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(57)【要約】
【課題】発光ダイオード電球の提供。
【解決手段】この発光ダイオード電球は、発光ダイオー
ド板を具え、該発光ダイオード板は基板と、出光方向が
該基板に平行となるように該基板の辺縁領域に配置され
た側方向発光ダイオードを包含し、これにより該発光ダ
イオード板の照明角度を増し、リードフレームで該発光
ダイオード板を支持し並びに電源を該発光ダイオード板
に供給することで、発光ダイオード電球の信頼度をアッ
プし、製造コストを削減することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光ダイオード電球において、
　収容室を開口を具えたバルブシェルと、
　底部とリング開口を具えて該バルブシェルと接合される接合リングと、
　該リング開口に接合される口金開口を具えた口金と、
　該接合リングの該底部に接合されて、該収容室に延伸された第１端と該口金に電気的に
接続された第２端とを具え、該第１端は第１リードフレームと第２リードフレームを包含
する心柱と、
　少なくとも一つのＬＥＤ板であって、該第１端に設けられ、各該ＬＥＤ板は第１電源ピ
ンと第２電源ピンを具え、該第１電源ピンと該第１リードフレームが接合され、該第２電
源ピンと該第２リードフレームが接合される、上記少なくとも一つのＬＥＤ板と、
　を包含し、そのうち、各該ＬＥＤ板が基板と、該基板の表面に設けられた複数の正方向
ＬＥＤと複数の側方向ＬＥＤとを具え、該複数の正方向ＬＥＤは該基板の表面に対して垂
直な出光方向を有し、該複数の側方向ＬＥＤは該基板の表面に対して平行な出光方向を有
することを特徴とする発光ダイオード電球。
【請求項２】
　請求項１記載の発光ダイオード電球において、該複数の側方向ＬＥＤが該複数の正方向
ＬＥＤを囲むように配置されたことを特徴とする発光ダイオード電球。
【請求項３】
　請求項２記載の発光ダイオード電球において、該複数の側方向ＬＥＤが該基板の表面の
辺縁領域に繞設されて、該ＬＥＤ板の上側、下側、左側、右側方向に発光することを特徴
とする発光ダイオード電球。
【請求項４】
　請求項１記載の発光ダイオード電球において、該基板が両面回路板を包含することを特
徴とする発光ダイオード電球。
【請求項５】
　請求項４記載の発光ダイオード電球において、該両面回路板の相反する表面それぞれに
、該複数の正方向ＬＥＤの一部分と該複数の側方向ＬＥＤの一部が設けられて、該ＬＥＤ
板の前側方向及び後側方向の発光を達成したことを特徴とする発光ダイオード電球。
【請求項６】
　請求項１記載の発光ダイオード電球において、該基板は、
　第１印刷回路板の２側に位置する第１表面と第２表面を具えた第１片面回路板と、
　第２印刷回路板の２側に位置する第３表面と第４表面を具え、該第２表面が該第４表面
に接合される第２片面回路板と、
　を包含し、該第１表面と該第３表面それぞれに、該複数の正方向ＬＥＤと該複数の側方
向ＬＥＤの一部が設けられたことを特徴とする発光ダイオード電球。
【請求項７】
　請求項１記載の発光ダイオード電球において、該基板は、第１導電部と第２導電部を具
え、該第１導電部と第２導電部はそれぞれ第１電源ピンと第２電源ピンに接続され、並び
に該複数の正方向ＬＥＤと該側方向ＬＥＤを電気的に接続することを特徴とする発光ダイ
オード電球。
【請求項８】
　請求項７記載の発光ダイオード電球において、該第１電源ピンと該第２電源ピンは、該
基板の該第１導電部と該第２導電部の異なる側面に電気的に接続されたことを特徴とする
発光ダイオード電球。
【請求項９】
　請求項７記載の発光ダイオード電球において、該第１電源ピンと該第２電源ピンは、は
