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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋内配線の接地側の配線及び電気機器の電源スイッチが介設された否接地側の配線の線
間容量誘導と線間電磁誘導とにより発生する微弱な電圧の少なくとも一方を否停電時に前
記電源スイッチのＯＦＦ状態で検出した基準電圧状態と、前記線間容量誘導と前記線間電
磁誘導とにより発生する微弱な電圧の少なくとも一方を監視し検出した監視電圧状態とを
比較することにより停電を検出する、
　ことを特徴とする停電検出方法。
【請求項２】
　屋内配線の接地側の配線及び電源スイッチが介設された否接地側の配線の線間容量誘導
と線間電磁誘導とにより発生する微弱な電圧の少なくとも一方を否停電時に前記電源スイ
ッチのＯＦＦ状態で検出して基準電圧状態として記憶する基準電圧記憶部と、
　前記線間容量誘導と前記線間電磁誘導とにより発生する微弱な電圧の少なくとも一方を
監視し監視電圧状態として検出する監視電圧検出部と、
　前記基準電圧状態と監視電圧状態とを比較することにより停電を判断する停電判断部と
、
　を備えたことを特徴とする停電検出器。
【請求項３】
　請求項２記載の停電検出器を用いた照明装置であって、
　前記基準電圧記憶部と前記監視電圧検出部と前記停電判断部とを備え、
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　前記屋内配線へ接離自在な入力接続部と、
　前記入力接続部を介した前記屋内配線への接続時に充電する蓄電池と、
　前記入力接続部からの給電経路と前記蓄電池からの給電経路との何れかにより給電を受
けて点灯するランプと、
　前記停電判断部が否停電時であると判断したときは前記入力接続部からの給電経路によ
り前記ランプへ給電し、前記停電判断部が停電時であると判断したときは前記蓄電池から
の給電経路により前記ランプへ給電するように切り替える給電切換部と、
　を備えたことを特徴とする照明装置。
【請求項４】
　請求項２記載の停電検出器を用いた電源装置であって、
　前記基準電圧記憶部と前記監視電圧検出部と前記停電判断部とを備え、
　前記屋内配線へ接離自在な入力接続部と、
　前記入力接続部を介した前記屋内配線への接続時に充電する蓄電池と、
　前記入力接続部からの給電経路と前記蓄電池からの給電経路との何れかにより給電を受
けて出力する出力接続部と、
　前記停電判断部が否停電時であると判断したときは前記入力接続部からの給電経路によ
り前記出力接続部から出力し、前記停電判断部が停電時であると判断したときは前記蓄電
池からの給電経路により前記出力接続部から出力するように切り替える給電切換部と、
　を備えたことを特徴とする電源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、停電状態を検出する停電検出方法、停電検出器、及び停電時でも動作可能な
照明装置、電源装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の方法として特許文献１～３に記載のものがある。その停電の検出手法は
、照明装置の電源スイッチに並列にインピーダンス要素を接続し、そのインピーダンス要
素を介した電圧値もしくは電流値を把握することにより停電かどうかを検出するものであ
る。
【０００３】
　この従来技術でも、否停電時は壁のスイッチにより照明を点灯、消灯でき、停電時に壁
のスイッチの状態に関係なく点灯させることができる。
【０００４】
　しかし、壁のスイッチに抵抗やネオン管などのインピーダンスを追加する必要があり壁
スイッチに屋内配線の工事が必要であった。このような交流電線への配線改修は、有資格
者の電気工事人が、その建物の規制に従って実施しなければならないため、工事費用は非
常灯装置の費用を優に超える場合もあって経済的負担が大きく、非常灯装置の購入から実
使用状態に至るまでの時間的負担も無視できないものであった。
【０００５】
　これに対し、壁のスイッチをそのままで実現するものもある。
【０００６】
　しかし、壁のスイッチが点灯状態の時のみ停電時に点灯するため、目的を実現すること
ができな且つた。
【０００７】
　さらに、スイッチに並列にインピーダンス要素を接続することを要しない停電検出手法
として特許文献４に記載のものもある。この検出手法は、商用電源線間のインピーダンス
