
JP 2010-40204 A 2010.2.18

10

(57)【要約】
【課題】交流電源と直流電源の両方を給電することで比
較的消費電力の大きな負荷機器にも給電可能なＡＣ／Ｄ
Ｃ複合プラグ、負荷機器及びテーブルタップを提供する
。
【解決手段】交流電源を交流負荷に供給するためのＡＣ
コンセント部３ａと、高周波の搬送波を用いて情報信号
が直流電圧に重畳される直流電源を直流負荷に供給する
ためのＤＣコンセント部２ａとが所定の間隔を開けて設
けられたコンセント装置１に接続されるＡＣ／ＤＣ複合
プラグ４であって、コンセント装置１と対向するプラグ
本体４０の表面に、ＡＣコンセント部３ａに接続される
ＡＣプラグ４Ｂと、ＤＣコンセント部２ａに接続される
ＤＣプラグ４Ａとが所定の間隔を開けて配設されている
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交流電源を交流負荷に供給するためのＡＣコンセント部と、情報信号が直流電圧に重畳
される直流電源を直流負荷に供給するためのＤＣコンセント部とが所定の間隔を開けて設
けられたコンセント装置に接続されるＡＣ／ＤＣ複合プラグであって、
　前記コンセント装置と対向するプラグ本体の表面に、ＡＣコンセント部に接続されるＡ
Ｃプラグと、ＤＣコンセント部に接続されるＤＣプラグとが前記所定の間隔を開けて配設
されたことを特徴とするＡＣ／ＤＣ複合プラグ。
【請求項２】
　請求項１記載のＡＣ／ＤＣ複合プラグと、ＤＣプラグを介して入力される直流電圧に情
報信号を重畳させることにより通信を行う通信回路と、ＡＣプラグを介して入力される交
流電源を動作電源として前記情報信号を処理する負荷回路とを備えたことを特徴とする負
荷機器。
【請求項３】
　請求項１記載のＡＣ／ＤＣ複合プラグと、消費電力の異なる複数の負荷回路とを備え、
消費電力が基準電力値よりも高い負荷回路は交流電源の供給を受けて動作し、消費電力が
基準電力値よりも低い負荷回路は直流電源の供給を受けて動作することを特徴とする負荷
機器。
【請求項４】
　請求項１記載のＡＣ／ＤＣ複合プラグと、消費電力が基準電力値よりも低い低消費モー
ド又は消費電力が基準電力値よりも高い高消費モードの何れかに動作モードが切り替えら
れる負荷回路と、負荷回路が低消費モードで動作する間は負荷回路の電源をＤＣプラグを
介して入力される直流電源に切り替えるとともに、負荷回路が高消費モードで動作する間
は負荷回路の電源をＡＣプラグを介して入力される交流電源に切り替える電源切替回路と
を備えたことを特徴とする負荷機器。
【請求項５】
　交流電源を交流負荷に供給するためのＡＣコンセント部、及び、直流電源を直流負荷に
供給するためのＤＣコンセント部が設けられたタップ本体と、タップ本体から導出される
電源コードに接続された請求項１記載のＡＣ／ＤＣ複合プラグとを備え、タップ本体のＡ
Ｃコンセント部及びＤＣコンセント部は、複合プラグのＡＣプラグ及びＤＣプラグに対応
した間隔で設けられたことを特徴とするテーブルタップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＡＣ／ＤＣ複合プラグ、負荷機器及びテーブルタップに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＬＡＮ端末にＬＡＮ配線を介して給電を行うＰｏＥ（Power over Ethernet（Eth
ernet：登録商標））と呼ばれる給電技術を備えたＬＡＮ機器が提供されている（例えば
特許出願１参照）。
【特許文献１】特開２００６－１７３９８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記の給電技術では最大で１５Ｗ程度の給電能力しかないため、動作可
能な負荷機器が限られるという問題があった。
【０００４】
　本発明は上記問題点に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは、交流電源
と直流電源の両方を給電することで比較的消費電力の大きな負荷機器にも給電可能なＡＣ
