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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インテリジェント配電モジュール（２）であって、
　電源（５０）に接続し、電源（５０）からの電力を伝達するように構成された電力入力
部（１５）と、
　電力入力部からの電力を受け取る回路と、
　前記回路と結合され、１つ以上の負荷（４５）に電力を伝達するように構成された電力
出力部（１０）とを備え、
　前記回路が、記憶部（３０）と、電源と負荷の間に介装された電流感知または電圧感知
のための感知装置（３５）と、処理装置（４０）とを備え、
　前記回路が、較正信号（２５）を負荷電流の電気信号中に線形的に加えて合成信号を生
成し、モジュール内の合成信号の波形分析を行うための数学的変換を施すことによって、
感知装置の相対精度を確認するように構成されている、インテリジェント配電モジュール
。
【請求項２】
　数学的変換が、ウェーブレット変換またはヒルベルト－ホアン変換を含む、請求項１に
記載のモジュール。
【請求項３】
　感知装置が、電流感知装置である、請求項２に記載のモジュール。
【請求項４】
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　回路が、感知装置を較正するように構成される、請求項３に記載のモジュール。
【請求項５】
　回路が、感知装置により感知される負荷の１つ以上の特性を測定するように構成される
、請求項４に記載のモジュール。
【請求項６】
　回路が、感知装置を自動的に較正するように構成される、請求項５に記載のモジュール
。
【請求項７】
　モジュールの状態を表示する表示部を備える、請求項６に記載のモジュール。
【請求項８】
　電気負荷に接続される電源により供給される電流要件および電圧要件を有する電気負荷
を監視する方法であって、
　負荷と電源との間で負荷の１つ以上の特性を感知するため感知装置（３５）を介装する
ステップと、
　較正信号（２５）を負荷電流の電気信号中に線形に加えて合成信号を形成し、感知装置
内の合成信号の波形分析を行うように構成された数学的変換を施し、合成信号を使用して
、負荷の１つ以上の特性を測定することにより、負荷の１つ以上の特性の感知の精度を確
認するステップと、
　を含む方法。
【請求項９】
　感知装置内の合成信号にウェーブレット変換またはヒルベルト－ホアン変換を施すステ
ップをさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　較正電流信号が、負荷の回線周波数の大きさより大きい動作周波数の特徴的なアタック
、ステーショナリ、ディケイ周期を有するテーパー状正弦曲線形である、請求項８に記載
の方法。
【請求項１１】
　負荷の特性を遠隔ステーションに伝達するステップをさらに含む、請求項１０に記載の
方法。
【請求項１２】
　ソフトウェアを利用して負荷の特性を測定するために感知装置を較正するステップをさ
らに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　電気負荷が装置を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　電気負荷に接続される電源により供給される電流要件および電圧要件を有する電気負荷
を監視する方法であって、
　負荷と電源との間で負荷の１つ以上の特性を感知する感知装置を介接するステップと、
　較正信号を負荷電流の電気信号中に線形に加えて合成信号を生成するステップと、
　合成信号の波形分析を行うよう構成された数学的変換を施すステップと、
　合成信号を使用して、負荷の１つ以上の特性を測定するステップと、
　電気負荷の電力関連異常および回線障害を分析するステップと、
　負荷の１つ以上の特性の感知の精度を確認するステップと、
　を含む方法。
【請求項１５】
　感知装置内の合成信号にウェーブレット変換またはヒルベルト－ホアン変換を施すステ
ップをさらに含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　負荷の特性を遠隔ステーションに伝達するステップをさらに含む、請求項１５に記載の
方法。
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【請求項１７】
　ソフトウェアを利用して負荷感知の精度を確認するステップをさらに含む、請求項１６
に記載の方法。
【請求項１８】
　装置および負荷に接続される電源により供給される電流要件および電圧要件を有する電
気負荷に接続される装置を監視する方法であって、
　負荷と電源との間で装置の１つ以上の特性を感知する装置を介装するステップと、
　較正電流または電圧信号を負荷電流または電圧の電気信号に線形に加えて合成信号を生
成するステップと、
　合成信号の波形分析を行うように構成された数学的変換を施すステップと、
　合成信号を使用して、装置の１つ以上の特性を測定するステップと、
　装置の１つ以上の特性の感知の精度を判断するステップと、
　を含む方法。
【請求項１９】
　装置内の合成信号にウェーブレット変換またはヒルベルト－ホアン変換を施すステップ
をさらに含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　較正信号が、装置の回線周波数の大きさより大きい動作周波数の特徴的なアタック、ス
テーショナリ、ディケイ周期を有するテーパー状正弦曲線形である、請求項１８に記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００７年３月３０日に出願された米国特許仮出願第６０／９０９，０３１
