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(57)【要約】
エネルギー使用状況を分析するためのシステムは、複
数のサブ回路におけるエネルギー使用状況を示す１つま
たは複数のパラメータを測定し、測定用のサンプリング
レートは実質的に連続的であり、現在のエネルギー使用
状況のモニタリングを可能にするレートで、測定パラメ
ータのうちの少なくとも１つに関連する情報を自動的に
送信する。システムは、さらに、測定パラメータの有意
な変化を検出し、測定パラメータの有意な変化がエネル
ギー使用状況の変化に起因するかどうかを決定し、有意
な変化を検出する工程の後で、エネルギー使用状況の変
化に起因する測定パラメータの有意な変化に関連する情
報を自動的に送信する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
エネルギー使用状況を測定して分析する方法であって、
複数のサブ回路におけるエネルギー使用状況を示す１つまたは複数のパラメータを測定
する工程であって、測定用のサンプリングレートは実質的に連続的である、工程と、
前記測定パラメータの有意な変化を検出する工程と、
前記測定パラメータの前記有意な変化がエネルギー使用状況の変化に起因するかどうか
を決定する工程と、
前記有意な変化を検出する工程の後で、前記サンプリングレートおよび報告レートに依
存しないで、前記エネルギー使用状況の変化に起因する前記測定パラメータの前記有意な
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変化に関連する情報を自動的に送信する工程と
を含む、方法。
【請求項２】
前記１つまたは複数の測定パラメータを自動的に検証する工程と、
現在のエネルギー使用状況のモニタリングを可能にする前記サンプリングレートから分
離された報告レートで、前記検証された測定パラメータのうちの少なくとも１つに関連す
る情報を自動的に送信する工程と
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記サンプリングレートおよび前記報告レートは、測定パラメータごとに異なり得る、
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請求項１に記載の方法。
【請求項４】
ユーザは、何が前記有意な変化を構成するかを定義する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記情報を自動的に送信するレートは、前記測定パラメータの変動性に基づいて異なり
得る、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記１つまたは複数の測定パラメータは、少なくとも１つの測定された電流および少な
くとも１つの測定された相電圧を含み、力率および位相角を決定するため、前記測定され
た電流は、前記測定された電圧の位相のいずれか１つに対して参照され得る、請求項１に
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記載の方法。
【請求項７】
前記１つまたは複数の測定パラメータは、１つまたは複数の相の１つまたは複数の電圧
測定値を含み、いずれか１つの相の前記電圧測定値は、１つまたは複数の中性線を含む他
の任意の相の前記電圧測定値に対して参照され得る、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
前記測定パラメータは、自動的に送信できないときに格納される、請求項１に記載の方
法。
【請求項９】
施設または施設のサブシステムのエネルギー効率を測定し、計算し、分析するためのシ
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ステムであって、
複数の回路、サブ回路またはシステムにおけるエネルギー使用状況を示す１つまたは複
数のパラメータを測定するよう構成された複数のエネルギー測定デバイスであって、測定
用のエネルギーサンプリングレートは実質的に連続的である、エネルギー測定デバイスと
、
少なくとも１つのコンピュータプロセッサを含むコンピュータハードウェアと、
前記コンピュータプロセッサによって実行される際、コンピュータ実行可能命令によっ
て定義されたオペレーションを前記コンピュータハードウェアに実行させるコンピュータ
可読命令を含むコンピュータ可読記憶装置と
を備え、
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前記コンピュータ実行可能命令は、
前記エネルギー効率のモニタリングを可能にする、前記エネルギーサンプリングレー
トから分離された報告レートで、前記測定パラメータのうちの少なくとも１つに関連する
情報を自動的に送信する工程と、
気象データを含む環境状況を自動的に入手する工程と、
前記測定パラメータのいずれかの有意な変化を検出する工程と、
前記測定パラメータの前記有意な変化が前記エネルギー効率の変化に起因するかどう
かを決定する工程と、
前記測定パラメータの前記有意な変化がエネルギー効率の変化を引き起こしたかどう
かを決定する工程と、
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前記有意な変化を検出する工程の後で、前記エネルギーサンプリングレートおよび報
告レートに依存しないで、前記エネルギー効率の前記変化に起因する前記測定パラメータ
の前記有意な変化に関連する情報を自動的に送信する工程と
を含む、システム。
【請求項１０】
施設または施設のサブシステムのエネルギー効率を示す１つまたは複数のパラメータを
測定するよう構成された複数の測定デバイスであって、測定用のエネルギー効率サンプリ
ングレートは実質的に連続的である、測定デバイスをさらに備える、請求項９に記載のシ
ステム。
【請求項１１】
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システムおよび施設の環境状況を示す１つまたは複数のパラメータを測定または取得す
るよう構成された複数の測定デバイスであって、測定用の環境サンプリングレートは実質
的に連続的である、測定デバイスをさらに備える、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
前記コンピュータ実行可能命令は、前記有意な変化を検出する工程の後で、前記エネル
ギー、前記エネルギー効率および前記環境サンプリングレートならびに前記報告レートに
依存しないで、前記測定パラメータの前記変化に起因する前記エネルギー効率の前記有意
な変化に関連する情報を自動的に送信する工程をさらに含む、請求項１１に記載のシステ
ム。
【請求項１３】
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ユーザは、何が前記有意な変化を構成するかを定義する、請求項９に記載のシステム。
【請求項１４】
情報を自動的に送信するレートは、前記測定パラメータの変動性に基づいて異なり得る
、請求項９に記載のシステム。
【請求項１５】
前記測定パラメータは、光強度、回転速度、線速度、温度、振動、二酸化炭素、圧力、
運動、流れ、加速、電圧、電流、音および超音波周波数からなる群から選択される、請求
項９に記載のシステム。
【請求項１６】
前記コンピュータ実行可能命令は、建物の向き、時刻、外気温度、室内温度、再熱コイ
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ル水温、冷気温度、ＣＯ２および還気のエンタルピーからなる測定パラメータ群から選択
される前記測定パラメータに少なくとも部分的に基づいて、施設または施設のサブシステ
ムによって必要とされるエネルギーを導出する工程をさらに含む、請求項９に記載のシス
テム。
【請求項１７】
前記コンピュータ実行可能命令は、建物サイズ、建物タイプ、建物占有、時刻、曜日、
日付、休暇日程、大気気象情報、気象予報、ガス使用状況、温水使用状況、冷水使用状況
、換気要件、光熱負荷、機器負荷、器具負荷、サーバ負荷、コンピュータ負荷および前記
施設に存在するコンピュータの数からなる、施設の熱負荷およびエネルギー使用に貢献す
る因子群から選択される導出因子に少なくとも部分的に基づいて、施設または施設のサブ
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システムによって必要とされるエネルギーを導出する工程をさらに含む、請求項９に記載
のシステム。
【請求項１８】
前記コンピュータ実行可能命令は、照明回路、モータ回路、空気処理システム、ポンプ
、ファン、ボイラおよびＨＶＡＣ圧縮機システムからなる群からの、前記施設またはサブ
システムに必要とされるエネルギーの導出パラメータとエネルギー使用状況の前記測定パ
ラメータとの比較に少なくとも部分的に基づいて、データを出力する工程をさらに含む、
請求項９に記載のシステム。
【請求項１９】
前記測定パラメータの前記有意な変化がエネルギー使用状況または建物もしくは建物の
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サブシステムによって必要とされるエネルギーの前記変化に起因するかどうかを決定する
工程は、
前記測定パラメータの追加サンプルを取得する工程と、
前記測定パラメータの前記追加サンプルが前記測定パラメータの前記有意な変化に比例
するかどうかを決定する工程とを含み、前記測定パラメータの前記追加サンプルが前記測
定パラメータの前記有意な変化に比例する際は、前記測定パラメータの前記有意な変化は
、前記エネルギー使用状況または前記建物もしくは前記建物のサブシステムによって必要
とされる前記エネルギーの前記変化に起因する、請求項９に記載のシステム。
【請求項２０】
前記コンピュータ実行可能命令は、前記測定パラメータの前記追加サンプルが前記測定

20

パラメータの前記有意な変化に比例しない場合には、前記測定パラメータの前記有意な変
化を無視する工程をさらに含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項２１】
施設または施設のサブシステムのエネルギー使用状況を測定し、分析し、制御するため
のシステムであって、
複数の回路、サブ回路またはシステムにおけるエネルギー使用状況を示す１つまたは複
数のパラメータを測定するよう構成された複数のエネルギー測定デバイスであって、測定
用の第１のサンプリングレートは実質的に連続的である、エネルギー測定デバイスと、
少なくとも１つのコンピュータプロセッサを含むコンピュータハードウェアと、
前記コンピュータプロセッサによって実行される際、コンピュータ実行可能命令によっ

30

て定義されたオペレーションを前記コンピュータハードウェアに実行させるコンピュータ
可読命令を含むコンピュータ可読記憶装置と
を備え、
前記コンピュータ実行可能命令は、
現在のエネルギー効率のモニタリングを可能にするレートで、前記測定パラメータの
うちの少なくとも１つに関連する情報を自動的に送信する工程と、
測定パラメータの有意な変化を検出する工程と、
前記測定パラメータの前記有意な変化が前記エネルギー使用状況の変化に起因するか
どうかを決定する工程と、
前記測定パラメータの前記有意な変化が前記エネルギー効率の変化を引き起こしたか
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どうかを決定する工程と、
前記有意な変化を検出する工程の後で、前記エネルギー効率の前記変化に起因する前
記測定パラメータの前記有意な変化に関連する情報を自動的に送信する工程と
を含む、システム。
【請求項２２】
システムおよび施設のエネルギー効率を示す１つまたは複数のパラメータを測定するよ
う構成された複数の測定デバイスであって、測定用の第２のサンプリングレートは実質的
に連続的である、測定デバイスをさらに備える、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
前記システムおよび施設の環境状況を示す１つまたは複数のパラメータを測定するよう
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構成された複数の測定デバイスであって、測定用の第３のサンプリングレートは実質的に
連続的である、測定デバイスをさらに備える、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
前記コンピュータ実行可能命令は、
気象データを含む環境状況を自動的に入手する工程と、
エネルギー効率を最大にするために少なくとも１つの制御シーケンスを自動的に決定す
る工程と、
少なくとも１つの需要削減の可能性を自動的に計算する工程と、
いかなる時も需要使用状況を最小にするために少なくとも１つの制御シーケンスを自動
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的に決定する工程と、
機器を含む前記システムおよび施設のうちの少なくとも１つに少なくとも１つの制御コ
マンドを自動的に送信する工程と
をさらに含む、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
前記コンピュータ実行可能命令は、前記測定パラメータに少なくとも部分的に基づいて
、少なくとも１つの電気回路の負荷制御のために可変デューティサイクル信号を出力する
工程をさらに含み、前記負荷制御は、電気エネルギー制御および二酸化炭素排出量制御の
うちの少なくとも１つを含み、前記電気回路は、照明回路、モータ回路、空気処理システ
ムおよびＨＶＡＣ圧縮機システムからなる群から選択される、請求項２１に記載のシステ
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ム。
【請求項２６】
前記コンピュータ実行可能命令は、施設のサブシステムに必要とされるエネルギーの導
出パラメータと前記エネルギー使用状況の前記測定パラメータとの比較に少なくとも部分
的に基づく、需要応答エネルギー負荷使用データを出力する工程と、前記比較に少なくと
も部分的に基づいて、照明回路、モータ回路、空気処理システム、ＨＶＡＣ再熱コイルシ
ステムおよびＨＶＡＣ圧縮機システムからなる群から選択される１つまたは複数の建物サ
ブシステムの前記エネルギー使用状況の低減を可能にする出力信号を提供する工程とをさ
らに含む、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２７】
前記測定パラメータは、モータ速度、モータ温度、モータ振動、ベルト張力、モータ均
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衡、モータトルク、モータ電力消費量、モータ位相不均衡、モータ力率、モータ電力品質
、モータ高調波エネルギー、モータ基本波エネルギー、施設需要削減要件、公共事業需要
削減要件、ならびに、モータ上流および下流のパラメータのうちの少なくとも１つを含み
、分析されるデータは、モータ効率およびモータ保守要件のうちの少なくとも１つを含み
、前記制御コマンドは、前記モータのＯＮ、前記モータのＯＦＦ、モータ速度低減、モー
タ周波数低減およびモータ電力のパルス幅変調のうちの少なくとも１つを含む、請求項２
１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
40

【０００１】
本出願は、米国特許法第１１９（ｅ）条の下、２０１１年４月２２日に出願された「Ｓ
ＹＳＴＥＭＳ

ＡＮＤ

ＭＥＴＨＯＤＳ

ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ，ＥＮＥＲＧＹ

ＦＯＲ

ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ

ＡＮＡＬＹＳＩＳ，ＡＮＤ

ＥＮＥＲＧＹ
ＥＮＥＲＧＹ

Ｃ

ＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ」と称する米国仮特許出願第６１／４７８，４４６号明細書、
および、２０１１年５月６日に出願された「ＳＹＳＴＥＭＳ
ＦＯＲ

ＥＮＥＲＧＹ

ＮＥＲＧＹ

ＤＡＴＡ

ＡＮＤ

ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ，ＥＮＥＲＧＹ
ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ，ＡＮＤ

ＭＥＴＨＯＤＳ

ＡＮＡＬＹＳＩＳ，Ｅ
ＥＮＥＲＧＹ

ＣＯＮＴ

ＲＯＬ」と称する米国仮特許出願第６１／４８３，５５２号明細書からの優先権の利益を
主張し、その各々は、その全体が参照により本明細書に組み込まれ、本明細書の一部と見
なされる。２０１１年６月１５日に出願された「ＳＹＳＴＥＭ