を検知することにより停電かどうかを検出するものである。
【０００８】
　しかし、電源スイッチ開時の停電時、すなわち、非常灯機能付き照明装置の否点灯時に
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おける停電を検出することができないため、深夜や夜明け前の就寝時に、特に地震などの
災害に起因する停電が発生した場合、短期間での状況把握や初動の遅れを招くという問題
があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開昭５４－０６９７３６号公報
【特許文献２】特許４７７６６０９号公報
【特許文献３】特開２０１２－２８２９２号公報
【特許文献４】特開平０８－２６４０１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　解決しようとする問題点は、停電時に壁のスイッチの状態に関係なく点灯させることは
できるが、屋内配線の工事を必要とし、負担が大き且つた点である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、屋内配線の工事を必要とせずに電源スイッチの状態に関係なく停電検出を可
能とするために、屋内配線の接地側の配線及び電気機器の電源スイッチが介設された否接
地側の配線の線間容量誘導と線間電磁誘導とにより発生する微弱な電圧の少なくとも一方
を否停電時に前記電源スイッチのＯＦＦ状態で検出した基準電圧状態と、前記線間容量誘
導と前記線間電磁誘導とにより発生する微弱な電圧の少なくとも一方を監視し検出した監
視電圧状態とを比較することにより停電を検出することを停電検出方法の特徴とする。
【００１２】
　本発明は、屋内配線の接地側の配線及び電源スイッチが介設された否接地側の配線の線
間容量誘導と線間電磁誘導とにより発生する微弱な電圧の少なくとも一方を否停電時に前
記電源スイッチのＯＦＦ状態で検出して基準電圧状態として記憶する基準電圧記憶部と、
前記線間容量誘導と前記線間電磁誘導とにより発生する微弱な電圧の少なくとも一方を監
視し監視電圧状態として検出する監視電圧検出部と、前記基準電圧状態と前記監視電圧状
態とを比較することにより停電を判断する停電判断部とを備えたことを停電検出器の特徴
とする。
【００１３】
　本発明は、前記停電検出器を用いた照明装置であって、前記基準電圧記憶部と前記監視
電圧検出部と前記停電判断部とを備え、前記屋内配線へ接離自在な入力接続部と、前記入
力接続部を介した前記屋内配線への接続時に充電する蓄電池と、前記入力接続部からの給
電経路と前記蓄電池からの給電経路との何れかにより給電を受けて点灯するランプと、前
記停電判断部が否停電時であると判断したときは前記入力接続部からの給電経路により前
記ランプへ給電し、前記停電判断部が停電時であると判断したときは前記蓄電池からの給
電経路により前記ランプへ給電するように切り替える給電切換部とを備えたことを照明装
置の特徴とする。
【００１４】
　本発明は、前記停電検出器を用いた電源装置であって、前記基準電圧記憶部と前記監視
電圧検出部と前記停電判断部とを備え、前記屋内配線へ接離自在な入力接続部と、前記入
力接続部を介した前記屋内配線への接続時に充電する蓄電池と、前記入力接続部からの給
電経路と前記蓄電池からの給電経路との何れかにより給電を受けて出力する出力接続部と
、前記停電判断部が否停電時であると判断したときは前記入力接続部からの給電経路によ
り前記出力接続部から出力し、前記停電判断部が停電時であると判断したときは前記蓄電
池からの給電経路により前記出力接続部から出力するように切り替える給電切換部とを備
えたことを電源装置の特徴とする。
【発明の効果】
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【００１５】
　本発明の停電検出方法は、上記構成であるから、線間容量誘導と線間電磁誘導とにより
発生する微弱な電圧の少なくとも一方による基準電圧状態と監視電圧状態とを比較するこ
とで停電を検出することができ、屋内配線の工事を必要とせずに電源スイッチの状態に関
係なく停電検出を行わせることができる。
【００１６】
　本発明の停電検出器は、基準電圧記憶部の基準電圧状態と監視電圧検出部の監視電圧状
態とを停電検出器が比較することにより停電を判断することができる。
【００１７】
　本発明の照明装置は、基準電圧記憶部の基準電圧状態と監視電圧検出部の監視電圧状態
