
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　  
　

　

　

　
【請求項２】
　  

【請求項３】
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インタフェース部に接続された電子機器に対して給電を行うコンセントにおいて、
前記インタフェース部から、接続されている電子機器の識別情報を  受信する受信手段

と、
該識別情報及び該識別情報を受信したインタフェース部の識別情報を対応させて記憶す

る記憶手段と、
電源との接続線から受信した電子機  器の識別情報が、前記記憶手段に記憶されている

か否か判定し、記憶されていると判定すると、対応するインタフェース部の識別情報から
インタフェース部を特定し、該インタフェース部対応の表示部の制御を行う制御手段と、

を備えたことを特徴とするコンセント。

前記制御手段は、前記特定したインタフェース部に前記電子機器が接続されたことを
検出すると、前記表示部の制御を変更することを特徴とする前記付記１４記載のコンセン
ト。

インタフェース部に接続された電子機器に対して給電を行うコンセントにおいて、
前記インタフェース部から接続されている電子機器の識別情報を受信する受信手段と、
該識別情報及び該識別情報を受信したインタフェース部の識別情報を対応させて記憶す

る記憶手段と、



　

　
【請求項４】
　
　

　

　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＡＣライン（電力線）を用いて、各種電子機器の所在位置管理を行うシステム
及び該システムにおいて用いられるアダプタ、管理装置、コンセント等の各種装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
ＡＣライン（電力線）を用いて通信を行うという思想は既に知られている（特開平１０－
３４１２４９号公報参照）。また、各アミューズメント機器内に、エラー情報等のトラブ
ル情報を収集するトラブル情報収集装置と、売上金の情報を収集するコイン情報収集装置
と、収集したトラブル情報、売上金情報およびその他の機器内情報を施設内電力線にデー
タとして重畳させる電力線モデムを設け、施設内電力線から電力線モデムを介してデータ
を収集し、アミューズメント機器の管理を行う集中管理装置を設けるという思想も知られ
ている（特開平６－２１００６７号公報参照）。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、種種雑多な電子機器を管理する際に、その配置位置、収納位置を効率よく管理す
ることができないという問題がある。
【０００４】
即ち、例えばアミューズメント機器を電力線に接続することで、各アミューズメント機器
ごとにその内部情報を収集装置に通知することができるが、果たしてそのアミューズメン
ト機器がいかなる場所に配置されているか等の情報を取得することができない。
【０００５】
本発明は、電子機器の所在位置を電力線を用いて、効率よく管理することを主目的とする
。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
（１）本発明においては、電子機器に着脱可能に取り付けられる接続部であって、コンセ
ントに接続することにより、該電子機器に対する給電路を形成する接続部に組み込まれる
又は該電子機器の該接続部に着脱可能に取り付けられるアダプタにおいて、該電子機器の
識別情報を記憶する記憶手段と、該記憶手段に記憶した該識別情報を前記コンセント側に
送信する送信手段と、を備えたことを特徴とするアダプタを用いる。
（２）又、本発明においては、電子機器に着脱可能に取り付けられる接続部であって、コ
ンセントに接続することにより、該電子機器に対する給電路を形成する接続部に組み込ま
れる又は該電子機器の該接続部に着脱可能に取り付けられるアダプタにおいて、該電子機
器の接続先コンセント情報を記憶する記憶手段と、前記コンセントからの給電が途絶えた
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電源との接続線から受信した電子機器  の識別情報が、前記記憶手段に記憶されている
か否か判定し、記憶されていると判定すると、同様に該接続線から受信した該電子機器の
接続先情報を前記インタ  フェース部に接続された電子機器に対して送信するように制御
する制御手段と、

