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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル電力分配システムによって供給されるデジタル電力レシーバシステムであって
、
　デジタル電力送電ソースから始まる個々の伝送ラインペアにそれぞれ接続される１つ以
上の個々のレシーバ回路であって、前記１つ以上の個々のレシーバ回路は、前記伝送ライ
ンペア上のデジタル電力をアナログ電力に変換するよう構成される、１つ以上の個々のレ
シーバ回路と、
　前記１つ以上の個々のレシーバ回路のグループを並列に電気的に接続する１つ以上のレ
シーバ出力バスセグメントと、
　前記１つ以上の個々のレシーバ回路に、又は、前記１つ以上のレシーバ出力バスセグメ
ントに接続するよう構成される１つ以上の電力調整回路と、
　組み合わせられた電力出力を提供するよう、前記１つ以上の電力調整回路の出力端子を
電気的に接続する１つ以上の電力調整回路出力バスセグメントと、
　前記デジタル電力レシーバシステム内部の少なくとも１つの電圧を監視し、電力の安全
性、効率、復元性、制御、及びルーティングのうちの少なくとも１つを向上させるために
少なくとも１つの電力調整回路の出力電力を調節するよう作用するよう動作可能である制
御回路と、を備える、
　デジタル電力レシーバシステム。
【請求項２】
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　前記制御回路は、通信信号を前記伝送ラインペア上に重畳することによって、前記伝送
ラインペアにより情報を送信又は受信するよう構成される、請求項１に記載のデジタル電
力レシーバシステム。
【請求項３】
　外部デバイスが、前記制御回路に前記通信信号を前記伝送ラインペア上で重畳させる信
号を提供するよう構成される、請求項２に記載のデジタル電力レシーバシステム。
【請求項４】
　前記制御回路は、前記デジタル電力レシーバシステム内部の少なくとも１つのレシーバ
電圧を取得し、前記デジタル電力送電ソースがその平均伝送電圧を調整して前記レシーバ
電圧を所定値に調節できるように、前記レシーバ電圧を前記伝送ラインペアにより通信す
るよう構成される、請求項２に記載のデジタル電力レシーバシステム。
【請求項５】
　前記制御回路は、前記デジタル電力レシーバシステム内部の少なくとも１つのレシーバ
電流を取得し、前記デジタル電力送電ソースがその平均伝送電圧を調整して前記デジタル
電力レシーバシステムからの出力電流を所定値に調節できるように、前記レシーバ電流を
前記伝送ラインペアにより通信するよう構成される、請求項２に記載のデジタル電力レシ
ーバシステム。
【請求項６】
　前記制御回路は、少なくとも１つの前記１つ以上のレシーバ回路の内部電圧を監視し、
前記１つ以上のレシーバ回路が増加された電力で動作することを可能にする前に、電力の
所定最小量が、前記１つ以上のレシーバ回路を供給する前記伝送ラインペアから利用でき
ることを確実にするよう、前記内部電圧が所定値に到達するまで、１つ以上の電力調整回
路の前記電力出力を制限するよう構成される、請求項１に記載のデジタル電力レシーバシ
ステム。
【請求項７】
　前記１つ以上の電力調整回路は、電流フローを制限して、多くのレシーバ回路のうちの
１つにおける過電流状態を防止するよう構成される、請求項１に記載のデジタル電力レシ
ーバシステム。
【請求項８】
　前記制御回路は、所定の動作スキームに基づいて、前記１つ以上の電力調整回路に関す
る出力電力レベルを調節するよう構成される、請求項１に記載のデジタル電力レシーバシ
ステム。
【請求項９】
　デジタル電力を調節するための方法であって、
　デジタル電力を伝送ラインペアを経由してデジタル電力レシーバシステム内の少なくと
も１つのレシーバ回路へ伝送することと、
　前記レシーバ回路において前記デジタル電力をアナログ電力に変換することと、
　前記アナログ電力を少なくとも１つの電力調整回路に伝送することと、
　前記電力調整回路から出力電力を伝送することと、
