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(57)【要約】
【課題】使用空間に対する自由度の高い照明モジュール
及びこれを含む照明装置を提供す
る。 
【解決手段】本発明は、開口部を含み、両側に安着部を
含むケースと、前記安着部に配置
された光源部と、前記ケースの長手方向に前記ケースの
内部に配置され、前記光源部と光
学的に結合された導光板と、前記ケースの長手方向に前
記ケースの内部に配置され、前記
導光板の下側に配置された拡散板と、を含む照明モジュ
ールを提供する。
【選択図】図1
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース部、前記ベース部の両端からそれぞれ垂直方向に延設された第１延長部及び第２
延長部、前記第１延長部及び第２延長部の端にそれぞれ延設された第１フランジ部及び第
２フランジ部、及び前記ベース部の外側面に配置された複数の結合ピンを含むコネクタ、
を含むケースと、
　前記ベース部、前記第１延長部、及び前記第１フランジ部によって形成された第１安着
部に配置された第１光源部と、
　前記ベース部、前記第２延長部、及び前記第２フランジ部によって形成された第２安着
部に配置された第２光源部と、
　を含む、照明モジュール。
【請求項２】
　前記ケースは、前記第１フランジ部と前記第２フランジ部との間に形成された開口部を
有し、
　前記照明モジュールは、前記ケース内部であって前記第１光源部と前記第２光源部との
間に配置され、前記第１光源部と前記第２光源部から放出される光を前記開口部方向に出
射させる光学部材をさらに含む、請求項１に記載の照明モジュール。
【請求項３】
　前記第１光源部は、基板、前記基板上に配置された発光素子、及び前記基板上に配置さ
れた前記発光素子を取り囲むリフレクターを含み、
　前記照明モジュールは、前記第１光源部と前記光学部材との間に配置された光励起フィ
ルム、前記光学部材と前記ベース部との間に配置された反射板、及び前記ケースの内部で
あって前記光学部材と前記開口部との間に配置された拡散板をさらに含み、
　前記拡散板の端は前記リフレクターの端に接し、前記反射板の端は前記リフレクターの
端に接し、前記光学部材の端は前記光励起フィルムと接する、請求項２に記載の照明モジ
ュール。
【請求項４】
　 前記基板から前記リフレクターの端までの距離は、前記基板から前記発光素子の端ま
での距離よりも長い、請求項３に記載の照明モジュール。
【請求項５】
　前記発光素子から放出された光の少なくとも９０％以上の光が前記光学部材に直接照射
される、請求項３又は４に記載の照明モジュール。
【請求項６】
　前記発光素子から放出された光のうち最外の指向角を有する光は、前記光学部材に直接
照射される、請求項３乃至５のいずれか１項に記載の照明モジュール。
【請求項７】
　前記第１フランジ部の一面は、前記第１延長部に対して鋭角に傾いている、請求項２乃
至６のいずれか１項に記載の照明モジュール。
【請求項８】
　前記コネクタは、外部電源と電気的に連結されるか、または他の照明モジュールと連結
される、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の照明モジュール。
【請求項９】
　前記第１光源部から放出される光の色は、前記第２光源部から放出される光の色と異な
る、請求項１乃至８のいずれか１項に記載の照明モジュール。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載の照明モジュールを含む第１照明モジュール及び
第２照明モジュールと、
　前記第１照明モジュールのコネクタと前記第２照明モジュールのコネクタとを連結する
中間連結部材と、
　を含み、
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　前記コネクタは、複数の結合ピンと、複数の結合ピンを取り囲む外部ケースとを含み、
　前記中間連結部材は、前記複数の連結ピンが挿入される結合溝と、前記外部ケースが挿
