JP 2012‑248307 A 2012.12.13

(57)【要約】
【課題】
外部電源の供給停止時にバッテリにより点灯する光源
を遠隔からリモコン等により点灯制御することができる
照明装置を提供することである。
【解決手段】
実施形態の照明装置は、外部電源から供給される電力
により点灯する光源と；外部電源から供給される電力に
より充電されるバッテリと；外部からの信号を受信する
受信部と；外部電源の電力供給停止状態において、受光
部が受信する信号により点灯制御されるとともにバッテ
リから供給される電力により点灯する補助光源と；を持
つ。
【選択図】図１

10

(2)

JP 2012‑248307 A 2012.12.13

【特許請求の範囲】
【請求項１】
外部電源から供給される電力により点灯する光源と；
外部電源から供給される電力により充電されるバッテリと；
外部からの信号を受信する受信部と；
外部電源の電力供給停止状態において、受光部が受信する信号により点灯制御されると
ともにバッテリから供給される電力により点灯する補助光源と；
を具備することを特徴とする照明装置。
【請求項２】
光源を点灯制御する光源点灯回路と；
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補助光源を点灯制御する補助光源点灯回路と；
補助光源点灯回路に接続されるとともにバッテリからの電力供給時のみリモコンからの
信号を受信する第１受信部と；
光源点灯回路に接続されるとともに外部電源からの電力供給時のみリモコンからの信号
を受信する第２受信部と；
を具備することを特徴とする請求項１記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の実施形態は、照明装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
従来の照明装置、例えば住宅の天井等に取り付けられるシーリングライトには、非常時
、例えば地震や停電の際に、光源を点灯させるものが知られている。このような照明装置
において、外部電源と照明装置との間に電源スイッチ、例えば照明装置を点灯制御するた
めの壁スイッチ等が設けられている場合には、停電が実際に起きていなくとも電源スイッ
チの操作等により不所望に照明装置の光源が点灯する虞があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００７−２５０４９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明が解決しようとする課題は、外部電源の供給停止時にバッテリにより点灯する光
源を遠隔からリモコン等により点灯制御することができる照明装置を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
実施形態の照明装置は、外部電源から供給される電力により点灯する光源と；外部電源
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から供給される電力により充電されるバッテリと；外部からの信号を受信する受信部と；
外部電源の電力供給停止状態において、受光部が受信する信号により点灯制御されるとと
もにバッテリから供給される電力により点灯する補助光源と；を持つ。
【発明の効果】
【０００６】
本発明によれば、外部電源の供給停止時にバッテリにより点灯する光源を遠隔からリモ
コン等により点灯制御することが期待できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施例１の照明装置１００を示す斜視図。
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【図２】同じく照明装置１００を分解して示す斜視図。
【図３】同じく照明装置１００の補助部品ユニット８においてケースカバーを取外した状
態で前面側から見て示す平面図。
【図４】同じく照明装置１００の天井面への取付状態を示す断面図。
【図５】同じく照明装置１００の回路構成を示す構成図。
【図６】実施例２の照明装置１０１の回路構成を示す構成図
【図７】実施例３の充電制御装置１３０の回路構成を示す構成図
【図８】同じく照明装置１０２の回路構成を示す構成図
【発明を実施するための形態】
【０００８】
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（第１の実施形態）第１の実施形態の照明装置は、外部電源から供給される電力により
点灯する光源と；外部電源から供給される電力により充電されるバッテリと；外部からの
信号を受信する受信部と；外部電源の電力供給停止状態において、受光部が受信する信号
により点灯制御されるとともにバッテリから供給される電力により点灯する補助光源と；
を持つ。
【０００９】
（第２の実施形態）第２の実施形態の照明装置は、第１の実施形態の照明装置において
、光源を点灯制御する光源点灯回路と；補助光源を点灯制御する補助光源点灯回路と；補
助光源点灯回路に接続されるとともにバッテリからの電力供給時のみリモコンからの信号
を受信する第１受信部と；光源点灯回路に接続されるとともに外部電源からの電力供給時

