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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電力線を介して供給される電力によって動作する照明装置であって、
　光源と、
　前記光源を制御する光源制御部と、
　前記電力線を介して通信データを受信し、受信した通信データを端末装置に第１規格の
無線信号で送信する中継器と、を備え、
　前記光源制御部は、前記中継器が受信した通信データに、前記光源を制御するための制
御情報が含まれていると、当該制御情報に従って前記光源を制御し、
　前記光源制御部は、リモートコントローラから送信された第２規格の無線信号を検出す
る検出部を備え、当該検出部が検出した前記第２規格の無線信号に含まれる前記リモート
コントローラが受け付けた操作を示す操作情報に従って前記光源を制御し、
　前記中継器は、前記制御情報を含む通信データを受信すると、当該制御情報を前記第２
規格の無線信号によって前記検出部に送信し、
　前記光源制御部は、前記中継器から前記制御情報を含む前記第２規格の無線信号を受信
すると、当該制御情報に従って前記光源を制御する、
ことを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記光源および前記光源制御部が固定されている天板と、
　前記電力線に電気的に接続された電源部に取り付けられて前記天板を支持するアダプタ
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と、をさらに備え、
　前記アダプタは、前記電源部を介して前記電力線と電気的に接続され、
　前記中継器は、前記アダプタを介して前記電力線から前記通信データを受信し、かつ、
前記アダプタよりも前記天板から離れた位置に設けられている、
　請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記中継器は、前記電力線から供給される交流信号を前記電力と前記通信データに分離
する分離回路と、当該分離回路により分離された前記電力を出力する電源回路と、当該分
離回路により分離された前記通信データを前記第１規格の無線信号で送信する送信回路と
、を備え、
　前記送信回路は、前記分離回路と前記電源回路とのいずれよりも前記天板から離れた位
置に設けられている、
　請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記天板は、前記中継器に近づく方向に突き出た凸部を備え、
　前記中継器は、前記第１規格の無線信号を送信するアンテナを前記凸部の頂部に備える
、
　請求項２または３に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記アダプタは、前記電源部から取り外されるときに操作される操作レバーを前記電源
部側の面とは反対側の面に備え、
　前記中継器は、前記アダプタの前記反対側の面に取り付けられ、かつ、前記アダプタの
前記反対側の面に取り付けられるときに前記操作レバーを収納する凹部または切り欠け部
を有する、
　請求項２から４のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項６】
　照明装置に電力を供給する電力線を介して通信データを受信する受信部と、
　前記受信部が受信した通信データを、端末装置に、第１規格の無線信号で送信する送信
部と、
　前記受信部が受信した通信データに、前記照明装置を制御するための制御情報が含まれ
ていると、当該制御情報を前記照明装置に供給する供給部と、
　を備え、
　前記供給部は、前記照明装置の、リモートコントローラから送信された第２規格の無線
信号を検出するための検出部に、前記制御情報を前記第２規格の無線信号によって送信す
ることによって前記制御情報を供給する、
ことを特徴とする中継器。
【請求項７】
　前記照明装置のアダプタに着脱可能に挿入係止されることによって自機である中継器を
支持し、かつ、前記電力線と前記受信部とを電気的に接続するコネクタ、をさらに備える
、
　請求項６に記載の中継器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置および中継器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、急速に情報機器が普及しており、特にここ数年で、使用される携帯情報端末の数
が急激に増加した。携帯情報端末を用いて情報を利用するためには、携帯情報端末を無線
通信などによりネットワークに接続することが必要である。携帯情報端末向けのネットワ
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ークを新たに設置する場合に、新たに通信専用のケーブルを敷設することに代え、既存の
電力線を用いた通信（電力線通信）を用いることが提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、電力線を用いた電力線通信を利用した無線ＬＡＮが開示され
ている。そして、特許文献１には、当該無線ＬＡＮの中継器（特許文献１では、無線ＬＡ
Ｎアクセスポイント）として、照明装置に設けられた中継器が開示されている。このよう
な、電力線通信を利用する機器を設置することで、新たに通信用のケーブルを敷設するコ
ストおよび時間を要することなく、携帯情報端末での情報の利用が可能なエリアを拡大す
ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２００８／００７５１４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１が開示する中継器では、無線ＬＡＮと端末との接続を電力線によっ
て実現するのみである。電力線による電力の提供と、通信の提供とがそれぞれ独立になさ
れるだけであり、同一のケーブルにより電力と通信との２つのサービスが提供される利点
を十分活用できているとは言えない。このため、特許文献１が開示する中継器では、電力
線を有効利用できているとは言い難い。
【０００６】
　本発明は、上記の状況を鑑みてなされたものであり、電力線を有効利用できる機器を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の観点に係る照明装置は、電力線を介して供
給される電力によって動作する照明装置であって、光源と、前記光源を制御する光源制御
部と、前記電力線を介して通信データを受信し、受信した通信データを端末装置に第１規
格の無線信号で送信する中継器と、を備え、前記光源制御部は、前記中継器が受信した通
信データに、前記光源を制御するための制御情報が含まれていると、当該制御情報に従っ
て前記光源を制御し、前記光源制御部は、リモートコントローラから送信された第２規格
の無線信号を検出する検出部を備え、当該検出部が検出した前記第２規格の無線信号に含
まれる前記リモートコントローラが受け付けた操作を示す操作情報に従って前記光源を制
御し、前記中継器は、前記制御情報を含む通信データを受信すると、当該制御情報を前記
第２規格の無線信号によって前記検出部に送信し、前記光源制御部は、前記中継器から前
記制御情報を含む前記第２規格の無線信号を受信すると、当該制御情報に従って前記光源
を制御する、ことを特徴とする。
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の第２の観点に係る中継器は、照明装置に電力を供
給する電力線を介して通信データを受信する受信部と、前記受信部が受信した通信データ
を、端末装置に、第１規格の無線信号で送信する送信部と、前記受信部が受信した通信デ
ータに、前記照明装置を制御するための制御情報が含まれていると、当該制御情報を前記
照明装置に供給する供給部と、を備え、前記供給部は、前記照明装置の、リモートコント
ローラから送信された第２規格の無線信号を検出するための検出部に、前記制御情報を前
記第２規格の無線信号によって送信することによって前記制御情報を供給する、
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、電力線を有効利用できる。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態に係る無線通信システムの構成図である。
