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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】データ接続を介して電気消費機器へ電力供給す
る装置において、電力消費を削減できる装置と電気消費
機器とデータ接続とを含むシステムを提供する。
【解決手段】電気消費機器３、４、５へ送信されるべき
データを受信した場合には、その電気消費機器に対する
電力供給は非動作化される。従って、データ接続アクテ
ィビティに反応できるように警戒しておくために、電気
消費機器それ自身は、装置から電力供給を受ける必要は
ない。それにより、電力消費が削減される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ接続を介して電気消費機器に電力供給する装置であって、
　前記データ接続を介して前記電気消費機器に電力供給するための電源と、
　前記電気消費機器に送信されるべきデータを受信するデータ受信ユニットと、
　前記電気消費機器に送信されるべきデータが受信され、且つ、前記電気消費機器への電
力供給が非動作化されている場合に、前記データ接続を介した前記電気消費機器への電力
供給を動作化するためのコントローラーと、
　を含むことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記装置は、受信された前記データを保管するためのデータ保管ユニットを含み、
　前記コントローラーは、前記電気消費機器への電力供給が動作化された後で、前記デー
タ接続を介して、受信され保管された前記データを前記電気消費機器へ送信する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記コントローラーが前記電気消費機器への電力供給を動作化し始めた後で、前記コン
トローラーは、前記データ接続を介して、前記受信され保管されたデータを前記電気消費
機器へ送信する、
　請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記コントローラーは、前記受信され保管されたデータを前記電気消費機器へ繰り返し
送信する、
　請求項２に記載の装置。
【請求項５】
　前記装置は、前記電気消費機器への電力供給が動作状態であるか非動作状態であるかど
うかを保管するための状態保管ユニットを含み、
　前記コントローラーは、前記電気消費機器へ送信されるべきデータが受信され、且つ、
前記電気消費機器への電力供給が非動作化されていることが前記状態保管ユニットに保管
されている場合に、前記データ接続を介した前記電気消費機器への電力供給を動作化する
、
　請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記コントローラーは、前記電気消費機器が非動作化されるべきことを示す非動作化命
令を、受信された前記データが含んでいるかどうかを判断する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記コントローラーは、前記受信されたデータが非動作化命令を含んでいると前記コン
トローラーが判断した場合には、前記電気消費機器への電力供給を非動作化する、
　請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記装置は、前記電気消費機器への電力供給が動作状態であるか非動作状態であるかど
うかを保管するための状態保管ユニットを含み、
　前記状態保管ユニットは、前記受信されたデータが非動作化命令を含んでいると前記コ
ントローラーが判断した場合には、前記電気消費機器への電力供給が非動作化状態にある
ことを保管する、
　請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　前記コントローラーは、前記電気消費機器が動作化されているか非動作化されているか
を判断する、
　請求項１に記載の装置。
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【請求項１０】
　前記コントローラーは、前記電気消費機器の電力消費を決定し、決定された前記電力消
費に応じて、前記電気消費機器が動作化されているか非動作化されているかを判断する、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記コントローラーは、前記電気消費機器から、前記電気消費機器が非動作化されるべ
きであることを示す非動作化リクエストを受信し、
　前記コントローラーは、前記非動作化リクエストが受信された場合には、前記電気消費
機器への電力供給が非動作化されるように、前記電源を制御する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記コントローラーは、前記電気消費機器から、前記電気消費機器が動作化されるべき
であることを示す動作化リクエストを受信し、
　前記コントローラーは、前記動作化リクエストが受信された場合には、前記電気消費機
器への電力供給が動作化されるように、前記電源を制御する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　少なくとも一つの電気消費機器と、
　データ接続を介して電気消費機器へ電力供給する、請求項１に記載の装置と、
　前記装置によって少なくとも一つのデータ接続を介して、前記少なくとも一つの電気消
費機器へ電力供給するため、および、前記装置と前記少なくとも一つの電気消費機器との
間でデータを伝送するための当該少なくとも一つのデータ接続と、
　を含む、システム。
【請求項１４】
　データ接続を介して電気消費機器へ電力供給する方法であって、
　データ受信ユニットによって、前記電気消費機器へ送信されるべきデータを受信するス
テップと、
　前記電気消費機器へ送信されるべきデータが受信され、前記電気消費機器に対する前記
電源が非動作化されている場合に、コントローラーによって、前記電気消費機器に対する
前記データ接続を介した電力供給を動作化するステップと、を含み、
　電力は、電源によって、前記電気消費機器へ前記データ接続を介して供給される、
　ことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　データ接続を介して電気消費機器へ電力供給するためのコンピュータープログラムであ
って、
　前記コンピュータープログラムは、請求項１に記載の装置に対して、前記装置をコント
ロールしているコンピューター上で実行される場合に、請求項１４に記載の方法のステッ
プを実行させるためのプログラムコード手段を含む、コンピュータープログラム。
 

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ接続を介して電気消費機器へ電力供給する装置に関し、装置と電気消
費機器とデータ接続とを含むシステムに関する。本発明は、さらに、データ接続を介して
電気消費機器へ電力供給することに対応する方法、およびコンピュータープログラムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
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　パワーオーバーイーサネット（登録商標）（ＰｏＥ：Ｐｏｗｅｒ－ｏｖｅｒ－Ｅｔｈｅ
ｒｎｅｔ）は、ルーター、スイッチ、プリンタースプーラー、等のようなネットワーク接
続されており分離された電気消費機器に対して、標準のイーサネット（登録商標）ケーブ
ル接続によって、電気的エネルギーを供給する、現行の規格（ＩＥＥＥＥ  ８０２．３．
ａｆ）である。
【０００３】
　しかしながら、ネットワーク接続されており分離された電気消費機器がスタンバイモー
ドにある場合には、あらゆるイーサネット（登録商標）アクティビティに反応できるよう
内部処理アラート（ａｌｅｒｔ）を保持するために、それらの機器は、いまだに、ＰｏＥ
電力供給からいくらかの電力を受け取っている。
【０００４】
　このように、ネットワーク接続されており分離された電気消費機器のスタンバイモード
においてさえ、電力消費は非常に高い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】欧州特許出願第２２２２０１８Ａ１号明細書