んだ付け、導電樹脂による固定、係合、ネジ止めのいずれかにより該第１導電部と該第２
導電部と電気的に接続されることを特徴とする発光ダイオード電球。
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【請求項１０】
　請求項１記載の発光ダイオード電球において、該口金と該心柱の第２端の間に電気的に
接続された電源制御ユニットを包含することを特徴とする発光ダイオード電球。
【請求項１１】
　請求項１記載の発光ダイオード電球において、該第１リードフレームの該収容室中での
延伸距離は、該第２リードフレームの該収容室中での延伸距離より大きいことを特徴とす
る発光ダイオード電球。
【請求項１２】
　請求項１記載の発光ダイオード電球において、該接合リングが該バルブシェルの開口を
接合するための凹溝を具えたことを特徴とする発光ダイオード電球。
【請求項１３】
　請求項１記載の発光ダイオード電球において、該接合リングは接着、熱融着、圧着、緊
密組合せ或いはネジの嵌め合いのいずれかにより該バルブシェルに接合されることを特徴
とする発光ダイオード電球。
【請求項１４】
　請求項１記載の発光ダイオード電球において、該心柱は接着、熱融着、圧着、緊密組合
せ或いはネジの嵌め合いのいずれかにより該底部に接合されることを特徴とする発光ダイ
オード電球。
【請求項１５】
　請求項１記載の発光ダイオード電球において、該第１電源ピンと該第２電源ピンは、は
んだ付け、導電樹脂による固定、係合、巻き付け固定により該第１リードフレームと該第
２リードフレームと電気的に接続されることを特徴とする発光ダイオード電球。
【請求項１６】
　請求項１記載の発光ダイオード電球において、該第１リードフレームと該第２リードフ
レームは長尺状構造を有して、該バルブシェルの該開口を通りやすくされたことを特徴と
する発光ダイオード電球。
【請求項１７】
　請求項１記載の発光ダイオード電球において、該口金は外部電源に接続され、該外部電
源の提供する電流が、該口金より該心柱をとおり該基板に流れ、これにより該複数の正方
向ＬＥＤと該複数の側方向ＬＥＤが発光させられることを特徴とする発光ダイオード電球
。
【請求項１８】
　請求項１７記載の発光ダイオード電球において、該外部電源が交流電源とされたことを
特徴とする発光ダイオード電球。
【請求項１９】
　請求項１８記載の発光ダイオード電球において、該交流電源の正の半周期に、該複数の
正方向ＬＥＤと該複数の側方向ＬＥＤの一部が発光し、且つ該交流電源の負の半周期に、
該複数の正方向ＬＥＤと該複数の側方向ＬＥＤの別の一部が発光することを特徴とする発
光ダイオード電球。
【請求項２０】
　請求項１９記載の発光ダイオード電球において、該正の半周期に発光する該複数の正方
向ＬＥＤと該複数の側方向ＬＥＤの一部と、該負の半周期に発光する該複数の正方向ＬＥ
Ｄと該複数の側方向ＬＥＤの別の一部が、それぞれ該基板の相反する表面に設置されたこ
とを特徴とする発光ダイオード電球。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一種の電球に係り、特に一種の発光ダイオード電球に関する。
【背景技術】
【０００２】



(4) JP 2010-245037 A 2010.10.28

10

20

30

40

50

　伝統的な白熱灯は、リードフレームでフィラメント例えばタングステンフィラメントを
支持し、該リードフレームは口金を介して外部電源に接続され、並びに該外部電源が該フ
ィラメントに供給され、電流を該フィラメントに流すことで、広範囲の均一な光線を発生
する。それは、照明角度が大きいものの、電力を消耗し、高温で使用寿命が短い等の欠点
を有している。
