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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つ以上の設備機器に対する制御命令を実行するための一つ以上のコントローラが接続
される第１のネットワークと、制御命令を送信する一つ以上のクライアントが接続される
第２のネットワークとの境界に位置し、制御命令をプロトコル変換するためのトランスレ
ータと、制御命令を集約するための一つ以上のアグリゲータとを備えたゲートウェイ装置
であって、
　前記トランスレータは、
　各々の前記コントローラについて、当該コントローラ内部の負荷状態に関する情報であ
る負荷情報を収集するための収集部と、
　前記第２のネットワークを介して前記クライアントから所望の設備機器に対する制御命
令を受信するための制御命令受信部と、
　前記制御命令が受信された場合に、該制御命令が対象とする設備機器に対応するコント
ローラの前記負荷情報に基づいて、該制御命令を集約の対象にするか否か判定するための
判定部と、
　集約の対象にすると判定された場合に、前記制御命令を、該制御命令に対応する前記ア
グリゲータに転送するための第１の転送部と、
　前記アグリゲータから集約済み制御命令の転送を受けるための第２の転送部とを含み、
　前記アグリゲータは、
　前記トランスレータから前記制御命令の転送を受けるための第３の転送部と、
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　複数の前記制御命令を、一つの集約済み制御命令に集約するための集約部と、
　前記集約済み制御命令令を前記トランスレータに転送するための第４の転送部とを含む
ことを特徴とするゲートウェイ装置。
【請求項２】
　前記アグリゲータは、前記設備機器と前記制御命令との組み合わせごとに設けられ、
　前記制御命令は、該制御命令の識別情報である第１の識別情報と、該制御命令が対象と
する設備機器の識別情報である第２の識別情報とを含み、
　前記トランスレータは、前記制御命令に含まれる前記第１の識別情報及び第２の識別情
報に基づいて、該制御命令を転送するアグリゲータを選択するための選択部を更に含むこ
とを特徴とする請求項１に記載のゲートウェイ装置。
【請求項３】
　前記アグリゲータは、
　受信された前記制御命令を保存する制御命令キューと、
　前記制御命令キューに最初の制御命令が保存されるときに、カウントを開始するタイマ
ーとを更に含み、
　前記アグリゲータの前記集約部は、前記タイマーが所定のカウント値に達したときに、
前記制御命令キューに保存されている制御命令を、一つの集約済み制御命に集約すること
を特徴とする請求項１または２に記載のゲートウェイ装置。
【請求項４】
　前記負荷情報は、前記コントローラの負荷を示す数値であり、
　前記トランスレータの前記判定部は、受信された前記制御命令が対象とする設備機器に
対応するコントローラの前記負荷情報が示す数値と、第１の閾値及び該第１の閾値より大
きい第２の閾値とを比較し、前記数値が、前記第２の閾値以下であり且つ前記第１の閾値
より大きい場合に、前記制御命令を集約の対象にするものとし、前記数値が、前記第１の
閾値以下である場合に、前記制御命令を集約の対象にしないものとし、前記数値が、前記
第２の閾値より大きい場合に、前記制御命令を破棄するものとすることを特徴とする請求
項１ないし３のいずれか１項に記載のゲートウェイ装置。
【請求項５】
　前記トランスレータは、前記数値が、前記第２の閾値より大きい場合に、エラーを示す
メッセージを前記制御命令の送信元であるクライアントに通知するための通知部を更に含
むことを特徴とする請求項４に記載のゲートウェイ装置。
【請求項６】
　前記トランスレータは、受信された前記制御命令に対して、該制御命令の優先度を示す
優先度情報を付加する優先度情報付加部を更に含み、
　前記アグリゲータの前記集約部は、複数の前記制御命令に対してそれぞれ付加された前
記優先度情報を加味して、複数の前記制御命令を、一つの集約済み制御命令に集約するこ
とを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載のゲートウェイ装置。
【請求項７】
　前記制御命令は、該制御命令が対象とする設備機器に関係する設定値を含むものであり
、
　前記アグリゲータは、前記トランスレータから受けた前記制御命令に含まれる前記設定
値情報が許容範囲内か否かを判断する許容範囲判断部を更に含み、
　前記アグリゲータの前記集約部は、複数の前記制御命令のそれぞれに対する前記判断の
結果を加味して、複数の前記制御命令を、一つの集約済み制御命令に集約することを特徴
とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載のゲートウェイ装置。
【請求項８】
　前記トランスレータは、前記制御命令が受信された場合に、該制御命令が対象とする設
備機器が制御可能状態であるか否かを判断する状態判断部を更に含み、
　前記トランスレータの前記第１の転送部は、前記設備機器が制御可能状態でないと判断
された場合にも、前記制御命令を、該制御命令に対応する前記アグリゲータに転送するこ
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とを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１項に記載のゲートウェイ装置。
【請求項９】
　前記トランスレータは、前記アグリゲータから受けた前記集約済み制御命令又は前記集
約の対象にすると判定されなかった前記制御命令を、前記第１のネットワークを介して前
記コントローラに送信するための制御命令送信部を更に含むことを特徴とする請求項１な
いし８のいずれか１項に記載のゲートウェイ装置。
【請求項１０】
　前記トランスレータは、前記アグリゲータから受けた前記集約済み制御命令又は前記集
約の対象にすると判定されなかった前記制御命令を、前記制御命令送信部による前記コン
トローラへの送信に先立って、当該ゲートウェイ装置と前記コントローラとの間で使用さ
れるプロトコルに従うものになるようにプロトコル変換するためのプロトコル変換部を更
に含むことを特徴とする請求項９に記載のゲートウェイ装置。
【請求項１１】
　前記トランスレータは、
　受信された前記制御命令に対して、当該制御命令の送信元であるクライアントを示す送
信者情報を付加するための送信者情報付加部と、
　前記制御命令が前記コントローラへ送信された後に、該コントローラから該制御命令に
対する制御結果の通知を受信するための制御結果通知受信部とを更に含み、
　前記アグリゲータの前記集約部は、複数の前記制御命令を、一つの集約済み制御命令に
集約するにあたって、各々の前記制御命令に付加されている前記送信者情報をも集約し、
　前記トランスレータは、
　前記制御結果の通知が受信された場合に、前記集約済み制御命令に付加されている前記
送信者情報を参照して、該集約済み制御命令に係る各制御命令の送信元であるクライアン
トへそれぞれ該制御結果を送信するための制御結果送信部を更に含むことを特徴とする請
求項１ないし１０のいずれか１項に記載のゲートウェイ装置。
【請求項１２】
　前記第１のネットワークは制御系ネットワークであり、第２のネットワークはＯＡ系ネ
ットワークであることを特徴とする請求項１ないし１１のいずれか１項に記載のゲートウ
ェイ装置。
【請求項１３】
　一つ以上の設備機器に対する制御命令を実行するための一つ以上のコントローラが接続
される第１のネットワークと、制御命令を送信する一つ以上のクライアントが接続される
第２のネットワークとの境界に位置し、制御命令をプロトコル変換するためのトランスレ
ータと、制御命令を集約するための一つ以上のアグリゲータとを備えたゲートウェイ装置
の制御命令処理方法であって、
　前記トランスレータの備える収集部が、各々の前記コントローラについて、当該コント
ローラ内部の負荷状態に関する情報である負荷情報を収集するステップと、
　前記トランスレータの備える制御命令受信部が、前記第２のネットワークを介して前記
クライアントから所望の設備機器に対する制御命令を受信するステップと、