を備えたことを特徴とするコンセント。

インタフェース  部に接続された電子機器に対して給電を行うコンセントにおいて、
前記インタフェース部から、接続されている電子機器の識別情報を受信する受信手段と

、
電源との接続線から受信した電子機器の識別情報と前記受信した電子機器の識別情報が

一致するか否か判定し、一致すると判定すると、前記接続線に該電子機器の接  続が完了
した旨の信号を送信を行う制御をする制御手段と、

を備えたことを特徴とするコンセント。



こと又は操作部に操作がなされたことを検出する検出手段と、該検出を契機として、前記
記憶手段に記憶した前記接続先コンセント情報を表示する表示手段と、を備えたことを特
徴とするアダプタを用いる。
（３）又、本発明においては、コンセントに接続された電子機器の識別情報及び該コンセ
ントの識別情報を各コンセントから受信する受信手段と、該電子機器の識別情報と該コン
セントの識別情報を記憶する記憶手段と、該記憶手段に記憶した情報を出力する出力手段
と、を備えたことを特徴とする管理装置を用いる。
（４）又、本発明においては、インタフェース部に接続された電子機器に対して給電を行
うコンセントにおいて、前記インタフェース部から、接続されている電子機器の識別情報
を受信する受信手段と、電源側への接続線に、接続情報及び該接続されている電子機器の
識別情報を送信する送信手段と、を備えたことを特徴とするコンセントを用いる。
（５）又、本発明においては、インタフェース部に接続された電子機器に対して給電を行
うコンセントにおいて、表示部と、電源との接続線から受信した信号に基づいて前記表示
部の制御を行う制御手段と、を備えたことを特徴とするコンセントを用いる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
本発明にかかる種種の実施の形態について説明する。
【０００８】
図１は、本発明にかかる実施例におけるシステム構成全体図を示す。
【０００９】
図において、１は位置管理の対象である各種電子機器を示し、添え字（１～５）は各電子
機器を区別するために付した識別記号である（以下他の添え字も同様に区別するために付
した）。尚、電子機器の例としては、スペクトラムアナライザ等の製品性能試験を行うた
めの測定装置類、家庭で使用される家電製品類等様々な電子機器が例としてあげられる。
【００１０】
２は電子機器の内部電子回路へ給電を行うための接続線とコンセントの接続を行うための
プラグを示し。３は、各電子機器のプラグに取り付けられるアダプタを示し、電子機器１
は、該アダプタ、プラグを介して給電を受けることとなる。尚、アダプタ２を電子機器に
内蔵してもよいが、好ましくは、接続部（接続線とプラグからなる部分）として電子機器
から着脱可能なものを選び、アダプタを接続部に設けることが望ましい。
【００１１】
４は、プラグを挿入するためのコンセントを示す。
【００１２】
５は、コンセントと交流電源との接続を行う接続線に直接又は図のようにプラグを介して
コンセントに接続され、給電を受けることが可能な管理装置を示す。
【００１３】
次にかかるシステム構成図における主要部材の構成について詳述する。
【００１４】
図２は、アダプタ３の構成を示す。
【００１５】
３１は、フィルタであり、他のアダプタ、コンセント４により接続線に重畳した変調デー
タをカットするフィルタであり、制御部３２に接続線からの電力供給に伴って変調データ
が制御部３２の電源回路（図示省略）に入力されないようにしたものである。
【００１６】
３２は、制御部であり、フィルタ３１を介して供給される電力により動作し、メモリ３３
、送受信処理部３４等の制御を行う。尚、検出手段として、制御部３２を用いた。
【００１７】
３３は、メモリであり、接続する電子機器を特定するための識別情報である電子機器識別
情報（例えば、電子機器の名称、電子機器の型番、財産番号等）、接続先コンセント情報
等を記憶する。尚、記憶手段としてメモリ３３を用いた。

