　図１１Ｂに示したように、発光装置３では、表面４０Ｓに配設された光源１０の発光点
Ｚ０と直上部分２１の端部２１Ｔとを結ぶ直線ＬＢ１上に、表面４０Ｓに立設する壁部分
７１の一部が差し掛かっているとよい。その場合、発光点Ｚ０から発せられて遮光部材７
０の壁部分７１に遮られることなく進行する光のうち、光軸Ｚ１に対する出射角θが最大
となる光線ＬＢ２は、直上部分２１に入射する。このため、発光点Ｚ０から発せられた光
のうち、壁部分７１に遮られることなく進行する光は全て直上部分２１に入射し、壁部分
７１に遮られた光は壁部分７１に吸収されて熱となり、あるいは壁部分７１の内面７１Ｓ
において反射する。したがって、光源１０からの光が波長変換部２０により波長変換され
ずに光学シート３０へ直接入射することが確実に防止される。また、内面７１Ｓは直上部
分２１を向くように傾斜しているので、内面７１Ｓにおいて反射した光の多くは直上部分
２１に入射することとなり、発光装置３の輝度向上に寄与する。このような光の再利用を
促進するため、壁部分７１は例えば白色のポリカーボネートなどの高反射材料により構成
されるとよい。なお、上記した第２～第４の変形例としての遮光部材７０Ｂ～７０Ｄにお
いても、光源１０の発光点Ｚ０と直上部分２１の端部２１Ｔとを結ぶ直線ＬＢ１上に、表
面４０Ｓに立設する壁部分７１の一部が差し掛かっているとよい。
【００４５】
　発光装置３は、２以上の遮光部材７０を繋ぐ連結部分７３をさらに有するようにしても
よい。その場合、遮光部材７０と連結部分７３とは、同じ材料からなる一体物であっても
よい。その場合、部品点数が削減できる。連結部分７３は、例えばねじ７５によって反射
基板４０に固定されている。連結部分２２と連結部分７３とは、いずれも例えばＸ軸方向
に延在し、厚さ方向（Ｚ軸方向）において互いに重なり合う部分を有する。連結部分７３
には、連結部分２２を把持するクリップ部分７４が設けられていてもよい。また、連結部
分２２と連結部分７３との間には、例えば円柱状のスペーサ７６が連結部分７３の上に立
設していてもよい。連結部分２２と連結部分７３とが面内においてより均質化された間隔
で維持されるので、直上部分２１と光源１０との距離Ｌ１および直上部分２１と壁部分７
１の頂面７１Ｔとの距離Ｌ６がそれぞれ面内において均質に保持されるからである。スペ
ーサ７６は、連結部分７３と一体物を構成していてもよい。
【００４６】
［発光装置３の作用効果］
　このような発光装置３では、光源１０を取り囲むように立設する壁部分７１を含む遮光
部材７０を複数設けるようにした。このため、光源１０からの光のうち、波長変換部２０
により波長変換されずに光学シート３０へ直接入射する成分がより低減される。特に、光
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源１０と端部２０Ｔとを結ぶ直線ＬＢ１上に波長変換部２０の直上部分２１の一部が差し
掛かるようにすれば、発光点Ｚ０から発せられて壁部分７１に遮られることなく進行する
光は全て直上部分２１に入射することとなる。その場合、光源１０からの光が波長変換部
２０により波長変換されずに光学シート３０へ直接入射することを確実に防止することが
できる。したがって、発光装置３では、面内の輝度むらや色の偏り（特に青色成分のむら
）の発生をより緩和することができる。また、光源１０を取り囲む壁部分７１の内面７１
Ｓは、例えば表面４０Ｓから波長変換部２０へ近づくほど光源１０から離れるように（Ｘ
Ｙ平面において拡大するように）傾斜しているので、光源１０からの光の利用効率を高め
ることができる。
【００４７】
＜第３の実施の形態の第１の変形例＞
　図１１Ｊに示したように、反射基板４０の代わりに、基板４３と、その上に配置された
反射シート４４とを用いるようにしてもよい。その場合、反射シート４４の一部を遮光部
材として機能させるようにしてもよい。すなわち、反射シート４４の一部を湾曲させるこ
とで、基板４３の上に立設した壁部分４５を構成する。壁部分４５は、光軸Ｚ１と直交す
るＸＹ面内において光源１０を取り囲むように成形されている。この場合にも、壁部分４
５の高さを調節することで、上記第３の実施の形態と同様の効果が期待される。
【００４８】
＜第３の実施の形態の第２の変形例＞
　上記第３の実施の形態では、連結部分７３をねじ７５によって反射基板４０に固定する
