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(57)【要約】
【課題】　宛先デバイスに接続されているネットワーク
に接続されているソース・デバイスを有するネットワー
クの文書化システムを提供する。
【解決手段】　文書化システムは、ネットワーク経路上
にあり、識別コードを有する電子モジュールを含むデー
タ・ポートを備えており、宛先デバイスは、識別コード
を有する電子モジュールを含み、ソース・デバイスは、
データ・ポートおよびネットワーク経路に対応する宛先
デバイスに宛てたクエリ信号をネットワーク経路に沿っ
て送ることができ、データ・ポートに対応する電子モジ
ュールは、データ・ポートにアドレスされたクエリに応
答して、その識別コードをソース・デバイスに送信し、
宛先デバイスの電子モジュールは、宛先デバイスにアド
レスされたクエリに応答して、その識別コードをソース
・デバイスに送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ネットワークにおいてデバイスの位置を突き止めるシステムであって、前記ネットワーク
が、宛先デバイスが取り付けられた少なくとも１つのネットワーク経路に接続されている
前記のソース・デバイスを有し、前記システムが、
　前記少なくとも１つのネットワーク経路上にあり、識別コードを有する電子モジュール
を含むポートを備え、
　前記宛先デバイスは、識別コードを有する電子モジュールを含み、
　前記ソース・デバイスは、前記少なくとも１つのネットワーク経路に対応する前記ポー
トおよび前記宛先デバイスにアドレスされたクエリ信号を、前記少なくとも１つのネット
ワーク経路に沿って送ることができ、
　前記ポートに対応する前記電子モジュールは、前記ポートにアドレスされた前記クエリ
に対し、ポート送信において、その識別コードを前記ソース・デバイスに送信することに
より応答し、
　前記宛先デバイスの前記電子モジュールは、前記宛先デバイスにアドレスされた前記ク
エリに対し、宛先デバイス送信において、その識別コードを前記ソース・デバイスに送信
することにより応答し、
　前記ソース・デバイスは、前記ポート送信および前記宛先デバイス送信の双方が、前記
ソース・デバイスにおいて受信されない場合、前記クエリ信号を再度送るように構成され
ている、システム。
【請求項２】
請求項１記載の文書化システムにおいて、前記ポートは、パッチ・パネル・ポートである
、文書化システム。
【請求項３】
請求項１記載の文書化システムにおいて、前記ポートは、前記宛先デバイスに直接接続さ
れている出口ポートである、文書化システム。
【請求項４】
請求項３記載の文書化システムにおいて、前記出口ポートは壁付コンセントである、文書
化システム。
【請求項５】
複数のネットワーク経路に接続されたソース・デバイスを有するネットワークのための文
書化システムであって、
　前記ネットワーク経路の少なくとも１つに対応するポートと、
　前記少なくとも１つのネットワーク経路に沿って、前記ポートに結合されている宛先デ
バイスと、
　前記ポートに関連した電子モジュールであって、識別コードを有する、電子モジュール
と、
　前記宛先デバイスに関連した電子モジュールであって、識別コードを有する、電子モジ
ュールと、
　前記ソース・デバイスと関連し、前記ネットワーク経路のそれぞれに沿ってクエリ信号
を送信する送信機と、
　前記ソース・デバイスと関連し、前記ネットワーク経路の前記それぞれから応答信号を
受信する受信機と、
を備え、
　前記電子モジュールの各々は、特定のクエリを、その識別コードに対応するものとして
認識し、クエリ信号の送信に対し、その識別コードを有する応答信号を前記ソース・デバ
イスに返送することにより応答することができ、前記ソース・デバイスは、応答信号を受
信できなかった場合、前記クエリ信号の１つを再送信するように構成されている、文書化
システム。
【請求項６】
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請求項５記載の文書化システムにおいて、前記ポートは、パッチ・パネル・ポートである
、文書化システム。
【請求項７】
請求項５記載の文書化システムにおいて、前記ポートは出口ポートである、文書化システ
ム。
【請求項８】
請求項７記載の文書化システムにおいて、前記出口ポートは壁付コンセントである、文書
化システム。
【請求項９】
ネットワーク内においてデバイスを特定し、その位置を突き止める方法であって、
　ソース・デバイスから、該ソース・デバイスと通信状態にあるポートと、該ポートに接
続された宛先デバイスとを有するネットワーク経路に沿ってクエリを送るステップであっ
