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(57)【要約】
【課題】意図せずに光源の明るさの調整又は累積点灯時
間のリセットを行うことを防止することのできる照明シ
ステム及び照明器具を提供する。
【解決手段】点灯回路部１０と、出力制御部１１と、計
時部１２と、記憶部１３と、調光制御部１４と、電源検
出部１５とを備え、調光制御部１４は、電源検出部１５
において第１の電源オン／オフ状態を検出した場合に累
積点灯時間をリセットするとともに、電源検出部１５に
おいて第１の電源オン／オフ状態と異なる第２の電源オ
ン／オフ状態を検出した場合に調光レベルを別の調光レ
ベルに切り替え、電源検出部１５は、電源のオン時間又
はオフ時間の少なくとも何れか一方を計時する手段を備
え、第２の電源オン／オフ状態における電源オン時間又
はオフ時間の少なくとも何れか一方は、第１の電源オン
／オフ状態における電源オン時間及びオフ時間と必ず１
度は同一時間とならないようにした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部電源からの電力の供給を受けて光源を点灯させる点灯回路部と、与えられた調光指
令値に応じて点灯回路部を制御して光源の調光を行う出力制御部と、光源の点灯時間を計
時する計時部と、光源の累積点灯時間を記憶する第１の記憶部と、第１の記憶部に記憶さ
れた累積点灯時間に応じて光束減退を補正した調光指令値を演算して出力制御部に出力す
る第１の調光制御部と、電源電圧を検出して電源のオン／オフ状態を検出する電源検出部
とを備え、電源検出部において第１の電源オン／オフ状態を検出した場合に第１の調光制
御部が累積点灯時間をリセットする１乃至複数の第１の点灯装置と、前記点灯回路部と、
前記出力制御部と、前記電源検出部と、光源の調光レベルを記憶する第２の記憶部と、第
２の記憶部に記憶された調光レベルに応じて調光指令値を演算して出力制御部に出力する
第２の調光制御部とを備え、電源検出部において第１の電源オン／オフ状態と異なる第２
の電源オン／オフ状態を検出した場合に第２の調光制御部が調光レベルを別の調光レベル
に切り替える１乃至複数の第２の点灯装置とを有し、各点灯装置が１本の電源線によって
送り接続されている照明システムであって、電源検出部は、電源のオン時間又はオフ時間
の少なくとも何れか一方を計時する手段を備え、第２の電源オン／オフ状態における電源
オン時間又はオフ時間の少なくとも何れか一方は、第１の電源オン／オフ状態における電
源オン時間及びオフ時間と必ず１度は同一時間とならないようにしたことを特徴とする照
明システム。
【請求項２】
　前記第２の調光制御部は、第２の電源オン／オフ状態を検出すると調光レベルを予め設
定された所定の値から離散的又は連続的に切り替える動作を繰り返し行う調光レベル設定
モードに移行し、第１及び第２の電源オン／オフ状態と異なる第３の電源オン／オフ状態
を検出した時点の調光レベルを新たな調光レベルとして第２の記憶部に記憶することを特
徴とする請求項１記載の照明システム。
【請求項３】
　前記調光レベル設定モードにおいて調光レベルを切り替える動作の繰り返し回数に制限
を設け、第２の調光制御部は、制限を越えるまでに第３の電源オン／オフ状態を検出しな
い場合には調光レベル設定モードを終了するとともに調光レベル設定モードに移行する前
に第２の記憶部に記憶された調光レベルに基づいて制御を行うことを特徴とする請求項２
記載の照明システム。
【請求項４】
　前記第２の調光制御部は、第１乃至第３の電源オン／オフ状態と異なる第４の電源オン
／オフ状態を検出すると調光レベルを予め設定された所定の値に設定することを特徴とす
る請求項１乃至３の何れか１項に記載の照明システム。
【請求項５】
　前記光源が接続されているか否かを検出する負荷検出部を備え、第２の調光制御部は、
負荷検出部が光源が接続されていない旨を検出すると調光レベルを別の調光レベルに切り
替える動作を無効とすることを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の照明シス
テム。
【請求項６】
　前記第２の調光制御部は、調光レベルを切り替える際に調光レベルを上限値又は下限値
から所望の値まで変化させることを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の照明
システム。
【請求項７】
　前記第２の調光制御部は、光源を点灯させる毎に調光レベルを上限値又は下限値から所
望の値まで変化させることを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に記載の照明システ
ム。
【請求項８】
　前記第２の調光制御部は、調光レベルを上限値から所望の値まで、或いは調光レベルの
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下限値から所望の値まで離散的又は連続的に変化させることを特徴とする請求項６又は７