ＡＮＤ

ＭＥＴＨＯＤＳ
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ＣＯＮＴＩＮＵＯＵＳ

Ｎ，ＳＩＭＵＬＡＴＩＯＮ，ＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮＩＮＧ，ＲＥＡＬ
ＡＧＥＭＥＮＴ，ＥＶＡＬＵＡＴＩＯＮ，ＡＮＤ

ＤＥＳＩＧ

ＴＩＭＥ

ＯＰＴＩＭＩＺＡＴＩＯＮ

ＭＡＮ
ＯＦ

Ｆ

ＡＣＩＬＩＴＩＥＳ」と称する米国仮特許出願第６１／４９７，４２１号明細書、および
、２０１１年１１月２８日に出願された「ＥＮＥＲＧＹ
ＭＥＴＨＯＤＳ

ＡＮＤ

ＳＥＡＲＣＨ

ＥＮＧＩＮＥ

ＳＹＳＴＥＭＳ」と称する米国仮特許出願第６１／５６４，２

１９号明細書は、その全体が参照により本明細書に組み込まれ、本明細書の一部と見なさ
れる。
【背景技術】
【０００２】
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交流電力網は、１９世紀後半に、中央集中型の一方向電力伝送や需要主導型制御などの
特徴を有して開発された。２０世紀には、公共事業は小さなローカルグリッドで相互連結
され、ますます大きな電力網を形成し、これは規模による効率性に役立った。しかし、２
０世紀の終わり頃には、電力生産の規模の経済は、システムを通じての供給と需要の価格
シグナルの伝播、電力生産に関する環境問題、ならびに限られた化石燃料資源への依存度
の高まりにおける問題によって制限された。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
デジタル通信技術を電力網の様々な階層に加えて、公共事業レベル、自治体レベル、個
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別のエネルギー消費者レベル、そして、リアルタイムのエネルギーデータを受信し、それ
に応じて反応することができる回路、デバイスまたは器具レベルの範囲までのスマートグ
リッドを作成することができる。実施形態は、双方向のエネルギー情報を用いて、エネル
ギー使用状況を測定し、分析し、伝達し、制御するエネルギー管理システムを対象とする
。実施形態は、電気回路およびセンサからエネルギーデータを収集して分析し、公共事業
、自治体、ビジネスおよび個別の消費者が使用するための電力網、マイクログリッド、電
気回路、器具およびデバイスにエネルギー情報を伝達する。
【０００４】
エネルギー管理システムの他の実施形態は、エネルギー使用状況のリアルタイムの連続
および自動化デジタル測定、分析ならびに伝達を実行する。例えば、温度センサなどの外
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部センサは、追加のエネルギー関連データを提供する。それに加えて、エネルギー管理シ
ステムは、エネルギー測定データ、外部センサデータおよび電力会社からの情報の分析に
基づいて、エネルギー品質および基準を格納し、報告する。
【０００５】
エネルギー管理システムのさらなる実施形態は、普遍的に相互運用可能な「スマートグ
リッドを想定した」デジタルエネルギー測定、エネルギー使用分析、二酸化炭素排出量分
析、温室効果ガス排出量分析、エネルギー品質および利用可能性分析、データ補正アルゴ
リズム、データ低減アルゴリズム、データ暗号化アルゴリズム、データ格納、データ通信
、使用エネルギーの制御、使用エネルギーに関連する二酸化炭素排出量、生成エネルギー
、および、生成エネルギーに関連する温室効果ガス排出量のうちの少なくともいくつかを
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統合する。エネルギー管理システムの実施形態は、「スマートデバイス」、「スマート器
具」、「スマート建物」、「スマートグリッド」、再生可能エネルギージェネレータおよ
び同様のものとインターフェースをとる。
【０００６】
ある実施形態は、エネルギー使用状況を測定して分析する方法に関連する。本方法は、
複数のサブ回路におけるエネルギー使用状況を示す１つまたは複数のパラメータを測定す
る工程であって、測定用のサンプリングレートは実質的に連続的である、工程と、現在の
エネルギー使用状況のモニタリングを可能にするサンプリングレートから分離された報告
レートで、測定パラメータのうちの少なくとも１つに関連する情報を自動的に送信する工
程と、測定パラメータの有意な変化を検出する工程と、測定パラメータの有意な変化がエ
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ネルギー使用状況の変化に起因するかどうかを決定する工程と、有意な変化を検出する工
程の後で、サンプリングレートおよび報告レートに依存しないで、エネルギー使用状況の
変化に起因する測定パラメータの有意な変化に関連する情報を自動的に送信する工程とを
含む。
【０００７】
多くの実施形態によれば、本開示は、エネルギー使用状況を分析するためのシステムに
関連する。システムは、複数のサブ回路におけるエネルギー使用状況を示す１つまたは複
数のパラメータを測定するよう構成された複数のエネルギー測定デバイスであって、測定
用のサンプリングレートは実質的に連続的である、エネルギー測定デバイスと、少なくと
も１つのコンピュータプロセッサを含むコンピュータハードウェアと、コンピュータプロ
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セッサによって実行される際、コンピュータ実行可能命令によって定義されたオペレーシ
ョンをコンピュータハードウェアに実行させるコンピュータ可読命令を含むコンピュータ
可読記憶装置とを備える。コンピュータ実行可能命令は、現在のエネルギー使用状況のモ
ニタリングを可能にするレートで、測定パラメータのうちの少なくとも１つに関連する情
報を自動的に送信する工程と、測定パラメータの有意な変化を検出する工程と、測定パラ
メータの有意な変化がエネルギー使用状況の変化に起因するかどうかを決定する工程と、
有意な変化を検出する工程の後で、エネルギー使用状況の変化に起因する測定パラメータ
の有意な変化に関連する情報を自動的に送信する工程とを含む。
【０００８】
さらなる実施形態は、施設または施設のサブシステムのエネルギー使用状況を測定し、
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分析し、制御するためのシステムに関連する。システムは、複数の回路、サブ回路または
システムにおけるエネルギー使用状況を示す１つまたは複数のパラメータを測定するよう
構成された複数のエネルギー測定デバイスであって、測定用のサンプリングレートは実質
的に連続的である、エネルギー測定デバイスと、システムのエネルギー効率を示す１つま
たは複数のパラメータを測定するよう構成された複数の測定デバイスであって、測定用の
サンプリングレートは実質的に連続的である、測定デバイスと、システムおよび施設の環
境状況を示す１つまたは複数のパラメータを測定するよう構成された複数の測定デバイス
であって、測定用のサンプリングレートは実質的に連続的である、測定デバイスとを備え
る。システムは、少なくとも１つのコンピュータプロセッサを含むコンピュータハードウ
ェアと、コンピュータプロセッサによって実行される際、コンピュータ実行可能命令によ
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って定義されたオペレーションをコンピュータハードウェアに実行させるコンピュータ可
読命令を含むコンピュータ可読記憶装置とをさらに備える。コンピュータ実行可能命令は
、現在のエネルギー効率のモニタリングを可能にするレートで、測定パラメータのうちの
少なくとも１つに関連する情報を自動的に送信する工程と、気象データを含む関連環境状
況を自動的に入手する工程と、エネルギー効率を最大にするために制御シーケンスを自動
的に決定する工程と、需要削減の可能性を自動的に決定する工程と、オペレーションおよ
び快適性に影響を及ぼすことなく、いかなる時も需要使用状況を最小にするために制御シ
ーケンスを自動的に決定する工程と、少なくとも１つのシステムまたは機器に制御コマン
ドを自動的に送信する工程と、測定パラメータの有意な変化を検出する工程と、測定パラ
メータの有意な変化がエネルギー使用状況の変化に起因するかどうかを決定する工程と、
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測定パラメータの有意な変化がエネルギー効率の変化を引き起こしたかどうかを決定する
工程と、有意な変化を検出する工程の後で、エネルギー効率の変化に起因する測定パラメ
ータの有意な変化に関連する情報を自動的に送信する工程とを含む。
【０００９】
本開示を要約する目的のため、本発明のある態様、利点および新規の特徴について本明
細書で説明してきた。本発明の特定の実施形態に従うことで、必ずしもそのような利点の
すべてを達成できるとは限らないことを理解されたい。したがって、本発明は、本明細書
で教示または推奨され得る他の利点を達成する必要なく、本明細書で教示されるように、
１つの利点または多くの利点を達成または最適化する方法で、具体化することも、実行す
ることもできる。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】ある実施形態による、エネルギー使用状況を測定し、分析し、伝達し、制御する
ためのエネルギー管理システムを含むエネルギー使用状況の概略図を示す。
【図２】ある実施形態による、エネルギー管理システムの例示的な概略図を示す。
【図３】ある実施形態による、図２の例示的なエネルギー管理システムの概略図を示す。
【図４】ある実施形態による、極性補正デバイスを示す概略図である。
【図５】ある実施形態による、例示的なデータ低減およびデータ検証プロセスのフローチ
ャートである。
【図６】ある実施形態による、例示的なエネルギーデータ管理プロセスのフローチャート
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である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
ここで、上記で要約された図面を参照して、システムおよび方法の特徴について説明す
る。図面全体を通して、参照番号を再利用して、参照要素間の対応関係を示す。図面、関
連記述および特定の実装形態を提供することで、本発明の実施形態を示すが、本開示の範
囲は限定しない。
【００１２】
図１は、施設１０４のエネルギー使用状況を測定し、分析し、伝達し、制御するための
エネルギー管理システム１０２を含む、エネルギー使用状況１００の概略図を示す。施設
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１０４に入るエネルギーは、例えば、熱、機械、電気、化学、光および同様のものなどの
多くの形態であり得る。最も一般的な形態は、通常、電気または電力、ガス、熱質量（熱
気または冷気）および太陽放射照度である。電気エネルギーは、従来の化石燃料または電
力生成の代替の形態（太陽電池、風力タービン、燃料電池、任意のタイプの電気エネルギ
ージェネレータおよび同様のものなど）から生成することができる。曇りの日などの大気
気象状態または夜間などの時刻は、放射エネルギーの移動（損益）に関与している可能性
がある。施設１０４は、１つもしくは複数の建物、住居、工場、店、商業施設、産業施設
、１つもしくは複数の部屋、１つもしくは複数のオフィス、施設の１つもしくは複数の区
分領域、建物の１つもしくは複数の階層、駐車場構造、スタジアム、劇場、個別の機器も
しくは機械（モータ、冷却器、ポンプ、ファン、エレベータなど）、エネルギーおよび／
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もしくは情報フローを有する電気自動車、または同様のものを含み得る。別の実施形態で
は、エネルギー管理システム１０２は、施設１０４に関連する１つもしくは複数の電気回
路、器具、デバイス、マイクログリッド、電力網または同様のもののエネルギー使用状況
を測定し、分析し、伝達し、制御する。
【００１３】
エネルギー管理システム１０２は、施設１０４に入って消費されるエネルギーから、エ
ネルギーパラメータを測定する。それに加えて、エネルギー管理システム１０２は、セン
サ１０６からセンサ信号を受信する。センサ１０６は、電流センサ、電圧センサ、ＥＭＦ
センサ、触覚センサ、接点閉鎖、容量センサ、トリップセンサ、機械スイッチ、トルクセ
ンサ、温度センサ、気流センサ、ガス流センサ、水流センサ、水センサ、加速度計、振動
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センサ、ＧＰＳ、風センサ、太陽センサ、圧力センサ、光センサ、張力計、マイクロホン
、湿度センサ、占有センサ、運動センサ、レーザセンサ、ガスセンサ（ＣＯ２、ＣＯ）、
速度センサ（回転速度、角速度）、パルスカウンタおよび同様のものを含み得る。
【００１４】
エネルギー管理システムは、ローカルエリアネットワークを通じて、インターネットな
どのワールドワイドウェブ１１０を通じて、スマートグリッド上を通じて、および同様の
ものを通じて、サードパーティ（ｔｈｉｒｄ

ｐａｒｔｉｅｓ）１０８と直接通信する。

サードパーティは、例えば、公共事業会社、建物保守人員、他のエネルギー管理システム
、第１の応答者、緊急人員、政府のエネルギー機関、機器、制御システム、他の施設、情
報データベース、ソフトウェアシステム、ウェブサービス、機器ベンダ、設備技術サポー
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ト人員、管理者、マネージャ、スマートメータ、回路遮断器、機械、機器、車両、電池シ
ステム、電力ジェネレータ、燃料電池、インバータ、ＰＶパネル、ＲＳＳフィード、測候
所、デジタル出力を備えた測定デバイスおよび同様のものである。エネルギー管理システ
ム１０２は、測定されたエネルギーパラメータ、エネルギー性能基準、エネルギー報告、
エネルギー警告、制御コマンド、活動記録、電気需要削減の可能性、需要削減の可能性（
電気、ガス、水）、需要削減測定値（電気、ガス、水）、基準エネルギー情報、ピークエ
ネルギー情報、エネルギーデューティサイクル、電力品質情報、センサ信号および同様の
ものをサードパーティ１０８に送信する。それに加えて、エネルギー管理システム１０２
は、サードパーティ１０８から追加のエネルギーデータを受信することができる。追加デ
ータの例は、環境データ、気象予報、燃料タイプ、エネルギー比率、グリッド負荷、以前
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のエネルギー消費量、施設占有スケジュール、ＢＩＭ（ビルディングインフォメーション
モデリング）データ、ＧＩＳ（地理情報システム）データ、施設データ、機器仕様データ
、機器保守記録、資産棚卸データおよび同様のものを含む。
【００１５】
エネルギー管理システム１０２は、測定されたエネルギーパラメータ、センサ信号およ
び追加データを分析して、分析されたエネルギーデータおよびエネルギー制御を提供する
。エネルギー管理システム１０２は、エネルギー負荷の計算、エネルギー低減の可能性の
決定、システム故障の特定、二酸化炭素排出量の決定、位相不均衡の計算、電力品質の計
算、電力容量の計算、エネルギー効率基準の計算、機器デューティサイクルの計算、エネ
ルギー負荷プロファイルの計算、ピークエネルギーの特定、廃エネルギーの決定、廃エネ
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ルギーの根本的原因の分析、同時加熱および冷却による損失の特定、過冷却の計算、過熱
の計算、スケジュール損失の計算、レート分析の計算、エネルギー改善策の見返りの計算
、代替のエネルギー源の最適容量および最大回収の計算、需要削減の可能性の計算、エネ
ルギー予測の計算および同様のことを行うためにデータを分析する。一実施形態では、エ
ネルギー管理システム１０２は、測定されたエネルギーパラメータ、センサ信号および追
加のサードパーティデータの分析に少なくとも部分的に基づいて、エネルギー制御信号を
提供する。一実施形態では、エネルギー制御信号は、施設１０４に関連する電気回路の負
荷を制御するためのパルス幅変調（ＰＷＭ）制御信号である。エネルギー制御信号の他の
例は、これらに限定されないが、リレー割り込み、ソフトウェア割り込み、アナログ出力
、デジタル出力、周波数変調、電圧変調、電流固定、無線制御（ＡＭ、ＦＭ、ＲＦ、Ｗｉ
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−Ｆｉ（商標）、ＷｉＭａｘ（商標）など）、有線制御（Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）
、ＢＡＣＮＥＴ（登録商標）、ＭｏｄＢｕｓ（登録商標）、ＩｏｎＷｏｒｋｓ（商標）な
ど）および同様のものである。他の実施形態では、エネルギー管理システム１０２は、直
通通信を通じて、ローカルエリアネットワーク上で、インターネット上で、スマートグリ
ッド上でおよび同様のもの上で、サードパーティ１０８に分析されたエネルギーデータを
送信する。
【００１６】
図２は、エネルギー管理システム１０２の実施形態の例示的なブロック図を示す。エネ
ルギー管理システム１０２は、１つまたは複数のコンピュータ２０２と、メモリ２０４と
を備え、ネットワーク２１０を通じて、１つまたは複数のサードパーティ１０８と通信す
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る。
【００１７】
コンピュータ２０２は、例示として、プロセッサ、フィールドプログラマブルゲートア
レイ（ＦＰＧＡ）、システムオンチップ（ＳＯＣ）、プログラム論理、または、データお
よび命令を表す他の基板構成を備え、これらは、本明細書に記載されるように動作する。
他の実施形態では、プロセッサは、コントローラ回路、プロセッサ回路、プロセッサ、一
般用途シングルチップまたはマルチチップマイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ
、内蔵マイクロプロセッサ、マイクロコントローラおよび同様のものを備え得る。一実施
形態では、プロセッサは、アナログ・デバイセズ社によるＡＤＥ７８８０、アナログ・デ
バイセズ社によるＡＤＥ５１６９またはアナログ・デバイセズ社によるＡＤＥ７９５３お
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よび同様のものである。
【００１８】
メモリ２０４は、プロセッサ２０２によって使用されるデータおよびアプリケーション
を格納するための１つまたは複数の論理的および／または物理的なデータ格納システムを
備え得る。一実施形態では、メモリ２０４は、プログラムモジュール２１２と、少なくと
も１つのデータストレージモジュール２１４とを備える。一実施形態では、データストレ
ージモジュールは、少なくとも１つのデータベースを含む。
【００１９】
ある実施形態では、ネットワーク２１０は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）を
含み得る。さらに、他の実施形態では、ネットワーク２１０は、以下の通信手段のうちの

10

１つまたは複数、すなわち、相互接続されたネットワーク（ｉｎｔｅｒｎｅｔ）、インタ
ーネット、イントラネット、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、ホームエリアネットワーク（
ＨＡＮ）、公衆ネットワーク、スマートグリッド、同じものの組合せまたは同様のものを
含み得る。他の実施形態では、ネットワーク２１０は、例示として、電話ネットワーク、
無線データ伝送システム、双方向ケーブルシステム、カスタム設計されたコンピュータネ
ットワーク、対話型テレビネットワークおよび同様のものを含む任意の通信システムであ
り得る。それに加えて、ネットワーク２１０への接続性は、例えば、ＴＣＰ

ＩＰ、Ｅｔ

ｈｅｒｎｅｔ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ（登録商標
）、電力線搬送（ＰＬＣ）、ＷｉＦｉ（商標）、ＷｉＭａｘ（商標）、ＭｏｄＢｕｓ（登
録商標）、ＢＡＣｎｅｔ（登録商標）、ＧＳＭ（登録商標）（モバイル通信用グローバル

20

システム）、ＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス）、同じものの組合せまたは同様のも
のを通じたものであり得る。
【００２０】
一実施形態では、メモリ２０４は、インターフェース機器２１６を通じてエネルギー管
理システム１０２へのユーザインターフェースを提供するため、グラフィカルユーザイン
ターフェース（ＧＵＩ）などのインターフェースモジュールまたは同様のものを備える。
インターフェース機器は、例示として、パーソナルコンピュータ、ディスプレイ、キーボ
ード、クワーティキーボード、８、１６またはそれ以上のセグメントＬＥＤ、ＬＣＤパネ
ル、ディスプレイ、スマートフォン、モバイル通信デバイス、マイクロホン、キーパッド
、スピーカ、ポインティングデバイス、ユーザインターフェース制御要素、同じものの組

30

合せ、および、ユーザが入力コマンドを提供したり、エネルギー管理システム１０２から
の出力を受信したりすることができる他の任意のデバイスまたはシステムを含む。
【００２１】
エネルギー管理システム１０２は、入力／出力回路２０６と、アナログデジタル変換器
（ＡＤＣ）モジュール２０８とをさらに備える。入力／出力回路２０６は、例えば、ファ
ン２２０、ポンプ／圧縮機２２２、可変空気量（ＶＡＶ）バルブ、エレベータおよび同様
のものなどのモータを含む電気回路２１８、温度センサ２２４、光安定器、光スイッチ、
および、他の内部または外部センサ２２６とインターフェースをとり、電流もしくは電圧
の整合、電圧もしくは電流のレベル調整、制御信号、周波数調整、位相調整または同様の
ものを提供する。一実施形態では、入力／出力回路２０６は、電気測定値およびセンサデ

40

ータをスケーリングし、その結果、プロセッサ２０２およびメモリ２０４によって、エネ
ルギー測定値およびセンサデータを分析したり、格納したりすることができる。入力／出
力回路２０６は、デジタル回路、アナログ回路、または、アナログ回路とデジタル回路の
組合せである。
【００２２】
ＡＤＣモジュール２０８は、電気回路２１８、２２０、２２２とインターフェースをと
り、プロセッサ２０２およびメモリ２０４によるさらなる分析および処理のため、アナロ
グのエネルギー測定値をデジタル値に変換する。
【００２３】
図３は、プロセッサ２０２と、メモリ２０４と、１つまたは複数の温度センサ補償モジ
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ュール３００と、他のセンサ用の１つまたは複数のセンサ補償モジュール３０４と、１つ
または複数のＡＤＣモジュール２０８と、１つまたは複数の極性補正デバイス３０４と、
１つまたは複数の多重化デバイス３３８と、１つまたは複数の相ＡＤＣモジュール（ｐｈ
ａｓｅ

ＡＤＣ

ｍｏｄｕｌｅｓ）３０６とを備えるエネルギー管理システム１０２の実

施形態を示す。メモリ２０４は、データストレージモジュール２１４と、プログラムモジ
ュール２１２とを備える。一実施形態では、プログラムモジュール２１２は、エネルギー
計算モジュール３０８と、データゲートウェイモジュール３１０と、データ検証および低
減モジュール３１２と、データ分析モジュール３１４と、データ暗号化モジュール３１６
と、全地球側位システム（ＧＰＳ）モジュール３１８と、ウェブサーバモジュール３２０
と、ヒューマンマシンインターフェースモジュール３２２と、パルス幅変調（ＰＷＭ）コ