て、前記ポートは、それに関連したポート電子モジュールを有し、前記宛先デバイスは、
それに関連した宛先デバイス電子モジュールを有し、前記電子モジュールの各々は、それ
に関連した識別コードを有する、ステップと、
　前記ポートにおいて前記クエリを受信するステップと、
　前記ポートから前記ソース・デバイスに、前記ポート電子モジュールに関連した前記識
別コードを収容したポート応答信号を送ることにより、前記クエリに応答するステップと
、
　前記宛先デバイスにおいて、前記クエリを受信するステップと、
　前記宛先デバイスから前記ソース・デバイスに、前記宛先デバイス電子モジュールに関
連した前記識別コードを収容した宛先デバイス応答信号を送ることにより、前記クエリに
応答するステップと、
　前記ソース・デバイスにおいて、前記ポート応答信号および前記宛先デバイス応答信号
を監視するステップと、
　前記ポート応答信号または前記宛先デバイス応答信号のいずれも前記ソース・デバイス
によって受信されない場合、前記クエリを前記ソース・デバイスから前記ネットワークに
沿って再度送るステップと、
を備えた、方法。
【請求項１０】
請求項９記載の方法において、前記ポート応答信号を送ることにより前記クエリに応答す
る前記ステップは、前記宛先デバイス応答信号を送ることにより前記クエリに応答する前
記ステップの前に完了する、方法。
【請求項１１】
請求項９記載の方法において、前記宛先デバイス応答信号を送ることにより前記クエリに
応答する前記ステップは、前記ポート応答信号を送ることにより前記クエリに応答する前
記ステップの前に完了する、方法。
【請求項１２】
請求項９記載の方法において、前記ポートはパッチ・パネル・ポートである、方法。
【請求項１３】
請求項７記載の方法において、前記ポートは壁付コンセントである、方法。
【請求項１４】
ネットワーク経路を有し、第１端にあるソース・デバイスと、前記ネットワーク経路に沿
ってポート電子モジュールを有するポートと、第２端において宛先デバイス電子モジュー
ルを有する宛先デバイスとを備えたネットワーク・システムを文書化する方法であって、
　前記ソース・デバイスからクエリ信号を送るステップと、
　前記ソース・デバイスにおいて、前記ポートからのポート識別コードを含むポート応答
信号と、前記宛先デバイスからの宛先デバイス識別コードを含む宛先デバイス応答信号と
を監視するステップと、
　前記ポート応答信号および前記宛先デバイス応答信号の双方が前記ソース・デバイスに
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よって受信されない場合、前記クエリ信号を送る前記ステップを繰り返すステップと、
を備えた、方法。
【請求項１５】
請求項１４記載の方法において、前記ポートはパッチ・パネル・ポートである、方法。
【請求項１６】
請求項１４記載の方法において、前記ポートは出口ポートである、方法。
【請求項１７】
請求項６記載の方法において、前記出口ポートは壁付コンセントである、方法。
【請求項１８】
ネットワーク文書化システムであって、
　クエリ信号を送るソース・デバイスと、
　前記クエリ信号を搬送するネットワーク経路と、
　前記ネットワーク経路に沿ったポートであって、該ポートは、当該ポートに関連したポ
ート識別コードを格納したポート電子モジュールを備えており、該ポート電子モジュール
は、前記クエリ信号に対し、前記ポート識別コードを含むポート応答信号を前記ソース・
デバイスに前記ネットワーク経路に沿って送ることにより応答するように構成されている
、ポートと、
　前記ポートと通信状態にある宛先デバイスであって、該宛先デバイスは、当該宛先デバ
イスに関連した宛先デバイス識別コードを格納した宛先デバイス電子モジュールを備えて
おり、該宛先デバイス電子モジュールは、前記クエリ信号に対し、前記宛先デバイス識別
コードを含む宛先デバイス応答信号を前記ソース・デバイスに前記ネットワーク経路に沿
って送ることにより応答するように構成されている、宛先デバイスと、
を備えている、ネットワーク文書化システム。
【請求項１９】
請求項１８記載のネットワーク文書化システムにおいて、前記ポートはパッチ・パネル内
に位置する、ネットワーク文書化システム。
【請求項２０】
請求項１８記載のネットワーク文書化システムにおいて、前記ポートは、前記宛先デバイ
スに接続された出口ポートである、ネットワーク文書化システム。
【請求項２１】
請求項２０記載のネットワーク文書化システムにおいて、前記出口ポートは壁付コンセン
トである、ネットワーク文書化システム。
【請求項２２】
請求項１８記載のネットワーク管理システムにおいて、前記宛先デバイスは、ボイス・オ
ーバー・インターネット・プロトコル電話機 である、ネットワーク管理システム。
【請求項２３】
