
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スイッチを備えスイッチ毎に固有のアドレスが設定される操作端末器と、負荷が接続さ
れ負荷毎に固有のアドレスが設定される制御端末器と、操作端末器及び制御端末器が分岐
接続された信号線を介して操作端末器及び制御端末器との間で時分割多重伝送方式により
伝送信号を授受し、スイッチが操作されたときに操作端末器から受け取る監視データに基
いて負荷を制御する制御データを生成するとともに、操作されたスイッチに対し予め設定
された関係データによって関係付けられた負荷を接続した制御端末器に対して制御データ
を伝送する伝送制御装置とを備える遠隔監視制御システムに用いられ、
　信号線に接続され１つのスイッチの操作により複数の負荷を一括して制御するように関
係データを生成し関係データを伝送制御装置に転送し設定させる遠隔監視制御システム用
設定器であって、
　施工面に固定される固定ユニットと、固定ユニットに着脱自在に結合し固定ユニットか
ら取り外すことにより携帯可能な携帯ユニットとからなり、
　固定ユニットは、携帯ユニットと固定ユニットとが結合した状態で携帯ユニットの少な
くとも一部が収納される収納凹部と施工面に固定される固定部とが設けられたベースと、
信号線と携帯ユニットとを電気的に接続するための接続手段とを有し、
　携帯ユニットは、アドレス及び関係データが手操作により入力される操作手段と、操作
手段への入力に基いてアドレス及び関係データを生成する制御手段と、制御手段に制御さ
れアドレスをそれぞれワイヤレス信号として操作端末器及び制御端末器に送信するワイヤ
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レス送信手段と、携帯ユニットが固定ユニットに保持された状態で固定ユニットの接続手
段を介して信号線に電気的に接続される被接続手段と、制御手段に制御され関係データを
被接続手段と接続手段と信号線とを通じて伝送制御装置に送信する有線送信手段と、携帯
ユニットの各部に電源を供給する電池と制御手段とを収納するとともに、固定ユニットの
ベースに保持された状態で露出する位置に操作手段を露出させるハウジングとを有し、
　ハウジングは、外周面が収納凹部の内周面よりも僅かに小さい寸法形状に形成され電池
を収納するとともに携帯ユニットが固定ユニットに結合した状態で収納凹部に収納される
電池収納部を有し、
　収納凹部の内周面には係合部が設けられ、電池収納部の外周面には被係合部が設けられ
、携帯ユニットのハウジングは、係合部と被係合部との係合によって固定ユニットのベー
スに着脱自在に保持されることを特徴とする遠隔監視制御システム用設定器。
【請求項２】
　固定ユニットのベースは、固定部が設けられ施行面に固定されるベースボディと、収納
凹部が設けられたベースカバーとを有し、ベースカバーとベースボディとの少なくとも一
方に設けられた結合手段によってベースカバーとベースボディとは着脱自在に結合するこ
とを特徴とする請求項１記載の遠隔監視制御システム用設定器。
【請求項３】
　固定ユニットのベースが１個の部品からなることを特徴とする請求項１記載の遠隔監視
制御システム用設定器。
【請求項４】
　係合部は、収納凹部の内周面から収納凹部の内側へ突設された係合凸部からなり、被係
合部は、電池収納部の外周面に設けられた係合凹部からなることを特徴とする請求項１～
３のいずれか記載の遠隔監視制御システム用設定器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遠隔監視制御システム用設定器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、スイッチを備えスイッチ毎に固有のアドレスが設定される操作端末器と、負
荷が接続され負荷毎に固有のアドレスが設定される制御端末器と、操作端末器及び制御端
末器が分岐接続された信号線を介して操作端末器及び制御端末器との間で時分割多重伝送
方式により伝送信号を授受し、スイッチが操作されたときに操作端末器から受け取る監視
データに基いて負荷を制御する制御データを生成するとともに、操作されたスイッチに対
し予め設定された関係データによって関係付けられた負荷を接続した制御端末器に対して
制御データを伝送する伝送制御装置とを備える遠隔監視制御システムにおいて、操作端末
器や制御端末器におけるアドレスを設定するアドレス設定器や、信号線に接続され１つの
スイッチの操作により複数の負荷を一括して制御するように関係データを生成し関係デー
タを伝送制御装置に転送し設定させるパターン設定器が提供されている。
【０００３】
　ここで、スイッチに対応したアドレスや負荷に対応したアドレスは、信号線を通じて設
