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(57)【要約】
【課題】配電線における各種難題を避けるために建築物
を対象にＰＬＣ通信技術を電力線以外の一般通信線に適
用できるようにする。
【解決手段】建築物の玄関から各戸に亘って配線されて
いるインターホン用通信線２０１・・に接続され各戸の
ＩＰインターホン居室親機１０４２・・および各戸の他
の通信機器１０９・・が接続される子機用高速通信アダ
プタ装置１０３、及びインターホン用通信線を介してＩ
Ｐインターホン集合玄関機１０４１および子機用高速通
信アダプタ装置と通信する親機用高速通信アダプタ装置
１０１を備え、ＩＰインターホン集合玄関機とＩＰイン
ターホン居室親機との通信及び他の通信機器と外部通信
ネットワークとの通信の何れもが、親機用高速通信アダ
プタ装置、インターホン用通信線、及び子機用高速通信
アダプタ装置を介して行われる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各区分の間にインターホン用通信線が配線されている建築物の通信システムであって、
　何れかの前記区分において前記インターホン用通信線および外部通信ネットワークに接
続された親機用通信アダプタ装置、
　前記区分において前記インターホン用通信線とインターホン機の間に配置され、インタ
ーホン機でない通信機器である他の通信機器が接続される複数の子機用通信アダプタ装置
を備え、
　前記インターホン機の間の通信が前記子機用通信アダプタ装置と前記インターホン用通
信線を介してなされ、前記他の通信機器と前記外部通信ネットワークとの間の通信が前記
子機用通信アダプタ装置、前記インターホン用通信線、および前記親機用通信アダプタ装
置を介してなされる
ことを特徴とする建築物の通信システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の建築物の通信システムにおいて、
　前記インターホン機の間の通信、および前記他の通信機器と前記外部通信ネットワーク
との間の通信がＭＨｚ帯の周波数で行われる
ことを特徴とする建築物の通信システム。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の建築物の通信システムにおいて、
　前記他の通信機器が、ホームセキュリティ宅内サーバ、自動検針装置、携帯電話の小型
基地局装置、及び遠隔家電制御装置の何れか少なくとも一である
ことを特徴とする建築物の通信システム。
【請求項４】
　請求項１～請求項３の何れか一に記載の建築物の通信システムにおいて、
　前記親機用通信アダプタ装置と複数の前記子機用通信アダプタ装置間の通信が、ＯＦＤ
Ｍ通信方式及び適応変調ＯＦＤＭ通信方式の何れかにより行われる
ことを特徴とする建築物の通信システム。
【請求項５】
　請求項１～請求項４の何れか一に記載の建築物の通信システムにおいて、
　前記各通信の各信号データに識別子を付け、各信号データに対してそれぞれ設定された
データ制御情報に従って、帯域制御および優先伝送制御が行なわれる
ことを特徴とする建築物の通信システム。
【請求項６】
　請求項１～請求項５の何れか一に記載の建築物の通信システムにおいて、
　前記親機用通信アダプタ装置と複数の前記子機用通信アダプタ装置との間に、前記イン
ターホン用通信線に接続された中継機用通信アダプタ装置が設置され、
　前記親機用通信アダプタ装置及び前記中継機用通信アダプタ装置が１対Ｎ通信を行う
ことを特徴とする建築物の通信システム。
【請求項７】
　各区分の間にインターホン用通信線が配線されている建築物の通信システムにおいて、
複数の他の通信アダプタ装置に接続されたインターホン機でない通信機器である他の通信
機器と外部通信ネットワークとの間での通信に使用される通信アダプタ装置であって、
　複数の他の通信アダプタ装置と個別に前記インターホン用通信線を介して通信する複数
の通信モデム、及び複数の前記通信モデムを前記外部通信ネットワークに接続するために
まとめる集線装置を備えた通信アダプタ装置。
【請求項８】
　各区分の間にインターホン用通信線が配線されている建築物の通信システムにおいて、
インターホン機でない通信機器である他の通信機器およびインターホン機が接続される通
信アダプタ装置であって、
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　前記インターホン用通信線を介して他の通信アダプタ装置と通信する通信モデム、前記
