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(57)【要約】
【課題】　配下のＩＰ機器の正常性を効率的に診断する
機能を有するＩＰ機器診断機能を有する給電機能付き中
継装置を提供する
【解決手段】　ＩＰ機器状態判定部１１は各ＩＰ機器３
が稼働状態か待機状態かを判定し、ＩＰ機器診断部１０
は、ＰｏＥ給電部１６が各ＩＰ機器３にＰｏＥ給電した
給電量と、参照データ記憶部１７に記憶されている各Ｉ
Ｐ機器３の稼働状態または待機状態の平均給電量および
正常性判定条件を比較し、各ＩＰ機器３の正常性を判定
する。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１以上のＩＰ機器を収容し、上位のＩＰ網または上位のＩＰ機器と配下のＩＰ機器との
間でＩＰパケットを中継する機能と、前記ＩＰ機器へ電力を供給する給電機能を備えるＩ
Ｐ中継装置であって、
　前記ＩＰ機器が稼働状態であるか待機状態であるかを判定するＩＰ機器状態判定手段と
、稼働状態または待機状態の前記ＩＰ機器へ供給する電力を稼働時電力または待機時電力
として測定する供給電力測定手段と、前記供給電力測定手段が測定した供給電力に係る値
を前記ＩＰ機器の各々に対応して記憶しておく供給電力記憶手段と、前記ＩＰ機器の正常
性を診断するＩＰ機器診断手段と、前記ＩＰ機器の正常性の診断に係る判定条件を記憶し
ておく判定条件記憶手段と、前記ＩＰ機器の異常に係る処置を実行する異常処置実行手段
と、を有し、
　前記供給電力測定手段は定期的または非定期に前記ＩＰ機器の各々へ供給する稼働時電
力または待機時電力を測定し、前記ＩＰ機器診断手段は前記供給電力測定手段が測定した
値と前記供給電力記憶手段に記憶されている値を比較し前記判定条件記憶手段に記憶され
ている判定条件に従って前記ＩＰ機器の各々の正常性を判定し、
　前記ＩＰ機器診断手段が正常であると判定した場合に、前記供給電力測定手段が測定し
た値と前記供給電力記憶手段に記憶されている値とから当該ＩＰ機器の稼働時の平均電力
または待機時の平均電力に係る値を再計算し、前記再計算した値を前記供給電力記憶手段
に記憶し、
　前記ＩＰ機器診断手段が前記ＩＰ機器のいずれかが正常ではないと判定した場合に、前
記異常処置実行手段を起動することを特徴とするＩＰ機器診断機能を有する給電機能付き
中継装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の中継装置であって、
　前記ＩＰ機器のいずれかへの電力の供給を一時的に停止して再開する電源リセット手段
をさらに有し、
　前記ＩＰ機器診断手段が前記ＩＰ機器のいずれかが正常ではないと判定した場合に、前
記異常処置実行手段は前記電源リセット手段を起動し、前記ＩＰ機器診断手段は前記電源
リセット手段が起動された後に当該ＩＰ機器の正常性を再度診断し、前記ＩＰ機器診断手
段が当該ＩＰ機器は正常ではないと再度判定したならば、
　前記異常処置実行手段は、自中継装置が備える表示手段にアラーム情報を表示する、ま
たは予め定められた宛先へアラーム情報を送信することを特徴とするＩＰ機器診断機能を
有する給電機能付き中継装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）機器を収容し、ＩＰ網側と配
下のＩＰ機器との間でＩＰパケットを中継するＩＰ中継装置において、特に、配下のＩＰ
機器の正常性を診断する機能を有するＩＰ中継装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＩＰ網の普及および高速・広帯域化に伴い、ＩＰ網に繋がる各種のＩＰ機器が爆
発的に増大している。これに伴い、ＩＰ機器はオフィスにおける業務や家庭での日常生活
に欠かせない物になっており、大量に設置されているＩＰ中継機器やＩＰ端末機器等の各
ＩＰ機器を効率的に維持管理する必要がある。そのため、ＩＰ中継装置の異常を検出する
技術が知られている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載された技術は、ＩＰ中継装置（特許文献１では通信中
継装置）内のデータ信号の処理経路であるデータ疎通チャネルの正常性を診断するもので