とを停電検出器が比較することにより停電を判断することができる。
【００１８】
　停電判断部が否停電時であると判断したときは入力接続部からの給電経路によりランプ
へ給電し、停電判断部が停電時であると判断したときは蓄電池からの給電経路によりラン
プへ給電するように給電切換部により切り替えることで、停電時に電源スイッチの状態に
関係なく、ランプを点灯させることができる。
【００１９】
　停電判断部が否停電時であると判断したときは入力接続部からの給電経路により出力接
続部から出力し、停電判断部が停電時であると判断したときは蓄電池からの給電経路によ
り出力接続部から出力するように給電切換部により切り替えることで、停電時に電源スイ
ッチの状態に関係なく出力接続部からの給電を可能とし、出力接続部に接続したランプの
点灯等を行わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】停電検出器を屋内配線に接続した状態のブロック図である。（実施例１）
【図２】線間電磁誘導の原理説明図である。（実施例１）
【図３】線間容量誘導の原理説明図である。（実施例１）
【図４】停電検出器の波形例を示し、（Ａ）は、壁スイッチ等の状態を示すブロック図、
（Ｂ）は、接地側電圧を示す波形、（Ｃ）は、線間電圧を示す波形である。（実施例１）
【図５】停電検出器の波形例を示し、（Ａ）は、壁スイッチ等の状態を示すブロック図、
（Ｂ）は、接地側電圧を示す波形、（Ｃ）は、線間電圧を示す波形である。（実施例１）
【図６】停電検出器の波形例を示し、（Ａ）は、壁スイッチ等の状態を示すブロック図、
（Ｂ）は、接地側電圧を示す波形、（Ｃ）は、線間電圧を示す波形である。（実施例１）
【図７】停電検出器の波形例を示し、（Ａ）は、壁スイッチ等の状態を示すブロック図、
（Ｂ）は、接地側電圧を示す波形、（Ｃ）は、線間電圧を示す波形である。（実施例１）
【図８】停電検出器の波形例を示し、（Ａ）は、壁スイッチ等の状態を示すブロック図、
（Ｂ）は、接地側電圧を示す波形、（Ｃ）は、線間電圧を示す波形である。（実施例１）
【図９】停電検出器の波形例を示し、（Ａ）は、壁スイッチ等の状態を示すブロック図、
（Ｂ）は、接地側電圧を示す波形、（Ｃ）は、線間電圧を示す波形である。（実施例１）
【図１０】停電検出器のブロック図である。（実施例１）
【図１１】照明装置のブロック図である。（実施例２）
【図１２】電源装置のブロック図である。（実施例３）
【図１３】電源装置のブロック図である。（実施例４）
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　屋内配線の工事を必要とせずに電源スイッチの状態に関係なく停電検出を可能にすると
いう目的を、屋内配線３、５の接地側Ｎの配線３及び壁スイッチ１９が介設された否接地
側Ｌの配線５の線間容量誘導と線間電磁誘導とにより発生する微弱な電圧の少なくとも一
方を否停電時に壁スイッチ１９のＯＦＦ状態で検出し基準電圧状態として記憶する基準電
圧記憶部２９と、線間容量誘導と線間電磁誘導とにより発生する微弱な電圧の少なくとも
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一方を監視し監視電圧状態として検出する監視電圧検出部２９と、基準電圧状態と監視電
圧状態とを比較することにより停電を判断する停電判断部２９とを備えたことにより実現
した。
【実施例１】
【００２２】
［停電検出原理及び方法］
　図１は、停電検出器を屋内配線に接続した状態のブロック図である。
【００２３】
　図１のように、一般的な家庭の配線は、電線高電圧対し柱上トランス１を介して行われ
ている。電力は、電線高電圧が柱上トランス１で１００Ｖに変圧されて供給される。安全
のため柱上トランス１の片側の配線３は接地されている。これを接地側Ｎとする。他方の
配線５を否接地側Ｌとする。
【００２４】
　柱上トランス１からの配線３、５は、配電盤７の主ブレーカ９、個別ブレーカ１１ａ、
１１ｂ、・・・を通り、コンセント１３や照明装置側の停電検出器１５を接続して備えて
いる。コンセント１３には、例えば電気機器１７が接続されている。
【００２５】
　停電検出器１５の否接地側Ｌには、照明用の電源スイッチである壁スイッチ１９が設け
られている。
【００２６】
　通常使用時に、ＡＣ１００Ｖが柱上トランス１より供給され、且つ主ブレーカ９及び個