インターホン機および前記他の通信機器が接続される複数の接続ポート、複数の前記通信
ポートをまとめて前記通信モデムに接続する集線装置を備えた通信アダプタ装置。
【請求項９】
　各区分の間にインターホン用通信線が配線されている建築物の通信システムにおいて、
インターホン機でない通信機器である他の通信機器およびインターホン機が接続される複
数の子機用通信アダプタ装置と、前記他の通信機器と外部通信ネットワークとの間での通
信に使用される親機用通信アダプタ装置との間で、前記インターホン用通信線を介しての
通信を中継する通信アダプタ装置であって、
　前記親機用通信アダプタ装置及び前記子機用通信アダプタ装置と通信を行う通信モデム
を備えた通信アダプタ装置。
【請求項１０】
　請求項７～９の何れか一に記載の通信アダプタ装置において、
　前記各アダプタ装置間の通信がＭＨｚ帯の周波数で行われる
ことを特徴とする通信アダプタ装置。
【請求項１１】
　請求項７～１０の何れか一に記載の通信アダプタ装置において、
　前記各アダプタ装置間の通信が、ＯＦＤＭ通信方式及び適応変調ＯＦＤＭ通信方式の何
れかにより行われる
ことを特徴とする通信アダプタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集合住宅などの建築物に設けられているインターホン用ツイストペア線を利
用して、複数の通信ネットワークを対象とした建築物の通信システム及びその通信アダプ
タ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、ＰＬＣ（Power Line Communication）通信技術による通信を２～３４ＭＨｚ
の高周波帯域で行う高速ＰＬＣ通信が製品化開発されてきている。
　ＰＬＣ通信では、通信信号の伝送媒体として電力線である配電線を使用し、例えば、遠
隔検針システムにおけるデータ通信を行う。（特開２００６－１８００２１号公報参照）
　配電線の特徴として、多数の負荷に配電するために配電線自体の分岐や、ブレーカ、変
圧器等が必然的に存在し、また、負荷としてインバータ利用空調機や各種充電器が存在す
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１８００２１号公報（図１及びその説明）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば、マンションや高層ビルの事務所などの建築物における配電線系統では、特許文
献１にも記載されているように多数の変圧器が存在し、特許文献１には記載されていない
が、配電線には多数のブレーカや配電線自体の多様な分岐、インバータ利用空調機や各種
充電器等の負荷が存在し、また、ＰＬＣ通信の特徴として通信信号は配電線網を伝ってブ
ロードキャスト的に拡散伝送される。
　変圧器、ブレーカ、配電線自体の分岐等は通信信号の減衰を来たし、また、変圧器、ブ
レーカ、配電線自体の多様な分岐は通信信号を反射しこれらの反射信号が本来の通信信号
に対するノイズとして作用し、更に、インバータ利用空調機や各種充電器等の負荷は通信
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信号に対するノイズを発生する。
　従って、電力線を通信信号の伝送媒体として使用して例えば自動検針システムにおける
データ伝送などの通信を行う場合は、前述のような通信信号の予期しない減衰やノイズに
対する万全の対策を講じなければ通信信号の信頼性を確保しにくいという課題が潜在して
いる。
【０００５】
　この発明は、前述のような実情に鑑みてなされたもので、発想を変え、配電線における
前述の各種難題を避けるために建築物を対象にＰＬＣ通信技術を電力線以外の一般通信線
に適用できるようにすることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る建築物の通信システムは、各区分の間にインターホン用通信線が配線さ
れている建築物の通信システムであって、何れかの前記区分において前記インターホン用
通信線および外部通信ネットワークに接続された親機用通信アダプタ装置、前記区分にお
いて前記インターホン用通信線とインターホン機の間に配置され、インターホン機でない
通信機器である他の通信機器が接続される複数の子機用通信アダプタ装置を備え、前記イ
ンターホン機の間の通信が前記子機用通信アダプタ装置と前記インターホン用通信線を介
してなされ、前記他の通信機器と前記外部通信ネットワークとの間の通信が前記子機用通