10

ントローラモジュール３２４と、通信モジュール３２６とを備える。
【００２４】
一実施形態では、エネルギー測定システム１０２は、１〜ｎ個の電気回路またはサブ回
路２１８の電圧、電流、線間電圧、線間電流、線と中性線との間の電圧、線と中性線との
間の電流、総電力、無効電力、有効電力、相ごとの基本波および高調波の総エネルギー、
相ごとの基本波および高調波の無効エネルギー、相ごとの高調波周波数ごとの有効エネル
ギー、相ごとの高調波周波数ごとの無効エネルギー、相ごとの基本波および高調波の有効
エネルギー、ならびに同様のものなどの電気パラメータを測定する。それに加えて、測定
パラメータは、例示として、光強度、回転速度、線速度、温度、振動、二酸化炭素、圧力
、運動、流れ、加速、電圧、電流、音、超音波周波数および同様のものを含む。電気回路

20

２１８は、エネルギー管理システム１０２からローカル設置することも、リモート設置す
ることもでき、非通電状態の０ボルトから通電状態の最大約６００ＶＡＣまたはＶＤＣま
での範囲の電圧を測定することができ、高速電圧は４ＫＶまで急増する。エネルギー管理
システム１０２は、例えば、単相、分相、三相デルタ、三相ワイおよび同様のものなどの
様々な相構成（ｐｈａｓｅ

ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｓ）を有する電気回路２１０を

測定する。エネルギー管理システム１０２は、８０ＶＡＣ〜６００ＶＡＣの電圧や、例え
ば、５０Ｈｚ、６０Ｈｚおよび同様のものなどの複数の周波数で動作する。
【００２５】
測定デバイス３３０は、各電気回路２１８と関連付けられ、その関連付けられた電気回
路２１８の電流、電圧または電力のアナログ測定値を取得する。一実施形態では、測定デ
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バイス３３０は、施設の配電システムと直接結合し、その施設の配電システムでは、主な
配電バーから、または、回路遮断器への接続を通じて、内部で電気測定値を取得すること
ができる。別の実施形態では、測定デバイス３３０は、回路遮断器に組み込まれ、回路遮
断器と関連付けられた回路２１８の電圧および電流を測定することができる。
【００２６】
一実施形態では、測定デバイス３３０は、測定デバイス３３０の出力リードをエネルギ
ー管理システム１０２に直接接続することによって、エネルギー管理システム１０２と電
気的に結合される。別の実施形態では、測定デバイス３３０は、無線、有線、光または電
力線搬送（ＰＬＣ）通信を介して、回路２１８からの測定されたエネルギーデータをエネ
ルギー管理システム１０２に、そして、エネルギー管理システム１０２からの制御信号を

40

回路２１８に伝達する。
【００２７】
測定デバイス３３０は、充電式バッテリバックアップまたは同様のものの有無にかかわ
らず、通電された回路への電気接続によって、回路２１８と関連付けられた電磁場の獲得
および整流から給電することができる。測定デバイス３３０は、例示として、ロゴスキー
コイル、ＤＣシャント、外部のデジタル電流センサ、外部のアナログ電流センサ、クラン
プオン電流測定環状トランス（ＣＴ：ｃｌａｍｐ
ｉｎｇ

ｔｏｒｏｉｄ

ｏｎ

ｃｕｒｒｅｎｔ

ｍｅａｓｕｒ

ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ）、回路遮断器と直列のシャント抵抗器

モジュール、同じものの組合せおよび同様のものを含む。
【００２８】
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一実施形態では、測定デバイス３３０は、電流トランス３３０を含む。回路２１８の電
流が大き過ぎて測定機器に直接印加できない場合、電流トランス３３０は、回路２１８の
電流にほぼ比例する低減電流を生成する。また、電流トランス３３０は、回路２１８に直
接接続した場合に測定機器に損傷を与える恐れがある非常に高い電圧から測定機器を隔離
する。
【００２９】
各測定される電気回路２１８に対して、電流トランス３３０は、極性補正デバイス３０
４を通じて、ＡＤＣモジュール２０８と電気的に結合される。万一電流トランス３３０が
不適正に設置されることがあったなら、極性補正デバイス３０４は、回路２１８の適正な
極性をＡＤＣ

２０８に提供する。例えば、測定している回路２１８に対して電流トラン

10

ス３３０の＋／−出力を反転することなどによって、電流トランス３３０が不適正に設置
されると、測定値の位相は、測定された回路２１８の実際の位相と約１８０度異なり得る
。
【００３０】
図４は、極性補正デバイス３０４の実施形態を示す概略図である。上記で説明されるよ
うに、電流トランス３３０は、各回路２０８に対して、極性補正デバイス３０４を通じて
、ＡＤＣモジュール２０８と電気的に結合される。万一電流トランス３３０が不適正に設
置されることがあったなら、エネルギー管理システム１０２は、極性補正デバイス３０４
に制御信号を送信することによって、測定回路２１８の極性を自動的に補正する。また、
極性補正は、エネルギー計算モジュール３０８、データゲートウェイモジュール３１０ま

20

たはデータ検証および低減モジュール３１２のうちの１つまたは複数のソフトウェアを介
して行うこともできる。
【００３１】
図４に示される実施形態では、極性補正デバイス３０４は、ラッチ型の双極双投スイッ
チ４００を備える。スイッチ４００は、第１のスイッチの第２の接点（１，２）を第２の
スイッチの第１の接点（２，１）に接続し、またさらに、第１のスイッチの第１の接点（
１，１）を第２のスイッチの第２の接点（２，２）に接続することによって、極性反転す
るために配線される。スイッチ４００は、極性反転応用のために内部で配線されてもよく
、モジュール２１２に実装されてもよい、ハードウェアデバイスであり得る。
【００３２】

30

エネルギー管理システム１０２は、スイッチ４００の位置を制御することによって、測
定される回路２１８の極性を自動的に補正する。一実施形態では、データ検証および低減
モジュール３１２は、相ＡＤＣモジュール３０６からの電圧の位相と、所定の測定回路２
１８に対するＡＤＣモジュール２０８からの電流の位相とに約９０度超約２７０度未満の
隔たりがあるとき、および／または、電力の生成が不足する場合に測定されるエネルギー
が負の値になるときを評価する。この状態が存在すると、電流トランス３３０は回路２１
８と不適正に結合され、回路２１８の不適正な位相を測定する。データ検証および低減モ
ジュール３１２は、スイッチ４００に制御信号を送信するか、または、ソフトウェア補正
を適用する。スイッチ４００は制御信号を受信し、接点を代替位置に切り替え、それによ
り、測定された極性を補正する。

40

【００３３】
図３を参照すると、極性補正デバイス３０４の出力は、適正な極性を有する測定デバイ
ス３３０からの測定信号を含む。極性補正デバイス３０４の出力は、ＡＤＣモジュール２
０８の入力と電気的に結合される。電気回路２１８からの電気信号は、時間的に連続した
アナログ信号である。ＡＤＣモジュール２０８は、サンプリングレートで測定デバイス３
３０からアナログ電気信号を抽出し、プロセッサ２０２およびプログラムモジュール２１
２による使用のため、アナログ測定値をデジタル値に変換する。
【００３４】
一実施形態では、エネルギー管理システム１０２は、水もしくは流体の汲み上げまたは
ガス（圧縮空気、圧縮酸素、圧縮窒素、暖房・換気・空調（ＨＶＡＣ）システムまたは同
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様のものに使用されるものなど）の圧縮に使用される電気モータを備える電気回路２２２
からのエネルギーデータを測定し、分析する。センサ３３２は、モータ／ポンプ／圧縮機
２２２に物理的に取り付けられるか、または、電気的に結合される。センサ３３２の例は
、これらに限定されないが、振動測定のための加速度計、温度測定のための熱電対、１〜
ｎ段のモータ２２２に供給される電流および電圧を測定するための電流トランス３３０お
よび極性補正デバイス３０４、ならびに、同様のものである。それに加えて、モータ／ポ
ンプ２２２の液体流速またはモータ／圧縮機２２２のガス圧力は、直接の流量の測定を通
じて、超音波流量センサを用いて、圧力計を用いて、または同様のものを用いて、測定す
ることができる。センサ３３２の出力は、ＡＤＣモジュール２０８の入力と電気的に結合
される。ＡＤＣモジュール２０８は、サンプリングレートでセンサ３３２からアナログ電
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気信号を抽出し、プロセッサ２０２およびプログラムモジュール２１２による使用のため
、アナログ測定値をデジタル値に変換する。
【００３５】
別の実施形態では、エネルギー管理システム１０２は、気流を送るためのファンに接続
された電気モータを備える電気回路２２０からエネルギーデータを測定し、分析する。セ
ンサ３３４は、モータ／ファン２２０に物理的に取り付けられるか、または、電気的に結
合される。センサ３３４の例は、これらに限定されないが、振動測定のための加速度計、
温度測定のための熱電対、１〜ｎ段のモータ／ファン２２０に供給される電流および電圧
を測定するための電流トランス３３０および極性補正デバイス３０４、モータ／ファン２
２０からの気流を測定するための気流センサ、ならびに、同様のものである。センサ３３
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４の出力は、ＡＤＣモジュール２０８の入力と電気的に結合される。ＡＤＣモジュール２
０８は、サンプリングレートでセンサ３３４からアナログ電気信号を抽出し、プロセッサ
２０２およびプログラムモジュール２１２による使用のため、アナログ測定値をデジタル
値に変換する。
【００３６】
一実施形態では、ＡＤＣモジュール２０８は、例えば、アナログ・デバイセズ社による
ＡＤＥ５１６９または同様のものなどのアナログデジタル変換器と、少なくとも１つのジ
ャンパとを備える。ジャンパは、単相、分相、三相デルタ、三相ワイまたは同様のものな
ど、様々な可能な相構成のうちの１つを有する電気回路２１８の位相を測定するため、フ
ィールドの選択が可能なものである。別の実施形態では、ＡＤＣモジュール２０８は、例
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えば、アナログ・デバイセズ社によるＡＤＥ５１６９などのＡＤＣを備え、相構成、およ
び、ＡＤＣモジュール２０８とそのそれぞれの相電圧との関連付けは、プログラムモジュ
ール２１２によって実行することができる。さらに、ＡＤＣモジュール２０８のデータサ
ンプリングレートは、約１０Ｈｚ〜約１ＭＨｚの範囲であり得る。一実施形態では、トラ
ンスの上流および下流の電圧など、複数セットの相電圧をエネルギー管理システム１０２
に接続することができる。ＡＤＣモジュール２０８の相構成は、モジュール２１２を通じ
て任意の電圧の位相に対して参照され得る。
【００３７】
別の実施形態では、高速ＡＤＣモジュール２０８は、アナログ・デバイセズ社によるＡ
ＤＥ７８８０に含まれる低速ＡＤＣモジュール２０８と電気的に並列結合される。ＡＤＥ
７８８０

40

ＡＤＣおよびマイクロプロセッサが、有効および無効エネルギーパラメータを

測定する間、高速ＡＤＣモジュール２０８は、高速過渡電圧を測定する。
【００３８】
相ＡＤＣモジュール３０６は、相（ｐｈａｓｅ）Ａ、Ｂ、Ｃに対する電圧の振幅および
位相の情報をデジタル処理で測定するために、抵抗分圧器（図示せず）またはステップダ
ウントランス（図示せず）を通じて、相Ａ、Ｂ、Ｃを有する電気回路と結合される。抵抗
分圧器は、信号レベルが相ＡＤＣモジュール３０６の入力信号要件に適合するように、電
気信号の振幅を比例的に低減する。
【００３９】
相Ａ、Ｂ、Ｃからの相の信号は、時間的に連続したアナログ信号である。エネルギー管
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理システム１０２は、三相３線デルタ電気接続の測定および三相４線ワイ電気接続の測定
が可能である。例えば、三相デルタ電力生成システムは、各ワイヤ上の電力の位相が他の
ワイヤと約１２０度ずつ相ごとに隔たりがある３線システム上で電力を送信する。エネル
ギー管理システム１０２は、基準点として相のうちの１つを選ぶ。別の例では、三相ワイ
電力生成システムは、互いに約１２０度ずつ相ごとに隔たりがある電流を３本のワイヤが
搬送する４線システム上で電力を送信する。第４のワイヤは、中性線であり、基準点であ
る。相ＡＤＣモジュール３０６は、サンプリングレートでこれらのアナログ電気信号を抽
出し、プロセッサ２０２およびモジュール２１２による使用のために、アナログ測定値を
デジタル値に変換する。各ＡＤＣモジュール３０６は、ソフトウェア選択およびモジュー
ル２１２の使用によって、任意の電圧の位相に対して参照され得る。一実施形態では、電

10

圧の位相はモジュール３０６で一回測定される。
【００４０】
一実施形態では、高速性の相ＡＤＣモジュール３０６が、アナログ・デバイセズ社によ
るＡＤＥ７８８０に含まれる低速ＡＤＣモジュール３０６と電気的に並列結合される。Ａ
ＤＥ７８８０のＡＤＣおよびマイクロプロセッサが有効および無効エネルギーパラメータ
を測定する間、高速性の相ＡＤＣモジュール３０６は、高速過渡電圧を測定する。
【００４１】
一実施形態では、エネルギー管理システム１０２を使用して、２つ以上の三相電圧源上
の回路の電流および電圧を測定することができる。三相電圧源は、２つ以上の相ＡＤＣモ
ジュール３０６に接続される。多重化デバイス３３８は、相ＡＤＣモジュール３０６の各

20

線間電圧を、相ＡＤＣモジュール３０６の他の任意の線間電圧に対して参照するために使
用される。また、多重化デバイス３３８は、任意のＡＤＣモジュール２０８の電流の位相
角を、任意の相ＡＤＣモジュール３０６の任意の線間電圧の位相角に対して参照するため
にも使用される。
【００４２】
別の実施形態では、エネルギー管理システム１０２を使用して、２つ以上の三相電圧源
上の回路の電流および電圧を測定することができる。三相電圧源は、２つ以上の相ＡＤＣ
モジュール３０６に接続される。多重化デバイス３３８は、相ＡＤＣモジュール３０６の
各線間電圧を、相ＡＤＣモジュール３０６の他の任意の線間電圧に対して参照するために
使用される。また、多重化デバイス３３８は、任意のＡＤＣモジュール２０８の電流の位

30

相角を、任意の相ＡＤＣモジュール３０６の任意の線間電圧の位相角に対して参照するた
めにも使用される。
【００４３】
さらに、別の実施形態では、多重化デバイス３３８の多重化機能は、ソフトウェアによ
って発生する。デジタル化された電圧および電流の波形は、ＦＰＧＡまたはデジタル信号
プロセッサが使用されて、リアルタイムのデジタル処理で多重化される。デジタルマルチ
プレクサは、任意の電流のＡＤＣモジュール２０８の位相角を、任意の電圧の相ＡＤＣモ
ジュール３０６の位相角について参照するために使用される。
【００４４】
一実施形態では、相ＡＤＣモジュール３０６は、例えば、アナログ・デバイセズ社によ

40

るＡＤＥ５１６９または同様のものなどのアナログデジタル変換器と、少なくとも１つの
ジャンパとを備える。ジャンパは、単相、分相、三相デルタ、三相ワイまたは同様のもの
など、様々な可能な相構成のうちの１つを有する相Ａ、Ｂ、Ｃを測定するため、フィール
ドの選択が可能なものである。さらに、相ＡＤＣモジュール３０６のデータサンプリング
レートは、約０．１Ｈｚ〜約１ＭＨｚの範囲であり得る。
【００４５】
一実施形態では、エネルギー管理システム１０２およびそのサブモジュールは、相ＡＤ
Ｃモジュール３０６の電圧の接続を通じて、外部または内部で給電することができる。他
の実施形態では、外部電源は、別のエネルギー管理システム１０２、外部のＡＣ／ＤＣ電
源、外部のＡＣ電源、または同様のものからのものであり得る。
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【００４６】
相ＡＤＣモジュール３０６および電気回路２１８、２２０、２２２用のＡＤＣモジュー
ル２０８は、システムバス３３６を通じて、メモリ２０４と連結される。システムバス３
３６は、プロセッサ２０２、メモリ２０４、センサ補償３００、３０２、ＡＤＣモジュー
ル２０８、３０６を一緒に連結してそれらの相互運用を可能にするための物理的および論
理的な接続部を含み得る。
【００４７】
相ＡＤＣモジュール３０６、１〜ｎ個の電気回路２１８用のＡＤＣモジュール２０８、
および、回路２２０、２２２用のＡＤＣモジュール２０８によって収集されたデジタル測
定情報は、エネルギー計算モジュール３０８に送信される。エネルギー計算モジュール３

10

０８は、デジタル測定情報に対するエネルギー計算を実行し、計算したエネルギーデータ
を提供する。計算したエネルギーデータの例は、これらに限定されないが、線間電圧、線
と電流との間の電圧、総電力、有効電力、無効電力、線間電流、ラインと電流間の電流、
力率、相ごとの基本波および高調波の総エネルギー、各相の合計に対する基本波および高
調波の総エネルギー、相ごとの基本波および高調波の有効エネルギー、各相の合計に対す
る基本波および高調波の有効エネルギー、相ごとの基本波および高調波の無効エネルギー
、各相の合計に対する基本波および高調波の無効エネルギー、周波数、高調波周波数、ガ
ス使用状況、冷水使用状況、温水使用状況、総エネルギー使用状況および同様のものであ
る。
【００４８】