20

のみリモコンからの信号を受信する第２受信部と；を持つ。
【００１０】
以下、実施形態の照明装置を図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００１１】
本発明の実施例１の照明装置１００について図面を参照して説明する。図１は実施例１
の照明装置１００の全体構成を示す斜視図、図２は同じく照明装置１００を分解して示す
斜視図、図３は同じく照明装置１００の補助部品ユニット８においてケースカバーを取外
した状態で前面側から見て示す平面図、図４は同じく照明装置１００の天井面への取付状
態を示す断面図である。なお、図１ないし図４において、リード線等による配線接続関係
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は省略して示している場合がある。また、同一部分には同一符号を付し、重複した説明は
省略する。
【００１２】
実施例１の照明装置１００は、図４に示すように、器具取付面Ｃとしての天井面に設置
された配線器具Ｃｂ、例えば引掛けシーリングボディに取付けられて使用される形式であ
り、導光板７を用いて例えば、室内の照明を行うものである。
【００１３】
図１、図２または図４において、照明装置１００は、器具本体１と、器具取付面として
の天井面Ｃに設置された配線器具Ｃｂに電気的かつ機械的に接続されるアダプタＡとを備
えている。また、図３において、照明装置１００は、リモコン送信器Ｒの信号を受信する
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第１受信部８１と第２受信部８４とを備えている。器具本体１は、図１に示すように略正
方形状の外観に形成され、前面側を光の照射面とし、背面側を天井面Ｃへの取付面として
いる。
【００１４】
図２に代表して示すように、器具本体１は、電源ユニット２と、サポートシャーシ３と
、センターシャーシ４と、アダプタガイド５と、光源部６と、導光板７と、補助部品ユニ
ット８と、本体枠９と、カバー部材１０とを備えている。これら構成要素について順次説
明する。
【００１５】
電源ユニット２は、熱伝導性を有するアルミニウム等の金属製のケース部材２１に覆わ
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れるようになっており、このケース部材２１に取付けられて収容された回路基板２２と、
この回路基板２２に実装された回路部品２３とを備えている。ケース部材２１は、略直方
体形状の薄型の箱状に形成されていて、一長辺側と一短辺側には、当該辺に沿って外方に
延出する鍔状の図示しない接続部が形成されている。また、一長辺側と対向する長辺側に
は、図示しない取付舌片が延出して形成されている。
【００１６】
回路基板２２は、ガラスエポキシ樹脂等の絶縁材料からなり、略長方形の板状に形成さ
れて、表面側には、制御用ＩＣ、コンデンサ、巻線部品、抵抗素子等の回路部品２３が実
装されている。また、電源側に接続される図示しない電源コネクタ、光源部６を接続する
ための図示しない負荷接続用コネクタや補助部品ユニット８を接続するための図示しない
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ハーネスが設けられている。さらに、回路基板２２の裏面側には、スイッチング素子や表
面実装部品等の比較的高さ寸法の小さい部品が実装されている。
【００１７】
このような回路基板２２は、図４に代表して示すように、図示上、表面側を下側にして
図示しない樹脂製固定具によってケース部材２１に取付けられている。図示しない樹脂製
固定具は、先端がケース部材２１の背面側から前面側へ突出するように配置されていて、
これが回路基板２２に形成された取付穴に圧入されるようになっている。図４に示すよう
に、ケース部材２１は、回路基板２２より大きく形成されていて、回路基板２２の取付け
状態では、回路基板２２は、鍔状の図示しない接続部側と離反して配置されるようになっ
ている。
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【００１８】
以上のような電源ユニット２は、図示しない電源コネクタにアダプタＡ側が電気的に接
続されて、アダプタＡを介して外部電源としての商用交流電源に接続される。したがって
、電源ユニット２は、この交流電源を受けて直流出力を生成し、図示しない負荷接続用コ
ネクタからリード線を介してその直流出力を発光素子６１に供給し、発光素子６１を点灯
制御するようになっている。この点灯装置２は、サポートシャーシ３の背面側に位置して
取付けられている。
【００１９】
サポートシャーシ３は、放熱部材を兼用しているもので、放熱部材として機能する。サ
ポートシャーシ３は、熱伝導性を有するアルミニウム等の金属材料から略正方形状に形成
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されており、背面側に正方形状の浅皿状の凹部３１を有し、この凹部３１の各辺には外側
に段状に屈曲して延出する取付片３２が形成されている。また、凹部３１の前面側は、導
光板７を支持する支持面として構成されており、さらに、略中央部には、四角形状の開口
３３が形成されている。
【００２０】
センターシャーシ４は、前記サポートシャーシ３と一体的に連結されてシャーシ本体を
構成するものである。センターシャーシ４は、冷間圧延鋼板等の金属材料から略直方体の
箱状に形成されており、一端側（図示上、下側）を開放し、この開放した各辺には外側に
向かって水平方向に延出する鍔状の当接部４１が形成されている。また、他端側（図示上
、上側）には、円形状の開口４２が形成されている。したがって、センターシャーシ４は
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、全体としては高さの低い略筒状をなしている。当接部４１は、導光板７の背面側にサポ
ートシャーシ３を介して当接される部分であり、開口４２は、アダプタＡが挿通される部
分である。そして、図２または図４に示すように、センターシャーシ４の当接部４１は、
サポートシャーシ３における開口３３の周辺部に上から重合されるように配置され、こら
れが固定手段によって固着されている。なお、センターシャーシ４の当接部４１は、導光
板７を補強する機能を有している。このようにシャーシ本体は、センターシャーシ４の開
口４２から背面側に凹部３１を形成して外周方向に延出し一体化されている。
【００２１】
アダプタガイド５は、図２の参照を加えて示すように、センターシャーシ４と同様に、
全体としては高さの低い直方体形状に形成されていて、中央部にアダプタＡが挿通し、係
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合する係合口５１が設けられており、下端側に外方へ向かう鍔部５２が形成されている。
このアダプタガイド５は、その外周面がセンターシャーシ４の内周面に接するように配設
され取付けられている。また、アダプタガイド５は、カバー部材１０が着脱可能に取付け
られる着脱機構を備えている。
【００２２】
光源部６は、図２および図４に示すように、発光素子６１が実装された基板６２と、こ
の基板６２が取付けられる取付部材としての取付板６３とから構成されている。
【００２３】
基板６２は、横長の長方形状で絶縁材であるガラスエポキシ樹脂の平板からなり、表面
側には銅箔で形成された配線パターンが施されている。また、適宜レジスト層が施される
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ようになっている。なお、基板６２の材料は、絶縁材とする場合には、セラミックス材料
又は合成樹脂材料を適用できる。さらに、金属製とする場合は、アルミニウム等の熱伝導
性が良好で放熱性に優れたべース板の一面に絶縁層が積層された金属製のべース基板を適
用してもよい。
【００２４】
発光素子６１は、ＬＥＤであり、表面実装型のＬＥＤパッケージである。このＬＥＤパ
ッケージが基板６２の長手方向に沿って多数直線状に並べられて実装され配設されている
。ＬＥＤパッケージは、概略的にはセラミックスで形成された本体に配設されたＬＥＤチ
ップと、このＬＥＤチップを封止するエポキシ系樹脂やシリコーン樹脂等のモールド用の
透光性樹脂とから構成されている。
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【００２５】
ＬＥＤチップは、青色光を発光する青色のＬＥＤチップである。透光性樹脂には、蛍光
体が混入されており、白色光を出射できるようにするために、青色の光とは補色の関係に
ある黄色系の光を放射する黄色蛍光体が使用されている。
【００２６】
なお、ＬＥＤは、ＬＥＤチップを直接基板６２に実装するようにしてもよく、また、砲
弾型のＬＥＤを実装するようにしてもよく、実装方式や形式は、格別限定されるものでは
ない。さらに、発光素子６１は異なる色温度であってもよく、異なる色温度の発光素子６
１が光源部６を構成してもよい。
【００２７】
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取付板６３は、アルミニウムや亜鉛めっき鋼板等の熱伝導が良好な材料から作られてお
り、横長で側面が略Ｃ型形状に形成されている。この取付板６３の内側壁には、基板６２
が、ねじ止め等によって、その裏面側が密着するように取付けられている。したがって、
光源部６は、取付板６３に基板６２が取付けられてユニット化されている。
【００２８】
実施例１では、主として図２に示すように、このユニット化された光源部６が２個用
【００２９】
いられており、導光板７の対向する二つの辺に対応して配設されるようになっている。な
お、このユニット化された光源部６は、導光板７の各辺に対応するように配設してもよく
、適宜設計に応じて選択することができる。
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【００３０】
導光板７は、アクリル樹脂等の透過率の高い材料を用いて四角形状の平板状に形成され
、背面側の全面には光を拡散する多数の白色の反射ドットからなるドットパターンが印刷
によって形成されているとともに反射シートが設けられている。また、前面側の全面には
、拡散シートが設けられている。さらに、導光板７の略中央部には、アダプタガイド５の
外形と対応し、また、アダプタＡと対応するように四角形状の開口７１が形成されている
。また、この導光板７の外周部である四角形状の各辺、すなわち、側端面は、発光素子６
１から出射される光が入射して導光板７内を進行する光入射端面７２として機能するよう
になっている。
【００３１】
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図３に示すように、補助部品ユニット８は、横長箱状のケース内にユニット基板８１、
この基板８１に実装された複数の電気的補助部品および基板８１と電気的補助部品とを収
納する筐体を備えて構成されている。実施例１における電気的補助部品は、後述するバッ
テリ１３ａにより給電されてリモコン送信器Ｒから送出される信号を受信する第１受信部
８１と、商用交流電源により給電されてリモコン送信器Ｒから送出される信号を受信する
第２受信部８４と、後述するバッテリ１３ａにより給電されて点灯する補助光源としての
保安灯８６と、外部電源としての商用交流電源により給電されて点灯する第２補助光源と
しての常夜灯８５と、リモコン送信器Ｒの信号が送出可能な範囲内に複数の照明装置１０
０が設置された場合にリモコン送信器Ｒから送出された信号を識別可能に切り替えるため
のスイッチ８７と、商用交流電源から供給される電力を充電する後述のバッテリ１３ａの
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充電制御状態を報知する報知部としての充電モニタ８８とを有している。なお、常夜灯８
５は、保安灯８６と共用して設けられ、補助光源としてもよい。
【００３２】
第１受信部８１および第２受信部８４は、赤外線受光ＩＣであり、光電変換素子である
フォトダイオードや増幅器等から構成されており、リモコン送信器Ｒから送信される赤外
線制御信号を受信して発光素子６１の発光状態等を制御するように動作する。
【００３３】
常夜灯８５は、その光源として前面側にレンズが設けられたＬＥＤのパッケージが用い
られるとともに、点灯時における常夜灯８５の直下の水平面照度が０．５〜１ｌｘ程度と
なるようにしている。なお、常夜灯８５には、表面実装形のＬＥＤが用いられてもよい。

