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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に青色（Ｂ：Blue）の光を発する複数の発光ダイオードが配置されて面発光を行
う光源部と、
　前記光源部の発光面に対向配置された色変換シートとを備え、
　前記色変換シートは、
　基材フィルム上に形成され、前記光源部から発せられた色光の少なくとも一部を他の色
光に変換することにより全体として白色光を発するように構成された色変換層と、
　前記色変換層を間にして対向配置された不透水性の一対の封止シートと、
　前記一対の封止シート同士を貼り合わせると共に、前記色変換層全体を覆うように設け
られた貼合層とを有し、
　前記封止シートは、
　不透水層と、
　前記不透水層を挟む一対の樹脂シートとを含む
　発光装置。
【請求項２】
　前記光源部の側から順に光拡散板と光拡散フィルムとを更に備え、
　前記光拡散フィルムと前記光拡散板との間に、前記色変換シートが設けられている
　請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
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　前記色変換層は、蛍光材料を含んで構成されている
　請求項１に記載の発光装置。
【請求項４】
　基板上に青色（Ｂ：Blue）の光を発する複数の発光ダイオードが配置されて面発光を行
う光源部と、
　画像データに基づいて駆動される表示パネルと、
　前記光源部の発光面に対向配置され、白色光を前記表示パネルへ導く色変換シートと、
を備え、
　前記色変換シートは、
　基材フィルム上に形成され、前記光源部から発せられた色光の少なくとも一部を他の色
光に変換して白色光を発するように構成された色変換層と、
　前記色変換層を間にして対向配置された不透水性の一対の封止シートと、
　前記一対の封止シート同士を貼り合わせると共に、前記色変換層を覆うように設けられ
た貼合層とを有し、
　前記封止シートは、
　不透水層と、
　前記不透水層を挟む一対の樹脂シートとを含む
　表示装置。
【請求項５】
　前記光源部と前記表示パネルとの間に、前記光源部の側から順に光拡散部材と、集光部
材とが設けられている
　請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記光源部と前記光拡散部材との間に、前記色変換層および前記封止シートが設けられ
ている
　請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記光拡散部材と前記集光部材との間に、前記色変換層および前記封止シートが設けら
れている
　請求項５または請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記光拡散部材は、前記光源部の側から順に光拡散板と光拡散フィルムとを含み、
　前記光拡散フィルムと前記光拡散板との間に、前記色変換層および前記封止シートが設
けられている
　請求項５ないし請求項７のいずれかに記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば光源と光源からの光を色変換させる色変換層を備えた発光装置、これ
を用いた表示装置および色変換シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、薄型の表示装置として液晶ディスプレイ（ＬＣＤ；Liquid Crystal Display）が
用いられている。液晶ディスプレイでは、液晶パネルを背後から全面にわたり照射するバ
ックライトが利用されており、その構造により液晶ディスプレイは直下方式とエッジライ
ト方式に大別することができる。エッジライト方式では、導光板側面より光を入射させて
内部を伝播させることにより、導光板上面において面発光がなされるようになっている。
また、直下方式は、同一面内に複数本の蛍光ランプを並列配置することで面発光を行うも
のである。現在では、ディスプレイの大型化が進み、大面積のパネル全体を均一かつ高輝
度に照明するために、直下型方式が主流となっている（例えば、特許文献１参照）。



(3) JP 5418762 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

【０００３】
　この一方で、近年では、大型ディスプレイの更なる薄型化、軽量化、長寿命化、環境負
担低減を目指し、また点滅制御による動画特性改善の観点から、発光ダイオード（ＬＥＤ
：Light Emitting Diode）を用いたバックライトが注目されている。このような発光ダイ
オードを用いたバックライトにより、パネルに白色光を照射するためには、次の２つの手
法を用いることができる。
【０００４】
　第１の手法は、図２１（Ａ）に示したように、赤色（Ｒ：Red）、青色（Ｂ：Blue）お
よび緑色（Ｇ：Green）の３色の発光ダイオード１００Ｒ，１００Ｂ，１００Ｇを用い、
これらを同時に点灯して白色光を合成するものである。これに対し、第２の手法は、光源