　前記トランスレータの備える判定部が、前記制御命令が受信された場合に、該制御命令
が対象とする設備機器に対応するコントローラの前記負荷情報に基づいて、該制御命令を
集約の対象にするか否か判定するステップと、
　前記トランスレータの備える第１の集約対象制御命令令転送部が、集約の対象にすると
判定された場合に、前記制御命令を、該制御命令に対応する前記アグリゲータに転送する
ステップと、
　前記アグリゲータの備える第２の集約対象制御命令令転送部が、前記トランスレータか
ら前記制御命令の転送を受けるステップと、
　前記アグリゲータの備える集約部が、複数の前記制御命令を、一つの集約済み制御命令
に集約するステップと、
　前記アグリゲータの備える第１の集約済み制御命令令転送部が、前記集約済み制御命令
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令を前記トランスレータに転送するステップと、
　前記トランスレータの備える第２の集約済み制御命令令転送部が、前記アグリゲータか
ら集約済み制御命令の転送を受けるステップとを有することを特徴とする制御命令処理方
法。
【請求項１４】
　一つ以上の設備機器に対する制御命令を実行するための一つ以上のコントローラが接続
される第１のネットワークと、制御命令を送信する一つ以上のクライアントが接続される
第２のネットワークとの境界に位置し、制御命令をプロトコル変換するためのトランスレ
ータと、制御命令を集約するための一つ以上のアグリゲータとを備えたゲートウェイ装置
としてコンピュータを機能させるためのプログラムであって、
　各々の前記コントローラについて、当該コントローラ内部の負荷状態に関する情報であ
る負荷情報を収集するための前記トランスレータの収集部と、
　前記第２のネットワークを介して前記クライアントから所望の設備機器に対する制御命
令を受信するための制御命令受信部と、
　前記制御命令が受信された場合に、該制御命令が対象とする設備機器に対応するコント
ローラの前記負荷情報に基づいて、該制御命令を集約の対象にするか否か判定するための
判定部と、
　集約の対象にすると判定された場合に、前記制御命令を、該制御命令に対応する前記ア
グリゲータに転送するための第１の転送部と、
　前記アグリゲータから集約済み制御命令の転送を受けるための第２の転送部とを含むト
ランスレータと
　前記トランスレータから前記制御命令の転送を受けるための第３の転送部と、
　複数の前記制御命令を、一つの集約済み制御命令に集約するための集約部と、
　前記集約済み制御命令令を前記トランスレータに転送するための第４の転送部とを含む
アグリゲータとをコンピュータに機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲートウェイ装置、制御命令処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ビルや工場における制御系のネットワークであるファシリティネットワークのＩ
Ｐ化が進んでいる。ＩＰ化されたファシリティネットワークにおいて、人々はＩＰネット
ワークを介して例えば照明や空調などの設備機器を制御することができる。例えば、ＰＣ
のＷｅｂブラウザに表示された照明の画像をクリックすることで、簡単に照明のＯＮ／Ｏ
ＦＦ制御を行うことができる。
【０００３】
　一般的に、ＰＣから送信された設備機器に対する制御命令は、ゲートウェイとＩＰコン
トローラを介する。ゲートウェイは、制御系とＯＡ系のネットワークの境界に位置し、制
御権限の確認やプロトコル変換を行う。ＩＰコントローラは、ＩＰネットワークの終端に
位置し、ゲートウェイから送られてきた制御命令を処理して、設備機器を制御する。
【０００４】
　ＩＰ化されたファシリティネットワークでは、従来よりも簡単に、また複数人が同時に
制御を行うことが可能となる（特許文献１参照）。
【０００５】
　したがって、ＩＰ化されたファシリティネットワークでは、ＩＰコントローラの処理性
能を超えた数の制御命令が発生する可能性がある。この場合、ＩＰコントローラは全ての
制御命令を処理できず、パケットロスなどが発生する。また、設備機器に対して無駄な制
御を行う可能性がある。例えば、空調が暖房運転を開始するための準備運転を行っている
ときに、暖房運転を開始する制御を何度も行うことは、設備機器やＩＰコントローラにと
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って余分な負荷となる。
【特許文献１】特開２００６－１２９２８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来、制御命令の数が増加した場合に、ＩＰコントローラが処理可能な制御命令の数を
超えてしまい或いは設備機器にとって無駄な制御を行ってしまうなどの問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記事情を考慮してなされたもので、制御命令の数が増加した場合であって
もＩＰコントローラの制御命令の処理負荷を軽減することを可能にするゲートウェイ装置
、制御命令処理方法及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、一つ以上の設備機器に対する制御命令を実行するための一つ以上のコントロ
ーラが接続される第１のネットワークと、制御命令を送信する一つ以上のクライアントが
接続される第２のネットワークとの境界に位置し、制御命令をプロトコル変換するための
トランスレータと、制御命令を集約するための一つ以上のアグリゲータとを備えたゲート
ウェイ装置であって、前記トランスレータは、各々の前記コントローラについて、当該コ
ントローラの負荷に関する情報である負荷情報を収集するための収集部と、前記第２のネ
ットワークを介して前記クライアントから所望の設備機器に対する制御命令を受信するた
めの制御命令受信部と、前記制御命令が受信された場合に、該制御命令が対象とする設備
機器に対応するコントローラの前記負荷情報に基づいて、該制御命令を集約の対象にする
か否か判定するための判定部と、集約の対象にすると判定された場合に、前記制御命令を
、該制御命令に対応する前記アグリゲータに転送するための第１の転送部と、前記アグリ
ゲータから集約済み制御命令の転送を受けるための第２の転送部とを含み、前記アグリゲ
ータは、前記トランスレータから前記制御命令の転送を受けるための第３の転送部と、複
数の前記制御命令を、一つの集約済み制御命令に集約するための集約部と、前記集約済み
制御命令令を前記トランスレータに転送するための第４の転送部とを含むことを特徴とす
る。
【０００９】
　なお、装置に係る本発明は方法に係る発明としても成立し、方法に係る本発明は装置に
係る発明としても成立する。　
　また、装置または方法に係る本発明は、コンピュータに当該発明に相当する手順を実行
させるための（あるいはコンピュータを当該発明に相当する手段として機能させるための
、あるいはコンピュータに当該発明に相当する機能を実現させるための）プログラムとし
ても成立し、該プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体としても成立
する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、制御命令の数が増加した場合であってもＩＰコントローラの制御命令
の処理負荷を軽減することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。
【００１２】
　以下、「クエリ」は制御命令を、「ユーザ」はクエリを送信する者を、「デバイス」は
照明や空調などの設備機器をそれぞれ示すものとする。
【００１３】
　（第１の実施形態）
　第1の実施形態では、ゲートウェイがＩＰコントローラの負荷を考慮してクエリの集約
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を行う場合を例にとって説明する。
【００１４】
　図１に、本実施形態で想定するネットワーク（例えば、ファシリティネットワーク）の
