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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部から交流電圧・交流電流が入力される電源入力部と、前記電源入力部に入力される
交流電圧・交流電流を整流する整流部と、前記整流部から出力される脈流電圧・脈流電流
を平滑する平滑部と、前記平滑部から出力される直流電圧・直流電流を所望の直流電圧・
直流電流に変換する電力変換部と、前記電力変換部で変換された前記直流電圧・直流電流
を外部に出力する電源出力部と、外部から制御信号が入力される信号入力部と、前記信号
入力部に入力される前記制御信号に基づき、前記電源出力部から外部に出力される前記直
流電圧・直流電流を変化させるように前記電力変換部を制御する制御部と、前記電源入力
部、前記整流部、前記平滑部、前記電力変換部、前記電源出力部、前記信号入力部、前記
制御部が実装される回路基板と、前記回路基板を収納する第１ケースとを有する電源ユニ
ットを備え、
　前記回路基板は、長尺の矩形板状に形成され、長手方向の第１端部に前記電源入力部が
実装され、前記第１端部から長手方向の第２端部に向かって、前記整流部、前記平滑部、
前記電力変換部、前記制御部、前記電源出力部が順番に実装されており、
　前記信号入力部は、前記回路基板において、前記整流部よりも前記第２端部に近い位置
に実装され、
　前記信号入力部を介して前記電源ユニットと電気的に接続される機能ユニットを更に備
え、前記機能ユニットは、前記制御信号を生成して前記信号入力部に入力するように構成
され、前記電源ユニットは、前記機能ユニットに動作用の電力を供給する電力供給部を備
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えており、
　前記機能ユニットは、第２ケースと、前記第２ケースを、前記第１ケースにおける前記
回路基板の前記第２端部側に機械的に取付可能とする取付構造とを備えることを特徴とす
る電源装置。
【請求項２】
　請求項１の電源装置と、前記電源装置から供給される直流電圧・直流電流で点灯する照
明負荷とを備えることを特徴とする照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源装置に関し、特に、交流電圧・交流電流を直流電圧・直流電流に変換し
て負荷に供給する電源装置、及び当該電源装置と、負荷である光源とを有する照明装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来例として、特許文献１に記載されている照明器具（照明装置）を例示する。この従
来例は、天井に埋込配設されるライン型の照明器具であって、長尺の本体、光源、点灯機
器（電源装置）などを有する。
【０００３】
　光源は、実装基板に複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）が実装されて構成される。点灯機
器は、電源ユニット、個別制御ユニット、信号端子台、電源端子台などを有する。ただし
、点灯機器は、個別制御ユニットを含む構成と、個別制御ユニットを含まない構成とを択
一的に選択可能に構成されている。
【０００４】
　電源ユニットは、直方体形状のケースを有し、ケースの長手方向の一端部に、信号入力
端子と電源入力端子が短手方向に並べて配置されている。電源入力端子には、外部電源（
例えば、実効値が１００Ｖや２００Ｖの交流電源）が電気的に接続される。また、信号入
力端子は、直接又は個別制御ユニットを介して、信号端子台と電気的に接続される。さら
に、ケースの長手方向の他端部に出力端子が設けられる。出力端子には、光源が電気的に
接続される。電源ユニットは、電源入力端子から入力される交流電圧・交流電流を直流電
圧・直流電流に変換して出力端子から出力するように構成される。
【０００５】
　信号端子台には、光源を直接または個別制御ユニットを介して点灯制御するための制御
信号が照明器具の外部から入力される。外部の制御信号は、検知エリア内の人の在／不在
をモニタする人感センサからの信号、検知エリア内の明るさをモニタする明るさセンサか
らの信号、オン／オフ、シーン等の手動操作が行われる壁スイッチからの信号、などを含
む。
【０００６】
　個別制御ユニットは、信号端子台を介して外部制御信号を受信し、当該外部制御信号に
含まれるアドレスデータと制御指令データを取得する。個別制御ユニットは、さらに、取
得したアドレスデータが自己のアドレスデータに一致すれば、取得した制御指令データに
基づく調光信号（例えば、ＰＷＭ調光信号）を電源ユニットの信号入力端子に出力する。
【０００７】
　電源ユニットは、信号入力端子に入力される前記ＰＷＭ調光信号に基づいて、出力電力
の大きさや、電力の供給時間（点灯時間）を制御し、光源の点灯状態を制御する。
【０００８】
　上述のように特許文献１記載の従来例では、個別制御ユニットの有無に応じて、外部制
御信号に対する電源ユニットの動作を変更することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００９】
【特許文献１】特開２０１４－８６１６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、上記従来例の電源ユニットにおいて、個別制御ユニットが電気的に接続され
る信号入力端子が電源入力端子の隣に配置されているため、電気用品安全法に定められた
空間距離を確保しようとすれば、電源ユニットの小型化が困難であった。
【００１１】
　本発明は、上記課題に鑑みて為されたものであり、電源入力部と信号入力部の空間距離
を確保しつつ、従来例よりも小型化を図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の電源装置は、外部から交流電圧・交流電流が入力される電源入力部と、前記電
源入力部に入力される交流電圧・交流電流を整流する整流部と、前記整流部から出力され
る脈流電圧・脈流電流を平滑する平滑部と、前記平滑部から出力される直流電圧・直流電
流を所望の直流電圧・直流電流に変換する電力変換部と、前記電力変換部で変換された前
記直流電圧・直流電流を外部に出力する電源出力部と、外部から制御信号が入力される信
号入力部と、前記信号入力部に入力される前記制御信号に基づき、前記電源出力部から外
部に出力される前記直流電圧・直流電流を変化させるように前記電力変換部を制御する制
御部と、前記電源入力部、前記整流部、前記平滑部、前記電力変換部、前記電源出力部、
前記信号入力部、前記制御部が実装される回路基板と、前記回路基板を収納する第１ケー
スとを有する電源ユニットを備え、前記回路基板は、長尺の矩形板状に形成され、長手方
向の第１端部に前記電源入力部が実装され、前記第１端部から長手方向の第２端部に向か
って、前記整流部、前記平滑部、前記電力変換部、前記制御部、前記電源出力部が順番に
実装されており、前記信号入力部は、前記回路基板において、前記整流部よりも前記第２
端部に近い位置に実装され、前記信号入力部を介して前記電源ユニットと電気的に接続さ
れる機能ユニットを更に備え、前記機能ユニットは、前記制御信号を生成して前記信号入
力部に入力するように構成され、前記電源ユニットは、前記機能ユニットに動作用の電力
を供給する電力供給部を備えており、前記機能ユニットは、第２ケースと、前記第２ケー
スを、前記第１ケースにおける前記回路基板の前記第２端部側に機械的に取付可能とする
取付構造とを備えることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の照明装置は、前記電源装置と、前記電源装置から供給される直流電圧・直流電
流で点灯する照明負荷とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の電源装置及び照明装置は、電源入力部と信号入力部の空間距離を確保しつつ、
従来例よりも小型化を図ることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る電源装置及び照明装置の実施形態１を示す分解斜視図である。
【図２】同上における光源ユニット及び照明器具の断面図である。
【図３】同上における電源ユニット及び機能ユニットの回路図である。
【図４】同上における電源ユニット及び機能ユニットの平面図である。
【図５】同上における電源ユニットの平面図である。
【図６】同上における機能ユニットの斜視図である。
【図７】同上における機能ユニットの分解斜視図である。
【図８】同上における第２プリント配線板の平面図である。
【図９】同上における機能ユニットの正面から見た透視図である。
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【図１０】同上における機能ユニットの第２ケースの断面図である。
【図１１】同上における電源ユニット及び機能ユニットの要部を示す斜視図である。
【図１２】同上における電源ユニット及び機能ユニットを示す斜視図である。
【図１３】同上における別の機能ユニットの回路図である。
【図１４】同上における機能ユニットの動作を説明するための説明図である。
【図１５】同上における機能ユニットの別の動作を説明するための説明図である。