として青色発光ダイオードを用い、この青色発光ダイオードから発せられる光の一部を色
変換する蛍光体層を設けることで、変換された色光と青色光とを混色させ、白色光を出射
するものである。この第２の手法は、例えば図２１（Ｂ）に示したように、同一面内に複
数配置した青色発光ダイオード１００Ｂから離隔して、平板状の蛍光体層１０１を設ける
ことにより実現される。あるいは、図２１（Ｃ）に示したように、発光部１０２がワイヤ
ボンド１０４によって陰極フレーム１０５ａおよび陽極フレーム１０５ｂに接続され、全
体が外装キャップ１０７で封止された青色発光ダイオード１００Ｂにおいて、発光部１０
２を覆うように蛍光体層１０３を形成することで実現される。
【０００５】
　上記蛍光体層としては、例えばＧａＮ系の青色発光ダイオードチップを使用した場合、
ＹＡＧ蛍光体を混合したエポキシ樹脂やシリコン樹脂などが用いられる。これにより、青
色発光ダイオードチップからの青色光の一部が、蛍光体層で黄色光に変換され、全体とし
て白色光が得られる（例えば、特許文献２参照）。しかし、上記ＹＡＧ蛍光体は発光スペ
クトルが広いため、液晶ディスプレイ用のバックライトに用いる場合には液晶カラーフィ
ルタとのマッチングが悪く、色域が狭くなってしまう。そこで、ＹＡＧ蛍光体に赤色もし
くは緑色と赤色など、他色の蛍光体を加えることにより、色域を拡大し、色再現性の向上
が図られている。
【０００６】
　ところが、このような蛍光体層は大気中の水蒸気に対して敏感であり、水蒸気に曝され
ることで劣化し、所望の発光色度や発光効率を得ることができなくなってしまう。
【０００７】
　そこで、青色発光ダイオードチップの外装キャップの内側の面に蛍光体層を形成し、キ
ャップ内部を真空または不活性ガス雰囲気にして気密封止する手法が提案されている（特
許文献３）。また、蛍光体層を２枚のガラス基板で挟み込んで封止するといった手法が提
案されている（特許文献４）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－１０８６３５号公報
【特許文献２】特開２００６－４９６５７号公報
【特許文献３】特開２００４－３５２９２８号公報
【特許文献４】特開２００６－１６３９３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献３の手法では、外装キャップの内側に蛍光体層を塗布し、
更に内部の雰囲気を調整する必要があるため、製造工程が複雑となる。また、蛍光体層に
塗布むらが生じ易く、色度がばらつく虞がある。これに対して、特許文献４の手法では、
蛍光体層が平板状であるため、簡易な工程で蛍光体層を均一に塗布することは可能である
。ところが、重量の大きなガラス基板はハンドリングが悪く、特に大型や薄型のディスプ
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レイに対応することが困難であった。
【００１０】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、一の色光を他の色光に変
換する色変換層の劣化を抑制すると共に良好なハンドリングを実現することが可能な発光
装置および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】
【００１１】
　本発明の発光装置は、基板上に青色（Ｂ：Blue）の光を発する複数の発光ダイオードが
配置されて面発光を行う光源部と、光源部の発光面に対向配置された色変換シートとを備
えたものである。色変換シートは、基材フィルム上に形成され、光源部から発せられた色
光の少なくとも一部を他の色光に変換することにより全体として白色光を発するように構
成された色変換層と、色変換層を間にして対向配置された不透水性の一対の封止シートと
、一対の封止シート同士を貼り合わせると共に、色変換層を覆うように設けられた貼合層
とを有し、封止シートは、不透水層と、不透水層を挟む一対の樹脂シートとを含むもので
ある。
【００１３】
　本発明の表示装置は、基板上に青色（Ｂ：Blue）の光を発する複数の発光ダイオードが
配置されて面発光を行う光源部と、画像データに基づいて駆動される表示パネルと、光源
部の発光面に対向配置され、白色光を表示パネルへ導く色変換シートとを備えたものであ
る。色変換シートは、基材フィルム上に形成され、光源部から発せられた色光の少なくと
も一部を他の色光に変換することにより全体として白色光を発するように構成された色変
換層と、色変換層を間にして対向配置された不透水性の一対の封止シートと、一対の封止
シート同士を貼り合わせると共に、色変換層を覆うように設けられた貼合層とを有し、封
止シートは、不透水層と、不透水層を挟む一対の樹脂シートとを含むものである。
【００１４】
　本発明の発光装置および表示装置では、光源部からの色光の一部が色変換層により他の
色光へ変換され、一および他の色光の混色により面発光がなされる。このような色変換層
が、不透水性の封止シートによって封止されることにより、色変換層への水の浸入が防止
される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の発光装置および表示装置によれば、光源部からの色光の一部を他の色光に変換
