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(57)【要約】
　本発明の無線ＬＡＮシステムは、無線ＬＡＮクライア
ント端末（４０）と、無線ＬＡＮクライアント端末（４
０）との間で無線通信を行い、無線ＬＡＮクライアント
端末（４０）を外部ネットワークに接続する無線ＬＡＮ
アクセスポイント（１０）とを有し、無線ＬＡＮアクセ
スポイント（１０）が照明器具に取り付けられている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ＬＡＮクライアント端末と、前記無線ＬＡＮクライアント端末との間で無線通信を
行い、該無線ＬＡＮクライアント端末を外部ネットワークに接続する無線ＬＡＮアクセス
ポイントとを有してなる無線ＬＡＮシステムにおいて、
　前記無線ＬＡＮアクセスポイントは、照明器具に取り付けられることを特徴とする無線
ＬＡＮシステム。
【請求項２】
　前記無線ＬＡＮアクセスポイントは、前記照明器具が電源供給を受けている電力線を介
して、電源供給を受けることを特徴とする請求項１に記載の無線ＬＡＮシステム。
【請求項３】
　前記無線ＬＡＮアクセスポイントは、
　前記無線ＬＡＮクライアント端末との間で無線通信を行う無線通信部と、前記外部ネッ
トワークまたは前記外部ネットワークに接続されたルーターとの間で前記電力線を介して
電力線搬送通信を行う電力線搬送通信部とを含む通信部と、
　前記電力線を介して電源供給を受け、該電源を前記通信部に供給する電源部と、を有す
ることを特徴とする請求項２に記載の無線ＬＡＮシステム。
【請求項４】
　前記無線ＬＡＮアクセスポイントは、
　前記無線ＬＡＮクライアント端末との間で無線通信を行うとともに、前記外部ネットワ
ークまたは前記外部ネットワークに接続されたルーターとの間で無線通信を行う無線通信
部を含む通信部と、
　前記電力線を介して電源供給を受け、該電源を前記通信部に供給する電源部と、を有す
ることを特徴とする請求項２に記載の無線ＬＡＮシステム。
【請求項５】
　前記無線ＬＡＮアクセスポイントは、
　前記無線ＬＡＮクライアント端末との間で無線通信を行う無線通信部と、前記外部ネッ
トワークまたは前記外部ネットワークに接続されたルーターとの間でネットワークケーブ
ルを介してネットワーク通信を行うネットワーク通信部とを含む通信部と、
　前記電力線を介して電源供給を受け、該電源を前記通信部に供給する電源部と、を有す
ることを特徴とする請求項２に記載の無線ＬＡＮシステム。
【請求項６】
　前記照明器具に取り付けられ、前記照明器具の電源状態を監視して前記無線ＬＡＮアク
セスポイントに通知する電源状態通知部をさらに有し、
　前記電源部は、前記電源状態通知部から通知された前記照明器具の電源状態に応じて、
前記通信部への電源供給を制御することを特徴とする請求項３から５のいずれか１項に記
載の無線ＬＡＮシステム。
【請求項７】
　前記照明器具に取り付けられ、人の存在を検知すると、前記無線ＬＡＮアクセスポイン
トに検知信号を通知する対人センサをさらに有し、
　前記電源部は、前記対人センサから前記検知信号が通知されたか否かに応じて、前記通
信部への電源供給を制御することを特徴とする請求項３から５のいずれか１項に記載の無
線ＬＡＮシステム。
【請求項８】
　前記照明器具に取り付けられ、音を検知すると、前記無線ＬＡＮアクセスポイントに検
知信号を通知する音センサをさらに有し、
　前記電源部は、前記音センサから前記検知信号が通知されたか否かに応じて、前記通信
部への電源供給を制御することを特徴とする請求項３から５のいずれか１項に記載の無線
ＬＡＮシステム。
【請求項９】
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　無線ＬＡＮクライアント端末との間で無線通信を行い、該無線ＬＡＮクライアント端末
を外部ネットワークに接続する無線ＬＡＮアクセスポイントであって、
　照明器具に取り付けられることを特徴とする無線ＬＡＮアクセスポイント。
【請求項１０】
