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(57)【要約】
【課題】負荷器具の交換時やメンテナンス時に負荷への
電源供給を強制的にオフさせることができる負荷制御ス
イッチを提供する。
【解決手段】負荷制御スイッチ１は、照明負荷２及び交
流電源ＡＣの直列回路が接続される接続端子ｔ１，ｔ２
を器体に設けるとともに、器体の前面にオン／オフ操作
部３３を配置している。また器体の内部には、接続端子
ｔ１，ｔ２間に接続されて照明負荷２への電源供給をオ
ン／オフする負荷開閉部３２と、マイクロコンピュータ
からなりオン／オフ操作部３３が操作される毎に負荷開
閉部３２のオン／オフを交互に反転させる制御部３１と
、接続端子ｔ１，ｔ２を介して交流電源ＡＣの供給を受
けて制御部３１の動作電源を生成する電源回路部３６と
を納装してあり、強制オフ操作部３４により強制オフ状
態に設定されると、制御部３１は、オン／オフ操作部３
３の操作に関係なく、負荷開閉部３２をオフさせる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負荷及び交流電源の直列回路が接続される第１及び第２の接続端子を器体に設け、器体
の前面にオン／オフ操作部を配置するとともに、器体の内部に、第１及び第２の接続端子
間に接続されて負荷への電源供給をオン／オフする負荷開閉部と、マイクロコンピュータ
からなりオン／オフ操作部が操作される毎に負荷開閉部のオン／オフを交互に反転させる
制御部と、第１及び第２の接続端子を介して交流電源の供給を受けて制御部の動作電源を
生成する電源回路部とを納装し、第１及び第２の接続端子間に負荷及び交流電源の直列回
路が接続されることによって電源回路部から制御部への電源供給が開始された際に制御部
により負荷開閉部をオフさせる強制オフ手段を設けたことを特徴とする負荷制御スイッチ
。
【請求項２】
　前記強制オフ手段が、前記器体の前面に配置された強制オフ操作部と、前記制御部とで
構成され、制御部は、強制オフ操作部が強制オフ位置に切り替えられていない状態では、
前記オン／オフ操作部が操作される毎に前記負荷開閉部のオン／オフを交互に反転させる
とともに、強制オフ操作部が強制オフ位置に切り替えられた状態では、オン／オフ操作部
の操作に関係無く負荷開閉部をオフさせることを特徴とする請求項１記載の負荷制御スイ
ッチ。
【請求項３】
　前記器体の前面に、操作子の操作位置に応じて、前記制御部によるタイマ動作の時間を
設定する時間設定部を備え、操作子の操作位置に強制オフ位置を追加することで時間設定
部を前記強制オフ操作部として兼用することを特徴とする請求項２記載の負荷制御スイッ
チ。
【請求項４】
　前記強制オフ手段が前記制御部で構成され、制御部は、電源回路部からの電源供給が開
始されたリセットスタート時に、リセット前のオン／オフ状態に関係無く、負荷開閉部を
オフさせることを特徴とする請求項１記載の負荷制御スイッチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、負荷制御スイッチに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、負荷及び交流電源の直列回路が接続される第１及び第２の接続端子を器体に設け
、第１及び第２の接続端子間に接続されて負荷への電源供給をオン／オフするスイッチン
グ素子を有する負荷開閉部と、例えばマイクロコンピュータからなり負荷開閉部のオン／
オフを制御する制御部と、第１及び第２の接続端子を介して供給される交流電源から制御
部の動作電源を生成する電源回路部とを器体の内部に納装すると共に、器体の前面にオン
／オフ操作部を配置した負荷制御スイッチが提供されている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　この負荷制御スイッチでは、オン／オフ操作部が操作される毎に、制御部が負荷開閉部
のオン／オフを交互に反転させ、負荷への電源供給をオン／オフしている。
【特許文献１】特開２００６－２５３０９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記構成の負荷制御スイッチでは、照明器具や換気扇などの負荷器具の交換時やメンテ