構成例を示す。図１に示されるように、このネットワークは、ゲートウェイ１、クライア
ント２、ＩＰコントローラ３、デバイス４を含んでいる。
【００１５】
　ゲートウェイ１は、制御系ネットワークとＯＡ系ネットワークとの境界に位置し、制御
権限の確認やプロトコル変換などを行う点は、従来と同様であるが、これに加えて、本実
施形態では、クエリの集約を行う。
【００１６】
　クライアント２は、所望のデバイス４に対するクエリを送信する機能を有する端末であ
り、ＯＡ系ネットワーク側に接続される。クライアント２は、任意台数存在して構わない
。
【００１７】
　デバイス４は、制御系ネットワーク側に接続され、例えば照明や空調などの設備機器で
あり、制御系ネットワーク側に接続される。デバイス４は、任意台数存在して構わない。
【００１８】
　ＩＰコントローラ３は、デバイス４を制御するための装置であり、制御系ネットワーク
側に接続される。ＩＰコントローラ３は、個々のデバイス４に対応して一つずつ設けられ
ても良いし、一纏まりのデバイス４に対応して一つずつ設けられても良いし、全てのデバ
イス４に対応して一つのみ設けられても良い。なお、一纏まりのデバイス４に対応して一
つずつ設けられる形態には、例えば、デバイスの種別を基準にしてグルーピングされたグ
ループごとに設けられる形態（例えば同一種別のデバイスごとに設けられる形態）、デバ
イスが設置される場所を基準にしてグルーピングされたグループごとに設けられる形態（
例えばビルの同一フロア又はテナントに設置されたデバイスごとに設けられる形態）、そ
れらの組み合わせなど、種々の形態が考えられる。
【００１９】
　ここでは、ゲートウェイ１は、１台存在するものとして説明するが、ゲートウェイ１が
複数台存在する構成も可能である。
【００２０】
　図１において、クライアント２は、例えばユーザの操作などに基づいて、制御対象とす
るデバイス２を管理するＩＰコントローラ３を宛先とするクエリを送信する。クライアン
ト２から送信されたクエリは、まず、ゲートウェイ１に到達し、ゲートウェイ１は、クエ
リを受信すると、制御権限の確認やプロトコル変換などを行う。その際、本実施形態では
、ゲートウェイ１は、集約すべき条件を満たすクエリについては、その集約を行う。そし
て、ゲートウェイ１は、集約処理されたクエリ又は集約処理の対象外の単独のクエリを、
宛先となるＩＰコントローラ３に向けて送信する。ＩＰネットワークの終端に位置するＩ
Ｐコントローラ３は、ゲートウェイ１からクエリを受信すると、これを処理して、制御対
象となるデバイス４を制御する。
【００２１】
　本実施形態では、クライアント２は、デバイス４のプロパティに任意の値を設定すると
いうクエリを発信する場合を例にとって説明する。
【００２２】
　図２に、この場合のクエリが持つ情報を例示する。
【００２３】
　図２に示すクエリは、当該クエリを所有するユーザの識別情報である「ユーザＩＤ」、
制御対象となるデバイスの識別情報である「デバイスＩＤ」、当該クエリの識別情報であ
る「命令ＩＤ」、該デバイスが持つプロパティの名前である「プロパティ名」、該プロパ
ティに設定する値である「設定値」を含む。例えば、空調に対する温度設定、照明に対す
る照度設定、ブラインドに対する開閉設定などを行う際に発生するクエリが、図２のクエ
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リにあたる。
【００２４】
　第1の実施形態では、図２のようなクエリを集約の対象とする。空調や照明の制御結果
は、複数のユーザに反映されるが、個々のユーザのクエリを逐次的に処理して制御を行う
だけでは、例えば、最後にクエリを送信したユーザの意図のみが反映されてしまう、とい
った不具合が生ずる。したがって、ゲートウェイ１において、例えば、複数ユーザから受
信したクエリの持つ設定値を集約して、１つのクエリとしてＩＰコントローラ３に送信す
るような集約処理を行うことで、複数ユーザの意図を反映した制御を行いつつ、ＩＰコン
トローラ３の負荷を抑えることができる。
【００２５】
　なお、図１において、クライアント２からゲートウェイ１に転送されるクエリは、クラ
イアント２とゲートウェイ１との間で使用するプロトコルに従うものであり、ゲートウェ
イ１からＩＰコントローラ３に与えられるクエリは、ゲートウェイ１とＩＰコントローラ
３との間で使用するプロトコルに従うものであり、それらプロトコルは異なるものである
ことを想定しているので、ゲートウェイ１は、クライアント２から受信したクエリをプロ
トコル変換する機能（図３等のプロトコル変換部２７参照）を有する。すなわち、クエリ
は、ゲートウェイ１においてプロトコル変換されて、ＩＰコントローラ３に与えられる。
【００２６】
　次に、図３に、本実施形態に係るゲートウェイ１の構成例を示す。
【００２７】
　図３に示されるように、ゲートウェイ１は、トランスレータ１１とアグリゲータ１２と
を備える。トランスレータ１１とアグリゲータ１２は、例えば、ゲートウェイ１上で動作
するプロセス（すなわち、そのもととなるプログラム）としても実現可能である。
【００２８】
　トランスレータ１１は、ユーザから受信したクエリに対してプロトコル変換処理を行い
、ＩＰコントローラ３に転送するためのものである。ただし、トランスレータ１１は、Ｉ
Ｐコントローラ３の負荷を把握しており、ＩＰコントローラ３の負荷が高い場合には、ア
グリゲータ１２にクエリを転送し、アグリゲータ１２から集約されたクエリを受けて、こ
れをＩＰコントローラ３に転送する。
【００２９】
　アグリゲータ１２は、トランスレータ１１から受信したクエリを集約し、集約したクエ
リをトランスレータ１１に返す。本実施形態では、１つのアグリゲータ１２は、特定のデ
バイス４に対する特定の命令を集約する場合を例にとって説明する。アグリゲータ１２は
、管理者によって設定された数だけ存在する。なお、図３には、一つのアグリゲータ１２
のみ例示している。
【００３０】
　以下、アグリゲータ１２によって集約された集約済みクエリのことを「集約クエリ」と
呼ぶ。集約クエリが持つ情報は、一般のクエリと同じである。
【００３１】
　図３に示されるように、本実施形態のトランスレータ１１は、クエリ受信部２１、クエ
リ転送部３４、クエリ送信部２８、集約クエリ受信部３５、負荷情報受信部３１、エラー
送信部２３、クエリ受理通知部３０の７つの送受信部を有し、これらの各機能ブロックに
よって他プロセスや他マシンとのデータ交換を行う。
【００３２】
　また、トランスレータ１１は、デバイスデータベース（デバイスＤＢ）７１、ＩＰコン
トローラデータベース（ＩＰコントローラＤＢ）７２、アグリゲータデータベース（アグ
リゲータＤＢ）７３の３つのＤＢを有する。ＤＢの情報の設定は、ビルや工場の管理者が
行うのが一般的であるが、これに制限されるものではない。
【００３３】
　次に、図４に、デバイスＤＢ７１の属性の例を示す。
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【００３４】
　図４の例において、デバイスＤＢ７１は、｛デバイスＩＤ，ＩＰコントローラＩＤ，テ
ナントＩＤ，ユーザＩＤ，命令ＩＤ｝の５属性から構成され、主キーはデバイスＩＤであ
る。デバイスＩＤごとに、当該デバイスを管理するＩＰコントローラの識別情報である「
ＩＰコントローラＩＤ」、当該デバイスが設置してあるテナントの識別情報である「テナ
ントＩＤ」、当該デバイスを制御可能なユーザの「ユーザＩＤ」、当該デバイスに対して
実行可能な命令の「命令ＩＤ」が設定されている。
【００３５】
　実行可能な命令には、例えば、デバイスが空調機器であれば、温度設定命令、冷房運転
開始命令、暖房運転開始命令などがある。
【００３６】
　次に、図５に、ＩＰコントローラＤＢ７２の属性の例を示す。
【００３７】
　図５の例において、ＩＰコントローラＤＢ７２は、｛ＩＰコントローラＩＤ，通信用情
報，負荷，閾値Ｔ１，閾値Ｔ２｝の５属性から構成され、主キーはＩＰコントローラＩＤ
である。ＩＰコントローラごとに、当該ＩＰコントローラへクエリを転送する際に使用す
る情報である「通信用情報」、当該ＩＰコントローラの負荷を表す指標である「負荷」、
２つの閾値「閾値Ｔ１」「閾値Ｔ２」が設定されている。
【００３８】
