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(57)【要約】
【課題】接続された小形制御端末の固有識別情報を自動
的に識別する。
【解決手段】鉄道保安システムは、複数台の各種設備機
器を制御する２重系の小形制御端末と、ユーザ操作に基
づいて前記小形制御端末を保守する保守端末とがネット
ワークを介して接続され、複数台の前記小形制御端末の
各々は、１系と２系とで所定の規則性を有するＭＡＣア
ドレスが設定されており、複数台の前記小形制御端末は
、１系及び２系の両系で前記保守端末と通信する前記小
形制御端末と、１系でのみ前記保守端末と通信する前記
小形制御端末と、２系でのみ前記保守端末と通信する前
記小形制御端末と、から構成され、前記保守端末は、複
数台の前記小形制御端末から各々送信されるＭＡＣアド
レス及び前記小形制御端末の１系及び２系の通信状況情
報に基づいて、複数台の前記小形制御端末が複数台の前
記小形制御端末のうちいずれの小形制御端末かを特定す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数台の各種設備機器を制御する２重系の小形制御端末と、ユーザ操作に基づいて前記
小形制御端末を保守する保守端末とがネットワークを介して接続された鉄道保安システム
であって、
　複数台の前記小形制御端末の各々は、１系と２系とで所定の規則性を有するＭＡＣアド
レスが設定されており、
　複数台の前記小形制御端末は、
　１系及び２系の両系で前記保守端末と通信する前記小形制御端末と、
　１系でのみ前記保守端末と通信する前記小形制御端末と、
　２系でのみ前記保守端末と通信する前記小形制御端末と、から構成され、
　前記保守端末は、
　複数台の前記小形制御端末から各々送信されるＭＡＣアドレス及び前記小形制御端末の
１系及び２系の通信状況情報に基づいて、複数台の前記小形制御端末が複数台の前記小形
制御端末のうちいずれの小形制御端末かを特定する
　ことを特徴とする、鉄道保安システム。
【請求項２】
　前記保守端末は、
　複数台の前記小形制御端末のうちいずれの小形制御端末かを特定し、該特定した小形制
御端末から送信されたＭＡＣアドレスとＩＰアドレスとを紐付けることにより、該特定し
た小形制御端末のＩＰアドレスを識別する
　ことを特徴とする、請求項１に記載の鉄道保安システム。
【請求項３】
　前記保守端末は、３つの前記小形制御端末と接続されており、
　第１の小形制御端末は１系及び２系の両系で前記保守端末と通信し、
　第２の小形制御端末は１系でのみ前記保守端末と通信し、
　第３の小形制御端末は２系でのみ前記保守端末と通信し、
　複数台の前記小形制御端末の各々は、それぞれの２系のＭＡＣアドレスの最終桁を１系
のＭＡＣアドレスの最終桁より１大きい値に設定され、１系の小形制御端末のＭＡＣアド
レスの最終桁が奇数に設定され、２系の小形制御端末のＭＡＣアドレスの最終桁が偶数に
設定されており、
　前記保守端末は、
　接続されている前記小形制御端末のＭＡＣアドレス及び各小形制御端末の１系及び２系
の通信状況情報に基づいて、該小形制御端末が３つの前記小形制御端末のうちいずれの小
形制御端末かを特定する
　ことを特徴とする、請求項２に記載の鉄道保安システム。
【請求項４】
　前記保守端末は、
　接続されている前記小形制御端末のＭＡＣアドレスのうち、最終桁数が奇数及び偶数で
あり、かつ、ＭＡＣアドレスの偶数の最終桁数から奇数の最終桁数を減算した値が１であ
る組み合わせのＭＡＣアドレスを送信した前記小形制御端末を前記第１の小形制御端末と
特定する
　ことを特徴とする、請求項３に記載の鉄道保安システム。
【請求項５】
　前記保守端末は、
　接続されている前記小形制御端末のＭＡＣアドレスのうち、最終桁数が奇数及び偶数で
あり、かつ、ＭＡＣアドレスの偶数の最終桁数から奇数の最終桁数を減算した値が１であ
る組み合わせ以外のＭＡＣアドレスであり、最終桁数が奇数であるＭＡＣアドレスを送信
した前記小形制御端末を前記第２の小形制御端末と特定する
　ことを特徴とする、請求項４に記載の鉄道保安システム。
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【請求項６】
　前記保守端末は、
　接続されている３つの前記小形制御端末のＭＡＣアドレスのうち、最終桁数が奇数及び
偶数であり、かつ、ＭＡＣアドレスの偶数の最終桁数から奇数の最終桁数を減算した値が
