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(57)【要約】
【課題】送信素子の配置レイアウトが良好なワイヤレス
送信機を提供する。
【解決手段】ワイヤレス送信機１は、器体１０と、前記
器体１０に配置された人感センサ部１４と、前記器体１
０に配置され前記人感センサ部１４の検知に対応して外
部へワイヤレス信号を送る送信素子ＬＤと、を備える。
そして、前記送信素子ＬＤが、左右のそれぞれに、上下
に２段以上の送信素子ＬＤが配置されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
取付面としての造営材の壁面に取り付けられる器体と、前記器体に配置された人感センサ
部と、前記器体に配置され前記人感センサ部の検知に対応して外部へワイヤレス信号を送
る送信素子と、を備えるワイヤレス送信機であって、
　前記送信素子が、左右のそれぞれに、上下に２段以上の送信素子が配置されていること
を特徴とするワイヤレス送信機。
【請求項２】
　請求項１に記載のワイヤレス送信機であって、
　前記送信素子は、前記左側に上下２段設けられるとともに前記右側に上下２段に設けら
れていることを特徴とするワイヤレス送信機。
【請求項３】
　請求項２に記載のワイヤレス送信機であって、
　前記左側の上下２段の送信素子および前記右側の上下２段の送信素子は、前記器体の取
付面に対して垂直方向に向けて傾斜した第１の送信素子と、前記器体の取付面に対して平
行方向に向けて傾斜した第２の送信素子と、を備えて構成されていることを特徴とするワ
イヤレス送信機。
【請求項４】
　請求項３に記載のワイヤレス送信機であって、
　前記第１の送信素子は、前記器体の取付面に対して０°～２０°の範囲に設定され、
　前記第２の送信素子は、前記器体の取付面との直交方向に対して２０°～４０°の範囲
に設定されていることを特徴とするワイヤレス送信機。
【請求項５】
　請求項１～４の何れか１項に記載のワイヤレス送信機であって、
　前記器体に取り付けられ且つ前記送信素子を覆う送信部カバーを備え、
　前記送信部カバーは、前記送信素子を覆う本体部と、前記本体部の左右端部に設けられ
且つ前記器体に支持される支持部と、前記前記本体部の略中央部分から突設されて前記左
側の２つの送信素子と前記右側の２つの送信素子との間に延在し且つ前記器体に支持され
る補強部と、を備えて構成されていることを特徴とするワイヤレス送信機。
【請求項６】
　請求項５に記載のワイヤレス送信機であって、
　前記送信部カバーの補強部が、前記送信素子の送信領域外に設けられていることを特徴
とするワイヤレス送信機。
【請求項７】
　請求項５または６に記載のワイヤレス送信機であって、
　前記送信部カバーの支持部が、前記送信素子の送信領域外に設けられていることを特徴
とするワイヤレス送信機。
【請求項８】
　請求項７に記載のワイヤレス送信機であって、
　前記送信部カバーの支持部は、前記器体の表面よりも内側に設けられていることを特徴
とするワイヤレス送信機。
【請求項９】
　請求項５～８の何れか１項に記載のワイヤレス送信機であって、
　前記器体には、前記支持部をスライドガイドするスライドガイド部が設けられるともも
に、前記器体には、前記補強部をスライドガイドする中央スライドガイド部が設けられ、
これらスライドガイド部が同一方向に向けてスライドガイドすることを特徴とするワイヤ
レス送信機。
【請求項１０】
　請求項９に記載のワイヤレス送信機であって、
　前記器体に、前記ワイヤレス信号の内容を調整する調整部が露出して取り付けられてお
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り、前記送信部カバーは、前記調整部を覆う第１の位置と、前記調整部を露出させる第２
の位置と、に亘ってスライド自在に構成されていることを特徴とするワイヤレス送信機。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のワイヤレス送信機であって、
　前記送信部カバーと前記器体との間には、前記第１の位置と前記第２の位置とに前記送
信部カバーをロックするロック手段が設けられていることを特徴とするワイヤレス送信機
。
【請求項１２】
　請求項９～１１の何れか１項に記載のワイヤレス送信機であって、
　前記支持部のスライドガイド部または前記補強部の中央スライドガイド部には、前記送
信部カバーを前記器体に組み付けるための組付案内部が連続しており、
　前記組付案内部を通じて前記支持部および前記補強部を前記スライドガイド部および前
記中央スライドガイド部に挿入すると、前記組付案内部に逆戻りすることを阻止するロッ
ク手段が設けられていることを特徴とするワイヤレス送信機。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のワイヤレス送信機であって、
　前記ロック手段の少なくとも一方は、前記器体または前記送信部カバーから突設された