ようにしたが、固定手段はねじ７５に限定されるものではない。例えば図１１Ｋの斜視図
や図１１Ｌの断面図に示した変形例のように、突起部７７を連結部分７３に設けると共に
、その突起部７７を反射基板４０の表面４０Ｓに設けた穴４０Ｈに挿入して固定するよう
にしてもよい。その場合、突起部７７に爪部７７Ａを設け、反射基板４０に設けた穴４０
Ｈの内部の係止部４０ＨＫに係止するようにしてもよい。また、この場合、壁部分７１、
連結部分７３、クリップ部分７４および突起部７７などを一体化してもよい。さらに図１
１Ｌに示したように、連結部分７３を、その下面７３ＬＳが凹面となるように湾曲させて
もよい。このように湾曲させることで、突起部７７を穴４０Ｈに挿入して固定した際、連
結部分７３の端部に設けられた壁部分７１が表面４０Ｓから離れてしまうことを防止でき
る。
【００４９】
＜第４の実施の形態＞
　図１２は、本技術の第４の実施の形態に係る表示装置１０１の外観を表したものである
。この表示装置１０１は、発光装置１を備え、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１０２をスタンド１０３により支持し
た構成を有している。なお、表示装置１０１は、スタンド１０３を本体部１０２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
１０３を本体部１０２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。
【００５０】
　図１３Ａは、図１２に示した本体部１０２を分解して表したものである。本体部１０２
は、例えば、前面側（視聴者側）から、前部外装部材（ベゼル）１１１，パネルモジュー
ル１１２および後部外装部材（リアカバー）１１３をこの順に有している。前部外装部材
１１１は、パネルモジュール１１２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１１４が配置されている。パネルモジュール１１２は前部外装部材１１１
に固定され、その背面には電源基板１１５および信号基板１１６が実装されると共に取付
金具１１７が固定されている。取付金具１１７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１０３の取付のためのものである。後部外装部材１１３は、パネルモジ
ュール１１２の背面および側面を被覆している。
【００５１】
　図１３Ｂは、図１３Ａに示したパネルモジュール１１２を分解して表したものである。
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パネルモジュール１１２は、例えば、前面側（視聴者側）から、前部筐体（トップシャー
シ）１２１，液晶パネル１２２，枠状部材（ミドルシャーシ）８０，光学シート３０，波
長変換部２０，反射基板４０，後部筐体（バックシャーシ）１２４およびタイミングコン
トローラ基板１２７をこの順に有している。
【００５２】
　前部筐体１２１は、液晶パネル１２２の前面周縁部を覆う枠状の金属部品である。液晶
パネル１２２は、例えば、液晶セル１２２Ａと、ソース基板１２２Ｂと、これらを接続す
るＣＯＦ（Chip On Film）などの可撓性基板１２２Ｃとを有している。枠状部材８０は、
液晶パネル１２２および光学シート３０を保持する枠状の樹脂部品である。後部筐体１２
４は、液晶パネル１２２および発光装置１を収容する、鉄（Ｆｅ）等よりなる金属部品で
ある。タイミングコントローラ基板１２７もまた、後部筐体１２４の背面に実装されてい
る。
【００５３】
　この表示装置１０１では、発光装置１からの光が液晶パネル１２２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
、面内の色の均一性が向上した発光装置１を備えているので、表示装置１０１の表示品質
が向上する。
【００５４】
　なお、上記実施の形態では、表示装置１０１が第１の実施の形態に係る発光装置１を備
えている場合について説明したが、表示装置１０１は、発光装置１に代えて、第２の実施
の形態に係る発光装置２を備えていてもよい。
【００５５】
＜表示装置の適用例＞
　以下、上記のような表示装置１０１の電子機器への適用例について説明する。電子機器
としては、例えばテレビジョン装置，デジタルカメラ，ノート型パーソナルコンピュータ