信アダプタ装置、前記インターホン用通信線、および前記親機用通信アダプタ装置を介し
てなされるものである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明は、各区分の間にインターホン用通信線が配線されている建築物の通信システ
ムであって、何れかの前記区分において前記インターホン用通信線および外部通信ネット
ワークに接続された親機用通信アダプタ装置、前記区分において前記インターホン用通信
線とインターホン機の間に配置され、インターホン機でない通信機器である他の通信機器
が接続される複数の子機用通信アダプタ装置を備え、前記インターホン機の間の通信が前
記子機用通信アダプタ装置と前記インターホン用通信線を介してなされ、前記他の通信機
器と前記外部通信ネットワークとの間の通信が前記子機用通信アダプタ装置、前記インタ
ーホン用通信線、および前記親機用通信アダプタ装置を介してなされるものなので、新た
な通信線の敷設が不要で、かつ通信品質がよい通信システムを構築することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１を示す図で、建築物を対象としたネットワーク構成全体
の一例を例示する図である。
【図２】この発明の実施の形態１を示す図で、親機用高速通信アダプタ装置の装置構成の
一例を例示する図である。
【図３】この発明の実施の形態１を示す図で、子機用高速通信アダプタ装置の装置構成の
一例を例示する図である。
【図４】この発明の実施の形態１を示す図で、中継機用高速通信アダプタ装置の装置構成
の一例を例示する図である。
【図５】この発明の実施の形態１を示す図で、中継機用高速通信アダプタ装置の多段構成
ネットワーク構成の一例を例示する図である。
【図６】この発明の実施の形態１を示す図で、高速通信アダプタ装置のOFDM通信方式の概
念を例示する図である。
【図７】この発明の実施の形態１を示す図で、高速通信アダプタ装置の適用変調OFDM通信
方式の概念を例示する図である。
【図８】この発明の実施の形態１を示す図で、高速通信アダプタ装置の通信帯域制御およ
び優先制御の概念を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
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【０００９】
　実施の形態１．
　この発明の実施の形態１の具体的な実施例を説明する前に、発想を変え、配電線におけ
る前述の各種難題を避けるために建築物を対象にＰＬＣ通信技術を電力線以外の一般通信
線に適用できるようにする場合に、直面する問題の事例を列挙する。
　建築物に既設の通信ケーブルである電話線を利用する場合は、既にVDSL等の機器が４０
ＭＨｚ以下の通信帯域を使用しており、適用できない場合があるという課題に遭遇する。
　建築物に既設の通信ケーブルであるテレビＴＶの同軸線を利用する場合は、CATVが４０
ＭＨｚ以下の通信帯域を使用しており、適用できない場合があるという課題に遭遇する。
　この発明の実施の形態１は、建築物を対象にＰＬＣ通信技術を電力線以外の一般通信線
に適用する場合に遭遇するこれらの課題も解決するものである。
【００１０】
　以下この発明の実施の形態１を図１～図８により説明する。なお、各図中、同一符合は
同一部分を示す。
【００１１】
　なお、以下の本実施形態の説明は、集合住宅において既設のインターホン用ツイストペ
ア線を通信線として使う場合における高速ＰＬＣ技術を利用した高速通信アダプタ装置を
適用した通信システムを事例として行う。なお、本実施の形態において「高速」とは、搬
送波の周波数が２～３４ＭＨｚの高周波帯域で通信を行う場合をいう。なお、前述の定義
による「高速」でない通信システムおよび通信アダプタ装置にも、本発明を適用できる。
【００１２】
　図１に図示のように、集合住宅等の建築物１内には、既設配電線以外に既設の通信線で
あるＩＰインターホン用ツイストペア線２００，２０１，２２１，２０２，２０３，２０
４，２０５，２０６，２０７，２０８，２０９，２１０，２１１・・・が存在している。
　ＩＰインターホン用ツイストペア線２００，２０１、２２１，２０２，２０３，２０４
，２０５，２０６，２０７，２０８，２０９，２１０，２１１のうち、ＩＰインターホン
用ツイストペア線２０２，２０３，２０４，２０５，２０６，２０７，２０８，２０９，
２１０，２１１・・・は、建築物１の各戸別に配線されている。