可撓片に形成されていることを特徴とするワイヤレス送信機。
【請求項１４】
　請求項１～１３の何れか１項に記載のワイヤレス送信機であって、
　前記器体は、略容器形状のボディと、前記ボディを塞ぐ裏面カバーと、を備えて構成さ
れ、
　前記ボディの内部はワイヤレス信号の制御にかかわる回路基板を収容する基板収容部と
、前記基板収容部の左右の少なくとも何れかに設けられた電池収容部と、を備えて構成さ
れ、
　前記カバー部は前記基板収容部を閉塞するとともに前記電池収容部を露出させることを
特徴とするワイヤレス送信機。
【請求項１５】
　請求項１２または１３に記載のワイヤレス送信機であって、
　前記器体の取付面としての造営材の壁面に固定され且つ前記器体を保持することで当該
器体を前記造営材の壁面に対して取り付けるブラケットを備え、前記ブラケットは、前記
前記器体の電池収容部を塞ぐ電池カバーとして構成されていることを特徴とするワイヤレ
ス送信機。
【請求項１６】
　請求項１４に記載のワイヤレス送信機であって、
　前記ボディの周縁脚部のうち前記電池収容部に対応する部分に、スリットが設けられて
いることを特徴とするワイヤレス送信機。
【請求項１７】
　請求項１～１６の何れか１項に記載のワイヤレス送信機と通信するワイヤレス受信機で
あって、
　前記ワイヤレス送信機の送信素子からの送信信号を受信するための受信素子と、前記受
信素子を覆うレンズと、を備え、
　前記レンズは、当該レンズの表面の一般面から突出し且つ送信信号を前記受信素子に向
けて変向する変向突起を備えることを特徴とするワイヤレス受信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ワイヤレス送信機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来のワイヤレス送信機としては、人の存否を検知する人感センサ部と、外部にワイヤ
レス信号を送信する送信部と、人感センサ部の検知信号に基づいて送信部からワイヤレス
信号にて制御信号を送信するリモコン制御部と、電源部と、備えるものが開示されている
。
【特許文献１】特許３７３６０３７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　この種のワイヤレス送信機としは、送信部からの送信領域を広く確保するため、送信素
子を多数利用することが考えられるが、単に送信素子を多くしただけでは送信機が大型化
してしまう。
【０００４】
　本発明は、上記背景をもとになされたものであって、大型化しにくい配置レイアウトと
できるワイヤレス送信機を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明は、器体と、前記器体に配置された人感センサ部と、前記器体に
配置され前記人感センサ部の検知に対応して外部へワイヤレス信号を送る送信素子と、を
備えるワイヤレス送信機であって、前記送信素子が、左右のそれぞれに上下に２段以上の
送信素子が配置されていることを特徴とする。
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のワイヤレス送信機であって、前記送信素子
は、前記左側に上下２段設けられるとともに前記右側に上下２段に設けられていることを
特徴とする。
【０００７】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載のワイヤレス送信機であって、前記左側の上
下２段の送信素子および前記右側の上下２段の送信素子は、前記器体の取付面に対して垂
直方向に向けて傾斜した第１の送信素子と、前記器体の取付面に対して平行方向に向けて
傾斜した第２の送信素子と、を備えて構成されていることを特徴とする。
【０００８】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載のワイヤレス送信機であって、前記第１の送
信素子は、前記器体の取付面に対して０°～２０°の範囲に設定され、前記第２の送信素
子は、前記器体の取付面との直交方向に対して２０°～４０°の範囲に設定されているこ
とを特徴とする。
【０００９】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～４の何れか１項に記載のワイヤレス送信機であっ
て、前記器体に取り付けられ且つ前記送信素子を覆う送信部カバーを備え、前記送信部カ
バーは、前記送信素子を覆う本体部と、前記本体部の左右端部に設けられ且つ前記器体に
支持される支持部と、前記前記本体部の略中央部分から突設されて前記左側の２つの送信
素子と前記右側の２つの送信素子との間に延在し且つ前記器体に支持される補強部と、を
備えて構成されていることを特徴とする。
【００１０】
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載のワイヤレス送信機であって、前記送信部カ
