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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】全方位の光形を有する発光ダイオード電球を提
供する。
【解決手段】コネクタ１０と、収容空間を有する絶縁底
台２０と、収容空間内に位置し、コネクタと電気接続す
る電源モジュール３０と、支持柱４０と、支持柱上方に
位置し、電源モジュールと電気接続し、且つ可透光基板
５１及び複数の発光部材５２を有し、且つ発光部材の周
囲及び上方及び発光部材下と発光部材周囲の可透光基板
背面上に更に一層の蛍光粉５９を有する光源モジュール
５０と、絶縁底台上に被せ合わせることができるグロー
ブ６０と、を少なくとも含む。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
コネクタと、
該コネクタ上に位置し、収容空間を有する絶縁底台と、
該収容空間内に位置し、該コネクタと電気接続する電源モジュールと、
該絶縁底台上に位置する支持柱と、
該支持柱上方に位置し、該電源モジュールと電気接続し、且つ可透光基板及び複数の発光
部材を有し、且つ該発光部材の周囲及び上方及び該発光部材下と該発光部材周囲の該可透
光基板背面上に更に一層の蛍光粉を有する光源モジュールと、
該絶縁底台上に被せ合わせることができるグローブと、
を少なくとも含む発光ダイオード電球。
【請求項２】
前記可透光基板の上下表面及び側辺には、更に、一層の蛍光粉を覆う請求項１に記載の発
光ダイオード電球。
【請求項３】
前記複数の発光部材は、環形を呈して該可透光基板の外側に設置される請求項１又は請求
項２に記載の発光ダイオード電球。
【請求項４】
前記グローブは、透光グローブである請求項２に記載の発光ダイオード電球。
【請求項５】
前記可透光基板は、透明又は半透明起番である請求項２に記載の発光ダイオード電球。
【請求項６】
前記可透光基板は、ガラス基板、サファイア基板又はインジウム錫酸化物基板である請求
項２に記載の発光ダイオード電球。
【請求項７】
前記支持柱は、金属支持柱である請求項２に記載の発光ダイオード電球。
【請求項８】
前記発光部材は、発光ダイオードチップである請求項２に記載の発光ダイオード電球。
【請求項９】
前記発光ダイオードチップは、青色発光ダイオードチップである請求項８に記載の発光ダ
イオード電球。
【請求項１０】
前記発光部材は、板上接続式ＬＥＤ部材である請求項２に記載の発光ダイオード電球。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、発光ダイオード電球に関し、特に、光源モジュールが支持柱上方に設置され
、且つ該光源モジュールが、可透光基板及び複数の発光部材を有し、該副巣の発光部材は
、環形を呈し該基板外側に設置され、且つ該発光部材の周囲及び上方及び該発光部材下と
該発光部材周囲の該可透光基板背面上に更に一層の蛍光粉を覆い、全方位光の目的を達成
する設計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の電球（light bulb）は、エジソンがタングステンフィラメントを使用して発光さ
せることを発明してから、現在に至るまで１００年を経ている。タングステンフィラメン
トの発光は、全方位（omnidirection）であり、某一方向に対して、多く出力するモジュ
ールではなく、従って、蝋燭又は灯油等のモジュールに急速に取って代わっている。現在
、市場は、全方位の光形を有する光源を受け入れている。
【０００３】
　しかしながら、タングステンフィラメントを発光モジュールとする電球は、消費電力が
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比較的大きく、即ち、１ワットあたりの消耗電力が提供する照度は、現在において、相當
良好でない。従って、多くの研究開発資源が更に省電力で、従来のタングステンフィラメ
ントに取って代わるものへ注がれている。
【０００４】
　発光ダイオード照明は、現在の照明装置において、電力消費が最小であり、グリーンエ
ネルギーに最も適合した照明製品である。しかしながら、発光ダイオードモジュール及び
発射する光形は、従来のモジュールに比較し、点光源であるだけでなく、指向性を有して
いる。電力消費が極めて低い利点を有するが、点光源を拡散し、照明に適用可能にするに
は、更に、その他の設計及び改良を要して初めて達成可能となっている。
【０００５】
　現在、発光ダイオードを電球上に応用したものは、既に多くの製品が市場で販売されて