させる色変換層を、不透水性の封止シートにより封止するようにしたので、色変換層の劣
化を抑制することができる。また、ガラス基板で色変換層を封止する場合に比べて良好な
ハンドリングを実現することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施の形態に係る蛍光体シートの概略構成を表す断面図である。
【図２】図１に示した封止シートの概略構成を表す断面図である。
【図３】図１に示した蛍光体シートの製造方法を説明するための図である。
【図４】図２に示した水蒸気バリア層の水蒸気透過率に対する蛍光体層の発光効率の変化
を表す図である。
【図５】図１に示した蛍光体シートの一適用例に係る表示装置（発光装置）の概略構成を
表す断面図である。
【図６】第１の変形例に係る蛍光体シートの製造方法を説明するための図である。
【図７】第２の変形例に係る蛍光体シートの製造方法を説明するための図である。
【図８】第３の変形例に係る蛍光体シートの概略構成を表す断面図である。
【図９】第４の変形例に係る蛍光体シートの概略構成を表す断面図である。
【図１０】第５の変形例に係る蛍光体シートの概略構成を表す断面図である。
【図１１】第６の変形例に係る蛍光体シートの概略構成を表す断面図である。
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【図１２】図１１に示した蛍光体シートの製造方法を説明するための図である。
【図１３】図１１に示した蛍光体シートのエッジシール部について表す（Ａ）断面拡大図
、（Ｂ）上面図である。
【図１４】図１１に示した蛍光体シートのエッジシール幅に対する発光輝度比を表す図で
ある。
【図１５】第７の変形例に係る蛍光体シートの概略構成を表す断面図である。
【図１６】第８の変形例に係る蛍光体シートの概略構成を表す断面図である。
【図１７】第９の変形例に係る発光装置の概略構成を表す断面図である。
【図１８】図１７に示した発光装置の他の例の概略構成を表す断面図である。
【図１９】第１０の変形例に係る発光装置の概略構成を表す断面図である。
【図２０】第１１の変形例に係る表示装置の概略構成を表す断面図である。
【図２１】従来例に係る発光装置の概略構成を表す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施の形態に係る蛍光体シート（色変換シート）１０の断面構造を
表すものである。蛍光体シート１０は、例えば青色発光ダイオードなどの光源の直上に配
置されて使用されるものであり、光源からの青色光の一部を他の色光に変換する蛍光体層
（色変換層）１１を一対の封止シート１２Ａ，１２Ｂにより封止したものである。封止シ
ート１２Ａ，１２Ｂは、第１貼合層１３および第２貼合層１４により、蛍光体層１１を挟
み込むようにして貼り合わせられている。
【００１９】
　蛍光体層１１は、入射した色光の一部をより長い波長域の色光に変換するようになって
いる。この蛍光体層１１は、例えば青色光により励起されて緑色光、赤色光もしくは黄色
光を発光する蛍光材料を少なくとも一種含んで構成されている。例えば、黄色変換の蛍光
材料としては、（Ｙ，Ｇｄ)3（Ａｌ，Ｇａ）5Ｏ12：Ｃｅ3+（通称ＹＡＧ：Ｃｅ3+）、α
－ＳｉＡｌＯＮ：Ｅｕ2+などが挙げられる。黄色もしくは緑色変換の蛍光材料としては、
(Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ)2ＳｉＯ4：Ｅｕ2+などが挙げられる。緑色変換の蛍光材料としては、
ＳｒＧａ2Ｓ4：Ｅｕ2+、β－ＳｉＡｌＯＮ：Ｅｕ2+、Ｃａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅ3+など
が挙げられる。赤色変換の蛍光材料としては、（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）Ｓ：Ｅｕ2+、（Ｃａ
，Ｓｒ，Ｂａ）2Ｓｉ5Ｎ8：Ｅｕ2+、ＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕ2+などが挙げられる。
【００２０】
　封止シート１２Ａ，１２Ｂはそれぞれ、蛍光体層１１への水蒸気の浸入を防止するもの
であり、蛍光体層１１の光入射側および光出射側に互いに対向するように配置されている
。
【００２１】
　ここで、封止シート１２Ａの構成について、図２を参照して説明する。封止シート１２
Ａは、２枚の樹脂シート１２１Ａ，１２１Ｂの間に、水蒸気バリア層（不透水層）１２２
を挟み込んだ構成となっている。すなわち、上述した蛍光体層１１は、樹脂シート１２１
Ａもしくは樹脂シート１２１Ｂを介在させて水蒸気バリア層１２２で封止されるようにな
っている。このような樹脂シート１２１Ａ，１２１Ｂとしては、透明性、加工性、耐熱性
などの観点から、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリカーボネート（Ｐ
Ｃ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリエチレンナ
フタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、環状非晶質ポリオレフィンな
どの熱可塑性樹脂や多官能アクリレート、多官能ポリオレフィン、不飽和ポリエステル、
エポキシ樹脂などを用いることができる。特に、青色発光ダイオードもしくは近紫外発光
ダイオードによって劣化しにくいもの、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリカーボ
ネート、ポリメチルメタクリレートおよびポリスチレンを用いることが好ましい。なお、
封止シート１２Ｂについても同様である。
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【００２２】
　水蒸気バリア層１２２は、水蒸気透過率の低い材料、例えばシリコン酸化物やシリコン
窒化物、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、インジウム酸化物、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3

）およびスズ酸化物などの無機材料や、ポリビニルアルコール、エチレンビニルアルコー
ル共重合体、ポリアクリロニトリルおよびポリ塩化ビニリデンなどの有機材料からなる単
層もしくは複合層により構成されている。また、水蒸気透過率は例えば２．０ｇ／ｍ2／
日以下であることが好ましい。更に、水蒸気透過率に加えて、酸素などのガス透過率の低
い材料を用いることが好ましい。
【００２３】
　第１貼合層１３は、蛍光体層１１の光出射面と封止シート１２Ａとの間に設けられ、第
２貼合層１４は、蛍光体層１１の外周に沿って、すなわち蛍光体層１１の平面形状を囲む
ように枠形状に設けられている。このような第１貼合層１３および第２貼合層１４は、水
蒸気バリア性を有する接着材料、例えばＵＶ硬化接着剤、熱硬化接着剤、粘着剤、ホット
メルト剤などにより構成されている。但し、第１貼合層１３は、蛍光体層１１から出射さ
れる光の光路上に配置されるため、透明性を有する材料により構成されている。第２貼合
層１４は、透明であっても不透明であってもよいが、水蒸気バリア性の高い材料を用いる
ことが好ましい。
【００２４】
　このような蛍光体シート１０は、例えば次のようにして製造することができる。
【００２５】
　まず、図２に示したような構成を有する封止シート１２Ａ，１２Ｂを作製する。すなわ
ち、上述の材料よりなる樹脂シート１２１Ａ上に、各種成膜方法、例えば蒸着法やスパッ
タリング法などにより上述の材料よりなる水蒸気バリア層１２２を成膜する。なお、水蒸
気バリア層１２２として有機材料を用いた場合には、コーターコーティングやスプレーコ
ーティングなどにより成膜してもよい。続いて、形成した水蒸気バリア層１２２の上にも
う１枚の樹脂シート１２１Ｂを重ね合わせ、水蒸気バリア層１２２を樹脂シート１２１Ａ
，１２１Ｂ間に封止する。
【００２６】
　次いで、図３（Ａ）に示したように、作製した封止シート１２Ａ，１２Ｂのうちの一方
の封止シート１２Ｂ上の周縁部に、上述の材料よりなる第２貼合層１４を塗布形成する。
このとき、封止シート１２Ｂの周縁部において、第２貼合層１４を形成しない領域（図示
せず。以下、ゲート部という。）を設けておく。続いて、図３（Ｂ）に示したように、も
う１枚の封止シート１２Ａを第２貼合層１４の上から、封止シート１２Ｂと対向するよう
に重ね合わせ、接着する。こののち、図３（Ｃ）に示したように、上記ゲート部を介して
、封止シート１２Ｂの表面に上述した材料よりなる蛍光体層１１を塗布形成する。最後に
、図３（Ｄ）に示したように、形成した蛍光体層１１と封止シート１２Ａとの間隙に、上
述した材料よりなる第１貼合層１３をゲート部より注入し、接着することにより、図１に
示した蛍光体シート１０を完成する。
【００２７】
　次に、本実施の形態の蛍光体シート１０の作用、効果について説明する。
【００２８】
　蛍光体シート１０では、例えば青色の光が封止シート１２Ｂの下方から入射すると、こ
の青色光は、蛍光体層１１においてその一部が他の波長域の光、例えば赤色光および緑色
光に変換されて蛍光体層１１の上方へ出射する。一方、蛍光体層１１に入射した青色光の
他の部分は、色変換されることなく出射する。このようにして、蛍光体層１１を出射した
各色光は、第１貼合層１３および封止シート１２Ａを順に透過して、混色により例えば白
色光となって封止シート１２Ａの上方から出射する。
【００２９】
　本実施の形態では、上記のような蛍光体層１１が水蒸気バリア層１２２を有する封止シ
ート１２Ａ，１２Ｂによって封止されていることにより、蛍光体層１１への水蒸気の浸入
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が防止され、発光効率などの特性の劣化を抑制することができる。これは特に、蛍光体層
１１として、水蒸気に脆弱である硫化物系や酸硫化物系の蛍光材料を用いた場合に有効で
ある。
【００３０】
　ここで、図４に、水蒸気バリア層１２２の水蒸気透過率に対する蛍光体層１１の発光効
率の変化について示す。これは、一般的に水蒸気に対して脆弱であるとされる蛍光体材料