ナンス時に負荷を外すと、第１及び第２の接続端子間が開放され、電源回路部に交流電源
が供給されないため、制御部に電源が供給されなくなっていた。その後、交換作業やメン
テナンス作業を終えて負荷を接続すると、電源回路部に負荷を介して交流電源が供給され
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、制御部への電源供給が再開されるのであるが、マイクロコンピュータからなる制御部の
動作が不安定になって、復電時に負荷開閉部をオンさせてしまい、意図に反して負荷が動
作してしまうという問題があった。このような、不意の動作を防止するためには、負荷の
交換時やメンテナンス時にブレーカを遮断してから作業する必要があった。
【０００５】
　本発明は上記問題点に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは、負荷器具
の交換時やメンテナンス時に負荷への電源供給を強制的にオフさせることができる負荷制
御スイッチを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、負荷及び交流電源の直列回路が接続さ
れる第１及び第２の接続端子を器体に設け、器体の前面にオン／オフ操作部を配置すると
ともに、器体の内部に、第１及び第２の接続端子間に接続されて負荷への電源供給をオン
／オフするスイッチング素子を有する負荷開閉部と、マイクロコンピュータからなりオン
／オフ操作部が操作される毎に負荷開閉部のオン／オフを交互に反転させる制御部と、第
１及び第２の接続端子を介して供給される交流電源から制御部の動作電源を生成する電源
回路部とを納装し、第１及び第２の接続端子間に負荷及び交流電源の直列回路が接続され
ることによって電源回路部から制御部への電源供給が開始された際に制御部により負荷開
閉部をオフさせる強制オフ手段を設けたことを特徴とする。
【０００７】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、強制オフ手段が、器体の前面に配置され
た強制オフ操作部と、制御部とで構成され、制御部は、強制オフ操作部が強制オフ位置に
切り替えられていない状態では、オン／オフ操作部が操作される毎に負荷開閉部のオン／
オフを交互に反転させるとともに、強制オフ操作部が強制オフ位置に切り替えられた状態
では、オン／オフ操作部の操作に関係無く負荷開閉部をオフさせることを特徴とする。
【０００８】
　請求項３の発明は、請求項２の発明において、器体の前面に、操作子の操作位置に応じ
て、制御部によるタイマ動作の時間を設定する時間設定部を備え、操作子の操作位置に強
制オフ位置を追加することで時間設定部を強制オフ操作部として兼用することを特徴とす
る。
【０００９】
　請求項４の発明は、請求項１の発明において、強制オフ手段が制御部で構成され、制御
部は、電源回路部からの電源供給が開始されたリセットスタート時に、リセット前のオン
／オフ状態に関係無く、負荷開閉部をオフさせることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１の発明によれば、強制オフ手段が、第１及び第２の接続端子間に負荷及び交流
電源の直列回路が接続されることによって電源回路部から制御部への電源供給が開始され
た際、制御部により負荷開閉部をオフさせているので、負荷の交換時やメンテナンス時な
どで電源回路部から制御部への電源供給が一旦遮断され、その後再開された場合でも、制
御部が負荷開閉部をオンさせることがなく、意図せずに負荷が動作するのを防止できると
いう効果がある。
【００１１】
　請求項２の発明によれば、ユーザは、強制オフ操作部が強制オフ位置に切り替えられて
いることから、強制オフ状態に設定されていることを視覚的に確認することができ、意図
せずに負荷が動作してしまうことを確実に防止できるという効果がある
　請求項３の発明によれば、時間設定部で強制オフ操作部を兼用しているので、別途スイ
ッチなどを設ける必要が無く、部品数を削減できるという効果がある。
