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(57)【要約】
【課題】本発明は演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパ
ッケージ構造を提供する。
【解決手段】基板ユニット、発光ユニット、フレームユ
ニット及びパッケージユニットを含む。発光ユニットは
第１種色温度を生じる第1発光モジュールと第２種色温
度を生じる第２発光モジュールを有する。フレームユニ
ットは塗布する方法で基板ユニットの上表面に囲繞して
成形する２つの囲繞型フレームコロイドを有し、２つの
囲繞型フレームコロイドはそれぞれ第１、第２発光モジ
ュールを囲繞して、基板ユニット上方にある２つのコロ
イド位置限定スペースを形成する。パッケージユニット
は基板ユニットの上表面に成形してそれぞれ第１、第２
発光モジュールを覆う第１透明パッケージコロイドと第
２透明パッケージコロイドを有し、第１、第２透明パッ
ケージコロイドはそれぞれ２つのコロイド位置限定スペ
ース内に限定される。
【選択図】図１Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパッケージ構造であって、
　少なくとも１つの基板本体と、前記基板本体の上表面に設けた少なくとも２つのダイス
載置領域を有する基板ユニットと、
　第１種色温度を生じる少なくとも１つの第１発光モジュールと第２種色温度を生じる少
なくとも１つの第２発光モジュールを有し、前記少なくとも１つの第１発光モジュールは
前記基板ユニットのうちの１つのダイス載置領域上に電気的に設置された複数個の第１Ｌ
ＥＤダイスを有し、前記少なくとも１つの第２発光モジュールは前記基板ユニットの別の
１つのダイス載置領域上に電気的に設置された複数個の第２ＬＥＤダイスを有する発光ユ
ニットと、
　塗布する方法で前記基板ユニットの上表面に囲繞して成形する少なくとも２つの囲繞型
フレームコロイドを有し、前記少なくとも２つの囲繞型フレームコロイドはそれぞれ前記
少なくとも１つの第１発光モジュールと前記少なくとも１つの第２発光モジュールを囲繞
して、前記基板ユニット上方にある少なくとも２つのコロイド位置限定スペースを形成す
るフレームユニットと、
　前記基板ユニットの上表面に成形して、前記少なくとも１つの第１発光モジュールと前
記少なくとも１つの第２発光モジュールをそれぞれ覆う少なくとも１つの第１透明パッケ
ージコロイドと少なくとも１つの第２透明パッケージコロイドを有し、前記少なくとも１
つの第１透明パッケージコロイドと前記少なくとも１つの第２透明パッケージコロイドは
、それぞれ前記少なくとも２つのコロイド位置限定スペース内に限定されるパッケージユ
ニットと、
を含むことを特徴とする演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパッケージ構造。
【請求項２】
　各第１ＬＥＤダイスは青色ＬＥＤダイスであり、前記少なくとも１つの第１透明パッケ
ージコロイドは第１色彩を有する蛍光コロイドであり、前記複数個の第１ＬＥＤダイスか
ら生じる光束は前記少なくとも１つの第１透明パッケージコロイドを貫通して色温度が約
３５００Ｋの黄色の光束を生じ、各第２ＬＥＤダイスは青色ＬＥＤダイスであり、前記少
なくとも１つの第２透明パッケージコロイドは第２色彩を有する蛍光コロイドであり、し
かも前記複数個の第２ＬＥＤダイスから生じる光束は前記少なくとも１つの第２透明パッ
ケージコロイドを貫通して色温度が約６５００Ｋの白色の光束を生じることを特徴とする
請求項１に記載の演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパッケージ構造。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの第１発光モジュールが生じる第１種色温度は、前記少なくとも１
つの第２発光モジュールが生じる第２種色温度より小さく、前記少なくとも２つの囲繞型
フレームコロイドは共に蛍光コロイドであって互いに分離したり一緒に接続したりすると
共に、互いに直列又は並列とすることを特徴とする請求項１に記載の演色性と輝度を高め
る混光式ＬＥＤパッケージ構造。
【請求項４】
　各囲繞型フレームコロイドの上表面は円弧形状であって、各囲繞型フレームコロイドは
前記基板本体の上表面に対する円弧形状の切線の角度が４０から５０度の間にあり、各囲
繞型フレームコロイドの頂面は前記基板本体の上表面からの高さが０.３から０．７ｍｍ
の間にあり、各囲繞型フレームコロイド底部の幅は１.５から３ｍｍの間に有り、各囲繞
型フレームコロイドのチクソ性指数（ｔｈｉｘｏｔｒｏｐｉｃ　ｉｎｄｅｘ）は４～６の
間にあり、しかも各囲繞型フレームコロイドは無機添加物を混入した白色熱硬化のフレー
ムコロイドであることを特徴とする請求項１に記載の演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤ
パッケージ構造。
【請求項５】
　演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパッケージ構造であって、
　少なくとも１つの基板本体と、前記基板本体の上表面に設けた少なくとも２つのダイス
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載置領域を有する基板ユニットと、
　第１種色温度を生じる少なくとも１つの第１発光モジュールと第２種色温度を生じる少
なくとも１つの第２発光モジュールを有し、前記少なくとも１つの第１発光モジュールは
前記基板ユニットのうちの１つのダイス載置領域上に電気的に設置された複数個の第１Ｌ