定することができず、操作端末器や制御端末器に対して直接設定する必要があるため、ア
ドレス設定器は通常携帯可能な構成とされ、アドレス設定器と操作端末器及び制御端末器
との間の通信にはワイヤレス信号が用いられる（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　これに対し、関係データは、信号線を通じて伝送制御装置に直接設定することができる
から、パターン設定器は、施工面に固定され信号線に接続された構成とされる（例えば、
特許文献２参照）。
【０００５】
　このように、アドレス設定器とパターン設定器とでは要求される構成が異なるため、従
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来は、アドレス設定器とパターン設定器とを別途に設ける必要があった。また、アドレス
設定器を保持するホルダや専用の保管場所を別途設けないと、アドレス設定器は紛失され
ることが多かった。
【０００６】
　そこで、本発明者は、施工面に固定される固定ユニットと、固定ユニットに着脱自在に
結合し固定ユニットから取り外すことにより携帯可能な携帯ユニットとからなる遠隔監視
制御システム用設定器を提案している。携帯ユニットは、固定ユニットに結合した状態で
は固定ユニットを介して信号線に接続されてパターン設定器として機能し、固定ユニット
から取り外された状態ではアドレス設定器として機能する。
【特許文献１】特開平１１－１５０７７０号公報
【特許文献２】特開平１１－２９８９７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここで、携帯ユニットを固定ユニットに結合させる方法としては、携帯ユニットの他の
部位から突出して固定ユニットに結合する結合部を携帯ユニットに設ける方法が考えられ
る。しかし、この方法を採用すると、携帯ユニットが結合部の分だけ大型化してしまう。
【０００８】
　本発明は上記事由に鑑みて為されたものであり、その目的は、携帯ユニットの小型化が
可能な遠隔監視制御システム用設定器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１の発明は、スイッチを備えスイッチ毎に固有のアドレスが設定される操作端末
器と、負荷が接続され負荷毎に固有のアドレスが設定される制御端末器と、操作端末器及
び制御端末器が分岐接続された信号線を介して操作端末器及び制御端末器との間で時分割
多重伝送方式により伝送信号を授受し、スイッチが操作されたときに操作端末器から受け
取る監視データに基いて負荷を制御する制御データを生成するとともに、操作されたスイ
ッチに対し予め設定された関係データによって関係付けられた負荷を接続した制御端末器
に対して制御データを伝送する伝送制御装置とを備える遠隔監視制御システムに用いられ
、信号線に接続され１つのスイッチの操作により複数の負荷を一括して制御するように関
係データを生成し関係データを伝送制御装置に転送し設定させる遠隔監視制御システム用
設定器であって、施工面に固定される固定ユニットと、固定ユニットに着脱自在に結合し
固定ユニットから取り外すことにより携帯可能な携帯ユニットとからなり、固定ユニット
は、携帯ユニットと固定ユニットとが結合した状態で携帯ユニットの少なくとも一部が収
納される収納凹部と施工面に固定される固定部とが設けられたベースと、信号線と携帯ユ
ニットとを電気的に接続するための接続手段とを有し、携帯ユニットは、アドレス及び関
係データが手操作により入力される操作手段と、操作手段への入力に基いてアドレス及び
関係データを生成する制御手段と、制御手段に制御されアドレスをそれぞれワイヤレス信
号として操作端末器及び制御端末器に送信するワイヤレス送信手段と、携帯ユニットが固
定ユニットに保持された状態で固定ユニットの接続手段を介して信号線に電気的に接続さ
れる被接続手段と、制御手段に制御され関係データを被接続手段と接続手段と信号線とを
通じて伝送制御装置に送信する有線送信手段と、携帯ユニットの各部に電源を供給する電
池と制御手段とを収納するとともに、固定ユニットのベースに保持された状態で露出する
位置に操作手段を露出させるハウジングとを有し、ハウジングは、外周面が収納凹部の内
周面よりも僅かに小さい寸法形状に形成され電池を収納するとともに携帯ユニットが固定
ユニットに結合した状態で収納凹部に収納される電池収納部を有し、収納凹部の内周面に
は係合部が設けられ、電池収納部の外周面には被係合部が設けられ、携帯ユニットのハウ
ジングは、係合部と被係合部との係合によって固定ユニットのベースに着脱自在に保持さ
れることを特徴とする。
【００１０】