【特許文献２】米国特許出願第２００７／００５３３６０Ａ１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、データ接続を介して電気消費機器へ電力供給する装置を提供し、電力
消費を削減できる、装置と電気消費機器とデータ接続とを含むシステムを提供することで
ある。本発明は、さらに、データ接続を介して電気消費機器へ電力供給することに対応す
る方法、およびコンピュータープログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様において、データ接続を介して電気消費機器へ電力供給する装置が
記述される。装置は、
－データ接続を介して電気消費機器へ電力供給するための電源と、
－電気消費機器へ送信されるべきデータを受信するデータ受信ユニットと、
－電気消費機器へ送信されるべきデータが受信され、電気消費機器に対する電源が非動作
化されている場合に、電気消費機器に対するデータ接続を介した電力供給を動作化するた
めのコントローラーと、を含む。
【０００８】
　電気消費機器へ送信されるべきデータが受信され、電気消費機器に対する電源が非動作
化されている場合に、コントローラーは、電気消費機器に対する電力供給を動作化するの
で、データ接続アクティビティに反応できるように警戒しておくために、電気消費機器そ
れ自身は、装置から電力供給を受ける必要はない。特に、電気消費機器が非動作化され、
装置から電力供給を受けていない場合で、かつ、データが非動作化された電気消費機器へ
送信されるべき場合には、コントローラーは、電気消費機器に対する電力供給を動作化し
、それにより、電気消費機器自身が動作化し、そのデータを受信することができる。この
ように、電気消費機器は、データ接続アクティビティに反応できるように警戒しておく必
要が無いので、電力消費を削減することができる。
【０００９】
　装置は、望ましくは、イーサネット（登録商標）接続を介して電気消費機器へ電力供給
するように適合される。
【００１０】
　電気消費機器に対する電力供給が非動作化されている場合、例えば、電気消費機器が接
続されている装置のポートが非動作化されている場合には、データ接続は、望ましくは、
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電気消費機器へデータを送信したり、または、電気消費機器からデータを受信することが
できない状態にあり、例えば、それぞれのポートは完全にスイッチオフされている。電気
消費機器のポートが動作化された場合には、機器はパワーアップされ、電気消費機器がデ
ータ接続を介してデータを受信することができる状態に入る。
【００１１】
　電気消費機器は、例えば、光源、センサー、等である。
【００１２】
　受信したデータは、例えば、ネットワーク接続された照明コントローラーからのスイッ
チオフ命令またはディムツゥゼロ（ｄｉｍ－ｔｏ－ｚｅｒｏ）命令であり、装置へイーサ
ネット（登録商標）によりＴＣＰ／ＩＰパケットで転送されたものである。受信したデー
タは、望ましくは、受信したデータが送信される必要がある電気消費機器の指示を含んで
いる。特に、受信したデータは、その受信したデータが送信される必要がある電気消費機
器のＩＰアドレスを含んでいる。
【００１３】
　装置は、望ましくは、いくつかのデータ接続を介して装置に接続されている、いくつか
の電気消費機器に選択的に電力供給できるように適合されている。
【００１４】
　装置は、受信したデータを保管するためのデータ保管ユニットを含んでいることが望ま
しい。コントローラーは、電気消費機器に対する電力供給が動作化された後で、データ接
続を介して電気消費機器へ、受信され保管されたデータを送信するように適合される。特
に、コントローラーは、コントローラーが電気消費機器に対する電力供給を動作化し始め
た後で、既定の時間の後に、電気消費機器へデータを介して、受信され保管されたデータ
を送信するように適合される。これにより、電気消費機器には、例えばブートアップする
ための、時間が与えられる。時間は、望ましくは、例えば電気消費機器がブートアップし
た後といった、電気消費機器が受信され保管されたデータを受信する準備ができた後で、
コントローラーがデータ接続を介して電気消費機器へ受信され保管されたデータを送信で
きるように、あらかじめ決められる。
【００１５】
　コントローラーは、電気消費機器へ受信され保管されたデータを繰り返し送信するよう
に適合され得る。一つの実施例においては、コントローラーは、電気消費機器からのアク
ノレッジ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）信号を受信するまで、電気消費機器へ受信され保管
されたデータを繰り返し送信するように適合される。コントローラーは、また、電気消費
機器へ、制限された回数だけ、または、制限された時間だけ、受信され保管されたデータ
を送信するように適合され得る。コントローラーが電気消費機器に対する電力供給を動作
化を始めた後、例えば、電気消費機器が接続されているそれぞれのポートを動作化し始め
た後である。受信され保管されたデータは、電気消費機器へ繰り返し送信されるので、例
えば、コントローラーが電気消費機器に対する電力供給の動作化を始めた直後といった、
電気消費機器がデータを受信する準備ができていない開始時期においてさえ、電気消費機
器はデータを受信することができる。この場合は、電気消費機器がデータを受信する準備
ができた後で、電気消費機器は繰り返し送信されたデータを、後に受信する。
【００１６】
　装置は、電気消費機器に対する電力供給が動作状態であるか、または非動作状態である
か、を保管するための状態保管ユニットを含み得る。電気消費機器へ送られるべきデータ
が受信され、状態保管ユニットの中に、電気消費機器に対する電力供給は非動作化されて
いると保管されている場合には、コントローラーは、電気消費機器に対するデータ接続を
介した電力供給を動作化するように適合される。これにより、状態保管ユニットの中を調
べるだけで、電気消費機器に対する電力供給が動作状態であるか、または非動作状態であ
るかを非常に早く判断することができる。
【００１７】
　コントローラーは、受信したデータが、電気消費機器が非動作化されるべきことを示す
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非動作化命令を含むかどうかを決定するように適合されることが望ましい。コントローラ
ーは、受信したデータが非動作化命令を含んでいると判断した場合には、電気消費機器へ
の電力供給を非動作化するように適合されることが望ましい。望ましくは、コントローラ
ーは、ａ）電気消費機器へ非動作化命令を送信し、ｂ）既定の時間待つか、電気消費機器
が既に非動作化されたかどうかを判断し、そして、ｃ）電気消費機器に対する電力供給を
非動作化する。既定の時間は、望ましくは、冷却機器によって電気消費機器をクールダウ
ンしたり、情報を保管する、等を含む、非動作のための処理のために十分な時間を電気消
費機器が持てるように定義される。コントローラーは、例えば、電気消費機器の電力消費
をモニターしたり、または、電気消費機器へピン（ｐｉｎｇ）命令を送ることによって、
電気消費機器が非動作であるかどうかを決定し得る。これにより、コントローラーを介し
て電気消費機器を非動作化することができる。例えば、電気消費機器のスイッチまたはそ
のようなもので、電気消費機器を非動作化する必要はない。
【００１８】
　装置は、さらに、電気消費機器に対する電力供給が動作状態であるか、または非動作状
態であるか、を保管するための状態保管ユニットを含むことが望ましい。状態保管ユニッ
トは、コントローラーが、受信したデータは非動作化命令を含んでいると判断した場合に
、電気消費機器に対する電力供給が非動作化されていることを保管するように適合されて
いる。これにより、状態の判断を要求すること無しに、電気消費機器に対する電力供給の
実際の状態を、コントローラーが、状態保管ユニットから常に取り出せるように、状態保
管ユニットを更新することができる。
【００１９】
　コントローラーは、電気消費機器が動作状態であるか、非動作状態であるかを判断する