【００１２】
　請求項４の発明によれば、制御部がリセットスタート時に負荷開閉部をオフさせている
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ので、ユーザ自身が設定作業を行わなくても、意図せずに負荷が動作してしまうのを確実
に防止できるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１４】
　（実施形態１）
　本発明の実施形態１を図１～図５に基づいて説明する。
【００１５】
　図４は本実施形態の負荷制御スイッチ１を用いたシステムの概略構成図であり、負荷制
御スイッチ１はブレーカ３を介して照明負荷２および交流電源（商用交流電源）ＡＣと直
列に接続され、スイッチ操作に応じて照明負荷２への電源供給をオン／オフし、照明負荷
２の点灯／消灯を交互に切り換えるために用いられる。
【００１６】
　図１は負荷制御スイッチ１の概略的なブロック図であり、負荷制御スイッチ１は照明負
荷２及び交流電源ＡＣの直列回路が接続される第１及び第２の接続端子（以下、接続端子
と略称す。）ｔ１，ｔ２を備えている。
【００１７】
　また負荷制御スイッチ１は、接続端子ｔ１，ｔ２間に接続されるトライアックのような
スイッチング素子（図示せず）を有して交流電源ＡＣから照明負荷２への給電路をオン／
オフする負荷開閉部３２と、マイクロコンピュータからなり記憶部（図示せず）に記憶さ
れた制御プログラムを実行することにより、オン／オフ操作部３３などの操作に応じて負
荷開閉部３２のオン／オフを制御する制御部３１と、接続端子ｔ１，ｔ２を介して交流電
源ＡＣの供給を受けて制御部３１などの動作電源を生成する電源回路部３６とを備えてい
る。この電源回路部３６は、負荷開閉部３２が電源ＡＣから照明負荷２への給電路を閉成
しているときには電源ＡＣから給電されて動作電源を作成するとともに、負荷開閉部３２
が電源ＡＣから照明負荷２への給電路を開成しているときには照明負荷２を介して入力さ
れる微少な入力電流によりコンデンサを充電して動作電源を得ている。なお負荷開閉部３
２のオフ時において、負荷制御スイッチ１の入力電流により照明負荷２が点灯しないよう
、電源回路部３６の入力インピーダンスは高インピーダンスに設定されている。このため
に本実施形態の負荷制御スイッチ１は、交流電源ＡＣおよび照明負荷２に２線で直列接続
することが可能となっている。なお、この種の電源回路部３６は従来周知（例えば、特開
２０００－３５７４４３号公報等参照）であるから、詳細な構成及び動作についての図示
並びに説明は省略する。
【００１８】
　また、本実施形態の負荷制御スイッチ１は、例えば遅れ消灯のようなタイマ動作を行う
スイッチとして構成されており、照明負荷２が消灯しているときに後述する操作ハンドル
２０が押操作されてオン／オフ操作部３３から操作信号が送出されると、制御部３１は負
荷開閉部３２をオンさせて、照明負荷２を点灯させる。一方、照明負荷２が点灯している
ときに操作ハンドル２０が押操作されてオン／オフ操作部３３から操作信号が送出される
と、制御部３１は操作信号を受け取った時点から所定の遅れ消灯時間の計時を開始し、遅
れ消灯時間の計時終了後に負荷開閉部３２をオフさせて、照明負荷２を消灯するようにな
っている。なお、負荷制御スイッチ１は可変抵抗器からなる時間設定部３５を備えており
、可変抵抗器の抵抗値に応じた設定信号が時間設定部３５から制御部３１に入力され、制
御部３１では当該設定信号に基づいて遅れ消灯時間（タイマ動作の時間）を例えば数十秒
から数十分の間で設定できるようになっている。
【００１９】
　次に本実施形態の負荷制御スイッチ１の構造を図２および図３に基づいて説明する。尚
、以下の説明では特に断りがないかぎり、図２（ａ）に示す向きにおいて上下左右の方向
を規定し、同図（ａ）の正面を前面として説明を行う。したがって、図３（ｂ）における
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右端は後端となる。
【００２０】
　負荷制御スイッチ１の器体１０は直方体状であって、合成樹脂により前面が開口した略