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　この発明によれば、携帯ユニットにおいて被係合部を設ける部位を電池収納部とは別途
に設ける場合に比べ、携帯ユニットの小型化が可能となる。
【００１１】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、固定ユニットのベースは、固定部が設け
られ施行面に固定されるベースボディと、収納凹部が設けられたベースカバーとを有し、
ベースカバーとベースボディとの少なくとも一方に設けられた結合手段によってベースカ
バーとベースボディとは着脱自在に結合することを特徴とする。
【００１２】
　この発明によれば、ベースボディを、携帯ユニットよりも寸法が大きい操作端末器を施
行面に固定する部品としても用いることができるから、遠隔監視制御システム全体での製
造コストを低減することができる。
【００１３】
　請求項３の発明は、請求項１の発明において、固定ユニットのベースが１個の部品から
なることを特徴とする。
【００１４】
　この発明によれば、請求項２の発明に比べ、固定ユニットの部品点数を減少させて製造
コストを低減することができる。
【００１５】
　請求項４の発明は、請求項１～３のいずれかの発明において、係合部は、収納凹部の内
周面から収納凹部の内側へ突設された係合凸部からなり、被係合部は、電池収納部の外周
面に設けられた係合凹部からなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　固定ユニットの収納凹部の内周面に設けられた係合部が係合する被係合部を、携帯ユニ
ットに設けられ外周面が収納凹部の内周面よりも僅かに小さい寸法形状に形成され電池を
収納して収納凹部に収納される電池収納部の外周面に設けたので、携帯ユニットにおいて
被係合部を設ける部位を電池収納部とは別途に設ける場合に比べ、携帯ユニットの小型化
が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１８】
　本実施形態は、図１に示すように、施工面（図示せず）に固定される固定ユニット１と
、固定ユニット１に対して着脱自在に保持される携帯ユニット２とを備える。固定ユニッ
ト１に保持された状態では、携帯ユニット２は信号線Ｌ（図５参照）に電気的に接続され
る。以下、上下方向は図１を基準とし、図１の左下－右上方向を前後方向と呼び、左上－
右下方向を左右方向と呼ぶ。
【００１９】
　固定ユニット１は、図２に示すように、施工面に設けられた埋込穴（図示せず）に埋め
込み固定されるベースボディ３１と、ベースボディ３１の前側に結合するベースカバー３
２とからなるベース３を備える。ベースボディ３１とベースカバー３２とは、それぞれ例
えば合成樹脂成形品からなり、前面に収納凹部３１ａ，３２ａを有する直方体形状の本体
部３１ｂ，３２ｂと、本体部３１ｂ，３２ｂの前端部から収納凹部３１ａ，３２ａの開口
面に沿って外側へ突設された鍔部３１ｃ，３２ｃとを有する。ベースボディ３１の左右の
両側面には、それぞれ前後に開放された２個の凹部３１ｄを上下に並べて設けるとともに
凹部３１ｄの底面の前端部には係合突起３１ｅを外側へ突設してある。また、ベースカバ
ー３２の鍔部３２ｃの左右の端部にはそれぞれ２個の係合片３２ｄを上下に並べて突設す
るとともに、各係合片３２ｄにはそれぞれ係合穴３２ｅを左右に貫設してある。そして、
ベースボディ３１の収納凹部３１ａにベースカバー３２の本体部３２ｂが収納され、ベー
スボディ３１の前方から凹部３１ｄに導入されたベースカバー３２の係合片３２ｄの係合
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穴３２ｅにベースボディ３１の係合突起３１ｅが係入することによって、ベースボディ３
１とベースカバー３２とは結合している。ベースボディ３１の収納凹部３１ａ内には信号
線Ｌに電気的に接続された接触子５１を有するコネクタ５ａを設けてあり、ベースカバー
３２の収納凹部３２ａの底面にはコネクタ５ａを前方に露出させる貫通穴を設けてある。
【００２０】
　また、固定ユニット１のベースボディ３１は、ＪＩＳ　Ｃ　８３０４に規定された大角
連用型の既成の取付枠に対応した形状に形成されている。そして、ベースボディ３１の鍔
部３１ｃの上下の端部には、それぞれ左右に長い長穴形状であって施工面に埋め込まれた
埋込ボックス（図示せず）に螺合するボックスねじが挿通されるボックス穴３１ｆが前後
に貫設されている。また、ボックス穴３１ｆの左右には、施工面がパネル材で形成されて
いるときにパネル材を鍔部３１ｃとの間で挟持する挟み金具（図示せず）を引掛け係止す
るための引掛け穴３１ｇが貫設されている。さらに、鍔部３１ｃの上端部と下端部とにお
いてそれぞれボックス穴３１ｆよりも凹部から離れた位置には、それぞれプレートを取り
