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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源、および前記光源に給電する電源部を有する灯具ユニットと、前記灯具ユニットを
保持する本体ユニットと、を備え、
　前記本体ユニットは、照明器具の照射面側に前記灯具ユニットを嵌合する嵌合部を有し
、
　前記灯具ユニットは、前記嵌合部に着脱自在に嵌合され、
　前記灯具ユニットは、長手方向の一端にバネを有するとともに、他端に爪状部材を有し
、
　前記本体ユニットは、長手方向の一端に前記バネが係合するバネ係合部を有するととも
に、前記爪状部材が係合する爪係合部を有する、
　照明器具。
【請求項２】
　請求項１に記載の照明器具であって、
　前記灯具ユニットは、端子台を備え、
　前記端子台は、前記電源部と前記灯具ユニットの爪状部材との間、および前記電源部と
前記灯具ユニットのバネ部との間のうち少なくともいずれか一方に配置される、
　照明器具。
【請求項３】
　請求項１に記載の照明器具であって、
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　前記灯具ユニットは、灯具基部をさらに備え、
　前記灯具基部は、一方の面に前記光源が固定され、他方の面に前記電源部が固定される
、
　照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤを光源とする照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、低消費電力、長寿命などの利点を有するＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ
　Ｄｉｏｄｅ：発光ダイオード）を光源として用いた照明器具が種々提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、ＬＥＤを光源として天井面に設置されるベースライトに適用
される照明器具が開示されている。具体的には、特許文献１には、本体ユニットと、反射
板ユニットと、ＬＥＤ点灯ユニットとを備えた照明器具が開示されている。特許文献１の
照明器具では、本体ユニットに点灯回路（電源装置）が取り付けられた構成となっている
。特許文献１の照明器具は、ＬＥＤ点灯ユニットの取付金具が反射板ユニットの取付金具
孔に挿通されて、本体ユニットの取付ばねに挿着されることにより、ＬＥＤ点灯ユニット
が反射板ユニットおよび本体ユニットに組み付けられる構成となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－５４００５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示された照明器具では、３つのユニットから照明器具が
構成されるため、組立工数が多いという問題があった。具体的には、特許文献１の照明器
具では、ベースライトとして天井等に取り付ける場合、天井に取り付けられた本体ユニッ
トに、反射板ユニットを介してＬＥＤ点灯ユニットを挿着しなければならない。そのため
、本体ユニットとＬＥＤ点灯ユニットとの間に反射板ユニットを介装しなければならず、
組立が煩雑で工数がかかってしまうという課題がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、ＬＥＤを光源とする照明器
具であって、組立が簡単な照明器具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００８】
　すなわち、本願に開示する照明器具は、光源、および前記光源に給電する電源部を有す
る灯具ユニットと、前記灯具ユニットを保持する本体ユニットと、を備え、前記本体ユニ
ットは、照明器具の照射面側に前記灯具ユニットを嵌合する嵌合部を有し、前記灯具ユニ
ットは、前記嵌合部に着脱自在に嵌合され、前記灯具ユニットは、長手方向の一端にバネ
を有するとともに、他端に爪状部材を有し、前記本体ユニットは、長手方向の一端に前記
バネが係合するバネ係合部を有するとともに、前記爪状部材が係合する爪係合部を有する
ものである。
【０００９】