／ＤＣ複合プラグ、負荷機器及びテーブルタップを提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、交流電源を交流負荷に供給するための
ＡＣコンセント部と、高周波の搬送波を用いて情報信号が直流電圧に重畳される直流電源
を直流負荷に供給するためのＤＣコンセント部とが所定の間隔を開けて設けられたコンセ
ント装置に接続されるＡＣ／ＤＣ複合プラグであって、コンセント装置と対向するプラグ
本体の表面に、ＡＣコンセント部に接続されるＡＣプラグと、ＤＣコンセント部に接続さ
れるＤＣプラグとが所定の間隔を開けて配設されたことを特徴とする。
【０００６】
　請求項２の発明は負荷機器に係る発明であって、請求項１記載のＡＣ／ＤＣ複合プラグ
と、ＤＣプラグを介して入力される直流電圧に情報信号を重畳させることにより通信を行
う通信回路と、ＡＣプラグを介して入力される交流電源を動作電源として情報信号を処理
する負荷回路とを備えたことを特徴とする。
【０００７】
　請求項３の発明は負荷機器に係る発明であって、請求項１記載のＡＣ／ＤＣ複合プラグ
と、消費電力の異なる複数の負荷回路とを備え、各負荷回路の電源が、消費電力の高低に
応じて直流電源又は交流電源の何れかに設定されたことを特徴とする負荷機器。
【０００８】
　請求項４の発明は負荷機器に係る発明であって、請求項１記載のＡＣ／ＤＣ複合プラグ
と、消費電力が低い低消費モード又は消費電力が高い高消費モードの何れかに動作モード
が切り替えられる負荷回路と、負荷回路が低消費モードで動作する間は負荷回路の電源を
ＤＣプラグを介して入力される直流電源に切り替えるとともに、負荷回路が高消費モード
で動作する間は負荷回路の電源をＡＣプラグを介して入力される交流電源に切り替える電
源切替回路とを備えたことを特徴とする。
【０００９】
　請求項５の発明はテーブルタップに係る発明であって、交流電源を交流負荷に供給する
ためのＡＣコンセント部、及び、直流電源を直流負荷に供給するためのＤＣコンセント部
が設けられたタップ本体と、タップ本体から導出される電源コードに接続された請求項１
記載のＡＣ／ＤＣ複合プラグとを備え、タップ本体のＡＣコンセント部及びＤＣコンセン
ト部は、複合プラグのＡＣプラグ及びＤＣプラグに対応した間隔で設けられたことを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１の発明によれば、複合プラグが備えるＡＣプラグ及びＤＣプラグを、それぞれ
コンセント装置のＡＣコンセント部及びＤＣコンセント部に接続することによって、コン
セント装置から複合プラグのＡＣプラグ及びＤＣプラグを介して交流電源及び直流電源を
供給できるから、直流電源では給電能力が不足する負荷機器には交流電源を供給すること
によって、負荷機器を動作させることができる。
【００１１】
　また請求項２の発明によれば、通信回路が直流電源線を介して情報信号の通信を行うと
ともに、負荷回路が、交流電源線を介して供給される交流電源を動作電源として情報信号
の処理を行っており、様々な負荷機器が接続される交流電源線に比べて直流電源線にのる
ノイズは少ないから、通信品質の高品質化が図れるとともに通信速度の高速化を図ること
ができる。また負荷回路の動作電源は交流電源から得ているので、直流電源の負荷を少な
くできるという利点もある。
【００１２】
　また請求項３の発明によれば、低負荷回路は、ＤＣプラグを介して入力される直流電源
を動作電源としているので、電力のロスを低減でき、また高負荷回路は、ＡＣプラグを介
して入力される交流電源を動作電源としているので、高負荷回路への給電能力が不足する
ことはなく、比較的消費電力の大きな負荷機器にも動作電源を供給することができる。
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【００１３】
　また請求項４の発明によれば、電源切替回路が、低消費モードでは負荷回路の電源を直
流電源に切り替えるとともに、高消費モードでは負荷回路の電源を交流電源に切り替えて
いるので、消費電力が低い場合には直流電源を動作電源とすることで電力のロスを低減で