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あり、配下のＩＰ機器の正常性を診断することは考慮されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１１４８７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、本発明の課題は、配下のＩＰ機器の正常性を効率的に診断する機能を有する給
電機能付き中継装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、第１の発明は、１以上のＩＰ機器を収容し、上位のＩＰ網
または上位のＩＰ機器と配下のＩＰ機器との間でＩＰパケットを中継する機能と、前記Ｉ
Ｐ機器へ電力を供給する給電機能を備えるＩＰ中継装置であって、　前記ＩＰ機器が稼働
状態であるか待機状態であるかを判定するＩＰ機器状態判定手段と、稼働状態または待機
状態の前記ＩＰ機器へ供給する電力を稼働時電力または待機時電力として測定する供給電
力測定手段と、前記供給電力測定手段が測定した供給電力に係る値を前記ＩＰ機器の各々
に対応して記憶しておく供給電力記憶手段と、前記ＩＰ機器の正常性を診断するＩＰ機器
診断手段と、前記ＩＰ機器の正常性の診断に係る判定条件を記憶しておく判定条件記憶手
段と、前記ＩＰ機器の異常に係る処置を実行する異常処置実行手段と、を有し、前記供給
電力測定手段は定期的または非定期に前記ＩＰ機器の各々へ供給する稼働時電力または待
機時電力を測定し、前記ＩＰ機器診断手段は前記供給電力測定手段が測定した値と前記供
給電力記憶手段に記憶されている値を比較し前記判定条件記憶手段に記憶されている判定
条件に従って前記ＩＰ機器の各々の正常性を判定し、前記ＩＰ機器診断手段が正常である
と判定した場合に、前記供給電力測定手段が測定した値と前記供給電力記憶手段に記憶さ
れている値とから当該ＩＰ機器の稼働時の平均電力または待機時の平均電力に係る値を再
計算し、前記再計算した値を前記供給電力記憶手段に記憶し、前記ＩＰ機器診断手段が前
記ＩＰ機器のいずれかが正常ではないと判定した場合に、前記異常処置実行手段を起動す
ることを特徴とする。
【０００７】
　また、第２の発明は、上記第１の発明の中継装置であって、前記ＩＰ機器のいずれかへ
の電力の供給を一時的に停止して再開する電源リセット手段をさらに有し、前記ＩＰ機器
診断手段が前記ＩＰ機器のいずれかが正常ではないと判定した場合に、前記異常処置実行
手段は前記電源リセット手段を起動し、前記ＩＰ機器診断手段は前記電源リセット手段が
起動された後に当該ＩＰ機器の正常性を再度診断し、前記ＩＰ機器診断手段が当該ＩＰ機
器は正常ではないと再度判定したならば、前記異常処置実行手段は、自中継装置が備える
表示手段にアラーム情報を表示する、または予め定められた宛先へアラーム情報を送信す
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、配下のＩＰ機器の正常性を効率的に診断する機能を有する給電機能付
き中継装置を提供することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明装置の内部ブロック構成図
【図２】参照データ記憶部１７の記憶内容の例
【図３】本発明装置の動作フローチャート図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
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　以下、ＰｏＥ（Ｐｏｗｅｒ　ｏｖｅｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標））給電機能を有
するＩＰ中継装置を例に、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。なお、本
発明は、ルータやゲートウェイ等のＩＰパケットを中継する種々のＩＰ中継装置に適用可
能である。
【００１１】
　図１は、本発明によるＩＰ機器診断機能を有する給電機能付きＩＰ中継装置（以下、本
装置と略す）の内部ブロック構成図である。まず、本装置１の概略について説明する。