別ブレーカ１１ａ、１１ｂ、・・・が切断されていないとき否停電状態と判断され、壁ス
イッチ１９の入り切りにより照明の点灯、消灯を行わせることができる。
【００２７】
　停電時は、壁スイッチ１９の入り切りを問わずにバッテリの電力により照明装置を点灯
させる。
【００２８】
　停電には、柱上トランス１より電力が供給されないときと、照明装置に電力を供給する
主ブレーカ９、個別ブレーカ１１ａが切断されたときとの２種類がある。
【００２９】
　配電盤７より照明装置までの屋内配線はＶＶＦケーブルなど絶縁された複数の電線が１
本にまとめられたケーブルが使用されている。
【００３０】
　電線が平行に束ねられると、電線間に線間磁気誘導や線間容量誘導により片側の信号が
他方に影響を与え電圧や電流が発生するカプリング現象が起こる。
【００３１】
　本発明実施例にかかる停電検出方法では、配線間の線間電磁誘導と線間容量誘導とを検
出することにより、停電を検出する。
【００３２】
　この特徴により、屋内配線工事等を要することなく、且つ、壁スイッチ１９のＯＮ、Ｏ
ＦＦ状態にかかわらず、停電を判断することが可能となる。
【００３３】
　（線間電磁誘導）
　図２は、線間電磁誘導の原理説明図である。
【００３４】
　導線Ａに電流が流れると導線の周りに磁界が発生する。導線Ａに流れる電流が交流のと
き磁界の変化に対して導線Ｂに起電力が発生する。
【００３５】
　つまり、図１において、配電盤７で分岐された先に電気機器１７が動作するとき、柱上
トランス１と電気機器１７までの間で電磁誘導により本来接地され電圧が発生しない接地
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側Ｎの配線３と大地との間に、線間電磁誘導により弱い電圧Ｖ１が発生する。
【００３６】
　（線間容量誘導）
　図３は、線間容量誘導の原理説明図である。
【００３７】
　ケーブル内の導線Ａに、大地に対して交流電圧Ｖが供給された場合に、同ケーブル内の
導線Ｂが存在するとき、導線Ａと導線Ｂとの間に静電容量Ｃ１２が存在する。また、導線
Ｂと、大地もしくはケーブルが通る建物などの構造物との間に、静電容量Ｃ２Ｇが存在す
る。したがって、導線Ｂが導線Ａと大地等とから完全に絶縁された状態、すなわち壁スイ
ッチ１９がＯＦＦの時、導線ＡＢ間電圧Ｖ２は、次式で表すことができる。
【００３８】
　Ｖ２＝Ｖ×（Ｃ２Ｇ／Ｃ１２＋Ｃ２Ｇ）
　なお、原則として、停電時にはＶの値は０Ｖとなるため、Ｖ２の値は０Ｖとなる。
【００３９】
　線間静電容量は、２線間に発生する静電容量で通常のＶＶＦケーブルでは、長さ１ｍで
５０ｐＦから２００ｐＦ程度の小さな容量である。各配線は、建物などの構造物を大地の
一部として静電容量を持っている。
【００４０】
　つまり、図１において、壁スイッチ１９により切り離された否接地側Ｌの配線５と接地
側Ｎの配線３との間に弱い電圧Ｖ２が発生する。
【００４１】
　柱上トランス１より電力が供給されないときは、電磁誘導などが起きず電圧Ｖ１、Ｖ２
はほぼ０になる。また、個別ブレーカ１１ａが切断されたときは、他の屋内配線の影響は
多少あるものの、電圧Ｖ１、Ｖ２は減少する。
【００４２】
　（停電検出方法）
　停電検出方法として、大地と接地側Ｎの配線３との間の電圧Ｖ１、または壁スイッチ１
９で切り離された否接地側Ｌの配線５と接地側Ｎの配線３との間の電圧Ｖ２との両方又は
何れか一方の電圧を検出して使用する。
【００４３】
　本発明実施例は、上記の線間磁気誘導や線間容量誘導により接地側Ｎの配線３に発生す
る弱い電圧を測定することで停電を検出する。
【００４４】
　すなわち、屋内配線の接地側Ｎの配線３及び照明装置の壁スイッチ１９が介設された否
接地側Ｌの配線５の線間電磁誘導と線間容量誘導とにより発生する微弱な電圧Ｖ１、Ｖ２
の少なくとも一方を否停電時に壁スイッチ１９のＯＦＦ状態で基準電圧状態として検出す
る。次いで、前記線間電磁誘導と前記線間容量誘導とにより発生する微弱な電圧Ｖ１、Ｖ
２の少なくとも一方を監視し監視電圧状態として検出する。そして、前記基準電圧状態と
監視電圧状態とを比較することにより停電を検知する。
【００４５】
　具体的には、図４～図９のようになっている。図４～図９は、停電検出器の波形例を示
し、各（Ａ）は、壁スイッチ等の状態を示すブロック図、各（Ｂ）は、接地側電圧を示す
波形、各（Ｃ）は、線間電圧を示す波形である。
【００４６】
　図４（Ａ）は、壁スイッチ１９のＯＦＦでの通常の消灯状態、図５（Ａ）は、個別ブレ