き、また消費電力が高い場合には交流電源を動作電源とすることで、負荷回路への給電電
力が不足することがない。
【００１４】
　請求項５の発明によれば、テーブルタップの備えるＡＣ／ＤＣ複合プラグをコンセント
装置に接続することによって、タップ本体に設けられたＡＣコンセント部及びＤＣコンセ
ント部からそれぞれ交流電源及び直流電源を供給することができる。しかも、タップ本体
のＡＣコンセント部及びＤＣコンセント部は、複合プラグのＡＣプラグ及びＤＣプラグに
対応した間隔で設けられているので、複合プラグをタップ本体のＡＣコンセント部及びＤ
Ｃコンセント部に接続することで、複合プラグを備えた負荷機器に交流電源及び直流電源
を供給することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下に、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１６】
　本発明に係るＡＣ／ＤＣ複合プラグを備えた負荷機器を使用する配線システムは、図１
のシステム構成図に示すように、建物内に配線された交流電源線Ｌ２と、交流電源線Ｌ２
を介して供給される交流電源（ＡＣ１００Ｖ）を直流電源（例えばＤＣ４８Ｖ）に変換す
るＡＣ／ＤＣコンバータ７と、建物内に交流電源線Ｌ２と並行して配線され、ＡＣ／ＤＣ
コンバータ７の直流出力端子に接続される直流電源線Ｌ１と、直流電源線Ｌ１を介して供
給される直流電圧に例えばＬＡＮ信号、電話信号又はＴＶ信号を変調し互いに周波数帯域
の異なる高周波の搬送波を用いて重畳させるとともに、直流電圧に重畳されたＬＡＮ信号
、電話信号を分離、復調することによって、後述のＤＣコンセント２に接続される情報機
器（図示せず）との間で通信を行うＤＬＣ通信ユニット８とを備えるとともに、建物内の
要所にＤＣコンセント２およびＡＣコンセント３を大角形連用配線器具の取付枠を用いて
造営面に埋込配設してある。尚、図１中の９０は取付枠８０の前面側に取着される化粧プ
レートであり、化粧プレート９０の開口窓９１からＤＣコンセント２及びＡＣコンセント
３のボス部（突台１４）が露出するようになっている。尚、直流電圧に信号を重畳する方
式は、搬送波を用いた周波数重畳方式に限定されるものではなく、時分割多重方式などの
方式で信号重畳を行っても良い。
【００１７】
　ここにおいて、ＤＣコンセント２及びＡＣコンセント３は、それぞれ取付枠に３個まで
並べて取着可能なモジュール寸法の１個分の大きさ（この大きさを１個モジュール寸法と
いう。）に形成され、ＤＣコンセント２を下側、ＡＣコンセント３を上側にして取付枠に
上下に並べて取着されており、ＤＣコンセント２とＡＣコンセント３とでＤＣコンセント
部２ａ及びＡＣコンセント部３ａを備えたコンセント装置１が構成されている。ここで、
ＤＣコンセント部２ａとＡＣコンセント部３ａとは、所定の間隔（１個モジュール寸法の
配線器具の高さ寸法（約２３ｍｍ））を開けて配設されている。
【００１８】
　ここで、コンセント装置１を構成するＤＣコンセント２について図４～図１０を参照し
て説明する。ＤＣコンセント２は合成樹脂製の器体１０を備え、この器体１０は、前面が
開口した略箱状の合成樹脂製のボディ１１と、後面が開口した略箱状の合成樹脂製のカバ
ー１２とを、金属製の組立枠１３，１３にて結合して組み立てられる。
【００１９】
　カバー１２の前面には突台１４が一体に突設され、突台１４の前面には直流電源用のプ
ラグが着脱自在に接続されるＤＣコンセント部２ａが設けられている。また突台１４の左
右両側の肩部１５には、略コ字状に形成された組立枠１３の中央片がそれぞれ載置される
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。組立枠１３の両脚片は、カバー１２およびボディ１１の側面にそれぞれ形成された係止
凹部１６，１７に挿入され、両脚片の先端部に設けた略Ｖ形の引掛爪１３ｃ，１３ｃを拡
開させて係止凹部１７の両側段部に係止させることによって、ボディ１１とカバー１２と
