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(57)【要約】
【課題】無線受信部の配置位置の自由度が高い照明装置
を提供する。
【解決手段】照明装置１は、発光部１１０及び発光部１
１０が収納された第１筐体１２０を有する光源ユニット
１００と、発光部１１０の発光状態を制御するための無
線信号を受信する無線受信部２１０及び無線受信部２１
０が収納された第２筐体２２０を有する通信ユニット２
００と、通信ユニット２００に接続された、プラグ３１
０を有する第１電源線３００と、プラグ３１０で受電し
た電力によって発光部１１０を発光するための電力を生
成する電源部５００とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光部及び前記発光部が収納された第１筐体を有する光源ユニットと、
　前記発光部の発光状態を制御するための無線信号を受信する無線受信部及び前記無線受
信部が収納された第２筐体を有する通信ユニットと、
　前記通信ユニットに接続された、プラグを有する第１電源線と、
　前記プラグで受電した電力によって前記発光部を発光するための電力を生成する電源部
とを備える
　照明装置。
【請求項２】
　前記電源部は、前記第１筐体に収納されている
　請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　さらに、前記第１電源線と電気的に接続され、前記発光部を調光制御するための調光器
を有し、
　前記無線受信部は、前記無線信号として前記発光部を調光制御するための調光信号を受
信し、受信した前記調光信号を前記調光器に出力する
　請求項１又は２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記調光器は、前記第２筐体に収納されている
　請求項３に記載の照明装置。
【請求項５】
　さらに、前記光源ユニットと前記通信ユニットとを接続する第２電源線を備える
　請求項１～４のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記光源ユニットは、複数であり、
　前記第２電源線は、複数であり、
　複数の前記第２電源線の各々は、同一の前記第２筐体から引き出されて複数の前記光源
ユニットの各々に接続されている
　請求項５に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記第２電源線は、複数であり、
　複数の前記第２電源線は、同一の前記第２筐体から引き出され、
　前記第２筐体から引き出された複数の前記第２電源線のうちの少なくとも一つは、前記
光源ユニットに接続され、
　前記第２筐体から引き出された複数の前記第２電源線のうちの少なくとも他の一つは、
電気機器に接続されている
　請求項５に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記電気機器は、スピーカである
　請求項７に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記無線受信部は、受信した前記無線信号を、自機以外の他の照明装置の無線受信部に
送信する回路を有する
　請求項１～８のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記第１筐体は、前記発光部を取り付けるための本体と、前記発光部を覆う透光カバー
とを有する
　請求項１～９のいずれか１項に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置に関し、特に、発光ダイオード（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔ
ｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）を光源とする照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、天井埋込み型のダウンライト、天井直付型のシーリングライト、又は、スポット
ライト等の照明器具が知られている。
【０００３】
　この種の照明器具は、建物の天井や壁等の造営材に直接取り付けられるので、専門業者
による電気工事を伴う施工が必要となったり、一旦設置した後はユーザが自由に設置場所
を変更することができなかったりする。
【０００４】
　そこで、ランプ本体にプラグ付コードが接続された照明装置が提案されている（例えば
特許文献１参照）。特許文献１に開示された照明装置によれば、プラグをコンセントに差
し込むだけでよいので、ユーザは照明装置を簡単に設置することができる。また、コンセ
ントさえあれば一旦設置した後でも照明装置の設置場所を自由に変更することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－１５６２９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年、無線制御機能付きの照明装置が検討されている。無線制御機能付きの照明装置は
