
JP 2017-143327 A 2017.8.17

10

(57)【要約】
【課題】電源給電がなされていない状態であっても、ア
ドレスが設定できるようにする。
【解決手段】ＮＦＣ機能部１０３は、よく知られた近距
離無線通信（Near field radio communication；ＮＦＣ
）を行う。アドレス受付部１０４は、ＮＦＣ機能部１０
３におけるＮＦＣ通信による接続要求の受け付けにより
近距離無線通信を確立した後、接続要求元より送出され
たアドレス情報を受け付ける。接続要求元は、携帯端末
機器１２０である。また、受電部１０６は、接続要求元
となる携帯端末機器１２０の給電部１２３からの給電信
号を受信する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御対象の制御のための設定情報を記憶した設定情報記憶部と、
　前記設定情報記憶部に記憶されている設定情報をもとに制御データを生成する制御処理
部と、
　近距離無線通信を行うＮＦＣ機能部と、
　前記ＮＦＣ機能部におけるＮＦＣ通信による接続要求の受け付けにより近距離無線通信
を確立した後、接続要求元より送出されたアドレス情報を受け付けるアドレス受付部と、
　前記アドレス受付部が受け付けたアドレス情報を、前記制御対象が収容されているネッ
トワークに自装置を接続するためのアドレスとして設定するアドレス設定部と、
　前記接続要求元からの給電信号を受信する受電部と
　を備えることを特徴とする制御機器。
【請求項２】
　請求項１記載の制御機器において、
　前記アドレス受付部が受け付けたアドレス情報と前記ネットワークに接続するために既
に設定されているアドレスとの新旧を比較する比較部を備え、
　前記アドレス設定部は、前記比較部の比較により前記アドレス受付部が受け付けたアド
レス情報の方が、既に設定されているアドレスより新しいと判断された場合には、前記ア
ドレス受付部が受け付けたアドレス情報を、前記ネットワークに自装置を接続するための
アドレスとして設定する
　ことを特徴とする制御機器。
【請求項３】
　請求項２記載の制御機器において、
　前記比較部の比較により前記アドレス受付部が受け付けたアドレス情報の方が、既に設
定されているアドレスより新しくないと判断された場合には、既に設定されているアドレ
スを前記接続要求元に通知するアドレス通知部を備える
　ことを特徴とする制御機器。
【請求項４】
　近距離無線通信を行う携帯端末側ＮＦＣ機能部、携帯端末側ＮＦＣ機能部におけるＮＦ
Ｃ通信により送出された接続要求が確立されると、アドレス情報を送出するアドレス送出
部、および非接触給電により給電をする給電部を備える携帯端末機器と、
　設定情報を記憶した設定情報記憶部、前記設定情報記憶部に記憶されている設定情報を
もとに制御データを生成する制御処理部、近距離無線通信を行う機器側ＮＦＣ機能部、前
記機器側ＮＦＣ機能部におけるＮＦＣ通信による接続要求の受け付けにより近距離無線通
信を確立した後、接続要求元より送出されたアドレス情報を受け付けるアドレス受付部、
前記アドレス受付部が受け付けたアドレス情報を、前記制御対象が収容されているネット
ワークに自装置を接続するためのアドレスとして設定するアドレス設定部、および給電部
からの給電信号を受信する受電部とを備える制御機器と
　を備えることを特徴とするアドレス設定システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アドレスが設定されるコントローラなどの制御機器およびこの制御機器にア
ドレスを設定するアドレス設定システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　空調制御システムや産業用制御システムは、センサ・アクチュエータなどのフィールド
機器やＩ／Ｏ端末が配置される末端の下位層、これらを入出力対象として制御するコント
ローラの下位層による２階層の論理階層構造で構成されている。また、これらの上位に、
複数のコントローラを束ねて統合的な制御を行うためのコントローラを備える３階層の論
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理階層構造もある。これらのネットワークを構成するフィールド機器などの各ノードは、
階層構造における自ノードの論理的なアドレスを付番し、この論理アドレスに基づいて、
ノード間の入出力関係を認識している。
【０００３】
　このようなネットワークにおける各制御器機に対するアドレスの設定は、例えば、機器
自身に設けられたロータリースイッチなどの物理的手段により行っている（特許文献１参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２０５４１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、物理的手段によるアドレスの設定では、ロータリースイッチなどを各器
機に実装することになり、外観に対して制約が発生する。また、ロータリースイッチの場
