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(57)【要約】
【課題】交換した新たな機器本体部に対するデータ設定
を簡易に行って速やかに正常復帰させることのできるモ
ジュール型機器およびモジュール機器システムを提供す
る。
【解決手段】機器本体部が着脱自在に装着される端子台
に、前記機器本体部の前記メモリに記憶されたデータを
バックアップする補助メモリを設け、一方、前記機器本
体部には、該機器本体部が前記端子台に装着されて起動
されたときに前記補助メモリから前記各機能の作動に必
要なデータを取得するデータ取得手段を設ける。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め定められた役割を実行する本体機能および他の機器との間で情報通信する通信機能
、並びに上記各機能の作動に必要なデータを記憶したメモリを備えた機器本体部と、
　この機器本体部が着脱自在に装着される端子台であって、装着された前記機器本体部へ
の電源供給機能を備えた端子台とにより構成されたモジュール型機器であって、
　前記端子台は、前記機器本体部の前記メモリに記憶されたデータをバックアップする補
助メモリを備え、
　前記機器本体部は、該機器本体部が前記端子台に装着されて起動されたときに前記補助
メモリから前記各機能の作動に必要なデータを取得するデータ取得手段を備えることを特
徴とするモジュール型機器。
【請求項２】
　前記機器本体部の本体機能は、直接、若しくは前記端子台を介して前記機器本体部に接
続されたプロセス制御機器のプロセス量を制御する調節計であって、
　前記メモリに記憶される前記本体機能の作動に必要なデータは上記プロセス量の制御に
用いる制御パラメータであり、前記メモリに記憶される前記通信機能の作動に必要なデー
タは自局アドレスおよび／または前記機器本体部を管理する上位機器のアドレスである請
求項１に記載のモジュール型機器。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の複数のモジュール型機器と、
　通信回線を介して前記複数のモジュール型機器にそれぞれ接続されて前記各モジュール
型機器を管理するホスト機器とを具備したモジュール機器システムであって、
　前記ホスト機器は、前記複数のモジュール型機器を管理する本体機能および他の機器と
の間で情報通信する通信機能、並びに前記複数のモジュール型機器にそれぞれ設定された
データを含む上記各機能の作動に必要なデータを記憶するメモリを備え、
　前記複数のモジュール型機器の各機器本体部は、該機器本体部が前記端子台に装着され
て起動されたときに前記端子台の補助メモリおよび／または前記ホスト機器のメモリから
前記各機能の作動に必要なデータを取得するデータ取得手段をそれぞれ備えることを特徴
とするモジュール機器システム。
【請求項４】
　前記ホスト機器は、前記複数のモジュール型機器を管理する本体機能および他の機器と
の間で情報通信する通信機能、並びに前記複数のモジュール型機器にそれぞれ設定された
データを含む上記各機能の作動に必要なデータを記憶したメモリを備えたホスト機器本体
部と、
　このホスト機器本体部が着脱自在に装着されるホスト端子台であって、装着された前記
ホスト機器本体部に対する電源供給機能を備えたホスト端子台と、
　このホスト端子台に設けられて前記ホスト機器本体部の前記本体機能および／または前
記記通信機能に必要なデータをバックアップする補助メモリを備え、
　前記ホスト機器本体部は、該ホスト機器本体部が前記ホスト端子台に装着されて起動さ
れたときに該ホスト端子台の前記補助メモリから前記本体機能および／または前記通信機
能の作動に必要なデータを取得するデータ取得手段を備えることを特徴とする請求項３に
記載のモジュール機器システム。
【請求項５】
　前記複数のモジュール型機器における前記データ取得手段は、前記端子台の補助メモリ
から該モジュール型機器の前記通信機能が必要とする通信アドレスを取得した後、前記ホ
スト機器のメモリから該モジュール型機器の前記本体機能が必要とするデータを取得する
ものである請求項３または４に記載のモジュール機器システム。
【請求項６】
　前記ホスト機器は、複数のモジュール型機器により形成されるモジュール機器群毎に設
けられると共に、通信回線を介して上位ホスト機器に接続されるものであって、
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　前記上位ホスト機器は、前記モジュール機器群毎に設けられた複数のホスト機器をそれ