１である組み合わせ以外のＭＡＣアドレスであり、最終桁数が偶数であるＭＡＣアドレス
を送信した前記小形制御端末を前記第３の小形制御端末と特定する
　ことを特徴とする、請求項５に記載の鉄道保安システム。
【請求項７】
　複数台の各種設備機器を制御する２重系の小形制御端末と、ユーザ操作に基づいて前記
小形制御端末を保守する保守端末とがネットワークを介して接続された鉄道保安システム
における小形制御端末識別方法であって、
　複数台の前記小形制御端末の各々は、１系と２系とで所定の規則性を有するＭＡＣアド
レスが設定されており、
　複数台の前記小形制御端末は、
　１系及び２系の両系で前記保守端末と通信する前記小形制御端末と、
　１系でのみ前記保守端末と通信する前記小形制御端末と、
　２系でのみ前記保守端末と通信する前記小形制御端末と、から構成され、
　前記保守端末は、
　複数台の前記小形制御端末から各々送信されるＭＡＣアドレス及びＩＰアドレスを受信
するステップと、
　前記受信したＭＡＣアドレス及び前記小形制御端末の１系及び２系の通信状況情報に基
づいて、複数台の前記小形制御端末が複数台の前記小形制御端末のうちいずれの小形制御
端末かを特定するステップと、
　前記特定した小形制御端末のＭＡＣアドレスと前記送信されたＩＰアドレスとを紐付け
ることにより、該特定した小形制御端末のＩＰアドレスを識別するステップと
　を含むことを特徴とする、小形制御端末識別方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄道保安システム及び鉄道保安システムにおける小形制御端末識別方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１では、鉄道保安システムにおいて、小形制御端末が２重系または３重系など
の複数系で構成されている場合に、複数の小形制御端末に接続して、各小形制御端末を保
守する保守端末が、１つの制御情報を、小形制御端末の系毎に別々の通信制御装置を経由
して送信することが開示されている。
【０００３】
　従来、上記した保守端末が、保守端末に接続されている複数の小形制御端末を識別する
方法として、予め小形制御端末ごとに設定された固有の識別情報を有し、小形制御端末か
ら送信される固有の識別情報をもとに各小形制御端末を識別することが行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２６５５１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記した識別方法では、保守端末は、各小形制御端末に設定された固有の識別
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情報を予め保持していなければならず、接続された小形制御端末固有の識別情報を自動的
に識別することができないという問題があった。
【０００６】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、接続された小形制御端末の固有識別情報
を自動的に識別することが可能な鉄道保安システム及び小形制御端末識別方法を提案しよ
うとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる課題を解決するために本発明においては、複数台の各種設備機器を制御する２重
系の小形制御端末と、ユーザ操作に基づいて前記小形制御端末を保守する保守端末とがネ
ットワークを介して接続された鉄道保安システムであって、複数台の前記小形制御端末の
各々は、１系と２系とで所定の規則性を有するＭＡＣアドレスが設定されており、複数台
の前記小形制御端末は、１系及び２系の両系で前記保守端末と通信する前記小形制御端末
と、１系でのみ前記保守端末と通信する前記小形制御端末と、２系でのみ前記保守端末と
通信する前記小形制御端末と、から構成され、前記保守端末は、複数台の前記小形制御端
末から各々送信されるＭＡＣアドレス及び前記小形制御端末の１系及び２系の通信状況情
報に基づいて、複数台の前記小形制御端末が複数台の前記小形制御端末のうちいずれの小
形制御端末かを特定することを特徴とする、鉄道保安システムが提供される。
【０００８】
　かかる構成によれば、保守端末は、複数台の前記小形制御端末から各々送信されるＭＡ
Ｃアドレス及びＩＰアドレスを受信し、前記受信したＭＡＣアドレス及び前記小形制御端
末の１系及び２系の通信状況情報に基づいて、複数台の前記小形制御端末が複数台の前記