20

【００３４】
保安灯８６には、その光源として表面実装形のＬＥＤが用いられていて、このＬＥＤが
４個実装されているとともに、点灯時における保安灯８６の直下の水平面照度が５ｌｘ程
度となるようにしている。
【００３５】
スイッチ８７は、リモコン送信器Ｒの信号が送出可能な範囲内に複数の照明装置１００
が設置された場合に、リモコン送信器Ｒの操作により、複数の照明装置１００が同時に操
作されることを防止するために、リモコン送信器Ｒから送出された信号を識別可能にする
ためのスイッチである。
【００３６】
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充電モニタ８８は、例えば、緑色発光のＬＥＤが用いられており、後述のバッテリ１３
ａの充電制御状態を表示するようになっている。
【００３７】
なお、常夜灯８５、保安灯８６や充電モニタ８８としては、小形のランプを用いるよう
にしてもよいし、有機ＥＬを用いても良い。
【００３８】
筐体内には、図示しないユニット基板が取付けられており、この筐体の表面側には図示
しない透光性のケースカバーが取付けられている。筐体には、第１受信部８１、第２受信
部８４、常夜灯８５、保安灯８６および充電モニタ８８にそれぞれ対向する位置に、開口
部８１ａ、開口部８４ａ、開口部８５ａ、開口部８６ａおよび充電モニタ８８が設けられ
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ている。
【００３９】
この補助部品ユニット８は、照明装置１００、すなわち、器具本体１の外周縁部、具体
的には、本体枠９の外周縁部に配設される。したがって、導光板７の発光領域の外側に配
設されるようになっている。このように構成された補助部品ユニット８は、複数の電気的
補助部品が集中化して設けられていて、本体枠９に取付けられるようになっている。
【００４０】
図２および図４に示すように、本体枠９は、ＡＢＳ樹脂やポリカーボネート等の合成樹
脂から作られていて、略正方形状であって前記導光板７の寸法より大きな枠状に形成され
ており、側壁９１と、この側壁９１の下端部から内側に向かって斜め下方に延出し、さら
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に内側に向かって斜めに立ち上がる傾斜状部を有する底壁９２とを備えている。また、底
壁９２には、複数のボス９３が立設されており、このボス９３には、サポートシャーシ３
の取付片３２がねじ止めされるようになっている。
【００４１】
カバー部材１０は、図２及び図４の参照を加えて示すように、アクリル樹脂やポリカー
ボネート等の透光性を有する合成樹脂材料から略正方形状で前面側が凸となるように形成
されている。また、前面側の表面には、拡散性の機能を果たす多数の凹凸が形成されてい
る。このカバー部材１０は、前記アダプタガイド５に取付けられていて、前記係合口５１
に対向して係合口５１を開閉可能に覆うようになっており、さらに、取外し可能になって
いる。
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【００４２】
続いて、アダプタＡは、図２および図４に示すように、天井面Ｃに設置された配線器具
Ｃｂに、上面側に設けられた引掛刃によって電気的かつ機械的に接続されるもので略円筒
状をなし、周壁の両側には一対の係止部Ａ1が、内蔵されたスプリングによって常時外周
側へ突出するように設けられている。この係止部Ａ1は下面側に設けられたレバーを操作
することにより没入するようになっている。また、このアダプタＡからは、前記電源ユニ
ット２へ接続する図示しない電源コードが導出されていて、電源ユニット２とコネクタを
介して接続されるようになっている。
【００４３】
リモコン送信器Ｒは、例えば、周波数３８ｋＨｚのパルス状の特定のコード化された赤
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外線リモコン制御信号を送信するもので、例えば、全光点灯ボタン、調光点灯ボタン、常
夜灯ボタンや消灯ボタン等が設けられている。このリモコン送信器Ｒを補助部品ユニット
８、すなわち、第１受信部または第２受信部に向けて操作することによって光源部６にお
ける発光素子６１の発光状態、つまり、全光点灯、調光点灯、消灯等の制御、並びに補助
部品ユニット８の常夜灯８５および保安灯８６の全光点灯、調光点灯、消灯等を行う。ま
た、光源部６が複数の色温度の発光素子６１を有する場合には、リモコン送信器Ｒにより
調色制御が可能となるようにしてもよい。
【００４４】
次に、上記のように構成された照明装置１００の天井面Ｃへの取付状態について、図４
を参照して説明する。なお、図においてアダプタＡから導出される電源コードの図示は省
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略している。
【００４５】
図４に示すように、天井面Ｃに配線器具Ｃｂが設置されている。また、この配線器具Ｃ
ｂには、アダプタＡが電気的かつ機械的に接続されている。この状態からカバー部材１０
を開き又は取外して係合口５１を開放状態として図示矢印で示すように、器具本体１にお
けるアダプタガイド５の係合口５１をアダプタＡに合わせながら、アダプタＡの係止部Ａ
1がアダプタガイド５の係合口５１に確実に係合するまで器具本体１を下方から手で押し
上げて取付け操作を行い、カバー部材１０で係合口５１を覆い閉塞状態とする。
【００４６】
これにより、器具本体１の取付状態では、アダプタＡがセンターシャーシ４の開口４２
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を挿通し、アダプタＡの係止部Ａ1がアダプタガイド５の係合口５１に係止されて取付状
態が保持される。
【００４７】
また、器具本体１を取外す場合には、カバー部材１０を開き又は取外し、アダプタＡに
設けられているレバーを操作してアダプタＡの係止部Ａ1の係合を解くことにより取外す
ことができる。
【００４８】
照明装置１００の取付状態において、電源ユニット２に電力が供給されると、基板６２
を介して発光素子６１に通電され、各発光素子６１が点灯する。発光素子６１から出射さ
れた光は、導光板７の光入射端面７２へ入射し、この入射した光は、導光板７内で全反射

50

(8)