ＥＤダイスを有し、前記少なくとも１つの第２発光モジュールは前記基板ユニットの別の
１つのダイス載置領域上に電気的に設置された複数個の第２ＬＥＤダイスを有する発光ユ
ニットと、
　塗布する方法で前記基板ユニットの上表面に囲繞して成形する少なくとも１つの第１囲
繞型フレームコロイドと少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイドを有し、前記少な
くとも１つの第１囲繞型フレームコロイドは前記少なくとも１つの第１発光モジュールを
囲繞して、前記基板ユニット上方にある少なくとも１つの第１コロイド位置限定スペース
を形成し、前記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイドは前記少なくとも１つの第
２発光モジュールと前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイドを囲繞して、前記
基板本体の上方にあって且つ前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイドと前記少
なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイドの間にある少なくとも１つの第２コロイド位
置限定スペースを形成するフレームユニットと、
　前記基板ユニットの上表面に成形して、それぞれ前記少なくとも１つの第１発光モジュ
ールと前記少なくとも１つの第２発光モジュールを覆う少なくとも１つの第１透明パッケ
ージコロイドと少なくとも１つの第２透明パッケージコロイドを有し、前記少なくとも１
つの第１透明パッケージコロイドは前記少なくとも１つの第１コロイド位置限定スペース
内に限定され、前記少なくとも１つの第２透明パッケージコロイドは前記少なくとも１つ
の第２コロイド位置限定スペース内に限定されるパッケージユニットと、
を含むことを特徴とする演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパッケージ構造。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの第１発光モジュールが生じる第１種色温度は、前記少なくとも１
つの第２発光モジュールが生じる第２種色温度より小さいか又は大きく、前記少なくとも
１つの第１囲繞型フレームコロイドと前記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイド
は同心円に配列すると共に、前記少なくとも１つの第２発光モジュールは前記少なくとも
１つの第１囲繞型フレームコロイドと前記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイド
の間に設置し、前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイドは蛍光コロイドで、前
記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイドは蛍光コロイド又は反射コロイドである
ことを特徴とする請求項５に記載の演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパッケージ構造。
【請求項７】
　演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパッケージ構造であって、
　基板ユニットと、
　第１種色温度を生じる少なくとも１つの第１発光モジュールと第２種色温度を生じる少
なくとも１つの第２発光モジュールを有し、前記少なくとも１つの第１発光モジュールは
前記基板ユニット上に電気的に設置された複数個の第１ＬＥＤダイスを有し、前記少なく
とも１つの第２発光モジュールは前記基板ユニット上に電気的に設置された複数個の第２
ＬＥＤダイスを有する発光ユニットと、
　前記基板ユニットの上表面に成形した少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイドと
少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイドを有し、前記少なくとも１つの第１囲繞型
フレームコロイドは前記少なくとも１つの第１発光モジュールを囲繞して、前記基板ユニ
ット上方にある少なくとも１つの第１コロイド位置限定スペースを形成し、前記少なくと
も１つの第２囲繞型フレームコロイドは前記少なくとも１つの第２発光モジュールと前記
少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイドを囲繞して、前記基板ユニット上方にあっ
て且つ前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイドと前記少なくとも１つの第２囲
繞型フレームコロイドとの間にある少なくとも１つの第２コロイド位置限定スペースを形
成するフレームユニットと、
　前記基板ユニットの上表面に成形して、それぞれ前記少なくとも１つの第１発光モジュ



(4) JP 2011-49516 A 2011.3.10

10

20

30

40

50

ールと前記少なくとも１つの第２発光モジュールを覆う、少なくとも１つの第１透明パッ
ケージコロイドと少なくとも１つの第２透明パッケージコロイドを有し、前記少なくとも
１つの第１透明パッケージコロイドは、前記少なくとも１つの第１コロイド位置限定スペ
ース内に限定され、前記少なくとも１つの第２透明パッケージコロイドは、前記少なくと
も１つの第２コロイド位置限定スペース内に限定されるパッケージユニットと、
