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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】薄型化が可能で、製品デザインの自由度を向上
させ、放熱効率を向上させることができ、波長シフトと
光度の減少を抑制することが出来る照明装置を提供する
。
【解決手段】プリント回路基板上に配置される少なくと
も一つの光源及び上記光源を埋めるように上記プリント
回路基板上に配置されるレジン層を含む光源モジュール
と、上記レジン層の一側面及び他側面のうち少なくとも
いずれかに形成された光反射部材と、上記光源モジュー
ル上に形成された上部面及び上記上部面と一体に形成さ
れ、下側方向に延長形成されて上記光反射部材と密着す
る側壁を備えた光学プレート７０と、を含み、上記光学
プレート７０はヘイズ（Ｈａｚｅ）が３０％以下である
照明装置を提供することにより、製品自体の柔軟性を確
保し、又、フレア効果を用いた間接発光を実現しながら
も、製品の耐久性及び信頼性を向上させることができる
効果を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリント回路基板上の少なくとも一つの光源及び上記光源を埋めるレジン層を含む光源
モジュールと、
　上記レジン層の一側面又は他側面のうち少なくともいずれかに隣接する光反射部材と、
　上記光反射部材と密着する側壁及び上記光源モジュールの上部を覆う上部面を含む光学
プレートと、を含み、
　上記光学プレートのヘイズ（Ｈａｚｅ）が３０％以下である照明装置。
【請求項２】
　上記光源モジュールと上記光反射部材との間に間接発光離隔部を含む請求項１に記載の
照明装置。
【請求項３】
　上記光源モジュールと上記光学プレートの上部面との間には第１離隔部を含む請求項１
または請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　上記光学プレートは、
　上記光学プレートの内部に多数の光学ビード（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｂｅａｄｓ）をさらに
含む請求項１～請求項３のうちいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項５】
　上記光学ビードは、
　ＣａＣＯ３、Ｃａ３（ＳＯ４）２、ＢａＳＯ４、ＴｉＯ２、ＳｉＯ２、有機ビード（Ｍ
ｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ　Ｓｔｙｒｅｎｅ）から選ばれる少なくともいずれか一つの物質
である請求項４に記載の照明装置。
【請求項６】
　上記光学プレートは、
　上記光学プレートの表面に第１光学パターンを含む請求項１～請求項５のうちいずれか
一項に記載の照明装置。
【請求項７】
　上記第１光学パターンは、
　突出構造の陽刻パターンである請求項６に記載の照明装置。
【請求項８】
　上記レジン層は、
　ウレタンアクリレート（Ｕｒｅｔｈａｎｅ　Ａｃｒｙｌａｔｅ）、エポキシアクリレー
ト（Ｅｐｏｘｙ　Ａｃｒｙｌａｔｅ）、ポリエステルアクリレート（Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ
　Ａｃｒｙｌａｔｅ）、ポリエーテルアクリレート（Ｐｏｌｙｅｔｈｅｒ　Ａｃｒｙｌａ
ｔｅ）、ポリブタジエンアクリレート（Ｐｏｌｙｂｕｔａｄｉｅｎｅ　Ａｃｒｙｌａｔｅ
）、シリコンアクリレート（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ａｃｒｙｌａｔｅ）のうち少なくともいず
れか一つを含む紫外線硬化樹脂である請求項１～請求項７のうちいずれか一項に記載の照
明装置。
【請求項９】
　上記レジン層は、
　ポリエステルポリオール（Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ　Ｐｏｌｙｏｌ）樹脂、アクリルポリオ
ール（Ａｃｒｙｌ　Ｐｏｌｙｏｌ）樹脂、炭化水素系又はエステル系の溶剤のうち少なく
とも一つを含む熱硬化樹脂である請求項１～請求項８のうちいずれか一項に記載の照明装
置。
【請求項１０】
　上記レジン層は、
　シリコン（ｓｉｌｉｃｏｎ）、シリカ（ｓｉｌｉｃａ）、グラスバブル（ｇｌａｓｓ　
ｂｕｂｂｌｅ）、ＰＭＭＡ、ウレタン（ｕｒｅｔｈａｎｅ）、Ｚｎ、Ｚｒ、Ａｌ２Ｏ３、
アクリル（ａｃｒｙｌ）から選ばれる少なくともいずれか一つを含む拡散物質をさらに含
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む請求項１～請求項９のうちいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１１】
　上記光源モジュールは、
　上記プリント回路基板と上記レジン層との間に反射シートをさらに含む請求項１～請求
項１０のうちいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１２】
　上記光源モジュールは、
　上記反射シート上の反射パターンをさらに含む請求項１１に記載の照明装置。
【請求項１３】
　上記光源モジュールは、
　上記レジン層の上面の光を分散する第１光学シートと、
　上記第１光学シート上の第２光学シートと、を含む請求項１～請求項１２のうちいずれ
か一項に記載の照明装置。
【請求項１４】
　上記光源モジュールは、
　上記第１光学シートと上記第２光学シートとの間に接着層をさらに含む請求項１３に記
載の照明装置。
【請求項１５】
　上記光学モジュールは、
　上記第１光学シートの上面又は上記第２光学シートの下面に光を遮断又は反射する第２
光学パターンをさらに含む請求項１３に記載の照明装置。
【請求項１６】
　上記光源モジュールは、
　上記接着層に第２離隔部をさらに含む請求項１４に記載の照明装置。
【請求項１７】
　上記プリント回路基板はフレキシブルプリント回路基板である請求項１～請求項１６の
いずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１８】
　上記光源は、
　キャビティを有するパッケージ胴体と、
　上記キャビティに露出される一端、及び上記パッケージ胴体を貫通して上記パッケージ
胴体の一面に露出される他端を含む第１リードフレームと、
　上記パッケージ胴体の上記一面の一側に露出される一端、上記パッケージ胴体の上記一
面の他側に露出される他端、及び上記キャビティに露出される中間部を含む第２リードフ
レームと、
　第１半導体層、活性層、第２半導体層、及び上記第１リードフレーム上の少なくとも一
つの発光チップを含む光源パッケージを含む請求項１～請求項１７のうちいずれか一項に
記載の照明装置。
【請求項１９】
　上記第１リードフレームは、
　上記キャビティに露出される第１上面部と、
　上記第１上面部の第１側部から折り曲げられ、上記パッケージ胴体の上記一面に露出さ
れる第１側面部を含む請求項１８に記載の照明装置。
【請求項２０】
　上記第２リードフレームは、
　上記第１上面部の少なくとも一つの側部の周りに配置され、上記パッケージ胴体の上記
キャビティに露出される第２上面部と、
　上記第２上面部から折り曲げられ、上記パッケージ胴体の上記一面の上記一側及び上記
他側にそれぞれ露出される第２側面部と、を含む請求項１９に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明の一実施例は照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｅｄ　Ｄｉｏｄｅ）素子は、化合物半導体の特性を利
用して電気信号を赤外線又は光に変換させる素子であって、蛍光灯とは異なり水銀などの
有害物質を使用しないため、環境を汚染させる要因が少なく、従来の光源に比べて寿命が
長いという利点を有している。なお、従来の光源に比べて消費電力が低く、高い色温度に
より視認性に優れ、眩しさが少ないという利点を有している。
【０００３】
　したがって、現在の照明装置は、従来の白熱電球や蛍光灯などのような従来の光源を利
用する形態から、上述したＬＥＤ素子を光源として利用する形態に発展しており、特に、
引用文献１に開示されているような、導光板を用いることにより面発光機能を実行する照
明装置が提供されている。
【０００４】
　上述した従来の照明装置は、基板上に平坦な導光板が配置され、この導光板の側面には
複数の側面型ＬＥＤがアレイ状に配置された構造からなる。ここで、導光板は、ＬＥＤか
ら発散される光を均一に供給する機能を行うプラスチック成形レンズの一種である。した
がって、従来の照明装置には、このような導光板が必須の部品として用いられるが、導光
板自体の厚さにより製品全体の厚さを減少させるのに限界があり、導光板自体の材質が柔
軟性を有さないため、屈曲が形成された部分に適用しにくいという欠点、これにより製品
設計及びデザインの変形が容易でないという問題点を有している。
【０００５】
　又、導光板の側面に一部光が放出されることから、光損失が発生して光効率が低下する
問題点も有しており、発光時にＬＥＤの温度上昇に応じてＬＥＤの特性（例えば、光度及
び波長変化）が変化するという問題点も有している。
【０００６】
　又、既存の面光源照明の場合、ヘイズ（ｈａｚｅ）５０％以上の拡散板を用いることか
ら、低い光効率及び厚さ増加の欠点を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】韓国特開　第１０－２０１２－０００９２０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、本発明の一実施例に
よると、薄型化が可能で、製品デザインの自由度を向上させ、放熱効率を向上させること
ができ、波長シフトと光度の減少を抑制することができる照明装置を提供することができ
る。
【０００９】
　又、本発明の一実施例によると、損失光を利用して間接発光部を形成することにより、
別途の光源を追加せずに照明装置のデザインを差別化することができ、特に、光源上部に
配置される光学プレートのヘイズ（ｈａｚｅ）を３０％以下となるように形成する構造を
形成して光効率を最大化する一方、光学プレートの厚さを薄型化する照明装置を提供する
ことができる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決するための手段として、本発明の一実施例では、プリント回路基板
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上の少なくとも一つの光源及び上記光源を埋めるレジン層を含む光源モジュールと、上記
レジン層の一側面又は他側面のうち少なくともいずれかに配置される光反射部材と、上記
光源モジュール上に形成された上部面及び上記上部面と一体に形成され、下側方向に延長
形成されて上記光反射部材と密着する側壁を備えた光学プレートとを含み、上記光学プレ
ートはヘイズ（ｈａｚｅ）が３０％以下である照明装置を提供することができるようにす
る。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の一実施例によると、光反射部材を備えることにより、レジン層の側面で発生さ
れる光損失を最小化でき、照明装置の輝度及び照度を実現できる効果を有するようになる
。
【００１２】
　特に、本発明の一実施例によると、光源上部に配置される光学プレートのヘイズ（ｈａ
ｚｅ）を３０％以下となるように形成する構造を形成して光効率を最大化する一方、光学
プレートの厚さを薄型化する照明装置を提供できるようになる。
【００１３】
　なお、本発明の一実施例によると、導光板を省略し、レジン層を用いて光を誘導するこ
とにより、発光素子パッケージの数を減少させることができる効果、照明装置の全体的な
厚さを薄型化できる効果を有するようになる。
【００１４】
　なお、本発明の一実施例によると、レジン層を高耐熱性樹脂で形成できるようになり、
発光素子パッケージから発生する熱にもかかわらず、安定した輝度を実現できる効果及び
信頼性の高い照明装置を提供することができる効果を有する。
【００１５】
　なお、本発明の一実施例によると、フレキシブルプリント回路基板及びレジン層を用い
て照明装置を形成することにより、柔軟性を確保することができ、製品デザインの自由度
を高めることができる効果がある。
【００１６】
　なお、本発明の一実施例によると、拡散板自体が光源モジュールの側面を取り囲むこと
により、拡散板自体がハウジングの機能を同時に行うことができるようになり、別途の構
造物を使用する必要がないため、材料費の削減効果、製造工程の効率性の向上効果及び製
品自体の一体度向上による耐久性及び信頼性を向上させることができる効果を有するよう
になる。又、本発明によると、放熱効率を向上させることができ、波長シフトと光度の減
少を抑制することができる。
【００１７】
　なお、光反射部材を含む間接発光部を備えることにより、フレア（ｆｌａｒｅ）現象を
利用した様々な照明効果を実現できる利点及び様々なデザインの照明を実現できる効果を
有するようになる。
【００１８】
　なお、本発明の一実施例によると、レジン層の側面に放出される光を利用して照明効果
を実現するので、別途の光源を追加せずに２重の照明効果を実現できるという利点を有す
る。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施例に係る照明装置を示すものである。
【図２】本発明に係る好ましい第１実施例を説明するための図である。
【図３】本発明に係る好ましい第１実施例を説明するための図である。
【図４】本発明に係る好ましい第１実施例を説明するための図である。
【図５】本発明に係る好ましい第１実施例を説明するための図である。
【図６】図１に示す光源モジュールの第２実施例を示すものである。
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【図７】図１に示す光源モジュールの第３実施例を示すものである。
【図８】図１に示す光源モジュールの第４実施例を示すものである。
【図９】図１に示す光源モジュールの第５実施例を示すものである。
【図１０】図１に示す光源モジュールの第６実施例を示すものである。
【図１１】図１に示す光源モジュールの第７実施例を示すものである。
【図１２】図１に示す光源モジュールの第８実施例を示すものである。
【図１３】図１に示す光源モジュールの第９実施例を示すものである。
【図１４】図１に示す光源モジュールの第１０実施例を示すものである。
【図１５】図１に示す光源モジュールの第１１実施例を示すものである。
【図１６】図１に示す光源モジュールの第１２実施例を示すものである。
【図１７】図１に示す光源モジュールの第１３実施例を示すものである。
【図１８】図１に示す光源モジュールの第１４実施例を示すものである。
【図１９】図１に示す光源モジュールの第１５実施例を示すものである。
【図２０】図１に示す光源モジュールの第１６実施例を示すものである。
【図２１】図１に示す光源モジュールの第１７実施例を示すものである。
【図２２】図１に示す光源モジュールの第１８実施例を示すものである。
【図２３】図１に示す光源モジュールの第１９実施例を示すものである。
【図２４】図１に示す光源モジュールの第２０実施例を示すものである。
【図２５】図１に示す光源モジュールの第２１実施例を示すものである。
【図２６】図１に示す光源モジュールの第２２実施例を示すものである。
【図２７】図１０に示す反射パターンの第１実施例を示すものである。
【図２８】図１に示す光源モジュールの第２３実施例の平面図である。
【図２９】図２８に示す光源モジュールのＡＡ’方向の断面図である。
【図３０】図２８に示す光源モジュールのＢＢ’方向の断面図である。
【図３１】図２８に示す光源モジュールのＣＣ’方向の断面図である。
【図３２】本発明の実施例に係る車両用ヘッドランプを示すものである。
【図３３】本発明の一実施例に係る発光素子パッケージの斜視図である。
【図３４】本発明の一実施例に係る発光素子パッケージの上面図である。
【図３５】本発明の一実施例に係る発光素子パッケージの正面図である。
【図３６】本発明の一実施例に係る発光素子パッケージの側面図である。
【図３７】図３３に示す第１リードフレームと第２リードフレームの斜視図である。
【図３８】図３７に示す第１リードフレーム及び第２リードフレームの各部分の寸法を説
明するための図である。
【図３９】図３８に示す連結部分の拡大図である。
【図４０】第１リードフレーム及び第２リードフレームの変形実施例を示すものである。
【図４１】第１リードフレーム及び第２リードフレームの変形実施例を示すものである。
【図４２】第１リードフレーム及び第２リードフレームの変形実施例を示すものである。
【図４３】第１リードフレーム及び第２リードフレームの変形実施例を示すものである。
【図４４】第１リードフレーム及び第２リードフレームの変形実施例を示すものである。
【図４５】第１リードフレーム及び第２リードフレームの変形実施例を示すものである。
【図４６】本発明の他の実施例に係る発光素子パッケージの斜視図である。
【図４７】図４６に示す発光素子パッケージの上面図である。