　通信用情報は、ゲートウェイ１とＩＰコントローラとの間で使用するプロトコルに依存
する。例えば、ＢＡＣｎｅｔ／ＩＰを使用する場合はＩＰアドレスとなり、ＳＯＡＰを使
用する場合はＵＲＩとなる。本実施形態では、ＢＡＣｎｅｔ／ＩＰを使用する場合を例に
とって説明する。
【００３９】
　負荷を表す指標には、例えば、ＩＰコントローラのＣＰＵの使用率、ＩＰコントローラ
のＣＰＵのアイドル状態率、ＩＰコントローラが過去一定時間に受信したクエリ数などが
あり、いずれの指標を用いることも可能である。本実施形態では、ＩＰコントローラのＣ
ＰＵ使用率を指標とする場合を例にとって説明する。
【００４０】
　なお、図５の例では、閾値属性の数は２つであるが、これに制限されるものではない。
本実施形態では、負荷状況に応じて３通りの処理を行う場合を例にとって説明するため、
閾値属性の数が２つであるものを例示している。
【００４１】
　次に、図６に、アグリゲータＤＢ７３の属性の例を示す。
【００４２】
　図６の例において、アグリゲータＤＢ７３は、｛アグリゲータＩＤ，デバイスＩＤ，命
令ＩＤ，通信用情報｝の４属性から構成され、主キーはアグリゲータＩＤである。アグリ
ゲータごとに、当該アグリゲータが集約するクエリが持つべき、制御対象となるデバイス
の「デバイスＩＤ」及び該デバイスに対する「命令ＩＤ」、当該アグリゲータへクエリを
転送する際に使用する情報である「通信用情報」が設定されている。
【００４３】
　本実施形態では、アグリゲータ１２は、デバイスＩＤと命令ＩＤとの組み合わせにより
特定される。
【００４４】
　通信用情報は、トランスレータとアグリゲータとの間の通信方法に依存する。例えば、
ソケットを使用する場合はポート番号となり、ＵＮＩＸ（登録商標）のｐｉｐｅを使用す
る場合はファイルディスクリプタとなる。本実施形態では、ソケットを用いる場合を例に
とって説明する。
【００４５】
　また、図３に示されるように、トランスレータ１１は、制御権限確認部２２、負荷判断
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部２５、プロトコル変換部２７、アグリゲータ選択部３３、情報更新部３２を有する。こ
れらの各機能ブロックは、上記の３つのＤＢを参照し、動作する。
【００４６】
　前述のように本実施形態のアグリゲータ１２は管理者によって設定された数だけ存在し
、各々のアグリゲータ１２ごとに、図３に示されるように、クエリ受信部５１、状態確認
部５３、クエリ挿入部５４、タイマー部５５、クエリ集約部５６、集約クエリ送信部５７
、プロパティ情報８１、クエリキュー８２を有する。
【００４７】
　次に、図７に、プロパティ情報８１の内容の例を示す。
【００４８】
　図７の例において、プロパティ情報８１には、「クエリを集約する期間情報」、「集約
アルゴリズム」、「通信用情報」、「状態情報」が含まれる。管理者は、プロパティ情報
８１を設定することで、アグリゲータ１２を設定する。
【００４９】
　クエリを集約する期間情報とは、例えば、１０秒や１００秒などの時間である。
【００５０】
　集約アルゴリズムには、「平均値」、「中間値」、「無作為にクエリを選択」、「最後
に受信したクエリを選択」などがあり、管理者が運用ポリシーなどを考慮して選択する。
集約の対象となるクエリは、あるデバイスに任意の値を設定するというクエリであるため
、管理者は、集約の期間を設定し、規定の集約アルゴリズムを選択するだけで、アグリゲ
ータ１２を設定できる。
【００５１】
　通信用情報は、トランスレータ１１とアグリゲータ１２との間の通信方法に依存する。
例えば、ソケットを使用する場合はポート番号となり、ＵＮＩＸのｐｉｐｅを使用する場
合はファイルディスクリプタとなる。本実施形態では、ソケットを用いる場合を例にとっ
て説明する。
【００５２】
　状態情報は、アグリゲータ１２がクエリの集約を実行中であるか又は実行中でないかを
表す情報である。
【００５３】
　次に、図３及び図８等を参照しながら、ユーザからのクエリ受信時のトランスレータ１
１の動作について説明する。図８は、ユーザからのクエリ受信時のトランスレータ１１の
動作例を示すフローチャートである。
【００５４】
　トランスレータ１１は、クエリ受信部２１によって、ユーザが送信したクエリを受信す
ると（ステップＳ１）、制御権限確認部２２によって、デバイスＤＢ７１を参照する（ス
テップＳ２）。クエリには、ユーザＩＤ、制御対象となるデバイスＩＤ、デバイスに対し
て行う制御命令の命令ＩＤが含まれている。クエリに含まれるデバイスＩＤをキーとして
デバイスＤＢ７１を参照することで、当該デバイスを管理するＩＰコントローラＩＤと、
当該デバイスを制御する権限を持つユーザＩＤ、当該デバイスに対して実行可能な命令Ｉ
Ｄを取得する。
【００５５】
　クエリが持つユーザＩＤと命令ＩＤが、取得したユーザＩＤと命令ＩＤに含まれない場
合は（ステップＳ３）、制御する権限がないと判断し、エラー送信部２３によって、クエ
リ送信者にエラーを返す（ステップＳ１４）。
【００５６】
　制御する権限があると判断した場合は（ステップＳ３）、クエリに当該デバイスを管理
するＩＰコントローラＩＤ情報を付加し（ステップＳ４）、負荷判断部２５によって、Ｉ
ＰコントローラＤＢ７２を参照する（ステップＳ５）。
【００５７】
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　ここで、図９に、ＩＰコントローラＩＤ情報を付加されたクエリが持つ情報の例を示す
。
【００５８】
　負荷判断部２５は、クエリに付加されたＩＰコントローラＩＤをキーとしてＩＰコント
ローラＤＢ７２を参照することで、当該ＩＰコントローラの負荷と、閾値（本例では二つ
の閾値）を取得する。なお、ここでは、閾値Ｔ２＞閾値Ｔ１とする。
【００５９】
　負荷が閾値Ｔ２よりも大きい場合は（ステップＳ６）、当該ＩＰコントローラはクエリ
を処理不可能な状態であると判断し、エラー送信部２３によって、ユーザ（すなわち、当
該クエリの送信元であるクライアント２）にエラーを送信する（ステップＳ１４）。この
場合、受信したクエリは、破棄される。
【００６０】
　負荷が閾値Ｔ２以下であり（ステップＳ６）、さらに閾値Ｔ１以下である場合は（ステ
ップＳ７）、プロトコル変換部２７によって、クエリに対してプロトコル変換処理を行い
（ステップＳ８）、クエリ送信部２８によって、当該ＩＰコントローラにクエリを送信す
る（ステップＳ９）。そして、クエリ受理通知部３０によって、ユーザにクエリを受理し
たことを通知する（ステップＳ１０）。当該ＩＰコントローラのＩＰアドレスは、ＩＰコ
ントローラＩＤをキーとしてＩＰコントローラＤＢ７２を参照することで決定する。
【００６１】
　負荷が閾値Ｔ２以下であり且つ閾値Ｔ１よりも大きい場合は（ステップＳ６，Ｓ７）、
アグリゲータ選択部３３によって、アグリゲータＤＢ７３を参照する（ステップＳ１１）
。
【００６２】
　アグリゲータ選択部３３は、アグリゲータＤＢ７３を参照し、クエリに付加されたデバ
イスＩＤと命令ＩＤとの両方が一致するアグリゲータＩＤを探す。適切なアグリゲータＩ
Ｄが見つからなかった場合（ステップＳ１２）、クエリの集約は不可能と判断し、エラー
送信部２３によって、ユーザにエラーを送信する（ステップＳ１４）。適切なアグリゲー
タＩＤが見つかった場合（ステップＳ１２）、クエリ転送部３４によって、アグリゲータ
１２にクエリを転送する（ステップＳ１３）。そして、クエリ受理通知部３０によって、
ユーザにクエリを受理したことを通知する（ステップＳ１０）。アグリゲータ１２にクエ
リを転送する際に必要な情報（ポート番号）は、アグリゲータＩＤをキーとしてアグリゲ
ータＤＢ７３を参照することで取得する。
【００６３】
　次に、図３及び図１０等を参照しながら、クエリ受信時のアグリゲータ１２の動作につ
いて説明する。図１０は、クエリ受信時のアグリゲータ１２の動作例を示すフローチャー
トである。
【００６４】
　アグリゲータ１２は、クエリ受信部５１によって、トランスレータ１１からクエリを受
信すると（ステップＳ２１）、状態確認部５３によって、プロパティ情報８１の状態情報
を参照する（ステップＳ２２）。
【００６５】
　状態が実行中である場合は（ステップＳ２３）、クエリ集約部５６によって、受信した