、例えば、ＬＥＤ又は蛍光灯等の発光部と、発光部の発光状態を制御するための無線信号
を受信する無線受信部とを備える。
【０００７】
　しかしながら、無線制御機能付きの照明装置については、無線受信部の配置位置に制約
がある。
【０００８】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、無線受信部の配置位
置の自由度が高い照明装置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】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明に係る照明装置の一態様は、発光部及び前記発光部
が収納された第１筐体を有する光源ユニットと、前記発光部の発光状態を制御するための
無線信号を受信する無線受信部及び前記無線受信部が収納された第２筐体を有する通信ユ
ニットと、前記通信ユニットに接続された、プラグを有する第１電源線と、前記プラグで
受電した電力によって前記発光部を発光するための電力を生成する電源部とを備える。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、無線受信部の配置位置の自由度が高い照明装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態に係る照明装置の外観を示す斜視図である。
【図２】実施の形態に係る照明装置の内部構造を模式的に示す断面図である。
【図３】図２のIII－III線における光源ユニットの断面図である。
【図４】比較例の照明装置の内部構造を模式的に示す断面図である。
【図５】実施の形態に係る照明装置の使用例を示す図である。
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【図６】変形例１に係る照明装置の構成を示す図である。
【図７】変形例２に係る照明装置の構成を示す図である。
【図８】変形例３に係る照明装置の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、い
ずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。したがって、以下の実施の形態で示
される、数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態などは、一例で
あって本発明を限定する主旨ではない。よって、以下の実施の形態における構成要素のう
ち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意
の構成要素として説明される。
【００１３】
　また、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。したがって、
例えば、各図において縮尺等は必ずしも一致しない。また、各図において、実質的に同一
の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略又は簡略化する。
【００１４】
　（実施の形態）
　［照明装置］
　実施の形態に係る照明装置１の構成について、図１～図３を用いて説明する。図１は、
実施の形態に係る照明装置１の外観を模式的に示す斜視図である。図２は、同照明装置１
の内部構造を模式的に示す断面図である。図３は、同照明装置１における光源ユニット１
００の内部構造を示す断面図であり、図２のIII－III線における光源ユニット１００の断
面を示している。
【００１５】
　図１に示すように、照明装置１は、光源ユニット１００と、通信ユニット２００と、第
１電源線３００と、第２電源線４００と、電源部５００とを有する。
【００１６】
　光源ユニット１００は、通信ユニット２００で受信した光制御信号によって発光状態が
制御される。図２に示すように、通信ユニット２００は、端末装置６００からの光制御信
号を受信する。
【００１７】
　本実施の形態において、端末装置６００からの光制御信号は、無線信号である。したが
って、通信ユニット２００と端末装置６００とは無線通信によって信号の送受信が行われ
る。
【００１８】
　光制御信号は、光源ユニット１００（発光部１１０）の発光状態を制御するための無線
信号であり、例えば、光源ユニット１００の点消灯を行うオンオフ信号、又は、光源ユニ
ット１００の調光を行うための調光信号等である。
【００１９】
　また、端末装置６００は、光源ユニット１００の発光状態を制御するためにユーザが操
作する制御端末（操作端末）であり、例えばスマートフォン又は照明装置１に付属される
照明装置操作用のリモコン等の携帯端末である。
【００２０】
　このように構成される照明装置１は、例えば住宅のリビング（例えばソファやテレビの
周辺）、寝室（例えばベッドや棚の周辺）、又は、キッチン等に設置され、間接照明とし
て用いられる。なお、照明装置１は、主照明として用いてもよい。
【００２１】
　以下、実施の形態における照明装置１の各構成部材について、図１～図３を参照しなが
ら詳細に説明する。
【００２２】
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　［光源ユニット］