バーの補強部が、前記送信素子の送信領域外に設けられていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項７に記載の発明は、請求項５または６に記載のワイヤレス送信機であって、前記
送信部カバーの支持部が、前記送信素子の送信領域外に設けられていることを特徴とする
。
【００１２】
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載のワイヤレス送信機であって、前記送信部カ
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バーの支持部は、前記器体の表面よりも内側に設けられていることを特徴とするワイヤレ
ス送信機。
【００１３】
　請求項９に記載の発明は、請求項５～８の何れか１項に記載のワイヤレス送信機であっ
て、前記器体には、前記支持部をスライドガイドするスライドガイド部が設けられるとも
もに、前記器体には、前記補強部をスライドガイドする中央スライドガイド部が設けられ
、これらスライドガイド部が同一方向に向けてスライドガイドすることを特徴とする。
【００１４】
　請求項１０に記載の発明は、請求項９に記載のワイヤレス送信機であって、前記器体に
、前記ワイヤレス信号の内容を調整する調整部が露出して取り付けられており、前記送信
部カバーは、前記調整部を覆う第１の位置と、前記調整部を露出させる第２の位置と、に
亘ってスライド自在に構成されていることを特徴とする。
【００１５】
　請求項１１に記載の発明は、請求項１０に記載のワイヤレス送信機であって、前記送信
部カバーと前記器体との間には、前記第１の位置と前記第２の位置とに前記送信部カバー
をロックするロック手段が設けられていることを特徴とする。
【００１６】
　請求項１２に記載の発明は、請求項９～１１の何れか１項に記載のワイヤレス送信機で
あって、前記支持部のスライドガイド部または前記補強部の中央スライドガイド部には、
前記送信部カバーを前記器体に組み付けるための組付案内部が連続しており、前記組付案
内部を通じて前記支持部および前記補強部を前記スライドガイド部および前記中央スライ
ドガイド部に挿入すると、前記組付案内部に逆戻りすることを阻止するロック手段が設け
られていることを特徴とする。
【００１７】
　請求項１３に記載の発明は、請求項１２に記載のワイヤレス送信機であって、前記ロッ
ク手段の少なくとも一方は、前記器体または前記送信部カバーから突設された可撓片に形
成されていることを特徴とする。
【００１８】
　請求項１４に記載の発明は、請求項１～１３の何れか１項に記載のワイヤレス送信機で
あって、前記器体は、略容器形状のボディと、前記ボディを塞ぐ裏面カバーと、を備えて
構成され、前記ボディの内部はワイヤレス信号の制御にかかわる回路基板を収容する基板
収容部と、前記基板収容部の左右の少なくとも何れかに設けられた電池収容部と、を備え
て構成され、前記カバー部は前記基板収容部を閉塞するとともに前記電池収容部を露出さ
せることを特徴とする。
【００１９】
　請求項１５に記載の発明は、請求項１２または１３に記載のワイヤレス送信機であって
、前記器体の取付面としての造営材の壁面に固定され且つ前記器体を保持することで当該
器体を前記造営材の壁面に対して取り付けるブラケットを備え、前記ブラケットは、前記
前記器体の電池収容部を塞ぐ電池カバーとして構成されていることを特徴とする。
【００２０】
　請求項１６に記載の発明は、請求項１４に記載のワイヤレス送信機であって、前記ボデ
ィの周縁脚部のうち前記電池収容部に対応する部分に、スリットが設けられていることを
特徴とする。
【００２１】
　請求項１７に記載の発明は、請求項１～１６の何れか１項に記載のワイヤレス送信機と
通信するワイヤレス受信機であって、前記ワイヤレス送信機の送信素子からの送信信号を
受信するための受信素子と、前記受信素子を覆うレンズと、を備え、前記レンズは、当該
レンズの表面の一般面から突出し且つ送信信号を前記受信素子に向けて変向する変向突起
を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
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【００２２】
　請求項１に記載の発明によれば、左右のそれぞれの送信素子によって、水平方向約１８
０°の全域に向けてワイヤレス信号を発信できる。そのため、例えばワイヤレス送信機が
取り付けられている壁に対して受信機が取り付けられている壁が対面している場合でも、
ワイヤレス送信機が取り付けられている壁に受信機が取り付けられておりワイヤレス送信
機と受信機とが同一面上に平行に設けられている場合でも、どの仕様でも使用でき、これ
によりワイヤレス送信機の配置自由度が高まり商品価値が向上する。また、大型化しにく
い好適な配置レイアウトとなる。
【００２３】