【図２】実施形態に係る照明装置を含む概略断面図である。
【図３】実施形態に係るＰＬＣ子機の概略図である。
【図４Ａ】実施形態に係るＰＬＣ子機をコネクタが設けられた側面から見た図である。
【図４Ｂ】実施形態に係るＰＬＣ子機をケーブルが設置された側面から見た図である。
【図５】ＰＬＣ子機の動作を説明するための図である。
【図６Ａ】ＰＬＣ子機の形状の他の例を示す図である。
【図６Ｂ】ＰＬＣ子機の形状の他の例を示す図である。
【図７Ａ】アンテナの設置位置の一例を示す図である。
【図７Ｂ】アンテナの設置位置の他の例を示す図である。
【図８】天板の凸部の形状の他の例を示す図である。
【図９】ＰＬＣ子機の機能を概念的に示したブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
（実施形態１）
　以下、本発明の実施形態に係る照明装置５０などを、図面を参照しながら説明する。
【００１２】
　図１に示すように、照明装置５０は、住宅１内の天井６に設置されている。なお、図１
においては、照明装置５０を１個だけ図示しているが、住宅１内には、複数の照明装置５
０があってもよい。例えば、各部屋毎に照明装置５０が設置されていてもよい。照明装置
５０は、２階建ての住宅１内に構築された家庭内無線ＬＡＮ（Local Area Network）２の
アクセスポイントとしての役割も持つ。家庭内無線ＬＡＮ２は、インターネットなどのネ
ットワーク３にＦＴＴＨ（Fiber To The Home）などで接続されている。家庭内無線ＬＡ
Ｎ２は、家庭内電力線７４を用いた構成となっている。
【００１３】
　図１に示す例では、サーバ５００、Ｗｅｂサーバ５０１、携帯端末９０ａ（スマートフ
ォンなど、詳しくは後述する）は、ネットワーク３に接続し、携帯端末９０ｂ（スマート
フォンなど、詳しくは後述する）は、家庭内無線ＬＡＮ２に接続している。このような構
成によって、例えば、携帯端末９０ａとサーバ５００およびＷｅｂサーバ５０１とは、ネ
ットワーク３を介して通信可能となっており、相互に情報の送受信が可能である。携帯端
末９０ｂとサーバ５００およびＷｅｂサーバ５０１とは、ネットワーク３および家庭内無
線ＬＡＮ２を介して通信可能となっており、相互に情報の送受信が可能である。
【００１４】
　住宅１には、電力系統から交流電力が供給される。具体的には、電力系統から供給され
た交流電力は、電柱に設けられた電線および柱上変圧器などを介して、住宅１に送電され
、引き込み電線８１を介して、住宅１内に引き込まれる。分電盤８０は、引き込み電線８
１と、住宅１の各部屋まで引き回されている家庭内電力線７４と、に電気的に接続されて
いる。分電盤８０は、引き込み電線８１を介して住宅１内に引き込まれた交流電力を、家
庭内電力線７４を介して各部屋に分配する。家庭内電力線７４は、コンセント（図示せず
）、天井６に設けられた電源部６０などに電気的に接続されている。コンセントは、例え
ば、住宅１の部屋の壁などに設けられている。天井６に設けられた電源部６０は、例えば
、引っ掛けローゼット、引っ掛けシーリングなどである。この実施形態では、この電源部
６０に照明装置５０が取り付けられている。
【００１５】
　電源部６０に照明装置５０が取り付けられることで、電源部６０と照明装置５０とは、
電気的に接続され、家庭内電力線７４から電源部６０を介して照明装置５０に交流電力が
供給される。また、家電製品などの電気機器のプラグがコンセントに差し込まれ、家庭内
電力線７４に電気的に接続されると、その電気機器に家庭内電力線７４から交流電力が供
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給される。
【００１６】
　家庭内無線ＬＡＮ２は、光回線終端装置（ONU:Optical Network Unit）１０と、ルータ
２０と、ＰＬＣ（Power Line Communication）親機３０と、家庭内電力線７４と、照明装
置５０と、を含む。照明装置５０は、ＰＬＣ子機４０を有する。
【００１７】
　光回線終端装置１０は、光ファイバケーブル７１を介してネットワーク３に接続されて
いる。また、光回線終端装置１０は、ＬＡＮケーブル７２を介してルータ２０と接続され
ている。光回線終端装置１０は、光ファイバケーブル７１を介してネットワーク３から供
給される情報（例えば、サーバ５００やＷｅｂサーバ５０１からの情報）をＬＡＮケーブ
ル７２を介してルータ２０に出力する。ネットワーク３からの情報は光信号として供給さ
れる。光回線終端装置１０は、この光信号を電気信号に変換し、変換した電気信号をルー
タ２０に出力することで、ネットワーク３から供給される情報をルータ２０に供給する。
また、光回線終端装置１０は、ＬＡＮケーブル７２を介してルータ２０から供給される情
報（例えば、携帯端末９０ｂからの情報）を光ファイバケーブル７１を介してネットワー
ク３に出力する。ルータ２０からの情報は電気信号として供給される。光回線終端装置１
０は、この電気信号を光信号に変換してネットワーク３に出力することで、ルータ２０か
ら供給される情報をネットワーク３に供給する。
【００１８】
　ルータ２０は、ＬＡＮケーブル７３を介してＰＬＣ親機３０に接続されている。ルータ
２０は、光回線終端装置１０から供給される情報をＬＡＮケーブル７３を介してＰＬＣ親
機３０に出力する。ルータ２０は、光回線終端装置１０から供給される情報の経路選択、
光回線終端装置１０から供給される情報のフィルタリング等の機能を有している。また、
ルータ２０は、ＬＡＮケーブル７３を介してＰＬＣ親機３０から供給される情報を光回線
終端装置１０に出力する。ルータ２０に供給されるまたは出力される情報は、電気信号の
形で供給または出力される。以下、家庭内無線ＬＡＮ２内で伝送される情報は、電気信号
の形で伝送される。
【００１９】
　ＰＬＣ親機３０は、家庭内電力線７４に電気的に接続されている。ＰＬＣ親機３０は、
所定の部屋のコンセントを介して家庭内電力線７４に電気的に接続されていてもよいし、
コンセントなどを介さず分電盤８０を介して家庭内電力線７４に電気的に接続されていて
もよい。ＰＬＣ子機４０も家庭内電力線７４に電気的に接続されている（詳しくは後述）
。このため、ＰＬＣ親機３０と、ＰＬＣ子機４０とは、家庭内電力線７４を介した電力線
通信ができる。ＰＬＣ親機３０と、ＰＬＣ子機４０とは、それぞれ、情報を送信するとき
には、送信する情報を高周波の電気信号（以下、高周波信号という。）に変換して送信す
る。高周波信号は、家庭内電力線７４で送電される交流電力に重畳される。ＰＬＣ親機３
０と、ＰＬＣ子機４０とは、それぞれ、家庭内電力線７４から供給される交流信号（交流
電力に高周波信号を重畳した信号）から高周波信号を抽出して、当該高周波信号が表す情
報を取得可能になっている。このようにして、ＰＬＣ親機３０と、ＰＬＣ子機４０とは、
家庭内電力線７４を介した電力線通信が可能になっており、情報を相互に送受信可能にな
っている。なお、ＰＬＣ親機３０と、ＰＬＣ子機４０とは、それぞれ、交流信号に含まれ
る交流電力で動作する。
【００２０】
　ＰＬＣ親機３０は、ルータ２０から供給される情報を家庭内電力線７４を介してＰＬＣ
子機４０に送信する。また、ＰＬＣ親機３０は、ＰＬＣ子機４０が送信した情報を家庭内
電力線７４を介して受信し、受信した情報をルータ２０に出力する。
【００２１】
　ＰＬＣ子機４０は、家庭内無線ＬＡＮ２の中継器（アクセスポイント）の役割を果たす
。ＰＬＣ子機４０は、ＰＬＣ親機３０からの情報を無線で携帯端末９０ｂに送信するとと
もに、携帯端末９０ｂから無線で供給される情報をＰＬＣ親機３０に供給する。ＰＬＣ子
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機４０については、後でさらに詳述するが、ＰＬＣ子機４０によって、携帯端末９０ｂが
家庭内無線ＬＡＮ２に接続されている。
【００２２】
　携帯端末９０ａおよび携帯端末９０ｂは、例えば、ノートＰＣ（Personal Computer）
、スマートフォン、タブレット端末等である。なお、携帯端末９０ａおよび携帯端末９０
ｂを総称して携帯端末９０と呼ぶことがある。携帯端末９０は、ＷｉＦｉなどに準拠した
無線通信機能を有し、家庭内無線ＬＡＮ２と接続可能であり、また、屋外の無線ＬＡＮな