　図２及び図３に示すように、光源ユニット１００は、発光部１１０、及び、発光部１１
０が収納された第１筐体１２０を有する。光源ユニット１００は、さらに、エンドカバー
１３０を有する。本実施の形態において、光源ユニット１００は、長尺状であり、例えば
、光源ユニット１００の長さは、直管形蛍光灯又は直管ＬＥＤランプの長さと同等である
が、これに限らない。
【００２３】
　発光部１１０は、長尺状であり、第１筐体１２０内に１つ又は複数収納される。本実施
の形態において、発光部１１０は、ＬＥＤを用いたＬＥＤモジュール（発光モジュール）
であり、複数のＬＥＤ光源１１１と、複数のＬＥＤ光源１１１が配置された長尺状の基板
１１２とを有する。
【００２４】
　複数のＬＥＤ光源１１１は、例えば、基板１１２の長手方向に沿って一列に並べられて
基板１１２の一方の主面に実装されている。各ＬＥＤ光源１１１は、例えば、青色光を発
する青色ＬＥＤチップと黄色蛍光体とを用いて白色光を発する白色ＬＥＤ光源である。図
３に示すように、本実施の形態において、複数のＬＥＤ光源１１１は、例えば、個々にパ
ッケージ化された表面実装（ＳＭＤ：Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｍｏｕｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅ）型の
ＬＥＤ素子であり、各ＬＥＤ光源１１１は、凹部を有する白色樹脂製のパッケージ１１１
ａと、パッケージ１１１ａの凹部の底面に一次実装されたＬＥＤチップ１１１ｂ（ベアチ
ップ）と、パッケージ１１１ａの凹部内に封入された封止部材１１１ｃとを有している。
封止部材１１１ｃは、例えばシリコーン樹脂等の透光性樹脂材料で構成されている。封止
部材１１１ｃは、蛍光体等の波長変換材が含有された蛍光体含有樹脂である。
【００２５】
　基板１１２は、ＬＥＤ光源１１１を実装するための実装基板であって、例えば、ガラス
エポキシ基材等の樹脂基材をベースとする樹脂基板、金属をベースとして絶縁被覆された
メタルベース基板、又は、酸化アルミニウム等のセラミックス材料の焼結体であるセラミ
ックス基板等である。
【００２６】
　また、基板１１２には、ＬＥＤ光源１１１を発光させるための直流電力を外部から受電
するためのコネクタ１１３（接続端子）と、ＬＥＤ光源１１１に直流電力を供給するため
の金属配線（不図示）とが設けられている。コネクタ１１３と電源部５００とは、一対の
リード線１１４によって電気的に接続されている。金属配線は、所定のパターンで形成さ
れている。
【００２７】
　第１筐体１２０は、発光部１１０を取り付けるための本体１２１と、発光部１１０を覆
う透光カバー１２２とを有する。
【００２８】
　本体１２１は、長尺状の金属製の筐体である。本体１２１を金属製にすることで、発光
部１１０（ＬＥＤ光源１１１）で発生する熱を効率良く放熱させることができる。
【００２９】
　図３に示すように、本実施の形態において、本体１２１は、断面コ字形状の基台１２１
ａと、板状の板部材１２１ｂとによって構成されている。
【００３０】
　基台１２１ａは、発光部１１０を支持するベース部材（フレーム）である。基台１２１
ａには発光部１１０が配置される。具体的には、基台１２１ａに基板１１２を載置して基
板１１２を基台１２１ａに固定することで、発光部１１０が基台１２１ａに保持される。
【００３１】
　本実施の形態において、基台１２１ａは、板金製である。例えば、基台１２１ａは、Ｓ
ＰＣＣ（Ｓｔｅｅｌ　Ｐｌａｔｅ　Ｃｏｌｄ　Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ；冷間圧延鋼板）製
の板金（金属板）にロール成形加工又はプレス加工等を施すことにより所定の形状に形成
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されている。
【００３２】
　板部材１２１ｂは、基台１２１ａの開口部に蓋をするように基台１２１ａに配置されて
いる。板部材１２１ｂは、基台１２１ａにねじ等によって固定されている。なお、板部材
１２１ｂには、光源ユニット１００を壁等の造営材に固定するための取付金具等が設けら
れていてもよい。
【００３３】
　透光カバー１２２は、長尺状の透光性を有するカバー部材であり、発光部１１０（ＬＥ
Ｄ光源１１１）からの光を透過する。透光カバー１２２の断面形状は、例えばコ字状であ
るが、Ｕ字状又は半円弧状であってもよい。
【００３４】
　透光カバー１２２は、例えばアクリル又はポリカーボネート等の透光性樹脂材料又はガ
ラス材料等の透光性を有する材料で構成されている。
【００３５】
　透光カバー１２２は、光拡散性（光散乱性）を有していてもよい。例えば、透光性樹脂
材料に光反射微粒子等の光拡散材を分散させて透光カバー１２２を作製することで、透光
カバー１２２に光拡散性を持たせることができる。透光カバー１２２に光拡散性を持たせ
ることで、指向性の強いＬＥＤ光源１１１からの光を散乱させることができるので、複数
のＬＥＤ光源１１１の発光によるつぶつぶ感（輝度むら）を抑制できる。
【００３６】
　なお、透光カバー１２２に光拡散性を持たせる場合、光拡散材を透光部材の内部に分散