【００１３】
　建築物１には、図１に図示のように、親機用高速通信アダプタ装置１０１、中継機用高
速通信アダプタ装置１０２、戸別対応及び玄関対応の子機用高速通信アダプタ装置１０３
、玄関に設置のＩＰインターホン（集合玄関機）１０４１、各戸内に設置のＩＰインター
ホン（居室親機）１０４２，１０４３，１０４４，１０４５，１０４６，１０４７，１０
４８，１０４９，１０４１０，１０４１１，・・・、各戸内に設置のＩＰインターホン（
居室親機）に付設のＩＰインターホン（居室子機）１０４ｃ、戸別対応のユーザＰＣ１０
５、戸別対応の携帯電話１０６、戸別対応の携帯電話１０６の小型基地局装置１０６０、
遠隔家電制御装置１０７、ホームセキュリティ宅内サーバ１０８、電力・ガス・水道など
の自動検針装置１０９、アクセスルータ１１１が設置されている。
　ＩＰインターホン（集合玄関機）、ＩＰインターホン（居室親機）、ＩＰインターホー
ン（居室子機）などを総称して、インターホン機と呼ぶ。
　建築物は、いくつかの区分に分割されている。例えば、集合住宅では、各戸、玄関、接
客スペース、集会室などの共用スペース、管理室、機械室などの区分に分割されている。
オフィイスビルでも、各戸が、各事務室になり、同様に区分される。事務室の中がさらに
、複数に区分される場合もある。この発明が適用される対象となる建築物は、区分されて
おり、区分の間でインターホン用通信線が配線されており、各区分にインターホン用通信
線を用いて通信するインターホン機が設けられている建築物である。
【００１４】
　アクセスルータ１１１は更に、外部インターネット回線１１２を経て高速アダプタ装置
を介して機器監視装置１１３に接続されている。図１では、高速アダプタ装置を内蔵して
いる機器監視装置１１３を例示してある。
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【００１５】
　各戸内に設置のＩＰインターホン（居室親機）１０４２，１０４３，１０４４，１０４
５，１０４６，１０４７，１０４８，１０４９，１０４１０，１０４１１，・・・は、対
応する戸別対応の各子機用高速通信アダプタ装置１０３に、図示のようにインターホン用
ツイストペア線からなる通信線１０４２ＴＰ，１０４３ＴＰ，１０４４ＴＰ，１０４５Ｔ
Ｐ，１０４６ＴＰ，１０４７ＴＰ，１０４８ＴＰ，１０４９ＴＰ，１０４１０ＴＰ，１０
４１１ＴＰ，・・・を介して接続されている。
　各戸内に設置のＩＰインターホン（居室親機）１０４２，１０４３，１０４４，１０４
５，１０４６，１０４７，１０４８，１０４９，１０４１０，１０４１１，・・・は、対
応するＩＰインターホン（居室子機）１０４ｃとも、同様に、ツイストペア線からなる通
信線で接続されている。
【００１６】
　建築物１の玄関に設置の監視用ＩＰカメラ２２１，２２２はツイストペア線からなる通
信線２２０により親機用高速通信アダプタ装置１０１と接続されている。親機用高速通信
アダプタ装置１０１は、何れかの区分（集合住宅の場合は例えば管理室）に設置される。
【００１７】
　図１の事例では、ＩＰインターホン（居室親機）１０４１１が接続された子機用高速通
信アダプタ装置１０３には、戸別対応のユーザＰＣ１０５、戸別対応の携帯電話１０６、
及び戸別対応の携帯電話１０６の小型基地局装置１０６０がそれぞれ接続され、ＩＰイン
ターホン（居室親機）１０４４が接続された子機用高速通信アダプタ装置１０３には、遠
隔家電制御装置１０７、ホームセキュリティ宅内サーバ１０８、電力・ガス・水道などの
自動検針装置１０９、及び小型基地局装置１０６０がそれぞれ接続されている場合を例示
してあるが、その他の子機用高速通信アダプタ装置１０３にも、図示省略してあるが、戸
別対応のユーザＰＣ１０５、戸別対応の携帯電話１０６、遠隔家電制御装置１０７、ホー
ムセキュリティ宅内サーバ１０８、電力・ガス・水道などの自動検針装置１０９、及び戸
別対応の携帯電話１０６の小型基地局装置１０６０が、各戸毎に個別に任意に設置されて
いる。
【００１８】
　子機用高速通信アダプタ装置１０３には、集合住宅１の各居室に設置され、親機用高速
通信アダプタ装置１０１からの通信信号を直接、または中継機用高速通信アダプタ装置１
０２を経由した通信信号を受取り、アナログデータをＩＰパケット信号に変換し、子機用
高速通信アダプタ装置１０３に接続されている集合住宅ＩＰインターホンシステムのＩＰ
インターホン（居室親機）１０４４等、携帯電話用小型基地局装置１０６０、監視用ＩＰ
カメラ２２１、遠隔家電機器制御装置１０７、電力量／水道／ガスの自動検針装置（計測