【００１２】
　本装置１は、ＩＰ網２または上位のＩＰ機器と配下のＩＰ機器３との間でＩＰパケット
を中継する。上位のＩＰ機器とは、ＵＰ－ＬＩＮＫ側ポート１２と接続される、ルータ，
ゲートウェイ，ＯＮＵ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｕｎｉｔ）等、またはカスケ
ード接続された上位の本装置である（図示せず）。
【００１３】
　また、配下のＩＰ機器３とは、ＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ側ポート１３と接続される、各種の
ＩＰ機器３であって、例えば、ＩＰ電話機，無線アクセスポイント、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｃｏｍｐｕｔｅｒ，Ｗｅｂカメラ等、またはカスケード接続された下位の本装置である。
また、本装置１は配下のＩＰ機器３へ電力をＰｏＥ給電する。
【００１４】
　例えば、ＩＰ機器３－１がカスケード接続された他の本装置で、ＩＰ機器３－２～ＩＰ
機器３－ＮがＩＰ電話機や無線アクセスポイントであった場合、電源コンセントの位置に
束縛されないＩＰ電話システムを柔軟に構築することが出来る。
【００１５】
　次に、本装置１の内部ブロック構成について詳細に説明する。本装置１は、ＩＰ機器診
断部１０、ＩＰ機器状態判定部１１、ＵＰ－ＬＩＮＫ側ポート１２、ＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ
側ポート１３（以下、ポートと略すこともある）、ＩＰパケット中継制御部１４、給電制
御部１５、ＰｏＥ給電部１６、参照データ記憶部１７、診断スイッチ１８、表示部１９、
から構成される。
【００１６】
　ＩＰ機器診断部１０は、後述する参照データ記憶部１７を参照し、ＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ
側ポート１３に接続された、稼働状態または待機状態の各ＩＰ機器３へＰｏＥ給電部１６
が供給するＰｏＥ給電量から、ＩＰ機器３の正常性を診断する手段である。ＩＰ機器診断
部１０の詳細な動作は後述する。
【００１７】
　ＩＰ機器状態判定部１１は、ＩＰ機器診断部１０からの要求に応じて、ＩＰパケット中
継制御部１４が中継するＩＰパケットを監視し、各ＩＰ機器３が稼働状態／待機状態のい
ずれであるかを判定し、判定結果をＩＰ機器診断部１０へ通知する手段である。ＩＰ機器
３が稼働状態であるか、または待機状態であるかの具体的な判定は、一定時間（例えば、
３分）以上の期間、ＩＰ機器３がＩＰパケットを送信しなかった場合に待機状態と判定し
、それ以外の場合、即ち、一定期間内に１パケットでも送信すれば稼働状態であると判定
すればよい。
【００１８】
　ＵＰ－ＬＩＮＫ側ポート１２は、ルータまたはゲートウェイ、ＯＮＵ等の上位のＩＰ網
２側の機器と接続する手段である。なお、このＵＰ－ＬＩＮＫ側ポート１２は、上位の機
器からＰｏＥ受電する端子を含んでおり、ＰｏＥ受電した電力は、給電制御部１５に入力
する。ただし、本装置１が商用交流１００Ｖを受電する場合は、このＰｏＥ受電をする必
要はない。
【００１９】
　ＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ側ポート１３は、ＩＰ機器３を接続する手段である。なお、このＤ
ＯＷＮ－ＬＩＮＫ側ポート１３は、ＰｏＥ給電する端子を含んでおり、給電制御部１５か
らの電力を各ＩＰ機器３へＰｏＥ給電する。ただし、ＰｏＥ受電機能の無いＩＰ機器へは
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ＰｏＥ給電しない。他の本装置１をカスケード接続する場合は、このＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ
側ポート１３に次段となる本装置１のＵＰ－ＬＩＮＫ側ポート１２を繋げばよい。
【００２０】
　ＩＰパケット中継制御部１４は、ＵＰ－ＬＩＮＫ側ポート１２およびＤＯＷＮ－ＬＩＮ
Ｋ側ポート１３－１～１３－Ｎの各ポート間でＩＰパケットを中継すると共に、各ポート