ように適合され得る。特に、コントローラーは、電気消費機器は動作化されているとコン
トローラーが判断した後で、データ接続を介して電気消費機器へ受信され保管されたデー
タを送信するように適合され得る。
【００２０】
　コントローラーは、さらに、望ましくは、電気消費機器の電力消費を決定し、電気消費
機器が動作状態であるか、非動作状態であるかを判断するように適合される。これにより
、電気消費機器の電力消費をモニターするだけで、電気消費機器が動作状態であるか、非
動作状態であるかを判断することができる。
【００２１】
　コントローラーは、電気消費機器が非動作化されるべきことを示す非動作化リクエスト
を、電気消費機器から受信するように適合されることが望ましい。コントローラーは、非
動作化リクエストを受信した場合に、電気消費機器に対する電力供給を非動作化するよう
、電源をコントロールするように適合される。特に、電源は、非動作化リクエストを受信
した場合には、電気消費機器に対する電力供給をゼロまで減少させるように適合される。
コントローラーは、さらに、電気消費機器の電力消費をモニターするように適合され、電
気消費機器の電力消費が、電気消費機器が非動作状態であることを示す閾値よりも低い場
合には、電気消費機器への電力供給を非動作化するよう電源をコントロールするように適
合される。例えば、閾値は、閾値よりも低い電気消費は、電気消費機器がスタンバイ状態
にあることを示すように、事前に決定され得る。このように、電気消費機器の電力消費を
モニターすることによって、その電気消費機器がスタンバイ状態にあるかどうかを検知す
ることができる。電気消費機器がスタンバイ状態にある場合には、コントローラーは、電
気消費機器に対する電力供給をスイッチオフするよう電源を制御することができる。
電気消費機器がスタンバイ状態にスイッチされた場合には、それによって電気消費機器の
電力消費が削減される。
【００２２】
　一つの実施例において、コントローラーは、電気消費機器から、その電気消費機器が動
作されるべきであることを示す動作化リクエストを受信するように適合される。コントロ
ーラーは、動作化リクエストが受信された場合に、電気消費機器に対する電力供給が動作
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化、特には、スイッチオンされるように適合される。この実施例において、データ接続は
、電気消費機器に対する電力供給が非動作化されているにもかかわらず、電気消費機器か
らデータを受信することができるような状態にあり、電気消費機器は、装置へ動作化リク
エストを送信するのに十分な電力を供給するための自身の電源を含んでいる。これにより
、電気消費機器それ自身から、電気消費機器に対する電力供給を制御することもできる。
【００２３】
　本発明のさらなる態様における、システムが記述される。システムは、
－少なくとも一つの電気消費機器と、
－データ接続を介して電気消費機器へ電力供給する、添付の請求項１に記載の装置と、
－少なくとも一つのデータ接続であり、装置と少なくとも一つの電気消費機器との間でデ
ータ伝送するため、および、装置によって少なくとも一つの電気消費機器へ少なくとも一
つのデータ接続を介して電力供給するためのデータ接続と、を含む。システムは、例えば
、電気消費機器である、いくつかの光源を持った照明システムであり、いくつかの光源は
装置によってデータ接続を介して電力供給される。
【００２４】
　本発明の別の態様において、データ接続を介して電気消費機器へ電力供給する方法が記
述される。方法は、
－データ受信ユニットによって、電気消費機器へ送信されるべきデータを受信するステッ
プと、
－電気消費機器へ送信されるべきデータが受信され、電気消費機器に対する電源が非動作
化されている場合に、コントローラーによって、電気消費機器に対するデータ接続を介し
た電力供給を動作化するステップと、を含む。
【００２５】
　本発明のさらなる他の態様において、データ接続を介して電気消費機器へ電力供給する
ためのコンピュータープログラムが記述される。コンピュータープログラムは、
　添付の請求項１に記載の装置に対して、コンピュータープログラムが装置をコントロー
ルしているコンピューター上で実行される場合に、添付の請求項１４に記載の方法のステ
ップを実行させるためのプログラムコード手段を含む。
【００２６】
　添付の請求項１に係る装置、添付の請求項１３に係るシステム、添付の請求項１４に係
る方法、そして添付の請求項１５に係るコンピュータープログラムは、特に、従属請求項
において定義されるように、類似、及び／又は、同一の好適な実施例を有するものである
ことが理解されるべきである。
【００２７】
　本発明の好適な実施例は、また、独立請求項とそれぞれの従属請求項とのあらゆる組み
合わせであり得ることも理解されるべきである。
【００２８】
　本発明に係るこれらの、そして他の態様は、以降に述べられる実施例から明らかであり
、実施例に関して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
　添付の図面は以下のとおりである。
【図１】図１は、データ接続を介して電気消費機器へ電力供給する装置の実施例の典型的
な模式図を示している。
【図２】図２は、データ接続を介して電気消費機器へ電力供給する方法の実施例を説明す
る典型的なフローチャートを示している。
【図３】図３は、データ接続を介して電気消費機器へ電力供給する方法のさらなる実施例
を説明する典型的なフローチャートを示している。
【図４】図４は、装置と電気消費機器とデータ接続とを含むシステムの実施例の典型的な
模式図を示している。
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【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１は、いくつかのデータ接続６、７、８を介して、いくつかの電気消費機器３，４，
５に電力供給する装置の実施例の典型的な模式図を示している。データ接続６、７、８は
、望ましくはイーサネット（登録商標）ケーブルである。装置１は、装置１へデータ接続
６，７，８を行うために、いくつかのポート１３，１４，１５を含んでいる。電気消費機
器３，４，５の各々も、データ接続６、７、８を介して、電気消費機器３，４，５それぞ
れを装置１へ接続するためのポート１６，１７，１８を含んでいる。装置１は、データ接
続６、７、８を介して電気消費機器３，４，５に電力供給するための電源２とデータを受
信するためのデータ受信ユニット９を含んでいる。データは、例えば、外部のコントロー
ラーから受信し、一つまたはいくつかの電気消費機器３，４，５へ送信されるものである
。しかしながら、データ受信ユニット９は、各々のポート１３，１４，１５を通じて電気
消費機器３，４，５からのデータを受信するように適合することもできる。例えば、デー
タ受信ユニット９は、一つまたはいくつかの電気消費機器３，４，５へ、別の電気消費機
器３，４，５から送信されるべきデータを受信するように適合され得る。例として、デー
タは、電気消費機器３，４，５の間で装置１を介して交換可能である。
【００３１】
　装置１は、さらに、それぞれのデータ接続６を介して、一つまたはいくつかの電気消費
機器３，４，５への電力供給を動作化するためのコントローラー１０を含んでいる。一つ
またはいくつかの電気消費機器３，４，５へ送信されるべきデータが受信された場合は、
それぞれの電気消費機器３，４，５への電力供給、例えば、それぞれのポート１３，１４
，１５は非動作化される。従って、それぞれの電気消費機器３，４，５は、データ活動の
データ接続に反応できるように警戒を続ける必要はない。なぜなら、データがそれぞれの
電気消費機器３，４，５へ送信され、それぞれの電気消費機器３，４，５が非動作化され
、装置１からの電力供給を受け取れない場合には、コントローラー１０は、データを受信
するべき、電気消費機器３，４，５に対するそれぞれのポート１３，１４，１５を動作さ
せ、それにより、それぞれの電気消費機器３，４，５の電力消費を削減するからである。
【００３２】
　データ接続６，７，８は、望ましくはイーサネット（登録商標）ケーブルであるため、
装置１は、望ましくは、イーサネット（登録商標）接続６，７，８を介して電気消費機器