付けるためのねじが挿通されるプレート穴３１ｈが前後に貫設されている。さらに、各プ
レート穴３１ｈの左右には、それぞれ施工面に螺合する直付け用のねじが挿通される直付
け穴３１ｉが貫設されている。つまり、鍔部３１ｃが請求項における固定部である。また
、ベースカバー３２の鍔部３２ｃの上下端部には、それぞれボックス穴３１ｆを前方へ露
出させるための切り欠き３２ｆを設けてある。
【００２１】
　携帯ユニット２は、後面が開放された直方体形状に形成されたカバー４２と、カバー４
２の後側を閉塞するボディ４１とからなるハウジング４を備える。ボディ４１とカバー４
２とは、それぞれ例えば合成樹脂成形品からなる。ボディ４１の左右両端部にはそれぞれ
結合突起４１ａが前方へ突設され、各結合突起４１ａの外側の面には結合穴４１ｂが設け
られている。カバー４２の左右の内側面には結合突起（図示せず）が内側へ突設され、結
合突起が結合穴４１ｂに係入することによってボディ４１とカバー４２とは結合している
。
【００２２】
　ボディ４１の後面には、収納凹部３２ａよりも僅かに小さい寸法形状に形成された電池
収納部４１ｃが後方へ突設されている。電池収納部４１ｃの左右の側面の上下の端部には
、それぞれ係合凹部４１ｄが左右に貫設されている。固定ユニット１のベース３において
ベースカバー３２の収納凹部３２ａの左右の内面には、それぞれ係合凸部３２ｇが収納凹
部３２ａの内側へ突設されている。各係合凸部３２ｇの上下にはそれぞれ前後に長いスリ
ット３２ｈが設けられており、スリット３２ｈに挟まれた撓み部３２ｉが左右に弾性変形
することにより、係合凸部３２ｇは収納凹部３２ａの内側への突出量を弾性的に変化させ
ることができるようになっている。そして、携帯ユニット２の電池収納部４１ｃが固定ユ
ニット１の収納凹部３２ａに収納され係合凹部４１ｄに係合凸部３２ｇが係入することに
より、携帯ユニット２は固定ユニット１に着脱自在に保持される。また、携帯ユニット２
は、電池収納部４１ｃに着脱自在に結合して電池収納部４１ｃの後側の開口を覆う電池カ
バー４３を備える。
【００２３】
　携帯ユニット２のハウジング４には、プリント配線板６が厚さ方向を前後方向へ向けて
収納されている。プリント配線板６の後面には被接続部としてのコネクタ５ｂが実装され
、ボディ４１には図３に示すようにコネクタ５ｂを後方へ露出させるコネクタ挿通穴４１
ｅが設けられている。コネクタ５ｂの後面には、複数個（図では４個）のピン挿入穴５３
が設けられ、各ピン挿入穴５３の内部にはそれぞれ接触子５２（図４参照）が保持されて
いる。携帯ユニット２が固定ユニット１に保持された状態では固定ユニット１のコネクタ
５ａの接触子５１が携帯ユニット２のコネクタ５ｂのピン挿入穴５３に挿入されて接触子
５２（図４参照）に接触導通し、ここにおいて携帯ユニット２のプリント配線板６はコネ
クタ５ａ，５ｂを介して信号線Ｌに電気的に接続される。つまり、固定ユニット１のコネ
クタ５ａが接続手段であり、コネクタ５ｂが被接続手段である。また、プリント配線板６
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の左右両端には、それぞれ２箇所の凹部６１が設けられていて、結合突起４１ａが凹部６
１に係入することによってプリント配線板６はボディ４１に対して位置決めされている。
【００２４】
　プリント配線板６には、図４に示すように、アドレス及び関係データが手操作により入
力される操作部２１と、例えばマイコンからなり操作部２１への入力に基いてアドレス及
び関係データを生成する制御部２２と、制御部２２にクロック信号を与える発振部２２ａ
と、制御部２２をリセットさせるリセット部２２ｂと、制御手段２２に制御され関係デー
タをコネクタ５ａ，５ｂと信号線Ｌ（図５参照）とを通じて伝送制御装置（図示せず）に
送信する有線送信手段としての有線送受信部２３と、ワイヤレス信号としての赤外光を発
生させる発光ダイオードのような発光素子ＬＤと、制御部２２に制御されて発光素子ＬＤ
を駆動しアドレスをそれぞれ赤外光として操作端末器（図示せず）及び制御端末器（図示
せず）に送信する（すなわち、発光素子ＬＤとともにワイヤレス送信手段を構成する）光
送信部２４と、操作端末器や制御端末器から赤外光として送信された信号を受光するフォ
トダイオードのような受光素子ＰＤと、受光素子ＰＤの出力を変換して制御部２２に入力
する光受信部２５と、ブザー（図示せず）を備え制御部２２に制御されてブザーを鳴動さ
せるブザー部２６と、液晶パネルＬＰを備え制御部２２に制御されて各種の表示を行う液
晶表示部２７と、携帯ユニット２の各部に電源を供給する電源部２８とが実装されている
。
【００２５】
　また、携帯ユニット２は電池ＢＴを備え、電源部２８は、携帯ユニット２が固定ユニッ