を用いて蛍光体シート１０を作製し、８５℃９０％ＲＨの環境下に５００時間放置して、
蛍光体層１１の発光効率の変化を調査したものである。但し、初期の発光効率を１とした
相対的な変化について示している。このように、水蒸気透過率が高い、つまり水蒸気バリ
ア性が低い程、発光効率の低下が顕著であることがわかる。よって、水蒸気バリア層１２
２を有する封止シート１２Ａ，１２Ｂで蛍光体層１１を封止した場合、水蒸気バリア層１
２２のバリア性に応じて蛍光体層１１の劣化を軽減することができる。
【００３１】
　また、上記のような環境下での加速係数は一般に７０以上とされており、実環境で３５
０００時間以上使用した場合の劣化に相当する。また、一般的なバックライトでは、輝度
半減までに要する時間が３００００時間以上であることが信頼性を保証する条件とされて
いる。よって、水蒸気透過率が２ｇ／ｍ2／日以下であれば、上記のような信頼性条件を
上回ることができる。
【００３２】
　ところが、この水蒸気バリア層１２２は、蛍光体層１１への水蒸気の浸入を防ぐものの
、蛍光体層１１自体と化学反応を生じ易く、この化学反応によって蛍光体層１１が劣化し
、発光効率などの特性が低下してしまう虞がある。
【００３３】
　この点、本実施の形態では、蛍光体層１１が、封止シート１２Ａ，１２Ｂによって、樹
脂シート１２１Ａもしくは樹脂シート１２１Ｂを介在させて水蒸気バリア層１２２に封止
されていることにより、蛍光体層１１と水蒸気バリア層１２２とが直接的に接触すること
がない。よって、蛍光体層１１と水蒸気バリア層１２２との間で化学反応が生じにくくな
る。
【００３４】
　また、封止シート１２Ａ，１２Ｂにおいて、水蒸気バリア層１２２が２枚の樹脂シート
１２１Ａ，１２１Ｂによって挟み込まれていることにより、水蒸気バリア層１２２は外部
に曝されることがないため、水蒸気バリア層１２２における耐候性の確保や機械的損傷防
止につながる。またこれにより、水蒸気バリア層１２２の表面状態が良好となり、蛍光体
層１１の印刷プロセスや貼合層材料の選択の幅が広がり、製造性が向上する。
【００３５】
　以上のように、本実施の形態では、蛍光体層１１により、光源からの青色光の一部を他
の色光に変換して出射させると共に、青色光の他の部分を色変換せずに出射させるように
したので、各色光の混色により例えば白色光を得ることができる。この蛍光体層１１を封
止シート１２Ａ，１２Ｂにより封止し、封止シート１２Ａ，１２Ｂがそれぞれ蛍光体層１
１の側から樹脂シート１２１Ａ（もしくは樹脂シート１２１Ｂ）と水蒸気バリア層１２２
とを有するようにしたので、蛍光体層１１の劣化を抑制することができる。また、ガラス
基板により蛍光体層を封止する場合に比べて、低コストで良好なハンドリングを実現する
ことが可能となる。これにより、ディスプレイの大型化や薄型化に対応し易くなる。
【００３６】
（適用例）
　上記のような蛍光体シート１０は、例えば図５に示したような表示装置１（発光装置３
）に適用することができる。
【００３７】
　表示装置１は、光源部２と蛍光体シート１０とからなるバックライトとしての発光装置
３と、画像データに基づいて駆動される表示パネル４とを備えている。発光装置３と表示
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パネル４との間には、発光装置３の側から順に、拡散板５、拡散フィルム６、レンズフィ
ルム（集光部材）７および反射型偏光フィルム８などの各種光学機能フィルムが配置され
ている。
【００３８】
　光源部２は、基板２０上に複数の青色ＬＥＤ２１が配置されて、全体として面発光を行
うものである。このような光源部２の直上に、蛍光体シート１０が配置されている。
【００３９】
　表示パネル４は、例えば、画素電極やＴＦＴ（Thin Film Transistor；薄膜トランジス
タ）素子等が形成されたＴＦＴ基板と、対向電極やカラーフィルタ等が形成された対向基
板との間に液晶層（いずれも図示せず）を封止したものである。この表示パネル４の光入
射側および光出射側には、それぞれ偏光板（図示せず）が互いに偏光軸が直交するように
貼り合わされている。
【００４０】
　拡散板５および拡散フィルム６は、入射光を拡散して強度分布を均一化するものであり
、本発明の光拡散部材に対応している。レンズフィルム７は、プリズム状の突起が複数並
列してなり、入射光を集光する機能を有する。反射型偏光フィルム８は、一方の偏光を透
過させ、他方の偏光を下方（発光装置３の側）に反射させて再利用に供するものであり、
光利用効率を高めるために設けられている。
【００４１】
　この表示装置１では、青色ＬＥＤ２１から出射された青色光は、蛍光体シート１０によ
り、上述したように白色光を出射する。発光装置３から出射された白色光は、拡散板５、
拡散フィルム６により拡散されたのち、レンズフィルム７により集光され、反射型偏光フ
ィルム８を通過して表示パネル４を照射する。このようにして照射された光が、表示パネ
ル４により画像データに基づいて変調され、画像表示が行われる。
【００４２】
　次に、上記実施の形態の変形例について説明する。なお、以下では、上記実施の形態と