10

20

30

40

50

(3) JP 3820943 B2 2006.9.13



【００１８】
３４は、送受信処理部であり、接続線を介して重畳された変調データを抽出し、復調して
、制御部３２に復調データを与える受信機能及び、制御部３２からのデータに基づいて変
調処理を施し、接続線を介して供給される電力の周波数より十分高い周波数の信号を生成
し、重畳して送信する機能を有する。尚、送信手段として、送受信処理部３４及び制御部
３２を用いた。
【００１９】
３５は、インタフェース部であり、プラグ２又はアダプタ３等の接続端子との接続を行う
ための部材である。好ましくは、インタフェース部３５は、フィルタ３１と同様のフィル
タを含み、接続線に重畳される変調データの電子機器１への入力をカットする機能を有す
る。
【００２０】
又、３６は、制御部３２の制御により表示を行う表示部、３７は、操作釦であり、釦の押
し下し操作を検出して制御部に検出を通知する機能を有する。尚、表示部３６及び制御部
３２を表示手段として用い、操作部として操作釦３７を用いた。
【００２１】
図３は、コンセント４の構成を示す。
【００２２】
４１、４９ 1  ～４９ 3  は、フィルタであり、アダプタ３、コンセント４、管理装置５等に
より接続線に重畳した変調データをカットするフィルタであり、特に４１は、制御部４２
に接続線からの電力供給に伴って変調データが制御部４２の電源回路（図示省略）に入力
されないように設けられている。
【００２３】
４２は、制御部であり、フィルタ４１を介して供給される電力により動作し、メモリ４３
、送受信処理部４４、４８等の制御を行う。尚、制御手段として、制御部４２を用いた。
【００２４】
４３は、メモリであり、接続管理テーブル、自己管理データ等を記憶している。これらに
ついては後に詳述するが、接続されている電子機器の識別情報、コンセント識別情報、コ
ンセント位置情報、インタフェース部位置情報（インタフェース部４５～４７の配列関係
）等を記憶している。
【００２５】
４４、４８は、送受信処理部であり、接続線を介して重畳された変調データを抽出し、復
調して、制御部４２に復調データを与える受信機能及び、制御部４２からのデータに基づ
いて変調処理を施し、接続線を介して供給される電力の周波数より十分高い周波数の信号
を生成し、重畳して送信する機能を有する。尚、受信手段として、送受信処理部４４を用
いた。又、送信手段として、送受信処理部４８、制御部４２を用いた。
【００２６】
４５～４７はそれぞれインタフェース部であり、プラグ２又はアダプタ３等の接続端子と
の接続を行うための部材である。図のようにコンセントに複数のインタフェース部を設け
ることもできるし、もちろん単一とすることもできる。
【００２７】
尚、管理装置５を接続するコンセント４ 3  については、図３において、電源側との接続線
上に設けられたフィルタ（例えばフィルタ４９ 1  ）を有さないものを用いることとし、フ
ィルタを有さないインタフェース部（この例ではインタフェース部４５）に管理装置５を
接続するものとする。
【００２８】
図４は、管理装置５の構成を示す。
【００２９】
５１は、フィルタであり、アダプタ３、コンセント４により接続線に重畳された変調デー
タをカットするフィルタであり、制御部５２に接続線からの電力供給に伴って変調データ
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が制御部５２の電源回路（図示省略）に入力されないようにしたものである。
【００３０】
５２は、制御部であり、フィルタ５１を介して供給される電力により動作し、メモリ５３
、送受信処理部５４等の制御を行う。
【００３１】
５３は、メモリであり、後述する電子機器１の管理用テーブル及び位置管理に必要な各種
情報、電子機器の設置する建物のレイアウト情報等を記憶する。尚、メモリを記憶手段と
して用いた。
【００３２】
５４は、送受信処理部であり、接続線を介して重畳された変調データを抽出し、復調して
、制御部５２に復調データを与える受信機能及び、制御部５２からのデータに基づいて変
調処理を施し、接続線を介して供給される電力の周波数より十分高い周波数の信号を生成
し、重畳して送信する機能を有する。尚、受信手段として、送受信処理部を用いた。
【００３３】
５５は、表示部であり、メモリ５３に記憶している管理テーブル等の情報を表示するため
のディスプレイ等に相当する。尚、出力手段として、表示部５５、制御部５２を用いた。
【００３４】
５６は、操作部であり、管理装置５のオペレータが管理装置５のコントロールを行うため
のものでありキーボード等よりなる。
【００３５】
次に、上述システムを用いた、電子機器の位置管理について種種の実施例を説明する。
▲１▼電子機器の位置管理
電子機器１（例えばドライヤ）を自由に持ち出し・利用可能とする場合に、持ち出しされ
ている電子機器１を回収するために、電子機器１が何処で使用されているかを知りたいと
いう要望が高い。この実施例では、電子機器の基本的な位置管理方法について説明する。
【００３６】
電子機器１ 1  は、給電を受けるためのプラグ２ 1  を有し、更に、このプラグ２ 1  にアダプ
タ３ 1  を装着しているとする。
【００３７】
電子機器１ 1  の移動は、原則としてプラグ２ 1  にアダプタ３ 1  を装着したまま行うことと
する。
【００３８】
さて、ここでは、電子機器１ 1  （アダプタ３ 1  ）は、移動後、コンセント４ 1  のインタフ
ェース部４５に接続されているとする。
【００３９】
かかる状態において、電子機器１ 1  に装着されたアダプタ３ 1  の制御部３２はフィルタ３
１を介する接続線からの給電により動作し、メモリ３３に記憶している（例えば後述する
▲３▼の初期設定によって記憶させたり、操作釦３７より入力・記憶させればよい）電子
機器識別情報（例えば０１００１）を読み出す。尚、ここでは、電子機器識別情報は電子
機器１の種類を示すものとし、０１００１によりドライヤを示すものとする。
【００４０】
次に、制御部３２は、読み出した電子機器識別情報を送信するように送受信処理部３４を
制御する。送受信処理部３４は、電子機器識別情報を拡散コードで拡散してから、接続線
を介して供給される電力の周波数より十分高い周波数の信号を生成して送信する。
【００４１】
アダプタ３ 1  により送信された信号は、インタフェース部４５を介してコンセント４ 1  に
入力される。
【００４２】
送受信処理部４４は、フィルタを用いて電源の周波数をカットし、供給される電力に重畳
された信号を抽出する。そして、逆拡散処理を施すことにより、復調を行い、電子機器識
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別情報を制御部４２に与える。尚、送受信処理部４４は、電子機器識別情報を制御部４２
に与える際に、受信したインタフェース部の識別情報も併せて与える（簡単のため、イン
タフェース部４５、４６、４７のインタフェース部識別情報はそれぞれ、４５、４６、４
７とした）。
【００４３】
制御部４２は、電子機器識別情報の入力を検出すると、メモリ４３の接続管理テーブルに
登録を行う。
【００４４】
ここで、接続管理テーブルについて図５を用いて説明する。
【００４５】
接続管理テーブルは、インタフェース部対応に、接続されている電子機器識別情報を管理
するためのテーブルである。この例では、制御部３２は、インタフェース部４５に電子機
器１ 1  が接続されていることを、前述送受信処理部３４から与えられた信号により認識し
ているので、図５のように、インタフェース部識別情報４５に対応させて電子機器識別情
報０１００１を記憶させる。
【００４６】
さて、接続管理テーブルに登録を行ったコンセント４ 1  の制御部３２は、同じくメモリ４
３に記憶している自己管理データから、自己（コンセント４）の識別情報であるコンセン
ト識別情報（ＸＸＸ）、コンセント位置情報（２Ｆ；ＲＯＯＭ０３）及びインタフェース
部位置情報（１，１）を読み出し、読み出したこれらの情報、受信した電子機器識別情報
（０１００１）及びインタフェース部識別情報（４５）を含む位置通知信号を送受信処理
部４８に与える。
【００４７】
ここで、自己管理データについて図６を用いて説明する。
【００４８】
コンセント識別情報（ＸＸＸ）は、管理装置５が管理する対象のコンセントの識別を行う
ために各コンセントに対して一意的に割り当てられている識別情報である。また、コンセ
ント位置情報（２Ｆ；ＲＯＯＭ）は、コンセント４ 1  が設けられている位置を特定可能な
情報であり、例えば、コンセントの設けられている部屋の階数（２Ｆ）、コンセントの設
けられている部屋の識別情報（ＲＯＯＭ００３）等の情報である。
【００４９】
インタフェース部位置情報（（１，１）～（３，１））とは、インタフェース部（４５～
４７）の配列関係を示す情報であり、インタフェース部がマトリックス状に配列されてい
る場合には、（Ｍ，Ｎ）によりＭ行目、Ｎ列目にインタフェースが配列されていることを
表現することができる。
【００５０】
例えばインタフェース部が、図７の（Ａ）のように配列されいる場合には、インタフェー
ス部４５は、１行目１列目に設けられているので、インタフェース部位置情報は（１，１
）となる。又、インタフェース部が、図７の（Ｂ）のように配列されいる場合には、イン
タフェース部Ｐは、２行目３列目に設けられているので、インタフェース部位置情報は（
２，３）となる。
【００５１】
さて、送受信処理部４８は与えられた、位置通知信号をアダプタ３の送受信処理部３４と
同様にして変調して、送信する。
【００５２】
コンセント４ 1  により送信された信号は、コンセント４ 3  、プラグ２ 6  等を介して管理装
置５に入力される。
【００５３】
管理装置５の送受信処理部５４は、フィルタを用いて電源の周波数をカットし、供給され
る電力に重畳された信号を抽出する。そして、逆拡散処理を施すことにより、復調を行い
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、位置通知信号を制御部５２に与える。
【００５４】
制御部５２は、位置通知信号の入力を検出すると、メモリ５３の位置管理テーブルに登録
を行う。尚、制御部５２は、フィルタ５ 1  により、コンセント等により重畳された信号を
除去した電力を供給され、動作している。
【００５５】
ここで、位置管理テーブルについて図８を用いて説明する。
【００５６】
位置管理テーブルは、コンセント毎に設けられている。従って、図においては、識別情報
ＸＸＸのコンセント４ 1  についての位置管理テーブルが示されている。
【００５７】
コンセント位置情報は、図６自己管理データのコンセント位置情報と同様にコンセント４