　前記照明器具が電源供給を受けている電力線を介して、電源供給を受けることを特徴と
する請求項９に記載の無線ＬＡＮアクセスポイント。
【請求項１１】
　前記無線ＬＡＮクライアント端末との間で無線通信を行う無線通信部と、前記外部ネッ
トワークまたは前記外部ネットワークに接続されたルーターとの間で前記電力線を介して
電力線搬送通信を行う電力線搬送通信部とを含む通信部と、
　前記電力線を介して電源供給を受け、該電源を前記通信部に供給する電源部と、を有す
ることを特徴とする請求項１０に記載の無線ＬＡＮアクセスポイント。
【請求項１２】
　前記無線ＬＡＮクライアント端末との間で無線通信を行うとともに、前記外部ネットワ
ークまたは前記外部ネットワークに接続されたルーターとの間で無線通信を行う無線通信
部を含む通信部と、
　前記電力線を介して電源供給を受け、該電源を前記通信部に供給する電源部と、を有す
ることを特徴とする請求項１０に記載の無線ＬＡＮアクセスポイント。
【請求項１３】
　前記無線ＬＡＮクライアント端末との間で無線通信を行う無線通信部と、前記外部ネッ
トワークまたは前記外部ネットワークに接続されたルーターとの間でネットワークケーブ
ルを介してネットワーク通信を行うネットワーク通信部とを含む通信部と、
　前記電力線を介して電源供給を受け、該電源を前記通信部に供給する電源部と、を有す
ることを特徴とする請求項１０に記載の無線ＬＡＮアクセスポイント。
【請求項１４】
　前記電源部は、外部からの通知に応じて、前記通信部への電源供給を制御することを特
徴とする請求項１１から１３のいずれか１項に記載の無線ＬＡＮアクセスポイント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、２００６年７月１３日に出願された日本出願特願２００６－１９２８７８
を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【０００２】
　本発明は、無線ＬＡＮシステム、無線ＬＡＮアクセスポイントに関する。
【背景技術】
【０００３】
　近年、一般家庭に、無線ＬＡＮシステムを構築するケースが増えている。
【０００４】
　一般に、無線ＬＡＮシステムにおいては、無線ＬＡＮアクセスポイントは、パーソナル
コンピュータ等である無線ＬＡＮクライアント端末との間で無線通信を行い、その無線Ｌ
ＡＮクライアント端末を外部ネットワークに接続する。なお、無線ＬＡＮアクセスポイン
トは、直接またはルーターを介して外部ネットワークと接続する。
【０００５】
　無線ＬＡＮアクセスポイントと外部ネットワークとの接続には、例えば、電力線を通信
回線として利用する電力線搬送通信を使用することができる（特許文献１参照）。
【０００６】
　しかしながら、図１に示すように、一般的な無線ＬＡＮアクセスポイント１００は、電
源接続部（コンセント）に接続し、かつ外部ネットワーク３０に直接またはルーター２０
を介して接続する必要があるために、部屋の隅の方に設置されるなど、設置場所の制限を
受けていた。
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【０００７】
　このように、無線ＬＡＮアクセスポイント１００が部屋の隅の方に設置されると、電波
の放射範囲が非常に狭くなってしまう。また、電波の放射範囲が狭いため、途中に物理的
な障害物があると、無線ＬＡＮクライアント端末４０の受信感度が劣化してしまう。
【特許文献１】特開２００１－２４４９４０号公報
【発明の開示】
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、電波を広範にわたって放射することがきる無線ＬＡＮシステ
ム、無線ＬＡＮアクセスポイントを提供することにある。
【０００９】
　上記目的を達成するために本発明の無線ＬＡＮシステムは、
　無線ＬＡＮクライアント端末と、前記無線ＬＡＮクライアント端末との間で無線通信を
行い、該無線ＬＡＮクライアント端末を外部ネットワークに接続する無線ＬＡＮアクセス