を含むことを特徴とする演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパッケージ構造。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイドと前記少なくとも１つの第２囲繞型
フレームコロイドは同心円に配列すると共に、前記少なくとも１つの第２発光モジュール
は前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイドと前記少なくとも１つの第２囲繞型
フレームコロイドの間に設置し、前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイドは蛍
光コロイドで、前記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイドは蛍光コロイド又は反
射コロイドであることを特徴とする請求項７に記載の演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤ
パッケージ構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は混光式ＬＥＤパッケージ構造に関し、特に演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤ
パッケージ構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電灯の発明は全人類の生活様式を根底から変えたといえ、もし我々の生活に電灯が無け
れば、夜間や天候不良のときは、一切の仕事がマヒしてしまい、また仮に照明が制限され
たとすると、建造物の建築様式や人類の生活様式が全く根底から変化する可能性が極めて
大きく、全人類はこれによって進歩不能に陥り、引き続き時代遅れの年代に留まることと
なるであろう。
【０００３】
　従って、蛍光灯、タングステン電球や現在人々に広く受け入れられている省エネ電球の
ような、今日市場に出回っている照明設備が何れも日常生活の中に広く応用されている。
然しながら、こうした電灯の多くは光減衰が速く、消費電力が大きく、高熱を発生し易く
、寿命が短く、破損し易く或いは回収し難い等といった欠点がある。このため、上記の課
題を解決するために、ＬＥＤ電球やＬＥＤランプがこれに応じて登場した。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパッケー
ジ構造を提供することにある。本発明は、「高色温度を設定できるＬＥＤ」と「低色温度
を設定できるＬＥＤ」を一緒に直列又は並列にし、演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパ
ッケージ構造を産出する。
【０００５】
　本発明は塗布する方法によって任意の形状が可能な囲繞型フレームコロイド（囲繞型白
色コロイド）を成形すると共に、前記囲繞型フレームコロイドによって透明パッケージコ
ロイド（蛍光コロイド）の位置を限定して前記透明パッケージコロイドの表面形状を調整
することから、本発明のＬＥＤパッケージ構造は「ＬＥＤダイスの発光効率を高め」、「
ＬＥＤダイスの出光角度を制御する」ことができる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の技術的課題を解決するため、本発明のうちの一方案に基づき、基板ユニット、発
光ユニット、フレームユニット及びパッケージユニットを含む演色性と輝度を高める混光
式ＬＥＤパッケージ構造を提供する。そのうち、前記発光ユニットは、第１種色温度を生
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じる少なくとも１つの第１発光モジュールと第２種色温度を生じる少なくとも１つの第２
発光モジュールを有し、前記少なくとも１つの第１発光モジュールは前記基板ユニット上
に電気的に設置された複数個の第１ＬＥＤダイスを有し、前記少なくとも１つの第２発光
モジュールは前記基板ユニット上に電気的に設置された複数個の第２ＬＥＤダイスを有す
る。前記フレームユニットは、前記基板ユニットの上表面に成形した少なくとも１つの第
１囲繞型フレームコロイドと少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイドを有し、前記
少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイドは前記少なくとも１つの第１発光モジュー
ルを囲繞して、前記基板ユニット上方にある少なくとも１つの第１コロイド位置限定スペ
ースを形成し、前記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイドは前記少なくとも１つ
の第２発光モジュールと前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイドを囲繞して、
前記基板ユニット上方にあって且つ前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイドと
前記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイドとの間にある少なくとも１つの第２コ
ロイド位置限定スペースを形成する。前記パッケージユニットは、前記基板ユニットの上
表面に成形して、それぞれ前記少なくとも１つの第１発光モジュールと前記少なくとも１
つの第２発光モジュールを覆う、少なくとも１つの第1透明パッケージコロイドと少なく
とも１つの第２透明パッケージコロイドを有し、前記少なくとも１つの第1透明パッケー
ジコロイドは、前記少なくとも１つの第１コロイド位置限定スペース内に限定され、前記
少なくとも１つの第２透明パッケージコロイドは、前記少なくとも１つの第２コロイド位