入される挿入溝とを有する、照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の発光素子を含んで光を具現する照明モジュール及びこれを含む照明装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、室内または室外の照明灯として電球や蛍光灯が多く使用されているが、この
ような電球や蛍光灯は寿命が短く、取り替えの頻度が多いという問題がある。また、従来
の蛍光灯は経時変化による劣化により徐々に照度が落ちていく現象が過度に発生するとい
う問題がある。
【０００３】
　このような問題を解決するために、制御性に優れ、応答速度が高速で、電気光変換効率
が高く、長寿命、低消費電力、高輝度の特性を有し、感性照明を具現することができるＬ
ＥＤを使用する照明装置が開発されている。
【０００４】
　一方、ＬＥＤを適用した多くの照明装置の殆どは、その製造時、取り付けられる空間の
構造によって形状や模様に制限がある。そのため、使用される分野や空間に対し、使用及
び空間の自由度の高い照明装置が求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような問題点を解決するための本発明は、使用空間に対する自由度の高い照明モジ
ュール及びこれを含む照明装置を提供する。
【０００６】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、以上で言及した技術的課題に制限されるもの
ではなく、言及していない他の技術的課題は、下記の記載を通して本発明の属する技術分
野における通常の知識を有する者によって明確に理解されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明による一実施形態は、照明モジュールは、開口部を
含み、両側に安着部を含むケースと、前記安着部に配置された光源部と、前記ケースの長
手方向に前記ケースの内部に配置され、前記光源部と光学的に結合された導光板と、前記
ケースの長手方向に前記ケースの内部に配置され、前記導光板の下側に配置された拡散板
と、を含む。
【０００８】
　また、本発明による別の実施形態は、照明モジュールは一つの板で形成され、前記板の
両端部が互いに対向するように折り曲げられ、前記板の両端によって画定される開口部を
有し、前記板の両端部が曲げられることで形成された第１及び第２安着部を有するケース
と、前記ケースの第１及び第２安着部内にそれぞれ配置された第１及び第２光源部と、両
端部が前記第１及び第２安着部に配置され、前記第１及び第２光源部の間に配置され、前
記第１及び第２光源部から入射された光を前記開口部に出射させる導光板と、 両端部が
前記第１及び第２安着部に挿入され、前記導光板と前記開口部との間に配置され、前記導
光板から出射された光を前記開口部に拡散させる拡散板と、を含む。
【０００９】
　また、本発明による別の実施形態は、照明装置は、開口部を含み、両内側部に安着溝を
含むケースと、前記ケースの安着溝に配置された光源部と、前記光源部と光学的に結合さ



(4) JP 2015-179681 A 2015.10.8

10

20

30

40

50

れた導光板と、前記導光板の下側に配置され、前記導光板から出射された光を前記開口部
に拡散させる拡散板と、を含み、前記ケースは、一面に取り付けられた複数のコネクタを
含み、前記複数のコネクタの少なくとも一つは中間連結部材と結合される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、単一照明モジュールであって、その自体で照明装置として具現されることが
できる。
【００１１】
　本発明は、導光板の支持特性が向上した照明装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態による照明モジュールの構造を説明するための斜視図であ　　
る。
【図２】本発明の実施形態による照明モジュールの構造を説明するための断面図であ　　
る。
【図３】本発明による実施形態であって、リフレクタの配置構造による光効率を説明　　
するための図である。
【図４】本発明の一実施形態であって、複数の照明モジュールの連結構造を説明する　　
