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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】光学膜を活用してＬＥＤの光源を効率的に利用
できるようにした、ＬＥＤランプを提供する。
【解決手段】ＬＥＤランプは、透光ランプカバー１０、
発光アセンブリ２０及び光学膜３２等を包含し、該発光
アセンブリと該光学膜はいずれも該透光ランプカバーに
対応して組み合わされ、該光学膜は集光膜３２或いは拡
散膜とされ、発光アセンブリの上方に設けられ、該集光
膜は複数の集光マイクロ構造を具え、該拡散膜は複数の
拡散マイクロ構造を具え、それぞれＬＥＤ２６の光線集
中或いは拡散に使用し、ＬＥＤランプを構成する。
【選択図】図１Ｂ
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤランプにおいて、
　透明ランプカバーと、
　発光アセンブリであって、該透光ランプカバーに対応しそれと組み合わされ、該発光ア
センブリは載置シート、該載置シート上に設置された回路板、及び該回路板に電気的に接
続された複数のＬＥＤを具えた、上記発光アセンブリと、
　集光膜であって、該発光アセンブリの上方に設けられ、該集光膜は基板を具え、該基板
が複数の集光マイクロ構造を具えている、上記集光膜と、
　を具えたことを特徴とする、ＬＥＤランプ。
【請求項２】
　請求項１記載のＬＥＤランプにおいて、該発光アセンブリが更に、
　少なくとも一つの反射板であって、該載置シートの上方に凹溝が設けられ、該回路板が
該凹溝に設けられ、該反射板は該凹溝の両側に設けられる、上記反射板と、
　二つの導電シートであって、該導電シートは該透光ランプカバーと該載置シートに嵌合
され、該導電シートに少なくとも一つの電極が設けられ、該電極と該回路板が電気的に相
互に接続され、該導電シート内に少なくとも一つの凸部材が設けられ、該載置シートの底
部下方の該凸部材に対応する位置に少なくとも一つの収容溝が設けられ、該凸部材が該収
容溝に設けられる、上記導電シートと、
　複数のバイパスダイオードであって、これらバイパスダイオードはそれぞれこれらＬＥ
Ｄに並列に接続されている、上記バイパスダイオードと、
　を包含し、該透光ランプカバーの形状は半円の中空管体とされ、該透光ランプカバーの
底側に嵌入部材が設けられ、該載置シートの両側に該嵌入部材に対応する溝が設けられ、
該嵌入部材が該溝に嵌め込まれることを特徴とする、ＬＥＤランプ。
【請求項３】
　請求項１記載のＬＥＤランプにおいて、該集光マイクロ構造はフレネルレンズとされ、
並びに該集光膜が該透光ランプカバーの内表面の外表面のいずれかに貼り付けられたこと
を特徴とする、ＬＥＤランプ。
【請求項４】
　請求項１記載のＬＥＤランプにおいて、該基板は熱可塑性樹脂で構成されたシート或い
はフィルムとされることを特徴とする、ＬＥＤランプ。
【請求項５】
　請求項１記載のＬＥＤランプにおいて、該集光膜は更に、
　該基板の一つの表面に形成されたグリッド層と、該基板の別表面に形成された粘着層と
、該粘着層に設けられた離型層とを包含し、該グリッド層は複数の集光マイクロ構造を具
えたことを特徴とする、ＬＥＤランプ。
【請求項６】
　請求項５記載のＬＥＤランプにおいて、該粘着層はホットメルト樹脂或いはホットメル
トプレッシャーセンシティブ樹脂で形成されたフィルム層とされ、該離型層は粘着層より
離脱可能な離型膜とされることを特徴とする、ＬＥＤランプ。
【請求項７】
　請求項１記載のＬＥＤランプにおいて、該集光膜は更に、
　該基板の一つの表面に形成されたグリッド層、該基板の別表面に形成された印刷層、該
印刷層に設置されたプリズム反射層を包含し、該プリズム反射層はプリズム面と平坦面を
具え、該プリズム面は複数の長尺状のマイクロプリズムで構成され、該平坦面は該印刷層
に貼り付けられることを特徴とする、ＬＥＤランプ。
【請求項８】
　請求項７記載のＬＥＤランプにおいて、各該長尺状のマイクロプリズムは二つの平面を