　本願に開示する照明器具は、上記構成を基本として、以下のような態様をとることがで
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きる。
【００１０】
　本願に開示する照明器具において、前記灯具ユニットは、端子台を備え、前記端子台は
、前記電源部と前記灯具ユニットの爪状部材との間、および前記電源部と前記灯具ユニッ
トのバネ部との間のうち少なくともいずれか一方に配置されることが好ましい。
【００１１】
　本願に開示する照明器具において、前記灯具ユニットは、灯具基部をさらに備え、前記
灯具基部は、一方の面に前記光源が固定され、他方の面に前記電源部が固定されることが
好ましい。
                                                                        
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、灯具ユニットを本体ユニットに着脱自在に嵌合する構成のため、照明
器具の組立が簡単になる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る照明器具を斜め下方から見た斜視図。
【図２】同じく照明器具を下方から見た平面図。
【図３】本体ユニット（灯具ユニットを外した状態）を示す斜視図。
【図４】図２におけるＡ－Ａ矢視断面図。
【図５】図４の照明器具の一部（バネ係合部）を拡大した拡大断面図。
【図６】図４の照明器具の一部（爪係合部）を拡大した拡大断面図。
【図７】図２におけるＢ－Ｂ矢視断面図。
【図８】本体ユニットを分解して示す分解斜視図。
【図９】灯具ユニットを分解して示す分解斜視図。
【図１０】照明器具の変形例（幅広逆富士型１灯）を示す図。
【図１１】照明器具の変形例（逆富士型２灯）を示す図。
【図１２】照明器具の変形例（トラフ型）を示す図。
【図１３】照明器具の変形例（反射板付きトラフ型）を示す図。
【図１４】照明器具の変形例（埋込型２灯）を示す図。
【図１５】照明器具の変形例（反射板付き埋込型２灯）を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施形態に係る照明器具１１について、図１から図１５を用いて説明する。本
実施形態に係る照明器具１１は、ＬＥＤ５３を光源とする照明器具である。照明器具１１
は、例えば天井面や壁面等の取付面（本実施形態では、天井面Ｃ）に直付けされるベース
ライトである。照明器具１１の外形は、図２に示すように、平面視において短手方向の長
さに対して、長手方向の長さの比率が大きい細長い形状である。
【００１５】
　以下の説明では、照明器具１１の光を照射する側を照明器具１１の照射面側とし、照明
器具１１における天井面や壁面等の取付面に対向する側を照明器具１１の取付面側（照射
面側の反対側）として説明する。また、照明器具１１において、図１、図４における上下
方向を、照明器具１１の「上下方向」として説明する。また、本実施形態の説明において
、下方から照明器具１１等を視た状態を平面視とする。上下方向に対して直交方向から照
明器具１１等を視た状態を側面視とする。照明器具１１等の断面形状を見た状態を断面視
とする。なお、照明器具１１の形状は、本実施形態に示すような細長い形状に限らず、平
面視における形状が円形形状やスクエア形状であってもよい。また、本実施形態に係る照
明器具１１は、天井面Ｃに直付けする天井直付け型の照明器具であるが、特に限定するも
のでない。例えば、後述するような天井面等に埋め込んで取り付ける埋込型照明器具であ
ってもよい。
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【００１６】
　照明器具１１は、照明器具１１の器具本体となる本体ユニット２１と、灯具ユニット４
１と、を備える。
【００１７】
　本体ユニット２１は、図３に示すように照射面側（下側）に嵌合部２２を有するととも
に、取付面側（上側）に底面を有する有底箱状の部材である。本体ユニット２１は、平面
視において細長い長方形状であり、断面視において略台形状である。本体ユニット２１は
、灯具ユニット４１が嵌合部２２に嵌合され、灯具ユニット４１を照射面側に保持する部