号明細書の利益を主張し、米国特許非仮出願１２／０４５，２６２号明細書の利益と優先
権とを主張し、これらは参照により本明細書内に組み込まれる。
【０００２】
　本明細書内に開示され、教示される本発明は、一般に、配電系統の負荷の監視に関する
。より詳細には、装置内の負荷感知の性能を確認するように構成された配電系統の負荷を
遠隔監視する方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　背景技術の情報を提供して、本発明が完全に理解され適切な前後関係で認識されるよう
に、以下の多数の先行米国特許について言及する。
【０００４】
　１９９４年１月２５日に出願された米国特許第５，２８１，８５９号明細書は、切換電
力回路が選択的に電気負荷を複数の分岐電力回路の任意の１つに接続する「自動切換電源
コンセント（ａｕｔｏｍａｔｉｃａｌｌｙ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ　ｐｏｗｅｒ　ｒｅｃｅｐ
ｔａｃｌｅ）」を開示している。切換電力回路は、各分岐回路における電気負荷を感知す
る感知回路を含む。論理回路は、感知された負荷に従って負荷に接続される分岐回路の１
つを選択するために感知回路に接続されて、各分岐回路における平衡負荷を提供する。
【０００５】
　１９９５年６月１３日に出願されたＳｃｈｒｅｉｂｅｒによる米国特許第５，４２４，
９０３号明細書は、「インテリジェント電力切換装置（ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　ｐｏｗ
ｅｒ　ｓｗｉｔｃｈｅｒ）」を開示している。ここでは、パーソナルコンピュータコンポ
ーネントまたは電子娯楽機器など、複数の出力の各々に対する電源の電気接続を制御する
インテリジェント電力切換システムが開示されている。切換回路は、各出力に対して「オ
ン」または「オフ」状態を選択するユーザコマンドに応答する信号を生成するためにリレ
ー回路に接続される。
【０００６】



(4) JP 5431298 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

　１９９９年１月１９日に出願されたＤａｖｉｓによる米国特許第５，８６２，３９３号
明細書は、「取り外し可能な装置を有するコンピュータの電力を監視するシステム（ｓｙ
ｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｍａｎａｇｉｎｇ　ｐｏｗｅｒ　ｏｆ　ａ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｗｉ
ｔｈ　ｒｅｍｏｖａｂｌｅ　ｄｅｖｉｃｅｓ）」を開示している。該特許は、電力管理イ
ベントをコンピュータの取り外し可能な装置に伝達することにより電力消費を監視するシ
ステムを開示している。装置がコンピュータのソケット内に装着されている状態の間、電
力管理イベントに応答して、装置取り外し信号が取り外し可能装置の装置コントローラに
送信される。この装置取り外し信号は、装置に対する電力の遮断などの装置の電力状態の
変化を警告することができる。電力状態の変化は、装置取り外し信号に応答して、装置ド
ライバへ装置コントローラにより伝達される。装置への電力は、電力管理イベントに応答
して終了される。さらに、装置挿入信号は、別の電力管理イベントに応答して、装置がソ
ケット内に装着されたままの状態で装置コントローラに伝達される。この装置挿入信号は
、装置の別の状態の変化を警告する。この電力管理イベントに応答して、電力が装置に再
び印加される。
【０００７】
　２００３年９月９日に出願されたＫａｏらによる米国特許第６，６１８，７７２号明細
書は、「電動機器を選択、監視、制御する方法および装置（ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐ
ｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｓｅｌｅｃｔｉｎｇ，ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ，ａｎｄ　ｃｏｎ
ｔｒｏｌｌｉｎｇ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　ｐｏｗｅｒｅｄ　ｄｅｖｉｃｅｓ）」を
開示している。一実施形態では、装置は、キー操作回線を有し、キー操作回線の導通を遮
断することにより電動機器の使用を制御する制御回路を切換える電動機器を含む。
【０００８】
　２００４年５月２５日に出願されたＭｃＮａｌｌｙによる米国特許第６，７４１，４４
２号明細書は、「インテリジェント配電系統（ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　ｐｏｗｅｒ　ｄ
ｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）」を開示しており、１つ以上のインテリジェン
ト電力ストリップを開示している。電力ストリップはそれぞれ、装置ラックに装着するよ
うになされた細長いハウジングを含むことができる。電力ストリップはさらに、操作者が
定めた順序と遅延時間に従って電源コンセントを電源オンおよび電源オフできる電力管理
回路を含む。電力管理回路はさらに、電力ストリップにより引き込まれた電流を感知し、
感知電流に基づいて電力ストリップの動作を制御して分岐回路の遮断器の作動を最小化す