　請求項２に記載の発明によれば、前記左側に上下２段設けられるとともに前記右側に上
下２段に設けられているため、少ない送信素子で構成されることとなり、製造コストを低
減できる。
【００２４】
　請求項３に記載の発明によれば、複数の送信素子でカバーできる送信範囲が、器体の取
付面に対して水平方向に約１８０°の広い範囲となる。
【００２５】
　請求項４に記載の発明によれば、第１の送信素子ＬＤは、器体の取付面に対して０°～
２０°の範囲に設定され、前記第２の送信素子ＬＤは、前記器体の取付面との直交方向に
対して２０°～４０°の範囲に設定されているため、例えば送信素子の有効送信範囲が約
６０°の構造おいて、約１８０°の全ての範囲をカバーするのに好適な設定となる。
【００２６】
　請求項５に記載の発明によれば、補強部により送信部カバーの剛性が高まり、送信部カ
バーに強い衝撃が加わっても送信素子を確実に保護できる。また、左右の送信素子の中央
部に補強部が設けられているため、補強部が左右の送信素子から発せられるワイヤレス信
号の邪魔になりにくい。
【００２７】
　請求項６に記載の発明によれば、送信部カバーの補強部が送信素子の送信領域外に設け
られているため、送信素子の送信信号が補強部で屈折拡散されず、送信素子の送信領域の
設定が行いやすい。
【００２８】
　請求項７に記載の発明によれば、送信部カバーの支持部が送信素子の送信領域外に設け
られているため、送信素子の送信信号が支持部で屈折拡散されず、送信素子の送信領域の
設定が行いやすい。
【００２９】
　請求項８に記載の発明によれば、前記送信部カバーの支持部が前記器体の表面よりも内
側に設けられているため、支持部が送信素子の送信の邪魔になることを確実に防止できる
。
【００３０】
　請求項９に記載の発明によれば、送信部カバーが器体にスライド自在になる。
【００３１】
　請求項１０に記載の発明によれば、送信部カバーを第１の位置にしておくことで、送信
部カバーによって調整部を覆い隠せるため、調整部が意図せず誤操作されることを防止で
きる。また、スライド機構であるため、ヒンジ機構などを設けた構造に比べて構造が簡素
化する。またヒンジ機構を設けた場合は、ヒンジ機構部分が送信素子からのワイヤレス信
号の邪魔になるおそれがあるが、そのようなことを回避できる。
【００３２】
　請求項１１に記載の発明によれば、ロック手段により、送信部カバーを第１の位置およ
び第２の位置に留めておくことができるため、使い勝手がよくなる。
【００３３】
　請求項１２に記載の発明によれば、送信部カバーが器体から誤って脱落してしまうこと
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を防止できる。
【００３４】
　請求項１３に記載の発明によれば、ロック手段の少なくとも一方が可撓片に形成されて
いるため、送信部カバーを器体に取り付ける際に、可撓片の撓みを利用して容易に取り付
けることができる。
【００３５】
　請求項１４に記載の発明によれば、電池収容部が露出するため、電池交換が容易となる
。
【００３６】
　請求項１５に記載の発明によれば、ブラケットが器体の電池収容部を塞ぐ電池カバーと
して構成されているため、電池カバーを別途設ける必要がなく、部品点数が減少する。
【００３７】
　請求項１６に記載の発明によれば、ボディの周縁脚部のうち前記電池収容部に対応する
部分にスリットが設けられているため、電池収容部からの電池の取り外しがさらに容易に
なる。
【００３８】
　請求項１７に記載の発明によれば、変向突起により、レンズの表面一般面と略平行に進
む送信信号を受信素子に向けて変向させることができ、これにより、ワイヤレス送信機と
ワイヤレス受信機とが平行に配置された場合でも確実に、ワイヤレス送信機からの送信信
号をワイヤレス受信機で受信することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下に本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００４０】
　図１、２は、本実施形態のワイヤレス送信機１と、ワイヤレス送信機１からのワイヤレ
ス信号を受信する受信機１００と、を備えるスイッチシステムを示している。
【００４１】
　なお、本実施形態の受信機１００は、タイマスイッチであって、ワイヤレス送信機１か
らのワイヤレス信号を受けて、離間した照明器具（図示せぬ）に照明点灯時間を含むＯＮ
・ＯＦＦ命令をワイヤレス信号で送信するものである。この例では、ワイヤレス送信機１
と受信機１００とが同一の壁面に取り付けられている。
【００４２】
　ワイヤレス送信機１は、図３～図５に示すように、ボディ１１と裏面カバー１２を組み
合わせてなる直方体状の器体１０と、器体１０内に収容される回路素子を実装したプリン
タ基板としての回路基板１７と、回路基板１７に実装されたボリューム１３、１３および
送信素子としての赤外線発光ダイオードＬＤおよび人感センサとしての受信素子１４と、