請求項１８記載のネットワーク管理システムにおいて、前記ソース・デバイスは、クエリ
に続いて、応答信号が前記ソース・デバイスにおいて受信されない場合、前記クエリ信号
を再度送るように構成されている、ネットワーク管理システム。
【請求項２４】
ネットワークにおいてデバイスの位置を突き止めるシステムであって、前記ネットワーク
が、宛先デバイスが接続された少なくとも１つのネットワーク経路に接続されているソー
ス・デバイスを有し、前記システムが、　前記少なくとも１つのネットワーク経路上にあ
り、識別コードを有する電子モジュールを含むポートを備えており、
　前記宛先デバイスは、識別コードを有する電子モジュールを含み、
　前記ソース・デバイスは、前記少なくとも１つのネットワーク経路に沿ってクエリ信号
を送ることができ、
　前記ポートに対応する前記電子モジュールは、前記クエリに対し、その識別コードを前
記ソース・デバイスに送信することにより応答し、
　前記宛先デバイスの前記電子モジュールは、前記クエリに対し、その識別コードを前記
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ソース・デバイスに送信することにより応答し、
　前記ソース・デバイスは、前記識別コード間で衝突が生じた場合、前記クエリ信号を再
度送るように構成されている、システム。
【請求項２５】
請求項２４記載の文書化システムにおいて、前記ポートはパッチ・パネル・ポートである
、文書化システム。
【請求項２６】
請求項２４記載の文書化システムにおいて、前記ポートは、前記宛先デバイスに直接接続
された出口ポートである、文書化システム。
【請求項２７】
請求項２６記載の文書化システムにおいて、前記出口ポートは壁付コンセントである、文
書化システム。
【請求項２８】
複数のネットワーク経路に接続されたソース・デバイスを有するネットワークのための文
書化システムであって、
　前記ネットワーク経路の少なくとも１つに対応するポートと、
　前記少なくとも１つのネットワーク経路に沿って前記ポートに結合された宛先デバイス
と、
　前記ポートに関連する電子モジュールであって、識別コードを有する、電子モジュール
と、
　前記宛先デバイスに関連した電子モジュールであって、識別コードを有する、電子モジ
ュールと、
　前記ソース・デバイスと関連し、前記ネットワーク経路のそれぞれに沿ってクエリ信号
を送信する送信機と、
　前記ソース・デバイスと関連し、前記ネットワーク経路の前記それぞれからの応答信号
を受信する受信機と、
を備え、
　前記電子モジュールの各々は、クエリ信号の送信に対し、その識別コードを有する応答
信号を前記ソース・デバイスに返送することにより応答することができ、前記ソース・デ
バイスは、応答信号を受信できない場合、前記クエリ信号の１つを再送信するように構成
されている、文書化システム。
【請求項２９】
請求項２８記載の文書化システムにおいて、前記ポートはパッチ・パネル・ポートである
、文書化システム。
【請求項３０】
請求項２８記載の文書化システムにおいて、前記ポートは、出口ポートである、文書化シ
ステム。
【請求項３１】
請求項３０記載の文書化システムにおいて、前記出口ポートは壁付コンセントである、文
書化システム。
【請求項３２】
ネットワークにおいてデバイスを特定し位置を突き止める方法であって、
　ソース・デバイスから、該ソース・デバイスと通信状態にあるポートと、該ポートと通
信状態にある宛先デバイスとを有するネットワーク経路に沿って第１クエリを送るステッ
プであって、該第１クエリは前記ポートに向けられており、該ポートにはポート電子モジ
ュールが関連し、前記宛先デバイスには宛先デバイス電子モジュールが関連し、前記電子
モジュールの各々は、それに関連した識別コードを有する、ステップと、
　前記ソース・デバイスから前記宛先デバイスに向けた第２クエリを送るステップと、
　前記ポートにおいて前記第１クエリを受信するステップと、
　前記第１クエリに対し、前記ポートから前記ソース・デバイスに、前記ポート電子モジ
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ュールに関連した前記識別コードを収容したポート応答信号を送ることにより応答するス
テップと、
　前記宛先デバイスにおいて前記第２クエリを受信するステップと、
　前記第２クエリに対し、前記宛先デバイスから前記ソース・デバイスに、前記宛先デバ
イス電子モジュールに関連した前記識別コードを収容した宛先デバイス応答信号を送るこ
とにより応答するステップと、
　前記ソース・デバイスにおいて、前記ポート応答信号および前記宛先デバイス応答信号
を監視するステップと、
　前記ポート応答信号または前記宛先デバイス応答信号のいずれも前記ソース・デバイス