【０００３】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）電球は、寿命が長く、節電でき、廃棄物による環境汚染を発
生しない長所があるため、伝統的な白熱灯に変わり、新時代の照明設備となりつつある。
しかし、照明角度が不足し、製造コストが高くなりがちであるため、広く日常生活で応用
されるに至らない。
【０００４】
　特許文献１は、一種のＬＥＤ電球を開示し、それは、複数のＬＥＤを一つの基体上に取
り付け、各ＬＥＤの出光方向をその位置する基底と垂直とし、立体アレイ構造を形成し、
広く均一な光線を獲得し、照明角度不足の問題を解決する。その欠点は、製造コストが高
く、組立が困難で製造歩留り制御が制御しにくく、且つＬＥＤ数が少ない状況では、大照
明角度を得られないことである。このほか、これらのＬＥＤが設置された基体は有効に放
熱される必要があり、ゆえに、該基体の側辺は凹溝設計とされ、そのためにＬＥＤを該基
体の側辺に設置できず、このためＬＥＤの発生する光線は、有効に該ＬＥＤ電球の側辺よ
り照射され得ない。
【０００５】
　また、周知の市販されている普通のピンタイプのＬＥＤ豆電球は、そのピンの多くが細
長形であり、複数のＬＥＤ豆電球を接続して多角度出光の設計を形成しているが、往々に
して、安定し信頼できる構造を提供することができない。また、これらＬＥＤ豆電球のピ
ンを異なる方向に屈折させることで、多角度出光の設計を達成しているために、その全体
構造の安定度が下がり、且つ複数のピン間の接続が電流流通時にピン間の設計或いは距離
が不当であるために、短絡及び安全上の欠点を発生する。
【０００６】
　特許文献２は、一種の照明装置を開示し、それは、基板の単一表面に正方向ＬＥＤを配
置し、該単一表面の２側辺縁に側方向ＬＥＤを配置し、全体輝度をアップしている。しか
し、その設計は基板の単一表面のみに正方向及び側方向ＬＥＤを設置し、並びにＬＥＤを
設けた基板の反対の表面或いは基板の底部に駆動回路を設けている。ゆえに、これらＬＥ
Ｄは全面的に該基板を囲んでおらず、光線を基板の上方、下方、左方、右方、前方及び後
方に向けて広く均一に出光させることができない。また、この照明装置は駆動回路により
これらＬＥＤを駆動し、該駆動回路はこれらの放熱を必要とするＬＥＤと反対の側辺或い
は底部に隣接するため、この照明装置は有効にＬＥＤと基板の放熱を提供できず、過熱を
もたらし、このため照明装置の寿命が限られて信頼度が下がる欠点がある。
【０００７】
　このため、有効に照明角度、出光方向を増すことができ、並びに採用するＬＥＤの寿命
と放熱、全体構造と設計の信頼度を維持でき、且つ製造コストが低いＬＥＤ電球が望まれ
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許公開第２００５０２５４２６４号明細書
【特許文献２】台湾実用新案第Ｍ３４０５６２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的の一つは、照明角度と出光方向を増加したＬＥＤ電球を提供することにあ
る。
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【００１０】
　本発明の目的の一つは、信頼度が高いＬＥＤ電球を提供することにある。
【００１１】
　本発明の目的の一つは、製造コストが低いＬＥＤ電球を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明によると、ＬＥＤ電球は、収容室を開口を具えたバルブシェルと、該バルブシェ
ルと接合されて底部とリング開口を具えた接合リングと、該リング開口に接合される口金
開口を具えた口金と、該接合リングの該底部に接合されて、該収容室に延伸された第１端