1  の設けられている位置を特定するための情報である。
【００５８】
電子機器位置情報は、各インタフェース部にどのような電子機器が接続されているかを示
すものである。
【００５９】
従って、制御部５２は、先の位置通知信号を受信した場合にあっては、位置通知信号に含
まれるコンセント識別情報ＸＸＸ（又はコンセント位置情報）に対応する位置管理テーブ
ルをメモリ５３から読み出し、位置通知信号に含まれるコンセント部識別情報（４５）（
又はインタフェース部位置情報（１，１））に対応させて、図８のように位置通知信号に
含まれる電子機器識別情報（０１００１）を登録する。
【００６０】
管理装置５の制御部５２は、操作部５６から所定の操作があると又は自動的に、メモリ５
３に記憶している位置管理テーブルの内容を表示部５５の表示領域に表示させる。
【００６１】
例えば、電子装置識別情報０１００１を入力し、検索を指定して操作すると、０１００１
が登録されているテーブルのコンセント識別情報ＸＸＸ、コンセント位置情報２ＦＲＯＯ
Ｍ００３、インタフェース部識別情報４５、インタフェース部位置情報（１，１）等が表
示されるので、管理装置５のオペレータは、どの電子機器がどこにあるかを知ることがで
きる。
【００６２】
以上のように、電子機器１が、コンセントに接続されている場合には、その位置管理を行
うことができる。
【００６３】
しかし、コンセントからプラグが抜かれた場合には、電子機器１は移動している可能性が
高く、管理装置５の位置管理テーブルの電子機器の位置情報と電子機器の実際の所在位置
が一致しないという現象が生ずることがある。
【００６４】
そこで、本発明においては、電子機器１がコンセント４から抜かれたことを管理装置５に
おいて検出する。
【００６５】
以下これを実現するための処理等について説明する。
【００６６】
前述のように、アダプタ３の制御部３２は、送受信制御部３４を制御して、電子機器識別
情報を送信することとしているが、この送信を少なくとも所定時間（Ｔ）内に１度以上行
うこととする。
【００６７】
コンセント４の制御部４２は、接続管理テーブルに登録している電子機器１から所定時間
Ｔ以上の間にわたって、電子機器識別情報を受信しないことを検出すると、送受信処理部
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４８を制御して、その電子機器識別情報（ここでは、０１００１とする）を含む非接続通
知信号を送信させる。
【００６８】
管理装置５は、この非接続通知信号を送受信処理部５４により受信すると、電子機器識別
情報（０１００１）を位置管理テーブルから削除する。
【００６９】
従って、管理装置５の制御部５２は、オペレータが電子機器識別情報０１００１の所在位
置を表示部５５に表示させようと操作部５６を操作しても、その電子機器識別情報の位置
が非登録（削除している）であることから、「移動中です」、「非接続状態です」等とい
ったメッセージを替わりに表示する。
【００７０】
尚、非接続通知信号の受信により、位置管理テーブルから電子機器識別情報０１００１を
削除する例を示したが、削除はせず、電子機器識別情報０１００１に対応させて「移動中
」、「非接続状態」等の情報を記憶させ、表示することとしてもよい。そして、更に、最
後の接続先の表示をするように操作部５６が操作された場合には、削除せずに記憶してい
る位置情報（例えば「コンセント４ 1  に接続されていた」）等を表示することとすること
が望ましい。
▲２▼電子機器の移動先表示
▲１▼では、主に電子機器の所在位置の管理について説明したが、ここでは電子機器を移
動させ、所定のコンセントに接続する作業を支援する場合の実施例を示す。
【００７１】
例えば、管理装置５のオペレータは、電子機器１ 1  の移動を支援する場合には、管理装置
５の操作部５６を操作して、電子機器１ 1  の識別情報（例えば電子機器識別情報０１００
１）及び移動接続先のコンセントの識別情報（例えばＸＸＸ）（更には、例えばインタフ
ェース部識別情報（４５））を入力する。
【００７２】
すると、管理装置５の制御部５２は、電子機器識別情報０１００１及び指定されたコンセ
ント識別情報（インタフェース部識別情報）を含む移動通知信号を送信するように、送受
信処理部５４を制御する。
【００７３】
接続線に接続された各コンセント４の送受信処理部４８は、移動通知信号を受信し、制御
部４２は移動通知信号に含まれるコンセント識別情報（インタフェース部識別情報）が自
己のメモリ４３の自己管理データに記憶されたものか否か判定する。登録されていると判
定したコンセント（即ち、自己の配下のインタフェース部に電子機器が移動接続されると
判定したコンセント）のみ、任意のインタフェース部又は接続管理テーブルによって電子
機器が接続されていないことが確認されたインタフェース部のうち任意のインタフェース
部、に対応して設けられた表示部（例えばＬＥＤ）を点滅するように制御する。尚、イン
タフェース部識別情報によりインタフェース部を指定された場合（例えば４５）にあって
は、そのインタフェーズ部（４５）に対応する表示部を点滅させる。
【００７４】
図９はこの表示部付きのインタフェース部を示したものであり、制御部４２の制御により
、図のようにインタフェース部４５対応に設けられた表示部（例えばＬＥＤ）が点滅する
。
【００７５】
又、制御部４２は受信した移動通知信号に含まれる電子機器識別情報（０１００１）がメ
モリ４３に格納している接続管理テーブルに登録されているか否か判定する。判定により
、登録されていると判定した場合のみ、対応するインタフェース部（４５）に対して、表
示部を点灯するように制御するとともに、インタフェース部（４５）から、受信した移動
通知信号と同様の情報を含む移動通知信号を送信するように、送受信処理部４４を制御す
