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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】拡声機能を具有するＬＥＤランプの構造を提供
する。
【解決手段】本体１、放熱座、ＬＥＤモジュール３、拡
声装置４、電子機器５及びルーター６で構成する拡声機
能を有するＬＥＤランプで、本体１に放熱座及びＬＥＤ
モジュール３を結合し、内部に電源駆動モジュール１３
を設け、電源駆動モジュール１３に拡声装置４を接続す
る。ユーザーが電子機器５を操作する際、近距離無線通
信信号が無線でルーター６に発信し、ルーター６を通じ
て一対複数の電気信号に変換してから発信し、複数の拡
声装置４が具有する信号受信モジュール４１内で受信、
更に制御モジュール４２が電気信号を相対応する制御信
号に変換してから発信し、拡声ユニット４３が受信して
から音声を再生し、外側に光を投射及び拡声する。ユー
ザーは電子機器５で制御し、近距離無線通信信号はルー
ター６を通じて拡声装置４内に発信し、音声を再生する
。パーソナリティな音楽環境を作り出し、全体的な付加
機能がアップする。
【選択図】図４
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　本体、放熱座、ＬＥＤモジュール、拡声装置、電子機器及びルーターを含み、
　本体は電源コネクタを具有し、本体に一つの放熱座及びＬＥＤモジュールを結合し、且
つ本体内部に電源コネクタ及びＬＥＤモジュールと接続する少なくとも一つの電源駆動モ
ジュールを設け、その特徴は、
該本体の電源駆動モジュールに拡声装置を接続し、該拡声装置に含まれるのは
電子機器が発信するブルートゥース信号を受信し、ルーターを通じて一対複数の電気信号
に変換して複数個の拡声装置に転送する信号受信モジュールと
信号受信モジュールが受信する電気信号を制御信号に対応するものに変換してから出力す
る制御モジュール及び、
制御信号を受信してから音声を再生する拡声ユニットであることを特徴とする拡声機能を
具有するＬＥＤランプの構造。
【請求項２】
　前記本体の電源コネクタは一つの螺接部であり、該螺接部に金属カバーを螺接し、且つ
金属カバーの下方に導電体を設け、及び金属カバーと導電体の間を区切るための絶縁カバ
ーを設け、
　本体の頂上部分に外側に向けて延伸する筒体があり、筒体の内部に少なくとも一つの電
源駆動モジュールが定位して電源コネクタと接続する収納スペースを形成することを特徴
とする請求項１記載の拡声機能を具有するＬＥＤランプの構造。
【請求項３】
前記本体の放熱座に複数の放熱フィンを具有し、複数の放熱フィンの中央部分に本体の筒
体を挿入して一体に結合できる設置スペースを形成し、且つ放熱フィンの頂上に一つの放
熱ベースを定位することを特徴とする請求項２記載の拡声機能を具有するＬＥＤランプの
構造。
【請求項４】
前記ＬＥＤモジュールは放熱座の放熱ベースに貼り付けて定位する基板を含み、且つ基板
は放熱座に相対する別側表面に少なくとも一つの発光ダイオードを設けることを特徴とす
る請求項３記載の拡声機能を具有するＬＥＤランプの構造。
【請求項５】
前記放熱座の外部は、ＬＥＤモジュールに対応するガラス球が覆って定位することを特徴
とする請求項１記載の拡声機能を具有するＬＥＤランプの構造。
【請求項６】
前記拡声装置はケース本体を具有し、該ケース本体内部に基板を収納し、該基板に信号受
信モジュール、制御モジュール及び拡声ユニットを設け、且つケース本体にそれぞれ基板
及び電源駆動モジュールと接続する複数の導電端子を設けることを特徴とする請求項１記
載の拡声機能を具有するＬＥＤランプの構造。
【請求項７】
前記拡声装置の信号受信モジュールは無線周波数、無線ＬＡＮ或いは無線センサネットワ
ークの無線送信インターフェイスとすることを特徴とする請求項１記載の拡声機能を具有
するＬＥＤランプの構造。
【請求項８】
前記電子機器はパソコンのマザーボード、スマートフォーン、タブレット、或いはノート
パソコンとすることができ、且つ該電子機器に実体のボタンを押す、或いはアクションソ
フトウェアアプリケーションをタッチすることでブルートゥース信号を出力することを特
徴とする請求項１記載の拡声機能を具有するＬＥＤランプの構造。
【請求項９】
前記ルーターは無線のブロードバンドルーター、無線ベースステーション、或いはルータ
とすることを特徴とする請求項１記載の拡声機能を具有するＬＥＤランプの構造。