と該口金に電気的に接続された第２端とを具え、該第１端は第１リードフレームと第２リ
ードフレームを包含する心柱と、少なくとも一つのＬＥＤ板であって、該第１端に設けら
れ、各該ＬＥＤ板は第１電源ピンと第２電源ピンを具え、該第１電源ピンと該第１リード
フレームが接合され、該第２電源ピンと該第２リードフレームが接合される、上記少なく
とも一つのＬＥＤ板と、を包含する。
【００１３】
　各該ＬＥＤ板は基板と、該基板の表面に設けられた複数の正方向ＬＥＤと、複数の側方
向ＬＥＤを具え、該複数の正方向ＬＥＤは該基板の表面に対して垂直な出光方向を有し、
該複数の側方向ＬＥＤは該基板の表面に対して平行な出光方向を有する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は出光方向が該基板の表面に対して平行な複数の側方向ＬＥＤが該基板の辺縁領
域に配置され、これにより少なくとも一つのＬＥＤ板が側方向光線を有するものとされて
、照明角度が広範となり、均一な光線を獲得する。また、該リードフレームが該少なくと
も一つのＬＥＤ板を支持することにより、該ＬＥＤ電球の信頼度を増し、製造コストを削
減する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明のＬＥＤ電球の第１実施例の構造表示図である。
【図２】図１のＬＥＤ電球の分解図である。
【図３】図１のＬＥＤ電球の電気回路図である。
【図４】本発明のＬＥＤ電球の第２実施例の構造表示図である。
【図５】本発明中、ＬＥＤ板の表示図である。
【図６】図４の縦断面図である。
【図７】本発明中、ＬＥＤ板の第１実施例表示図である。
【図８】本発明中、ＬＥＤ板の第２実施例表示図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は本発明のＬＥＤ電球１００の構造表示図、図２は図１のＬＥＤ電球の分解図、図
３は図１のＬＥＤ電球の電気回路図である。
【００１７】
　ＬＥＤ電球１００中、バルブシェル１１０はその頸部１１４で接合リング１４０の凹溝
１４４に接合され、例えば、接合媒体１７０（例えば接着剤）が該凹溝１４４と頸部１１
４の間に注入され、バルブシェル１１０の開口１１６が封じられると共に、接合リング１
４０とバルブシェル１１０が一体に接合される。口金１５０はその口金開口１５４で接合
リング１４０のリング開口１４６と接合され、例えば緊密組合せ或いは接着方式で接合さ
れる。口金１５０の上部１５２が外部電源２３０に接続され、心柱１３０が該接合リング
１４０の底部１４２と接合され、例えば、接合媒体１８０（例えば接着剤）が底部１４２
と心柱１３０の間に注入されて、接合リング１４０と心柱１３０が一体に接合される。心
柱１３０の前端１３４はバルブシェル１１０の収容室１１２中に延伸され、前端１３４は
リードフレーム１３１、１３２を包含する。リードフレーム１３１、１３２はＬＥＤ板１
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２０の電源ピン１２１、１２２と電気的に接続されている。心柱１３０の後端１３６は口
金１５０に電気的に接続され、例えば導線１３３により口金開口１５４に電気的に接続さ
れて、導線１３５により接合リング１４０と電源制御ユニット１６０を介して該口金１５
０の上部１５２に接続され、外部電源２３０を心柱１３０に供給する。本実施例では、Ｌ
ＥＤ板１２０が収容室１１２中に支持されると共に、外部電源２３０がＬＥＤ板１２０に
供給される。
【００１８】
　ある実施例では、電源制御ユニット１６０は降圧或いは限圧素子、例えば抵抗を包含し
、ＬＥＤ板１２０に供給する外部電源２３０の供給電力の大きさを所定の範囲内に制御す