いる。主流系列の製品は、依然として発光ダイオードランプの外形を従来のタングステン
フィラメント電球に近づけ、同一のコネクタを採用している。
【０００６】
　図１を参照し、それは、従来のＣＮ１０３０１６９９１Ａの特許出願の発光ダイオード
電球の立体説明図である。図に示すように、ＣＮ１０３０１６９９１Ａ特許出願の発光ダ
イオード電球は、ＬＥＤフィラメント１００と、コネクタ１１０と、を含み、そのうち、
若干数のＬＥＤフィラメント１００がそれぞれコネクタ１１０中に挿入され、且つ少なく
とも１つのＬＥＤフィラメント１００の直立方向が角度θだけ傾斜される。コネクタ１１
０は、ガラス芯柱１２０の金属ロッド上に固定接続され、ガラス芯柱１２０及び電球シェ
ル１３０が一体に焼結される。
【０００７】
　但し、上記の従来の発光ダイオード電球は、下記の欠陥を有する：組み立て時、それは
、若干数のＬＥＤフィラメント１００をそれぞれコネクタ１１０中に挿入し、且つ少なく
とも１つのＬＥＤフィラメント１００の直立方向が角度θだけ傾斜される必要があり、そ
れは、ＬＥＤフィラメント１００の柱形分布した光が重ね合わせられ、球型の光となる必
要があり、そうして初めて全方位の要求に適合可能となるが、上記重ね合わせ工程は、複
雑で、製造コストを増加し、不足の点となっている。
【０００８】
　従って、新型の発光ダイオード電球を設計し、上記欠陥を克服する必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】ＣＮ１０３０１６９９１Ａ
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【００１０】
　本考案の目的は、その光源モジュールが支持柱上方に設置され、且つ該光源モジュール
が可透光基板及び複数の発光部材を有し、且つ該発光部材の周囲及び上方及び該発光部材
下と該発光部材周囲の該可透光基板背面上に一層の蛍光粉を更に覆い、全方位の目的を達
成する発光ダイオード電球を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本考案が提供する発光ダイオード電球は、コネクタと、該コネクタ上に位置し、収容空
間を有する絶縁底台と、該収容空間内に位置し、該コネクタと電気接続する電源モジュー
ルと、該絶縁底台上に固持される支持柱と、該支持柱上方に位置し、該電源モジュールと
電気接続し、且つ可透光基板及び複数の発光部材を有し、且つ該発光部材の周囲及び上方
及び該発光部材周囲の該可透光基板背面上に更に一層の蛍光粉を有する光源モジュールと
、該絶縁底台上に被せ合わせることができるグローブと、を少なくとも含む。
【考案の効果】
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【００１２】
　上記のように、本考案の発光ダイオード電球の実施により、その光源モジュールは、支
持柱上方に設置され、且つ該光源モジュールは、基板及び板上接続式（ＣＯＢ）ＬＥＤ部
材を設け、該板上接続式ＬＥＤ部材は、環形を呈して該基板外側に設置され、該発光部材
の周囲及び該発光部材周囲の該可透光基板背面上に更に一層の蛍光粉を覆い、全方位光等
の利点を達成し、従って、本考案は、従来の発光ダイオード電球に比較し、確実に進歩性
を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】公知のＣＮ１０３０１６９９１Ａ特許出願の発光ダイオード電球の立体説明図で
ある。
【図２】説明図であり、本願の好適実施例の発光ダイオード電球の分解説明図である。
【図３】説明図であり、本願の好適実施例の発光ダイオード電球の組み合わせ断面説明図
である。
【図４】説明図であり、本願の好適実施例の発光ダイオード電球の全方位光の説明図であ
る。
【図５】説明図であり、本願の好適実施例の光源モジュールの立体説明図である。
【図６】説明図であり、本願のもう１つの好適実施例の光源モジュールの立体説明図であ
る。
【考案を実施するための形態】
【００１４】
　本考案の構造、特徴及びその目的を更に理解させるため、図面を合わせ、好適実施例を
挙げ、以下の詳細を説明する。
【００１５】
　図２～図３を合わせて参照し、そのうち、図２は、本考案の好適実施例の発光ダイオー
ド電球の分解説明図であり、図３は、本考案の好適実施例の発光ダイオード電球の組み合
わせ断面説明図である。
【００１６】
　図に示すように、本考案の発光ダイオード電球は、少なくともコネクタ１０と、絶縁底
台２０と、電源モジュール３０と、支持柱４０と、光源モジュール５０と、グローブ６０
と、を含んで組み合さってなる。
【００１７】
　そのうち、該コネクタ１０は、これに限定するものではないが、例えば、Ｅ２６／Ｅ２