３，４，５へ電力供給するように適合される。従って、装置１は、望ましくはＰｏＥ装置
である。
【００３３】
　電気消費機器３，４，５に対する電力供給が非動作化される場合、例えば、それぞれの
電気消費機器３，４，５が接続されている装置１のそれぞれのポート１３，１４，１５が
非動作の場合には、それぞれのデータ接続６，７，８は、望ましくは、電気消費機器へデ
ータが送信できず、または電気消費機器からのデータを受け取れない状態になる。例えば
、それぞれのポート１３，１４，１５は、望ましくは、完全に電源オフされる。もし、そ
れぞれの電気消費機器３，４，５に対するポートが動作する場合には、電気消費機器はパ
ワーアップされ、それぞれの電気消費機器３，４，５がデータ接続を介してデータを受信
することができる状態になる。
【００３４】
　コントローラー１０は、望ましくは、それぞれのデータ接続６，７，８を介したそれぞ
れの電気消費機器３，４，５に対する電力供給を動作化するためのＰｏＥ規格に準拠する
ように適合される。規格は、例えば、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）によって２００３年
６月１８日に出版された、ＩＥＥＥ  Ｃｏｍｐｕｔｅｒ  Ｓｏｃｉｅｔｙによる“Ｐａｒ
ｔ３:Ｃａｒｒｉｅｒ  Ｓｅｎｓｅ  Ｍｕｌｔｉｐｌｅ  Ａｃｃｅｓｓ  ｗｉｔｈ  Ｃｏ
ｌｌｉｓｉｏｎ  Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ（ＣＳＭＡ／ＣＤ）  Ａｃｃｅｓｓ  Ｍｅｔｈｏｄ
  ａｎｄ  Ｐｈｙｓｉｃａｌ  Ｌａｙｅｒ  Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ、Ａｍｅｎｄ
ｍｅｎｔ：Ｄａｔａ  Ｔｅｒｍｉｎａｌ  Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ(ＤＴＥ)  Ｐｏｗｅｒ  ｖ
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ｉａ  Ｍｅｄｉａ  Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ  Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ(ＭＤＩ)”に開示されおり
、ここにおいて参照として包含されている。この規格は、ＰｏＥ給電機器（ＰＳＥ）が、
ＰｏＥ非対応デバイスに対して４８Ｖを適用しないことを保証するように要求している。
この実施例においては、ＰｏＥ  ＰＳＥは、装置１であると認められる。規格に従えば、
コントローラー１０は、望ましくは、最初は、例えば、２．７Ｖから１０．１Ｖといった
低電圧を、それぞれのデータ接続６，７，８を介してそれぞれの電気消費機器３，４，５
に対して適用し、シグネチャ（ｓｉｇｎａｔｕｒｅ）抵抗の２５ＫΩを検出するように適
合される。コントローラーは、シグネチャ抵抗が自動極性制御回路のある形式の後である
ことを期待し、シグネチャにおけるＤＣオフセットを補償する。それぞれの電気消費機器
３，４，５の最大入力容量は、１５０ｎＦより小さくなければならない。もし、コントロ
ーラーがシグネチャ抵抗を特定した場合には、コントローラーは、それぞれの電気消費機
器３，４，５がＰｏＥ対応機器であると結論付け、それぞれの電気消費機器３，４，５へ
約４８Ｖの電力を供給する。もし、コントローラーが、それぞれの電気消費機器３，４，
５がＰｏＥ対応機器ではないと結論付けた場合には、約４８Ｖの電力は供給されず、コン
トローラー１０は、望ましくは、例えば、２．７Ｖと１０Ｖといった、小さな電圧におけ
る電流をモニターする。
【００３５】
　電気消費機器３，４，５は、例えば、光源、センサー、スイッチ、等である。データ受
信ユニット９によって受信されるデータは、望ましくは、図１には示されていないが、ネ
ットワーク上のさらなるコントローラーからの命令であり、データ受信ユニット９へイー
サネット（登録商標）によりＴＣＰ／ＩＰパケットで伝送される。このように、データ受
信ユニット９によって受信されるデータは、それぞれの電気消費機器３，４，５が光源で
ある場合には、望ましくは、電源オフ命令またはディムツゥゼロ（ｄｉｍ－ｔｏ－ｚｅｒ
ｏ）命令といった命令を含み、それぞれの電気消費機器３，４，５のＩＰアドレスを含ん
でいる。従って、データ受信ユニット９がそれぞれの電気消費機器３，４，５のＩＰアド
レスとそれぞれの電気消費機器３，４，５へ送られるべき命令を含むデータを受信するま
では、それぞれの電気消費機器３，４，５は、非動作状態を維持することができる。
【００３６】
　装置１は、さらに、それぞれの電気消費機器３，４，５に対する電力供給が動作状態で
あるか、または非動作状態であるか、を保管するための状態保管ユニット１１を含んでい
る。このように、例えば、それぞれの電気消費機器３，４，５に対する電力供給が非動作
の場合には、それぞれの電気消費機器３，４，５に対してフラグ（ｆｌａｇ）をセットす
ることができる。もし、それぞれの電気消費機器３，４，５へ送られるべきデータが受信
され、状態保管ユニット１１の中に、それぞれの電気消費機器３，４，５に対する電力供
給は非動作であると保管されている場合には、コントローラー１０は、望ましくは、それ
ぞれのデータ接続６，７，８を介したそれぞれの電気消費機器３，４，５に対する電力供
給を動作化するように適合される。例えば、データ受信ユニット９が、命令およびある特
定の電気消費機器のＩＰアドレスを含んだデータを受信した場合は、コントローラーは、
この特定の電気消費機器に対してフラグがセットされているかどうか、状態保管ユニット
１１の中を調べる。もし、そうであれば、コントローラーは、それぞれのデータ接続６，
７，８を介して、この特定の電気消費機器への電力供給を動作化する。
【００３７】
　装置１は、さらに、受信したデータを保管するためのデータ保管ユニットを含んでいる
。コントローラー１０は、電気消費機器３，４，５が動作化された後で、保管されている
受信したデータを、それぞれのデータ接続６，７，８を介して、それぞれの電気消費機器
３，４，５へ伝送するように適合される。特に、コントローラー１０は、それぞれの電気
消費機器３，４，５が既に動作化されているかどうかを判断して、データ接続６，７，８
を介してそれぞれの電気消費機器３，４，５へのみ、保管されている受信したデータを伝
送するように適合される。それぞれの電気消費機器３，４，５が、本当に、例えば、デー
タの中に含まれる命令といったデータを、それぞれの電気消費機器３，４，５が受信する
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ことができる動作状態にあることを、コントローラーが判断した後にである。コントロー
ラー１０は、それぞれの電気消費機器３，４，５の電力消費を決定するように適合され、
決定された電力消費に応じて電気消費機器３，４，５が動作状態であるか、非動作状態で
あるかを判断するように適合される。例えば、もし、電力消費が閾値より低い場合は、そ
れぞれの電気消費機器を非動作化し、電力消費が閾値より高い場合は、それぞれの電気消
費機器を動作化する、といったように、閾値を定めておくこともできる。コントローラー
１０は、また、それぞれの電気消費機器３，４，５にたいしてピン（ｐｉｎｇ）命令を発
行し、反応を待つように適合される。それぞれの電気消費機器が動作され、特にイーサネ
ット（登録商標）のデータパケットを受信する準備ができているか、または非動作である
か、を判断するためである。それぞれの電気消費機器に係る判断された状態は、状態保管
ユニット１１を更新するため、特に、状態保管ユニット１１を初期化するためにも使用さ
れる。例えば、初期化工程において、コントローラー１０は、それぞれの電気消費機器３
，４，５の状態を判断することができ、それぞれの状態は、状態保管ユニット１１に保管
することができる。
【００３８】
　コントローラー１０は、また、コントローラー１０が、それぞれの電気消費機器３，４
，５の動作させ始めた後で、既定の時間の後に、データ接続６，７，８を介してそれぞれ
の電気消費機器３，４，５へ保管されている受信したデータを伝送するように適合される
。もしくは、コントローラー１０は、それぞれの電気消費機器３，４，５からアクノレッ