間の中継状況をＩＰ機器状態判定部１１に通知する手段である。ＩＰ機器状態判定部１１
はこのＩＰパケット中継制御部１４から通知される各ポート間の中継状況を監視し、各Ｉ
Ｐ機器３の稼働状態／待機状態を判定する。
【００２１】
　給電制御部１５は、商用交流１００Ｖのコンセントから受電した電力、またはＵＰ－Ｌ
ＩＮＫ側ポート１２を介してＰｏＥ受電した電力を、所定の動作電圧に変換して本装置１
内の各部へ供給する手段である。なお、コンセントからの受電とＰｏＥ受電のいずれの受
電で本装置１を動作させるかは、電源切替えスイッチ（図示せず）等で切替えればよい。
【００２２】
　ＰｏＥ給電部１６は、給電制御部１５から供給される電力をＰｏＥ電圧に変換して、各
ＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ側ポート１３へ出力すると共に、各ポート１３への給電量（電流値ま
たは電力値）を測定し、測定した値をＩＰ機器診断部１０へ通知する手段である。また、
ＩＰ機器診断部１０からの指示に応じて各ＩＰ機器３へのＰｏＥ給電のＯＮ／ＯＦＦを制
御する手段である。なお、図示しないが、ＰｏＥ給電部１６は各ポートへの出力電流を測
定する電流計を内蔵している。
【００２３】
　参照データ記憶部１７は、ＩＰ機器診断部１０が各ＩＰ機器３の正常性を診断するのに
必要な参照データを記憶する手段である。なお、参照データの登録，更新等の管理は、Ｕ
Ｐ－ＬＩＮＫ側ポート１２またはＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ側ポート１３に接続された保守用の
ＩＰ機器（図示せず）が、ＩＰ機器診断部１０を介して実行する。参照データの詳細につ
いては後述する。
【００２４】
　診断スイッチ１８は、ＩＰ機器診断部１０へ診断を要求する手動のスイッチである。操
作者がこのスイッチを押下することにより、ＩＰ機器３の正常性をいつでもチェックする
ことが出来る。
【００２５】
　表示部１９は、本装置１の動作状況，ＩＰ機器診断部１０による診断結果，各種アラー
ム情報等を表示する手段である。なお、具体的な表示デバイスとしては、ＬＣＤやＬＥＤ
等である。
【００２６】
　図２は、参照データ記憶部１７に記憶されているデータの１例である。列２０１にはＤ
ＯＷＮ－ＬＩＮＫ側ポート１３、列２０２には診断対象のポートであるか否かを設定する
診断設定（ＯＮが診断対象）、列２０３には診断を開始するタイミングまたはイベント、
列２０４にはポート１３に接続された各ＩＰ機器３の待機状態におけるＰｏＥ給電量の平
均値（例えば、２ｍＡ）、列２０５には各ＩＰ機器３の稼働状態におけるＰｏＥ給電量の
平均値（例えば、３００ｍＡ）、列２０６にはＩＰ機器診断部１０がポート１３に接続さ
れた各ＩＰ機器３の正常性または異常の可能性を判定する判定条件（例えば、平均値±５
０％）、列２０７にはポート１３に接続された各ＩＰ機器３に対応する通報先（例えば、
保守担当者のメールアドレス）が登録されている。
【００２７】
　ＩＰ機器診断部１０は、列２０２にＯＮが設定されている行の各ポート１３について、
列２０３を参照して測定タイミングの到来（例えば、定期的な測定タイミング、または非
定期な通信開始に係る特定信号、または後述する電源リセット（パワーオンリセット）、
または診断スイッチ１８の押下を検知した場合に、診断を開始する。そして、ＩＰ機器診
断部１０は、ＩＰ機器状態判定部１１の判定結果（稼働状態／待機状態）に応じて、Ｐｏ
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Ｅ給電部１６が計測した各ＩＰ機器３の稼働時ＰｏＥ給電量または待機時ＰｏＥ給電量と
、列２０４及び列２０５に記憶されている参照データを対比し、それらの関係が列２０６
に記憶されている正常性に係る判定条件を満足するか否かを判定し、正常性を満足しない
と判定したならば、列２０７に記憶されている通報先へアラーム情報を通報する（例えば
、電子メール）、または表示部１９にアラーム情報を表示する。
【００２８】
　ここで、列２０４および列２０５に記憶しておくデータは、例えば、ＩＰ機器診断部１
０が正常であると判定した値（正常値）を、その都度加算して加重平均していけばよい。