が組立枠１３，１３により結合される。なお組立枠１３の中央片の外側縁には、合成樹脂
製の取付枠８０（図５参照）に設けられた取付孔に係合可能な一対の係止爪１３ａが突設
されるとともに、中央片の内側縁から前方に突出する突出片に、金属製の取付枠に取り付
ける際に取付枠の係止爪が係止される係止孔１３ｂが設けられている。ここにおいて、係
止爪１３ａと係止孔１３ｂとで、前面を取付枠の開口から前方に露出させた状態で取付枠
の被係合部に係止離脱可能に係合する係合手段が構成される。
【００２０】
　一方、ボディ１１底面の左右両側には、図４（ｄ）に示すように各一対の電線挿入孔１
１ａが形成されており、器体１０の内部には電線挿入孔１１ａから挿入される電線の芯線
に接続される従来周知の速結端子構造を有する端子部が収納されている。またボディ１１
底面の左右両側には解除釦操作孔１１ｂが開口し、解除釦操作孔１１ｂからマイナスドラ
イバーのような工具を挿入して内部に収納された解除釦を操作することによって、端子部
に接続された電線の取り外しが行えるようになっている。尚、直流電源からの電線には極
性があるので、電線の誤接続を防止するため、図４（ｄ）に示すようにボディ１１の底面
において電線挿入孔１１ａの近傍に電源の種別や極性を示す文字や記号（例えば「ＤＣ４
８Ｖ」の文字や「＋」、「－」といった記号）を印刷などの方法で表示しても良く、誤接
続の虞を低減することができる。
【００２１】
　次にＤＣコンセント２が備えるＤＣコンセント部２ａについて説明する。ＤＣコンセン
ト部２ａ、並びに、ＤＣコンセント部２ａに着脱自在に接続されるＡＣ／ＤＣ複合プラグ
（以下、複合プラグと略称す。）４のＤＣプラグ４Ａ及びプラグ５はそれぞれＩＥＣ規格
（ＣＥＩ／ＩＥＣ　９０６－３）に準拠しており、ＩＥＣ規格（ＣＥＩ／ＩＥＣ　９０６
－３）では、８種類（交流及び直流の６Ｖ，１２Ｖ，２４Ｖ，４８Ｖ）のＳＥＬＶ（Safe
ty Extra-Low Voltage）電源に対して極配置が定められている。
【００２２】
　先ず、プラグ５の構成について図８～図１０を参照して説明する。プラグ５は負荷機器
からの電線９に接続されている。プラグ５は略円柱状のプラグ本体５１を備え、プラグ本
体５１の先端側には後側よりも細径となる円筒状の嵌合部５２が形成されている。嵌合部
５２の内周面には基準位置を示すリブ５３がプラグ本体５１の軸方向に沿って突設されて
いる。そして、プラグ本体５１の中心位置を通り、当該中心位置とリブ５３とを結ぶ線分
に対して直交する直線上には、中心位置に対して対称な位置に、プラグ本体５１の軸方向
に沿って延びる丸棒状の２本の導電ピン５４ａ，５４ｂが配置されている。尚、図１０（
ａ）に示すようにリブ５３を上側に見た時に右側に位置する導電ピン５４ａが正極側、左
側に位置する導電ピン５４ｂが負極側の導電ピンとなっている。また嵌合部５２の内周面
には、電源の種類（直流又は交流の別、及び定格電圧）に応じた位置に、プラグ本体５１
の軸方向に沿って延びる誤接続防止用の識別リブ５５が突設されている。図１０（ａ）は
直流用のプラグ５に設けられた識別リブ５５の位置を示し、電源電圧がＤＣ６Ｖ，１２Ｖ
，２４Ｖ，４８Ｖの場合、それぞれ、リブ５３の位置を基準（０°）として左回りに１２
０°，１５０°，２１０°，２４０°の位置に識別リブ５５が１箇所ずつ形成されている
。なお、図１０（ｂ）は交流用のプラグ５に設けられた識別リブ５５の位置を示し、電源
電圧がＡＣ６Ｖ，１２Ｖ，２４Ｖ，４８Ｖの場合、それぞれ、リブ５３の位置を基準とし
て左回りに３０°，６０°，３００°，３３０°の位置に識別リブ５５が１箇所ずつ形成
されている。ここにおいて、本実施形態のＤＣコンセント２はＤＣ４８Ｖ用のコンセント
であり、ＤＣ４８Ｖ用のＤＣコンセント２に対応したプラグ５では、リブ５３に対して左
回りに２４０°の位置に識別リブ５５が形成されている。
【００２３】
　一方、ＤＣコンセント部２ａは、図６及び図７に示すように、プラグ５の先端部（嵌合
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部５２）が挿入される丸穴状のプラグ挿入用穴２１と、プラグ挿入用穴２１の内周面との