ジ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）が受信されるまで、それぞれの電気消費機器３，４，５へ
保管されている受信したデータを繰り返し伝送するように適合される。こうして、それぞ
れの電気消費機器が動作状態であるか、非動作状態であるかを最初に判断すること無しに
、それぞれの電気消費機器３，４，５へデータを伝送できる。
【００３９】
　コントローラー１０は、さらに、受信したデータが、それぞれの電気消費機器３，４，
５が非動作化されるべきことを示す非動作化命令を含むかどうかを決定するように適合さ
れる。さらに、コントローラー１０は、望ましくは、コントローラー１０が受信したデー
タは非動作化命令を含んでいると判断した場合には、それぞれの電気消費機器３，４，５
に対するそれぞれのポート１３，１４，１５を非動作化するように適合される。そして、
状態保管ユニット１１は、望ましくは、コントローラー１０が受信したデータは非動作化
命令を含んでいると決定した場合には、それぞれの電気消費機器３，４，５へ電力を供給
するように適合される。特に、受信したデータは、非動作化命令と非動作化命令が送信さ
れるべき電気消費機器３，４，５を示すＩＰアドレスを含み得る。コントローラー１０は
、望ましくは、ＩＰアドレスと非動作化命令を抽出し、ＩＰアドレスによって示された電
気消費機器へ非動作化命令を送信する。コントローラー１０は、既定の時間だけ待つか、
それぞれの電気消費機器３，４，５が既に非動作にされているかどうかを決定し、次に、
それぞれの電気消費機器３，４，５に対するそれぞれのポート１３，１４，１５を非動作
化する。既定の時間は、望ましくは、例えば、冷却機器によって電気消費機器をクールダ
ウンしたり、情報を保管したりするような、非動作のための処理のための十分な時間を、
それぞれの電気消費機器が持てるように定義される。コントローラー１０は、例えば、そ
れぞれの電気消費機器３，４，５の電力消費をモニターしたり、または、それぞれの電気
消費機器３，４，５へピン命令を送ることによって、電気消費機器が非動作であるかどう
かを決定し得る。コントローラー１０が、それぞれの電気消費機器が非動作化されたと決
定した後で、それぞれのポート１３，１４，１５がスイッチオフされる。
【００４０】
　状態保管ユニット１１は、望ましくは、テーブルを含む。テーブルには、それぞれのポ
ート、または、それぞれの電気消費機器３，４，５を示す、それぞれのＩＰアドレスに対
して、対応する電気消費機器への電力供給が動作状態であるか、非動作状態であるかが保
管されている。
【００４１】
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　コントローラー１０は、さらに、それぞれの電気消費機器３，４，５が非動作化される
べきことを示す非動作化リクエストを、電気消費機器３，４，５から受信するように適合
され得る。コントローラー１０は、非動作化リクエストを受信した場合に、それぞれの電
気消費機器３，４，５のための電力供給を非動作化するよう、電源２をコントロールする
ように適合される。特に、電源２は、非動作化リクエストをそれぞれの電気消費機器３，
４，５から受信した場合には、それぞれの電気消費機器３，４，５に対する電力供給をゼ
ロまで減少させるように適合される。
【００４２】
　コントローラー１０は、さらに、電気消費機器３，４，５の電力消費をモニターするよ
うに適合され、それぞれの電気消費機器３，４，５の電力消費が、それぞれの電気消費機
器３，４，５が非動作状態であることを示す閾値よりも低い場合には、それぞれの電気消
費機器３，４，５への電力供給を非動作化するよう電源２をコントロールするように適合
される。閾値は、望ましくは、それぞれの電気消費機器３，４，５の電力消費が閾値より
も低い場合には、それぞれの電気消費機器３，４，５を非動作化し、それぞれの電気消費
機器３，４，５の電力消費が閾値よりも高い場合には、それぞれの電気消費機器３，４，
５を動作化するように、事前に決定される。
【００４３】
　コントローラー１０は、さらに、それぞれの電気消費機器３，４，５から、それぞれの
電気消費機器３，４，５が動作されるべきであることを示す動作化リクエストを受信する
ように適合され得る。コントローラー１０は、動作化リクエストが受信された場合に、そ
れぞれの電気消費機器３，４，５、例えば、それぞれのポート１３，１４，１５が動作化
されるよう電源２をコントロールするように適合される。特に、動作化リクエストを受信
した場合には、動作化プロトコルが実施され、上述のＰｏＥ規格に従う。
【００４４】
　図１に関して記載された実施例において、電気消費機器３，４，５は、データ処理ユニ
ット２０，２３，２６と、電源２１，２４，２７と、コントローラー１９，２２，２５を
含んでいる。コントローラー１９，２２，２５は、それぞれの電気消費機器３，４，５を
コントロールする。データ処理ユニット２０，２３，２６は、それぞれのデータ接続６，
７，８を介して受信された命令をデコードするように適合され得る。例えば、電気消費機
器がランプである場合には、データ処理ユニットは受信したデータをデコードする。デコ
ードされた命令は、それぞれの電源、または、図１に示されていないそれぞれの電気消費
機器に係る他のエレメントを制御するためのコントロール命令である。一つの実施例にお
いては、一つまたはいくつかの電気消費機器は、存在検知センサーのようなセンサーであ
り、例えば、光学的または音響的に人の存在を検知するように適合されている。これらの
センサーは、望ましくは、分離された電源を含んでいる。センサーのポートがスイッチオ
フされている場合、例えば、装置１がセンサーへ電力を供給しない場合でさえ、センサー
が、例として、人の存在を検知することができるようにである。センサーが人の存在を検
知した場合は、センサーは動作化リクエストを装置１へ送信する。それぞれのデータ接続
を介して、センサーに装置の電力を供給するようポートを動作化するためである。受信し
た電力は、次に、センサーが、センサーのデータ処理ユニットによってコントロール信号
を生成できるようにするために使用される。コントロール信号は、装置１を介して、例え
ば、ランプである他の電気消費機器へ送信される。そして、これらのランプは、センサー
によって生成されたコントロール信号に応じて制御される。ランプ自身は、自分の電源も
有することができる。それぞれのランプに対するポートがスイッチオフされ、そうした電
力がそれぞれのランプに供給されない場合に、例えば、低輝度の非常用照明を提供するた
めである。装置１が、ランプに対するデータ、例えば、存在検知センサーによって生成さ
れたコントロール信号を受信した場合は、コントローラー１０は、それぞれのランプへ電
力を供給されるように、それぞれのランプのポートを動作化する。ランプは、動作化され
、特には、存在検知センサーによって生成されたコントロール信号に応じて、例えば、低
輝度の非常用照明よりも高い輝度の照明を提供し得る。
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【００４５】
　以降には、図２に示したフローチャートに関して、データ接続を介して電気消費機器へ
電力供給するための方法に係る実施例が記載される。
【００４６】
　ステップ１０１においては、それぞれの電気消費機器３，４，５へ送信されるべきデー
タが、データ受信ユニット９によって受信される。ステップ１０２においては、それぞれ
の電気消費機器３，４，５に対する電力供給が非動作の場合は、受信したデータが送信さ
れるべき、それぞれの電気消費機器３，４，５に対する電力供給が、それぞれのデータ接
続６，７，８を介してコントローラー１０によって動作化される。電源装置２によって、
それぞれのデータ接続６，７，８を介して、それぞれの電気消費機器３，４，５へ電力が
供給される。特に、それぞれの電気消費機器３，４，５に対する電力供給を動作化するた
めに、コントローラー１０によって、望ましくは、上述のＰｏＥ規格が使用される。
【００４７】
　データ接続を介して電気消費機器へ電力供給する装置および方法は、例えば、センサー
、スイッチ、光源、等の照明設備といった全ての種類の低電気消費機器に対して使用され
、または、アクティブスピーカー、インターネットラジオ、ＤＶＤプレーヤー、そしてＴ