ための図である。
【図５】本発明の一実施形態であって、複数の照明モジュールを連結するための中間　　
連結部材を説明するための図である。
【図６ａ】本発明による実施形態であって、ケースの構造を説明するための断面図で　　
ある。
【図６ｂ】本発明による実施形態であって、ケースの構造を説明するための断面図で　　
ある。
【図７】本発明の実施形態であって、ケース内部に配置される光源モジュールの構造　　
及び動作原理を説明するための図である。
【図８】本発明の一実施形態であって、照明モジュールの別の構造を説明するための　　
図である。
【図９】本発明の一実施形態であって、照明モジュールの設置状態を示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態であって、照明モジュールの設置状態を示す図である　　
。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図において、各層の厚さや大きさは説明の便宜及び明確性のために誇張或いは省略され
、または概略的に示された。また、各構成要素の大きさは実際の大きさを全的に反映する
ものではない。
【００１４】
　また、本発明による実施形態の説明において、各構成要素の 「上または下(on or unde
r)」に形成されることと記載される場合、上または下(on or under)は二つの同じ構成要
素が互いに直接的に(directly)接触され、または一つ以上の他の構成要素が前記同じ構成
要素の間に配置され(indirectly)形成されることを全て含む。また、「上または下(on or
 under)」と表現される場合、一つの構成要素を基準として上側方向だけではなく下側方
向の意味も含むことができる。
【００１５】
　図１は本発明の実施形態による照明モジュールの構造を説明するための斜視図であり、
図２は本発明の実施形態による照明モジュールの構造を説明するための断面図である。
【００１６】
　図１及び図２を参照すると、照明モジュール(４００)は、ケース(２００)、第１光源部
(１５０Ａ)、第２光源部(１５０Ｂ)、第１光励起フィルム(１７０ａ)、第２光励起フィル
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ム(１７０ｂ)、導光板(１１０)、拡散板(１９０)、反射板(１３０)、第１コネクタ(３０
０Ａ)及び第２コネクタ(３００Ｂ)を含む。
【００１７】
　ケース(２００)は、多数のフランジを組立て連結して製作されることができ、一つの板
状に圧出成形して製作されることもできる。ケース(２００)は、前記板の両端部がそれぞ
れ２回折り曲げられ、図６ａに示すように、光源部が配置できる第１及び第２安着部(２
０２ａ、２０２ｂ)が形成される。前記板の両端は互いに対向し、前記板の両端によって
開口部(２０１)が区画される。このようなケース(２００)は、前記ケースの長手方向に両
側面が平行な一貫した断面を有する。
【００１８】
　また、図６ｂに示すように、ケース(２００)は、一側から延設された少なくとも一つ以
上の突出部(２５０ａ)を含むことができる。このような突出部は、ケース内部に安着され
る導光板を固定及び支持する。これによって、外部の衝撃から導光板が離脱されることを
防止することができ、また、ケース内部の構造物間のアラインメント特性を向上させるこ
とができる。
【００１９】
　第１光源部(１５０Ａ)及び第２光源部(１５０Ｂ)はそれぞれ、基板(１５１ａ、１５１
ｂ)と、前記基板上に配置された発光ダイオード(１５２ａ、１５２ｂ)と、前記基板上に
配置され、前記複数の発光ダイオードを取り囲むリフレクタ(１５３ａ、１５３ｂ)と、を
含み、前記発光ダイオードが配置された基板の一面が互いに対向するように前記ケースの
第１及び第２安着部(２０２ａ、２０２ｂ)の溝に挿入される。
【００２０】
　一方、リフレクタ(１５３ａ、１５３ｂ)の表面端は、前記基板(１５１ａ、１５１ｂ)上
に配置された発光ダイオード(１５２ａ、１５２ｂ)の端よりもさらに光が照射される方向
に突出される。すなわち、前記基板(１５１ａ、１５１ｂ)から前記リフレクタ(１５３ａ