JP 2012‑248307 A 2012.12.13

して導光板７全体に広がるとともに、背面側に形成された反射ドットからなるドットパタ
ーンによって拡散反射され、さらに前面側の拡散シートによって拡散されて均質化された
光が前面側から放射される。また、導光板７から漏れた一部の光は、反射シートによって
反射され前面側に放射されて再利用されるようになる。
【００４９】
また、カバー部材１０は、透光性を有しているので、導光板７から漏れた光を透過させ
ることができ、暗さ感を抑制できる。
【００５０】
さらに、各発光素子６１から発生する熱は、基板６２裏面側から取付板６３に伝導され
、サポートシャーシ３に伝導され、サポートシャーシ３の広い面積で効果的に放熱される
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。
【００５１】
次に、照明装置１００の回路構成および動作について説明する。
【００５２】
本発明の実施例１の照明装置１００の回路構成について図面を参照して説明する。図５
は実施例１の照明装置１００の回路構成を示す構成図である。また、同一部分には同一符
号を付し、重複した説明は省略する。
【００５３】
図４に示すように、照明装置１００は、外部電源としての商用交流電源に器具取付面Ｃ
に取り付けられた配線器具Ｃｂを介して接続される。照明装置１００のアダプタＡが配線
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器具Ｃｂに接続され、照明装置１００は外部電源による電力供給を受ける。
【００５４】
アダプタＡには、電源ユニット２が接続されており、電源ユニット２には光源部６と補
助部品ユニット８が接続されている。そして、光源部６は光源点灯制御回路１１を介して
直列に接続される。また、アダプタＡには、充電制御回路１３が電源供給検出回路１２を
介して直列に接続される。光源点灯制御回路１１および電供給検出回路１２は、アダプタ
Ａに対して、それぞれ並列に接続されている。光源点灯制御回路１１は、調光制御回路１
１ａを有している。
【００５５】
充電制御回路１３には、補助光源としての保安灯８６が補助光源点灯制御回路８６ｂを
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介して直列に接続されている。また、充電制御回路１３には、バッテリ１３ａおよび充電
モニタ８８がそれぞれ直列に接続されている。バッテリ１３ａ、補助光源点灯制御回路８
６ｂおよび充電モニタ８８は、充電制御回路１３に対して、それぞれ並列に接続されてい
る。
【００５６】
充電制御回路１３と補助光源点灯制御回路８６ｂとの間には、第１受信部制御回路８１
ｂが並列に設けられる。第１受信部８１は、第１受信部制御回路８１ｂに直列に接続され
る。
【００５７】
アダプタＡと光源点灯制御回路１１との間には、第２受信部制御回路８４ｂおよび第２
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補助光源としての常夜灯８５を点灯制御する常夜灯点灯制御回路８５ｂがそれぞれ並列に
接続される。第２受信部制御回路８４ｂおよび常夜灯点灯制御回路８５ｂには、それぞれ
第２受信部８４および常夜灯８５が直列に接続される。
【００５８】
また、補助部品ユニット８において、第１受信部８１、第２受信部８４、常夜灯８５、
保安灯８６および充電モニタ８８は同一の基板に実装されている。第２受信部８４および
常夜灯８５は、図示しない第１コネクタにより、電源ユニット２と電気的に接続されてい
る。また、第１受信部８１、保安灯８６および充電モニタ８８は、図示しない第２コネク
タにより電源ユニット２に電気的に接続されている。
【００５９】
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補助部品ユニット８において、常夜灯８５のＬＥＤの色温度は２５００〜３０００Ｋ程
度とし、保安灯８６のＬＥＤの色温度は６５００〜７０００Ｋ程度としている。すなわち
、常夜灯８５のＬＥＤの色温度より保安灯８６のＬＥＤの色温度が大きくなるようにして
いる。
【００６０】
光源部６を点灯制御するための光源点灯回路１１、第２受信部制御回路８４ｂおよび常
夜灯点灯制御回路８５ｂ、並びに、保安灯８６を点灯制御するための電源供給検出回路１
２、充電制御回路１３、バッテリ１３ａ、第１受信部制御回路８１ｂおよび補助光源点灯
制御回路８６ｂは同一の基板上に設けられていてもよいし、別個の基板に設けられていて
も構わない。また、電源ユニット２の光源部６を点灯制御するための光源点灯回路１１、
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第２受信部制御回路８４ｂおよび常夜灯点灯制御回路８５ｂ、並びに、保安灯８６を点灯
制御するための電源供給検出回路１２、充電制御回路１３、バッテリ１３ａ、第１受信部
制御回路８１ｂおよび補助光源点灯制御回路８６ｂは、図２に示すようなケース部材２１
とは異なり別個の筐体に設けられていてもよい。
【００６１】
照明装置１００の動作について図１ないし図５を参照して説明する。
【００６２】
外部電源が照明装置１００に供給されている状態、すなわち、外部電源が照明装置１０
０に電力を供給し、かつ、壁スイッチ等の電源スイッチＳＷが通電している状態（以下、
外部電源供給状態、という。）での照明装置１００の動作について説明する。
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【００６３】
外部電源供給状態において、照明装置１００の光源点灯制御回路１１、第２受信部制御
回路８４ｂおよび常夜灯点灯制御回路８５ｂに電力が供給される。第２受信部制御回路８
４ｂに電力が供給されると、第２受信部制御回路８４ｂは第２受信部８４に電力を供給す
る。第２受信部８４は第２受信部制御回路８４ｂからの電力供給により、リモコン送信器
Ｒからの信号を受信可能な状態となる。
【００６４】
外部電源供給状態において、リモコン送信器Ｒから、例えば、全光点灯信号が送出され
、第２受信部８４が全光点灯信号を受信すると、第２受信部は全光点灯信号に基づく信号
を第２受信部制御回路８４ｂに送出する。第２受信部制御回路８４ｂは、全光点灯信号に
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基づく信号を受信すると、光源点灯制御回路１１が光源部６を全光点灯、すなわち光源部
６が最大照度を出力する制御を行うように光源点灯制御回路１１に指示する。リモコン送
信器Ｒから光源消灯信号および調光制御信号が送出された場合には、同様の動作により、
光源点灯制御回路１１は光源部６をそれぞれ消灯および調光制御する。
【００６５】
外部電源供給状態においては、照明装置１００の常夜灯８５においても光源部６の点灯
制御と同様の点灯制御がリモコン送信器Ｒにより可能である。リモコン送信器Ｒから、例
えば、常夜灯点灯信号が送出され、第２受信部８４が常夜灯点灯信号を受信すると、第２
受信部は常夜灯点灯信号に基づく信号を第２受信部制御回路８４ｂに送出する。第２受信
部制御回路８４ｂは、常夜灯点灯信号に基づく信号を受信すると、常夜灯点灯制御回路８
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５ｂが常夜灯８５を点灯する制御を行うように常夜灯点灯制御回路８５ｂに指示する。リ
モコン送信器Ｒから常夜灯消灯信号および常夜灯調光信号が送出された場合には、同様の
動作により、常夜灯点灯制御回路８５ｂは常夜灯８５をそれぞれ消灯および調光制御する
。なお、常夜灯８５を調光制御する場合には、常夜灯点灯制御回路８５ｂに図示しない常
夜灯調光制御回路が設けられる。
【００６６】
一方で、外部電源供給状態において、電源供給検出回路１２は外部電源の供給状態を検
出し、充電制御回路１３に外部電源から供給される電力によりバッテリ１３ａを充電する
ように指示する（第１ステップ）。充電制御回路１３は、後述する充電制御回路１３の充
電制御状態に応じて、充電モニタ８８の点灯状態を制御する（第２ステップ）。なお、第
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１ステップと第２ステップとは制御の順序を問わないものである。
【００６７】
外部電源供給状態において、充電制御回路１３はバッテリ１３ａの充電制御を行うのみ
であり、補助光源点灯制御手段８６ｂおよび第１受信部制御回路８１ｂに外部電源および
バッテリ１３ａから電力を供給しない。よって、外部電源供給状態において、第１受信部
８１はリモコン送信器Ｒから送出される信号を受信可能な状態とはならないし、保安灯８
６も点灯制御可能な状態とはならない。
【００６８】
次に、外部電源が電力供給を停止している状態、または、外部電源が電力を供給してい
るが壁スイッチ等の電源スイッチＳＷが開放している状態（以下、電源供給停止状態、と
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いう。）での照明装置１００の動作について説明する。
【００６９】
電源供給停止状態において、第２受信部制御回路８４ｂへの電力供給が停止されるため
、第２受信部８４は、リモコン送信器Ｒから送出される信号を受信不可能な状態となる。
よって、電源供給停止状態において、光源部６および常夜灯８５を点灯制御することはで
きない状態になる。電源供給停止状態前において、光源部６が全光点灯または調光制御さ
れていた場合、もしくは常夜灯８５が点灯または調光制御されていた場合、光源部６およ
び常夜灯８５は消灯する。
【００７０】
一方、電源供給検出回路１２は、電源供給停止状態を検出すると、充電制御回路１３に
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バッテリ１３ａに蓄えられた電力を補助光源点灯制御回路８６ｂおよび第１受信部制御回
路８１ｂに供給するように指示する（第３ステップ）。充電制御回路１３は、充電制御の
終了、すなわち放電制御の開始に伴い、充電モニタ８８を点灯制御する（第４ステップ）
。電源供給停止状態において、充電モニタ８８はバッテリ１３ａの消費電力を低減するた
めに、充電制御回路１３により消灯させられることが望ましい。一方、第１受信部制御回
路８１ｂはバッテリ１３ａから電力が供給されることにより、第１受信部８１はリモコン
送信器Ｒから送出される信号を受信可能な状態になる（第５ステップ）。補助光源点灯制
御回路８６ｂはバッテリ１３ａから電力が供給されることにより、保安灯８６を点灯させ
る（第６ステップ）。なお、第３ステップないし第６ステップは制御の順序を問わないも
のである。
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【００７１】
電源供給停止状態において、第１受信部８１はリモコン送信器Ｒから送出される信号を
受信可能な状態となるので、リモコン送信器Ｒから、例えば光源消灯信号または常夜灯消
灯信号が送出され、第１受信部８１が光源消灯信号または常夜灯消灯信号を受信すると、
第１受信部８１は光源消灯信号または常夜灯消灯信号に基づく信号を第１受信部制御回路
８１ｂに送出する。第１受信部制御回路８１ｂは、光源消灯信号または常夜灯消灯信号に
基づく信号を受信すると、補助光源点灯制御回路８６ｂが保安灯８６を消灯する制御を行
うように補助光源点灯制御回路８６ｂに指示する。
【００７２】
電源供給停止状態において、リモコン送信器Ｒから、例えば全光点灯信号または常夜灯
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点灯信号が送出され、第１受信部８１が全光点灯信号または常夜灯点灯信号を受信すると
、同様の動作により、補助光源点灯制御回路８６ｂは保安灯８６を点灯する。
【００７３】
電源供給停止状態において、リモコン送信器Ｒから、例えば調光制御信号または常夜灯
調光信号が送出され、第１受信部８１が調光制御信号または常夜灯調光信号を受信すると
、同様の動作により、補助光源点灯制御回路８６ｂは保安灯８６を調光制御する。なお、
保安灯８６を調光制御する場合には、補助光源点灯制御回路８６ｂに図示しない補助光源
調光制御回路が設けられる。
【００７４】
電源供給停止状態から外部電源供給状態に移行した状態（以下、電源供給復帰状態）の
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照明装置１００の動作について説明する。
【００７５】
電源供給復帰状態において、第２受信部制御回路８４ｂへの電力供給が再開されるので
、第２受信部がリモコン送信器Ｒから送出される信号を受信可能な状態に復帰する（第７
ステップ）。第７ステップ以降の動作は、外部電源供給状態と同様である。
【００７６】
電源供給復帰状態において、電源供給検出回路１２は外部電源からの電力供給の再開を
検出する（第８ステップ）。電源供給検出回路１２が外部電源からの電力供給の再開を検
出すると、充電制御回路１３はバッテリ１３ａから補助光源点灯制御回路８６ｂへの電力
供給を停止し、保安灯８６は消灯する（第９ステップ）。また、電源供給検出回路１２が

10

外部電源からの電力供給の再開を検出すると、充電制御回路１３はバッテリ１３ａから第
１受信部制御回路８１ｂへの電力供給を停止し、第１受信部８１はリモコン送信器Ｒから
送出される信号を受信できない状態となる（第１０ステップ）。電源供給検出回路１２が
外部電源からの電力供給の再開を検出すると、充電制御回路１３はバッテリ１３ａへの充
電制御を再開する（第１１ステップ）。充電制御回路１３はバッテリ１３ａへの充電制御
の再開に伴い、充電制御回路１３の充電制御に応じた点灯状態に充電モニタ８８を制御す
る（第１２ステップ）。なお、第７ステップないし第１２ステップは制御の順序を問わな
いものである。
実施例１の効果について説明する。
【００７７】