ど（図示せず）を介してネットワーク３に接続可能である。携帯端末９０がスマートフォ
ン、タブレット端末などであれば、携帯電話の通信網（例えば、電話局などを含む通信網
）を介してネットワーク３に接続できる。この実施形態では、携帯端末９０ａは、屋外に
あって、ネットワーク３に接続可能になっている。携帯端末９０ｂは、住宅１内にあって
、家庭内無線ＬＡＮ２（特に、ＰＬＣ子機４０）に接続可能になっている。携帯端末９０
ａは、例えば、サーバ５００またはＷｅｂサーバ５０１と、ネットワーク３を介して情報
を送受信する。携帯端末９０ｂは、例えば、サーバ５００またはＷｅｂサーバ５０１と、
ＰＬＣ子機４０を家庭内無線ＬＡＮ２のアクセスポイントとして、家庭内無線ＬＡＮ２お
よびネットワーク３を介して情報を送受信する。
【００２３】
　携帯端末９０ａは、ネットワーク３などを介して、Ｗｅｂサーバ５０１と情報を送受信
して、Ｗｅｂサーバ５０１が提供するＷｅｂページなどを表示することができる。携帯端
末９０ｂは、ネットワーク３や家庭内無線ＬＡＮ２（光回線終端装置１０、ルータ２０、
ＰＬＣ親機３０、家庭内電力線７４、ＰＬＣ子機４０）などを介して、Ｗｅｂサーバ５０
１と情報を送受信して、Ｗｅｂサーバ５０１が提供するＷｅｂページなどを表示すること
ができる。
【００２４】
　また、携帯端末９０には、あらかじめ照明装置５０を制御するためのアプリケーション
がインストールされている。携帯端末９０は、ユーザの操作に応答して照明装置５０を制
御するための情報である制御情報をサーバ５００に送信する。制御情報としては、点灯を
指示する制御情報、消灯を指示する制御情報、調光を指示する制御情報などがある。例え
ば、ユーザが携帯端末９０ａを操作して、照明装置５０を点灯させる指示を入力した場合
には、携帯端末９０ａは、点灯を指示する制御情報をネットワーク３などを介してサーバ
５００に送信する。例えば、ユーザが携帯端末９０ａを操作して、照明装置５０を消灯さ
せる指示を入力した場合には、携帯端末９０ａは、消灯を指示する制御情報をネットワー
ク３などを介してサーバ５００に送信する。例えば、ユーザが携帯端末９０ａを操作して
、照明装置５０を調光する指示を入力した場合には、携帯端末９０ａは、調光を指示する
制御情報（どのように調光するかの情報も適宜含む。）をネットワーク３などを介してサ
ーバ５００に送信する。
【００２５】
　住宅１の外部に設けられたサーバ５００およびＷｅｂサーバ５０１は、サーバコンピュ
ータなどによって構成される。サーバ５００およびＷｅｂサーバ５０１は、ネットワーク
３に接続されている。サーバ５００およびＷｅｂサーバ５０１は、ネットワーク３を介し
て情報を受信したり、ネットワーク３を介して情報を送信したりすることができる。例え
ば、サーバ５００は、携帯端末９０からの照明装置５０を制御するための制御情報を、制
御対象の照明装置５０に、ネットワーク３、光回線終端装置１０、ルータ２０、ＰＬＣ親
機３０、家庭内電力線７４を介して送信する。照明装置５０は、サーバ５００からの制御
情報（ここでは、制御情報が指示する指示内容）に従って動作する（詳しくは後述）。こ
のようにして、照明装置５０は、携帯端末９０ａによって住宅１の外から遠隔操作可能に
なっている。
【００２６】
　次に、照明装置５０の構成について説明する。図２に照明装置５０の概略断面図を示す
。なお、図２においては、電源部６０、照明装置５０の一部の構成要素は、概略断面図と
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して描き、断面を表すハッチングおよび内部構造は省略した。
【００２７】
　照明装置５０は、シーリングタイプの照明であり、天井６に設置される。照明装置５０
は、天板５０ａ、光源５０ｂ、制御ユニット５０ｃ、照明カバー５０ｄ、引掛アダプタ５
１、ＰＬＣ子機４０を含む。照明装置５０は、リモコン５３によって遠隔操作される。照
明装置５０は、電源部６０に取り付けられた引掛アダプタ５１によって天井６に設置され
る。なお、この実施形態では、既存の照明装置にＰＬＣ子機４０を後付けして照明装置５
０が構成されている。
【００２８】
　引掛アダプタ５１は、上部に引掛金具５１ｅを備える。引掛金具５１ｅを電源部６０に
挿入した状態で、引掛アダプタ５１を回転させることで、引掛アダプタ５１は、電源部６
０に取り付けられる。引掛アダプタ５１が電源部６０に取り付けられると、引掛金具５１
ｅが電源部６０に電気的に接続され、引掛アダプタ５１が電源部６０に電気的に接続され
る。また、引掛アダプタ５１は、両端閉口の円筒状の筐体と、当該筐体の外周面から突出
するツメ５１ｃと、を有する。ツメ５１ｃは、引掛アダプタ５１の筐体の径方向外側に向
かって付勢されている。天板５０ａは、ツメ５１ｃに引っ掛かり、ツメ５１ｃは、天板５
０ａを支持する。引掛アダプタ５１から天板５０ａを取り外す際には、引掛アダプタ５１
底部に設けられた２つの脱着用レバー５１ｄ（図３、図４などを参照）が使用される。２
つの脱着用レバー５１ｄをつまんで内側に移動させるまたは外側に移動させることで、ツ
メ５１ｃは筐体内に引っ込むようになっている。これによって、ツメ５１ｃが天板５０ａ
に引っ掛かった状態が解除され、引掛アダプタ５１から天板５０ａを取り外すことができ
る。
【００２９】
　また、引掛アダプタ５１は、電源部６０から供給された交流電力を送電するためのケー
ブル５１ａおよびコネクタ５１ｂを備える（図４などを参照）。ケーブル５１ａの一端は
、引掛金具５１ｅに電気的に接続されている。ケーブル５１ａの他端（先端）には、コネ
クタ５１ｂが設けられている。詳細は後述するが、コネクタ５１ｂは、ＰＬＣ子機４０に
電気的に接続される。つまり、ＰＬＣ子機４０と引掛アダプタ５１とは、電気的に接続さ
れ、家庭内電力線７４から電源部６０を介して供給される電力および電力に重畳される高
周波信号は、引掛アダプタ５１を介してＰＬＣ子機４０に供給される。
【００３０】
　天板５０ａは、金属などから構成され、中央に貫通孔を有する円板（リング形状）であ
る。天板５０ａの下面の貫通孔周辺には、引掛アダプタ５１のツメ５１ｃが引っ掛かるよ
うになっており、これによって、天板５０ａは、引掛アダプタ５１から脱落しないように
、引掛アダプタ５１のツメ５１ｃで支持される。また、天板５０ａには、天板の面内方向
（水平方向）において、貫通孔を囲むように、貫通孔の周囲に下方に突き出た凸部５０ｆ
が設けられている。ここでは凸部５０ｆは、貫通孔の周囲に沿って設けられたリング形状
である。天板５０ａには、光源５０ｂと制御ユニット５０ｃとが取り付けられている。制
御ユニット５０ｃと光源５０ｂとは図示しない配線によって接続されている。なお、天板
５０ａは、光源５０ｂからの光を反射するように白色などに形成される。凸部５０ｆの天
板５０ａの貫通孔周辺からの高さは、一般に、光源５０ｂからの光によってできる引掛ア
ダプタ５１の影を作らないように、天板５０ａの貫通孔周辺から引掛アダプタ５１の下面
（床と対向する面）までの高さと同じになっている。凸部５０ｆの高さは、引掛アダプタ
５１の下面の高さよりも高くてもよい。このような構成によって、光源５０ｂからの光は
凸部５０ｆで反射されるので、引掛アダプタ５１の影を作らないようにできる。なお、Ｐ
ＬＣ子機４０は、後付であるため（つまり照明装置５０は、ＰＬＣ子機４０の存在を前提
として設計されていないので）、ＰＬＣ子機４０は、凸部５０ｆよりも下方に突き出るこ
とで影を作ることがあるが、凸部５０ｆによる光の反射によって、その影も少なくするこ
とができる場合がある。また、凸部５０ｆの高さを、天板５０ａの貫通孔周辺からＰＬＣ
子機４０の下面（床と対向する面）までの高さよりも高くすることで、前記影の問題も解
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消し得る。
【００３１】
　光源５０ｂは、例えば、リング型のＬＥＤ（Light Emitting Diode）等を用いた発光装
置などによって構成され、電力が供給されることによって発光する。
【００３２】
　制御ユニット５０ｃは、受光部５０ｇ、図示しない駆動回路等を備える。
【００３３】
　リモコン５３は、ユーザなどによって行われた操作によって指示される内容（照明装置
５０をどのように制御するかの制御内容でもある。）を示す赤外線信号を出力する。赤外
線信号は、例えば、制御内容を示すＩＲ（Infrared）コードを示す信号などであればよい