に記載の照明システム。
【請求項９】
　外部電源から各点灯装置に電力を供給する経路に設けられて当該経路を開閉する電源ス
イッチを備え、電源スイッチの開閉によって前記電源オン／オフ操作を行うことを特徴と
する請求項１乃至８の何れか１項に記載の照明システム。
【請求項１０】
　器具本体と、器具本体に収納されて光源が着脱自在に装着されるソケットと、ソケット
を介して光源に電力を供給する請求項１乃至９の何れか１項に記載の２種類の点灯装置の
うち何れか一方の点灯装置とを備えたことを特徴とする照明器具。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源の明るさを調整するとともに累積点灯時間を計時する点灯装置を具備す
る照明システム及び照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、放電灯などの光源の明るさを調整可能な点灯装置を内蔵した調光機能付きの照明
器具が一般的に普及している。このような調光機能付きの照明器具を複数台用いた照明シ
ステムにおいては、照明器具に調光レベルを示す調光信号（アナログ信号又はディジタル
信号）を送る調光信号線を敷設し、例えば壁面に取り付けられた調光コントローラから調
光信号を各照明器具に伝達することにより、利用者が光源の明るさを任意に調整できるよ
うにした照明システムが一般的である。しかしながら、このような照明システムでは、各
照明器具に商用電源を供給するための電源線と、調光信号を伝達する調光信号線との両方
を敷設する配線工事が必要であった。また、既設の調光機能を有さない照明器具から調光
機能付きの照明器具に置き換える場合には、調光信号線が敷設されていないために対応で
きないという問題があった。この問題を解決するために、例えばリモコン等による無線で
の調光信号の伝達技術や、商用電源電圧に調光信号を重畳させる電源線信号搬送技術など
が提案されているが、何れにおいても信号の送受信部にコストがかかるため、照明システ
ム全体のコストが増大するという問題があった。
【０００３】
　その一方で、例えば住宅用の照明器具においては、電源スイッチ（壁スイッチ）のオン
／オフ操作によって光源の明るさを可変する手段が用いられている。これは、例えば特許
文献１に記載されているように、電源スイッチがオフされてから再びオンされるまでの操
作時間が所定時間内に入るかどうかを照明器具が認識するもので、短時間での電源オフ操
作を認識する度に光源の明るさを例えば、全点灯→調光点灯→消灯（常夜灯）→全点灯と
いうように順次切り替える方式が一般的に広く採用されている。
【０００４】
　他にも、特許文献２によれば、操作者が電源スイッチをオン／オフさせる第１の操作を
行うと、放電灯の調光率をそれまで設定していた値から所定の時間間隔で順次暫定的に変
化させ、次に操作者が電源スイッチをオン／オフさせる第２の操作を行うと暫定的に順次
変化させている調光率のうち、第２の操作時における調光率を以降の調光レベルとして放
電灯を点灯できるようにすることが提案されている。このような手段を用いる場合、既設
の電源線を利用して利用者が光源の明るさを調整できるため、新たに調光信号線を敷設す
る必要が無いという利点がある。
【０００５】
　一方、光源の点灯時間を計時する点灯装置が提案されている。例えば、放電灯などの光
源の光束が点灯初期では定格よりも高く、累積点灯時間に応じて減退することを考慮して
、光源の累積点灯時間を計時してその累積点灯時間に応じて光束の減退に見合う程度に光
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源への供給電力を変化させ、累積点灯時間に依らず光出力を定格に保つことで点灯初期か
ら寿命までの余分な電力を抑える点灯装置が広く採用されている。このような点灯装置で
は、光源を交換する際に累積点灯時間をリセットする必要がある。その手段として、例え
ば光源の寿命末期や光源の交換を検出し、光源の交換時に累積点灯時間を自動的にリセッ
トするものがある。しかしながら、上記の点灯装置では、例えば掃除や手入れ等で利用者
が意図的に光源を外した場合でも累積点灯時間がリセットされてしまう。
【０００６】
　この問題を解決する手段として、電源スイッチのオン／オフを所定の状態で行うことで
累積点灯時間をリセットするという手段が用いられている。例えば特許文献３では、所定
時間における電源スイッチのオン／オフの回数を検知して所定回数を超えた場合に累積点
灯時間をリセットするものが提案されている。このような手段を用いることで、光源を取
り外すことなく累積点灯時間をリセットできるため、上記問題を解決することができる。
また、光源の累積点灯時間を計時し、累積点灯時間が光源の寿命に近付くと利用者に通知
して光源の交換を促す場合等でも累積点灯時間のリセットが必要であり、このような場合
でも専用のリセットスイッチを敷設することなく既設の電源線を利用して利用者が累積点
灯時間をリセットすることができる。
【特許文献１】実開平４－１１５７９９号公報