間に隙間を設けた状態で、プラグ挿入用穴２１の底面から前方に向かって突出して嵌合部
５２内に挿入される円柱状の突出部２２と、当該突出部２２の前面に開口して、プラグ５
の先端部に設けた導電ピン５４ａ，５４ｂが差込接続される一対の端子挿入用孔２３ａ，
２３ｂと、端子挿入用孔２３ａ，２３ｂを通して器体１０内に挿入される導電ピン５４ａ
，５４ｂにそれぞれ電気的に接続される刃受部材２５，２５とを備え、刃受部材２５，２
５は器体１０内に収納される２組の端子部にそれぞれ電気的に接続されている。突出部２
２の周面には基準位置を示す切欠溝２２ａが形成され、突出部２２の中心位置を通り、当
該中心位置と切欠溝２２ａとを結ぶ線分に対して直交する直線上には、中心位置に対して
対称な位置に端子挿入用孔２３ａ，２３ｂが開口している。尚、図７（ａ）に示すように
切欠溝２２ａを上側に見た時に左側に位置する端子挿入用孔２３ａが正極側、右側に位置
する端子挿入用孔２３ｂが負極側の端子に対応している。また突出部２２の外周面には、
電源の種類（直流又は交流の別、及び定格電圧）に応じた位置に、対応するプラグ５の識
別リブ５５が嵌合する誤接続防止用の切欠溝２２ｂ（誤接続防止溝）が形成されている。
【００２４】
　ここで、図７（ａ）はＤＣコンセント部２ａに供給される電源が直流電源の場合の切欠
溝２２ｂの位置を示し、電源電圧が６Ｖ，１２Ｖ，２４Ｖ，４８Ｖの場合、それぞれ、切
欠溝２２ａの位置を基準（０°）として右回りに１２０°，１５０°，２１０°，２４０
°の位置に切欠溝２２ｂが１箇所ずつ形成されている。また、図７（ｂ）はＤＣコンセン
ト部２ａに供給される電源が交流電源の場合の切欠溝２２ｂの位置を示し、電源電圧が６
Ｖ，１２Ｖ，２４Ｖ，４８Ｖの場合、それぞれ、切欠溝２２ａの位置を基準（０°）とし
て右回りに３０°，６０°，３００°，３３０°の位置に切欠溝２２ｂが１箇所ずつ形成
されている。ここにおいて、本実施形態のＤＣコンセント２はＤＣ４８Ｖ用のコンセント
であり、切欠溝２２ａの位置を基準として右回りに２４０°の位置に切欠溝２２ｂが形成
されている。このように、ＤＣコンセント部２ａには、突出部２２の外周面において給電
電圧に応じた位置に、プラグ５の先端部に設けた識別リブ５５が係入する切欠溝２２ｂが
形成されているので、識別リブ５５及び切欠溝２２ｂの位置によって、供給電圧の異なる
プラグ５が差込接続されるのを防止することができ、負荷機器に対して適切な供給電圧の
直流電源を供給することができる。
【００２５】
　そして、ＤＣコンセント部２ａに適合したプラグ５の嵌合部５２がプラグ挿入用穴２１
に挿入されると、嵌合部５２の筒内に突出部２２が挿入されて、嵌合部５２の内周面に設
けたリブ５３，５５がそれぞれ突出部２２の切欠溝２２ａ，２２ｂに係入するとともに、
プラグ５の導電ピン５４ａ，５４ｂが突出部２２の端子挿入用孔２３ａ，２３ｂを通して
突出部２２内に挿入され、導電ピン５４ａ，５４ｂが対応する刃受部材２５，２５に電気
的に接続される。このとき、刃受部材２５，２５が導電ピン５４ａ，５４ｂと弾接する弾
接力によって、プラグ５がＤＣコンセント２に接続された状態で保持される。なお、ＤＣ
コンセント部２ａでは、突出部２２の前面が器体１０（カバー１２）の前面よりも後退し
た位置にあるので、ＤＣコンセント部２ａに接続されたプラグ５の器体１０前面からの突
出量を小さくできる。
【００２６】
　ここで、ＤＣコンセント２の器体１０は、日本工業規格（ＪＩＳ　Ｃ　８３０３参照）
に準拠した大きさであって、大角形連用配線器具の取付枠８０（ＪＩＳ　Ｃ　８３７５参
照）に３個まで並べて取着可能なモジュール寸法の１個分の大きさ（この大きさを１個モ
ジュール寸法という。）に形成されている。図５（ｂ）はＤＣコンセント２を取付枠８０
に取り付ける前の状態を示しており、この取付枠８０は、長手方向に対向する取付片８１
にボックスねじ用の長孔８２と、はさみ金具が取着される取着孔（図示せず）と、プレー
トねじ用のねじ孔８３とが少なくとも設けてある。また、取付枠８０の長手方向に沿う側