させた構成に限らない。例えば、透光部材の表面（内面又は外面）に光拡散材等を含む乳
白色の光拡散膜を形成したり、光拡散材を用いるのではなくシボ加工処理等によって透光
部材の表面に微小凹凸を形成したり、透光部材の表面にドットパターンを印刷したりして
もよい。
【００３７】
　また、透光カバー１２２は、発光部１１０（ＬＥＤ光源１１１）からの光を配光制御す
るように構成されていてもよい。例えば、透光カバー１２２は、集光又は発散のレンズ機
能を有していてもよい。
【００３８】
　エンドカバー１３０は、第１筐体１２０の長手方向の端部を覆うエンドキャップである
。本実施の形態において、エンドカバー１３０は、第１筐体１２０の長手方向の両端部の
各々に取り付けられている。２つのエンドカバー１３０のうちの一方には、第２電源線４
００が挿通される挿通孔が設けられている。
【００３９】
　エンドカバー１３０は、例えば、接着剤又はねじ等によって第１筐体１２０に固定され
る。エンドカバー１３０は、例えばＰＢＴ（ポリブチレンテレフタレート）等の樹脂材料
によって構成された樹脂成形品であるが、金属材料によって構成されていてもよい。
【００４０】
　［通信ユニット］
　図２に示すように、通信ユニット２００は、発光部１１０の発光状態を制御するための
無線信号（光制御信号）を受信する無線受信部２１０、及び、無線受信部２１０が収納さ
れた第２筐体２２０を有する。通信ユニット２００は、さらに、発光部１１０を調光制御
するための調光器２３０を有する。調光器２３０は、第１電源線３００と電気的に接続さ
れている。また、本実施の形態において、調光器２３０は、第２筐体２２０に収納されて
いる。
【００４１】
　無線受信部２１０は、ブルートゥース（登録商標）通信、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）通
信、無線ＬＡＮ通信方式、又は、赤外線通信等の近距離無線通信方式を用いて無線データ
通信を行うための無線モジュールである。無線受信部２１０は、無線信号を受信するため
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のアンテナを有する。アンテナは、例えばモジュール基板に形成されたパターンアンテナ
であるが、これに限らない。
【００４２】
　無線受信部２１０は、ユーザによる端末装置６００の操作に応じて、端末装置６００か
ら送信される光制御信号を受信する。本実施の形態において、無線受信部２１０は、受信
した光制御信号を調光器２３０に出力する。光制御信号は、光源ユニット１００（発光部
１１０）の点消灯を行うオンオフ信号、又は、光源ユニット１００（発光部１１０）の調
光を行うための調光信号等である。調光信号には、例えば調光レベルに関する情報が含ま
れる。
【００４３】
　例えば、端末装置６００から送信される光制御信号が調光信号である場合、無線受信部
２１０は、無線信号として発光部１１０の調光制御を行うための調光信号を受信し、受信
した調光信号を調光器２３０に出力する。
【００４４】
　なお、無線受信部２１０は、発光部１１０の発光状態を制御するための光制御信号以外
の制御信号を受信してもよい。
【００４５】
　第２筐体２２０は、無線受信部２１０及び調光器２３０を収納するための箱体である。
第２筐体２２０は、端末装置６００からの無線信号を透過できる材質で構成されていると
よく、例えば、絶縁性樹脂材料を用いて形成される。
【００４６】
　調光器２３０は、発光部１１０の調光制御を行うための装置であり、発光部１１０の明
るさ（光出力）を調整する。本実施の形態において、調光器２３０は、無線受信部２１０
で受信した光制御信号に基づいて発光部１１０に供給する電力を調整することで発光部１
１０の光出力を調整する。つまり、調光器２３０は、無線受信部２１０から受けた調光信
号を調光の指示を出す信号に変換する。
【００４７】
　具体的には、調光器２３０は、位相制御方式によって発光部１１０の調光制御を行うこ
とができる。この場合、調光器２３０は、無線受信部２１０で受信した調光信号に応じて
、プラグ３１０から第１電源線３００を介して送電される交流電力（交流波形）の一部を
切り欠いて、第２電源線４００を介して電源部５００に送電する。これにより、調光信号
の調光レベルに応じた明るさで発光部１１０を発光させることができる。
【００４８】
　なお、調光器２３０は、位相制御方式ではなく、ＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍ
ｏｄｕｌａｔｉｏｎ）制御方式によって発光部１１０の調光制御を行ってもよい。この場
合、無線受信部２１０で受信した調光信号をもとに所定のデユーティ比のＰＷＭ信号を生
成し、このＰＷＭ信号を電源部５００に送信する。なお、ＰＷＭ信号を調光器２３０から
電源部５００に有線で送信する場合、ＰＷＭ信号を送信するための信号線を設ける必要が
あるが、この信号線は、交流電力を送電する電力線とは別に、第２電源線４００内に別途
配線してもよいし、第２電源線４００とは別のケーブル線として別途配線してもよい。
【００４９】
　［第１電源線］