クエリをクエリキュー８２に挿入する（ステップＳ２４）。
【００６６】
　状態が実行中でない場合は（ステップＳ２３）、プロパティ情報８１の状態情報を実行
中に変更し（ステップＳ２６）、クエリ集約部５６によって、受信したクエリをクエリキ
ュー８２に挿入する（ステップＳ２４）。その際、タイマー部５５によって期間情報を参
照し、タイマーをセットする（ステップＳ２５）。タイマーは、例えば、アグリゲータ１
２のプロセスにアラームシグナルを設定することで実現できる。
【００６７】
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　次に、図３及び図１１等を参照しながら、タイマーが切れた時のアグリゲータ１２の動
作について説明する。図１１は、タイマーが切れた時のアグリゲータ１２の動作例を示す
フローチャートである。
【００６８】
　タイマーが切れると（ステップＳ３１）、アグリゲータ１２は、クエリ集約部５６によ
って、クエリキュー８２から蓄積されたクエリ群を取得し、プロパティ情報８１の集約ア
ルゴリズムに従ってクエリを集約する（ステップＳ３２）。
【００６９】
　例えば、集約アルゴリズムが「平均」であれば、クエリ群の各値の平均値を計算し、そ
の値を設定値とする集約クエリを生成する。集約アルゴリズムが「中間値」であれば、ク
エリ群の中間値を計算し、その値を設定値とする集約クエリを生成する。集約アルゴリズ
ムが「無作為」であれば、クエリ群の中から無作為に１つのクエリを選択し、そのクエリ
を集約クエリとする。集約アルゴリズムが「最後に受信したクエリを選択」であれば、キ
ューの最後尾のクエリを集約クエリとする。
【００７０】
　クエリの集約が終了した後、プロパティ情報８１の状態情報を停止中に変更し（ステッ
プＳ３３）、集約クエリ送信部５７によって、トランスレータ１１に集約クエリを送信す
る（ステップＳ３４）。トランスレータ１１との通信に必要な情報は、プロパティ情報８
１の通信用情報を参照することで取得する。
【００７１】
　ところで、上記では、集約を実行する基準にタイマーを用いたが、集約を実行する基準
はタイマーだけに限らない。その他にも、例えば、ＩＰコントローラの負荷がある閾値を
下回ったときに集約を実行する方法や、一定数のクエリを受信したときに集約を実行する
方法など、種々の方法が考えられる。この場合は、プロパティ情報には期間情報の代わり
となる情報を設定すれば良い。
【００７２】
　次に、図３及び図１２等を参照しながら、アグリゲータ１２からの集約クエリ受信時の
トランスレータ１１の動作について説明する。図１２は、アグリゲータ１２からの集約ク
エリ受信時のトランスレータ１１の動作例を示すフローチャートである。
【００７３】
　トランスレータ１１は、集約クエリ受信部３５によって、アグリゲータ１２から集約ク
エリを受信すると（ステップＳ４１）、プロトコル変換部２７によって、集約クエリに対
してプロトコル変換処理を行う（ステップＳ４２）。その後、クエリ送信部２８によって
、ＩＰコントローラに集約クエリを送信する（ステップＳ４３）。当該ＩＰコントローラ
のＩＰアドレスは、ＩＰコントローラＩＤをキーとしてＩＰコントローラＤＢ７２を参照
することで決定する。
【００７４】
　次に、図３及び図１３等を参照しながら、ＩＰコントローラからの負荷情報受信時のト
ランスレータ１１の動作について説明する。図１３は、ＩＰコントローラからの負荷情報
受信時のトランスレータ１１の動作例を示すフローチャートである。
【００７５】
　トランスレータ１１は、負荷情報受信部３１によって、ＩＰコントローラから負荷情報
を受信すると（ステップＳ５１）、負荷情報更新部３２によって、ＩＰコントローラＤＢ
７２を参照し、「負荷」の値を更新する（ステップＳ５２）。
【００７６】
　ここで、図１４に、ＩＰコントローラから受信する負荷情報の内容の例を示す。負荷情
報に含まれるＩＰコントローラＩＤを使用することで、負荷情報を更新するべきエントリ
を決定する。
【００７７】
　このように、本実施形態のゲートウェイによれば、ＩＰコントローラの負荷を把握し、
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負荷が高い場合には「あるデバイスのプロパティに任意の値を設定する」というクエリを
集約することで、複数ユーザの意図を反映した制御を行いながら、ＩＰコントローラのク
エリ処理負荷を軽減することが可能となる。
【００７８】
　なお、集約の対象とするクエリは、あるデバイスに任意の値を設定するという制御命令
であるため、管理者は、集約期間と集約アルゴリズムを設定するだけで、アグリゲータ１
２を設定できる。集約アルゴリズムには「平均」や「中間値」などの既定の数値計算アル
ゴリズムがあり、管理者は、アルゴリズムを選択することで、柔軟なクエリ集約を行うこ
とができる。
【００７９】
　また、アグリゲータ１２は、ゲートウェイ１上のプロセスでなくとも良い。例えば、ゲ
ートウェイ１とは別のマシン上で動作するＷｅｂサービスプロセスであっても良い。その
場合、アグリゲータＤＢ７３の通信用情報には、アグリゲータ１２のクエリ受信サービス
のＵＲＩが格納される。また、アグリゲータ１２が持つ通信用情報には、ゲートウェイ１
のＩＰアドレスとポート番号が格納される。
【００８０】
　以上説明してきたように、本実施形態によれば、ゲートウェイにおいてクエリを集約す
ることで、ＩＰコントローラやデバイスのクエリの処理負荷を軽減することが可能になる
。
【００８１】
　また、本実施形態によれば、ゲートウェイにおいてＩＰコントローラやデバイスの状態
を把握し、状態に応じてクエリの集約を行うことで、複数ユーザの意図を反映した制御を
行いつつ、ＩＰコントローラやデバイスの処理負荷を軽減することが可能となる。
【００８２】
　（第２の実施形態）
　第２の実施形態では、第１の実施形態におけるゲートウェイがクエリの集約を行う際に
、クエリの優先度を考慮する動作例について説明する。以下、第１の実施形態と相違する
点を中心に説明する。
【００８３】
　ファシリティネットワークにおいてクエリの優先度を考慮する場合、ユーザの権限と、
ユーザとデバイスが所属するテナントの２点を考慮できる。一般的に、ファシリティネッ
トワークには、管理者権限を持つ管理者と、一般権限しか持たない一般ユーザとが存在す
る。ビルの管理者からのクエリを一般ユーザよりも優先することは妥当な処理だと言える
。また、あるテナントに存在するデバイスに対して、複数のテナントに所属するユーザが
クエリを送信した場合に、デバイスと同じテナントに所属するユーザのクエリを優先する
ことは、妥当な処理であると言える。本実施形態では、上記２点の指標を用いて、クエリ
の優先度を高中低の３段階に分類する例について説明する。
【００８４】
　図１５に、本実施形態に係るゲートウェイの構成例を示す。第１の実施形態と相違する
点は、トランスレータ１１が、第１の実施形態（図３）の構成に加えて、ユーザデータベ
ース（ユーザＤＢ）７４と優先度判断部２４とを備える点である。
【００８５】
　図１６に、ユーザＤＢ７４の属性情報の例を示す。
【００８６】
　ユーザＤＢ７４は、｛ユーザＩＤ，ユーザ権限，テナントＩＤ｝の３属性から構成され
、主キーはユーザＩＤである。ユーザＩＤごとに、当該ユーザの権限を示す「ユーザ権限
」、当該ユーザが所属しているテナントの「テナントＩＤ」が設定されている。
【００８７】
　ユーザ権限には、管理者権限や一般ユーザ権限がある。
【００８８】
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　優先度判断部２４は、クエリが持つユーザＩＤをキーとしてユーザＤＢ７４を参照する
ことで、クエリ送信者の権限を把握する。また、ユーザＤＢ７４とデバイスＤＢ７１を併
せて参照することで、クエリ送信者が所属するテナントと制御対象デバイスが存在するテ
ナントとが等しいかどうかを判断できる。
【００８９】
　次に、図１５及び図１７等を参照しながら、ユーザからのクエリ受信時のトランスレー
タ１１の動作について説明する。図１７は、本実施形態のトランスレータ１１の、ユーザ
からのクエリ受信時の動作例を示すフローチャートである。