同様の構成要素については同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００４３】
（変形例１）
　図６（Ａ）～（Ｄ）は、変形例１に係る蛍光体シート１０の製造方法について工程順に
表したものである。蛍光体シート１０は、次のようにして製造することも可能である。ま
ず図６（Ａ）に示したように、封止シート１２Ｂ上の周縁部を除いた領域に蛍光体層１１
を塗布形成する。続いて、図６（Ｂ）に示したように、封止シート１２Ｂ上の周縁部に、
すなわち蛍光体層１１の平面形状を囲むように第２貼合層１４を形成する。こののち、図
６（Ｃ）に示したように、蛍光体層１１の全面を覆うように第１貼合層１３を形成する。
この上から、図６（Ｄ）に示したように、封止シート１２Ａを貼り合わせることにより、
蛍光体シート１０を完成する。
【００４４】
（変形例２）
　図７（Ａ）～（Ｄ）は、変形例２に係る蛍光体シート１０の製造方法について工程順に
表したものである。蛍光体シート１０は、次のようにして製造することも可能である。ま
ず図７（Ａ）に示したように、封止シート１２Ｂ上の周縁部を除いた領域に蛍光体層１１
を塗布形成する。続いて、図７（Ｂ）に示したように、蛍光体層１１の光出射側の全面を
覆うように第１貼合層１３を形成する。次いで、図７（Ｃ）に示したように、第１貼合層
１３の上から封止シート１２Ａを貼り合わせる。最後に、図７（Ｄ）に示したように、封
止シート１２Ａと封止シート１２Ｂとの間を、外側から封止するように第２貼合層１４を
形成することにより、蛍光体シート１０を完成する。
【００４５】
（変形例３）
　図８は、変形例３に係る蛍光体シートの断面構造を表すものである。変形例３の蛍光体
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シートは、第１貼合層１３が設けられておらず、蛍光体層１１が封止シート１２Ａ，１２
Ｂの間に第２貼合層１４のみによって気密封止されていること以外は、上記実施の形態と
同様の構成となっている。このように、第２貼合層１４によって封止シート１２Ａ，１２
Ｂとの間の気密性が確保されていれば、一方の封止シート１２Ａと蛍光体層１１とは必ず
しも接着されていなくともよい。これにより、低コスト化や製造プロセスの簡易化を図る
ことができる。
【００４６】
（変形例４）
　図９は、変形例４に係る蛍光体シートの断面構造を表すものである。変形例４の蛍光体
シートは、蛍光体層１１が基材フィルム３０上に形成され、蛍光体層１１と封止シート１
２Ａとの間に第１貼合層１３ａ、基材フィルム３０と封止シート１２Ｂとの間に第１貼合
層１３ｂが設けられていること以外は、上記実施の形態と同様の構成となっている。基材
フィルム３０は、例えばポリエチレンテレフタレートなどにより構成されている。第１貼
合層１３ａ，１３ｂは、上記実施の形態の第１貼合層１３と同様の材料により構成されて
いる。このように蛍光体層１１を基材フィルム３０上に形成することにより、蛍光層１１
の反りを防止することができると共に、蛍光体層１１の塗布プロセスが容易となる。
【００４７】
（変形例５）
　図１０は、変形例５に係る蛍光体シートの断面構造を表すものである。変形例５の蛍光
体シートは、第１貼合層１３ａ，１３ｂが設けられておらず、第２貼合層１４のみによっ
て気密封止されていること以外は、上記変形例４に係る蛍光体シートと同様の構成となっ
ている。このように、第２貼合層１４によって封止シート１２Ａ，１２Ｂ間の気密性が確
保されていれば、封止シート１２Ａと蛍光体層１１、および封止シート１２Ｂと基材フィ
ルム３０はそれぞれ、必ずしも接着されていなくともよい。
【００４８】
（変形例６）
　図１１は、変形例６に係る蛍光体シートの断面構造を表すものである。変形例６の蛍光
体シートは、封止シート１２Ｂ上に配置された蛍光体層１１全体を覆うようにして貼合層
３１が設けられており、蛍光体層１１が封止シート１２Ａ，１２Ｂ間に貼合層３１のみに
よって気密封止された構成となっている。貼合層３１は、上記実施の形態の第１貼合層１
３と同様の材料により構成されるが、十分な水蒸気バリア性を有していることが好ましい
。
【００４９】
　このような蛍光体シートは、例えば次のようにして製造することができる。まず、図１
２（Ａ）に示したように、封止シート１２Ｂ上の周縁部を除いた領域に蛍光体層１１を塗
布形成する。続いて、図１２（Ｂ）に示したように、形成した蛍光体層１１と封止シート
１２Ｂの周縁部とを覆うように、貼合層３１を形成する。最後に、図１２（Ｃ）に示した
ように、形成した貼合層３１の上から封止シート１２Ａを貼り合わせることにより、図１
１に示した蛍光体シートを完成する。
【００５０】
　本変形例６のように、封止シート１２Ａ，１２Ｂの全面にわたって貼合層３１を連続し
て形成するようにしてもよい。これにより、製造プロセスが簡易となる。
【００５１】
　ここで、図１３（Ａ）に、貼合層３１のエッジシール部３１Ａ付近を拡大したもの、図
１３（Ｂ）には、蛍光体層１１およびエッジシール部３１Ａを上面からみたものをそれぞ
れ示す。図１３（Ａ），（Ｂ）に示したように、本変形例では、貼合層３１の周縁部分（
エッジシール部３１Ａ）が、蛍光体層１１を側面から保護している。蛍光体層１１の劣化