【図１６】同上における電源ユニット及び機能ユニットの別の回路図である。
【図１７】同上における別の機能ユニットの回路図である。
【図１８】同上におけるさらに別の機能ユニットの回路図である。
【図１９】同上における機能ユニットの動作を説明するための説明図である。
【図２０】本発明に係る電源装置の実施形態２を示す一部省略した斜視図である。
【図２１】同上の一部省略した分解斜視図である。
【図２２】同上の一部省略した分解斜視図である。
【図２３】図２３Ａ～図２３Ｃは、同上における第１プリント配線板と第２プリント配線
板を示す斜視図である。
【図２４】本発明に係る電源装置の実施形態３を示す一部省略した斜視図である。
【図２５】同上における機能ユニットの一部省略した平面図である。
【図２６】本発明に係る電源装置の実施形態４を示す一部省略した斜視図である。
【図２７】本発明に係る電源装置の実施形態５を示し、電源ユニット及び機能ユニットの
回路図である。
【図２８】同上における第１プリント配線板と第２プリント配線板を示す平面図である。
【図２９】図２９Ａ～図２９Ｃは、同上における第１プリント配線板と第２プリント配線
板を示す斜視図である。
【図３０】同上における電源ユニットと機能ユニットの斜視図である。
【図３１】同上における別の構成の電源ユニットと機能ユニットの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明に係る電源装置及び照明装置の実施形態について、図面を参照して詳細に説明す
る。なお、以下に説明する照明装置の実施形態は、天井に取り付けられる照明器具を例示
するが、本実施形態の照明装置は、壁などの天井以外の場所に取り付けられる照明器具で
あっても構わない。また、以下の説明では、特に断りのない限り、図２に示す向きにおい
て上下左右の方向を規定し、さらに図２中の紙面に垂直な方向を前後方向（手前側が前側
）と規定する。
【００１７】
　（実施形態１）
　本実施形態の照明器具Ａは、図１及び図２に示すように光源ユニット２と、器具本体１
とで構成される。器具本体１は、吊りボルト２００に固定され、天井１００に直付けされ
る。光源ユニット２は、器具本体１に対して着脱可能に取り付けられる。
【００１８】
　器具本体１は、板金に曲げ加工を施すことで長尺且つ上面（天井１００との対向面）が
開口する扁平な箱状に形成される。また、器具本体１は、天井１００と反対側（下側）に
は光源ユニット２を収容するための矩形の凹部１１が長手方向（前後方向）の全長に亘っ
て設けられている。また、器具本体１の左右方向（幅方向）における凹部１１の両側には
、凹部１１の開口端縁から延出し且つ外側に向かって上方へ傾斜する傾斜部１２がそれぞ
れ設けられている。
【００１９】
　また、凹部１１の底板１１１には、電源線３０を通すための孔１１１Ａが前後方向（長
手方向）におけるほぼ中央に設けられている。さらに、この底板１１１には、前後方向に
おける両端寄りの位置に吊りボルト２００を通すための孔１１１Ｂがそれぞれ設けられて
いる。そして、底板１１１の下面には端子台２５が取り付けられる。端子台２５は、電源
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線３０と電気的に接続される。また、端子台２５から接地線を含む３本の電線２５０が引
き出されている。さらに、これら３本の電線２５０の先端にプラグコネクタ２５１が電気
的に接続されている。
【００２０】
　光源ユニット２は、図１及び図２に示すように、複数（例えば、２つ）のＬＥＤモジュ
ール２２、取付部材２１、カバー２３、電源ユニット（電源装置）４などを備える。
【００２１】
　ＬＥＤモジュール２２は、前後方向に長い矩形板状に形成された実装基板２２１を有す
る。実装基板２２１は、その下面に複数のＬＥＤ（発光ダイオード）２２２が前後方向（
長手方向）に沿い且つ２列に並べて実装されている。また、一方のＬＥＤモジュール２２
の前端部には、電源ユニット４との間を電気的に接続するためのコネクタが実装されてい
る。このコネクタには、後述する電源ユニット４の出力線４３が電気的に接続される。
【００２２】
　また、各ＬＥＤモジュール２２において隣接するＬＥＤモジュール２２と対向する端部
には、電源供給用のコネクタ２２４がそれぞれ実装されている（図２参照）。そして、両
ＬＥＤモジュール２２のコネクタ２２４同士が電気的に接続されることで、一方のＬＥＤ
モジュール２２から他方のＬＥＤモジュール２２に点灯電力が中継される。
【００２３】
　取付部材２１は、板金に曲げ加工を施すことでＵ字状に形成され、長尺且つ矩形板状に
形成された底板２１１と、底板２１１の左右方向（幅方向）における両端から上下方向（
底板２１１と直交する方向）に延出する一対の側板２１２とで構成される。各側板２１２
の先端（上端）には、図２に示すように、互いに離れる向き（外向き）に傾斜する傾斜部
２１２Ａがそれぞれ全長に亘って設けられている。
【００２４】
　底板２１１の前端部には、電源ユニット４の出力線４３を通すための孔が設けられてい
る。また、底板２１１の前後方向における中央部には、底板２１１の一部を上向きに突出
させることで形成された矩形の凹部が設けられている。この凹部は、両ＬＥＤモジュール
２２を取付部材２１に取り付けた状態で、コネクタ２２４と取付部材２１の底板２１１と
の間の絶縁距離を確保するために設けられる。なお、上述したＬＥＤモジュール２２は、
例えば取付部材２１の底板２１１の一部を切り起こすことで形成された爪により取付部材
２１に固定される。
【００２５】
　また、取付部材２１は、長手方向における両端寄りの位置において幅方向の一端側に延
びる一対の引掛金具２１４と、幅方向の他端側に配置される一対の引掛ばね２１５とを有
している。
【００２６】
　カバー２３は、拡散性を有する材料（例えば乳白色のアクリル樹脂）により上面（取付
部材２１側の面）が開口する長尺の箱形に形成されている。また、カバー２３は、左右方
向（幅方向）において両端側から中央側に行くほど下側への突出量が大きくなるような凸
レンズ形状の曲面部２３１を有している（図２参照）。
【００２７】
　カバー２３の左右方向における両端部には、図２に示すように、光源ユニット２を器具
本体１に取り付けた状態で、上下方向において器具本体１の凹部１１の開口端縁と重なる
延出部２３２がそれぞれ設けられている。さらに、カバー２３の左右方向において各延出
部２３２の内側には、上側（取付部材２１側）に突出する突壁部２３３がそれぞれ全長に
亘って設けられており、各突壁部２３３の先端には内向きに突出する突起部２３３Ａがそ
れぞれ設けられている。また、各突壁部２３３の根元近くには、それぞれ内向きに突出す
る支持片２３３Ｂが突出している。
【００２８】
　電源ユニット４は、第１プリント配線板４０に電子部品が実装されて構成される電源回
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路と、前記電源回路を収納する第１ケース４２とを有する。電源回路の回路図を図３に示
す。この電源回路は、電源入力部４００、フィルタ回路４０１、整流部４０２、昇圧回路
４０３、降圧回路４０４、電源出力部４０５、主制御回路４０６、制御電源回路４０７、
調光制御回路４０８、消灯制御回路４０９、信号入力部４１０などを備える。
【００２９】
　電源入力部４００は、レセプタクルコネクタからなり、端子台２５から引き出された電
線２５０と電気的に接続されているプラグコネクタ２５１が差込接続される。フィルタ回
路４０１は、コモンモードチョークコイル４０１０と、アクロス・ザ・ラインコンデンサ
４０１１とで構成される。整流部４０２は、ダイオードブリッジで構成される。整流部４
０２は、フィルタ回路４０１及び電源入力部４００を介して交流電源３から入力される交
流電圧・交流電流を全波整流して直流出力端子から出力する。
【００３０】
　昇圧回路４０３は、チョークコイルＬ１、スイッチ素子Ｑ１、整流素子Ｄ１、平滑コン
デンサＣ１などで構成される、従来周知の昇圧チョッパ回路（力率改善回路）である。昇
圧回路４０３は、整流部４０２から出力される脈流電圧を、当該脈流電圧のピーク値より
も高い直流電圧（例えば、４００ボルトの直流電圧）に変換する。すなわち、本実施形態
では、昇圧回路４０３が平滑部に相当する。
【００３１】
　また、降圧回路４０４は、スイッチ素子Ｑ２、インダクタＬ２、整流素子Ｄ２、抵抗Ｒ
１、平滑コンデンサＣ２などで構成される、従来周知の降圧チョッパ回路（バックコンバ
ータ）である。降圧回路４０４は、昇圧回路４０３から出力される直流電圧を、負荷であ
るＬＥＤモジュール２２に適した直流電圧に降圧する。すなわち、本実施形態では、降圧
回路４０４が電力変換部に相当する。電源出力部４０５は、レセプタクルコネクタからな
り、降圧回路４０４の出力端子（平滑コンデンサＣ２の両端）と電気的に接続される。
【００３２】
　主制御回路４０６は、昇圧回路４０３のスイッチ素子Ｑ１並びに降圧回路４０４のスイ
ッチ素子Ｑ２をそれぞれスイッチングし、昇圧回路４０３の出力電圧を一定に維持すると
ともに、降圧回路４０４の出力電流を目標値に一致させるように構成される。制御電源回
路４０７は、昇圧回路４０３の出力電圧から制御電圧（例えば、１５Ｖ～３Ｖ程度の直流
電圧）を生成するように構成される。主制御回路４０６は、制御電源回路４０７から供給