Ｖセットといったエンターテイメント装置に対して使用され得る。
【００４８】
　装置は、カテゴリー５（Ｃａｔ５）接続であるデータ接続を介して、５０Ｗ以上のレベ
ルの電力を供給するように適合され得る。
【００４９】
　既知のＰｏＥシステムにおいては、電力デバイスが十分な電流、例えば１０ｍＡ、を特
定の時間に渡って消費することができない場合には、ＰＳＥには、その電力デバイスを切
り離すことが要求される。例えば、電力デバイスが、３２５ｍｓ毎に、７５ｍｓ以上に渡
り１０ｍＡを消費することができない場合である。このように、電力デバイスが１０ｍＡ
以下の電流を流すことになるときはいつでも、問題になり得る。電力デバイスが電源オン
／オフ機能を有する場合は、このことは特に重要である。電源がオフされるときは、例え
ば１０ｍＡの最小電流を流す必要がまだあり、もしくは、ＰＳＥは電力デバイスの電源を
スイッチオフする。対照的に、図１に関して上述されてきた、データ接続を介して電気消
費機器へ電力供給するための装置は、電力デバイスが、例えば１０ｍＡを流す必要なしに
、スイッチオフ、例えば、電力デバイスの完全な非動作化されるようにする。そして、例
えば、データ接続を介して電力デバイスへ命令が送信されることを要するといった理由で
、電力デバイスが再び動作化されることが必要である場合には、装置のコントローラーは
、デバイスに対する電力供給を再び動作化させる。このように、上述の実施例に応じて、
デバイスに対する電力供給はスイッチオフされ得る。デバイスが再び必要とされる場合に
は、デバイスに対する電力供給が動作化される。このことは、電力デバイスの消費電力を
削減する。
【００５０】
　データ接続を介して電気消費機器へ電力供給するための装置は、スタンバイ時のロスを
劇的に削減することができる低電力ストラテジー（ｓｔｒａｔｅｇｙ）を提供する。この
ことは、分配されたデータ処理装置に対してだけでなく、ＰｏＥ照明システムに対しても
、非動作のＰｏＥにおけるエネルギー消費を大幅に削減し得る。装置は、ＰｏＥ電力デバ
イス、例えば電気消費機器、が検知されたときに電源オンのスイッチをするためだけに、
望ましくは、ＰｏＥ規格における要求として特定されたスイッチ可能なＰｏＥアウトレッ
ト（ｏｕｔｌｅｔ）を利用する。アウトレットの電力、例えば、図１に関して上述された
ポート１３，１４，１５、は、スタンバイ条件の下でスイッチオフされ、それぞれのアウ
トレットに設置されているそれぞれの電気消費機器がアドレスされたときはいつでも、再
び動作化され得る。装置は、ユーザーの構成に依存するか、または、適合するように作ら
れる。較正と電源ダウンの行為を自動的に学習するためである。
【００５１】
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　例えば、装置は、ポートが非動作の場合には、単に電力供給を非動作化するか、または
、それぞれのポートに接続された電気消費機器からデータを受信し、電気消費機器へデー
タを送信することも同様に非動作化するように、ユーザーが適合できるようにする。さら
に、装置は、望ましくは、それぞれのポートに接続された電気消費機器が、その電気消費
機器はスタンバイモードであることを示すように閾値よりも低い電力を消費していること
を装置が検知した場合には、少なくともポートの電力をオフするように適合される。装置
は、コンフィグレーション（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）モードにいるそれぞれの電気
消費機器に対する閾値を決定するように適合され得る。電気消費機器がスタンバイモード
にあることが知られているときは電力消費が装置によって決定され、電気消費機器が動作
モードにあることが知られているときは電力消費が決定される。閾値は、望ましくは、電
気消費機器の非動作状態であるともみなされるスタンバイモードに対して決定された電力
消費の値と、動作モードに対して決定された値との間にある電力消費値として決定される
。装置は、ユーザーが、装置中に入力できるようにキー（ｋｅｙ）のような入力ユニット
を含み得る。装置が、コンフィグレーションモードにおいて、例えば、装置に接続された
電気消費機器に対して上述の閾値の決定といった、自己の構成をするように入力する。装
置は、外部のコントローラーからも、コンフィグレーション命令を受信することができる
。特には、装置に接続された電気消費機器からである。
【００５２】
　以降には、図３に示したフローチャートに関して、データ接続を介して電気消費機器の
電力供給するための方法に係るさらなる典型的な実施例が記述される。
【００５３】
　図３におけるコントロールフローは、スタンバイでの電力マネジメントを説明している
。ステップ２０１では、一つまたはいくつかの電気消費機器３，４，５に、それぞれのデ
ータ接続５，６，７を介して、装置１により電力が供給される。一つまたはいくつかの電
気消費機器３，４，５に対する電力供給を確立するために、工程は、望ましくは上述のＰ
ｏＥ規格に準じている。
【００５４】
　ステップ２０２においては、上述のＩＥＥＥ規格の一部に記載されたように、ＰｏＥの
標準工程によりポートへ電力が供給されている、それぞれのポート１３，１４，１５に対
して、それぞれの電気消費機器３，４，５の電力消費がモニターされる。これは、既にＰ
ｏＥ規格を満たすための必要条件である。電気消費機器３，４，５の電力消費が、上述の
ＩＥＥＥ標準の一部に規定された最小の電力消費と同等の閾値より低い場合には、それぞ
れのポート１３，１４，１５は、コントローラー１０によって非動作化される。
【００５５】
　しかしながら、標準の拡張において、装置１は、望ましくは、それぞれのポート１３，
１４，１５に関するＩＰアドレスのためのメモリーを有する。例えば、装置１は、状態保
管ユニット１１を含んでいる。このメモリーまたは状態保管ユニットは、装置１に係るデ
ータ処理回路の一部であるものとみなすこともできる。そうしたＩＰアドレスに対するメ
ッセージが検知された場合は、ＰＳＥマンジメント、例えばコントローラー１０、は、そ
れぞれのポート１３，１４，１５を再びパワーアップするリクエストを得る。接続された
電気消費機器をテストするルールは、まだ適用される。これらは、ＰＳＥ，例えば装置１
、がＰｏＥ非対応デバイスに対して４８Ｖを適用しないことを保証するように求める。こ
のため、上述のように、ＰＳＥは、最初は低い電圧、例えば２．７Ｖから１０．１Ｖ、を
適用し、シグネチャ抵抗２５ｋΩを捜す。ＰＳＥは、シグネチャ抵抗はいくつかの自動極
性回路の後にあることを期待し、シグネチャにおけるＤＣオフセットを補償する。それぞ
れの電気消費機器３，４，５の最大入力容量は、１５０ｎＦより小さくなければならない
。しかし、今はそれぞれの電気消費機器３，４，５が、新たにプラグインされたかのよう
に、再び動作化されており、例えば、待ち時間の後で、関連するＩＰアドレスに対するメ
ッセージが、それぞれの電気消費機器３，４，５へ送信される。このように、ステップ２
０２において、それぞれのポート１３，１４，１５の電力消費が閾値以下であることがモ
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ニターされた場合には、ステップ２０３において、それぞれのポート１３，１４，１５の
ための電力供給は、スイッチオフされる。ステップ２０４では、それぞれの非動作化され
たポート１３，１４，１５のためのメッセージが受信されたかどうかがモニターされる。
それぞれのポート１３，１４，１５のＩＰアドレスのためのメッセージが受信された場合
には、ステップ２０５において、それぞれのポート１３，１４，１５に対する電力供給が
スイッチオンされ、例えば、待ち時間の後で、それぞれの電気消費機器３，４，５へ、関
連するＩＰアドレスのためのメッセージが再び送信される。このようにして、電気消費機
器の電力消費をゼロまで落とすことができる。電気消費機器は、非動作である時間中は、
なんの供給も受けないからである。記述されたメカニズムは、ネットワークトラフィック
（ｎｅｔｗｏｒｋ  ｔｒａｆｆｉｃ）を通じてのみウェークアップ（ｗａｋｅｄ－ｕｐ）
されることを要するあらゆるスレーブ（ｓｌａｖｅ）デバイスをサポートする。
【００５６】
　それぞれの電気消費機器３，４，５へ送信されるべきメッセージはバッファーされ、バ