ーカ１１ａが切断し壁スイッチ１９がＯＦＦの状態、図６（Ａ）は、個別ブレーカ１１ａ
が切断し壁スイッチ１９がＯＮの状態、図７（Ａ）は、主ブレーカ９が切断し壁スイッチ
１９がＯＦＦの状態、図８（Ａ）は、主ブレーカ９が切断し壁スイッチ１９がＯＮの状態
、図９（Ａ）は、柱上トランス１が切断された状態である。
【００４７】
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　図４（Ａ）～図８（Ａ）の状態で接地側電圧Ｖ１は、図４～図８の（Ｂ）の波形状態と
なった。
【００４８】
　図４（Ａ）～図８（Ａ）の状態で線間電圧Ｖ２は、図４～図８の（Ｃ）の波形状態とな
った。
【００４９】
　このような図４～図８の電圧Ｖ１、Ｖ２波形状態から、図４の電圧Ｖ１、Ｖ２を基準電
圧状態として記憶し、その後、図５～図８のように電圧Ｖ１、Ｖ２を監視し監視電圧状態
として検出する。この基準電圧状態と監視電圧状態とを比較することにより停電を検知す
る。例えば、監視された接地側電圧Ｖ１又は線間電圧Ｖ２の何れかが壁スイッチ１９のＯ
ＦＦのときの基準電圧と比べて２分の１以下になったとき停電と判断する。
【００５０】
　なお、測定される電圧値は、実際の屋内配線の長さや、接続されている電気機器により
変動するため、保存した否停電時の消灯状態の電圧値と、測定された電圧の変動幅とによ
って、否停電時の消灯状態と停電時とを区別する閾値を自動的に補整、調整する機能を付
加することができる。
【００５１】
　より高度な判定方法として、否停電時の電圧値波形を基準電圧状態として記憶し、監視
により測定している電圧波形を監視電圧状態とし、両者の波形の差異の程度により停電を
判定する機能とすることができ、機能を付加することもできる。
〔停電検出器〕
　図１０は、停電検出器のブロック図である。
【００５２】
　本発明実施例にかかる停電検出方法を実現する停電検出器１５は、入力端子部２１、２
３、線間電圧増幅回路２５、接地側電圧増幅回路２７、電子制御回路２９を備えている。
【００５３】
　入力端子部２１は、ＡＣ１００Ｖの接地側Ｎの配線３（図１）に接続され、入力端子部
２３は、ＡＣ１００Ｖの否接地側Ｌの配線５（図１）に接続される。なお、通常の照明点
灯時はＡＣ１００Ｖの電圧が入力されるため安全のため、入力端子部２１、２３は、電流
を制限する抵抗とＤＣカプリングコンデンサを介して接続される。
【００５４】
　線間電圧増幅回路２５は、接地側Ｎ及び否接地側Ｌの入力を受け、接地側Ｎの配線３と
否接地側Ｌの配線５との電圧差Ｖ２を増幅して電子制御回路２９へ入力する。
【００５５】
　接地側電圧増幅回路２７は、接地側Ｎの入力を受け、仮想大地にあたる検出器１５のＧ
ＮＤと接地側Ｎとの電圧差Ｖ１を増幅して電子制御回路２９へ入力する。
【００５６】
　電子制御回路２９は、ＣＰＵ、メモリ等で構成され、Ａ／Ｄコンバータ入力端子部３１
、３３と出力端子部３５とを備えている。
【００５７】
　Ａ／Ｄコンバータ入力端子部３１、３３は、線間電圧増幅回路２５及び接地側電圧増幅
回路２７からの出力を入力する。
【００５８】
　ＣＰＵは、監視電圧検出部及び停電判断部を構成する。監視電圧検出部として、線間容
量誘導と線間電磁誘導とにより発生する微弱な電圧の少なくとも一方を監視する。本実施
例では、線間容量誘導により発生する電圧として線間電圧増幅回路２５からの入力を監視
すると共に、線間電磁誘導により発生する電圧として接地側電圧増幅回路２７からの入力
を監視している。
【００５９】
　ＣＰＵは、停電判断部として、基準電圧状態と監視電圧状態とを比較することにより停
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電を判断する。
【００６０】
　基準電圧状態は、メモリが、基準電圧記憶部として、屋内配線の接地側Ｎ及び電源スイ
ッチが介設された否接地側Ｌの線間容量誘導と線間電磁誘導とにより発生する微弱な電圧
の少なくとも一方を否停電時に前記電源スイッチのＯＦＦ状態で検出して記憶する。本実
施例では、壁スイッチ１９のＯＦＦ状態で線間電圧増幅回路２５からの入力を検出して記
憶すると共に、接地側電圧増幅回路２７からの入力を検出して電圧Ｖ２、Ｖ１の基準電圧
を記憶する。
【００６１】
　監視電圧状態は、基準電圧状態の記憶後に前記のように監視し線間電圧増幅回路２５及
び接地側電圧増幅回路２７から入力する監視電圧である。ＣＰＵは、基準電圧を読み出し