７/Ｂ２２コネクタである。小型の発光ダイオード電球であれば、ナイトライト等のＥ１
２コネクタを使用することができる。大型の照明灯具に応用する場合、Ｅ４０コネクタを
使用することができる。本実施例において、Ｅ２７コネクタを例とし説明するが、これに
限定するものではない。
【００１８】
　該絶縁底台２０は、該コネクタ１０上に位置し、これに限定するものではないが、例え
ば、中空桶状構造であり、収容空間２１を有し、その底部に螺子山２２を有し、該コネク
タ１０中に螺合し、その両端がそれぞれ固定柱２３を有し、該固定柱２３の上端は、固定
孔２４を有する。そのうち、該絶縁底台２０は、プラスチック材質で形成される。また、
該絶縁底台２０の２つの固定柱２３の間に滑動溝２５を有する。また、該絶縁底台２０は
該電源モジュール３０を隔離することに用いることができ、安全規定に適合することがで
きる。
【００１９】
　該電源モジュール３０は、該収容空間２１中に位置し、該コネクタ１０と電気接続し、
その上端は、第１金属ガイドピン３１及び第２金属ガイドピン３２を有し、該光源モジュ
ール５０が必要な電源を供給することに用いる。また、該電源モジュール３０の両側にそ
れぞれストリップ３３を有し、該滑動溝２５中に滑り込み、固持させることができる。
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【００２０】
　また、該絶縁底台２０上方は、更にガスケット３５を有し、該ガスケット３５は、該絶
縁底台２０上に固持されることができ、且つその該固定孔２４に対応する箇所にそれぞれ
第１ロック孔３６を有し、螺子３７が該第１ロック孔３６に貫通することにより、該ガス
ケット３５を該固定孔２４中に固持することができる。また、該ガスケット３５は、該第
１ロック孔３６の内側にそれぞれ第２ロック孔３８を有する。
【００２１】
　該支持柱４０は、これに限定するものではないが、例えば、金属から形成され、その該
第２ロック孔３８に対応する箇所にそれぞれ第１結合孔４１を有し、螺子４２が該第２ロ
ック孔３８を貫通することにより、該支持柱４０をガスケット３５上に固持でき、該支持
柱４０は、該光源モジュール５０を支持することに用いられる以外に、該光源モジュール
５０が必要な放熱経路を提供することができる。また、該支持柱４０の上端は、更に少な
くとも１つの第２結合孔４３を有する。
【００２２】
　該光源モジュール５０は、該支持柱４０情報に位置し、該電源モジュール３０と電気接
続し、それは、可透光基板５１及び複数の発光部材５２を有し、該発光部材５２は、これ
に限定するものではないが、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ）チップであり、且つ好ま
しくは、青色発光ダイオードチップ又は板上接続式（ＣＯＢ）ＬＥＤ部材であり、それは
、これに限定するものではないが、環形を呈し、該可透光基板５１外側に設置され、本実
施例において、該複数の発光部材５２は、環形を呈し該可透光基板５１外側に設置される
ことを例として説明するが、これに限定するものではない。そのうち、該可透光基板５１
上に２つの線孔５３を有し、該第１金属ガイドピン３１及び第２金属ガイドピン３２に接
続する導線５４，５５を貫通させた後、直接、該可透光基板５１上に溶接し、また、該可
透光基板５１の該第２結合孔４３に対応する箇所に少なくとも１つの第３ロック孔５６を
有し、螺子５７が該第３ロック孔５６を貫通することにより、該可透光基板５１を該支持
柱４０上に固持することができる。
【００２３】
　そのうち、該可透光基板５１は、透明又は半透明起番であり、且つこれに限定するもの
ではないが、例えば、ガラス基板、サファイア基板又はインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）基
板である。該発光部材５２の周囲及び上方及び該発光部材５２下と該発光部材５２周囲の
該可透光基板５１の背面上に更に一層の蛍光粉５９を覆い、発光ダイオードチップ５２の
上下及び周囲をそれぞれ蛍光粉５９により覆わせ、従って、該発光部材５２が通電する時
、それが発する青色光は、該蛍光粉５９を経由し、白色光又は黄色光に変換でき、該グロ
ーブ６０を通過して出光する。また、該発光部材５２の数量は、必要に応じて変更するこ
とができる。
【００２４】
　該グローブ６０は、該絶縁底台２０上に被さり合うことができ、透光グローブであり、
好ましくは、ガラス材質で形成される。
【００２５】
　図３に示すように、組み合わせ時、先ず、絶縁底台２０及び該コネクタ１０を螺合し、
続いて、電源モジュール３０を、該ストリップ３３を該滑動溝２５中に滑り込ませること