る。
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【００７６】
これによりに、インタフェース部（４５）対応の表示部は点灯し、アダプタ３ 1  は、送受
信処理部３４を介して移動通知信号を受信し、表示部３６に移動通知信号に含まれる移動
先のコンセント識別情報（インタフェース部識別情報）を表示する。
【００７７】
好ましくは、管理装置５は、移動通信信号に移動接続先のコンセント識別情報（インタフ
ェース部識別情報）に併せて移動接続先のコンセント位置情報（インタフェース部位置情
報）を送信し、アダプタ３は、これらの位置情報を表示部３６に表示することが望ましい
。
【００７８】
電子機器１を移動させる作業を行う者は、電子機器１の種別に関する知識をあまり有さず
とも、コンセント４のインタフェース部４５対応の表示部が点灯していることから、かか
るインタフェース部４５に接続された電子機器１ 1  を取り外し、持ち出しを行う。この際
、電子機器１ 1  に電源が供給されなくなるが、不図示のバックアップ電池により、電力を
供給し、アダプタ３ 1  に供給することで、表示部３６におけるコンセント識別情報（コン
セント位置情報、インタフェース部識別情報、インタフェース部位置情報）の表示を継続
させることが望ましい。これにより作業者は、アダプタ３ 1  に表示されたかかる情報を見
て、どこに持っていけばよいかわかる。更に、アダプタ３ 1  に表示されたコンセントまで
たどり着いた場合には、点滅している表示部に対応するインタフェース部（４５）へアダ
プタを接続すればよい。
【００７９】
尚、▲１▼の電子機器の位置管理におけるアダプタ３からコンセント４への電子機器識別
情報の送信を行うことにより、移動通知信号で接続先のコンセントとして指定されたコン
セント４ 1  は、同じく移動通知信号で指定された電子機器識別情報とアダプタ３からの電
子機器識別情報が一致した場合（好ましくは、更に、移動通知信号で指定されたインタフ
ェース部識別情報とアダプタ３から電子機器識別情報を受信したインタフェース部が一致
するという条件を満たした場合）、点滅させていたインタフェース部の表示部を消灯させ
ることが望ましい。
【００８０】
以上のような支援を受け、作業者は、持ち出した電子機器１ 1  を接続することが容易とな
り、接続ミスが軽減される。
▲３▼初期設定
次に、本実施例にかかるシステムの初期設定方法について説明する。
【００８１】
電子機器１にまだアダプタ３が取り付けられておらず、新規にアダプタ３を購入した場合
において、アダプタ３のメモリ３３に電子機器識別情報を記憶させる作業を説明する。
【００８２】
まず、管理装置５において、複数のインタフェース部識別情報（この場合は４５、４６、
４７）及びそれぞれに対応させて電子機器識別情報（０１００１、…、…）を入力し、初
期設定処理開始の操作を実行する。
【００８３】
すると、管理装置５の制御部５２は、これらの情報を送受信処理部５４に送信させる。
【００８４】
コンセント４ 1  は、これらの情報を送受信処理部４８を介して受信し、メモリ４３に初期
設定情報として記憶する。
【００８５】
この状態において、電子機器１ 1  ～１ 3  に新規に購入したアダプタ３ 1  ～３ 3  を装着し、
コンセント４ 1  の各インタフェース部４５～４７に接続する。
【００８６】
すると、フィルタ３１を介して給電を受けて、各電子機器１ 1  ～１ 3  の制御部３２は予め
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定められた動作をする。即ち、設定要求信号を生成して、送受信処理部３４に送信させる
。
【００８７】
コンセント４の制御部４２は、送受信処理部４４からアダプタ３ 1  ～３ 3  が送信した設定
要求信号を受信すると、管理装置５から受信し、メモリ４３に記憶しておいたインタフェ
ース部識別情報と設定要求信号を受信したインタフェース部とが一致するか否か判定する
。一致すると判定すると、制御部４２は、メモリ４３にそのインタフェース部識別情報に
対応させて記憶している電子機器識別情報を含む設定応答信号をその一致したインタフェ
ース部から送信するように送受信処理部４４を制御する。
【００８８】
アダプタ３の制御部３２は送受信処理部３４を介して設定応答信号を受信し、それに含ま
れる電子機器識別情報を取得し、メモリ３３に自己が装着されている電子機器の電子機器
識別情報として記憶させる。そして、制御部３２は、設定完了信号をコンセント４に対し
て送信するように、送受信処理部３４を制御する。
【００８９】
コンセント４の送受信処理部４４は、インタフェース部を介して設定完了信号を受信し、
メモリ４３に記憶している初期設定情報のうち、この受信を行ったインタフェース部のイ
ンタフェース識別情報に対応させて「設定完了」を記憶する。
【００９０】
メモリ４３に記憶している初期設定情報に含まれるインタフェース識別情報の全てについ
て設定完了が記憶されたことを制御部４２が検出すると、制御部４２は、送受信処理部４
８を制御して設定完了信号を管理装置５に対して送信させる。
【００９１】
管理装置５においては、制御部５２は、設定完了信号を送受信処理部５４で受信したこと
を検出すると、表示部５５に設定完了のメッセージを表示させる。
【００９２】
以上により各電子機器１のアダプタ３への電子機器識別情報の初期設定が完了する。
▲４▼ホームコンセントの設定
各種電子機器１を持ち出して使用後に、また元の場所に戻す場合等において、各電子機器
１を戻すべき元の場所が容易に認識できると便利である。本実施例ではかかる場合の処理
について説明する。
【００９３】
まず、管理装置５において、電子機器識別情報、コンセント識別情報、インタフェース部