ぞれ管理する本体機能および他の機器との間で情報通信する通信機能、並びに前記複数の
モジュール型機器にそれぞれ設定されたデータを含む上記各機能の作動に必要なデータを
記憶するメモリを備え、
　前記複数のモジュール機器群をそれぞれ管理する前記複数のホスト機器は、前記通信機
能を用いて前記上位ホスト機器から該ホスト機器の作動に必要なデータを取得するデータ
取得手段をそれぞれ備えることを特徴とする請求項３～５のいずれかに記載のモジュール
機器システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばアナログプロセス量を制御する機器本体部と、この機器本体部が着脱
自在に装着される端子台とを備えたモジュール型機器、および複数のモジュール型機器を
用いて構築されるモジュール機器システムに係り、特にモジュール型機器における機器本
体部を交換した際の動作復帰を簡易に行い得るようにしたモジュール型機器およびモジュ
ール機器システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　温度や流量等のアナログプロセス量を制御する機器（調節計）として、機器本体部と、
この機器本体部が着脱自在に装着される端子台とにより構成したモジュール型調節計が知
られている。具体的には図５に示すように上記機器本体部１０は、例えばＣＰＵを主体と
して構成されて予め定められた役割（例えばアナログプロセス量に対するＰＩＤ制御）を
実行する本体機能１１、および他の機器との間で情報通信する通信機能１２、並びに上記
各機能の作動に必要なデータ（制御パラメータ等）を記憶したメモリ１３等を備えて構築
される。また前記端子台２０は、一般的には通信回線が接続される通信端子２１および電
源端子２２を備えており、該端子台２０に装着された前記機器本体部１０に電源供給を行
うと共に、機器本体部１０の前述した通信機能１２を上記通信端子２１を介して通信回線
に接続する役割を担う。
【０００３】
　尚、図中１４,２３は機器本体部１０と端子台２０とを相互に接続するコネクタ対であ
る。また図５においては、温度センサ３１によって検出される制御対象物３２の温度に応
じて前記機器本体部１０の本体機能１１にてヒータ３３の駆動をＰＩＤ制御し、これによ
ってヒータ３３の発熱量を、ひいては前記制御対象物３２の温度（アナログプロセス量）
を制御する例を示している。
【０００４】
　ちなみにこの種のモジュール型機器（調節計）は、単独で使用可能なことは勿論のこと
であるが、一般的には用途（役割）に応じて選定された複数種のモジュール型機器を、複
数台並べて用いられることが多い。具体的には、例えば図６に示すように複数台のモジュ
ール型機器（調節計）の各端子台２０をＤＩＮレール２５等に並べて装着し、これらの各
端子台２０の通信端子２１および電源端子２２を相互に順次連結する。そして上記各端子
台２０に前述した機器本体部１０をそれぞれ装着することで連装モジュール機器群を形成
して用いることが多い。これらの複数のモジュール型機器の各機器本体部１０には、例え
ば前述した温度センサ３１とヒータ３３とを具備した複数の端末（制御対象機器）がそれ
ぞれ接続される。このようにして構築されるモジュール機器システムについては特許文献
１等に詳しく紹介される。
【特許文献１】特開２００２－２３８１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところでこの種のモジュール型機器（調節計）における機器本体部１０が予め定められ
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た役割を実行する為のデータ、換言すれば所要とする処理・制御機能を実現する為のパラ
メータ等は、専ら、その機器導入時に専用ツールを用いて個々にオフライン設定され、前
記機器本体部１０のメモリ１３に記憶（登録）される。また前述したモジュール機器シス
テムを構築するような場合には、通信回線を介して前記各モジュール型機器間における情
報通信を可能とするべく通信アドレス等のデータも個々に設定されて前記メモリ１３に記
憶（登録）される。
【０００６】
　しかしながらこのようなモジュール型機器に対する上述したデータの登録（設定）作業
は一般的には繁雑である。特に故障等に起因して機器本体部１０を交換した場合には、機
器交換後に上述したデータ（パラメータや通信アドレス等）を再設定する必要がある。こ