合は桁数の制約があり、ＩＰアドレスなどの情報が設定できない。これに対し、タッチパ
ネルなどの表示画面が設けられている場合、表示画面を操作することで、アドレスが設定
可能となる。また、パーソナルコンピュータや専用端末を用い、これを接続してアドレス
を設定する技術もある。しかしながら、これらの設定では、制御機器に対して電源が供給
されていることが必須となる。電源が供給されていない状況では、アドレスの設定ができ
ない。
【０００６】
　本発明は、以上のような問題点を解消するためになされたものであり、電源給電がなさ
れていない状態であっても、アドレスが設定できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る制御機器は、制御対象の制御のための設定情報を記憶した設定情報記憶部
と、設定情報記憶部に記憶されている設定情報をもとに制御データを生成する制御処理部
と、近距離無線通信を行うＮＦＣ機能部と、ＮＦＣ機能部におけるＮＦＣ通信による接続
要求の受け付けにより近距離無線通信を確立した後、接続要求元より送出されたアドレス
情報を受け付けるアドレス受付部と、アドレス受付部が受け付けたアドレス情報を、制御
対象が収容されているネットワークに自装置を接続するためのアドレスとして設定するア
ドレス設定部と、接続要求元からの給電信号を受信する受電部とを備える。
【０００８】
　上記制御機器において、アドレス受付部が受け付けたアドレス情報とネットワークに接
続するために既に設定されているアドレスとの新旧を比較する比較部を備え、アドレス設
定部は、比較部の比較によりアドレス受付部が受け付けたアドレス情報の方が、既に設定
されているアドレスより新しいと判断された場合には、アドレス受付部が受け付けたアド
レス情報を、ネットワークに自装置を接続するためのアドレスとして設定するようにして
もよい。
【０００９】
　また、上記制御機器において、比較部の比較によりアドレス受付部が受け付けたアドレ
ス情報の方が、既に設定されているアドレスより新しくないと判断された場合には、既に
設定されているアドレスを接続要求元に通知するアドレス通知部を備えるようにしてもよ
い。
【００１０】
　本発明に係るアドレス設定システムは、近距離無線通信を行う携帯端末側ＮＦＣ機能部
、携帯端末側ＮＦＣ機能部におけるＮＦＣ通信により送出された接続要求が確立されると
、アドレス情報を送出するアドレス送出部、および非接触給電により給電をする給電部を
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備える携帯端末機器と、設定情報を記憶した設定情報記憶部、設定情報記憶部に記憶され
ている設定情報をもとに制御データを生成する制御処理部、近距離無線通信を行う機器側
ＮＦＣ機能部、機器側ＮＦＣ機能部におけるＮＦＣ通信による接続要求の受け付けにより
近距離無線通信を確立した後、接続要求元より送出されたアドレス情報を受け付けるアド
レス受付部、アドレス受付部が受け付けたアドレス情報を、制御対象が収容されているネ
ットワークに自装置を接続するためのアドレスとして設定するアドレス設定部、および給
電部からの給電信号を受信する受電部とを備える制御機器とを備える。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したことにより、本発明によれば、電源給電がなされていない状態であっても
、アドレスが設定できるという優れた効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１における制御機器１００、および制御機器１００
に対してアドレスを設定するためのアドレス設定システムの構成を示す構成図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態１における制御機器１００の動作を説明するための
フローチャートである。
【図３】図３は、本発明の実施の形態２における制御機器２００、および制御機器２００
に対してアドレスを設定するためのアドレス設定システムの構成を示す構成図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態２における制御機器２００の動作を説明するための
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について図を参照して説明する。
【００１４】
［実施の形態１］
　はじめに、本発明の実施の形態１について図１を用いて説明する。図１は、本発明の実
施の形態１における制御機器１００、および制御機器１００に対してアドレスを設定する
ためのアドレス設定システムの構成を示す構成図である。このシステムは、制御機器１０
０および携帯端末機器１２０を備える。
【００１５】
　制御機器１００は、設定情報記憶部１０１、制御処理部１０２、ＮＦＣ機能部（機器側
ＮＦＣ機能部）１０３、アドレス受付部１０４、アドレス設定部１０５、受電部１０６、