【特許文献２】特開２００８－１０３１９９号公報
【特許文献３】特開２０００－２２３２９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来例のように電源スイッチの操作によって光源の明るさを調整可
能とした照明システムと、電源スイッチの操作によって累積点灯時間をリセットする照明
システムとが混在した照明システム、若しくは両者を１つに纏めた照明システムでは、光
源の明るさを調整することを意図して電源スイッチを操作した場合に、誤って累積点灯時
間をリセットしてしまうことがある。また、逆に累積点灯時間をリセットすることを意図
して電源スイッチを操作した場合に、誤って光源の明るさを調整してしまうことも起こり
得る。特に、意図せず累積点灯時間をリセットしてしまった場合には、累積点灯時間の経
過とともに減退する光束を補正するように光源の明るさを調整する照明システムにおいて
、光束が減退した光源を新たな光源とみなして供給電力を調整してしまうため、所望の光
源の明るさを得られないという問題があった。
【０００８】
　本発明は、上記の点に鑑みて為されたもので、意図せずに光源の明るさの調整又は累積
点灯時間のリセットを行うことを防止することのできる照明システム及び照明器具を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１の発明は、上記目的を達成するために、外部電源からの電力の供給を受けて光
源を点灯させる点灯回路部と、与えられた調光指令値に応じて点灯回路部を制御して光源
の調光を行う出力制御部と、光源の点灯時間を計時する計時部と、光源の累積点灯時間を
記憶する第１の記憶部と、第１の記憶部に記憶された累積点灯時間に応じて光束減退を補
正した調光指令値を演算して出力制御部に出力する第１の調光制御部と、電源電圧を検出
して電源のオン／オフ状態を検出する電源検出部とを備え、電源検出部において第１の電
源オン／オフ状態を検出した場合に第１の調光制御部が累積点灯時間をリセットする１乃
至複数の第１の点灯装置と、前記点灯回路部と、前記出力制御部と、前記電源検出部と、
光源の調光レベルを記憶する第２の記憶部と、第２の記憶部に記憶された調光レベルに応
じて調光指令値を演算して出力制御部に出力する第２の調光制御部とを備え、電源検出部
において第１の電源オン／オフ状態と異なる第２の電源オン／オフ状態を検出した場合に
第２の調光制御部が調光レベルを別の調光レベルに切り替える１乃至複数の第２の点灯装
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置とを有し、各点灯装置が１本の電源線によって送り接続されている照明システムであっ
て、電源検出部は、電源のオン時間又はオフ時間の少なくとも何れか一方を計時する手段
を備え、第２の電源オン／オフ状態における電源オン時間又はオフ時間の少なくとも何れ
か一方は、第１の電源オン／オフ状態における電源オン時間及びオフ時間と必ず１度は同
一時間とならないようにしたことを特徴とする。
【００１０】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、第２の調光制御部は、第２の電源オン／
オフ状態を検出すると調光レベルを予め設定された所定の値から離散的又は連続的に切り
替える動作を繰り返し行う調光レベル設定モードに移行し、第１及び第２の電源オン／オ
フ状態と異なる第３の電源オン／オフ状態を検出した時点の調光レベルを新たな調光レベ
ルとして第２の記憶部に記憶することを特徴とする。
【００１１】
　請求項３の発明は、請求項２の発明において、調光レベル設定モードにおいて調光レベ
ルを切り替える動作の繰り返し回数に制限を設け、第２の調光制御部は、制限を越えるま
でに第３の電源オン／オフ状態を検出しない場合には調光レベル設定モードを終了すると
ともに調光レベル設定モードに移行する前に第２の記憶部に記憶された調光レベルに基づ
いて制御を行うことを特徴とする。
【００１２】
　請求項４の発明は、請求項１乃至３の何れか１項の発明において、第２の調光制御部は
、第１乃至第３の電源オン／オフ状態と異なる第４の電源オン／オフ状態を検出すると調
光レベルを予め設定された所定の値に設定することを特徴とする。
【００１３】
　請求項５の発明は、請求項１乃至４の何れか１項の発明において、光源が接続されてい
るか否かを検出する負荷検出部を備え、第２の調光制御部は、負荷検出部が光源が接続さ
れていない旨を検出すると調光レベルを別の調光レベルに切り替える動作を無効とするこ
とを特徴とする。
【００１４】
　請求項６の発明は、請求項１乃至５の何れか１項の発明において、第２の調光制御部は
、調光レベルを切り替える際に調光レベルを上限値又は下限値から所望の値まで変化させ
ることを特徴とする。
【００１５】
　請求項７の発明は、請求項１乃至６の何れか１項の発明において、第２の調光制御部は
、光源を点灯させる毎に調光レベルを上限値又は下限値から所望の値まで変化させること
を特徴とする。
【００１６】