の場合、例えば機器交換したモジュール型機器を、一旦、モジュール機器システムから切
り離すことが必要となる等、多大な手間が掛かることが否めない。
【０００７】
　本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、その目的は、モジュール型機器に
おける機器本体部を交換した際の新たな機器本体部に対するデータ設定を簡易に行うこと
ができ、速やかに動作復帰させることのできるモジュール型機器およびモジュール機器シ
ステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した目的を達成するべく本発明に係るモジュール型機器は、予め定められた役割を
実行する本体機能および他の機器との間で情報通信する通信機能、並びに上記各機能の作
動に必要なデータを記憶したメモリを備えた機器本体部と、この機器本体部が着脱自在に
装着される端子台であって、装着された前記機器本体部への電源供給機能を備えた端子台
とにより構成されたものであって、
　特に前記端子台に、前記機器本体部の前記メモリに記憶されたデータをバックアップす
る補助メモリを設け、一方、前記機器本体部には、該機器本体部が前記端子台に装着され
て起動されたときに前記補助メモリから前記各機能の作動に必要なデータを取得するデー
タ取得手段を設けたことを特徴としている。
【０００９】
　ちなみに前記機器本体部の本体機能は、直接、若しくは前記端子台を介して前記機器本
体部に接続された、例えばプロセス制御機器のアナログプロセス量を制御する調節計であ
って、前記メモリに記憶される前記本体機能の作動に必要なデータは上記アナログプロセ
ス量の制御に用いる制御パラメータであり、また前記メモリに記憶される前記通信機能の
作動に必要なデータは自局アドレスおよび／または前記機器本体部を管理する上位機器の
アドレスからなる。
【００１０】
　また本発明に係るモジュール機器システムは、上述した構成の複数のモジュール型機器
と、通信回線を介して前記複数のモジュール型機器の各端子台にそれぞれ接続されて前記
各モジュール型機器を管理するホスト機器とを備えて構築されるものであって、
　特に前記ホスト機器は、前記複数のモジュール型機器を管理する本体機能および他の機
器との間で情報通信する通信機能、並びに上記各機能の作動に必要なデータおよび前記複
数のモジュール型機器にそれぞれ設定されたデータを記憶するメモリを備え、
　前記複数のモジュール型機器の各機器本体部には、該機器本体部が前記端子台に装着さ
れて起動されたときに前記端子台の補助メモリおよび／または前記ホスト機器のメモリか
ら前記各機能の作動に必要なデータを取得するデータ取得手段をそれぞれ設けたことを特
徴としている。
【００１１】
　ちなみに前記ホスト機器は、前記複数のモジュール型機器を管理する本体機能および他
の機器との間で情報通信する通信機能、並びに前記複数のモジュール型機器にそれぞれ設
定したデータを含む上記各機能の作動に必要なデータを記憶したメモリを備えたホスト機
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器本体部と、このホスト機器本体部が着脱自在に装着されるホスト端子台であって、装着
された前記ホスト機器本体部に対する電源供給機能を備えたホスト端子台とを備えたもの
からなり、
　上記ホスト端子台に、前記複数のモジュール型機器にそれぞれ設定したデータを含む前
記ホスト機器本体部の前記本体機能および／または前記通信機能に必要なデータをバック
アップする補助メモリを設け、また前記ホスト機器本体部には、該ホスト機器本体部が前
記ホスト端子台に装着されて起動されたときに該ホスト端子台の前記補助メモリから前記
本体機能および／または前記通信機能の作動に必要なデータを取得するデータ取得手段を
設けたことを特徴としている。
【００１２】
　そしてこのように構成されたモジュール機器システムにおける前記複数のモジュール型
機器の各データ取得手段においては、例えば前記端子台の補助メモリから該モジュール型
機器の前記通信機能が必要とする通信アドレスを取得した後、前記ホスト機器のメモリか
ら該モジュール型機器の前記本体機能が必要とするデータを取得するように構成すること
が好ましい。
【００１３】
　尚、前記ホスト機器については、例えば複数のモジュール型機器により形成されるモジ
ュール機器群毎に設け、これらのモジュール機器群毎に設けられた複数のホスト機器をそ