る。理解できることは、ＬＥＤ板１２０に設置されるＬＥＤ数量及びワット数等の要求に
応じて、本発明の別の実施例では、電源制御ユニット１６０を設置しないことも可能であ
る。
【００１９】
　異なる実施例において、接合リング１４０は接着、熱融着、圧着、緊密組合せ或いはネ
ジの嵌め合い等により、バルブシェル１１０と接合され、接合リング１４０は接着、熱融
着、圧着、緊密組合せ或いはネジの嵌め合い等により心柱１３０と接合され、電源ピン１
２１、１２２ははんだ付け、導電樹脂による固定、係合、巻き付け固定によりリードフレ
ーム１３１、１３２と電気的接続を形成する。
【００２０】
　図１及び図２に示されるように、リードフレーム１３１、１３２はバルブシェル１１０
の開口１１６より収容室１１２中に挿入され、並びにそれに接合されたＬＥＤ板１２０と
共に収容室１１２中に支持される。好ましくは、本発明のリードフレーム１３１、１３２
は長尺状構造、例えば導電金属線或いは金属棒とされ、リードフレーム１３１、１３２は
それ自身の構造或いは形態を調整できる構造とされ、異なる大きさの開口１１６より異な
るサイズのバルブシェル１１０中に置き入れられる。
【００２１】
　心柱１３０の前端１３４は外向きに収容室１１２中に延伸され、そのうち、リードフレ
ーム１３１の収容室１１２中に延伸された距離は、リードフレーム１３２の収容室１１２
中に延伸された距離より大きく、電流が口金１５０をとおり心柱１３０に供給される時、
この電流はリードフレーム１３１をとおりＬＥＤ板１２０に流れ、並びにリードフレーム
１３２をとおり流出するか、或いはリードフレーム１３２をとおりＬＥＤ板１２０に流れ
、さらにリードフレーム１３１をとおり流出する。理解されたいことは、どのようにリー
ドフレーム１３１、１３２の形態を変化させても、例えば、湾曲或いは屈折、或いは空心
或いは実心の構造としても、いずれも本発明の変化実施例に属することである。
【００２２】
　異なる実施例において、使用の必要に応じて、ＬＥＤ板１２０の使用数量を調整するこ
とにより、ＬＥＤ電球１００の応用の自由度を増すことができる。図４は本発明の別の実
施例であり、そのうち、ＬＥＤ電球２００は、一つ以上のＬＥＤ板１２０を包含し、例え
ば、相互に隣接する二つのＬＥＤ板１２０、１２０’を包含し、相互に対応する電源ピン
１２１、１２２、１２１’、１２２’によりリードフレーム１３１、１３２と電気的接続
を形成している。
【００２３】
　理解されたいことは、二つ以上のＬＥＤ板１２０が心柱１３０により収容室１１２中に
支持され、これにより、ＬＥＤ電球２００の輝度をアップし、これもまた本発明の変化実
施例である。また、ＬＥＤ板１２０、１２０’は相互に平行或いは相互に側方向に隣接す
る方式でリードフレーム１３１、１３２に設置可能である。
【００２４】
　ある実施例において、ＬＥＤ板１２０、１２０’の電源ピン１２１、１２２、１２１’
、１２２’ははんだ付け、導電樹脂による固定、係合、巻き付け固定により心柱１３０の
リードフレーム１３１、１３２に接合される。
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【００２５】
　図５はＬＥＤ板１２０の表示図であり、図６は図５の縦断面図である。図５、６に示さ
れるように、ＬＥＤ板１２０は基板３１０及び該基板３１０の表面に位置する複数の正方
向ＬＥＤ３２０及び複数の側方向ＬＥＤ３３０を具えている。該複数の正方向ＬＥＤ３２
０の出光方向３４２は基板３１０の表面に対して垂直であり、該複数の側方向ＬＥＤ３３
０の出光方向３５２は基板３１０の表面に対して平行であり、該側方向ＬＥＤ３３０は基
板３１０の辺縁領域に配置され、複数の正方向ＬＥＤ３２０は基板の表面上に配置される