【考案の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本考案は拡声機能を具有するＬＥＤランプの構造に関し、特に本体に一つの放熱座及び
ＬＥＤモジュールを結合し、本体内部の電源駆動モジュールに一つの拡声装置を接続すれ
ば、電子機器を使ってブルートゥース信号はルーターを通じて複数個の拡声装置内に発信
し、同時に音声を再生することができ、全体の付加機能と効果がアップできる拡声機能を
具有するＬＥＤランプの構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ランプは日常生活の中で、大変重要な役割を担っている。明かりを照らし、クリアな視
界が得られるために夜間活動をスムーズに行うことができる。ランプは室内照明としてほ
か、室外の照明、車のライト、広告灯などとしても使用できる。異なる照明方法を介し、
例えば、夜間或いは暗い角でも使用できる。
【０００３】
　更に一般の照明ランプが使用するランプは、当該蛍光物質の違いに基づき昼光色、ブル
ーライト或いはその他の光の色を出すことができる。これらの蛍光灯の多くは光減衰が早
く、高電力消費、熱くなりやすい及び使用寿命が短いなどの欠点がある。環境保護と省エ
ネのためにも、光源を発光ダイオード(ＬＥＤ)にする業者がいる。それは主に良好な光電
変換効率、波長と光度を固定し、光質を調整できる特徴を持つほか、体積を小さく、低い
発熱量と使用寿命が長いメリットを持つ。
【０００４】
　しかし、目下マーケットにあるＬＥＤランプはフラットランプ、ヘッドライト、テーブ
ルランプなどに適用する。ランプのランプソケット内部に電源駆動モジュールを収納し、
且つランプソケット外部に複数の放熱フィンをサークル状に配列して構成する放熱座を套
設する。放熱座の上に基板及び発光ダイオードを具有する発光モジュールを定位するため
、電源駆動モジュールを介し、ランプソケットを通じて外部電源と接続することで、発光
モジュールに必要な電力を提供する。発光モジュールが外側に光を投射する際、該発光ダ
イオードが発生する熱は基板を通じて複数の放熱フィンに伝わり、熱が素早く放熱できる
手助けをすることで、全体の放熱効果がアップする。
【０００５】
　ただ、従来技術のＬＥＤランプは単一の外側に光を投射する機能のみであり、従来のラ
ンプの代替品としてしか使用できず、ＬＥＤランプがただの電球であるという世間の古い
観念を覆すことができない。現代人が製品に対して、絶え間なくアイディアとインスピレ
ーション及び多くの付加機能を求めるのに連れ、少しでもユーザーの心を揺さぶるデザイ
ンがあると、ランプマーケットでの販売量とマーケットシェアにも影響を及ぼすため、極
めて大事な役割を担っているため、新しいデザインを案出する必要があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１６７４４５号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
　前記公知構造のＬＥＤランプの発展趨勢及びユーザーが製品に対して更なる多くの機能
のニーズを考慮し、拡声機能を具有するＬＥＤランプの構造を提供することを主な課題と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本考案は拡声機能を具有するＬＥＤランプの構造を提供す
る。本考案の主な目的は、本体に放熱座及びＬＥＤモジュールを結合し、本体内部の電源
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駆動モジュールに一つの拡声装置を接続する。ユーザーが電子機器のボタン或いはアクシ
ョンソフトウェアアプリケーションのバーチャルボタンをタッチする際、ブルートゥース
信号が無線でルーターに発信し、ルーターを通じて一対複数の電気信号に変換して発信し
、複数の本体内部の拡声装置が具有する信号受信モジュール内で受信する。更に制御モジ
ュールが電気信号を相対応する制御信号に変換してから発信し、拡声ユニットが受信して
から音声を再生するほか、外側に光を投射及び拡声の多重機能を備える。ユーザーは電子
機器で制御し、ブルートゥース信号はルーターを通じて複数個の拡声装置内に発信し、同
時に音声を再生する。本考案の操作はダイレクト且つ便利であり、パーソナリティな音楽
環境を作り出すことで、全体的な付加機能と効果がアップする。
【考案の効果】
【０００９】
　本考案の構造により、ユーザーは電子機器で制御し、ブルートゥース信号はルーターを
通じて複数個の拡声装置内に発信し、同時に音声を再生する。本考案の操作はダイレクト