によって受信されない場合、前記ソース・デバイスから前記ネットワーク経路に沿って前
記第１および第２クエリを再度送るステップと、
を備えた、方法。
【請求項３３】
ネットワーク・システムであって、
　ネットワーク経路と、
　前記ネットワーク経路の一端にあり、前記ネットワーク経路を通じてクエリを送るよう
に構成されているソース・デバイスと、
　前記クエリを受信し、ポート識別信号で応答するように構成されている、前記ネットワ
ーク経路に沿ったポートと、
　前記クエリを受信し、宛先デバイス識別信号で応答するように構成されている、前記経
路に沿った宛先デバイスと、
を備えた、ネットワーク・システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワーク・システムの文書化を自動的に行う装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
関連出願に対する引用
　本願は、２００２年１月３０日に出願され、"Network Documentation System With Ele
ctronic Modules"（電子モジュールによるネットワーク文書化システム）と題する、既に
出願した米国仮特許出願第６０／３５２，８２６号の優先権を主張する。その内容は、こ
の引用により、その全体が本願にも含まれることとする。
【０００３】
　通信ネットワークの利用が増大し続け、更に技術が発展し続けるために、典型的なロー
カル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）が同時に一層大きくそして高密度に成長しつつあ
り、ネットワーク相互接続の物理的経路、ならびにこのような経路におけるネットワーク
・コネクタやポート、および宛先デバイス、例えば、パーソナル・コンピュータや電話機
を含む、ネットワーク・コンポーネントの物理的位置を連続的に文書化する(document)こ
とが増々望ましくそして有利になっている。
【０００４】
　このような文書化システムは、計画および改訂プロセス、ネットワーク経路における不
連続の物理的領域の位置の判定、および宛先デバイスの物理的位置の判定が容易に行える
等、多くの利点をもたらす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　少なくとも１つの中間ネットワーク経路エレメントを通じて少なくとも１つの宛先デバ
イスに接続されているソース・デバイスを有するネットワークの文書化システムを提供す
る。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ソース・デバイスは、それが接続されているいずれの宛先デバイスにでもクエリ信号を
送信することができ、各宛先デバイスは、その識別コードを収容した応答信号をソース・
デバイスに返送することができる。加えて、ソース・デバイスは、指定されたゾーン内に
ある物理位置を有するいずれの中間ネットワーク経路エレメントに宛てられたクエリ信号
でも送信することができ、中間ネットワーク経路エレメント内にある電子モジュールは、
その識別コードを収容した応答信号をソース・デバイスに返送することができる。ソース
は、１つ以上の応答信号が受信されない場合、クエリ信号を再度送るように構成すること
ができる。
【０００７】
　ネットワーク文書化システムは、ソフトウェアを利用して、ソース・デバイスに、それ
が接続されている宛先デバイスおよびそれが接続されている各指定ゾーン内にある中間ネ
ットワーク経路エレメントに宛てたクエリ信号を順次送るように指令する。応答信号は、
ソフトウェアによって解釈され、ネットワーク構成を文書化する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態による文書化システムの構成図である。
【図２】図２は、本発明の第２実施形態による文書化システムの構成図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明は、ネットワーク・システムの文書化を自動的に行う装置および方法を対象とす
る。以下、ネットワーク・システムのことを「システム」と呼ぶ。本明細書の記載は、２
００２年１月３０日に出願し、"Network Documentation System With Electronic Module
s"（電子モジュールによるネットワーク文書化システム）と題する、既出願の米国特許出
願第１０／０６０，６０８号、ならびに、２００１年２月２３日および２００１年６月１
１日に出願され、双方共"Apparatus And Method For Efficient Network Reconfiguratio