、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラ等が挙げられる。言い換えると、上記
表示装置は、外部から入力された映像信号あるいは内部で生成した映像信号を、画像ある
いは映像として表示するあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。
【００５６】
［適用例１］
　図１４Ａは、上記実施の形態の表示装置１０１が適用される電子ブックの外観を表した
ものである。図１４Ｂは、上記実施の形態の表示装置１０１が適用される他の電子ブック
の外観を表したものである。これらの電子ブックは、いずれも、例えば表示部２１０およ
び非表示部２２０を有しており、この表示部２１０が上記実施の形態の表示装置１０１に
より構成されている。
【００５７】
［適用例２］
　図１５は、上記実施の形態の表示装置１０１が適用されるスマートフォンの外観を表し
たものである。このスマートフォンは、例えば、表示部２３０および非表示部２４０を有
しており、この表示部２３０が上記実施の形態の表示装置１０１により構成されている。
【００５８】
［適用例３］
　図１６Ａおよび図１６Ｂは、上記実施の形態の表示装置１０１が適用されるデジタルカ
メラの外観を表したものである。図１６Ａは、そのデジタルカメラをその前方（物体側）
から眺めた外観を表し、図１６Ｂは、そのデジタルカメラをその後方（像側）から眺めた
外観を表す。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部４１０、表示部４２
０、メニュースイッチ４３０およびシャッターボタン４４０を有しており、この表示部４
２０が上記実施の形態の表示装置１０１により構成されている。
                                                                                
【００５９】
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［適用例４］
　図１７は、上記実施の形態の表示装置１０１が適用されるノート型パーソナルコンピュ
ータの外観を表したものである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体
５１０，文字等の入力操作のためのキーボード５２０および画像を表示する表示部５３０
を有しており、この表示部５３０が上記実施の形態の表示装置１０１により構成されてい
る。
【００６０】
［適用例５］
　図１８は、上記実施の形態の表示装置１０１が適用されるビデオカメラの外観を表した
ものである。このビデオカメラは、例えば、本体部６１０，この本体部６１０の前方側面
に設けられた被写体撮影用のレンズ６２０，撮影時のスタート／ストップスイッチ６３０
および表示部６４０を有している。そして、この表示部６４０が上記実施の形態の表示装
置１０１により構成されている。
【００６１】
［適用例６］
　図１９Ａおよび図１９Ｂは、上記実施の形態の表示装置１０１が適用される携帯電話機
の外観を表したものである。この携帯電話機は、例えば、上側筐体７１０と下側筐体７２
０とを連結部（ヒンジ部）７３０で連結したものであり、ディスプレイ７４０，サブディ
スプレイ７５０，ピクチャーライト７６０およびカメラ７７０を有している。そして、こ
れらのうちのディスプレイ７４０またはサブディスプレイ７５０が、上記実施の形態の表
示装置１０１により構成されている。
【００６２】
＜照明装置の適用例＞
　図２０および図２１は、上記実施の形態の発光装置１，２が適用される卓上用の照明装
置の外観を表したものである。この照明装置は、例えば、基台８４１に設けられた支柱８
４２に、照明部８４３を取り付けたものであり、この照明部８４３は、上記第１および第
２の実施の形態に係る発光装置１，２のいずれかにより構成されている。照明部８４３は
、導光板２０を湾曲形状とすることにより、図２０に示した筒状、または図２１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。
【００６３】
　図２２は、上記実施の形態の発光装置１，２が適用される室内用の照明装置の外観を表
したものである。この照明装置は、例えば、上記実施の形態に係る発光装置１，２のいず
