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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信用インタフェイスを備えた上位装置と接続するための第１インタフェイスと、
　無線パケット通信網に接続する通信機器に対して該通信機器に設けられた上位装置用イ
ンタフェイスを介して着脱自在に接続するための第２インタフェイスと、
　第１インタフェイスに接続した上位装置との間の入出力信号と第２インタフェイスに接
続した通信機器との間の入出力信号とを相互に変換する変換回路と、
　前記第１インタフェイス，第２インタフェイス及び変換回路と共に前記通信機器を収容
する筐体と、
　バックアップ電池と、
　外部からの電源供給断を検出すると供給電源を前記バックアップ電池に切り替える電源
監視回路とを備え、
　前記第２インタフェイスを介して該第２インタフェイスに接続した通信機器に対して電
源供給するよう構成し、
　前記変換回路は、上位装置に対しては該上位装置が接続可能な通信機器と直接通信して
いるように見えるようにシミュレートした信号を入出力するとともに、通信機器に対して
は該通信機器が接続可能な上位装置と直接通信しているように見えるようにシミュレート
した信号を入出力し、さらに電源監視回路が外部からの電源供給断を検出している時に所
定の通信相手先から上位装置への接続信号を検出すると、第２インタフェイスに接続した
通信機器を用いて上位装置を代理して応答信号を送出する
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　ことを特徴とする通信機器用の接続装置。
【請求項２】
　前記変換回路は電源監視回路が外部からの電源供給断を検出すると第２インタフェイス
に接続した通信機器を用いて所定の通信相手先に対して電源供給断を通知する
　ことを特徴とする請求項１記載の通信機器用の接続装置。
【請求項３】
　前記変換回路は電源監視回路が電源供給の復旧を検出すると第２インタフェイスに接続
した通信機器を用いて所定の通信相手先に対して電源供給開始を通知する
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の通信機器用の接続装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動販売機の販売情報収集などのテレメトリングの分野や移動体への交通情
報配信などのテレマティクスの分野などで用いられる通信機器と、該通信機器を用いる上
位装置とを接続する接続装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線パケット通信網を介して情報の収集や配信等を行うテレメトリングやテレマ
ティクスが普及してきている。テレメトリングとは、通信回線を使って計量器の計量値を
読み出す仕組みのことを総称であるが、一般的にはデータの読み取りだけでなく、器の動
作監視や遠隔制御にも用いる用語である。テレメトリングの代表的な例としては、自動販
売機の販売管理システム，ガス・水道などの使用量管理システム、無人駐車場における管
理システムなどが挙げられる（自動販売機の販売管理システムについては特許文献１参照
）。また、テレマティクスとは、自動車などの移動体に通信システムを組み合わせてリア
ルタイムに情報サービスを提供することを意味する。テレマティクスの代表的な例として
は、自動車に設置した端末に交通情報やナビゲーション情報をリアルタイムに提供する車
載情報システムなどが挙げられる。
【０００３】
　このような分野においては、遠隔地において、無線パケット通信網に接続するための通
信機器と、該通信機器を用いる上位装置とが必要となる。例えば、自動販売機の販売管理
システムにおいては、販売制御や庫内の温度制御を行う制御装置が上位装置に相当する。
【特許文献１】特開２００３－５１０５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、無線パケット通信網はキャリア（通信事業者）によって規格・サービス形態
等がまちまちであるため、通信機器も規格・動作がキャリアによってまちまちである。し
たがって、上位装置を設計する際には、利用するキャリア及び通信機器を予め選定し、該
通信機器に対応した動作を行うように設計する。
【０００５】