　請求項８の発明は、請求項６又は７の発明において、第２の調光制御部は、調光レベル
を上限値から所望の値まで、或いは調光レベルの下限値から所望の値まで離散的又は連続
的に変化させることを特徴とする。
【００１７】
　請求項９の発明は、外部電源から各点灯装置に電力を供給する経路に設けられて当該経
路を開閉する電源スイッチを備え、電源スイッチの開閉によって前記電源オン／オフ操作
を行うことを特徴とする。
【００１８】
　請求項１０の発明は、器具本体と、器具本体に収納されて光源が着脱自在に装着される
ソケットと、ソケットを介して光源に電力を供給する請求項１乃至９の何れか１項に記載
の２種類の点灯装置のうち何れか一方の点灯装置とを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１，２の発明によれば、光源の累積点灯時間のリセット及び調光レベルの設定を
互いに異なる電源スイッチのオン／オフ操作によって実行することができるので、第２の
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点灯装置の調光レベルを切り替える際に誤って第１の点灯装置の累積点灯時間をリセット
したり、第１の点灯装置の累積点灯時間をリセットする際に誤って第２の点灯装置の調光
レベルを切り替えたりするのを防止することができる。
【００２０】
　請求項３の発明によれば、意図せずに調光レベルを切り替えてしまうのを防止すること
ができる。
【００２１】
　請求項４の発明によれば、各点灯装置において調光レベルがバラバラになった場合でも
一括して調光レベルをリセットすることができ、利便性が向上する。
【００２２】
　請求項５の発明によれば、点灯装置を備えた複数の照明器具を１つの電源スイッチで操
作する場合に、負荷が接続されている照明器具と負荷が接続されていない照明器具とで区
分けして調光レベルを設定することができる。
【００２３】
　請求項６～８の発明によれば、調光レベルが切り替えられたこと、及び調光レベルが現
時点でどのような値であるかを容易に視認することができる。
【００２４】
　請求項９の発明によれば、電源スイッチの開閉を操作するだけで請求項１乃至８の何れ
か１項の効果を奏することができる。
【００２５】
　請求項１０の発明によれば、請求項１乃至９の何れか１項の効果を奏することのできる
照明器具を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　（実施形態１）
　以下、本発明に係る照明システムの実施形態１について図面を用いて説明する。本実施
形態は、図１（ａ）に示すように、壁面（図示せず）に設けられて外部電源である商用電
源ＡＣから点灯装置１への電力供給経路のオン／オフを切り替える電源スイッチＳＷと、
商用電源ＡＣからの交流電力を受けて光源である放電灯Ｌａに点灯電力を供給する点灯回
路部１０と、与えられた調光指令値に応じて点灯回路部１０を制御して放電灯Ｌａの光出
力を制御する出力制御部１１と、放電灯Ｌａの点灯時間を計時する計時部１２と、放電灯
Ｌａの累積点灯時間及び調光レベルを記憶する不揮発性メモリから成る記憶部１３と、記
憶部１３に記憶された累積点灯時間及び調光レベルから光束減退を補正した調光指令値を
演算して出力制御部１１に出力する調光制御部１４と、商用電源ＡＣの電源電圧を検出し
て電源スイッチＳＷのオン／オフ状態を検出する電源検出部１５とを備える。
【００２７】
　尚、本実施形態の点灯装置１は、特許請求の範囲の請求項１に記載の第１の点灯装置及
び第２の点灯装置を１つの点灯装置で構成したものであって、記憶部１３は第１の記憶部
及び第２の記憶部の何れの機能も有し、調光制御部１４は第１の調光制御部及び第２の調
光制御部の何れの機能も有するものとする。
【００２８】
　ここで、点灯回路部１０はスイッチング素子を有するとともにスイッチング素子のオン
／オフを切り替えることで放電灯Ｌａを高周波点灯させるインバータ回路から成る。出力
制御部１１は、点灯回路部１０におけるスイッチング素子の駆動周波数を制御するドライ
バ回路から成る。調光制御部１４は、例えばマイコンから成り、出力制御部１１における
駆動周波数を決定するための調光指令値を調光レベル及び累積点灯時間に応じて演算して
求める。本実施形態では、調光制御部１４、記憶部１３、計時部１２を別構成としている
が、１つのマイコンに纏めた構成であっても構わない。尚、各回路は周知であるので、こ
こでは詳細な説明を省略するものとする。
【００２９】
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　以下、本実施形態の動作について図面を用いて説明する。先ず、記憶部１３に記憶され
た累積点灯時間をリセットする動作について図１（ｂ）を用いて説明する。電源検出部１
５が電源スイッチＳＷのオン／オフを検出し、電源スイッチＳＷのオン時間ＴｏｎがＴ１
≦Ｔｏｎ≦Ｔ２であれば、調光制御部１４は電源オン回数を１と判定する。尚、Ｔ１，Ｔ