は、主に蛍光体層１１の上面および下面からの酸素等の浸入によって進むが、蛍光体層１
１の側面付近では、上下面に加えて側面からの浸入も無視できない。エッジシール部３１
Ａは、特にこのような蛍光体層１１の側面からの酸素等の浸入による劣化抑制に寄与して
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いる。
【００５２】
　そこで、上記のようなエッジシール部３１Ａの幅（エッジシール幅Ｘ）を変化させて、
蛍光体層１１の劣化の度合いを調べる実験を行った。具体的には、Ｘ＝０，２，５，１０
ｍｍの各場合において、蛍光体層１１の面内の中央付近（図１３（Ｂ）中の測定点Ａ）と
端部付近（図１３（Ｂ）中の測定点Ｂ）とのそれぞれにおいて、発光強度を測定した。但
し、蛍光体としては、一般に高温高湿下において輝度劣化が大きいとされる赤色変換の蛍
光体（励起光：青色光）を用い、封止シート１２Ａ，１２Ｂとしては、水蒸気透過率が０
．０１ｇ／ｍ2／日のものを使用した。貼合層３１としてはアクリル樹脂系接着剤を用い
、その厚みを１０μｍとした。これらの材料を用いて作製した蛍光体シートを、８０℃、
９０％ＲＨの環境下に放置し、３００時間経過後の発光強度を測定した。図１４に、各幅
Ｘにおける発光強度比（測定点Ｂの発光強度／測定点Ａの発光強度）について示す。
【００５３】
　図１４に示したように、エッジシール部３１Ａの幅Ｘ＝０ｍｍの場合、すなわち蛍光体
層１１の側面が剥き出しになっている場合には、測定点Ｂにおける発光強度は測定点Ａに
比べ半減する。一方、Ｘ＝２，５，１０ｍｍの場合には、測定点Ａと測定点Ｂとの間で差
がほとんど観られなかった。つまり、エッジシール部３１Ａの幅が２ｍｍ以上であれば、
側面からの酸素や水蒸気等の浸入を効果的に抑制可能であることがわかる。但し、エッジ
シール部３１Ａの幅は２ｍｍ以上に限定されるものではない。使用される蛍光体や貼合層
の材料同士の組み合わせ等によっては、２ｍｍ未満の場合でも上記と同等の効果を得るこ
とができるためである。
【００５４】
（変形例７）
　図１５は、変形例７に係る蛍光体シートの断面構造を表すものである。変形例７の蛍光
体シートは、蛍光体層１１が上記変形例４，５の基材フィルム３０上に形成されており、
これら全体が貼合層３２によって包囲され、封止シート１２Ａ，１２Ｂ間に気密封止され
ている。貼合層３２は、上記変形例６の貼合層３１と同様の材料により構成されている。
このように、蛍光体層１１を形成した基材フィルム３０全体を貼合層３２によって、封止
シート１２Ａ，１２Ｂ間に封止してもよい。
【００５５】
（変形例８）
　図１６は、変形例８に係る蛍光体シートの断面構造を表すものである。変形例８の蛍光
体シートは、一方の封止シート１２Ｂの代わりに光学機能層３３を配置したこと以外は、
上記実施の形態の蛍光体シート１０と同様の構成となっている。光学機能層３３は、例え
ば上述の表示装置１における拡散板５、拡散フィルム６、レンズフィルム７および反射型
偏光フィルム８などの各種光学フィルムである。本変形例では、このような光学機能層３
３の一面に蛍光体層１１が形成されており、この上に第１貼合層１３および第２貼合層１
４によって封止シート１２Ａが貼り合わせられている。但し、この場合、光学機能層３３
が十分な水蒸気バリア性を有していることが好ましい。このような蛍光体シートを用いる
ことで、発光装置もしくは表示装置の薄型化に有利となる。
【００５６】
（変形例９）
　図１７（Ａ），（Ｂ）は、変形例９に係る発光装置の断面構造を表すものである。変形
例９の発光装置は、光源部として、側面に設けられた青色ＬＥＤ３５からの光を伝搬させ
上方に向けて面発光を行う導光板３４を用いたものである。導光板３４の底面には光反射
材３４ａおよび光拡散材３４ｂが設けられている。このように、蛍光体シート１０の光源
としては、上述したような基板上に複数の青色ＬＥＤを配置したものに限定されず、本変
形例のように導光板３４を用いたものであってもよい。また、この場合、蛍光体シート１
０は、図１７（Ａ）に示したように導光板３４の光出射側の面に対向させて配置してもよ
く、図１７（Ｂ）に示したように導光板３４の光入射側の面に対向させて配置してもよい
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。
【００５７】
　なお、本変形例においても、上記変形例８のように、導光板３４の光入射面もしくは光
出射面に、蛍光体層を形成し、この上を封止シートで覆うようにしてもよい。また、導光
板３４の底面側に蛍光体シート１０を配置してもよい。
【００５８】
　ここで、図１８（Ａ）に、導光板の底面側に蛍光体シートを配置した場合の具体的な構
成を示す。図１８（Ａ）に示したように、導光板３６Ａの底面には、光取り出し用の加工
として、例えば複数の溝３６Ａ１が形成されているが、この複数の溝３３６Ａ１の下方に
蛍光体シート１０が配置されている。導光板３６Ａでは、導光板３６Ａ内を伝播する光が
溝３６Ａ１によって全反射条件が崩される（臨界角未満となる）ことにより、導光板３６
Ａの上方へ出射するようになっている。溝３６Ａ１において全反射条件が崩される際に、