Ｉ／Ｏ制御部１０７、プログラム格納部１０８を備える。
【００１６】
　設定情報記憶部１０１は、制御対象の制御のための設定情報を記憶している。制御処理
部１０２は、設定情報記憶部１０１に記憶されている設定情報をもとに制御データを生成
する。制御処理部１０２は、プログラム格納部１０８に格納されているプログラムにより
動作する。制御処理部１０２が生成した制御データは、Ｉ／Ｏ制御部１０７によりフィー
ルド機器１３１に送出される。
【００１７】
　ＮＦＣ機能部１０３は、よく知られた近距離無線通信（Near field radio communicati
on；ＮＦＣ）を行う。ＮＦＣ機能部１０３は、例えば、ＮＦＣコントローラ，ＮＦＣアン
テナ，不揮発性メモリなどを備える。
【００１８】
　アドレス受付部１０４は、ＮＦＣ機能部１０３におけるＮＦＣ通信による接続要求の受
け付けにより近距離無線通信を確立した後、接続要求元より送出されたアドレス情報を受
け付ける。接続要求元は、携帯端末機器１２０である。また、受電部１０６は、接続要求
元となる携帯端末機器１２０の給電部１２３からの給電信号を受信する。受電部１０６が
受信した給電信号が、ＮＦＣ機能部１０３，アドレス受付部１０４が動作するための電源
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となる。
【００１９】
　携帯端末装置１２０は、ＮＦＣ機能部（携帯端末側ＮＦＣ機能部）１２１、アドレス送
出部１２２、および給電部１２３を備える。ＮＦＣ機能部１２１は、ＮＦＣ機能部１０３
と同様であり、ＮＦＣコントローラ，ＮＦＣアンテナ，不揮発性メモリなどを備え、よく
知られた近距離無線通信を行う。アドレス送出部１２２は、携帯端末側ＮＦＣ機能部にお
けるＮＦＣ通信により送出された接続要求が確立されると、アドレス情報を送出する。給
電部１２３は、非接触給電により給電をする。給電部１２３は、受電部１０６に対して給
電信号を送出することによる非接触給電で、ＮＦＣ機能部１０３に対して給電を実現する
。
【００２０】
　アドレス設定部１０５は、アドレス受付部１０４が受け付けたアドレス情報を、制御対
象が収容されているネットワークに自装置を接続するためのアドレスとして設定する。上
述したように、携帯端末装置１２０のアドレス送出部１２２より送出され、アドレス受付
部１０４が受け付けて記憶したアドレス情報が、例えば、制御機器１００の動作開始時に
おいて、アドレス設定部１０５によりＩ／Ｏ制御部１０７に設定される。このようにして
アドレスが設定されたＩ／Ｏ制御部１０７は、設定されたアドレスによりフィールド機器
１３１が接続しているネットワークへの接続を確立する。
【００２１】
　次に、本発明の実施の形態１における制御機器１００の動作例について図２のフローチ
ャートを用いて説明する。
【００２２】
　まず、ＮＦＣ機能部１０３が、携帯端末機器１２０のＮＦＣ機能部１２１によるＮＦＣ
通信による接続要求を受け付けると（ステップＳ１０１のｙ）、ステップＳ１０２で、近
距離無線通信を確立する。
【００２３】
　次に、ステップＳ１０３で、アドレス受付部１０４が、接続要求元である携帯端末機器
１２０のアドレス送出部１２２より送出されたアドレス情報を受け付け、ＮＦＣ機能部１
０３の不揮発性メモリに記憶する。なお、給電部１２３からの給電信号を受電部１０６が
受信することで、上述したステップＳ１０２，ステップＳ１０３における動作の電源とし
ている。
【００２４】
　次に、制御機器１００が起動されると（ステップＳ１０４のｙ）、ステップＳ１０５で
、アドレス設定部１０５が、アドレス受付部１０４が受け付けてＮＦＣ機能部１０３の不
揮発性メモリに記憶されているアドレス情報を、制御対象が収容されているネットワーク
に自装置を接続するためのアドレスとして設定する。この後、ステップＳ１０６で、制御
機器１００は、Ｉ／Ｏ制御部１０７が、設定されたアドレスによりフィールド機器１３１
が接続しているネットワークへの接続を確立する。
【００２５】
　以上に説明したように、実施の形態１によれば、起動されていない（電源給電がなされ
ていない）状態であっても、制御機器１００に対するアドレスの設定が実施できる。
【００２６】
［実施の形態２］
　次に、本発明の実施の形態２について図３を用いて説明する。図３は、本発明の実施の
形態２における制御機器２００、および制御機器２００に対してアドレスを設定するため
のアドレス設定システムの構成を示す構成図である。このシステムは、制御機器２００お
よび携帯端末機器１２０を備える。
【００２７】
　制御機器２００は、設定情報記憶部１０１、制御処理部１０２、ＮＦＣ機能部（機器側
ＮＦＣ機能部）１０３、アドレス受付部１０４、アドレス設定部１０５、受電部１０６、
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Ｉ／Ｏ制御部１０７、プログラム格納部１０８、比較部２０１、およびアドレス通知部２
０２を備える。
【００２８】