２はＴ１＜Ｔ２の関係を満たすものであればよく、本実施形態ではＴ１＝０．５秒、Ｔ２
＝３．０秒に設定している。この電源オン回数は記憶部１３に記憶され、次回電源スイッ
チＳＷがオンに切り替わった時点で調光制御部１４が電源オン回数を記憶部１３から読み
出す。このオン時間Ｔｏｎを連続で検出すると電源オン回数は１回、２回、３回と加算さ
れていき、所定回数（本実施形態では６回）に達する（即ち、第１の電源オン／オフ状態
となる）と累積点灯時間のリセット条件が成立したと判定して累積点灯時間をリセットす
る。尚、Ｔｏｎ＞Ｔ２となった場合には、図２（ａ）に示すように電源オン回数をリセッ
トして０とする。また、Ｔｏｎ＜Ｔ１となった場合には、図２（ｂ）に示すように電源オ
ン回数を維持する。
【００３０】
　次に、放電灯Ｌａの調光レベルの切替動作について図３を用いて説明する。電源検出部
１５が電源スイッチＳＷのオン／オフを検出し、電源スイッチＳＷのオン時間ＴｏｎがＴ
３≦Ｔｏｎ≦Ｔ４であれば、調光制御部１４は調光レベルの切替動作の第１条件が成立し
たものと判定する。この状態で次回電源スイッチＳＷがオンに切り替わった時にオン時間
ＴｏｎがＴ５以上になれば（即ち、第２の電源オン／オフ状態になれば）、調光制御部１
４は調光レベルの切替動作の第２条件が成立したものと判定し、調光レベルを切り替える
。本実施形態では、調光レベルが全点灯、即ち、１００％の時に調光レベルの切替動作の
第１条件、第２条件が成立した場合には、図３（ａ）に示すように調光レベルを５０％に
切り替える。また、調光レベルが５０％の時に調光レベルの切替動作の第１条件、第２条
件が成立した場合には、図３（ｂ）に示すように調光レベルを７０％に切り替える。調光
レベルが７０％の時に調光レベルの切替動作の第１条件、第２条件が成立した場合には、
図３（ｃ）に示すように調光レベルを全点灯に切り替える。ここで、調光レベルの切替動
作の第１条件の判定時においてＴｏｎ＜Ｔ３又はＴｏｎ＞Ｔ４の場合、及び調光レベルの
切替動作の第２条件の判定時においてＴｏｎ＜Ｔ５の場合には、調光制御部１４は調光レ
ベルの切替動作を行わずに調光レベルを維持する。調光レベルは記憶部１３に記憶される
とともに電源スイッチＳＷがオンに切り替わる度に読み出され、調光レベル及び累積点灯
時間に応じて光束減退を補正するように調光制御部１４で調光指令値を演算する。この調
光指令値を出力制御部１１に与えることで、点灯回路部１０が放電灯Ｌａを調光レベル及
び累積点灯時間に応じた光出力で点灯させる。
【００３１】
　尚、Ｔ３，Ｔ４はＴ３＜Ｔ４の関係を満たすものであればよく、本実施形態ではＴ３＝
０．５秒、Ｔ４＝３．０秒に設定している。また、Ｔ５は誤って累積点灯時間のリセット
動作が行われるのを防止するためにＴ５＞Ｔ２の関係を満たすように設定され、本実施形
態ではＴ５＝５．０秒に設定している。このように設定することで、累積点灯時間のリセ
ットを意図して電源スイッチＳＷを操作した場合には、オン時間ＴｏｎがＴ５よりも短く
なるために調光レベルが切り替わることがない。また、調光レベルの切替を意図して電源
スイッチＳＷを操作した場合には、オン時間ＴｏｎがＴ２よりも長くなるために累積点灯
時間をリセットすることがない。したがって、誤って累積点灯時間のリセット及び調光レ
ベルの切替を行う可能性を大幅に低減することができる。ここで、図３（ｄ）に示すよう
に、調光レベルの切替動作の第１条件を成立させるのに必要な電源スイッチＳＷの操作回
数を増やすことで、誤って調光レベルを切り替えてしまうのをより好適に防止することが
できる。但し、意図せずに累積点灯時間をリセットするのを防止するために、上記操作回
数は電源オン回数よりも少なくなるように設定しておかなければならない。
【００３２】
　尚、本実施形態ではＴ５＞Ｔ２となるように設定しているが、Ｔ３＞Ｔ２、又はＴ４＜
Ｔ１となるように設定した場合においても上記の誤動作を防止する効果を得ることができ
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る。また、本実施形態では、累積点灯時間を計時することで累積点灯時間に応じた光束の
減退を補正するように構成しているが、累積点灯時間に応じて放電灯Ｌａの寿命を判定し
て寿命が末期であることを利用者に通知する構成であっても構わない。また、本実施形態
では電源スイッチＳＷのオン時間Ｔｏｎによって各動作の成立条件を判定しているが、電
源スイッチＳＷのオフ時間で各動作の成立条件を判定する構成であっても構わない。また
、本実施形態では、調光レベルの切替動作において調光レベルを全点灯、５０％、７０％
の順に切り替える構成となっているが、上記以外の調光レベルや順序、又は切替回数で調
光レベルの切替動作を行うように構成しても構わない。また、本実施形態の点灯装置１は
１つの回路ブロックで構成しているが、各種制御を行う制御回路ブロックと、制御回路ブ
ロックからの信号に応じて放電灯Ｌａの調光点灯を行う点灯回路ブロックとに分けて構成
しても構わない。
【００３３】
　本実施形態の点灯装置１は、例えば図４に示すように、放電灯Ｌａが着脱自在に装着さ