　ところで、近年、このようなシステムを構築した後に、キャリアを変更したいという要
望が出てきている。その理由としては、例えば上位装置の設置場所において当該キャリア
では電波状態が不安定又は不適である場合などが挙げられる。
【０００６】
　しかし、キャリアを変更しようとすればそれに伴い通信機器も変更する必要があり、し
たがって上位装置についても変更・改造等を行う必要があった。上位装置は、この種のシ
ステムの性質上、遠隔地に分散して配置されるものなので、既に上位装置が市場に大量に
設置されている場合には、上位装置の変更・改造作業は膨大なものとなる。また、キャリ
ア変更だけにとどまらず、同一キャリアであっても通信機器の機種変更に伴い同様の問題
が発生することも考えられる。そして、この問題は将来のキャリア変更や機種変更の際に



(3) JP 4704073 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

も起こりうるため、システム構築には慎重なキャリア選定・機種選定が必要となる。さら
に、複数のキャリアや通信機器を用いたシステムを構築する際には、キャリアや通信機器
毎に対応する上位装置を用意する必要があるためシステム構築にコストがかかるという問
題がある。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、上位装置
に変更・改造を加えることなく複数の種類の通信機器を用いることができるよう、上位装
置と通信機器とを接続する接続装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本願では、通信用インタフェイスを備えた上位装置と接続
するための第１インタフェイスと、無線パケット通信網に接続する通信機器に対して該通
信機器に設けられた上位装置用インタフェイスを介して着脱自在に接続するための第２イ
ンタフェイスと、第１インタフェイスに接続した上位装置との間の入出力信号と第２イン
タフェイスに接続した通信機器との間の入出力信号とを相互に変換する変換回路と、前記
第１インタフェイス，第２インタフェイス及び変換回路と共に前記通信機器を収容する筐
体と、バックアップ電池と、外部からの電源供給断を検出すると供給電源を前記バックア
ップ電池に切り替える電源監視回路とを備え、前記第２インタフェイスを介して該第２イ
ンタフェイスに接続した通信機器に対して電源供給するよう構成し、前記変換回路は、上
位装置に対しては該上位装置が接続可能な通信機器と直接通信しているように見えるよう
にシミュレートした信号を入出力するとともに、通信機器に対しては該通信機器が接続可
能な上位装置と直接通信しているように見えるようにシミュレートした信号を入出力し、
さらに電源監視回路が外部からの電源供給断を検出している時に所定の通信相手先から上
位装置への接続信号を検出すると、第２インタフェイスに接続した通信機器を用いて上位
装置を代理して応答信号を送出することを特徴とする通信機器用の接続装置を提案する。
【０００９】
　本発明によれば、上位装置と通信機器とに介在する接続装置が両者間の入出力信号を変
換する。ここで、接続装置は、上位装置に対しては該上位装置に接続可能な通信機器をシ
ミュレートした信号を入出力するとともに、通信機器に対しては該通信機器に接続可能な
上位装置をシミュレートした信号を入出力する。これにより、上位装置は、接続装置を介
することにより、上位装置の変更・改造を行うことなく、元々は接続できない通信機器と
接続可能となる。
【００１６】
　また本発明によれば、上位装置側で停電などの電源異常が発生した場合にも、通信相手
先との通信が可能となる。通信の例としては、電源監視回路が外部からの電源供給断を検
出すると、前記変換回路が、第２インタフェイスに接続した通信機器を用いて所定の通信
相手先に対して電源供給断を通知することが挙げられる。他の例としては、電源監視回路
が外部からの電源供給断を検出している時には、前記変換回路が、所定の通信相手先から
上位装置への接続信号を検出すると、第２インタフェイスに接続した通信機器を用いて上
位装置を代理して応答信号を送出することが挙げられる。さらに他の例としては、電源監
視回路が電源供給の復旧を検出すると、前記変換回路が、第２インタフェイスに接続した