ト１に保持された状態では信号線Ｌを介して電源を供給され、携帯ユニット２が固定ユニ
ット１から取り外された状態では電池ＢＴから電源を供給される。
【００２６】
　操作部２１は、平板の１面に複数個の操作手段としての押釦７１が一体に形成されてな
るラバースイッチ７と、押釦７１内に設けられた接点の開閉に基いた操作信号を生成して
制御部２２に入力する入力処理部（図示せず）とからなる。
【００２７】
　ラバースイッチ７の上下方向での中央部には、左右に長い接続穴７２が貫設されている
。プリント配線板６の前面には左右に長い接続突起６２が突設されていて、接続突起６２
が接続穴７２に挿入されることによってラバースイッチ７はプリント配線板６に対して位
置決めされている。また、接続穴７２の内周と接続突起６２の外周とにはそれぞれ端子（
図示せず）が設けられ、接続突起６２が接続穴７２に挿入されたときには端子同士が接触
導通することにより、プリント配線板６とラバースイッチ７とが電気的に接続されている
。
【００２８】
　発光素子ＬＤと受光素子ＰＤとは、それぞれ発光部及び受光面を上方へ向けてプリント
配線板６の上端部に実装されている。ハウジング４のカバー４２の上端部には、後方へ開
放され発光素子ＬＤの発光部と受光素子ＰＤの受光面とをそれぞれ露出させる開口をボデ
ィ４１との間に形成する切り欠き４２ａが設けられている。
【００２９】
　また、ハウジング４のカバー４２には、それぞれ押釦７１が挿通される複数の押釦挿通
穴４２ｂと、液晶パネルＬＰを露出させる窓穴４２ｃとが前後に貫設されている。窓穴４
２ｃは、透明な材料からなる窓材１０によって覆われる。窓穴４２ｃの内周面には前側の
開口よりも後側の開口を小さくする段が設けられており、この段によって窓材１０の後方
への脱落が防止されている。さらに、カバー４２の前面には銘板１１が取り付けられる。
銘板１１には、それぞれ押釦７１が挿通される複数の押釦挿通穴１１ａと、液晶パネルＬ
Ｐを露出させる窓穴１１ｂとが前後に貫設されている。銘板１１の窓穴１１ｂは窓材１０
よりも小さくしてあり、窓材１０の前方への脱落は銘板１１によって防止される。また、
銘板１１には、各押釦７１の機能を示す表示が付されている。
【００３０】
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　本実施形態は、図５に示すように操作端末器としてのＰＧ操作端末器１２及び個別操作
端末器１３に並設され、信号線Ｌを介して伝送ユニット１４に接続される。
【００３１】
　ＰＧ操作端末器１２は、それぞれ予め関係データによって対応付けられた複数の負荷を
負荷毎に設定された制御状態に同時に切り替えるパターン制御に用いられる２個のパター
ンスイッチ１２ａと、それぞれ予め関係データによって対応付けられた複数の負荷を一括
してオンオフするグループ制御に用いられる２個のグループスイッチ１２ｂとを有する。
また、個別操作端末器１３は、負荷を個別に制御するためのものであって、各負荷に対応
した８個の個別スイッチ１３ａと、負荷と一対一に対応しそれぞれ点灯状態によって負荷
の状態を表示する表示用発光素子（図示せず）と、表示用発光素子の光を導出する表示窓
１３ｂとを備える。ＰＧ操作端末器１２及び個別操作端末器１３は、それぞれ、パターン
スイッチ１２ａ又はグループスイッチ１２ｂ又は個別スイッチ１３ａが操作されたときに
、操作されたパターンスイッチ１２ａ又はグループスイッチ１２ｂ又は個別スイッチ１３
ａに応じた監視データを生成し信号線Ｌを介して伝送ユニット１４へ送信する。
【００３２】
　伝送ユニット１４には、それぞれ負荷への給電をオンオフする８個のリレー１４ａが取
り付けられている。伝送ユニット１４は、電源用端子１４ｂに接続される例えば単相３線
の電線（図示せず）を介して電源を供給され、信号用端子１４ｃに接続された信号線Ｌを
通じて伝送された監視データに応じてリレー１４ａを制御することにより、リレー１４ａ
の端子１４ｄに接続された負荷をオンオフする。つまり、伝送ユニット１４は伝送制御装
置であるとともに制御端末器でもある。
【００３３】
　以下、本実施形態においてアドレスを設定する手順及び関係データを設定する手順を説
明する。なお、以下の手順の説明においては、各押釦７１に互いに異なる名称及び符号を
付している。
【００３４】
　まず、アドレスを設定する手順について説明する。アドレスの設定は、携帯ユニット２
を固定ユニット１から取り外し、発光素子ＬＤの発光部を操作端末器又は制御端末器の受
光部（図示せず）に向けて行う。アドレスの設定には、図６（ｂ）の囲みＺ２内の押釦７
１ａ，７１ｃ～７１ｊが用いられる。まず、電源釦７１ａを押すと、制御部２２は、有線
送受信部２３が信号線Ｌに接続されているか否かを検出する。ここで、有線送受信部２３