片８５，８６のうち、一方の側片８５には２個で１組となった係止孔（図示せず）が３組
ずつ並設され、他方の側片８６には横長の板片８７が垂設されている。この板片８７には
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開口部８９が長手方向に３個並設され、各開口部８９の下縁には突出片８８が上方へ突設
してある。
【００２７】
　このＤＣコンセント２を造営面に埋込配設する際には、先ずＤＣコンセント２の一方の
組立枠１３に設けた係止爪１３ａを側片８５の係止孔に挿入したのち、他方の組立枠１３
の係止爪１３ａを突出片８８の両側の肩部８８ａに載せるようにして開口部８９に挿入す
れば、図３（ａ）に示すように突台１４の前面を開口８４から露出させた状態で器体１０
を取付枠８０に取り付けることができる。次に造営面に開口する埋込用孔を通して電線を
室内側に引き出した後、この電線の被覆が剥かれた芯線を電線挿入孔１１ａに挿入して、
直流電源からの電線をＤＣコンセント２に接続する。そして、器体１０の後部を埋込用孔
に埋設するようにして取付枠８０を造営面に固定することによって、ＤＣコンセント２の
器体１０が取付枠８０を介して造営面に固定される。
【００２８】
　またＡＣコンセント３は、ＤＣコンセント２と同様、１個モジュール寸法に形成された
器体を備え、この器体の前面には日本工業規格（ＪＩＳ　Ｃ　８３０３参照）で極配置が
規定されたＡＣコンセント部３ａが設けられている。このＡＣコンセント３は、上述した
ＤＣコンセント２と同様の手順で取付枠８０に取り付けられる。
【００２９】
　次に、コンセント装置１に接続される負荷機器６Ａ，６Ｂについて説明する。
【００３０】
　負荷機器６Ｂは、直流電源により動作可能な画面サイズの小さい液晶テレビからなり、
図２（ｂ）のブロック図に示すように、ＤＣコンセント部２ａに接続されるプラグ５と、
プラグ５を介して入力される直流電圧に重畳された信号（映像信号）を分離する信号分離
回路６１と、液晶ディスプレイからなるディスプレイ６４と、信号分離回路６１により映
像信号が分離された直流電源により駆動され、信号分離回路６１によって分離された映像
信号をもとにディスプレイ６４に映像を表示させる映像表示回路６２とを備えている。尚
、負荷機器６Ｂが備えるプラグ５は、上述で説明したＩＥＣ規格に準拠したプラグである
ので、その説明は省略する。
【００３１】
　一方、負荷機器６Ａは、負荷機器６Ｂよりも消費電力の大きい大画面の液晶テレビから
なり、交流電源を電源として動作する。この負荷機器６Ａは、図２（ａ）のブロック図に
示すように、ＤＣコンセント部２ａに接続されるＤＣプラグ４Ａ及びＡＣコンセント部３
ａに接続されるＡＣプラグ４Ｂを備えたＡＣ／ＤＣ複合プラグ（以下、複合プラグと略称
す。）４と、複合プラグ４のＤＣプラグ４Ａから入力される直流電圧に重畳された信号（
映像信号）を分離する信号分離回路６１と、液晶ディスプレイからなるディスプレイ６４
と、信号分離回路６１により分離された映像信号をもとにディスプレイ６４に映像を表示
させる映像表示回路６２と、複合プラグ４のＡＣプラグ４Ｂから入力される交流電源を直
流電源に変換して映像表示回路６２及びディスプレイ６４に供給するＡＣ／ＤＣコンバー
タ６３とを備えている。
【００３２】
　図３は負荷機器６Ａが備える複合プラグ４の斜視図であり、直方体状のプラグ本体４０
の一面（コンセント装置１との対向面）には、上述したプラグ５と同様の形状を有するＩ
ＥＣ規格に準拠したＤＣプラグ４Ａと、一対の平行栓刃からなるＡＣプラグ４Ｂとが、所
定の間隔Ｄ１（１個モジュール寸法の配線器具の高さ寸法（約２３ｍｍ））を開けて配設
されている。而して、複合プラグ４が備えるＡＣプラグ４Ｂ及びＤＣプラグ４Ａを、それ
ぞれコンセント装置１のＡＣコンセント部３ａ及びＤＣコンセント部２ａに接続すること
によって、コンセント装置１から複合プラグ４のＡＣプラグ４Ｂ及びＤＣプラグ４Ａを介
して負荷機器６Ａに交流電源及び直流電源を供給できるから、直流電源では給電能力が不
足する負荷機器６Ａには交流電源を供給することによって、負荷機器６Ａを動作させるこ
とができる。