れぞれ管理する本体機能および他の機器との間で情報通信する通信機能、並びに前記複数
のモジュール型機器にそれぞれ設定されたデータを含む上記各機能の作動に必要なデータ
を記憶するメモリを備えた上位ホスト機器に前記各ホスト機器を通信回線を介してそれぞ
れ接続し、
　前記複数のモジュール機器群をそれぞれ管理する前記複数のホスト機器には、該ホスト
機器の交換時に前記通信機能を用いて前記上位ホスト機器から該ホスト機器の作動に必要
なデータを取得するデータ取得手段をそれぞれ設けることが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　上記構成のモジュール型機器およびモジュール機器システムによれば、故障等に起因し
て機器本体部を交換した際、該機器本体部が装着される端子台に設けらた補助メモリにバ
ックアップされている該機器本体部の作動に必要なデータを該補助メモリから、更には通
信回線を介してホスト機器から容易に取得することができる。従って専用ツールを用いて
動作パラメータや通信アドレス等を再設定する必要がなく、上記機器本体部の機能を、ひ
いてはモジュール型機器およびモジュール機器システムを容易に、且つ速やかに正常復帰
させることができる。
【００１５】
　特に機器導入時にＤＩＮレール等に装着されて半固定的に用いられる端子台に補助メモ
リを設け、該端子台に装着される機器本体部が必要とするデータ、具体的には動作制御パ
ラメータや通信アドレスを上記補助メモリに記憶することで上記機器本体部が必要とする
データをバックアップすると言う簡単な構成にて、機器本体部の交換に伴う該機器本体部
の再設定処理の手間を大幅に軽減し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態に係るモジュール型機器およびモジュール機器
システムについて説明する。
　図１は複数台のモジュール型機器を用いて構築されるモジュール機器システムの概略構
成図である。複数台のモジュール型機器は、例えば温度センサにより検出された温度に応
じてヒータの発熱量を制御したり、流量計にて検出された流量に応じてバルブの開度を制
御することに代表されるアナログプロセス量の制御等の、予め定められた機能をそれぞれ
担うものであって、その主体部をなす機器本体部１０と、該機器本体部１０が着脱自在に
装着される端子台２０とにより構成される。ちなみに機器本体部１０には、その制御対象



(6) JP 2009-282665 A 2009.12.3

10

20

30

40

50

機器である１つまたは複数の端末（ヒータ駆動装置やバルブ駆動装置等）が、直接または
前記端子台２０を介して接続される。
【００１７】
　前記機器本体部１０は、基本的には、例えばＣＰＵを主体として構成されて、上述した
予め定められた役割（例えばプロセス量に対するＰＩＤ制御）を実行する本体機能１１、
および他の機器との間で情報通信する通信機能１２、並びに上記各機能１１,１２の作動
に必要なデータを記憶したメモリ１３等を備えて構築される。尚、前記各機能１１,１２
の作動に必要なデータとは、ここでは本体機能１１に設定される制御パラメータや前記通
信機能１２に設定される通信アドレス等の、仕様に応じて書き換え可能なデータを指す。
そして前記各機能１１,１２の動作プログラムは、通常、メモリに記憶されてＣＰＵに与
えられるデータではあるが、その機能（役割）を特定する固定データであることから、こ
こでは前記本体機能１１および通信機能１２にそれぞれ含まれるものとする。
【００１８】
　一方、前記端子台２０は、基本的には該端子台２０に装着される前記機器本体部１０に
対して電源供給を行う役割を担っている。尚、この端子台２０に前記機器本体部１０の前
述した通信機能１２を外部接続する為の通信端子が設けられる場合もあり、また前記機器
本体部１０の前述した本体機能１１を外部接続する為の機器接続端子が設けられる場合も
ある。
【００１９】
　ちなみに端子台２０の上面に前記機器本体部１０が装着される場合には、その装着面で
ある前記機器本体部１０の下面と前記端子台２０の上面とに、対をなして互いに連結され
るコネクタ１４,２３がそれぞれ設けられる。そして端子台２０に対する機器本体部１０
の装着によって前記機器本体部１０のコネクタ１４と前記端子台２０のコネクタ２３とが
相互に接続される。
【００２０】
　また前記端子台２０は、横並びにして複数台連結可能に構成されている。具体的には前
述した外部接続用の通信端子および電源端子は、例えば多極コネクタとして一体化されて
