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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明装置であって、
　第一入光面及び第二入光面を有し、前記第一入光面は前記第二入光面に相対する導光板
と、
　前記導光板の前記第一入光面に光束を提供し、少なくとも一つの第一白光発光ダイオー
ドと少なくとも一つの第二白光発光ダイオードとを有し、前記第一白光発光ダイオードは
第一色温度を有し、前記第二白光発光ダイオードは第二色温度を有し、且つ前記第一色温
度と前記第二色温度は異なる第一光源モジュールと、
　前記導光板の前記第二入光面に光束を提供し、少なくとも一つの第三白光発光ダイオー
ドと少なくとも一つの第四白光発光ダイオードとを有し、前記第三白光発光ダイオードは
第三色温度を有し、前記第四白光発光ダイオードは第四色温度を有し、且つ前記第三色温
度と前記第四色温度は異なる第二光源モジュールと、を含み、
　前記第三白光発光ダイオードの位置は前記第二白光発光ダイオードの位置に対応し、且
つ前記第四白光発光ダイオードの位置は前記第一白光発光ダイオードの位置に対応し、
　前記第三白光発光ダイオードは前記第二白光発光ダイオードの真向かいに位置し、且つ
前記第四白光発光ダイオードは前記第一白光発光ダイオードの真向かいに位置し、
　前記第一色温度は前記第三色温度と等しく、且つ前記第二色温度は前記第四色温度と等
しい、
　ことを特徴とする照明装置。
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【請求項２】
　前記導光板の厚さは６ｍｍより小さいことを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記第一光源モジュールは更に第一プリント回路基板を有し、前記第一白光発光ダイオ
ードと前記第二白光発光ダイオードはそれぞれパッケージ構造を有し、且つ前記パッケー
ジ構造は表面実装技術で前記第一プリント回路基板に固定されることを特徴とする請求項
１に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記第二光源モジュールは更に第二プリント回路基板を有し、前記第三白光発光ダイオ
ードと前記第四白光発光ダイオードはそれぞれパッケージ構造を有し、且つ前記パッケー
ジ構造は表面実装技術で前記第二プリント回路基板に固定されることを特徴とする請求項
１に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記導光板は網点を有する平板であることを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記第一光源モジュールの前記少なくとも一つの第一白光発光ダイオードと前記少なく
とも一つの第二白光発光ダイオードの数量は異なることを特徴とする請求項１に記載の照
明装置。
【請求項７】
　前記第一光源モジュールの前記少なくとも一つの第一白光発光ダイオードと前記少なく
とも一つの第二白光発光ダイオードの数量は同じであることを特徴とする請求項１に記載
の照明装置
【請求項８】
　前記第二光源モジュールの前記少なくとも一つの第三白光発光ダイオードと前記少なく
とも一つの第四白光発光ダイオードの数量は異なることを特徴とする請求項１に記載の照
明装置。
【請求項９】
　前記第二光源モジュールの前記少なくとも一つの第三白光発光ダイオードと前記少なく
とも一つの第四白光発光ダイオードの数量は同じであることを特徴とする請求項１に記載
の照明装置。
【請求項１０】
　前記第一色温度は、２２００Ｋ乃至３０００Ｋ、３０００Ｋ乃至４５００Ｋ、４５００
Ｋ乃至６５００Ｋ及び６５００Ｋ乃至１００００Ｋの何れの一つの色温度範囲内にあるこ
とを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記第二色温度は、２２００Ｋ乃至３０００Ｋ、３０００Ｋ乃至４５００Ｋ、４５００
Ｋ乃至６５００Ｋ及び６５００Ｋ乃至１００００Ｋの何れの一つの色温度範囲内にあるこ