される制御電圧で動作する。
【００３３】
　信号入力部４１０は、レセプタクルコネクタからなり、機能ユニット５のプラグコネク
タ５０４が差込接続される。後述するように、機能ユニット５から出力される制御信号が
信号入力部４１０を介して調光制御回路４０８と消灯制御回路４０９に入力される。
【００３４】
　消灯制御回路４０９は、制御信号に応じて、点灯中のＬＥＤモジュール２２を消灯させ
るための消灯信号を生成して主制御回路４０６に出力するように構成される。主制御回路
４０６は、消灯信号を受け取ると、スイッチ素子Ｑ２のスイッチングを中止して降圧回路
４０４を停止させ、ＬＥＤモジュール２２を消灯するように構成される。ただし、主制御
回路４０６は、消灯信号を受け取った場合、スイッチ素子Ｑ２だけで無くスイッチ素子Ｑ
１のスイッチングも中止して昇圧回路４０３と降圧回路４０４を双方とも停止させてもよ
い。このように昇圧回路４０３と降圧回路４０４の双方が停止すれば、降圧回路４０４の
みが停止する場合と比較して、消灯中における電源ユニット４の消費電力が削減される。
【００３５】
　また、調光制御回路４０８は、制御信号に応じて、ＬＥＤモジュール２２の光出力（調
光レベル）を指示する調光信号を生成して主制御回路４０６に出力するように構成される
。なお、調光レベルは、定格電力が供給されているときのＬＥＤモジュール２２の光出力
を１００％としたとき、ＬＥＤモジュール２２に供給される単位時間当たりの平均電力の
定格電力に対する比率（％）で表される。例えば、ＬＥＤモジュール２２に供給される単
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位時間当たりの平均電力が定格電力の半分のとき、調光レベルが５０％となる。言い換え
ると、調光制御回路４０８は、制御信号で指示される調光レベルが５０％であれば、降圧
回路４０４からＬＥＤモジュール２２に供給される単位時間当たりの平均電力を定格電力
の半分にするように指示する調光信号を生成する。主制御回路４０６は、調光制御回路４
０８から受け取る調光信号に応じて、スイッチ素子Ｑ２のオンデューティ比を調整するよ
うに構成されることが好ましい。さらに詳しく説明すると、調光制御回路４０８は、抵抗
Ｒ１の両端電圧から降圧回路４０４の出力電流を検出し、当該出力電流の平均値を調光レ
ベルに対応した目標値に一致させるように、調光信号を生成するように構成されることが
好ましい。すなわち、本実施形態では、主制御回路４０６と調光制御回路４０８と消灯制
御回路４０９が制御部に相当する。
【００３６】
　第１プリント配線板４０は、図４に示すように、長尺の矩形平板状の絶縁基板の裏面に
配線用の導体（銅箔）がプリントされて構成される。第１プリント配線板４０の表面に、
コネクタや平滑コンデンサ、コモンモードチョークコイル４０１０などの、いわゆるリー
ド部品が実装される。そして、第１プリント配線板４０の裏面に、整流部４０２、主制御
回路４０６、調光制御回路４０８、消灯制御回路４０９などの表面実装部品が実装される
。ここで、電源入力部４００は、第１プリント配線板４０の長手方向の端部（以下、第１
端部と呼ぶ。）の表面に実装される。一方、電源出力部４０５及び信号入力部４１０は、
第１プリント配線板４０の長手方向の他端部（以下、第２端部と呼ぶ。）の表面に実装さ
れる。そして、第１端部から第２端部に向かって、フィルタ回路４０１、整流部４０２、
昇圧回路４０３、降圧回路４０４、電源出力部４０５が順番に第１プリント配線板４０に
実装される。また、主制御回路４０６、制御電源回路４０７、調光制御回路４０８、消灯
制御回路４０９は、整流部４０２から第２端部に向かって順番に第１プリント配線板４０
に実装される。なお、整流部４０２は、第１プリント配線板４０の裏面に実装されている
ため、図４には図示されていないが、おおよそコモンモードチョークコイル４０１０から
若干第２端部寄りの位置に実装されている。
【００３７】
　第１ケース４２は、図４及び図５に示すように、底板４２０と、底板４２０の短手方向
に沿った端縁から立ち上がる一対の第１側板４２１Ａ、４２１Ｂと、底板４２０の長手方
向に沿った端縁から立ち上がる一対の第２側板４２２Ａ、４２２Ｂとを有する。すなわち
、第１ケース４２は、底板４２０の前方が開放された長尺の箱形に形成されている。また
、第１ケース４２は、片方の第２側板４２２Ａの先端から外向きに突出する固定板４２３
を備えている。固定板４２３は、図５に示すように角樋状に形成されている。
【００３８】
　第１プリント配線板４０は、裏面を底板４２０に対向させ、且つ第２端部を第１側板４
２１Ａ側とする向きで第１ケース４２内に収納され、一対の第２側板４２２Ａ、４２２Ｂ
から切り起こされる４つの爪４２２０で第１ケース４２に固定される。なお、電源入力部
４００の差込口は、第１端部側の第１側板４２１Ｂに設けられた矩形の窓孔を通して第１
ケース４２の外に突出する。
【００３９】
　電源ユニット４は、図２に示すように、第１ケース４２の底板４２０が上になるように
、光源ユニット２の取付部材２１に取り付けられる。具体的には、第２側板４２２Ｂ及び
固定板４２３が取付部材２１の各側板２１２にねじ止めされることによって、第１ケース
４２が取付部材２１に固定される。また、取付部材２１に取り付けられた状態において、
第１ケース４２の開口が取付部材２１の底板２１１で塞がれる。
【００４０】
　機能ユニット５は、第２プリント配線板５０に電子部品が実装されて構成される回路部
と、前記回路部を収納する第２ケース５１とを有する。回路部の回路図を図３に示す。こ
の回路部は、外部信号入力部５００、フォトカプラ５０１、抵抗Ｒ２、Ｒ３、信号出力部
５０２、信号ケーブル５０３などを備える。
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【００４１】
　外部信号入力部５００は、従来周知の速結式の端子台で構成され、制御信号が伝送され
る一対の信号線と電気的に接続される。また、外部信号入力部５００には、フォトカプラ
５０１の入力端子と、限流用の抵抗Ｒ２とが電気的に直列接続される。つまり、フォトカ
プラ５０１の入力端子には、信号線に伝送される制御信号が外部信号入力部５００を介し
て入力される。
【００４２】
　信号出力部５０２は、信号ケーブル５０３を介して電源ユニット４の信号入力部４１０
と電気的に接続される。信号ケーブル５０３は３本の電線５０３Ａ～５０３Ｃで構成され
る。そして、電源回路のグランドとフォトカプラ５０１の負極側の出力端子（フォトトラ
ンジスタのエミッタ）とが１本の電線５０３Ａで電気的に接続される。また、制御電源回
路４０７の出力端子と抵抗Ｒ３の一端との接続点が、他の１本の電線５０３Ｂで電気的に
接続される。さらに、抵抗Ｒ３の他端とフォトカプラ５０１の正極側の出力端子（フォト
トランジスタのコレクタ）の接続点が、残り１本の電線５０３Ｃで調光制御回路４０８及
び消灯制御回路４０９と電気的に接続される。つまり、抵抗Ｒ３とフォトトランジスタの
直列回路には常に一定の制御電源電圧が印加される。そのため、調光制御回路４０８及び
消灯制御回路４０９に入力される制御信号は、フォトカプラ５０１の入力電圧がハイレベ
ルのときにローレベルとなり、フォトカプラ５０１の入力電圧がローレベルのときにハイ
レベルとなる。例えば、外部から機能ユニット５に入力される制御信号（以下、外部制御
信号と呼ぶ。）がパルス幅変調（ＰＷＭ）信号である場合を想定する。この場合、機能ユ
ニット５から電源ユニット４に出力される制御信号（以下、内部制御信号と呼ぶ。）のデ
ューティ比（パルス幅）は、１００％（１周期の長さ）と、外部制御信号のデューティ比
（パルス幅）との差になる。例えば、外部制御信号のデューティ比が５％のときの調光レ
ベルを１００％とし、調光レベルが低く（暗く）なるにつれてデューティ比が減少する場
合を想定する。この場合、調光制御回路４０８は、内部制御信号のデューティ比が９５％
のときに調光レベルを１００％とし、デューティ比が減少するにつれて調光レベルを減少
させればよい。また、消灯制御回路４０９は、内部制御信号のデューティ比が下限値（例
えば、１０％）以下のときに、消灯信号を出力すればよい。
【００４３】
　次に、機能ユニット５の構造について、図６～図１０を参照して詳細に説明する。ただ
し、以下の説明では、特に断りの無い限り、図７において上下、左右、前後の各方向を規
定する。
【００４４】
　第２プリント配線板５０は、図８に示すように、矩形平板状の絶縁基板の裏面（下面）
に配線用の導体（銅箔）がプリントされて構成される。第２プリント配線板５０の表面（
上面）に、外部信号入力部５００と信号出力部５０２が実装される。そして、第２プリン
ト配線板５０の裏面（下面）に、フォトカプラ５０１や抵抗Ｒ２、Ｒ３などの外部信号入
力部５００及び信号出力部５０２以外の部品が実装される。ここで、外部信号入力部５０
０は、第２プリント配線板５０の後端（図８における上端）の左側に実装される。外部信
号入力部５００の上部には、それぞれに信号線の導体が差し込まれる差込孔５０００と、
解除釦５００１とが左右方向に並べて、各々４つずつ設けられている。すなわち、外部信
号入力部５００は、速結式の端子台で構成されるので、差込孔５０００に差し込まれる信