　前記デジタル電力レシーバシステムにおいて少なくとも１つの電圧を監視することと、
　その監視に応じて、電力の安全性、効率、復元性、制御、及びルーティングのうちの少
なくとも１つを向上させるために前記電力調整回路からの前記出力電力を調節することと
、を含む、
　方法。
【請求項１０】
　電力の安全性、効率、復元性、制御、及びルーティングのうちの複数が、前記電力の調
節によって向上する、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　更に、通信信号を前記伝送ラインペア上に重畳することによって、前記伝送ラインペア
により情報を送信又は受信するよう、レシーバ制御回路を用いることを含む、請求項９に
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記載の方法。
【請求項１２】
　更に、外部デバイスからの信号を用いて、前記レシーバ制御回路に通信信号を前記伝送
ラインペア上で重畳させることを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　更に、
　前記デジタル電力レシーバシステム内部で少なくとも１つのレシーバ電圧を取得するこ
とと、
　前記レシーバ電圧を前記伝送ラインペアにより前記デジタル電力を生成する伝送ソース
へ通信することと、
　前記レシーバ電圧に応じて前記伝送ソースによって生成された前記デジタル電力の平均
伝送電圧を調整して、前記レシーバ電圧を所定値に調節することと、を含む、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　更に、
　前記デジタル電力レシーバシステム内部で少なくとも１つのレシーバ電流を取得するこ
とと、
　前記レシーバ電流を前記伝送ラインペアにより前記デジタル電力を生成する伝送ソース
へ通信することと、
　前記レシーバ電流に応じて前記伝送ソースによって生成された前記デジタル電力の平均
伝送電圧を調整して、前記デジタル電力レシーバシステムからの出力電流を所定値に調節
することと、を含む、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　更に、
　前記少なくとも１つのレシーバ回路の内部電圧を監視することと、
　前記内部電圧が、電力の所定最小量が前記伝送ラインペアから利用できることを確実に
する所定値に到達するまで、前記電力調整回路からの前記出力電力を制限することと、
　前記内部電圧が前記所定値に到達する場合、前記少なくとも１つのレシーバ回路を増加
された電力で動作させることと、を含む、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１６】
　前記電力調整回路は、電流フローを制限して、前記レシーバ回路における過電流状態を
防止する、請求項９に記載の方法。
【請求項１７】
　前記電力調整回路は、所定の動作スキームに基づいて、前記電力調整回路からの前記出
力電力を調節する、請求項９に記載の方法。
【請求項１８】
　前記電力調整回路からの前記出力電力の前記調節は、レシーバチャンネルが、前記電力
調整回路に取り付けられる少なくとも１つの負荷デバイスからの電力引き出しによる過負
荷状態になることを防止する、請求項９に記載の方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　デジタル電力、又はデジタル電気は、電力が、エネルギーの不連続な、制御可能な単位
で分配されるいずれかの電力形式として特徴付けることができる。パケットエネルギー伝
達（ＰＥＴ）は、米国特許第８，７８１，６３７号明細書（Ｅａｖｅｓ２０１２）に開示
されている新しいタイプのデジタル電力プロトコルである。
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【０００２】
　従来のアナログ電力システムと比較したデジタル送電システムにおける主に見分ける要
因は、電気エネルギーが不連続単位に分離され、エネルギーの個々の単位が、安全性、効