が信号線Ｌに接続されているか否かを検出する方法としては、例えば、固定ユニット１の
コネクタ５ａに４個設けられた接触子５１のうち２個を短絡し、携帯ユニット２において
これに接触する２個の接触子（図示せず）間が短絡されていたときに制御部２２は有線送
受信部２３が信号線Ｌに接続されていることを検出するという方法が考えられる。
【００３５】
　有線送受信部２３が信号線Ｌに接続されていないことが制御部２２によって検出される
と、制御部２２はアドレスを設定するモードで起動する。次に、確認釦７１ｇを押すと、
制御部２２は光送信部２４を制御し、所定の確認信号を発光素子ＬＤの光として操作端末
器又は制御端末器に送信させる。操作端末器及び制御端末器では、確認信号が受信される
と、アドレスの設定状態を示すアドレス報知信号を光として送信する。
【００３６】
　制御部２２は、アドレス報知信号が受光素子ＰＤと光受信部２５とを介して受信される
と、ブザー部２６を制御し、通信の成功を報知する音（例えば長音）を発生させるととも
に、液晶表示部２７を制御してアドレス報知信号の内容を液晶パネルＬＰに表示させる。
次に、回路切替釦７１ｃを押し、アドレスを設定するスイッチ又は負荷に一対一に対応す
る番号である回路番号を選択する。回路番号は、回路切替釦７１ｃを押す度に循環的に切
り替えられる。さらに、機能選択釦７１ｄを押すことにより、個別のアドレスだけでなく
パターンやグループとしてのアドレスを設定することもできる。次に、アドレス選択釦７
１ｅ，７１ｆによってアドレス番号を選択する。ここで、順送り釦７１ｊを押すと、次の
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回路番号に次のアドレスを割り当てることができる。また、クリア釦７１ｈを押すと、選
択中の回路番号のアドレスの設定の内容がリセットされる。
【００３７】
　アドレスの選択後、設定釦７１ｉを押すと、制御部２２は、設定された回路番号とアド
レスとの対応関係を示す設定信号を生成するとともに、光送信部２４を制御して設定信号
を発光素子ＬＤの光として操作端末器又は制御端末器に送信させる。操作端末器及び制御
端末器では、設定信号が受信されると、設定信号に応じて回路番号とアドレスとの対応関
係を設定するとともに所定の応答信号を光として送信する。制御部２２は、応答信号が受
光素子ＰＤと光受信部２５とを介して受信されると、ブザー部２６を制御し、通信の成功
を報知する音（例えば長音）を発生させ、ここにおいてアドレスの設定が完了する。
【００３８】
　なお、確認信号又は設定信号が送信されてから所定時間以内にアドレス報知信号又は応
答信号が受信されなかった場合、制御部２２は、ブザー部２６を制御し、通信の失敗を報
知する音（例えば短音５回）を発生させるとともに、液晶表示部２７を制御して通信に失
敗した旨を液晶パネルＬＰに表示させる。
【００３９】
　次に、関係データを設定する手順について説明する。関係データの設定には、図６（ａ
）の囲みＺ１内の押釦７１ａ，７１ｂ，７１ｄ～７１ｆ，７１ｋ，７１ｌが用いられる。
関係データの設定は、携帯ユニット２が固定ユニット１に保持された状態で行う。電源釦
７１ａを押し、有線送受信部２３が信号線Ｌに接続されていることが制御部２２によって
検出されると、制御部２２は関係データを設定するモードで起動する。次に切替釦７１ｂ
を押すと、制御部２２は有線送受信部２３を制御し、所定の設定開始信号を信号線Ｌを介
して伝送制御装置に送信させる。伝送ユニット１４は、設定開始信号が受信されると、Ｐ
Ｇ操作端末器１２及び個別操作端末器１３からの信号に基くリレー１４ａの制御を行う通
常モードから、関係データを設定する設定モードに切り換わる。
【００４０】
　さらに、パターン制御の関係データを設定するかグループ制御の関係データを設定する
かを機能選択釦７１ｄによって選択する。パターン制御の関係データが設定される状態と
、グループ制御の関係データが設定される状態とは、機能選択釦７１ｄを押す度に交互に
切り替わる。設定する関係データの種別が選択されたら、設定する関係データに対応付け
るスイッチのアドレスを、アドレス選択釦７１ｅ，７１ｆによって選択する。ここで、設
定する関係データに対応付けるスイッチをＰＧ操作端末器１２で選択可能としてもよい。
具体的には、ＰＧ操作端末器１２のパターンスイッチ１２ａ又はグループスイッチ１２ｂ
が操作されたときに、伝送ユニット１４において、関係データに対応付けるスイッチとし
て、操作されたパターンスイッチ１２ａ又はグループスイッチ１２ｂが選択され、伝送ユ
ニット１４からは選択されたパターンスイッチ１２ａ又はグループスイッチ１２ｂを示す
信号が信号線Ｌと有線送受信部２３とを介して制御部２２に入力される構成とする。