メータ）１０９、住宅セキュリティシステムのホームセキュリティ宅内サーバ１０８、イ
ンターネットアクセス回線（ユーザＰＣ１０５の回線）の各機器にＩＰパケット信号を伝
送する。これらの各機器などのように、インターホン機でない通信機器を他の通信機器と
呼ぶ。
【００１９】
　中継機用高速通信アダプタ装置１０２は、ＰＬＣ通信の場合と同様に、所定台数の子機
用高速通信アダプタ装置１０３毎に設置される。
【００２０】
　なお、前記ツイストペア線からなる各通信線２００，２０１～２１１，１０４２ＴＰ～
１０４１１ＴＰ，２２０，２２１には、アナログ通信信号が流れる。
【００２１】
　ユーザＰＣ１０５の出力はデジタル信号であるので、ユーザＰＣ１０５及び子機用高速
通信アダプタ装置１０３の何れかにＤ／Ａ変換機能のＩ／Ｏを付設し、子機用高速通信ア
ダプタ装置１０３の通信線（ツイストペア線）への出力がアナログ信号となるようにして
ある。
【００２２】
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　前記ＩＰカメラは周知のように、インターネットカメラ、Ｗｅｂカメラ、ネットワーク
カメラ等と言われるカメラの表記であり、ＩＰインターホンについても同じである。
【００２３】
　次に、図１に例示の建築物１内の通信システムの動作について説明する。
【００２４】
　玄関の訪問者の音声は、ＩＰインターホン（集合玄関機）１０４１から、通信線（ツイ
ストペア線）２００→親機用高速通信アダプタ装置１０１→通信線（ツイストペア線）２
０１，２２１→子機用高速通信アダプタ装置１０３とアナログ信号で通信され、対応する
例えばＩＰインターホン（居室親機）、ＩＰインターホン（居室子機）１０４ｃに音声出
力される。このように、インターホン機の間の通信が、子機用通信アダプタ装置とインタ
ーホン用通信線と、場合によっては親機用通信アダプタ装置とを介してなされる。
【００２５】
　同時に、例えば監視用ＩＰカメラ２２１による撮影画像は、監視用ＩＰカメラ２２１か
ら、通信線（ツイストペア線）２２０→親機用高速通信アダプタ装置１０１→通信線（ツ
イストペア線）２０１，２２１→子機用高速通信アダプタ装置１０３とアナログ信号で通
信され、対応する例えばＩＰインターホン（居室親機）の表示画面に表示される。
　例えば監視用ＩＰカメラ２２２による撮影画像は、管理人室の監視画面、あるいは管理
会社、警備会社等の監視機器に格納され監視画面に表示される。
【００２６】
　ユーザＰＣ１０５は、外部インターネット回線１１２と、親機用高速通信アダプタ装置
１０１、通信線（ツイストペア線）２２１、子機用高速通信アダプタ装置１０３を介して
接続される。
【００２７】
　遠隔家電制御装置１０７は、外部インターネット回線１１２と、親機用高速通信アダプ
タ装置１０１、通信線（ツイストペア線）２０１、子機用高速通信アダプタ装置１０３を
介して接続される。
【００２８】
　ホームセキュリティ宅内サーバ１０８は、外部インターネット回線１１２と、親機用高
速通信アダプタ装置１０１、通信線（ツイストペア線）２０１、子機用高速通信アダプタ
装置１０３を介して接続され、外部インターネット回線１１２上の警備会社の監視機器と
接続される。
【００２９】
　電力・ガス・水道などの自動検針装置１０９は、外部インターネット回線１１２と、親
機用高速通信アダプタ装置１０１、通信線（ツイストペア線）２０１、子機用高速通信ア
ダプタ装置１０３を介して接続され、外部インターネット回線１１２上の検針管理会社の
監視機器と接続される。
【００３０】
　図１に例示のように、親機用高速通信アダプタ装置１０１、中継機用高速通信アダプタ
装置１０２、子機用高速通信アダプタ装置１０３を集合住宅の既設のインターホン用ツイ
ストペア線に接続することで、集合住宅内の通信ネットワークを構築し、子機用高速通信
アダプタ装置１０３のインタフェースに集合住宅ＩＰインターホンシステム、携帯電話用
小型基地局装置、監視用ＩＰカメラ、遠隔家電機器制御装置、電力量／水道／ガスの計測
メータ、住宅セキュリティシステム、インターネットアクセス回線の装置を接続すること
で、同一通信回線上に独立した仮想ネットワークをそれぞれ構築することで、設備導入費
用を軽減する効果がある。
【００３１】
　ここで、親機用高速通信アダプタ装置１０１と、子機用高速通信アダプタ装置１０３と
、中継機用高速通信アダプタ装置１０２との間の通信の概念は、図５に例示のように、通