ポイントとを有してなる無線ＬＡＮシステムにおいて、前記無線ＬＡＮアクセスポイント
は、照明器具に取り付けられることを特徴とする。
【００１０】
　上記目的を達成するために本発明の無線ＬＡＮアクセスポイントは、
　無線ＬＡＮクライアント端末との間で無線通信を行い、該無線ＬＡＮクライアント端末
を外部ネットワークに接続する無線ＬＡＮアクセスポイントであって、
　照明器具に取り付けられることを特徴とする。
【００１１】
　以上説明したように本発明によれば、無線ＬＡＮアクセスポイントを、照明器具に取り
付ける構成になっている。
【００１２】
　通常、照明器具は、屋内に設置される場合、部屋全体に光が届くように部屋の中央付近
の上の方、例えば天井に設置される。
【００１３】
　そのため、無線ＬＡＮアクセスポイントからの電波も、照明器具の光の届く範囲へ広範
にわたって放射することができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】一般的な無線ＬＡＮシステムの配置の一例を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施形態の無線ＬＡＮシステムの配置の一例を示す図である。
【図３】図２に示した無線ＬＡＮシステムにおける無線ＬＡＮアクセスポイントの周辺構
成の一例を示す図である。
【図４】図２に示した無線ＬＡＮシステムにおける無線ＬＡＮアクセスポイントの周辺構
成の他の例を示す図である。
【図５】図２に示した無線ＬＡＮシステムにおける無線ＬＡＮアクセスポイントの周辺構
成のさらに他の例を示す図である。
【図６】図２に示した無線ＬＡＮアクセスポイントの照明器具への取り付け方法の一例を
示す図である。
【図７】図２に示した無線ＬＡＮアクセスポイントの照明器具への取り付け方法の他の例
を示す図である。
【図８】図２に示した無線ＬＡＮアクセスポイントの照明器具への取り付け方法のさらに
他の例を示す図である。
【図９】図２に示した無線ＬＡＮアクセスポイントの照明器具への取り付け方法のさらに
別の例を示す図である。
【図１０】図２に示した無線ＬＡＮアクセスポイントの照明器具への取り付け方法のまた
さらに別の例を示す図である。
【図１１Ａ】図２に示した無線ＬＡＮアクセスポイントと外部ネットワークとの接続方法
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の一例を示す図である。
【図１１Ｂ】図２に示した無線ＬＡＮアクセスポイントと外部ネットワークとの接続方法
の一例を示す図である。
【図１２Ａ】図２に示した無線ＬＡＮアクセスポイントと外部ネットワークとの接続方法
の他の例を示す図である。
【図１２Ｂ】図２に示した無線ＬＡＮアクセスポイントと外部ネットワークとの接続方法
の他の例を示す図である。
【図１３】図２に示した無線ＬＡＮアクセスポイントと外部ネットワークとの接続方法の
さらに他の例を示す図である。
【図１４Ａ】図２に示した無線ＬＡＮアクセスポイントの屋内での設置方法の一例を示す
図である。
【図１４Ｂ】図２に示した無線ＬＡＮアクセスポイントの屋内での設置方法の一例を示す
図である。
【図１５Ａ】図２に示した無線ＬＡＮアクセスポイントの屋内での設置方法の他の例を示
す図である。
【図１５Ｂ】図２に示した無線ＬＡＮアクセスポイントの屋内での設置方法の他の例を示
す図である。
【図１６】図２に示した無線ＬＡＮアクセスポイントの屋内での設置方法のさらに他の例
を示す図である。
【図１７】図２に示した無線ＬＡＮシステムの動作の一例を示す図である。
【図１８】図２に示した無線ＬＡＮアクセスポイントの屋外での設置方法の一例を示す図
である。
【図１９】本発明の第２の実施形態の無線ＬＡＮシステムにおける無線ＬＡＮアクセスポ
イントの周辺構成の一例を示す図である。
【図２０】本発明の第３の実施形態の無線ＬＡＮシステムにおける無線ＬＡＮアクセスポ
イントの周辺構成の一例を示す図である。
【図２１】本発明の第４の実施形態の無線ＬＡＮシステムにおける無線ＬＡＮアクセスポ