且つ便利であり、パーソナリティな音楽環境を作り出すことで、全体的な付加機能と効果
がアップする。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本考案の立体外観図である。
【図２】本考案の立体分解図である。
【図３】本考案の側視断面図である。
【図４】本考案のブロック図である。
【図５】本考案の拡声装置の立体外観図である。
【図６】本考案の拡声装置の立体分解図である。
【図７】本考案の最良実施例の使用状態図である。
【考案を実施するための形態】
【００１１】
以下、本考案の構造と特徴および効果を、最良実施例と図面を参照しながら詳細に構造と
機能を下記のように説明する。
【実施例】
【００１２】
　図１、図２、図３、図４、図５、図６、図７に示すのは、それぞれ本考案の立体外観図
、立体分解図、側視断面図、ブロック図、拡声装置の立体外観図、拡声装置の立体分解図
及び最良実施例の使用状態図である。図で分かるように、本考案は本体１、放熱座２、Ｌ
ＥＤモジュール３、拡声装置４、電子機器５及びルーター６を含む。
【００１３】
　該本体１の底部に既定のランプソケット(図に未掲示)と電気接続できる電源コネクタ１
１を具有し、該電源コネクタ１１の最良実施例は螺接タイプの電源コネクタである。該電
源コネクタ１１の上にある螺接部１１１と適合するねじ山ランプ規格の金属カバー１１２
を螺接し、且つ金属カバー１１２の下方中央に導電体１１３を設け、及び金属カバー１１
２と導電体１１３の間を区切るための絶縁カバー１１４を設ける。実際応用する際、電源
コネクタ１１はピンコネクタとすることもできる。
【００１４】
　更に本体１の頂上中央部分に外側に向けて延伸する中空の筒体１２があり、筒体１２の
内部に収納スペース１０を形成する。また、収納スペース１０内部に電源コネクタ１１と
接続する少なくとも一つの電源駆動モジュール１３を設置し、筒体１２の頂上中央部分に
少なくとも一つの穴１２１を設け、筒体１２の外表面に縦方向にサークル状に配列する複
数のスリット１２２を設ける。この部分だけは、電源駆動モジュール１３が如何にして電
源コネクタ１１と既定のランプソケットを通じて電気接続し、且つ整流器或いはドライバ
ー(図に未掲示)を使って、ＡＣ電力を安定したＤＣ電力に変換して出力する現有技術の範
囲であり、その細部構成は本考案のポイントではないため、ここで言及しない。
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【００１５】
　該放熱座２はサークル状に配列する複数の放熱フィン２１を具有し、且つ複数の放熱フ
ィン２１の中央部分に本体１の筒体１２を挿入して一体に結合できる設置スペース２０を
形成し、且つ放熱フィン２１の頂上中央部分に溶接、リベット、ネジで固定、或いはその
他の結合方法で放熱ベース２２を定位する。放熱座２の複数の放熱フィン２１或いは放熱
ベース２２の外部はネジで固定、掛合して定位或いはその他の結合方法でガラス球２３を
定位する。またガラス球２３に透光部２３１を形成し、該ガラス球２３は透光、半透光、
局部透光或いはその他の様々な色の透光材質で作られたものは一つの最良実施状態のみで
あり、実際のニーズに基づきガラス球２３の構造設計を省略することもできる。
【００１６】
　該ＬＥＤモジュール３は基板３１を含み、基板３１はネジで固定、掛合して定位或いは
その他の結合方法で放熱座２の放熱ベース２２に抵触して定位する。また、基板３１は放
熱座２に相対する別側表面に少なくともガラス球２３の透光部２３１に対応する一つの発
光ダイオード(ＬＥＤ)３２を設置する。基板３１はアルミ基板、銅基板、セラミック基板
、銅箔を接合したセラミック基板(ＨＣＳ)或いはその他の高熱伝導性を具有する基板で構
成する。また該基板３１の表面に最良実施例としてサークル状に配列する発光ダイオード
３２は高電力チップ、複数の低電力チップ或いは異なる色の高輝度発光チップなどとする
ことができる。表面粘着技術(SMT)或いは穴(Through Hole)の方法を使って基板３１に溶
接して電気接続を形成すると、本体１、放熱座２及びＬＥＤモジュール３でＬＥＤランプ
、ＬＥＤフラットランプ、ＬＥＤスポットライト、ＬＥＤダクトレールライト、ＬＥＤ景
観ライト、ＬＥＤ緊急照明灯或いはその他の各タイプのＬＥＤランプに構成できる。
【００１７】
　該拡声装置４の最良実施例は、本体１の筒体１２の頂上部を放熱座２の設置スペース２
０内部の間に定位する。しかし実際応用する際には、本体１、放熱座２内部、ＬＥＤモジ
ュール３の基板３１に直接定位することもできる。或いはその他の発光ダイオード３２が