率、復元性、制御、又はルーティングを最適化するために用いられてもよいアナログ及び
／又はデジタル情報に関連付けられてもよいことである。
【０００３】
　Ｅａｖｅｓ２０１２によって説明されるように、ソースコントローラ及び負荷コントロ
ーラは、送電ラインによって接続される。Ｅａｖｅｓ２０１２のソースコントローラは、
送電ラインを電源から定期的に切離し（切断し）、少なくとも、ラインが切り離される直
前及び直後にソースコントローラ端子に現れる電圧特性を解析する。電力ラインが切り離
される期間は、Ｅａｖｅｓ２０１２によって、「サンプリング周期」と呼ばれ、ソースが
接続される期間は「伝達周期」と呼ばれる。サンプリング周期前、その間、及びその後の
ライン上の電圧の上昇及び減衰率は、故障状態が送電ライン上に現れているかどうかを明
らかにする。測定可能な故障は、短絡、高ライン抵抗、又は、不適切にラインと接触して
いる個人の存在を含むが、これらに限定されない。
【０００４】
　Ｅａｖｅｓ２０１２は、また、安全性を更に高めるか、総エネルギー又は負荷コントロ
ーラ端子における電圧等のエネルギー伝達の一般的特性を提供するよう、送電ラインによ
りソース及び負荷コントローラ間に送信されてもよいデジタル情報も説明している。ＰＥ
Ｔシステム内のエネルギーは、不連続量又は量子として伝達されるため、それは「デジタ
ル電力」又は「デジタル電気」と呼ばれてもよい。
【０００５】
　デジタル電力分配システムの１つの用途は、直流（ＤＣ）電力をデジタル形式で、及び
、システムのソース側から負荷側へ高電圧で分配することにある。電力分配システムの負
荷側において、ＤＣ電力は、一般に入手可能な電力調整回路での使用のために、レシーバ
と呼ばれる回路を用いてデジタル形式から従来のアナログＤＣ形式に戻して変換される。
業界で広く知られている電力調整回路は、入力電圧を取り、制御された交流（ＡＣ）又は
ＤＣ出力電圧を生成する。一実施例は、３８０Ｖ　ＤＣ入力を取り、コンピュータでの使
用のために１２Ｖ　ＤＣ出力を生成する調整器である。電力調整回路は、また、無停電電
源装置又はインバータにおいて一般に見出されるように、ＤＣ入力をＡＣ出力に変換でき
る。その最も基本的な形態において、電力調整器は、電流フローを許容するか、抑制する
かのいずれか一方を行う単純なスイッチである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　デジタル電力レシーバシステム及びデジタル電力を調節するための方法を本明細書中で
説明し、ここで、装置及び方法の様々な実施形態は、以下で説明する構成要素、特徴、及
びステップのうちのいくつか又は全てを含んでもよい。
【０００７】
　デジタル電力分配システムによって供給されるデジタル電力レシーバシステムは、デジ
タル送電ソースから始まる個々の伝送ラインペアにそれぞれ接続される１つ以上の個々の
レシーバ回路であって、１つ以上の個々のレシーバ回路は、伝送ラインペア上のデジタル
電力をアナログ電力に変換するよう構成される、１つ以上の個々のレシーバ回路と、１つ
以上の個々のレシーバ回路のグループを並列に電気的に接続する１つ以上のレシーバ出力
バスセグメントと、１つ以上の個々のレシーバ回路に、又は、１つ以上のレシーバ出力バ
スセグメントに接続するよう構成される１つ以上の電力調整回路と、組み合わせられた電
力出力を提供するよう、１つ以上の電力調整回路の出力端子を電気的に接続する１つ以上
の電力調整回路出力バスセグメントと、デジタル電力レシーバシステム内部の少なくとも
１つの電圧を監視し、電力の安全性、効率、復元性、制御、及びルーティングのうちの少
なくとも１つを向上させるために少なくとも１つの電力調整回路の出力電力を調節するよ
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う作用するよう動作可能である制御回路と、を備える。
【０００８】
　デジタル電力を調節するための方法は、デジタル電力を伝送ラインペアを経由してデジ
タル電力受電システム内の少なくとも１つのレシーバ回路へ伝送することと、レシーバ回