ることができる。
【０００９】
　２００４年６月１日に出願されたＲｅｎｄｉｃによる米国特許第６，７４４，１５０号
明細書「低電圧パワータップを使用するＰＣにより制御されるコンセントストリップ（ｏ
ｕｔｌｅｔ　ｓｔｒｉｐ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｂｙ　ＰＣ　ｕｓｉｎｇ　ｌｏｗ　ｖ
ｏｌｔａｇｅ　ｐｏｗｅｒｔａｐ）」を開示している。該特許は、ユーザにより電気スト
リップのスイッチまたは下部のモニタシステムを手動で駆動する必要なしに、主装置から
電気信号を受信すると、ストリップに接続される１つ以上の装置を自動的に通電にするま
たは非通電にする改良型電力ストリップを開示している。システムは、主装置（パーソナ
ルコンピュータであってもよい）の任意の適切なソケットに接続される低電圧パワータッ
プコネクタを使用して、電源の主状態を感知する。出力信号は、副装置への電力を有効に
する同期切り替えスイッチまたはリレーをトリガして、コンピュータ状態に基づいて副装
置を同期的にオンまたはオフできるようにする。
【００１０】
　２００５年８月３０日に出願されたＤｏｎａｈｕｅ，ＩＶによる米国特許第６，９３７
，４６１号明細書は、「モジュール式配電ユニット、配電ユニット用モジュールおよび配
電ユニット用モジュールの使用方法（ｍｏｄｕｌａｒ　ｐｏｗｅｒ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｉｏｎ　ｕｎｉｔ，ｍｏｄｕｌｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｐｏｗｅｒ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉ
ｏｎ　ｕｎｉｔ，ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｕｓｉｎｇ　ｔｈｅ　ｓａｍｅ）」を開
示している。該特許は、データセンター、コンピュータ室、通信センターなどの環境にあ
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る付属機器へ電力を供給するモジュール式配電ユニットを開示している。これらの環境で
は、付属機器の電力要件は変化する場合がある。配電ユニットは、フレームと、フレーム
内のスロットに嵌合する１つ以上のユーザが交換可能な電力モジュールを含む。各電力モ
ジュールは、必要に応じて、特定の環境の種々の機器に適合する１つ以上のプラグレセプ
タクル型、レセプタクル数および電力定格構成を提供する。電力モジュールは、他のモジ
ュールへの電力または配電ユニットへの電力を遮断せずに、フレーム内で取り外し、装着
、交換可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　これらの参考文献はいずれも上述の出願の問題の解決策を打ち出していない。解決策と
は、電気負荷により引き起こされるまたは生成される一部の電力関連異常または回線障害
を遠隔で測定し、感知し、適合させて、装置内の電気負荷感知の性能を確認するものであ
る。その際、電気負荷の電力関連信号、電流レベルおよび／または電圧レベルを適切にか
つ正確に測定する必要性、および遠隔でかつ負荷がまだ動作可能な状態でこれらを較正す
る必要性が残る。
【００１２】
　本明細書内で開示され、説明される本発明は、負荷を監視する方法および装置を目的と
するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本出願人は、電気負荷を遠隔で管理し、電気負荷により引き起こされるまたは生成され
る電力関連異常および回線障害の主要な性質を判断し、その適合性を一定の期待される定
常状態条件に適合させるための改良型の方法および装置を開発した。本開示は、性能を確
認するための手段を提供する。性能には、装置の負荷感知の精度および有効性が挙げられ
るが、これらに限られるわけではない。装置は、電力出力部、電力入力部、通信部、関連
回路を含むことができるインテリジェント配電モジュールを含む。インテリジェント配電
モジュールはさらに、記憶部、感知装置、処理装置、スイッチを含むことができる。
【００１４】
　本開示はさらに、電気負荷に接続される電源により供給される電流要件および電圧要件
を有する電気負荷を監視する方法を提供する。方法は、一般に、負荷と電源との間で感知
モジュールを介装するステップと、１つ以上の負荷特性を感知するステップと、負荷感知
の精度および有効性を含む（これらに限られるわけではない）性能を判断するステップと
を含む。
【００１５】
　以下の図は、本明細書の一部を形成し、本発明の一部の態様を明示するために本明細書
内に組み込まれる。本発明は、本明細書内に提示された特定の実施態様の詳細な説明と合
わせて、１つ以上のこれらの図を参照することにより、より良く理解される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】インテリジェント配電モジュールの例示的な実施形態を示す図である。
【図２】インテリジェント配電系統におけるインテリジェント配電モジュールを示す図で
ある。
【図３】インテリジェント配電系統におけるインテリジェント配電モジュールの別の実施
形態を示す図である。
【図４Ａ】インテリジェント配電系統におけるインテリジェント配電モジュールの別の実
施形態を示す図である。
【図４Ｂ】インテリジェント配電系統におけるインテリジェント配電モジュールの別の実
施形態を示す図である。