【００９０】
　なお、図１７の手順におけるステップＳ６１～Ｓ６４は、それぞれ、図８の手順におけ
るステップＳ１～Ｓ４と同じである。また、図１７の手順におけるステップＳ７２～Ｓ８
１は、それぞれ、図８の手順におけるステップＳ５～Ｓ１４と同じである。
【００９１】
　トランスレータ１１は、クエリ受信部２１によって、ユーザからクエリを受信すると（
ステップＳ６１）、制御権限確認部２２によって、ユーザの制御権限を確認する（ステッ
プＳ６２）。
【００９２】
　ユーザ（すなわち、当該クエリの送信元であるクライアント２）にデバイスの制御権限
がある場合（ステップＳ６３）、クエリに当該デバイスを管理するＩＰコントローラＩＤ
情報を付加し（ステップＳ６４）、優先度判断部２４によって、クエリの優先度を判断す
る（ステップＳ６５）。優先度判断部２４は、クエリが持つユーザＩＤをキーとしてユー
ザＤＢ７４を参照し、クエリ送信ユーザの権限を確認する。
【００９３】
　クエリ送信ユーザが管理者権限を持っている場合は（ステップＳ６６）、クエリに優先
度＝高という情報を付加する（ステップＳ６７）。
【００９４】
　クエリ送信ユーザが管理者権限を持っていない場合は（ステップＳ６６）、ユーザＤＢ
７４とデバイスＤＢ７１を併せて参照し、クエリ送信ユーザと制御対象デバイスのテナン
トＩＤが等しいかどうかを確認する（ステップＳ６８）。テナントＩＤが等しければ（ス
テップＳ６９）、クエリに優先度＝中の情報を付加し（ステップＳ７０）、テナントＩＤ
が等しくなければ（ステップＳ６９）、クエリに優先度＝低の情報を付加する（ステップ
Ｓ７１）。
【００９５】
　ここで、図１８に、優先度情報が付加されたクエリの例を示す。
【００９６】
　クエリに優先度情報を付加した後の処理は、第１の実施形態におけるトランスレータ１
１の動作と同じである。負荷判断部２５によってＩＰコントローラの負荷状況を判断し、
ユーザにエラーを返すか、クエリに対してプロトコル変換処理を行うか、適切なアグリゲ
ータ１２にクエリを渡すか、のいずれかの処理を行う。
【００９７】
　次に、図１５及び図１１等を参照しながら、タイマーが切れた時のアグリゲータ１２の
動作例について説明する。なお、本実施形態のアグリゲータ１２の、タイマーが切れた時
の動作例は、第１の実施形態（図１１）と同様であるが、ステップＳ３２の集約において
優先度を考慮する点が第１の実施形態と相違している。
【００９８】
　タイマーが切れると（ステップＳ３１）、アグリゲータ１２は、クエリ集約部５６によ
って、クエリキュー８２から蓄積されたクエリ群を取得し、プロパティ情報８１の集約ア
ルゴリズムに従ってクエリを集約する（ステップＳ３２）。
【００９９】
　ここで、本実施形態における集約アルゴリズムは、クエリの優先度情報を考慮した計算
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を行う。例えば、集約アルゴリズムが、「平均」、「中間値」又は「無作為」である場合
に、ｗ３＞ｗ２＞ｗ１（例えば、ｗ３＝３、ｗ２＝２、ｗ１＝１）として、優先度＝高で
ある１個のクエリは、クエリｗ３個分、優先度＝中である１つのクエリは、クエリｗ２個
分、優先度＝低である１つのクエリは、クエリｗ１個分にして、集約値を計算する。
【０１００】
　このようにすることで、優先度が低いクエリよりも、優先度が高いクエリが持つ設定値
を、集約結果により反映させることができる。
【０１０１】
　クエリの集約が終了した後、プロパティ情報８１の状態情報を停止中に変更し（ステッ
プＳ３３）、集約クエリ送信部５７によって、トランスレータ１１に集約クエリを送信す
る（ステップＳ３４）。トランスレータ１１との通信に必要な情報は、プロパティ情報８
１の通信用情報を参照することで取得する。
【０１０２】
　このように、本実施形態のゲートウェイによれば、ユーザの権限や所属に応じてクエリ
に優先度を設定し、優先度を考慮してクエリを集約することで、管理者や、同じテナント
に属するユーザの意図を優先的に反映した制御を行いながら、ＩＰコントローラのクエリ
処理負荷を軽減することが可能となる。
【０１０３】
　（第３の実施形態）
　第３の実施形態では、第２の実施形態におけるゲートウェイがクエリの集約を行う際に
、「はずれ値」を除外して集約する動作例について説明する。なお、以下では、第２の実
施形態と相違する点を中心に説明するが、第１の実施形態に本実施形態の「ゲートウェイ
がクエリの集約を行う際に、はずれ値を除外して集約する構成」を適用することも、もち
ろん可能である。
【０１０４】
　ファシリティネットワークにおいて、例えば、一部のユーザが操作ミス或いは興味本位
などで、明らかに許容範囲から外れた設定値を持つクエリを送信し、そのクエリがアグリ
ゲータ１２に集約された場合、多くのユーザの意図を反映しない集約結果になる可能性が
ある。例えば、空調に対して、一部のユーザがマイナス５度という設定を行おうとしてク
エリを送信し、アグリゲータ１２がそのクエリを含めて平均値を計算することは、望まし
くない。よって、空調が許容できない値は、集約対象から除外するのが望ましい。
【０１０５】
　ここで、図１９に、本実施形態におけるプロパティ情報８１の例を示す。本実施形態に
おけるアグリゲータ１２のプロパティ情報８１は、これまでの実施形態（図７）の「集約
期間」、「集約アルゴリズム」、「通信用情報」、「状態情報」に加えて、「最大値」及
び「最小値」の情報を含む。
【０１０６】
　アグリゲータ１２は、最大値と最小値を参照することで、はずれ値を含むクエリを集約
対象から除外する。はずれ値であるということは、設定値が、最大値よりも大きいか又は
最小値よりも小さいということである。
【０１０７】
　図２０に、本実施形態のゲートウェイの構成例を示す。第２の実施形態と相違する点は
、アグリゲータ１２が、第２の実施形態（図１５）の構成に加えて、はずれ値判断部５２
を備える点である。
【０１０８】
　次に、図２０及び図２１等を参照しながら、トランスレータ１１からのクエリ受信時の
アグリゲータ１２の動作例について説明する。図２１は、本実施形態のアグリゲータ１２
の、トランスレータ１１からのクエリ受信時の動作例を示すフローチャートである。
【０１０９】
　アグリゲータ１２は、クエリ受信部５１によって、トランスレータ１１からクエリを受
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信すると（ステップＳ９１）、はずれ値判断部５２によって、クエリがもつ設定値がはず
れ値かどうかを判断する（ステップＳ９２）。はずれ値判断部５２は、プロパティ情報８
１の最大値と最小値を参照し、クエリが持つ設定値が最大値よりも大きいか、最小値より
も小さい場合は、はずれ値であると判断する。
【０１１０】
　はずれ値である場合は（ステップＳ９３）、クエリを破棄する（ステップＳ９４）。
【０１１１】
　はずれ値でない場合は（ステップＳ９３）、状態確認部５３によって、アグリゲータ１
２の実行状態を確認する（ステップＳ９５）。
【０１１２】
　状態が実行中であれば（ステップＳ９６）、クエリ集約部５６によって、受信したクエ
リをクエリキュー８２に挿入する（ステップＳ９７）。
【０１１３】
　状態が実行中でなければ（ステップＳ９６）、プロパティ情報８１の状態情報を実行中
に変更し（ステップＳ９９）、クエリ集約部５６によって、受信したクエリをクエリキュ
ー８２に挿入する（ステップＳ９８）。その際、タイマー部５５によって期間情報を参照
し、タイマーをセットする（ステップＳ９８）。
【０１１４】
　このように、本実施形態のゲートウェイによれば、はずれ値を除外してクエリを集約す
ることで、設定値を任意の範囲に限定した制御を行いながら、ＩＰコントローラのクエリ
処理負荷を軽減することが可能となる。
【０１１５】
　（第４の実施形態）
　第４の実施形態では、第３の実施形態におけるゲートウェイが、ＩＰコントローラから
の制御結果を受信した後に、ユーザ（すなわち、当該クエリの送信元であるクライアント
２）にクエリ受理通知を行う場合の動作例について説明する。以下、第３の実施形態と相
違する点を中心に説明するが、第１又は第２の実施形態に本実施形態の「ゲートウェイが