、この基準電圧と検出した監視電圧とを比較し、停電を判断する。この判断は、図４～図
８のように、基準電圧よりも小さな監視電圧となったときに停電と判断する。判断した結
果は、出力端子３５から停電信号として出力される。
【００６２】
　ＣＰＵは、Ａ／Ｄコンバータ入力端子部３１、３３より入力された波形を、５０Ｈｚま
たは６０Ｈｚのフィルタによりノイズを除去することができ、ノイズを除去した波形より
、振幅、平均値などを計算することができる。
【００６３】
　なお、停電の判定にＣＰＵを用いる構成としたが、アナログ回路により構成することも
できる。ＣＰＵを用いたのは、アナログ回路より安価に、より高度な停電判定が行えるか
らである。
【００６４】
　かかる構成の停電検出器１５は、停電を検出するためにＡＣ１００Ｖの接地側Ｎと否接
地側Ｌとに接続する。
【００６５】
　電圧Ｖ２が線間電圧増幅回路２５で増幅され、Ａ／Ｄコンバータ入力端子部３１から電
子制御回路２９に入力され、電圧差Ｖ１が接地側電圧増幅回路２７で増幅され、Ａ／Ｄコ
ンバータ入力端子部３３から電子制御回路２９に入力される。
【００６６】
　電子制御回路２９では、ＣＰＵに入力された波形が５０Ｈｚ又は６０Ｈｚのフィルタに
よりノイズが除去される。
【００６７】
　ノイズが除去された波形により振幅・平均値などを求める。
【００６８】
　測定される値は、実際の屋内配線の長さや接続している電気機器により変動するため、
否停電時の消灯状態の電圧値を測定し基準電圧としてメモリに保存する。
【００６９】
　電圧の変動幅が大きいときは増幅回路の増幅率を変化させる。
【００７０】
　保存した否停電状態の値より小さな値が測定されたとき停電と判定し、出力端子部３５
から、バッテリにより照明を点灯させるコントローラへ出力される。
【００７１】
　以上、ＣＰＵは、否停電時であって、且つ壁スイッチ１９による電源ＯＦＦ時に検出し
た微弱な基準電圧値を記憶し、その記憶した基準電圧値と、監視により検出した監視電圧
値との大小を比較し、監視電圧値が基準電圧値と比較して、設定された閾値より微弱な電
圧値が検出されれば、停電と判断し、後段の回路に任意の信号を出力するための演算処理
および制御処理を実行することができればよい。
【００７２】
　ＣＰＵには、否停電時の消灯状態と停電時とを区別する閾値を自動的に補整、調整する
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機能を付加することもできる。
【実施例２】
【００７３】
　図１１は、実施例２に係り、照明装置のブロック図である。
【００７４】
　図１１の照明装置は、実施例１の停電検出器を用いたＬＥＤ照明器具３７とした。
【００７５】
　ＬＥＤ照明器具３７は、実施例１の停電検出器１５に相当する構成として高感度増幅器
３９及び積分回路４１を備えている。高感度増幅器３９は、線間電圧増幅回路２５及び接
地側電圧増幅回路２７に相当し、積分回路４１は、ＣＰＵ等で構成された電子制御回路２
９に相当し、同様に機能する。したがって、積分回路４１は、基準電圧記憶部と監視電圧
検出部と停電判断部とを備えた構成となっている。
【００７６】
　ＬＥＤ照明器具３７は、その他、入力接続部４３、蓄電池としてリチューム・イオン電
池４５、ランプとして内蔵ＬＥＤランプ４７、給電切換部として切替制御回路４９を備え
ている。
【００７７】
　入力接続部４３は、屋内に備えられた任意のコンセントに差し込み接続し、屋内配線に
対し接離自在とするものである。
【００７８】
　リチューム・イオン電池４５は、停電時に内蔵ＬＥＤランプ４７を点灯させるものであ
り、入力接続部４３を介した屋内配線への接続時に充電する構成となっている。すなわち
、入力接続部４３からＡＣ－ＤＣレギュレータ５０、バッテリ充電コントローラ５１を介
してリチューム・イオン電池４５が充電される。
【００７９】
　内蔵ＬＥＤランプ４７は、入力接続部４３からの給電経路とリチューム・イオン電池４
５からの給電経路との何れかにより給電を受け、ＬＥＤドライバ５３により駆動されて点
灯する構成となっている。入力接続部４３からの給電経路では、入力接続部４３、ＡＣ－
ＤＣレギュレータ５０、切替制御回路４９、ＬＥＤドライバ５３へと通電される。リチュ
ーム・イオン電池４５からの給電経路では、リチューム・イオン電池４５、切替制御回路
４９、ＬＥＤドライバ５３へと通電される。
【００８０】
　切替制御回路４９は、内蔵ＬＥＤランプ４７への給電経路を切り替える。積分回路４１