20

データゲートウェイモジュール３１０は、相ＡＤＣモジュール３０６およびＡＤＣモジ
ュール２０８のサンプリングレートを制御することによって、測定されたエネルギーデー
タおよび計算されたエネルギーデータを抽出する。サンプリングレートは、約０．１Ｈｚ
〜約１ＭＨｚの範囲にあり、好ましくは、約１ＫＨｚ〜約２０ＫＨｚであり、より好まし
くは、約５ＫＨｚ〜約１８ＫＨｚであり、最も好ましくは、約１ＫＨｚ〜約８ＫＨｚであ
る。別の実施形態では、サンプリングレートは、約０．１Ｈｚ〜約２４ＫＨｚの範囲にあ
り、好ましくは、約１ＫＨｚ〜約１０ＫＨｚであり、より好ましくは、約１０ＫＨｚ〜約
１５ＫＨｚであり、最も好ましくは、約１０ＫＨｚ〜約２４ＫＨｚである。一実施形態で
は、サンプリングレートは、ユーザインターフェース機器２１６からユーザによるユーザ
選択が可能である。データゲートウェイモジュール３１０は、測定されたデータおよび計

30

算されたエネルギーデータを、データ検証および低減モジュール３１２に送信する。別の
実施形態では、ＡＤＣサンプリングレートは、サードパーティに送信されるデータ報告レ
ートから分離されている。ＡＤＣサンプリングレートは、１０ｋＨｚ〜１ＭＨｚの範囲に
ある。サードパーティへのデータ報告（プッシュ）レートは、ユーザ選択が可能であり、
センサ３３０、３３２、３３４、２２６、２２４の各々からのデータに特有のものであり
得る。
【００４９】
データ検証および低減モジュール３１２は、データゲートウェイモジュール３１０から
測定されたデータおよび計算されたエネルギーデータを受信する。さらに、データ検証お
よび低減モジュール３１２は、測定されたデータおよび計算されたエネルギーデータを以

40

前のデータサンプルおよび／または時間的に近いデータサンプルと比較して、関連する正
確なデータがデータストレージモジュール２１４やデータコマンドおよび通信モジュール
３２６に渡されることを保証する。一実施形態では、データ検証および低減モジュール３
１２は、データ精度を決定する。
【００５０】
別の実施形態では、データ検証および低減モジュール３１２は、測定されたエネルギー
データの量を低減する。これは、データ集合体が、スマートグリッドなどのネットワーク
にも、ましてや通信ネットワーク２１０にまでも、データで過負荷をかける恐れがあるた
め、複数のエネルギー管理システム１０２が各々、最大約２４ＫＨｚで複数の回路２１８
、２２０、２２２から測定されたデータを取得する実施形態に対して重要である。さらな
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る実施形態では、データ検証および低減モジュール３１２は、データ低減と補正の両方を
実行する。
【００５１】
一実施形態では、データ検証および低減モジュール３１２は、測定されたエネルギーパ
ラメータの有意な変化を分析する。一実施形態では、測定されたエネルギーパラメータの
有意な変化は、エネルギー使用状況の変化を示すこともあり得るし、破損したデータでも
あり得る。データ検証および低減モジュール３１２は、データゲートウェイモジュール３
１０からエネルギースパイク（ｅｎｅｒｇｙ

ｓｐｉｋｅｓ）とほぼ同時刻または時間的

に近いところの追加サンプルを取得することによって、測定されたエネルギーデータのエ
ネルギースパイクを分析して、スパイクがエネルギー使用状況の有効な変化であるか、ノ

10

イズであるか、破損したデータであるかを決定する。エネルギースパイクが有効なデータ
測定値であれば、後に取得したサンプルの振幅は、そのエネルギースパイクに釣り合うこ
とになる。後に取得したデータの振幅がエネルギースパイクと実質的に異なれば、データ
検証および低減モジュール３１２は、エネルギースパイクがノイズによって引き起こされ
たと決定し、不適切で、格納のためにも「プッシュ」型もしくは「プル」型通信のために
も渡す価値がないものとして、その不良データを取り扱う。
【００５２】
一実施形態では、有意な変化が適切なものであり、エネルギー使用状況の変化を示すも
のであれば、エネルギー管理システム１０２は、検出変化が発生してから１時間以内に、
好ましくは、検出変化が発生してから１５分以内に、より好ましくは、検出変化が発生し

20

てから１分以内に、最も好ましくは、検出変化が発生してから１秒以内に、測定されたパ
ラメータの有意な変化に関連する情報を自動的に、送信またはプッシュする。
【００５３】
一実施形態では、データ検証および低減モジュール３１２は、測定されたエネルギーデ
ータであって、実質的にリアルタイムで報告されるか、データストレージモジュール２１
４に格納されるか、通信ネットワーク２１０上でリモートもしくはクラウドデータベース
にプッシュもしくは自動的に送信されるか、または、ユーザ問い合わせからプルされるこ
とになる、測定されたエネルギーデータの量を低減する。エネルギーデータの低減量は、
例えば、測定もしくは計算されたエネルギーデータの変化量、測定もしくは計算されたエ
ネルギーデータの変化率、測定もしくは分析されるあらゆるデータに対する上限の閾値、

30

測定もしくは分析されるあらゆるデータに対する下限の閾値または同様のものなど、以前
に定義されたまたはユーザによって定義されたデータフィルタリングパラメータに少なく
とも部分的に基づく。測定されたデータの量を低減することにより、エネルギー測定シス
テム１０２は、ネットワーク２１０上での低速、中速または高速データ通信チャネルを使
用して、回路２１８、２２０、２２２に対する、より高いレートでデジタルにサンプリン
グされている、リアルタイムまたはおよそリアルタイムのエネルギー報告を送ることがで
きる。
【００５４】
一実施形態では、データフィルタリングパラメータは、パラメータの検出値の少なくと
も１０％の変化を有し、変化は、増加または減少のうちの１つであり、パラメータは、測

40

定または計算されたパラメータであり、変化は、パラメータの現行の値と前回の値との間
のものである。より好ましくは、データフィルタリングパラメータは、少なくとも５％の
変化を有し、最も好ましくは、データフィルタリングパラメータは、少なくとも１％の変
化を有する。別の実施形態では、データフィルタリングパラメータは、検出パラメータの
少なくとも１０％の変化を有する。
【００５５】
別の実施形態では、データフィルタリングパラメータは、パラメータの変化率の少なく
とも１０％の差を有し、変化は、増加または減少のうちの１つであり、パラメータは、測
定または計算されたパラメータであり、変化は、パラメータの検出された現行の変化率と
前回の変化率との間のものである。より好ましくは、データフィルタリングパラメータは

50

(17)

JP 2014‑512625 A 2014.5.22

、変化率の少なくとも５％の差を有し、最も好ましくは、データフィルタリングパラメー
タは、変化率の少なくとも１％の差を有する。
【００５６】
図５は、データ検証および低減モジュール３１２のための例示的なデータ低減およびデ
ータ検証プロセス５００のフローチャートである。一実施形態では、プロセス５００は、
電気回路２０８、２２０、２２２のうちの少なくとも１つから測定および／または計算さ
れたデータを低減し、検証する。ブロック５０２で開始し、プロセス５００は、データゲ
ートウェイモジュール３１０から初期のエネルギー測定値Ｍ０を取得する。ブロック５０
４では、プロセス５００は、データゲートウェイモジュール３１０から次回のエネルギー
測定値Ｍ１を取得する。Ｍ０とＭ１は、同じ電気パラメータの測定値であるが、時間的に

10

隔たりがあり、Ｍ０が時間的に最初に発生する。一実施形態では、Ｍ０とＭ１は、ＡＤＣ
モジュール２０８のサンプリングレートの１つまたは複数の期間分だけ時間的に隔たりが
ある。
【００５７】
ブロック５０６では、プロセスは、Ｍ０とＭ１を比較し、Ｍ０とＭ１がほぼ同じ値を有
するかどうか決定する。一実施形態では、Ｍ０とＭ１に、ユーザが決定する、それらの値
のある割合以下しか、互いに違いがない場合は、Ｍ０とＭ１はほぼ等しい。例えば、Ｍ０
とＭ１に、互いに１％以下しか違いがない場合は、Ｍ０とＭ１はほぼ同じ値を有すると見
なすことができる。別の実施形態では、Ｍ０＝Ｍ１の場合は、Ｍ０とＭ１はほぼ同じ値を
20

有する。
【００５８】
Ｍ０とＭ１がほぼ同じ値であれば、プロセス５００は、Ｍ１が冗長データまたはほとん
ど価値がないデータであると決定し、Ｍ１を格納することなく、ブロック５１２でＭ０を
Ｍ１に設定する。ブロック５１２から、プロセス５００は、ブロック５０４に戻り、次回
の測定値Ｍ１を取得する。
【００５９】
ブロック５０６においてＭ０とＭ１がほとんど同じ値でなければ、プロセス５００はブ
ロック５０８に移動し、そこでは、プロセス５００は、測定パラメータ２１８、２２０、
２２２におけるエネルギースパイクを示す可能性があるため、Ｍ０とＭ１の値で有意差が
あるかどうかを決定する。一実施形態では、Ｍ０とＭ１に、互いにユーザが決定するそれ
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らの値のある割合を超える違いがある場合は、Ｍ０とＭ１で有意差がある。例えば、Ｍ０
とＭ１に、互いに５０％を超える違いがある場合は、Ｍ０とＭ１で有意差があると見なす
ことができる。
【００６０】
Ｍ０とＭ１で有意差がなければ、プロセスは、Ｍ１は有効なデータ測定値であり、冗長
データ測定値ではないと決定し、データストレージモジュール２１４にＭ１を格納する。
ブロック５１２では、プロセス５００は、Ｍ０をＭ１に設定し、ブロック５０４に戻り、
そこで、プロセス５００は、次回の測定値Ｍ１を取得する。
【００６１】
ブロック５０８においてＭ０とＭ１で有意差があれば、プロセス５００はブロック５１

40

４に移動し、そこでは、少なくとも１つの追加の測定値Ｍ２を取得する。一実施形態では
、少なくとも１つの追加の測定値Ｍ２は、測定パラメータの有意な変化を検出してから５
分以内に、より好ましくは、１分以内に、最も好ましくは、１０ミリ秒以内に取得される
。
【００６２】
ブロック５１６では、プロセス５００は、Ｍ２がＭ１に比例するかどうかを決定する。
Ｍ２とＭ１は、同じ電気パラメータの測定値であるが、時間的に隔たりがあり、Ｍ１が時
間的に最初に発生する。一実施形態では、Ｍ２とＭ１は、ＡＤＣ

２０８のサンプリング

レートの１つまたは複数の時間帯の分だけ時間的に隔たりがある。別の実施形態では、Ｍ
２は、Ｍ１と非同期的に取得される。エネルギースパイクＭ１が有効なデータ測定値であ
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れば、後に取得されたサンプルＭ２の振幅は、エネルギースパイクＭ１の振幅にほぼ比例
することになる。一実施形態では、Ｍ２／Ｍ１の割合がほぼ一定であれば、Ｍ２は、Ｍ１
にほぼ比例する。
【００６３】
Ｍ２がＭ１にほぼ比例すれば、Ｍ１は有効なデータ測定値であり、プロセス５００はブ
ロック５１０に移動する。ブロック５１０では、プロセス５００は、データストレージモ
ジュール２１４にＭ１を格納する。ブロック５１２では、プロセス５００は、Ｍ０をＭ１
に設定し、ブロック５０４に戻り、そこで、プロセス５００は、次回の測定値Ｍ１を取得
する。
【００６４】

10

Ｍ２とＭ１がほとんど比例しなければ、Ｍ１は、有効なデータ測定値ではない可能性が
高い。プロセス５００は、エネルギースパイクＭ１が雑音によって引き起こされたと決定
し、不適切で、データストレージモジュール２１４にまたはプッシュ／プル通信のために
渡す価値がないものとして不良データを取り扱う。プロセスは、ブロック５０４に戻り、
次回の測定値Ｍ１を取得する。こうして、プロセス５００は、測定および計算されたエネ
ルギーデータを検証し、低減する。
【００６５】
図３を参照すると、データ検証および低減モジュール３１２は、検証されて低減された
エネルギーデータをデータ分析モジュール３１４に送信する。データ分析モジュール３１
４は、データコマンドおよび通信モジュール３２６を通じてのサードパーティからのデー

20

タ、ならびに、データストレージモジュール２１４からのデータの受信および処理も行う
。データ分析モジュール３１４は、検証されて低減されたエネルギーデータおよび／また
はエネルギー分析、効率分析、使用状況分析、占有分析、性能分析などの結果を、格納の
ためのデータストレージモジュール２１４、インターネット上での伝送のためのウェブサ
ーバモジュール３１２、ユーザによる再検討および操作のためのヒューマンインターフェ
ースモジュール３２２、ネットワーク２１０上での伝送のためのデータコマンドおよび通
信モジュール３２６、のうちの１つまたは複数へ送信する。
【００６６】
一実施形態では、データ分析モジュール３１４は、ＡＤＣモジュール２０８からの電圧
の位相および電流の位相が約９０度超約２７０度未満の位相差を示す際に、データ検証お

30

よび低減モジュール３１２からその表示を受信する。データ分析モジュール３１４は、Ａ
ＤＣモジュール２０８と関連付けられる適正な位相を自動的に特定し、データ検証および
低減モジュール３１２における、関連付くＡＤＣモジュール２０８からの対応するエネル
ギー情報に、この位相情報を添付する。データ分析モジュール３１４は、エネルギー計算
モジュール３０８におけるＡＤＣモジュール２０８に対する相選択設定を補正し、その結
果、ＡＤＣモジュール２０８は、相ＡＤＣモジュール３０６からの適正な位相に対して参
照され得る。
【００６７】
さらに、データ分析モジュール３１４は、検証されて低減されたエネルギーデータ、セ
ンサデータ、ならびに、外部の環境および施設の使用情報を処理して、１つまたは複数の

40

特定の回路２１８、２２０、２２２の電気エネルギーの低減または増加に使用される、電
気負荷、デバイス、および、建物管理システム／エネルギー管理システム（ＢＭＳ／ＥＭ
Ｓ）制御信号を導出して、送る。
【００６８】
例えば、データ分析モジュール３１４は、測定された液体流速またはガス圧力を、モー
タ２２２によって使用されるエネルギー、モータ２２２の温度、モータ２２２のベルト張
力、モータ２２２の回転速度、およびモータ２２２の振動と比較する。次いで、これらの
測定された動作パラメータと設計動作パラメータとの比較および分析から、効率係数およ
び曲線が導出される。モータの仕様は、データコマンドおよび通信モジュール１０８、ウ
ェブサーバモジュール３２０またはデータストレージモジュール２１４を通じて、ベンダ
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データまたはＢＩＭデータから入手される。効率係数は、可変速度またはベクトル駆動モ
ータコントローラを通じてＡＣモータ速度を自動調整し、必要な液体流速または圧縮ガス
速度に対するエネルギー使用を導出して最適化するために使用される。また、測定された
データおよび効率係数は、データコマンドおよび通信モジュール１０８を通じて、いかな
るモータ誤作動または保守要件についてのサードパーティへの警告を行うためにも使用さ
れる。ＤＣモータ２２２の場合、ＰＷＭコントローラ３２４を使用して、モータ／ポンプ
／圧縮機２２２への電圧を制御する。
【００６９】
別の例では、データ分析モジュール３１４は、センサ３３４からのデータと他のセンサ
２２６からのデータとを比較し、モータ２２０の気流を分析的に導出する。他のセンサ２

10

２６は、上流圧力、下流圧力、速度および温度などのモータパラメータを測定することが
できる。データ分析モジュール３１４は、導出された気流とモータ効率および関連モータ
／ファン動作パラメータとをさらに比較する。次いで、このデータを使用して、可変速度
またはベクトル駆動モータコントローラを通じて、ＡＣモータ速度を自動的に調整し、そ
のエネルギー使用を最適化して、必要な気流速に対する最適エネルギー使用を提供する。
ＤＣモータ／ファン２２０の場合、ＰＷＭコントローラ３２４を使用して、オペレーショ
ンの最適化のため、モータ／ファン２２０への電圧を制御する。
【００７０】
外部環境の情報の少なくとも一部は、温度補償デバイス３００を通じてシステムバス３
３６と結合される温度センサ２２４によって、データコマンドおよび通信モジュール３２
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６を通じてシステムバス３３６と結合される１つまたは複数のサードパーティによって、
ならびに、他のセンサ補償デバイス３０２を通じてシステムバス３３６と結合される他の
センサ２２６によって提供される。温度補償デバイス３００は、温度センサ２２４から温
度測定値を受信し、温度データがプロセッサ２０２およびメモリ２０４の入力要件に適合
するように温度測定値をスケーリングする。図３に示される実施形態では、温度センサ２
２４は、エネルギー管理システム１０２から離れて設置される。他の実施形態では、温度
センサ２２４は、エネルギー管理システム１０２上に設置される。温度測定値は、施設１
０４の周辺領域の気象または時刻関連の温度情報、施設１０４の内部の場所の温度情報、
回路２１８、２２０、２２２と関連付けられたデバイスのデバイス温度情報および同様の
ものを提供する。一実施形態では、温度補償３００は、外部のローカルもしくはリモート
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温度測定のためのＪまたはＫ熱電対デバイスまたは有線／無線のサーモスタットを適正に
利用するための較正補償ルックアップ表を含む。
【００７１】
同様に、他のセンサ補償デバイス３０２は、他のセンサ２２６からセンサ測定値を受信
し、センサデータがプロセッサ２０２およびメモリまたはモジュール２０４の入力要件に
適合するようにセンサ測定値をスケーリングする。図３に示される実施形態では、他のセ
ンサ２２６は、エネルギー管理システム１０２から離れて設置される。他の実施形態では
、他のセンサ２２４は、エネルギー管理システム１０２上に設置される。他のセンサは、
限定ではなく例示として、圧力センサ、光センサ、加速度センサ、張力計、流量センサ、
ガスセンサ、マイクロホン、湿度センサ、占有センサ、運動センサ、振動センサ、風速、
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熱センサ、ガス分光計、レーザセンサ、湿度センサおよび他の環境センサ（水流、気流、
ガス流および同様のものなど）であり得る。センサデータは、エネルギー負荷の計算、エ
ネルギー低減の可能性の決定、システム故障の特定および同様のことを行うために分析さ
れる。
【００７２】
少なくとも検証されて低減されたエネルギーデータ、センサ２２４、２２６、３３２、
３３４からの入力、およびサードパーティモジュール１０８からの入力の分析および比較
に基づいて、データ分析モジュール３１４は、負荷制御のための制御信号を提供する。一
実施形態では、エネルギー管理システム１０２は、アナログ入力／出力ポート２０６およ
び／またはデジタル入力／出力ポート２０６を備え、制御信号は、外部のデバイスの負荷
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制御のためにポート２０６を通じて外部のデバイスに送られる。別の実施形態では、制御
信号は、ＰＷＭコントローラモジュール３２４を通じて回路２１８、２２０、２２２に送
られる。別の実施形態では、制御信号は、データコマンドおよび通信モジュール３２６を
通じてサードパーティに送られる。
【００７３】
一実施形態では、エネルギー管理システム１０２は、高電力ＭＯＳＦＥＴ、ＩＧＦＥＴ
または同様のものなどの外部の高速電子スイッチを通じて電気回路２１８、２２０、２２
２と結合される。ＰＷＭコントローラモジュール３２４は、外部の高速電子スイッチに対
する負荷制御のため、可変デューティサイクルのパルス信号を出力する。そのような可変
幅パルスにより、外部の高速電子スイッチは、異なる時間で、電気回路への電力を高周波