おり、隣接して設けられる端子台間２０間を相互に連結する一対の雄型コネクタ２４ａお
よび雌型コネクタ２４ｂとして各端子台２０の両側部にそれぞれ設けられている。このよ
うなコネクタ２４ａ,２４ｂを備えた複数台の端子台２０は、例えばＤＩＮレール上に並
べて装着することにより、前記雄型コネクタ２４ａおよび雌型コネクタ２４ｂを介して順
に直列接続されて相互に連結される。
【００２１】
　そして上述した如く連結された複数台の端子台２０のそれぞれに機器本体部１０を装着
することにより、複数台のモジュール型機器を連装したモジュール機器システムが構築さ
れる。特にこれらの複数台のモジュール型機器の中の１つは、他のモジュール型機器の動
作状態等を管理するホスト機器としての役割が与えられて、１つの統合されたモジュール
型機器群（モジュール機器システム）が構築されている。尚、モジュール機器システムは
、上述した如く構成される複数のモジュール型機器群を、例えば図１に示すように中継器
（ハブ）３６を介して更に上位のホストコンピュータ３７にそれぞれ接続して構築される
場合もある。この場合、上位のホストコンピュータ（上位ホスト機器）３７は、各モジュ
ール型機器群におけるホスト機器（モジュール型機器）の機能（動作状況）をそれぞれ管
理して、システム全体の動作を統括することになる。
【００２２】
　基本的には上述した如く構成されるモジュール型機器およびモジュール機器システムに
おいて本発明が特徴とするところは、前記各モジュール型機器における端子台２０に、前
記機器本体部１０に設定されて前記メモリ１３に記憶された前記本体機能１１および／ま
たは前記通信機能１２の作動に必要なデータ（制御パラメータや通信アドレス等）をバッ
クアップする補助メモリ２５を設けた点にある。そして前記機器本体部１０には、該機器
本体部１０を端子台２０に装着して起動したとき、初期動作として前記端子台２０の補助
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メモリ２５に記憶されているデータ（制御パラメータや通信アドレス等）を読み出して前
記メモリ１３に登録し、これによって前記本体機能１１および／または通信機能１２の動
作条件を再設定するデータ取得手段を組み込んだことを特徴としている。
【００２３】
　尚、このデータ取得手段は、前記本体機能１１が備える処理機能の１つとして実現され
る。またこのデータ取得手段が作動する前記機器本体部１０の起動とは、例えば端子台２
０に電源が供給されている状態でこの端子台２０に機器本体部１０が装着され、この機器
本体部１０に前記端子台２０から電源供給されて機器本体部１０が作動を開始したときや
該機器本体部１０の電源スイッチが投入されたとき、更には機器本体部１０の動作中にお
いて、例えば定期的に実行される自己診断機能の作動時等を指す。この自己診断機能の作
動は、その上位のホスト機器からの指令に基づいて実施される場合もある。
【００２４】
　また機器本体部１０に設定され、前記メモリ１３に記憶された前記本体機能１１および
／または前記通信機能１２の作動に必要なデータ（制御パラメータや通信アドレス等）の
前記端子台２０の補助メモリ２５へのバックアップは、機器本体部１０の動作により前記
メモリ１３のデータが更新されたときのみならず、例えば周期的に実施しても良く、更に
はユーザ操作に基づく指令を受けて実施しても良い。
【００２５】
　ちなみにモジュール型機器を単独（スタンドアローン）で用いる場合には、前記メモリ
１１に登録された前記本体機能１１の作動に必要な制御パラメータをコピーして前記補助
メモリ２５に記憶（バックアップ）しておく。そして機器本体部１０が交換されたときに
は前記補助メモリ２５から上記制御パラメータを読み出し、交換された新たな機器本体部
１０のメモリ１３に書き込むことで、その本体機能１１を正常復帰させれば良い。
【００２６】
　また複数台のモジュール型機器を連設してモジュール機器システムを構築した場合には
、各モジュール型機器の端子台２０に設けた補助メモリ２５に、例えばホスト機器の通信
アドレスと自局アドレスとをそれぞれ登録しておく。そして機器本体部１０が交換された
ときには前記補助メモリ２５から、先ず上記通信アドレス（ホストアドレスと自局アドレ
ス）とを読み出して機器本体部１０のメモリ１３に書き込むことにより前記通信機能１２
を正常復帰させる。その後、正常復帰した通信機能１２を用いてその管理機器であるホス
ト機器との間で情報通信し、ホスト機器にバックアップされている各モジュール機器の本