外側に明かりを投射するのに妨げとならない適切な位置にする。または実際のニーズ或い
は構造デザインの差異により本体１外部に定位することもできる。拡声装置４はケース本
体４０を具有し、該ケース本体４０内部に基板４０１を収納する。該基板４０１に電子機
器５が発信するブルートゥース信号を受信し、ルーター６を通じて一対複数の電気信号に
変換して複数個の拡声機能４に転送する信号受信モジュール４１と、信号受信モジュール
４１が受信する電気信号を制御信号に対応するものに変換してから出力する制御モジュー
ル４２及び、制御信号を受信してから音声を再生する拡声ユニット４３を設ける。且つ該
信号受信モジュール４１は無線周波数(ＲＦ)、無線ＬＡＮ(Wi-Fi)、無線センサネットワ
ーク(ＺｉｇＢｅｅ)或いはその他の２.４ＧＨｚ帯の無線発信インターフェイスとするこ
とができる。また、ケース本体４０は基部及び基部と結合する外蓋(図に未掲示)を含み、
ケース本体４０の上に彎曲状の複数の導電端子４０２或いは複数の接点を設ける。仮に拡
声装置４を本体１と放熱座２内部の間に定位する場合、複数の導電端子４０２或いは接点
を複数の導線(図に未掲示)を使って、或いは直接溶接する方法でそれぞれ基板４０１に接
続して電気接続を形成する。しかし、仮に拡声装置４を本体１の外部に定位する場合、複
数の導電端子４０２或いは接点を複数の導線を使って、それぞれ基板４０１と接続して電
気接続を形成する。該ケース本体４０の基部の底部には一つの中空の穴柱４０３を設け、
該穴柱４０３を下向きに筒体１２の穴１２１内に挿入して定位する。
【００１８】
　しかし、前記本体１の電源駆動モジュール１３は複数の導線(図に未掲示)を使って、そ
れぞれ電源コネクタ１１の金属カバー１１２及び導電体１１３と溶接固定して電気接続を
形成する。そして他の導線をそれぞれ筒体１２の頂上にある穴１２１、放熱ベース２２の
穴２２１に通す。或いはＬＥＤモジュール３の基板３１の穴３１１に通してから、それぞ
れ基板３１及び拡声装置４のケース本体４０にある複数の導電端子４０２と電気接続を形
成することで、全体が必要とする電力を提供する。ただ、ＬＥＤランプの規格と仕様が大
変多く、各メーカーが実際の応用に、或いはカスタマイズしたニーズに基づき構造デザイ
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ンの変更をすることができる。本考案の構想に基づく各種の変化や修正、応用及び形を変
更するなど、同じ効果が生まれる場合は、全て本考案の権利範囲とする。
【００１９】
　該電子機器５はパソコンのマザーボード、スマートフォーン、タブレット、ノートパソ
コンなどとすることができる。該電子機器５はブルートゥース送信モジュールを内蔵し、
且つ該電子機器５に実体のボタン、或いはアクションソフトウェアアプリケーション(App
)を設置すると、Ａｐｐを使うことで電子機器５のタッチモニター(図に未掲示)にバーチ
ャルボタン(例えばRemote)の入力画面が現れ、実体のボタンを押す或いはバーチャルボタ
ンをタッチすることで、ブルートゥース信号を出力する。
【００２０】
　ルーター６は無線のブロードバンドルーター、無線ベースステーション(ＡＰ或いはＷ
ＡＰ)、ルータ(Router)とすることができ、或いはブルートゥース信号を一対複数の２.４
ＧＨｚ帯の電気信号に変換できるルーターとすることもできる。
【００２１】
　本考案を組み立てる際、まず本体１の電源コネクタ１１を例えばフラットランプ、ヘッ
ドランプ或いはテーブルランプなどの既定のランプソケットのドッキングスロット(図に
未掲示)内に螺接することで、金属カバー１１２と導電体１１３がそれぞれドッキングス
ロット内の二つの正負極の導電シートと抵触して電気接続を形成した後、電源駆動モジュ
ール１３によってＬＥＤモジュール３の基板３１にある発光ダイオードを駆動し、ガラス
球２３が対応する透光部２３１の方向に向かって外側に光を投射する。且つ、該ガラス球
２３を透光カバー或いは反射カバーのタイプにすることで、光線を集中して良好な照明効
果を具有する。同時に発光ダイオード３２が発光する時に生じる熱を放熱ベース２２を通
じて素早く放熱座２の複数の放熱フィン２１に伝えて放熱面積を増やすことで、ＬＥＤモ
ジュール３の放熱効率を高める。しかし、実際応用する際には、実際のニーズ或いは使用
する場所に基づき、既定のランプソケットの設置数と位置を変更することもでき、複数個
の本体１の電源コネクタ１１をドッキングして使用しやすくなる。
【００２２】
　ユーザーが複数個の拡声機能を具有するＬＥＤランプを制御する場合、電子機器５にあ