具え、複数のピークと溝を構成し、並びに該プリズム面の長尺状のマイクロプリズムと該
グリッド層の集光マイクロ構造が相互に垂直であることを特徴とする、ＬＥＤランプ。
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【請求項９】
　ＬＥＤランプにおいて、
　透光ランプカバーと、
　発光アセンブリであって、該透光ランプカバーに対応しそれと組み合わされ、該発光ア
センブリは載置シート、該載置シート上に設置された回路板、及び該回路板に電気的に接
続された複数のＬＥＤを具えた、上記発光アセンブリと、
　拡散膜であって、該発光アセンブリの上方に設けられた、上記拡散膜と、
　を包含したことを特徴とする、ＬＥＤランプ。
【請求項１０】
　請求項９記載のＬＥＤランプにおいて、発光アセンブリが更に、
　少なくとも一つの反射板であって、該載置シートの上方に凹溝が設けられ、該回路板が
該凹溝に設けられ、該反射板は該凹溝の両側に設けられる、上記反射板と、
　二つの導電シートであって、該導電シートは該透光ランプカバーと該載置シートに嵌合
され、該導電シートに少なくとも一つの電極が設けられ、該電極と該回路板が電気的に相
互に接続され、該導電シート内に少なくとも一つの凸部材が設けられ、該載置シートの底
部下方の該凸部材に対応する位置に少なくとも一つの収容溝が設けられ、該凸部材が該収
容溝に設けられる、上記導電シートと、
　複数のバイパスダイオードであって、これらバイパスダイオードはそれぞれこれらＬＥ
Ｄに並列に接続されている、上記バイパスダイオードと、
　を包含し、該透光ランプカバーの形状は半円の中空管体とされ、該透光ランプカバーの
底側に嵌入部材が設けられ、該載置シートの両側に該嵌入部材に対応する溝が設けられ、
該嵌入部材が該溝に嵌め込まれることを特徴とする、ＬＥＤランプ。
【請求項１１】
　請求項９記載のＬＥＤランプにおいて、該拡散膜が該透光ランプカバーの内表面の外表
面のいずれかに貼り付けられたことを特徴とする、ＬＥＤランプ。
【請求項１２】
　請求項９記載のＬＥＤランプにおいて、該拡散膜は、
　基板と、
　該基板の表面に設置された樹脂と、
　該樹脂内に設置された複数の光拡散粒子と、
　を包含したことを特徴とする、ＬＥＤランプ。
【請求項１３】
　請求項９記載のＬＥＤランプにおいて、該拡散膜は、
　基板と、
　該基板の表面に設置された光拡散剤と、
　プリズム板であって、上方に複数の拡散マイクロ構造を具え、該基板の表面に設置され
、該光拡散剤が該基板と該プリズム板の間に位置する、上記プリズム板と、
　を包含したことを特徴とする、ＬＥＤランプ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は一種のランプの構造に係り、特に一種のＬＥＤランプの構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　環境保護意識の台頭に伴い、人々のエネルギー資源の節約を益々重視するようになった
。アセンブリ技術の進歩に伴い、ＬＥＤは非常に速やかに発光照明の技術領域において第
１の地位を占めた。ＬＥＤを光源とする照明器具はランプの多くの欠点を改善し、例えば
体積上、相当に大きな自由度があり、消耗電力が少なく、僅かな電流で駆動可能で熱量が
低く、多種類の異なる波長のＬＥＤを選択できる等の長所がある。ＬＥＤを光源とする照
明器具は上述の問題を解決できるが、全体の照明設備を交換する費用は相当に大きく、ゆ
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えに使用者の交換の希望はあまり高くない。且つ交換後のランプブラケットも新たな環境
保護問題をもたらす。且つＬＥＤの発光強度は比較的低いため、いかに有効にＬＥＤの発
する光線を運用するかが非常に重要な課題である。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