通信機器を用いて所定の通信相手先に対して電源供給開始を通知することが挙げられる。
                                                                        
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように本発明によれば、上位装置は、接続装置を介することにより、上位
装置の変更・改造を行うことなく、元々は接続できない通信機器と接続可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　（第１の実施の形態）
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　本発明の一実施の形態に係る接続装置について図面を参照して説明する。図１は接続装
置の概略構成図である。
【００１９】
　接続装置１は複数種の上位装置と複数種の通信機器とを接続する装置である。本実施の
形態に係る接続装置１では、ＰＤＣ規格の通信モジュール９２、ＣＤＭＡ規格の通信モジ
ュール９３、ＰＨＳ規格の通信モジュール９４に対応する。各通信モジュール９２，９３
，９４は、それぞれ対応するキャリアが構築する無線パケット通信網に接続する通信機器
であり、各キャリアが独自に定めた通信規格・通信プロトコル・サービスに対応している
。このため、従来は、例えばＰＤＣ規格の通信モジュール９２用に作成した上位装置では
、ＣＤＭＡ規格の通信モジュール９３を用いることができなかった。本願発明に係る接続
装置１は、このような問題を解決し、特定の通信機器用に作成された上位装置を、他の通
信機器に接続できるようにする。以下、接続装置１について詳述する。
【００２０】
　図１は接続装置１に前記各３つの通信モジュール９２，９３，９４を内蔵させた状態を
示している。接続装置１に接続する上位装置は、３つの通信モジュール９２，９３，９４
から選択した通信モジュール９２又は９３或いは９４を用いて、無線通信パケット網に接
続可能としている。
【００２１】
　接続装置１は、筐体１０内に、主制御基板１００と、ＰＤＣ規格の通信モジュール９２
を搭載するための副制御基板２００と、ＣＤＭＡ規格の通信モジュール９３を搭載するた
めの副制御基板３００と、ＰＨＳ規格の通信モジュール９４を備えている。副制御基板２
００及び３００並びに通信モジュール９４は主制御装置１００に対して着脱自在に設けら
れている。
【００２２】
　また、本実施の形態に係る接続装置１は、複数種の主制御装置に接続可能にするために
上位装置接続用に複数種のコネクタを備えている。具体的には、主制御基板１００に、Ｒ
Ｓ－２３２Ｃ規格で用いるコネクタ１０１と、ＲＳ－４８５規格で用いるコネクタ１０２
と、ＣＡＮ（Controller Area Network）規格で用いるコネクタ１０３とを備えている。
【００２３】
　主制御基板１００には、ＰＬＤ（Programmable Logic Device）の一種であるＦＰＧＡ
（Field Programmable Gate Array）で実装した主制御部１１０と、ＲＳ－２３２Ｃ規格
のインタフェイス回路１２１と、ＲＳ－４８５規格のインタフェイス回路１２２と、ＣＡ
Ｎ規格のインタフェイス回路１２３とを備えている。各インタフェイス回路１２１，１２
２，１２３は、それぞれ対応するコネクタ１０１，１０２，１０３と主制御部１１０の間
に介在している。これにより、主制御部１１０は、各インタフェイス回路１２１，１２２
，１２３を介して、コネクタ１０１，１０２，１０３に接続した上位装置と通信可能とな
っている。
【００２４】
　また、主制御基板１００には、副制御基板２００と接続するためのコネクタ１３１と、
副制御基板３００と接続するためのコネクタ１３２と、ＰＨＳ規格の通信モジュール９４
と接続するためのコネクタ１３３とを備えている。各コネクタ１３１，１３２，１３３は
主制御部１１０と接続している。これにより、主制御部１１０は、副制御基板２００を介
してＰＤＣ規格の通信モジュール９２と通信可能であり、また副制御基板３００を介して
ＣＤＭＡ規格の通信モジュール９３と通信可能であり、さらに直接ＰＨＳ規格の通信モジ
ュール９４と通信可能となっている。
【００２５】
　さらに、主制御基板１００には、主制御部１１０の制御プログラムを記憶したＥＰＲＯ
Ｍ１４１と、主制御部１１０の各種作業用領域として用いるＲＡＭ１４２が設けられてい
る。さらに、主制御基板１００には、どの通信モジュール９２，９３，９４を用いるかを