【図４８】図４６に示す発光素子パッケージの正面図である。
【図４９】図４６に示す発光素子パッケージのｃｄ方向の断面図である。
【図５０】図４６に示す第１リードフレームと第２リードフレームを示すものである。
【図５１】本発明の実施例に係る発光素子パッケージの測定温度を示すものである。
【図５２】図３３に示す発光チップの一実施例を示すものである。
【図５３】他の実施例に係る照明装置を示すものである。
【図５４】点光源である一般的な車両用ヘッドランプを示すものである。
【図５５】本発明の実施例に係る車両用テールランプを示すものである。



(7) JP 2014-26977 A 2014.2.6

10

20

30

40

50

【図５６】一般的な車両用テールランプを示すものである。
【図５７】本発明の実施例に係る車両用テールランプに用いられる光源モジュールの発光
素子パッケージの間隔を示すものである。
【図５８】本発明の実施例に係る車両用テールランプに用いられる光源モジュールの発光
素子パッケージの間隔を示すものである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、添付の図面を参照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が
本発明を容易に実施できる望ましい実施例を詳細に説明する。但し、本発明はこれらの実
施例により限定されるのではない。本明細書に亘って同じ構成要素に対しては同じ符号を
付し、これについての重複説明は省略する。
【００２１】
　本発明は、照明装置に関するものであって、本発明の一実施例によると、導光板を省略
し、これをレジン層に　代替して形成するが、レジン層の側面に光反射部材を配置するこ
とにより、輝度及び照度を向上させ、照明装置の全体の厚さを格段に減少させる一方、光
学プレートを加工して光反射部材の支持物として使用することにより、製品の一体性、耐
久性及び信頼性を確保し、照明装置自体の柔軟性を確保することを要旨とする。特に、照
明装置に適用される上記光学プレートのヘイズ（ｈａｚｅ）を３０％以下となるように形
成する構造を形成して光効率を最大化する一方、光学プレートの厚さを薄型化できるよう
にすることを要旨とする。
【００２２】
　なお、本発明の実施例に係る照明装置は、照明を必要とする様々なランプ装置、例えば
車両用ランプ、家庭用照明装置、産業用照明装置への適用が可能である。例えば車両用ラ
ンプに適用する場合には、ヘッドライト、車室内照明、ドアスカーフ、後方ライトなどに
も適用が可能である。さらに、本発明の照明装置は、液晶表示装置に適用されるバックラ
イトユニットの分野にも適用可能であり、これ以外にも、現在開発されて市販されている
か、今後の技術発展に伴って実現可能な全ての照明関連分野に適用可能であろう。
【００２３】
　以下、光源モジュールとは、拡散板等の光学プレート及び光反射部材を除いた構成を一
つに通称するものを意味する。
【００２４】
　図１は、本発明の実施例に係る照明装置１を示すものである。図１を参照すると、照明
装置１は面光源である光源モジュール１００を含み、光源モジュール１００を収納するハ
ウジング１５０をさらに含むことができる。光源モジュール１００は光を発生する少なく
とも一つの光源を含み、点光源である光源から発生する光を拡散及び分散して面光源を実
現することができ、柔軟性を有しているので曲げることができる。
【００２５】
　ハウジング１５０は、光源モジュール１００を衝撃から保護し、光源モジュール１００
から照射される光を透過できる材料（例えば、アクリル）からなる。又、ハウジング１５
０はデザインの面において屈曲部分を含むことができ、光源モジュール１００は柔軟性を
有するので、屈曲したハウジング１５０に容易に収納することができる。もちろん、ハウ
ジング１５０はそれ自体が一定の柔軟性を有することにより、照明装置１全体の組立構造
自体が一定の柔軟性を有することも可能である。
【００２６】
　図２は、本発明の実施例に適用される光学プレートの構造を説明するための概念図であ
る。
【００２７】
　本実施例に適用される光学プレート７０は光源で照射される光を誘導拡散できる機能を
実現し、平板形状の構造だけではなく図２に示すように屈曲された構造の光学プレートを
適用することができる。特に、本発明の全体実施例に適用される光学プレートはヘイズ（
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ｈａｚｅ）が３０％以下であることを特徴とする。本発明の実施例においてヘイズ（ｈａ
ｚｅ）とは、入射される総光量（Ａ）で光学プレート７０を通過して出る光のうち拡散光
の比率（ｂ）で定義する。すなわち、光学プレートに入射する総光量（Ａ）は反射吸収さ
れる光学プレートを透過する光に分けられる。このうち、光学プレートを透過する光であ
る直進光と拡散光に区分され、この透過光のうち拡散光が占める比率（ｂ／（ａ＋ｂ））
をヘイズと定義する。
【００２８】
　本発明の実施例による照明装置に適用される光学プレート７０は、このヘイズが３０％
以下に形成されることを適用することができ、これは上記光学プレート７０の内部に有機
又は無機ビードを含ませるか、又は光学プレート７０の表面に光学パターンを形成して実
現することができる。
【００２９】
　図３～図５は、図２で上述した光学プレートのヘイズを３０％以下に形成した、本発明
の第１実施例（１００－１）による照明装置の構造を示すものであり、より具体的には、
図１に示す照明装置のＡＢ方向の断面図である。又、図３～図５で適用される光学プレー
トのヘイズ調節方式は以後、図６以後で提案する本発明の全体照明装置の実施例に適用さ
れる光学プレートに適用することができる。
【００３０】
　図３は、光学プレート７０にビードを含ませてヘイズ（ｈａｚｅ）が３０％以下に形成
した構造であり、図４は、光学プレート７０の表面に第１光学パターンｐ１を形成してヘ
イズ（ｈａｚｅ）が３０％以下に形成したものであり、図５は、光学プレートにビード及
び第１光学パターンｐ１を同時に実現した構造でヘイズを３０％以下に実現したものであ
る。
【００３１】
　図３～図５を参照して本発明の光源モジュールの第１実施例（１００－１）を考察する
と、光源モジュール１００－１は、プリント回路基板（Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ
　Ｂｏａｒｄ）１０、光源２０、および導光板（Ｌｉｇｈｔ　Ｇｕｉｄｅ　Ｐｌａｔｅ）
の機能をするレジン層４０を含む。そして、レジン層４０の一側面及び他側面のうち少な
くともいずれかには光反射部材９０が形成されており、上述した光源モジュール１００－
１上には光学プレート７０が形成されている。上記光学プレート７０は光を透過させると
同時に拡散させるか、又は均一化できる機能をする構成であることもあり、本実施例では
拡散板に適用することを例として説明する。
【００３２】
　上記光学プレート７０は、内部に多数の光学ビード（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｂｅａｄｓ；Ｂ
）を含ませてヘイズ（ｈａｚｅ）が３０％以下に形成させることができる。このような光
学プレート７０は一般的にアクリル樹脂で形成することができるが、これに限定されるの
ではなく、これ以外にもポリスチレン（ＰＳ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）
、環状オレフィンコポリ（ＣＯＣ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリカー
ボネート（Ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅ）、レジン（ｒｅｓｉｎ）のような高透過性プラ
スチックなどの光拡散機能をすることができる材料からなる。上記光学ビード（Ｂ）はＣ
ａＣＯ３、Ｃａ３（ＳＯ４）２、ＢａＳＯ４、ＴｉＯ２、ＳｉＯ２、有機ビード（Ｍｅｔ
ｈａｃｒｙｌａｔｅ　Ｓｔｙｒｅｎｅ）から選ばれるいずれか一つの物質で形成されるこ
とができる。この場合、上記光学ビードは、上記光学プレートを構成する樹脂の全体重量
に対して５％以下に含まれることができ、一種の光学ビードだけではなく二種以上の光学
ビードの組み合わせで実現することも可能である。上記光学ビードは粒径が５０μｍ以下
に構成することができる。
【００３３】
　これ以外にも、図４に示すように、光学プレート７０の表面に第１光学パターン（Ｐ）
を形成してヘイズ（ｈａｚｅ）が３０％以下に形成することも可能である。この場合、上
記第１光学パターン（Ｐ）は単位光学パターンを考慮するとき、単位パターンの高さ（ｄ
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１）が１～１５０μｍ、直径（ｄ２）が１～３００μｍの範囲の陽刻パターンで形成する
ことができる。もちろん、各単位パターンは均一な大きさと配置密度を有するように形成
することもできるが、互いに異なる大きさと不均一な配置構造で配置することも可能であ
る。図５は、光学プレートにビード及び第１光学パターン（Ｐ）を同時に形成した構造で
ヘイズを３０％以下に形成した照明装置の構造を示すものである。
【００３４】
　上記光学プレート７０は、光源モジュールの上部、より具体的には、レジン層４０上に
配置することができ、レジン層４０を通過して出射される光を全面に亘って均一に拡散さ
せる役割をする。このような上記光学プレート７０の厚さは、基本的に０．５～５ｍｍの
範囲で形成することができるが、これに限定されるのではなく、照明装置の仕様に応じて
適宜設計変更が可能である。特に、本発明の上記光学プレート７０は、図３～図５に示す
ように、上部面７１及び上部面７１と一体に形成された側壁７３を備えた構造からなり、
このとき、側壁７３は、光源モジュール１００－１の側面を取り囲み、上部面７１は、光
源モジュール１００－１の上部、特に本実施例ではレジン層４０の上部に接触する。
【００３５】
　上記光学プレート７０の側壁７３は、光源モジュールの側面を取り囲むようになる。こ
のような側壁７３は、上述したように、光反射部材９０を支持する支持部の役割及び光源
モジュールを保護するハウジングの役割をする。すなわち、本発明に係る上記光学プレー
ト７０は、必要に応じて、図１に示されたハウジング１５０の役割をするようになる。こ
れによると、上記光学プレート７０自体が光源モジュールの側面を取り囲むことにより、
上記光学プレート７０自体がハウジングの機能を同時に行うことができるようになり、別
途の構造物を使用しないことにより、製造工程の効率性の向上効果及び製品自体の耐久性
及び信頼性を向上させることができる効果を有するようになる。
【００３６】
　図３～図５の構造は、上記光学プレートを実現する方式を除いては同一の構造を備える
ので、これを参照して他の照明装置の構成を説明する。
【００３７】
　プリント回路基板１０は、柔軟性のある絶縁基板を使用したプリント回路基板、すなわ
ち、フレキシブルプリント回路基板（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉ
ｔ　Ｂｏａｒｄ）である。
【００３８】
　例えば、プリント回路基板１０は、ベース部材（例えば、５）とベース部材（例えば、
５）の少なくとも一面に配置される回路パターン（例えば、６、７）を含むことができ、
ベース部材（例えば、５）の材料は柔軟性と絶縁性を有するフィルム、例えば、ポリイミ
ド（ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ）又はエポキシ（例えば、ＦＲ－４）である。
【００３９】
　より具体的に、プリント回路基板１０は、絶縁性フィルム５（例えば、ポリイミド又は
ＦＲ－４）、第１銅箔パターン６、第２銅箔パターン７、およびビアコンタクト（ｖｉａ
　ｃｏｎｔａｃｔ）８を含むことができる。第１銅箔パターン６は、絶縁性フィルム５の
一面（例えば、上面）に形成され、第２銅箔パターン７は、絶縁性フィルム５の他面（例
えば、下面）に形成され、絶縁性フィルム５を貫通して形成されたビアコンタクト８によ
り第１銅箔パターン６と第２銅箔パターン７を接続することができる。
【００４０】
　以下では、プリント回路基板１０が上述のようなフレキシブルプリント回路基板からな
る場合を例として説明するが、これは一例に過ぎず、これ以外にも様々なタイプの基板を
本発明のプリント回路基板１０として用いることができることは勿論である。
【００４１】
　光源２０は、フレキシブルプリント回路基板１０上に一つ以上の数で配置されて光を出
射する。例えば、光源２０は、出射される光がレジン層４０の側面に向かう方向（３）に
進行するように配置される側面型（ｓｉｄｅ　ｖｉｅｗ　ｔｙｐｅ）の発光素子パッケー
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ジである。このとき、発光素子パッケージに装着される発光チップは、垂直型発光チップ
、例えば、赤色発光チップであるが、これに限定されるのではない。
【００４２】
　レジン層４０は、光源２０を埋めるようにフレキシブルプリント回路基板１０及び光源
２０の上部に配置され、光源２０からレジン層４０の側面方向（３）に出射される光をレ
ジン層４０の一面（例えば、上面）に向かう方向に拡散及び誘導することができる。
【００４３】
　レジン層４０は、光を拡散できる材質の樹脂（ｒｅｓｉｎ）からなり、その屈折率は、
１．４～１．８の範囲で形成されるが、これに限定されるのではない。
【００４４】
　例えば、レジン層４０は、オリゴマー（ｏｌｉｇｏｍｅｒ）を含む高耐熱性紫外線硬化
樹脂からなる。このとき、オリゴマーの含有量は４０～５０重量部である。又、紫外線硬
化樹脂は、ウレタンアクリレート（Ｕｒｅｔｈａｎｅ　Ａｃｒｙｌａｔｅ）が用いられる
が、これに限定されるのではなく、これ以外にもエポキシアクリレート（Ｅｐｏｘｙ　Ａ
ｃｒｙｌａｔｅ）、ポリエステルアクリレート（Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ　Ａｃｒｙｌａｔｅ
）、ポリエーテルアクリレート（Ｐｏｌｙｅｔｈｅｒ　Ａｃｒｙｌａｔｅ）、ポリブタジ
エンアクリレート（Ｐｏｌｙｂｕｔａｄｉｅｎｅ　Ａｃｒｙｌａｔｅ）、シリコンアクリ
レート（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ａｃｒｙｌａｔｅ）のうち少なくともいずれか一つを用いるこ
とができる。
【００４５】
　特に、オリゴマーとしてウレタンアクリレート（Ｕｒｅｔｈａｎｅ　Ａｃｒｙｌａｔｅ
）を用いる場合、二つのタイプのウレタンアクリレート（Ｕｒｅｔｈａｎｅ　Ａｃｒｙｌ
ａｔｅ）を混合して使用することにより、それぞれ異なる物性を同時に形成できる。　
　例えば、ウレタンアクリレート（Ｕｒｅｔｈａｎｅ　Ａｃｒｙｌａｔｅ）を合成する過
程でイソシアネート（Ｉｓｏｃｙａｎａｔｅ）が用いられるが、イソシアネート（Ｉｓｏ
ｃｙａｎａｔｅ）によってウレタンアクリレート（Ｕｒｅｔｈａｎｅ　Ａｃｒｙｌａｔｅ
）の物性（黄変性、耐候性、耐薬品性など）が決定される。このとき、いずれかの一種の
ウレタンアクリレート（Ｕｒｅｔｈａｎｅ　Ａｃｒｙｌａｔｅ）をＵｒｅｔｈａｎｅ　Ａ
ｃｒｙｌａｔｅ　ｔｙｐｅ－Ｉｓｏｃｙａｎａｔｅで形成するが、ＰＤＩ（ｐｈｏｒｏｎ
ｅ　ｄｉｉｓｏｃｙａｎａｔｅ）又はＩＰＤＩ（ｉｓｏｐｈｏｒｏｎｅ　ｄｉｉｓｏｃｙ
ａｎａｔｅ）のＮＣＯ％が３７％となるように形成し（以下、第１オリゴマーとする。）
、他の一種のウレタンアクリレート（Ｕｒｅｔｈａｎｅ　Ａｃｒｙｌａｔｅ）をＵｒｅｔ
ｈａｎｅ　Ａｃｒｙｌａｔｅ　ｔｙｐｅ－Ｉｓｏｃｙａｎａｔｅで形成するが、ＰＤＩ（
ｐｈｏｒｏｎｅ　ｄｉｉｓｏｃｙａｎａｔｅ）又はＩＰＤＩ（ｉｓｏｐｈｏｒｏｎｅ　ｄ
ｉｉｓｏｃｙａｎａｔｅ）のＮＣＯ％が３０～５０％又は２５～３５％となるように形成
（以下、第２オリゴマーとする。）することにより、実施例によるオリゴマーを形成する
ことができる。これによると、ＮＣＯ％の調節に応じてそれぞれ異なる物性を有する第１
オリゴマーおよび第２オリゴマーが得られ、これらを混合することによりレジン層４０を
構成するオリゴマーを形成することができる。このとき、オリゴマー中の第１オリゴマー
の重量比は１５～２０、第２オリゴマーの重量比は２５～３５の範囲で形成することがで
きる。
【００４６】
　一方、レジン層４０は、モノマー（ｍｏｎｏｍｅｒ）及び光開始剤（ｐｈｏｔｏ　ｉｎ
ｉｔｉａｔｏｒ）のうち少なくとも一つをさらに含んでなることもできる。このとき、モ
ノマーの含有量は６５～９０重量部であり、より具体的にＩＢＯＡ（ｉｓｏｂｏｒｎｙｌ
　Ａｃｒｙｌａｔｅ）３５～４５重量部、２－ＨＥＭＡ（２－Ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ
　Ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ）１０～１５重量部、２－ＨＢＡ（２－Ｈｙｄｒｏｘｙｂｕ
ｔｙｌ　Ａｃｒｙｌａｔｅ）１５～２０重量部を含む混合物からなることができる。又、