置限定スペース内に限定される。
【発明の効果】
【０００７】
　従って、本発明の有益な効果は「高色温度を設定できるＬＥＤ」と「低色温度を設定で
きるＬＥＤ」を一緒に直列又は並列にし、演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパッケージ
構造を産出することにある。
【０００８】
　本発明が所定の目的を達するために採用した技術、方法及び効果を一層理解できるよう
、以下に本発明に関する詳細説明と添付図面を参照することで、本考案の目的、特徴がこ
れによって深く具体的に理解されると信じる。然しながら、添付図面は参考及び説明用に
供したに過ぎず、本発明に制限を課すものではない。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】本発明の実施例１を示す上面概略図である。
【図１Ｂ】本発明の実施例１を示す側面の断面概略図である。
【図１Ｃ】本発明の実施例１におけるｘｙ色度の座標図である。
【図２Ａ】本発明の実施例２を示す上面概略図である。
【図２Ｂ】本発明の実施例２を示す側面の断面概略図である。
【図２Ｃ】本発明の実施例２におけるｘｙ色度の座標図である。
【図２Ｄ】本発明の実施例２を示す別の上面概略図である。
【図２Ｅ】本発明の実施例２を示す別の側面の断面概略図である。
【図３Ａ】本発明の実施例３の第１種直列方式を示す上面概略図である。
【図３Ｂ】本発明の実施例３の第２種直列方式を示す上面概略図である。
【図３Ｃ】本発明の実施例３の第３種直列方式を示す上面概略図である。
【図３Ｄ】本発明の実施例３の第４種直列方式を示す上面概略図である。
【図３Ｅ】本発明の実施例３の第５種直列方式を示す上面概略図である。
【図３Ｆ】本発明の実施例３の第１種から第５種直列方式におけるｘｙ色度の座標図であ
る。
【図３Ｇ】本発明の実施例３の第６種直列方式を示す上面概略図である。
【図４Ａ】本発明の実施例４を示す上面概略図である。
【図４Ｂ】本発明の実施例４を示す側面の断面概略図である。
【図４Ｃ】本発明の実施例４におけるｘｙ色度の座標図である。
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【図５】本発明の実施例５を示す上面概略図である。
【図６Ａ】本発明の実施例６を示す上面概略図である。
【図６Ｂ】本発明の実施例６を示す側面の断面概略図である。
【図７】本発明の実施例７を示す側面の断面概略図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００１０】
　図１Ａと図１Ｂに示すように、本発明の実施例１は基板ユニット１、発光ユニット、フ
レームユニット３及びパッケージユニット４を含む演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパ
ッケージ構造Ｍを提供する。
【００１１】
　前記基板ユニット１は少なくとも１つの基板本体１０と、前記基板本体１０の上表面に
設けた少なくとも２つのダイス載置領域１１を有する。前記基板本体１０は、回路基板１
００、前記回路基板１００の底部に設置した放熱層１０１、前記回路基板１００の上表面
に設置した複数個の導電はんだパッド１０２、及び前記回路基板１００の上表面に設置し
、前記複数個の導電はんだパッド１０２を露出させる絶縁層１０３を有する。
【００１２】
　前記発光ユニットは、第１種色温度を生じる少なくとも１つの第１発光モジュール２ａ
と第２種色温度を生じる少なくとも１つの第２発光モジュール２ｂを有し、前記少なくと
も１つの第１発光モジュール２ａは前記基板ユニット１のうちの１つのダイス載置領域１
１上に電気的に設置された複数個の第１ＬＥＤダイス２０ａを有し、前記少なくとも１つ
の第２発光モジュール２ｂは前記基板ユニット１の別のダイス載置領域１１上に電気的に
設置された複数個の第２ＬＥＤダイス２０ｂを有する。換言すると、設計者は事前に前記
基板ユニット１上に少なくとも２つの予め設定したダイス載置領域１１を画定し、前記複
数個の第１ＬＥＤダイス２０ａと前記複数個の第２ＬＥＤダイス２０ｂがそれぞれ前記基
板ユニット１の少なくとも２つのダイス載置領域１１上に電気的に設置される。本発明の
実施例１で挙げた例で述べると、前記複数個の第１ＬＥＤダイス２０ａと前記複数個の第
２ＬＥＤダイス２０ｂは共にワイヤボンディング(ｗｉｒｅ－ｂｏｎｄｉｎｇ)という方法
でそれぞれ前記基板ユニット１の２つのダイス載置領域１１上に電気的に設置される。
【００１３】
　前記フレームユニット３は塗布する方法で前記基板ユニット１０の上表面に囲繞して成
形する少なくとも２つの囲繞型フレームコロイド３０を有し、前記少なくとも２つの囲繞
型フレームコロイド３０はそれぞれ前記少なくとも１つの第１発光モジュール２ａと前記
少なくとも１つの第２発光モジュール２ｂを囲繞して、前記基板ユニット１０上方にある
少なくとも２つのコロイド位置限定スペース３００を形成する。異なる設計のニーズに応
じて、前記少なくとも２つの囲繞型フレームコロイド３０は互いに分離したり一緒に接続
したりすることができると共に互いに直列又は並列とすることができる。本発明の実施例
１で挙げた例で述べると、前記少なくとも２つの囲繞型フレームコロイド３０は互いに予
め定めた距離を離すと共に互いに前記基板本体１０上に並列に配列する。
【００１４】
　各囲繞型フレームコロイド３０の上表面は円弧形状であって、前記囲繞型フレームコロ
イド３０は前記基板本体１０の上表面に対する円弧形状の切線Ｔの角度θが４０から５０
度の間にあり、各囲繞型フレームコロイド３０の頂面は前記基板本体１０の上表面からの
高さｈが０.３から０．７ｍｍの間にあり、各囲繞型フレームコロイド３０底部の幅は１.