。
【００２６】
　例えば、複数の側方向ＬＥＤ３３０は基板３１０の辺縁領域にはんだ付けされて、複数
の側方向ＬＥＤ３３０が基板３１０を囲み、ＬＥＤ板１２０が複数の側方向ＬＥＤ３３０
の発生する、上側出光方向３６０、下側出光方向３６２、左側出光方向３６３、及び右側
出光方向３６１の４方向の光線と、複数の正方向ＬＥＤ３２０の発生する前側出光方向３
６６と後側出光方向３６４の光線（図６）を具備するものとされ、こうして多方向の出光
効果を獲得し、平面のＬＥＤ板の構造で、照明角度を増す目的を達成し、広範で均一な光
線を獲得する。本実施例中、複数の正方向ＬＥＤ３２０は、上出光型表面実装ＬＥＤを包
含し、複数の側方向ＬＥＤ３３０は側方向出光型表面実装ＬＥＤを包含する。
【００２７】
　図５を参照されたい。ある実施例において、基板３１０は導電部１２３及び１２５を具
えて複数の正方向ＬＥＤ３２０及び複数の側方向ＬＥＤ３３０に電気的に接続され、並び
に電源ピン１２１、１２２と接合されて電気的接続を形成する。そのうち、導電部１２３
、１２５は導電パッド、例えば金属パッドを包含し、電流を電源ピン１２１、１２２より
導電部１２３、１２５を介して複数の正方向ＬＥＤ３２０及び複数の側方向ＬＥＤ３３０
に流す。
【００２８】
　ある実施例では、電源ピン１２１、１２２は導電部１２３、１２５の同一側面に電気的
に接続される。別の実施例では、電源ピン１２１、１２２は、それぞれ導電部１２３、１
２５の異なる側面に電気的に接続される。また、電源ピン１２１、１２２ははんだ付け、
導電樹脂による固定、係合、ネジ止めにより導電部１２３、１２５に接合されて電気的接
続を形成する。ゆえに、電流は電源ピン１２１より導電部１２３をとおり複数の正方向Ｌ
ＥＤ３２０及び複数の側方向ＬＥＤ３３０に流れ、並びに導電部１２５をとおり電源ピン
１２２より流出するか、或いは電流は反対方向に流れ、電源ピン１２２より導電部１２５
をとおり複数の正方向ＬＥＤ３２０及び複数の側方向ＬＥＤ３３０に流れ、並びに導電部
１２３をとおり電源ピン１２１より流出し、こうして安全で信頼できる構造と設計を提供
する。
【００２９】
　図７に示されるように、ある実施例において、図５中の基板３１０は、両面回路板４１
０を包含し、該両面回路板４１０の相反する２側表面４１２、４１４に、それぞれ複数の
ＬＥＤ板１２０と複数の側方向ＬＥＤ３３０の一部が設けられ、例えば複数の正方向ＬＥ
Ｄ３２０と複数の側方向ＬＥＤ３３０の一部が表面４１２に配置され、複数の正方向ＬＥ
Ｄ３２０と複数の側方向ＬＥＤ３３０の別の一部が表面４１４に配置される。
【００３０】
　そのうち、両面回路板４１０は硬質回路板或いは軟質回路板とされる。図８に示される
ように、別の実施例では、図５中の基板３１０は片面回路板４２０、４３０を包含し、該
片面回路板４２０はその２側に位置する表面４２２、４２４を有し、該片面回路板４３０
はその２側に位置する表面４３２、４３４を有する。複数の正方向ＬＥＤ３２０と複数の
側方向ＬＥＤ３３０の一部は片面回路板４２０の表面４２２に配置され、複数の正方向Ｌ
ＥＤ３２０と複数の側方向ＬＥＤ３３０の別の一部は片面回路板４３０の表面４３４に配
置され、片面回路板４２０の表面４２４と片面回路板４３０の表面４３２が接合される。
そのうち、片面回路板４２０、４３０は硬質回路板或いは軟質回路板を包含する。理解さ
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れたいことは、異なる実施例において、複数の正方向ＬＥＤ３２０が片面回路板４２０の
表面４２２に配置され、複数の側方向ＬＥＤ３３０が片面回路板４３０の表面４３４に配
置され得ることである。
【００３１】
　図５を参照されたい。基板３１０の辺縁領域に配置されて出光方向３５２が基板３１０