器体１０内に収容され且つ器体１０に形成された受信開口窓２５を通じて器体１０から露
出する受信部カバー１５と、受信部カバー１５の円弧状の表面に沿ってスライド自在に設
けられた１対の扉１６、１６と、回路基板１７に実装され、電池ＢＴから電力を得るため
のプラス端子１８およびマイナス端子１９と、ボディ１１の溝２９および溝３１に保持さ
れ（図１２参照）且つプラス端子２１およびマイナス端子２２とを電線部２３で一体に連
結した端子部材２０と、器体１０の送信部開口窓２７から露出する送信素子ＬＤを覆うべ
く器体１０に取り付けられた送信部カバー８３と、器体１０を造営材の壁面に取り付ける
ためのブラケット７１と、を備えて構成されている。
【００４３】
　器体１０は、合成樹脂成形品からなり後面が開口した箱型に形成されたボディ１１と、
合成樹脂成形品からなり前記ボディ１１の後面開口部を覆う裏面カバー１２と、を結合し
て形成される。ボディ１１の裏面側には、上部を除いた左右両側にそれぞれ電池ＢＴを収
容する電池収容部１１ａが形成されており、電池収容部１１ａ、１１ａを除く部分に回路
基板１７を含む回路を収容する回路収容部１１ｂが形成され、これら収容部１１ａ、１１
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ｂ同士が仕切壁１１ｃ、１１ｃによって区画されている（図１２、１３参照）。
【００４４】
　裏面カバー１２は、平面視で略Ｔ字形状に形成されて（図１４参照）、電池収容部１１
ａ、１１ａを除いた回路収容部１１ｂのみを閉塞するように形成されている。なお、電池
収容部１１ａ、１１ａはブラケット７１によって閉塞される（図１１参照）。
【００４５】
　図１３（ａ）、図１３（ｂ）に示すように、ボディ１１の周縁脚部１１ｅおよび仕切壁
１１ｃには取付孔５４が形成されているとともに、裏面カバー１２の周縁には取付爪５３
が形成されており、ボディ１１に裏面カバー１２を組み合わせることで、これら取付孔５
４と取付爪５３とが互いに係合して、ボディ１１に裏面カバー１２が係止されて状態で組
み付けられるようになっている。なお、図中において、ボディ１１の周縁脚部１１ｅの取
付孔は図示省略してある。
【００４６】
　この器体１０は、このブラケット７１を介して造営材の壁面（器体の取付面）に取り付
けられるようになっている。このブラケット７１には、図９に示すように、造営材の壁面
（器体の取付面）に対してスクリュウなどで固定するために利用される挿入孔３５、３７
が設けられている。また、ブラケット７１には、取付面に対してピン３９でブラケット７
１を固定できるようにするための取付ガイド孔４１が形成されている。取付ガイド孔４１
は、取付面に対して傾斜しており、各取付ガイド孔４１は互いに平行にならないように傾
斜している。つまり各取付ガイド孔４１は、ねじれの位置にある。これにより、ピン３９
による取付面に対するブラケット７１の取付強度を高く確保することができる。
【００４７】
　図１１に示すように、ボディ１１の側面には、人が容易に把持できるようにするための
凹部４３が設けられている。ブラケット７１に対してボディ１１を取り外し際の回動支点
となるブラケット７１の下壁７１ｂとは離間して逆側の上側に設けられている。そのため
、テコの原理で用意に取り外しやすくなっている。ブラケット７１の側壁の上端部に近傍
にはスリット４５が設けられ、残余の上端部が可撓片４７となっている。この可撓片４７
には係合部としての突起部（図示せぬ）が形成され、一方、器体１０のボディ１１の側面
にはこの突起部に対応する位置に係合部としての係合凹部４９（図１４参照）が形成され
ており、これにより、図１１のように、ブラケット７１の下壁７１ｂに器体１０の下端を
のせて、器体１０の下端側の回動支点として器体１０をブラケット７１に取り付けていく
と、可撓片４７が撓んみつつ突起部がボディ１１の側面を摺動移動して、最終的に、突起
部が係合凹部４９にはまりこんで、ブラケット７１に対して器体１０が取り付けられる状
態となる。
【００４８】
　図３、４、６、１６に示すように、送信素子ＬＤを保護するために、ボディ１１には、
送信部カバー８３が取り付けられている。送信部カバー８３は、円弧状に形成された本体
部８３ａと、その本体部８３ａの両端から裏面側に突設されたアーム８３ｂ、８３ｂと、
アーム８３ｂから略直交方向に突設されたスライドガイド片８３ｃと、スライドガイド片
８３ｃの下端部に突設された断面三角状のストッパ部８３ｄと、を備えて構成されている
。
【００４９】
　ボディ１１には、送信部カバー８３のスライドガイド片８３ｃを挟み込むように収容す
る一対の対向片部１１ｍ、１１ｎが設けられており、このボディ１１の一対の対向片部１
１ｍ、１１ｎの間の空間が、前記送信部カバー８３のスライドガイド片８３ｃをスライド
ガイドするスライドガイド溝１１ｓとなる。ボディ１１の一方の対向片部１１ｎの延長上
には、ボディ１１から突設されたスライドガイド片８５が設けられており、このボディ１