　本考案の目的の一つは一種のＬＥＤランプを提供することにあり、それは集光膜を通し
て、ＬＥＤの光線を集中させ、ＬＥＤの光源を効率的に利用できるようにしたものとする
。
【０００４】
　本考案の目的の二つ目は、一種のＬＥＤランプを提供することにあり、それは拡散膜を
通して、ＬＥＤの光線を拡散させて、ＬＥＤの光源を効率的に利用できるようにしたもの
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本考案の目的及びその解決しようとする課題は以下の技術により実現される。
　本考案のＬＥＤランプは、
　透明ランプカバーと、
　発光アセンブリであって、該透光ランプカバーに対応しそれと組み合わされ、該発光ア
センブリは載置シート、該載置シート上に設置された回路板、及び該回路板に電気的に接
続された複数のＬＥＤを具えた、上記発光アセンブリと、
　集光膜であって、該発光アセンブリの上方に設けられ、該集光膜は基板を具え、該基板
が複数の集光マイクロ構造を具えている、上記集光膜と、
　を具えている。
【０００６】
　このほか、本考案は更に一種のＬＥＤランプを提供し、それは、
　透光ランプカバーと、
　発光アセンブリであって、該透光ランプカバーに対応しそれと組み合わされ、該発光ア
センブリは載置シート、該載置シート上に設置された回路板、及び該回路板に電気的に接
続された複数のＬＥＤを具えた、上記発光アセンブリと、
　拡散膜であって、該発光アセンブリの上方に設けられた、上記拡散膜と、
　を具えている。
【考案の効果】
【０００７】
　本考案のＬＥＤランプは、透光ランプカバーと発光アセンブリを包含し、発光アセンブ
リは透光ランプカバーの下方に設けられ、集光膜或いは拡散膜が発光アセンブリの上方に
設けられる。集光膜或いは拡散膜を通してＬＥＤの光線が集中或いは拡散される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１Ａ】本考案の好ましい実施例の正面図である。
【図１Ｂ】本考案の好ましい実施例の分解図である。
【図１Ｃ】本考案の好ましい実施例の載置シートの局部拡大図である。
【図１Ｄ】本考案の好ましい実施例のＬＥＤを回路板に設置した構造表示図である。
【図１Ｅ】本考案の好ましい実施例のＬＥＤとバイパスダイオードを回路板に設置した構
造表示図である。
【図２】本考案の別の好ましい実施例の分解図である。
【図３Ａ】本考案の好ましい実施例の円柱状集光マイクロ構造の断面図である。
【図３Ｂ】本考案の別の好ましい実施例の球状集光マイクロ構造の断面図である。
【図３Ｃ】本考案の別の好ましい実施例の円錐状集光マイクロ構造の断面図である。
【図３Ｄ】本考案の別の好ましい実施例のフレネルレンズの断面図である。
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【図３Ｅ】本考案の別の好ましい実施例の集光膜の構造表示図である。
【図３Ｆ】本考案の更に別の好ましい実施例の集光膜の構造表示図である。
【図３Ｇ】本考案の更にまた別の好ましい実施例の集光膜の構造表示図である。
【図４Ａ】本考案の別の好ましい実施例の拡散膜の構造表示図である。
【図４Ｂ】本考案の別の好ましい実施例の拡散膜の構造表示図である。
【考案を実施するための形態】
【０００９】
　図１Ａ、図１Ｂ、及び図１Ｃを参照されたい。これらは本考案の好ましい実施例の正面
図、分解図及び載置シートの局部拡大図である。図示されるように、本考案のＬＥＤラン
プは、透光ランプカバー１０、発光アセンブリ２０及び集光膜３２を包含し、発光アセン
ブリ２０は透光ランプカバー１０の下方に設けられ、集光膜３２は発光アセンブリ２０の
上方に設けられる。
【００１０】
　発光アセンブリ２０は載置シート２２、回路板２４及び複数のＬＥＤ２６（発光ダイオ
ード）を包含し、載置シート２２の上方に凹溝２２２が設けられ、回路板２４は該凹溝２
２２の底部に設けられ、載置シート２２の材料は金属を包含し、本実施例ではアルミニウ