　設定情報記憶部１０１、制御処理部１０２、ＮＦＣ機能部（機器側ＮＦＣ機能部）１０
３、アドレス受付部１０４、アドレス設定部１０５、受電部１０６、Ｉ／Ｏ制御部１０７
、プログラム格納部１０８は、前述した実施の形態１における制御機器１００と同様であ
り、説明を省略する。
【００２９】
　比較部２０１は、アドレス受付部１０４が受け付けたアドレス情報とネットワークに接
続するために、Ｉ／Ｏ制御部１０７に既に設定されているアドレスとの新旧を比較する。
アドレス通知部２０２は、比較部２０１の比較によりアドレス受付部１０４が受け付けた
アドレス情報の方が、既に設定されているアドレスより古いと判断された場合には、既に
設定されているアドレスを接続要求元（携帯端末機器１２０）に通知する。
【００３０】
　実施の形態２において、アドレス設定部１０５は、比較部２０１の比較によりアドレス
受付部１０４が受け付けたアドレス情報の方が、既に設定されているアドレスより新しい
と判断された場合に、アドレス受付部１０４が受け付けたアドレス情報を、ネットワーク
に自装置を接続するためのアドレスとして設定する。
【００３１】
　次に、本発明の実施の形態２における制御機器２００の動作例について図４のフローチ
ャートを用いて説明する。
【００３２】
　まず、ＮＦＣ機能部１０３が、携帯端末機器１２０のＮＦＣ機能部１２１によるＮＦＣ
通信による接続要求を受け付けると（ステップＳ２０１のｙ）、ステップＳ２０２で、近
距離無線通信を確立する。
【００３３】
　次に、ステップＳ２０３で、アドレス受付部１０４が、接続要求元である携帯端末機器
１２０のアドレス送出部１２２より送出されたアドレス情報を受け付け、ＮＦＣ機能部１
０３の不揮発性メモリに記憶する。なお、給電部１２３からの給電信号を受電部１０６が
受信することで、上述したステップＳ２０２，ステップＳ２０３における動作の電源とし
ている。
【００３４】
　次に、制御機器２００が起動されると（ステップＳ２０４のｙ）、ステップＳ２０５で
、比較部２０１が、アドレス受付部１０４が受け付けたアドレス情報とネットワークに接
続するために、Ｉ／Ｏ制御部１０７に既に設定されているアドレスとの新旧を比較する。
アドレス受付部１０４が受け付けたアドレス情報の方が、既に設定されているアドレスよ
り新しくないと判断されると（ステップＳ２０６のｎ）、ステップＳ２０７で、Ｉ／Ｏ制
御部１０７が、既に設定されているアドレスによりフィールド機器１３１が接続している
ネットワークへの接続を確立する。次いで、ステップＳ２０８で、アドレス通知部２０２
が、接続確立したネットワークにより、既に設定されているアドレス情報を接続要求元で
ある携帯端末機器１２０に通知する。
【００３５】
　一方、比較部２０１で、アドレス受付部１０４が受け付けたアドレス情報の方が、既に
設定されているアドレスより新しいと判断すると（ステップＳ２０６のｙ）、ステップＳ
２０９で、アドレス設定部１０５が、アドレス受付部１０４が受け付けてＮＦＣ機能部１
０３の不揮発性メモリに記憶されているアドレス情報を、制御対象が収容されているネッ
トワークに自装置を接続するためのアドレスとして設定する。この後、ステップＳ２１０
で、制御機器１００は、Ｉ／Ｏ制御部１０７が、設定されたアドレスによりフィールド機
器１３１が接続しているネットワークへの接続を確立する。
【００３６】
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　以上に説明したように、実施の形態２においても、起動されていない（電源給電がなさ
れていない）状態であっても、制御機器２００に対するアドレスの設定が実施できる。ま
た、実施の形態２によれば、起動されていない状態で受け付けたアドレスが、既に設定さ
れているアドレスより古い情報の場合は、受け付けたアドレスではなく既に設定されてい
るアドレスを採用するようにした。期日が古いアドレス情報は、間違っているものであり
、実施の形態２によれば、このような間違えが防げるようになる。
【００３７】
　なお、本発明は以上に説明した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の技術的
思想内で、当分野において通常の知識を有する者により、多くの変形および組み合わせが
実施可能であることは明白である。
【符号の説明】
【００３８】
　１００…制御機器、１０１…設定情報記憶部、１０２…制御処理部、１０３…ＮＦＣ機
能部（機器側ＮＦＣ機能部）、１０４…アドレス受付部、１０５…アドレス設定部、１０
６…受電部、１０７…Ｉ／Ｏ制御部、１０８…プログラム格納部、１２０…携帯端末機器
、１２１…ＮＦＣ機能部（携帯端末側ＮＦＣ機能部）、１２２…アドレス送出部、１２３
…給電部、１３１…フィールド機器。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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