常のＰＬＣ通信の場合と同様に、親機用高速通信アダプタ装置１０１に近い子機用高速通
信アダプタ装置１０３は、親機用高速通信アダプタ装置１０１と直接通信し、親機用高速
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通信アダプタ装置１０１から遠い子機用高速通信アダプタ装置１０３は、中継機用高速通
信アダプタ装置１０２を介して親機用高速通信アダプタ装置１０１と通信する。
　なお、親機用高速通信アダプタ装置１０１、中継機用高速通信アダプタ装置１０２、子
機用高速通信アダプタ装置１０３の３種類の機器で階層型の通信ネットワークを構成する
ことを示す図である。それぞれ接続関係がある親機用高速通信アダプタ装置１０１と中継
機用高速通信アダプタ装置１０２間、中継機用高速通信アダプタ装置１０２と子機用高速
通信アダプタ装置１０３間、親機用高速通信アダプタ装置１０１と子機用高速通信アダプ
タ装置１０３間の１対Ｎの通信時間を分割し、各子機用高速通信アダプタ装置１０３間で
公平に通信帯域を割り当てる。
【００３２】
　建築物１内における通信システムの前述の動作を行えるように、親機用高速通信アダプ
タ装置１０１、子機用高速通信アダプタ装置１０３、中継機用高速通信アダプタ装置１０
２の内部構成は、図２～図４に例示する構成としてある。
【００３３】
　以下、親機用高速通信アダプタ装置１０１、子機用高速通信アダプタ装置１０３、中継
機用高速通信アダプタ装置１０２のそれぞれの内部構成を、順に図２～図４によって説明
する。
【００３４】
　親機用高速通信アダプタ装置１０１は、図２に一例を例示してあるように、カード化構
成の複数の通信モデム１０１１，１０１２，１０１３，１０１４，１０１５，・・・１０
１Ｎ、及び集線装置１０１ＣＷを内蔵している。
【００３５】
　通信モデム１０１１～１０１Ｎは、対応する戸別対応及び玄関対応の子機用高速通信ア
ダプタ装置１０３に対応通信線（ツイストペア線）２００，２０２，２０３，２０４，２
０５，２０６，２０Ｎを介して接続されると共に、集線装置１０１ＣＷに接続されている
。
【００３６】
　通信モデム１０１１～１０１Ｎは、対応通信線（ツイストペア線）２００，２０２，２
０３，２０４，２０５，２０６，２０Ｎ上のアナログ通信信号をＩＰパケット信号に変換
して集線装置１０１ＣＷに伝送する。
【００３７】
　集線装置１０１ＣＷはイーサネット（登録商標）のケーブル１１０を介して外部インタ
ーネット回線１１２に接続されており、従って、戸別対応及び玄関対応の子機用高速通信
アダプタ装置１０３は、対応通信線（ツイストペア線）２００，２０２，２０３，２０４
，２０５，２０６，２０Ｎ、親機用高速通信アダプタ装置１０１の対応通信モデム１０１
１～１０１Ｎ及び集線装置１０１ＣＷを介して外部インターネット回線１１２接続される
。
　なお、親機用高速通信アダプタ装置１０１は、通信帯域内に複数の通信モードを持ち、
その通信モード切替えによって、全帯域を１つの通信帯域として使うか、周波数帯を小さ
く分割して通信する機能をもつ。
　また、図２に例示のように、親機用高速通信アダプタ装置１０１は、複数の通信カード
１～Ｎ（通信モデム１０１１～１０Ｎ）で構成され、各通信カード（通信モデム）はそれ
ぞれ系統別のインターホン用ツイストペア線を収容し、各通信カード（通信モデム）はイ
ンターホン用ツイストペア線上のアナログ信号をＩＰパケット信号に変換する。各通信カ
ード（通信モデム）で変換された各ＩＰパケット信号を、親機用高速通信アダプタ装置１
０１内の集線装置１０１ＣＷによって１つに束ね、この集線装置１０１ＣＷからインター
ネット回線等の外部の通信回線に接続する。
【００３８】
　子機用高速通信アダプタ装置１０３は、建築物１の各居室に設置され、図３に一例を例
示してあるように、複数の接続ポート１０３１，１０３２，１０３３，１０３４，１０３
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５，１０３６，１０３７、接続ポート１０３１～１０３７のそれぞれが接続された集線装
置１０３Ｃ、及び集線装置１０３Ｃに接続されたカード化された通信モデム１０３ＣＭを
内蔵している。
【００３９】
　子機用高速通信アダプタ装置１０３が図１における例えばＩＰインターホン（居室親機
）１０４４に対応する子機用高速アダプタ装置である場合は、接続ポート１０３１は対応
通信線（ツイストペア線）を介して例えばＩＰインターホン（居室親機）１０４４に接続
される。
　同様に、接続ポート１０３３は携帯電話１０６の小型基地局装置１０６０に、接続ポー