、１５３ｂ)の端に至る距離(ｄ１)は、前記基板(１５１ａ、１５１ｂ)から前記発光ダイ
オード(１５２ａ、１５２ｂ)の端に至る距離(ｄ２)よりも長い。
【００２１】
　こうした理由は、発光ダイオード(１５２ａ、１５２ｂ)から発生した光が光励起フィル
ム(１７０ａ、１７０ｂ)を通して導光板(１１０)に照射され、または光励起フィルム(１
７０ａ、１７０ｂ)がなく直接導光板(１１０)に光が照射される時、導光板(１１０)から
反射した光が前記発光ダイオード(１５２ａ、１５２ｂ)に照射されることを防止するため
である。すなわち、導光板(１１０)から反射した光の発光ダイオード(１５２ａ、１５２
ｂ)への照射可能な光経路を予めリフレクタ(１５３ａ、１５３ｂ)が遮断して導光板(１１
０)に再帰反射させるためである。これによって、照明モジュールの光効率が向上できる
。
【００２２】
　第１光源部(１５０Ａ)及び第２光源部(１５０Ｂ)に含まれる発光ダイオードは、同色の
光を放出する発光ダイオードであるが、異なる色の光を放出することもできる。従って、
異なる二つの色の組み合わせで多様な色の光が可能であるため、感性照明装置を具現する
ことができる。発光ダイオード(１５２ａ、１５２ｂ)は青色、赤色、緑色の光で少なくと
も一つを放出する発光ダイオードであり得る。
【００２３】
　図には示されていないが、発光ダイオードは、上部に備えられた透光性樹脂で前記発光
ダイオードを封止することによって、その自体の独自の色の光を放出することができるが
、独自の色の光を放出する時、例えば、発光素子が青色発光ダイオードの場合、透光性樹
脂に含まれた蛍光体はガーネット(Ｇａｒｎｅｔ)系(ＹＡＧ、ＴＡＧ)、 シリケート(Ｓｉ
ｌｉｃａｔｅ)系、ナイトライド(Ｎｉｔｒｉｄｅ)系及びオキシナイトライド(Ｏｘｙｎｉ
ｔｒｉｄｅ)系の少なくともいずれか一つ以上を含むことができる。
【００２４】
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　透光性樹脂に黄色系列の蛍光体のみを含ませて自然光(白色光)を具現することができる
が、演色指数の向上と色温度の低減のために、緑色系列の蛍光体や赤色系列の蛍光体をさ
らに含むことができる。
【００２５】
　また、透光性樹脂に多種の蛍光体が混ざっている場合、蛍光体の色相による添加比率は
、赤色系列の蛍光体よりは緑色系列の蛍光体を、緑色系列の蛍光体よりは黄色系列の蛍光
体をさらに多く使用することができる。
【００２６】
　黄色系列の蛍光体としてはガーネット系のＹＡＧ、シリケート系、オキシナイトライド
系を使用し、緑色系列の蛍光体としては、シリケート系、オキシナイトライド系を使用し
、赤色系列の蛍光体としてはナイトライド系を使用することができる。
【００２７】
　透光性樹脂に多種の蛍光体が混ざっているものの外に、赤色系列の蛍光体を有する層、
緑色系列の蛍光体を有する層及び黄色系列の蛍光体を有する層をそれぞれ別に分けて構成
することができる。
【００２８】
　このような発光ダイオードは、水平型(Lateral Type)または垂直型(Vertical Type)で
あることがあり、発光ダイオードは青色(Blue)、赤色(Red)、黄色(Yellow)、または緑色(
Green)を発散することができる。
【００２９】
　このような蛍光体は、後述する第１光励起フィルム(１７０ａ)、第２光励起フィルム(
１７０ｂ)にも適用可能である。
【００３０】
　導光板(１１０)は、第１光源部(１５０Ａ)及び第２光源部(１５０Ｂ)から放出される光
の経路方向に配置され、前記ケース(２００)の長手方向に前記ケースの内部に挿入される
。この時、導光板(１１０)の両端部は、前記ケースの第１及び第２安着部(２０２ａ、２
０２ｂ)に挿入され、第１光源部(１５０Ａ)及び第２光源部(１５０Ｂ)から放出される光
を開口部(２０１)方向に出射させる。
【００３１】
　第１光励起フィルム(１７０ａ)、第２光励起フィルム(１７０ｂ)は、導光板(１１０)と
第１光源部(１５０Ａ)及び第２光源部(１５０Ｂ)との間にそれぞれ配置され、内部に様々
な蛍光物質を含む。このような第１光励起フィルム(１７０ａ)、第２光励起フィルム(１