れる一対のソケット２０を有する長尺箱形の器具本体２に収納されて照明器具として用い
られ、また、複数（ここでは、照明器具Ａ～Ｚ）の照明器具と１つの電源スイッチＳＷと
の間を電源線Ｌを介して送り接続した照明システムに用いられる。
【００３４】
　ここで、例えば上記照明器具Ａ～Ｚのうち半数に第１の点灯装置を内蔵し、残りの半数
に第２の点灯装置を内蔵した場合を考える。この場合でも上記と同様の効果を奏すること
ができる。即ち、第１の点灯装置を内蔵した照明器具における累積点灯時間のリセットを
意図して電源スイッチＳＷを操作した場合、誤って第２の点灯装置を内蔵した照明器具に
おいて調光レベルが切り替えられるのを防止することができる。同様に、第２の点灯装置
を内蔵した照明器具における調光レベルの切替を意図して電源スイッチＳＷを操作した場
合においても、誤って第１の点灯装置を内蔵した照明器具において累積点灯時間がリセッ
トされるのを防止することができる。
【００３５】
　（実施形態２）
　以下、本発明に係る照明システムの実施形態２について図面を用いて説明する。但し、
本実施形態の基本的な構成は実施形態１と共通であるので、共通する部位には同一の番号
を付して説明を省略するものとする。本実施形態は、調光レベルの切替動作が行われた事
を利用者に通知するために、調光レベルの切替動作時において前状態の調光レベルがどの
レベルであっても、一旦放電灯Ｌａを全点灯させた後に離散的に調光レベルを切り替える
ことに特徴がある。
【００３６】
　以下、本実施形態の動作について図５を用いて説明する。尚、本実施形態の調光レベル
の切替動作は、実施形態１と同様に調光レベルを全点灯、５０％、７０％の順に切り替え
る構成であるとする。図５（ａ）に示すように、電源検出部１５が電源スイッチＳＷのオ
ン／オフを検出し、実施形態１と同様に電源スイッチＳＷのオン時間ＴｏｎがＴ３≦Ｔｏ
ｎ≦Ｔ４であれば、調光制御部１４は調光レベルの切替動作の第１条件が成立したものと
判定する。この状態で次回電源スイッチＳＷがオンに切り替わると、現時点での調光レベ
ルに依らず放電灯Ｌａが全点灯の光出力で先ず点灯する。その後、オン時間ＴｏｎがＴ５
以上になれば、調光制御部１４は調光レベルの切替動作の第２条件が成立したものと判定
し、調光レベルを切り替える。
【００３７】
　ここで、調光レベルを全点灯から５０％に切り替える場合には、電源スイッチＳＷがオ
ンに切り替わってからＴ５になるまでの間全点灯の光出力で放電灯Ｌａが点灯し、Ｔ５以
降Ｔ６の間だけ７０％の光出力で放電灯Ｌａが点灯し、後に５０％の光出力で放電灯Ｌａ
が点灯する。調光レベルを５０％から７０％に切り替える場合には、電源スイッチＳＷが
オンに切り替わってからＴ５になるまでの間全点灯の光出力で放電灯Ｌａが点灯し、その
後７０％の光出力で放電灯Ｌａが点灯する。
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【００３８】
　また、例えば調光レベルの切替動作が調光レベルを全点灯、７５％、５０％、２５％の
順に切り替える構成であるとすると、図５（ｂ）に示すように、調光レベルを５０％から
２５％に切り替える場合には、電源スイッチＳＷがオンに切り替わってからＴ５になるま
での間全点灯の光出力で放電灯Ｌａが点灯し、Ｔ５以降それぞれＴ６の間だけ７５％、５
０％の光出力で離散的に放電灯Ｌａが点灯し、その後２５％の光出力で放電灯Ｌａが点灯
する。
【００３９】
　上述のように、目標となる調光レベルまで全点灯の調光レベルから離散的に切り替えて
いくことで、調光レベルの切替動作が行われたことを目視で確認することができる。特に
、調光レベルが低くどの調光レベルに切り替えたかを目視で確認し難い場合でも容易に確
認することができる。尚、Ｔ６は離散的に調光レベルが切り替わるのを利用者が確認し易
いように例えば１秒程度に設定するのが望ましい。また、本実施形態では調光レベルを全
点灯から離散的に切り替えているが、低い調光レベルから高い調光レベルへと離散的に切
り替えるようにしても構わない。また、電源スイッチＳＷをオンに切り替える度に調光レ
ベルを全点灯から現在の調光レベルへと離散的に切り替える、若しくは低い調光レベルか
ら現在の調光レベルへと離散的に切り替えるように構成しても構わない。この場合、電源
スイッチＳＷをオンにする度に現在の調光レベルを確認することができる。
【００４０】
　（実施形態３）
　以下、本発明に係る照明システムの実施形態３について図面を用いて説明する。但し、
本実施形態の基本的な構成は実施形態１と共通であるので、共通する部位には同一の番号
を付して説明を省略するものとする。本実施形態は、調光レベルの切替動作時において所
定の時間（例えば数秒～数十秒）だけ調光レベルが予め設定された順番で自動的に切り替
わる調光レベル設定モードとなり、当該モードにおいて利用者が設定したい調光レベルの
時に電源スイッチＳＷをオフに切り替えることで調光レベルを設定することに特徴がある
。
【００４１】