光開始剤（例えば、１－ｈｙｄｒｏｘｙｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌ　ｐｈｅｎｙｌ－ｋｅｔｏ
ｎｅ、Ｄｉｐｈｅｎｙｌ）、Ｄｉｐｈｗｎｙｌ（２，４，６－ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｂｅｎ
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ｚｏｙｌ　ｐｈｏｓｐｈｉｎｅ　ｏｘｉｄｅなど）の場合、０．５～１重量部で構成する
ことができる。
【００４７】
　又、レジン層４０は、高耐熱性を有する熱硬化樹脂からなる。具体的に、レジン層４０
は、ポリエステルポリオール（Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ　Ｐｏｌｙｏｌ）樹脂、アクリルポリ
オール（Ａｃｒｙｌ　Ｐｏｌｙｏｌ）樹脂、炭化水素系および／又はエステル系の溶剤の
うち少なくとも一つを含む熱硬化樹脂からなる。このような熱硬化樹脂には、塗膜強度を
向上させるために熱硬化剤をさらに含ませることができる。
【００４８】
　ポリエステルポリオール（Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ　Ｐｏｌｙｏｌ）樹脂の場合には、ポリ
エステルポリオール樹脂の含有量が熱硬化樹脂の全体重量に対して９～３０％である。又
、アクリルポリオール（Ａｃｒｙｌ　Ｐｏｌｙｏｌ）樹脂の場合には、アクリルポリオー
ルの含有量が熱硬化樹脂の全体重量に対して２０～４０％である。
【００４９】
　炭化水素系又はエステル系溶剤の場合には、その含有量が熱硬化樹脂の全体重量に対し
て３０～７０％である。熱硬化剤の場合には、熱硬化樹脂の含有量は全体重量に対して１
～１０％である。上述のような物質でレジン層４０を形成する場合、耐熱性が強化される
ため、高温の熱が放出される照明装置に用いると熱による輝度の低下を最小化することが
でき、信頼性の高い照明装置を提供することができる。
【００５０】
　又、本発明によると、面光源の実現のために上述のような物質を用いることにより、レ
ジン層４０の厚さを格段に減少させることができ、全体製品の薄型化を実現することがで
きる。又、本発明によると、フレキシブルプリント回路基板及び軟性の材質からなるレジ
ン層を利用して照明装置を形成するので、屈曲面にも容易に適用でき、デザインの自由度
を向上させることができるため、他のフレキシブルディスプレイにも応用および適用が可
能であるという利点がある。
【００５１】
　レジン層４０は、内部に中空（又は空隙）が形成された拡散物質４１を含むことができ
、拡散物質４１は、例えばレジン層４０を構成する樹脂と混合又は拡散された形態であり
、光の反射及び拡散特性を向上させる役割ができる。
【００５２】
　例えば、光源２０からレジン層４０の内部に出射された光は拡散物質４１の中空により
反射及び透過されることにより、レジン層４０内で光が拡散及び集光され、拡散及び集光
された光はレジン層４０の一面（例えば、上面）に出射される。このとき、拡散物質４１
によって光の反射率及び拡散率が増加してレジン層４０の上面に供給される出射光の光量
及び均一性が向上し、結果的に光源モジュールの輝度を向上させることができる。
【００５３】
　拡散物質４１の含有量は、所望の光拡散効果を得るために適宜調節することができる。
具体的には、レジン層４０の全体重量に対して０．０１～０．３％の範囲で調整できるが
、これに限定されるのではない。拡散物質４１は、シリコン（ｓｉｌｉｃｏｎ）、シリカ
（ｓｉｌｉｃａ）、グラスバブル（ｇｌａｓｓ　ｂｕｂｂｌｅ）、ＰＭＭＡ、ウレタン（
ｕｒｅｔｈａｎｅ）、Ｚｎ、Ｚｒ、Ａｌ２Ｏ３、アクリル（ａｃｒｙｌ）から選ばれるい
ずれか一つからなり、拡散物質４１の粒径は１μｍ～２０μｍであるが、これに限定され
るのではない。
【００５４】
　レジン層４０の一側面及び他側面のうち少なくともいずれかには光反射部材９０が形成
され、この光反射部材９０は、発光素子２０から出射される光がレジン層４０の上部に放
出されるように誘導し、レジン層４０の側面を通じて光が外部に放出されることを防止す
るガイド役割をする。このような光反射部材９０は、光反射率に優れた材料、例えば、白
色レジスト（ｗｈｉｔｅ　ｒｅｓｉｓｔ）からなり、さらに白色顔料を分散及び含有する
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合成樹脂や光反射特性に優れた金属粒子が分散されている合成樹脂からなることもできる
。このとき、白色顔料としては酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化亜鉛、炭酸鉛、硫酸
バリウム、炭酸カルシウム等を用いることができ、金属粉末を含む場合、反射率に優れた
Ａｇ粉末が含まれることも可能である。又、別途の蛍光増白剤がさらに含まれることも可
能である。すなわち、本発明の光反射部材９０は、現在開発されて市販されているか、今
後の技術発展に伴って実現可能な、光反射率に優れた全ての材料を用いて形成できる。一
方、光反射部材９０は、レジン層４０の側面に直接モールディングして結合されることも
、別々の接着物質（又は接着テープ）を介して貼り付けることもできる。
【００５５】
　又、後述のように、光学プレート７０の側壁７３の内側に直接モールディングして結合
されるか、別途の接着物質を介して貼り付けられるか、又は側壁７３の内側に直接印刷さ
れることにより光学プレート７０と結合することもできる。
【００５６】
　又、図には、光反射部材９０が光学プレート７０の側壁７３の内側面全体に亘って形成
されたものが示されているが、これは一例に過ぎず、レジン層４０の側面にのみ形成され
ることも可能し、レジン層４０の側面及びフレキシブルプリント回路基板１０の側面にか
けて形成されることも可能である。すなわち、レジン層４０の側面を含む範囲であれば光
反射部材９０の形成範囲には制限がない。
【００５７】
　これによると、レジン層４０の側面に光反射部材９０を形成することにより、レジン層
４０の側面への漏光を防止でき、光の損失を低減させ、光効率を向上させることができる
効果、及び、同一の電力に対して照明装置の輝度と照度を向上させることができる効果が
得られる。
【００５８】
　図６～図８は、上述した第１実施例（１００－１）に間接発光離隔部又は第１離隔部を
さらに含む第２実施例（１００－２）～第４実施例（１００－４）の構造を示したもので
ある。
【００５９】
　図６を参照すると、本発明による照明装置（１００－２）は、上述した光源モジュール
と光反射部材との間に間接発光離隔部を備えることができ、上記間接発光離隔部はレジン
層４０の一側面及び他側面のうち少なくともいずれかには光反射部材９０と共に間接発光
部（Ｐ）が形成されている。
【００６０】
　特に、本発明の実施例による照明装置の構造では、光がレジン層４０の側面を通じて放
出されると、放出された光を反射して反射光（又は間接光）を形成し、これにより、照明
装置で損失される光が光反射部材９０によって再反射されることにより、光が淡く広がる
フレア（ｆｌａｒｅ）現象が発生する。
【００６１】
　このようなフレア現象を最大化するために、上記光反射部材９０と上記レジン層４０と
の間には間接発光離隔部９１が形成され、これにより、レジン層４０の側面に放出される
光が、屈折率の差によって間接発光離隔部９１で散乱され、散乱された光が、光反射部材
９０によって再反射されてフレア現象を最大化できるようになる。このような間接発光離
隔部９１の幅は０超過２０ｍｍ以下の範囲で形成することができるが、これに限定される
のではなく、照明装置の仕様および実現しようとする間接発光の程度に応じて適宜設計変
更が可能である。
【００６２】
　図７による第３実施例（１００－３）において、上記光学プレート７０の上部面７１と
レジン層４０との間には、第１離隔部８０が存在する。第１離隔部８０の存在によりレジ
ン層４０との屈折率差を発生させることができ、これにより、上記光学プレート７０に供
給される光の均一性を向上させることができ、結果的に上記光学プレート７０を通過して
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拡散及び出射される光の均一性（ｕｎｉｆｏｒｍｉｔｙ）を向上させることができる。こ
のとき、レジン層４０を透過した光のばらつきを最小化するために、第１離隔部８０の厚
さは０超過３０ｍｍ以内の範囲であるが、これに限定されるのではなく、必要に応じて設
計変更が可能である。
【００６３】
　図８を参照すると、本発明による第４実施例（１００－４）では、上述した第１実施例
（１００－１）に上記図６及び図７での間接発光離隔部と第１離隔部をすべて備える構造
である。すなわち、上記光源モジュールと上記光学プレートの上部面との間には第１離隔
部８０と、上記光源モジュールと上記光反射部材との間に形成された間接発光離隔部９１
が備えられており、これにより、フレア現象を発生させ、光の均一性を向上できることは
上述した通りである。
【００６４】
　図９は図１に示す光源モジュールの第５実施例（１００－５）を示す。図２と同じ符号
は同じ構成を示し、前述した内容と重複する内容は省略又は簡略に説明する。
【００６５】
　図９を参照すると、放熱効率を向上させるために、第５実施例は第１実施例１（１００
－１）に放熱部材１１０をさらに含む構造である。
【００６６】
　放熱部材１１０は、フレキシブルプリント回路基板１０の下面に配置され、光源２０か
ら発生する熱を外部に放出する役割をする。すなわち、放熱部材１１０は、熱源である光
源２０から発生する熱を外部に放出する効率を向上させることができる。
【００６７】
　例えば、放熱部材１１０は、フレキシブルプリント回路基板１０の下面の一部分上に配
置することができる。放熱部材１１０は離隔された複数の放熱層（例えば、１１０－１、
１１０－２）を含むことができる。放熱層１１０－１、１１０－２は、放熱効果を向上さ
せるために、少なくとも一部が垂直方向に光源２０と重なる。ここで、垂直方向は、フレ
キシブルプリント回路基板１０からレジン層４０に向かう方向である。
【００６８】
　放熱部材１１０は、熱伝導率の高い材料、例えば、アルミニウム、アルミニウム合金、
銅、又は銅合金である。又は、放熱部材１１０はＭＣＰＣＢ（Ｍｅｔａｌ　Ｃｏｒｅ　Ｐ
ｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ）である。放熱部材１１０は、アクリル系の
接着剤（図示せず）によってフレキシブルプリント回路基板１０の下面に貼り付けること
ができる。　
　一般に、発光素子から発生する熱によって発光素子の温度が上昇すると、発光素子の光
度が減少し、発生する光の波長シフト（ｓｈｉｆｔ）が発生し得る。特に、発光素子が赤
色発光ダイオードである場合、波長シフト及び光度の減少程度が大きい。
【００６９】
　しかしながら、光源モジュール１００－５は、フレキシブルプリント回路基板１０の下
面に放熱部材１１０を備えて光源２０から発生する熱を外部に効率的に放出させることで
、発光素子の温度上昇を抑制することができ、これにより、光源モジュール１００－５の
光度が減少したり、光源モジュール１００－５の波長シフトが発生することを抑制するこ
とができる。
【００７０】
　図９は、図３の光源モジュールに放熱部材１１０を加えた構造を示すが、図４～図８の
光源モジュールにも放熱部材を加えることができることは当業者に自明であろう。
【００７１】
　図１０は、図１に示した光源モジュールの第６実施例（１００－６）を示す。図９と同
じ符号は同じ構成を示し、前述した内容と重複する内容は省略又は簡略に説明する。
【００７２】
　図１０を参照すると、光源モジュール１００－６は、第５実施例に反射シート３０、反
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射パターン３１及び第１光学シート５２が加えられた構造である。
【００７３】
　反射シート３０はフレキシブルプリント回路基板１０とレジン層４０との間に配置され
、光源２０が貫通される構造である。例えば、反射シート３０は光源２０が位置するフレ
キシブルプリント回路基板１０の一領域を除いた残りの領域上に位置することができる、
　反射シート３０は反射効率の高い材料からなる。反射シート３０は、光源２０から照射
される光をレジン層４０の一面（例えば、上面）に反射させ、レジン層４０の他面（例え
ば、下面）に光が漏れないようにし、光の損失を減らすことができる。このような反射シ
ート３０は、フィルムの形態からなり、光の反射及び分散を促進する特性を実現するため
に、白色顔料を分散及び含有する合成樹脂を含んで形成することができる。
【００７４】
　例えば、白色顔料としては、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化亜鉛、炭酸鉛、硫酸
バリウム、炭酸カルシウムなどを用いることができ、合成樹脂としては、ポリエチレンテ
レフタレート、ポリエチレンナフタレート、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ポリスチ
レン、ポリオレフィン、セルロースアセテート、耐候性塩化ビニル等を用いることができ
るが、これらに限定されるのではない。
【００７５】
　反射パターン３１は、反射シート３０の表面に配置され、入射される光を散乱及び分散
させる役割をすることができる。ＴｉＯ２、ＣａＣＯ３、ＢａＳＯ４、Ａｌ２Ｏ３、Ｓｉ
ｌｉｃｏｎ、ＰＳ（Ｐｏｌｙｓｔｙｒｅｎｅ）のうちいずれか一つを含む反射インクを反
射シート３０の表面に印刷することにより、反射パターン３１を形成することができるが
、これらに限定されるのではない。
【００７６】
　又、反射パターン３１の構造は、複数の突出したパターンであり、規則的又は不規則的
である。反射パターン３１は、光の散乱効果を増大させるためにプリズム形状、レンチキ
ュラー（ｌｅｎｔｉｃｕｌａｒ）形状、レンズ形状、又はこれらを組み合わせた形状を有
するが、これらに限定されるのではない。又、図４で反射パターン３１の断面形状は、三
角形、四角形などの多角形、半円形、正弦波形など様々な形状を有し、反射パターン３１
を上から見た形状は多角形（例えば、六角形）、円形、楕円形、又は半円形などである。
【００７７】
　又、図１１～図１３のように、間接発光離隔部９１又は第１離隔部８０が形成された図
６～図８に反射シート３０、反射パターン３１、及び第１光学シート５２が加えられた構
造である。
【００７８】
　図２７は、図１０～図１３に示した反射パターンの一実施例を示す。図２７を参照する
と、反射パターン３１は光源２０との離隔距離に応じてその直径が互いに異なり得る。
【００７９】
　例えば、反射パターン３１は、光源２０に近いほど直径がより大きくなる。具体的に、
第１反射パターン３１－１、第２反射パターン３１－２、第３反射パターン３１－３、お
よび第４反射パターン３１－４の順に直径が大きくなる。しかしながら、実施例はこれに
限定されるのではない。
【００８０】
　第１光学シート５２はレジン層４０上に配置され、レジン層４０の一面（例えば、上面
）から出射される光を投光させる。第１光学シート５２は光透過率に優れた材料を用いて
形成でき、例えば、ＰＥＴ（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｔｅｌｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）
を用いることができる。
【００８１】
　一方、第１光学シート５２が形成される場合、図３の説明で上述した光学プレート７０
の上部面７１は、第１光学シート５２と接触するように形成することができる。
【００８２】
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　又、図には、光反射部材９０が光学プレート７０の側壁７３の内側面全体に亘って形成
されたものが示されているが、これは一例に過ぎず、レジン層４０の側面を含む範囲であ
れば、光反射部材９０の形成範囲には制限がないことは図３の説明で上述した通りである
。
【００８３】
　図１４は、図１に示した光源モジュールの第１０実施例（１００－１０）を示す。
【００８４】
　図１４を参照すると、光源モジュール１００－１０は第６実施例（１００－６）に第２
光源シート５２、接着層５６、第２光源パターン６０、および第２光学シート５４が加え
られた構造である。
【００８５】
　第２光学シート５４は第１光学シート５２上に配置される。第２光学シート５４は光透
過率に優れた材料を用いて形成することができ、一例としてＰＥＴを用いることができる
。
【００８６】
　又、接着層５６は、第１光学シート５２と第２光学シート５４との間に配置され、第１
光学シート５２と第２光学シート５４を貼り付ける。
【００８７】
　第２光学パターン６０は、第１光学シート５２の上面又は第２光学シート５４の下面の
うち少なくとも一面に配置できる。第２光学パターン６０は接着層５６によって第１光学
シート５２の上面又は第２光学シート５４の下面のうち少なくとも一面に貼り付けること
ができる。他の実施例は、第２光学シート５４上に一つ以上の光学シート（図示せず）を
さらに含むことも可能である。このとき、第１光学シート５２、第２光学シート５４、接