７０ｂ)は、第１光源部(１５０Ａ)及び第２光源部(１５０Ｂ)から出射された光の波長の
一部を変換させて光の色を変換させることができる。
【００３２】
　図には示されていないが、第１光励起フィルム(１７０ａ)、第２光励起フィルム(１７
０ｂ)は、透明樹脂と前記透明樹脂の内部に含有された蛍光物質(１７２)とを含む。透明
樹脂の内部には硬化剤や添加剤が含まれることができ、硬化剤は透明樹脂を硬化させ、添
加剤は蛍光物質を透明樹脂の内部に均一に分散させる。また、透明樹脂の内部には拡散材
が含まれることができ、拡散材は光源の屈折を向上させ、蛍光物質の励起率を高める。
【００３３】
　拡散板(１９０)は、導光板(１１０)から出射される光を開口部(２０１)に拡散させて放
出させるために、導光板(１１０)と開口部(２０１)との間に配置され、ケース(２００)の
内部に挿入される。この時、拡散板(１９０)の両端部は、前記ケースの第１及び第２安着
部(２０２ａ、２０２ｂ)に挿入される。また、拡散板(１９０)の端部は前記導光板(１１
０)の端部の線と一致する。このような理由は、導光板(１１０)、光励起フィルム(１７０
ａ、１７０ｂ)、拡散板(１９０)、リフレクタ(１５３ａ、１５３ｂ) の間の安定的な支持
構造を有するためである。すなわち、拡散板の端が前記リフレクタの端と接すると同時に
前記導光板の端が前記光励起フィルムと接することによって、実質、各要素が安定的に固
定されるためである。
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【００３４】
　また、前記拡散板(１９０)の端が少なくともリフレクタに実質的に接触し、発光ダイオ
ードから発生した光が光励起フィルムを通して導光板(１１０)に照射される時、あるいは
光励起フィルムなく直接導光板に照射される時、前記ケースに照射され光損失となること
なく、導光板(１１０)と拡散板(１９０)に照射されて前記ケースの開口部(２０１)に放出
されるようにするためである。これによって、光効率の特性が向上できる。
【００３５】
　反射板(１３０)は、前記導光板(１１０)の上側に配置され、前記導光板(１１０)から放
出された光を前記拡散板(１９０)の方向に反射させ、この時、反射板(１３０)の両端部は
、前記拡散部(１９０)の両端部と同様に前記ケースの第１及び第２安着部(２０２ａ、２
０２ｂ)の溝に挿入される。また、反射板の端部も導光板の端部と一致することによって
、導光板(１１０)、光励起フィルム(１７０ａ、１７０ｂ)、拡散板(１９０)、リフレクタ
(１５３ａ、１５３ｂ)、反射板(１３０)の間の安定的な支持構造を有する。このような反
射板は、ケースの内部面の反射特性が良い場合、照明モジュール装置で省略することがで
きる。
【００３６】
　第１コネクタ(３００Ａ)及び第２コネクタ(３００Ｂ)は、ケース(２００)の外側一面に
取り付けられる。ケース(２００)の外側一面は、後述する図４に示されているように、ケ
ースのベース部(２５０)の外側面であることがあり、第１及び第２延長部(２１０ａ、２
１０ｂ)の外側面であることもある。ところが、望ましくはケースのベース部(２５０)の
外側面で前記ケースの長手方向への両端部の中央に第１コネクタ(３００Ａ)及び第２コネ
クタ(３００Ｂ)が取り付けられる。第１コネクタ(３００Ａ)及び第２コネクタ(３００Ｂ)
はそれぞれ、内部に配列された複数の結合ピン(３０１ａ、３０１ｂ)と、複数の結合ピン
を取り囲む外部ケース(３０３ａ、３０３ｂ)を含む。
【００３７】
　このような第１コネクタ(３００Ａ)及び第２コネクタ(３００Ｂ)の少なくともいずれか
一つは、前記ケース(２００)を含む他の照明モジュール(４００)と機構的に結合するため
の連結部材としての役目をする。上述したように、本発明の実施形態による照明モジュー
ルは、光を放出するための単一モジュールで構成されており、それ自体で照明装置として
利用されることができる。
【００３８】
　図３は、本発明による実施形態であって、リフレクタの配置構造による光効率を説明す
るための図である。
【００３９】
　図３を参照すると、発光ダイオード(１５２ａ)から放出された光が指向角を持って導光