　以下、本実施形態の動作について図６を用いて説明する。図６（ａ）に示すように、電
源検出部１５が電源スイッチＳＷのオン／オフを検出し、実施形態１と同様に電源スイッ
チＳＷのオン時間ＴｏｎがＴ３≦Ｔｏｎ≦Ｔ４であれば、調光制御部１４は調光レベルの
切替動作の第１条件が成立したものと判定する。この状態で次回電源スイッチＳＷがオン
に切り替わると、現時点での調光レベルに依らず放電灯Ｌａが全点灯の光出力で先ず点灯
する。その後、オン時間ＴｏｎがＴ５以上になれば、調光制御部１４は調光レベルの切替
動作の第２条件が成立したものと判定し、上述の調光レベル設定モードに移行する。調光
レベル設定モードでは、例えば５秒毎に調光レベルが全点灯、７５％、５０％、２５％、
全点灯の順に自動的に切り替わる。この調光レベル設定モードにおいて電源スイッチＳＷ
のオフ操作（即ち、第３の電源オン／オフ状態）を検出すると、調光制御部１４はオフ操
作を検出した時点における調光レベルを記憶部１３に記憶する。そして、次回電源スイッ
チＳＷがオンに切り替わった時には、調光制御部１４が記憶部１３に記憶された調光レベ
ルを読み出して、調光レベルに応じて放電灯Ｌａを点灯させる。而して、電源スイッチＳ
Ｗの簡単なオン／オフ操作によって調光レベルを容易に変更することができる。
【００４２】
　尚、調光レベル設定モードにおいて調光レベルが順に自動的に切り替わる回数に制限を
設け、制限を越えるまでに電源スイッチＳＷのオフ操作が検出されなかった場合には調光
レベル設定モードに移行する前の調光レベルに復帰するようにしても構わない。例えば図
６（ｂ）に示すように、調光レベルが７５％の状態で調光レベル設定モードに移行し、制
限回数である２回を越えるまでに電源スイッチＳＷのオフ操作が検出されなかった場合、
再び調光レベルが７５％に復帰する。上述のように構成することで、利用者が意図せずに
電源スイッチＳＷを操作して調光レベル設定モードに移行した場合でも、調光レベルを切
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り替えることなく調光レベル設定モードを終了させることができる。
【００４３】
　また、調光レベル設定モードにおいて調光レベルを離散的に切り替えるのではなく、図
６（ｃ）に示すように調光レベルを無段階で連続的に変化させる構成であっても構わない
。この場合、利用者の所望する調光レベルに自由に設定することができる。
【００４４】
　（実施形態４）
　以下、本発明に係る照明システムの実施形態４について図面を用いて説明する。但し、
本実施形態の基本的な構成は実施形態１と共通であるので、共通する部位には同一の番号
を付して説明を省略するものとする。本実施形態は、図７（ａ）に示すように、負荷であ
る放電灯Ｌａが接続されているか否かを検出する負荷検出部１６を備えたことに特徴があ
る。
【００４５】
　以下、本実施形態の動作について説明する。負荷検出部１６は、放電灯Ｌａが接続され
ているか否かを検出し、検出結果を含む検出信号を調光制御部１４へ出力する。調光制御
部１４は、負荷検出部１６からの検出信号が有負荷の場合には、電源スイッチＳＷのオン
／オフ操作が条件を満たせば前述の各実施形態と同様に調光レベルの切替動作を行う。負
荷検出部１６からの検出信号が無負荷の場合には、電源スイッチＳＷのオン／オフ操作が
条件を満たしても調光レベルの切替動作を行わず、現時点の調光レベルを維持する。この
ように構成することで、例えば図７（ｂ）に示すように複数台（図示では４台）の照明器
具を１組として複数組（図示では５組）を電源線Ｌを介して並列に接続して成る照明シス
テムにおいて、調光レベルを切り替えたい組（例えば、照明器具Ａ～Ｄ，Ｉ～Ｌ，Ｑ～Ｔ
）に放電灯Ｌａを装着して有負荷にし、調光レベルを切り替えたくない組（例えば、照明
器具Ｅ～Ｈ，Ｍ～Ｐ）に放電灯Ｌａを装着せずに無負荷にすれば、電源スイッチＳＷのオ
ン／オフ操作によって有負荷の照明器具のみの調光レベルを切り替えることができる。特
に、フロア全体の照明器具が１つの電源に繋がっている照明システム等において、フロア
のレイアウトを変更する時に照明器具の組毎に調光レベルを設定することができて非常に
有効である。
【００４６】
　（実施形態５）
　以下、本発明に係る照明システムの実施形態５について図面を用いて説明する。但し、
本実施形態の基本的な構成は実施形態１と共通であるので、共通する部位には同一の番号
を付して説明を省略するものとする。本実施形態は、電源スイッチＳＷのオン／オフ操作
によって現時点の調光レベルを全点灯の調光レベルにリセットできることに特徴がある。
【００４７】
　以下、本実施形態の動作について図面を用いて説明する。図８に示すように、電源検出
部１５が電源スイッチＳＷのオン／オフを検出し、電源スイッチＳＷのオン時間Ｔｏｎが
Ｔ３≦Ｔｏｎ≦Ｔ４であれば、調光制御部１４は調光レベルリセット用の電源オン回数を
１と判定する。この電源オン回数は記憶部１３に記憶され、次回電源スイッチＳＷがオン
に切り替わった時点で調光制御部１４が電源オン回数を記憶部１３から読み出す。このオ