この加重平均は、例えば、過去の最古の正常値を除外し最新の正常値を追加した、正常値
Ｎ（例えば、１０）個の平均でもよいし、サンプル数を限定しない累積平均でもよい。
【００２９】
　なお、新規に本装置１の使用を開始する場合、または配下のＩＰ機器３を変更する場合
、参照データ記憶部１７に記憶されているデータをクリアし、その後の診断で測定したＰ
ｏＥ給電量の値を暫定値として記憶しておけば、診断を繰り返す毎に、列２０４および列
２０５の値は適正な方向に修正されていく。
【００３０】
　また、列２０６に記憶しておく判定条件は、当該ポートに接続するＩＰ機器３の特性に
応じて、予め設定しておく。例えば、ＩＰ機器３が電話機（ＩＰホン）であった場合、待
機時ＰｏＥ給電量（列２０４）または稼働時ＰｏＥ給電量（列２０５）に対応する判定条
件（例えば、±５０％）を登録しておけばよい。
【００３１】
　なお、この判定条件の登録は、ＵＰ－ＬＩＮＫ側ポート１２またはＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ
側ポート１３，ＩＰパケット中継制御部１４を介して入力してくる保守者からの特殊デー
タ（例えば、保守専用コード付きのパケットデータ）を、ＩＰ機器診断部１０が解析して
参照データ記憶部１７に登録すればよい。
【００３２】
　図３は本装置１の動作フローチャートである。以下、図１，図２を併用して、本装置１
の動作フローを説明する。本フローは本装置１の電源が投入された状態からスタートする
（Ｓ３００）。なお、参照データ記憶部１７には、診断に必要なデータが予め記憶されて
いるものとする。
【００３３】
　ＩＰ機器診断部１０は、参照データ記憶部１７を参照し（図２の列２０３）、診断を開
始すべき定期的なタイミングの到来、または非定期なイベントの発生の有無を監視し、診
断を開始すべき契機でなければ（Ｓ３１０，ＮＯ）、通常の中継動作として、ＵＰ－ＬＩ
ＮＫ側ポート１２とＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ側ポート１３の各ポート間でＩＰパケットを中継
し（Ｓ３１１）、Ｓ３１０に戻り、中継を繰り返す。
【００３４】
　診断を開始すべき定期的なタイミングが到来、または非定期なイベントの発生を検知す
ると（Ｓ３１０，ＹＥＳ）、ＩＰ機器診断部１０は診断を開始し、ＩＰ機器３の稼働状態
／待機状態を判定するための測定期間（例えば、３分）を計測するタイマーをスタートし
（Ｓ３２０）、Ｓ３３０へ進む。なお、このタイマーは本装置１内に存在している時計デ
バイス（図示せず）でもよいし、ソフト的に計測するプログラムカウンタでもよい。
【００３５】
　Ｓ３３０において、ＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ側ポート１３のポートｋ（ｋ＝１～Ｎ）へ中継
すべきＩＰパケットを、ＵＰ－ＬＩＮＫ側ポート１２またはＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ側ポート
１３（ポートｋ以外）から受信した場合（Ｓ３３０，ＹＥＳ）、ＩＰパケット中継制御部
１４は受信したＩＰパケットをＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ側ポート１３のポートｋへ中継し（Ｓ
３３１）、Ｓ３４０へ進む。
【００３６】
　なお、この段階では、ＩＰパケットをＩＰ機器３側へ中継しているだけで、当該ＩＰ機
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器３が稼働しているとは限らない。従って、この段階では、稼働状態／待機状態の判定は
行わない。Ｓ３３０でＮＯであれば、Ｓ３３１をスキップしてＳ３４０へ進む。
【００３７】
　Ｓ３４０において、ＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ側ポート１３のポートｋ（ｋ＝１～Ｎ）からＩ
Ｐパケットを受信した場合（Ｓ３４０，ＹＥＳ）、ＩＰパケット中継制御部１４は、ＩＰ
パケットに付与されたヘッダ情報に応じて、受信したＩＰパケットをＵＰ－ＬＩＮＫ側ポ