10

でＯＮとＯＦＦに切り替えることによって、いかなる電気回路２１８、２２０、２２２の
電気エネルギーも二酸化炭素排出量も制御することができる。スイッチング周波数は、１
分間に数回から数ＫＨｚと異なる。外部の高速電子スイッチと組み合わせた可変デューテ
ィサイクルのパルス信号は、クラスＤまたはクラスＥ制御システム設計と関連付けられる
。
【００７４】
データ分析モジュール３１４は、検証されて低減されたエネルギーデータおよび分析さ
れたエネルギーデータをデータコマンドおよび通信モジュール３２６に送信する。データ
コマンドおよび通信モジュール３２６は、エネルギー管理システム１０２が通信ネットワ
ーク２１０を通じてサードパーティ１０８とインターフェースをとる。データコマンドお
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よび通信モジュール３２６は、データプッシュおよびデータプルを行い、データプッシュ
は、エネルギー管理システム１０２（送信元）によって開始される情報の伝送または自動
伝送の要求であり、データプルは、サードパーティ１０８（受信元）によって開始される
情報の伝送の要求である。
【００７５】
データコマンドおよび通信モジュール３２６は、検証されて低減されたエネルギーデー
タおよび／または分析されたエネルギーデータを、プロトコルを使用して、リアルタイム
もしくはおよそリアルタイムの分析のためにリモートデバイスへ、リモートデバイスの制
御のためにリモートデバイスへ、格納のためにリモート構造化問い合わせ言語（ＳＱＬ）
、ＳＡＰもしくはクラウドデータベースへ、または、同様の目的で同様のものへ、プッシ
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ュすることができる。さらに、プッシュされたデータは、データの比較、データマイニン
グおよび追加データの分析に使用することができる。追加データの分析は、これらに限定
されないが、請求、回路の制御、スマート器具の制御、電気自動車のエネルギー使用の制
御、電気輸送システムのエネルギー使用の制御および同様のものを含む。
【００７６】
プロトコルおよび通信システムの例は、これらに限定されないが、ＩＥＥＥ標準８０２
．３などのＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、電力線搬送（Ｐ
ＬＣ）、ＩＥＥＥ標準ファミリ８０２．１１などのＷｉＦｉ（商標）、ＩＥＥＥ標準８０
２．１６ｅ−２００５などのＷｉＭａｘ（商標）およびＧＳＭである。データは、例えば
、ＸＭＬ、ＪＳＯＮ、ＣＳＶ、ＡＳＣＩＩ文字列、２進数文字列および他のフォーマット

40

で送ることができる。一実施形態では、データコマンドおよび通信モジュール３２６は、
Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）接続を介して、データクロック同期およびシステムクロッ
キングを使用する。他のシステム接続は、サードパーティのハードウェアおよびソフトウ
ェアと相互作用するために個別にまたは一斉に動作する、ネットワーク接続されたＴＣＰ
／ＩＰ、クライアントサーバＭｏｄＢｕｓ（登録商標）、ＢＡＣｎｅｔ（登録商標）、メ
ッシュネットワークＺｉｇＢｅｅ（登録商標）ワイヤレス、ＷｉＦｉ（商標）、ＷｉＭａ
ｘ（商標）を含む。
【００７７】
さらに、ある実施形態では、データコマンドおよび通信モジュール３２６は、測定され
たデータ、計算されたデータ、検証されて低減されたエネルギーデータ、分析されたエネ
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ルギーデータおよびセンサデータのコピーのうちの１つまたは複数をデータストレージモ
ジュール２１４に格納することができ、その結果、再検討したり、ウェブサーバ３２０ま
たはデータコマンドおよび通信モジュール３２６を通じてアクセスしたりすることができ
る。データストレージモジュール２１４は、いかなるデータ格納フォーマットでも（すな
わち、バイナリ、カンマ区切り値、テキストファイル、ＸＭＬファイル、リレーショナル
データベースまたは非リレーショナルデータベースで）データを格納することができる。
【００７８】
一実施形態では、データコマンドおよび通信モジュール３２６は、ＰＣまたは同様のも
のなどのサードパーティ１０８の取得ホストに対するスレーブとして機能するよう構成す
ることができ、例えば、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）、ＭｏｄＢｕｓ（登録商標）、Ｂ

10

ＡＣｎｅｔ（登録商標）などのいくつかの標準プロトコルのうちの１つでサードパーティ
１０８のマスタホストと通信するよう構成することができる。そして、データコマンドお
よび通信モジュール３２６は、シリアル通信へのプロトコルの変換として機能する。
【００７９】
別の実施形態では、エネルギー管理システム１０２は、ソフトウェアデジタルＩ／Ｏモ
ジュールおよびアナログＩ／Ｏモジュールを備え、ソフトウェアデジタルＩ／Ｏモジュー
ルおよびアナログＩ／Ｏモジュールは、データコマンドおよび通信モジュール３２６なら
びにデータ分析モジュール３１４とインターフェースをとり、データ分析モジュール３１
４と、建物管理システム（ＢＭＳ）、建物エネルギー管理システム（ＢＥＭＳ）、電気自
動車充電ステーション、モータ制御システム、電気制御システム、スマート器具、プログ
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ラム可能論理コントローラ、エネルギー管理報告システム、二酸化炭素排出量報告システ
ム、他のエネルギー管理システム１０２および同様のものとの間の双方向ソフトウェアコ
マンドおよび割り込みを可能にする。別の実施形態では、Ｉ／Ｏモジュールは、天然ガス
または水道メータからのパルスカウンタとインターフェースをとり、この追加データを統
合する。
【００８０】
ある実施形態では、データコマンドおよび通信モジュール３２６は、測定されたエネル
ギーデータ、計算されたエネルギーデータ、低減されて検証されたエネルギーデータ、分
析されたエネルギーデータ、センサデータ、別のエネルギー管理システム１０２からのデ
ータのうちの少なくとも１つに、または、外部の需要応答コマンドに少なくとも部分的に

30

基づいて、エネルギー使用システム、スマート器具またはプラグ負荷において既定の自動
電力低減工程を実装する。
【００８１】
データストレージモジュール２１４は、測定されたエネルギーデータ、計算されたエネ
ルギーデータ、低減されて検証されたエネルギーデータ、分析されたエネルギーデータ、
センサデータ、および、エネルギー管理システム１０２によって受信または作成された他
の任意のデータなどのエネルギーデータを格納する。一実施形態では、データストレージ
モジュール２１４は、ローカルまたはリモートのホストを用いる通信チャネルが壊れた場
合のためにデータバッファを提供する。バッファ２１４は、データサンプリングレートと
データ報告レートとを分離する。エネルギーデータは、通信回線が回復されるまで、必要

40

なサンプリングレートでローカルに格納される。次いで、エネルギーデータはホストに転
送され、通信の断絶からのデータの損失がないことを保証する。
【００８２】
一実施形態では、エネルギー管理システム１０２は、約２０ＫＨｚより大きいサンプリ
ング周波数でセンサ３３０、３３２、２２６、２２４からの測定値を記録する。測定値は
、データ検証および低減モジュール３１２で検証され、データ分析モジュール３１４で分
析される。データコマンドおよび通信モジュール３２６は、大体１分間に１回の報告レー
トでサードパーティ１０８またはデータストレージモジュール２１４にデータを自動的に
転送する。サンプリングレートと報告レートは分離される。
【００８３】
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別の実施形態では、エネルギー管理システム１０２は、約２０ＫＨｚのサンプリング周
波数でセンサ３３０、３３２、２２６、２２４からの測定値を記録する。測定値は、デー
タ検証および低減モジュール３１２で検証され、データ分析モジュール３１４で分析され
る。データコマンドおよび通信モジュール３２６は、大体１分間に１回の報告レートでサ
ードパーティ１０８またはデータストレージモジュール２１４にデータを自動的に転送す
る。測定されたデータは、約２０ＫＨｚのサンプリング周波数で、上限および下限の閾値
と比較される。閾値を超えるデータは、報告レートとは無関係に、閾値を超えた時点で、
サードパーティ１０８またはデータストレージモジュール２１４に自動的に転送される。
大体１分間に１回のレートでの測定されたデータの報告は、衰えることなく続く。
【００８４】

10

一実施形態では、データ暗号化モジュール３１６は、安全で反ハッキングのデータ暗号
化アルゴリズムを使用して、電気回路２１８、２２０、２２２の測定から得られたエネル
ギーデータを暗号化する。別の実施形態では、データ暗号化モジュール３１６は、既存の
および新生の「スマートグリッド」からの耐タンパで反ハッキングのハンドシェイキング
、および／またはＩＴセキュリティデータプロトコルを使用する。
【００８５】
一実施形態では、各エネルギー管理システム１０２は、固有のアドレスをさらに備える
。一実施形態では、アドレスは、ＭＡＣアドレスである。別の実施形態では、アドレスは
、グローバル一意識別子（ＧＵＩＤ）である。別の実施形態では、一意識別子は、アドレ
スとＧＰＳ情報の組合せである。ＧＰＳモジュール３１８は、アドレスされた各エネルギ

20

ー管理システム１０２の位置をマッピングし、データおよびコマンド通信モジュール３２
６にＧＰＳ位置座標を送信し、データおよびコマンド通信モジュール３２６では、位置座
標は、アドレスされたエネルギー管理システム１０２からのエネルギー測定データと関連
付けられる。一実施形態では、データ暗号化モジュール３１６は、エネルギーデータおよ
び位置情報を暗号化する。
【００８６】
ヒューマンマシンインターフェースモジュール（ＨＭＩ）３２２は、通信バス２１０上
のインターフェース機器２１６とエネルギー管理システム１０２との間に対話型ユーザイ
ンターフェースを提供する。ウェブサーバモジュール３２０は、ＨＭＩモジュール３２２
および／またはインターフェース機器２１６とさらにインターフェースをとり、ウェブベ

30

ースのユーザインターフェースをユーザにさらに提供する。他の実施形態では、エネルギ
ー管理システム１０２は、ローカルエリアまたは広域ネットワーク上のパーソナルコンピ
ュータ（ＰＣ）からのＩＳＯ／ＩＥＥＥ８０２／３標準（Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）
）に適合するユーザインターフェースソフトウェアモジュールをさらに備える。
【００８７】
インターフェース機器２１６は、例示として、パーソナルコンピュータ、ディスプレイ
、キーボード、ＱＷＥＲＴＹキーボード、８、１６またはそれ以上のセグメントＬＥＤま
たはＬＣＤパネル、ディスプレイ、スマートフォン、モバイル通信デバイス、マイクロホ
ン、キーパッド、スピーカ、ポインティングデバイス、ユーザインターフェース制御要素
、タブレットＰＣ、同じものの組合せ、および、ユーザが入力コマンドを提供したり、エ

40

ネルギー管理システム１０２から出力を受信したりすることができる他の任意のデバイス
またはシステムを含む。
【００８８】
一実施形態では、ユーザは、ユーザインターフェースを通じて、測定および分析すべき
センサ３３０、３３２、３３４、２２６、２２４のグループ分けを定義したり、測定およ
び分析すべきセンサ３０６、３０４、３３２、２２６、２２４の位置を定義したりするこ
とができる。個別のセンサ３３０、３３２、３３４、２２４、２２６からの情報に対して
実行される分析は、準リアルタイムまたは近リアルタイムでのこれらのセンサのいかなる
グループ分けに対しても実行することができる。また、グループは、他のエネルギー管理
システム１０２に取り付けられたセンサからの情報も含む。一実施形態では、回路２１８
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のグループ分けおよび位置は、「ドラッグアンドドロップ」技法を使用して実装すること
ができる。グループ分けおよび位置情報は、データストレージ２１４にローカルに、およ
び／または、リモートデータベースに格納することができる。それに加えて、「ドラッグ
アンドドロップ」技法は、図示および報告に使用することができる。別の実施形態では、
エネルギー管理システム１０２は、エネルギー管理システム１０２がモバイルデバイスと
インターフェースをとるためのモバイルデバイスモジュールをさらに備える。ユーザは、
リアルタイムの、または、格納されて「プッシュ」もしくは「プル」されるエネルギー使
用を、例えば、ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）、Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商標）、ＢｌａｃｋＢ
ｅｒｒｙ（登録商標）および同様のものなどのモバイルプラットホーム上で閲覧すること
ができる。

10

【００８９】
ユーザインターフェースを通じて、ユーザは、各センサ３３０、３３２、３３４、２２
４、２２６、センサ３３０、３３２、３３４、２２４、２２６のグループおよび位置に対
する、例えば、電圧、電流、エネルギー、エネルギー消費率、電力、力率、コスト、コス
ト率、エネルギー効率基準、定格エネルギー効率および同様のものなどの測定および計算
されたエネルギーの計量に対する下限および上限の警告閾値を定義することができる。
【００９０】
比較の警告閾値は、互いに、確立された基準または確立したベンチマークを用いて、相
対的なエネルギーシグネチャ、ならびに／または、センサ３３０、３３２、３３４、２２
４、２２６間、センサ３３０、３３２、３３４、２２４、２２６のグループ間および位置

20

間の読取値によってトリガされる警告に対して設定される。予測警告閾値は、予想される
エネルギー消費量と、センサ３３０、３３２、３３４、２２４、２２６、センサ３３０、
３３２、３３４、２２４、２２６のグループまたは位置の値とによってトリガされる警告
に対して設定される。ユーザによって定義された警告がトリガされると、エネルギー管理
システム１０２は、ｅメール、テキストメッセージ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（登録商標）、Ｔ
ｗｉｔｔｅｒ（登録商標）、音声メール、ＲＳＳフィード、マルチメディアメッセージ自
動警告および同様のものを通じて、警告をユーザに提供する。一実施形態では、警告は、
警告トリガ以前のエネルギー履歴、予想される消費量、トリガ事象の結果および同様のも
のに関するチャートおよび報告を含むトリガ事象に関する記述を伴う。
【００９１】

30

別の実施形態では、ウェブサーバモジュールまたはプッシュ能力を通じて、エネルギー
管理システム１０２は、エネルギー消費レベル、定格エネルギーおよびエンドユーザへの
重要な省エネルギー対策を伝達するためのアニメーションおよび対話型デスクトップなら
びにモバイルウィジェットをユーザに提供する。別の実施形態では、エネルギー管理シス
テム１０２は、デスクトップティッカー型のＲＳＳフィードを通じて、エネルギー消費レ
ベル、定格エネルギー、エネルギー効率基準およびエンドユーザへの重要な省エネルギー
対策を伝達する。
【００９２】
他の実施形態では、エネルギー管理システム１０２は、測定、計算および分析された電
気パラメータと、他のセンサ２２６、２２４からの入力と、サードパーティ１０８からの

40

データと、データストレージ２１４からの格納データとからの電気的シグネチャに基づい
て、例えば、エアフィルタ交換、流体フィルタ交換、ベルト張力、ベルト整合、擦り切れ
たまたは損傷したベルト、擦り切れたまたは損傷したベアリング、擦り切れたまたは損傷
したギア、不十分な潤滑、損傷したアンカーまたはフレーム、損傷したまたは擦り切れた
ブラシ、電圧不均衡、低質の電力、歪み波形、高調波歪み、不十分な力率、位相負荷不均
衡、限界出力容量、欠陥センサ、ダクト漏出、パイプ漏出、絶縁破壊、欠陥電力キャパシ
タ、欠陥バッテリ、欠陥電力フィルタ、欠陥無停電電源装置（ＵＰＳ）、欠陥電圧調整器
、欠陥回路遮断器、欠陥エコノマイザ羽根、欠陥空気弁、欠陥ガス弁、欠陥制水弁、欠陥
メータ、欠陥インジケータおよび同様のものなどの機器またはシステム保守の必要性を決
定し、報告する。一実施形態では、電気的シグネチャは、電流および／または電圧波形、
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電流および／または電圧レベルおよびピーク、力率、他のセンサ情報（任意の「下流」の
モータまたはポンプの温度、振動、加速、回転、速度および同様のものなど）のうちの少
なくとも１つを含む。
【００９３】
図６は、例示的なエネルギーデータ管理プロセス６００のフローチャートである。ブロ
ック６０２および６０３で開始し、プロセス６００は、エネルギー測定値とセンサ測定値
をそれぞれ取得する。一実施形態では、測定値は、最大約２４ＫＨｚのレートで取得され
る。
【００９４】
いくつかの実施形態では、例えば、ＬＡＮ、相互接続されたネットワーク、インターネ