ン時間Ｔｏｎを連続で検出すると電源オン回数は１回、２回と加算されていき、所定回数
（本実施形態では３回）に達した後、次回電源スイッチＳＷがオンに切り替わった時にオ
ン時間ＴｏｎがＴ５以上になれば（即ち、第４の電源オン／オフ状態になれば）、調光レ
ベルのリセット条件が成立したと判定して調光レベルを全点灯の調光レベルにリセットす
る。
【００４８】
　上述のように構成することで、例えば複数の照明器具から成る照明システムにおいて、
照明器具毎にオン時間Ｔｏｎを検出する時間にバラツキがあり、一部の照明器具だけの調
光レベルが切り替えられて各照明器具の調光レベルがバラバラになった場合でも、全ての
照明器具において同じ調光レベルにリセットすることができる。尚、調光レベルのリセッ
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ト条件を成立させるために必要な電源オン回数は、累積点灯時間のリセット条件を成立さ
せるために必要な電源オン回数よりも少なくするのが望ましい。このように構成すること
で、調光レベルをリセットしようとして意図せずに累積点灯時間をリセットしてしまう事
を防止することができる。
【００４９】
　（実施形態６）
　以下、本発明に係る照明システムの実施形態６について図面を用いて説明する。但し、
本実施形態の基本的な構成は実施形態１と共通であるので、共通する部位には同一の番号
を付して説明を省略するものとする。本実施形態は、累積点灯時間のリセット条件を成立
させるために必要なオン時間Ｔｏｎと、調光レベルの切替条件を成立させるために必要な
オン時間Ｔｏｎとを同一とし、累積点灯時間のリセット条件を成立させるために必要な電
源オン回数と調光レベルの切替条件を成立させるために必要な電源オン回数とを互いに異
なる回数としたことに特徴がある。
【００５０】
　以下、本実施形態の動作について図面を用いて説明する。図９に示すように、電源検出
部１５が電源スイッチＳＷのオン／オフを検出し、電源スイッチＳＷのオン時間Ｔｏｎが
Ｔ１≦Ｔｏｎ≦Ｔ２であれば、調光制御部１４は電源オン回数を１と判定する。この電源
オン回数は記憶部１３に記憶され、次回電源スイッチＳＷがオンに切り替わった時点で調
光制御部１４が電源オン回数を記憶部１３から読み出す。このオン時間Ｔｏｎを連続で検
出すると電源オン回数は１回、２回と加算されていき、所定回数（本実施形態では３回）
に達すると、調光制御部１４は調光レベルの切替条件が成立したものと判定し、調光レベ
ルを切り替える（ここでは、全点灯から５０％）。次に、電源オン回数が所定回数（本実
施形態では６回）に達すると、調光制御部１４は累積点灯時間のリセット条件が成立した
ものと判定し、累積点灯時間をリセットする。同時に、調光レベルを初期値（ここでは全
点灯）にリセットする。
【００５１】
　上述のように構成することで、調光レベルを切り替えることを意図して電源スイッチＳ
Ｗを操作した場合には累積点灯時間をリセットしてしまう事が無く、累積点灯時間のリセ
ットを意図して電源スイッチＳＷを操作した場合には同時に調光レベルがリセットされる
ので、誤って調光レベルを設定したり誤って累積点灯時間及び調光レベルをリセットした
りする可能性を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明に係る照明システムの実施形態１を示す図で、（ａ）はブロック図で、（
ｂ）は累積点灯時間のリセット動作のタイムチャートである。
【図２】（ａ）は同上における電源オン回数のリセット動作を示すタイムチャートで、（
ｂ）は同上における電源オン回数の維持動作を示すタイムチャートである。
【図３】（ａ）～（ｄ）は同上における調光レベルの切替動作を示すタイムチャートであ
る。
【図４】同上の一例を示す概略図である。
【図５】（ａ），（ｂ）は本発明に係る照明システムの実施形態２を示すタイムチャート
である。
【図６】（ａ）～（ｃ）は本発明に係る照明システムの実施形態３を示すタイムチャート
である。
【図７】本発明に係る照明システムの実施形態４を示す図で、（ａ）はブロック図で、（
ｂ）は照明システムの概略図である。
【図８】本発明に係る照明システムの実施形態５を示すタイムチャートである。
【図９】本発明に係る照明システムの実施形態６を示すタイムチャートである。
【符号の説明】
【００５３】
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　１　点灯装置（第１の点灯装置、第２の点灯装置）
　１０　点灯回路部
　１１　出力制御部
　１２　計時部
　１３　記憶部（第１の記憶部、第２の記憶部）
　１４　調光制御部（第１の調光制御部、第２の調光制御部）
　１５　電源検出部
　ＡＣ　商用電源（外部電源）
　Ｌａ　放電灯（光源）
 

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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