ート１２または、ＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ側ポート１３（ポートｋ以外）のいずれかへ中継し
（Ｓ３４１）、Ｓ３４２へ進む。
【００３８】
　Ｓ３４２において、ＩＰ機器診断部１０は、ポートｋが診断対象（図２の列２０２がＯ
Ｎ）のポートか否かを判定し、診断対象であれば（Ｓ３４２，ＹＥＳ）、ＰｏＥ給電部１
６が計測したポートｋへのＰｏＥ給電量を、稼働時ＰｏＥ給電量として記憶する（Ｓ３４
３）。Ｓ３４２でＮＯであれば、Ｓ３４３をスキップする。
【００３９】
　なお、Ｓ３４３において、ポートｋへのＰｏＥ給電量を、稼働時ＰｏＥ給電量として記
憶するのは、ポートｋに接続されたＩＰ機器３がＩＰパケット送信しているので、当該Ｉ
Ｐ機器３が稼働していることが自明であるためである。Ｓ３４０でＮＯであれば、Ｓ３４
１～Ｓ３４３をスキップする。
【００４０】
　以上のＳ３３０～Ｓ３４３のループを、ｋの値を１～Ｎにインクリメントしながら（即
ち、ポート１３－１～Ｎの各ポート毎に）、Ｎ回繰り返してから、Ｓ３４４へ進む。
【００４１】
　Ｓ３４４において、タイマーが満了であれば（Ｓ３４４，ＹＥＳ）、Ｓ３５０へ進み、
タイマーが満了していなければ（Ｓ３４４，ＮＯ）、Ｓ３３０へ戻り、再度、Ｓ３３０～
Ｓ３４３のループ処理（Ｎ回）を繰り返す。
【００４２】
　タイマーが満了するまでの間（例えば、３分）、Ｓ３３０～Ｓ３４３のループ処理（Ｎ
回）の繰り返しが、多数回繰り返されるので、ポート毎に、多数の稼働時ＰｏＥ給電量の
値が計測されるが、ＩＰ機器診断部１０は、それらのデータを平均値処理した値を記憶し
ている（全計測値を記憶してもよい）。
【００４３】
　ここで、ＩＰ機器３の稼働状態／待機状態の判定は、このタイマーが満了（例えば、３
分）するまで間に、ＩＰパケットを全く送信してこなかったＩＰ機器３は待機状態である
と推定し、ＩＰ機器状態判定部１１は各ポートを監視している。
【００４４】
　そして、Ｓ３５０において、測定期間中にポートｋからＩＰパケットを１パケットも受
信していない場合（Ｓ３５０，ＮＯ）、ＩＰ機器状態判定部１１は、ポートｋに接続され
たＩＰ機器３は待機状態であると判定し、その旨をＩＰ機器診断部１０へ通知する。する
と、ＩＰ機器診断部１０は、ＰｏＥ給電部１６に対してポートｋへのＰｏＥ給電量の計測
を指示し、測定された値を待機時ＰｏＥ給電量として記憶する（Ｓ３５１）。Ｓ３５０で
ＹＥＳであれば、Ｓ３５１をスキップする。そして、このＳ３５０，Ｓ３５１の処理をポ
ート毎に繰り返す（ｋ＝１～Ｎ）。なお、診断対象ではないポートについては、Ｓ３５１
をスキップする（図示せず）。
【００４５】
　なお、Ｓ３５１における待機時ＰｏＥ給電量としての計測は、Ｓ３４０によるＩＰパケ
ットの有無判定からタイミングがずれており、待機中と判定したＩＰ機器３がＳ３５１の
段階で稼働中に状態が変化している可能性があるが、Ｓ３５２の処理段階においても、Ｉ
Ｐ機器状態判定部１１がポートｋからのＩＰパケットを監視していれば、Ｓ３５２におい
て稼働中に状態が変化したポートをこの回の診断対象から除外すれば問題は無い。
【００４６】



(8) JP 2014-150484 A 2014.8.21

10

20

30

40

50

　以上のフローにより、診断対象のＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ側ポート１３のポート１からポー
トＮについて、待機時ＰｏＥ給電量または稼働時ＰｏＥ給電量の計測が完了したので、Ｉ
Ｐ機器診断部１０は、計測された各ＩＰ機器３の待機時ＰｏＥ給電量または稼働時ＰｏＥ
給電量を、診断対象のポート毎に参照データ（図２の列２０４，列２０５）と比較する（
Ｓ３５２）。
【００４７】
　そして、Ｓ３５２における各データの比較結果と、判定条件（図２の列２０６）に従っ
て、異常の可能性のあるＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ側ポート１３の有無を判定し（Ｓ３６０）、
ＹＥＳであればＳ３６１へ進み、ＮＯであればＳ３６２へ進む。
【００４８】
　Ｓ３６１において、異常の可能性のあるポートへのＰｏＥ給電を一時的にＯＦＦ／ＯＮ
する指示をＰｏＥ給電部１６に出力し、当該ポートに接続されたＩＰ機器３に対して、Ｐ