が停電判断部として否停電時であると判断したとき、切替制御回路４９は、入力接続部４
３からの給電経路により内蔵ＬＥＤランプ４７へ給電するように切り替える。積分回路４
１が停電判断部として停電時であると判断したとき、切替制御回路４９は、リチューム・
イオン電池４５からの給電経路により内蔵ＬＥＤランプ４７へ給電するように切り替える
。
【００８１】
　かかる構成のＬＥＤ照明器具３７は、入力接続部４３により、天井の電球ソケットや引
っ掛けシーリングなどに取り付けることで使用することができ、特別な電気工事を必要と
しない。
【００８２】
　リチューム・イオン電池４５は、バッテリ充電コントローラ５１により、否停電時に充
電される。
【００８３】
　否停電時には、入力接続部４３からの給電経路により内蔵ＬＥＤランプ４７を点灯させ
、壁スイッチにより内蔵ＬＥＤランプ４７をＯＮ、ＯＦＦ制御することができる。
【００８４】
　停電時には、積分回路４１からの信号を受けて切替制御回路４９が給電経路を切り替え
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る。
【００８５】
　停電時は、リチューム・イオン電池４５からの給電経路により内蔵ＬＥＤランプ４７を
自動点灯させ、非常灯機能付きの照明器を実現することができる。ＬＥＤ照明器具３７そ
のものをコンセントから引き抜き、懐中電灯としても機能させることができる。但し、Ｌ
ＥＤ照明器具３７は、取り外しのできない非常灯として構成することもできる。
【００８６】
　ＬＥＤ照明器具３７に、ＯＮ、ＯＦＦ用のボタンを付加することもできる。リモコンに
よりＯＮ、ＯＦＦ制御する構成とすることもできる。
【００８７】
　なお、ＬＥＤ照明器具３７は、蓄電池の種類および容量、若しくは発光素子への電流量
を調整することにより、停電時における照明器の光量、点灯時間を調整することもできる
。
【００８８】
　また、入力接続部４３の入力プラグの形状、サイズなどは、どのようなタイプを選択し
ても良い。一般家庭やオフィスなどで使用されている、各種照明用ソケットに対応させる
ことができる。
【００８９】
　ＬＥＤ照明器具３７に、人感センサ、照度センサを追加し、自動でＯＮ、ＯＦＦ制御さ
せ、人がいない時や、明るい時間帯の停電時には非常灯機能を発揮させないことなどもで
き、無用な電力消費を排除する等の機能を追加することもできる。さらには停電検出時に
停電を知らせるブザーなどを追加してもよい。
【００９０】
　ランプとしては、白熱電球、蛍光灯、LED照明等の任意の照明器に適用することができ
る。
【００９１】
　本発明実施例のＬＥＤ照明器具３７は、屋内配線工事、壁スイッチの改修等を全く行う
必要がないため、一般の家庭やオフィス等に広く普及している照明器に、極めて容易に、
且つ即時に取り付けることができ、簡単で安価な非常灯機能付き照明器を提供することが
できる。
【００９２】
　停電時の非常灯として働かせることができる時間は、停電時における照明器具の消費電
力量、蓄電池の種類、蓄電容量等によって調整することができる。
【実施例３】
【００９３】
　図１２は、実施例３に係り、電源装置のブロック図である。なお、基本的な構成は、実
施例２のＬＥＤ照明器具３７と同様であり、同一構成部分には同符号を付し、重複した説
明は省略する。
【００９４】
　図１２の電源装置５５も、実施例１の停電検出器を用いている。
【００９５】
　電源装置５５は、実施例２のＬＥＤ照明器具３７と同様に、実施例１の停電検出器１５
に相当する構成として高感度増幅器３９及び積分回路４１を備えている。
【００９６】
　電源装置５５は、その他、入力接続部４３、蓄電池としてリチューム・イオン電池４５
、給電切換部として切替制御回路４９、ＡＣ－ＤＣレギュレータ５０、バッテリ充電コン
トローラ５１を備え、同様に機能する。
【００９７】
　一方、本実施例の電源装置５５は、ＡＣ電源ＬＥＤ照明器具５７を外付けとし、源装置
５５は、このＡＣ電源ＬＥＤ照明器具５７に電力供給を行う構成としている。このため、
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電源装置５５は、ＡＣ電源ＬＥＤ照明器具５７を接続するためのコンセント５９を備え、
ＬＥＤ照明器具３７のＬＥＤドライバ５３及び内蔵ＬＥＤランプ４７に代えて、ＤＣ－Ａ
Ｃインバータ６１、リレーで構成した出力切替回路６３を備えている。
【００９８】