イントの周辺構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下に、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して説明する。
【００１６】
　（第１の実施形態）
　図２は、本発明の第１の実施形態の無線ＬＡＮシステムの配置の一例を示す図である。
【００１７】
　図２に示すように、本実施形態の無線ＬＡＮシステムにおいては、無線ＬＡＮアクセス
ポイント１０は、照明器具５０に取り付けられている。
【００１８】
　通常、照明器具５０は、屋内に設置される場合、部屋全体に光が届くように部屋の中央
付近の上の方、例えば天井に設置される。そのため、無線ＬＡＮアクセスポイント１０か
らの電波も、照明器具５０の光の届く範囲へ広範にわたって放射することが可能になる。
【００１９】
　また、無線ＬＡＮアクセスポイント１０は、天井まで引き回された、照明器具５０が電
源供給を受けている電力線を介して、電源供給を受ける。
【００２０】
　また、無線ＬＡＮアクセスポイント１０は、外部ネットワーク３０との間で、直接また
はルーター２０を介して通信を行うことにより、外部ネットワーク３０との接続を行う。
【００２１】
　なお、図２には、無線ＬＡＮアクセスポイント１０と外部ネットワーク３０との接続に
、天井まで引き回された電力線を通信回線として利用する電力線搬送通信を使用する例が
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示されているが、本発明はこれに限定されず、無線通信や従来のネットワークケーブルを
用いたイーサーネットなどのネットワーク通信を使用しても良い。
【００２２】
　このうち、無線ＬＡＮアクセスポイント１０と外部ネットワーク３０との接続に、無線
通信または電力線搬送通信を使用する場合には、新たな配線を壁や天井に引き回す必要が
ないため、無線ＬＡＮアクセスポイント１０を、工事を必要とすることなく、容易に設置
することが可能になる。
【００２３】
　図３は、図２に示した無線ＬＡＮシステムにおける無線ＬＡＮアクセスポイント１０の
周辺構成の一例を示す図である。
【００２４】
　図３に示す無線ＬＡＮアクセスポイント１０は、外部ネットワーク３０との接続に電力
線搬送通信を使用する構成になっており、電源部１０１と、通信部１０２と、アンテナ１
０３とを有している。また、通信部１０２は、無線通信部１０４と、電力線搬送通信部１
０５とを有している。なお、図３は、本発明と無関係な部分を省略している。
【００２５】
　電源部１０１は、天井まで引き回された電力線を介して電源供給を受けて、その電源を
通信部１０２に供給する。
【００２６】
　無線通信部１０４は、アンテナ１０３を介して、無線ＬＡＮクライアント端末４０との
間で無線通信を行う。また、電力線通信搬送通信部１０５は、天井まで引き回された電力
線を介して、外部ネットワーク３０またはルーター２０との間で電力線搬送通信を行う。
これにより、無線ＬＡＮアクセスポイント１０と外部ネットワーク３０とを、直接または
ルーター２０を介して接続することが可能になる。
【００２７】
　図４は、図２に示した無線ＬＡＮシステムにおける無線ＬＡＮアクセスポイント１０の
周辺構成の他の例を示す図である。
【００２８】
　図４に示す無線ＬＡＮアクセスポイント１０は、外部ネットワーク３０との接続に無線
通信を使用する構成になっており、電源部１１１と、通信部１１２と、アンテナ１１３と
を有している。また、通信部１１２は、無線通信部１１４を有している。なお、図４は、
本発明と無関係な部分を省略している。
【００２９】
　電源部１１１は、天井まで引き回された電力線を介して電源供給を受けて、その電源を
通信部１１２に供給する。
【００３０】
　無線通信部１１４は、アンテナ１１３を介して、無線ＬＡＮクライアント端末４０との
間で無線通信を行う。さらに、無線通信部１１４は、アンテナ１１３を介して、外部ネッ
トワーク３０またはルーター２０との間で無線通信を行う。これにより、無線ＬＡＮアク