れかにより構成された照明部８４４を有している。照明部８４４は、建造物の天井８５０
Ａに適宜の個数および間隔で配置されている。なお、照明部８４４は、用途に応じて、天
井８５０Ａに限らず、壁８５０Ｂ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。
【００６４】
　これらの照明装置では、発光装置１からの光により、照明が行われる。ここでは、第１
の実施の形態で説明したように、面内の色の均一性が向上した発光装置１，２を備えてい
るので、照明品質が向上する。
【００６５】
＜実験例＞
（実験例１－１）
　上記第１の実施の形態に係る発光装置１のサンプルを作製した。ここでは３２インチメ
ートルサイズの反射基板４０上に光源１０を１６０個（Ｘ方向へ４１ｍｍのピッチで１６
個、Ｙ方向へ３６ｍｍのピッチで１０個）配置した。但し、光反射部材６０は配置しなか
った。また、光源１０と波長変換部２０との距離Ｌ１は６ｍｍ、表面４０Ｓと裏面３０Ｓ
との距離Ｌ４は３０ｍｍ、角度θ１は６７．５°（光源１０からの光の強度が３８．２％
となる角度）、半径Ｒ１は１４．５ｍｍとした。
【００６６】
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（実験例１－２）
　角度θ１を５２．４°（光源１０からの光の強度が６１．０％となる角度）、半径Ｒ１
を７．８ｍｍとしたことを除き、他は実験例１－１と同様の構成の発光装置１のサンプル
を作製した。
【００６７】
（実験例１－３）
　角度θ１を５６．９°（光源１０からの光の強度が５４．６％となる角度）、半径Ｒ１
を９．２ｍｍとしたことを除き、他は実験例１－１と同様の構成の発光装置１のサンプル
を作製した。
【００６８】
（実験例１－４）
　波長変換部２０の代わりに画面全体に亘るシート状の波長変換部を配置したことを除き
、他は実験例１－１と同様の構成の発光装置のサンプルを作製した。
【００６９】
　上記実験例１－１～１－４の各サンプルについて、１灯のみ点灯させた任意の光源１０
の直上の領域において観察される、ＸＹＺ表示系における３刺激値Ｘ，Ｙ，Ｚをそれぞれ
測定した。その結果を図２３Ａ～２３Ｄに示す。図２３Ａ～２３Ｄでは、横軸がＸＹ面内
における光源１０の中心位置（光軸の位置）を中心とする位置を表し、縦軸が３刺激値Ｘ
，Ｙ，Ｚの強度を規格化して表したものである。
【００７０】
　実験例１－４では、光源１０の中心位置から遠ざかるほど、３刺激値Ｘ，Ｙ，Ｚの各色
成分の分布にばらつきが生じ、徐々に黄色を帯びる傾向が見られた（図２３Ｄ）。これに
対し、実験例１－１では、各色成分の分布はほぼ揃っており、そのばらつきは極めて小さ
くなった（図２３Ａ）。また実験例１－２では、Ｘ成分およびＺ成分の分布において、主
たるピークの両隣に小さなピークがそれぞれ観察された（図２３Ｂ）。この小さなピーク
は直上部分２１の輪郭が光学シート３０に投影されたためと考えられる。さらに、実験例
１－３では、主たるピークの両隣に観察された小さなピークの強度が実験例２よりも小さ
く抑えられていることが確認できた（図２３Ｃ）。よって、直上部分２１が条件式（１）
を満たす位置に配置されていることが望ましいことが確認できた。
【００７１】
　次に、上記実験例１－１，１－４の各サンプルについて、光源１０を全て点灯させた場
合の発光面の中心領域におけるＣｘ分布およびＣｙ分布を測定した。その結果を図２４Ａ
および２４Ｂにそれぞれ示す。図２４Ａおよび２４Ｂにおいて、左側がＣｘ分布を表し、
右側がＣｙ分布を表す。ここでは、発光面のうち、その中心付近の１３７．４ｍｍ四方の
領域について測定した。
【００７２】
　実験例１－１では、Ｃｘ分布およびＣｙ分布のいずれにおいても実験例１－４と比較し
て平坦であることが観察された。
【００７３】
　同様に、上記実験例１－１～１－４の各サンプルについて、発光面の端部領域における
Ｃｘ分布およびＣｙ分布を測定した。その結果を図２５Ａ～２５Ｄにそれぞれ示す。図２
５Ａ～２５Ｄにおいて、左側がＣｘ分布を表し、右側がＣｙ分布を表す。ここでは、発光
面のうち、その端部付近の１３７．４ｍｍ四方の領域について測定した。
【００７４】
　図２５Ａ～２５Ｄに示したように、Ｃｘ分布およびＣｙ分布のいずれについても、実験
例１－１において最も良好な平坦性が観察された。また、実験例１－２，１－３では、Ｃ
ｘ分布およびＣｙ分布のいずれについても実験例１－４よりも急峻な変化が緩和されてお