ムとされている。複数のＬＥＤ２６が回路板２４の上方に設置され、ＬＥＤ２６は回路板
２４に直列或いは並列に接続され、載置シート２２の材料がアルミ導電材料とされるため
、ＬＥＤ２６が複数の導線２８で電気的に相互に接続される時、導線２８が回路板２４の
上方に設けられることで短絡の状況が防止され、これは図１Ｃに示されるとおりである。
【００１１】
　ＬＥＤ２６の光源の使用効率をアップするため、本考案は更に少なくとも一つの反射板
４０を包含し、該反射板４０は凹溝２２２の両側に設けられる。こうしてＬＥＤ２６は反
射板４０の反射によりその発生した光線が効率的に利用され、本考案のランプの発光効率
が高められる。
【００１２】
　本考案の透光ランプカバー１０の形状は半円の中空管体とされる。透光ランプカバー１
０の底側に嵌入部材１０２が設けられ、載置シート２２の両側に該嵌入部材１０２に対応
して溝２２４が設けられ、透光ランプカバー１０と載置シート２２が相互に組み合わされ
る時、嵌入部材１０２が溝２２４に嵌め込まれる。こうして透光ランプカバー１０が安定
して載置シート２２に設置され、また、透光ランプカバー１０の取り外しにも便利とされ
、こうして本考案の修理の便利性が増されている。
【００１３】
　このほか、本考案は更に二つの導電シート５０を包含し、導電シート５０は透光ランプ
カバー１０と載置シート２２に嵌合され、導電シート５０に少なくとも一つの電極５２が
設けられ、電極５２と回路板２４が電気的に接続される。本考案の外観は既存のランプと
同じであり、使用者が交換して、本考案を周知の既存の蛍光灯の代わりに使用することが
できる。このほか、導電シート５０をしっかりと載置シート２２に組み付けるために、導
電シート５０の内側に少なくとも一つの凸部材５４が設けられ、並びに載置シート２２の
底部下方の凸部材５４に対応する位置に少なくとも一つの収容溝２２６が設けられている
。導電シート５０が透光ランプカバー１０と載置シート２２に嵌合される時、凸部材５４
が収容溝２２６に設けられて、これにより導電シート５０がしっかりと透光ランプカバー
１０と載置シート２２に嵌合され、本考案の便利性と安全性がアップされる。
【００１４】
　図１Ｄと図１Ｅは本考案の好ましい実施例のＬＥＤ及びバイパスダイオードを回路板に
設置した構造表示図である。図示されるように、本考案のＬＥＤ２６は直列或いは並列に
回路板２４に設けられ、並列の方式で回路板２４に接続される場合、そのうちの一つのＬ
ＥＤ２６が損壊しても、その他のＬＥＤ２６の動作に影響は生じない。もし本考案が導線
２８で直列の方式でＬＥＤ２６が回路板２４に設けられるなら、そのうち一つのＬＥＤ２
６が損壊すると、その他のＬＥＤ２６も正常動作不能となる。このため、本考案は各直列
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接続されたＬＥＤ２６にバイパスダイオード２９が接続される。図１Ｅに示されるように
、そのうちの一つのＬＥＤ２６が損壊した後、電流は損壊したＬＥＤ２６に接続されたバ
イパスダイオード２９を流れ、これによりその他の直列接続されたＬＥＤ２６が正常動作
を維持する。バイパスダイオード２９は既存の技術であるため、ここでは詳しく説明しな
い。
【００１５】
　図１に図３Ａから図３Ｄを併せて参照されたい。それは本考案の好ましい実施例の集光
マイクロ構造の断面図である。図示されるように、本考案の集光膜３２は透光ランプカバ
ー１０の内表面或いは外表面に貼り付けられ、集光膜３２に基板３２１があり、該基板３
２１の一面に複数の集光マイクロ構造３２２があり、集光マイクロ構造３２２は円柱状、
球状、円錐状とされるか、或いは集光マイクロ構造３２２はフレネルレンズとされる。集
光膜３２を通してＬＥＤ２６の光線が集められ、ＬＥＤ２６の光線が効率的に集められて
利用される。
【００１６】
　図３Ｅは本考案の別の好ましい実施例の集光膜の構造表示図である。図示されるように
、この実施例の集光膜３２は基板３２１を具え、該基板３２１はプラスチック薄片とされ