。リモコン５３は、例えば、操作内容に応じたＩＲコードを示す赤外線信号を出力するこ
とで、照明装置５０の制御内容を示す赤外線信号を出力する。
【００３４】
　受光部５０ｇは、照明装置５０のリモコン５３等からの赤外線信号を受光する。受光部
５０ｇは、赤外線信号を受光可能な受光素子（例えば、赤外線センサなど）によって構成
される。受光部５０ｇは受信した赤外線信号を電気信号に変換し、駆動回路に供給する。
駆動回路は、受光部５０ｇから供給された電気信号（例えば、赤外線信号が示す制御内容
）に従って、光源５０ｂを制御して点灯／消灯、調光させる等する。すなわち、受光部５
０ｇは、リモコン５３から送信された赤外線信号を検出する検出部として機能する。
【００３５】
　これら受光部５０ｇおよび駆動回路等の動作により、リモコン５３による照明装置５０
の遠隔操作が実現する。例えば、ユーザがリモコン５３に対して照明装置５０を点灯させ
る操作を行うと、点灯を示す赤外線信号を照明装置５０に供給し、制御ユニット５０ｃは
、受光部５０ｇによって当該赤外線信号を受信し、当該赤外線信号に基づいて、光源５０
ｂを点灯させる。例えば、ユーザがリモコン５３に対して照明装置５０を消灯させる操作
を行うと、消灯を示す赤外線信号を照明装置５０に供給し、制御ユニット５０ｃは、受光
部５０ｇによって当該赤外線信号を受信し、当該赤外線信号に基づいて、光源５０ｂを消
灯させる。例えば、ユーザがリモコン５３に対して照明装置５０を調光する操作を行うと
、調光およびどのような調光を行うかを示す赤外線信号を照明装置５０に供給し、制御ユ
ニット５０ｃは、受光部５０ｇによって当該赤外線信号を受信し、当該赤外線信号に基づ
いて、光源５０ｂを調光する。制御ユニット５０ｃは、ＰＬＣ子機４０と電気的に接続さ
れており、制御ユニット５０ｃには、電源部６０から引掛アダプタ５１およびＰＬＣ子機
４０を介して電力が供給され、駆動回路はこの電力を光源５０ｂに供給する。制御ユニッ
ト５０ｃは、赤外線信号に従って光源５０ｂに供給する電力量（具体的には、光源５０ｂ
に流す電流量）を制御して、光源５０ｂを制御する。駆動回路は、光源５０ｂに電力を供
給することで、光源５０ｂを点灯させる。駆動回路は、光源５０ｂへの電力の供給を停止
することで、光源５０ｂを消灯させる。駆動回路は、光源５０ｂへの電力の供給量（具体
的には、電流量）を変化させることで、光源５０ｂの輝度を変化させる調光を行う。制御
ユニット５０ｃは、光源５０ｂからの光によって影を生成しないような位置、形状に設け
られる。このように、制御ユニット５０ｃは、光源５０ｂを制御する光源制御部として機
能する。
【００３６】
　照明カバー５０ｄは、光源５０ｂからの光を散乱させて出射する部材であり、光源５０
ｂ、制御ユニット５０ｃ等を下側から覆う。照明カバー５０ｄは、天板５０ａに適宜の方
法（例えば、引っ掛け、ネジ止めなど）で固定される。照明カバー５０ｄは、例えば、合
成樹脂などによって構成される。
【００３７】
　さらに、照明装置５０は、ＰＬＣ子機４０を含む。ＰＬＣ子機４０は、引掛アダプタ５
１のコネクタ５１ｂと接続されるコネクタ４０ｂを備える（図４参照）。コネクタ５１ｂ
とコネクタ４０ｂとが接続されることで、ＰＬＣ子機４０と引掛アダプタ５１とは電気的
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に接続される。これによって、ＰＬＣ子機４０は、引掛アダプタ５１および電源部６０を
介して家庭内電力線７４と電気的に接続される。そして、ＰＬＣ子機４０には、家庭内電
力線７４からの交流電力および高周波信号が引掛アダプタ５１などを介して供給される。
また、ＰＬＣ子機４０は、高周波信号を家庭内電力線７４を介してＰＬＣ親機３０に伝送
することができる。このようにして、ＰＬＣ子機４０は、家庭内電力線７４を介してＰＬ
Ｃ親機３０と電力線通信を行う。ＰＬＣ子機４０は、電源部６０に取り付けられた引掛ア
ダプタ５１の下面（床面に対向する面）に両面テープ、接着剤などによって取り付けられ
る。引掛アダプタ５１が、内部に金属を有する場合には、ＰＬＣ子機４０内に磁石を設け
、当該磁石が金属を引きつける磁力によって、ＰＬＣ子機４０を引掛アダプタ５１の下面
に取り付けるようにしてもよい。例えば、引掛アダプタ５１が内部に有する金属は、例え
ば、ツメ５１ｃを補強するために、ツメ５１ｃに設けられた金属板などである。ツメ５１
ｃは、突き出た状態であっても、引掛アダプタ５１の筐体内に位置する部分があり、金属
板は、この部分に至っている。この磁石がこの金属板を引きつけることによって、ＰＬＣ
子機４０が引掛アダプタ５１の下面に取り付けられるようにしてもよい。磁石による取り
付けによって、両面テープなどを用意する必要もなく、ＰＬＣ子機４０の取り付けが容易
になる。また、磁石による取り付けによって、両面テープなどを用意する必要もなく、Ｐ
ＬＣ子機４０の着脱が容易になる。
【００３８】
　ＰＬＣ子機４０は、家庭内電力線７４を介してＰＬＣ親機３０から通信データを受信し
、それを携帯端末９０に、無線信号で送信する。これにより、ＰＬＣ子機４０は、端末装
置である携帯端末９０に、電力線を介して受信した通信データを送信する中継器としての
機能を提供する。また逆に、ＰＬＣ子機４０は、携帯端末９０から送信された同じ無線規
格による無線信号を受信し、その無線信号に含まれる通信データを電力線を介してＰＬＣ
親機３０に送信する。これにより、携帯端末９０は、ネットワーク３上の機器と通信する
ことが可能となる。
【００３９】
　また、ＰＬＣ子機４０は、受信した通信データに光源５０ｂを制御するための制御情報
が含まれていると、当該制御情報を制御ユニット５０ｃに提供する。具体的には後述する
ように、ＰＬＣ子機４０は、リモコン５３からの赤外線信号と同様の信号によって制御信
号を制御ユニット５０ｃに提供することにより、制御信号に従って光源５０ｂを制御する
。
【００４０】
　また、ＰＬＣ子機４０は、ケーブル４０ｃ、コネクタ４０ｄを備える（図４参照）。ケ
ーブル４０ｃの一端は、ＰＬＣ子機４０内部の電源回路部４０ｅ（詳しくは後述）に電気
的に接続され、他端（先端）は、コネクタ４０ｄに接続されている。ケーブル４０ｃ、コ
ネクタ４０ｄは、引掛アダプタ５１のケーブル５１ａ、コネクタ５１ｂと同型である。Ｐ
ＬＣ子機４０のケーブル４０ｃは、コネクタ４０ｄによって制御ユニット５０ｃに電気的
に接続されている。照明装置５０がＰＬＣ子機４０を有さない場合（例えば、照明装置５
０が既存のものである場合）、制御ユニット５０ｃに引掛アダプタ５１のコネクタ５１ｂ
が接続される。しかし、この実施形態では、ＰＬＣ子機４０のコネクタ４０ｂにコネクタ
５１ｂが接続される。そして、制御ユニット５０ｃに、コネクタ４０ｄが接続される。こ
のように、ＰＬＣ子機４０は、引掛アダプタ５１のコネクタ５１ｂと同型のコネクタ４０
ｄと、コネクタ５１ｂと接続されるコネクタ４０ｂとを有することで、既存の照明装置に
後付けで取り付け可能になっている。ＰＬＣ子機４０は、引掛アダプタ５１と制御ユニッ
ト５０ｃとに電気的に接続され、かつ、電気回路的に引掛アダプタ５１と制御ユニット５
０ｃとの間に配置される。ＰＬＣ子機４０は、引掛アダプタ５１を介して家庭内電力線７
４から供給される電力を、制御ユニット５０ｃに供給する。
【００４１】
　さらに、ＰＬＣ子機４０は、その下部に、赤外線送信部５０ｉを備える。赤外線送信部
５０ｉは、赤外線を発する発光素子などから構成されている。ＰＬＣ子機４０は、赤外線
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送信部５０ｉから赤外線信号（詳しくは後述するが、リモコン５３からの赤外線信号と同
様の信号）を出力する。赤外線信号は、制御ユニット５０ｃの受光部５０ｇで受信される
。図２に示すように、赤外線送信部５０ｉは、受光部５０ｇが赤外線送信部５０ｉから出
力される赤外線信号を受信可能な位置に配置されている。従って、制御ユニット５０ｃは
、赤外線送信部５０ｉから出力された赤外線信号を容易に受信することができる。
【００４２】
　このように、照明装置５０は、光源５０ｂ、光源制御部として機能する制御ユニット５
０ｃ、および中継器として機能するＰＬＣ子機４０を備えることにより、本発明の目的を
達成するものである。特に、ＰＬＣ子機４０が受信した通信データに、光源５０ｂを制御
するための制御情報が含まれていると、制御ユニット５０ｃは、当該制御情報に従って光