箱状に形成されたボディ１１と、合成樹脂により後面が開口した略箱状に形成されて、ボ
ディ１１の開口部に被着されるカバー１２とで形成されている。すなわち、カバー１２の
上下面の後端縁からは後方に向かって各一対の組立片１２ａが延設され、組立片１２に設
けた組立孔１２ｂがボディ１１の上下両面に形成してある組立突起１１ａに係合すること
によって、ボディ１１とカバー１２とが結合されている。
【００２１】
　器体１０は埋込配線器具を造営面に埋込配設する際に用いる従来周知の取付枠（図示せ
ず）に取着可能であって、その左右方向の寸法は取付枠が備える窓孔の左右方向寸法（短
手方向寸法）と略等しい寸法に形成されている。また器体１０の前部を形成するカバー１
２の左右両側面には、取付枠の窓孔を囲む左右両側片に設けた器具取付孔（図示せず）に
係合可能な取付爪１３が一対ずつ突設してあり、取付爪１３が取付枠の器具取付孔に係合
することによって、器体１０が取付枠に保持されるようにしてある。なおカバー１２の左
右方向における一方の側壁（右側壁）には、一対の取付爪１３が突設された部位の上下両
側部に後端が開放された２本の切り込み溝１４が前後方向に沿って形成されており、２本
の切り込み溝１４の間の部位は厚み方向に可撓性を有する撓み片１５を形成している。カ
バー１２内において撓み片１５の裏面側には空所が形成され、撓み片１５をカバー１２の
内側に撓ませることによって、撓み片１５に設けられた一対の取付爪１３をカバー１２の
側面から弾性的に後退させることが可能となっている。なお撓み片１５の後端部外側面に
は撓み片１５の押し込みを容易にするために操作突起１５ａが突設されている。
【００２２】
　而して器体１０を取付枠に取り付ける際には、カバー１２の左側壁に設けた取付爪１３
を取付枠の器具取付孔に挿入するとともに、右側壁に設けた取付爪１３をカバー１２の側
面から後退させるようにして取付枠の窓孔に器体１０を挿入すれば、右側壁の取付爪１３
が器具取付孔に挿入されて器体１０が取付枠に保持される。また撓み片１５をカバー１２
の内側に押し込むようにすれば、撓み片１５に設けた取付爪１３が器具取付孔から抜ける
ので、器体１０を取付枠から容易に取り外すことができる。
【００２３】
　ところで、上述の取付枠は、規格化された単位モジュール寸法（１個モジュール寸法）
の埋込型配線器具を短幅方向に３個並べて取付可能な１連の取付枠であって、負荷制御ス
イッチ１の器体１０は２個モジュール寸法に形成されており、１個モジュール寸法に形成
されたスイッチなどの他の配線器具と並設することができる。なお取付枠は壁面などの造
営面に取り付けられ、器体１０の後部は造営面に開口する取付穴に埋設される。また取付
枠の前面側には、図２に示すように取付枠の窓孔よりも長寸かつ幅広の窓孔４ａを備える
化粧プレート４が重ね合わせて配置され、この化粧プレート４の窓孔４ａから負荷制御ス
イッチ１の機能面や並設した他の配線器具の機能面が露出するようになっている。尚、図
２（ａ）（ｂ）は取付枠に２個モジュール寸法の負荷制御スイッチ１のみを取り付けた状
態を示しており、窓孔４ａにできる１個モジュール寸法の開口を塞ぐために目隠しプート
５を取り付けてある。
【００２４】
　また、器体１０の内部には、上述した図１の回路を構成する回路部品や、外部電線を接
続するための端子などを実装したプリント配線板（図示せず）が収納されている。プリン
ト配線板に実装される端子は、ボディ１１の後壁に形成された電線挿入孔１６を通して器
体１０内に挿入される外部電線を、導電性を有する板ばねからなる鎖錠ばねのばね力によ
って接続保持する速結端子（図示せず）で構成してある。また鎖錠ばねを押圧して電線の
鎖錠状態を解除するための解除釦（図示せず）も器体１０内に収納されており、ボディ１
１の後壁には解除釦を操作するための操作孔１７が電線挿入孔１６の近傍に形成してある
。なお複数の端子としては上述した接続端子ｔ１，ｔ２がある。



(6) JP 2008-235015 A 2008.10.2

10

20

30

40

50

【００２５】
　器体１０（つまりカバー１２）の前面には、オン／オフ操作部３３を構成するタクトス
イッチの操作子（図示せず）と、時間設定部３５が備えるロータリ式の可変抵抗器の回転