選択するためのモジュール選択スイッチ１５０が設けられている。主制御部１１０は、該
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モジュール選択スイッチ１５０によって選択された通信モジュール９２，９３，９４に対
応した動作を行う。主制御部１１０の構成及び動作については後述する。
【００２６】
　この主制御基板１００は、外部からの直流電源の供給により動作するとともに、各コネ
クタ１３１，１３２，１３３を介して副制御基板２００及び３００、並びに、ＰＨＳ規格
の通信モジュール９４に直流電源を供給する。また、主制御部１１０は、外部からの直流
電源の供給異常を監視する電源監視回路１６０と、バックアップ電池１６１とを備えてい
る。電源監視回路１６０は、外部からの電源供給異常を検出すると、バックアップ電池１
６１から主制御基板１００及び副制御基板２００，３００並びにＰＨＳ規格の通信モジュ
ール９４に電源供給するよう制御する。また、電源監視回路１６０は、外部からの電源供
給異常を検出すると、該異常を主制御部１１０に通知する。さらに、電源監視回路１６０
は、電源供給異常があった後に外部からの電源供給の復帰を検出すると、該復旧を主制御
部１１０に通知する。該通知を受けたときの主制御部１１０の動作については後述する。
【００２７】
　また、主制御基板１００には、ＦＰＧＡで実装されている主制御部１１０の内部回路を
初期化・生成するための回路初期化部１７０が設けられている。該回路初期化部１７０は
、主制御部１１０の内部回路を初期化・生成するためのプログラムを内蔵しており、電源
投入した際にＦＰＧＡに回路が生成されていないことを検出した場合又は外部に接続した
端末（図示省略）からの指示により、ＦＰＧＡ内に主制御部１１０を構成する回路を形成
する。
【００２８】
　図２に主制御部１１０の内部回路の構成図を示す。図２に示すように、主制御部１１０
は、ソフトＣＰＵコア１１１と、前記ＥＰＲＯＭ１４１及びＲＡＭ１４２と接続するため
のメモリインタフェイスコア１１２と、前記各インタフェイス回路１２１，１２２，１２
３と接続するためのシリアルコア１１３ａ，１１３ｂ，１１３ｃと、各通信モジュール９
２，９３，９４と接続するためのコア１１４ａ，１１４ｂ，１１４ｃと、タイマコア１１
５と、ウォッチドッグタイマコア１１６とを備えている。
【００２９】
　副制御基板２００は、主制御基板１００とＰＤＣ規格の通信モジュール９２とを接続す
るためのものであり、主制御基板１００と接続するためのコネクタ２０１と、ＰＤＣ規格
の通信モジュール９２の端子９２ａと接続するためのコネクタ２０２と、主制御基板１０
０と通信モジュール９２を接続するためのインタフェイス回路２１０とを備えている。イ
ンタフェイス回路２１０はコネクタ２０２とコネクタ２０１間のピン数の変換やピンアサ
インの変換や波形成形などを行う。ここで、本実施の形態に係る通信モジュール９２は、
電話番号情報などを記憶した所定のメモリチップを必要とするとともに、専用のバックア
ップ電池が必要なものであるとする。これに対応すべく、副制御基板２００には、前記メ
モリチップ２２０及びバックアップ電池２３０がコネクタ２０２を介して通信モジュール
９２に接続するように構成されている。また、副制御基板２００は、前述したように主制
御基板１００から供給される直流電源により動作するとともに、コネクタ２０２を介して
通信モジュール９２に直流電源を供給する。なお、通信モジュール９２のアンテナ接続用
端子９２ｂは、筐体１０に付設したアンテナ接続用端子５２に接続している。
【００３０】
　副制御基板３００は、主制御基板１００とＣＤＭＡ規格の通信モジュール９３とを接続
するためのものであり、主制御基板１００と接続するためのコネクタ３０１と、ＣＤＭＡ
規格の通信モジュール９３の端子９３ａと接続するためのコネクタ３０２と、主制御基板
１００と通信モジュール９３を接続するためのインタフェイス回路３１０とを備えている
。インタフェイス回路３１０はコネクタ３０２とコネクタ３０１間のピン数の変換やピン
アサインの変換や波形成形などを行う。また、副制御基板３００は、前述したように主制
御基板１００から供給される直流電源により動作するとともに、コネクタ３０２を介して
通信モジュール９３に直流電源を供給する。なお、通信モジュール９３のアンテナ接続用