源５０ｂを制御する機能を有する。このため、電力線を通じた通信により、同じ電力線か
ら電力の供給を受ける機器の制御が実現され、電力線を有効に活用することができる。
【００４３】
　次に、図３を参照しながらＰＬＣ子機４０を詳細に説明する。図３に、引掛アダプタ５
１にＰＬＣ子機４０が取り付けられたときの、ＰＬＣ子機４０の構成などを示す。なお、
点線によって描かれた要素は、ＰＬＣ子機４０の筐体の外周面よりも内側にあるものを示
す。なお、引掛アダプタ５１については、図３においてその断面を図示しない。
【００４４】
　ＰＬＣ子機４０は、電源回路部４０ｅと、無線通信部（情報を送信する送信部や情報を
受信する受信部として動作する）４０ｆと、を備える。電源回路部４０ｅは、例えば、電
源回路などが設けられた基板などから構成され、無線通信部４０ｆよりも上（天井側）に
位置する。図３においてはＰＬＣ子機４０のメス型のコネクタ４０ｂ（引掛アダプタ５１
のコネクタ５１ｂが接続される。）が正面となるように示している。コネクタ４０ｂは、
電源回路部４０ｅに配線Ｌ１を介して電気的に接続されている。よって、家庭内電力線７
４から電源部６０、引掛アダプタ５１を介して供給される交流電力および高周波信号（交
流信号）が、電源回路部４０ｅに供給される。
【００４５】
　電源回路部４０ｅは、引掛アダプタ５１を介して家庭内電力線７４から供給される交流
信号（交流電力＋高周波信号）を交流電力と高周波信号とに分離する。例えば、電源回路
部４０ｅは、電源回路の一部としてフィルタ回路などを有し、交流信号に含まれる所定の
帯域の信号を、高周波信号として取り出す。電源回路部４０ｅには、ケーブル４０ｃが図
示しない配線などを介して電気的に接続されており、分離した交流電力を、ケーブル４０
ｃ、コネクタ４０ｄを介して制御ユニット５０ｃに供給する。電源回路部４０ｅは、配線
Ｌ２などを介して電気的に無線通信部４０ｆと接続されており、分離した高周波信号を、
無線通信部４０ｆに供給する。
【００４６】
　無線通信部４０ｆは、例えば、マイクロコンピュータ、アンテナなどが実装された基板
などから構成される。無線通信部４０ｆと赤外線送信部４０ｉとは配線Ｌ３により電気的
に接続されており、赤外線送信部４０ｉは、ＰＬＣ子機４０の下部に設けられている。無
線通信部４０ｆのマイクロコンピュータは、電源回路部４０ｅから供給される高周波信号
が示す情報が照明装置５０を制御する制御情報を含むかを判別し、制御情報を含む場合に
は、当該制御情報に応じた赤外線信号を赤外線送信部４０ｉから出力させ、当該赤外線信
号を制御ユニット５０ｃの受光部５０ｇに供給する。このときの赤外線信号は、リモコン
５３からの赤外線信号と同様のものである。
【００４７】
　例えば、制御情報として点灯を指示する制御情報が供給された場合、マイクロコンピュ
ータは、リモコン５３から供給される点灯を示す赤外線信号と同じ赤外線信号を赤外線送
信部４０ｉから送信する。例えば、制御情報として消灯を指示する制御情報が供給された
場合、マイクロコンピュータは、リモコン５３から供給される消灯を示す赤外線信号と同
じ赤外線信号を赤外線送信部４０ｉから送信する。このような赤外線信号を受光部５０ｇ
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で受光する制御ユニット５０ｃは、リモコン５３が操作されたときと同じように動作して
、光源５０ｂの点灯、消灯、調光などを制御することができる。このように、ＰＬＣ子機
４０は、受信した通信データに光源５０ｂを制御するための制御情報が含まれていると、
当該制御情報を赤外線（第２規格の無線信号）によって、制御ユニット５０ｃの受光部５
０ｇに送信することにより、制御ユニット５０ｃをして制御情報に従って光源５０ｂを制
御させる機能を有する。
【００４８】
　無線通信部４０ｆのマイクロコンピュータは、電源回路部４０ｅから供給される高周波
信号が示す情報が照明装置５０を制御する制御情報を含まないと判別した場合には、当該
情報によって指定される通信アドレスを有する携帯端末９０ｂなどと通信して、当該情報
（例えば、Ｗｅｂサーバ５０１からのＷｅｂページを示す情報など）を送信する。携帯端
末９０ｂは、Ｗｅｂページを表示する。これによって、携帯端末９０ａによるＷｅｂペー
ジの閲覧などが実現される。当該通信は、例えば、ＷｉＦｉ（登録商標）などの形式で行
われる。これによって、ＰＬＣ子機４０は、ＷｉＦｉ形式の無線信号を送受信でき、家庭
内無線ＬＡＮ２のアクセスポイントとして機能する。
【００４９】
　また、物理的な構成について言えば、電源回路部４０ｅと、無線通信部４０ｆは、所定
の間隔を空けて配置されている。このような構成により、ＰＬＣ子機４０と携帯端末９０
との無線通信に、電源回路部４０ｅからの電磁的な干渉等の影響が及ばないようにするこ
とが可能である。なお、電源回路部４０ｅと、無線通信部４０ｆと、を別のパッケージと
することで、ＰＬＣ子機４０と携帯端末９０との無線通信に、電力線からの干渉等の影響
が及ばないようにしてもよい。
【００５０】
　また、電源回路部４０ｅの各回路を基板に配線する際の配線パターンにより、無線通信
部４０ｆに設けられたアンテナなどに対する電源回路部４０ｅからの電磁的な干渉等の影
響を防ぐシールド効果を生じさせてもよい。
【００５１】
　図４Ａおよび図４Ｂに、ＰＬＣ子機４０の外観を示す。図４Ａは、ＰＬＣ子機４０をコ
ネクタ４０ｂが設けられた側から見た図であり、図４Ｂは、ＰＬＣ子機４０をケーブル４
０ｃが接続された側から見た図である。なお、図４Ａには、電源部６０、引掛アダプタ５
１を併せて表示する。
【００５２】
　ＰＬＣ子機４０は、略円柱形状であり、上部側面（引掛アダプタ５１と接する面）に２
カ所の凹部４０ａが形成されている。引掛アダプタ５１は、その下部に照明装置５０の脱
着用レバー５１ｄを２個を備えているが、これらの凹部４０ａは、ＰＬＣ子機４０の取り
付けの際に、脱着用レバー５１ｄが邪魔にならないように脱着用レバー５１ｄを収納する
。
【００５３】
　また、ＰＬＣ子機４０の上部側面には、切り欠け部４０ｊが設けられている。これは、
ＰＬＣ子機４０を引掛アダプタ５１へ取り付ける際に、引掛アダプタ５１の下部に設けら
れている交流電力を送電するためのケーブル５１ａを収納し、ケーブル５１ａ取り付けの
妨げにならないようにするためのものである。切り欠け部４０ｊは引掛アダプタ５１にお
けるケーブル５１ａの位置に応じた位置および形状とすればよい。
【００５４】
　取り付けの際には、２カ所の凹部４０ａに脱着用レバー５１ｄが入り込むように、相互
の位置を合わせて、ＰＬＣ子機４０を引掛アダプタ５１に取り付ける。従って、脱着用レ
バー５１ｄはＰＬＣ子機４０に接触せず、ＰＬＣ子機４０の取り付けを妨げない。ＰＬＣ
子機４０の引掛アダプタ５１への取り付けは、上述のように磁石によってもよいし、両面
テープなどによってもよい。
【００５５】
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　また、ＰＬＣ子機４０の側面には、コネクタ４０ｂ（図４Ａ）と、ケーブル４０ｃ、コ
ネクタ４０ｄ（図４Ｂ）が設けられている。ケーブル４０ｃ、コネクタ４０ｄは、コネク
タ４０ｂに対してＰＬＣ子機４０の両端閉口の円筒型の筐体の軸を中心に１８０度反対側
に位置する。コネクタ４０ｂには、引掛アダプタ５１のコネクタ５１ｂが接続される。コ
ネクタ４０ｄは、照明装置５０に設けられた制御ユニット５０ｃに接続される。
【００５６】
　次に、図２を参照して、ＰＬＣ子機４０の取り付けについて説明する。電源部６０は、
部屋の天井６に設置されており、照明装置５０に家庭内電力線７４からの電源を供給する
部品である。引掛アダプタ５１は、電源部６０に装着され、様々な形状の照明装置５０を
電気的に電源部６０に接続させることを可能とするアダプタである。
【００５７】
　ＰＬＣ子機４０を含む照明装置５０の取り付け方法は以下のようになる。
【００５８】
　まず、引掛アダプタ５１が電源部６０に取り付けられた状態で、照明装置５０の天板５
０ａを下から引掛アダプタ５１の方向へ持ち上げ、天板５０ａを引掛アダプタ５１に取り
付ける。このとき、引掛アダプタ５１の側面に設けられたツメ５１ｃは、天板５０ａによ
って一度引っ込み、天板５０ａが通過することで元に戻って側面から突き出るようになり