号線の導体と電気的に接続され、解除釦５００１が押操作されると差込孔５０００から信
号線の導体を引き抜くことができるように構成されている。
【００４５】
　信号出力部５０２は、第２プリント配線板５０の後端の右側に実装される。また、信号
出力部５０２から引き出されている信号ケーブル５０３の先端に、プラグコネクタ５０４
が電気的に接続される。さらに、第２プリント配線板５０の前端（図８における下端）に
おける左右両端には、それぞれ前方に突出する突起５０５が設けられることが好ましい。
【００４６】
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　第２ケース５１は、図６及び図７に示すように、下壁５２、一対の側壁５３、後壁５４
、上壁５５、傾斜壁５６を有し、前面が開放された箱形に形成される。さらに、第２ケー
ス５１は、第２プリント配線板５０の周縁部分と嵌合する一対の嵌合部５３０と、第２プ
リント配線板５０と各嵌合部５３０との嵌合状態を保持する保持部５３１とを有する。な
お、第２ケース５１は、ポリカーボネート樹脂などの合成樹脂材料からなる合成樹脂成形
体として構成されることが好ましい。
【００４７】
　嵌合部５３０は、図７に示すように、各側壁５３に設けられる一対のリブ５３００で構
成される。各リブ５３００は、一対の側壁５３から、前後方向に沿って外向きに突出し、
且つ上下方向に間隔を空けて対向するように形成される。そして、図９に示すように、上
下方向に並ぶ２つのリブ５３００の間に第２プリント配線板５０の周縁部分が挿入される
。つまり、嵌合部５３０は、上下方向に並ぶ２つのリブ５３００により、第２プリント配
線板５０の周縁部分を厚み方向（上下方向）に沿って挟むように構成される。ただし、リ
ブ５３００同士の間隔は、第２プリント配線板５０の厚みよりも大きい。
【００４８】
　保持部５３１は、図７、図９及び図１０に示すように、上側のリブ５３００の後側の下
面から下向きに突出するように設けられる。保持部５３１は、三角柱の前端に三角錐を繋
げたような形状に形成されることが好ましい。而して、保持部５３１が設けられることに
より、嵌合部５３０の後端側の隙間（一対のリブ５３００の間隔）が狭くなる。そのため
、第２プリント配線板５０の後方の周縁部分が、保持部５３１と下側のリブ５３００との
間に圧入され、第２プリント配線板５０が嵌合部５３０から抜け難くなる。つまり、保持
部５３１は、嵌合部５３０と第２プリント配線板５０の嵌合状態を保持（維持）するよう
に構成される。なお、保持部５３１の前端が三角錐状に形成されているため、第２プリン
ト配線板５０の周縁部分が挿入される際、第２プリント配線板５０の後端が保持部５３１
の前端に引っ掛かり難い。さらに、各リブ５３００の前端部は、図１０に示すように、前
方（図１０における右方）に向かって、互いの間隔を徐々に拡げるように傾斜している。
このため、第２プリント配線板５０の周縁部分がリブ５３００の前端部に案内されてリブ
５３００の間の溝にスムーズに挿入される。
【００４９】
　第２ケース５１には、矩形の貫通孔５５０が上壁５５と傾斜壁５６に跨がるように形成
されている。この貫通孔５５０を通して、外部信号入力部５００の上部（差込孔５０００
と解除釦５００１）が第２ケース５１の外に露出する（図６参照）。
【００５０】
　また、第２ケース５１の各側壁５３の前端部分には、図７に示すように、結合オス部５
７がそれぞれ設けられる。これら一対の結合オス部５７は、電源ユニット４の第１ケース
４２に設けられる一対の結合メス部４２４と機械的に結合される。
【００５１】
　結合オス部５７は、図７に示すように、一対の支持片５７０、固定部５７１、規制片５
７２を有している。固定部５７１は、左右方向から見てＴ字形状に形成され、且つ側壁５
３と一体に形成される。一対の支持片５７０は、固定部５７１の上下両端から前方に突出
し、前方に向かうに連れて、互いの間隔を狭くするように形成される。そして、各支持片
５７０の前端に、外向きに突出する三角柱形状の凸部５７００が設けられる。規制片５７
２は、固定部５７１の前端から前方に突出し、一対の支持片５７０の動きを規制するよう
に構成される。すなわち、一対の支持片５７０が互いに近付く向きに撓むとき、規制片５
７２に当たることで撓み量が規制される。
【００５２】
　ここで、第２ケース５１は、左右方向における２つの結合オス部５７の間隔が、第２プ
リント配線板５０の左右方向の幅寸法よりも小さくなるように構成されることが好ましい
。第２ケース５１は、上述のように構成されることにより、左右方向における小型化が図
られる。この場合、第２ケース５１は、第２プリント配線板５０の厚み方向（上下方向）



(10) JP 6399444 B2 2018.10.3

10

20

30

40

50

において、結合オス部５７と重なる位置に、第２プリント配線板５０との間に隙間Ｘを空
けるように構成されることが好ましい（図９参照）。具体的には、側壁５３における嵌合
部５３０と結合オス部５７の間の部位に段差５３２が設けられることが好ましい。上述の
ように、第２ケース５１の側壁５３と第２プリント配線板５０との間に隙間Ｘが形成され
れば、この隙間Ｘと対応する第２プリント配線板５０の周縁部分に、背の低い部品の実装
や、配線用の導体の形成が可能になる。
【００５３】
　一方、一対の結合メス部４２４は、図５に示すように、第１側板４２１Ａとの間に僅か
な隙間を空けて対向し、且つ矩形の孔４２４０が貫通した平板状に形成されることが好ま
しい。ただし、各結合メス部４２４は、第２側板４２２Ａ、４２２Ｂの端縁と連結されて
いる。また、第１側板４２１Ａには、結合メス部４２４の孔４２４０と対向する矩形の孔
４２１１が設けられる。
【００５４】
　而して、各結合メス部４２４の孔４２４０にそれぞれ支持片５７０が挿入されると、孔
４２４０の上下両側の縁に押されて支持片５７０が内向きに撓み、凸部５７００が孔４２
４０の縁を乗り越えて結合メス部４２４に引っ掛かる。その結果、第１ケース４２の結合
メス部４２４と第２ケース５１の結合オス部５７とが結合し、第１ケース４２に第２ケー
ス５１が取り付けられる。ただし、結合オス部５７の先端部分は、孔４２１１を通して第
１ケース４２内に進入する。
【００５５】
　さらに、第２ケース５１は、下壁５２の前端部に引掛部５２０が設けられることが好ま
しい。引掛部５２０は、図７に示すように、左右方向から見てＪ字形状に形成される。引
掛部５２０は、図４に示すように、第１ケース４２の第１側板４２１Ａの先端に引っ掛け
られる。
【００５６】
　また、第２ケース５１は、下壁５２の前端部にケーブル保持部５２１が設けられること
が好ましい。ケーブル保持部５２１は、図９に示すように、下壁５２の下面から下向きに
突出する柱部５２１０と、柱部５２１０の先端（下端）から下壁５２の下面とほぼ平行に
突出する梁部５２１１とを有し、前後方向から見てＬ字形に形成される。また、梁部５２
１１の先端には、下壁５２に向かって突出する三角柱状の突起（barb）５２１２が設けら
れる。すなわち、ケーブル保持部５２１は、図４に示すように、下壁５２と梁部５２１１
との間の空間に出力線４３が挿通され、突起５２１２によって前記空間から出力線４３が
抜け出ないように保持する。
【００５７】
　さらに、第２ケース５１は、下壁５２の後端部から下向きに突出する突部５２２が設け
られる。なお、突部５２２の先端（下端）部分は、半球状に形成されることが好ましい。
【００５８】
　次に、電源ユニット４と機能ユニット５とで電源装置を組み立てる手順を説明する。た
だし、機能ユニット５は電源装置の必須構成要素ではなく、電源ユニット４のみで電源装
置が構成される場合もある。
【００５９】
　まず、作業者は、電源ユニット４の電源出力部４０５に、出力線４３の一端を電気的に
接続した後、第１側板４２１Ａに設けられている保持溝４２１２に出力線４３を挿通して
保持させる（図５参照）。さらに、作業者は、出力線４３を機能ユニット５の第２ケース
５１のケーブル保持部５２１に保持させる。続いて、作業者は、電源ユニット４の信号入
力部４１０に、機能ユニット５のプラグコネクタ５０４を差込接続する。さらに、作業者
は、引掛部５２０を第１ケース４２の第１側板４２１Ａの先端に引っ掛けた後、結合オス
部５７の支持片５７０を結合メス部４２４の孔４２４０に挿入して、各結合オス部５７を
結合メス部４２４と結合する。以上の手順で電源ユニット４に機能ユニット５が取り付け
られて電源装置の組立が完了する（図１１参照）。
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【００６０】
　次に、光源ユニット２の組立手順を説明する。作業者は、上述の手順で組み立てた電源
装置（電源ユニット４）を取付部材２１の上面側に取り付け、さらに、ＬＥＤモジュール
２２を取付部材２１の底板２１１の下面に固定する（図１２参照）。このとき、第２ケー
ス５１の下壁５２に設けられる突部５２２の先端が取付部材２１の底板２１１に当たるた
め、第２ケース５１の下壁５２と底板２１１との間に隙間が形成される。そして、この隙
間に出力線４３が配線される。続いて、作業者は、電源ユニット４の出力線４３を取付部
材２１の底板２１１に設けられた孔に挿通し、出力線４３の先端に設けられているプラグ
コネクタを、ＬＥＤモジュール２２の端部に設けられているコネクタ（レセプタクルコネ