小形制御端末のうちいずれの小形制御端末かを特定し、前記特定した小形制御端末のＭＡ
Ｃアドレスと前記送信されたＩＰアドレスとを紐付けることにより、該特定した小形制御
端末のＩＰアドレスを識別する。これにより、予め小形制御端末に設定されているＩＰア
ドレスを有していなくとも、接続された複数の小形制御端末のＩＰアドレスを識別するこ
とができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、予め小形制御端末に設定されている固有識別情報を有していなくとも
、接続された複数の小形制御端末の固有識別情報を自動的に識別して、各小形制御端末を
効率的に保守することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る鉄道保安システムの構成を示すブロック図である
。
【図２】同実施形態にかかる保守端末の構成を示すブロック図である。
【図３】同実施形態にかかる小形制御端末識別処理を示すフローチャートである。
【図４】同実施形態にかかる小型制御端末特定処理の詳細を示すフローチャートである。
【図５】同実施形態にかかるアドレスの具体例を示す図表である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００１２】
（１）鉄道保安システムの構成
　以下では、本発明を、鉄道保安システムに適用して説明する。鉄道保安システムでは、
稼働率を向上させるために、２重系、３重系などといった複数系の構成を取っている。本
実施の形態では、２重系の鉄道保安システムを例示して説明する。
【００１３】
　また、本実施形態にかかる２重系の鉄道保安システムでは、保守端末が１つの制御情報
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を小形制御端末の系毎に別々の通信制御装置を経由して送信する。このとき、通信遅延を
検知する通信プロトコルを具備することにより、小形制御端末の各系に同じ制御情報が送
信されてくるため、小形制御端末は各系で独立に制御情報を信号設備の出力に変換し、そ
の各系の出力を論理和したものを信号設備に出力する。この方式にすることで、小形制御
端末の１つの系が故障して信号設備への出力が停止しても、他の系からの出力により信号
設備の制御を継続することができる。
【００１４】
　図１に示すように、本実施形態にかかる鉄道保安システムは、保守端末１１、小形制御
端末Ａ１２、小形制御端末Ｂ１３及び小形制御端末Ｃ１４から構成されている。
【００１５】
　保守端末１１は、小形制御端末Ａ１２、小形制御端末Ｂ１３及び小形制御端末Ｃ１４と
、各種スイッチ（Ｌ２ＳＷ、Ｌ３ＳＷ等）を経由して接続されている。
【００１６】
　上記したように、本実施形態にかかる鉄道保安システムは２重系システムであり、小形
制御端末Ａ１２、小形制御端末Ｂ１３及び小形制御端末Ｃ１４は、それぞれ１系及び２系
の小形制御端末から構成されている。各小形制御端末は、保守端末１１と通信線で接続さ
れている。図１では、いずれの端末が各種スイッチを経由して保守端末１１と接続されて
いるかを明確にするため、通信を行う通信線１５を実線とし、通信を行わない通信線１６
を点線としている。
【００１７】
　保守端末１１は、小形制御端末Ａ１２、小形制御端末Ｂ１３及び小形制御端末Ｃ１４の
保守又は管理するためのコンピュータ装置であり、例えば、パーソナルコンピュータ、ワ
ークステーションなどから構成される。
【００１８】
　保守端末１１は、図２に示すように、主に、制御部１１０、記憶部１２０及び通信部１
３０などから構成されている。
【００１９】
　制御部１１０は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従って
保守端末１１内の動作全般を制御する。また、制御部１１０は、マイクロプロセッサであ
ってもよい。
【００２０】
　記憶部１２０は、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＡＭ（Ｒａｎｄｏ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ストレージ装置（ＨＤＤ）などの記憶装置から構成
されている。
【００２１】
　ＲＯＭは、ＣＰＵ１０１が使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶し、ＲＡＭは