路においてデジタル電力をアナログ電力に変換することと、アナログ電力を少なくとも１
つの電力調整回路に伝送することと、電力調整回路から出力電力を伝送することと、デジ
タル電力レシーバシステムにおいて少なくとも１つの電圧を監視することと、その監視に
応じて、電力の安全性、効率、復元性、制御、及びルーティングのうちの少なくとも１つ
を向上させるために電力調整回路からの出力電力を調節することと、を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】デジタル電力受電システムのブロック図である。
【図２】レシーバ回路の実施形態のブロック図である。
【図３】単純なダイオード２０の形態でのスイッチを含むレシーバ回路の実施形態のブロ
ック図である。
【図４】ＤＣ電力調整回路の実施形態のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　添付図面において、同様の参照文字は、異なる図面全体を通して同じ又は類似の部分を
指し、アポストロフィは、同じ参照番号を共有する同じ又は類似の品目の多数の例を区別
するために用いられる。図面は必ずしも一定の縮尺で描かれてはおらず、代わりに、以下
で検討する実例において特定の原理を図示することに関して強調されている。
【００１１】
　本発明の様々な態様の前記及び他の特徴並びに利点は、本発明の広い範囲内の様々な概
念及び特定の実施形態の以下のより詳細な説明から明らかとなろう。上で紹介し、以下で
より詳細に検討する主題の様々な態様は、主題が実施の何らかの特定の方法に限定されな
いものとして、数多くの方法のいずれかにおいて実施されてもよい。特定の実施及び適用
の実施例は、主に例示の目的のために提供される。
【００１２】
　本明細書中で特に定義しない限り、用いられるか、特徴付ける、本明細書中で用いる用
語（技術及び科学用語を含む）は、関連技術の文脈におけるそれらの許容される意味と一
致する意味を有するものとして解釈されるべきであり、本明細書中で明確にそのように定
義しない限り、理想的又は過剰に形式張った意味に解釈されるべきではない。例えば、特
定の構成が引用されている場合、構成は、実施上の不完全な現実が適用される可能性があ
るように、実質的に（だが、完全ではない）純粋なものであってもよく、例えば、少なく
とも微量不純物の潜在的な存在（例えば、少なくとも１又は２％を超える）は、説明の適
用範囲内にあるものとして理解され得る。同様に、特定の形状が引用されている場合、形
状は、例えば、製造上の公差に起因する理想的な形状からの不完全なバラツキを含むこと
を意図している。本明細書中に表す比率又は濃度は、重量又は体積によるものである可能
性がある。以下で説明するプロセス、手順、及び現象は、特に明記のない限り、雰囲気圧
（例えば、約５０～１２０ｋＰａ－例えば、約９０～１１０ｋＰａ）及び温度（例えば、
－２０～５０℃－例えば、約１０～３５℃）で生じてもよい。
【００１３】
　用語、第１、第２、第３、等は、様々な構成要素を説明するために本明細書中で用いら
れるかもしれないが、これらの構成要素は、それらの用語によって限定されるものではな
い。これらの用語は、単に、１つの構成要素を別のものから区別するために用いられる。
従って、以下で検討する第１の構成要素は、例示的な実施形態の教示から逸脱することな
く、第２の構成要素を称してもよい。
【００１４】
　「上の」、「下の」、「左」、「右」、「前の」、「後の」等のような空間に関する用
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語は、図面において示すように、１つの構成要素の、別の構成要素に対する関係性を説明
するよう、説明のし易さのために本明細書中で用いられてもよい。空間に関する用語、並
びに図示する構成は、本明細書中で説明し、図面に示す向きに加えて、使用又は操作にお
ける装置の異なる向きを含むことを意図している。例えば、図面内の装置が逆になった場
合、他の構成要素又は特徴「の下」若しくは「より低い」ものとして説明される構成要素