【００４１】
　スイッチのアドレスの選択が完了したら、次に対応付ける負荷を個別操作端末器１３の
個別スイッチ１３ａを操作することによって設定する。例えば、パターン制御の設定であ
れば個別スイッチ１３ａを押す度に、パターンスイッチでオン→パターンスイッチでオフ
→パターンスイッチの制御対象外→パターンスイッチでオン…と切り替わり、グループ制
御の設定であれば、個別スイッチ１３ａを押す度に、グループスイッチの制御対象→グル
ープスイッチの制御対象外→グループスイッチの制御対象…と切り替わり、設定状態は表
示窓１３ｂ内のランプの点灯状態で確認できるようにする。次に、登録釦７１ｋを押すと
、制御部２２は有線送信部２３を制御して信号線Ｌを通じて伝送ユニット１４に所定の登
録信号を送信させる。伝送ユニット１４では、登録信号が受信されると、それまでに携帯
ユニット２の押釦７１やＰＧ操作端末器１２や個別制御端末器１３に加えられた操作に応
じて関係データを更新する。
【００４２】
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　なお、制御対象とする負荷のアドレスやパターン制御時の動作を設定する操作のための
押釦７１を携帯ユニット２に設けてもよい。この場合、制御部２２は押釦７１に加えられ
た操作に応じて関係データを生成し、設定が完了したら、登録釦７１ｋを押すと、制御部
２２は有線送信部２３を制御して信号線Ｌを通じて伝送ユニット１４に関係データを送信
させ、伝送ユニット１４では、関係データが受信されると、受信された関係データに応じ
て設定を変更する構成とする。
【００４３】
　また、伝送ユニット１４が設定モードであるときにクリア釦７１ｌを押すと、制御部２
２は有線送信部２３を制御して所定のリセット信号を信号線Ｌを通じて伝送ユニット１４
に送信させる。伝送ユニット１４では、リセット信号が受信されると、設定された関係デ
ータをリセットさせる。
【００４４】
　最後に、再び切替釦７１ｂを押すと、制御部２２は有線送受信部２３を制御し、所定の
設定終了信号を信号線Ｌを介して伝送ユニット１４に送信させる。伝送ユニット１４では
、設定終了信号が受信されると、設定モードから通常モードに切り換わり、ＰＧ操作端末
器１２及び個別操作端末器１３から送信される監視データに基くリレー１４ａの制御を再
開する。
【００４５】
　上記構成によれば、携帯ユニット２において固定ユニット１への結合のための係合凹部
４１ｄを電池収納部４１ｃに設けたことにより、固定ユニット１に結合する部位を電池収
納部４１ｃとは別途に設ける場合に比べ、携帯ユニット２が小型化されている。
【００４６】
　また、操作端末器におけるスイッチに対応するアドレスや制御端末器における負荷に対
応するアドレスの設定と、伝送制御装置における関係データの設定との両方が可能である
。また、アドレスの設定を行わないときは携帯ユニット２を固定ユニット１に保持させて
おくことができるから、専用の保管場所を別途設けなくとも携帯ユニット２を紛失しにく
い。
【００４７】
　なお、固定ユニット１や携帯ユニット２の形状は上記に限られず、例えば固定ユニット
１のベースボディ３１及びベースカバー３２の形状を図７（ａ）のようにしてもよい。図
７（ａ）の例では、引掛け穴３１ｇを前方に露出させる貫通穴３２ｊを設けてある。また
、各係合凸部３２ｇの後側をそれぞれ開放して撓み部３２ｉの後端を自由端とすることで
撓み部３２ｉをより撓みやすくしている。
【００４８】
　本実施形態の固定ユニット１のベース３は、ベースボディ３１とベースカバー３２とで
構成されているので、本実施形態のベースボディ３１は、携帯ユニット２の電池収納部４
１ｃよりも寸法の大きい例えば図７（ｂ）に示す操作端末器１７を施工面に取り付けるた
めに用いることができる。この操作端末器１７は、それぞれ負荷に対応付けられる複数個
（図では８個）の押釦スイッチ１７ａと、それぞれ押釦スイッチ１７ａに１対１に対応し
対応する負荷の動作状態を表示する複数個の発光ダイオード１７ｂと、収納凹部３２ａよ
りも僅かに小さい寸法形状に形成され各押釦スイッチ１７ａと各発光ダイオード１７ｂと
がそれぞれ実装されたプリント配線板１７ｃとを備える。プリント配線板１７ｃは信号線
Ｌを介して伝送ユニット１４に接続され、伝送ユニット１４は押釦スイッチ１７ａが操作
されたときに操作された押釦スイッチ１７ａに対応する負荷をオンオフさせる。上記操作
端末器１７の前側にはスイッチカバー１８が取り付けられる。スイッチカバー１８には、
押釦スイッチ１７ａに一対一に対応し他の部位に対して前後に変位可能であって加えられ
た押力を対応する押釦スイッチ１７ａに伝える複数個の押釦ハンドル１８ａと、それぞれ
発光ダイオード１７ｂの発光部を前方に露出させる複数個の窓穴１８ｂと、ベースカバー