１のスライドガイド片８５は、前記ボディ１１の挿入孔８７に対面している。ボディ１１
のスライドガイド片８５の端部には断面三角形用のストッパ部８５ｄが設けられている。
【００５０】



(9) JP 2008-263573 A 2008.10.30

10

20

30

40

50

　ボディ１１に対して送信部カバー８３を取り付けは図１６のように行われる。まず、図
１６（ａ）→（ｂ）に示すように、ボディ１１の挿入孔８７を通じて送信部カバー８３の
アーム８３ｂを挿入する。すると、図１６（ｂ）に示すように、送信部カバー８３のスラ
イドガイド片８３ｃが、ボディ１１のスライドガイド片８５に当接する。
【００５１】
　次に、図１６（ｂ）→（ｃ）→（ｄ）に示すように、送信部カバー８３のスライドガイ
ド片８３ｃを、ボディ１１のスライドガイド溝１１ｓに向けてスライドさせていく。する
と、送信部カバー８３のスライドガイド片８３ｃが、ボディ１１のスライドガイド片８５
の案内に沿ってスライドしていき、送信部カバー８３のスライドガイド片８３ｃのストッ
パ部８３ｄが、ボディ１１のスライドガイド片８５のストッパ部８５ｄと当接して、ボデ
ィ１１のスライドガイド片８５が撓み変形する。ストッパ部８５ｄに対してストッパ部８
３ｄが乗り越えて、完全に乗り越え終わると、スライドガイド片８５が弾性復元して、図
１６（ｄ）に示す状態となる。この状態で、ボディ１１のスライドガイド溝１１ｓに沿っ
て、送信部カバー８３のスライドガイド片８３ｃがスライド自在になるが、一方のスライ
ド終点位置では、図１６（ｄ）に示すように、ストッパ部８３ｄ、８５ｄ同士が係止して
、送信部カバー８３がボディ１１から脱落しないように、ボディ１１のスライドガイド溝
１１ｓから、送信部カバー８３のスライドガイド片８３ｃが脱出できないようになってい
る。。
【００５２】
　図７に示すように、ボディ１１の裏面からは、回路基板１７を支持するリブ５１が基板
収容部１１ｂ内に向けて突設され、また、裏面カバー１２の表面からは回路基板１７を支
持するリブ５２が基板収容部１１ｂ内に向けて突設され、これらリブ５１、５３同士の間
に基板１７が狭持され、これらリブ５１、５３は互いに基板１７を介して連続している。
前記ボディ１１から突設されたリブ５１は、図６に示すスライド支持部５５を形成した柱
５７と一体に設けられている。そのため、送信部カバー８３に正面から力が加わった際に
は、送信部カバー８３の補強部５９、柱５７、リブ５１、基板１７、リブ５２、裏面カバ
ー１２、を介して取付面（造営材の壁面）で、力を受けることができるようになっている
。
【００５３】
　以下、本実施形態の特徴点おより効果を列挙する。
【００５４】
　本実施形態のワイヤレス送信機１は、器体１０と、前記器体１０に配置された人感セン
サ部１４と、前記器体１０に配置され前記人感センサ部１４の検知に対応して外部へワイ
ヤレス信号を送る送信素子ＬＤと、を備える。そして、前記送信素子ＬＤが、左右のそれ
ぞれに、上下に２段以上の送信素子ＬＤが配置されている。
【００５５】
　そのため、左右のそれぞれの送信素子ＬＤによって水平方向約１８０°の全域に向けて
ワイヤレス信号を発信できる。そのため、例えばワイヤレス送信機１が取り付けられてい
る壁に対して受信機１００が取り付けられている壁が対面している場合でも、ワイヤレス
送信機１が取り付けられている壁に受信機１００が取り付けられておりワイヤレス送信機
１と受信機１００とが同一面上に平行に設けられている場合でも（図１、２参照）、どの
仕様でも使用でき、これによりワイヤレス送信機１の配置自由度が高まり商品価値が向上
する。
【００５６】
　また本実施形態のワイヤレス送信機１は、送信素子ＬＤが、前記左側に上下２段設けら
れるとともに前記右側に上下２段に設けられている。そのため、少ない送信素子ＬＤで構
成されるため、製造コストを低減できる。
【００５７】
　また本実施形態のワイヤレス送信機１は、前記左側の上下２段の送信素子ＬＤおよび前
記右側の上下２段の送信素子ＬＤは、前記器体１０の取付面に対する平行方向と垂直方向
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との二等分線（４５°）よりも垂直方向に向けて傾斜した第１の送信素子ＬＤと、平行方
向に向けて傾斜した送信素子ＬＤと、を備えて構成されている。そのため、水平方向約１
８０°の全域に向けて確実にワイヤレス信号を発信できる。
【００５８】
　また、本実施形態のワイヤレス送信機１は、前記第１の送信素子ＬＤは、前記器体１０
の取付面（造営材の壁面）に対して０°～２０°の範囲に設定され、前記第２の送信素子
ＬＤは、前記器体１０の取付面との直交方向に対して２０°～４０°の範囲に設定されて
いる。そのため、本実施形態の送信素子ＬＤの有効送信角度が、素子の送信軸に対して３
０°、つまり、送信素子ＬＤの有効送信範囲の頂部が６０°の円錐形となる構造で、特に