【図５】電気負荷の監視結果の精度の判定を示す例示的な系統図である。
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【図６】較正波形の一実施形態を示す図である。
【図７】重畳波形の一実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本明細書内に開示される本発明は、種々の変更や代替形態が可能であるが、いくつかの
特定の実施形態のみが図面の例で示されており、以下で詳細に説明されている。これらの
特定の実施形態の図と詳細な説明は、いかなる方法によっても、本発明の概念または添付
の請求項の広さまたは範囲を限定しようとするものではない。むしろ、図面および詳細な
説明は、本発明の概念を当業者に示すために、および当業者が本発明の概念を製作し、使
用できるように提供されるものである。
【００１８】
　本明細書内に示された図および以下の特定の構造や機能の書かれた説明は、本出願人が
発明した内容の範囲および添付の請求項の範囲を限定するために提示されたものではない
。むしろ、図および以下の書かれた説明は、当業者に、特許権保護が請求される発明を構
成し、使用するように教示するために提供される。当業者は、明確にするために、また理
解させるために、本発明の商業的実施形態の全ての特徴が記載され、示されているとは限
らないことは理解する。さらに当業者は、本発明の態様を組み込んだ実際の商業的実施形
態の開発には、開発者の商業的実施形態にするための最終目標を達成するためには、多数
の実装時固有の決定が必要となることは理解する。そのような実装時固有の決定は、シス
テムに関連した制約、ビジネスに関連した制約、政府に関係した制約、および他の制約の
遵守を含むが、おそらくこれらに限られるわけではない。これらの制約は、特定の実装、
特定の場所により、またその時々に応じて変化する場合がある。開発者の労力は明らかに
複雑で時間のかかるものかもしれないが、このような労力は本開示の利益を有する当業者
にとっては日常的な作業である。本明細書内に開示され教示されている本発明は、多数の
種々の変更や代替形態が可能であることは理解されなければならない。最後に、「１つの
」など（これに限られるわけではない）の単数形の単語を使用するのは、アイテムの数を
限定するためではない。また、「上部」、「下部」、「左」、「右」、「上位」、「下位
」、「下」、「上」、「側」など（これらに限られるわけではない）の関係語は、図を具
体的に参照する際に明確にするために明細書内で使用されており、本発明や添付の請求項
の範囲を制限するものではない。
【００１９】
　本出願人は、電気負荷を遠隔で監視して、電気負荷による電力関連異常および回線障害
を遠隔で分析し、感知装置の性能を確認するための改良型の方法および装置を開発した。
装置は、電力出力部、電力入力部、通信部、関連回路を含むことができるインテリジェン
ト配電モジュールを含む。モジュールはさらに、記憶部、感知装置、処理装置、スイッチ
を含むことができる。電気負荷に接続される電源により供給される電流要件および電圧要
件を有する電気負荷を監視する方法は、一般に、負荷と電源との間で１つ以上の負荷特性
を感知する感知モジュールを介装するステップと、電気負荷により引き起こされるまたは
生成される電力関連異常および回線障害を分析するステップと、１つ以上の負荷特性を感
知するステップと、負荷感知の精度および有効性を含む（これらに限られるわけではない
）性能を判断するステップとを含む。
【００２０】
　電力モジュールは、電力入力部から電力を受け取り、電力出力部への切り替え装置を介
して負荷まで送ることができる。本開示のインテリジェント配電モジュール２は、先行技
術のモジュールの改良型である。例示的な実施形態のインテリジェント配電モジュール２
により、ユーザが性能を自動較正し、性能を判断することができる。性能には、インテリ
ジェント配電モジュール２の負荷感知の精度および有効性が挙げられるが、これらに限ら
れるわけではない。顧客の要求を満たすように各々異なる構成の種々のタイプのインテリ
ジェント配電モジュール２がある。例えば、インテリジェント配電モジュールは、さまざ
まな電力定格、さまざまな電源コンセント、さまざまな感知装置、またはプラグを有する
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ことができる。負荷感知は、装置内の随所および／または電力入力部と装置に接続された
負荷との間の随所の信号または特性の測定などの感知を含むことができる。例えば、装置
内の負荷の監視、装置の監視、または装置内の感知装置の監視を含むがこれらに限られる
わけではない。負荷感知は、感知装置３５などのさまざまな感知システムにより具現化で
きる。感知装置３５については、以下で詳細に述べる。
【００２１】
　図１は、インテリジェント配電モジュールの例示的な実施形態を示す。インテリジェン
ト配電モジュールは、一般に、電力出力部１０と、電力入力部１５と、通信部２５と、関
連回路とを含む。関連回路は、一般に、負荷感知の精度および有効性を含む（これらに限
られるわけではない）性能を判断するように構成された、記憶部３０、感知装置３５、処
理装置４０、スイッチ２０を含む。
【００２２】
　電力入力部１５は、電源５０からの電力と接続し、電力を受け取るように構成された接
続装置である。さらに、図２から図５に詳細が示され説明されている。インテリジェント
配電モジュール２を使用する配電系統で使用される電源は、例えば、電源壁付きコンセン
ト、電源レール、電源ストリップ、ＢＣＭＳ（分岐回路監視システム）、またはＬＤＭ（