20

実施例１の照明装置１００は、電源供給停止状態において、バッテリ１３ａからの電力
供給によりリモコン送信器Ｒから送出される信号を受信可能な状態にすることができる第
１受信部を有しているので、保安灯８６をリモコン送信器Ｒにより点灯制御することがで
き、外部電源と照明装置１００との間に設けられた電源スイッチＳＷ、例えば壁スイッチ
が開放されて保安灯８６が点灯した場合でもリモコン送信器Ｒから、例えば光源消灯信号
、常夜灯消灯信号を送出することにより、保安灯８６を消灯することができる。
【００７８】
実施例１の照明装置１００は、電源供給停止状態において、バッテリ１３ａからの電力
供給によりリモコン送信器Ｒから送出される信号を受信可能な状態にすることができる第
１受信部を有しているので、保安灯８６をリモコン送信器Ｒにより点灯制御することがで

30

き、外部電源が電力供給を停止している状態が起こったのが昼間等、照明空間の照度が他
の要因により確保されている場合でもリモコン送信器Ｒから、例えば光源消灯信号、常夜
灯消灯信号等を送出することにより、保安灯８６を消灯することができる。
【００７９】
実施例１の照明装置１００は、電源供給停止状態において、バッテリ１３ａからの電力
供給によりリモコン送信器Ｒから送出される信号を受信可能な状態にすることができる第
１受信部を有しているので、保安灯８６をリモコン送信器Ｒにより点灯制御することがで
き、保安灯８６を一旦消灯した場合でもリモコン送信器Ｒから、例えば全光点灯信号、常
夜灯点灯信号等を送出することにより、保安灯８６を点灯することができる。
【００８０】

40

実施例１の照明装置１００は、電源供給復帰状態において、電源供給検出回路１２を有
していることによって、外部電源から照明装置１００への電力供給再開を検出することが
でき、電力供給再開に伴う保安灯８６の消灯、第１受信部８１への電力供給停止（第１受
信部８１がリモコン送信器Ｒから送出される信号を受信不可能な状態にすること）、およ
び充電制御回路１３によるバッテリ１３ａへの充電制御再開を照明装置１００の使用者が
特別な操作をすることなく自動的に行うことができる。
【００８１】
また、実施例１の照明装置１００は、電源供給復帰状態において、電源供給検出回路１
２を有していることによって、外部電源から照明装置１００への電力供給再開を検出する
ことができるので、バッテリ１３ａの放電を最小限にするとともに、バッテリ１３ａの劣
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化を抑制することができる。さらに、電力供給再開後、速やかにバッテリ１３ａへの充電
制御を再開することができるので、バッテリ１３ａの許容される最大の充電容量までバッ
テリ１３ａが充電されるまでの時間を短縮することができる。
【００８２】
実施例１の照明装置１００において、電源ユニット２は、保安灯８６を点灯制御するた
めの電源供給検出回路１２、充電制御回路１３、バッテリ１３ａ、第１受信部制御回路８
１ｂおよび補助光源点灯制御回路８６ｂが、光源部６を点灯制御するための光源点灯回路
１１、第２受信部制御回路８４ｂおよび常夜灯点灯制御回路８５ｂとは別個に配置されて
いることによって、既存の光源部６を点灯制御するための光源点灯回路１１、第２受信部
制御回路８４ｂおよび常夜灯点灯制御回路８５ｂに補助部品ユニット８の構成を追加する

10

だけで、保安灯８６を点灯制御するための機能を付加することができる。また、電源ユニ
ット２や光源部６の仕様が異なる照明装置同士で保安灯８６を点灯制御するための電源供
給検出回路１２、充電制御回路１３、バッテリ１３ａ、第１受信部制御回路８１ｂおよび
補助光源点灯制御回路８６ｂを共通化できる。
【００８３】
実施例１の照明装置１００は、外部電源供給状態においてリモコン送信器Ｒからの信号
を受信可能な状態となる第２受信部８４、およびバッテリ１３ａから電力が供給されるこ
とによりリモコン送信器Ｒから送出される信号を受信可能な状態になる第１受信部８１を
有していることによって、リモコン送信器Ｒから送出される信号を変更することなく、一
つのリモコン送信器Ｒによって外部電源供給または停止状態において光源部６および常夜
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灯８５または保安灯８６を点灯制御することができる。
【００８４】
実施例１の照明装置１００の補助部品ユニット８は、保安灯８６の照度を常夜灯８５の
照度より大きくしていることによって、照明装置１００の常夜灯８５が外部電源供給によ
り点灯制御されているのか、保安灯８６が外部電源の供給停止に伴い、バッテリ１３ａの
電源供給により点灯制御されているのか判断が容易になるので、照明装置１００の使用者
が所望の操作を行いやすくすることができる。
【００８５】
実施例１の照明装置１００の補助部品ユニット８は、保安灯８６の色温度を常夜灯８５
の色温度より大きくしていることによって、照明装置１００の常夜灯８５が外部電源供給
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により点灯制御されているのか、保安灯８６が外部電源の供給停止に伴い、バッテリ１３
ａの電源供給により点灯制御されているのか判断が容易になるので、照明装置１００の使
用者が所望の操作を行いやすくすることができる。
【００８６】
実施例１の照明装置１００の補助部品ユニット８は、保安灯８６の色温度を常夜灯８５
の色温度より大きくしていることによって、照明装置１００の使用者には色温度の高い光
源の方がより明るく感じるので、より効率的にバッテリ１３ａの電力を使用することがで
きる。
【００８７】
実施例１の照明装置１００の保安灯８６は、補助光源調光制御回路を有しているので、
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電源供給停止状態において保安灯８６の調光制御を行うことができるので、保安灯８６の
照度を小さくすれば、バッテリ１３ａの消費電力を低減し、保安灯８６の点灯時間をより
長くすることができる。また、照明装置１００の使用者が使用状態に応じて保安灯８６を
調光制御できるので、使用者の自由度が増加する。
実施例１の変形例を以下に述べる。
【００８８】
実施例１の照明装置１００は、図示しない補助光源調光制御回路により電源供給停止状
態において、補助光源としての保安灯８６の点灯時間に応じて保安灯８６の照度を変化さ
せてもよい。例えば、保安灯８６の点灯から３０分経過するごとに照度を２０ｌｍずつ低
下させることができる。なお、光源点灯制御回路１１には保安灯８６の点灯時間を計時す
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る計時回路が設けられてもよい。
【００８９】
実施例１の変形例の照明装置１００は、光源点灯制御回路１１に補助光源調光制御回路
を有していることによって、補助光源としての保安灯８６の点灯時間に応じて保安灯８６
の照度を変化させることができるので、電源供給停止状態において、バッテリ１３ａの消
費電力を低減することにより、保安灯８６の点灯時間をより長くすることができる。また
、保安灯８６の点灯時間に応じて保安灯８６の照度が変化することにより、照明装置１０
０の使用者にバッテリ１３ａに蓄えられた電力量が減少していることを報知することがで
きる。
【実施例２】