セスポイント１０と外部ネットワーク３０とを、直接またはルーター２０を介して接続す
ることが可能になる。
【００３１】
　図５は、図２に示した無線ＬＡＮシステムにおける無線ＬＡＮアクセスポイント１０の
周辺構成のさらに他の例を示す図である。
【００３２】
　図５に示す無線ＬＡＮアクセスポイント１０は、外部ネットワーク３０との接続にネッ
トワーク通信を使用する構成になっており、電源部１２１と、通信部１２２と、アンテナ
１２３とを有している。また、通信部１２２は、無線通信部１２４と、ネットワーク通信
部１２５とを有している。なお、図５は、本発明と無関係な部分を省略している。
【００３３】
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　電源部１２１は、天井まで引き回された電力線を介して電源供給を受けて、その電源を
通信部１２２に供給する。
【００３４】
　無線通信部１２４は、アンテナ１２３を介して、無線ＬＡＮクライアント端末４０との
間で無線通信を行う。また、ネットワーク通信部１２５は、ネットワークケーブルを介し
て、外部ネットワーク３０またはルーター２０との間で、イーサーネットなどのネットワ
ーク通信を行う。これにより、無線ＬＡＮアクセスポイント１０と外部ネットワーク３０
とを、直接またはルーター２０を介して接続することが可能になる。
【００３５】
　ここで、無線ＬＡＮアクセスポイント１０の照明器具５０への取り付け方法について、
図６～図１０を参照して説明する。
【００３６】
　図６に示す例では、無線ＬＡＮアクセスポイント１０を、照明器具５０の棒状の蛍光灯
の電極部に接続している。
【００３７】
　図７に示す例では、無線ＬＡＮアクセスポイント１０を、照明器具５０のドーナツ状の
蛍光灯の電極部に接続している。
【００３８】
　図８に示す例では、無線ＬＡＮアクセスポイント１０を、照明器具５０の電球用または
球状の蛍光灯用のソケットに挿入し、そのソケットの電球または蛍光灯との接続部分に接
続している。
【００３９】
　図９に示す例では、無線ＬＡＮアクセスポイント１０を、照明器具５０の内側に挿入し
、ソケットの電球または蛍光灯との接続部分に接続している。
【００４０】
　図１０に示す例では、無線ＬＡＮアクセスポイント１０を、照明器具５０のプラグと電
源接続部（コンセント）との間に挿入し、そのプラグと電源接続部との接続部分に接続し
ている。
【００４１】
　次に、無線ＬＡＮアクセスポイント１０と外部ネットワーク３０との接続方法について
、図１１Ａ～図１３を参照して説明する。なお、図１１Ａ～図１３においては、無線ＬＡ
Ｎアクセスポイント１０は、図１０に示したように、照明器具５０のプラグと電源接続部
との間に挿入されて取り付けられているものとする。
【００４２】
　図１１Ａおよび図１１Ｂに示す例では、無線ＬＡＮアクセスポイント１０と外部ネット
ワーク３０との接続に電力線搬送通信を使用している。図１１Ａでは、無線ＬＡＮアクセ
スポイント１０と外部ネットワーク３０との接続には、直接電力線搬送通信を使用してい
る。図１１Ｂでは、無線ＬＡＮアクセスポイント１０とルーター２０との接続には、電力
線搬送通信を使用しており、また、ルーター２０と外部ネットワーク３０との接続には、
従来からの通信方法、例えば、光ケーブル、電話回線、もしくはケーブルを介した有線通
信、または、異なる周波数帯を用いた無線ＬＡＮもしくはＷｉＭＡＸ（Worldwide　Inter
operability　for　Microwave　Access）による無線通信を使用している。
【００４３】
　図１２Ａおよび図１２Ｂに示す例では、無線ＬＡＮアクセスポイント１０と外部ネット
ワーク３０との接続に無線通信を使用している。図１２Ａでは、無線ＬＡＮアクセスポイ
ント１０と外部ネットワーク３０との接続には直接無線通信を使用し、例えば、異なる周
波数帯を用いた無線ＬＡＮもしくはＷｉＭＡＸによる無線通信を使用している。図１２Ｂ
では、無線ＬＡＮアクセスポイント１０とルーター２０との接続には無線通信を使用し、