とを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は照明装置に関し、特に白光ＬＥＤ（発光ダイオード）を光源にする室内照明装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　室内照明技術は、オフィス、応接間、書斎又は寝室などの執務、娯楽又は休憩生活空間
の例えば天井灯や壁灯に適用される。従って、室内照明装置には、広がり角度が大きく、
無方向性の均一な光束が要求され、且つ異なる時間と空間に合わせて、異なる輝度と色温
度の光束を提供することが要求される。例えば、執務環境で仕事をする時は、人の集中力
を高めるように寒色系の白光を必要とし、休憩環境で食事をする時は、リラックスするよ
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うに人に優しい暖色系の白光を必要とする。
【０００３】
　従来の室内照明装置によく用いられる光源として、蛍光灯（Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　
Ｌａｍｐ，　ＦＬ）、ハロゲン電球及び省エネ電球などの三種類がある。蛍光灯は、発光
の均一性で室内の主空間によく用いられ、蛍光灯の色温度は約６５００Ｋから３０００Ｋ
の範囲にある。ハロゲン電球は、発光効率が悪いが、透明且つ小型であるため、芸術ラン
プによく用いられる。上述の二種類の光源は、全て高発熱量、高消費電力、低発光効率及
び使用寿命が短いなどの問題がある。省エネ電球は、スパイラル形や棒形があり、発光効
率が高いが、光束が電球の周りに集中されるため、人の目を刺激し、気持ち悪くなる。
【０００４】
　発光ダイオード（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ、ＬＥＤ）は環境に優し
い光源であり、従来の光源より消費電力及び寿命の面で優れている。更に、発光ダイオー
ドは体積が小さいため、何れの形にすることができる。発光ダイオードは選択できる数多
くの単色光を有するため、イベント内容や気持ちによって単色光を変え、雰囲気と効果を
作ることができる。
【０００５】
　現在、発光ダイオード照明器具として、図１及び図２に示された二種類の製品がある。
【０００６】
　図１を参照するに、複数の白光発光ダイオード１２０は一つの発光ダイオードアレイモ
ジュール１００を構成し、天井や食器戸棚に設けられて照明に用いられる。例えば、中華
民国特許公告第Ｍ３１４８１９号には、色温度が異なる二種の白光発光ダイオードアレイ
がランプ基板に配列され、発光ダイオードから出射される光束が照明器具の表面を直接通
して投射される内容が開示されている。しかし、点光源から出射される光束が照明器具の
表面を直接通して投射されると、ライトスポットが形成しやすく、均一な平面光の提供が
困難である。
【０００７】
　図２を参照するに、複数の赤光発光ダイオード（Ｒ）、緑光発光ダイオード（Ｇ）及び
青光発光ダイオード（Ｂ）より構成された発光ダイオードアレイモジュール２００は、単
色光を自由に変えることができ、ムードランプに適用される。例えば、中華民国特許公告
第００５０９８８５号には、パルス幅変調方式で赤光発光ダイオード、緑光発光ダイオー
ド及び青光発光ダイオードの発光強度を変更し、光混合後の色収差を修正する技術が開示
されている。第００５３２６９９号には、異なる色の発光ダイオードがそれぞれ異なる電
源に対応することで、発光輝度と色の濃淡を変更し、これにより照明器具のいっそう多彩
な変化を表現する技術が開示されている。一方、中華民国公告第００３４７９５９号、第
００５２２５７８号、第Ｉ２２８８３８号、第Ｉ２７９５０６号、第Ｉ２２６７９１号及
び米国特許第６４４１５５８号にも赤光発光ダイオード、緑光発光ダイオード及び青光発
光ダイオードを用いて光混合を行い、照明器具の白光光源を形成する技術が開示されてい
る。
【０００８】
　アレイ構成の赤光発光ダイオード（Ｒ）、緑光発光ダイオード（Ｇ）及び青光発光ダイ
オード（Ｂ）の光束は、効率的な光混合を行ってからこそ投射されるため、十分な光混合
距離が要求される。光混合距離が不十分であると、図３に示すように、投射面に形成され