識別情報等のいずれかを指定する操作を実行する。
【００９４】
すると、管理装置５の制御部５２は、これらの情報を含むホーム登録信号を送受信処理部
５４に送信させる。
【００９５】
コンセント４ 1  は、ホーム登録信号を送受信処理部４８を介して受信し、ホーム登録信号
に含まれる各種情報に基づいて次の判定を行う。
・ホーム登録信号が電子機器識別情報によりホーム登録を行う電子機器を指定するもので
ある場合は、メモリ４３の接続管理テーブルにその電子機器識別情報を登録しているか否
か判定する。
・ホーム登録信号がコンセント識別情報よりそのコンセントに接続されている全ての電子
機器を指定するものである場合は、メモリ４３の接続管理テーブルに１以上の電子機器識
別情報を登録しているか否か判定する。
・ホーム登録信号がインタフェース部識別情報よりそのインタフェース部に接続されてい
る電子機器を指定するものである場合は、メモリ４３の接続管理テーブルを参照して指定
されたインタフェース部に電子機器が接続されているか（電子機器識別情報が登録されて
いるか）否か判定する。
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【００９６】
ここで、肯定的な判定をした場合には、ホーム管理テーブルを生成し、メモリ４３に格納
する。
【００９７】
ホーム管理テーブルは、例えば電子機器の保管場所等の位置（ホーム位置）を管理するた
めのテーブルであり、図１０の例では、インタフェース部を特定して、ホームの位置を特
定する場合を示している。インタフェース部まで特定しない場合は、単に、ホーム管理テ
ーブルとして、指定された電子機器の識別情報を記憶すればよい。
【００９８】
さてホーム管理テーブルの格納を行った制御部４２は、ホーム登録信号で指定されたイン
タフェース部識別情報（ホーム登録信号で電子機器識別情報を指定された場合は、電子機
器識別情報に対応するインタフェース部識別情報、ホーム登録信号でコンセント識別情報
を指定された場合は、接続管理テーブルに登録されている電子機器識別情報に対応する全
てのインタフェース部識別情報）に対応するインタフェース部４５に対して接続先コンセ
ント情報（そのインタフェース部４５のインタフェース部識別情報４５、コンセント識別
情報ＸＸＸ、コンセント位置情報２Ｆ；ＲＯＯＭ０３、インタフェース部位置情報（１，
１））を含むホーム通知信号を送信する。
【００９９】
アダプタ３の制御部３２は送受信処理部３４を介してホーム通知信号を受信し、含まれる
各種情報を、メモリ３３に自己のホーム情報として記憶させる。
【０１００】
以上により、アダプタ３のホーム登録が完了するが、メモリ３３に記憶されたホーム情報
は、以下の場合に不図示のアダプタ３の表示部３６に表示することが望ましい。
・常時
・アダプタ３がコンセント４から抜かれたことを検出した時
（フィルタ３１を介して電源が供給されなくなったこと等を制御部３２が検出することが
できる。尚、その際、バックアップ電源をアダプタ３は有し、その電源により動作するも
のとする。）
・操作釦３７に所定の操作がなされた時
もちろん、これらの場合に、コンセントにおいても、同様にインタフェース部に対応して
設けられた表示部を点灯（好ましくは、インタフェース部識別情報に対応してホーム管理
テーブルに記憶している電子機器識別情報の表示（この場合はＸＸＸを表示可能な液晶デ
ィスプレイ等の表示部を設ける必要がある））を行うことが望ましい。
▲５▼システム構築
複数の試験装置（電子機器）の集合体を形成し、通信装置等の試験ライン、製造ライン等
を組む場合の実施例を説明する。
【０１０１】
まず、オペレータは、管理装置５の操作部５６を操作して、システム構築テーブルを作成
し、メモリ５３に記憶させる。
【０１０２】
システム構築テーブルは、例えば、図１１のごとく、システム種別（ここでは、システム
Ａ）と、システム構築を行う複数の電子機器識別情報（図１１の例では、１００１１、０
０１１１、０１０１１）と接続すべき先のインタフェース部を指定するインタフェース部
識別情報（図１１の例では、４５、４６、４７）を対応づけて格納するテーブルである。
【０１０３】
尚、簡単には、インタフェース部識別情報は特定せず、コンセント識別情報を特定するの
みに留め、コンセント識別情報に対応させて、複数の電子機器識別情報を格納してもよい
。
【０１０４】
すると、制御部５２はメモリにシステムＡとして記憶した、インタフェース識別情報（又
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はコンセント識別情報）、電子機器識別情報を含むシステム登録信号を送信するように送
受信処理部５４を制御する。
【０１０５】
コンセント４は、送受信処理部４８によりシステム登録信号を受信し、インタフェース識
別情報が自己の有するインタフェース部のものか否か接続管理テーブルを参照して判定し
、自己の有するインタフェース部であると判定する場合は、電子機器識別情報をシステム
Ａとしてメモリ４３に記憶し、インタフェース部識別情報で指定されたインタフェース部
４５～４７に対応する表示部を点滅させる。
【０１０６】
尚、コンセント識別情報を指定された場合は、同じくシステム登録信号で指定された電子
機器識別情報数と同数のインタフェース部の表示部を点滅させる。この時、メモリ４３に
システムＡの構成として登録されていない電子機器が接続されているために、空きのイン
タフェース部が存在しないことを接続管理テーブルを参照して検出すると、管理装置５に
対してその旨通知する信号を送受信部４８から送信するように制御部４２が制御を行うこ
とが望ましい。
【０１０７】
コンセント４の制御部４２はまた、別途、システム登録信号に含まれる電子機器識別情報