は、従って、他の構成要素又は特徴「の上」に配向されるであろう。従って、例示的な用
語「上の」は、上及び下の向きの両方を包含してもよい。装置は、そうでなくても、配向
されてもよく（例えば、９０度回転されるか、他の向きに）、本明細書中で用いられる空
間に関する用語は、それに応じて解釈されてもよい。
【００１５】
　また更に、この開示において、構成要素が別の要素に対して、「その上に」、「接続さ
れ」、「結合され」、「接触する」等として言及されている場合、それは、他の構成要素
に対して直接その上にあり、接続され、結合され、又は接触していてもよく、特に指定の
ない限り、介在する構成要素が存在していてもよい。
【００１６】
　本明細書中で用いる用語は、特定の実施形態を説明する目的のためであり、例示的な実
施形態を制限することを目的としていない。本明細書中で用いるように、「ａ」及び「ａ
ｎ」等の単数形は、特に文脈が示さない限り、複数形も同様に含むことを意図している。
加えて、用語「ｉｎｃｌｕｄｅｓ」、「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ」、「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ」
、及び「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ」は、記載した構成要素又はステップの存在を明記するが
、１つ以上の他の構成要素又はステップの存在若しくは追加を排除しない。
【００１７】
　加えて、本明細書中で特定する様々な構成部品は、組み立てられた及び完成した形で提
供されてもよく、又は、構成部品のいくつか若しくは全てが、共にパッケージ化され、完
成品を作製するよう、顧客による組み立て及び／又は変更のために説明書（例えば、文書
、動画、又は音声形式の）と共にキットとして市販されてもよい。
【００１８】
　より詳細に、本明細書中に開示するものは、従来の電力調節回路と、電力の安全性、効
率、復元性、制御、及びルーティングの因子を向上又は最適化でき、所定の優先順位スキ
ームに基づいて、多数の負荷にかかるデジタル電力送達を優先できるデジタル電力レシー
バ回路との新規の組み合わせである。
【００１９】
　多くの場合において、より高い電力レベルに対応するため、又は、冗長性を提供するた
め、多数の送信ペアが並列に組み合わされる。電力制限回路が並列に組み合わされる場合
に生じる１つの困難は、回路インピーダンスの軽微な相違により、個々の回路が常に負荷
全体を等しく共有しないことにある。回路インピーダンスの相違の理由は、同じ長さでの
送信ペア断面直径における差及び／又は送信ペア長さにおける差を含む可能性がある。
【００２０】
　第２の困難は、起動中の回路の適切な同期である。例えば、合計２００Ｗの電力を供給
しなければならないが、いずれかの個々の回路が１００Ｗに電力が制限されている場合の
２つの回路システムを考える。２つの回路のうちの一方が他方の前に起動した場合、それ
は一時的に全ての負荷要件（すなわち、２００Ｗ）に対応する必要がある。この負荷は、
回路の１００Ｗの最大容量を超えており、結果として、過電力の不適合条件により、回路
の停止を招く。自動的にリセットするよう構成される回路は、通常、電源投入シーケンス
を再試行する前に１～６０秒間待機する。第１の回路が再試行を待機している間、第２の
回路は、稼動を開始し、次に、２００Ｗ負荷全体に対応するよう試行し、更には、過電力
の不適合条件のために停止する。デジタル電力回路同士の同期がなければ、不良起動シー
ケンスが無期限に継続する恐れがある。
【００２１】
　更に、第３の困難は、より大きな並列グループの一部である個々の回路の不具合に対応
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する場合に生じる。多くの場合、回路は、それらに関連付けられた優先レベルを有する負
荷を供給している。例えば、心臓ポンプに電力を供給している供給回路は、病院内の一般