Ｌｉｅｂｅｒｔ分散監視システム）を含むことができる。電力入力部１５は、安全機関が
認証した標準電源プラグのような任意の電源プラグにより具現化できる。電源プラグには
、例えば、ＮＥＭＡ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒ
ｅｒｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）５－１５ＰまたはＮＥＭＡ　Ｌ５－２０Ｐが挙げられ
る。図１に示された実施形態では、電力出力部１５は、ＮＥＭＡ　５－１５Ｐプラグの寸
法仕様および電気仕様を有するとして示されている。インテリジェント配電モジュール２
は、１つ以上の電力入力部１５を有するように構成されてもよい。
【００２３】
　関連回路は、一般に、記憶部３０、感知装置３５、処理装置４０、スイッチ２０を含み
、負荷感知の精度および有効性（これらに限られるわけではない）を含む性能を判断する
ように構成される。記憶部３０は、任意の数のストレージデバイスにより具現化できる。
限定的ではないが、記憶部３０は、電気的消去可能ＲＯＭとすることができる。記憶部３
０は、データを記憶するように構成されている。このデータは、例えば、基準データ、電
流レベル、電力消費量、または配電系統内の他のコンポーネントからの通信データを含む
ことができる。
【００２４】
　感知装置３５は、電力入力部からの電流または電圧を感知するように構成された電流感
知および／または電圧感知の装置を備える。感知装置３５は、電流変換器としてもよい。
感知装置３５は、例えば、インテリジェント配電装置が負荷感知の精度および有効性（こ
れらに限られるわけではない）を含む性能を自動較正し、判断するためのデータを提供し
てもよい。
【００２５】
　処理装置４０は、例えば、感知の種々の機能および／または監視機能を制御するような
インテリジェント配電モジュールを制御するように構成された装置である。処理装置４０
は、例えば、負荷感知の精度および有効性（これらに限られるわけではない）を含む性能
を較正し、判断するのに使用される値を計算することができる。インテリジェント配電モ
ジュール２は、モジュールの状態を示す表示部６０を備える。この表示部は、例えば、デ
ータが送信されたこと、モジュールが較正中であること、モジュールが交換の必要がある
こと、または電力特性の問題が明らかであることを表示することができる。
【００２６】
　通信部２５は、インテリジェント配電モジュール２に対してデータを送受信できるよう
に構成された装置である。通信部２５は、例えば、有線信号または無線信号により通信す
ることができる。図１に示された実施形態では、通信部２５は、有線通信バスである。通
信部２５は、さまざまな方法で通信してもよい。以下で３つの例が示されるが、他の方法
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も可能である。第１に、通信部２５は電源１５からの電気経路で通信してもよい。第２に
、通信部はバスなどの専用有線通信信号で通信してもよい。第３に、通信部は遠隔ステー
ションと、例えば、電源または配電系統のいくつかの他のコンポーネントと無線信号で通
信してもよい。
【００２７】
　電力出力部１０は、電力と接続し、電力を１つ以上の負荷４５に伝達するように構成さ
れた接続装置である。さらに、図２から図５に詳細が示され説明されている。電力出力部
１０は、安全機関が認証した標準電源コンセントのような任意の電源コンセントにより具
現化できる。電源コンセントには、例えば、ＮＥＭＡ　５－１５ＰまたはＩＥＣ６０３２
０－２－２－Ｓｈｅｅｔ　Ｆ（Ｃ１３）コンセントが挙げられる。図１に示された実施形
態では、電力出力部１０は、Ｃ１３コンセントの断面図で示されている。インテリジェン
ト配電モジュール２は、１つ以上の電力出力部１０を有するように構成されることが可能
である。
【００２８】
　図２から図５は、配電系統におけるインテリジェント配電モジュール２および例示的な
変形形態を示す。これらの図は、インテリジェント配電モジュール２および関連系統の多
くの異なる実施形態の数例を示すものである。
【００２９】
　図２は、インテリジェント配電系統におけるインテリジェント配電モジュールを示す。
系統は、電源ストリップとして示され、インテリジェント配電モジュール２に接続されて
いる電源５０と、ＮＥＭＡ　５－１５Ｐプラグで示され、インテリジェント配電モジュー
ル２に接続される電力負荷４５とを含む。本実施形態では、通信部２５は無線通信バスで
ある。無線通信部２５により、インテリジェント配電モジュール２は無線でデータの送受
信をすることができる。無線通信部は、例えば、負荷感知の１つ以上の特性もしくはモジ
ュールの１つ以上の特性などのデータを遠隔位置からまたは遠隔位置に送信することがで
きる。遠隔位置は、例えば、別のインテリジェント配電モジュールまたは他のシステムを
含むことができる。
【００３０】
　図３は、インテリジェント配電系統におけるインテリジェント配電モジュール別の実施
形態を示す。システムは、本明細書において電源レールとして示され、インテリジェント
配電モジュール２に接続される電源５０と、インテリジェント配電モジュール２に接続さ
れる、一体となる２組のＮＥＭＡ　５－１５Ｐおよび特別仕様の接点構成のプラグインタ
フェースとして本明細書において示された複数の電力負荷４５ａ、４５ｂを含む。
【００３１】
　本実施形態では、インテリジェント配電モジュール２は、有線通信部２５と複数の電力