る明領域の縁部に、三種の色が入り混じって形成された色ムラ３００現象が見える。
【０００９】
　赤光発光ダイオード（Ｒ）、緑光発光ダイオード（Ｇ）及び青光発光ダイオード（Ｂ）
を適用した照明装置は、単色光を調整して温白色光から冷白色光まで変化させることがで
きるが、現在この技術は小型発光ダイオードムードランプに適用されて、低輝度の多彩な
変化を提供し、単色光の光混合率が低く、省エネ性も悪い。
【００１０】
　一方、上述の二種類の発光ダイオードアレイモジュール１００及び２００を組み合わせ
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て一つの照明器具に用いることができる。例えば、中華民国特許公告第Ｍ３３２７７７及
びＩ２９７７５７号に開示された発光モジュールは、全て第一発光素子グループ及び第二
発光素子グループを含む。第一発光素子グループは、蛍光粉によって励起される少なくと
も一つの白光発光ダイオードから構成され、第二発光素子グループは、他の色の発光ダイ
オードから構成される。第一発光素子グループから生じる色ずれは、第二発光素子グルー
プから出射される光束の光度を調整することによって修正される。
【００１１】
　上述の特許に開示された照明技術は、直下型光源を使用するのが多い。言い換えれば、
発光ダイオードから出射される光束は、直接火屋を通して投射される。その例として、中
華民国公告第Ｍ３３２７７７、Ｍ３１４８１９、Ｍ２９８０７８、Ｉ２２６７９１等があ
る。しかし、このように点光源から出射される光束が照明器具の表面を直接通して投射さ
れると、ライトスポットが形成しやすく、均一な平面光の提供が困難である。従って、光
束が目に入ると、フレア現象が生じやすい。フレアが発生すると、映像が不明瞭になり、
目の疲れを引き起こし、閲読の効率を下げてしまう。
【００１２】
　一方、中華民国特許公開第２００７４６４６９号には、複数の発光ダイオードグループ
が基板に設けられ、一つの発光ダイオードグループを主色とし（主色は白色に限らない）
、他の色の発光ダイオードグループを補色として、補色関係を利用して白色に混色し、内
部線路を組み合わせて発光スペクトルを変更し、平均発光スペクトルを調整して調色可能
な照明装置を形成する技術が開示されている。なお、この特許に開示された各発光ダイオ
ードは、パッケージの形ではなく、チップの形でプリント回路基板に結合される。発光ダ
イオードチップの製造段階において、波長、輝度及び色の誤差が生じ、パッケージ化の段
階においても発光ダイオードの電気・光学特性に変化が生じる可能性がある。従って、照
明装置内の発光ダイオードが直接チップの形でプリント回路基板に結合されると、後続工
程で依然として多くの誤差が生じる可能性があり、発光ダイオードの色表現に影響を及ぼ
す。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、色温度及び輝度が調整可能であり、均一な平面光を提供してフレア現象を減
らす薄型の室内照明装置を提供する。
【００１４】
　本発明の他の目的及び利点は、本発明に開示される技術特徴から更に明らかになる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上述の目的の一部又は全部又は他の目的を実現するために、本発明の実施例による照明
装置は、導光板と、第一光源モジュールと、第二光源モジュールとを含む。導光板は第一
入光面及び第二入光面を有し、第一入光面は第二入光面に相対する。第一光源モジュール
は導光板の第一入光面に光束を提供する。第二光源モジュールは導光板の第二入光面に光
束を提供する。第一光源モジュールは、少なくとも一つの第一白光発光ダイオードと少な
くとも一つの第二白光発光ダイオードとを有し、第一白光発光ダイオードは第一色温度を
有し、第二白光発光ダイオードは第二色温度を有し、且つ第一色温度と第二色温度は異な
る。第二光源モジュールは、少なくとも一つの第三白光発光ダイオードと少なくとも一つ
の第四白光発光ダイオードとを有し、第三白光発光ダイオードは第三色温度を有し、第四
白光発光ダイオードは第四色温度を有し、且つ第三色温度と第四色温度は異なる。第三白