摘み３５ａと、後述する強制オフ操作部３４が備えるスライド式の切替スイッチのスライ
ド摘み（操作子）３４ａと、負荷開閉部３２のオン／オフ状態を示す表示ランプ（図示せ
ず）とが、カバー１２の前面に開口した窓孔（図示せず）を通して露出している。なお、
回転摘み３５ａとスライド摘み３４ａとはカバー１２前面の左右方向略中央に上下に並べ
て配置され、表示ランプはカバー１２前面の左端部に配置されている。
【００２６】
　また器体１０の前面側には、オン／オフ操作部３３の操作子を裏面で押操作するための
操作ハンドル２０が器体１０前面の略全体を覆う形で回動自在に取着されている。すなわ
ちカバー１２前面の左側端部には、操作ハンドル２０を枢着するための軸部（図示せず）
が設けられており、この軸部に操作ハンドル２０後面の左端部に設けた軸受部（図示せず
）を枢支させることで、操作ハンドル２０が器体１０に対して回動自在に取着される。な
お軸受部には操作ハンドル２０を反操作方向に付勢するための付勢ばね（図示せず）を設
けてあり、操作ハンドル２０は図３（ｄ）中の左回りに付勢されている。而して操作ハン
ドル２０の右側部を押操作すると、操作ハンドル２０が軸部を支点に回動し、操作ハンド
ル２０の後面に設けた押突起（図示せず）によりオン／オフ操作部３３を構成するタクト
スイッチの操作子が押されてオンになり、オン／オフ操作部３３から制御部３１に操作信
号が入力される（オン状態）。一方、操作ハンドル２０を押操作する力を無くすと、操作
ハンドル２０はタクトスイッチの操作子などの反力を受けて復帰位置に戻り、オン／オフ
操作部３３を構成するタクトスイッチがオフになる。
【００２７】
　操作ハンドル２０は合成樹脂により矩形板状に形成されており、左右方向の寸法が化粧
プレート４の窓孔４ａの左右方向（短手方向）寸法と略同じ寸法に形成され、上下方向の
寸法が窓孔４ａの上下方向（長手方向）寸法の略３分の２の寸法に形成されている。操作
ハンドル２０前面の左端部には前方に突出する突台部２１が上下方向に沿って形成されて
おり、突台部２１よりも右側の薄肉部２５には回転摘み３５ａとスライド摘み３４ａとを
それぞれ露出させる開口窓２２ａ，２２ｂが貫設されている。また突台部２１の上下方向
における略中央部には透孔２４が形成され、この透孔２４には透光性を有する合成樹脂に
より形成された導光部材２３が嵌め込まれている。而して器体１０内に収納された表示ラ
ンプ３７の光が、カバー１２の窓孔を通して操作ハンドル２０に保持された導光部材２３
に入射し、導光部材２３を通して操作ハンドル２０の前面側に出射されるようになってい
る。
【００２８】
　また操作ハンドル２０には、回転摘み３５ａやスライド摘み３４ａが露出する部位を開
閉自在に覆うハンドルカバー２６が取着されている。ハンドルカバー２６は左右方向及び
上下方向の寸法が、それぞれ、薄肉部２５の左右方向及び上下方向の寸法と略同じ寸法に
形成されている。そして、このハンドルカバー２６の左側部の上下両端部からは側方に向
かって突出する一対のアーム２７，２７が突設され、各アーム２７の先端部には、突台部
２１の上下両面に設けた軸穴（図示せず）に枢支される軸（図示せず）が突設されている
。而して、各アーム２７の軸を突台部２１の軸穴に枢支させることで、ハンドルカバー２
６が開口窓２２ａ，２２ｂ（すなわち回転摘み３５ａおよびスライド摘み３４ａ）を露出
させる状態と、回転摘み３５ａおよびスライド摘み３４ａを覆う状態とを選択自在として
操作ハンドル２０の前面に取着されている。なおハンドルカバー２６は、例えば操作ハン
ドル２０に保持させた鉄片を、ハンドルカバー２６の裏面に取着した永久磁石の磁力で吸
着することによって、閉じた状態を保持できるようになっている。
【００２９】
　このように操作ハンドル２０の薄肉部２５には時間設定部３５の回転摘み３５ａと強制
オフ操作部３４のスライド摘み３４ａとが露出しているので、ハンドルカバー２６を開い
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た状態では、遅れ消灯時間を設定する操作や、強制オフ状態に設定するか否かを切り換え
る操作を行えるようになっている。一方、遅れ消灯時間の設定時や強制オフ状態への切替