出力部１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄ（まとめて「１０」）とを含む。図３は、インテ
リジェント配電モジュール２がエネルギーを複数の異なるタイプの負荷４５ａ、４５ｂ（
まとめて「４５」）に伝達する方法を示す。電源レールとして具現化されている電源５０
は、有線通信レセプタクル５５を含む。インテリジェント配電モジュール２は、複数の電
力出力部１０を有し、したがってより複数の負荷４５を処理することができる。インテリ
ジェント配電モジュール２は、電源５０と有線通信部を介して通信する能力を有する。
【００３２】
　図４Ａは、インテリジェント配電系統におけるインテリジェント配電モジュール別の実
施形態を示す。システムは、２つのインテリジェント配電モジュール２ａ、２ｂ（まとめ
て「２」）に接続する能力を有する電源レールとして示されている電源５０を含む。実施
形態のインテリジェント配電モジュール２ａ、２ｂは、負荷と同じく電源に直接差し込ま
れる。図３に示されるように、負荷４５が電源ストリップ５０に接続されているが、イン
テリジェント配電モジュール２の電力出力部１０に接続されていなくても、インテリジェ
ント配電モジュール２はそれでも、例えば、負荷感知の１つ以上の特性の精度および有効
性（これらに限られるわけではない）を含む性能を自動較正および判断する機能を実行す
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ることができる。
【００３３】
　図４Ｂは、インテリジェント配電系統におけるインテリジェント配電モジュール別の実
施形態を示す。この代替の実施形態は、図４Ａに示された実施形態と同様に、複数の負荷
４５に接続できる１０ａ、１０ｂで本明細書に示された複数の電力入力部を有する電源ス
トリップに接続される１つのインテリジェント配電モジュール２のみで示されている。図
４Ｂで具現化されているインテリジェント配電モジュール２は、複数の負荷を担当する。
負荷４５が電源ストリップ５０に接続されているが、インテリジェント配電モジュール２
の電力出力部１０に接続されていなくても、インテリジェント配電モジュール２は、イン
テリジェント配電モジュール２の複数の感知装置３５により、例えば、負荷感知の１つ以
上の特性の精度および有効性（これらに限られるわけではない）を含む性能を自動較正お
よび判断する機能を実行することができる。インテリジェント配電装置の図４Ａの実施形
態が１つの負荷４５のみを感知するのに対して、図４Ｂでは、インテリジェント配電モジ
ュール２の複数の感知装置３５ａ、３５ｂは、複数の負荷４５の１つ以上の特性を感知す
る。本実施形態は、ＢＣＭＳ（分岐回路監視システム）またはＬＤＭ（Ｌｉｅｂｅｒｔ分
散監視システム）で使用することができる。ＢＣＭＳおよびＬＤＭに関するさらなる情報
は、Ｌｉｅｂｅｒｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎのウェブサイト、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．
ｌｉｅｂｅｒｔ．ｃｏｍ／で見ることができる。
【００３４】
　一実施形態では、電流は遠隔で測定される。別の実施形態では、電流の精度が測定され
、操作者の裁量で信号を較正するのに使用される。さらに別の実施形態では、電流の精度
が測定され、信号を自動的に補正するのに使用される。
【００３５】
　本出願により開発された改良型の方法は、負荷に接続された電源により供給される電流
要件および電圧要件を有する電気負荷を監視する方法である。方法は、一般に、負荷の１
つ以上の特性を感知するために負荷と電源との間にモジュールを介装させるステップと、
負荷の１つ以上の特性を感知するステップと、負荷感知の精度および有効性（これらに限
られるわけではない）を含む性能を判断するステップとを含む。方法はさらに、電気負荷
により引き起こされるまたは生成される電力関連異常および回線障害を分析するステップ
と、負荷検出の性能を確認するステップとを含むことができる。
【００３６】
　図５は、負荷を監視するための一実施形態であり、モジュールを較正して負荷の１つ以
上の特性を測定するステップをさらに含む一実施形態を示す。本実施形態では、複数の感
知装置３５（本実施形態では、３５ａ、３５ｂ、３５ｃ、３５ｄ（まとめて「３５」で示
されている））が、１つ以上の特性を感知するために電気負荷と電源との間に介装されて
いる。感知装置３５は、少なくとも１つのモジュール２に接続されている。電気負荷は、
電源からの電流要件および電圧要件を有し、測定される特性は電流である。したがって、
図５に示されたセンサは、異なる電流量での磁界変化を負担抵抗器両端の電圧変化として
変換する変流器などの電流感知装置であるが、他の実施形態では、他のタイプのセンサが
使用されてもよい。４つの感知装置３５は、４つの負荷４５ａ、４５ｂ、４５ｃ、４５ｄ
の１つ以上の特性７０ａ、７０ｂ、７０ｃ、７０ｄを感知する。さらに、電流源６５は、
各感知装置３５を通り負荷８５で終端処理されるワイヤ８０に接続される。負担抵抗器は
、電流感知装置３５の出力部に配置されてもよい。
【００３７】
　モジュールを較正して、標準的な測定情報を提供して、負荷検出の１つ以上の特性を確
認するために、電流源６５は較正電流信号を出力する。例えば、限定的ではないが、負荷
の回線周波数の大きさより大きい動作周波数の特徴的なアタック、ステーショナリ、ディ
ケイ周期を有するテーパー状正弦曲線形の較正電流信号である。異なる波形構造を有する
他の較正電流信号を使用することもできる。較正電流信号は、電流感知装置周囲を１回ま