n"（効率的なネットワーク再構成装置および方法）と題する、既出願の米国特許出願第６
０／２７０，８１１号および第６０／７２９，２８９号も、ここで引用したことにより、
その全体を含むこととする。
【００１０】
　ネットワーク・システムを文書化する精度、効率および機能を高めるために、電子モジ
ュールを電子通信ネットワーク内に、ネットワークの対応するポートまたはノードと共に
配し、装置を接続し、それぞれのポートまたはノードをソース・デバイスに接続すること
によって、データ信号をそれらの間で送信できるのと同様に、システム内のソース・デバ
イスと接続されたポートとの間でクエリや応答信号を導出できる機構を設けられるように
する。信号は、データ信号と同じ媒体または異なる媒体（例えば、共通または別個のワイ
ヤまたはファイバ）を通じて送信することができる。電子モジュールには識別エレメント
が関連付けられている。識別エレメントは、単一のコンポーネントまたは多数のコンポー
ネントを有することができ、モジュールは、それらに宛てられたクエリ信号を受信し識別
し、更にそれらの識別コードをソース・デバイスに返送することによって応答することが
できる。このように、システムは、システム内のそれぞれのデータ・ポートまたはノード
の全てに向けて発信した信号、およびこれらから受信した信号を利用することにより、シ
ステム全体を物理的に構成した場合の「マップ」を組織的に表す。
【００１１】
　HP Openview Systemのような技術的現状の文書化システム、および／またはCisco Work
sのようなElement Management System（エレメント監視システム）では、ソース・デバイ
ス、即ち、スイッチが、指定した１つのネットワーク経路を通じてクエリ信号を送り、ク
エリを受信したいずれかの宛先デバイス、即ち、パーソナル・コンピュータに、その識別
コードを収容した応答信号をソース・デバイスに送信させる。
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【００１２】
　本発明の文書化および障害検出システムは、ネットワーク内における各最終宛先デバイ
スや、ソース・デバイスを最終宛先デバイスに接続するあらゆるネットワーク・ポートに
おける電子モジュールの好ましい使用を想定する。本発明による文書化システムおよび方
法は、交換イーサネット・ネットワークを含む、イーサネット・ネットワークに用いるこ
とができる。各モジュールは、ソース、例えば、スイッチからのクエリ信号を受信し、そ
の信号がそれに宛てられているか否か、識別コードの使用によって確認する。本発明の好
適な実施形態では、各電子モジュールは、システム内の指定された物理位置ゾーン内にあ
り、一意のゾーン・アドレス・コードを有する。本発明の好適な実施形態の一部では、ポ
ートおよびそれらの対応するモジュールは、電気的な意味または通信の意味での、ソース
・デバイスおよび／または最終宛先デバイスに対するそれらの相対的近接度に基づいて、
「ゾーン」に階層化することができる。これらの実施形態では、特定のネットワーク構成
が与えられれば、各信号は究極的に１つの経路のみに沿って移動し、個々のゾーン内にあ
るあらゆるポート／モジュールは、同じゾーン・アドレシング情報を有するが、各モジュ
ールは一意の識別コードを保持し、それに宛てられたクエリに応答して、この一意の識別
コードをソース・デバイスに送信する。
【００１３】
　例えば、典型的なネットワークは、ソースと１つ以上の宛先との間の相互接続のために
、１対のパッチ・パネル・ポート(patch panel port)を含むことができる。このような構
成では、通信の観点（即ち、信号経路方向）からソースにより近いパッチ・パネル・ポー
ト（および内蔵されている電子モジュール）のグループをゾーン１と分類する。信号経路
に沿ったポート／モジュールの次のグループ（即ち、宛先デバイスに更に近いパッチ・パ
ネル・ポート）を、この例では、ゾーン２に分類する。宛先デバイスはゾーン３に分類す
る。
【００１４】
　ソースは、指定されたゾーン・アドレスを有する経路に沿ったいずれかのモジュールに
宛てられたそれぞれの出力経路に沿って信号を順次送る。このようなゾーンにおいてそれ
ぞれの各経路に沿った１つのモジュールは、次に、そのゾーンを対象とした信号を受信し
たときに、ソースに返送する。リターン信号は、信号を返送したモジュールの識別コード
を含む。この手順、および文書化されたシステムには既にわかっている情報（例えば、一
意の識別コードによって特定される各ポートの物理的位置）を用いて、システムは、個々
の信号経路のいずれに沿って接続されているポートおよび宛先デバイスをもマップする（
即ち、文書化する）ことができる。