ッファーされたメッセージは、異なるタイプの電気消費機器に係る異なるスタートアップ
（ｓｔａｒｔ－ｕｐ）の遅延に適応するために、再び動作化されたデバイスへ繰り返し複
数回送信される。装置は、また、スタートアップ工程の終了を検知するために電力消費を
モニターするように適合され得る。例えば、ランプデバイスの電力消費が検知され、全て
の器具のための待ち時間としての最も長いスタートアップ時間をかけることなしに、異な
るタイプのランプへ電力を供給できる。特に、ＰｏＥアプリケーション上の照明において
は、このメカニズムは、非動作状態における電力消費を大きく削減することになる。
【００５７】
　図４は、データ接続を介して電気消費機器へ電力供給するための装置３０１を含む照明
システム３３０の典型的な実施例について、模式的に表したものである。データ接続を介
して電気消費機器へ電力供給するための装置３０１は、上述の図１に関する装置と類似の
ものであり得る。装置３０１は、データ接続３０６を介して、いくつかの電気消費機器３
０３，３０４，３０５が接続されている、いくつかのポート３１３を含んでいる。この実
施例においては、データ接続３０６はイーサネット（登録商標）ケーブルである。電気消
費機器はＰｏＥ光源３０３、ＰｏＥスイッチ３０４、そしてＰｏＥセンサーであり、ゼロ
電力でスタンバイしている。データは、望ましくは、イーサネット（登録商標）ケーブル
である、データ接続３３１を介して、装置１によって受信される。
【００５８】
　センサー３０５は、例えば、人の存在を検知するための、光センサー、音響センサー、
または赤外線センサーである。これにより、現在の照明輝度、及び／又は、人の存在に応
じて、光源３０３を制御することができる。ＰｏＥ光源３０３は、エネルギー節約ランプ
、蛍光ランプ、発光ダイオード、特には、有機発行ダイオード、等であり得る。装置３０
１は、さらに、装置が特定のモードにあるかどうかを示すための小さなランプ３３３を含
み得る。例えば、装置がコンフィグレーションモードにいるかいないかを示すものである
。さらに、装置３０１は、ユーザーが、装置をコンフィグレーションモードに設定できる
ようにするキー３３４を含み得る。
【００５９】
　データ接続を介して電気消費機器へ電力供給する装置は、上述のＰｏＥ規格で定義され
たプロトコルに対する追加を導入するように適合され得る。追加は、例えば上述の電気消
費機器である、ＰｏＥ機器が、装置１、スイッチまたはスイッチを含むものとして認めら
れるが、からスタンバイ条件をリクエストするように、そして、ついにはパワーアップを
追加してリクエストできるようにする。これは、特に、限られたローカルなエネルギー供
給またはエネルギー保管を伴う電気消費機器に対して可能であり、それぞれの電気消費機
器でのユーザー入力がパワーアップリクエストをもたらす。このことは、例えば、上述の
ＰｏＥスイッチ３０４とＰｏＥセンサー３０５を、ゼロ電力スタンバイ状態へと非動作化
する。例えば、ＰｏＥスイッチ、及び／又は、ＰｏＥセンサーが装置１から電力を受け取
らない状態である。
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【００６０】
　データ接続を介して電気消費機器へ電力供給する装置は、また、例えば、電気消費機器
といった、エネルギー保管が限られ、または、エネルギー取り込みが一定でない、デバイ
スに対する充電サイクルをサポートするように適合される。例えば、センサー３０５とい
った、これらのデバイスは、イーサネット（登録商標）電力を再び動作化するようリクエ
ストするように適合され得る。保管デバイスの中のエネルギーをほぼ使いきったとき、ま
たは、例えば太陽電池セルによる、取り込みが十分な電力を与えないときはいつでもであ
る。
【００６１】
　データ接続を介して電気消費機器へ電力供給する装置は、システムで使用され得る。シ
ステムは、ＰｏＥ電力供給に基づくもので、工場に渡り給電されたデータ処理システム、
または、ビル自動化システムから、イーサネット（登録商標）システムに渡る照明にまで
拡がっている。
【００６２】
　データ接続を介して電気消費機器へ電力供給する装置である、特に、この装置のコント
ローラーは、ＰｏＥマネジメントとしても認められるが、例えば、少なくも電力供給や任
意的にデータ転送機能のための、ポートをスイッチし、ＰｏＥデバイスを非動作化し、そ
して、リクエストによって、これらを再び動作化するように適合される。リクエストは、
望ましくは、その装置が接続されているネットワークで送信されたメッセージによって提
供される。装置は、ＰＳＥスイッチまたはルーターそのもの、またはそれらを含むものと
して認められ、望ましくは、装置のポートに接続されたデバイスのＩＰアドレスを記憶し
、非動作のポートに接続されたデバイスへ送られたメッセージを検知する。例えば電気消
費機器といった、デバイスは、それぞれのポートが電力供給を非動作化したが、データ転
送機能が非動作化されていない場合には、ＰｏＥ電力を再び動作化するように自分自身へ
メッセージを送るように適合され得る。例えば、デバイスは、ＰｏＥ電力を再び動作化す
るように、自分自身へ装置を介して対応するメッセージを送信する。この再動作化は、そ
れぞれのデバイスのローカルな電源が、例えば、既定の閾値よりも低い値で動いていると
きはいつでも、限られた電力供給を伴うデバイスがＰｏＥを再び動作化できるように、実
行される。装置へ送られたメッセージは、望ましくは、保管され、待ち時間の後で、電力
デバイスのスタートアップタイミングをサポートするために再送され得る。電力供給され
たデバイスの特別なメッセージは、パワーダウン（ｐｏｗｅｒ－ｄｏｗｎ）タイミング、
及び／又は、ＰｏＥ電力供給若しくは検知レベルを設定するために使用され得る。例えば
、特別なメッセージは、例として電気消費機器といった、電力供給されたデバイスの電力
消費の閾値を定義する情報を含み、当該情報は、その電力供給されたデバイスの非動作状
態または不動作状態にあると認められる電力供給されたデバイスのスタンバイ状態と、動
作状態とを識別するために使用され得る。
【００６３】
　ＰｏＥは、切り離されたデータ装置や周辺機器へ、それらをイーサネット（登録商標）
に接続するために既に使用されたものと同一のワイヤーを通じて、電力供給する規格であ
る。データ接続を介して電気消費機器へ電力供給するための装置は、イーサネット（登録
商標）によって電力を供給するように適合され、分散された電子データ処理装置、または
、他のデバイスのスタンバイでのロスを劇的に削減するための低電力ストラテジーを提供
することができる。これにより、非動作のＰｏＥデバイスのエネルギー消費を大幅に削減
することができる。そして、活動削減期間における電力消費を削減するように、ＰｏＥ規
格ＩＥＥＥ８０２．３．ａｆを途切れることなく拡張し得る。特に、ポートの動作化、例
えば、電気消費機器に対する電力供給の動作化、は、望ましくは、ＰｏＥ規格ＩＥＥＥ８
０２．３．ａｆに従って実行される。しかし、このＰｏＥ規格に加えて、例えばＰＳＥと
いった、装置は、ポートを非動作化できる。特には、ＰｏＥ対応の電気消費機器が接続さ
れたポートを完全にスイッチオフする。さらに、ＰｏＥ規格に加えて、装置は、受信した
データが非動作化されたポートに接続された電気消費機器に宛てられたものかどうかをチ
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【００６４】
　図面、明細書、そして添付の特許請求の範囲を研究すれば、本発明に係る当業者によっ
て、開示された実施例に対する他の変形が理解され、もたらされよう。
【００６５】
　特許請求の範囲において、用語「含む（“ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ”）」は、他のエレメ
ントまたはステップを排除するものではないし、不定冠詞“ａ”または“ａｎ”は、複数
を排除するものではない。
【００６６】
　単一のユニットまたはデバイスが、特許請求の範囲において列挙された、いくつかの事
項に係る機能を満たし得る。特定の手段が、相互に異なる独立請求項において説明されて
いるという事実だけでは、こうした手段の組合せを有利なように使用することができない
、ということを意味しない。
【００６７】
　例えば、一つまたはいくつかのユニット、もしくはデバイスによって実行される、デー