、天板５０ａが係合するため、天板５０ａは脱落しない。なお、天板５０ａには、制御ユ
ニット５０ｃや光源５０ｂ等があらかじめ取り付けられている。この状態で、ＰＬＣ子機
４０を引掛アダプタ５１の下部（床面に対向する側）に取り付ける。例えば、ＰＬＣ子機
４０は、上述のように、両面テープ、磁石、接着剤などで引掛アダプタ５１に取り付けら
れる。
【００５９】
　ＰＬＣ子機４０を取り付けた後、照明カバー５０ｄを天板５０ａに取り付ける。ＰＬＣ
子機４０は、照明カバー５０ｄの取り付けを妨げない程度の大きさであるため、照明カバ
ー５０ｄが天板５０ａに取り付けられると、ＰＬＣ子機４０は、引掛アダプタ５１と同様
に照明カバー５０ｄによって覆われる。
【００６０】
　このように、ＰＬＣ子機４０は引掛アダプタ５１を介して天井６に取り付けられるため
、天井６から部屋内に無線信号（携帯端末９０ｂとの情報のやり取りのための信号）を出
力することができる。従って、ＰＬＣ子機４０は携帯端末９０ｂなどの外部端末などとの
間で良好な無線通信を行うことができる。
【００６１】
　上述の構成において、照明装置５０を制御する処理などを説明する。以下、ユーザが住
宅１の外にいるときに、携帯端末９０ａを用いて住宅１内の照明装置５０を遠隔制御する
例を説明する。なお、携帯端末９０ａのメモリには、住宅１を特定する情報（例えば、光
回線終端装置１０やルータ２０などに設定されているアドレスなど）、住宅１内の照明装
置５０を特定する情報（例えば、照明装置５０内のＰＬＣ子機４０に設定されているＩＰ
アドレスやサブアドレスなどの情報）等があらかじめ記憶されているものとする。例えば
、ユーザによって登録されればよい。
【００６２】
　ユーザは、携帯端末９０を操作して、照明装置５０を制御するためのアプリケーション
を起動し、このアプリケーションを通じて、照明装置５０の制御を指示する。例えば、ユ
ーザが、携帯端末９０ａを操作して、照明装置５０の消灯を指示すると、携帯端末９０ａ
は、メモリを参照して、住宅１を特定する情報（以下、住宅特定情報）と照明装置５０を
特定する情報（以下、照明装置特定情報）とを取得し、これらの情報を消灯を指示する制
御情報とともにサーバ５００に送信する。
【００６３】
　サーバ５００は、住宅特定情報、照明装置特定情報、制御情報を受信すると、受信した
住宅特定情報に基づいて、受信した制御情報および照明装置特定情報を、ネットワーク３



(13) JP 6448058 B2 2019.1.9

10

20

30

40

50

を介して、住宅特定情報によって特定される住宅１内の家庭内無線ＬＡＮ２に送信する。
例えば、サーバ５００は、住宅特定情報によって特定される光回線終端装置１０やルータ
２０に向けて制御情報および照明装置特定情報を送信する。光回線終端装置１０はサーバ
５００からの制御情報および照明装置特定情報を受信する。光回線終端装置１０は受信し
た制御情報および照明装置特定情報をルータ２０に送信する。ルータ２０は、照明装置特
定情報が照明装置５０を特定しているため（例えば、ＰＬＣ子機４０を特定しているため
）、受信した制御情報および照明装置特定情報をＰＬＣ子機４０と接続されているＰＬＣ
親機３０に出力する。ＰＬＣ親機３０は、照明装置特定情報によって特定される照明装置
５０が備えるＰＬＣ子機４０（例えば、照明装置特定情報によって特定されるＰＬＣ子機
４０）と電力線通信し、当該ＰＬＣ子機４０をあて先として、制御情報を、分電盤８０、
家庭内電力線７４を介して送信する。
【００６４】
　ＰＬＣ子機４０は、ＰＬＣ親機３０との電力線通信によって受信した情報に制御情報が
含まれていると判別する。制御情報が含まれている場合、ＰＬＣ子機４０は、その制御情
報に応じた赤外線信号を制御ユニット５０ｃに対して出力する。制御ユニット５０ｃは、
受光部５０ｇで受信した赤外線信号に従って光源５０ｂを点灯、消灯または調光する制御
を行う（図５）。なお、ＰＬＣ子機４０は、電力線通信によって受信した情報に制御情報
が含まれていないと判別すると（例えば、Ｗｅｂサーバ５０１からの情報である場合など
）、その情報を、無線通信により、例えば、携帯端末９０ｂに送信する（これによって、
携帯端末９０ｂではＷｅｂページの表示などが行われる）（図５）。制御情報が含まれる
か否かの判別は適宜の方法で行えばよい。ＰＬＣ親機３０があて先をＰＬＣ子機４０とし
た情報は制御情報を含むと判別してもよいし、携帯端末９０ａは当該情報が制御情報であ
ることを示す情報（以下所定情報という。）を含む制御情報を出力するようにし、ＰＬＣ
子機４０（具体的には、無線通信部４０ｆのマイクロコンピュータ）は、受信した情報の
中に所定情報が含まれている場合に、受信した情報が制御情報を含むと判別してもよい。
また、受信した情報に送信先のＩＰアドレス（ＰＬＣ子機４０以外のＩＰアドレスなど）
などが含まれている場合には、受信した情報が制御情報を含まないと判別してもよい。な
お、図５に示すように、ＰＬＣ子機４０は、電力を制御ユニット５０ｃに供給する。
【００６５】
　このようにして、ユーザは、例えば、外出先において照明装置５０を消し忘れたことに
気づいた場合であっても、携帯端末９０を使用して、住宅１内の照明装置５０を消灯する
ことができる。同様にして、ユーザは、例えば、外出先において照明装置５０を遠隔制御
して消灯、点灯または調光できるので、住宅１が留守であっても、住人が居るように見せ
ることができ、防犯にも寄与できる。
【００６６】
　以上説明したように、この実施形態によれば、電力線通信を利用して、家庭内無線ＬＡ
Ｎ２を構築し、家庭内無線ＬＡＮ２を経由して、照明装置５０を遠隔制御することができ
る。このように電力線通信や家庭内電力線７４を有効利用することができる。
【００６７】
　また、既存の電力線を使用して家庭内無線ＬＡＮ２による無線通信が可能となるため、
照明装置５０の制御のための各部屋までＬＡＮ配線等を設ける必要はない。
【００６８】
　また、上述したように、ＰＬＣ子機４０は、引掛アダプタ５１のケーブル５１ａ、コネ
クタ５１ｂと同型のケーブル４０ｃ、コネクタ４０ｄを備えており、既存の引掛アダプタ
５１に取り付けることが可能である。つまり、設置済みの照明装置５０にＰＬＣ子機４０
を後付けすることで、照明装置５０の遠隔制御、電力線を使用した無線ＬＡＮの構築が可
能である。
【００６９】
　さらに、電力線通信を利用して、住宅１内に無線ＬＡＮネットワークを構築することが
できる。ＰＬＣ子機４０を天井６に配置することで、ＰＬＣ子機４０と携帯端末９０との
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間の通信状態は充分に良好なものとなる。さらに、ＰＬＣ子機４０は、照明装置５０内に
格納されることになり、美観の観点からも好ましいものとなる。
【００７０】
　この実施形態では、上記構成によって、家庭内電力線７４から供給される電力によって
動作する照明装置５０であって、光源５０ｂと、光源５０ｂを制御する制御ユニット５０
ｃと、家庭内電力線７４を介して情報を受信し、受信した前記情報である受信情報を携帯
端末９０ｂに第１規格の無線信号（ここでは、ＷｉＦｉなどの規格に準拠した無線信号）
で送信するＰＬＣ子機４０と、を備え、受信情報に光源５０ｂを制御する制御情報が含ま
れているときに、制御ユニット５０ｃは、ＰＬＣ子機４０から供給される制御情報に基づ
いて光源５０ｂを制御する照明装置５０が構成されている。そして、このような構成によ
って、照明装置５０の制御を家庭内電力線７４経由でできるので、家庭内電力線７４を有
効利用することができる。
【００７１】
　また、この実施形態では、上記構成によって、制御ユニット５０ｃは、照明装置５０の
リモコン５３から第２規格の無線信号（ここでは、赤外線信号）で送信される、リモコン
５３が受け付けた操作を表す操作情報を受信し、受信した操作情報に基づいて光源５０ｂ
を制御し、ＰＬＣ子機４０は、受信情報が制御情報を含むときに、当該制御情報を操作情
報として第２規格の無線信号で送信する、ようになっている。このため、ＰＬＣ子機４０
を既存の照明装置５０に適用することで、光源５０ｂの制御（照明装置５０の制御）を簡
単に実現できる。
【００７２】
　また、ＰＬＣ子機４０は、引掛アダプタ５１よりも外部端末側（ここでは、携帯端末９
０ｂ側、つまり、下側）に位置しているので、ＰＬＣ子機４０が外部端末側に位置でき、
第１規格の無線信号を、引掛アダプタ５１によって邪魔されることなく、広範に発信でき