材である。本体ユニット２１を構成する材料としては、例えば熱伝導率の高いアルミニウ
ムやアルミニウム合金、鉄や鉄合金等の金属材料が挙げられる。本体ユニット２１は、例
えば、板金（本実施形態では、鉄合金製の板金）を屈曲して加工することよりにより形成
されている。なお、本体ユニット２１を構成する材料としては、金属に限らない。
【００１８】
　本体ユニット２１は、長方形の板状で底面となる本体基部２３（図４参照）、該本体基
部２３の短手方向両側に形成される側壁部２４、該側壁部２４の下端部から斜め下方に延
設される傾斜面部２５、本体基部２３の長手方向両側に形成されるとともに側壁部２４及
び傾斜面部２５に連設される端壁部２６、及び該傾斜面部２５に隣接するとともに細長い
長方形状の開口を有する細長い凹状に設けられる嵌合部２２を有している。なお、本実施
形態においては、本体ユニット２１の照射面側に一つの嵌合部２２を有する構成であるが
、特に限定するものではない。例えば、灯具ユニット４１を複数取付けるために本体ユニ
ットの照射面側に複数の嵌合部を有する構成としてもよい。
【００１９】
　本体基部２３は、取付部材（例えば、ボルト・ナット等）により天井面Ｃに近接して取
り付けられる部分である。傾斜面部２５は、灯具ユニット４１が本体ユニット２１に取り
付けられた際に灯具ユニット４１に隣接する部分であり、傾斜面部２５の照射面側表面が
灯具ユニット４１から出射された光を下方や側方に向けて反射する光反射面となる。本体
ユニット２１は、灯具ユニット４１を保持可能な耐久性と、灯具ユニット４１が発する熱
を放熱させるための熱伝導性とを考慮し、鉄合金等の金属材料を用いて形成されている。
なお、本体ユニット２１は、灯具ユニット４１を保持可能な耐久性及び必要な放熱性が確
保できる材料であれば、鉄合金などの金属に限らず、樹脂などの他の材料、もしくはそれ
らの組み合わせで形成することができる。
【００２０】
　嵌合部２２は、灯具ユニット４１の上端側（例えば、光源部５１のＬＥＤ５３を点灯さ
せるための電源装置６１及び端子台６２等）を嵌合させて収容する部分である。嵌合部２
２は、上面部（底面部）２２ａ、該上面部２２ａに連設される側壁部２２ｂ及び、該上面
部２２ａ及び側壁部２２ｂに連設される端壁部２２ｃに囲まれて区画される照射面側が開
放された細長い略直方体状の空間である。
【００２１】
　嵌合部２２は、灯具ユニット４１が嵌合部２２に嵌合された際に、嵌合部２２内に電源
装置６１、端子台６２、配線等を収容するための高さ及び幅が確保されている。嵌合部２
２には、嵌合部２２の上面部２２ａにおける長手方向の一端に後述するバネ部材３５が係
合するバネ係合部３１が設けられている（図４、図８参照）。嵌合部２２の上面部２２ａ
には、灯具ユニット４１の長手方向の中央近傍に貫通孔２７が形成されており、端子台６
２に接続される天井面Ｃの内側に配置された外部電源と接続される配線（図示せず）が挿
通される。
【００２２】
　バネ係合部３１は、灯具ユニット４１が有するバネ部材３５を係合可能である、断面視
矩形状の金属製の部材である（図８参照）。バネ係合部３１は、一対の対向する側板部３
１ａを有する。該側板部３１ａには、バネ係合部３１の長手方向に沿って形成される一端
が開放されたスリット状のバネ案内部３３と、鉤状のバネ係止部３４を有する。バネ案内
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部３３は、バネ部材３５の一端であるバネ端部９４を係合した状態で、該バネ端部９４を
本体ユニット２１の長手方向に沿って案内する部分である。バネ係止部３４は、バネ案内
部３３によりバネ部材３５の一端であるバネ端部９４（図５、図９参照）を案内する際に
、鉤状部分にバネ端部９４を係止し、バネ部材３５が容易にバネ案内部３３から外れるこ
とを防ぐためのものである。なお、本実施形態に係るバネ係止部３４の形状は、特に限定
するものではない。バネ係止部は、バネ部材３５が容易に外れないように機能すればよく
、例えば、バネ案内部３３の中途部の下側に半円状の切欠きを設けて、バネ端部９４を係
止できるように構成してもよい。
【００２３】
　また、本体基部２３の長手方向の一端には、連結部材９５が設けられている。連結部材