クタ）に差込接続する。
【００６１】
　そして最後に、作業者は、開口側を上向きにした状態でカバー２３を取付部材２１に組
み付ける。このとき、カバー２３の各突壁部２３３にそれぞれ設けた突起部２３３Ａが、
取付部材２１の各側板２１２の傾斜部２１２Ａに引っ掛かり、カバー２３が取付部材２１
に取り付けられる。以上のような手順で光源ユニット２が組み立てられる。
【００６２】
　次に、本実施形態の照明器具Ａの施工手順を説明する。まず、施工者は、天井裏に先行
配線された電源線３０と信号線を器具本体１の孔１１１Ａに挿通し、さらに室内側に露出
する吊りボルト２００を孔１１１Ｂに通した後、吊りボルト２００にナット３００をねじ
込んで器具本体１を固定する。その後、施工者は、電源線３０を端子台２５に接続し、さ
らに端子台２５のプラグコネクタ２５１を電源ユニット４の電源入力部４００に差込接続
する。続いて、施工者は、信号線を機能ユニット５の外部信号入力部５００に接続する。
【００６３】
　そして最後に、施工者は、器具本体１の一方の側板１１２に設けられた一対の挿通孔１
１２Ａにそれぞれ引掛金具２１４の先端を引っ掛けた後、一対の引掛ばね２１５を器具本
体１の他方の側板１１２に設けられた引掛部１１２０に引っ掛ける。そして、施工者が、
引掛金具２１４を支点として光源ユニット２を持ち上げるように回転させると、引掛ばね
２１５が引掛部１１２０に引っ掛かったままで元の状態に戻ることにより、引掛ばね２１
５のばね力で光源ユニット２が器具本体１に保持される。以上のような手順で照明器具Ａ
が天井に施工される。
【００６４】
　ここで、従来例で説明したように、電源入力部４００と信号入力部４１０との間には、
電気用品安全法に定められた空間距離を確保しなければならない。したがって、信号入力
部４１０が電源入力部４００の近傍（第１プリント配線板４０の第１端部）に配置された
場合、前記空間距離を確保するために、第１プリント配線板４０の短手方向（幅方向）の
寸法が大きくならざるを得ない。しかしながら、電気用品安全法では、整流部４０２と信
号入力部４１０との間の空間距離について、所定の試験に合格すれば、電源入力部４００
と信号入力部４１０との空間距離よりも短い距離に緩和される。故に、第１プリント配線
板４０において、信号入力部４１０が、整流部４０２よりも第２端部に近い位置に実装さ
れれば、第１プリント配線板４０の幅寸法を短くすることが可能になる。
【００６５】
　上述のように本実施形態の電源装置は、電源ユニット４を備える。電源ユニット４は、
外部から交流電圧・交流電流が入力される電源入力部４００と、電源入力部４００に入力
される交流電圧・交流電流を整流する整流部４０２と、整流部４０２から出力される脈流
電圧・脈流電流を平滑する平滑部（昇圧回路４０３）とを有する。また、電源ユニット４
は、平滑部（昇圧回路４０３）から出力される直流電圧・直流電流を所望の直流電圧・直
流電流に変換する電力変換部（降圧回路４０４）とを有する。さらに、電源ユニット４は
、電力変換部（降圧回路４０４）で変換された前記直流電圧・直流電流を外部に出力する
電源出力部４０５と、外部から制御信号が入力される信号入力部４１０とを有する。さら
にまた、電源ユニット４は、制御部（主制御回路４０６、調光制御回路４０８、消灯制御



(12) JP 6399444 B2 2018.10.3

10

20

30

40

50

回路４０９）と、回路基板（第１プリント配線板４０）と、第１ケース４２とを有する。
制御部（主制御回路４０６、調光制御回路４０８、消灯制御回路４０９）は、信号入力部
４１０に入力される前記制御信号に基づき、電源出力部４０５から外部に出力される前記
直流電圧・直流電流を変化させるように電力変換部（降圧回路４０４）を制御する。回路
基板（第１プリント配線板４０）は、電源入力部４００、整流部４０２、平滑部（昇圧回
路４０３）、電力変換部（降圧回路４０４）、電源出力部４０５、信号入力部４１０、制
御部（主制御回路４０６、調光制御回路４０８、消灯制御回路４０９）が実装される。第
１ケース４２は、回路基板（第１プリント配線板４０）を収納する。回路基板（第１プリ
ント配線板４０）は、長尺の矩形板状に形成される。さらに、回路基板（第１プリント配
線板４０）は、長手方向の第１端部に電源入力部４００が実装され、前記第１端部から長
手方向の第２端部に向かって、整流部４０２、前記平滑部、前記電力変換部、前記制御部
、電源出力部４０５が順番に実装されている。そして、信号入力部４１０は、回路基板（
第１プリント配線板４０）において、整流部４０２よりも前記第２端部に近い位置に実装
される。
【００６６】
　また、本実施形態の照明装置（照明器具Ａ）は、電源装置（電源ユニット４）と、電源
装置（電源ユニット４）から供給される直流電圧・直流電流で点灯する照明負荷（ＬＥＤ
モジュール２２）とを備える。
【００６７】
　本実施形態の電源装置（電源ユニット４）は上述のように構成されるので、信号入力部
４１０が電源入力部４００の近くに配置される場合と比較して、回路基板（第１プリント
配線板４０）の幅寸法を短くすることができる。その結果、本実施形態の電源装置（電源
ユニット４）は、電源入力部４００と信号入力部４１０の空間距離を確保しつつ、従来例
よりも小型化を図ることができる。また、本実施形態の照明装置（照明器具Ａ）は、電源
装置（電源ユニット４）の小型化に伴って、小型化を図ることができる。
【００６８】
　また、本実施形態の電源ユニット４は、降圧回路４０４を構成する平滑コンデンサＣ２
又は電源出力部４０５の近傍に信号入力部４１０が配置されるので、小型化されても信号
入力部４１０に高調波ノイズが誘導や伝導され難いという利点がある。
【００６９】
　さらに、本実施形態の電源装置は、信号入力部４１０を介して電源ユニット４と電気的
に接続される機能ユニット５を備えることが好ましい。機能ユニット５は、前記制御信号
を生成して信号入力部４１０に入力するように構成されることが好ましい。電源ユニット
４は、機能ユニット５に動作用の電力を供給する電力供給部（制御電源回路４０７）を備
えることが好ましい。
【００７０】
　電源装置が上述のように構成されれば、新たな機能（機能ユニット５）を後付けで電源
ユニット４に追加することができて、使い勝手の向上を図ることができる。しかも、機能
ユニット５には、電源ユニット４の電力供給部（制御電源回路４０７）から動作用の電力
が供給されるので、電源回路が不要であり、回路構成の簡素化及び小型化が可能になる。
【００７１】
　また、本実施形態の電源装置において、機能ユニット５は、第２ケース５１と、第２ケ
ース５１を第１ケース４２に機械的に取付可能とする取付構造（結合オス部５７）とを備
えることが好ましい。
【００７２】
　なお、機能ユニット５の回路部は、調光レベルに対応した電圧レベルの直流電圧からな
る外部制御信号を、調光レベルに対応したデューティ比のＰＷＭ調光信号に変換して出力
するように構成されても構わない。さらに、異なる種類の制御信号（ＰＷＭ調光信号と直
流信号）をそれぞれ共通の制御信号（ＰＷＭ調光信号）に変換する複数の種類の機能ユニ
ット５が用意されれば、電源ユニット４と組み合わせる機能ユニット５を入れ替えるだけ
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で種々の制御信号に対応可能となる。
【００７３】
　別の機能ユニット５（５Ｂ）の回路部を図１３に示す。この機能ユニット５Ｂの回路部
は、図３に示した機能ユニット５（５Ａ）の回路部において、外部制御信号を信号変換す
る信号変換部５０６が追加されている。信号変換部５０６は、マイクロコントローラ（以
下、マイコンと略す。）を主構成要素とし、マイコンの内蔵メモリに格納されたプログラ
ムがマイコンで実行されることにより、後述する種々の信号変換を行うように構成される
。なお、信号変換部５０６は、信号変換後の制御信号（内部制御信号）を信号出力部５０
２より電源ユニット４へ出力する。
【００７４】
　次に、信号変換部５０６の信号変換処理について、図１４を参照して詳細に説明する。
なお、図１４における横軸は外部制御信号（ＰＷＭ調光信号）のデューティ比を示し、縦
軸は内部制御信号（ＰＷＭ調光信号）のデューティ比を示している。
【００７５】
　図１４に破線で示すように、外部制御信号は、１００％の調光レベルのときにデューテ
ィ比を５％とし、調光レベルが低くなるにつれてデューティ比を直線的に減少させ、調光
レベルの下限値のときにデューティ比を９０％とするように設定されている。ただし、外
部制御信号のデューティ比の上限は９０％である。
【００７６】
　これに対して、内部制御信号は、図１４に実線で示すように、外部制御信号のデューテ
ィ比が５％のときにデューティ比を９５％とし、外部制御信号のデューティ比が８０％～
９０％のときにデューティ比を２０％に固定する。
【００７７】
　つまり、信号変換部５０６は、外部制御信号で指示される調光レベルの下限値よりも、
内部制御信号で指示される調光レベルの下限値を高く（明るく）するような信号変換を行
うように構成される。
【００７８】
　照明器具を調光する目的は、主に演出効果と省エネルギー化に分けられる。さらに、省
エネルギー化を目的とする場合においても、調光レベルの下限値を低くして省エネルギー
化を高めたい場合、防犯等を考慮して調光レベルの下限値を低くし過ぎないようにしたい