　図１及び図２に示すように、第１電源線３００は、プラグ３１０を有するプラグ付き電
源コードであり、通信ユニット２００に接続されている。具体的には、第１電源線３００
は、第２筐体２２０に接続されている。
【００５０】
　第１電源線３００の一方の端部には、プラグ３１０が取り付けられている。プラグ３１
０は、差し込みプラグであり、商用の交流電力を受電するためにコンセントに差し込まれ
る。プラグ３１０がコンセントに差し込まれることで、プラグ３１０に商用の交流電力が
受電される。
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【００５１】
　第１電源線３００の他方の端部は、第２筐体２２０に接続されている。具体的には、第
１電源線３００の他方の端部は、調光器２３０と電気的及び機械的に接続されている。し
たがって、プラグ３１０で受電した交流電力は、第１電源線３００を介して調光器２３０
に供給される。
【００５２】
　第１電源線３００には、例えば、交流電力を送電するための一対の電力線が配線されて
いる。つまり、プラグ３１０で受電した交流電力は、一対の電力線を介して調光器２３０
に送電される。一対の電力線は、例えば絶縁性のチューブ内に配置されたり絶縁被膜され
たりして絶縁保護されている。なお、第１電源線３００には、一対の電力線以外にグラン
ド線が別途設けられていてもよい。
【００５３】
　［第２電源線］
　図１及び２に示すように、第２電源線４００は、光源ユニット１００と通信ユニット２
００とを接続している。具体的には、第２電源線４００は、第１筐体１２０と第２筐体２
２０とを接続している。
【００５４】
　第２電源線４００の一方の端部は、エンドカバー１３０の挿通孔に挿通されており、第
１筐体１２０に収納された電源部５００の入力側端子と電気的及び機械的に接続されてい
る。一方、第２電源線４００の他方の端部は、第２筐体２２０に収納された調光器２３０
の出力側端子と電気的及び機械的に接続されている。
【００５５】
　第２電源線４００には、例えば、交流電力を送電するための一対の電力線が配線されて
いる。つまり、調光信号に応じて調光器２３０で位相制御された交流電力は、一対の電力
線を介して電源部５００に送電される。一対の電力線は、例えば絶縁性のチューブ内に配
置されたり絶縁被膜されたりして絶縁保護されている。なお、第２電源線４００には、一
対の電力線以外にグランド線が別途設けられていてもよい。
【００５６】
　［電源部］
　図２に示すように、電源部５００は、第１電源線３００のプラグ３１０で受電した電力
によって発光部１１０を発光するための電力を生成する電源装置（電源ユニット）である
。本実施の形態において、電源部５００は、光源ユニット１００の第１筐体１２０に収納
されている。具体的には、電源部５００は、本体１２１の内部空間に収納されている。
【００５７】
　電源部５００は、例えば、プラグ３１０で受電した商用の交流電力を、整流、平滑及び
降圧等して所定レベルの直流電力に変換する電源回路を有する。本実施の形態では、電源
部５００には、調光信号に応じて位相制御された交流電力が送電されるので、調光レベル
に応じた直流電力が生成される。電源部５００で生成された直流電力は、リード線１１４
を介して発光部１１０（ＬＥＤ光源１１１）に供給される。
【００５８】
　電源部５００は、例えば、回路基板と、回路基板に実装された複数の電子部品とを有す
る。回路基板は、一方の面（半田面）に銅箔等の金属配線がパターニングされたプリント
回路基板（ＰＣＢ）である。回路基板に実装された複数の電子部品は、ＬＥＤ光源１１１
を発光させるための複数の回路素子であり、例えば、電解コンデンサやセラミックコンデ
ンサ等の容量素子、抵抗器等の抵抗素子、整流回路素子、コイル素子、チョークコイル（
チョークトランス）、ノイズフィルタ、ダイオード又は集積回路素子等の半導体素子等で
ある。なお、電源部５００は、回路ケースに収納されていてもよい。
【００５９】
　［効果等］
　次に、本実施の形態に係る照明装置１の効果について、図４を用いて、本発明に至った
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経緯も含めて説明する。図４は、比較例の照明装置１Ｘの内部構造を模式的に示す断面図
である。
【００６０】
　ユーザが照明装置を簡単に設置できたり、一旦設置した後でも照明装置の設置場所を自
由に変更可能としたりするために、プラグ付コードを備える照明装置が提案されている。
また、近年、無線制御機能付きの照明装置も検討されている。
【００６１】
　そこで、図４に示すような構成のプラグ付コードを備える無線制御機能付きの照明装置
１Ｘが検討されている。照明装置１Ｘは、本体１２１に配置された発光部１１０と、発光
部１１０の発光状態を制御するための無線信号を受信する無線受信部２１０と、プラグ３
１０付きの電源線３００Ａとを備える。
【００６２】
　しかしながら、無線制御機能付きの照明装置１Ｘについては、無線受信部２１０の配置
位置に制約がある。
【００６３】
　第１に、照明装置１Ｘの本体１２１は、発光部１１０で発生する熱を効率よく放熱させ
るために金属製であるとよいが、無線信号は金属によって反射するので、本体１２１を金