がメモリ４３の接続管理テーブルに記憶されているか否か判定する。ここで記憶されてい
ると判定すると、接続管理テーブルにおいて、その電子機器識別情報に対応するインタフ
ェース識別情報に相当するインタフェース部から、受信したシステム登録信号に含まれる
コンセント識別情報（インタフェース部識別情報）を含むシステム通知信号を送信する。
【０１０８】
アダプタ３は、システム通知信号を送受信処理部３４より受信する。制御部３２は、シス
テム通知信号に含まれるコンセント識別情報（インタフェース部識別情報）をメモリ３３
に記憶させる（好ましくは、表示部３６に記憶した情報を表示する）。
【０１０９】
そして、電子機器１が作業者によって、システムＡにおいて指定されたコンセント位置に
相当するコンセントに接続されたことをコンセント４の制御部４２が検出すると、管理装
置５に正しく接続された電子機器の電子機器識別情報を含む接続完了信号を送信するよう
に送受信処理部４８を制御する。
【０１１０】
尚、この検出は次のように行えばよい。各電子機器１のアダプタ３の制御部３２は送受信
処理部３４制御して定期的にメモリ３３に記憶している自己の電子機器識別情報を送信す
る。従って、コンセント４は、表示部を点滅させているインタフェース部から電子機器識
別情報が入力されると、メモリ４３にシステムＡとして記憶している電子機器識別情報と
一致するか否か判定し（システムＡとして電子機器識別情報とインタフェース部識別情報
対応させて記憶している場合は、電子機器識別情報を対応付けて記憶しているインタフェ
ース部から受信したか否か判定し）、一致する場合に上記検出をしたと判定するとすれば
よい。好ましくは、一致した場合には、その表示部につてい点滅から点灯に切り替えるこ
とが望ましい。
【０１１１】
管理装置５の制御部５２は、システムＡにおいて指定した全ての電子機器１について接続
完了信号を受信すると、表示部５５にシステム構築完了のメッセージを表示させる。
【０１１２】
尚、コンセント４はシステム登録信号により指定された自己に接続すべき全ての電子機器
について接続されたことを検出すると、点灯させていた前記インタフェース部を消灯させ
ることが望ましい。
【０１１３】
以上により、正しく電子機器が配置され、システム構築が完了したことが容易に認識でき
る。
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【０１１４】
尚、前述全ての実施例において、複数の各コンセントから管理装置５へ送信される信号及
び管理装置５から送信される信号について衝突を防止する必要があるが例えば、各コンセ
ントは異なる拡散コードにより送信信号を拡散して送信したり、周波数により分離したり
、タイムスロットにより分離したり等、既存のチャネル分離の種種の技術を採用すること
ができる。
（付記１）　電子機器及びコンセントの間に着脱可能に取り付けられ、コンセントから該
電子機器に対する給電路を形成する接続部に組み込まれる、
又は該電子機器の該接続部に着脱可能に取り付けられる、
アダプタにおいて、
該電子機器の識別情報を記憶する記憶手段と、
該記憶手段に記憶した該識別情報を前記コンセント側に送信する送信手段と、を備えたこ
とを特徴とするアダプタ。（１）
（付記２）　前記アダプタは、前記コンセントから給電を受けて動作することを特徴とす
る前記付記１記載のアダプタ。
（付記３）　前記アダプタは、前記識別情報を前記コンセントを介して受信して前記記憶
手段に記憶させる制御手段を更に有することを特徴とする前記付記１記載のアダプタ。
（付記４）　前記アダプタは、前記送信を所定間隔で行うことを特徴とする前記付記１記
載のアダプタ。
（付記５）　電子機器及びコンセントの間に着脱可能に取り付けられ、コンセントから該
電子機器に対する給電路を形成する接続部に組み込まれる、
又は該電子機器の該接続部に着脱可能に取り付けられる、
アダプタにおいて、
該電子機器の接続先コンセント情報を記憶する記憶手段と、
前記コンセントからの給電が途絶えたこと又は操作部に操作がなされたことを検出する検
出手段と、
該検出を契機として、前記記憶手段に記憶した前記接続先コンセント情報を表示する表示
手段と、
を備えたことを特徴とするアダプタ。（２）
（付記６）　コンセントに接続された電子機器の識別情報及び該コンセントの識別情報を
各コンセントから受信する受信手段と、
該電子機器の識別情報と該コンセントの識別情報を記憶する記憶手段と、
該記憶手段に記憶した情報を出力する出力手段と、
を備えたことを特徴とする管理装置。（３）
（付記７）　前記管理装置は、コンセントに接続され、該コンセントから給電を受けると
ともに、前記受信手段は、該コンセントから受信する、
ことを特徴とする前記付記６記載の管理装置。
（付記８）　複数のコンセントをまとめて電源と接続する接続線を介して該複数のコンセ
ントに対して、複数の電子機器の識別情報及び接続先の識別情報を送信する送信手段と、
該複数の電子機器の識別情報及び該接続先の識別情報を記憶する記憶手段と、該複数の電
子機器のうち、対応する接続先に接続された電子機器の識別情報を受信する受信手段と、
前記記憶手段の記憶内容と該受信手段による受信内容に基づいて前記複数の電子機器の全
ての前記接続先への接続を検出する検出手段と、
を備えたことを特徴とする管理装置。
（付記９）　インタフェース部に接続された電子機器に対して給電を行うコンセントにお
いて、
前記インタフェース部から、接続されている電子機器の識別情報を受信する受信手段と、
電源側への接続線に、該接続されている電子機器の識別情報を送信する送信手段と、
を備えたことを特徴とするコンセント。
（付記１０）　前記コンセントは、接続情報（自己の識別情報、接続されているインタフ