る。
【００７３】
　ＰＬＣ子機４０は、家庭内電力線７４からの交流信号を受信し、受信した交流信号を交
流電力と受信情報とに分離する分離回路（電源回路部４０ｅに含まれる回路）と、分離回
路が分離した電力を出力する電源回路（電源回路部４０ｅに含まれる回路）と、分離回路
が分離した受信情報を外部端末に第１規格の無線信号で送信する無線送信回路（無線通信
部４０ｆに含まれるＷｉＦｉなどで情報を無線送信するための回路であり、アンテナを適
宜含む回路）と、を備え、無線送信回路は、分離回路および電源回路よりも外部端末側に
位置しているので（ここでは、電源回路部４０ｅよりも無線通信部４０ｆが下側に位置し
ているので）、無線通信部４０ｆから外部端末に向かって出力される無線信号に対する、
分離回路および電源回路による電磁的な悪影響を軽減または無くすことができる。
【００７４】
　ＰＬＣ子機４０は、図９に示す各機能を実装するものである。すなわちＰＬＣ子機４０
は、内部に受信部４０１と、送信部４０２と、供給部４０３とを実装することにより実現
できる。受信部４０１は、照明装置５０に電力を供給する家庭内電力線７４を介して通信
データを受信する。送信部４０２は、受信部４０１が受信した通信データを、携帯端末９
０などの端末装置に、家庭内無線ＬＡＮ２で用いられている無線信号（第１規格の無線信
号）で送信する。供給部４０３は、受信部４０１が受信した通信データに、照明装置５０
、特にその光源５０ｂを制御するための制御情報が含まれていると、当該制御情報を照明
装置５０に供給する。
【００７５】
　なお、この発明は、上記実施形態に限定されず、上記実施形態に対して種々の変形およ
び応用が可能である。
【００７６】
　図３に示したように、引掛アダプタ５１の脱着用レバー５１ｄを収納するため、ＰＬＣ
子機４０の上部側面には２カ所の凹部４０ａが形成されている。しかし、このような構成
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に限らず、例えば、凹部４０ａの代わりに、図６Ａおよび図６Ｂに示すようにＰＬＣ子機
４０の側面に切り欠け部４０ａａを形成してもよい。また、図６Ａおよび図６Ｂに示す例
では、ＰＬＣ子機４０の上部側面に、切り欠け部４０ｊａが設けられている。切り欠け部
４０ｊａは、ケーブル５１ａが引掛アダプタ５１の下部中央に設けられている場合に対応
して設けられたものであり、ケーブル５１ａを収納する。切り欠け部４０ｊａは引掛アダ
プタ５１におけるケーブル５１ａの位置に応じた位置および形状とすればよい。
【００７７】
　上述の説明では、アンテナが無線通信部４０ｆに設けられた例を説明したが、アンテナ
の構成はこれに限られない。例えば、図７Ａに示すように、無線通信部４０ｆと図示しな
い配線で電気的に接続されたフィルム形状のアンテナ４１ａを天板５０ａの凸部５０ｆの
床と対向するよう面に配置してもよい。このように構成することで、アンテナ４１ａを携
帯端末９０ｂ側（下側）に設けることができ、アンテナから出力される無線信号（電波）
が部屋中に行き渡り、携帯端末９０ｂ等との無線通信が良好なものとなる。
【００７８】
　また、天板５０ａの凸部５０ｆの高さ（天井から床に向かう高さ）を高くして、凸部５
０ｆに配置されたフィルム形状のアンテナ４１ａをＰＬＣ子機４０より携帯端末９０ｂ側
（下側）に配置することによって、アンテナから出力される無線信号（電波）がより部屋
中に行き渡り（例えば、ＰＬＣ子機４０に邪魔されずに行き渡り）、携帯端末９０ｂ等と
の無線通信が良好なものとなる。さらに、天板５０ａの凸部５０ｆの高さを光源５０ｂの
高さよりも高くして、アンテナ４１ａを光源５０ｂよりも携帯端末９０ｂ側（下側）にす
ることで、アンテナ４１ａから出力される無線信号（電波）は、光源５０ｂに遮られるこ
となく、部屋中に行き渡ることになる。
【００７９】
　あるいは、図７Ｂに示すように、無線通信部４０ｆと図示しない配線で接続されたフィ
ルムタイプのアンテナ４１ｂを照明カバー５０ｄの外側の面に設けてもよい。このように
構成することで、アンテナ４１ｂから出力される無線信号が照明装置５０内部の構造物に
邪魔されにくく行き渡り、携帯端末９０ｂ等との無線通信が良好なものとなる。
【００８０】
　なお、図２、図７Ａ、図７Ｂのいずれの例においても、アンテナの形状はフィルム形状
に限らず、例えば、棒状などであってもよい。
【００８１】
　また、凸部５０ｆは、図２、７に示す例では、貫通孔の周囲に沿って設けられたリング
形状であったが、例えば、凸部５０ｆは、天板５０ａの貫通孔の周囲に沿って、所定の間
隔を空けて設けられた複数の凸部を含んでもよい。また、凸部５０ｆは、天板５０ａの貫
通孔周縁部分よりも携帯端末９０ｂ側（下側）に突き出た部分であればよく、例えば、図
８のように、天板５０ａの貫通孔周縁部分から携帯端末９０ｂ側（下側）に、天井から床
に向かう高さが一段高くなった部分であってもよい。
【００８２】
　上述の実施形態ではＰＬＣ子機４０は、照明装置５０を制御するための信号（制御ユニ
ット５０ｃに供給される信号）として赤外線を用いた規格の赤外線信号を出力したが、赤
外線信号に限らず、照明装置５０が受信可能な規格の無線信号であればよい。例えば、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅといった他の規格の無線信号を出力しても
よい。また、ＰＬＣ子機４０は、住宅１内の携帯端末９０とＷｉＦｉ通信のみならず、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）による無線通信や赤外線通信等を行ってもよい。ただし、
携帯端末９０との通信に使用する無線信号は、照明装置５０が誤動作しないように、照明
装置５０との通信に使用する無線信号とは異なる規格の無線信号、あるいは、周波数を変
えた赤外線信号等であるべきである。
【００８３】
　上述の実施形態では、天井６の中央に設置されている照明装置５０に、ＰＬＣ子機４０
が取り付ける例を説明したが、照明装置５０の配置場所は、天井６の中央に限定されない
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。例えば、壁面上部に配置された照明装置５０にＰＬＣ子機４０が取り付けられた場合で
あっても、上述の実施形態と同様の効果を期待することができる。
【００８４】
　上述の説明においては、引掛アダプタ５１に別個のＰＬＣ子機４０を取り付ける例を説
明したが、例えば、引掛アダプタ５１に、ＰＬＣ子機４０と同様の機能を内蔵するように
してもよい。
【００８５】
　また、上述の実施形態においては、アクセスポイントであるＰＬＣ子機４０との情報の
送受信のため電力線を使用したが、例えば、無線信号をルータ等から受信するアクセスポ
イントとなる装置を照明装置５０に取り付け、アクセスポイントとなる装置への電源供給
については電力線を介して行ってもよい。この場合も、アクセスポイントが部屋の天井６
に配置されるため、無線通信は良好である。アクセスポイントとなる装置は、ＰＬＣ子機
４０と同様に、制御情報を含む情報が供給された場合には、制御情報に応じた赤外線信号
などを制御ユニット５０ｃに供給するようにしてもよい。なお、アクセスポイントとなる
装置と制御ユニット５０ｃとは、一体に形成されてもよく、このような場合には、一体に
形成された装置が制御情報に応じて光源５０ｂを直接制御すればよい。
【００８６】
　上述の実施形態では、１台の照明装置５０を制御する例を説明したが、住宅１内の各部
屋に設置されている複数の照明装置５０にそれぞれＰＬＣ子機４０を設置してもよい。こ
の場合、サーバ５００は、ユーザの指示に基づいて、照明装置を特定する情報をＰＬＣ子
機４０に対する制御情報に含め、ＰＬＣ子機４０は、受信した情報が自身が制御すべき照
明装置５０に対する制御情報であると判別した場合にのみ、照明装置５０に赤外線通信等
を送信する。
【００８７】
　上述の実施形態においては、携帯端末９０のメモリにあらかじめ住宅１を特定する情報
、照明装置５０を特定する情報が記憶されており、携帯端末９０は、これらの情報と照明
装置５０の制御情報をサーバ５００に送信したが、サーバ５００が、あらかじめ、携帯端
末９０の識別情報と、住宅１を特定する情報および照明装置５０を特定する情報とを対応
付けたテーブル等をサーバ５００の記憶部にあらかじめ記憶しておいてもよい。サーバ５