、ＩＰコントローラからの制御結果を受信した後に、ユーザにクエリ受理通知を行う構成
」を適用することも、もちろん可能である。
【０１１６】
　ファシリティネットワークにおいて、例えば、あるデバイスのプロパティに任意の値を
設定する際に、値を設定するだけでなく、確認のためにデバイスに設定された値を返信し
て欲しい場合がある。このような、あるデバイスのプロパティに任意の値を設定し、かつ
、実際にデバイスに設定された値を返すことを要求するクエリのことを、readbackクエリ
と呼び、例えばＢＡＣｎｅｔ／ＩＰなどのプロトコルで定義されている。
【０１１７】
　第３の実施形態までのゲートウェイは、ＩＰコントローラにクエリを転送する前に、ユ
ーザに、実際の制御結果の情報を含まないクエリ受理通知を返すが、readbackクエリを受
信した場合、ゲートウェイは、ＩＰコントローラにクエリを転送した後、ＩＰコントロー
ラから制御結果通知が送られてくるまで待機し、制御結果通知を受信してから、ユーザに
制御結果を含めたクエリ受理通知を返すと好ましい。例えば、あるユーザが空調の運転温
度を２８度に設定すると、ユーザには実際に空調に設定された運転温度が返される。ただ
し、クエリの集約を行った場合、ユーザが設定した値と、ユーザに返される制御結果の値
が異なる場合がある。
【０１１８】
　図２２に、本実施形態のゲートウェイの構成例を示す。第３の実施形態と相違する点は
、トランスレータ１１が、第３の実施形態（図２０）の構成に加えて、制御結果受信部２
９を備える点である。
【０１１９】
　トランスレータ１１は、クエリ送信部２８によって、ＩＰコントローラにクエリを送信
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した後、ＩＰコントローラからの制御結果通知を待ち、制御結果受信部２９によって、制
御結果を受信する。
【０１２０】
　次に、図２２及び図２３等を参照しながら、ユーザからのクエリ受信時のトランスレー
タ１１の動作例について説明する。図２３は、本実施形態のトランスレータ１１の、ユー
ザからのクエリ受信時の動作例を示すフローチャートである。
【０１２１】
　なお、図２３の手順におけるステップＳ１０１は、図１７の手順におけるステップＳ６
１と同じである。また、図２３の手順におけるステップＳ１０３～Ｓ１１７は、それぞれ
、図１７の手順におけるステップＳ６２～Ｓ７６と同じである。また、図２３の手順にお
けるステップＳ１１９～Ｓ１２３は、それぞれ、図１７の手順におけるステップＳ７７～
Ｓ８１と同じである。
【０１２２】
　トランスレータ１１は、クエリ受信部２１によって、ユーザからクエリを受信すると（
ステップＳ１０１）、クエリに通信用情報を付加する（ステップＳ１０２）。
【０１２３】
　ここで、図２４に、ＩＰコントローラＩＤ及び優先度情報並びに通信用情報が付加され
たクエリの例を示す。
【０１２４】
　この通信用情報とは、後にユーザにクエリ受理通知を返すための情報であり、例えば、
ユーザのＩＰアドレスとポート番号のセットが該当する。通信用情報は、例えば、Ｕｎｉ
ｘのソケット機能を利用することで求めることができる。
【０１２５】
　負荷判断部２５によって、ＩＰコントローラの負荷が閾値Ｔ２以下であり（ステップＳ
１１４）、さらに閾値Ｔ１以下である場合は（ステップＳ１１５）、プロトコル変換部２
７によって、クエリのプロトコル変換を行い（ステップＳ１１６）、クエリ送信部２８に
よって、ＩＰコントローラにクエリを送信する（ステップＳ１１７）。その後、制御結果
受信部２９によって、ＩＰコントローラから制御結果を受信し（ステップＳ１１８）、ク
エリ受理通知部３０によって、ユーザに制御結果を返す（ステップＳ１１９）。
【０１２６】
　ＩＰコントローラの負荷が閾値Ｔ２以下であり且つ閾値Ｔ１より大きい場合は（ステッ
プＳ１１４，Ｓ１１５）、アグリゲータ選択部３３によって、適切なアグリゲータ１２を
選択し（ステップＳ１２０）、適切なアグリゲータＩＤが見つかれば（ステップＳ１２１
）、クエリ転送部３４によって、アグリゲータ１２にクエリを転送する（ステップＳ１２
２）。
【０１２７】
　本実施形態におけるアグリゲータ１２は、クエリ集約部５６によってクエリを集約する
際に、各クエリの設定値だけでなく、各クエリの通信用情報も集約する。したがって、集
約されたクエリは、複数の通信用情報を持つ場合がある。これは後に、集約したクエリの
各送信者に対してクエリ受理通知を返すためである。
【０１２８】
　次に、図２２及び図２５等を参照しながら、アグリゲータ１２からの集約クエリ受信時
のトランスレータ１１の動作例について説明する。図２５は、本実施形態のトランスレー
タ１１の、アグリゲータ１２からの集約クエリ受信時の動作例を示すフローチャートであ
る。
【０１２９】
　トランスレータ１１は、集約クエリ受信部３５によって、アグリゲータ１２から集約ク
エリを受信すると（ステップＳ１３１）、プロトコル変換部２７によって、クエリのプロ
トコル変換を行い（ステップＳ１３２）、クエリ送信部２８によって、ＩＰコントローラ
にクエリを送信する（ステップＳ１３３）。その後、制御結果受信部２９によって、ＩＰ
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コントローラから制御結果を受信し（ステップＳ１３４）、クエリ受理通知部３０によっ
て、ユーザに制御結果を返す（ステップＳ１３５）。クエリ受理通知部３０は、クエリの
通信用情報を参照することで、送信先ユーザを決定する。複数のユーザからのクエリを集
約している場合は、複数のユーザに対して制御結果を送信することになる。
【０１３０】
　このように、本実施形態のゲートウェイによれば、クエリにユーザとの通信用情報を付
加することにより、クエリを集約した場合でも、ＩＰコントローラから返される制御結果
通知を、クエリ受理通知に含めてユーザに返すことができる
　（第５の実施形態）
　第５の実施形態では、第４の実施形態におけるゲートウェイが、ＩＰコントローラが管
理しているデバイスの状態を考慮してクエリの集約を行う場合の動作例について説明する
。以下、第４の実施形態と相違する点を中心に説明するが、第１、第２又は第３の実施形
態に本実施形態の「ゲートウェイが、ＩＰコントローラが管理しているデバイスの状態を
考慮してクエリの集約を行う構成」を適用することも、もちろん可能である。
【０１３１】
　ファシリティネットワークには、特定の制御命令を受けると、一定時間は他の制御命令
を受け付けなくなるデバイスが存在することがある。他の制御命令を受け付けない状態に
あるデバイスに対して制御命令を送ると、デバイスやＩＰコントローラの負荷は増加する
ことになる。また、ユーザの意図が反映されないため、ユーザは再び制御命令を送信する
操作を行う必要がある。例えば、空調には、暖房や冷房の運転開始命令を受けてから、実
際に温風や冷風を送り出すまでに、数分間の準備時間が存在する。準備を行っている最中
に、空調に対して運転開始制御を行うことは、空調やＩＰコントローラにとって余分な負
荷となる。
【０１３２】
　以下、受理すると一定時間は他の制御命令を受け付けなくなる制御命令のことを、「排
他的クエリ」と呼ぶ。排他的クエリが持つ情報は、一般のクエリと同じである。
【０１３３】
　本実施形態におけるゲートウェイは、デバイスの状態を考慮して、クエリを送信しても
受理されないと判断した場合には、クエリを集約する。これによって、デバイスやＩＰコ
ントローラに余分な負荷を与えずに済む。なお、本実施形態において、集約の対象とする
クエリは、あるデバイスのプロパティに任意の値を設定するクエリだけではなく、あるデ
バイスの動作を開始／停止するといったクエリも当てはまる。このクエリは、ユーザ任意
のパラメータを持たない。したがって、このクエリを集約するということは、クエリの通
信用情報を集約するということである。
【０１３４】
　図２６に、本実施形態のゲートウェイの構成例を示す。第４の実施形態と相違する点は
、トランスレータ１１が、第４の実施形態（図２２）の構成に加えて、状態判断部２６と
状態判断用データベース（状態判断用ＤＢ）７５を備える点である。
【０１３５】