５から３ｍｍの間に有り、各囲繞型フレームコロイド３０のチクソ性指数（ｔｈｉｘｏｔ
ｒｏｐｉｃ　ｉｎｄｅｘ）は４～６の間にあり、しかも各囲繞型フレームコロイド３０は
無機添加物を混入した白色熱硬化のフレームコロイド（不透明コロイド）である。
【００１５】
　前記各囲繞型フレームコロイド３０の製造方法は少なくとも以下の工程を含む。先ず液
状素材（図示せず）を前記基板本体１０の上表面に囲繞するように塗布する（このうち、
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０の上表面に塗布する圧力は３５０―４５０ｋｐａの間にあり、前記液状素材を前記基板
本体１０の上表面に塗布する速度は５―１５ｍｍ/ｓの間であり、前記液状素材を前記基
板本体１０の上表面に取り囲むように塗布する起点と終点は同じ位置である）。最後に、
前記液状素材を再び固化して囲繞型フレームコロイド３０を形成し、前記囲繞型フレーム
コロイド３０が前記ダイス載置領域１１上に設置した前記複数個のＬＥＤダイス（２０ａ
又は２０ｂ）を囲繞して、前記基板本体１０上方にあるコロイド位置限定スペース３００
を形成し、前記液状素材は焼成する方法で硬化させるが、焼成温度は１２０～１４０度の
間で、焼成時間は２０～４０分の間である。
【００１６】
　前記パッケージユニット４は、前記基板ユニット１０の上表面に成形して、それぞれ前
記少なくとも１つの第１発光モジュール２ａと前記少なくとも１つの第２発光モジュール
２ｂを覆う少なくとも１つの第１透明パッケージコロイド４０ａと少なくとも１つの第２
透明パッケージコロイド４０ｂを有し、前記少なくとも１つの第１透明パッケージコロイ
ド４０ａと前記少なくとも１つの第２透明パッケージコロイド４０ｂは、それぞれ前記少
なくとも２つのコロイド位置限定スペース３００内に限定され、前記少なくとも１つの第
１透明パッケージコロイド４０ａと前記少なくとも１つの第２透明パッケージコロイド４
０ｂの上表面は共に凸面である。
【００１７】
　本発明の実施例１で挙げた例で述べると、前記複数個の第１ＬＥＤダイス２０ａと前記
複数個の第２ＬＥＤダイス２０ｂから生じる光波長は４００ｍｍから５００ｍｍの間にあ
る。
【００１８】
　各第１ＬＥＤダイス２０ａは青色ＬＥＤダイスであり、前記少なくとも１つの第１透明
パッケージコロイド４０ａは第１色彩を有する蛍光コロイドであり、前記複数の第１ＬＥ
Ｄダイス２０ａから生じる光束は前記少なくとも１つの第１透明パッケージコロイド４０
ａを貫通して色温度が約３５００Ｋの黄色の光束を生じることから、上記の構造は第１組
発光構造Ｎ１に組合せる。前記第１組発光構造Ｎ１は、前記基板本体１０、前記複数個の
第１ＬＥＤダイス２０ａ、前記囲繞型フレームコロイド３０、及び前記第１透明パッケー
ジコロイド４０ａを含む。
【００１９】
　各第２ＬＥＤダイス２０ｂは青色ＬＥＤダイスであり、前記少なくとも１つの第２透明
パッケージコロイド４０ｂは第２色彩を有する蛍光コロイドであり、しかも前記複数個の
第２ＬＥＤダイス２０ｂから生じる光束は前記少なくとも１つの第２透明パッケージコロ
イド４０ｂを貫通して色温度が約６５００Ｋの白色の光束を生じることから、上記の構造
は第２組発光構造Ｎ２に組合せる。前記第２組発光構造Ｎ２は、前記基板本体１０、前記
複数個の第２ＬＥＤダイス２０ｂ、前記囲繞型フレームコロイド３０、及び前記第２透明
パッケージコロイド４０ｂを含む。
【００２０】
　異なる設計のニーズに応じて、前記第１組発光構造Ｎ１と前記第２組発光構造Ｎ２は、
同一の基板ユニット１を共用することができ（実施例１で挙げた例を参照）、或いは異な
る基板ユニットをそれぞれ使用して、前記第１組発光構造Ｎ１と前記第２組発光構造Ｎ２
を本発明の混光式ＬＥＤパッケージ構造Ｍに組合せる。
【００２１】
　下表は本発明の実施例１で２００ｍＡを導電した後の第１組発光構造Ｎ１（３５００Ｋ
）、第２組発光構造Ｎ２（６５００Ｋ）及び混光式ＬＥＤパッケージ構造Ｍ（３５００Ｋ
＋６５００Ｋ）から生じた光源の計測関連データである。
【００２２】
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【表１】

【００２３】
　相関色温度（Ｃｏｒｒｅｌａｔｅｄ　Ｃｏｌｏｒ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ，　ＣＣＴ
）の単位はＫ（ｋｅｌｖｉｎ）、光束（Ｌｕｍｉｎｏｕｓ　Ｆｌｕｘ）の単位はルーメン
（Ｌｕｍｅｎ）、ＣＩＥｘとＣＩＥｙはＣＩＥ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｍｍ
ｉｓｓｉｏｎ　ｏｎ　Ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎ，国際照明委員会）ｘｙ色度図（ｘｙ　
ｃｈｒｏｍａｔｉｃｉｔｙ　ｄｉａｇｒａｍ）のｘとｙ座標、発光効率の単位はルーメン
／ワット（Ｌｕｍｅｎ／Ｗ）、演色性（ｃｏｌｏｒ　ｒｅｎｄｅｒ　ｉｎｄｅｘ）の単位
はＲａ（Ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ　ａｖｅｒａｇｅ）である。
【００２４】
　図１Ｃと上表の計測関連データが示すように、前記少なくとも１つの第１発光モジュー
ル２ａが生じる第１種色温度は前記少なくとも１つの第２発光モジュール２ｂが生じる第
２種色温度より小さく（つまり、前記第１組発光構造Ｎ１から生じる３５００Ｋの黄色光
束は前記第２組発光構造Ｎ２から生じる６５００Ｋの白色光束より小さい）、前記第１組
発光構造Ｎ１から生じる３５００Ｋの黄色光束と前記第２組発光構造Ｎ２から生じる６５