板(１１０)の方向に照射される。この時、放出された光の９０％以上の光が導光板に直接
照射されるよう、前記リフレクタ(１５３ａ)が基板から所定距離だけ突出して配置される
。即ち、発光ダイオードから放出された光の殆どは、基板(１５１ａ)上に配置され前記発
光ダイオードを取り囲むリフレクタ(１５３ａ)に照射されない。
【００４０】
　従って、発光ダイオードから放出された光の殆どはリフレクタに照射されず、導光板に
照射された光が反射して発光ダイオードに照射されることをリフレクタが空間的に予め遮
断し、導光板に再帰反射させることができるため、光効率が向上できる。
【００４１】
　また、発光ダイオードから放出された光のうち、最外の指向角を有する光がリフレクタ
に照射されず、直接導光板に照射されるようにして、光効率を極大化させることができる
。
【００４２】
　一方、単一の照明モジュールが照明装置として使用される時、第１コネクタ及び第２コ
ネクタのいずれか一つは照明モジュールに電源を供給する電気的連結通路となり得るが、
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複数の照明モジュールが一列に配置され結合される場合には、外側に配置された照明モジ
ュールのケースの端部に取り付けられたコネクタが電源供給の連結通路となり得る。
【００４３】
　これによって、複数の照明モジュールは一つの照明装置となり、光放出領域を広めるこ
とができる。また、本発明の実施形態による照明モジュールは、光を放出するための単一
モジュールで構成されており、それ自体で照明装置として利用されることができる。
【００４４】
　図４は、本発明の一実施形態であって、複数の照明モジュールの連結構造を説明するた
めの図であり、図５は、本発明の一実施形態であって、複数の照明モジュールを連結する
ための中間連結部材を説明するための図である。
【００４５】
　図４及び図５によると、照明装置は、第１照明モジュールと第２照明モジュールは一側
が互いに当接して結合される。第１照明モジュールと第２照明モジュールの構造について
は上述したので、ここではその説明を省略する。結合方法は、第１照明モジュールの中に
含まれたケース(２００)のベース部の外側面に取り付けられた第１コネクタ(３００Ａ)と
第２照明モジュールの中に含まれたケース(２００’)のベース部の外側面に取り付けられ
た第２コネクタ(３００Ｂ)とが中間連結部材(５００)により結合される。
【００４６】
　中間連結部材(５００)は、同一面上に第１挿入溝(５１１)と第２挿入溝(５１１’)、前
記第１挿入溝(５１１)と第２挿入溝(５１１’)それぞれの内部に形成された第１結合溝(
５１３)と第２結合溝(５１３’)とを有し、第１挿入溝(５１１)と第１結合溝(５１３)に
は第１コネクタ(３００Ａ)の外部ケース(３０３ａ)と結合ピン(３０１ａ)がそれぞれ挿入
され、第２挿入溝(５１１’)と第２結合溝(５１３’)には第２コネクタの外部ケース(３
０３ｂ’)と結合ピン(３０１ｂ’)がそれぞれ挿入され、第１照明モジュールと第２照明
モジュールを機構的に結合させて固定する。
【００４７】
　図６ａ及び図６ｂは、本発明による実施形態であって、ケースの構造を説明するための
断面図である。
【００４８】
　まず、図６ａに示されているように、ケース(２００)は、第１及び第２延長部(２１０
ａ、２１０ｂ)と、第１及び第２延長部(２１０ａ、２１０ｂ)の一側からそれぞれ折曲延
設された第１フランジ部(２３０ａ)及び第２フランジ部(２３０ｂ)と、前記第１延長部(
２１０ａ)の他側から折曲延設され、前記第２延長部(２１０ｂ)の他側と連結されるベー
ス部(２５０)と、を含む。
【００４９】
　これによって、ケース(２００)の両内側部には第１及び第２安着部(２０２ａ、２０２
ｂ)が形成され、前記第１フランジ部(２３０ａ)と第２フランジ部(２３０ｂ)は間隔を隔
てて互いに対向し、開口部(２０１)を有することになる。
【００５０】
　また、図６ｂに示されているように、ケース(２００)のベース部(２５０)は、内側面か
ら延設された少なくとも一つ以上の突出部(２５０ａ)を有し、突出部(２５０ａ)は、ケー