時以外では、回転摘み３５ａやスライド摘み３４ａがハンドルカバー２６によって覆われ
ているので、不用意に回転摘み３５ａやスライド摘み３４ａが操作されて、遅れ消灯時間
が変更されたり、強制オフ状態に設定あるいは解除されたりするのを防止できる。
【００３０】
　次に負荷制御スイッチ１の動作について説明する。強制オフ操作部３４のスライド摘み
３４ａが解除位置（図２（ｂ）中の上側位置）に切り替えられている状態では、制御部３
１がオン／オフ操作部３３の操作に応じて負荷開閉部３２のオン／オフを制御しており、
操作ハンドル２０を押操作する毎（すなわちオン／オフ操作部３３を操作する毎）に、制
御部３１が負荷開閉部３２のオン／オフを交互に反転させ、照明負荷２への電源供給をオ
ン／オフさせている。すなわち操作ハンドル２０が押操作される毎に、照明負荷２が点灯
／消灯を交互に繰り返すのである。
【００３１】
　一方、強制オフ操作部３４のスライド摘み３４ａが強制オフ位置である消灯位置（図２
（ｂ）中の下側位置）に切り替えられている状態では、制御部３１は、オン／オフ操作部
３３の操作に関係無く、負荷開閉部３２をオフさせ、照明負荷２を消灯させている。
【００３２】
　このように本実施形態の負荷制御スイッチ１では、強制オフ操作部３４が強制オフ位置
に切り替えられている状態では、制御部３１が、オン／オフ操作部３３の操作に関係なく
、負荷開閉部３２をオフ、すなわち照明負荷２を消灯させている。したがって、照明負荷
２の交換時やメンテナンス時には、強制オフ操作部３４を強制オフ位置に切り替えて、照
明負荷２への電源供給を遮断した状態で負荷器具の交換やメンテナンス作業を行えばよい
。この時、照明負荷２が外されると、電源回路部３６に交流電源ＡＣが供給されなくなっ
て、制御部３１への電源供給が遮断される。その後、交換作業やメンテナンス作業を終え
て接続端子ｔ１，ｔ２間に照明負荷２及び交流電源ＡＣの直列回路が接続されると、電源
回路部３６により制御部３１の動作電源が生成されて、制御部３１に電源が供給されるの
であるが、強制オフ操作部３４が強制オフ位置に切り換えられている場合は、制御部３１
が負荷開閉部３２をオフさせているので、照明負荷２が意図せずに点灯することがない。
【００３３】
　すなわち、負荷器具の交換やメンテナンスを行う前に強制オフ操作部３４により強制オ
フ状態に設定しておけば、接続端子ｔ１，ｔ２間に照明負荷２及び交流電源ＡＣの直列回
路が接続されることによって、電源回路部３６から制御部３１に電源供給が開始された際
（電源供給開始時）に、制御部３１が負荷開閉部３２をオフさせて、照明負荷２を消灯さ
せるので、電源供給開始時にマイクロコンピュータからなる制御部３１の動作が不安定に
なったり、制御部３１が電源遮断前の状態（点灯状態）に戻そうとして負荷開閉部３２を
オンさせることが無く、意図せずに照明負荷２が動作するのを防止することができる。ま
た、ユーザは、強制オフ操作部３４のスライド摘み３４ａが強制オフ位置に切り替えられ
ていることから、強制オフ状態に設定されていることを視覚的に確認することができるの
で、意図せずに負荷が動作してしまうのを確実に防止することができる。ここにおいて、
強制オフ操作部３４と制御部３１とで、少なくとも電源供給開始時において制御部３１に
より負荷開閉部３２をオフさせる強制オフ手段が構成される。
【００３４】
　なお本実施形態では強制オフ操作部３４として個別のスイッチを設けているが、図５に
示すように、時間設定部３５の操作子である回転摘み３５ａの操作位置に消灯位置（強制
オフ位置）を追加し、回転摘み３５ａが消灯位置に切り替えられると、制御部３１が強制
オフ状態に切り替えられ、オン／オフ操作部３３の操作に関係無く、負荷開閉部をオフさ
せるようにしても良い。このように回転摘み３５ａの操作位置に強制オフ位置を追加する
ことで、時間設定部３５を強制オフ操作部３４として兼用しているので、強制オフ操作部
として別途スイッチなどを設ける必要が無く、部品数を削減することができる。なお本実
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施形態ではタイマ動作として遅れ消灯動作を行うスイッチを例に説明したが、スイッチの