る実体のボタン或いはタッチモニターにあるバーチャルボタンの出力画面を指やタッチペ
ンでタッチすると、電気信号(例えば音源信号)が発信して出力する。そして電子機器５に
内蔵された無線送信モジュールがまずブルートゥース信号を無線で発信してルーター６内
で受信し、ルーター６を通じて一対複数の電気信号に変換してから発信し、複数の本体１
内部に定位する拡声装置４の信号受信モジュール４１内で受信する。更に制御モジュール
４２は信号受信モジュール４１が発信する電気信号を受信した後、電気信号を相対応する
制御信号に変換してから出力し、拡声ユニット４３内で受信してから音声の再生或いはボ
リュームの制御をすることができる。それにより光を投射するＬＥＤモジュール３と拡声
する拡声装置４の多機能を一つにまとめることができ、ユーザーは電子機器５を操作し、
ブルートゥース信号はルーター６を通じて、複数個の拡声装置４内に発信し、同時に音声
の再生をすることができ、操作するのにもっとダイレクト且つ便利となる。パーソナリテ
ィな音楽環境を作り出すほか、ユーザーはラジオ、オーディオやビデオプレイヤーの前ま
で行き、操作する不便さが無くなり、ＬＥＤランプ全体の付加機能と効果をアップするこ
とができる。
【００２３】
　この他、拡声装置４の拡声ユニット４３の最良実施例はスピーカーとすることができる
。電子機器５を使ってブルートゥース信号(例えば音声信号)をルーター６を通じて一対複
数の電気信号に転換してから拡声装置４の信号受信モジュール４１に送信することで、拡
声ユニット４３が音声を再生或いはボリュームの制御をすることができる。ケース本体４
０底部の穴柱４０３を本体１筒体１２の穴１２１内に挿入することで連通した状態を形成
することで、拡声ユニット４３が再生する音声は穴柱４０３を通じて筒体１２内部に入り
、共振現象が発生し、拡声ユニット４３全体のボリュームが大きくなる。更に筒体１２の
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外表面にサークル状に配列するスリット１２２及び放熱座２の各相隣する放熱フィン２１
との間が連通して形成するルート(図に未掲示)から音声が流れるため、ユーザーは適切な
距離内において、拡声装置４から再生する音声をクリアに聞くことができる。また適切に
複数個の拡声装置４を配置することにより、臨場感のあるサラウンドサウンドを形成し、
深みと震撼するボリュームを出すことができる。
【００２４】
　本考案は本体１に放熱座２及びＬＥＤモジュール３を結合し、且つ本体１内部の電源駆
動モジュール１３に一つの拡声装置４を接続する。該拡声装置４は信号受信モジュール４
１、制御モジュール４２及び拡声ユニット４３を含む。ユーザーが電子機器５の実体ボタ
ンを押す、或いはＡｐｐの小型アプリケーションバーチャルボタンをタッチすると、ブル
ートゥース信号はルーター６を通じて一対複数の電気信号に転換して発信し、複数個の拡
声装置４の信号受信モジュール４１内で受信する。また制御モジュール４２が相対応する
制御信号に転換してから拡声ユニット４３に出力すると、外側に光を投射する機能及び拡
声の機能を備え持つため、ユーザーは電子機器５を操作してブルートゥース信号を、ルー
ター６を通じて複数個の拡声装置４内に発信し、同時に音声を再生する。全体の操作はよ
りダイレクト且つ便利となり、全体の付加機能と効果をアップする。
【００２５】
以上の実施例による本考案の詳細な説明は本考案の範囲を制限するものではない。本技術
に熟知する者が、本考案の範囲内にて行う変更や調整を行っても、本考案の重要な意義は
失われず、本考案の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００２６】
１　本体
１０　収納スペース
１１　電源コネクタ
１１１　螺接部
１１２　金属カバー
１１３　導電体
１１４　絶縁カバー
１２　筒体
１２１　穴
１２２　スリット
１３　電源駆動モジュール
２　放熱座
２０　設置スペース
２１　放熱フィン
２２　放熱ベース
２２１　穴
２３　ガラス球
２３１　透光部
３　ＬＥＤモジュール
３１　基板
３１１　穴
３２　発光ダイオード
４　拡声装置
４０　ケース本体
４０１　基板
４０２　導電端子
４０３　穴柱
４１　信号受信モジュール
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４２　制御モジュール
４３　拡声ユニット
５　電子機器
６　ルーター
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