属製にすると、無線受信部２１０を本体１２１内に配置することができない。特に、発光
部１１０がＬＥＤによって構成されていると、ＬＥＤは自身の発熱によって発光効率が低
下して光出力が低下する特性を有するので、ＬＥＤの放熱性を確保するために本体１２１
は金属製である方がよいが、無線受信部２１０の本体１２１への配置が困難になる。
【００６４】
　このため、図４に示すように、無線受信部２１０を樹脂製のエンドカバー１３０の内側
に収納することが考えられる。しかしながら、無線受信部２１０（無線モジュール）は、
比較的に長尺状であるので、エンドカバー１３０の内部に収納すると照明装置１Ｘの高さ
ｈが大きくなってしまい、照明装置１Ｘが無駄に大型化してしまう。つまり、照明装置１
のサイズに制約が生じてしまう。
【００６５】
　第２に、無線受信部２１０は、発光部１１０による発熱の影響を避けるために、発光部
１１０から離れた位置に配置するとよいが、発光部１１０と無線受信部２１０との距離を
大きくすると、照明装置１Ｘが大型化してしまう。特に、発光部１１０がＬＥＤによって
構成されていると発光部１１０が高温になりやすいので、無線受信部２１０は発光部１１
０から遠く離れた位置に配置せざるを得ない場合もある。このように、照明装置１Ｘを大
きくすることなく、発光部１１０との十分な距離を確保して無線受信部２１０を配置する
ことは難しい。
【００６６】
　第３に、図４に示される照明装置１Ｘでは、照明機能を果たす発光部１１０と通信機能
を果たす無線受信部２１０とが一つの筐体内に収納されているので、無線受信部２１０の
受信感度は照明装置１Ｘの設置場所によって一意的に決まってしまう。このため、無線制
御機能付きの照明装置１Ｘは、設置場所の自由度が低い。言い換えると、無線受信部２１
０の配置位置を考慮して照明装置１Ｘを設置する必要がある。
【００６７】
　このように、これまでの無線制御機能付きの照明装置１Ｘについては、無線受信部２１
０の配置位置の自由度が低いという課題がある。
【００６８】
　これに対して、本実施の形態における照明装置１では、図１及び図２に示すように、照
明機能を果たす発光部１１０（光源ユニット１００）と通信機能を果たす無線受信部２１
０（通信ユニット２００）とを分離して、発光部１１０と無線受信部２１０とを別々の筐
体に収納している。つまり、発光部１１０（光源ユニット１００）と無線受信部２１０（
通信ユニット２００）とを別部品として機能させている。具体的には、発光部１１０を第
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１筐体１２０に収納し、無線受信部２１０を第２筐体２２０に収納している。
【００６９】
　これにより、無線受信部２１０の配置位置の自由度を高くすることができる。したがっ
て、発光部１１０と無線受信部２１０とを別々の位置に配置することができるので、発光
部１１０を取り付けるための本体１２１を金属製にすることができ、発光部１１０で発生
する熱を効率良く放熱させることができる。また、発光部１１０と無線受信部２１０との
距離を容易に確保することができるので、発光部１１０の発熱による無線受信部２１０へ
の影響を軽減することができる。さらに、照明機能を果たす発光部１１０（光源ユニット
１００）と通信機能を果たす無線受信部２１０（通信ユニット２００）とを別々の筐体に
よって物理的に分けることで、光源ユニット１００の設置位置を気にすることなく通信ユ
ニット２００を設置することができ、逆に、通信ユニット２００の設置位置を気にするこ
となく光源ユニット１００を設置することができる。
【００７０】
　さらに、図４に示すような無線受信部２１０をエンドカバー１３０の内部に収納する必
要がないので、照明装置１の高さが大きくなって照明装置１が大型化してしまうことを回
避できる。つまり、設計自由度の高い光源ユニット１００を有する照明装置１を実現でき
る。
【００７１】
　また、光源ユニット１００と通信ユニット２００とを分離することで、通信ユニット２
００に制約されることなく光源ユニット１００の第１筐体１２０の設計を行うことができ
る。つまり、第１筐体１２０のデザインの自由度が向上するので、第１筐体１２０に対し
て様々なデザインを採用することができる。
【００７２】
　しかも、照明装置１は、プラグ３１０付きの第１電源線３００を有しているので、ユー
ザは照明装置１を簡単に設置することができる。また、コンセントさえあれば一旦設置し
た後でも照明装置１の設置場所を自由に変更することができる。
【００７３】
　また、本実施の形態における照明装置１において、電源部５００は、第１筐体１２０に
収納されている。つまり、電源部５００は、光源ユニット１００に内蔵されている。
【００７４】
　これにより、電源一体型の光源ユニット１００を構成することができる。
【００７５】
　また、本実施の形態における照明装置１は、第１電源線３００と電気的に接続され、発
光部１１０を調光制御するための調光器２３０を有しており、無線受信部２１０は、無線
信号として発光部１１０を調光制御するための調光信号を受信し、受信した調光信号を調
光器２３０に出力する。
【００７６】
　これにより、端末装置６００からの調光信号が無線受信部２１０で受信されると、発光