体機能１１の作動に必要なデータ（制御パラメータ等）を個別に転送して機器本体部１０
のメモリ１３に書き込み、これによって前記本体機能１１を正常復帰させれば良い。
【００２７】
　尚、前記モジュール型機器の本体機能１１の作動に必要なデータ（制御パラメータ等）
の前記ホスト機器からの取得については、ホストアドレスを取得したモジュール型機器か
らホスト機器に対してデータ転送要求を発信し、これを受けたホスト機器からの応答を待
ち受けて、該ホスト機器から転送される制御パラメータ等のデータをメモリ１３に書き込
むようにすれば良い。或いはホスト機器から複数のモジュール型機器に対して、例えば定
期的に問い合わせを行って各モジュール型機器が初期状態であるか否かを判定し、初期状
態にあると判定したモジュール型機器に対して前述した制御パラメータ等を転送し、これ
をそのモジュール型機器のメモリ１３に書き込むようにしても良い。
【００２８】
　具体的には図２にモジュール型機器の概略的な復帰手順を示すように、故障した機器本
体部１０に替えて新たな機器本体部１０を端子台２０に装着して該機器本体部１０が起動
されたとき、先ず端子台２０の補助メモリ２５から該補助メモリ２５にバックアップされ
ている通信アドレス（ホストアドレスおよび自局アドレス）を読み出して、機器本体部１
０のメモリ１３に書き込み、通信機能１２を正常復帰させる〈ステップＳ１〉。次いで正
常復帰した通信機能１２を用いて上位のモジュール型機器（ホスト機器）との間で情報通
信し、ホスト機器にて管理されている自己の制御パラメータを取得する〈ステップＳ２〉
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。そして取得した制御パラメータを機器本体部１０のメモリ１３に登録してその本体機能
１１を正常復帰させれば良い〈ステップＳ３〉。
【００２９】
　尚、ホスト機器として機能するモジュール型機器においては、その管理下の複数のモジ
ュール型機器に対してそれぞれ設定した制御パラメータを各モジュール型機器に割り当て
た通信アドレスにそれぞれ対応付けてメモリ１３に記憶すると共に、自局アドレスを上記
メモリ１３に登録して本体機能１１および通信機能１２をそれぞれ動作させることでその
役割を果たす。従ってこのホスト機器の端子台２０に設けた補助メモリ２５には上記メモ
リ１３に登録されているデータ（各モジュール型機器の通信アドレスと各モジュール型機
器にそれぞれ設定された制御パラメータ）がそれぞれバックアップされることになる。そ
してこのホスト機器（モジュール型機器）の機器本体部１０が交換されたときには、前記
端子台２０の補助メモリ２５から上述したデータを読み出して機器本体部１０のメモリ１
３に書き込み、その本体機能１１および通信機能１２をそれぞれ正常復帰させるようにす
れば良い。
【００３０】
　また複数台のモジュール型機器を連装して構築された複数のモジュール機器群を、更に
その上位のホスト機器に接続して各モジュール機器群を統括して管理する場合には、各モ
ジュール機器群のホスト機器を、その上位機器であるコンピュータ等の上位ホスト機器に
接続するようにすれば良い。そしてこの場合には、上記上位ホスト機器に各モジュール機
器群のホスト機器がその管理動作に必要とするデータ（各モジュール機器に設定した制御
パラメータや通信アドレス等）をバックアップしておくようにすれば良い。そして各モジ
ュール機器群のホスト機器における機器本体部１０が交換されたときには、そのホスト端
子台２０または上位ホスト機器から、その機器本体部１０の動作に必要な上述したデータ
を取得するようにすれば良い。
【００３１】
　かくして上述した如く構成されたモジュール型機器およびモジュール機器システムによ
れば、モジュール型機器に障害が生じたときには、その主体をなす故障した機器本体部１
０を、例えばＤＩＮレールに固定的に装着された端子台２０から取り外して新たな機器本
体部１０を上記端子台２０に装着するだけで、そのモジュール型機器が正常に動作（機能
）するに必要なデータを該端子台２０に設けられた補助メモリ２５から容易に取得し、新
たな機器本体部１０に設定することができる。従ってモジュール型機器のみならず、その
モジュール型機器を含んで構築されるモジュール機器システムを容易に、且つ速やかに正
常復帰させることが可能となる。特にその機器設置時に使用した専用ツールを用いて、機
器本体部１０を交換したモジュール型機器をオフラインで初期設定する必要がないので、