り、平坦性が改善されていることがわかった。
【００７５】
（実験例２－１）
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　光反射部材６０をさらに配置したことを除き、他は実験例１－１と同様の構成の発光装
置１のサンプルを作製した。但し、３２インチメートルサイズの反射基板４０上に光源１
０を６０個（Ｘ方向へ６６ｍｍのピッチで１０個、Ｙ方向へ６０ｍｍのピッチで６個）配
置した。また、光源１０と光反射部材６０との距離Ｌ５（図２Ｂ）は６．５ｍｍ、Ｔａｎ
-1（Ｒ２／Ｌ２）＝２１．４°＜２７°、半径Ｒ２は９．２ｍｍとした。
【００７６】
（実験例２－２）
　Ｔａｎ-1（Ｒ２／Ｌ２）＝２７．１°＞２７°、半径Ｒ２を１２．０ｍｍとしたことを
除き、他は実験例２－１と同様の構成の発光装置１のサンプルを作製した。
【００７７】
（実験例２－３）
　Ｔａｎ-1（Ｒ２／Ｌ２）＝２１．４°＜２７°、半径Ｒ１を９．２ｍｍとしたことを除
き、他は実験例２－１と同様の構成の発光装置１のサンプルを作製した。
【００７８】
（実験例２－４）
　Ｔａｎ-1（Ｒ２／Ｌ２）＝２４．３°＜２７°、半径Ｒ２を１０．６ｍｍとしたことを
除き、他は実験例２－１と同様の構成の発光装置１のサンプルを作製した。
【００７９】
（実験例２－５）
　波長変換部２０の代わりに画面全体に亘るシート状の波長変換部を配置したことを除き
、他は実験例２-１と同様の構成の発光装置のサンプルを作製した。
【００８０】
　上記実験例２－１～２－５の各サンプルについて、１灯のみ点灯させた任意の光源１０
の直上の領域において観察される、ＸＹＺ表示系における輝度Ｙ成分の分布をそれぞれ測
定した。その結果を図２６に示す。図２６では、横軸がＸＹ面内における光源１０の中心
位置（光軸の位置）を中心とする位置を表し、縦軸がＹ成分の輝度を規格化して表したも
のである。
【００８１】
　実験例２－１，２－４では、光源１０の中心位置近傍における急峻性が実験例１－４と
比較して緩和されていることが確認できた。実験例２－２，２－３では、光源１０の中心
位置近傍における急峻性が緩和されているが、平坦性が劣化する様子が見られた。この結
果から、光反射部材６０が条件式（２）を満たす位置に配置されていることが望ましいこ
とが確認できた。
【００８２】
　次に、上記実験例２－１～２－５の各サンプルについて、光源１０を全て点灯させた場
合の発光面の中心領域における輝度分布を測定した。その結果を図２７Ａ～２７Ｅにそれ
ぞれ示す。ここでは、発光面のうち、その中心付近の１３７．４ｍｍ四方の領域について
測定した。
【００８３】
　実験例２－１，２－４では、実験例２－５と比較して極めて平坦な輝度分布であること
が観察された。また、実験例２－２，２－３では、実験例２－５と比較して平坦な輝度分
布が得られることがわかった。
【００８４】
（実験例３－１）
　上記第３の実施の形態に係る発光装置３のサンプル（図２８Ａ参照）を作製した。但し
、波長変換部２０の直上部分２１および光反射部材６０の平面形状は、例えば図２Ａに示
したような八角形とした。図２８Ａに示したように、直上部分２１の幅は２３．０ｍｍ、
光反射部材６０の幅は１７．５ｍｍとした。遮光部材７０における、内面７１Ｓと頂面７
１Ｔとが交差する上端７１ＴＳ同士の間隔は１０．２ｍｍとした。また、壁部分７１の高
さ（表面４０Ｓと頂面７１Ｔとの距離）は２．５ｍｍとし、光源１０の発光点Ｚ０と波長
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変換部２０の直上部分２１との距離は５ｍｍとした。さらに、表面４０Ｓと裏面３０Ｓと
の距離Ｌ４（図２８Ａでは図示せず）は３０ｍｍとした。実験例３－１のサンプルでは、
図２８Ａに示したように、直線ＬＢ１上に壁部分７１の一部が差し掛かるようにした。す
なわち、光源１０からの光が全て直上部分２１または壁部分７１に入射するようにした。
【００８５】
（実験例３－２）
　遮光部材７０における上端７１ＴＳ同士の間隔を１９．７ｍｍとし、光源１０からの光
の一部が直上部分２１と壁部分７１との隙間から直接光学シート３０へ向かうようにした
ことを除き、他は実験例３－１と同様の構成の発光装置３のサンプルを作製した（図２８
Ｂ参照）。
【００８６】
（実験例３－３）
　遮光部材７０を設けなかったことを除き、他は実験例３－１と同様の構成の発光装置３