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【００３３】
　ここで、負荷機器６Ａでは、通信回路たる信号分離回路６１が直流電源線Ｌ１を介して
情報信号の通信を行うとともに、負荷回路（映像表示回路６２及びディスプレイ６４など
）が交流電源線Ｌ２を介して供給される交流電源を動作電源として情報信号の処理（例え
ば映像の表示）を行っており、様々な負荷機器が接続される交流電源線Ｌ２に比べて直流
電源線Ｌ１にのるノイズは少ないから、通信品質の高品質化が図れるとともに通信速度の
高速化を図ることができる。また負荷回路の動作電源は交流電源から得ているので、直流
電源の負荷を少なくできるという利点もある。
【００３４】
　また負荷機器６Ａは交流電源により動作し、直流電源線Ｌ１は映像信号の受信用として
使用しているが、消費電力の異なる複数の負荷回路を備えている場合、直流電源の給電能
力に応じて設定される基準電力値よりも消費電力が高い負荷回路（高負荷回路）は、ＡＣ
プラグ４Ｂを介して入力される交流電源の供給を受けて動作し、基準電力値よりも消費電
力が低い負荷回路（低負荷回路）は、ＤＣプラグ４Ａを介して入力される直流電源の供給
を受けて動作することが好ましい。例えば負荷機器６がＶＴＲの録画再生機からなる場合
、図１１（ａ）に示すように負荷回路として時計部６０ａ、再生部６０ｂ、録画部６０ｃ
、記録部６０ｄ等を備えているが、低負荷回路である時計部６０ａは直流電源により動作
させ、高負荷回路である再生部６０ｂ、録画部６０ｃ及び記録部６０ｄは交流電源をＡＣ
／ＤＣコンバータ６３により直流に変換した電源により動作させれば良い。また負荷機器
６Ｂが電話とファクシミリの複合機からなる場合、図１１（ｂ）に示すように負荷回路と
して通話部６０ｅ、ファクシミリ部６０ｆ、記録部６０ｄ等を備えているが、低負荷回路
である通話部６０ｅは直流電源により動作させ、高負荷回路であるファクシミリ部６０ｆ
及び記録部６０ｇは交流電源をＡＣ／ＤＣコンバータ６３により直流に変換した電源によ
り動作させれば良い。このように低負荷回路は、ＤＣプラグ４Ａを介して入力される直流
電源を動作電源としているので、電力のロスを低減でき、また高負荷回路は、ＡＣプラグ
４Ｂを介して入力される交流電源を動作電源としているので、高負荷回路への給電能力が
不足することはなく、比較的消費電力の大きな負荷機器にも動作電源を供給することがで
きる。
【００３５】
　また図１２に示すように、負荷機器６の備える負荷回路６０の動作モードが、直流電源
の給電能力に応じて設定される基準電力値よりも消費電力が低い低消費モード、又は、基
準電力値よりも消費電力が高い高消費モードの何れかに切り替え可能な場合は、負荷回路
６０が低消費モードで動作する間は負荷回路６０の電源をＤＣプラグ４Ａを介して入力さ
れる直流電源に切り替えるとともに、負荷回路６０が高消費モードで動作する間は負荷回
路６０の電源をＡＣプラグ４Ｂを介して入力される交流電源に切り替える電源切替回路６
５を設けても良い。ここで、電源切替回路６５は、低消費モードでは負荷回路６０の電源
を直流電源に切り替えるとともに、高消費モードでは負荷回路６０の電源を交流電源に切
り替えているので、消費電力が低い場合には直流電源を動作電源とすることで電力のロス
を低減でき、また消費電力が高い場合には交流電源を動作電源とすることで、負荷回路６
０への給電電力が不足することがない。
【００３６】
　また上記の実施形態では複合プラグを備えた負荷機器について説明したが、複合プラグ
を備えたテーブルタップについて図１３及び図１４を参照して説明する。図１３はテーブ
ルタップ３０の外観斜視図であり、厚み寸法が縦横の寸法に比べて小さい直方体状のタッ
プ本体３３と、タップ本体３３から導出した電線９の端末に取り付けられた複合プラグ４
とを備え，タップ本体３３の上面には３組のＤＣコンセント部３１及びＡＣコンセント部
３２が長手方向に並べて配設されると共に、各組のコンセント部３１，３２はＤＣコンセ
ント部３１を下側、ＡＣコンセント部３２を上側にして所定の間隔Ｄ１（１個モジュール