、制御部１１０の実行において使用するプログラムや、その実行において適宜変化するパ
ラメータ等を一次記憶する。
【００２２】
　また、ストレージ装置は、データ格納用の装置であり、記憶媒体、記憶媒体にデータを
記録する記録装置、記憶媒体からデータを読み出す読出し装置および記憶媒体に記録され
たデータを削除する削除装置などから構成される。
【００２３】
　また、制御部１１０は、上記したＲＯＭに記憶されたプログラムをもとに、端末特定部
１１１として機能する。具体的に、端末特定部１１１は、保守端末１１に接続された複数
の小形制御端末をＭＡＣアドレスをもとに特定し、該小形制御端末と各小形制御端末の固
有の識別情報（ＩＰアドレス）とを紐付けて管理する。
【００２４】
　通信部１３０は、通信デバイス等で構成された通信インタフェースである。通信部１３
０は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）対応通信装置であっても、



(6) JP 2015-137054 A 2015.7.30

10

20

30

40

50

ワイヤレスＵＳＢ対応通信装置であっても、有線による通信を行うワイヤー通信装置であ
ってもよい。通信部１３０は、複数の小形制御端末との間で、各小形制御端末の設定情報
や識別情報などの各種データを送受信する。
【００２５】
　また、保守端末１１は、キーボード、スイッチやポインティングデバイス、マイクロフ
ォン等の情報入力装置と、モニタディスプレイやスピーカ等の情報出力装置とを備えてお
り、ユーザは、保守端末１１を操作することにより、小形制御端末Ａ１２、小形制御端末
Ｂ１３及び小形制御端末Ｃ１４の設定や構成変更等の保守を行うことができる。
【００２６】
　小形制御端末Ａ１２、小形制御端末Ｂ１３及び小形制御端末Ｃ１４も、保守端末１１と
同様に、ＣＰＵおよびメモリ等の情報処理資源を備えている。ＣＰＵは、演算処理装置と
して機能し、メモリに記憶されているプログラムや演算パラメータ等にしたがって、小形
制御端末Ａ１２、小形制御端末Ｂ１３又は小形制御端末Ｃ１４の動作を制御する。
【００２７】
　小形制御端末Ａ１２は、小形制御端末Ａ１２に接続されている設備機器に対して制御を
行う２重系の装置である。
【００２８】
　小形制御端末Ｂ１３は、小形制御端末Ｂ１３に接続されている設備機器に対して制御を
行う２重系の装置である。
【００２９】
　小形制御端末Ｃ１４は、小形制御端末Ｃ１４に接続されている設備機器に対して制御を
行う２重系の装置である。
【００３０】
　図１に示すように、小形制御端末Ａ１２、小形制御端末Ｂ１３及び小形制御端末Ｃ１４
は、それぞれ１系及び２系の小形制御端末から構成されている。そして、小形制御端末Ａ
１２は、保守端末１１と１系及び２系の両系で通信を行う。また、小形制御端末Ｂ１３は
、保守端末１１と１系のみで通信を行う。また、小形制御端末Ｃ１４は、保守端末１１と
２系のみで通信を行う。
【００３１】
　また、小形制御端末Ａ１２、小形制御端末Ｂ１３及び小形制御端末Ｃ１４のＭＣＡアド
レスは、１系と２系とで所定の規則性を有するＭＡＣアドレスが設定されている。
【００３２】
　例えば、本実施形態では、それぞれの２系のＭＡＣアドレスの最終桁を１系のＭＡＣア
ドレスの最終桁より１大きい値に設定している。さらに、小形制御端末Ａ１２、小形制御
端末Ｂ１３、小形制御端末Ｃ１４の各ＭＡＣアドレスは、それぞれ１系のＭＡＣアドレス
の最終桁を奇数、２系のＭＡＣアドレスの最終桁を偶数に設定している。具体的に、以下
では、小形制御端末Ａ１２、小形制御端末Ｂ１３及び小形制御端末Ｃ１４のＭＣＡアドレ
スの１系のＭＡＣアドレスの最終桁を「１」、２系のＭＡＣアドレスの最終桁を「２」と
している。
【００３３】
　これにより、保守端末１１は、小形制御端末の１系及び２系の通信状況の情報とＭＡＣ
アドレスの組み合わせとにより、いずれの小形制御端末が小形制御端末Ａ１２、小形制御
端末Ｂ１３または小形制御端末Ｃ１４のいずれかを特定することができる。保守端末１１
に接続された小形制御端末の特定方法については、後で詳細に説明する。
【００３４】
　保守端末１１は、各小形制御端末を小形制御端末Ａ１２、小形制御端末Ｂ１３または小
形制御端末Ｃ１４のいずれかに特定し、各小形制御端末と各小形制御端末から送信される
固有識別情報（ＩＰアドレス）とを紐付ける。これにより、保守端末１１は、小形制御端
末Ａ１２、小形制御端末Ｂ１３及び小形制御端末Ｃ１４のＩＰアドレスを識別することが
可能となる。