００Ｋの白色光束が混光すると、前記混光式ＬＥＤパッケージ構造Ｍ（３５００Ｋ＋６５
００Ｋ）は上表のような混光効果を生じる。
【実施例２】
【００２５】
　図２Ａと図２Ｂに示すように、本発明の実施例２は基板ユニット１、発光ユニット、フ
レームユニット３及びパッケージユニット４を含む演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパ
ッケージ構造Ｍを提供し、そのうち前記発光ユニットは第１種色温度を生じる少なくとも
１つの第１発光モジュール２ａと第２種色温度を生じる少なくとも１つの第２発光モジュ
ール２ｂを有する。本発明の実施例２と実施例１との最大の相違点は、実施例２では前記
少なくとも２つの囲繞型フレームコロイド３０は互いに並列に配列して一緒に接続するこ
とができることにある。
【００２６】
　本発明の実施例２では、４組の異なる電流を第１組発光構造Ｎ１（３５００Ｋ）と第２
組発光構造Ｎ２（６５００Ｋ）にそれぞれ導電して、４組（Ａ組からＤ組）の混光式ＬＥ
Ｄパッケージ構造Ｍ（３５００Ｋ＋６５００Ｋ）を産出し、それから生じた光源の計測関
連データは下表に示すとおりである。
【００２７】
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【表２】

【００２８】
　図２Ｃと上表の計測関連データが示すように、前記第１組発光構造Ｎ１から生じる３５
００Ｋの黄色光束と前記第２組発光構造Ｎ２から生じる６５００Ｋの白色光束が混光する
と、前記混光式ＬＥＤパッケージ構造Ｍは上表の４組（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）の様な混光効果
を生じる。
【００２９】
　図２Ｄと図２Ｅに示すように、異なる設計のニーズに応じて、各囲繞型フレームコロイ
ド３０は何れも蛍光コロイドでよい。換言すると、本発明は異なるニーズに応じて、蛍光
粉を各囲繞型フレームコロイド３０内に選択的に添加して、前記パッケージユニット４の
少なくとも１つの第1透明パッケージコロイド４０ａと少なくとも１つの第２透明パッケ
ージコロイド４０ｂ間の暗帯状況を抑えることができる。
【実施例３】
【００３０】
　図３Ａから図３Ｅに示すように、本発明の実施例３は5組の演色性と輝度を高める混光
式ＬＥＤパッケージ構造（Ｍ１からＭ５）を提供すると共に、各混光式ＬＥＤパッケージ
構造（Ｍ１からＭ５）は少なくとも１つの第１組発光構造Ｎ１と少なくとも１つの第２組
発光構造Ｎ２から構成される。
【００３１】
　例えば、第１組の混光式ＬＥＤパッケージ構造Ｍ１は第１組発光構造Ｎ１と第２組発光
構造Ｎ２が直列に構成される。第２組の混光式ＬＥＤパッケージ構造Ｍ２は２つの第１組
発光構造Ｎ１と２つの第２組発光構造Ｎ２が交互に直列に構成される。第３組の混光式Ｌ
ＥＤパッケージ構造Ｍ３は２つの第１組発光構造Ｎ１と２つの第２組発光構造Ｎ２が交互
に直列に構成される。第４組の混光式ＬＥＤパッケージ構造Ｍ４は２つの第１組発光構造
Ｎ１と１つの第２組発光構造Ｎ２が直列に構成され、前記第２組発光構造Ｎ２は前記２つ
の第１組発光構造Ｎ１の間にある。第５組の混光式ＬＥＤパッケージ構造Ｍ５は１つの第
１組発光構造Ｎ１と２つの第２組発光構造Ｎ２が直列に構成され、前記第１組発光構造Ｎ
１は前記２つの第２組発光構造Ｎ２の間にある。
【００３２】
　下表は本発明の実施例３で２００ｍＡを導電した後の第１組発光構造Ｎ１（３５００Ｋ
）、第２組発光構造Ｎ２（６５００Ｋ）及び5組の混光式ＬＥＤパッケージ構造（Ｍ１か
らＭ５）（３５００Ｋ＋６５００Ｋ）から生じた光源の計測関連データである。
【００３３】
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【表３】

【００３４】
　図３Ｆと上表の計測関連データが示すように、前記第１組発光構造Ｎ１から生じる３５
００Ｋの黄色光束と前記第２組発光構造Ｎ２から生じる６５００Ｋの白色光束が混光する
と、前記5組の混光式ＬＥＤパッケージ構造（Ｍ１からＭ５）は上表の５組（Ｍ１、Ｍ２
、Ｍ３、Ｍ４、Ｍ５）の様な混光効果を生じる。
【００３５】
　図３Ｇに示すように、異なる設計のニーズに応じて、各囲繞型フレームコロイド３０は
何れも蛍光コロイドでよい。換言すると、本発明は異なるニーズに応じて、蛍光粉を各囲
繞型フレームコロイド３０内に選択的に添加して、前記パッケージユニット４の少なくと
も１つの第１透明パッケージコロイド４０ａと少なくとも１つの第２透明パッケージコロ
イド４０ｂ間の暗帯状況を抑えることができる。
【実施例４】
【００３６】
　図４Ａと図４Ｂに示すように、本発明の実施例４は基板ユニット１、発光ユニット、フ
レームユニット３及びパッケージユニット４を含む演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパ
ッケージ構造Ｍを提供する。
【００３７】
　本発明の実施例４と実施例１との最大の相違点は、実施例４では前記フレームユニット
３は塗布する方法で前記基板ユニット１０の上表面に囲繞して成形する少なくとも１つの
第１囲繞型フレームコロイド３０ａと少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイド３０
ｂを有し、そのうち前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイド３０ａが前記少な
くとも１つの第１発光モジュール２ａを囲繞して、前記基板ユニット１０上方にある少な
くとも１つの第１コロイド位置限定スペース３００ａを形成すると共に、前記少なくとも
１つの第２囲繞型フレームコロイド３０ｂが前記少なくとも１つの第２発光モジュール２