10

【００９０】
本発明の実施例２の照明装置１０１について図面を参照して説明する。また、同一部分
には同一符号を付し、重複した説明は省略する。照明装置１０１の回路構成および動作に
ついて説明する。図６は実施例２の照明装置１０１の回路構成を示す構成図である。
【００９１】
本発明の実施例２の照明装置１０１の回路構成について図６を参照して説明する。
【００９２】
アダプタＡおよび充電制御回路１３の間に直列に第１電源供給検出回路１２ａが接続さ
れる。また、アダプタＡおよび光源点灯制御回路１１の間に直列に第２電源供給検出回路
１２ｂが接続される。その他の回路構成は、実施例１の照明装置１００と同様である。
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【００９３】
照明装置１００の動作について図１ないし図６を参照して説明する。
【００９４】
電源供給停止状態における照明装置１０１の動作について説明する。第１電源供給検出
回路１２ａおよび第２電源供給検出回路１２ｂは、閾値として所定時間、例えば１．５秒
を有している。
【００９５】
第１電源供給検出回路１２ａは電源供給停止状態が所定時間の１．５秒より長い場合に
は、電源供給停止状態を検出すると、充電制御回路１３にバッテリ１３ａに蓄えられた電
力を補助光源点灯制御回路８６ｂおよび第１受信部制御回路８１ｂに供給するように指示
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する（第１３ステップ）。充電制御回路１３は、充電制御の終了、すなわち放電制御の開
始に伴い、充電モニタ８８を点灯制御する（第１４ステップ）。電源供給停止状態におい
て、充電モニタ８８はバッテリ１３ａの消費電力を低減するために、充電制御回路１３に
より消灯させられることが望ましい。第１受信部制御回路８１ｂはバッテリ１３ａから電
力が供給されることにより、第１受信部８１はリモコン送信器Ｒから送出される信号を受
信可能な状態になる（第１５ステップ）。補助光源点灯制御回路８６ｂはバッテリ１３ａ
から電力が供給されることにより、保安灯８６を点灯させる（第１６ステップ）。なお、
第１３ステップないし第１６ステップは制御の順序を問わないものである。一方で、電源
供給停止状態が所定時間の１．５秒以下の場合には、第１３ステップないし第１６ステッ
プの動作を実施しない。
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【００９６】
電源供給停止状態が所定時間の１．５秒より長い場合には、第２電源供給検出回路１２
ｂおよび第２受信部制御回路８４ｂへの電力供給が停止されるため、第２受信部８４は、
リモコン送信器Ｒから送出される信号を受信不可能な状態となる。よって、電源供給停止
状態において、光源部６および常夜灯８５を点灯制御することはできない状態になる。電
源供給停止状態前において、光源部６が全光点灯または調光制御されていた場合、もしく
は常夜灯８５が点灯または調光制御されていた場合、光源部６および常夜灯８５は消灯す
る。
【００９７】
電源供給停止状態が所定時間の１．５秒以下であって、１．５秒以下経過時間で電源供
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給停止状態から電源供給復帰状態に移行した場合には、第２電源供給検出回路１２ｂは、
光源点灯制御回路１１、調光制御回路１１ａまたは常夜灯点灯制御回路８５ｂに電源供給
停止前とは異なる光源部６または常夜灯８６の点灯制御状態で光源部６または常夜灯８６
を点灯制御するように指示する。例えば、電源供給停止前に光源部６が全光点灯していた
場合には、第２電源供給検出回路１２ｂは、所定時間以下の電源供給停止状態から電源供
給復帰状態への移行に伴い、光源点灯制御回路１１および調光制御回路１１ａに対して、
光源部６を所定の調光状態で点灯制御するように指示する（第２１ステップ）。また、例
えば、電源供給停止前に光源部６が所定の調光状態で点灯制御されていた場合には、第２
電源供給検出回路１２ｂは、所定時間以下の電源供給停止状態から電源供給復帰状態への
移行に伴い、常夜灯点灯制御回路８５ｂに対して、常夜灯８５を所定の調光状態または全
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光点灯状態で点灯制御するように指示する（第２２ステップ）。さらに、例えば、電源供
給停止前に常夜灯８５が所定の調光状態または全光点灯状態で点灯制御されていた場合に
は、第２電源供給検出回路１２ｂは、所定時間以下の電源供給停止状態から電源供給復帰
状態への移行に伴い、常夜灯点灯制御回路８５ｂに対して、常夜灯８５を消灯状態で点灯
制御するように指示する（第２３ステップ）。第２１ステップないし第２３ステップは制
御の順序を問わないものである。また、第２１ステップにおいては逆方向の制御を含むも
のである。すなわち、電源供給停止前に光源部６が所定の調光状態で点灯制御していた場
合には、第２電源供給検出回路１２ｂは、所定時間以下の電源供給停止状態から電源供給
復帰状態への移行に伴い、光源点灯制御回路１１および調光制御回路１１ａに対して、光
源部６を所定の全光点灯状態で点灯制御するように指示することを含むものである。なお
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、第２２ステップおよび第２３ステップについても同様である。
実施例２の効果について説明する。
【００９８】
実施例２の照明装置１０１は、第１電源供給検出回路１２ａおよび第２電源供給検出回
路１２ｂを有しているので、電源供給停止状態が所定時間より長い場合に第１電源供給検
出回路１２ａは、保安灯８６の点灯制御を開始する等の動作を行い、所定時間以下の電源
供給停止状態から電源供給復帰状態に移行した場合には第２電源供給検出回路１２ｂは、
光源部６または常夜灯８５の点灯制御を行うので、壁スイッチ等の電源スイッチにより光
源部６または常夜灯８５の点灯制御を行う場合でも、保安灯８６が点灯制御されることが
ない。よって、不所望なバッテリ１３ａの放電および充電を防止し、バッテリ１３ａの劣
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化を抑制することができる。また、壁スイッチ等の電源スイッチにより光源部６または常
夜灯８５の点灯制御を行う場合における点灯制御の途中に保安灯８６が不用意に点灯、消
灯を繰り返すことがない。
【実施例３】
【００９９】
本発明の実施例３の充電制御装置１３０および照明装置１０２について図面を参照して
説明する。また、同一部分には同一符号を付し、重複した説明は省略する。充電制御装置
１３０の回路構成および動作について説明する。図７は実施例３の充電制御装置１３０の
回路構成を示す構成図である。
【０１００】
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本発明の実施例３の充電制御装置１３０の回路構成について図７を参照して説明する。
【０１０１】
第１充電電流値によりバッテリを充電する第１充電制御回路１３ｂおよび第１充電電流
値より大きい第２充電電流値によりバッテリを充電する第２充電制御回路１３ｃは、外部
電源に対して並列に接続され、第１充電制御回路１３ｂおよび第２充電制御回路１３ｃは
、それぞれバッテリ１３ａに対して直列に接続されている。また、第１充電制御検出回路
１３ｅは、第１充電制御回路１３ｂとバッテリ１３ａとの間に直列に接続されている。バ
ッテリ１３ａと負荷は放電時間検出回路１３ｄを介して直列に接続されている。
【０１０２】
充電制御装置１３０の動作について説明する。
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【０１０３】
外部電源供給状態において、バッテリ１３ａは第１充電制御回路１３ｂにより充電制御
されている。第１充電制御回路１３ｂは、第１充電電流値、例えば電池容量をＣ［ｍＡｈ
］とするとき、１時間あたり１／１００Ｃ程度の電流値で充電される。第１充電電流値は
、バッテリ１３ａの自己放電を補う程度のものであり、バッテリ１３ａの充電容量Ｃが７
００［ｍＡｈ］の場合、第１充電電流値は７［ｍＡ］程度となる。バッテリ１３ａが第１
充電制御回路１３ｂにより充電制御されるときは、充電制御装置１３０の待機電力を低減
させる観点から、第１充電電流値はできる限り小さいことが望ましい。
【０１０４】
第１充電制御回路１３ｂによるバッテリ１３ａへの充電制御時間は、第１充電制御検出
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回路ｅにより計時される。充電制御時間が第１所定時間以上となったとき、第１充電制御