ト１０３４は外部インターネット回線１１２に、接続ポート１０３５はホームセキュリテ
ィ宅内サーバ１０８に、接続ポート１０３６は自動検針装置１０９に、接続ポート１０３
７は遠隔家電制御装置１０７に、それぞれ接続される。
【００４０】
　子機用高速通信アダプタ装置１０３は、親機用高速通信アダプタ装置１０１の信号を直
接、または中継機用高速通信アダプタ装置１０２を経由した信号を受取り、アナログデー
タをIPパケット信号に変換し、集線装置１０３ＣＷを介して、集合住宅ＩＰインターホン
システム１０４４，１０４ｃ、携帯電話用小型基地局装置１０６０、監視用ＩＰカメラ２
２１，２２２、遠隔家電機器制御装置１０７、自動検針装置（計測メータ）１０９、住宅
セキュリティシステム（ホームセキュリティ宅内サーバ）１０８、インターネットアクセ
ス回線の各機器（ユーザＰＣ）１０５にＩＰパケット信号を伝送する。
【００４１】
　中継機用高速通信アダプタ装置１０２は、子機用高速通信アダプタ装置１０３とのデー
タ通信を中継し、通信可能な距離を延ばす機能を持っている。
　中継機用高速通信アダプタ装置１０２の中継方式は、周波数分割方式による中継と時分
割方式による中継方式の２つの機能を有する。
【００４２】
　周波数分割方式の中継機用高速通信アダプタ装置１０２は、図４（ａ）に一例を例示し
てあるように、親機用高速通信アダプタ装置１０１に接続されるカード化された親機用通
信モデム１０２１と、子機用高速通信アダプタ装置１０３に接続されるカード化された子
機用通信モデム１０２２とを内蔵しており、各通信モデム１０２１，１０２２はそれぞれ
別の周波数帯を使って通信する。
【００４３】
　時分割方式を採用した中継機用高速通信アダプタ装置１０２の場合は、図４（ｂ）に一
例を例示してあるように、通信モデム１０２２に親機用高速通信アダプタ装置１０１及び
子機用高速通信アダプタ装置１０３が接続され、親機用高速通信アダプタ装置１０１との
通信及び子機用高速通信アダプタ装置１０３との通信は時分割で行われる。
【００４４】
　親機用高速通信アダプタ装置１０１、中継機用高速通信アダプタ装置１０２、及び子機
用高速通信アダプタ装置１０３の相互間の通信は、図６に例示のようなOFDM通信方式、あ
るいは図７に例示のような適用変調OFDM方式により行われる。図７に例示のような適用変
調OFDM方式の場合は、伝送路の状況に応じた最適な通信リンク回線を確立し、ノイズ混入
等の伝送路状況の変動に応じて最適値に自動で調整する機能を有する。
【００４５】
　また、親機用高速通信アダプタ装置１０１、中継機用高速通信アダプタ装置１０２、及
び子機用高速通信アダプタ装置１０３の相互間の通信は、通信データの暗号化機能によっ
て、暗号通信をすることができ、暗号鍵を定期的に交換する。
【００４６】
　図８は高速通信アダプタ装置の通信帯域制御および優先制御の概念を例示する図であり
、子機用高速通信アダプタ装置１０３に接続される集合住宅ＩＰインターホンシステムの
ＩＰインターホン（居室親機）１０４４等、ホームセキュリティ宅内アサーバ１０８、電
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力量／水道／ガス等の自動検針装置（計測メータ）１０９、携帯電話用小型基地局装置１
０６０、遠隔家電機器制御装置１０７の各装置の各通信パケット１０４４ＤＰ，１０８Ｄ
Ｐ，１０９ＤＰ，１０６０ＤＰ，１０７ＤＰに識別子１，２，３，４，５を付け、仮想的
なネットワークを形成し、仮想ネットワーク毎に設定されたデータ制御情報に従って、識
別子１，２，３，４，５を利用して帯域制御、優先制御が行われる概念図である。
【００４７】
　集合住宅ＩＰインターホンシステムのＩＰインターホン（居室親機）１０４４等、ホー
ムセキュリティ宅内アサーバ１０８、電力量／水道／ガス等の自動検針装置（計測メータ
）１０９、携帯電話用小型基地局装置１０６０、遠隔家電機器制御装置１０７の各通信パ
ケット１０４４ＤＰ，１０８ＤＰ，１０９ＤＰ，１０６０ＤＰ，１０７ＤＰは、ツイスト
ペア線からなる既設の通信線１０４４ＴＰ，１０８ＴＰ，１０９ＴＰ，１０６ＴＰ，１０
７ＴＰを通って子機用高速通信アダプタ装置１０３の戸別の接続ポートＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，
Ｅから子機用高速通信アダプタ装置１０３の戸別の入力バッファ１１５，１１５，１１５
，１１５，１１５に至り、子機用高速通信アダプタ装置１０３でデータパケット識別子を