照明を供給しているものよりも勝る優先順位を有するべきである。個々の回路が故障した
場合、どの負荷が低減された電力の割り当てを受けるのかを決定する既定の優先順位付け
スキームを有することが有利である。その上、優先順位付けスキームは、外部ホストシス
テムによって理想的に構成できるであろう。外部ホストシステムが優先順位付けスキーム
を構成することを可能にする１つの方法は、アプリケーションプログラミングインターフ
ェース（ＡＰＩ）として業界において周知の実装によるものである。
【００２２】
　本明細書中に開示するのは、上で検討した困難に経済的に、信頼性を持って対処でき、
１つから並列に数十個に及ぶ並列デジタル電力回路の幅広い範囲に対応できるアーキテク
チャである。加えて、以下で説明するように、Ｅａｖｅｓ２０１２に説明されているＰＥ
Ｔプロトコルの通信機能は、安全性、効率、復元性、制御、又はルーティングの最適化さ
れた組み合わせを実装し、優先レベルが多数の負荷への電力の送達に関して設定されるこ
とを可能にするために活用される。
【００２３】
　デジタル電力レシーバシステム１０のブロック図を図１に示す。このシステムは、パケ
ットエネルギー伝達（ＰＥＴ）プロトコルで動作するよう構成されるデジタル電力レシー
バを含んでいる。パケットエネルギー伝達、及び、より詳細には、電力のトランスミッタ
ソースは、Ｅａｖｅｓ２０１２に説明されている。１つ以上のレシーバ回路１は、それぞ
れ、ＰＥＴ伝送ソース１２から始まる伝送ラインペア（Ｐａｉｒ１、Ｐａｉｒ２、Ｐａｉ
ｒＮ）を有する。個々のレシーバ回路出力は、電気レシーバ出力バス（ＤＣ＿Ｌｉｎｋ＿
Ｉｎ）２上で並列に結合されてもよい。１つ以上のＤＣ電力調整回路３のＤＣ入力端子は
、ＤＣ＿Ｌｉｎｋ＿Ｉｎ２の有効セグメントに繋がれている。電力調整回路３の個々の出
力は、並列に結合されるか、電力調整回路出力バス（ＤＣ＿Ｌｉｎｋ＿Ｏｕｔ）４のセグ
メント同士を接続又は切断することによって別々に操作されてもよい。レシーバ回路１及
び電力調整回路３の動作は、制御回路５によって管理される。制御回路５は、フィードバ
ックライングループ、ＲｘＦＢ１、ＲｘＦＢ２、ＲｘＦＢＮ、ＤＣＦＢ１、ＤＣＦＢ２、
ＤＣＦＢＮを介してレシーバ及び電力調整回路１及び３の動作に関するフィードバックを
取得する。制御回路５は、それがＥａｖｅｓ２０１２の１つのペアに対して多数の伝送ラ
インペアを管理するという差がありながら、Ｅａｖｅｓ２０１２に説明されている負荷コ
ントローラと類似している。制御回路５は、様々な電力調整回路３へのエネルギーの割り
当てを優先するために必要なアルゴリズムを実行し、安全性、効率、復元性、制御、及び
ルーティングを最適化する完全に機能的なプロセッサであってもよい。他の実施形態にお
いて、制御回路５は、遠隔処理デバイスから生じる操作のためのコマンドを実行する簡略
版であってもよい。
【００２４】
　全体的に、制御回路５は、どのくらいの量及びどの程度の電力レベルで、ＤＣ電力調整
回路３のそれぞれが動作するのかを決定するよう、各レシーバ回路１からの電力の利用可
能性を監視できる。背景技術欄で検討したように、並列接続されたグループの動作のため
に、多数のレシーバ回路１が電力を送達するよう同期して起動されるか、ＤＣ電力調整回
路１出力に取り付けられた負荷デバイス１１が電力を引き出すことを開始するために、レ
シーバチャンネルのうちの１つ以上が過負荷状態になる可能性がある。制御回路５は、第
１の電力コントローラ（ＰｏｗＣｔｒｌ１）、第２の電力コントローラ（ＰｏｗＣｔｒｌ
２）から、Ｎ番目の電力コントローラ（ＰｏｗＣｔｒｌＮ）までを含む制御ライングルー
プを介して、電力調整回路３のそれぞれにおける電力伝達率を制御できる。
【００２５】
　レシーバ回路１の実施形態を図２に示す。スイッチＳＷ１　２０は、レシーバ回路１へ
の電流フローを制御する。ＳＷ１　２０は、図２に示すような制御可能スイッチ（電気機
械式又は固体電子式）の形態であってもよく、若しくは、図３に示すような単純なダイオ