着層５６及び第２光学パターン６０を含む構造は光学パターン層５０と定義することがで
きる。
【００８８】
　第２光学パターン６０は、光源２０から出射する光の集中を防ぐための遮光パターンで
ある。第２光学パターン６０は、光源２０に整列（ａｌｉｇｎ）され、接着層５６によっ
て第１光学シート５２及び第２光学シート５４に接着することができる。
【００８９】
　第１光学シート５２及び第２光学シート５４は、光透過率に優れた材料を用いて形成す
ることができ、一例としてＰＥＴを用いることができる。
【００９０】
　第２光学パターン６０は、基本的に光源２０から出射される光が集中しないようにする
機能をする。すなわち、上述した反射パターン３１と共に第２光学パターン６０は均一な
面発光を実現することができる。
【００９１】
　第２光学パターン６０は、光源２０から出射される光の一部を遮光する遮断パターンで
あり、光の強度が過度に強くて光学特性が悪くなったり、黄色光が導き出される（ｙｅｌ
ｌｏｗｉｓｈ）現象を防止することができる。例えば、第２光学パターン６０は、光源２
０に隣接する領域に光が集中することを防止し、光を分散させる役割をすることができる
。
【００９２】
　第２光学パターン６０は、遮光インクを用いて第１光学シート５２の上面又は第２光学
シート５４の下面に印刷工程を行うことにより形成できる。第２光学パターン６０は、光
を完全に遮断する機能ではなく、光の一部遮光および拡散機能を行うように、光学パター
ンの密度とサイズのいずれか一つ以上を調節して、光の遮光度や拡散度を調整することが
できる。一例として、光効率を向上させるために第２光学パターン６０は、光源２０から
遠ざかるほど光学パターンの密度が低くなるように調節できるが、これらに限定されるの
ではない。
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【００９３】
　具体的に、第２光学パターン６０は、複合的なパターンの重畳印刷構造で形成すること
ができる。重畳印刷構造とは、一つのパターンを形成し、その上部にもう一つのパターン
形状を印刷して形成する構造をいう。
【００９４】
　一例としては、第２光学パターン６０は、拡散パターンと遮光パターンとを含み、拡散
パターンと遮光パターンが重畳される構造である。例えば、ＴｉＯ２、ＣａＣＯ３、Ｂａ
ＳＯ４、Ａｌ２Ｏ３、Ｓｉｌｉｃｏｎのうちいずれか一つ以上を含む遮光インクを用いて
光の出射方向に高分子フィルム（例えば、第２光学シート５４）の下面に拡散パターンを
形成することができる。そして、Ａｌ又はＡｌとＴｉＯ２の混合物質を含む遮光インクを
用いて高分子フィルムの表面に遮光パターンを形成することができる。
【００９５】
　すなわち、高分子フィルムの表面に拡散パターンを白色印刷して形成した後、その上に
遮光パターンを形成したり、それとは逆の順序で２重構造で形成することも可能である。
勿論、このようなパターン形成のデザインは光の効率と強度、遮光率を考慮して多様に変
形できることは当業者に自明であろう。
【００９６】
　又は、他の実施例では、第２光学パターン６０は、第１拡散パターン、第２拡散パター
ン、およびその間に配置される遮光パターンを含む３重構造である。このような３重構造
は上述した材料を選んで実現することが可能である。一例として、第１拡散パターンは、
屈折率に優れたＴｉＯ２を含むことができ、第２拡散パターンは、光安定性と色感に優れ
たＣａＣＯ３およびＴｉＯ２を共に含むことができ、遮光パターンは、隠蔽性に優れたＡ
ｌを含むことができる。このような３重構造の光学パターンにより、実施例は光の効率性
と均一性を確保することができる。特に、ＣａＣＯ３は、黄色光の露出を遮断する機能に
より、最終的に白色光を実現するように機能をすることで、より安定した光効率を実現で
き、ＣａＣＯ３以外にも拡散パターンに用いられる拡散物質としては、ＢａＳＯ４、Ａｌ

２Ｏ３、Ｓｉｌｉｃｏｎなどのように粒子サイズが大きく、類似の構造を有する無機材料
を活用できる。
【００９７】
　接着層５６は、光学パターン６０の周辺部を取り囲み、光学パターン６０を第１光学シ
ート５２と第２光学シート５４のうち少なくともいずれか一つに固定することができる。
このとき、接着層５６は、熱硬化ＰＳＡ、熱硬化型接着剤、又はＵＶ硬化ＰＳＡタイプの
物質を用いることができるが、これらに限定されるのではない。
【００９８】
　一方、第１光学シート５２上に第２光学シート５４が形成される場合、図２の説明で上
述した光学プレート７０の上部面７１は第２光学シート５４と接触するように形成するこ
とができる。
【００９９】
　又、レジン層４０の側面を含む範囲であれば光反射部材９０の形成範囲には制限がない
ことは上述した通りである。
【０１００】
　図１４では、図１０の光源モジュールに第２光学シート５２、接着層５６、第２光学パ
ターン６０、及び第２光学シート５４が加えられた構造を示すが、図１１～図１３での光
源モジュールにも第２光学シート５２、接着層５６、第２光学パターン６０、及び第２光
学シート５４を加えることができることは当業者に自明であろう。
【０１０１】
　図１５は、図１に示した光源モジュールの第１１実施例（１００－１１）を示す。
【０１０２】
　図１５を参照すると、光源モジュール１００－１１は、第４実施例（１００－４）に離
隔部８１が加えられた構造である。すなわち、第１１実施例（１００－１０）は第１光学
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シート５２と第２光学シート５４との間には第２離隔部８１を含むことができる。
【０１０３】
　例えば、接着層５６には第２離隔部８１が形成される。接着層５６は、第２光学パター
ン６０の周りに離隔された空間（第２離隔部）８１を形成し、その他の部分には接着物質
を塗布して第１光学シート５２及び第２光学シート５４を互いに接着させる構造で形成す
ることができる。
【０１０４】
　接着層５６は、第２光学パターン６０の周辺部に第２離隔部８１が位置する構造で形成
できる。又は、接着層５６は、第２光学パターン６０の周辺部を取り囲み、周辺部以外の
部分に第２離隔部８１が位置する構造で形成することもできる。第１光学シート５２及び
第２光学シート５４の接着構造は、印刷された第２光学パターン６０を固定する機能をさ
らに実現できる。第１光学シート５２、第２光学シート５４、第２離隔部８１、接着層５
６、及び第２光学パターン６０を含む構造は光学パターン層５０と定義することができる
。
【０１０５】
　第２離隔部８１と接着層５６は、互いに異なる屈折率を有するため、第２離隔部８１は
、第１光学シート５２から第２光学シート５６の方向に進行する光の拡散及び分散を向上
させることができる。そして、これにより、より均一な面光源を実現することができる。
【０１０６】
　図１６は、図１に示した光源モジュールの第１２実施例（１００－１２）を示す。
【０１０７】
　図１６を参照すると、光源モジュール１００－１２は、第１実施例のフレキシブルプリ
ント回路基板１０に放熱を向上させるためのビアホール２１２、２１４が備えられた構造
を有する。
【０１０８】
　ビアホール２１２、２１４は、フレキシブルプリント回路基板１１０を貫通し、光源２
０の一部又はレジン層４０の一部を露出させることができる。例えば、ビアホール２１２
、２１４は、光源２０の一部を露出する第１ビアホール２１２と、レジン層４０の下面の
一部を露出する第２ビアホール２１４と、を含むことができる。
【０１０９】
　熱源である光源２０から発生する熱は、第１ビアホール２１２を通じて外部に直接放出
され、光源２０からレジン層４０に伝導された熱は、第２ビアホール２１４を通じて外部
に直接放出される。第６実施例は、ビアホール２１２、２１４を通じて光源２０から発生
する熱を外部に放出するため、放熱効率を向上させることができる。第１ビアホール２１
２及び第２ビアホール２１４の形状は、多角形、円形、楕円形など様々な形状を有する。
【０１１０】
　又、図には示されていないが、間接発光離隔部又は第１離隔部が付加された上述した第
２～第４実施例にもビアホール２１２、２１４を含むことができることは当業者に自明で
あろう。
【０１１１】
　又、以下の図と共に説明する本発明の実施例でも間接発光離隔部又は第１離隔部が付加
された構造でも適用できることを前提にこれに関する説明は省略する。
【０１１２】
　図１７は、図１に示した光源モジュールの第１３実施例（１００－１３）を示す。
【０１１３】
　図１７を参照すると、光源モジュール１００－１３は、第１２実施例に反射シート３０
、反射パターン３１及び第１光学シート５２が加えられた構造である。第１３実施例（１
００－１３）は第１及び第２ビアホール２１２、２１４によって放熱効率を向上させるこ
とができる。本実施例で加えられた構成３０、３１、５２に関する説明は図１０で上述し
た内容と同一であるので、省略する。
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【０１１４】
　図１８は、図１に示した光源モジュールの第１４実施例（１００－１４）を示す。
【０１１５】
　図１８を参照すると、光源モジュール１００－１４は第１３実施例に第２光学シート５
２、接着層５６、遮光パターン６０、及び第２光学シート５４が加えられた構造を有する
。本実施例で加えられた構成５２、５４、５６、６０は図１４で上述した内容と同一であ
るので、省略する。
【０１１６】
　図１９は、図１に示した光源モジュールの第１５実施例（１００－１５）を示す。
【０１１７】
　図１９を参照すると、光源モジュール１００－１５は、第１３実施例に第２光学シート
５２、接着層５６、遮光パターン６０、及び第２光学シート５４、及び第２離隔部８１が
加えられた構造を有する。第１５実施例（１００－１５）の第１光学シート５２及び第２
光学シート５４との間には第２離隔部８１が存在でき、第２離隔部８１は図１５で説明し
たことと同一である。
【０１１８】
　図２０は、図１に示した光源モジュールの第１６実施例（１００－１６）を示す。上述
した図と同じ符号は同じ構成を示し、前述した内容と重複する内容は省略又は簡略に説明
する。
【０１１９】
　図２０を参照すると、第５実施例（１００－５）の放熱部材１１０とは異なり、光源モ
ジュール１００－１０の放熱部材３１０は、フレキシブルプリント回路基板１０の下面に
配置される下部放熱層３１０－１、および下部放熱層３１０－１の一部がフレキシブルプ
リント回路基板１０を貫通して光源２０と接触する貫通部３１０－１を有することができ
る。
【０１２０】
　例えば、貫通部３１０－１は、後述する発光素子パッケージ２００－１、２００－２の
第１リードフレーム６２０、６２０’の第１側面部７１４に接触できる。
【０１２１】
　第１６実施例によると、貫通部３１０－１によって光源２０から発生する熱が放熱部材
３１０に直接伝達されて外部に放出されるため、放熱効率を向上させることができる。
【０１２２】
　図２１は、図１に示した光源モジュールの第１７実施例（１００－１７）を示す。
【０１２３】
　図２１を参照すると、光源モジュール１００－１７は、第１６実施例に反射シート３０
、反射パターン３１、及び第１光学シート５２が加えられた構造であり、加えられた構成
３０、３１、５２は図１０で説明したことと同一である。
【０１２４】
　図２２は、図１に示した光源モジュールの第１８実施例（１００－１８）を示す。
【０１２５】
　図２２を参照すると、光源モジュール１００－１８は、第１７実施例（１００－１７）
に第２光学シート５２、接着層５６、遮光パターン６０、及び第２光学シート５４が加え
られた構造である。加えられた構成５２、５４、５６、６０は図１０で説明したことと同
一である。
【０１２６】
　図２３は、図１に示した光源モジュールの第１９実施例（１００－１９）を示す。
【０１２７】
　図２３を参照すると、光源モジュール１００－１９は、第１８実施例（１００－１２）
に第２離隔部８１が加えられた構造である。すなわち、第１９実施例（１００－１３）の
第１光学シート５２及び第２光学シート５４との間には第２離隔部８１が存在でき、第２
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離隔部８１は図１５で説明したことと同一である。
【０１２８】
　図２４は、図１に示した光源モジュールの第２０実施例を示し、図２５は、図１に示し
た光源モジュールの第２１実施例を示し、図２６は、図１に示した光源モジュールの第２
２実施例を示す。
【０１２９】
　図２４～図２６に示した反射シート３０－１、第２光学シート５４－１、および拡散板
７０－１は図１５、図１９、および図２３に示した反射シート３０、第２光学シート５４
、および光学プレート７０の変形例である。
【０１３０】
　反射シート３０－１、第２光学シート５４－１、および拡散板７０－１のうち少なくと
も一つの一面又は両面には凹凸（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３）が形成される。凹凸（Ｒ１、Ｒ２、
Ｒ３）は、入射される光を反射及び拡散させることで、外部に放出される光が幾何学的な
パターンになるようにする役割をする。
【０１３１】
　例えば、反射シート３０－１の一面（例えば、上面）には第１凹凸（Ｒ１）が形成され
、第２光学シート５４－１の一面（例えば、上面）には第２凹凸（Ｒ２）が形成され、光
学プレート７０の一面（例えば、下面）には第３凹凸（Ｒ３）が形成される。このような
凹凸（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３）は、規則又は不規則な複数のパターンを備える構造からなり、
光の反射及び拡散効果を増大させるためにプリズム形状、レンチキュラー形状、凹レンズ
形状、凸レンズ形状、又はこれらを組み合わせた形状を有するが、これらに限定されるの
ではない。
【０１３２】
　又、凹凸（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３）の断面形状は、三角形、四角形、半円形、正弦波など様
々な形状を有する構造からなる。そして、光源２０との距離に応じて各パターンのサイズ
又は密度を変えることができる。
【０１３３】
　凹凸（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３）は、反射シート５４－１、第２光学シート５４－１、および
拡散板７０を直接加工して形成できるが、その制限はなく、一定のパターンが形成された
フィルムを貼り付ける方法など、現在開発されて用いられているか、今後の技術発展に伴
って実現可能な全ての方法で形成可能である。
【０１３４】
　実施例は、第１～第３凹凸（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３）のパターンの組み合わせにより幾何学
的な光のパターンを容易に実現できる。他の実施例では第２光学シート５４の一面又は両
面に凹凸を形成することができる。
【０１３５】
　しかしながら、凹凸（Ｒ１、Ｒ２、又はＲ３）が形成される実施例は、図２４～図２６
に限定されるのではなく、他の実施例に含まれる反射シート５４、第１光学シート５２、
第２光学シート５４、および光学プレート７０のうち少なくとも一面又は両面にも光の反
射及び拡散効果を増大させるための凹凸を形成することができる。
【０１３６】
　図２８は、図１に示した光源モジュールの第２３実施例（１００－２３）の平面図であ
り、図２９は、図２８に示した光源モジュール１００－２３のＡＡ’方向の断面図であり
、図３０は、図２８に示した光源モジュール１００－２３のＢＢ’方向の断面図であり、
図３１は、図２８に示した光源モジュール１００－２３のＣＣ’方向の断面図である。
【０１３７】
　図２８～図３１を参照すると、光源モジュール１００－２３は、複数のサブ光源モジュ
ール（ｓｕｂ－ｌｉｇｈｔ　ｓｏｕｒｃｅ　ｍｏｄｕｌｅｓ）１０１－１～１０１－ｎ（
ｎ＞１である自然数）を含み、複数のサブ光源モジュール１０１－１～１０１－ｎは互い
に分離又は結合可能である。又、結合された複数のサブ光源モジュール１０１－１～１０
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１－ｎは互いに電気的に接続することができる。このとき、光学プレート７０及び光反射
部材９０の形成は、各サブ光源モジュール１０１－１～１０１－ｎを互いに結合させた後
、全体結合構造上に光反射部材９０が側壁７３の内側に形成された光学プレート７０を結
合させることにより形成することができる。
【０１３８】
　サブ光源モジュール（１０１－１～１０１－ｎ）は、それぞれ外部と接続される少なく
とも一つのコネクタ（例えば、５１０、５２０、５３０）を含む。例えば、第１サブ光源
モジュール１０１－１は、少なくとも一つの端子（例えば、Ｓ１、Ｓ２）を含む第１コネ
クタ５１０を含むことができる。第２サブ光源モジュール１０１－２は、それぞれ外部と
接続するための第２コネクタ５２０及び第３コネクタ５３０を含み、第２コネクタ５２０
は少なくとも一つの端子（例えば、Ｐ１、Ｐ２）を含み、第３コネクタ５３０は少なくと
も一つの端子（例えば、Ｑ１、Ｑ２）を含むことができる。このとき、第１端子（Ｓ１、