例えば、異なる周波数帯を用いた無線ＬＡＮもしくはＷｉＭＡＸによる無線通信を使用し
ており、また、ルーター２０と外部ネットワーク３０との接続には、従来からの通信方法
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、例えば、光ケーブル、電話回線、もしくはケーブルを介した有線通信、または、異なる
周波数帯を用いた無線ＬＡＮもしくはＷｉＭＡＸによる無線通信を使用している。
【００４４】
　図１３に示す例では、無線ＬＡＮアクセスポイント１０と外部ネットワーク３０との接
続にネットワーク通信を使用している。詳細には、無線ＬＡＮアクセスポイント１０とル
ーター２０との接続には、従来のネットワークケーブルを用いたイーサーネットなどのネ
ットワーク通信を使用しており、また、ルーター２０と外部ネットワーク３０との接続に
は、従来からの通信方法、例えば、光ケーブル、電話回線、もしくはケーブルを介した有
線通信、または、異なる周波数帯を用いた無線ＬＡＮもしくはＷｉＭＡＸによる無線通信
を使用している。
【００４５】
　次に、無線ＬＡＮアクセスポイント１０の屋内での設置方法について、図１４Ａ～図１
６を参照して説明する。
【００４６】
　図１４Ａおよび図１４Ｂに示す例では、無線ＬＡＮアクセスポイント１０を図１１Ａお
よび図１１Ｂに示した方法で屋内に設置している。図１４Ａでは、無線ＬＡＮアクセスポ
イント１０が、電力線搬送通信を使用し、外部ネットワーク３０と直接接続している。図
１４Ｂでは、無線ＬＡＮアクセスポイント１０が、電力線搬送通信を使用し、外部ネット
ワーク３０との接続にルーター２０を使用している。
【００４７】
　図１５Ａおよび図１５Ｂに示す例では、無線ＬＡＮアクセスポイント１０を図１２Ａお
よび図１２Ｂに示した方法で屋内に設置している。図１５Ａでは、無線ＬＡＮアクセスポ
イント１０が、無線通信を使用し、外部ネットワーク３０と直接接続している。図１５Ｂ
では、無線ＬＡＮアクセスポイント１０が、無線通信を使用し、外部ネットワーク３０と
の接続にルーター２０を使用している。
【００４８】
　図１６に示す例では、無線ＬＡＮアクセスポイント１０を図１３に示した方法で屋内に
設置している。詳細には、無線ＬＡＮアクセスポイント１０が、ネットワーク通信を使用
し、外部ネットワーク３０との接続にルーター２０を使用している。
【００４９】
　以下、本実施形態の無線ＬＡＮシステムの動作について、図１７を参照して説明する。
なお、図１７においては、無線ＬＡＮアクセスポイント１０は、図１４Ｂのように設置さ
れているものとする。
［１］無線クライアント端末４０は、照明器具５０に取り付けられた無線ＬＡＮアクセス
ポイント１０に対して、無線通信を使用してデータを送信する。
［２］次に、無線ＬＡＮアクセスポイント１０は、無線クライアント端末４０からの送信
データを、電力線搬送通信を使用してルーター２０に対して送信する。
［３］次に、ルーター２０は、無線ＬＡＮアクセスポイント１０からの送信データを、外
部ネットワーク３０に対して送信する。
［４］ルーター２０は、外部ネットワーク３０からデータを受信する。
［５］次に、ルーター２０は、外部ネットワーク３０からの受信データを、照明器具５０
に取り付けられた無線ＬＡＮアクセスポイント１０に対して、電力線搬送通信を使用して
送信する。
［６］その後、無線ＬＡＮアクセスポイント１０は、ルーター２０からの受信データを、
無線通信を使用して無線クライアント端末４０に対して送信する。
【００５０】
　上述したように本実施形態においては、無線ＬＡＮアクセスポイント１０を照明器具５
０に取り付ける構成であるため、無線ＬＡＮアクセスポイント１０からの電波を、照明器
具５０の光の届く範囲へ広範にわたって放射することができる。
【００５１】
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　また、無線ＬＡＮアクセスポイント１０と外部ネットワーク３０との接続に無線通信ま
たは電力線搬送通信を使用する場合は、新たな配線を引き回す等の工事を行うことなく、