タイマ動作を遅れ消灯動作に限定する趣旨のものではなく、スイッチの使用環境等に合わ
せたタイマ動作を行うようにすればよい。
【００３５】
　（実施形態２）
　本発明の実施形態２を図６に基づいて説明する。上述の実施形態１では、照明負荷２を
強制オフするために切替スイッチからなる強制オフ操作部３４を設けているのに対して、
本実施形態では、図６のブロック図に示すように強制オフ操作部３４を無くしており、電
源回路部３６からの電源供給が開始されたリセットスタート時（電源供給開始時）におい
て、制御部３１が、リセット前のオン／オフ状態に関係無く、負荷開閉部３２をオフさせ
るように、制御部３１の制御プログラムを作成している。なお、制御部３１以外の構成は
実施形態１と同様であるので、共通する構成要素には同一の符号を付して、その説明は省
略する。
【００３６】
　この負荷制御スイッチ１では、照明負荷２の交換時やメンテナンス時に照明負荷２が外
されて制御部３１への電源供給が遮断された後、交換作業やメンテナンス作業を終えて、
照明負荷２を元に戻すと、接続端子ｔ１，ｔ２間に照明負荷２及び交流電源ＡＣの直列回
路が接続されることによって、電源回路部３６から制御部３１に電源供給が開始されるの
であるが、電源供給開始時（リセットスタート時）において、制御部３１は、リセット前
の負荷開閉部３２のオン／オフ状態に関係無く、負荷開閉部３２をオフさせているので、
電源供給開始時に照明負荷２が意図せずに動作してしまうのを防止できる。
【００３７】
　そして、電源供給開始後にオン／オフ操作部３３が操作されると強制オフ状態が解除さ
れ、制御部３１では、オフ操作部３３の操作に応じて負荷開閉部３２をオフからオンに切
り替えて、照明負荷２を点灯させている。その後、制御部３１では、オン／オフ操作部３
３が操作される毎に、負荷開閉部３２のオフ／オンを交互に反転させており、オン／オフ
操作部３２の操作に応じて照明負荷２の消灯／点灯を交互に切り替えることができる。
【００３８】
　ここにおいて本実施形態では制御部３１により強制オフ手段が構成され、実施形態１の
ように強制オフ状態に設定するための強制オフ操作部３４を設けていないので、ユーザが
強制オフ操作部３４を用いて強制オフ状態に設定したり、強制オフ状態を解除する手間を
省くことができる。
【００３９】
　なお上述の各実施形態では負荷として照明負荷２を例に説明を行ったが、負荷制御スイ
ッチ１に接続される負荷を照明負荷２に限定する趣旨のものではなく、換気扇などのその
他の負荷でも良いことは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】実施形態１の負荷制御スイッチの概略的なブロック図である。
【図２】同上の負荷制御スイッチを示し、（ａ）はハンドルカバーを閉じた状態の正面図
、（ｂ）はハンドルカバーを開いた状態の正面図である。
【図３】同上の負荷制御スイッチを示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は右側面図、（ｃ）は
背面図、（ｄ）は下面図である。
【図４】同上の負荷制御スイッチを用いたシステムの概略構成図である。
【図５】同上の負荷制御スイッチの他の構成を示し、ハンドルカバーを開いた状態の正面
図である。
【図６】実施形態２の負荷制御スイッチの概略的なブロック図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１　負荷制御スイッチ
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　２　照明負荷
　１０　器体
　２０　操作ハンドル
　３１　制御部（強制オフ手段）
　３２　負荷開閉部
　３３　オン／オフ操作部
　３４　強制オフ操作部（強制オフ手段）
　３６　電源回路部
　ＡＣ　交流電源
　ｔ１，ｔ２　接続端子（第１及び第２の接続端子）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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