10

ットまたは同様のもの上でのエネルギー管理システム１０２とサードパーティとの間の通
信の帯域幅は、１〜ｎ個の回路２１８、２２０、２２２ならびに１〜ｎ個のセンサ２２６
および２２４に対して、１秒間に最大２４，０００個のサンプルでのデータの対応には不
十分であり得る。より小さな帯域幅に対応するには、プロセス６００は、ブロック６０４
および６０５において、上記の図５で説明されるような各センサ３３０、３３２、３３４
、２２４、２２６に対する以前の測定値とほぼ同じ測定値を保存しないことによって、格
納および／または送信される測定値の量を低減する。一実施形態では、ユーザは、測定値
がほぼ同じにならない前に、次回の測定値と前回の測定値にどれほどの違いがあるかを決
定する。
【００９５】

20

ブロック６０６および６０７では、プロセス６００は、低減された測定値を検証する。
上記の図５で説明されるように、次回の測定値と前回の測定値で有意差があると、プロセ
ス６００は、パラメータの追加の測定値を取得し、追加の測定値の振幅を有意差がある測
定値の振幅と比較する。振幅が比例していない場合は、異なる測定値は、雑音によって引
き起こされたと見なされ、保存も送信もされない。逆に、振幅が比例する場合は、異なる
測定値は、エネルギー使用事象を示す有効な測定値であると見なされ、格納および／また
は送信される。
【００９６】
ブロック６１０では、プロセス６００は、計算されたエネルギー測定値、エネルギー効
率基準、定格エネルギー、コスト情報、二酸化炭素排出量、保守リスト、制御信号、報告

30

、推奨および同様のものを提供するために、取得された測定値、低減された測定値および
検証された測定値を分析する。一実施形態では、分析は、センサデータに少なくとも部分
的に基づく。
【００９７】
ブロック６１２では、プロセス６００は、エネルギーデータ、低減されて検証されたエ
ネルギーデータおよび／または計算されたエネルギーデータのすべてまたは一部をサード
パーティまたはデータストレージ２１４に伝達する。一実施形態では、プロセスは、ロー
カルエリアネットワーク上で、広域ネットワーク上で、スマートグリッド上で、相互接続
されたネットワーク上で、インターネット上でまたは同様のもの上で、エネルギーデータ
をサードパーティへ直接、自動的に送信するか、または、プッシュする。送信されるエネ

40

ルギーデータは、制御信号、報告、推奨または同様のものを含む。一実施形態では、プロ
セス６００は、少なくとも１時間に１回のレートで、より好ましくは、少なくとも１５分
間に１回のレートで、最も好ましくは、少なくとも１分間に１回のレートで、少なくとも
１つの測定パラメータに関連する情報を自動的に送信する。別の実施形態では、エネルギ
ー情報を自動的に送信するレートは、測定されたパラメータの変動性に少なくとも部分的
に基づいて変化し得る。別の実施形態では、データは、データがユーザによって定義され
た閾値を超えるときに加えて、一定の間隔またはユーザによって定義された間隔で、分析
され、送信される。別の実施形態では、異なるセンサ３３０、３３２、３３４、２２４、
２２６からのデータは、異なる間隔で抽出され、分析される。別の実施形態では、異なる
センサ３３０、３３２、３３４、２２４、２２６からのデータは、異なる間隔で報告され
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る。
【００９８】
一実施形態では、ブロック６１４において、プロセス６００は、測定回路２１８、２２
０、２２２、別のエネルギー管理システム１０２またはサードパーティ１０８のうちの少
なくとも１つに制御信号を送信する。一実施形態では、制御信号は、測定回路２１８、２
２０、２２２上の負荷を制御するためのパルス幅変調（ＰＷＭ）信号である。一実施形態
では、ＰＷＭ信号は、センサデータに少なくとも部分的に基づく。一実施形態では、ＰＷ
Ｍ信号は、測定されたエネルギーデータに少なくとも部分的に基づく。一実施形態では、
ＰＷＭ信号は、サードパーティ１０８からのデータに少なくとも部分的に基づく。別の実
施形態では、ＰＷＭ信号は、計算されたエネルギーデータに少なくとも部分的に基づく。

10

【００９９】
一実施形態では、エネルギー管理システム１０２を使用して、電気モータのエネルギー
性能に関連するエネルギー使用状況およびエネルギー効率パラメータを測定することがで
きる。エネルギー測定値を取得するブロック６０２は、例えば、電力、電流、電圧、電力
品質、高調波エネルギー、基本波エネルギー、各高調波周波数のエネルギー、電圧低下、
電圧スパイク、電流降下、電流スパイクおよび同様のものを含み得る。センサデータを取
得するブロック６０３は、例えば、モータ振動、モータ速度、ベルト張力、モータ温度、
モータ不均衡、モータトルク、モータ上流のパラメータ、モータ下流のパラメータおよび
同様のものを含み得る。サードパーティ１０８およびデータストレージ２１４は、例えば
、施設需要削減要件、公共事業需要削減要件、気象状態、建物占有情報、ベンダからのモ

20

ータ仕様、ビルシステムに関するビルディングインフォメーションモデリング（ＢＩＭ）
データおよび同様のものを含み得る。データを伝達するブロック６１２は、需要削減の可
能性、モータ効率基準、モータ保守要件およびモータ保守警告、モータ活動記録、モータ
事象記録、予想されるモータエネルギー使用状況および同様のものを自動的に転送するこ
とができる。制御信号を提供するブロック６１４は、例えば、モータ電力のパルス幅変調
制御、モータ速度制御、モータ周波数制御、モータのＯＮ、モータのＯＦＦ、他のエネル
ギー管理システム１０２へのコマンドシーケンス、サードパーティ１０８へのコマンドシ
ーケンスおよび同様のものを含む。
【０１００】
エネルギー管理システムの追加の実施形態
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別の実施形態では、エネルギー管理システム１０２を使用して、実質的に連続したサン
プリングレートでシステムの電力品質をモニタし、エネルギーパラメータの報告レートと
は独立に、電力歪みのみを報告することができる。ＡＤＣモジュール２０８は、約２０ｋ
Ｈｚを超えるサンプリングレートで電流および電圧を測定し、あらゆる回路２１８および
相ＡＤＣモジュール３０６からの電圧の測定波形を許容波形と比較する。各高調波周波数
で含まれるエネルギーは、モジュール２１２の各高調波周波数のエネルギーの許容レベル
と比較される。総高調波エネルギー、総基本波エネルギーおよび基本波エネルギーに対す
る高調波エネルギーの割合は、モジュール２１２の許容レベルと比較される。許容波形で
はない測定波形、すなわち、歪み波形の、または言い換えれば仕様から外れた測定波形は
、データストレージモジュール２１４に格納し、ならびに／または、データコマンドおよ

40

び通信モジュール３２６を通じて伝達することができる。波形が仕様から外れたものであ
る際には、歪み波形が検出されてからユーザによって定義された時間内に、データコマン
ドおよび通信モジュール３２６を通じて、警告を送信することができる。一実施形態では
、連続波形が歪められる際または指定時間内に歪み波形が検出される際に度重なる警告の
送信を回避するためのアルゴリズムを実施することができる。ＡＤＣモジュール２０８お
よび相ＡＤＣモジュール３０６は、測定されたパラメータの高周波のスパイク（ｓｐｉｋ
ｅｓ）およびドロップ（ｄｒｏｐｓ）の検出に使用することができる。検出されたスパイ
クに関する情報は、データストレージモジュール２１４に格納することも、サンプリング
レートまたは報告レートとは独立のレートで、データコマンドおよび通信モジュール３２
６を通じて転送することもできる。電力品質の記録、許容波形の総数、非許容波形の総数
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、非許容波形、測定されたデータのスパイク、測定されたデータのドロップおよび同様の
ものは、データストレージモジュール２１４で維持する、ならびに／または、データコマ
ンドおよび通信モジュール３２６を通じて転送することができる。
【０１０１】
システムの実施形態は、エネルギー使用状況を測定して分析する方法に関連する。本方
法は、複数のサブ回路におけるエネルギー使用状況を示す１つまたは複数のパラメータを
測定する工程であって、測定用のサンプリングレートは実質的に連続的である、工程と、
現在のエネルギー使用状況のモニタリングを可能にするサンプリングレートから分離され
た報告レートで、測定パラメータのうちの少なくとも１つに関連する情報を自動的に送信
する工程と、測定パラメータの有意な変化を検出する工程と、測定パラメータの有意な変
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化がエネルギー使用状況の変化に起因するかどうかを決定する工程と、有意な変化を検出
する工程の後で、サンプリングレートおよび報告レートと独立に、エネルギー使用状況の
変化に起因する測定パラメータの有意な変化に関連する情報を自動的に送信する工程とを
含む。
【０１０２】
一実施形態では、有意な変化を検出する工程の後で、エネルギー使用状況の変化に起因
する測定パラメータの有意な変化に関連する情報を自動的に送信する工程は、検出変化が
発生してから３０秒以内に発生し得る。サンプリングレートは、約０．１Ｈｚ〜約１ＭＨ
ｚであり得、サンプリングレートは、現在のエネルギー使用状況のモニタリングを可能に
する報告レートから分離される。報告レートは、大体１日に１回から大体１秒間に８００
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０回までであり得る。サンプリングレートおよび報告レートは、測定パラメータごとに異
なり得る。検出された有意な変化は、測定パラメータの約０．２５％の変化であるか、ま
たは、検出された有意な変化は、ユーザによって定義され得る。情報を自動的に送信する
レートは、測定パラメータの変動性に基づいて異なり得る。測定パラメータは、光強度、
回転速度、線速度、温度、振動、二酸化炭素、圧力、運動、流れ、加速、位置、張力、ト
ルク、電圧、電流、音および超音波周波数からなる群から選択することができる。測定さ
れる電流は、力率および位相角を決定するための任意の測定される電圧の位相に対して参
照され得る。測定回路は、デルタ構成のもの、ワイ構成のものまたはそれらの任意の組合
せであり得、任意の順番であり得る。電圧測定値は、１つまたは複数の相のものであり得
、いかなる相の電圧測定値も、１つまたは複数の中性線を含む他の任意の相の電圧測定値
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に対して参照され得る。
【０１０３】
一実施形態では、本方法は、測定パラメータに少なくとも部分的に基づいて、少なくと
も１つの電気回路の負荷制御のために可変デューティサイクル信号を出力する工程をさら
に含み、負荷制御は、電気エネルギー制御および二酸化炭素排出量制御のうちの少なくと
も１つを含み、電気回路は、照明回路、モータ回路、空気処理システム、ポンプおよびＨ
ＶＡＣ圧縮機システムからなる群から選択される。測定パラメータは、自動的に送信でき
ないときに格納することができ、格納されたパラメータは、可能なときに自動的に送信す
ることができる。
【０１０４】
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さらに、一実施形態では、測定パラメータの有意な変化がエネルギー使用状況の変化に
起因するかどうかを決定する工程は、測定パラメータの追加サンプルを取得する工程と、
測定パラメータの追加サンプルが測定パラメータの有意な変化に比例するかどうかを決定
する工程とを含み、測定パラメータの追加サンプルが測定パラメータの有意な変化に比例
する際は、測定パラメータの有意な変化は、エネルギー使用状況の変化に起因する。追加
サンプルは、測定パラメータの有意な変化を検出してから１０ミリ秒以内に取得すること
ができる。本方法は、測定パラメータの有意な変化がエネルギー使用状況の変化に起因す
る場合には、測定パラメータの有意な変化を格納し、測定パラメータの追加サンプルが測
定パラメータの有意な変化に比例しない場合には、測定パラメータの有意な変化を無視す
る工程をさらに含む。
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【０１０５】
多くの実施形態によれば、本開示は、施設または施設のサブシステムのエネルギー効率
を測定して分析するためのシステムに関連する。システムは、複数の回路、サブ回路また
はシステムにおけるエネルギー使用状況を示す１つまたは複数のパラメータを測定するよ
う構成された複数のエネルギー測定デバイスであって、測定用のサンプリングレートは実
質的に連続的である、エネルギー測定デバイスと、システムのエネルギー効率を示す１つ
または複数のパラメータを測定するよう構成された複数の測定デバイスであって、測定用
のサンプリングレートは実質的に連続的である、測定デバイスと、システムおよび施設の
環境状況を示す１つまたは複数のパラメータを測定するよう構成された複数の測定デバイ
スであって、測定用のサンプリングレートは実質的に連続的である、測定デバイスと、少

10

なくとも１つのコンピュータプロセッサを含むコンピュータハードウェアと、コンピュー
タプロセッサによって実行される際、コンピュータ実行可能命令によって定義されたオペ
レーションをコンピュータハードウェアに実行させるコンピュータ可読命令を含むコンピ
ュータ可読記憶装置とを備える。コンピュータ実行可能命令は、現在のエネルギー効率の
モニタリングを可能にするレートで、測定パラメータのうちの少なくとも１つに関連する
情報を自動的に送信する工程と、気象データを含む関連環境状況を自動的に入手する工程
と、測定パラメータの有意な変化を検出する工程と、測定パラメータの有意な変化がエネ
ルギー効率の変化に起因するかどうかを決定する工程と、測定パラメータの有意な変化が
エネルギー効率の変化を引き起こしたかどうかを決定する工程と、有意な変化を検出する
工程の後で、エネルギー効率の変化に起因する測定パラメータの有意な変化に関連する情
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報を自動的に送信する工程とを含む。
【０１０６】
一実施形態では、有意な変化を検出する工程の後で、エネルギー効率の変化に起因する
測定パラメータの有意な変化に関連する情報を自動的に送信する工程は、検出変化が発生
してから３０秒以内に発生し得る。サンプリングレートは、約０．１Ｈｚ〜約１ＭＨｚで
あり得、サンプリングレートは、現在のエネルギー使用状況のモニタリングを可能にする
レートとは独立である。検出された有意な変化は、測定パラメータの約０．２５％の変化
であるか、または、検出された有意な変化は、ユーザによって定義され得る。情報を自動
的に送信するレートは、測定パラメータの変動性に基づいて異なり得る。測定パラメータ
は、光強度、回転速度、線速度、温度、振動、二酸化炭素、圧力、運動、流れ、加速、電
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圧、電流、音および超音波周波数からなる群から選択することができる。
【０１０７】
コンピュータ実行可能命令は、一実施形態では、測定パラメータに少なくとも部分的に
基づいて、少なくとも１つの電気回路の負荷制御のために可変デューティサイクル信号を
出力する工程をさらに含み、負荷制御は、電気エネルギー制御および二酸化炭素排出量制
御のうちの少なくとも１つを含み、電気回路は、照明回路、モータ回路、空気処理システ
ムおよびＨＶＡＣ圧縮機システムからなる群から選択される。コンピュータ実行可能命令
は、建物の向き、時刻、外気温度、室内温度、再熱コイル水温、冷気温度、ＣＯ２および
還気のエンタルピーからなる測定パラメータ群から選択される測定パラメータに少なくと
も部分的に基づいて、施設または施設のサブシステムによって必要とされるエネルギーの
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導出分析を提供する工程をさらに含む。コンピュータ実行可能命令は、建物占有、時刻、
曜日、日付、休暇日程、光熱負荷および施設に存在するＰＣコンピュータの数からなるも
のを含む施設の熱負荷およびエネルギー使用に貢献するそれらの因子から選択される導出
因子群に少なくとも部分的に基づいて、施設または施設のサブシステムによって必要とさ
れるエネルギーの導出分析を提供する工程をさらに含む。コンピュータ実行可能命令は、
電気回路およびガス回路、外気温度および室内温度、ならびに、時刻および施設占有のう
ちの少なくとも１つからなる、施設または施設のサブシステムに必要とされるエネルギー
の導出パラメータと比較されたエネルギー使用の測定パラメータの比較に少なくとも部分
的に基づいて、データを出力する工程をさらに含み、測定電気回路、ガス回路、ＣＯ２、
還気のエンタルピーは、照明回路、モータ回路、空気処理システム、ＨＶＡＣ再熱温水コ
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イルシステムおよびＨＶＡＣ圧縮機システムからなる群から選択される。コンピュータ実
行可能命令は、使用されて、照明回路、モータ回路、空気処理システムおよびＨＶＡＣ圧
縮機システムからなる群からの施設またはサブシステムによって必要とされるエネルギー
の導出パラメータと比較されたエネルギーの測定パラメータの比較に少なくとも部分的に
基づいて、データを出力する工程をさらに含む。コンピュータ実行可能命令は、施設また
はサブシステムに必要とされるエネルギーの導出パラメータと比較されたエネルギー使用
の測定パラメータの比較に少なくとも部分的に基づいて、データを出力する工程をさらに
含み、使用される測定エネルギーと施設またはサブシステムによって必要とされる導出エ
ネルギーとの差は、使用される測定エネルギーパラメータと、照明回路、モータ回路、空
気処理システム、ボイラ再熱コイルシステムおよびＨＶＡＣ圧縮機システムからなる群か
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らの必要とされる導出エネルギーパラメータとの差に比例する差動信号を提供する。コン
ピュータ実行可能命令は、照明回路、モータ回路、空気処理システムおよびＨＶＡＣ圧縮
機システムからなる群からの施設のサブシステムに必要とされるエネルギーの導出パラメ
ータと比較されたエネルギー使用の測定パラメータの比較に少なくとも部分的に基づく、
実質的に瞬間的な需要応答エネルギー負荷使用データを出力する工程をさらに含む。
【０１０８】
さらに、一実施形態では、測定パラメータの有意な変化がエネルギー使用状況または建
物もしくは建物のサブシステムに必要とされるエネルギーの変化に起因するかどうかを決
定する工程は、測定パラメータの追加サンプルを取得する工程と、測定パラメータの追加
サンプルが測定パラメータの有意な変化に比例するかどうかを決定する工程とを含み、測
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定パラメータの追加サンプルが測定パラメータの有意な変化に比例する際は、測定パラメ
ータの有意な変化は、エネルギー効率の変化に起因する。追加サンプルは、測定パラメー
タの有意な変化を検出してから１０ミリ秒以内に取得することができる。コンピュータ実
行可能命令は、測定パラメータの有意な変化がエネルギー使用状況の変化または必要とさ
れるエネルギーの変化に起因する場合には、測定パラメータの有意な変化を格納する工程
をさらに含む。コンピュータ実行可能命令は、測定パラメータの追加サンプルが測定パラ
メータの有意な変化に比例しない場合には、測定パラメータの有意な変化を無視する工程
をさらに含む。
【０１０９】
他のある実施形態は、施設または施設のサブシステムのエネルギー使用状況を測定し、
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分析し、制御するためのシステムに関連する。システムは、複数の回路、サブ回路または
システムにおけるエネルギー使用状況を示す１つまたは複数のパラメータを測定するよう
構成された複数のエネルギー測定デバイスであって、測定用のサンプリングレートは実質
的に連続的である、エネルギー測定デバイスと、システムのエネルギー効率を示す１つま
たは複数のパラメータを測定するよう構成された複数の測定デバイスであって、測定用の
サンプリングレートは実質的に連続的である、測定デバイスと、システムおよび施設の環
境状況を示す１つまたは複数のパラメータを測定するよう構成された複数の測定デバイス
であって、測定用のサンプリングレートは実質的に連続的である、測定デバイスとを備え
る。システムは、少なくとも１つのコンピュータプロセッサを含むコンピュータハードウ
ェアと、コンピュータプロセッサによって実行される際、コンピュータ実行可能命令によ
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って定義されたオペレーションをコンピュータハードウェアに実行させるコンピュータ可
読命令を含むコンピュータ可読記憶装置とをさらに備える。コンピュータ実行可能命令は
、現在のエネルギー効率のモニタリングを可能にするレートで、測定パラメータのうちの
少なくとも１つに関連する情報を自動的に送信する工程と、気象データを含む関連環境状
況を自動的に入手する工程と、エネルギー効率を最大にするために制御シーケンスを自動
的に決定する工程と、オペレーションおよび快適性に影響を及ぼすことなく、いかなる時
も需要使用状況を最小にするために制御シーケンスを自動的に決定する工程と、少なくと
も１つのシステムまたは機器に制御コマンドを自動的に送信する工程と、測定パラメータ
の有意な変化を検出する工程と、測定パラメータの有意な変化がエネルギー使用状況の変
化に起因するかどうかを決定する工程と、測定パラメータの有意な変化がエネルギー効率
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の変化を引き起こしたかどうかを決定する工程と、有意な変化を検出する工程の後で、エ
ネルギー効率の変化に起因する測定パラメータの有意な変化に関連する情報を自動的に送
信する工程とを含む。
【０１１０】
一実施形態では、コンピュータ実行可能命令は、測定パラメータに少なくとも部分的に
基づいて、少なくとも１つの電気回路の負荷制御のために可変デューティサイクル信号を
出力する工程をさらに含み、負荷制御は、電気エネルギー制御および二酸化炭素排出量制
御のうちの少なくとも１つを含み、電気回路は、照明回路、モータ回路、空気処理システ
ムおよびＨＶＡＣ圧縮機システムからなる群から選択される。コンピュータ実行可能命令
は、照明回路、モータ回路、空気処理システム、ＨＶＡＣ再熱コイルシステムおよびＨＶ