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【００３５】
（２）鉄道保安システムにおける小形制御端末識別処理の詳細
　次に、図３及び図４を参照して、保守端末１１における小形制御端末識別処理について
説明する。以下では、保守端末１１に３台の２重系小型制御端末（小形制御端末Ａ１２、
小形制御端末Ｂ１３または小形制御端末Ｃ１４）が接続されている場合について説明する
。
【００３６】
　図３に示すように、保守端末１１の通信部１３０は、接続されている小型制御端末（小
形制御端末Ａ１２、小形制御端末Ｂ１３または小形制御端末Ｃ１４）と通信する（Ｓ１１
０）。
【００３７】
　そして、保守端末１１の通信部１３０は、各小形制御端末のアドレスを取得する（Ｓ１
２０）。ステップＳ１２０において取得するアドレスは、各小形制御端末のＭＡＣアドレ
ス及びＩＰアドレスである。通信部１３０は、ステップＳ１２０で取得した各小形制御端
末のアドレスを端末特定部１１１に提供する。
【００３８】
　ＭＡＣアドレスは、各小形制御端末に設定されている識別情報であり、各端末の１系及
び２系の各端末にそれぞれ設定される。また、ＩＰアドレスは、保守端末１１から２重系
の小形制御端末に制御情報を送信するための情報であり、各小形制御端末に１つのＩＰア
ドレスが設定されている。
【００３９】
　上記したように、保守端末１１と接続されている小型制御端末は、小形制御端末Ａ１２
の１系及び２系、小形制御端末Ｂ１３の１系、及び小型制御端末Ｃ１４の２系の計４台で
ある。しがたって、ステップＳ１２０において、保守端末１１は、４台の小型制御端末の
ＭＡＣアドレス及びＩＰアドレスを受信する。
【００４０】
　そして、保守端末１１は、ステップＳ１２０で取得した小型制御端末のアドレスをもと
に、小形制御端末特定処理を実行する（Ｓ１３０）。
【００４１】
　次に、図４を参照して、ステップＳ１３０における小型制御端末特定処理の詳細につい
て説明する。上記したように、保守端末１１の端末特定部１１１は、ステップＳ１２０に
おいて、小形制御端末Ａ１２、小形制御端末Ｂ１３及び小形制御端末Ｃ１４から４つのＭ
ＡＣアドレスを取得する。
【００４２】
　そして、端末特定部１１１は、ステップＳ１３０において取得した４つのＭＡＣアドレ
スのうち、最終桁の一方が奇数でもう一方が偶数で、且つ、偶数桁の数－奇数桁の数＝１
の組み合わせかを判定する（Ｓ１３１）。
【００４３】
　ステップＳ１３１において、肯定的な判定、すなわち、ＭＡＣアドレスの最終桁の一方
が奇数でもう一方が偶数で、且つ、偶数桁の数－奇数桁の数＝１の組み合わせであると判
定された場合、当該ＭＡＣアドレスを送信した小形制御端末を小形制御端末Ａ１２と特定
する（Ｓ１３２）。
【００４４】
　一方、ステップＳ１３１において、否定的な判定、すなわち、ＭＡＣアドレスの最終桁
の一方が奇数でもう一方が偶数で、且つ、偶数桁の数－奇数桁の数＝１の組み合わせでは
ないと判定された場合には、残る２つのＭＡＣアドレスのうち、最終桁が奇数桁かを判定
する（Ｓ１３３）。
【００４５】
　ステップＳ１３３において、肯定的な判定、すなわち、残る２つのＭＡＣアドレスのう
ち、最終桁が奇数桁であると判定された場合には、当該ＭＡＣアドレスを送信した小形制
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御端末を小形制御端末Ｂ１３と特定する（Ｓ１３４）。
【００４６】
　一方、ステップＳ１３３において、否定的な判定、すなわち、残る２つのＭＡＣアドレ
スのうち、最終桁が奇数桁ではないと判定された場合には、偶数桁のＭＡＣアドレスを送
信した小形制御端末を小形制御端末Ｃ１４と特定する（Ｓ１３５）。
【００４７】
　図５を参照して、保守端末１１に送信されるＭＡＣアドレス及びＩＰアドレスの具体例
について説明する。
【００４８】
　図５に示すように、小形制御端末Ａの１系のＭＡＣアドレスは「００：０７：４０：１
１」であり、小形制御端末Ａの２系のＭＡＣアドレスは「００：０７：４０：１２」であ
るとする。また、小形制御端末Ｂの１系のＭＡＣアドレスは「００：０７：４０：２１」
であり、小形制御端末Ｃの２系のＭＡＣアドレスは「００：０７：４０：３２」であった
とする。
【００４９】
　この４つのＭＡＣアドレスが保守端末１１に送信された場合、上記したステップＳ１３
１の判定で、ＭＡＣアドレスの最終桁の一方が奇数でもう一方が偶数で、且つ、偶数桁の