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ードであってもよい。レシーバ回路１は、導体ペア上のデジタル電力を、もはや不連続単
位又はパルスを含まない従来のアナログ電気に戻して変換する。この変換は、能動的（制
御可能スイッチを用いる）又は受動的（ダイオードを用いる）のいずれか一方による整流
によって実行される。整流はＳＷ１　２０によって行われ、デジタル電源１２、すなわち
トランスミッタがエネルギーパルスを終了させる場合に、レシーバ導体ペアに戻るレシー
バＤＣリンク２２からの電流フローを抑制する。トランスミッタ１２は、システムのトラ
ンスミッタ側にあるそれ自体のスイッチを開く（スイッチを非導通状態にする）ことによ
って、エネルギーパルスを終了させる。この時点で、伝送ペアは、トランスミッタ及びレ
シーバの両方から絶縁されており、少なくとも、トランスミッタ１２がレシーバ導体ペア
を解析して、Ｅａｖｅｓ２０１２で説明されるように、電圧減衰が所定のパラメータ内部
にあるかどうかを判断することを可能にしている。
【００２６】
　ＳＷ１　２０は、いずれか一方向に電流フローを制御できる双方向スイッチを備えてい
てもよい。レシーバ回路１は、次いで、双方向電力調整回路３と結合されてもよい。これ
により、電力は、電力調整回路３の出力から、レシーバ回路１を通って戻り、伝送ライン
ペアへと逆に流れることが可能となる。この機能は、負荷１１が役割を逆にし、エネルギ
ーソースとなることができる場合において有用である。例えば、デジタル電力レシーバシ
ステム１０が夜間に住宅に供給している場合、住宅は、公共電力に売り戻されるようデジ
タル電力レシーバシステム１０を通って送り返されてもよい余剰電力を提供する太陽光発
電パネルを有していてもよい。別の実施形態において、バッテリ等のエネルギー蓄積デバ
イスが、電力調整回路３のうちの１つ以上の出力を受け取るよう位置決めされる。バッテ
リは、一例において充電されてもよいが、次いで、後にデジタル電力レシーバシステム１
０に戻って放電されてもよい。デジタル電力レシーバシステム１０は、エネルギー蓄積デ
バイス内のエネルギーの一部が伝送ラインを経由して伝送ソース１２に送り返され、蓄積
デバイスからのエネルギーの残りが、優先順位スキームに従って、システム１０内の様々
な電力調整回路３’、３’’、及び３’’’に分配される場合、ルーティングアルゴリズ
ムを実行してもよい。
【００２７】
　制御回路５は、レシーバ制御ライングループ、ＲｘＣｔｒｌ１、ＲｘＣｔｒｌ２、Ｒｘ
ＣｔｒｌＮを経由して図２のレシーバ変調回路２３へ通信信号を送信してもよい。業界に
周知の技法を用いる変調回路２３は、伝送ラインペア、ＰａｉｒＮ上に通信信号を重畳し
、変調することができる。変調信号は、次いで、Ｅａｖｅｓ２０１２において詳述されて
いるように、対応するトランスミッタソースコントローラにおいて復調されてもよい。ト
ランスミッタソースコントローラは、次いで、伝送ラインペア上で有効な電圧及び電流を
投入、切断、又は出力電力に関する制限を設定するよう指示されてもよい。
【００２８】
　通信機能の使用に対する一実施例は、制御回路５がトランスミッタソースコントローラ
のそれぞれに通信を返し、それら全てが同じデジタル電力レシーバシステム１０に電力を
供給していることを通知することである。このように、個々のトランスミッタコントロー
ラは、関係する伝送ラインペアの全てに対する電力フローのバランスを取るよう作用する
か、予め構成された優先順位付けスキームに従って、別のペアに対する１つのペアへのよ
り高い電力制限を許容してもよい。更なる実施例は、レシーバコントローラが、図２の点
１８におけるようなレシーバ回路電圧又は図４の点２７におけるような電力調整回路電圧
を取得し、値を１つ以上のトランスミッタコントローラに通信する場合である。コントロ
ーラは、次いで、それらの平均出力を調整して、所定の設定点に従うレシーバにおける電
圧を調節する。レシーバコントローラは、トランスミッタコントローラに、レシーバにお
ける所定の電圧設定点を維持するために、それらの平均出力電圧を増加又は減少させるよ