検出回路ｅは、後述する第２充電制御回路１３ｃによるバッテリ１３ａの充電制御を第３
所定時間行うように指示する。本実施例において、第１所定時間は１週間程度であり、第
３所定時間は６時間程度である。バッテリ１３ａから負荷への放電がなくとも自己放電に
よりバッテリ１３ａに蓄えられる電力は徐々に低下するため、第１充電制御回路１３ｂに
よるバッテリ１３ａへの充電制御が１週間程度継続した場合には、第２充電制御回路１３
ｃによるバッテリ１３ａの充電制御により、バッテリ１３ａに蓄えられた電力量を最大化
させる。すなわち、第１所定時間は、第１充電制御回路１３ｂによるバッテリ１３ａへの
充電制御を継続したとしても、バッテリ１３ａから負荷への電力供給に支障が生じる程度
までバッテリ１３ａに蓄えられた電力量が低下する時間に基づいて定められる。また、第
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３所定時間は、バッテリ１３ａから負荷への放電がなくとも第１所定時間において自己放
電によりバッテリ１３ａから減少した電力量をバッテリ１３ａに蓄えることができる最大
の電力量まで回復させるための時間に基づいて定められる。
【０１０５】
電源供給停止状態において、バッテリ１３ａから負荷への放電が行われる。バッテリ１
３ａから負荷への放電の際には、放電時間検出回路１３ｄが放電時間を計時する。放電時
間が連続して第２所定時間以上となった場合、または放電時間が累積して第２所定時間以
上となった場合に、放電時間検出回路１３ｄは、後述する第２充電制御回路１３ｃによる
バッテリ１３ａの充電制御を第３所定時間行うように指示する。本実施例において、第２
所定時間は１０分程度である。第２所定時間は、バッテリ１３ａの充電容量Ｃと負荷の消
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費電力量に基づいて定められる。放電時間検出回路１３ｄにより放電時間が第２所定時間
以上となった場合は、直ちに第２充電制御回路１３ｃによるバッテリ１３ａの充電制御を
行っても良いし、バッテリ１３ａから負荷への放電を中止して一定時間の経過の後に第２
充電制御回路１３ｃによるバッテリ１３ａの充電制御を開始しても良い。
【０１０６】
第２充電制御回路１３ｃによるバッテリ１３ａの充電制御は、第２充電電流値、例えば
１時間あたり１／５Ｃ程度の電流値で充電される。バッテリ１３ａの充電容量Ｃが７００
［ｍＡｈ］の場合、第２充電電流値は１２０〜１４０［ｍＡ］程度となる。第２充電制御
回路１３ｃによるバッテリ１３ａの充電制御は、第１所定時間内のバッテリ１３ａの自己
放電を補うために、または放電によるバッテリ１３ａに蓄えられた電力量の減少を補うた
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めに、バッテリ１３ａに蓄えられた電力量をバッテリ１３ａに蓄えることができる最大の
電力量まで回復させるためのものである。
【０１０７】
第２充電制御回路１３ｃによるバッテリ１３ａの充電制御が行われると、放電時間検出
回路１３ｄおよび第１充電制御検出回路ｅにおいて、計時されていた時間の情報はすべて
消去され、第２充電制御回路１３ｃによるバッテリ１３ａの充電制御の終了後に再度計時
が開始される。
【０１０８】
放電時間検出回路１３ｄによる第２充電制御回路１３ｃへの指示および第１充電制御検
出回路ｅによる第２充電制御回路１３ｃへの指示は、それぞれ独立して行われる。すなわ
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ち、放電時間検出回路１３ｄおよび第１充電制御検出回路ｅにおいて計時している時間が
、それぞれ第２所定時間および第１所定時間となった場合に、他方の計時時間とは無関係
に第２充電制御回路１３ｃによるバッテリ１３ａの充電制御が行われる。
【０１０９】
実施例３の照明装置１０２の回路構成および動作について図面を参照して説明する。図
８は実施例３の照明装置１０２の回路構成を示す構成図である。実施例３の照明装置１０
２の回路構成を図８を参照して説明する。
【０１１０】
照明装置１０２は、実施例１の照明装置１００の充電制御回路１３に換えて、充電制御
装置１３０を有している。その他の構成は照明装置１００と同様であり、照明装置１０２
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は、充電制御装置１３０の動作に加えて、照明装置１００と同様の動作を行うことができ
る。
【０１１１】
充電制御装置１３０は、第１充電制御回路１３ｂによるバッテリ１３ａへの充電制御お
よび第２充電制御回路１３ｃによるバッテリ１３ａの充電制御状態により、充電制御装置
１３０に接続された充電モニタ８８の点灯制御状態を可変することができる。例えば、第
２充電制御回路１３ｃによるバッテリ１３ａの充電制御の際は、充電モニタ８８を点灯制
御させ、第１充電制御回路１３ｂによるバッテリ１３ａへの充電制御の際は充電モニタ８
８を消灯することが望ましい。これは、第２充電制御回路１３ｃによるバッテリ１３ａの
充電制御の時間よりも第１充電制御回路１３ｂによるバッテリ１３ａへの充電制御の時間
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の方が長いため、第１充電制御回路１３ｂによるバッテリ１３ａへの充電制御において充
電モニタ８８を点灯制御させると照明装置１０２の消費電力が増加するためである。
実施例３の効果について説明する。
【０１１２】
実施例３の充電制御装置１３０および照明装置１０２は、第１充電制御回路１３ｂ、第
２充電制御回路１３ｃ、放電時間検出回路１３ｄおよび第１充電制御検出回路１３ｅを有
しているので、第１充電制御検出回路が計時する充電時間が第１所定時間以上、または放
電時間検出回路が計時する放電時間が第２所定時間以上の場合に第２充電制御回路により
バッテリを充電することができるので、不所望に大電流による充電制御が行われることが
なく、外部電源供給状態において待機電力を低減することができる。また、バッテリ１３
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ａに蓄えられた電力が減少した場合には、第２充電制御回路１３ｃによるバッテリ１３ａ
の充電制御を行うので、バッテリ１３ａに蓄えられた電力量をバッテリ１３ａに蓄えるこ
とができる最大の電力量まで回復させる時間を短縮することができ、電源供給停止状態に
おける負荷への電力供給の信頼性を高めることができる。
【０１１３】
実施例３の充電制御装置１３０および照明装置１０２は、第２充電制御回路１３ｃによ
るバッテリ１３ａの充電制御の際は、充電モニタ８８を点灯制御させ、第１充電制御回路
１３ｂによるバッテリ１３ａへの充電制御の際は充電モニタ８８を消灯するので、第２充
電制御回路１３ｃによるバッテリ１３ａの充電制御の時間よりも長い時間行われる第１充
電制御回路１３ｂによるバッテリ１３ａへの充電制御において充電モニタ８８の点灯制御
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による充電制御装置１３０および照明装置１０２の消費電力の増加を抑制することができ
る。
実施例３の変形例を以下に述べる。
【０１１４】
実施例３の充電制御装置１３０および照明装置１０２は、第１充電制御検出回路１３ｅ
により第１充電制御回路１３ｂによるバッテリ１３ａへの充電制御の時間を計時し、第１
充電制御検出回路１３ｅにより計時された時間が第４所定時間以上となった場合には、充
電モニタ８８を点灯制御することにより、バッテリ１３ａの交換時期を充電制御装置１３
０および照明装置１０２の使用者に報知してもよい。バッテリ１３ａの交換時期を充電モ
ニタ８８により報知する場合には、第１充電制御回路１３ｂによるバッテリ１３ａへの充
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電制御状態および第２充電制御回路１３ｃによるバッテリ１３ａの充電制御状態とは異な
ることが望ましい。すなわち、第２充電制御回路１３ｃによるバッテリ１３ａの充電制御
状態を充電モニタ８８を点灯することにより報知し、第１充電制御回路１３ｂによるバッ
テリ１３ａへの充電制御状態を充電モニタ８８を消灯することにより報知し、バッテリ１
３ａの交換時期を報知する場合には充電モニタ８８を点滅させることが望ましい。充電モ
ニタ８８の点灯状態を異ならせることでバッテリ１３ａの交換時期を充電制御装置１３０
および照明装置１０２の使用者により確実に報知し、バッテリ１３ａの交換を促すことが
できる。バッテリ１３ａの交換時期の充電モニタ８８の点灯制御による報知は、リモコン
送信器Ｒにより停止することができるようにしてもよいし、所定時間後に自動的に消灯さ
れるようにしてもよい。