寸法の配線器具の高さ寸法（約２３ｍｍ））を開けて配設されている。尚、ＤＣコンセン
ト部３１及びＡＣコンセント部３２は、上述したコンセント装置１のＤＣコンセント部２
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ａ及びＡＣコンセント部３ａと同様の構成を有しているので、その説明は省略する。
【００３７】
　ここで、テーブルタップ３０の備えるＡＣ／ＤＣ複合プラグ４をコンセント装置１に接
続することによって、タップ本体３３に設けられたＡＣコンセント部３２及びＤＣコンセ
ント部３１からそれぞれ交流電源及び直流電源を供給することができる。しかも、タップ
本体３３のＡＣコンセント部３２及びＤＣコンセント部３１は、複合プラグ４のＡＣプラ
グ４Ｂ及びＤＣプラグ４Ａに対応した間隔で設けられているので、複合プラグ４をタップ
本体３３のＡＣコンセント部３２及びＤＣコンセント部３１に接続することで、複合プラ
グ４を備えた負荷機器に交流電源及び直流電源を供給することができる。
【００３８】
　またテーブルタップ３０に、複合プラグ４のＡＣプラグ４Ｂから入力される交流電源を
直流電源に変換するＡＣ／ＤＣコンバータ３３と、ＤＣコンセント部３１に接続される負
荷機器６に対してＤＣコンセント部３１から入力される直流電源を供給するか、或いは，
ＡＣ／ＤＣコンバータ３４から出力される直流電源を供給するかを切り替える電源切替回
路３４とを内蔵させても良い。この場合、常時はＡＣ／ＤＣコンバータ３４の出力を負荷
機器６に供給することで、直流電源の負担を軽減するとともに、停電時にはバックアップ
されたＤＣ電源を負荷機器６に供給することで、負荷機器６を継続して動作させることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本実施形態のＡＣ／ＤＣ複合プラグを備えた負荷機器が使用される配線システム
のシステム構成図である。
【図２】（ａ）（ｂ）は同上のＡＣ／ＤＣ複合プラグを備えた負荷機器の回路ブロック図
である。
【図３】同上のＡＣ／ＤＣ複合プラグを示す一部省略せる斜視図である。
【図４】同上に用いるＤＣコンセントを示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は左側面図、（ｃ
）は下面図、（ｄ）は背面図である。
【図５】（ａ）は同上のＤＣコンセントを取付枠に取り付けた状態の斜視図、（ｂ）は同
上のＤＣコンセントを取付枠に取り付ける前の状態の斜視図である。
【図６】同上のコンセント部を示し、（ａ）はコンセント部の拡大図、（ｂ）はＣ－Ｃ断
面図、（ｃ）はＤ－Ｄ断面図である。
【図７】同上のコンセント部に設けられた切欠溝の位置を示し、（ａ）は直流電源の場合
の説明図、（ｂ）は交流電源の場合の説明図である。
【図８】同上に接続されるプラグを示し、（ａ）は外観斜視図、（ｂ）は正面図である。
【図９】同上に接続されるプラグを示し、（ａ）は正面図、（ｂ）はＥ－Ｅ断面図、（ｃ
）はＦ－Ｆ断面図である。
【図１０】同上に接続されるプラグに設けた識別リブの位置を示し、（ａ）は直流電源の
場合の説明図、（ｂ）は交流電源の場合の説明図である。
【図１１】（ａ）（ｂ）は同上の負荷機器の回路ブロック図である。
【図１２】同上の負荷機器の回路ブロック図である。
【図１３】同上に用いられるテーブルタップの外観斜視図である。
【図１４】同上のテーブルタップの回路ブロック図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　コンセント装置
　２ａ　ＤＣコンセント部
　３ａ　ＡＣコンセント部
　４　ＡＣ／ＤＣ複合プラグ
　４Ａ　ＤＣプラグ
　４Ｂ　ＡＣプラグ
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　４０　プラグ本体

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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