部１１０の調光制御が行われる。したがって、ユーザは端末装置６００を操作することで
、光源ユニット１００の調光を行うことができる。
【００７７】
　また、本実施の形態において、調光器２３０は、第２筐体２２０に収納されている。
【００７８】
　これにより、プラグ３１０で受電されて第１電源線３００を介して第２筐体２２０に送
電された交流電力は、調光器２３０によって調光制御されて、電源部５００に供給される
。したがって、電源部５００からの電力によって発光する発光部１１０は、調光制御され
た交流電力に応じた調光レベルで発光する。
【００７９】
　また、本実施の形態における照明装置１は、光源ユニット１００と通信ユニット２００
とを接続する第２電源線４００を備える。



(11) JP 2017-195162 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

【００８０】
　これにより、プラグ３１０で受電されて第１電源線３００を介して第２筐体２２０に送
電された交流電力を、第２電源線４００によって光源ユニット１００に供給することがで
きる。具体的には、第２筐体２２０に送電された交流電力は、第２電源線４００によって
電源部５００に給電される。
【００８１】
　（変形例）
　以上、本発明に係る照明装置について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、
上記実施の形態に限定されるものではない。
【００８２】
　例えば、上記実施の形態では、１台の端末装置６００によって１つの照明装置１を制御
したが、これに限らない。具体的には、図５に示すように、１台の端末装置６００によっ
て複数の照明装置１を制御してもよい。この場合、ユーザの操作によって、端末装置６０
０は、複数の照明装置１の各々の無線受信部２１０に対して光制御信号を送信する。これ
により、ユーザは、１つの端末装置６００を操作するだけで、複数台の光源ユニット１０
０の発光状態を同時に制御することができる。なお、各照明装置１において、プラグ３１
０は、例えばコンセント２に差し込まれているが、コンセントタップ又は延長コード等に
接続されていてもよい。
【００８３】
　このように、１台の端末装置６００によって複数の照明装置１の制御を行う場合、図６
に示すように、各照明装置１の通信ユニット２００の配置位置等によっては端末装置６０
０からの無線信号が直接届かない無線受信部２１０が発生する場合がある。したがって、
このような場合でも、端末装置６００からの無線信号を受信できるように、各照明装置１
の無線受信部２１０は、端末装置６００と同じ制御信号の無線信号を送信するように構成
されているとよい。具体的には、一の照明装置１にける無線受信部２１０に、受信した無
線信号を、自機以外の他の照明装置１の無線受信部２１０に送信する回路等を設けるとよ
い。これにより、端末装置６００からの無線信号が直接届かない無線受信部２１０が発生
したとしても、他の通信ユニット２００の無線受信部２１０から送信される無線信号を受
信することで端末装置６００からの無線信号を間接的に受信することができるので、他の
照明装置１と同じような制御を行うことができる。
【００８４】
　また、上記実施の形態では、１つの通信ユニット２００に対して１つの光源ユニット１
００が対応していたが、これに限らない。
【００８５】
　例えば、図７に示される照明装置１Ａのように、１つの通信ユニット２００に対して複
数の光源ユニット１００が対応するように構成されていてもよい。具体的には、照明装置
１Ａでは、複数の光源ユニット１００が備えられているとともに、第２電源線４００も光
源ユニット１００の数に合わせて複数本設けられている。そして、複数の第２電源線４０
０の各々は、同一の第２筐体２２０から引き出されて複数の光源ユニット１００の各々に
接続されている。このように、複数の第２電源線４００を用いて１つの通信ユニット２０
０に複数の光源ユニット１００を接続することで、１つの通信ユニット２００に光制御信
号を送信するだけで、複数の光源ユニット１００の発光状態を同時に制御することができ
る。これにより、複数の光源ユニット１００を連動させた照明制御を行うことができるの
で、効果的な照明演出を行うことができる。
【００８６】
　あるいは、図８に示される照明装置１Ｂのように、１つの通信ユニット２００に対して
光源ユニット１００とともに別の電気機器が対応するように構成されていてもよい。具体
的には、照明装置１Ｂでは、第２電源線４００が複数であり、複数の第２電源線４００は
、同一の第２筐体２２０から引き出されている。そして、第２筐体２２０から引き出され
た複数の第２電源線４００のうちの少なくとも一つは、光源ユニット１００に接続され、
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第２筐体２２０から引き出された複数の第２電源線４００のうちの少なくとも他の一つは
、電気機器７００に接続されている。具体的には、図８では、２本の第２電源線４００が
設けられており、そのうちの１本は光源ユニット１００に接続され、他の１本は電気機器