その再設定に要する労力（手間）を大幅に軽減し得ると言う絶大なる効果が奏せられる。
【００３２】
　次に上述したモジュール型機器の具体的な構成例について説明する。
　図３は第１の実施形態に係るモジュール型機器の概略構成を示している。この例では前
記機器本体部１０のメモリ１３および端子台２０の補助メモリ２５は、それぞれシリアル
ＥＥＰＲＯＭにより実現され、これらのシリアルＥＥＰＲＯＭは、本体機能１１および通
信機能１２を実現するＣＰＵに対してシリアルバスを介して接続される。尚、上記シリア
ルバスは、機器本体部１０と端子台２０とを接続するコネクタ１４,２５を経由して機器
本体部１０と端子台２０とに跨って形成される。
【００３３】
　ちなみにＣＰＵは、ＲＯＭ／ＲＡＭからなる主メモリに登録された動作プログラムに従
って動作する。そしてパラレルバスを介して接続されたＡ／Ｄ変換器やＤ／Ａ変換器等の
入出力インターフェースを介して、機器接続コネクタに接続された端末（制御対象機器）
との間で信号を入出力し、例えば制御対象の状態（センシング情報）に応じてＰＩＤ制御
を実行して制御対象機器のアナログプロセス量を制御する。ＣＰＵは、このようなＰＩＤ
制御を実行する上での制御パラメータを前記ＥＥＰＲＯＭから得ることで、該モジュール
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型機器に与えられた役割を満たす制御特性を設定する。
【００３４】
　またＣＰＵは、イーサネット（登録商標）ドライバを駆動することで、通信端子として
のイーサネット（登録商標）コネクタを介して外部機器との間で情報通信する。この情報
通信に用いられるホスト機器の通信アドレスや、自己に割り当てられた自局アドレスも前
述したＥＥＰＲＯＭ（メモリ１３）に登録される。そして機器本体部１０の上述したＥＥ
ＰＲＯＭ（メモリ１３）に登録されたデータ（通信アドレスや制御パラメータ）が、端子
台２０のＥＥＰＲＯＭ（補助メモリ２５）にバックアップされることになる。
【００３５】
　尚、本発明は上述した実施形態に限定されるものではない。図３に示す例においては端
末（制御対象機器）が接続される機器接続コネクタを機器本体部１０に設けているが、こ
の機器接続コネクタを図４に示すように端子台２０に設けることも勿論可能である。また
特に図示しないが前述した通信端子としての、例えばイーサネット（登録商標）コネクタ
を端子台２０に設けることに替えて機器本体部１０に設けることも可能である。この場合
には、複数の端子台２０にそれぞれ装着した機器本体部１０間に通信回線をそれぞれ接続
することで、上記各端子台２０を介することなく情報通信を行うことになる。
【００３６】
　またモジュール型機器の端子台２０に設けた補助メモリ２５に、該端子台２０に装着さ
れた機器本体部１０の種別を示す機器コードを記憶しておくことも有用である。そして機
器本体部１０が交換されたとき、補助メモリ２５に記憶された機器コードを読み出して自
己の機器コードと照合するようにすれば、例えば外観的には同じであっても本体機能１１
が異なる機器本体部１０の装着ミスをチェックすることが可能となる。また補助メモリ２
５に記憶したデータについては機器本体部１０の交換時だけではなく、その動作中に定期
的に機器本体部１０に読み出して、該機器本体部１０の動作条件が変化していないかを自
己診断することも勿論可能である。そしてこの自己診断によってモジュール型機器の機能
が損なわれていないかを判断し、不具合が発見された場合には機器本体部１０の交換を促
すメッセージを出力する機能を持たせることも可能である。その他、本発明はその要旨を
逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一実施形態に係るモジュール型機器とモジュール機器システムの概略構
成を示す図。
【図２】機器本体部を交換した際の概略的な復帰手順を示す図。
【図３】モジュール型機器の具体的な構成例を示す図。
【図４】モジュール型機器の具体的な別の構成例を示す図。
【図５】従来一般的なモジュール型機器の構成例を示す図。
【図６】複数のモジュール型機器の連装例を示す図。
【符号の説明】
【００３８】
　１０　機器本体部
　１１　本体機能
　１２　通信機能
　１３　メモリ
　１４　コネクタ
　２０　端子台
　２３　コネクタ
　２４ａ,２４ｂ　コネクタ
　２５　補助メモリ
　３５　ＤＩＮレール
　３７　上位ホスト機器
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