場合とがある。そして、後者の場合、上述した機能ユニット５Ｂが用いられることにより
、照明器具Ａの調光レベルの下限値を、外部制御信号で指示される調光レベルの下限値よ
りも高めの値に変更することができる。
【００７９】
　さらに、信号変換部５０６は、図１５に実線で示すように、外部制御信号で指示される
調光レベルの上限値よりも、内部制御信号で指示される調光レベルの上限値を低く（暗く
）するような信号変換を行うように構成されても構わない。この場合、当該機能ユニット
５Ｂが用いられることにより、照明器具Ａの調光レベルの上限値を、外部制御信号で指示
される調光レベルの上限値よりも低めの値に変更して、さらに省エネルギー化を図ること
ができる。
【００８０】
　また、機能ユニット５（５Ｃ）は、図１６に示すように、電源ユニット４の消灯制御回
路４０９から主制御回路４０６に出力される消灯信号が、信号入力部４１０及び信号出力
部５０２を介して、信号変換部５０６に帰還されるように構成されることが好ましい。さ
らに、機能ユニット５Ｃの信号変換部５０６は、消灯信号が入力されると、マイコンをス
リープ状態とするか、あるいは、マイコンに供給されるクロック信号の周波数を相対的に
低下させることが好ましい。機能ユニット５Ｃが上述のように構成されれば、光源（ＬＥ
Ｄモジュール２２）が消灯している間に信号変換部５０６で消費される電力の削減を図る
ことができる。なお、信号変換部５０６は、例えば、新たに外部制御信号が入力されると
、前記低消費電力モード（スタンバイモード）から通常の動作モードに復帰することが好
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ましい。
【００８１】
　ところで、外部制御信号は、電波を媒体として無線伝送される場合もある。そこで、図
１７に示すように、機能ユニット５（５Ｄ）は、電波を捉える（受波する）ためのアンテ
ナ５０６と、アンテナ５０６を介して外部制御信号を受信する無線通信回路５０７とを有
することが好ましい。無線通信回路５０７は、例えば、特定小電力無線局のテレコントロ
ール用として市販されている無線モジュールなどで構成されることが好ましい。このよう
な無線通信回路５０７は、アンテナ５０８から出力される電気信号（受信信号）を復調及
び復号化して外部制御信号を取得し、取得した外部制御信号を信号変換部５０６に渡すよ
うに構成されることが好ましい。そして、信号変換部５０６は、上述したような信号変換
を行い、信号変換後の内部制御信号を信号出力部５０２を介して電源ユニット４に出力す
る。なお、アンテナ５０８は、第２プリント配線板５０に実装されて第２ケース５１に収
納されてもよいし、あるいは、第２ケース５１の外に配置されても構わない。
【００８２】
　上述のように構成された機能ユニット５Ｄが電源ユニット４と組み合わされると、照明
器具Ａに対する信号線の配線工事が不要になるという利点がある。また、信号線の配線工
事が不要であるから、施工後の照明器具Ａに機能ユニット５Ｄが追加されることにより、
遠隔制御の機能を容易に追加することができる。その結果、照明器具Ａを入れ替えること
なく、新たな機能（ワイヤレスの遠隔制御機能）を簡単且つ低コストで照明器具Ａに追加
することができる。
【００８３】
　また、機能ユニット５は、初期照度補正機能を電源ユニット４に追加するように構成さ
れても構わない。初期照度補正機能とは、光源（ＬＥＤモジュール２２）の使用開始から
寿命末期までの間、光出力がほぼ一定（例えば、定格の８５％）に保たれるように、累積
点灯時間に対応して調光レベルを調整する機能である。
【００８４】
　初期照度補正機能を実現する機能ユニット５（５Ｅ）の回路部の回路構成を図１８に示
す。この回路部は、信号処理部５０９、信号出力部５０２、分圧抵抗Ｒ４、Ｒ５、スイッ
チＳＷ１などで構成される。信号処理部５０９は、マイコンを主構成要素とし、マイコン
の内蔵メモリに格納されたプログラムがマイコンで実行されることにより、初期照度補正
ための信号処理を行うように構成される。なお、信号処理部５０９は、信号処理によって
生成する内部制御信号を信号出力部５０２より電源ユニット４へ出力する。分圧抵抗Ｒ４
、Ｒ５は、信号ケーブル５０３の２本の信号線５０３Ｂ、５０３Ａに電気的に直列接続さ
れて、電源ユニット４の制御電源回路４０７から供給される制御電源電圧を分圧するよう
に構成される。また、分圧抵抗Ｒ４、Ｒ５の接続点が、信号処理部５０９の入力ポート（
マイコンの入力ポート）と電気的に接続される。さらに、スイッチＳＷ１は、分圧抵抗Ｒ
５と電気的に並列接続される。つまり、制御電源電圧が供給されている場合、信号処理部
５０９の入力ポートには、スイッチＳＷ１がオフのときにハイレベルとなり、スイッチＳ
Ｗ１がオンのときにローレベルとなる信号が入力される。
【００８５】
　信号処理部５０９は、交流電源３が投入されることで電源ユニット４から制御電源電圧
が供給されて動作する。信号処理部５０９は、制御電源電圧が供給されている時間（マイ
コンが動作している時間）を計測して内蔵のメモリに記憶し、前記時間の累積値を光源（
ＬＥＤモジュール２２）の累積点灯時間とみなす。ここで、信号処理部５０９を構成する
マイコンの内蔵メモリには、図１９に実線及び破線で示す照度補正特性が記憶されている
。この照度補正特性は、累積点灯時間（横軸ｔ）と調光レベル（縦軸％）との関係を表し
ており、累積点灯時間ｔ＝０のときの調光レベルの初期値が１００％よりも低い値に設定
され、累積点灯時間に比例して調光レベルが徐々に増大するように設定される。なお、こ
の照度補正特性は、累積点灯時間ｔが予め設定された寿命時間ｔ１に達したときに、調光
レベルを１００％とするように設定される。
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【００８６】
　信号処理部５０９は、所定時間毎（例えば、数分～数時間毎）に、累積点灯時間に対応
した調光レベルを照度補正特性から決定し、決定した調光レベルを指示する内部制御信号
を生成して信号出力部５０２から電源ユニット４へ出力する。ここで、信号処理部５０９
は、入力ポートの入力信号がローレベルのとき、図１９に実線で示した照度補正特性から
調光レベルを決定し、入力ポートの入力信号がハイレベルのとき、図１９に破線で示した
照度補正特性から調光レベルを決定することが好ましい。つまり、光源（ＬＥＤモジュー
ル２２）の光束減退率（単位時間当たりの光束の減少量）が高い場合、スイッチＳＷ１が
オフされて破線の照度補正特性が選択され、光束減退率が低い場合、スイッチがオンされ
て実線の照度補正特性が選択されることが好ましい。なお、スイッチＳＷ１のオン・オフ
は利用者又は施工者によって行われることが好ましい。
【００８７】
　上述のように構成される機能ユニット５Ｅが電源ユニット４と組み合わされれば、初期
照度補正機能を簡単に追加することができる。なお、機能ユニット５Ｅは、複数のスイッ
チを備えることにより、３種類以上の照度補正特性の中から１種類の照度補正特性を選択
可能なように構成されることが好ましい。
【００８８】
　（実施形態２）
　本発明に係る電源装置の別の実施形態について、図２０～図２２を参照して詳細に説明
する。ただし、本実施形態の電源装置は、電源ユニット４の第１ケース４２に、機能ユニ
ット５の第２ケース５９を取り付ける取付構造に特徴があり、その他の構成については実
施形態１の電源装置と基本的に共通している。よって、実施形態１の電源装置と共通の構
成要素には同一の符号を付して適宜図示並びに説明を省略する。
【００８９】
　本実施形態における第２ケース５９は、図２１及び図２２に示すように、３つの結合オ
ス部５９０、５９１、５９２を有している。第１結合オス部５９０は、第２ケース５９の
左の側壁の後端から後方へ突出する矩形板状の支持片５９００と、支持片５９００の先端
（後端）に設けられる三角柱状の凸部５９０１とで構成される。第２結合オス部５９１は
、第２ケース５９の上壁の後端部に設けられる撓み片５９１０と、撓み片５９１０の後端
上面から上向きに突出する、三角柱状の凸部５９１１とで構成される。第３結合オス部５
９２は、第２ケース５９の右の側壁の後端から後方へ突出する矩形板状の支持片５９２０
と、支持片５９２０の側面から外向きに突出する半球状の凸部５９２１とで構成される。
【００９０】
　さらに、第２ケース５９は、一対の引掛部５９３が下壁の左右両端に設けられる（図２
２参照）。これらの引掛部５９３は、下壁との間に隙間を空けるように、Ｌ字形に形成さ
れる。
【００９１】
　ここで、第２ケース５９の後壁には、信号出力部に相当するプラグコネクタ５９４が後
方に向かって突出するように設けられている。プラグコネクタ５９４のコンタクトは、第
２プリント配線板５０にスルーホール実装されている。また、プラグコネクタ５９４のハ
ウジングには、ロック用の爪５９４０が設けられている。さらに、第２ケース５９の後壁
及び下壁には、両壁に跨がる凹部５９５が設けられている。
【００９２】
　一方、本実施形態における第１ケース４２は、３つの結合メス部４２５、４２６、４２
７を有している。第１結合メス部４２５は、第２側板４２２Ａに設けられる矩形の貫通孔
で構成される。第２結合メス部４２６は、底板４２０に設けられる矩形の貫通孔で構成さ