無線ＬＡＮアクセスポイント１０を容易に設置することができる。
【００５２】
　なお、本実施形態においては、無線ＬＡＮアクセスポイント１０を屋内に設置する例に
ついて説明したが、無線ＬＡＮアクセスポイント１０は、公共的な用途等のために屋外に
設置することもできる。
【００５３】
　例えば、図１８に示すように、道路脇の電柱の街灯である照明器具５０に無線ＬＡＮア
クセスポイント１０を取り付ける。そして、無線ＬＡＮアクセスポイント１０と不図示の
ルーター２０または外部ネットワーク３０との間の通信には、送電線を通信回線として利
用した電力線搬送通信を用いる。
【００５４】
　これにより、無線ＬＡＮのアクセス範囲を安易に広げることが可能となる。
【００５５】
　（第２の実施形態）
　図１９は、本発明の第２の実施形態の無線ＬＡＮシステムにおける無線ＬＡＮアクセス
ポイント１０の周辺構成の一例を示す図である。なお、図１９に示す無線ＬＡＮシステム
は、無線ＬＡＮアクセスポイント１０と外部ネットワーク３０との接続に電力線搬送通信
を使用するものとする。また、図１９において、図３と同様の部分については同一の符号
を付し、また、図１９に示した部分以外の構成は、第１の実施形態と同様であるものとす
る。
【００５６】
　図１９に示すように、本実施形態の無線ＬＡＮシステムは、図３に示した構成と比較し
て、照明器具５０に電源状態通知部６０を取り付けた点が異なる。
【００５７】
　電源状態通知部６０は、照明器具５０の電源のオン・オフ状態を監視して、照明器具５
０の電源状態を無線ＬＡＮアクセスポイント１０に通知する。なお、無線ＬＡＮアクセス
ポイント１０への通知方法は、任意であり、例えば、電力線搬送通信を使用することがで
きる。また、電源状態通知部６０は、照明器具５０の不図示の電源部に接続されてその電
源部を直接監視するものでも良いし、照明器具５０の光を検知する光センサでも良い。
【００５８】
　電源部１０１は、電源状態通知部６０から通知された照明器具５０の電源状態に応じて
、通信部１０２への電源供給を制御する。例えば、電源部１０１は、照明器具５０の電源
がオン状態であれば、通信部１０２へ電源を供給し、オフ状態であれば、通信部１０２へ
の電源供給を停止することができる。また、電源部１０１は、タイマーを内蔵し、照明器
具５０の電源がオン状態からオフ状態になってから一定時間経過後に、通信部１０２への
電源供給を停止することもできる。
【００５９】
　上述したように本実施形態においては、照明器具５０の電源のオン・オフ状態に応じて
、無線ＬＡＮアクセスポイント１０をオン・オフすることができる。そのため、照明器具
５０の電源がオフ状態になったときに、無線ＬＡＮアクセスポイント１０を自動的にオフ
にすること等ができるようになる。
【００６０】
　なお、本実施形態においては、無線ＬＡＮアクセスポイント１０と外部ネットワーク３
０との接続に電力線搬送通信を使用する無線ＬＡＮシステムに適用した場合を例に挙げて
説明したが、本発明はこれに限定されず、無線通信やネットワークケーブル通信を使用す
る無線ＬＡＮシステムにも適用可能であることは言うまでもない。
【００６１】
　（第３の実施形態）
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　図２０は、本発明の第３の実施形態の無線ＬＡＮシステムにおける無線ＬＡＮアクセス
ポイント１０の周辺構成の一例を示す図である。なお、図２０に示す無線ＬＡＮシステム
は、無線ＬＡＮアクセスポイント１０と外部ネットワーク３０との接続に電力線搬送通信
を使用するものとする。また、図２０において、図３と同様の部分については同一の符号
を付し、また、図２０に示した部分以外の構成は、第１の実施形態と同様であるものとす
る。
【００６２】
　図２０に示すように、本実施形態の無線ＬＡＮシステムは、図３に示した構成と比較し
て、照明器具５０に対人センサ７０を取り付けた点が異なる。
【００６３】
　対人センサ７０は、人の存在を検知するセンサであり、人の存在を検知すると、無線Ｌ