たは複数回巻かれ得るワイヤ８０内に投入される。別の例示的な実施形態では、較正電流
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信号は、検出されるべき実際の回線障害やアーチファクト特徴を見せる波形で解析されて
もよい。図６は、較正波形の一実施形態を示す。さらに別の実施形態の較正信号の波形特
性は、負荷の電流信号が通常動作時に一時的または準定常的アーチファクトにより引き起
こされる同様の摂動を含む可能性が低いようにするものである。基準または標準測定条件
を確立するために負荷が切断される時、または動作データを標準データに較正するために
負荷が接続される時に、方法が適用される。本明細書内で開示された方法は、特定の過渡
電流により乱される線形および定常波形データを正確に分析するために使用され得る。信
号をフィルタ処理するための適応基準を使用して非線形、非定常波形データの分析を可能
にできるＨｉｌｂｅｒｔ－Ｈｕａｎｇ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍなどの他の方法がある。以下
の参考文献は、Ｈｉｌｂｅｒｔ－Ｈｕａｎｇ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ方法に関するさらなる
詳細を示す。Ｎｏｒｄｅｎ　Ｅ．Ｈｕａｎｇ著、「Ｈｉｌｂｅｒｔ－Ｈｕａｎｇ　Ｔｒａ
ｎｓｆｏｒｍｓ　ａｎｄ　Ｉｔｓ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ」、第１章「Ｉｎｔｒｏｄｕ
ｃｔｉｏｎ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｈｉｌｂｅｒｔ－Ｈｕａｎｇ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ　ａｎｄ
　ｉｔｓ　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌ　Ｐｒｏｂｌｅｍｓ」１－２６頁
、２００５年、Ｇ．Ｋｅｒｓｃｈｅｎ、Ａ．Ｆ．Ｖａｋａｋｉｓ、Ｙ．Ｓ．Ｌｅｅ、Ｄ．
Ｍ．ＭｃＦａｒｌａｎｄ、Ｌ．Ａ．Ｂｅｒｇｍｅｎ著、「Ｔｏｗａｒｄ　ａ　Ｆｕｎｄａ
ｍｅｎｔａｌ　Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｈｉｌｂｅｒｔ－Ｈｕａｎ
ｇ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ　ｉｎ　Ｎｏｎｌｉｎｅａｒ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　Ｄｙｎａ
ｍｉｃ」、Ｖｉｂｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌジャーナル発行、Ｖｏｌ．１４
、Ｎｏ．１－２、７７－１０５、１－３０頁、２００８年、Ｎｏｒｄｅｎ　Ｈｕａｎｇ著
、「Ｈｉｌｂｅｒｔ－Ｈｕａｎｇ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ：Ａ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ａ
ｎａｌｙｚｉｎｇ　Ｎｏｎｌｉｎｅａｒ」、ＮＡＳＡ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｙ　Ｓｕｍｍｉｔ、Ｐａｓａｄｅｎａ、ＣＡ、１－３８頁、２００３年２月２３日。
【００３８】
　ウェーブレット理論の一般的な用語を使用して、以下に本発明の応用の特殊性を簡潔に
示す。以下の参考文献は、ウェーブレット理論の一般的な用語でさらなる詳細を示すもの
である。（ｉ）Ｃ．Ｓｉｄｎｅｙ　Ｂｕｒｒｕｓら、「Ａｎ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ
　ｔｏ　Ｗａｖｅｌｅｔｓ　ａｎｄ　Ｗａｖｅｌｅｔ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｓ－Ａ　Ｐｒ
ｉｍｅｒ」、Ｐｒｅｎｔｉｃｅ　Ｈａｌｌ発行、６２頁、２０５－２０７頁、１９９８年
、（ｉｉ）Ｙｖｅｓ　Ｎｉｅｖｅｒｇｅｌｔ著、「Ｗａｖｅｌｅｔｓ　Ｍａｄｅ　Ｅａｓ
ｙ」、Ｂｉｒｋｈａｕｓｅｒ発行、５８－６０頁、１９９９年、（ｉｉｉ）Ｂａｒｂａｒ
ａ　Ｂｕｒｋｅ　Ｈｕｂｂａｒｄ著、「Ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　Ａｃｃｏｒｄｉｎｇ　ｔｏ
　Ｗａｖｅｌｅｔｓ」、ＡＫ　Ｐｅｔｅｒｓ発行、３０－３３頁、７８－８１頁、１９９
６年、（ｉｖ）Ｅｍｍａｎｕｅｌ　Ｃ．Ｉｆｅａｃｈｏｒら、「Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇ
ｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ－Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ａｐｐｒｏａｃｈ」、Ａｄｄ
ｉｓｏｎ－Ｗｅｓｌｅｙ発行、１８４－１９０頁、１９９３年。
【００３９】
　電流源６５が較正電流信号を生成すると、回線周波数の少なくとも単一積分周期Ｔの等
間隔サンプル２Ｎの電流信号７５をデジタル化するためにＰＬＬ（位相ロックループ）制
御サンプリングシステムが確立される。したがって、較正電流信号は、負荷４５ａ、４５
ｂ、４５ｃ、４５ｄの電流信号に線形に与えられ、負担抵抗器両端での結果の電圧電位は