　状態判断部２６は、状態判断用ＤＢ７５を参照することで、デバイスの状態を把握し、
クエリを集約する。
【０１３６】
　ここで、図２７に、状態判断用ＤＢ７５の属性情報の例を示す。図２７の例においては
、状態判断用ＤＢ７５は、｛デバイスＩＤ，命令ＩＤ，制御不可期間，タイムスタンプ，
状態｝の５属性から構成され、主キーはデバイスＩＤである。デバイスＩＤごとに、当該
排他的クエリの識別情報である「命令ＩＤ」、制御を受け付けなくなる期間である「制御
不可期間」、前回排他的クエリをＩＰコントローラに送信した時間を示す「タイムスタン
プ」、「デバイスの状態」を管理する。ここで、デバイスの状態とは、「制御可能」と「
制御不可」のいずれかである。排他的クエリが存在しないデバイスの場合は、命令ＩＤの
情報は存在せず、常に状態は「制御可能」である。
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【０１３７】
　次に、図２６及び図２８等を参照しながら、ユーザからのクエリ受信時のトランスレー
タ１１の動作例について説明する。図２８は、本実施形態のトランスレータ１１の、ユー
ザからのクエリ受信時の動作例を示すフローチャートである。
【０１３８】
　なお、図２８の手順におけるステップＳ１４１～Ｓ１５５は、それぞれ、図２３の手順
におけるステップＳ１０１～Ｓ１１５と同じである。また、図２８の手順におけるステッ
プＳ１６２～Ｓ１６９は、それぞれ、図２３の手順におけるステップＳ１１６～Ｓ１２３
と同じである。
【０１３９】
　トランスレータ１１は、負荷判断部２５によって、対象ＩＰコントローラの負荷を判断
する（ステップＳ１５３）。負荷が閾値Ｔ２以下であり（ステップＳ１５４）、さらに閾
値Ｔ１以下である場合に（ステップＳ１５５）、状態判断部２６によって、状態判断用Ｄ
Ｂ７５を参照し、デバイスの状態を確認する（ステップＳ１５６）。
【０１４０】
　クエリの制御対象デバイスの状態が「制御可能」である場合には（ステップＳ１５７）
、当該クエリが排他的クエリかどうかを判断する（ステップＳ１６０に進む）。
【０１４１】
　クエリの制御対象デバイスの状態が「制御不可」である場合には（ステップＳ１５７）
、タイムスタンプと制御不可期間、現在時刻から、すでに制御不可期間が終了しているか
どうかを判断する。制御不可期間が終了していなければ（ステップＳ１５８）、現在もデ
バイスは制御不可状態であるため、クエリを適切なアグリゲータ１２に転送し、クエリ集
約を行う（ステップＳ１６６～Ｓ１６８）。制御不可期間が終了してれば（ステップＳ１
５８）、状態判断用ＤＢ７５の状態を「制御可能」に設定し（ステップＳ１５９）、また
、当該クエリが排他的クエリかどうかを判断する（ステップＳ１６０に進む）。
【０１４２】
　さて、ステップＳ１５７でＹｅｓ又はステップＳ１５８でＹｅｓの場合に、状態判断用
ＤＢ７５の命令ＩＤと、当該クエリの命令ＩＤとが一致するときは、当該クエリは排他的
クエリである。
【０１４３】
　当該クエリが排他的クエリであるときは（ステップＳ１６０）、現在時刻をタイムスタ
ンプとして設定し、状態を「制御不可」に設定する（ステップＳ１６１）。そして、プロ
トコル変換部２７によって、クエリに対してプロトコル変換処理を行う（ステップＳ１６
２）。
【０１４４】
　当該クエリが排他的クエリではないときは（ステップＳ１６０）、状態判断用ＤＢ７５
を更新することなく（ステップＳ１６１をスキップして）、プロトコル変換処理を行う（
ステップＳ１６２）。
【０１４５】
　プロトコル変換処理を行った後は、クエリ送信部２８によって、ＩＰコントローラにク
エリを送信する（ステップＳ１６３～Ｓ１６５）。
【０１４６】
　このように本実施形態のゲートウェイによれば、デバイスの状態を判断してクエリの集
約を行うかどうかを判断する機能を備えるため、制御命令を受け付けない状態にあるデバ
イスに対して制御命令を送ることで、デバイスやＩＰコントローラに余分な負荷を与える
ことを避けることができる。
【０１４７】
　なお、以上の各機能は、ソフトウェアとして記述し適当な機構をもったコンピュータに
処理させても実現可能である。　
　また、本実施形態は、コンピュータに所定の手順を実行させるための、あるいはコンピ
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ュータを所定の手段として機能させるための、あるいはコンピュータに所定の機能を実現
させるためのプログラムとして実施することもできる。加えて該プログラムを記録したコ
ンピュータ読取り可能な記録媒体として実施することもできる。
【０１４８】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１４９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るネットワークの構成例を示す図
【図２】ユーザが送信するクエリの情報の一例を示す図
【図３】同実施形態に係るゲートウェイの構成例を示す図
【図４】デバイスＤＢの属性情報の一例を示す図
【図５】ＩＰコントローラＤＢの属性情報の一例を示す図
【図６】アグリゲータＤＢの属性情報の一例を示す図
【図７】プロパティ情報の内容の一例を示す図
【図８】同実施形態に係るトランスレータがユーザからのクエリを受信した場合の動作例
を示すフローチャート
【図９】ＩＰコントローラＩＤが付加されたクエリの情報の一例を示す図
【図１０】同実施形態に係るアグリゲータがクエリ受信した場合の動作例を示すフローチ
ャート
【図１１】同実施形態に係るアグリゲータのタイマーが切れた場合の動作例を示すフロー
チャート
【図１２】同実施形態に係るトランスレータが集約クエリを受信した場合の動作例を示す
フローチャート
【図１３】同実施形態に係るトランスレータが負荷情報を受信した場合の動作例を示すフ
ローチャート
【図１４】負荷情報の内容の一例を示す図
【図１５】本発明の第２の実施形態に係るゲートウェイの構成例を示す図
【図１６】ユーザＤＢの属性情報の一例を示す図
【図１７】同実施形態に係るトランスレータがユーザからのクエリを受信した場合の動作
例を示すフローチャート
【図１８】優先度情報が付加されたクエリの情報の一例を示す図
【図１９】最大値と最小値を備えるプロパティ情報の内容の一例を示す図
【図２０】本発明の第３の実施形態に係るゲートウェイの構成例を示す図
【図２１】同実施形態に係るアグリゲータがクエリを受信した場合の動作例を示すフロー
チャート
【図２２】本発明の第４の実施形態に係るゲートウェイの構成例を示す図
【図２３】同実施形態に係るトランスレータがユーザからのクエリを受信した場合の動作
例を示すフローチャート
【図２４】通信用情報が付加されたクエリの情報の一例を示す図
【図２５】同実施形態に係るトランスレータが集約クエリを受信した場合の動作例を示す
フローチャート
【図２６】本発明の第５の実施形態に係るゲートウェイの構成例を示す図
【図２７】状態判断用ＤＢの属性情報の一例を示す図
【図２８】同実施形態に係るトランスレータがユーザからのクエリを受信した場合の動作
例を示すフローチャート
【符号の説明】
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【０１５０】
　１…ゲートウェイ、１１…トランスレータ、１２…アグリゲータ、２１，５１…クエリ
受信部、２２…制御権限確認部、２３…エラー送信部、２４…優先度判断部、２５…負荷
判断部、２６…状態判断部、２７…プロトコル変換部、２８…クエリ送信部、２９…制御
結果受信部、３０…クエリ受理通知部、３１…負荷情報受信部、３２…負荷情報更新部、
３３…アグリゲータ選択部、３４…クエリ転送部、３５…集約クエリ受信部、５２…はず
れ値判断部、５３…状態確認部、５４…クエリ挿入部、５５…タイマー部、５６…クエリ
集約部、５７…集約クエリ送信部、７１…デバイスデータベース、７２…ＩＰコントロー
ラデータベース、７３…アグリゲータデータベース、７４…ユーザデータベース、７５…
状態判断用データベース、８１…プロパティ情報、８２…クエリキュー

【図１】

【図２】

【図３】
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