光発光ダイオードの位置は第二白光発光ダイオードの位置に対応し、第四白光発光ダイオ
ードの位置は第一白光発光ダイオードの位置に対応する。
【００１６】
　実施例において、第三白光発光ダイオードは第二白光発光ダイオードの真向かいに位置
し、第四白光発光ダイオードは第一白光発光ダイオードの真向かいに位置する。第一色温
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度と第三色温度が等しく、第二色温度と第四色温度が等しい。
【００１７】
　導光板は網点を有する平板である。導光板の厚さは６ｍｍより小さい。第一色温度と第
二色温度は、それぞれ２２００Ｋ乃至３０００Ｋ、３０００Ｋ乃至４５００Ｋ、４５００
Ｋ乃至６５００Ｋ、又は６５００Ｋ乃至１００００Ｋなどの色温度範囲から選択される。
【００１８】
　第一光源モジュールは更に第一プリント回路基板を有し、第一白光発光ダイオードと第
二白光発光ダイオードはそれぞれパッケージ構造を有し、パッケージ構造は表面実装技術
で第一プリント回路基板に固定される。第二光源モジュールは更に第二プリント回路基板
を有し、第三白光発光ダイオードと第四白光発光ダイオードはそれぞれパッケージ構造を
有し、複数のパッケージ構造は表面実装技術で第二プリント回路基板に固定される。
【００１９】
　第一光源モジュールの第一白光発光ダイオードと第二白光発光ダイオードの数量は同じ
か又は異なる。
【００２０】
　第二光源モジュールの第三白光発光ダイオードと第四白光発光ダイオードの数量は同じ
か又は異なる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明は色温度が異なる二種の白光発光ダイオードを光源とし、且つ導光板を組み合わ
せて均一な平面光を出射し、従来の照明器具に生じるフレアを避けることができる。また
、異なる時間と環境に合わせて適切な色温度と輝度に調整され、仕事の効率を向上させ、
ミスを低減し、安全性を向上させる。白光発光ダイオードはパッケージ体の構造でプリン
ト回路板に固定されるため、色表現を安定させることができる。また、発光ダイオードの
光混合空間が導光板の両側にあるため、照明装置の厚さを増加せず光混合空間を提供する
ことができ、薄型化を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】従来の発光ダイオード照明装置を示す図である。
【図２】従来の発光ダイオード照明装置を示す図である。
【図３】従来の発光ダイオード照明装置に生じる色ムラ現象を示す図である。
【図４】本発明の実施例による照明装置を示す図である。
【図５】本発明の実施例による照明装置の斜視図である。
【図６】本発明の実施例における光源モジュールの断面図である。
【図７Ａ】本発明の実施例による光源モジュールの発光ダイオードの色温度配列を示す図
である。
【図７Ｂ】本発明の実施例による光源モジュールの発光ダイオードの色温度配列を示す図
である。
【図７Ｃ】本発明の実施例による光源モジュールの発光ダイオードの色温度配列を示す図
である。
【図７Ｄ】本発明の実施例による光源モジュールの発光ダイオードの色温度配列を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
本発明に関わる前述及びその他の技術内容、特点及び効果は、添付された図面を参照しな
がら、最適実施例を詳細に説明することによって明らかになる。本発明に記載された方向
の用語、例えば「上」、「下」、「左」、「右」「前」又は「後」等は単に図面における
方向を参照したものに過ぎない。従って、記載された方向用語は本発明を説明するための
ものであり、本発明を限定するものではない。
【００２４】
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　図４を参照するに、照明装置４００は導光板４２０、第一光源モジュール４４０及び第
二光源モジュール４６０を含む。導光板４２０は第一入光面４２１及び第二入光面４２２
を有し、第一入光面４２１は第二入光面４２２に相対する。本実施例において、第一光源
モジュール４４０は、色温度が異なる白光発光ダイオード４４１、４４２が互い違いに配