Ｐ１、Ｑ１）は正（＋）の端子であり、第２端子（Ｓ２、Ｐ２、Ｑ２）は負（－）の端子
である。図２１では、各コネクタ（例えば、５１０、５２０、５３０）が二つの端子を含
むことを例示したが、端子の数はこれに限定されない。
【０１３９】
　図２９～図３１は、第１１実施例（１００－１１）にコネクタ５１０、５２０又は５３
０が加えられた構造を示すが、これに限定されるのではなく、サブ光源モジュール１０１
－１～１０１－ｎは、それぞれ上述した実施例のうちいずれかによる光源モジュール１０
０－１～１００－２０にコネクタ（例えば、５１０、５２０、又は５３０）及び連結固定
部（例えば、４１０－１、４２０－１、４２０－２）が加えられた構造である。
【０１４０】
　図２９及び図３０を参照すると、サブ光源モジュール１０１－１～１０１－ｎは、それ
ぞれフレキシブルプリント回路基板１０、光源２０、反射シート３０、反射パターン３１
、レジン層４０、第１光学シート５２、第２光学シート５４、接着層５６、第２光学パタ
ーン６０、放熱部材１１０、少なくとも一つのコネクタ（ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ）５１０、
５２０、又は５３０、および少なくとも一つの連結固定部４１０及び４２０を含む。上述
した図と同じ符号は同じ構成を示し、前述した内容と重複する内容は省略又は簡略に説明
する。他の実施例と比較すると、第２３実施例のサブ光源モジュール１０１－１～１０１
－ｎは、それぞれの大きさ又は光源の数に差があり得るが、コネクタ及び連結固定部を除
いてはその構成が同一である。
【０１４１】
　第１サブ光源モジュール１０１－１は、光源２０と電気的に接続され、外部との電気的
接続のためにフレキシブルプリント回路基板１０に備えられる第１コネクタ５１０を含む
ことができる。例えば、第１コネクタ５１０は、フレキシブルプリント回路基板１０にパ
ターン化された形態で形成することができる。
【０１４２】
　又、第２サブ光源モジュール１０１－２は、光源２０と電気的に接続される第２コネク
タ５２０及び第３コネクタ５３０を含むことができる。第２コネクタ５２０は、外部（例
えば、第１サブ光源モジュール１０１－１の第１コネクタ５１０）と電気的に接続するた
めにフレキシブルプリント回路基板１０の一側に備えられ、第３コネクタ５３０は、他の
外部（例えば、第３サブ光源モジュール１０１－３のコネクタ（図示せず））と電気的に
接続するためにフレキシブルプリント回路基板１０の他側に備えられる。
【０１４３】
　連結固定部（例えば、４１０－１、４２０－１、４１０－２）は、外部の他のサブ光源
モジュールと結合し、結合された二つのサブ光源モジュールを互いに固定する役割をする
。連結固定部（例えば、４１０－１、４２０－１、４１０－２）は、レジン層４０の側面
の一部が突出した形状の突出部であるか、レジン層４０の側面の一部が凹んだ形状の溝部
である。
【０１４４】
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　図３１を参照すると、第１サブ光源モジュール１０１－１は、レジン層４０の側面の一
部が突出した構造の第１連結固定部４１０－１を含むことができる。又、第２サブ光源モ
ジュール１０１－２は、レジン層４０の側面の一部が凹んだ構造の第１連結固定部４２０
－１及びレジン層４０の側面の他の一部が突出した構造の第２連結工程部４１０－２を含
むことができる。
【０１４５】
　第１サブ光源モジュール１０１－１の第１連結固定部４１０－１と第２サブ光源モジュ
ール１０１－２の第１連結固定部４２０－１は、互いに雌雄結合して固定される。
【０１４６】
　実施例は、連結固定部（例えば、４１０－１、４２０－１、４１０－２）がレジン層４
０の一部として形成されることを示したが、これに限定されるのではなく、別途の連結固
定部を備えることができ、連結固定部は接続可能な他の形態に変形可能である。
【０１４７】
　サブ光源モジュール１０１－１～１０１－ｎ（ｎ＞１の自然数）の形状は、一定部分が
突出した形状であるが、これに限定されるのではなく、様々な形状に形成することができ
る。例えば、上から見たサブ光源モジュール１０１－１～１０１－ｎ（ｎ＞１の自然数）
の形状は、円形、楕円形、多角形であり、一部が側面方向に突出した形状であり得る。
【０１４８】
　例えば、第１サブ光源モジュール１０１－１の一端は中央に突出部５４０を含み、突出
部５４０に該当するフレキシブルプリント回路基板１０に第１コネクタ５１０が備えられ
、突出部５４０以外の第１サブ光源モジュール１０１－１の一端の他部分のレジン層４０
に第１連結固定部４１０－１が備えられる。
【０１４９】
　又、第２サブ光源モジュール１０１－２の一端は中央に溝部５４５を有し、溝部５４５
に該当するフレキシブルプリント回路基板１０に第２コネクタ５２０が備えられ、溝部５
４５以外の第２サブ光源モジュール１０１－２の一端の他部分のレジン層４０に第１連結
固定部４１０－１が備えられる。そして、第２サブ光源モジュール１０１－２の他端は中
央に突出部５６０を含み、突出部５６０に該当するフレキシブルプリント回路基板１０に
第３コネクタ５３０が備えられ、突出部５６０以外の第２サブ光源モジュール１０１－２
の一端の他部分のレジン層４０に第２連結固定部４２０－１が備えられる。
【０１５０】
　サブ光源モジュール１０１－１～１０１－ｎのそれぞれは、それ自体で独立した光源に
なることが可能であり、様々な形状に変形することができ、連結固定部によって二つ以上
のサブ光源モジュールが互いに組み立てられて独立した光源として用いることができるの
で、実施例は製品のデザインの自由度を向上させることができる。又、実施例は、組み立
てられたサブ光源モジュールのうち一部が損傷されたり、破損された場合、破損されたサ
ブ光源モジュールのみを交換して使用できる。
【０１５１】
　上述した光源モジュールは、面光源が要求される表示装置、指示装置、照明システムに
用いることができる。特に、照明の設置が必要であるものの、照明を装着する部分が屈曲
を有するため、照明の設置が容易ではない場所（例えば、屈曲を有する天井や床など）で
あっても、実施例に係る光源モジュールはその装着が容易であるという利点がある。例え
ば、照明システムはランプ又は街灯を含むことができ、ランプは車両用ヘッドランプであ
るが、これらに限定されるのではない。
【０１５２】
　図３２は、実施例に係る車両用ヘッドランプ９００－１を示し、図５４は、点光源であ
る一般的な車両用ヘッドランプを示す。図３２を参照すると、車両用ヘッドランプ９００
－１は、光源モジュール９１０及びライトハウジング（ｌｉｇｈｔ　ｈｏｕｓｉｎｇ）９
２０を含む。
【０１５３】
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　光源モジュール９１０は、上述した実施例（１００－１～１００－２３）であり得る。
ライトハウジング９２０は、光源モジュール９１０を収納し、透光性材料からなる。車両
用ライトハウジング９２０は、装着される車両部位及びデザインに応じて屈曲を含むこと
ができる。一方、上述したように、拡散板自体が車両用ライトハウジング９２０の役割が
でき、拡散板の以外にも、別途の車両用ライトハウジング９２０を備えることができるこ
とは上述した通りである。光源モジュール９１０は、フレキシブルプリント回路基板１０
及びレジン層４０を使用するため、それ自体が柔軟性を有するので、屈曲を有する車両用
ハウジング９２０にも容易に装着することが可能である。又、光源モジュールは、熱放出
効率を向上させた構造を有するので、実施例に係る車両用ヘッドランプ９００－１は波長
シフトの発生及び光度の減少を防ぐことができる。又、上述したように、別途の光反射部
材をレジン層の側面に形成するので、光の損失を減らし、同一の電力を比較したとき、輝
度の向上を実現できる効果がある。
【０１５４】
　図５４に示す一般的な車両用ヘッドランプは点光源であるため、発光時に発光面に部分
的なスポット（ｓｐｏｔ）９３０が発生し得るが、実施例に係る車両用ヘッドランプ９０
０－１は面光源であるので、スポットが発生せず、発光面全体で均一な輝度及び照度を実
現することができる。
【０１５５】
　図３３は、第１実施例に係る発光素子パッケージ２００－１の斜視図であり、図３４は
、第１実施例に係る発光素子パッケージ２００－１の上面図であり、図３５は、第１実施
例に係る発光素子パッケージ２００－１の正面図であり、図３６は、第１実施例に係る発
光素子パッケージ２００－１の側面図である。
【０１５６】
　図３３に示す発光素子パッケージ２００－１は、上述した実施例に係る光源モジュール
１００－１～１００－２３に含まれる発光素子パッケージであるが、これに限定されるの
ではない。
【０１５７】
　図３３～図３６を参照すると、発光素子パッケージ２００－１は、パッケージ胴体６１
０、第１リードフレーム６２０、第２リードフレーム６３０、発光チップ６４０、ツェナ
ーダイオード６４５、およびワイヤ６５０－１を含む。
【０１５８】
　パッケージ胴体６１０は、シリコンベースのウェハレベルパッケージ（ｗａｆｅｒ　ｌ
ｅｖｅｌ　ｐａｃｋａｇｅ）、シリコン基板、シリコンカーバイド（ＳｉＣ）、窒化アル
ミニウム（ａｌｕｍｉｎｕｍ　ｎｉｔｒｉｄｅ、ＡｌＮ）などのように絶縁性又は熱伝導
率が良い基板で形成され、複数の基板が積層される構造である。しかしながら、実施例は
上述した胴体の材質、構造、および形状に限定されるのではない。
【０１５９】
　例えば、パッケージ胴体６１０の第１方向（例えば、Ｘ軸方向）の長さ（Ｘ１）は５．
９５ｍｍ～６．０５ｍｍであり、第２方向（例えば、Ｙ軸方向）の長さ（Ｙ１）は１．３
５ｍｍ～１．４５ｍｍである。パッケージ胴体６１０の第３方向（例えば、Ｚ軸方向）の
長さ（Ｙ２）は１．６ｍｍ～１．７ｍｍである。例えば、上記第１方向はパッケージ胴体
６１０の長側と平行な方向である。
【０１６０】
　パッケージ胴体６１０は、上部が開放され、側壁６０２及び底６０３からなるキャビテ
ィ（ｃａｖｉｔｙ）６０１を有することができる。キャビティ６０１は、カップ形状、凹
んだ容器形状などに形成され、キャビティ６０１の側壁６０２は、底６０３に対して垂直
になるか、又は傾斜している。キャビティ６０１を上から見た形状は、例えば円形、楕円
形、多角形（例えば、四角形）である。多角形のキャビティ６０１の角部分は例えば曲線
である。例えば、キャビティ６０１の第１方向（例えば、Ｘ軸方向）の長さ（Ｘ３）は４
．１５ｍｍ～４．２５ｍｍであり、第２方向（例えば、Ｙ軸方向）の長さ（Ｘ４）は０．
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６４ｍｍ～０．９ｍｍであり、キャビティ６０１の深さ（例えば、Ｚ軸方向の長さ、Ｙ３
）は０．３３ｍｍ～０．５３ｍｍである。
【０１６１】
　第１リードフレーム６２０及び第２リードフレーム６３０は、熱排出や発光チップ６４
０の装着を考慮して互いに電気的に分離されるようにパッケージ胴体６１０の表面に配置
することが可能である。発光チップ６４０は、第１リードフレーム６２０及び第２リード
フレーム６３０と電気的に接続される。発光チップ６４０の個数は例えば一つ以上である
。
【０１６２】
　パッケージ胴体６１０のキャビティの側壁には、発光チップ６４０から放出された光が
所定の方向に向かうように反射させる反射部材（図示せず）が備えられる。
【０１６３】
　第１リードフレーム６２０と第２リードフレーム６３０は、パッケージ胴体６１０の上
面内に互いに離隔して配置する。第１リードフレーム６２０と第２リードフレーム６３０
との間には、パッケージ胴体６１０の一部（例えば、キャビティ６０１の底６０３）が位
置して両者を電気的に分離することができる。
【０１６４】
　第１リードフレーム６２０は、キャビティ６０１に露出される一端（例えば、７１２）
及びパッケージ胴体６１０を貫通してパッケージ胴体６１０の一面に露出される他端（例
えば、７１４）を含むことができる。又、第２リードフレーム６３０は、パッケージ胴体
６１０の一面の一側に露出される一端（例えば、７４４－１）と、パッケージ胴体６１０
の一面の他側に露出される他端（例えば、７４４－２）と、キャビティ６０１に露出され
る中間部（例えば、７４２－２）とを含むことができる。
【０１６５】
　第１リードフレーム６２０と第２リードフレーム６３０との間の離隔距離（Ｘ２）は０
．１ｍｍ～０．２ｍｍである。第１リードフレーム６２０の上面と第２リードフレーム６
３０の上面は、キャビティ６０１の底６０３と同一平面に位置することができる。　
　図３７は、図３３に示した第１リードフレーム６２０及び第２リードフレーム６３０の
斜視図であり、図３８は、図３７に示した第１リードフレーム６２０及び第２リードフレ
ームの各部分の寸法を説明するための図であり、図３９は、図３８に示した第１上面部７
１２と第１側面部７１４の境界部分８０１に隣接する第１リードフレーム６２０の連結部
分７３２、７３４、７３６の拡大図である。
【０１６６】
　図３７～図３９を参照すると、第１リードフレーム６２０は、第１上面部７１２、およ
び第１上面部７１２の第１側部から折り曲げられる第１側面部７１４を含む。
【０１６７】
　第１上面部７１２は、キャビティ６０１の底と同一平面に位置し、キャビティ６０１に
よって露出され、発光チップ６４２、６４４が配置される。
【０１６８】
　図３８に示すように、第１上面部７１２の両端は、第１側面部７１４を基準として第１
方向（ｘ軸方向）に突出する部分（Ｓ３）を有することができる。このような第１上面部
７１２の突出する部分（Ｓ３）は、例えば、リードフレームアレイ（ａｒｒａｙ）におい
て第１リードフレームを支持する部分である。第１上面部７１２の突出する部分（Ｓ３）
の第１方向の長さは０．４ｍｍ～０．５ｍｍである。第１上面部７１２の第１方向の長さ
（Ｋ）は３．４５ｍｍ～３．５５　ｍｍであり、第２方向の長さ（Ｊ１）は０．６ｍｍ～
０．７ｍｍである。第１方向はｘｙｚ座標系においてｘ軸方向であり、第２方向はｙ軸方
向である。
【０１６９】
　第１上面部７１２の第２側部は、少なくとも一つの溝部７０１を有することができる。
このとき、第１上面部７１２の第２側部は第１上面部７１２の第１側部と互いに向き合う
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ことができる。例えば、第１上面部７１２の第２側部は、中央部に一つの溝部７０１を有
するが、これに限定されるのではなく、第２側部に形成される溝部の個数は二つ以上であ
り得る。溝部７０１は、例えば、後述する第２リードフレーム６３０に備えられる突出部
７０２と相応する形状である。
【０１７０】
　図３８に示された溝部７０１は、台形状であるが、これに限定されるのではなく、円形
、多角形、楕円形など様々な形状に形成できる。溝部７０１の第１方向の長さ（Ｓ２）は
１．１５ｍｍ～１．２５ｍｍであり、溝部７０１の第２方向の長さ（Ｓ１）は０．４ｍｍ
～０．５　ｍｍである。
【０１７１】
　又、溝部７０１の底７０１－１と側面７０１－２とがなす角度（θ１）は、９０°より
大きいか等しく、１８０°より小さい。発光チップ６４２、６４４は溝部７０１の両側の
第１上面部７１２上に配置できる。
【０１７２】
　第１側面部７１４は、第１上面部７１２の第１側部から下方向に一定の角度で折り曲げ
られ、第１側面部７１４は、パッケージ胴体６１０の一側面から露出することができる。
例えば、第１上面部７１２と第１側面部７１４とのなす角度は９０°より大きいか等しく
、１８０°より小さい。
【０１７３】
　第１リードフレーム６２０は、第１上面部７１２及び第１側面部７１４のうち少なくと
もいずれかに一つ以上の貫通孔７２０を有することができる。例えば、第１リードフレー
ム６２０は、第１上面部７１２と第１側面部７１４の境界部分に隣接して一つ以上の貫通
孔７２０を有することができる。図２６には、第１上面部７１２と第１側面部７１４の境
界部分に隣接して互いに離隔する二つの貫通孔７２２、７２４が示されているが、実施例
はこれに限定されるのではない。
【０１７４】
　一つ以上の貫通孔７２０は、第１上面部７１２と第１側面部７１４の境界部分に隣接す
る第１上面部７１２と第１側面部７１４のそれぞれの一領域に形成できる。このとき、第
１上面部７１２の一領域に形成される貫通孔（例えば、７２２－１）と第１側面部７１４
の一領域に形成される貫通孔（例えば、７２２－２）は、互いに連結される。
【０１７５】
　貫通孔７２０内にはパッケージ胴体６１０の一部が収納されることにより、第１リード
フレーム６２０とパッケージ胴体との結合度を向上させる役割をする。また、貫通孔７２
０は、第１上面部７１２と第１側面部７１４との間に折り曲げを容易に形成するようにす
る役割をする。しかしながら、貫通孔７２０のサイズが大きすぎるか、貫通孔７２０の個
数が多すぎると、第１リードフレーム６２０の折り曲げ時に第１上面部７１２と第１側面
部７１４が切断されてしまう恐れがあるため、貫通孔７２０のサイズおよび個数を適宜調
節しなければならない。また、貫通孔７２０のサイズは、後述する連結部分７３２、７３
４、７３６のサイズにも関係があるので、発光素子パッケージの放熱にも関連がある。
【０１７６】
　以下で説明する貫通孔を有する第１リードフレーム６２０及び第２リードフレーム６３