ｂと前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイド３０ａを囲繞して、前記基板ユニ
ット１０上方にあって且つ前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイド３０ａと前
記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイド３０ｂとの間にある少なくとも１つの第
２コロイド位置限定スペース３００ｂを形成する。
【００３８】
　前記パッケージユニット４は、前記基板ユニット１０の上表面に成形して、それぞれ前
記少なくとも１つの第１発光モジュール２ａと前記少なくとも１つの第２発光モジュール
２ｂを覆う少なくとも１つの第１透明パッケージコロイド４０ａと少なくとも１つの第２
透明パッケージコロイド４０ｂを有し、前記少なくとも１つの第１透明パッケージコロイ
ド４０ａは前記少なくとも１つの第１コロイド位置限定スペース３００ａ内に限定され、
前記少なくとも１つの第２透明パッケージコロイド４０ｂは、前記少なくとも１つの第２
コロイド位置限定スペース３００ｂ内に限定される。前記少なくとも１つの第１囲繞型フ
レームコロイド３０ａと前記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイド３０ｂは同心
円に配列され、前記少なくとも１つの第２発光モジュール２ｂは前記少なくとも１つの第
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１囲繞型フレームコロイド３０ａと前記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイド３
０ｂの間に設置される。
【００３９】
　前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイド３０ａの上表面は円弧形状であって
、前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイド３０ａは前記基板本体１０の上表面
に対する円弧形状の切線Ｔの角度θが４０から５０度の間にあり、前記少なくとも１つの
第１囲繞型フレームコロイド３０ａの頂面は前記基板本体１０の上表面からの高さｈが０
.３から０．７ｍｍの間にあり、前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイド３０
ａ底部の幅は１.５から３ｍｍの間に有り、前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコ
ロイド３０ａのチクソ性指数（ｔｈｉｘｏｔｒｏｐｉｃ　ｉｎｄｅｘ）は４～６の間にあ
り、しかも前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイド３０ａは無機添加物を混入
した白色熱硬化のフレームコロイドである。
【００４０】
　前記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイド３０ｂの上表面は円弧形状であって
、前記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイド３０ｂは前記基板本体１０の上表面
に対する円弧形状の切線Ｔの角度θが４０から５０度の間にあり、前記少なくとも１つの
第２囲繞型フレームコロイド３０ｂの頂面は前記基板本体１０の上表面からの高さｈが０
.３から０．７ｍｍの間にあり、前記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイド３０
ｂ底部の幅は１.５から３ｍｍの間に有り、前記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコ
ロイド３０ｂのチクソ性指数（ｔｈｉｘｏｔｒｏｐｉｃ　ｉｎｄｅｘ）は４～６の間にあ
り、しかも前記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイド３０ｂは無機添加物を混入
した白色熱硬化のフレームコロイドである。
【００４１】
　下表は本発明の実施例４で７００ｍＡを導電した後の第１組発光構造Ｎ１（３５００Ｋ
）、第２組発光構造Ｎ２（６５００Ｋ）及び２組（Ａ、Ｂ）の混光式ＬＥＤパッケージ構
造Ｍ（３５００Ｋ＋６５００Ｋ）から生じた光源の計測関連データ（このうち、Ａ組の第
１組発光構造Ｎ１の第１囲繞型フレームコロイド３０ａの半径（ｒ）は１１ｍｍで、Ｂ組
の第１組発光構造Ｎ１の第１囲繞型フレームコロイド３０ａの半径（ｒ）は１４ｍｍ）で
ある。
【００４２】
【表４】

【００４３】
　図４Ｃと上表の計測関連データが示すように、前記第１組発光構造Ｎ１から生じる３５
００Ｋの黄色光束と前記第２組発光構造Ｎ２から生じる６５００Ｋの白色光束が混光する
と、前記混光式ＬＥＤパッケージ構造Ｍは上表の２組（Ａ、Ｂ）の様な混光効果を生じる
。
【実施例５】
【００４４】
　図５で示すように、本発明の実施例５は第１組発光構造Ｎ１と第２組発光構造Ｎ２から
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構成される演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパッケージ構造Ｍを提供する。本発明の実
施例５と実施例４との最大の相違点は、実施例５では前記第１組発光構造Ｎ１と前記第２
組発光構造Ｎ２の位置が逆になっていることにある。このため、本発明は設計者のニーズ
に応じて、低色温度の第１組発光構造Ｎ１を内円に設置し、高色温度の第２組発光構造Ｎ