10

ＡＣ圧縮機システムからなる、１つまたは複数の建物のサブシステムで使用されるエネル
ギーの低減を可能にする出力信号の提供を目的とする、施設のサブシステムに必要とされ
るエネルギーの導出パラメータと比較されたエネルギー使用の測定パラメータの比較に少
なくとも部分的に基づく、需要応答エネルギー負荷使用データを出力する工程をさらに含
む。
【０１１１】
一実施形態では、測定パラメータは、モータ速度、モータ温度、モータ振動、ベルト張
力、モータ均衡、モータトルク、モータ電力消費量、モータ位相不均衡、モータ力率、モ
ータ電力品質、モータ高調波エネルギー、モータ基本波エネルギー、施設需要削減要件、
公共事業需要削減要件、ならびに、モータ上流および下流のパラメータのうちの少なくと

20

も１つを含む。一実施形態では、分析データは、モータ効率およびモータ保守要件のうち
の少なくとも１つを含む。別の実施形態では、制御コマンドは、モータのＯＮ、モータの
ＯＦＦ、モータ速度低減、モータ周波数低減およびモータ電力のパルス幅変調のうちの少
なくとも１つを含む。
【０１１２】
エネルギー管理システムの実施形態の追加構成
一構成では、配電網からの電力は、施設の配電システムへの主な電力バスを通じて施設
１０４に入る。配電システムは、通常、主な配電バー、電気回路２１８、２２０、２２２
および回路遮断器を含む配電盤を備える。配電盤の例は、メインスイッチボード、サブパ
ネル、分電盤／箱、モータコントロールセンタ（ＭＣＣ）および同様のものである。一実
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施形態では、エネルギー管理システム１０２は、施設の配電盤に隣接して装着され、回路
遮断器を通じて盤の電気回路２１８、２２０、２２２に電気的に接続されるエンクロージ
ャに入れられる。他の実施形態では、エネルギー管理システム１０２は、施設の配電シス
テムに組み込まれる。
【０１１３】
別の実施形態では、エネルギー管理システム１０２は、電流センサ、電流トランス、シ
ャント抵抗器モジュールまたは同様のものなどの内蔵測定デバイス３３０、ならびに、無
線、有線または電力線搬送（ＰＬＣ）通信およびコマンドモジュールを有する回路遮断器
に組み込まれる。
【０１１４】

40

他の実施形態では、エネルギー管理システム１０２は、モニタすべき空間に装着された
エンクロージャに入れられる。さらなる実施形態では、エネルギー管理システム１０２は
、モータ２２０、２２２、器具、ポンプ２２０、ファン２２２、照明器具、エレベータ、
エレベータモータ、電気機器、可変周波数デバイス、可変空気量弁、サーモスタット、温
度センサ、コンピュータ、機械、電気自動車、電源、ジェネレータコントローラ、または
、他の電気機器および器具（電源コンセント、電源ソケット、電源コード、電源延長ケー
ブル、電源アダプタ、光スイッチ、運動センサ、ガスセンサ、防犯カメラ、ＩＲ検出器、
負荷センサおよび同様のものなど）に組み込むことができる。
【０１１５】
エネルギー管理システムの実施形態の追加特徴
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エネルギー管理システム１０２は、例えば、ＴＲＩＡＣスイッチ、ＭＯＳＦＥＴスイッ
チ、ソリッドステートリレーなどの高速電子スイッチングデバイスまたは他の任意の高速
高電力スイッチングデバイスを使用して、可変周波数駆動、クラスＤまたはクラスＥ制御
回路および同様のものによって現在使用されているものなどの、回路保護、回路遮断能力
、力率補正能力、ならびに、周波数シフトおよび切り替え能力のうちの１つまたは複数を
さらに備え得る。
【０１１６】
他の実施形態では、エネルギー管理システム１０２は、無線または有線通信モジュール
、占有センサ、占有カウンタ、光センサ、温度センサ、無線サーモスタット、電流センサ
、ガスセンサ、熱センサ、充電式バッテリバックアップ、自家発電システム用の太陽光発

10

電パネル、ＬＥＤディスプレイおよび同様のもののうちの１つまたは複数をさらに備える
。
【０１１７】
エネルギー管理システム１０２の他の実施形態は、例えば、制御／非制御式の有線／無
線サーモスタット、可変空気量（ＶＡＶ）コントローラ、機械的または電気的シェード、
自動ドアロック、ドアセンサ、カードスキャナ、ＲＦＩＤデバイス、ジェネレータコント
ローラおよび同様のものなど、近くの他のデバイスおよび／または機器と通信する。
【０１１８】
エネルギー管理システム１０２の他の実施形態は、ピアツーピア、クライアントサーバ
またはマスタスレーブ構成のメッシュネットワークの一部であり得、さらに、さらなる実
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施形態は、プラグアンドプレイ、インストールアンドフォーゲット、スタンドアロン型の
測定、通信および制御システムであり得る。
【０１１９】
エネルギー管理システム１０２の追加の実施形態は、電流、電圧レベルおよび波形、温
度、振動、モータ速度、モータトルクおよび機械的負荷ならびに同様のものを含む、内部
および外部センサからのデータを測定して分析することができる。他の実施形態は、測定
および分析データに加えて、モータ２２０、２２２または他の電気機器の周囲状態を考慮
することができるモータ２２０、２２２または他の電気機器の定格効率をリアルタイムま
たはおよそリアルタイムで計算して伝達することができる。周囲状態は、内蔵通信モジュ
ール、アナログ入力２０６またはデジタル入力２０６を通じて、デバイスに伝達すること

30

ができる。
【０１２０】
本方法、技術、回路およびアルゴリズムの実施形態は、送電網、想定「スマートグリッ
ド」に一時的もしくは永久的に接続されるか、マイクログリッド上の地点にあるか、また
は、電気を使用する住居、建物、データセンタもしくは商業施設内にある、電気システム
、モータ、建物、器具、電気自動車および／または電気輸送システムによって使用され、
送電網、マイクログリッド、「スマートグリッド」に沿った任意の地点または配電システ
ム（これらに限定されないが、トランス、キャパシタおよび配電盤を含む）の任意の地点
に現れる電気エネルギーのローカルまたはリモートデジタル測定、分析、通信および制御
の目的のために、例えば、集積回路（ＩＣ）、特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）、フィール

40

ドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、ゲートアレイおよびモジュールなどの個別
のコンポーネントを備える回路基板上で実装することも、ＡＳＩＣ、中央処理装置（ＣＰ
Ｕ）２０２またはシステムオンチップ（ＳｏＣ）に組み込むこともできる。
【０１２１】
実施形態に応じて、本明細書に記載される任意のアルゴリズムのある動作、事象または
機能は、異なる順番で実行することも、まとめて追加したり、マージしたり、省略したり
することもできる（例えば、記載される動作または事象のすべてがアルゴリズムの実践に
必要であるとは限らない）。その上、ある実施形態では、動作または事象は、例えば、マ
ルチスレッド処理、割り込み処理、複数のプロセッサもしくはプロセッサコアを通じて、
または、他の並列アーキテクチャ上で、順次よりもむしろ同時に、実行することができる
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。
【０１２２】
本明細書で開示される実施形態に関連して説明される様々な例示的な論理ブロック、モ
ジュールおよびアルゴリズム工程は、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェアまた
は両方の組合せとして実装することができる。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性
を明確に例示するため、様々な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュールおよび工
程を、一般に、それらの機能性の観点から上記で説明してきた。そのような機能性がハー
ドウェアとして実装されるか、または、ソフトウェアとして実装されるかは、全システム
に課される特定のアプリケーションおよび設計制約に依存する。説明される機能性は、特
定の各アプリケーションに対して様々な方法で実装することができるが、そのような実装
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決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすものと解釈してはならない。
【０１２３】
本明細書で開示される実施形態に関連して説明される様々な例示的な論理ブロックおよ
びモジュールは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ＡＳＩＣ、ＦＰ
ＧＡもしくは他のプログラマブル論理デバイス、個別のゲートもしくはトランジスタ論理
、個別のハードウェアコンポーネント、または、本明細書に記載される機能を実行するよ
うに設計されたそれらの任意の組合せなどの機械によって実装することも、実行すること
もできる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであり得るが、代替形態では、プロセ
ッサは、コントローラ、マイクロコントローラ、状態機械、同じものの組合せまたは同様
のものであり得る。また、プロセッサは、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合
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せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと併せた１つもしくは複数のマイクロプロセ
ッサ、または、他の任意のそのような構成などのコンピューティングデバイスの組合せと
しても実装することができる。
【０１２４】
本明細書で開示される実施形態に関連して説明される方法、プロセスまたはアルゴリズ
ムの工程は、ハードウェアで、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで
、または、その２つの組合せで、直接具体化することができる。ソフトウェアモジュール
は、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ
メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ−ＲＯＭまたは当技術
分野で知られる他の任意の形式のコンピュータ可読記憶媒体に存在し得る。例示的な記憶
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媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取ったり、記憶媒体に情報を書き込んだり
することができるように、プロセッサと結合することができる。代替形態では、記憶媒体
は、プロセッサに内蔵することができる。プロセッサと記憶媒体は、ＡＳＩＣに存在し得
る。ＡＳＩＣは、エネルギー管理システム１０２に存在し得る。代替形態では、プロセッ
サと記憶媒体は、個別のコンポーネントとしてエネルギー管理システム１０２に存在し得
る。
【０１２５】
ある実施形態の上記の詳述は、網羅的であることも、上記で開示される正確な形態に本
発明を限定することも意図しない。本発明の特定の実施形態および実施例は例示を目的と
して上記で説明されるが、当業者であれば理解されるように、様々な同等の変更形態が本
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発明の範囲内で可能である。例えば、プロセスまたはブロックは所定の順番で提示されて
いるが、代替の実施形態は、異なる順番で、工程を有するルーチンを実行することも、ブ
ロックを有するシステムを使用することもでき、いくつかのプロセスまたはブロックの削
除、移動、追加、細分、組合せおよび／または修正が可能である。これらのプロセスまた
はブロックの各々は、様々な異なる方法で実装することができる。また、プロセスまたは
ブロックは、時折、連続して実行するものとして示されているが、これらのプロセスまた
はブロックは、代わりに、並行して実行することも、異なる時間に実行することもできる
。
【０１２６】
文脈上明白に他の意味に解釈すべき場合を除いて、説明および請求項全体を通じて、用
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語「備える、含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」、「備える、含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」
および同様のものは、排他的または網羅的な意味とは対照的に、包括的な意味、すなわち
、「これらに限定されないが、〜を含む」の意味で解釈すべきである。用語「結合された
」または「接続された」は、本明細書で一般的に使用される場合、直接接続することがで
きるか、または、１つもしくは複数の中間要素を通じて接続することができる２つ以上の
要素を指す。それに加えて、用語「本明細書に」、「上記に」、「以下に」および同様の
用語の含みは、この出願で使用される場合、この出願の任意の特定の部分ではなく、この
出願全体を指すものとする。文脈上許される限り、単数形または複数形を使用する上記の
発明を実施するための形態の用語はそれぞれ、複数形または単数形も含み得る。２つ以上
のアイテムのリストに関連する用語「もしくは、または、あるいは」の場合、その用語は
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、次の用語解釈のすべて、すなわち、リストのアイテムのいずれか、リストのアイテムの
すべて、および、リストのアイテムの任意の組合せを包含する。
【０１２７】
その上、特に、「〜することができる（ｃａｎ）」、「する場合がある（ｃｏｕｌｄ）
」、「する可能性がある（ｍｉｇｈｔ）」、「〜し得る（ｍａｙ）」、「例えば（ｅ．ｇ
．）」、「例えば（ｆｏｒ