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ェース部の識別情報、自己の位置情報、接続されているインタフェース部の位置情報等電
子機器の接続先を特定可能な情報）を前記電子機器の識別情報に対応させて送信すること
を特徴とする前記付記９記載のコンセント。（４）
（付記１１）　前記コンセントは、前記電子機器の識別情報に対応させて、該電子機器が
接続されているインタフェース部の識別情報を送信することを特徴とする前記付記９記載
のコンセント。
（付記１２）　インタフェース部に接続された電子機器に対して給電を行うコンセントに
おいて、
表示部と、
電源との接続線から受信した信号に基づいて前記表示部の制御を行う制御手段と、
を備えたことを特徴とするコンセント。（５）
（付記１３）　前記表示部は、前記インタフェース部対応に設けられ、前記制御手段は、
前記接続線から受信した信号に基づいて該インタフェース部対応の表示部のいずれかの制
御を行うことを特徴とする前記付記請求項１２記載のコンセント。
（付記１４）　インタフェース部に接続された電子機器に対して給電を行うコンセントに
おいて、
前記インタフェース部から、接続されている電子機器の識別情報を受信する受信手段と、
該識別情報及び該識別情報を受信したインタフェース部の識別情報を対応させて記憶する
記憶手段と、
電源との接続線から受信した電子機器の識別情報が、前記記憶手段に記憶されているか否
か判定し、記憶されていると判定すると、対応するインタフェース部の識別情報からイン
タフェース部を特定し、該インタフェース部対応の表示部の制御を行う制御手段と、
を備えたことを特徴とするコンセント。
（付記１５）　前記制御手段は、前記特定したインタフェース部に前記電子機器が接続さ
れたことを検出すると、前記表示部の制御を変更することを特徴とする前記付記１４記載
のコンセント。
（付記１６）　インタフェース部に接続された電子機器に対して給電を行うコンセントに
おいて、
前記インタフェース部から接続されている電子機器の識別情報を受信する受信手段と、
該識別情報及び該識別情報を受信したインタフェース部の識別情報を対応させて記憶する
記憶手段と、
電源との接続線から受信した電子機器の識別情報が、前記記憶手段に記憶されているか否
か判定し、記憶されていると判定すると、同様に該接続線から受信した該電子機器の接続
先情報を前記インタフェース部に接続された電子機器に対して送信するように制御する制
御手段と、
を備えたことを特徴とするコンセント。
（付記１７）　インタフェース部に接続された電子機器に対して給電を行うコンセントに
おいて、
前記インタフェース部から、接続されている電子機器の識別情報を受信する受信手段と、
電源との接続線から受信した電子機器の識別情報と前記受信した電子機器の識別情報が一
致するか否か判定し、一致すると判定すると、前記接続線に該電子機器の接続が完了した
旨の信号を送信を行う制御をする制御手段と、
を備えたことを特徴とするコンセント。
【０１１５】
【発明の効果】
（１）本発明においては、既存の電子機器に簡単にアダプタを装着することができる。又
、このアダプタにより電子機器はコンセントを介して自己の識別情報を送信可能なため、
電子機器の位置管理を容易に行うことができる。
（２）本発明においては、電子機器対応のアダプタの表示部にその電子機器の接続先情報
が表示されるので、接続先として保管場所のコンセントを設定すること等により、保管場
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所の特定が容易となる。又、電子機器がコンセント等からとりはずされた時にその表示を
行うので、電子機器の移動時に効率的に表示を行うことができる。
（３）本発明においては、電子機器の所在場所をコンセントの所在場所に対応あせて管理
することができる。
（４）本発明においては、コンセントが接続されている電子機器の識別情報にあわせて、
その電子機器が接続されている先の情報（接続情報）を電源との接続線に送信するので、
電子機器の所在管理を容易に管理することができる。
（５）本発明においては、電源との接続線に信号を送信することで、コンセントに設けら
れた表示部の制御が可能なため、作業者を所定のコンセントに注目させること等ができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかるシステム構成全体図を示す。
【図２】アダプタ３の構成を示す。
【図３】コンセント４の構成を示す。
【図４】管理装置５の構成を示す。
【図５】接続管理テーブルを示す。
【図６】自己管理データを示す。
【図７】インタフェース部の配列を示す。
【図８】位置管理テーブルを示す。
【図９】表示部付きインタフェース部を示す。
【図１０】ホーム管理テーブルを示す。
【図１１】システム構築テーブルを示す。
【符号の説明】
１ 1  ～１ 5  　電子機器
２ 1  ～２ 6  　プラグ
３ 1  ～３ 5  　アダプタ
４ 1  ～４ 3  　コンセント
５　　　　　管理装置
３１　　　　フィルタ
３２　　　　制御部
３３　　　　メモリ
３４　　　　送受信処理部
３５　　　　インタフェース部
３６　　　　表示部
３７　　　　操作釦
４１　　　　フィルタ
４２　　　　制御部
４３　　　　メモリ
４４、４８　送受信処理部
４５～４７　インタフェース部
４９ 1  ～４９ 3  フィルタ
５１　　　　フィルタ
５２　　　　制御部
５３　　　　メモリ
５４　　　　送受信処理部
５５　　　　表示部
５６　　　　操作部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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