数－奇数桁の数＝１の組み合わせであるＭＡＣアドレスは、「００：０７：４０：１１」
と「００：０７：４０：１２」の組み合わせである。
【００５０】
　上記したように、１系及び２系の両系で通信を行うのは、小形制御端末Ａ１２であるた
め、「００：０７：４０：１１」と「００：０７：４０：１２」の組み合わせのＭＡＣア
ドレスを設定されている小形制御端末は、小形制御端末Ａ１２であることがわかる。また
、上記したように、２系のＭＡＣアドレスの最終桁は、１系のＭＡＣアドレスの最終桁よ
り１大きい値に設定されている。
【００５１】
　したがって、「００：０７：４０：１１」は小形制御端末Ａ１２の１系、「００：０７
：４０：１２」は小形制御端末Ａ１２の２系であることがわかる。したがって、小形制御
端末Ａ１２のＩＰアドレスは、当該小形制御端末から送信されたＩＰアドレス「１９２．
１６８．０．１０」であることがわかる。
【００５２】
　また、ステップＳ１３３の判定で、残る２つのＭＡＣアドレスのうち、最終桁が奇数桁
であるＭＡＣアドレスは、「００：０７：４０：２１」である。
【００５３】
　上記したように、１系のみで通信を行うのは小形制御端末Ｂ１３である。１系のＭＡＣ
アドレスの最終桁は奇数であるため、「００：０７：４０：２１」のＭＡＣアドレスを設
定されている小形制御端末は、小形制御端末Ｂ１３であることがわかる。したがって、小
形制御端末Ｂ１３のＩＰアドレスは、当該小形制御端末から送信されたＩＰアドレス「１
９２．１６８．０．２０」であることがわかる。
【００５４】
　また、残る２つのＭＡＣアドレスのうち、最終桁が偶数桁であるＭＡＣアドレスは、「
００：０７：４０：３２」である。
【００５５】
　上記したように、２系のみで通信を行うのは小形制御端末Ｃ１４である。２系のＭＡＣ
アドレスの最終桁は偶数であるため、「００：０７：４０：３２」のＭＡＣアドレスを設
定されている小形制御端末は、小形制御端末Ｃ１４であることがわかる。したがって、小
形制御端末Ｃ１４のＩＰアドレスは、当該小形制御端末から送信されたＩＰアドレス「１
９２．１６８．０．３０」であることがわかる。
【００５６】
　上記小形制御端末特定処理により、保守端末１１は、接続された小形制御端末について
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、各小形制御端末を小形制御端末Ａ１２、小形制御端末Ｂ１３または小形制御端末Ｃ１４
と特定し、各小形制御端末のＩＰアドレスを識別することが可能となる。
【００５７】
　上記実施形態では、保守端末１１に３台の小形制御端末が接続されている場合を例示し
て説明したが、かかる例に限定されない。例えば、２台の小形制御端末が接続されている
場合には、１の小形制御端末を１系のみで通信するようにし、他の小形制御端末を２系の
みで通信するようにすることにより、２台の小形制御端末を特定し、ＭＡＣアドレスとＩ
Ｐアドレスを紐付けることが可能となる。
【００５８】
　また、保守端末１１に４台以上の小形制御端末が接続されている場合には、１系及び２
系のＭＡＣアドレスの差分を２以上として、この差分に基づいていずれの小形制御端末か
を特定するようにしてもよい。
【００５９】
　例えば、４台の小形制御端末が接続されている場合には、３台のＭＡＣアドレスについ
ては、上記したように、それぞれの２系のＭＡＣアドレスの最終桁を１系のＭＡＣアドレ
スの最終桁より１大きい値に設定し、４台目のＭＡＣアドレスについては、２系のＭＡＣ
アドレスの最終桁を１系のＭＡＣアドレスの最終桁より３大きい値に設定するようにして
もよい。
【００６０】
　また、本実施形態の小形制御端末Ａ１２、小形制御端末Ｂ１３及び小形制御端末Ｃ１４
は、それぞれ１系と２系を備えた２重系である場合について説明したが、かかる例に限定
されず、３重系以上であっても本発明は適用可能である。当該小型制御端末が備えている
系の数をＮとすれば、全ての系からの送信がない場合は、小型制御端末を認識できないた
め、当該場合を除いた「２Ｎ－１」個の小型制御端末を識別することができる。その場合
、ＭＡＣアドレスの最終桁を、Ｎで割った時の余りにて割り振ってもよい。
【符号の説明】
【００６１】
　１１　　保守端末
　１１０　制御部
　１１１　端末特定部
　１２０　記憶部
　１３０　通信部
　１２　　小形制御端末Ａ
　１３　　小形制御端末Ｂ
　１４　　小形制御端末Ｃ
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