９５は、複数の照明器具１１を照明器具１１の長手方向に並べて配置する際に、隣接する
照明器具１１間を連結するための部材である。
【００２４】
　図９に示すように、灯具ユニット４１は、灯具基部４２、光源部（ＬＥＤモジュール基
板）５１、電源装置６１、端子台６２、セード８１、バネ部９０、及び爪状部材５２を主
に備える。
【００２５】
　灯具基部４２は、照射面側に光源部（ＬＥＤモジュール基板）５１及びセード８１を保
持し、取付面側に電源装置６１、端子台６２、バネ部９０、及び爪状部材５２を保持する
部材である。灯具基部４２は、断面視コ字状の長尺の金属製部材であり、光源取付部４２
ａ、該光源取付部４２ａの端部から立設する側壁部４２ｂを有している。灯具基部４２は
、光源部５１で発生した熱を吸収し、灯具基部４２の外側の空気に放出する放熱機能も有
する。灯具基部４２は、その長手方向の寸法及び短手方向の寸法が前述した嵌合部２２と
比べて、やや小さくなるように形成されている。
【００２６】
　光源取付部４２ａは、光源部（ＬＥＤモジュール基板）５１が取り付けられる部分であ
る。光源取付部４２ａは、灯具基部４２の照射面側（下側）の平面視長方形状の板状部分
である。灯具基部４２は、光源部５１で発生した熱を吸収し、灯具基部の外側の空気に放
出する放熱機能も有するため、光源部５１が当接される光源取付部４２ａは、光源部５１
との接触面積が広くなるよう平坦に形成されている。
【００２７】
　電源装置６１は、光源部５１が有するＬＥＤ５３に給電を行って、ＬＥＤ５３を点灯さ
せるための装置である。電源装置６１は、箱状の電源ケース内に直方形状に加工されたプ
リント配線板上に複数の電子部品が実装された電源回路が収容されたものである。電源装
置６１は、灯具基部４２の長手方向の略中央部における光源取付部４２ａの取付面側に配
置されている。電源装置６１は、外部電源から供給される交流電流を所定の直流電流に変
換し、変換後の電流を基板５４に実装された複数のＬＥＤ５３に供給するためのものであ
る。電源装置６１は、配線（図示せず）を介して端子台６２に電気的に接続されている。
端子台６２は、灯具基部４２の取付面側において灯具基部４２に設けられたバネ部９０と
電源装置６１との間に配置されている。照明器具１１を天井面Ｃに取り付ける際、端子台
６２を配線（図示せず）により天井側の外部電源（図示せず）に接続することで、外部電
源と電気的に接続される。電源装置６１と光源部５１は配線（図示せず）によって電気的
に接続されている。
【００２８】
　光源部５１は、照明器具１１の照射面側に向けて光を出射する部分である。光源部５１
は、図７、図９に示すように、モジュール基板である。光源部５１は、平板状（横長状）
に加工された基板５４上に、この基板５４の長手方向に点光源である複数のＬＥＤ５３が
、等間隔かつ略直線状に基板上に並べられて配置されたものである。なお、本実施形態で
は光源として複数のＬＥＤ素子（表面実装タイプのＬＥＤ素子）を用いたが、これに限ら
ず、ＣＯＢ型発光モジュールや有機ＥＬ素子などを用いても良い。
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【００２９】
　光源部５１は、光源取付部４２ａの照射面側に当接して配置され、ネジ等の取付部材に
より取り付けられる。光源部５１は、電線（図示せず）によって電源装置６１と電気的に
接続されている。なお、光源部５１は、熱伝導性シート（図示せず）や放熱グリスを介し
て光源取付部４２ａに取り付けてもよく、これにより、より高い放熱性を得ることもでき
る。また、本実施形態では、光源部５１は、ＬＥＤ５３を実装した基板５４を灯具ユニッ
ト４１の長手方向に沿って複数枚配置することで構成されているが、特に限定するもので
はない。例えば、ＬＥＤを実装した基板を灯具ユニット４１の短手方向に複数配置するよ
うに構成することもできる。
【００３０】
　セード８１は、光源取付部４２ａに取り付けられた光源部５１の照射面側を覆うように
取り付けられ、光源部５１からの光を透過及び拡散させて、出射面を形成する。セード８
１は、長尺状で断面視略円弧状の部材である。セード８１は、長手方向の全長が灯具基部
４２の長手方向の全長と略同一である。セード８１は、短手方向外縁に外縁部８２を有す
る。外縁部８２は、灯具ユニット４１を本体ユニット２１に嵌合させた場合に、本体ユニ