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端子９３ｂは、筐体１０に付設したアンテナ接続用端子５３に接続している。
【００３１】
　ＰＨＳ規格の通信モジュール９４の端子９４ａは主制御基板１００のコネクタ１３３に
接続している。また、該通信モジュール９４のアンテナ接続用端子９４ｂは、筐体１０に
付設したアンテナ接続用端子５４に接続している。
【００３２】
　次に、主制御部１１０の動作について説明する。主制御部１１０は前述したようにＥＰ
ＲＯＭ１４１に記憶された制御プログラムに基づき動作する。具体的には、主制御部１１
０は、モジュール選択スイッチ１５０により選択された通信モジュール９２又は９３或い
は９４と、コネクタ１０１又は１０２或いは１０３に接続した上位装置間の入出力信号を
相互に変換する。この変換処理は、上位装置からは該上位装置が接続可能な通信モジュー
ルと直接通信しているように見えるように、通信モジュールに対しては該通信モジュール
が接続可能な上位装置と直接通信しているように見えるように、各入出力信号をシミュレ
ートする。
【００３３】
　例えば、ＰＤＣ規格の通信モジュール９２における発呼用ＡＴコマンドが「ＡＴＤＴ０
３ＸＸＸＸＹＹＹＹ」であり、接続装置１に接続した上位装置は該通信モジュール９２用
に設計されているとする。一方、ＣＤＭＡ規格の通信モジュール９３における発呼用ＡＴ
コマンドが「ＡＴＤ９９９９」であるとする。ここで、通信機器としてＣＤＭＡ規格の通
信モジュール９３を利用すべく、モジュール選択スイッチ１５０により通信モジュール９
３を選択したとする。
【００３４】
　この場合、主制御部１１０は、上位装置から発呼用コマンド「ＡＴＤＴ０３ＸＸＸＸＹ
ＹＹＹ」を受信すると、ＣＤＭＡ規格の通信モジュール９３用に該コマンドを「ＡＴＤ９
９９９」に変換して、通信モジュール９３に送信する。さらに、ＣＤＭＡ規格の通信モジ
ュール９３からの応答メッセージと、ＰＤＣ規格の通信モジュール９２からの応答メッセ
ージのフォーマットが異なる場合、主制御部１１０は、ＣＤＭＡ規格の通信モジュール９
３からの応答メッセージをＰＤＣ規格の通信モジュール９２と同等のフォーマットに変換
して上位装置に送信する。このような相互変換処理により、本来ＰＤＣ規格の通信モジュ
ール９２用に設計された上位装置に、ＣＤＭＡ規格の通信モジュール９３を接続できるよ
うになる。なお、このような処理においては、通信モジュール９２，９３，９４によって
発呼先電話番号・通信相手先のアドレスなど種々の設定情報が異なることが多い。これに
対応するため、当該設定情報をＥＰＲＯＭ１４１に記憶しておき、使用する設定情報を適
宜切り替えて用いればよい。
【００３５】
　また、主制御部１１０は、電源監視回路１６０が電源供給異常を検出してバックアップ
電池１６１による駆動に切り替わると、モジュール選択スイッチ１５０で選択された通信
モジュールを用いて、所定の通信相手先に対して電源異常が生じた旨を通知する。また、
主制御部１１０は、電源監視回路１６０が電源供給異常を検出してバックアップ電池１６
１による駆動中に、所定の通信相手先からの接続を検出すると、当該通信に関しては変換
処理は行わず、上位装置を代理して当該通信相手先に対して応答する。さらに、主制御部
１１０は、電源監視回路１６０が電供給復帰を検出すると、モジュール選択スイッチ１５
０で選択された通信モジュールを用いて、所定の通信相手先に対して電源供給が復旧した
旨を通知する。
【００３６】
　以上のように本実施の形態に係る接続装置１によれば、特定の機種の通信モジュールに
しか対応していない上位装置であっても、該上位装置の改造を行うことなく、複数種の通
信モジュール９２，９３，９４を選択的に利用できる。なお、どの通信モジュール９２，
９３，９４を用いるかはモジュール選択スイッチ１５０により容易に選択できる。また、
上位装置用のインタフェイスを複数備えているので種々の上位装置に接続することができ
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る。
【００３７】
　さらに、本実施の形態に係る接続装置１によれば、電源供給に異常が生じるとバックア
ップ電池１６１により駆動して、所定の通信相手先に対して当該異常を通知する。また、
電源供給異常中に所定の通信相手先からの接続を検出すると、上位装置に代理して応答を