、この実施例では熱可塑性樹脂で構成されたシート或いはフィルムとされ、基板３２１は
表面３２１２を具え、基板３２１の表面３２１２にグリッド層３２３が設けられ、グリッ
ド層３２３に複数の集光マイクロ構造３２２があり、集光マイクロ構造３２２は熱可塑性
樹脂を加圧加工してなる基板３２１をエンボスロール加工して表面３２１２に形成した線
形マトリクスの長尺状平凸レンズである。平凸レンズ状の集光マイクロ構造３２２により
、ＬＥＤ２６の光線は効率的に集められて利用される。
【００１７】
　図３Ｆを参照されたい。それは本考案の好ましい実施例の集光膜の構造表示図であり、
図示されるように、この実施例の集光膜３２は、基板３２１、グリッド層３２３、粘着層
３２４、及び離型層３２５を包含する。該基板３２１はプラスチック薄片とされる。該グ
リッド層３２３は基板３２１の一つの表面３２１２に形成され、光学構造を具えた型を用
いて基板３２１の表面に熱圧成形される。或いは、直接樹脂で一つの薄片に直接射出成形
するか押出成形され、さらに光学構造を有するエンボスロールで形成する。該粘着層３２
４はホットメルト樹脂をフィルム層に成形して構成され、基板３２１の別の表面３２１４
にフィルム層が形成される。該離型層３２５は該粘着層３２４の表面に貼り付けられ、該
離型層３２５は離型処理済のフィルムとされ得る。これにより、特定光学構造の集光膜設
計を利用し、ＬＥＤ２６の光線を効率的に集めて利用できる。
【００１８】
　図３Ｇは本考案のまた別の好ましい実施例の集光膜の構造表示図である。図示されるよ
うに、この実施例の集光膜３２は、基板３２１、グリッド層３２３、印刷層３２６、粘着
層３２４、及びプリズム反射層３２７を包含する。グリッド層３２３は熱可塑性樹脂を加
圧加工してなる基板３２１を具え、エンボスロールで線形マトリクスの長尺状平凸レンズ
が直接基板３２１の一つの表面３２１２に形成されている。該粘着層３２４は基板３２１
の別の表面３２１４に貼り合わされる。該印刷層３２６は粘着層３２４に印刷され、その
形成方式はゴム版印刷機を利用し、コンピュータ処理済のパターンを粘着層３２４に印刷
する。
【００１９】
　該プリズム反射層３２７は印刷層３２６の表面に設けられ、その形成方式はプリズム構
造を有する模型を利用し、熱圧成形方式により、プラスチック薄片表面に複数の長尺状の
マイクロプリズムを形成する。そのうち、プラスチック薄片は熱可塑性樹脂で構成される
（例えばアモルファス性ポリエステル薄片）。該プリズム反射層３２７はプリズム面３２
７２と平坦面３２７４を具え、該プリズム面３２７２は複数の長尺状のマイクロプリズム
で構成され、該平坦面３２７４は印刷層３２６上に貼り付けられる。さらに、プリズム反
射層３２７の各１本のマイクロプリズムは二つの平面を具え、複数のピークと溝を形成し
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、該二つの平面の夾角は約９０度とされる。プリズム反射層３２７の発生する全内反射に
より、透光の印刷層３２６上のパターンの可視度が増され、これにより高輝度、高画質に
集光効果が得られる。
【００２０】
　このほか、該プリズム面３２７２の長尺状のマイクロプリズムは、グリッド層３２３の
複数の集光マイクロ構造と相互に垂直であり、パターンの輝度と明晰程度を増す。
【００２１】
　図２も併せて参照されたい。それは本考案の別の実施例の分解図である。この実施例の
先の実施例との違いは、発光アセンブリ２０の上方に拡散膜３４が設置されたことである
。異なる使用方式に対応するため、拡散膜３４を使用してＬＥＤ２６の光線を拡散させて
利用する。拡散膜３４は光或いは光拡散剤（図４Ａに示されるとおり）を使用して光線を
拡散させるか、或いは拡散膜３４の上方に拡散マイクロ構造３４７２が設けられて（図４
Ｂのとおり）光線を拡散させる。
【００２２】
　併せて図４Ａを参照されたい。それは本考案の別の実施例の拡散膜の構造表示図である
。図示されるように、この実施例の拡散膜３４は基板３４２、該基板３４２の表面に設置