【００１５】
　システムにおける各電子モジュールは、電源を必要とし、本発明の種々の実施形態では
、電源は、同様に信号対であり得る１対の導体またはバッテリによって供給することがで
きる。撚り線対を用いて信号を搬送するネットワーク・システムでは、システムは、１対
以上の信号対を用いて信号を個々の電子モジュールに送信し、更に信号を個々の電子モジ
ュールから受信することができる。電子モジュールは、通信の観点からは、個々の宛先デ
バイス、ソース、およびそれらの間のネットワーク・ポートを含む。光ファイバまたはそ
の他のＬＡＮシステムの場合、各ケーブルに２本の導体を組み込み、同じ目的のために適
合することができる。
【００１６】
　図１に示すように、本発明の好適な実施形態では、コンピュータまたはプロセッサ１０
がスイッチ１２に接続されている。プロセッサの指揮で、スイッチは周期的に、または要
求時に、システムにおける１つ以上のデータ・ポートをポールし、ポートに関する情報を
確認する。あるいはまたは加えて、このポーリングは、コンピュータまたはプロセッサ上
に設けられるソフトウェア・モジュールを用いて行うこともできる。このようなポーリン
グは、ゾーン毎に行うことができ、ソース・デバイスは、指定されたゾーン・アドレスを
有する経路に沿ったいずれかの電子モジュールに宛てられたそれぞれの出力ラインに沿っ



(9) JP 2009-201118 A 2009.9.3

10

20

30

40

50

て、順次クエリ信号のような信号を送る。次に、特定されたモジュールは、その識別コー
ドをソースに返送することができる。このように、システム全体を効率的にマッピング（
即ち、文書化）することができる。スイッチは、ソース・デバイス１４および１つ以上の
宛先デバイス１６と通信状態にあることが好ましい場合もある。
【００１７】
　データ・ポート２０の第１ゾーン１８は、好ましくは、単一のパッチ・パネル、即ち、
ネットワーク・ラック上に纏められるとよく、データ・ポート２０の各々は、ソース・デ
バイス１４と電気的に直接接続されている。図では「ＤＰ」で特定するデータ・ポート２
０の各々は、図では「ＥＭ」で特定する電子モジュール２２を有し、電気的に通信状態に
ある。好ましくは、データ・ポートの第１ゾーン１８は、それに隣接して配置され、検査
プラグの接続を可能にする検査ポート２３を含む。データ・ポート２６の第２ゾーンも、
別のパッチ・パネルまたはネットワーク・ラック上に纏めるとよく、データ・ポート２６
の各々は、宛先デバイス１６の１つと、電気的に直接接続されている。データ・ポート２
６の各々は、電子モジュール２８を有し、電気的に通信状態にある。好ましくは、データ
・ポートの第２ゾーン２４は、それに隣接して配置され、検査プラグの接続を可能にする
検査ポート２９を含む。加えて、ソース・デバイス１４は、好ましくは、それと電気的に
通信状態にある電子モジュール３０を含み、宛先デバイス１６は、各々、それと電気的に
通信する電子モジュール３２を含む。図１では、接続線は、可能な電気接続を表し、パッ
チ・コードおよびケーブルの使用によって行うことができ、ソース・デバイスに接続され
ている６つの宛先デバイスを有するシステムの一例が示されている。
【００１８】
　図２は、第１ゾーン１８がパッチ・パネルであり、第２ゾーン２４が出口ポート（例え
ば、壁付コンセント(wall outlet jack)）であり、ここに宛先デバイスを接続する、相互
接続構成を示す。本発明の一実施形態によれば、宛先デバイスには、共通アドレス・コー
ドおよび一意の識別コードを有する技術的現状の電子モジュールを備えることができる。
【００１９】
　出口ポートは、図２では「ＤＯ」で特定されている。宛先出口は、図１のデータ・ポー
ト７～１２とは質的に相違せず、これらが接続されている宛先デバイス１６に接近して配
置されている。これによって、物理世界において固定されている宛先出口に対するその近
接度に基づいて、個々の宛先デバイスが物理的にどこに位置するかをほぼ知ることができ
るという効果が得られる。このように、宛先デバイス自体の識別コードではなく、個々の
宛先出口の電子モジュールの識別コードを注目することによって、宛先デバイスの近似位
置をシステムによって確認することができる。
【００２０】
　本発明の多くの利点の中には、特定のネットワーク構成の綿密な計画を完全に遂行でき
ることがある。現状のシステムでは、ソースおよび宛先がもはや通信状態にないと、これ
らを接続する経路におけるどのリンクが問題のリンクであるか、一般には容易に判断する
ことができない。本発明では、各交差点、即ち、ＬＡＮポートには、ゾーン・アドレス・
コードを有する電子モジュールが関連しており、個々の電子モジュールからの応答信号は