ｏＥ給電を一時的にＯＦＦして再度ＯＮするパワーオンリセット（電源リセット）を実行
し（Ｓ３６１の１）、Ｓ３１０に戻る。
【００４９】
　Ｓ３６１において、パワーオンリセットするのは、ＩＰ機器３が突発的な何らかの原因
でフリーズしているだけの場合、パワーオンリセットするだけで正常復帰するケースが多
いためである。そして、パワーオンリセットしてからＳ３１０に戻った場合、一定時間（
例えば、１分）経過後、再度診断し（Ｓ３１０のＹＥＳ以降）、パワーオンリセットによ
り正常に復帰したか否かをチェックし、正常復帰していれば、異常ではないと判定する。
ただし、パワーオンリセットして正常に復帰した場合であっても、ＩＰ機器３に何らかの
異常がある可能性があるので、そのような処理が実行された旨のアラーム情報を通報先へ
通報するようにしてもよい。
【００５０】
　パワーオンリセット後の再診断でもＳ３６０で異常の可能性有りと判定された場合（Ｓ
３６０，ＹＥＳ）、ＩＰ機器診断部１０は、当該ポートに接続されたＩＰ機器３の異常に
係るアラーム情報を表示部１９に表示する、または参照データ記憶部１７を参照し、ＵＰ
－ＬＩＮＫ側ポート１２またはＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ側ポート１３を介して、予め登録され
ている通報先（図２の列２０７）へアラーム情報を通報する（Ｓ３６１の２）。
【００５１】
　Ｓ３６０において、異常の可能性があると判定されたＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ側ポート１３
がない場合（Ｓ３６０，ＮＯ）、測定したデータを参照データ記憶部１７に記憶されてい
る参照データ（図２の列２０４と列２０５）に反映（加重平均）して、参照データを最新
化する（Ｓ３６２）。これにより、診断を実行する毎に、各ＩＰ機器３の平均的な稼働時
電力または待機時電力が適切な方向に自動的に修正されていく。
【００５２】
　以上、本発明の実施形態について説明した。本装置１は、各ＩＰ機器３が使用するＰｏ
Ｅ給電量を日常的に測定し、その給電量の平均値を参照データとしているので、異常判定
に係る参照データを人為的に管理する面倒が無い。
【００５３】
　また、本装置をカスケード接続した場合は、上位の本装置により、ＩＰ機器としての本
装置の正常性をチェックすることが可能であり、カスケード接続された複数の本装置によ
るトレーンの故障個所を特定することが容易である。
【００５４】
　さらに、本装置１は、ＩＰ機器３からのＩＰパケットの受信の有無を監視できると共に
、待機時ＰｏＥ給電量を定期的に計測できるので、ＩＰ機器３が正常であるにも関わらず
（待機時ＰｏＥ給電量が正常）、長期間（例えば、３日）、ＩＰ機器３からＩＰパケット
の受信しない場合、ＩＰ機器３の使用者の異変を検知することも可能である。例えば、本
装置が独居老人宅に設置されていて、ＩＰ機器３が医療機器（心電図や血圧計等）であっ
て、測定した医療データを医療機関に日常的に送信している場合、その医療機器が正常で
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あるにも関わらず、長期間ＩＰパケットの送信が無いならば、使用者に異変有りと判定し
て、駆けつけることを促すアラーム情報を所定の機関へ通報することも可能である。
【００５５】
　ところで、本発明は、ＩＰパケットを中継する装置の一般に適用可能であり、本装置１
はルータやゲートウェイ等であってもよいし、ルータやゲートウェイの機能を内蔵した通
信機器（例えば、ビジネスホンの主装置）であってもよい。
【符号の説明】
【００５６】
１・・・本発明によるＩＰ機器診断機能を有する給電機能付きＩＰ中継装置
２・・・ＩＰ網
３・・・ＩＰ機器
１０・・・ＩＰ機器診断部
１１・・・ＩＰ機器状態判定部
１２・・・ＵＰ－ＬＩＮＫ側ポート
１３・・・ＤＯＷＮ－ＬＩＮＫ側ポート
１４・・・ＩＰパケット中継制御部
１５・・・給電制御部
１６・・・ＰｏＥ給電部
１７・・・参照データ記憶部
１８・・・診断スイッチ
１９・・・表示部

【図１】 【図２】
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