、処理システムおよび電流感知装置により測定される。図７は、４分の１周期Ｔで示され
た重畳波形の一実施形態を示す。
【００４０】
　２Ｎの等間隔サンプルは、回線周波数の少なくとも単一積分周期Ｔで測定される。整合
誤差を最も感知する電流較正信号と同じ波形形状を示す適切なウェーブレットおよびスケ
ーリング関数を用いてサンプルのセットを重畳することにより、連続ウェーブレット変換
がこの間隔で実行される。サンプルセットは、変換され、平均値と２Ｎ－１ウェーブレッ
ト係数とからなる順序集合に分解される。このウェーブレット係数の振幅は、元の信号の
比例高調波成分に近い。時間シフト不変性のために、連続ウェーブレット変換が望ましい
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。この時間シフトの不変性により、ウェーブレット係数は分解プロセスのサンプル間隔の
開始点の影響をほとんど受けない。
【００４１】
　連続ウェーブレット変換は、回線周波数のＮ積分周期Ｔにわたり繰り返されて、係数の
長期の平均値が計算され、安定値に収束するようにする。得られた平均値係数のセットは
、電流負荷のない同じ電流感知装置４５により静止条件で測定される基準または標準的係
数のセットと相関される。ハードもしくはソフトの閾値化技術を使用して、負荷電流信号
の低周波成分により影響される可能性がある低周波係数を破棄する必要がある。例えば、
デジタル整合フィルタリングもしくは平均振幅相互差（ｃｒｏｓｓ－ｄｉｆｆｅｒｅｎｃ
ｅ）などの相互相関、または他の同様の相関分析が係数組の同じ長さのシーケンスに対し
て実行されて、残差により示される測定システムの相対精度を確認する。較正電流信号は
周期のまさに同じ位相で確認されるので、連続ウェーブレット変換の時間シフト不変性に
より、最大相関値を確立するために相互相関は遅延差（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ　ｌａｇｓ
）に対して計算されなくてもよい。
【００４２】
　センサまたは測定システムの元の精度仕様は、温度、時間、もしくは不具合によるコン
ポーネントのパラメータ変化により、変化する場合がある。期待相関係数と実際相関係数
との間の０でない残差は、システムの電流信号の元の精度仕様からの偏差を示すので、こ
の情報により補償スケーリング効果が誤差を補正し、および／またはイベント検出のため
の信号伝達手段を提供することができる。システムは、較正信号の生成のための内部手段
もしくは外部手段を備える。上述したように、図５は、負荷を監視するための例示的な実
施形態のみを示すが、これにより測定や較正が行われる。
【００４３】
　負荷を監視する方法の一実施形態では、方法は負荷の１つ以上の特性を測定することが
できる。負荷の１つ以上の特性には、例えば、電圧、電流および／または電力が挙げられ
る。さらに、負荷の１つ以上の特性には、例えば、負荷もしくは周囲環境の温度などの他
の条件も挙げられる。別の実施形態では、例えば、温度などのモジュールの１つ以上の特
性が測定され、遠隔位置で伝達されるのも可能である。さらに別の実施形態では、モジュ
ールは、負荷の１つ以上の特性の測定値が正確に測定されているか否かを判断するために
モジュールを較正することができる。較正は、負荷の１つ以上の特性の測定の精度を確保
する。較正の手順もしくは方法は、任意の数の方法で、多数の異なる波形構造を使用して
実行される場合がある。
【００４４】
　上述の本発明の１つ以上の態様を利用するさらに他の実施形態が、本出願人の発明の精
神から逸脱せずに考案されてもよい。例えば、本明細書内で開示された本発明の１つ以上
の態様を組み込んだ実施形態は、機能や目的に影響を与えずに、任意の数もしくは異なる
タイプの電源または負荷を備えて使用されてもよい。さらに、負荷の１つ以上の特性を測
定するために、またはモジュールを較正して負荷の１つ以上の特性を測定するために、任
意の数の他の方法が使用されてもよい。さらに、開示された方法および実施形態の変形形
態を作成するために、改良された方法や装置の種々の方法および実施形態が互いに組み合
わされて含まれてもよい。単数形の要素の記述は複数形の要素を含むことができ、またそ
の逆も言える。
【００４５】
　ステップの順序は、別の形で特に限定されない限り、さまざまなシーケンスで行われて
もよい。本明細書内で説明される種々のステップは、他のステップと組み合わされてもよ
いし、規定のステップに差し挟まれてもよいし、および／または複数のステップに分割さ
れてもよい。同様に、要素が機能的に説明されて、個々のコンポーネントとして具現化さ
れてもよいし、または複数の機能を有するコンポーネントに組み合わされてもよい。
【００４６】
　本発明は、好適な実施形態および他の実施形態で説明されたが、本発明の全ての実施形
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態が説明されたわけではない。説明された実施形態に対して明らかな変更および代替形態
が当業者には利用可能である。開示された実施形態および開示されていない実施形態は、
本出願人により考案された本発明の範囲または適用性を限定または制限するものではない
。むしろ、本出願人は、特許法に基づいて、以下の請求項の等価物の範囲または枠内に入
る全てのそのような変更および改良を完全に保護するものである。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】

【図６】

【図７】
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