０のそれぞれのサイズによる実施例によると、結合度及び折り曲げの容易性を考慮した最
適の放熱効率を発揮することができる。
【０１７７】
　パッケージ胴体６１０との結合度を向上させ、第１リードフレーム６２０の折り曲げを
容易にすると共に、折り曲げ時の損傷を防止するために、実施例は第１貫通孔７２２及び
第２貫通孔７２４を備えることができ、第１貫通孔７２２の第１方向の長さ（Ｄ１１）及
び第２貫通孔７２４の第１方向の長さ（Ｄ１２）は０．５８ｍｍ～０．６８ｍｍであり、
第２方向の長さ（Ｄ２）は０．１９ｍｍ～０．２９ｍｍである。第１貫通孔７２２の面積
は、第２貫通孔７２４の面積と同一であるが、これに限定されるのではなく、両者の面積
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が互いに異なることも可能である。
【０１７８】
　図３９を参照すると、第１リードフレーム６２０は、第１上面部７１２と第１側面部７
１４の境界部分８０１に隣接して位置し、貫通孔７２０によって互いに離隔され、第１上
面部７１２と第１側面部７１４を互いに連結する連結部分７３２、７３４、７３６を有す
ることができる。例えば、連結部分７３２、７３４、７３６は、それぞれ第１上面部７１
２の一部に該当する第１部分７３２－１、７３４－１、又は７３６－１及び第１側面部７
１４の一部に該当する第２部分７３２－２、７３４－２、又は７３６－２からなる。各連
結部分７３２、７３４、７３６の間には貫通孔７２０を配置することができる。
【０１７９】
　第１リードフレーム６２０は、発光チップ６４２（又は６４４）に対応、又は整列され
て位置する少なくとも一つの連結部分を有することができる。
【０１８０】
　具体的に、第１リードフレーム６２０は、第１～第３連結部分７３２、７３４、７３６
を含むことができる。第１連結部分７３２は第１発光チップ６４２に対応又は整列されて
位置することができ、第２連結部分７３４は第２発光チップ６４４に対応又は整列されて
位置することができる。そして、第３連結部分７３６は、第１連結部分７３２と第２連結
部分７３４との間に位置することができ、第１発光チップ６４２又は第２発光チップ６４
４に非整列される部分である。例えば、第３連結部分７３６は、第１リードフレーム６２
０の溝部７０１に対応又は整列されて位置することができるが、これに限定されるのでは
ない。
【０１８１】
　第１連結部分７３２の第１方向の長さ（Ｃ１１）及び第２連結部分７３４の第１方向の
長さ（Ｃ２）は、第３連結部分７３６の第１方向の長さ（Ｅ）より長い。例えば、第１連
結部分７３２の第１方向の長さ（Ｃ１１）及び第２連結部分７３４の第１方向の長さ（Ｃ
２）は０．４５ｍｍ～０．５５ｍｍであり、第３連結部分７３６の第１方向の長さ（Ｅ）
は０．３ｍｍ～０．４ｍｍである。第１貫通孔７２２と第２貫通孔７２４との間に第３連
結部分７３６を配置させる理由は、折り曲げ時に第１上面部７１２と第１側面部７１４間
の切断を防止するためである。　
　第３連結部分７３６の第１方向の長さ（Ｅ）と第１連結部分７３２の第１方向の長さ（
Ｃ１１）の比は例えば１：１．２～１．８である。貫通孔７２２の第１方向の長さ（Ｄ１
１又はＤ１２）と第１側面部７１４の上端部７１４－１の第１方向の長さ（Ｂ１）の比は
例えば１：３．８～６．３である。
【０１８２】
　第１連結部分７３２は第１発光チップ６４２に整列され、第２連結部分７３４は第２発
光チップ６４４に整列されるため、第１発光チップ６４２から発生する熱は主に第１連結
部分７３２を通じて外部に放出され、第２発光チップ６４４から発生する熱は主に第２連
結部分７３４を通じて外部に放出することができる。
【０１８３】
　実施例は、第１連結部分７３２及び第２連結部分７３４のそれぞれの第１方向の長さ（
Ｃ１１、Ｃ２）が第３連結部分７３６の第１方向の長さ（Ｅ）よりも長いため、　第１連
結部分７３２及び第２連結部分７３４の面積が、第３連結部分７３６の面積よりも大きい
。そのため、光源２０に隣接して配置される連結部分７３２、７３４の面積をより広くす
ることにより、実施例は第１発光チップ６４２と第２発光チップ６４４から発生する熱を
外部に放出する効率を向上させることができる。
【０１８４】
　第１側面部７１４は、第１上面部７１２と連結される上端部７１４－１及び上端部７１
４－１と連結される下端部７１４－２に分けられる。すなわち、上端部７１４－１は、第
１～第３連結部分７３２、７３４、７３６の一部を含み、下端部７１４－２は上端部７１
４－１の下方に位置することができる。
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【０１８５】
　上端部７１４－１の第３方向の長さ（Ｆ１）は０．６ｍｍ～０．７ｍｍであり、下端部
７１４－２の第３方向の長さ（Ｆ２）は０．４ｍｍ～０．５ｍｍである。第３方向はｘｙ
ｚ座標系においてｚ軸方向である。
【０１８６】
　パッケージ胴体６２０との結合度及び水分の浸透を防止するための気密性を向上させる
ために、上端部７１４－１の側面と下端部７１４－２の側面は段差を有することができる
。例えば、下端部７１４－２の両側端は、上端部７１４－１の側面を基準に側方向に突出
した形態である。上端部７１４－１の第１方向の長さ（Ｂ１）は２．５６ｍｍ～２．６６
ｍｍであり、下端部７１４－２の第１方向の長さ（Ｂ２）は２．７ｍｍ～３．７ｍｍであ
る。第１リードフレーム６２０の厚さ（ｔ１）は０．１ｍｍ～０．２ｍｍである。
【０１８７】
　第２リードフレーム６３０は、第１リードフレーム６２０の少なくともいずれか一つの
側部の周りを取り囲むように配置できる。例えば、第２リードフレーム６３０は、第１リ
ードフレーム６３０の第１側面部７１４を除いた他の側部の周りに配置することができる
。
【０１８８】
　第２リードフレーム６３０は、第２上面部７４２及び第２側面部７４４を含むことがで
きる。第２上面部７４２は、第１上面部７１２の第１側部を除いた他の側部の周りを取り
囲むように配置できる。図３３及び図３７に示すように、第２上面部７４２は、キャビテ
ィ６０１の底及び第１上面部７１２と同一平面に位置し、キャビティ６０１によって露出
することができる。第２リードフレーム６３０の厚さ（ｔ２）は０．１ｍｍ～０．２ｍｍ
である。
【０１８９】
　第２上面部７４２は、第１上面部７１２の周りを取り囲む位置により第１部分７４２－
１、第２部分７４２－２、および第３部分７４２－３に分けられる。第２上面部７４２の
第２部分７４２－２は、第１上面部７１２の第２側部に対応する、又は向き合う部分であ
る。第２上面部７４２の第１部分７４２－１は、第２部分７４２－２の一端と連結され、
第１上面部７１２の他の側部のうちいずれかと対応したり、向き合うことができる。第２
上面部７４２の第３部分７４２－３は、第２部分７４２－２の他端と連結され、第１上面
部７１２の他の側部のうちいずれかと対応したり、向き合うことができる。
【０１９０】
　第１部分７４２－１および第３部分７４２－３の第２方向の長さ（Ｈ１）は０．６５ｍ
ｍ～０．７５ｍｍであり、第１方向の長さ（Ｈ２）は０．７８ｍｍ～０．８８ｍｍである
。第２部分７４２－２の第１方向の長さ（Ｉ）は４．８ｍｍ～４．９ｍｍである。
【０１９１】
　第２上面部７４２の第２部分７４２－２は、第１上面部７１２の溝部７０１に対応する
突出部７０２を有することができる。例えば、突出部７０２の形状は溝部７０１の形状と
相応し、突出部７０２は溝部７０１に整列されるように位置することができる。突出部７
０２は溝部７０１内に位置できる。突出部７０２の数は、溝部７０１の数と同一である。
突出部７０２と溝部７０１は互いに離隔されており、その間にはパッケージ胴体６１０の
一部が位置できる。突出部７０２は、第１発光チップ６４２及び第２発光チップ６４４と
のワイヤボンディングのための領域であって、第１発光チップ６４２と第２発光チップ６
４４との間に整列されて位置することにより、ワイヤボンディングを容易に行うことがで
きる。
【０１９２】
　突出部７０２の第１方向の長さ（Ｓ５）は０．８５ｍｍ～０．９５ｍｍであり、第２方
向の長さ（Ｓ４）は０．３ｍｍ～０．４ｍｍであり、突出部７０２と第２部分７４２－２
とのなす角度（θ２）は、９０°より大きいか等しく、１８０°より小さい。
【０１９３】
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　第２側面部７４４は、第２上面部７４２の少なくとも一側部から折り曲げられる。第２
側面部７４４は、第２上面部７４２から下方に一定の角度（例えば、９０°）に折り曲げ
られる。
【０１９４】
　例えば、第２側面部７４４は、第２上面部７４２の第１部分７４２－１の一側部から折
り曲げられる第１部分７４４－１と、第２上面部７４２の第３部分７４２－３の一側部か
ら折り曲げられる第２部分７４４－２とを含むことができる。
【０１９５】
　第２側面部７４４の第１部分７４４－１と第２部分７４４－２は、第２リードフレーム
６３０で同一の側面に位置するように折り曲げられる。第２側面部７４４の第１部分７４
４－１は第１側面部７１４と離隔し、第１側面部７１４の一側（例えば、左側）に位置で
きる。第２側面部７４４の第２部分７４４－２は第１側面部７１４と離隔し、第１側面部
７１４の他側（例えば、右側）に位置できる。第１側面部７１４と第２側面部７４４は同
一平面上に位置することができる。結局、図２４に示すように、第１側面部７１４と第２
側面部７４４はパッケージ胴体６１０の同一の側面に露出できる。第２側面部７４４の第
１方向の長さ（Ａ）は０．４ｍｍ～０．５ｍｍであり、第３方向の長さ（Ｇ）は１．０５
ｍｍ～１．１５ｍｍである。
【０１９６】
　第２上面部７４２の第１部分７４２－１および第３部分７４２－３の一側面は、折り曲
げられた段差（ｇ１）を有することができる。例えば、折り曲げられた段差（ｇ１）は、
第２上面部７４２の第１部分７４２－１の一側面と第２側面部７４４の第１部分７４４－
１の一側面が接する部分と隣接して位置する。折り曲げられた段差（ｇ１）分だけこれと
相応して位置する第１上面部７１２及び第１側面部７１４の面積を広くデザインすること
ができるので、実施例は発熱面積が増加して発熱効率を向上させることができる。これは
、第１リードフレーム６２０の面積が発光チップ６４２、６４４の熱放出と関連している
からである。
【０１９７】
　第２上面部７４２の第１部分７４２－１および第３部分７４２－３の他側面は、折り曲
げられた段差（ｇ２）を有することができる。折り曲げられた段差（ｇ２）を形成する理
由は、発光素子パッケージ２００－１をフレキシブルプリント回路基板１０にボンディン
グするとき、ボンディング物質（例えば、ｓｏｌｄｅｒ）を目視で容易に観察できるよう
にするためである。
【０１９８】
　第１リードフレーム６２０の第１側面部７１４及び第２リードフレーム６３０の第２側
面部７４４は、実施例に係る光源モジュールのフレキシブルプリント回路基板１０と接触
するように実装され、これにより発光チップ６４０は、レジン層４０の側面に向かう方向
（３）に光を照射することができる。すなわち、発光素子パッケージ２００－１は、側面
型（ｓｉｄｅ　ｖｉｅｗ　ｔｙｐｅ）の構造を有することができる。
【０１９９】
　ツェナーダイオード６４５は、発光素子パッケージ２００－１の耐電圧を向上させるた
めに、第２リードフレーム６３０上に配置することができる。例えば、ツェナーダイオー
ド６４５は、第２リードフレーム６３０の第２上面部７４２上に配置することができる。
【０２００】
　第１発光チップ６４２は、第１ワイヤ６５２によって第２リードフレーム６３０と電気
的に接続され、第２発光チップ６４４は、第２ワイヤ６５４によって第２リードフレーム
６３０と電気的に接続され、ツェナーダイオード６４５は、第３ワイヤ６５６によって第
１リードフレーム６２０と電気的に接続される。
【０２０１】
　例えば、第１ワイヤ６５２の一端は第１発光チップ６４２と接続され、他端は突出部７
０２と接続される。また、第２ワイヤ６５４の一端は第２発光チップ６４４と接続され、
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他端は突出部７０２と接続される。
【０２０２】
　発光素子パッケージ２００－１は、発光チップを取り囲むようにキャビティ６０１内に
充填されるレジン層（図示せず）をさらに含むことができる。レジン層は、例えばエポキ
シ又はシリコンのような無色透明な高分子樹脂からなる。
【０２０３】
　発光素子パッケージ２００－１は、蛍光体を使用せずに、単に赤色発光チップのみを使
用して赤色光を実現できるが、実施例はこれに限定されるのではない。レジン層は、発光
チップ６４０から放出された光の波長を変化させることができるように蛍光体を含むこと
ができる。例えば、赤色でない、他色の発光チップを使用しても蛍光体を使用して光の波
長を変化させて、所望の色の光を出射する発光素子パッケージを実現することができる。
【０２０４】
　図４０は、他の実施例に係る第１リードフレーム６２０－１及び第２リードフレーム６
３０を示す。図３７と同じ符号は同じ構成を示し、前述した内容と重複する内容は省略又
は簡略に説明する。
【０２０５】
　図４０を参照すると、第１リードフレーム６２０－１は、図３７に示した第１リードフ
レーム６２０において第３連結部７３６が除去された構造である。すなわち、第１リード
フレーム６２０－１は、第１上面部７１２と第１側面部７１４’の境界部分に隣接して一
つの貫通孔７２０－１を有することができる。そして、貫通孔７２０－１の一側に第１連
結部分７３２が位置し、貫通孔７２０－１の他側に第２連結部分７３４が位置することが
できる。
【０２０６】
　図４１は、他の実施例に係る第１リードフレーム６２０－２及び第２リードフレーム６
３０－１を示す。図３７と同じ符号は同じ構成を示し、前述した内容と重複する内容は省
略又は簡略に説明する。
【０２０７】
　図４１を参照すると、第１リードフレーム６２０－２の第１上面部７１２’は、図４０
に示した第１リードフレーム６２０の第１上面部７１２において溝部７０１が省略された
構造である。そして、第２リードフレーム６３０－１の第２上面部７４２’の第２部分７
４２－２’は、図４０に示した第２リードフレーム６３０の第２上面部７４２の第２部分
７４２－２において突出部７０２が省略された構造である。それ以外の構成要素は図３７
で説明した通りである。
【０２０８】
　図４２は、他の実施例に係る第１リードフレーム６２０－３及び第２リードフレーム６
３０を示す。図３７と同じ符号は同じ構成を示し、前述した内容と重複する内容は省略又
は簡略に説明する。
【０２０９】
　図４２を参照すると、第１リードフレーム６２０－３は、図３７に示した第１リードフ
レーム６２０の連結部分７３２、７３４、７３６のうち少なくとも一つには、第１リード
フレーム６２０を貫通する微細貫通孔（ｈ１、ｈ２、ｈ３）が形成された構造である。
【０２１０】
　第１リードフレーム６２０－３の連結部分７３２－１、７３４－１、７３６－１のうち
少なくとも一つは、第１上面部７１２と第１側面部７１４の境界部分に形成される微細貫
通孔（ｈ１、ｈ２、ｈ３）を有することができる。このとき、微細貫通孔（ｈ１、ｈ２、
ｈ３）の直径は、貫通孔７２２、７２４の第１方向の長さ（Ｄ１１、Ｄ１２）又は第２方
向の長さ（Ｄ２）よりも短い。また、第１連結部分７３２－１及び第２連結部分７３４－
１に形成される微細貫通孔（ｈ１、ｈ２）の数は、第３連結部分７３６－１に形成される
微細貫通孔（ｈ３）の数よりも多いが、これに限定されるのではない。また、微細貫通孔
（ｈ１、ｈ２、ｈ３）の形状は、例えば円形、楕円形、又は多角形などである。微細貫通
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孔（ｈ１、ｈ２、ｈ３）は、第１リードフレーム６２０－３の折り曲げを容易にするだけ
でなく、第１リードフレーム６２０－３とパッケージ胴体６１０との結合力を向上させる
ことができる。
【０２１１】
　図４３は、他の実施例に係る第１リードフレーム６２０－４及び第２リードフレーム６
３０を示す。図３７と同じ符号は同じ構成を示し、前述した内容と重複する内容は省略又
は簡略に説明する。
【０２１２】
　図４３を参照すると、第１リードフレーム６２０－４は、第１上面部７１２”及び、第
１側面部７１４”を含む。第１上面部７１２”及び第１側面部７１４”は、図４１に示し
た第１上面部７１２と第１側面部７１４の変形例である。すなわち、第１リードフレーム
６２０－４は、図３５に示した第１リードフレーム６２０の第１上面部７１２と第１側面
部７１４において貫通孔７２２、７２４が省略され、貫通孔７２２、７２４が省略された
第１上面部７１２”と第１側面部７１４”の境界部分（Ｑ）の一領域（Ｑ２）に互いに離
隔された複数の微細貫通孔（ｈ４）が備えられる構造である。
【０２１３】
　第１上面部７１２”と第１側面部７１４”の境界部分（Ｑ）は、第１境界領域（Ｑ１）
、第２境界領域（Ｑ２）、および第３境界領域（Ｑ３）に分けられる。第１境界領域（Ｑ
１）は、第１発光チップ６４２に対応、又は整列される領域であり、第２境界領域（Ｑ２
）は、第１発光チップ６４２に対応、又は整列される領域であり、第３境界領域（Ｑ３）
は、第１境界領域（Ｑ１）と第２境界領域（Ｑ２）との間の領域である。例えば、第１境