３２の係合片３２ｄ、係合穴３２ｅ、切り欠き３２ｆとそれぞれ同様の係合片１８ｄ、係
合穴１８ｅ、切り欠き１８ｆとを設けてある。
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【００４９】
　さらに、ベース３を、ベースボディ３１とベースカバー３２とで構成する代わりに、図
８に示すように１個の合成樹脂成形品で構成してもよい。図８の例では、ベース３をベー
スボディ３１のみで構成し、ベースボディ３１の収納凹部３１ａの底面に、それぞれ左右
に撓み可能であって携帯ユニット２の電池収納部４１ｃを挟んで左右に対向する２個の撓
み部３１ｋを前方へ突設するとともに、各撓み部３１ｋの対向面に、携帯ユニット２の係
合凹部４１ｄに係入する係合凸部３１ｌをそれぞれ収納凹部３１ａの内側へ突設している
。撓み部３１ｋの間隔は、電池収納部４１ｃの左右の幅寸法よりも僅かに大きくしている
。また、電池収納部４１ｃに当接して携帯ユニット２の姿勢を安定させるリブ３１ｍを、
収納凹部３１ａの内面から内側へ突設している。この構成を採用すれば、固定ユニット１
の部品点数を減少させて製造コストを低減することができる。
【００５０】
　被接続手段や接続手段として、図９に示すように、絶縁性ゴムからなり例えば直方体形
状に形成された絶縁部５４ａと、それぞれ導電性ゴムからなり絶縁部５４ａの互いに背向
する両面に露出する複数個（図９では５個）の導電部５４ｂとからなり柔軟性を有するラ
バーコネクタ５４を、接続手段と被接続手段との一方又は両方に用いてもよい。被接続手
段としてコネクタ５ｂに代えてラバーコネクタ５４を携帯ユニット２のプリント配線板６
に実装した例を図１０～図１２に示す。図１０の構成では、ラバーコネクタ５４の導電部
５４ｂに接触導通する導電パターンが設けられたプリント配線板（図示せず）を、ベース
カバー３２の収納凹部３２ａ内に取り付けている。また、図１１及び図１２の構成では、
金属板からなる端子板５５を、収納凹部３１ａの底面に設けられた貫通穴に挿通してかし
めることによってベース３に固定している。端子板５５は、ラバーコネクタ５４の後面に
露出する導電部５４ｂに接触する接触部５５ａと、端子ねじ５６が螺合するねじ穴が設け
られベース３の後側に露出して端子ねじ５６とともにねじ端子を構成する端子部５５ｂと
を有する。このように、柔軟性を有するラバーコネクタ５４を、接続手段と被接続手段と
の一方又は両方に用いれば、携帯ユニット１の着脱を繰り返した場合にも、被接続手段や
接続手段に柔軟性がない場合に比べて被接続手段や接続手段が劣化しにくくなる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の実施形態を示す斜視図である。
【図２】同上を示す分解斜視図である。
【図３】同上の携帯ユニットを後側から見た斜視図である。
【図４】同上の携帯ユニットの構成を示すブロック図である。
【図５】同上の使用形態を示す説明図である。
【図６】同上の携帯ユニットを示す正面図であり、（ａ）は固定部に固定された状態を示
し、（ｂ）は固定部から取り外した状態を示す。
【図７】同上の別の形態を示す図であり、（ａ）は固定ユニットの分解斜視図、（ｂ）は
ベースボディとベースボディに取り付けられる操作端末器とを示す斜視図である。
【図８】同上の更に別の形態を示す分解斜視図である。
【図９】同上の別の形態に用いられるラバーコネクタを示す斜視図である。
【図１０】同上の別の形態を示す分解斜視図である。
【図１１】同上の更に別の形態の固定ユニットを示す一部破断した斜視図である。
【図１２】同上の更に別の形態を示す一部破断した斜視図であり、（ａ）（ｂ）は切断面
に対して互いに異なる側を示す図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１　固定ユニット
　２　携帯ユニット
　３　ベース
　４　ハウジング
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　５ａ，５ｂ　コネクタ
　１２　ＰＧ操作端末器
　１３　個別操作端末器
　１４　伝送ユニット
　１７　操作端末器
　２１　操作部
　２２　制御部
　２３　有線送受信部
　２４　光送信部
　３１　ベースボディ
　３２　ベースカバー
　３２ａ　収納凹部
　３２ｇ，３１ｌ　係合凸部
　４１ｃ　電池収納部
　４１ｄ　係合凹部
　５４　ラバーコネクタ
　５５　端子板
　５６　端子ねじ
　７１　押釦
　ＢＴ　電池
　Ｌ　信号線
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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