の表面に平行である複数の側方向ＬＥＤ３３０により、側方向出光の効果が達成され、こ
れにより、ＬＥＤ板１２０が多方向出光して広範で均一な光線を発生し、すなわち、ＬＥ
Ｄ数が比較的少ない状況でも、大照明角度を発生でき、これにより、基板３１０の大きさ
と正方向ＬＥＤ３２０と側方向ＬＥＤ３３０の数を必要により調整することで、ＬＥＤ板
１２０を異なるサイズの電球、例えば口金サイズがＥ１０／Ｅ１２、Ｅ１４／Ｅ１７、Ｅ
２６／Ｅ２７、Ｂ１５／Ｂ２２及びＧＵ－１０の電球に適用でき、応用自由度を増すこと
ができる。
【００３２】
　本発明は表面実装ＬＥＤ或いは回路板接合ＬＥＤで構成したＬＥＤ板１２０をＬＥＤ電
球の光源とすることで、ピン式のＬＥＤ豆電球を光源とするＬＥＤ電球或いは設計に較べ
、安定し電流制御が安全な長所を有し、また、表面実装ＬＥＤは上方向出光と側方向出光
の二種類の形式を有し、ピン式ＬＥＤ豆電球よりも高効率、高歩留り、低コスト、及び部
品が簡単である等の長所を有する。このほか、表面実装ＬＥＤのサイズはピン式ＬＥＤ豆
電球よりも小さく、表面実装ＬＥＤでＬＥＤ板１２０を構成する時、ＬＥＤ電球のサイズ
を多様化でき、並びに有効に製造コストを削減できる。
【００３３】
　図１、３及び図５を参照されたい。ＬＥＤ板１２０の複数の正方向ＬＥＤ３２０及び複
数の側方向ＬＥＤ３３０は電気的に接続されてＬＥＤグループ２１０とＬＥＤグループ２
２０を形成する。各ＬＥＤグループ２１０、２２０中のＬＥＤは同じ電極性方向で接続さ
れ、その接続方式は、直列、並列或いはその組合せを包含し、ＬＥＤグループ２１０とＬ
ＥＤグループ２２０は反対の電極性で外部電源２３０に並列に接続され、外部電源２３０
は電源制御ユニット１６０により降圧或いは限圧されて、外部電源２３０の大きさが所定
の範囲内に制御され、並びに心柱１３０より電源ピン１２１、１２２及び導電部１２３、
１２５をとおり複数の正方向ＬＥＤ３２０及び側方向ＬＥＤ３３０に供給されて、複数の
正方向ＬＥＤ３２０及び複数の側方向ＬＥＤ３３０を駆動し発光させる。
【００３４】
　ある実施例では、外部電源２３０は交流電源を包含し、該交流電源は正の半周期の時、
複数の正方向ＬＥＤ３２０と複数の側方向ＬＥＤ３３０の一部が点灯し、該交流電源が負
の半周期の時、複数の正方向ＬＥＤ３２０と複数の側方向ＬＥＤ３３０の別の一部が点灯
し、例えば、該交流電源が正の半周期の期間、ＬＥＤグループ２１０が点灯し、該交流電
源が負の半周期の期間、ＬＥＤグループ２２０が点灯し、ＬＥＤグループ２１０とＬＥＤ
グループ２２０が交替発光し、広く均一な大照明角度の光線を発生する。
【００３５】
　ある実施例では、ＬＥＤグループ２１０は基板３１０の一側表面に位置する複数の正方
向ＬＥＤ３２０と複数の側方向ＬＥＤ３３０を包含し、ＬＥＤグループ２２０は基板３１
０の別の一側表面に位置する複数の正方向ＬＥＤ３２０と複数の側方向ＬＥＤ３３０を包
含し、これによりＬＥＤ板１２０の２側が交替発光する。
【００３６】
　別の実施例では、ＬＥＤグループ２１０は基板３１０の上半部に配置された複数の正方
向ＬＥＤ３２０と複数の側方向ＬＥＤ３３０を包含し、ＬＥＤグループ２２０は基板３１
０の下半部に配置された複数の正方向ＬＥＤ３２０と複数の側方向ＬＥＤ３３０を包含し
、これによりＬＥＤ板１２０の上下が交替発光するか、或いは、ＬＥＤグループ２１０は
基板３１０に配置された複数の正方向ＬＥＤ３２０を包含し、ＬＥＤグループ２２０は基
板３１０に配置された複数の側方向ＬＥＤ３３０を包含する。
【００３７】
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　同様に、ＬＥＤ電球１００が複数のＬＥＤ板１２０を包含する時、複数のＬＥＤ板１２