７００に接続されている。また、第２電源線４００に接続される電気機器７００は、例え
ばスピーカであるが、スピーカに限るものではない。このように、複数の第２電源線４０
０を用いて１つの通信ユニット２００に光源ユニット１００及び電気機器７００を接続す
ることで、１つの通信ユニット２００に制御信号を送信するだけで光源ユニット１００及
び電気機器７００を同時に制御することができる。例えば、光源ユニット１００の点消灯
と同時にスピーカのオンオフを行ったり、スピーカの音調に合わせて光源ユニット１００
の発光状態を制御したりすることができる。
【００８７】
　また、上記実施の形態において、光源ユニット１００と通信ユニット２００とは、第２
電源線４００によって接続されており、有線によって信号及び電力の送受信が行われたが
、これに限らない。例えば、光源ユニット１００と通信ユニット２００とは、無線によっ
て信号及び電力の送受信が行われてもよい。なお、この場合、通信ユニット２００から光
源ユニット１００への送電は、無接点給電で行うことができる。あるいは、通信ユニット
２００から光源ユニット１００へは光制御信号のみを送信し、電源としては、光源ユニッ
ト１００に内蔵された一次電池又は二次電池を用いてもよい。
【００８８】
　また、上記実施の形態において、調光器２３０は、通信ユニット２００（第２筐体２２
０）に収納されていたが、これに限らない。例えば、調光器２３０は、光源ユニット１０
０（第１筐体１２０）に収納されていてもよい。
【００８９】
　また、上記実施の形態において、発光部１１０の光源は、ＬＥＤ光源１１１としたが、
これに限らない。例えば、発光部１１０の光源は、半導体レーザ又は有機ＥＬ（Ｅｌｅｃ
ｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）等のその他の固体発光素子であってもよいし、蛍光
灯等の既存ランプ光源であってもよい。
【００９０】
　また、上記実施の形態において、光源ユニット１００（発光部１１０）の点消灯（ＯＮ
／ＯＦＦ）は、無線受信部２１０からの無線信号によって行ったが、これに限らない。例
えば、図１に示すように、光源ユニット１００に設けられた機械的なスイッチ１４０によ
って、光源ユニット１００（発光部１１０）の点消灯を行ってもよい。
【００９１】
　また、上記実施の形態において、第２筐体２２０内に、コードリール等の第１電源線３
００を巻き取るため巻き取り機構が内蔵されていてもよい。同様に、第１筐体１２０又は
第２筐体２２０内に、コードリール等の第２電源線４００を巻き取るための巻き取り機構
が内蔵されていてもよい。これにより、第２筐体２２０から露出する第１電源線３００の
長さ、又は、第１筐体１２０及び第２筐体２２０から露出する第２電源線４００の長さを
巻き取り機構で調整することができる。また、巻き取り機構を内蔵することで、第１電源
線３００及び第２電源線４００のコード長を長くしておくことができるので、光源ユニッ
ト１００及び通信ユニット２００の配置の自由度を一層向上させることができる。
【００９２】
　また、上記実施の形態において、照明装置１は、光源ユニット１００の発光状態を制御
するための人感センサ又は照度センサを有していてもよい。人感センサ又は照度センサは
、目的や用途に応じて、第１筐体１２０又は第２筐体２２０に配置することができる。
【００９３】
　また、上記実施の形態において、照明装置１は、調光機能に限らず、調色機能を有して
いてもよい。この場合、発光部１１０は、例えば、色温度の異なる複数のＬＥＤ光源１１
１を有する。
【００９４】
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　また、上記実施の形態において、発光部１１０は、ＬＥＤ光源１１１としてＳＭＤ型の
発光素子を用いたＳＭＤ構造であったが、これに限らない。例えば、発光部１１０は、Ｃ
ＯＢ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｂｏａｒｄ）構造であってもよい。この場合、発光部１１０は、
基板１１２と、基板１１２に直接実装された１つ又は複数のＬＥＤチップ（ベアチップ）
と、ＬＥＤチップを封止する蛍光体含有樹脂等の封止部材とによって構成される。
【００９５】
　その他、実施の形態及び変形例に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形
態や、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で実施の形態及び変形例における構成要素及び機能
を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。
【符号の説明】
【００９６】
　１、１Ａ、１Ｂ　照明装置
　１００　光源ユニット
　１１０　発光部
　１２０　第１筐体
　２００　通信ユニット
　２１０　無線受信部
　２２０　第２筐体
　２３０　調光器
　３００　第１電源線
　３１０　プラグ
　４００　第２電源線
　５００　電源部
　７００　電気機器

【図１】 【図２】
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