列されて形成された棒状光源であり、第一光源モジュール４４０は導光板４２０の左側に
設けられて、導光板４２０の第一入光面４２１に光束を提供する。第二光源モジュール４
６０も色温度が異なる白光発光ダイオード４６１、４６２が互い違いに配列されて形成さ
れた棒状光源であり、第二光源モジュール４６０は導光板４２０の右側に設けられて、導
光板４２０の第二入光面４２２に光束を提供する。
【００２５】
　第一光源モジュール４４０と第二光源モジュール４６０は、導光板４２０に隔てられて
相互対応する。第一光源モジュール４４０は少なくとも一つの第一白光発光ダイオード４
４１と少なくとも一つの第二白光発光ダイオード４４２を有する。本実施例において、こ
の少なくとも一つの第一白光発光ダイオード４４１と少なくとも一つの第二白光発光ダイ
オード４４２は、複数であることを例とする。第二光源モジュール４６０は、少なくとも
一つの第三白光発光ダイオード４６１と少なくとも一つの第四白光発光ダイオード４６２
を有する。本実施例において、この少なくとも一つの第三白光発光ダイオード４６１とこ
の少なくとも一つの第四白光発光ダイオード４６２は複数であることを例とする。
【００２６】
　第一白光発光ダイオード４４１と第二白光発光ダイオード４４２は、それぞれ異なる第
一色温度と第二色温度を有する。第三白光発光ダイオード４６１と第四白光発光ダイオー
ド４６２は、それぞれ異なる第三色温度と第四色温度を有する。本実施例において、第一
色温度と第三色温度とが等しく、且つ、第二色温度と第四色温度とが等しい。
【００２７】
　第三白光発光ダイオード４６１の位置は第二白光発光ダイオード４４２の位置に対応し
、第四白光発光ダイオード４６２の位置は第一白光発光ダイオード４４１の位置に対応す
る。本実施例において、第三白光発光ダイオード４６１は第二白光発光ダイオード４４２
の真向かいに位置し、且つ第四白光発光ダイオード４６２は第一白光発光ダイオード４４
１の真向かいに位置する。
【００２８】
　第一色温度及び第二色温度は、それぞれ２２００Ｋ乃至３０００Ｋ、３０００Ｋ乃至４
５００Ｋ、４５００Ｋ乃至６５００Ｋ、又は６５００Ｋ乃至１００００Ｋなどの色温度分
布範囲から異なる色温度を選択することができる。例えば、第一色温度を３０００Ｋとし
、第二色温度を６０００Ｋとする。このように、白光発光ダイオードの色温度を選択し、
制御システム（図示せず）を組み合わせることによって、照明装置４００の色温度及び明
暗度を３０００Ｋ乃至６０００Ｋの色温度範囲内で自由に調節することができる。
【００２９】
　図５を参照するに、本実施例において、導光板４２０は網点４２３を有する平板であり
、網点４２３は通常導光板４２０の底面にあり、網点４２３の大きさ及び密度を設定する
ことによって、導光板４２０の出射光の輝度の均一性を制御できる。一方、網点４２３を
作る印刷材料を選ぶことによって、導光板４２０の出射光色の均一性を制御できる。この
ように、第一光源モジュール４４０と第二光源モジュール４６０から出射される光束は、
導光板４２０内で光混合され、多重全反射と網点４２３による散乱を通じて、照明装置４
００が均一な白光を提供するようにする。
【００３０】
　本実施例において、導光板４２０の厚さＴは６ｍｍより小さいため、照明装置４００の
全体の厚さは、出射光面積の寸法を制限する必要がなく、１５ｍｍ以下に達する可能性が
あり、軽いラーメン（ｒｉｇｉｄ　ｆｒａｍｅ）を組み合わせて普通のオフィスの天井に
設置することができる。
【００３１】
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　以上の実施例は、平板状の薄型導光板４２０によって均一な平面光を提供するため、大
面積、薄型化が要求される室内照明装置４００に適用する。ここで、照明装置４００の最
終の色温度の調節範囲は、色温度が異なる二種類の白光発光ダイオードを選択することに
よって決められる。一方、電源制御を行って電流量や入力時間割合を制御することによっ
て、照明装置４００の色温度を変えることができ、照明装置４００の全体的な輝度も調節
できる。
【００３２】