００は、携帯端末９０から照明装置５０の制御情報および携帯端末９０の識別情報を受信
し、記憶部のテーブルを参照し、携帯端末９０の識別情報に基づいて、制御情報のあて先
（住宅１および照明装置５０などを特定する情報）を特定するようにしてもよい。
【００８８】
　また、ＰＬＣ子機４０は、照明装置５０に限らず、他のネットワーク家電（エアコン、
テレビ等）を制御するようにしてもよい。この場合、携帯端末９０から指示を受けたサー
バ５００は、ＰＬＣ子機４０に制御する制御情報に、ネットワーク家電を特定するための
情報等を付加することになる。また、住宅１内に家電を統括制御する装置を配置し、サー
バ５００は、当該装置に制御情報および制御対象の照明装置５０（送信対象のＰＬＣ子機
４０などであってもよい。）を特定する情報を供給し、当該装置が当該特定する情報が特
定する照明装置５０（ＰＬＣ子機４０）に制御情報を供給するようにしてもよい。
【００８９】
　また、ＰＬＣ子機４０と制御ユニット５０ｃとは、一体に形成されてもよく、このよう
な場合には、一体に形成された装置が制御情報に応じて光源５０ｂを直接制御すればよい
。
【００９０】
　また、上述した実施形態においては、ＰＬＣ子機４０はコネクタ４０ｂおよびコネクタ
４０ｄを介して電力線と電気的に接続されている。さらに、このコネクタ（コネクタ４０
ｂおよびコネクタ４０ｄ）は、ＰＬＣ子機４０を支持するために十分な硬さを有するもの
であってもよい。その場合、コネクタ４０ｂおよびコネクタ４０ｄは、照明装置５０のア
ダプタに着脱可能に挿入係止されることにより、ＰＬＣ子機４０を支持することができる
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。上述した実施形態では、ＰＬＣ子機４０は接着剤、両面テープあるいは磁石による磁力
で引掛アダプタ５１に固定されていたが、コネクタ自身がＰＬＣ子機４０を支持するため
の硬さを有することにより、接着剤などにより固定される必要がなくなる。これにより、
ＰＬＣ子機４０の着脱をより容易にすることができる。これは、コネクタ４０ｂ、コネク
タ４０ｄおよびケーブル４０ｃ、ケーブル５１ａ等を半硬質ビニルなど必要な硬さを実現
できる材質で製造することにより実現できる。
【００９１】
　なお、本発明は、本発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施形態およ
び変形が可能とされるものである。また、上述した実施形態は、本発明を説明するための
ものであり、本発明の範囲を限定するものではない。つまり、本発明の範囲は、実施形態
ではなく、請求の範囲によって示される。そして、請求の範囲内およびそれと同等の発明
の意義の範囲内で施される様々な変形が、本発明の範囲内とみなされる。
【００９２】
　また、上記の実施形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以
下には限られない。
【００９３】
（付記１）
　電力線を介して供給される電力によって動作する照明装置であって、
　光源と、
　前記光源を制御する光源制御部と、
　前記電力線を介して通信データを受信し、受信した通信データを端末装置に第１規格の
無線信号で送信する中継器と、を備え、
　前記光源制御部は、前記中継器が受信した通信データに、前記光源を制御するための制
御情報が含まれていると、当該制御情報に従って前記光源を制御する、
　照明装置。
【００９４】
（付記２）
　前記光源制御部は、リモートコントローラから送信された第２規格の無線信号を検出す
る検出部を備え、当該検出部が検出した前記第２規格の無線信号に含まれる前記リモート
コントローラが受け付けた操作を示す操作情報に従って前記光源を制御し、
　前記中継器は、前記制御信号を含む通信データを受信すると、当該制御情報を前記第２
規格の無線信号によって前記検出部に送信し、
　前記光源制御部は、前記中継器から前記制御信号を含む前記第２規格の無線信号を受信
すると、当該制御情報に従って前記光源を制御する、
　付記１に記載の照明装置。
【００９５】
（付記３）
　前記光源および前記光源制御部が固定されている天板と、
　前記電力線に電気的に接続された電源部に取り付けられて前記天板を支持するアダプタ
と、をさらに備え、
　前記アダプタは、前記電源部を介して前記電力線と電気的に接続され、
　前記中継器は、前記アダプタを介して前記電力線から前記通信データを受信し、かつ、
前記アダプタよりも前記天板から離れた位置に設けられている、
　付記１または２に記載の照明装置。
【００９６】
（付記４）
　前記中継器は、前記電力線から供給される交流信号を前記電力と前記通信データに分離
する分離回路と、当該分離回路により分離された前記電力を出力する電源回路と、当該分
離回路により分離された前記通信データを前記第１規格の無線信号で送信する送信回路と
、を備え、
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　前記送信回路は、前記分離回路と前記電源回路とのいずれよりも前記天板から離れた位
置に設けられている、
　付記３に記載の照明装置。
【００９７】
（付記５）
　前記天板は、前記中継器に近づく方向に突き出た凸部を備え、
　前記中継器は、前記第１規格の無線信号を送信するアンテナを前記凸部の頂部に備える
、
　付記３または４に記載の照明装置。
【００９８】
（付記６）
　前記アダプタは、前記電源部から取り外されるときに操作される操作レバーを前記電源
部側の面とは反対側の面に備え、
　前記中継器は、前記アダプタの前記反対側の面に取り付けられ、かつ、前記アダプタの
前記反対側の面に取り付けられるときに前記操作レバーを収納する凹部または切り欠け部
を有する、
　付記３から５のいずれか１つに記載の照明装置。
【００９９】
（付記７）
　照明装置に電力を供給する電力線を介して通信データを受信する受信部と、
　前記受信部が受信した通信データを、端末装置に、第１規格の無線信号で送信する送信
部と、
　前記受信部が受信した通信データに、前記照明装置を制御するための制御情報が含まれ
ていると、当該制御情報を前記照明装置に供給する供給部と、
　を備える中継器。
【０１００】
（付記８）
　前記供給部は、前記照明装置の、リモートコントローラから送信された第２規格の無線
信号を検出するための検出部に、前記制御情報を前記第２規格の無線信号によって送信す
ることによって前記制御信号を供給する、
　付記７に記載の中継器。
【０１０１】
（付記９）
　前記照明装置のアダプタに着脱可能に挿入係止されることによって自機である中継器を
支持し、かつ、前記電力線と前記受信部とを電気的に接続するコネクタ、をさらに備える
、
　付記７または８に記載の中継器。
【０１０２】
　本発明は、２０１３年１２月２４日に出願された日本国特許出願２０１３－２６５７０
５号に基づく。本明細書中に日本国特許出願２０１３－２６５７０５号の明細書、特許請
求の範囲、図面全体を参照として取り込むものとする。
【符号の説明】
【０１０３】
１…　　　住宅
２…　　　家庭内無線ＬＡＮ
３…　　　ネットワーク
１０…　　光回線終端装置
２０…　　ルータ
３０…　　ＰＬＣ親機
４０…　　ＰＬＣ子機
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４０ａ…　凹部
４０ａａ…　切り欠け部
４０ｂ、４０ｄ…　コネクタ
４０ｃ…　ケーブル
４０ｅ…　電源回路部
４０ｆ…　無線通信部
４０ｉ…　赤外線送信部
４０ｊ、４０ｊａ…　切り欠け部
４１ａ、４１ｂ…アンテナ
５０…　　照明装置
５０ａ…　天板
５０ｂ…　光源
５０ｃ…　制御ユニット
５０ｄ…　照明カバー
５０ｆ…　凸部
５０ｇ…　受光部
５１…　　引掛アダプタ
５１ａ…　ケーブル
５１ｂ…　コネクタ
５１ｃ…　ツメ
５１ｄ…　脱着用レバー
５１ｅ…　引掛金具
５２…　　引掛シーリング
７１…　　光ファイバケーブル
７２、７３…　　ＬＡＮケーブル
７４…　　家庭内電力線
８０…　　分電盤
９０…　　携帯端末
１００…　照明制御システム
４０１…　受信部
４０２…　送信部
４０３…　供給部
Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３…　配線
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