スの内側に配置される反射板、導光板、拡散板の間の密着力を増加させ、なお一層安定的
に前記構造物を固定及び支持する。突出部(２５０ａ)はケースの長手方向に配置された直
線形状を有することができる。また、突出部(２５０ａ)は前記ケースのベース部の前面に
局部的に配置されたドット形状を有することができる。
【００５１】
　前記ケース(２００)の第１フランジ部(２３０ａ)及び第２フランジ部(２３０ｂ)は、前
記ベース部(２５０)と平行な方向に第１及び第２延長部(２１０ａ、２１０ｂ)のそれぞれ
に対して折曲延設されるが、望ましくは第１及び第２延長部(２１０ａ、２１０ｂ)のそれ
ぞれに対して鋭角(θ＜90)に傾く。従って、第１安着部(２０２ａ)と第２安着部(２０２
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ｂ)に挿入される構造物、即ち拡散板、導光板、反射板をさらに固定支持させることがで
きる。
【００５２】
　また、ケース(２００)の材質は、例えばアルミニウムや鉄のような金属であれば可能で
あり、ケースに弾性力を付けるものであればさらに望ましい。
【００５３】
　上述した本発明の実施形態において、説明の便宜のために、第１光源部(１５０Ａ)、第
２光源部(１５０Ｂ)、第１光励起フィルム(１７０ａ)、第２光励起フィルム(１７０ｂ)、
導光板(１１０)、拡散板(１９０)、反射板(１３０)を含む装置を光源モジュールと言う。
【００５４】
　図７は、本発明の実施形態であって、ケース内部に配置される光源モジュールの構造及
び動作原理を説明するための図である。
【００５５】
　図７に示されているように、光源モジュール(１００)は導光板(１１０)、反射板(１３
０)、光源部(１５０Ａ、１５０Ｂ)、光励起フィルム(１７０ａ、１７０ｂ)及び拡散板(１
９０)を含む。
【００５６】
　導光板(１１０)は、点光源を面光源に変換させるものであって、内部に入射された光が
外部に出射されることができるように、一面に特定パターン(１１１)が形成される。特定
パターン(１１１)は、光を拡散または散乱させ、外部に出射させる役目をする。このよう
な導光板(１１０)は透明樹脂で製造され、シルクスクリーン印刷方式などにより印刷する
ことができる。
【００５７】
　導光板(１１０)の上側には、拡散板(１９０)が配置されることができる。拡散板(１９
０)は、導光板(１１０)の内部に入射された光が外部に均一に出射されるようにする役目
をする。
【００５８】
　反射板(１３０)は導光板(１１０)の下側に配置され、導光板(１１０)の内部に入射され
た光が導光板の後方に出射されることを防止する。
【００５９】
　光源部(１５０Ａ、１５０Ｂ)は導光板(１１０)の側部に配置され、光を出射できる装置
であれば何れも可能であり、本発明の実施形態では発光ダイオードである発光素子(１５
２ａ、１５２ｂ)を使用する。このような光源部(１５０Ａ、１５０Ｂ)は、基板(１５１ａ
、１５１ｂ)と基板(１５１ａ、１５１ｂ)上に配列された複数の発光ダイオード(１５２ａ
、１５２ｂ)とを含み、導光部(１１０)と光学的に結合されることによって光源部(１５０
Ａ、１５０Ｂ)から発生した光が導光部(１１０)の内部に入射される。
【００６０】
　光励起フィルム(１７０ａ、１７０ｂ)は導光部(１１０)と光源部(１５０Ａ、１５０Ｂ)
との間に配置され、内部に様々な蛍光物質を含むことができる。このような蛍光物質を含
む場合、光励起フィルム(１７０ａ、１７０ｂ)は光源部(１５０１、１５０Ｂ)から出射さ
れた光の波長の一部を変換させることで光の色を変換する。
【００６１】
　図には示されていないが、光源部(１５０Ａ、１５０Ｂ)と光励起フィルム(１７０ａ、
１７０ｂ)のそれぞれは、図２で説明したケース(２００)の内部の安着部(２０２ａ、２０
２ｂ)に配置される。また、導光板(１１０)、拡散板(１９０)、反射板(１３０)それぞれ
の両端は、前記ケース(２００)の内部の安着部(２０２ａ、２０２ｂ)に挿入され配置され
る。
【００６２】
　図８は、本発明の一実施形態であって、照明モジュールの他の構造を説明するための図
である。