された樹脂３４４、該樹脂３４４内に設置された光拡散粒子３４６を包含し、該樹脂３４
４の光拡散粒子３４６の大きさは均一でない。こうして発光アセンブリ２０の光を基板３
４２より樹脂３４４に発射する時、一部の光線が光拡散粒子３４６を通り屈折し、光が拡
散する。拡散膜３４の材料は樹脂を包含し、樹脂３４４はシリコン樹脂、酸化アルミニウ
ム、酸化マグネシウム、酸化亜鉛、酸化チタン及び硫酸バリウムから選択された任意の組
合せの一つとされる。光拡散粒子はポリスチレン、ポリメタクリル酸メチル、ポリカーボ
ネート、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、ポリ乳酸、ポ
リエチレンテレフタレート、二酸化シリコン及び三酸化二アルミニウムから選択したいず
れかとされる。
【００２３】
　図４Ｂは本考案の別の実施例の拡散膜の構造表示図である。図示されるように、この実
施例の拡散膜３４は基板３４３、該基板３４３の表面に設けられた光拡散剤３４５を包含
し、これにより発光アセンブリ２０の光線は基板３４３より発射されて光拡散剤３４５に
より拡散される。この実施例はさらにプリズム板３４７を包含し、該プリズム３４７の上
方に複数の拡散マイクロ構造３４７２が設けられ、プリズム板３４７は基板３４３の表面
に設置されて、光拡散剤３４５は基板３４３とプリズム板３４７の間に位置させられる。
こうして光拡散剤３４５により拡散された光線はさらにプリズム板３４７の拡散マイクロ
構造３４７２を通り発射され、拡散させられた光線がさらに均一とされる。このほか、プ
リズム板３４７は基板３４３の下方に設置することも可能で、これにより発光アセンブリ
２０の光線はまずプリズム板３４７を通り基板３４３の上方の光拡散剤３４５により拡散
され、拡散された光線は均一に発散される。
【００２４】
　以上は本考案の好ましい実施例の説明に過ぎず、本考案の実施の範囲を限定するもので
はなく、本考案の実用新案登録請求の範囲に記載の形状、構造、特徴及び精神に基づきな
し得る均等の変化及び修飾は、いずれも本考案の権利請求範囲内に属する。
【符号の説明】
【００２５】
１０　透光ランプカバー　　　１０２　嵌入部材
２０　発光アセンブリ　　　　２２　載置シート
２４　回路板　　　　　　　　２６　ＬＥＤ
２２２　凹溝　　　　　　　　２２４　溝
２２６　収容溝　　　　　　　２８　導線
２９　バイパスダイオード　　３２　集光膜
３２１　基板　　　　　　　　３２１２　表面
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３２１４　表面
３２２　集光マイクロ構造　　３２３　グリッド層
３２４　粘着層　　　　　　　３２５　離型層
３２６　印刷層　　　　　　　３２７　プリズム反射層
３２７２　プリズム面　　　　３２７４　平坦面
３４　拡散膜　　　　　　　　３４２　基板
３４３　基板　　　　　　　　３４４　樹脂
３４５　光拡散剤　　　　　　３４６　光拡散粒子
３４７　プリズム板　　　　　３４７２　拡散マイクロ構造
４０　反射板　　　　　　　　５０　導電シート
５２　電極　　　　　　　　　５４　凸部材

【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図１Ｃ】
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【図２】 【図３Ａ】
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【図３Ｂ】 【図３Ｃ】

【図３Ｄ】 【図３Ｅ】
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【図３Ｆ】 【図３Ｇ】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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