ｅｘａｍｐｌｅ）」、「〜など（ｓｕｃｈ

ａｓ）」および

同様のものなど、本明細書で使用される条件語句は、他で具体的に述べられていない限り
、または、使用されるように文脈上理解されていない限り、一般に、ある実施形態はある
特徴、要素および／または状態を含むが、他の実施形態はそれらを含まないことを伝える
ことを意図する。したがって、そのような条件語句は、一般に、特徴、要素および／また
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は状態が１つまたは複数の実施形態にいかなる方法でも必要とされることを示唆すること
も、作者の入力または指示の有無にかかわらず、これらの特徴、要素および／または状態
を含めるかどうか、あるいは、任意の特定の実施形態で実行すべきかどうかを決定するた
めの論理を１つまたは複数の実施形態が必ず含まなければならないことを示唆することも
意図しない。
【０１２８】
本明細書で提供される本発明の教示は、必ずしも上記で説明されるシステムに限らず、
他のシステムにも適用することができる。上記で説明される様々な実施形態の要素および
動作を組み合わせて、さらなる実施形態を提供することができる。
【０１２９】
本発明のある実施形態について説明してきたが、これらの実施形態は、単なる一例とし
て提示され、本開示の範囲を限定することを意図しない。実際に、本明細書に記載される
新規の方法およびシステムは、他の様々な形態で具体化することができ、その上、本明細
書に記載される方法およびシステムの形態における様々な省略、置換および変更は、本開
示の精神から逸脱することなく行うことができる。本開示の範囲および精神内に収まるこ
とになるため、添付の請求項およびそれらの均等物は、そのような形態または変更形態を
包含することを意図する。
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【手続補正書】
【提出日】平成26年1月10日(2014.1.10)
【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】
施設または施設のサブシステムのエネルギー効率を測定し、計算し、分析するためのシ
ステムであって、
複数の回路、サブ回路またはシステムにおけるエネルギー使用状況を示す１つまたは複
数のパラメータを測定するよう構成された複数のエネルギー測定デバイスであって、測定
用のエネルギーサンプリングレートは連続的である、エネルギー測定デバイスと、
施設または施設のサブシステムのエネルギー効率を示す１つまたは複数のパラメータを
測定するよう構成された複数の測定デバイスであって、測定用のエネルギー効率サンプリ
ングレートは連続的である、測定デバイスと、
前記施設または施設のサブシステムの環境状況を示す１つまたは複数のパラメータを測
定または取得するよう構成された複数の測定デバイスであって、測定用の環境サンプリン
グレートは連続的である、測定デバイスと、
少なくとも１つのコンピュータプロセッサを含むコンピュータハードウェアと、
前記コンピュータプロセッサによって実行される際、コンピュータ実行可能命令によっ
て定義されたオペレーションを前記コンピュータハードウェアに実行させるコンピュータ
可読命令を含むコンピュータ可読記憶装置と
を備え、
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前記コンピュータ実行可能命令は、
前記エネルギーサンプリングレート、前記エネルギー効率サンプリングレートおよび
前記環境サンプリングレートから分離された、前記エネルギー効率のモニタリングを可能
にする報告レートで、前記測定パラメータのうちの少なくとも１つに関連する情報を自動
的に送信する工程と、
気象データを自動的に入手する工程と、
前記測定パラメータのいずれかの有意な変化を検出する工程と、
前記測定パラメータの前記有意な変化が前記エネルギー効率の変化に起因するかどう
かを決定する工程と、
前記測定パラメータの前記有意な変化が前記エネルギー効率の変化を引き起こしたか
どうかを決定する工程と、
前記有意な変化を検出する工程の後で、前記エネルギーサンプリングレート、前記エ
ネルギー効率サンプリングレート、前記環境サンプリングレート、および報告レートに依
存しないで、前記エネルギー効率の前記変化に起因する前記測定パラメータの前記有意な
変化に関連する情報を自動的に送信する工程と、
前記有意な変化を検出する工程の後で、前記エネルギーサンプリングレート、前記エ
ネルギー効率サンプリングレート、前記環境サンプリングレート、および前記報告レート
に依存しないで、前記測定パラメータの前記変化に起因する前記エネルギー効率の前記有
意な変化に関連する情報を自動的に送信する工程と
を含む、システム。
【請求項２】
前記測定パラメータは、光強度、回転速度、線速度、温度、振動、二酸化炭素、圧力、
運動、流れ、加速、電圧、電流、音および超音波周波数からなる群から選択される、請求
項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記コンピュータ実行可能命令は、建物の向き、時刻、外気温度、室内温度、再熱コイ
ル水温、冷気温度、ＣＯ２および還気のエンタルピーからなる測定パラメータ群から選択
される前記測定パラメータに少なくとも部分的に基づいて、前記施設または施設のサブシ
ステムによって必要とされるエネルギーを導出する工程をさらに含む、請求項１に記載の
システム。
【請求項４】
前記コンピュータ実行可能命令は、建物サイズ、建物タイプ、建物占有、時刻、曜日、
日付、休暇日程、大気気象情報、気象予報、ガス使用状況、温水使用状況、冷水使用状況
、換気要件、光熱負荷、機器負荷、器具負荷、サーバ負荷、コンピュータ負荷および前記
施設に存在するコンピュータの数からなる、施設の熱負荷およびエネルギー使用に貢献す
る因子群から選択される導出因子に少なくとも部分的に基づいて、前記施設または施設の
サブシステムによって必要とされるエネルギーを導出する工程をさらに含む、請求項１に
記載のシステム。
【請求項５】
前記測定パラメータの前記有意な変化が前記エネルギー効率の前記変化に起因するかど
うかを決定する工程は、
前記測定パラメータの追加サンプルを取得する工程と、
前記測定パラメータの前記追加サンプルが前記測定パラメータの前記有意な変化に比例
するかどうかを決定する工程とを含み、前記測定パラメータの前記追加サンプルが前記測
定パラメータの前記有意な変化に比例する際は、前記測定パラメータの前記有意な変化は
、前記エネルギー使用状況または前記施設もしくは施設のサブシステムによって必要とさ
れる前記エネルギーの前記変化に起因する、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
エネルギー使用状況を測定して分析する方法であって、
複数のサブ回路におけるエネルギー使用状況を示す１つまたは複数のパラメータを測定
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する工程であって、測定用のサンプリングレートは連続的である、工程と、
前記１つまたは複数の測定パラメータを自動的に検証する工程と、
現在のエネルギー使用状況のモニタリングを可能にする前記サンプリングレートから分
離された報告レートで、前記検証された測定パラメータのうちの少なくとも１つに関連す
る情報を自動的に送信する工程と、
前記測定パラメータの有意な変化を検出する工程と、
前記測定パラメータの前記有意な変化がエネルギー使用状況の変化に起因するかどうか
を決定する工程と、
前記有意な変化を検出する工程の後で、前記サンプリングレートおよび前記報告レート
に依存しないで、前記エネルギー使用状況の変化に起因する前記測定パラメータの前記有
意な変化に関連する情報を自動的に送信する工程と
を含む、方法。
【請求項７】
前記サンプリングレートおよび前記報告レートは、測定パラメータごとに異なる、請求
項６に記載の方法。
【請求項８】
前記情報を自動的に送信するレートは、前記測定パラメータの変動性に基づいて異なる
、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
前記１つまたは複数の測定パラメータは、少なくとも１つの測定された電流および少な
くとも１つの測定された相電圧を含み、力率および位相角を決定するため、前記測定され
た電流は、前記測定された電圧の位相のいずれか１つに対して参照され得る、請求項６に
記載の方法。
【請求項１０】
前記１つまたは複数の測定パラメータは、１つまたは複数の相の１つまたは複数の電圧
測定値を含み、いずれか１つの相の前記電圧測定値は、１つまたは複数の中性線を含む他
の任意の相の前記電圧測定値に対して参照され得る、請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
施設または施設のサブシステムのエネルギー使用状況を測定し、分析し、制御するため
のシステムであって、
複数の回路、サブ回路またはビルシステムにおけるエネルギー使用状況を示す１つまた
は複数のパラメータを測定するよう構成された複数のエネルギー測定デバイスであって、
測定用の第１のサンプリングレートは連続的である、エネルギー測定デバイスと、
少なくとも１つのコンピュータプロセッサを含むコンピュータハードウェアと、
前記コンピュータプロセッサによって実行される際、コンピュータ実行可能命令によっ
て定義されたオペレーションを前記コンピュータハードウェアに実行させるコンピュータ
可読命令を含むコンピュータ可読記憶装置と
を備え、
前記コンピュータ実行可能命令は、
現在のエネルギー効率のモニタリングを可能にするレートで、前記測定パラメータの
うちの少なくとも１つに関連する情報を自動的に送信する工程と、
測定パラメータの有意な変化を検出する工程と、
前記測定パラメータの前記有意な変化が前記エネルギー使用状況の変化に起因するか
どうかを決定する工程と、
前記測定パラメータの前記有意な変化が前記エネルギー効率の変化を引き起こしたか
どうかを決定する工程と、
前記有意な変化を検出する工程の後で、前記エネルギー効率の前記変化に起因する前
記測定パラメータの前記有意な変化に関連する情報を自動的に送信する工程と
を含む、システム。
【請求項１２】
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前記施設および施設のサブシステムのエネルギー効率を示す１つまたは複数のパラメー
タを測定するよう構成された複数の測定デバイスであって、測定用の第２のサンプリング
レートは連続的である、測定デバイスをさらに備える、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
前記施設および施設のサブシステムの環境状況を示す１つまたは複数のパラメータを測
定するよう構成された複数の測定デバイスであって、測定用の第３のサンプリングレート
は連続的である、測定デバイスをさらに備える、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
前記コンピュータ実行可能命令は、
気象データを自動的に入手する工程と、
エネルギー効率を最大にするために少なくとも１つの制御シーケンスを自動的に決定す
る工程と、
少なくとも１つの需要削減の可能性を自動的に計算する工程と、
いかなる時も需要使用状況を最小にするために少なくとも１つの制御シーケンスを自動
的に決定する工程と、
機器を含む前記施設および施設のサブシステムのうちの少なくとも１つに少なくとも１
つの制御コマンドを自動的に送信する工程と
をさらに含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
前記コンピュータ実行可能命令は、
前記施設のサブシステムに必要とされるエネルギーの導出パラメータと前記エネルギー
使用状況の前記測定パラメータとの比較に少なくとも部分的に基づく、需要応答エネルギ
ー負荷使用データを出力する工程と、
前記比較に少なくとも部分的に基づいて、照明回路、モータ回路、空気処理システム、
ＨＶＡＣ再熱コイルシステムおよびＨＶＡＣ圧縮機システムからなる群から選択される１
つまたは複数の施設のサブシステムの前記エネルギー使用状況の低減を可能にする出力信
号を提供する工程とをさらに含む、請求項１１に記載のシステム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
図３は、プロセッサ２０２と、メモリ２０４と、１つまたは複数の温度センサ補償モジ
ュール３００と、他のセンサ用の１つまたは複数のセンサ補償モジュール３０２と、１つ
または複数のＡＤＣモジュール２０８と、１つまたは複数の極性補正デバイス３０４と、
１つまたは複数の多重化デバイス３３８と、１つまたは複数の相ＡＤＣモジュール（ｐｈ
ａｓｅ

ＡＤＣ

ｍｏｄｕｌｅｓ）３０６とを備えるエネルギー管理システム１０２の実

施形態を示す。メモリ２０４は、データストレージモジュール２１４と、プログラムモジ
ュール２１２とを備える。一実施形態では、プログラムモジュール２１２は、エネルギー
計算モジュール３０８と、データゲートウェイモジュール３１０と、データ検証および低
減モジュール３１２と、データ分析モジュール３１４と、データ暗号化モジュール３１６
と、全地球側位システム（ＧＰＳ）モジュール３１８と、ウェブサーバモジュール３２０
と、ヒューマンマシンインターフェースモジュール３２２と、パルス幅変調（ＰＷＭ）コ
ントローラモジュール３２４と、通信モジュール３２６とを備える。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２４】
一実施形態では、エネルギー管理システム１０２は、１〜ｎ個の電気回路またはサブ回
路２１８の電圧、電流、線間電圧、線間電流、線と中性線との間の電圧、線と中性線との
間の電流、総電力、無効電力、有効電力、相ごとの基本波および高調波の総エネルギー、
相ごとの基本波および高調波の無効エネルギー、相ごとの高調波周波数ごとの有効エネル
ギー、相ごとの高調波周波数ごとの無効エネルギー、相ごとの基本波および高調波の有効
エネルギー、ならびに同様のものなどの電気パラメータを測定する。それに加えて、測定
パラメータは、例示として、光強度、回転速度、線速度、温度、振動、二酸化炭素、圧力
、運動、流れ、加速、電圧、電流、音、超音波周波数および同様のものを含む。電気回路
２１８は、エネルギー管理システム１０２からローカル設置することも、リモート設置す
ることもでき、非通電状態の０ボルトから通電状態の最大約６００ＶＡＣまたはＶＤＣま
での範囲の電圧を測定することができ、高速電圧は４ＫＶまで急増する。エネルギー管理
システム１０２は、例えば、単相、分相、三相デルタ、三相ワイおよび同様のものなどの
様々な相構成（ｐｈａｓｅ

ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｓ）を有する電気回路２１８を

測定する。エネルギー管理システム１０２は、８０ＶＡＣ〜６００ＶＡＣの電圧や、例え
ば、５０Ｈｚ、６０Ｈｚおよび同様のものなどの複数の周波数で動作する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
図４は、極性補正デバイス３０４の実施形態を示す概略図である。上記で説明されるよ
うに、電流トランス３３０は、各回路２１８に対して、極性補正デバイス３０４を通じて
、ＡＤＣモジュール２０８と電気的に結合される。万一電流トランス３３０が不適正に設
置されることがあったなら、エネルギー管理システム１０２は、極性補正デバイス３０４
に制御信号を送信することによって、測定回路２１８の極性を自動的に補正する。また、
極性補正は、エネルギー計算モジュール３０８、データゲートウェイモジュール３１０ま
たはデータ検証および低減モジュール３１２のうちの１つまたは複数のソフトウェアを介
して行うこともできる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
一実施形態では、データ検証および低減モジュール３１２は、測定されたエネルギーデ
ータであって、実質的にリアルタイムで報告されるか、データストレージモジュール２１
４に格納されるか、通信ネットワーク２１０上でリモートもしくはクラウドデータベース
にプッシュもしくは自動的に送信されるか、または、ユーザ問い合わせからプルされるこ
とになる、測定されたエネルギーデータの量を低減する。エネルギーデータの低減量は、
例えば、測定もしくは計算されたエネルギーデータの変化量、測定もしくは計算されたエ
ネルギーデータの変化率、測定もしくは分析されるあらゆるデータに対する上限の閾値、
測定もしくは分析されるあらゆるデータに対する下限の閾値または同様のものなど、以前
に定義されたまたはユーザによって定義されたデータフィルタリングパラメータに少なく
とも部分的に基づく。測定されたデータの量を低減することにより、エネルギー管理シス
テム１０２は、ネットワーク２１０上での低速、中速または高速データ通信チャネルを使
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用して、回路２１８、２２０、２２２に対する、より高いレートでデジタルにサンプリン
グされている、リアルタイムまたはおよそリアルタイムのエネルギー報告を送ることがで
きる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
図３を参照すると、データ検証および低減モジュール３１２は、検証されて低減された
エネルギーデータをデータ分析モジュール３１４に送信する。データ分析モジュール３１
４は、データコマンドおよび通信モジュール３２６を通じてのサードパーティからのデー
タ、ならびに、データストレージモジュール２１４からのデータの受信および処理も行う
。データ分析モジュール３１４は、検証されて低減されたエネルギーデータおよび／また
はエネルギー分析、効率分析、使用状況分析、占有分析、性能分析などの結果を、格納の
ためのデータストレージモジュール２１４、インターネット上での伝送のためのウェブサ
ーバモジュール３２０、ユーザによる再検討および操作のためのヒューマンインターフェ
ースモジュール３２２、ネットワーク２１０上での伝送のためのデータコマンドおよび通
信モジュール３２６、のうちの１つまたは複数へ送信する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
例えば、データ分析モジュール３１４は、測定された液体流速またはガス圧力を、モー
タ２２２によって使用されるエネルギー、モータ２２２の温度、モータ２２２のベルト張
力、モータ２２２の回転速度、およびモータ２２２の振動と比較する。次いで、これらの
測定された動作パラメータと設計動作パラメータとの比較および分析から、効率係数およ
び曲線が導出される。モータの仕様は、データコマンドおよび通信モジュール３２６、ウ
ェブサーバモジュール３２０またはデータストレージモジュール２１４を通じて、ベンダ
データまたはＢＩＭデータから入手される。効率係数は、可変速度またはベクトル駆動モ
ータコントローラを通じてＡＣモータ速度を自動調整し、必要な液体流速または圧縮ガス
速度に対するエネルギー使用を導出して最適化するために使用される。また、測定された
データおよび効率係数は、データコマンドおよび通信モジュール３２６を通じて、いかな
るモータ誤作動または保守要件についてのサードパーティへの警告を行うためにも使用さ
れる。ＤＣモータ２２２の場合、ＰＷＭコントローラ３２４を使用して、モータ／ポンプ
／圧縮機２２２への電圧を制御する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
同様に、他のセンサ補償デバイス３０２は、他のセンサ２２６からセンサ測定値を受信
し、センサデータがプロセッサ２０２およびメモリまたはモジュール２０４の入力要件に
適合するようにセンサ測定値をスケーリングする。図３に示される実施形態では、他のセ
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ンサ２２６は、エネルギー管理システム１０２から離れて設置される。他の実施形態では
、他のセンサ２２６は、エネルギー管理システム１０２上に設置される。他のセンサは、
限定ではなく例示として、圧力センサ、光センサ、加速度センサ、張力計、流量センサ、
ガスセンサ、マイクロホン、湿度センサ、占有センサ、運動センサ、振動センサ、風速、
熱センサ、ガス分光計、レーザセンサ、湿度センサおよび他の環境センサ（水流、気流、
ガス流および同様のものなど）であり得る。センサデータは、エネルギー負荷の計算、エ
ネルギー低減の可能性の決定、システム故障の特定および同様のことを行うために分析さ
れる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８８】
一実施形態では、ユーザは、ユーザインターフェースを通じて、測定および分析すべき
センサ３３０、３３２、３３４、２２６、２２４のグループ分けを定義したり、測定およ
び分析すべきセンサ３３０、３３２、３３４、２２６、２２４の位置を定義したりするこ
とができる。個別のセンサ３３０、３３２、３３４、２２４、２２６からの情報に対して
実行される分析は、準リアルタイムまたは近リアルタイムでのこれらのセンサのいかなる
グループ分けに対しても実行することができる。また、グループは、他のエネルギー管理
システム１０２に取り付けられたセンサからの情報も含む。一実施形態では、回路２１８
のグループ分けおよび位置は、「ドラッグアンドドロップ」技法を使用して実装すること
ができる。グループ分けおよび位置情報は、データストレージ２１４にローカルに、およ
び／または、リモートデータベースに格納することができる。それに加えて、「ドラッグ
アンドドロップ」技法は、図示および報告に使用することができる。別の実施形態では、
エネルギー管理システム１０２は、エネルギー管理システム１０２がモバイルデバイスと
インターフェースをとるためのモバイルデバイスモジュールをさらに備える。ユーザは、
リアルタイムの、または、格納されて「プッシュ」もしくは「プル」されるエネルギー使
用を、例えば、ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）、Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商標）、ＢｌａｃｋＢ
ｅｒｒｙ（登録商標）および同様のものなどのモバイルプラットホーム上で閲覧すること
ができる。
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【国際調査報告】
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