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【００６３】
　図８に示されているように、照明モジュールは、内部に光源モジュールを含むケース(
２００)、前記ケース(２００)の両側端部に結合され、光が照射される反対方向に折曲延
設されたエンドキャップ(３５０)を含む。
【００６４】
　前記ケース(２００)はベース部(２５０)の一面に放熱溝(２００a)が形成され、前記エ
ンドキャップ(３５０)は一側端部に突出部(３５１)が設けられ、前記ケース(２００)は前
記突出部(３５１)の位置に対応する結合溝(３５１ａ)が設けられ、前記エンドキャップ(
３５０)にはビスホール(３５０a)が設けられる。
【００６５】
　前記ケースのベース部(２５０)は、内部光源の効率的な放熱のために、ベースの一面の
表面積を広めるよう外側に膨らんでいる円形であることがある。
【００６６】
　前記ケース(２００)の両側端部には後面方向に折曲延設されるエンドキャップ(３５０)
が結合される。前記エンドキャップ(３５０)は、望ましくは逆Ｌ字状であることがあり、
前記ケース(２００)の形状と同じ形状であることがある。本実施形態では放熱溝(２００a
)が統一性を持って（つまり、一定のパターンで）ケース(２００)の一面と連続して形成
されており、エンドキャップ(３５０)の大きさもケース(２００)の一側面と同一である。
【００６７】
　前記エンドキャップ(３５０)の前記ケース(２００)との結合面には突出部(３５１)が備
えられ、前記突出部(３５１)と対応する位置の前記ケース(２００)の前後側面上の結合溝
(３５１ａ)に挿入する方式で結合することができる。また、前記エンドキャップ(３５０)
にはビスホール(３５０a)が設けられ、壁面や天井などへのいろいろな取り付けパターン
に利用することができる。
【００６８】
　図９は本発明による照明モジュール(４００)の設置状態を示すものであって、壁面や天
井面に設置されることができる。この時、前記照明モジュール(４００)の後面方向に折り
曲げられているエンドキャップ(２１)によって、取付け面と照明装置(４００)のケース(
２００)は所定距離だけ離隔されている。こうして確保された空間は、特に壁面に本発明
による照明モジュール(４００)が取り付けられる場合、安定器などを位置させ得る用途で
活用することができ、照明モジュール(４００)の内部光源の放熱を助けるために、さらに
該当空間のサイズを超えない放熱構造を設計して含ませることができる。また、図１０に
示されているように、ペンダント(pendant)型で天井に設置することもできる。
【００６９】
　場合によっては、前記照明モジュール(４００)を所定の連結部材(未図示)及び結合溝(
１３)を利用して複数連結し、目指す長さになったところでエンドキャップ(２１)を両端
部に結合することによって、延長された形態で使用することもできる。
【００７０】
　以上、実施形態を中心に説明したが、これはあくまでも例示に過ぎず、本発明を限定す
るものではなく、本発明が属する分野の通常の知識を有した者であれば、本実施形態の本
質的な特性を逸脱しない範囲内で、例示していない様々な変形や応用が可能であることが
分かるであろう。本発明の範囲は上記詳細な説明よりは後述する特許請求の範囲によって
表わされ、特許請求の範囲の意味及び範囲、そしてその等価概念から導出される全ての変
更または変形された形態が本発明の範囲に含まれることと解釈されるべきである。
【符号の説明】
【００７１】
１１０: 導光板
１３０: 反射板
１５０Ａ: 第１光源部
１５０Ｂ: 第２光源部
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１７０ａ: 第１光励起フィルム
１７０ｂ: 第２光励起フィルム
１９０: 拡散板
４００: 照明モジュール

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６ａ】

【図６ｂ】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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