10

【０１１５】
バッテリ１３ａの交換後は、第１充電制御検出回路１３ｅの第１充電制御回路１３ｂに
よるバッテリ１３ａへの充電制御の時間のリセットは、外部電源供給停止状態においてリ
モコン送信器Ｒを操作することにより行う。バッテリ１３ａが交換された後、第２充電制
御回路１３ｃによるバッテリ１３ａの充電制御が行われ、外部電源供給停止時にリモコン
送信器Ｒを操作し、計時時間リセット信号をリモコン送信器Ｒから送出し、第１受信部８
１が計時時間リセット信号を受信し、第１受信部制御回路８１ｂが充電制御装置１３０の
第１充電制御検出回路１３ｅに第１充電制御検出回路１３ｅの第１充電制御回路１３ｂに
よるバッテリ１３ａへの充電制御の時間をリセットするように指示する。充電時間のリセ
ットが行われた後に充電時間がリセットされたことを充電モニタ８８の点灯制御により報
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知してもよい。
【実施例４】
【０１１６】
本発明の実施例４の照明装置について図面を参照して説明する。また、同一部分には同
一符号を付し、重複した説明は省略する。
【０１１７】
本発明の実施例４の照明装置の補助部品ユニット８について図３を参照して説明する。
【０１１８】
本実施例において、補助部品ユニット８のスイッチ８７は、リモコン送信器Ｒから送出
される信号が受信可能な範囲内に複数の照明装置が設けられた場合に、それぞれの照明装
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置を区別するために複数のチャンネルを切り替えることができるようになっている。また
、リモコン送信器Ｒには、複数の照明装置を選択して制御することが可能なようにチャン
ネル切替スイッチが設けられている。
【０１１９】
本実施例においては、スイッチ８７がチャンネル１およびチャンネル２を有する場合に
おいて説明する。この場合、リモコン送信器Ｒから送出される信号が受信可能な範囲内に
２台の照明装置が設けられ、一方の照明装置はスイッチ８７がチャンネル１に設定され、
他方の照明装置はスイッチ８７がチャンネル２に設定される。チャンネル１に設定された
照明装置をリモコン送信器Ｒにより操作する場合は、チャンネル切替スイッチをチャンネ
ル１に設定して操作する。また同様に、チャンネル２に設定された照明装置をリモコン送
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信器Ｒにより操作する場合は、チャンネル切替スイッチをチャンネル２に設定して操作す
る。
【０１２０】
スイッチ８７のチャンネル設定は、スイッチ８７に接続された第２受信部制御回路８４
ｂにチャンネル設定情報として送出される。
【０１２１】
外部電源供給状態において、チャンネル１に設定された照明装置およびチャンネル２に
設定された照明装置は、実施例１に記載の動作と同様の動作を行うことができる。例えば
、リモコン送信器Ｒのチャンネル切替スイッチをチャンネル１に設定して、リモコン送信
器Ｒをチャンネル１に設定された照明装置の光源部６が全光点灯するように操作するとリ
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モコン送信器Ｒから全光点灯信号、およびチャンネル切替スイッチがチャンネル１に設定
されていることに基づく信号、すなわちチャンネル信号として、チャンネル１信号が送出
される。
【０１２２】
リモコン送信器Ｒから送出された全光点灯信号およびチャンネル１信号は、チャンネル
１に設定された照明装置の第２受信部８４およびチャンネル２に設定された照明装置の第
２受信部８４によりそれぞれ受信される。
【０１２３】
それぞれの照明装置において、全光点灯信号およびチャンネル１信号が第２受信部制御
回路８４ｂに送られる（第３１ステップ）。それぞれの照明装置は第２受信部制御回路８
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４ｂに設けられたチャンネル情報比較回路により、チャンネル信号がスイッチ８７により
設定されたチャンネル設定情報と一致するかどうか確認する（第３２ステップ）。チャン
ネル情報比較回路は、チャンネル信号とチャンネル設定情報が一致した場合にのみ全光点
灯信号に基づく信号を光源点灯回路１１に送出する（第３３ステップ）。全光点灯信号に
基づく信号により光源点灯回路１１は点灯制御され、光源部６の点灯状態が変化する（第
３４ステップ）。なお、第３１ステップないし第３４ステップは制御の順序を問わないも
のである。
【０１２４】
リモコン送信器Ｒから送出される信号にチャンネル信号が付加され、第２受信部制御回
路８４ｂに設けられたチャンネル情報比較回路により、チャンネル信号がスイッチ８７に
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より設定されたチャンネル設定情報と一致するかどうか確認されることにより、リモコン
送信器Ｒから送出される信号が受信可能な範囲内に複数の照明装置が設けられた場合でも
、任意の照明装置のみを制御することができる。
【０１２５】
一方、電源供給停止状態において、チャンネル１に設定された照明装置およびチャンネ
ル２に設定された照明装置は、実施例１に記載の動作と同様の動作を行うことができる。
例えば、リモコン送信器Ｒのチャンネル切替スイッチをチャンネル１に設定して、リモコ
ン送信器Ｒをチャンネル１に設定された照明装置の補助光源としての保安灯８６が消灯す
るように操作するとリモコン送信器Ｒから光源消灯信号、およびチャンネル１信号が送出
される。
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【０１２６】
リモコン送信器Ｒから送出された光源消灯信号およびチャンネル１信号は、チャンネル
１に設定された照明装置の第２受信部８４およびチャンネル２に設定された照明装置の第
２受信部８４によりそれぞれ受信される。
【０１２７】
それぞれの照明装置において、光源消灯信号およびチャンネル１信号が第１受信部制御
回路８１ｂに送られる（第３５ステップ）。それぞれの照明装置の第１受信部制御回路８
１ｂはチャンネル信号に関わらず光源消灯信号に基づく信号を補助光源点灯制御回路８６
ｂに送出する（第３６ステップ）。それぞれの照明装置は、光源消灯信号に基づく信号に
より補助光源点灯制御回路８６ｂが点灯制御され、保安灯８６の点灯状態が変化し、保安
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灯８６は消灯する（第３７ステップ）。なお、第３５ステップないし第３７ステップは制
御の順序を問わないものである。
【０１２８】
リモコン送信器Ｒから送出される信号にチャンネル信号が付加され、第１受信部８１に
受信された後、第１受信部制御回路８１ｂにおいてチャンネル信号に関わらず第１受信部
制御回路８１ｂは、リモコン送信器Ｒから送出された信号に基づき補助光源点灯回路８６
ｂを制御するように指示する。よって、電源供給停止状態において、スイッチ８７のチャ
ンネル設定およびリモコン送信器Ｒのチャンネル設定に関わらず、リモコン送信器Ｒによ
り補助光源としての保安灯８６を点灯制御することができる。
実施例４の効果について説明する。
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【０１２９】
実施例４の照明装置は、第１受信部制御回路８１ｂは、スイッチ８７のチャンネル設定
に基づくチャンネル設定情報とリモコン送信器Ｒのチャンネル切替スイッチの設定に基づ
くチャンネル信号との比較を行わないので、リモコン送信器Ｒのチャンネル切替スイッチ
の設定を切り替えることなく、リモコン送信器Ｒから送出される信号が受信可能な範囲内
に設けられた複数の照明装置を同時に同様の操作することができる。また、不所望に保安
灯８６が点灯した場合には容易に消灯等の点灯制御ができるので、バッテリ１３ａの消費
電力を低減することができ、照明装置のバッテリ１３ａの充電制御に伴う待機電力を低減
することができる。
【実施例５】
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【０１３０】
本発明の実施例５の照明装置について図面を参照して説明する。また、同一部分には同
一符号を付し、重複した説明は省略する。実施例５の照明装置は、図５に示す照明装置１
００と同様の回路構成を有している。
【０１３１】
実施例５の照明装置の動作について説明する。
【０１３２】
実施例５の照明装置は、実施例１の照明装置１００の第６ステップの動作が異なってい
る。実施例５の照明装置は、補助光源点灯制御回路８６ｂにバッテリ１３ａから電力が供
給されたとしてもバッテリ１３ａからの電力供給と同時に保安灯８６を点灯させることは
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なく、第１受信部制御回路８１ｂからの信号入力の待機状態となる（第４１ステップ）。
リモコン送信器Ｒから送出された信号は第１受信部８１により受信され、第１受信部制御
回路８１ｂに送出される（第４２ステップ）。第１受信部制御回路８１ｂは、第１受信部
８１により受信された信号に基づき、補助光源としての保安灯８６を点灯制御するように
補助光源点灯制御回路８６ｂに指示する（第４３ステップ）。実施例５の照明装置は、実
施例１の照明装置１００の第３ステップないし第５ステップに加えて、第４１ステップな
いし第４３ステップの動作により保安灯８６の点灯制御を開始する。なお、第３ステップ
ないし第５ステップ、および第４１ステップないし第４３ステップは制御の順序を問わな
いものである。
【０１３３】
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すなわち、実施例５の照明装置は、電源供給停止状態となったことのみにより保安灯８
６の点灯制御を開始することはなく、リモコン送信器Ｒから信号が送出されること、また
はリモコン送信器Ｒから送出された信号が第１受信部８１により受信されることにより、
保安灯８６の点灯制御が開始される。
実施例５の効果について説明する。
【０１３４】
実施例５の照明装置は、電源供給停止状態となったことのみにより保安灯８６の点灯制
御を開始することはなく、リモコン送信器Ｒから信号が送出されること、またはリモコン
送信器Ｒから送出された信号が第１受信部８１により受信されることにより、保安灯８６
の点灯制御が開始されるので、リモコン送信器Ｒの操作なく不所望に補助光源としての保
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安灯８６が点灯制御されることがなく、バッテリ１３ａの消費電力を低減し、保安灯８６
の点灯時間を長くすることができ、保安灯８６に対する信頼性を高めることを期待できる
。また、不所望に保安灯８６が点灯制御されることがないので、バッテリ１３ａの充電制
御に伴う消費電力を低減することができる。さらに、バッテリ１３ａの充電制御および放
電のサイクルを低減することができ、バッテリ１３ａの劣化を抑制することができる。
【０１３５】
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態または実施例は、例とし
て提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施
形態または実施例は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を
逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態ま
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たは実施例やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載
された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１３６】
６・・・光源としての光源部
１３ａ・・・バッテリ
８１・・・第１受信部
８４・・・第２受信部
８６・・・補助光源としての保安灯
10

１００・・・照明装置

【図１】

【図２】
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