好適となる。
【００５９】
　また本実施形態では、前記器体１０に取り付けられ且つ前記送信素子ＬＤを覆う送信部
カバー８３を備える。前記送信部カバー８３は、前記送信素子ＬＤを覆う本体部８３ａと
、前記本体部の左右端部に設けられ且つ前記器体１０に支持される支持部（アーム８３ｂ
、スライドガイド片８３ｃ）と、前記前記本体部の略中央部分から突設されて前記左側の
２つの送信素子ＬＤと前記右側の２つの送信素子ＬＤとの間に延在し且つ前記器体１０に
支持される補強部６１と、を備えて構成されている。
【００６０】
　そのため、補強部６１により送信部カバー８３の剛性が高まり、送信部カバー８３に強
い衝撃が加わっても送信素子ＬＤを確実に保護することができる。また、左右の送信素子
ＬＤの中央部に補強部６１が設けられているため、補強部６１が左右の送信素子ＬＤから
発せられるワイヤレス信号の邪魔にならない（つまり、補強部６１が送信素子ＬＤからの
送信領域外に設けられることとなる）。
【００６１】
　また、支持部は、アーム８３ｂとスライドガイド片８３ｃとから構成されており、ボデ
ィ１１の外壁に設けられた挿入部８７を通じてボディ１１内に入りこんでおり、器体１０
外には露出していない。これにより、支持部８３ｂ、８３ｃが送信素子ＬＤの送信の邪魔
になることが確実に防止されている。
【００６２】
　また、本実施形態のワイヤレス送信機１では、前記器体１０には、前記支持部をスライ
ドガイドするスライドガイド部（スライドガイド溝１１ｓ）が設けられるとももに、前記
補強部６１をスライドガイドする中央スライドガイド部５５が設けられ、これらスライド
ガイド部１１ｓ、５５が同一方向に向けて設けられいる。そのため、前記送信部カバー８
３が前記器体１０にスライド自在になっている。例えば、前記器体１０に、前記ワイヤレ
ス信号の内容を調整する調整部（ボリューム１３、１３）が露出して取り付けられた構造
において、前記送信部カバー８３は、前記調整部１３、１３を覆う第１の位置（図３）と
、前記調整部１３、１３を露出させる第２の位置（図４）と、に亘ってスライド自在にで
きる。
【００６３】
　このようにすると、送信部カバー８３を第１の位置（図３）にしておくことで、送信部
カバー８３によって調整部１３を覆い隠せるため、調整部１３が意図せず誤操作されるこ
とを防止できる。また、スライド機構であるため、ヒンジ機構などを設けた構造に比べて
構造が簡素化する。またヒンジ機構を設けた場合は、ヒンジ機構部分が送信素子からのワ
イヤレス信号の邪魔になるおそれがあるが、そのようなことを回避できる。
【００６４】
　また本実施形態のワイヤレス送信機１では、前記送信部カバー８３と前記器体１０との
間には、前記第１の位置（図３）と前記第２の位置（図４）とに前記送信部カバー８３を
ロックするロック手段６２が設けられている。そのため、送信部カバー８３を第１の位置
（図３）および第２の位置（図４）に留めておくことができるため、使い勝手がよくなる
。
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【００６５】
　なお、この例では、ロック手段６２は、送信部カバー８３の補強部６１から突設された
突起６５ａ、６５ｂと、ボディ１１か突設された一対の可撓片６３に設けられてたロック
溝６３ｓと、備えてなる。つまり、本実施形態では、前記ロック手段６２の少なくとも一
方は、前記器体１０から突設された可撓片６３に形成されている。そのため、送信部カバ
ー８３を器体１０に取り付ける際に、可撓片６３の撓みを利用して容易に取り付けること
ができる。
【００６６】
　また本実施形態では、前記支持部のスライドガイド部１１ｓには、前記送信部カバー８
３を前記器体１０に組み付けるための組付案内部（スライドガイド片８５）が連続してお
り、前記組付案内部８５を通じて前記支持部を前記スライドガイド部１１ｓに挿入すると
、前記組付案内部８５に逆戻りすることを阻止するロック手段８５ｄが設けられている。
そのため、送信部カバー８３が、誤って器体１０から脱落してしまうことを防止できる。
【００６７】
　また本実施形態では、前記器体１０は、略容器形状のボディ１１と、前記ボディ１１を
塞ぐ裏面カバー１２と、を備えて構成されている。そして、前記ボディ１１の内部はワイ
ヤレス信号の制御にかかわる回路基板１７を収容する基板収容部１１ｂと、前記基板収容
部１１ｂの左右の少なくとも何れかに設けられた電池収容部１１ａと、を備えて構成され
ている。前記裏面カバー１２は前記基板収容部１１ｂを閉塞するとともに前記電池収容部
１１ａを露出させる。そのため、裏面カバー１２を外すまでもなく電池収容部１１ａが露
出しているため、電池交換が容易となる。
【００６８】
　また、本実施形態では、前記器体１０の取付面に固定されるブラケット７１を備え、前
記ブラケット７１は、前記器体１０の電池収容部１１ａを塞ぐ電池カバーとして構成され
ている。そのため、電池カバーを別途設ける必要がないため、部品点数が減少する。