返す。すなわち、一般的に接続装置１と上位装置とは供給電源を共通にすることが多いが
、上位装置が電源供給異常により動作停止した場合であっても接続装置１は動作する。こ
れにより、通信相手先では上位装置での障害発生を迅速に把握することができ運用上好適
なものとなる。
【００３８】
　なお、上記実施の形態では、接続装置１内には３つの通信モジュール９２，９３，９４
を内蔵させていたが、実際の運用時には１つあれば足りる場合が多い。本実施の形態に係
る接続装置１では、通信モジュール９２を搭載した副制御基板２００、通信モジュール９
３を搭載した副制御基板３００、通信モジュール９４をそれぞれコネクタにより着脱自在
に設けているので、必要な副制御基板２００，３００又は通信モジュール９４のみを装着
すればよい。
【００３９】
　（第２の実施の形態）
　本発明の第２の実施の形態に係る接続装置について図３を参照して説明する。図３は接
続装置の概略構成図である。
【００４０】
　本実施の形態に係る接続装置が第１の実施の形態と異なる点は、上位装置側のインタフ
ェイスを主制御基板１００とは異なる基板上に実装した点にある。すなわち、図３に示す
ように、インタフェイス基板４００には、ＲＳ－２３２Ｃ規格で用いるコネクタ４０１と
、ＲＳ－４８５規格で用いるコネクタ４０２と、ＣＡＮ（Controller Area Network）規
格で用いるコネクタ４０３とを設けている。さらに、インタフェイス基板４００には、Ｒ
Ｓ－２３２Ｃ規格のインタフェイス回路４１１と、ＲＳ－４８５規格のインタフェイス回
路４１２と、ＣＡＮ規格のインタフェイス回路４１３とを設けている。各インタフェイス
回路４１１，４１２，４１３は、インタフェイス基板４００に設けたコネクタ４２０及び
主制御基板１００に設けたコネクタ１８０を介して主制御部１１０に接続している。他の
構成については第１の実施の形態と同様である。
【００４１】
　本実施の形態に係る接続装置１によれば、上位装置側のインタフェイスを、主制御基板
１００とは別のインタフェイス基板４００に実装しているので、種々のインタフェイスを
有する上位装置に容易に対応できる。他の作用・効果については第１の実施の形態と同様
である。
【００４２】
　（第３の実施の形態）
　本発明の第３の実施の形態に係る接続装置について図４を参照して説明する。図４は接
続装置の概略構成図である。
【００４３】
　本実施の形態に係る接続装置が第１の実施の形態と異なる点は、接続可能な通信モジュ
ールの個数を１つのみにした点にある。これに伴い、主制御基板１００は通信モジュール
側には１つのコネクタ１３１のみを設けている。このコネクタ１３１には、ＰＤＣ規格の
通信モジュール９２を搭載した上述の副制御基板２００、ＣＤＭＡ規格の通信モジュール
９３を搭載した副制御基板３００、ＰＨＳ規格の通信モジュール９４が接続可能となって
いる。なお、図４では、副制御基板３００を装着した例を示している。
【００４４】
　また、本実施の形態に係る接続装置１では、接続した通信モジュールを自動的に識別す
ることを特徴としている。このような機能を実現するために、各副制御基板２００，３０
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０には、各副制御基板を識別する識別情報、換言すれば各通信モジュールを識別する識別
情報を識別情報記憶部（図４の例では符号３２０）を設けている。識別情報を記憶する方
法としては、ＲＯＭなどの記憶素子に識別情報を記憶させておく方法や、より簡易的には
ＤＩＰスイッチのＯＮ／ＯＦＦの組み合わせにより識別情報を保持させる方法などが挙げ
られる。
【００４５】
　このような構成により、主制御部１１０はコネクタ１３１を介して接続されている副制
御基板２００又は３００から識別情報を読み取れば、いずれの副制御基板２００又は３０
０が接続されているか、換言すれば、いずれの通信モジュール９２又は９３が接続されて
いるかを認識できる。なお、ＰＨＳ規格の通信モジュール９４は副制御基板を介すること
なく主制御基板１００に接続するので、識別情報を取得できない。したがって、主制御部
１１０は、コネクタ１３１の接続先から識別情報を取得できない場合には、ＰＨＳ規格の
通信モジュール９２が接続されていると判断すればよい。なお、これに伴い第１の実施の
形態で備えていたモジュール選択スイッチ１５０は不要となる。他の構成については第１
の実施の形態と同様である。
【００４６】