界領域（Ｑ１）は図３７に示した第１連結部分７３２に対応する領域であり、第２境界領
域（Ｑ２）は図３７に示した第２連結部分７３４に対応する領域である。
【０２１４】
　第１境界領域（Ｑ１）及び第２境界領域（Ｑ２）は、第１発光チップ６４２及び第２発
光チップ６４４から発生する熱を伝達する通路として役割をし、複数の微細貫通孔（ｈ４
）は、第１上面部７１２”と第１側面部７１４”との間の折り曲げを容易にする役割がで
きる。図４１には、複数の微細貫通孔（ｈ４）の直径が同一であり、離隔距離が同一であ
るが、実施例はこれに限定されるのではなく、他の実施例では、複数の微細貫通孔（ｈ４
）のうち少なくとも一つは直径が異なるか、又は離隔距離が異なる。
【０２１５】
　図４４は、他の実施例に係る第１リードフレーム６２０及び第２リードフレーム６３０
－２を示す。図４４の第２リードフレーム６３０－２は、図３５に示した第２リードフレ
ーム６３０の変形例である。図３７と同じ符号は同じ構成を示し、前述した内容と重複す
る内容は省略又は簡略に説明する。
【０２１６】
　図４４を参照すると、図３７に示した第２上面部７４２の第２部分７４２－２とは異な
り、図４４に示した第２上面部７４２”の第２部分７４２－２”は切断された構造を有し
、第１部分７４２－１と第３部分７４２－３を連結しない。
【０２１７】
　第２リードフレーム６３０－２の第２上面部７４２”は、第１部分７４２－１、第２部
分７４２－２”、および第３部分７４２－３を含むことができる。第１部分～第３部分７
４２－１、７４２－２”、７４２－３は、それぞれ第１リードフレーム６２０の第１上面
部７１２の側部のうち対応するいずれかの周りに位置することができる。
【０２１８】
　第２上面部７４２”の第２部分７４２－２”は、第１部分７４２－１と連結される第１
領域７０４、および第３部分７４２－３と連結され、第１領域７０４と離隔される第２領
域７０５からなる。第１領域７０４と第２領域７０５との間の離隔された空間７０６には
、パッケージ胴体６１０が収納されるため、パッケージ胴体６１０と第２リードフレーム
６３０－２との間の結合力を向上させることができる。図４３に示した第２リードフレー
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ム６３０－２は、第１サブフレーム７４４－１、７４２－１、７０４、および第２サブフ
レーム７４４－２、７４２－３、７０５に分けられ、両者は電気的に互いに分離できる。
【０２１９】
　図４５は、他の実施例に係る第１リードフレーム８１０及び第２リードフレーム８２０
を示す
　図４５を参照すると、第１リードフレーム８１０は、第１上面部８１２、第１上面部８
１２の第１側部から折り曲げられる第１側面部８１４、及び第２側面部８１６を含むこと
ができる。第１上面部８１２には発光チップ６４２、６４４が配置できる。
【０２２０】
　第１上面部８１２の第２側部は、一つ以上の第１溝部８０３、８０４及び第１突出部８
０５を有することができる。このとき、第１上面部８１２の第２側部は第１上面部８１２
の第１側部と向き合う側部である。例えば、第１上面部８１２の第２側部は、二つの第１
溝部８０３、８０４及び第１溝部８０３、８０４の間に位置する一つの第１突出部８０５
を有することができるが、これらに限定されるのではない。第１溝部８０３、８０４は、
後述する第２リードフレーム８２０に備えられる第２突出部８１３、８１４と相応する形
状であり、第１突出部８０５は、第２リードフレーム８２０に備えられる第２溝部８１５
と相応する形状である。図４３に示した第１溝部８０３、８０４及び第１突出部８０５は
四角形状であるが、これに限定されるのではなく、円形、多角形、楕円形など様々な形状
に形成できる。発光チップ６４２、６４４は、第１溝部８０３、８０４の両側の第１上面
部８１２上に配置することができる。
【０２２１】
　第１側面部８１４は、第１上面部７１２の第１側部の一領域と連結され、第２側面部８
１６は、第１上面部７１２の第１側部の他領域と連結され、第１側面部８１４と第２側面
部８１６は互いに離隔させることができる。第１側面部８１及び第２側面部８１６は、パ
ッケージ胴体６１０の同一のいずれか一つの側面から露出させることができる。
【０２２２】
　第１リードフレーム６１０は、第１上面部８１２及び第１側面部８１４のうち少なくと
もいずれかに一つ以上の貫通孔８２０を有することができる。例えば、第１リードフレー
ム８１０は、第１上面部８１２と第１側面部８１４の境界部分に隣接して一つ以上の貫通
孔８４０を有することができる。貫通孔８２０は、図３７及び図３９で説明したものと同
一の構造を有し、その機能も同一である。
【０２２３】
　第１リードフレーム８１０は、第１上面部８１２と第１側面部８１４の境界部分８０１
に隣接して位置し、貫通孔７２０によって互いに離隔され、第１上面部７１２と第１側面
部７１４を互いに連結する連結部分８５２、８５４、８５６を有することができる。連結
部分８５２、８５４、８５６の構造及び機能は図３７及び図３９で説明したものと同一で
ある。第１リードフレーム８１０は、発光チップ６４２、又は６４４に対応又は隣接して
位置する少なくとも一つの連結部分を有することができる。
【０２２４】
　発光チップ６４２、６４４に対応又は隣接して位置する連結部分（例えば、８５２、８
５４）の第１方向の長さは、発光チップ６４２、６４４に対応していないか、隣接してい
ない連結部分（例えば、８５６）の第１方向の長さよりも長い。
【０２２５】
　パッケージ胴体６２０との結合度及び水分の浸透を防止するための気密性を向上させる
ために、第２側面部８１４の側面の下端部分が側方向に突出した構造である。
【０２２６】
　第２リードフレーム８２０は、第１リードフレーム８１０の少なくともいずれか一つの
側部の周りに配置できる。第２リードフレーム８２０は、第２上面部８２２及び第３側面
部８２４を含むことができる。第２上面部８２２は、第１上面部８１２の周りに配置され
る位置によって第１部分８３２および第２部分８３４に分けられる。
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【０２２７】
　第２上面部８２２の第２部分８３４は、第１上面部８１２の第２側部に対応する、又は
向き合う部分である。第２上面部８２２の第１部分８３２は第２部分８３４の一端と連結
され、第１上面部７１２の第３側部と対応するか、向き合うことができる。第３側部は第
１側部又は第２側部と垂直になる側部である。
【０２２８】
　第２上面部８２２の第２部分８３４は、第１上面部８１２の第１溝部８０３、８０４に
対応する第２突出部８１３、８１４を有することができる。第２突出部８１３、８１４は
、第１発光チップ６４２と第２発光チップ６４４とのワイヤボンディングのための領域で
あって、第１発光チップ６４２と第２発光チップ６４４との間に位置することにより、ワ
イヤボンディングを容易に行うことができる。
【０２２９】
　第３側面部８２４は、第２上面部８２２から下方に一定の角度（例えば、９０°）に折
り曲げることができる。例えば、第３側面部８２４は、第２上面部８２２の第１部分８３
２の一側部から折り曲げられる。第１側面部８１４を基準として第２側面部８１６と第３
側面部８２４は、左右対称な形状を有することができる。パッケージ胴体６２０との結合
度及び水分の浸透を防止するための気密性を向上させるために、第３側面部８２４の側面
の下端部分が側方向に突出した構造であり得る。第１側面部８１４、第２側面部８１６及
び第３側面部８２４は、パッケージ胴体６１０の同一の側面に露出できる。
【０２３０】
　図４６は、他の実施例に係る発光素子パッケージ２００－２の斜視図であり、図４７は
、図４６に示した発光素子パッケージ２００－２の上面図であり、図４８は、図４６に示
した発光素子パッケージ２００－２の正面図であり、図４９は、図４６に示した発光素子
パッケージ２００－２のｃｄ方向の断面図であり、図５０は、図４６に示した第１リード
フレーム６２０’と第２リードフレーム６３０’を示す。上記図面と同一の符号は同一の
構成を示し、前述した内容と重複する内容は省略又は簡略に説明する。
【０２３１】
　図４６～図５０を参照すると、発光素子パッケージ２００－２の第１リードフレーム６
２０’は、第１上面部９３２及び第１側面部９３４を含むことができる。図２８に示した
第１上面部７１２とは異なり、図４１に示した第１上面部９３２は溝部が形成されない。
また、第２リードフレーム６３０’の第２上面部９４２は、図４１に示した第２上面部７
４２の第２部分７４２－２が省略された構造に類似する。
【０２３２】
　第１側面部９３４は、図４１に示した第１側面部７１４とその構造が同一である。第１
上面部９３２の第１方向の長さ（Ｐ１）は、図３７に示した第１上面部７１２の長さより
も短く、第１上面部９３２の第２方向の長さ（Ｊ２）は、第１上面部７１２の第２方向の
長さ（Ｊ１）よりも長い。例えば、第１上面部９３２の第１方向の長さ（Ｐ１）は４．８
ｍｍ～４．９ｍｍであり、第２方向の長さ（Ｊ２）は０．６７ｍｍ～０．７７ｍｍである
。したがって、図４５に示した第１上面部９３２の面積が図４１に示した第１上面部７１
２の面積よりも大きいため、図４６の実施例は、より大きいサイズの発光チップを実装す
ることができる。第１側面部９４４、貫通孔７２２、７２４、連結部分のサイズは図３８
で説明した通りである。
【０２３３】
　第２リードフレーム６３０’は、第２上面部９４２及び第２側面部９４４を含むことが
できる。第２上面部９４２は、第１上面部９３２の第３側部の周りに配置される第１部分
９４２－１と第４側部の周りに配置される第２部分９４２－２を含むことができる。第１
上面部９３２の第３側部は第１上面部９３２の第１側部と垂直になる側部であり、第１上
面部９３２の第４側部は第１上面部９３２の第３側部と向き合う側部である。
【０２３４】
　第２上面部９４２の第１部分９４２－１と第２部９４２－２は、互いに離隔して位置し
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、互いに電気的に分離することができる。
【０２３５】
　第２側面部９４４は、第２上面部９４２の第１部分９４２－１と連結される第１部分９
４４－１と、第２上面部９４２の第２部分９４２－２と連結される第２部分９４４－２と
を含むことができる。但し、第２上面部９４２の第１部分９４２－１及び第２部分９４２
－２の第１方向の長さ（Ｐ２）は、図４１に示した第２上面部７４２の第１部分７４２－
１および第３部分７４２－３の第１方向の長さ（Ｈ２）よりも長い。
【０２３６】
　例えば、第２上面部９４２の第１部分９４２－１及び第２部分９４２－２の第１方向の
長さ（Ｐ２）は１．０４ｍｍ～１．１４ｍｍであり、第２方向の長さ（Ｐ３）は０．４５
ｍｍ～０．５５ｍｍである。
【０２３７】
　リードフレームアレイ（ａｒｒａｙ）において第１リードフレーム６２０’を支持する
ために突出する第１上面部９３２の突出部分（Ｓ２２）の第１方向の長さは０．１４ｍｍ
～０．２４ｍｍである。
【０２３８】
　第１発光チップ６４２は、第１ワイヤ６５３によって第２上面部９４２の第１部分９４
２－１と電気的に接続でき、第２発光チップ６４４は、第２ワイヤ６５５によって第２上
面部９４２の第１部分９４２－２と電気的に接続できる。
【０２３９】
　第１発光チップ６４２及び第２発光チップ６４４はいずれも同一波長の光を発生するこ
とができる。例えば、第１発光チップ６４２及び第２発光チップ６４４は赤色光を発生す
る赤色発光チップであり得る。
【０２４０】
　また、第１発光チップ６４２は、互いに異なる波長の光を発生することができる。例え
ば、第１発光チップ６４２は赤色発光チップであり、第２発光チップ６４４は黄色発光チ
ップであり、第２実施例に係る発光素子パッケージ２００－２に実装される第１発光チッ
プ　６４２及び第２発光チップ６４４は個別に作動することができる。
【０２４１】
　第１リードフレーム６２０’には第１電源（例えば、負（－）の電源）が供給され、第
２リードフレーム６３０’には第２電源（例えば、正（＋）の電源）が供給される。第２
リードフレーム６３０’は、電気的に分離される二つの部分９４２－１と９４４－１、お
よび９４２－２と９４４－２に分けられるので、第１リードフレーム６２０’は、共通電
極として使用し、第２リードフレーム６３０’の第２上面部９４２の第１部分９４２－１
と第２部分９４２－２に個別に第２電源を供給することにより、第１発光チップ６４２と
第２発光チップ６４４を個別に作動させることができる。
【０２４２】
　したがって、図４６に示された発光素子パッケージ２００－２を実施例に係る光源モジ
ュールに実装する場合、光源モジュールは様々な色の面光源を発生することができる。例
えば、第１発光チップ６４２のみを作動させる場合に実施例は赤色の面光源を発生し、第
２発光チップ６４４を作動させる場合に実施例は黄色の面光源を発生することができる。
【０２４３】
　図５１は、実施例に係る発光素子パッケージ２００－１、２００－２の測定温度を示す
。図５１に示された測定温度は発光素子パッケージの発光時の発光チップの温度を示す。
【０２４４】
　ケース１（ｃａｓｅ１）は第１リードフレームの側面部の第１部分及び第２部分の第１
方向の長さが第３部分の長さと同一である場合の発光チップの測定温度を示し、ケース２
（ｃａｓｅ２）は図３３に示された発光チップの測定温度を示し、ケース３（ｃａｓｅ３
）は図４４に示された発光チップの測定温度を示す。
【０２４５】
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　図５１を参照すると、ケース１の測定温度（ｔ１）は４４．５４℃であり、ケース２の
測定温度（ｔ２）は４３．６６℃であり、ケース３の測定温度（ｔ３）は４３．５８℃を
示す。
【０２４６】
　したがって、第１リードフレーム６２０の第１側面部７１４の連結部分７３２、７３４
、７３６のデザインを変更することにより、実施例は放熱効果を向上させることができ、
発光時の発光素子パッケージ２００－１、２００－２に実装された発光チップ６４０の温
度上昇を緩和させることができるので、光度の減少及び波長シフトの発生を防ぐことがで
きる。
【０２４７】
　図５２は、図３３に示された発光チップ６４０の一実施例を示す。図５２に示された発
光チップ６４０は、例えば、６００ｎｍ～６９０ｎｍの波長範囲を有する赤色光を発光す
る垂直型チップである。
【０２４８】
　図５２を参照すると、発光チップ６４０は、第２電極層１８０１、反射層１８２５、発
光構造物１８４０、パッシベーション層１８５０、及び第１電極層１８６０を含む。
【０２４９】
　第２電極層１８０１は、第１電極層１８６０と共に発光構造物１８４０に電源を供給す
る。第２電極層１８０１は、電流注入のための電極材料層１８１０、電極材料層１８１０
上に位置する支持層１８１５、及び支持層１８１５上に位置するボンディング層１８２０
を含むことができる。第２電極層１８０１は、図３７に示された発光素子パッケージ２０
０－１の第１リードフレーム６２０、例えば、第１上面部７１２にボンディングされるこ
とができる。
【０２５０】
　電極材料層１８１０は例えばＴｉ／Ａｕであり、支持層１８１５は例えば金属又は半導
体材料である。又、支持層１８１５は、電気伝導性と熱伝導性の高い材料である。例えば
、支持層１８１５は、銅（Ｃｕ）、銅合金（Ｃｕ　ａｌｌｏｙ）、金（Ａｕ）、ニッケル
（Ｎｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、および銅－タングステン（Ｃｕ－Ｗ）のうち少なくとも
一つを含む金属材料であるか、又はＳｉ、Ｇｅ、ＧａＡｓ、ＺｎＯ、ＳｉＣのうち少なく
とも一つを含む半導体である。
【０２５１】
　ボンディング層１８２０は、支持層１８１５と反射層１８２５との間に配置され、支持
層１８１５を反射層１８２５に接合させる役割をする。ボンディング層１８２０は、接合
金属材料、例えば、Ｉｎ、Ｓｎ、Ａｇ、Ｎｂ、Ｐｄ、Ｎｉ、Ａｕ、Ｃｕのうち少なくとも
一つを含むことができる。ボンディング層１８２０は、支持層１８１５をボンディング方
法で接合するために形成されるものであるので、支持層１８１５をメッキや蒸着法で形成
する場合にはボンディング層１８２０は省略することができる。
【０２５２】
　反射層１８２５は、ボンディング層８２０上に配置される。反射層１８２５は、発光構
造物１８４０から入射される光を反射させ、光取り出し効率を向上させることができる。
反射層１８２５は、反射金属材料、例えば、Ａｇ、Ｎｉ、Ａｌ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｒｕ
、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｈｆのうち少なくとも一つを含む金属又は合金で形成できる
。
【０２５３】
　また、反射層１８２５は、導電性酸化物層、例えば、ＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ
　ｏｘｉｄｅ）、ＩＺＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）、ＩＡＺＯ