２を外円に設置する（実施例４参照）か、或いは低色温度の第１組発光構造Ｎ１を外円に
設置し、高色温度の第２組発光構造Ｎ２を内円に設置する（実施例５参照）。
【実施例６】
【００４５】
　図６Ａと図６Ｂに示すように、本発明の実施例６は基板ユニット１、発光ユニット、フ
レームユニット３及びパッケージユニット４を含む演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパ
ッケージ構造Ｍを提供する。本発明の実施例６と実施例４との最大の相違点は、実施例６
では異なる設計のニーズに応じて、前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイド３
０ａと前記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイド３０ｂは共に蛍光コロイドでよ
い。換言すると、本発明は異なるニーズに応じて、蛍光粉を前記少なくとも１つの第１囲
繞型フレームコロイド３０ａと前記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイド３０ｂ
内に選択的に添加して、光源を前記少なくとも１つの第1透明パッケージコロイド４０ａ
と前記少なくとも１つの第２透明パッケージコロイド４０ｂ間に誘導して、前記少なくと
も１つの第１透明パッケージコロイド４０ａと前記少なくとも１つの第２透明パッケージ
コロイド４０ｂ間の暗帯状況を抑えることができる。
【実施例７】
【００４６】
　図７に示すように、本発明の実施例７は基板ユニット１、発光ユニット、フレームユニ
ット３及びパッケージユニット４を含む演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパッケージ構
造Ｍを提供する。本発明の実施例７と実施例４との最大の相違点は、実施例７では異なる
設計のニーズに応じて、前記少なくとも１つの第１囲繞型フレームコロイド３０ａは蛍光
コロイドで、前記少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイド３０ｂは反射コロイドで
ある。換言すると、本発明は異なるニーズに応じて、蛍光粉を前記少なくとも１つの第１
囲繞型フレームコロイド３０ａに選択的に添加して、光源を前記少なくとも１つの第１透
明パッケージコロイド４０ａと前記少なくとも１つの第２透明パッケージコロイド４０ｂ
間に誘導して、前記少なくとも１つの第1透明パッケージコロイド４０ａと前記少なくと
も１つの第２透明パッケージコロイド４０ｂ間の暗帯状況を抑えることができる。「前記
少なくとも１つの第２囲繞型フレームコロイド３０ｂが反射コロイドである」という技術
によって、前記混光式ＬＥＤパッケージ構造Ｍが投射する光源は集光効果が得られる。
【００４７】
　以上述べたことをまとめると、本発明は「高色温度を設定できるＬＥＤ」と「低色温度
を設定できるＬＥＤ」を一緒に直列又は並列にし、演色性と輝度を高める混光式ＬＥＤパ
ッケージ構造を産出する。
【００４８】
　本発明は塗布する方法によって任意の形状が可能な囲繞型フレームコロイド（囲繞型白
色コロイド）を成形すると共に、前記囲繞型フレームコロイドによって透明パッケージコ
ロイド（蛍光コロイド）の位置を限定して前記透明パッケージコロイドの表面形状を調整
することから、本発明のＬＥＤパッケージ構造は「ＬＥＤダイスの発光効率を高め」、「
ＬＥＤダイスの出光角度を制御する」ことができる。換言すると、前記囲繞型フレームコ
ロイドを使用することにより、前記透明パッケージコロイドを前記コロイド位置限定スペ
ース内に限定して、「前記透明パッケージコロイドの使用量と位置」を制御することがで
きる。さらに前記透明パッケージコロイドの使用量と位置を制御することにより、前記透
明パッケージコロイドの表面形状と高さを調整し、「前記複数個のＬＥＤダイスが生じる
白色光束の出光角度」を制御する。本発明は前記囲繞型フレームコロイドを使用すること
により、前記複数個のＬＥＤダイスが生じる光束が前記囲繞型フレームコロイドの内壁に
投射して反射され、「本発明のＬＥＤパッケージ構造の発光効率」が高められる。
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【００４９】
　本発明の全ての範囲は下記の特許請求の範囲を基準とし、本発明の特許請求の範囲の精
神やそれに類似した変化に伴う実施例は、何れも本発明の範疇に含まれるものとし、その
発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が本発明の分野において容易に思
い付く変化や修飾は何れも下記の本願の特許請求の範囲に含まれることとする。
【符号の説明】
【００５０】
　Ｍ、Ｍ１からＭ５　ＬＥＤパッケージ構造
　Ｎ１　第1組発光構造
　Ｎ２　第２組発光構造
　１　基板ユニット
　１０　基板本体
　１００　回路基板
　１０１　放熱層
　１０２　導電はんだパッド
　１０３　絶縁層
　１１　ダイス載置領域
　２ａ　第１発光モジュール
　２０ａ　第１ＬＥＤダイス
　２ｂ　第２発光モジュール
　２０ｂ　第２ＬＥＤダイス
　３　フレームユニット
　３０　囲繞型フレームコロイド
　３０ａ　第１囲繞型フレームコロイド
　３０ｂ　第２囲繞型フレームコロイド
　３００　コロイド位置限定スペース
　３００ａ　第１コロイド位置限定スペース
　３００ｂ　第２コロイド位置限定スペース
　Ｔ　円弧形状の切線
　θ　角度
　ｈ　高さ
　４　パッケージユニット
　４０ａ　第１透明パッケージコロイド
　４０ｂ　第２透明パッケージコロイド
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