により、該絶縁底台２０中に安置し、ガスケット３５を該絶縁底台２０上に固持し、該支
持柱４０を該ガスケット３５上に固持し、続いて、光源モジュール５０を該支持柱４０上
方に固持し、該導線５４，５５をそれぞれ該線孔５３に通過させ、はんだを使用し、該導
線５４，５５を該可透光基板５１上にそれぞれ溶接し、螺子５７により該光源モジュール
５０を該支持柱４０上に固定し、最後にグローブ６０及び該絶縁底台２０を結合し、本考
案の組み立てを完成することができる。従って、本考案の発光ダイオード電球の組み立て
は、非常に容易であり、且つ放熱が良好で３６０°出光の目的を達成することができるの
で、従来のＣＮ１０３０１６９９Ａ特許出願の発光ダイオード電球に比較して進歩性を有
する。
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【００２６】
　図４を参照し、それは、本考案の好適実施例の発光ダイオード電球の全方位光の説明図
である。図に示すように、本考案の発光ダイオード電球の通電時、該可透光基板５１の側
辺に配置した該複数の発光部材５２が発する青色光が該複数の発光部材５２の周囲及び上
方及び該発光部材５２下と該発光部材５２周囲の該可透光基板５１の背面上を覆う蛍光粉
５９により白色光又は黄色光に変換して発射されるので、可透光基板５１上方が発光でき
る以外に、可透光基板５１下方も発光でき、全方位光の目的を達成する。
【００２７】
　図５を参照し、それは、本考案の好適実施例の光源モジュールの立体説明図である。図
に示すように、本考案の光源モジュール５０は、可透光基板５１及び複数の発光部材５２
を有し、且つ該発光部材５２は、これに限定するものではないが、例えば、発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）チップであり、且つ好ましくは、板上接続式（ＣＯＢ）ＬＥＤ部材であり、
それは、これに限定するものではないが、環形を呈し、該可透光基板５１外側に設置され
、また、該発光部材５２の周囲及び上方及び該発光部材５２下と該発光部材５２周囲の該
可透光基板５１の背面上に更に一層の蛍光粉５９を覆い、発光部材５２の上下及び周囲を
それぞれ蛍光粉５９により覆わせる。
【００２８】
　図６を参照し、それは、本考案のもう１つの好適実施例の光源モジュールの立体説明図
である。図に示すように、本考案の光源モジュール５０は、可透光基板５１及び複数の発
光部材５２を有し、且つ該発光部材５２は、これに限定するものではないが、例えば、該
可透光基板５１外側に設置され、また、該可透光基板５１の上下表面及びその側辺上に更
に一層の蛍光粉５９を覆い、発光部材５２の上下及び周囲をそれぞれ蛍光粉５９により覆
わせ、該発光部材５２が発する青色光が蛍光粉５９が覆っていない箇所から露出すること
を防止する。
【００２９】
　上記のように、本考案の発光ダイオード電球の実施により、その光源モジュールは、支
持柱上方に設置され、且つ該光源モジュールは、基板及び板上接続式（ＣＯＢ）ＬＥＤ部
材を設け、該板上接続式ＬＥＤ部材は、環形を呈して該基板外側に設置され、該発光部材
の周囲及び上方及び該発光部材下と該発光部材周囲の該可透光基板背面上に更に一層の蛍
光粉を覆い、全方位光等の利点を達成し、従って、本考案は、従来の発光ダイオード電球
に比較し、確実に進歩性を有する。
【００３０】
　なお、本考案では好ましい実施例を前述の通り開示したが、これらは決して本考案に限
定するものではなく、当該技術を熟知する者なら誰でも、本考案の精神と領域を脱しない
均等の範囲内で各種の変動や潤色を加えることができることは勿論である。
【符号の説明】
【００３１】
１０　コネクタ
２０　絶縁底台
２１　収容空間
２２　螺子山
２３　固定柱
２４　固定孔
２５　滑動溝
３０　電源モジュール
３１　第１金属ガイドピン
３２　第２金属ガイドピン
３３　ストリップ
３５　ガスケット
３６　第１ロック孔
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３７　螺子
３８　第２ロック孔
４０　支持柱
４１　第１結合孔
４２　螺子
４３　第２結合孔
５０　光源モジュール
５１　可透光基板
５２　発光部材
５３　線孔
５４，５５　導線
５６　第３ロック孔
５７　螺子
５９　蛍光粉
６０　グローブ
１００　ＬＥＤフィラメント
１１０　挿入接続ソケット
１２０　ガラス芯柱
１３０　電球シェル

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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