タの受信し、電気消費機器に対する電力供給の動作化、電気消費機器へのデータ送信、等
といった機能は、他のあらゆる数のユニットもしくはデバイスによって実行され得る。デ
ータ接続を介して電気消費機器へ電力供給する方法に従った、データ接続を介して電気消
費機器へ電力供給する装置のコントロールは、コンピュータープログラムのプログラムコ
ード手段として、及び／又は、専用のハードウェアとして、実施され得る。
【００６８】
　コンピュータープログラムは、光学的ストレージ媒体または半導体媒体といった、好適
な媒体で保管／配信され、他のハードウェアと共に、または、その一部分として提供され
得る。しかし、インターネット、または、他の無線もしくは有線の電子通信システム、を
介してといった、他の形式においても配信され得る。
【００６９】
　特許請求の範囲におけるいかなる参照記号も、発明の範囲を限定するものとして理解さ
れるべきではない。
【００７０】
　本発明は、データ接続を介して電気消費機器へ電力供給するための装置に関する。装置
は、データ接続を介して電気消費機器へ電力供給するための電源と、電気消費機器へ送信
されるべきデータを受信するためのデータ受信ユニットと、データ接続を介する電気消費
機器への電力供給を動作化するためのコントローラーと、を含む。電気消費機器へ送信さ
れるべきデータを受信した場合には、その電気消費機器に対する電力供給は非動作化され
る。従って、データ接続アクティビティに反応できるように警戒しておくために、電気消
費機器それ自身は、装置から電力供給を受ける必要はない。それにより、電力消費が削減
される。
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【図４】



(18) JP 2018-186089 A 2018.11.22

【手続補正書】
【提出日】平成30年8月14日(2018.8.14)
【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】
　データ接続を介して電気消費機器に電力供給すると共に同じデータ接続を介してデータ
を伝送する装置であって、
　前記データ接続を介して前記電気消費機器に電力供給するための電源と、
　前記電気消費機器に送信されるべきデータを受信するデータ受取りユニットと、
　前記電気消費機器に送信されるべきデータが受信され、且つ、前記電気消費機器への電
力供給が非動作化されている場合に、前記データ接続を介した前記電気消費機器への電力
供給を動作化するためのコントローラーと、
　を含むことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記装置は、受信された前記データを保管するためのデータ保管ユニットを含み、
　前記コントローラーは、前記電気消費機器への電力供給が動作化された後で、前記デー
タ接続を介して、受信され保管された前記データを前記電気消費機器へ送信する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記コントローラーが前記電気消費機器への電力供給を動作化し始めた後で、既定の時
間の後に、前記コントローラーは、前記データ接続を介して、前記受信され保管されたデ
ータを前記電気消費機器へ送信する、
　請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記コントローラーは、前記受信され保管されたデータを前記電気消費機器へ繰り返し
送信する、
　請求項２に記載の装置。
【請求項５】
　前記装置は、前記電気消費機器への電力供給が動作状態であるか非動作状態であるかど
うかを保管するための状態保管ユニットを含み、
　前記コントローラーは、前記電気消費機器へ送信されるべきデータが受信され、且つ、
前記電気消費機器への電力供給が非動作化されていることが前記状態保管ユニットに保管
されている場合に、前記データ接続を介した前記電気消費機器への電力供給を動作化する
、
　請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記コントローラーは、前記電気消費機器が非動作化されるべきことを示す非動作化命
令を、受信された前記データが含んでいるかどうかを判断する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記コントローラーは、前記受信されたデータが非動作化命令を含んでいると前記コン
トローラーが判断した場合には、前記電気消費機器への電力供給を非動作化する、
　請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記装置は、前記電気消費機器への電力供給が動作状態であるか非動作状態であるかど
うかを保管するための状態保管ユニットを含み、
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　前記状態保管ユニットは、前記受信されたデータが非動作化命令を含んでいると前記コ
ントローラーが判断した場合には、前記電気消費機器への電力供給が非動作化状態にある
ことを保管する、
　請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　前記コントローラーは、前記電気消費機器が動作化されているか非動作化されているか
を判断する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記コントローラーは、前記電気消費機器の電力消費を決定し、決定された前記電力消
費に応じて、前記電気消費機器が動作化されているか非動作化されているかを判断する、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記コントローラーは、前記電気消費機器から、前記電気消費機器が非動作化されるべ
きであることを示す非動作化リクエストを受信し、
　前記コントローラーは、前記非動作化リクエストが受信された場合には、前記電気消費
機器への電力供給が非動作化されるように、前記電源を制御する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記コントローラーは、前記電気消費機器から、前記電気消費機器が動作化されるべき
であることを示す動作化リクエストを受信し、
　前記コントローラーは、前記動作化リクエストが受信された場合には、前記電気消費機
器への電力供給が動作化されるように、前記電源を制御する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　少なくとも一つの電気消費機器と、
　データ接続を介して電気消費機器へ電力供給する、請求項１乃至１２の何れか一項に記
載の装置と、
　前記装置によって少なくとも一つのデータ接続を介して、前記少なくとも一つの電気消
費機器へ電力供給するため、および、前記装置と前記少なくとも一つの電気消費機器との
間でデータを伝送するための当該少なくとも一つのデータ接続と、
　を含む、システム。
【請求項１４】
　データ接続を介して電気消費機器へ電力供給すると共に同じデータ接続を介してデータ
を伝送する方法であって、
　データ受信ユニットによって、前記電気消費機器へ送信されるべきデータを受信するス
テップと、
　前記電気消費機器へ送信されるべきデータが受信され、前記電気消費機器に対する前記
電源が非動作化されている場合に、コントローラーによって、前記電気消費機器に対する
前記データ接続を介した電力供給を動作化するステップと、を含み、
　電力は、電源によって、前記電気消費機器へ前記データ接続を介して供給される、
　ことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　データ接続を介して電気消費機器へ電力供給するためのコンピュータープログラムであ
って、
　前記コンピュータープログラムは、請求項１乃至１２の何れか一項に記載の装置に対し
て、前記装置をコントロールしているコンピューター上で実行される場合に、請求項１４
に記載の方法のステップを実行させるためのプログラムコード手段を含む、コンピュータ
ープログラム。
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