付され、優先度／帯域制御設定テーブル１１６に基づいて帯域制御、優先制御が行われ、
帯域制御、優先制御に従って、子機用高速通信アダプタ装置１０３の出力バッファ１１７
，１１７，１１７，１１７，１１７から既設の集合住宅内通信線（既設のインターホンケ
ーブル）を経て親機用高速通信アダプタ装置１０１へ通信される。
【００４８】
　優先制御は、子機用高速通信アダプタ装置１０３内の優先度／帯域制御設定テーブル１
１６に登録された優先度情報に従って、通信パケットを制御する。
【００４９】
　帯域制御は、子機用高速通信アダプタ装置１０３内の優先度／帯域制御設定テーブル１
１６に登録された帯域制御情報に従って、子機用高速通信アダプタ装置１０３内の出力バ
ッファ１１７，１１７，１１７，１１７，１１７を制御することで実現される。
【００５０】
　既設の集合住宅に、新たに集合住宅ＩＰインターホンシステム、携帯電話用小型基地局
装置、監視用ＩＰカメラ、遠隔家電機器制御装置、電力量／水道／ガスの自動検針装置（
計測メータ）、住宅セキュリティシステム、インターネットアクセス回線のサービスを集
合住宅内に提供する場合、それぞれのシステムのデータ伝送の為、通信ケーブルを新しく
集合住宅内に敷設する必要がある。
【００５１】
　なお、建築物に既設の通信ケーブルである電話線を利用することも考えられるが、電話
線の場合は、既にVDSL等の機器が４０ＭＨｚ以下の通信帯域を使用しており、適用できな
い場合があるという課題に遭遇する。
【００５２】
　また、建築物に既設の通信ケーブルであるテレビＴＶの同軸線を利用することも考えら
れるが、テレビＴＶの同軸線の場合は、CATVが４０ＭＨｚ以下の通信帯域を使用しており
、適用できない場合があるという課題に遭遇する。
【００５３】
　ところが、前述の本発明の実施の形態によれば、前述のような親機用高速通信アダプタ
装置１０１、中継機用高速通信アダプタ装置１０２、戸別対応及び玄関対応の子機用高速
通信アダプタ装置１０３を、通常は既に配線されているインターホン用のツイストペア線
に取り付けて通信線とすることで、インターホン用通信線を使って、集合住宅ＩＰインタ
ーホンシステム、携帯電話用小型基地局装置、監視用ＩＰカメラ、遠隔家電機器制御装置
、電力量／水道／ガスの自動検針装置（計測メータ）、住宅セキュリティシステム、イン
ターネットアクセス回線のサービスを集合住宅内で実施可能であり、インターホン用のツ
イストペア線には、変圧器、ブレーカ、インバータ利用空調機や各種充電器等の負荷など
が存在せず、分岐に関しても配線図面により把握できているので、高速ＰＬＣ通信に比べ
、通信信号の予期しない減衰やノイズに対する万全の対策を講じる必要は無く、通信信号
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の信頼性を確保でき、更に、電話線を利用しないので、電話線を利用する場合のように、
既にVDSL等の機器が４０ＭＨｚ以下の通信帯域を使用していることから適用できない場合
があるという課題に遭遇することはなく、また、テレビＴＶの同軸線を利用しないので、
テレビＴＶの同軸線を利用する場合のように、CATVが４０ＭＨｚ以下の通信帯域を使用し
ていることから適用できない場合があるという課題に遭遇することもない。
【符号の説明】
【００５４】
　１　　建築物、
　１０１　　親機用高速通信アダプタ装置、
　１０１１～１０１Ｎ　　親機用高速通信アダプタ装置の通信モデム、
　１０１ＣＷ　　親機用高速通信アダプタ装置の集線装置、
　１０２　　中継機用高速通信アダプタ装置、
　１０２１，１０２２　　中継機用高速通信アダプタ装置の通信モデム、
　１０３　　子機用高速通信アダプタ装置、
　１０３１～１０３７　　子機用高速通信アダプタ装置の接続ポート、
　１０３ＣＭ　　子機用高速通信アダプタ装置の通信モデム、
　１０４１　　ＩＰインターホン集合玄関機、
　１０４２～１０４１１　　ＩＰインターホン居室親機、
　１０５　　ユーザＰＣ（他の通信機器）、
　１０６　　携帯電話（他の通信機器）、
　１０６０　　携帯電話の小型基地局装置（他の通信機器）、
　１０７　　遠隔家電制御装置（他の通信機器）、
　１０８　　ホームセキュリティ宅内サーバ（他の通信機器）、
　１０９　　自動検針装置（他の通信機器）、
　２００，２０１～２１１，２２０，２２１　　インターホン用通信線。
【図１】 【図２】

【図３】
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