ット２１の嵌合部２２の下端近傍部分に当接する部分である。セード８１は、透光性を有
する半透明（例えば、乳白色）のアクリル樹脂素材等で形成される。セード８１は、その
短手方向の両端近傍において上方に突出して形成される突出部８３を有し、該突出部８３
を灯具基部４２の側壁部４２ｂの内側に配置した状態で、灯具基部４２にネジ６３で取り
付けられる。セード８１は、短手方向端部に水平突出部８６を有する。水平突起部８６は
、セード８１の長手方向に沿って連続的に形成されている。
【００３１】
　水平突出部８６は、その下面が、セード８１の下面に連続した略円弧状に形成される。
水平突起部８６は、その上面に平面部８６ａを有する。平面部８６ａは、照明器具１１を
例えば天井面Ｃに取り付けた状態において、天井面Ｃに対して平行となる（但し、完全な
平行に限らない）。平面部８６ａは、灯具ユニット４１を本体ユニット２１に取り付けた
状態において、本体ユニット２１の傾斜面部２５との間に空隙を挟んで対向する。セード
８１は、傾斜面８６ｂを有する。傾斜面８６ｂは、平面部８６ａと外縁部８２との間に有
する。平面部８６ａと傾斜面８６ｂとでなす角度は、鈍角または直角であることが好まし
い。セード８１は、その長手方向の両端にエンドキャップ８４を有する。エンドキャップ
８４は、セード８１の長手方向両端の開口部を覆う壁部８４ｂを有する。エンドキャップ
８４は、セード８１と同一材料で形成されている。エンドキャップ８４は、セード８１の
長手方向の両端面に略直交する方向へ庇状に突出する突出部８４ａを有する。エンドキャ
ップ８４は、セード８１の長手方向両端に、接着剤または熱溶着などにより接合されるが
、接合方法はこれらに限らない。突出部８４ａは、壁部８４ｂに略直交している。突出部
８４ａは、灯具ユニット４１が本体ユニット２１に取り付けられた状態において、本体ユ
ニット２１の上面部２２ａに空隙を挟んで対向する。
【００３２】
　なお、セードの形状は、本実施形態の形状に限定するものではない。例えば、セードの
断面形状を断面半円状、断面四角状、断面台形状に構成することもできる。また、セード
８１を灯具基部４２に取り付ける手段は、ネジ６３によるものに限らず、例えばセード８
１における突出部８３に相当する位置に爪部を設け、その爪部を灯具基部４２に形成され
た孔に係合させる構成であってもよい。また、図９に示すように、エンドキャップ８４は
、セード８１の組立時に、セード８１の本体部分の長手方向両端に取り付けられる構成と
したが、セード８１の本体に対して一体成形としてもよい。エンドキャップ８４は、セー
ド８１と同一材料で形成することで外観上のセード８１との一体感を得ることができるが
、異なる材料で形成したりセード８１とは異なる色で着色したりすることにより、外観デ
ザインのバリエーションを容易に創作できる。
【００３３】
　バネ部９０は、灯具ユニット４１の取付面側における長手方向の一端に配置され、バネ
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部材３５と、該バネ部材３５を支持するバネ支持部３６と、から主に構成される。バネ部
材３５は、２個のコイル部９１を有するダブルトーションバネであって、各コイル部９１
がバネ支持部３６の両側に配置され、各コイル部９１から延出する２本の腕部のうち一方
の腕部（固定腕部）９２が、バネ支持部３６の側壁に固定されている。他方の腕部（自由
腕部）９３は、各コイル部９１から伸び、その先端にバネ係合部３１に係合するとともに
バネ係合部３１のバネ案内部３３の案内する方向に対して直交する方向に延びるバネ端部
９４が形成されて、このバネ端部９４を介して両側の自由腕部９３が一体に連続している
。このバネ部９０では、トーションバネの自由腕部９３及びバネ端部９４をコイル部９１
を軸にして上方に回動した場合、トーションバネの自由腕部９３及びバネ端部９４を下方
に押し下げようとする弾性力が働く。
【００３４】
　爪状部材５２は、灯具ユニット４１の取付面側における長手方向の他端に配置される金
属製部材である。爪状部材５２は、側面視コ字状の係合端部５２ｂを有する。係合端部５
２ｂは、本体ユニット２１が有する断面視Ｌ字状の爪係合部２８（図６参照）に係合可能
である。
【００３５】