れる。第３結合メス部４２７は、第２側板４２２Ｂに設けられる円形の貫通孔で構成され
る。
【００９３】
　さらに、第１ケース４２は、固定板４２３と第２側板４２２Ｂの第１端部側の下側から
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内向きに突出する引掛片４２８を有している。また、第１ケース４２の第１側板４２１Ａ
には、左右両端に貫通孔４２９が設けられている。
【００９４】
　本実施形態の電源装置において、信号入力部４１０は、機能ユニット５のプラグコネク
タ５９４が前後方向に挿抜自在に差込接続されるように構成される。すなわち、第１側板
４２１Ａには、矩形の貫通孔４２１７Ａ、４２１７Ｂが左右方向に並べて設けられ、左側
の貫通孔４２１７Ａに挿通されるプラグコネクタ５９４が信号入力部４１０に差込接続さ
れる。また、信号入力部４１０のハウジングには、プラグコネクタ５９４の爪５９４０が
引っ掛かる孔４１００が設けられている。つまり、プラグコネクタ５９４が信号入力部４
１０に差込接続されると、爪５９４０が孔４１００（の縁）に引っ掛かることによって、
プラグコネクタ５９４が信号入力部４１０から不用意に抜けることが防止される。ただし
、爪５９４０は、プラグコネクタ５９４のハウジングに対して撓み可能に構成されている
。したがって、ハウジングに向かって爪５９４０が撓ませられることで孔４１００との引
っ掛かりが解除されれば、プラグコネクタ５９４を信号入力部４１０から引き抜くことが
できる。なお、右側の貫通孔４２１７Ｂには、出力線４３が挿通される。
【００９５】
　次に、電源装置の組立手順を説明する。まず、作業者は、電源ユニット４の出力線４３
を凹部５９５に挿通した後、第１結合オス部５９０と第３結合オス部５９２を、それぞれ
第１側板４２１Ａの左右両端の貫通孔４２９に挿通する。このとき、作業者は、機能ユニ
ット５のプラグコネクタ５９４を第１側板４２１Ａの貫通孔４２１７Ａに挿通する。作業
者が第２ケース５９を第１ケース４２に近付けると、第１結合オス部５９０～第３結合オ
ス部５９２がそれぞれ第１結合メス部４２５～第３結合メス部４２７と結合し、且つプラ
グコネクタ５９４が信号入力部４１０に差込接続される。その結果、電源ユニット４と機
能ユニット５が機械的に結合されるとともに、電気的に接続される（図２０参照）。なお
、第１ケース４２の一対の引掛片４２８は、一対の引掛部５９３と第２ケース５９の下壁
との間の隙間に差し込まれて保持される。
【００９６】
　本実施形態の電源装置では、実施形態１の電源装置と比較して、第１ケース４２に第２
ケース５９を強固に取り付けることができるという利点がある。また、本実施形態におけ
る機能ユニット５は、信号ケーブル５０３が不要であるから、第１ケース４２に対する第
２ケース５９の取付作業が行い易いという利点もある。ただし、電源ユニット４の信号入
力部４１０に、機能ユニット５のプラグコネクタ５９４が差込接続される際、プラグコネ
クタ５９４のリード端子や、当該リード端子と第２プリント配線板５０の導体との半田接
合部に過度の応力が加わる可能性がある。
【００９７】
　これに対して、実施形態１の電源装置では、信号入力部４１０と信号出力部５０２が信
号ケーブル５０３を介して接続されるため、信号出力部５０２の半田接合部にかかる応力
が相対的に緩和されるという利点がある。
【００９８】
　なお、本実施形態における第２ケース５９は、合成樹脂成形体からなる２つの部品が結
合されて構成されるが、実施形態１における第２ケース５１と同様に、合成樹脂成形体か
らなる１つの部品で構成されても構わない。
【００９９】
　ここで、本実施形態の電源装置において、第１プリント配線板４０と第２プリント配線
板５０とは、図２３Ｂに示すように、信号入力部４１０が実装される表面と、プラグコネ
クタ５９４が実装される表面とが反転している。このため、信号入力部４１０として使用
されるレセプタクルコネクタと、プラグコネクタ５９４とは、リード端子の向きが互いに
反対向きでなければならなず、汎用のコネクタが利用し難いという課題がある。
【０１００】
　一方、第１プリント配線板４０と第２プリント配線板５０とが、図２３Ａや図２３Ｃに
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示すように、互いの表面が同じ側にあれば、レセプタクルコネクタとプラグコネクタ５９
４のリード端子の向きが同じ向きとなり、汎用のコネクタが利用可能である。
【０１０１】
　（実施形態３）
　本発明に係る電源装置のさらに別の実施形態について、図２４及び図２５を参照して詳
細に説明する。ただし、本実施形態の電源装置は、電源ユニット４の第１ケース４２に、
機能ユニット５の第２ケース５８を取り付ける取付構造に特徴があり、その他の構成につ
いては実施形態１及び実施形態２の電源装置と基本的に共通している。よって、実施形態
１又は実施形態２の電源装置と共通の構成要素には同一の符号を付して適宜図示並びに説
明を省略する。
【０１０２】
　本実施形態における第２ケース５８は、図２４に示すように、第２ケースボディ５８Ａ
と、第２ケースカバー５８Ｂとで構成される。第２ケースボディ５８Ａは、上面が開放さ
れた箱状の合成樹脂成形体で構成され、第２プリント配線板５０Ａを内部に収納する。第
２プリント配線板５０Ａは、図２５に示すように、多角形の平板状に形成され、前側（図
２５における右側）に外部信号入力部５００が実装され、後側（図２５における左側）に
信号出力部に相当するプラグコネクタ５０２Ａが実装される。また、第２ケースボディ５
８Ａの左右の側壁に突起部５８１が設けられる。第２ケースカバー５８Ｂは、下面及び後
面が開放された箱状の合成樹脂成形体で構成される。第２ケースカバー５８Ｂの左右の側
壁には、矩形の貫通孔５８２が設けられる。そして、図２４に示すように、各突起部５８
１がそれぞれ貫通孔５８２と各別に嵌合することにより、第２ケースボディ５８Ａと第２
ケースカバー５８Ｂが結合して第２ケース５８が組み立てられる。
【０１０３】
　第２ケースボディ５８Ａには、図２５に示すように、２つの結合オス部５８０、５８０
が一体に設けられることが好ましい。これら２つの結合オス部５８０は、支持片５８００
と、撓み片５８０１と、凸部５８０２とをそれぞれ有している。支持片５８００は、矩形
板状であって、第２ケースボディ５８Ａの左右の側壁の後端からそれぞれ後方へ突出する
ように構成される。撓み片５８０１は、矩形板状であって、支持片５８００の先端（後端
）から前方に向かって突出し、先端部分を支点として厚み方向（左右方向）に撓み可能に
構成される。凸部５８０２は、三角柱状であって、撓み片５８０１の外側面（支持片５８
００と対向しない方の側面。以下、同じ。）に設けられる。また、撓み片５８０１の先端
部の外側面には、複数条のリブ５８０３が突設されている。これら複数条のリブ５８０３
は、人（作業者又は施工者）が、撓み片５８０１の先端部を指で摘まむ際の滑り止めとな
る。さらに、撓み片５８０１の内側面（支持片５８００と対向する方の側面。以下、同じ
。）には、支持片５８００に向かって突出する突起状のストッパ５８０４が一体に形成さ
れている。
【０１０４】
　また、図２５に示すように、第２ケースボディ５８Ａの後壁には、後方に突出する保護
部５８３が一体に設けられる。保護部５８３は、上面と後面が開放された矩形の箱状に形
成される。ただし、保護部５８３の左側の壁は、１つの結合オス部５８０の支持片５８０
０と一体に形成されている。保護部５８３の前壁には溝５８３０が設けられ、この溝５８
３０に、プラグコネクタ５０２Ａの先端部分が挿通されている。
【０１０５】
　これら一対の結合オス部５８０は、電源ユニット４の第１ケース４２に設けられる一対
の結合メス部４４０と機械的に結合される。一対の結合メス部４４０は、図２４に示すよ
うに、第２側板４２２Ａ、４２２Ｂに設けられる矩形の孔で構成される。また、第１ケー
ス４２の第１側板４２１Ａには、一対の結合オス部５８０がそれぞれ挿通される貫通孔４
２１３が、左右の両端に設けられる。さらに、第１側板４２１Ａには、矩形の貫通孔が設
けられ、当該貫通孔を通して、プラグコネクタ５０２Ａが信号入力部４１０に差込接続さ
れる。
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【０１０６】
　而して、各貫通孔４２１３にそれぞれ結合オス部５８０が挿入されると、凸部５８０２
が貫通孔４２１３の縁に押されて撓み片５８０１が撓む。そして、凸部５８０２が結合メ
ス部４４０の位置まで達すると、撓み片５８０１が復帰することで凸部５８０２が結合メ
ス部４４０と嵌合する。その結果、第１ケース４２の結合メス部４４０と第２ケース５８
の結合オス部５８０とが結合し、第１ケース４２に第２ケース５８が取り付けられる。
【０１０７】
　第１ケース４２と第２ケース５８が結合した状態では、電源ユニット４の信号入力部４
１０と機能ユニット５のプラグコネクタ５０２Ａとが機械的且つ電気的に接続される。こ
のとき、信号入力部４１０は、第２ケース５８（第２ケースボディ５８Ａ）に設けられた
保護部５８３に周囲を囲まれることで保護される。
【０１０８】
　また、各撓み片５８０１が指で撓ませられると、凸部５８０２が結合メス部４４０から
離脱するので、電源ユニット４の第１ケース４２から機能ユニット５の第２ケース５８を
