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4 / 8チャネルの新しいPoEソリューションでコスト削減 

30 W PoE+電力と1,000 Mbit/sを各チャネルに 
                      

                       著者：マクシミリアン・フェルセブッシュ  l PULS GmbH I マーケティングコミュニケーションスペシャリスト 

従来のPoE+インジェクタ1台で4つ以上の
負荷への給電を試みたことがある方は、す
ぐにその限界に達してしまうことをご存知
でしょう。市場で一般的なPoEインジェクタ
には、1～4チャネルが装備されており、そ
の場合、電力供給は常に外付けの電源装
置を通して行われます。 
従来の4チャネル以上に対応する機器で
は、ユーザーは手間のかかる環境設定(ど
のチャンネルにどれだけの出力を振り分
けるか)を行う必要がありました。その際、
設定は、常にメーカーがPoEインジェクタ
用に事前に設定した電源バジェットによる
制限を受けます。つまり、チャネル間で出
力が分配されなければなりません。また、

電源メーカーのプルス株式会社
は、IEEE 802.3at規格に準拠した新型
4/8チャンネル PoE+ インジェクタ (電源
内蔵型と非内蔵型）の提供を開始しま
した。すべてのチャネルで 30Wの継続
した電力供給が可能です。たった1台の
インジェクタで、最大8台のネットワーク
デバイスに安定した給電が行えます。
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インジェクタに8つの出力があるからとい
って、実際の運転時に8つ全ての負荷に30 
Wの電力を供給できるというわけではあり
ませんでした。
また、IT環境が整備されていない場所で
は、一般的なPoEソリューションが最適で
ない場合があります。産業用倉庫や駅構
内のインフォテインメントパネルには、い
わゆる「ITの世界」とは共通点がなく、しか
し矛盾したことに、市場で入手可能なPoE
インジェクタのほとんどはIT環境での使用
を前提に開発されています。例えばサーバ
ールームやオフィスでは、常に安定した環
境条件と安定したネットワークが保たれて
います。これに対して、産業用途または屋
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図 1：8チャネルのPoEインジェクタ：独立型と240 Wハイエンド電源装置内蔵型
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外用途のデバイスは、常に電源網の品質
変化、温度の極端な変動、そして振動や衝
撃に晒されています。 
つまり、多くの一般的なPoEインジェクタは
その信頼性、耐久性、ならび効率性という
点で、ユーザーの求める要件を事実上、充
分に満たしていないのです。

ソリューションとしての産業用PoE+ インジ
ェクタ

プルス社では、顧客要件を分析し、革新的
なPower-over-Ethernet (PoE)ソリューショ
ンを装備した新シリーズを開発しました。
その焦点は、実績の認められたプルスDIN
レール電源の効率性、信頼性、そして耐用
性とPoEテクノロジーを融合させることで
した。
その成果が、ユーザー指向のPoEインジェ
クタであり、これには産業用電源装置内蔵
型と非内蔵型の二種類があります。この4
チャネルまたは8チャネルのインジェクタ
は、チャネル毎に30 W（IEEE 802.3at規格）
を保証し、1,000 Mbit/sの高速データ処理
が可能です。つまり、インジェクタ1台だけ
で、最大8台のPoE/PoE+デバイスに安定
した給電が行えます。
本インジェクタは産業用イーサネットソリ
ューション、例えばビルディング自動化シ
ステム (ワイヤレスアクセスポイント)、セキ
ュリティ技術 (ビデオカメラ)、表示パネル、
タッチスクリーン、POS(キャッシャー)シス
テム、ヘルスケア機器など、その他多くの
一般的なPoE用途に最適です。

高性能の電源装置内蔵型PoEインジェクタ

240Wの電源を内蔵したオールインワン
デバイスはまさに革命です。これはAC電
源網に直接接続することができ、従来では
少なくとも2台の機器を連結する必要があ
った構造を、非常にシンプルなシステムで
置き換えることができます (図 2を参照)。
この電源内蔵型PoEインジェクタの機体は
わずか幅77mmであるため、必要なDINレ
ールのコストとそのスペースを大幅に節
約します。また、短時間で簡単に設置でき
るため、その点でもコスト削減が見込めま
す。さらに、購買と保管の面でもメリットが
あります。記録するデバイスの種類も、管
理する機器番号も1つだけに絞られるから
です。  
内蔵された電源CP10.481は、95,5%の高
効率で作動し、最低寿命は10万9000稼働
時間以上を実現しています(AC 230V、全負
荷、周囲温度+40℃の場合)。この高い効率
は、熱による出力損失が非常に少ないこと

を意味します。これは、PoEインジェクタ、な
らびに隣接する他のシステムの耐用性と
信頼性にもプラスに作用します。PoE機器
の作動温度範囲は -25℃ ～ +70℃で、産
業用途向けに最適化されています。

図 2：外付け電源なしで最大8つの負荷に給電するPoEオールインワンソ
リューション

図３:  
PoEオールインワンソリューションの代わりとして、PoEインジェクタと外付け240W
電源 (CP10.481) との組み合わせがあります。
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最大8チャネルにフルパワー給電

本PoEインジェクタは、負荷に関してIEEE規
格で定義されている25.5 Wの出力に準拠
し、全チャンネルに最大30Wの電力を制
約なしに継続的に供給します。また、チャ
ネル毎に1,000 MBit/sという優れた通信速
度を有することで、市場でも他に類を見な
い製品となっています。
高 効 率 の プ ル ス 電 源 を 内 蔵し たこと
で、PoEシステム全体における効率向上も
達成されています。通常、ほとんどのPoEシ
ステムは常にオンの状態で作動しており、
プルス電源が提供する省エネソリューショ
ンは運営経費そのものの削減にも貢献し
ます。

複雑な環境設定いらずのプラグアンドプレ
イ

当インジェクタは、当初からユーザフレン
ドリーなプラグアンドプレイで使用できる
よう開発されているため、接続先の出力
分類 (IEEE 802.3at あるいは IEEE 802.3af)
を自動的に検出します。また、この機能は、
エラー時に機器を保護する役目も担って
ます。例えば、接続されているイーサネット
ケーブルがショートした場合、即座に自動
電流リミッタとシャットダウン機能が作動
し、該当するチャネルに対応します。 
そこから、インジェクタは一定の間隔でシ
ョートの有無をテストし、障害が修正され
ると、そのチャネルを再度有効にし、給電
を再開します。他の7チャネルは、この安全
措置の影響を受けることなく通常運転を
続けます。
さらに、デバイスはデジタルデータ操作か
ら保護されています。回路設計にASICが
統合されているため、外部からの介入は
不可能です。
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図 3：Power-over-Ethernet (PoE) インジェクタの内部

コストパフォーマンスと将来性を備えた
PoEソリューション 

本PoEインジェクタを使用することで、あら
ゆる面でのコスト削減が期待できます。こ
れまでは4チャネルのインジェクタが少な
くとも２台必要だったのに対して、1台の
インジェクタで最大8つの負荷に最高30 W
を給電できます。つまり、この電源内蔵型
PoEインジェクタを使えば、2台必要だった
システムの運営を1台で補うことができま
す。これは購入時の費用、および設置費用
の節約にもなります。さらには、システム
内の貴重なスペースを節約することで、管
理維持費の削減も期待できます。
高性能（PoE+ und Gigabit Ethernet）で、
優れた耐久性と効率性を兼ね備えた、堅
牢なプルス社製インジェクタは、産業イン
フラストラクチャのみならず、その他あら
ゆるPoE用途で長期的にお使いいただけ
ます。
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