　色温度が異なる白光発光ダイオード４４１、４４２、又は４６１、４６２に対し、スイ
ッチング時間を制御することで異なる光混合割合を調整するため、異なる色温度の変化を
調整する際にも同様な照度を維持することができ、明暗調整は１００段階以上、色温度調
整は２５６段階以上に達することができる。
【００３３】
　図６を参照するに、第一光源モジュール４４０の第一白光発光ダイオード４４１と第二
白光発光ダイオード４４２は全てパッケージ構造であり、パッケージ構造の内部に発光ダ
イオードダイ４４１ａ、４４２ａを含む。第一光源モジュール４４０を例にすると、第一
白光発光ダイオード４４１のパッケージ構造と第二白光発光ダイオード４４２のパッケー
ジ構造は互い違いに配列され、表面実装技術で第一プリント回路基板４４３に溶接される
。同様に、第二光源モジュール４６０の第三白光発光ダイオード４６１と第四白光発光ダ
イオード４６２は全てパッケージ構造であり、且つ、第三白光発光ダイオード４６１のパ
ッケージ構造と第四白光発光ダイオード４６２のパッケージ構造も互い違いに配列され、
表面実装技術で第二プリント回路基板（図示せず）に溶接される。
【００３４】
　本実施例において、第一光源モジュール４４０又は第二光源モジュール４６０は、色温
度が異なる二種類の白光発光ダイオードより構成され、第一光源モジュール４４０の第一
白光発光ダイオード４４１と第二白光発光ダイオード４４２の数量は同じか又は異なる。
第二光源モジュール４６０の第三白光発光ダイオード４６１と第四白光発光ダイオード４
６２の数量は同じか又は異なる。白光発光ダイオードの色温度を選択し、制御システムを
組み合わせることによって、照明装置４００の色温度及び明暗度を２０００Ｋ乃至１００
００Ｋの色温度範囲内で自由に調整することができる。
【００３５】
　第一光源モジュール４４０において、色温度が異なる白光発光ダイオード４４１、４４
２は互い違いに配列され、二種の白光発光ダイオード４４１、４４２の割合は１：１、１
：２、２：３…などである。第一光源モジュール４４０と対にする第二光源モジュール４
６０において、色温度が異なる白光発光ダイオード４６１、４６２は、異なる割合で互い
違いに配列される。但し、第二光源モジュール４６０の白光発光ダイオードの種類、割合
及び配列順序を決める際に、第一光源モジュール４４０の白光発光ダイオード４４１、４
４２との対応関係を考慮すべきである。上述の対応関係を説明するために、図７Ａ乃至図
７Ｄにいくつの実施例を提供するが、本発明はこの実施例に制限されるものではない。
【００３６】
　図７Ａを参照するに、ＣＷは色温度が６０００Ｋで、光色は「冷白」の発光ダイオード
を代表し、ＷＷは色温度が３０００Ｋで、光色は「温白」の発光ダイオードを代表する。
光源モジュール４４０Ａと４６０Ａは、全て冷白（ＣＷ）と温白（ＷＷ）の二種の異なる
色温度の発光ダイオードを有し、割合は１：１である。光源モジュール４４０Ａの白光発
光ダイオードは、色温度に従ってＣＷ、ＷＷ、ＣＷ、ＷＷ…の順に配列され、光源モジュ
ール４６０Ａの白光発光ダイオードは、色温度に従ってＷＷ、ＣＷ、ＷＷ、ＣＷ…の順に
配列される。光源モジュール４４０ＡのＣＷは光源モジュール４６０ＡのＷＷに向き、光
源モジュール４４０ＡのＷＷは光源モジュール４６０ＡのＣＷに向く。
【００３７】
　図７Ｂを参照するに、光源モジュール４４０Ｂの冷白（ＣＷ）及び温白（ＷＷ）の二種
発光ダイオードの割合は１：２であり、光源モジュール４６０Ｂの冷白（ＣＷ）及び温白
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（ＷＷ）の二種の発光ダイオードの割合は２：１である。光源モジュール４４０Ｂの白光
発光ダイオードは、色温度に従ってＣＷ、ＷＷ、ＷＷ…の順に配列され、光源モジュール
４６０Ｂの白光発光ダイオードは、色温度に従ってＷＷ、ＣＷ、ＣＷ…の順に配列される
。従って、光源モジュール４４０ＢのＣＷは光源モジュール４６０ＢのＷＷに向き、光源
モジュール４４０ＢのＷＷは光源モジュール４６０ＢのＣＷに向く。
【００３８】
　図７Ｃを参照するに、Ｄは色温度が７０００Ｋで、光色が「昼光」に近い発光ダイオー
ドを代表する。光源モジュール４４０Ｃ及び４６０Ｃの冷白（ＣＷ）、温白（ＷＷ）及び