０に配置された複数の正方向ＬＥＤ３２０と複数の側方向ＬＥＤ３３０は電気的に接続さ
れてＬＥＤグループ２１０とＬＥＤグループ２２０を形成する。
【００３８】
　図３から図５に示されるように、ある実施例において、ＬＥＤグループ２１０はＬＥＤ
板１２０に配置された複数の正方向ＬＥＤ３２０と複数の側方向ＬＥＤ３３０を包含し、
ＬＥＤグループ２２０はＬＥＤ板１２０’に配置された複数の正方向ＬＥＤ３２０と複数
の側方向ＬＥＤ３３０を包含し、これにより、ＬＥＤ板１２０、１２０’が交替発光する
。また別の実施例では、ＬＥＤグループ２１０はＬＥＤ板１２０、１２０’に配置された
複数の正方向ＬＥＤ３２０を包含し、ＬＥＤグループ２２０はＬＥＤ板１２０、１２０’
に配置された複数の側方向ＬＥＤ３３０を包含する。
【００３９】
　本発明は平面構造でＬＥＤ電球の照明角度を増す目的を達成し、周知の立体アレイ構造
により照明角度を増すのに較べ、本発明は部品が簡単で、組立が容易で歩留りが高い長所
を有し、大幅に製造コストを削減できるほか、使用過程で、少数のＬＥＤが故障しても、
ＬＥＤ電球は正常に動作するため、経済的である。
【００４０】
　さらに、本発明のリードフレームはＬＥＤ板を支持するほか、外部電源をＬＥＤ板に供
給し、これによりその構造は、標準の一般電球規格構造を採用でき、既存の電球のガラス
形態及び口金と相容する。このほかＬＥＤ板に配置された複数のＬＥＤが電気的に接続さ
れて二つのＬＥＤグループを形成し、該二つのＬＥＤグループは反対の電極性で並列に外
部電源に接続される。
【００４１】
　好ましくは、該外部電源が交流電源である時、電源制御ユニットにより該交流電源の大
きさを所定範囲に制御し、直接ＬＥＤ板を駆動して二つのＬＥＤグループを交替発光させ
るか、或いはＬＥＤ板に設置されるＬＥＤ数量及びワット数を調整し、該交流電源でＬＥ
Ｄ板を駆動して二つのＬＥＤグループを交替発光させて電源制御ユニットを省略する。こ
れにより、電流アダプタ（例えば交流直流変換アダプタ）を使用せずに、高い信頼性を有
し安全で製造コストが低いＬＥＤ電球を提供できる。
【００４２】
　以上の説明及び記載は本発明の技術特徴に関するものである。理解されたいことは、関
係部品の変更、組合せはいずれも本発明の範囲に属することである。なお、本発明におい
て、部品数量の変更はいずれも本発明の範囲に属する。
【符号の説明】
【００４３】
１００　ＬＥＤ電球
１１０　バルブシェル
１１２　収容室
１１４　頸部
１１６　開口
１２０、１２０’　ＬＥＤ板
１２１、１２１’　電源ピン
１２２、１２２’　電源ピン
１２３　導電部
１２５　導電部
１３０　心柱
１３１、１３２　リードフレーム
１３３　導線
１３４　前端
１３５　導線
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１３６　後端
１４０　接合リング
１４２　底部
１４４　凹溝
１４６　リング開口
１５０　口金
１５２　上部
１５４　口金開口
１６０　電源制御ユニット
１７０　接合媒体
１８０　接合媒体
２００　ＬＥＤ電球
２１０　ＬＥＤグループ
２２０　ＬＥＤグループ
２３０　外部電源
３１０　基板
３２０　正方向ＬＥＤ
３３０　側方向ＬＥＤ
３４２　出光方向
３５２　出光方向
３６０　上側出光方向
３６１　右側出光方向
３６２　下側出光方向
３６３　左側出光方向
３６４　後側出光方向
３６６　前側出光方向
４１０　両面回路板
４１２　表面
４１４　表面
４２０　片面回路板
４２２　表面
４２４　表面
４３０　片面回路板
４３２　表面
４３４　表面
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