当該モジュールの識別コードを含むので、ソースから宛先までの経路は、リンク毎または
ゾーン毎に、一層明確に特定することができる。ポートや宛先デバイスの物理的位置、お
よび改訂命令は、個々の再構成に合わせて、より効率的に決定することができる。
【００２１】
　本発明の種々の実施形態では、この同じクエリ信号は、更に、前記ネットワーク経路に
沿った電子モジュールを内蔵する１つまたは複数のポートに、その識別コードを接尾辞 (
suffix)または一連の接尾辞として収容するその応答を、宛先デバイスからの応答に追加
させる。あるいは、種々の応答はいずれの順序でも受信することができる。
【００２２】
　一実施形態では、宛先デバイスが接続されているポートのみに電子モジュールが装備さ
れている。この電子モジュールは、予め設定されている時間遅延の後、ソース・デバイス
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からのクエリに応答する。この時間遅延は、宛先デバイスからの応答が発生し終えるのに
十分な長さである。したがって、ソース・デバイスは、宛先デバイスからの応答を受信し
、次いで前記ポートからの応答を受信する。
【００２３】
　同様の実施形態では、前記ポートとソース・デバイスとの間のネットワーク経路におい
て指定したゾーン内にあるポートに追加の電子モジュールを配置し、各ゾーンの電子モジ
ュールは、その指定されたゾーンに対応するように、指定された時間遅延を有する。この
ように、スイッチと最終デバイスとの間の経路全体を文書化することができる。
【００２４】
　別の実施形態では、宛先デバイスを接続してあるポートのみに、電子モジュールを装備
する。前記電子モジュールは、クエリを受信し、続いて宛先デバイスからの応答を受信す
るか、あるいは宛先デバイスからの応答のみを受信し、次いでその識別コードを収容する
その応答を送る。
【００２５】
　同様の実施形態では、ネットワーク経路において指定したゾーン内のポートに、追加の
電子モジュールを配置する。これらの電子モジュールは、クエリを受信し、続いて宛先デ
バイスからの応答を受信するか、あるいは宛先デバイスからの応答のみを受信し、続いて
ネットワーク経路に沿ってそれよりも宛先デバイスに近い前記ポートの各々からの連続す
る応答を受信し、次いでその識別コードを収容するその応答を送る。
【００２６】
　別の実施形態では、宛先デバイスを接続してあるポートのみに、電子モジュールを装備
し、電子モジュールは、ソース・デバイスからのクエリを受信すると、直ちにその識別コ
ードで応答する。続いて、宛先デバイスは、その識別コードで、ソース・クエリに応答す
る。
【００２７】
　別の実施形態では、宛先デバイスを接続してあるポートのみに、電子モジュールを装備
し、電子モジュールは、ソース・デバイスからのクエリを受信した後に、その識別コード
で応答する。宛先デバイスは、同じクエリに対して、それを受信した後に、その識別コー
ドで応答する。上述の２つの識別コードは、いずれの順序で受信することもできる。信号
の衝突があり、双方の応答がソース・デバイスによって受信されない場合、クエリを繰り
返す。
【００２８】
　同様の実施形態では、宛先デバイスを接続してあるポートのみに、電子モジュールを装
備し、電子モジュールは、宛先デバイスからの応答を受信して格納する。次いで、電子モ
ジュールは、宛先デバイスからの応答およびその識別コードを含むその総合的応答を送る
。
【００２９】
　同様の実施形態では、各電子モジュールが、宛先デバイスからの応答と、それ自体より
もネットワーク経路に沿って宛先デバイスに近い各前記ポートに対する全ての電子モジュ
ールからの応答とを受信し格納する。次いで、前記格納した応答と、それに続く、その識
別コードを収容したその個々の応答とを含む、その総合的応答を送る。
【００３０】
　別の実施形態では、宛先デバイスを接続してあるポートに、電子モジュールを装備する
。ソース・デバイスからの問い合わせに応答して、宛先デバイス内にある電子モジュール
が、ポート内にある電子モジュールに問い合わせを送り、宛先デバイスにその識別コード
で応答する。次いで、宛先デバイスは、その識別コード、続いてポート識別コードで、ソ
ース・デバイスに応答する。
【００３１】
　前述の実施形態の用途の１つにＶｏＩＰ電話があり、緊急９１１通話が電話機から発せ
られた場合に、電話機の物理的な位置がわかることが望ましい。電話機の物理的位置は変
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コードがわかっていれば、わかる。したがって、特定のポートに接続されているいずれの
電話機によって発せられた緊急通話の物理的位置でも、前記ポートと関連付けらた識別コ