昼光（Ｄ）の三種発光ダイオードの割合は１：１：１である。光源モジュール４４０Ｃの
白光発光ダイオードは、色温度に従ってＷＷ、ＣＷ、Ｄ…の順に配列され、光源モジュー
ル４６０Ｃの白光発光ダイオードは、色温度に従ってＤ、ＣＷ、ＷＷ…の順に配列される
。従って、光源モジュール４４０ＣのＷＷは光源モジュール４６０ＣのＤに向き、光源モ
ジュール４４０ＣのＤは光源モジュール４６０ＣのＷＷに向く。
【００３９】
　図７Ｄを参照するに、光源モジュール４４０Ｄの冷白（ＣＷ）及び温白（ＷＷ）の二種
発光ダイオードの割合は２：３であり、光源モジュール４６０Ｄの冷白（ＣＷ）及び温白
（ＷＷ）の二種発光ダイオードの割合は３：２である。光源モジュール４４０Ｄの白光発
光ダイオードは、色温度に従ってＣＷ、ＣＷ、ＷＷ、ＷＷ、ＷＷ…の順に配列され、光源
モジュール４６０Ｄの白光発光ダイオードは、色温度に従ってＷＷ、ＷＷ、ＣＷ、ＣＷ、
ＣＷ…の順に配列される。従って、光源モジュール４４０ＤのＣＷは光源モジュール４６
０ＤのＷＷに向き、光源モジュール４４０ＤのＷＷは光源モジュール４６０ＤのＣＷに向
く。
【００４０】
　以上のように、本発明の実施例による照明装置４００は、以下のような利点を有する。
【００４１】
　第一、異なる時間と環境に合わせて適切な色温度と輝度に調整され、仕事の効率を向上
させ、ミスを低減し、安全性を向上させる。適切な制御システムを組み合わせることで、
自動的に朝晩明暗に従って照明を調整することもできる。
【００４２】
　第二、発光ダイオードの光混合空間が導光板の両側に位置するため、照明装置の厚さを
増加せず光混合空間を提供することができ、これにより照明装置の出射面積を大きくする
と共に、ランプハウスの厚さの薄型化を維持することができる。
【００４３】
　第三、色表現が一致する白光発光ダイオードパッケージ構造を選択して回路板に固定す
ることで、色表現を安定させ、且つ照明装置の光色に対する後続工程の影響を避ける。
【００４４】
　第四、平板状の導光板を用いることによって、照明装置の厚さを効果的に減少すると共
に、複数の入光面を有して色温度及び輝度の調整範囲を増大させ、均一な平面光を提供し
、従来の白光発光ダイオード照明器具に生じるフレアを避ける。
【００４５】
　第五、蛍光灯、ハロゲン電球及び省エネ電球を光源とする従来の照明装置と比べ、本発
明の照明装置は高効率であり、紫外線及び赤外線の輻射がなく、照明設備のために相当な
エネルギーとメンテナンスコストを節約し、取り付けが簡単で、使用寿命が５００００時
間を越える。
【００４６】
　本発明は上記の実施例によって開示されるが、これらの内容に限定されず、本発明の精
神及び範囲内で、当業者によって何れの変更及び修飾が可能であるため、本発明の保護範
囲は特許請求の範囲を基準とする。一方、本発明の実施例又は請求項の範囲は何れも本発
明により開示された目的又は利点又は特徴の全てを必ずしも実現する必要はない。また、
要約部分と発明の名称は単に特許文献のサーチ作業を補助するためのものであり、本発明
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【符号の説明】
【００４７】
　Ｒ　赤光発光ダイオード
　Ｇ　緑光発光ダイオード
　Ｂ　青光発光ダイオード
　１００、２００　発光ダイオードアレイモジュール
３００　色ムラ
４００　照明装置
４２０　導光板
４２１　第一入光面
４２２　第二入光面
４２３　ドット
４４０　第一光源モジュール
１２０、４４１、４４２　白光発光ダイオード
４４１ａ、４４２ａ　発光ダイオードダイ
４４３　第一プリント回路基板
４６０　第二光源モジュール
４６１、４６２　白光発光ダイオード
Ｔ　導光板の厚さ
ＣＷ　「冷白色」の発光ダイオード
ＷＷ　「温白色」の発光ダイオード
Ｄ　「昼光」の発光ダイオード
４４０Ａ、４６０Ａ、４４０Ｂ、４６０Ｂ、４４０Ｃ、４６０Ｃ、４４０Ｄ、４６０Ｄ　
光源モジュール
【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図７Ｃ】
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