のサンプルを作製した（図２８Ｃ参照）。
【００８７】
　上記実験例３－１～３－５の各サンプルについて、１灯のみ点灯させた任意の光源１０
の直上の領域において観察される、ＸＹＺ表示系における３刺激値Ｘ，Ｙ，Ｚをそれぞれ
測定した。その結果を図２９Ａ～２９Ｃにそれぞれに示す。図２９Ａ～２９Ｃでは、横軸
がＸＹ面内における光源１０の中心位置（光軸の位置）を中心とする位置を表し、縦軸が
３刺激値Ｘ，Ｙ，Ｚの強度を規格化して表したものである。
【００８８】
　図２９Ａ～２９Ｃに示したように、遮光部材７０の存在しない実験例３－３（図２９Ｃ
Ａ）に比べて遮光部材７０を設けるようにした実験例３－１および３－２では、主に刺激
値Ｚ（青色成分光）のばらつき（輝度むら）が改善されていることが解った。特に実験例
３－１（図２９Ａ）では、その構造上、光源１０からの光ののうち壁部分７１に遮られる
ことなく直上部分２１の周縁部から直接光学シート３０へ向かう光が生じない。このため
、実験例３－２（図２９Ｂ）に比べ、実験例３－１では３刺激値Ｘ，Ｙ，Ｚの各色成分の
分布はさらに改善されており、それら３刺激値Ｘ，Ｙ，Ｚの各色成分の分布はほぼ一致す
る結果となった（図２９Ａ）。このように、光源１０を取り囲むように遮光部材７０を配
置することで、特に刺激値Ｚ（青色成分光）のばらつきを十分に抑制できることが確認で
きた。
【００８９】
　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。
【００９０】
　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。
【００９１】
　また、波長変換部２０の直上部分２１や光反射部材６０の平面形状を八角形としたが、
本技術ではこれに限定されるものではなく、例えば図３０Ａ～３０Ｃに示したように、四
角形、六角形または円形としてもよい。その場合、全ての直上部分２１および光反射部材
６０の平面形状が同一形状であってもよいし、いくつか異なる形状であってもよい。さら
に、波長変換部２０の直上部分２１や光反射部材６０は膜状のもの限定されず、立体的形
状、例えば図３１Ａに示したドーム状のものであってもよい。その場合、例えば図３１Ｂ
に示したように、連結部分２２を反射基板４０の表面４０Ｓ上に直接、載置するようにし
てもよい。さらに、波長変換部２０は、例えば図３２に示したように、一本の連結部分２
２の下面に複数の直上部分２１を接合したものであってもよい。
【００９２】
　さらに、例えば、上記実施の形態において発光装置１，２、表示装置１０１（テレビジ
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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、他の構成要素を備えていてもよい。
【００９３】
　また、上記第３の実施の形態では、遮光部材７０の壁部分７１の平面の輪郭形状を円形
としたが、他の形状、例えば八角形などの多角形としてもよい。
【００９４】
　なお、本明細書中に記載された効果はあくまで例示であってその記載に限定されるもの
ではなく、他の効果があってもよい。また、本技術は以下のような構成を取り得るもので
ある。
（１）
　基板上に配置された複数の光源と、
　前記複数の光源を共通に覆う光拡散部材と、
　厚さ方向において前記光源と前記光拡散部材との間に配置されると共に面内において前
記複数の光源と各々対応する領域に配置され、前記光源からの第１の波長光を第２の波長
光に変換する複数の波長変換部材と
　を有する発光装置。
（２）
　前記波長変換部材と前記光拡散部材との間に配置されると共に面内において前記複数の
光源と各々対応する領域に配置され、前記波長変換部材を透過した光を反射する光反射部
材をさらに有する
　上記（１）記載の発光装置。
（３）
　２以上の前記波長変換部材を繋ぐ第１の連結部材をさらに有する
　上記（１）または（２）に記載の発光装置。
（４）
　前記波長変換部材と前記第１の連結部材とは、同じ材料からなる一体物である
　上記（３）記載の発光装置。
（５）
　前記第１の連結部材の幅は前記波長変換部材の幅よりも狭い
　上記（４）記載の発光装置。
（６）
　第１の方向に並ぶ複数の前記波長変換部材と前記第１の方向部並ぶ複数の波長変換部材