　本実施例での入力接続部４３からの給電経路は、入力接続部４３から出力切替回路６３
を介してコンセント５９からＡＣ電源が直接出力される。リチューム・イオン電池４５か
らの給電経路では、停電時に出力切替回路６３が切替制御回路４９に連動して切り替えら
れ、リチューム・イオン電池４５、切替制御回路４９、ＤＣ－ＡＣインバータ６１、出力
切替回路６３を介してコンセント５９からＡＣ電源が出力される。
【００９９】
　かかる構成により、否停電時には、入力接続部４３からの給電経路によりコンセント５
９からＡＣ電源が出力され、外付けのＡＣ電源ＬＥＤ照明器具５７を点灯させ、壁スイッ
チによりＡＣ電源ＬＥＤ照明器具５７をＯＮ、ＯＦＦ制御することができる。
【０１００】
　停電時には、積分回路４１からの信号を受けて切替制御回路４９が給電経路を切り替え
る。
【０１０１】
　停電時は、リチューム・イオン電池４５からの給電経路によりコンセント５９からＡＣ
電源が出力され、外付けのＡＣ電源ＬＥＤ照明器具５７を自動点灯させ、非常灯を実現す
ることができる。電源装置５５をコンセントから引き抜き、ＡＣ電源ＬＥＤ照明器具５７
と共に懐中電灯としても機能させることができる。但し、電源装置５５は、取り外しので
きない非常電源装置として構成することもできる。
【０１０２】
　電源装置５５に、ＯＮ、ＯＦＦ用のボタンを付加することもできる。リモコンによりＯ
Ｎ、ＯＦＦ制御する構成とすることもできる。
【０１０３】
　電源装置５５単体でコンセントから引き抜き、照明器具以外の電源として使用すること
もできる。
【０１０４】
　また、電源装置５５は、既存の照明器具と引掛けシーリングの間に入れる構成とするこ
とにより、家庭等で既に使用している照明器に非常灯機能を容易に付加することができる
。
【０１０５】
　こうして、本実施例でも、屋内配線工事及び壁スイッチの改修等を要することなく、且
つ、電源スイッチのＯＮ、ＯＦＦ状態にかかわらず、停電を検出することができる。
【０１０６】
　電源スイッチＯＦＦ時にＡＣ１００ＶとＡＣ電源ＬＥＤ照明器具５７との間を切断する
ことにより、ＡＣ１００Ｖ入力には停電検出器のみが接続されるため、外付けのＡＣ電源
ＬＥＤ照明器具５７の入力インピーダンス等の影響を受けず、安定した停電検出に寄与す
る。
【０１０７】
　図１３は、実施例３の変形例に係り、電源装置のブロック図である。なお、基本的な構
成は、図１２の電源装置５５と同様であり、同一構成部分には同符号を付し、重複した説
明は省略する。
【０１０８】
　図１３の電源装置５５Ａでは、図１２電源装置５５のＡＣ電源ＬＥＤ照明器具５７に代
えてＤＣ電源ＬＥＤ照明器具５７Ａとした。このため、図１２のＤＣ－ＡＣインバータ６
１、出力切替回路６３を、図１３のように定電流ＬＥＤドライバ６５に代えた。
【０１０９】
　本実施例での入力接続部４３からの給電経路では、入力接続部４３から切替制御回路４
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９、定電流ＬＥＤドライバ６５を介してコンセント５９からＤＣ電源が出力される。リチ
ューム・イオン電池４５からの給電経路では、停電時にリチューム・イオン電池４５、切
替制御回路４９、定電流ＬＥＤドライバ６５を介してコンセント５９からＤＣ電源が出力
される。
【０１１０】
　かかる構成により、否停電時には、入力接続部４３からの給電経路によりコンセント５
９からＤＣ電源が出力され、外付けのＤＣ電源ＬＥＤ照明器具５７Ａを点灯させ、壁スイ
ッチによりＤＣ電源ＬＥＤ照明器具５７ＡをＯＮ、ＯＦＦ制御することができる。
停電時には、積分回路４１からの信号を受けて切替制御回路４９が給電経路を切り替える
。
【０１１１】
　停電時は、リチューム・イオン電池４５からの給電経路によりコンセント５９からＤＣ
電源が出力され、外付けのＤＣ電源ＬＥＤ照明器具５７Ａを自動点灯させ、非常灯を実現
することができる。
【０１１２】
　その他、電源装置５５と同様である。
【符号の説明】
【０１１３】
３、５　配線（屋内配線）
１９　壁スイッチ（電源スイッチ）
２９　電子制御回路（基準電圧記憶部、監視電圧検出部、停電判断部）
４１　積分回路（基準電圧記憶部、監視電圧検出部、停電判断部）
４７　内蔵ＬＥＤランプ（ランプ）
４９　切換制御回路（給電切換部）
Ｌ　　否接地側
Ｎ　　接地側
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