（ｉｎｄｉｕｍ　ａｌｕｍｉｎｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）、ＩＧＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ
　ｇａｌｌｉｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）、ＩＧＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｇａｌｌｉｕｍ
　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）、ＡＺＯ（ａｌｕｍｉｎｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）、ＡＴＯ
（ａｎｔｉｍｏｎｙ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）などを用いて単層又は多層で形成できる。ま
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た、反射層１８２５は、ＩＺＯ／Ｎｉ、ＡＺＯ／Ａｇ、ＩＺＯ／Ａｇ／Ｎｉ、ＡＺＯ／Ａ
ｇ／Ｎｉなどのように金属と導電性酸化物を多層で形成できる。
【０２５４】
　反射層１８２５と発光構造物１８４０との間にはオーミック領域（ｏｈｍｉｃ　ｒｅｇ
ｉｏｎ）１８３０が位置することができる。オーミック領域１８３０は、発光構造物１８
４０とオーミック接触する領域であって、発光構造物１８４０に電源が円滑に供給される
ようにする役割をする。
【０２５５】
　発光構造物１８４０とオーミック接触する材料、例えば、Ｂｅ、Ａｕ、Ａｇ、Ｎｉ、Ｃ
ｒ、Ｔｉ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｓｎ、Ｒｕ、Ｐｔ、Ｈｆのうち少なくともいずれか一つを含む物
質を発光構造物１８４０とオーミック接触させることにより、オーミック領域１８３０を
形成することができる。例えば、オーミック領域１８３０を形成する物質はＡｕＢｅを含
むことができ、ドット（ｄｏｔ）形状である。
【０２５６】
　発光構造物１８４０は、ウィンドウ層（ｗｉｎｄｏｗ　ｌａｙｅｒ）１８４２、第２半
導体層１８４４、活性層１８４６、および第１半導体層１８４８を含むことができる。ウ
ィンドウ層１８４２は、反射層１８２５上に配置される半導体層であり、その組成は例え
ばＧａＰである。
【０２５７】
　第２半導体層１８４４は、ウィンドウ層１８４２上に配置される。第２半導体層１８４
４は、３族－５族、２族－６族などの化合物半導体で実現でき、第２導電型ドーパントが
ドープされる。例えば、第２半導体層１８４４は、ＡｌＧａＩｎＰ、ＧａＩｎＰ、ＧａＮ
、ＡｌＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＩｎＮ、ＩｎＡｌＧａＮ、ＡｌＩｎＮ、ＡｌＧａＡ
ｓ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＡｓＰのうちいずれか一つを含むことができ、ｐ型ドーパン
ト（例えば、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ）がドープされる。
【０２５８】
　活性層１８４６は、第２半導体層１８４４と第１半導体層１８４８との間に配置され、
第２半導体層１８４４及び第１半導体層１８４８から提供される電子（ｅｌｅｃｔｒｏｎ
）と正孔（ｈｏｌｅ）の再結合（ｒｅｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ）過程で発生するエネルギ
ーによって光を生成できる。
【０２５９】
　活性層１８４６は、３族－５族、２族－６族の化合物半導体であり、単一井戸構造、多
重井戸構造、量子細線（Ｑｕａｎｔｕｍ－Ｗｉｒｅ）構造、又は量子ドット（Ｑｕａｎｔ
ｕｍ　Ｄｏｔ）構造などで形成できる。
【０２６０】
　例えば、活性層１８４６は、井戸層と障壁層を有する単一又は多重量子井戸構造を有す
ることができる。井戸層は、障壁層のエネルギーバンドギャップより低いバンドギャップ
を有する物質である。例えば、活性層１８４６はＡｌＧａＩｎＰ又はＧａＩｎＰである。
【０２６１】
　第１半導体層１８４８は半導体化合物で形成できる。第１半導体層１８４８は、３族－
５族、２族－６族などの化合物半導体で形成することができ、第１導電型ドーパントがド
ープされる。例えば、第１半導体層１８４８は、ＡｌＧａＩｎＰ、ＧａＩｎＰ、ＧａＮ、
ＡｌＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＩｎＮ、ＩｎＡｌＧａＮ、ＡｌＩｎＮ、ＡｌＧａＡｓ
、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＡｓＰのうちいずれか一つを含むことができ、ｎ型ドーパント
（例えば、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｎなど）がドープされる。
【０２６２】
　発光構造物１８４０は、６００ｎｍ～６９０ｎｍの波長範囲を有する赤色光を発生する
ことができ、第１半導体層１８４８、活性層１８４６、および第２半導体層１８４４は、
赤色光を発生させることができる組成を有する。光取り出し効率を向上させるために、第
１半導体層１８４８の上面は粗さ（ｒｏｕｇｈｎｅｓｓ）１８７０が形成される。
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【０２６３】
　パッシベーション層１８５０は発光構造物１８４０の側面上に配置される。パッシベー
ション層１８５０は発光構造物１８４０を電気的に保護する役割をする。パッシベーショ
ン層１８５０は、絶縁物質、例えば、ＳｉＯ２、ＳｉＯｘ、ＳｉＯｘＮｙ、Ｓｉ３Ｎ４、
又はＡｌ２Ｏ３で形成することができる。パッシベーション層１８５０は、第１半導体層
１８４８の上面の少なくとも一部上に配置することもできる。
【０２６４】
　第１電極層１８６０は、第１半導体層１８４８上に配置でき、所定のパターンを有する
ことができる。第１電極層１８６０は単一又は複数の層である。例えば、第１電極層１８
６０は、順次に積層される第１層１８６２、第２層１８６４、および第３層１８６６を含
むことができる。第１層１８６２は、第１半導体層１８４８とオーミック接触し、ＧａＡ
ｓで形成することができる。第２層１８６４は、ＡｕＧｅ／Ｎｉ／Ａｕ合金で形成するこ
とができる。第３層１８６６は、Ｔｉ／Ａｕ合金で形成することができる。
【０２６５】
　図３３及び図４６に示すように、第１電極層８６０は、ワイヤ６５２、６５４、６５３
、又は６５５により第２リードフレーム６３０又は６３０’に電気的にボンディングされ
る。
【０２６６】
　一般に、発光チップは、温度が上昇すると波長シフトが発生し、光度が減少する。とこ
ろが、青色光を発生する青色発光チップ（Ｂｌｕｅ　ＬＥＤ）及び黄色光を発生する発光
チップ（Ａｍｂｅｒ　ＬＥＤ）に比べ、赤色光を発生する赤色発光チップ（Ｒｅｄ　ＬＥ
Ｄ）は、温度の増加による波長シフト及び光度の減少程度がより大きい。このため、赤色
発光チップを使用する発光素子パッケージおよび光源モジュールは、発光チップの温度上
昇を抑制するための放熱対策が非常に重要である。
【０２６７】
　しかしながら、実施例に係る照明装置１に含まれる光源モジュール１００－１～１００
－２１及び発光素子パッケージ２００－１～２００－２は、上述したように、放熱効率を
向上させることができるので、赤色発光チップを使用しても発光チップの温度上昇を抑制
して波長シフト及び光度の減少を抑制することができる。
【０２６８】
　図５３は他の実施例に係る照明装置２を示す。図５３を参照すると、照明装置２は、ハ
ウジング１３１０、光源モジュール１３２０、拡散板１３３０、およびマイクロレンズア
レイ１３４０を含む。
【０２６９】
　ハウジング１３１０は、光源モジュール１３２０、拡散板１３３０、およびマイクロレ
ンズアレイ１３４０を収納し、透光性材料からなる。
【０２７０】
　光源モジュール１３２０は、上述した実施例（１００－１～１００－２３）のうちいず
れかである。
【０２７１】
　拡散板１３３０は、光源モジュール１３２０を通過して出射される光を全面にわたって
均一に拡散させる役割をする。拡散板１３３０は、上述した光学プレート７０と同じ材質
からなるが、これらに限定されるのではない。他の実施例では拡散板１３３０は省略する
ことができる。
【０２７２】
　マイクロレンズアレイ１３４０は、ベースフィルム１３４２上に複数のマイクロレンズ
１３４４が配置される構造である。それぞれのマイクロレンズ１３４４は既に設定された
間隔だけ互いに離隔させることができる。それぞれのマイクロレンズ１３４４の間は例え
ば平面であり、それぞれのマイクロレンズ１３４４は、５０～５００マイクロメートルの
ピッチを有して互いに離隔される。
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【０２７３】
　図５３では、拡散板１３３０とマイクロレンズアレイ１３４０が別途の構成要素で構成
されたが、他の実施例では、拡散板１３３０とマイクロレンズアレイ１３４０が一体に形
成されても良い。
【０２７４】
　図５５は、実施例に係る車両用テールランプ（ｔａｉｌ　ｌｉｇｈｔ）９００－２を示
し、図５６は、一般的な車両用テールランプを示す。
【０２７５】
　図５５を参照すると、車両用テールランプ９００－２は、第１光源モジュール９５２、
第２光源モジュール９５４、第３光源モジュール９５６、およびハウジング９７０を含む
ことができる。
【０２７６】
　第１光源モジュール９５２は方向指示灯の役割のための光源であり、第２光源モジュー
ル９５４は車幅灯の役割のための光源であり、第３光源モジュール９５６は停止灯の役割
のための光源であるが、これらに限定されるのではなく、その役割を相互に変えることが
できる。
【０２７７】
　ハウジング９７０は、第１～第３光源モジュール９５２、９５４、９５６を収納し、透
光性材料からなる。ハウジング９７０は、車両胴体のデザインに応じて屈曲を有すること
ができる。第１～第３光源モジュール９５２、９５４、９５６のうち少なくとも一つは、
上述した実施例（１００－１～１００－２３）のうちいずれか一つで実現することができ
る。
【０２７８】
　テールランプの場合、停車時に光の強度が１１０カンデラ（ｃｄ）以上であれば遠距離
での視認が可能であり、通常、これより３０％以上の光強度を必要とする。そして、３０
％以上の光出力のためには光源モジュール（例えば、９５２、９５４、又は９５６）に適
用される発光素子パッケージの個数を２５％～３５％以上増加させたり、個々の発光素子
パッケージの出力を２５％～３５％高めなければならない。
【０２７９】
　発光素子パッケージの個数を増加させる場合には、配置空間の限界により製作に困難が
あり得るので、光源モジュールに装着される個々の発光素子パッケージの出力を高めるこ
とで、少ない数でも所望の光強度（例えば、１１０カンデラ以上）を得ることができる。
通常、発光素子パッケージの出力（Ｗ）とその個数（Ｎ）を乗じた値が光源モジュールの
全体出力となるため、所望の光強度を得るために光源モジュールの面積に応じた発光素子
パッケージの適切な出力と個数を定めることができる。
【０２８０】
　一例として消費電力が０．２Ｗであり、出力が１３ルーメン（ｌｍ）である発光素子パ
ッケージの場合には、一定の面積に３７～４２個を配置することにより、１００カンデラ
程度の光強度を出すことができる。しかしながら、消費電力が０．５Ｗであり、光速が３
０ルーメン（ｌｍ）である発光素子パッケージの場合には、同一の面積に１３～１５個だ
けを配置してもほぼ同じ強度の光を得ることができる。一定の出力を得るために一定の面
積を有する光源モジュールに配置しなければならない発光素子パッケージの個数は、配置
間隔（ｐｉｔｃｈ）、レジン層内の光拡散物質の含有量、反射層のパターン形状に応じて
決定することができる。ここで、間隔は、例えば、隣接する二つの発光素子パッケージの
うちいずれかの中間地点から他の一つの中間地点までの距離である。
【０２８１】
　発光素子パッケージを光源モジュール内に配置するときは、一定の間隔をおいて配置す
るが、高出力の発光素子パッケージの場合には、相対的に配置個数を減らすことができ、
広い間隔で配置することができるので、空間を効率的に用いることができる。又、高出力
の発光素子パッケージを狭い間隔で配置する場合には、広い間隔で配置した場合よりも高
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い光の強度を作ることもできる。
【０２８２】
　図５７及び図５８は、実施例に係る車両用テールランプに使用される光源モジュールの
発光素子パッケージの間隔を示す。例えば、図５７は図５５に示した第１光源モジュール
９５２であり、図５８は図５５に示した第２光源モジュール９５４である。
【０２８３】
　図５７及び図５８を参照すると、発光素子パッケージ９９－１～９９－ｎ、又は９８－
１～９８－ｍは、基板１０－１、又は１０－２上に離隔して配置することが可能である。
ｎ＞１である自然数であり、ｍ＞１である自然数である。
【０２８４】
　隣接する二つの発光素子パッケージ間の間隔（例えば、ｐｈ１、ｐｈ２、ｐｈ３又はｐ
ｃ１、ｐｃ２、ｐｃ３）は互いに異なって良いが、その間隔の範囲は８～３０ｍｍが適切
である。
【０２８５】
　これは、発光素子パッケージ９９－１～９９－ｎ、又は９８－１～９８－ｍの消費電力
に応じて変化させることができるが、配置間隔（例えば、ｐｈ１、ｐｈ２、ｐｈ３又はｐ
ｃ１、ｐｃ２、ｐｃ３）が８ｍｍ以下である場合には、隣接する発光素子パッケージ（例
えば、９９－３～９９－４）の光が互いに干渉して認知可能な明部を発生させる可能性が
あるからである。また、配置間隔（例えば、ｐｈ１、ｐｈ２、ｐｈ３又はｐｃ１、ｐｃ２
、ｐｃ３）が３０ｍｍ以上である場合には、光が到達しない領域により暗部を発生させる
可能性があるからである。
【０２８６】
　上述したように、光源モジュール１００－１～１００－２３は、それ自体が柔軟性を有
するため、屈曲を有するハウジング９７０にも容易に装着可能であるので、実施例に係る
車両用テールランプ９００－２はデザインの自由度を向上させることができる。
【０２８７】
　また、光源モジュール１００－１～１００－２３は、熱放出効率を向上させた構造を有
するため、実施例に係る車両用テールランプ９００－２は波長シフトの発生及び光度の減
少を防ぐことができる。
【０２８８】
　図５６に示された一般的な車両用テールランプは点光源であるため、発光時に発光面に
部分的なスポット９６２、９６４が発生し得るが、実施例に係る車両用テールランプ９０
０－２は面光源であるため、発光面全体で均一な輝度及び照度を実現することができる。
【０２８９】
　以上、本発明の技術的思想を例示するための望ましい実施例について説明し図示したが
、本発明はこのように図示されて説明されたとおりの構成及び作用に限定されるのではな
く、技術的思想の範疇を逸脱することなく本発明に対して多数の適切な変形及び修正が可
能であることは、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であれば理解す
ることができる。したがって、そのような適切な変形及び修正と均等物も本発明の範囲に
属するものとみなされるべきである。
【符号の説明】
【０２９０】
１０　　　プリント回路基板　　　　　　２０　　　光源
３０　　　反射シート　　　　　　　　　３１　　　反射パターン
４０　　　レジン層　　　　　　　　　　５２　　　第１光学シート
５４　　　第２光学シート　　　　　　　５６　　　接着層
６０　　　第２光学パターン　　　　　　７０　　　光学プレート
８０　　　第１離隔部　　　　　　　　　８１　　　第２離隔部
９０　　　光反射部材　　　　　　　　　９１　　　間接発光離隔部
１１０　　放熱部材
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１０１－１～１０１－ｎ　　　　　　　サブ光源モジュール
４１０－１、４２０－１、４１０－２　連結固定部
５１０，５２０，５３０，５４０　　　コネクタ
６１０　　パッケージ胴体　　　　　　　６２０　　第１リードフレーム
６３０　　第２リードフレーム　　　　　６４０　　発光チップ
６４５　　ツェナーダイオード　　　　　６５０　　ワイヤ
７１２　　第１上面部　　　　　　　　　７１４　　第１側面部
７２２，７２４　　貫通孔　　　　　　　７４２　　第２上面部
７４４　　第２側面部　　　　　　　　　８０１　　第２電極層
８１０　　電極材料層　　　　　　　　　８１５　　支持層
８２０　　ボンディング層　　　　　　　８２５　　反射層
８３０　　オーミック領域　　　　　　　８４０　　発光構造物
８５０　　パッシベーション層　　　　　８６０　　第１電極層
９００　　車両用ライト　　　　　　　　９１０　　光源モジュール
９２０　　ライトハウジング

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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