を繋ぐ第１の連結部材とを含む波長変換ユニットが、第２の方向に複数配置されている
　上記（１）から（５）のいずれか１つに記載の発光装置。
（７）
　厚さ方向において、前記光源と前記波長変換部材との間隔は、前記光拡散部材と前記波
長変換部材との間隔よりも短い
　上記（１）から（６）のいずれか１つに記載の発光装置。
（８）
　面内方向において前記波長変換部材の中心点が前記光源の光軸と一致すると共に下記の
条件式（１）を満たす
　上記（１）から（７）のいずれか１つに記載の発光装置。
｜θ１｜ ＜ Ｔａｎ-1（Ｒ１／Ｌ１）　……（１）
　ただし、
　θ１：光源の出射強度が、最大ピークの６０％となる角度（光軸方向を０°とする）
　Ｒ１：波長変換部材における、外接円半径と内接円半径との中間値
　Ｌ１：光源と波長変換部材との厚さ方向の距離
（９）
　面内方向において前記光反射部材の中心点が前記光源の光軸と一致すると共に下記の条
件式（２）および条件式（３）を満たす
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　上記（２）記載の発光装置。
Ｔａｎ-1（Ｒ２／Ｌ２）＜２７°　……（２）
Ｒ２＜Ｒ１　……（３）
　ただし
　Ｒ２：光反射部材における、外接円半径と内接円半径との中間値
　Ｌ２：光反射部材と光拡散部材との厚さ方向の距離
（１０）
　前記波長変換部材は量子ドットを含む
　上記（１）から（９）のいずれか１つに記載の発光装置。
（１１）
　前記光源を前記光源の光軸と交差する面内において取り囲むように前記基板上に立設し
た壁部分を含む遮光部材を複数有する
　上記（１）から（１０）のいずれか１つに請求項１記載の発光装置。
（１２）
　前記波長変換部材と前記遮光部材とが互いに離間している
　上記（１１）記載の発光装置。
（１３）
　前記光源と波長変換部材の端部とを結ぶ直線上に前記遮光部材の一部が差し掛かってい
る
　上記（１１）または（１２）に記載の発光装置。
（１４）
　前記基板上に配置された反射シートをさらに有し、
　前記反射シートの一部が前記遮光部材を形成している
　上記（１１）から（１３）のいずれか１つに記載の発光装置。
（１５）
　２以上の前記遮光部材を繋ぐ第２の連結部材をさらに有する
　上記（１１）から（１４）のいずれか１つに記載の発光装置。
（１６）
　２以上の前記波長変換部材を繋ぐ第１の連結部材をさらに有し、
　前記第２の連結部材には、前記第１の連結部材を把持するクリップ部分が設けられてい
る
　上記（１５）記載の発光装置。
（１７）
　基板上に配置された複数の光源と、
　前記複数の光源を共通に覆う光拡散部材と、
　厚さ方向において前記光源と前記光拡散部材との間に配置されると共に面内において前
記複数の光源と各々対応する領域以外の領域に開口または切り欠きを有し、前記光源から
の第１の波長光を第２の波長光に変換する波長変換部材と
　を有する発光装置。
（１８）
　液晶パネルと、前記液晶パネルの背面側の面発光装置とを備え、
　前記発光装置は、
　基板上に配置された複数の光源と、
　前記複数の光源を共通に覆う光拡散部材と、
　厚さ方向において前記光源と前記光拡散部材との間に配置されると共に面内において前
記複数の光源と各々対応する領域に配置され、前記光源からの第１の波長光を第２の波長
光に変換する複数の波長変換部材と
　を有する
　表示装置。
（１９）
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　発光装置を備え、
　前記発光装置は、
　基板上に配置された複数の光源と、
　前記複数の光源を共通に覆う光拡散部材と、
　厚さ方向において前記光源と前記光拡散部材との間に配置されると共に面内において前
記複数の光源と各々対応する領域に配置され、前記光源からの第１の波長光を第２の波長
光に変換する複数の波長変換部材と
　を有する
　照明装置。
【符号の説明】
【００９５】
　１，２…発光装置、１０…光源、２０…波長変換部、２１…直上部分、２２…連結部分
、３０…光学シート、４０…反射基板、４１…壁部、４２…波長変換部、５０…スタッド
、５４…スリット、５５…クリップ、６０…光反射部材、７０…遮光部材、７１…壁部分
、７１Ｓ…内面、７３…連結部分、７４…クリップ部分、７６…スペーサ、１０１…表示
装置。
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