ＡＮアクセスポイント１０に検知信号を通知する。なお、無線ＬＡＮアクセスポイント１
０への通知方法は、任意であり、例えば、電力線搬送通信を使用することができる。また
、対人センサの種類は、特に限定はなく、例えば、発光素子から発光を行い、その光が人
に当たって反射して受光素子で受光された場合に、人の存在を検知する赤外線センサとす
ることができる。
【００６４】
　電源部１０１は、対人センサ７０から検知信号が通知されたか否かに応じて、通信部１
０２への電源供給を制御する。例えば、電源部１０１は、対人センサ７０から検知信号が
通知された場合に、通信部１０２へ電源を供給することができる。
【００６５】
　上述したように本実施形態においては、人の存在が検知されたか否かに応じて、無線Ｌ
ＡＮアクセスポイント１０をオン・オフすることができる。そのため、人が存在するとき
に、無線ＬＡＮアクセスポイント１０を自動的にオンにすること等ができるようになる。
【００６６】
　なお、本実施形態においては、無線ＬＡＮアクセスポイント１０と外部ネットワーク３
０との接続に電力線搬送通信を使用する無線ＬＡＮシステムに適用した場合を例に挙げて
説明したが、本発明はこれに限定されず、無線通信やネットワークケーブル通信を使用す
る無線ＬＡＮシステムにも適用可能であることは言うまでもない。
【００６７】
　（第４の実施形態）
　図２１は、本発明の第４の実施形態の無線ＬＡＮシステムにおける無線ＬＡＮアクセス
ポイント１０の周辺構成の一例を示す図である。なお、図２１に示す無線ＬＡＮシステム
は、無線ＬＡＮアクセスポイント１０と外部ネットワーク３０との接続に電力線搬送通信
を使用するものとする。また、図２１において、図３と同様の部分については同一の符号
を付し、また、図２１に示した部分以外の構成は、第１の実施形態と同様であるものとす
る。
【００６８】
　図２１に示すように、本実施形態の無線ＬＡＮシステムは、図３に示した構成と比較し
て、照明器具５０に音センサ８０を取り付けた点が異なる。
【００６９】
　音センサ８０は、音を検知するセンサであり、音を検知すると、無線ＬＡＮアクセスポ
イント１０に検知信号を通知する。なお、無線ＬＡＮアクセスポイント１０への通知方法
は、任意であり、例えば、電力線搬送通信を使用することができる。
【００７０】
　電源部１０１は、音センサ８０から検知信号が通知されたか否かに応じて、通信部１０
２への電源供給を制御する。例えば、電源部１０１は、音センサ８０から検知信号が通知
された場合に、通信部１０２へ電源を供給することができる。
【００７１】
　上述したように本実施形態においては、音が検知されたか否かに応じて、無線ＬＡＮア
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クセスポイント１０をオン・オフすることができる。そのため、人が音を発したときに、
無線ＬＡＮアクセスポイント１０を自動的にオンにすること等ができるようになる。
【００７２】
　なお、本実施形態においては、無線ＬＡＮアクセスポイント１０と外部ネットワーク３
０との接続に電力線搬送通信を使用する無線ＬＡＮシステムに適用した場合を例に挙げて
説明したが、本発明はこれに限定されず、無線通信やネットワークケーブル通信を使用す
る無線ＬＡＮシステムにも適用可能であることは言うまでもない。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１３】

【図１４Ａ】
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【図１５Ａ】
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【図１５Ｂ】

【図１６】

【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２１】
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