取り外すことができる。このとき、撓み片５８０１に設けられたストッパ５８０４が支持
片５８００に当たることにより、撓み片５８０１が過度に撓むことが防止される。
【０１０９】
　上述のように本実施形態の電源装置は、実施形態１、２の電源装置と比較して、第１ケ
ース４２に対する第２ケース５８の着脱作業が容易になるという利点がある。また、機能
ユニット５に外力が加わった場合、結合オス部５８０及び結合メス部４４０に応力が掛か
るため、信号入力部４１０やプラグコネクタ５０２Ａには応力が掛かり難く、電源ユニッ
ト４と機能ユニット５の電気的な接続信頼性の向上が図れる。なお、本実施形態の電源装
置において、機能ユニット５の第２ケース５８に結合メス部が設けられ、電源ユニット４
の第１ケース４２に結合オス部が設けられても構わない。
【０１１０】
　（実施形態４）
　本発明に係る電源装置の実施形態４について、図２６を参照して詳細に説明する。ただ
し、本実施形態の電源装置は、電源ユニット４の第１ケース４２に、機能ユニット５の第
２ケース５８を取り付ける取付構造に特徴があり、その他の構成については実施形態１～
３の電源装置と基本的に共通している。よって、実施形態１～３の何れかの電源装置と共
通の構成要素には同一の符号を付して適宜図示並びに説明を省略する。
【０１１１】
　本実施形態の電源装置は、電源ユニット４の第１ケース４２に結合オス部４４１が設け
られ、機能ユニット５の第２ケース６０に結合メス部６００が設けられる。結合オス部４
４１は、長手方向に直交する断面形状がＴ字形状である突起からなり、第１ケース４２の
第１側板４２１Ａに設けられる。また、第１側板４２１Ａには、信号入力部４１０を支持
する支持台４２１４が設けられる。この支持台４２１４は、前後方向から見てＬ字形状の
突起からなり、プラグコネクタが第１側板４２１Ａと平行に挿抜される向きで信号入力部
４１０を支持するように構成される。
【０１１２】
　第２ケース６０は、前面に壁が設けられる点で、実施形態１の第２ケース５１と構造が
異なる。また、第２ケース６０の前壁には、部分的に前方（電源ユニット４の方）に突出
する突部６１が設けられる。信号出力部（プラグコネクタ）は、先端部を突出させるよう
にして、突部６１内に収納されている。
【０１１３】
　結合メス部６００は、左右方向から見た形状がＴ字形であり、第２ケース６０の突部６
１に設けられる凹部で構成される。この凹部（結合メス部６００）は、突部６１の左右両
側面に開口するように構成される。
【０１１４】
　而して、結合オス部４４１を結合メス部６００内に挿通するように、第１ケース４２に
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対して第２ケース６０が移動させられると、結合オス部４４１と結合メス部６００が嵌合
して第１ケース４２と第２ケース６０が結合される。このとき、支持台４２１４に支持さ
れている信号入力部４１０に、突部６１から突出する信号出力部（プラグコネクタ）が差
込接続される。
【０１１５】
　上述のように本実施形態の電源装置は、実施形態１、２の電源装置と比較して、第１ケ
ース４２に対する第２ケース６０の着脱作業が容易になるという利点がある。また、機能
ユニット５に外力が加わった場合、結合オス部５８０及び結合メス部４４０に応力が掛か
るため、信号入力部４１０やプラグコネクタ５０２Ａには応力が掛かり難く、電源ユニッ
ト４と機能ユニット５の電気的な接続信頼性の向上が図れる。
【０１１６】
　（実施形態５）
　本発明に係る電源装置の実施形態５について、図２７及び図２８を参照して詳細に説明
する。ただし、本実施形態の電源装置の基本構成は実施形態１と共通であるから、実施形
態１と共通する構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１１７】
　本実施形態の電源装置は、外部制御信号を伝送する信号線と電気的に接続される外部信
号入力部５００が電源ユニット４の第１プリント配線板４０に実装されることが好ましい
。さらに、本実施形態の電源装置は、外部信号入力部５００と、機能ユニット５のフォト
カプラ５０１の出力端子とが、信号出力部５０２、信号ケーブル５０３の２本の電線５０
３Ｄ、５０３Ｅ並びに信号入力部４１０を介して電気的に接続されることが好ましい。な
お、外部信号入力部５００は、図２８に示すように、信号入力部４１０や電源出力部４０
５と同様に、第１プリント配線板４０の第２端部に実装されることが好ましい。
【０１１８】
　本実施形態の電源装置では、外部信号入力部５００が第１プリント配線板４０に実装さ
れるので、外部信号入力部５００に接続された信号線が引っ張られた場合でも、信号入力
部４１０及び信号出力部５０２に応力が加わらない。そのため、本実施形態の電源装置は
、実施形態１～４の電源装置と比較して、電源ユニット４と機能ユニット５の電気的な接
続信頼性の向上が図れる。
【０１１９】
　ところで、信号入力部４１０は、図２９Ａ及び図２９Ｂに示すように、第１プリント配
線板４０の長手方向における中央付近の位置に実装されても構わない。図２９Ａに示す構
成では、信号入力部４１０と、第２プリント配線板５０に実装されている信号出力部（プ
ラグコネクタ）５０２とが、第１プリント配線板４０の表面と平行に挿抜される。また、
図２９Ｂに示す構成では、信号入力部４１０と、第２プリント配線板５０に実装されてい
る信号出力部（プラグコネクタ）５０２とが、第１プリント配線板４０の表面と垂直に挿
抜される。さらに、図２９Ｃに示す構成では、第２プリント配線板５０の端部が、信号入
力部４１０に直接差込接続される。ただし、図２９Ａ～図２９Ｃの何れの構成においても
、第１プリント配線板４０の第２端部に、外部信号入力部５００が実装されることが好ま
しい。
【０１２０】
　図２９Ａに示す構成において、機能ユニット５は、図３０に示すように、直方体形状の
第２ケース６２の側面から、信号出力部５０２と、結合オス部６２０とが突出するように
構成されることが好ましい。結合オス部６２０は、直方体形状の突部で構成される。
【０１２１】
　また、図２９Ａに示す構成において、電源ユニット４の第１ケース４２は、図３０に示
すように、矩形の凹所４５が設けられることが好ましい。さらに、第１ケース４２の凹所
４５の内壁には、結合メス部４５０と、コネクタ収納部４５１とが設けられることが好ま
しい。結合メス部４５０は、結合オス部６２０と嵌合する凹部からなる。コネクタ収納部
４５１は、信号入力部４１０が収納される。
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　而して、機能ユニット５は、第１ケース４２の凹所４５内で長手方向に沿って移動させ
られると、信号出力部５０２が信号入力部４１０に差込接続され、且つ結合オス部６２０
が結合メス部４５０に嵌合されて電源ユニット４に取り付けられる
　また、図２９Ｂに示す構成において、機能ユニット５は、図３１に示すように、直方体
形状の第２ケース６３の下面から、信号出力部５０２が突出し、第２ケース６３の１つの
角に凹部６３０が設けられることが好ましい。
【０１２３】
　また、図２９Ｂに示す構成において、電源ユニット４の第１ケース４２は、図３１に示
すように、矩形の凹所４５が設けられることが好ましい。さらに、第１ケース４２の凹所
４５の底面に、信号入力部４１０が配置されることが好ましい。なお、凹所４５内の１つ
の隅に、直方体状のリブ４５２が設けられることが好ましい。
【０１２４】
　而して、機能ユニット５は、第１ケース４２の凹所４５内に収められると、信号出力部
５０２が信号入力部４１０に差込接続され、且つリブ４５２が凹部６３０に嵌合されて電
源ユニット４に取り付けられる。
【０１２５】
　図２９Ａ～図２９Ｃの何れの構成においても、外部信号入力部５００が第１プリント配
線板４０に実装されれば、外部信号入力部５００に接続された信号線が引っ張られた場合
でも、信号入力部４１０及び信号出力部５０２に応力が加わらない。そのため、本実施形
態の電源装置は、実施形態１～４の電源装置と比較して、電源ユニット４と機能ユニット
５の電気的な接続信頼性の向上が図れる。
【０１２６】
　なお、上述した実施形態１～５において、電源ユニット４の第１ケース４２は、光源ユ
ニット２の取付部材２１ではなく、器具本体１の凹部１１の底板１１１に取り付けられて
も構わない。また、器具本体の形状は、長尺且つ上面が開口する扁平な箱状に限らず、電
源ユニット４や機能ユニット５が取り付けられる構造であればよい。
【符号の説明】
【０１２７】
　Ａ　照明器具（照明装置）
　４　電源ユニット（電源装置）
　５　機能ユニット
　２２　ＬＥＤモジュール（照明負荷）
　４０　第１プリント配線板（回路基板）
　４２　第１ケース
　５１　第２ケース
　５７　結合オス部（取付構造）
　４００　入力コネクタ（電源入力部）
　４０２　整流部
　４０３　昇圧回路（平滑部）
　４０４　降圧回路（電力変換部）
　４０５　電源出力部
　４０６　主制御回路（制御部）
　４０７　制御電源回路（電力供給部）
　４０８　調光制御回路（制御部）
　４０９　消灯制御回路（制御部）
　４１０　信号入力部
　４２４　結合メス部（取付構造）
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