【００６９】
　また本実施形態では、前記ボディ１１の周縁脚部１１ｅのうち前記電池収容部１１ａに
対応する部分に、スリット３３、３３が設けられている。そのため、電池収容部１１ａか
らの電池ＢＴの取り外しがさらに容易になっている。
【００７０】
　以下、図１～２および図１７～２２を参照しつつ本実施形態のワイヤレス送信機１から
の送信信号を受けるワイヤレス受信機１００について説明する。
【００７１】
　受信機１００は、枠部材１０１と、枠部材１０１に取り付けられた２つのスイッチ１１
０、１２０とを備えて構成されている。
【００７２】
　一方のスイッチ１２０は、図１７～２２に示すように、ケーシング１２１、ケーシング
１２１内に納められた回路基板１２６と、回路基板１２６に固定され且つワイヤレス送信
機１からのワイヤレス信号を受けるべくケーシング１２１の窓部１２１ｃに臨む受信素子
１２２と、窓部１２１ｃに取り付けられ前記受信素子１２２を覆うレンズ１２４と、回路
基板１２６に固定され且つケーシング１２１の窓部１２１ｄに臨むボリューム１２３と、
ボリューム１２３に被せられる嵩上げ手段としてのツマミ１２５と、ケーシング１２１に
回転自在に取り付けられ、開状態でボリューム１２３を露出させ閉状態でボリューム１２
３を隠す扉１３０と、を備えて構成されている。
【００７３】
　また、ツマミ１２５にはＲ形状が形成されており、基板の位置を底上げすることなく、
ツマミ１２５を掴みやすくなっている。
【００７４】
　また、受信素子１２２を覆うレンズ１２４は、レンズ表面の一般面から突出して、断面
形状が三角形に形成された変向突起１２４ａを備えている。この変向突起１２４ａは、図
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１、２に示すように、ワイヤレス受信機１００の他の部分よりも突出しており、当該レン
ズ表面の一般面と略平行（造営材の壁面と略平行）に進む送信信号も捕らえることができ
るようになっており、レンズ表面の一般面と略平行（造営材の壁面と略平行）に進む送信
信号を、受信素子１２２に向けて変向する略直角に変向する。なお、その他の角度から入
射する送信信号は、レンズ１２４の一般面から入射して受信素子１２２に到達する。
【００７５】
　そのため、変向突起１２４ａにより、レンズ１２４の表面一般面と略平行に進む送信信
号を受信素子に向けて変向させることができ、これにより、ワイヤレス送信機１とワイヤ
レス受信機１００とが図１、２に示すように平行に配置された場合でも、確実にワイヤレ
ス送信機１からの送信信号をワイヤレス受信機１００で受信することができることとなる
。
【００７６】
　 なお、本発明の技術的範囲内において上記実施形態は様々な変更が可能であり、この
発明は上述の実施形態に限定解釈されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】図１は本発明の一実施形態のワイヤレス送信機と受信機とを利用したスイッチシ
ステムの一例を示す正面図。
【図２】図２は同スイッチシステムの下面図
【図３】図３は本実施形態のワイヤレス送信機であって送信部カバーを透過して見た正面
図。
【図４】図４は同ワイヤレス送信機の送信部カバーを第２の位置に移動させた状態を示す
図であって送信部カバー部を透過した見た正面図。
【図５】図５は同ワイヤレス送信機の分解斜視図。
【図６】図６は図３中のＶＩ－ＶＩ断面図。
【図７】図７は図３中のＶＩＩ－ＶＩＩ断面図。
【図８】図８は図３中のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ断面図。
【図９】図９は同ワイヤレス送信機のブラケットを取付面にピンを取り付ける工程を示す
図。
【図１０】図１０は図９中のＸ－Ｘ断面図。
【図１１】図１１は同ワイヤレス送信機の器体をブレケットに取り付けるまたは取り外す
途中の状態を示す斜視図。
【図１２】図１２は同ワイヤレス送信機のボディの裏面図。
【図１３】図１３はボディに裏面カバーを取り付ける工程を示す断面図。
【図１４】図１４は器体を裏面側から見た斜視図。
【図１５】図１５は器体に送信部カバーを取り付ける前の状態を示す斜視図。
【図１６】図１６は送信部カバーを器体に取り付ける工程を示す断面図。
【図１７】図１７はスイッチシステムに利用する受信機の斜視図。
【図１８】図１８は同受信機の分解斜視図。
【図１９】図１９は同受信機の断面図。
【図２０】図２０は同受信機のボディに対して表面カバーを開いた状態を示す断面図。
【図２１】図２１は同受信機のワイヤレス信号を受信素子に向けて変向させる変向部の拡
大斜視図。
【図２２】図２２は同変向部の拡大側面図。
【符号の説明】
【００７８】
　１…ワイヤレス送信機
　１０…器体
　１４…人感センサ部（受信素子）
　ＬＤ…赤外線発光ダイオード（送信素子）
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