ードによって知ることができる。識別コードと特定のポートとの間の関連付けは、物理的
位置を、当該物理的位置にあるポートの識別コードと共に収容するテーブルまたはマップ
に記録しておくとよい。
【００３２】
　これら文書化システムの利点の１つは、前記電子モジュールを追加し、前記技術的現状
の文書化システムのソフトウェアを変更することによって、これらを達成できることであ
る。前記技術的現状によって発生されるクエリ信号に対して、追加のクエリ信号を発生す
る必要はない。
【００３３】
　尚、前述の発明は、具体的に記載していない多くの実施形態も想定しており、明示的に
説明した実施形態は、明確な限定ではなく、例示と見なすべきであることを注記しておく
。具体的に記載しなかった代替案の一例として、本発明は、ネットワークにおけるＬＡＮ
ポートの一部または全部に隣接してＬＥＤのような別個のインディケータを有するネット
ワーク・システムに採用することができる。これは、限定でも唯一でもない。このような
インディケータを用いると、コード・プラグの挿入または除去を必要とするＬＡＮポート
を特定する際に修正者(revisor)を補佐することができる。
【００３４】
　以上、本発明の特定的な実施形態および用途について図示し説明したが、本発明は、こ
こに開示したのと全く同じ構造や組成に限定されるのではなく、添付した特許請求の範囲
に規定した本発明の精神および範囲から逸脱することなく、種々の修正、変更、および変
形が前述の説明から容易に認められることは理解されよう。

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年4月14日(2009.4.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク内の宛先デバイスの位置を特定するためのシステムであって、
　クエリ信号を送るソース・デバイスと、
　前記クエリ信号を搬送するネットワーク経路と、
　前記ネットワーク経路に沿って設けられており物理的位置を有したポートであって、該
ポートは、当該ポートに関連したポート識別コードを格納したポート電子モジュールを備
えており、該ポート電子モジュールは、前記クエリ信号に対し、前記ポート識別コードを
含むポート応答信号を前記ソース・デバイスに前記ネットワーク経路に沿って送ることに
より応答するように構成されている、ポートと、
　前記ポートと通信状態にある宛先デバイスであって、該宛先デバイスは、当該宛先デバ
イスに関連した宛先デバイス識別コードを格納した宛先デバイス電子モジュールを備えて
おり、該宛先デバイス電子モジュールは、前記クエリ信号に対し、前記宛先デバイス識別
コードを含む宛先デバイス応答信号を前記ソース・デバイスに前記ネットワーク経路に沿
って送ることにより応答するように構成されている、宛先デバイスと、
を備え、
　前記ポートは、受けた応答に対しその識別コードを付け、該付けた識別コードを有する
該応答を前記ソース・デバイスに向け前記ネットワーク経路を介して送るように構成され
、前記ソース・デバイスが受けた前記応答に付けられた前記識別コードを有する前記ポー
トの前記物理的位置を用いて、前記宛先デバイスの位置が特定される、システム。
【請求項２】
　請求項１記載のシステムにおいて、前記ポートはパッチ・パネル内に位置する、システ
ム。
【請求項３】
　請求項１記載のシステムにおいて、前記ポートは、前記宛先デバイスに接続された出口
ポートである、システム。
【請求項４】
　請求項３記載のシステムにおいて、前記出口ポートは壁付コンセントである、システム
。
【請求項５】
　請求項１記載のシステムにおいて、前記宛先デバイスは、ボイス・オーバー・インター
ネット・プロトコル電話機 である、システム。
【請求項６】
　請求項１記載のシステムにおいて、前記ソース・デバイスは、クエリに続いて、応答信
号が前記ソース・デバイスにおいて受信されない場合、前記クエリ信号を再度送るように
構成されている、システム。
【請求項７】
　請求項１記載のシステムにおいて、前記ソース・デバイスは、クエリに続いて前記ポー
トまたは前記宛先デバイスのいずれからも前記応答信号が前記ソース・デバイスにおいて
受信されない場合、前記クエリ信号を再度送るように構成された、システム。
【請求項８】
　請求項１記載のシステムにおいて、前記ソース・デバイスは、前記ポート応答信号と前
記宛先デバイス応答信号との間に衝突が生じた場合、前記クエリ信号を再度送るように構
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成された、システム。
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