　本実施の形態に係る接続装置１によれば、通信モジュール９２，９３，９４の収納スペ
ースを軽減できるので小型化に適したものとなる。また、主制御基板１００に接続した通
信モジュール９２，９３，９４を自動認識できるので、モジュールの取付・交換時におい
て異なる機種用に設定することを未然に防止できる。他の作用・効果については第１の実
施の形態と同様である。
【００４７】
　なお、本実施の形態では第１の実施の形態の変形例として説明したが、第２の実施の形
態においても同様な変形を適用できる。
【００４８】
　（第４の実施の形態）
　本発明の第４の実施の形態に係る接続装置について図５を参照して説明する。図５は接
続装置の概略構成図である。
【００４９】
　本実施の形態に係る接続装置が第１の実施の形態と異なる点は、コネクタ１３１を介し
て主制御基板１００に接続した通信モジュール９２，９３，９４を識別する方法にある。
具体的には、本実施の形態では、副制御基板２００，３００には識別情報を記憶させるこ
となく、第１の実施の形態において上述した副制御基板２００，３００をそのまま利用す
る。そして、主制御部１１０は、接続した通信モジュール９２，９３，９４との入出力信
号に基づきいずれの通信モジュールが接続されているかを認識する。すなわち、各通信モ
ジュール９２，９３，９４はそれぞれ独自の規格による入出力を行うので、それぞれの相
違点を予め把握しておき、該相違点に基づき判定すればよい。例えば、あるＡＴコマンド
についてＰＤＣ規格の通信モジュール９２は対応しており、他の通信モジュール９３，９
４は対応しておらずエラー応答を返す場合、主制御部１１０は当該ＡＴコマンドからの正
常応答があればＰＤＣ規格の通信モジュール９２が接続されていると認識することができ
る。他の構成は第３の実施の形態と同様である。
【００５０】
　本実施の形態に係る接続装置１によれば、第３の実施の形態と同様に、主制御基板１０
０に接続した通信モジュール９２，９３，９４を自動認識できるので、モジュールの取付
・交換時において異なる機種用に設定することを未然に防止できる。他の作用・効果につ
いては第１及び第３の実施の形態と同様である。
【００５１】
　以上、本発明の実施の形態について詳述したが本発明はこれに限定されるものではない
。例えば、上記各実施の形態では、通信モジュールとしてＰＤＣ規格，ＣＤＭＡ規格，Ｐ
ＨＳ規格のものを例示したが、他の規格のものであっても本発明を実施できる。同様に、
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【００５２】
　また、上記実施の形態では、副制御基板２００，３００に各通信モジュール９２，９３
用のインタフェイス回路２１０，３１０を設けていたが、主制御部１１０とともにＦＰＧ
Ａとして各インタフェイス回路を実装するようにしてもよい。これにより接続装置の小型
化が容易となる。
【００５３】
　また、上記実施の形態では、主制御部１１０をＰＬＤの一種であるＦＰＧＡで実装して
いたが、例えばＣＰＬＤ（Complex Programmable Logic Device）など他のＰＬＤを用い
て主制御部１１０を実装するようにしてもよい。特に不揮発性の素子を用いると装置の小
型化・簡素化という点で好適である。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】第１の実施の形態に係る通信機器用の接続装置の概略構成図
【図２】ＦＰＧＡで実装した主制御部の構成図
【図３】第２の実施の形態に係る通信機器用の接続装置の概略構成図
【図４】第３の実施の形態に係る通信機器用の接続装置の概略構成図
【図５】第４の実施の形態に係る通信機器用の接続装置の概略構成図
【符号の説明】
【００５５】
　１…接続装置、９２，９３，９４…通信モジュール、１００…主制御基板、１１０…主
制御部、１２１～１２３…インタフェイス回路、１４１…ＥＰＲＯＭ、１４２…ＲＡＭ、
１５０…モジュール選択スイッチ、１６０…電源監視回路、１６１…バックアップ電池、
１７０…回路初期化部、２００…副制御基板、２１０…インタフェイス回路、２２０…メ
モリチップ、２３０…バックアップ電池、３００…副制御基板、３１０…インタフェイス
回路、４００…インタフェイス基板、４１１～４１３…インタフェイス回路
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