　灯具ユニット４１を本体ユニット２１に取り付ける場合、先ず、爪状部材５２を本体ユ
ニット２１が有する爪係合部２８に係合させる。この場合、灯具ユニット４１の一端側（
爪状部材５２が配置されている側）が本体ユニット２１の嵌合部２２に嵌合した状態とな
る。次に、バネ部９０が有するバネ部材３５のバネ端部９４を、本体ユニット２１が有す
るバネ係合部３１（スリット状のバネ案内部３３）に挿通させる。次に、灯具ユニット４
１の他端側（バネ部９０が配置されている側）を軽く押し上げると、バネ部材３５の弾性
力により灯具ユニット４１の他端側が嵌合部２２に嵌合される方向に動き、灯具ユニット
４１の他端側が嵌合部２２に嵌合される。
【００３６】
　灯具ユニット４１を本体ユニット２１から取り外す場合は、先ず、灯具ユニット４１の
他端側（バネ部９０が配置されている側）を下方に引っ張り出し、バネ係合部３１（スリ
ット状のバネ案内部３３）からバネ部材３５のバネ端部９４を抜き取る。次に、本体ユニ
ット２１が有する爪係合部２８に係合している爪状部材５２を取り外す。
【００３７】
　以上説明した本実施形態に係る照明器具１１では、本体ユニット２１の照射面側に灯具
ユニット４１を嵌合する嵌合部２２を有し、灯具ユニット４１は、嵌合部２２に着脱自在
に嵌合される。これにより、照明器具１１の組立が簡単になる。
【００３８】
　また、本実施形態に係る灯具ユニット４１を用いる場合、本体ユニット側は該灯具ユニ
ット４１を嵌合可能な嵌合部を有する構成であればよい。例えば、図１０から図１５に示
すように、複数の灯具ユニット４１を備える構成にしたり、本実施形態のような直付け型
の照明器具だけでなく埋込型の照明器具にも適用したりすることが可能である。つまり、
本体ユニットの形状を変えることで様々な形態のベース照明に対応することができる。ま
た、図１１、図１４及び図１５に示すように、灯具ユニット４１を複数備える照明器具と
することで、高照度または広範囲照射が可能となる。
【００３９】
　また、本実施形態では、本体ユニット２１に灯具ユニット４１を保持させるために、灯
具ユニット４１が有する爪状部材５２を爪係合部２８に係合するとともに、灯具ユニット
４１が有するバネ部材３５をバネ係合部３１に係合させる構成としている。これにより、
灯具ユニット４１を本体ユニット２１に組み付ける作業が容易になる。すなわち、灯具ユ
ニット４１をネジ等の取付部材を用いずに、灯具ユニット４１を本体ユニット２１に保持
することができ、組み付ける作業が容易になる。また、ネジ等の取付部材では照明器具表
面にネジの頭部が顕になるが、本実施形態では、灯具ユニット４１を取り付ける部分が外
側からは見えず、照明器具の意匠性が向上する。
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【００４０】
　また、本実施形態では、図３に示すように、端子台６２を電源部である電源装置６１と
灯具ユニット４１のバネ部９０との間に配置する構成としている。これにより、外部電源
の位置に対応して、照明器具１１を天井面Ｃに配置することが可能となる。
【００４１】
　また、端子台６２を電源部である電源装置６１と灯具ユニット４１の爪状部材５２との
間に配置する構成した場合は、灯具ユニット４１の長手方向の一端部である爪状部材５２
を爪係合させた状態で端子台６２への信号線を接続する際に、端子台６２と信号線とが互
いに近い位置に配置されるため、信号線の接続作業が容易になる。
【００４２】
　本実施形態の照明器具１１の形状は一例であり、本実施形態の形状に限定されるもので
はない。例えば、照明器具１１の形状が細長い形状以外のその他の形状である場合には、
それに応じた形状とすることができる。また、灯具ユニットを本体ユニットの形状に応じ
て適宜変形させることも可能である。
【符号の説明】
【００４３】
　１１　　照明器具
　２１　　本体ユニット
　２２　　嵌合部
　４１　　灯具ユニット
　５１　　光源部
　５３　　ＬＥＤ
　６１　　電源装置（電源部）

【図１】

【図２】

【図３】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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