青色光が蛍光体シート１０を通過して色変換される。なお、導光板３６Ａにおける光取り
出し加工は、上記のような溝３６Ａ１に限定されない。例えば、図１８（Ｂ）に示したよ
うに、その底面に複数のドット３６Ｂ１が印刷された導光板３６Ｂを用いるようにしても
よい。
【００５９】
（変形例１０）
　図１９は、変形例１０に係る発光装置の概略構成を表すものである。変形例１０の発光
装置は、例えば青色発光ダイオードであり、発光部４０の直上に蛍光体シート１０が配置
されたものである。発光部４０は、ワイヤボンド４１により陰極フレーム４２ａおよび陽
極フレーム４２ｂに電気的に接続されている。発光部４０および蛍光体シート１０は、外
装キャップ４３により封止されている。このように青色発光ダイオードの発光部４０の直
上に蛍光体シート１０を配置してもよい。
【００６０】
（変形例１１）
　図２０（Ａ），（Ｂ）は、変形例１１に係る表示装置の断面構造を表すものである。変
形例１１に係る表示装置では、蛍光体シート１０の設置される位置が上記実施の形態の表
示装置１と異なっている。すなわち、蛍光体シート１０が、拡散板５と拡散フィルム６と
の間（図２０（Ａ））、もしくは拡散フィルム６とレンズフィルム７との間（図２０（Ｂ
））に設けられている。このように、蛍光体シート１０は、光源部２の直上に限らず、光
源部２と反射型偏光フィルム８との間のいずれの位置に配置されていてもよい。但し、蛍
光体シート１０より出射される光の色度の視野角依存性を最小にするためには、図５に示
したように光源部２の直上に配置するか、あるいは図２０（Ａ）に示したように拡散板５
と拡散フィルム６との間に配置するのがよい。一方、出射光の色度のＬＥＤ光源からの放
射角依存性を最小にするためには、図２０（Ａ）の配置構成もしくは図２０（Ｂ）に示し
たように拡散フィルム６とレンズフィルム７との間に配置するのがよい。よって、出射光
における色度の視野角依存性および光源からの放射角依存性のいずれも最小とすることの
できる図２０（Ａ）の配置構成が好ましい。
【００６１】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明はこれらの実施の形態等に限定
されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば、光源として青色発光ダイオード
を用いた構成を例に挙げて説明したが、これに限定されず、比較的短い波長領域の色光を
発する光源、例えば近紫外発光ダイオードを用いるようにしてもよい。この場合、色変換
層には、緑色変換もしくは黄色変換の蛍光材料として、(Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ)2ＳｉＯ4：Ｅ
ｕ2+、ＢＡＭ：Ｅｕ2+，Ｍｎ2+およびα－ＳｉＡｌＯＮ：Ｅｕ2+などを用いることができ
る。また、赤色変換の蛍光材料として、Ｙ2Ｏ2Ｓ：Ｅｕ3+、Ｌａ2Ｏ2Ｓ：Ｅｕ3+、(Ｃａ
，Ｓｒ，Ｂａ)2Ｓｉ5Ｎ8：Ｅｕ2+、ＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕ2+、ＬｉＥｕＷ2Ｏ8、Ｃａ（
Ｅｕ，Ｌａ）4Ｓｉ3Ｏ13、Ｅｕ2Ｗ2Ｏ9系、（Ｌａ，Ｅｕ）2Ｗ3Ｏ12、(Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ
)3ＭｇＳｉ2Ｏ8：Ｅｕ2+，Ｍｎ2+、ＣａＴｉＯ3：Ｐｒ3+，Ｂｉ3+などを用いることがで
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）3Ｃｌ：Ｅｕ2+などを用いることができる。但し、発光効率や耐候性の観点から青色発
光ダイオードを用いることが好ましい。
【００６２】
　また、上記実施の形態では、発光装置として、光源部２および蛍光体シート１０からな
る構成を例に挙げて説明したが、これに限定されず、例えば蛍光体シート１０の光出射側
に他の光学機能層、例えば上述したような拡散板５、拡散フィルム６、レンズフィルム７
および反射型偏光フィルム８などが設けられていてもよい。すなわち、光源部と蛍光体シ
ートとを含んでさえいればよい。
【００６３】
　また、上記実施の形態では、本発明の表示装置の表示パネルとして液晶パネルを用いた
構成を例に挙げて説明したが、これに限定されず、他の表示装置にも適用することが可能
である。
【符号の説明】
【００６４】
　１…表示装置、２…光源部、３…発光装置、４…表示パネル、５…拡散板、６…拡散フ
ィルム、７…レンズフィルム、８…反射型偏光フィルム、１０…蛍光体シート、１１…蛍
光体層、１２Ａ，１２Ｂ…封止シート、１３，１３ａ，１３ｂ…第１貼合層、１４…第２
貼合層、２０…基板、２１，３５…青色ＬＥＤ、３０…基材フィルム、３１，３２…貼合
層、３３…光学機能層、３４…導光板、４０…発光部、４１…ワイヤボンド、４２ａ…陰
極フレーム、４２ｂ…陽極フレーム、４３…外装キャップ、１２１Ａ，１２１Ｂ…樹脂シ
ート、１２２…水蒸気バリア層。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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