うコントローラに指示するコマンドを定期的に送信することによって同様の結果を達成で
きる。他の方法の中でも、平均出力電圧変動は、Ｅａｖｅｓ２０１２において説明されて
いるように、ＰＥＴ波形のサンプリング周期に対する伝達周期のデューティサイクルを調
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整することによって達成されてもよい。
【００２９】
　対応するトランスミッタコントローラに通信を返すことなく、制御回路５は、レシーバ
回路１が、図２の点１８でレシーバ入力における電圧を取得することによって電力を送達
する準備が整っているかどうかを検知し、それが所定の最小値に達したかどうかを判断す
る機能を有している。コントローラは、制御ライングループ、ＰｏｗＣｔｒｌ１、Ｐｏｗ
Ｃｔｒｌ２、ＰｏｗＣｔｒｌＮを経由して１つ以上の電力調整回路３’、３’’、及び／
又は３’’’をイネーブル化する前に、最小数のレシーバ回路１’、１’’、及び／又は
１’’’が電力を送達する準備が整うまで、待機できる。代替として、仮に限られた数の
レシーバ回路１’、１’’、及び／又は１’’’だけが電力を送達する準備が整っている
場合、制御回路５は、既定の優先順位付けスキームに従って、有効電力を電力調整回路３
’、３’’、及び／又は３’’’に分配するよう構成されてもよい。この場合、図１で点
線として示すＤＣ＿Ｌｉｎｋ＿Ｏｕｔ４は、電力調整回路３’／３’’／３’’’が個々
に負荷１１に対して電力を送達することを可能にするよう、電力調整回路３’、３’’、
及び／又は３’’’のうちの少なくとも１つから削除される。優先順位付けスキームは、
コントローラにおいて局所的にプログラム化されてもよく、又は、レシーバ回路１におい
て変調回路を経由してトランスミッタコントローラから遠隔でプログラム化されてもよい
。
【００３０】
　レシーバ回路１から電力調整回路３への有効電力を割り当てるための更に別の方法は、
ＤＣフィードバックライングループ、ＤＣＦＢ１、ＤＣＦＢ２、ＤＣＦＢＮを経由する個
々の電力調整回路３’、３’’、及び３’’’における電圧及び／又は電流を測定し、電
力調整器制御ライングループ、ＰｏｗＣｔｒｌ１、ＰｏｗＣｔｒｌ２、ＰｏｗＣｔｒｌＮ
を用いて優先順位付けスキームに基づいて電力調整回路３によって提供されてもよい電力
又はエネルギー量を制限することにある。例えば、ＤＣ電力調整回路３’、３’’、又は
３’’’は、心臓ポンプ充電器に供給していてもよく、その個々の負荷要件に対する最小
数のレシーバ回路１’、１’’、及び／又は１’’’が満足されるとすぐに、そして、そ
の他の電力調整回路３’、３’’、又は３’’’がイネーブル化される前に、イネーブル
化される。それらは、ただ１つのレシーバ回路１’、１’’、又は１’’’が電力を送達
することに利用できる限り、電力調整回路３の動作を可能にすることを含む、電力調整回
路３をディスエーブル化することに対する電力調整回路３をイネーブル化することのため
の最小数の有効レシーバ回路１に対する異なる設定であってもよいことは、留意されたい
。追加の実施例は、導体ペアが、高い突入電流要件を有するデバイスのために初期状態の
高電流に対応するよう構成されてもよいが、後に、最も効率的な動作のために電流を低い
レベルに制限するよう構成される場合である。
【００３１】
　図４に示すＤＣ電力調整回路３の実施形態において、第２のスイッチ（ＳＷ２）２４及
び第３のスイッチ（ＳＷ３）２５はトランジスタスイッチを備えている。この場合におい
て、制御回路５は、ＲｘＦＢ１、ＲｘＦＢ２、ＲｘＦＢＮによって提供されるようなレシ
ーバ入力電圧が、レシーバチャンネルが完全に初期化され、電力を送達する準備が整った
ことを示す最小値に到達するまで、ＳＷ２　２４及びＳＷ３　２５を解放状態（非導通状
態）に保持する。最小数のレシーバ回路１が、電力を提供する準備が整った場合、制御回
路５は、ＳＷ３　２５を閉じる（導通状態にする）よう作用する。ＳＷ３　２５は、直列
抵抗器Ｒ１　２６を介してレシーバ回路１をＤＣ電力調整回路３の出力に接続する。Ｒ１
　２６は、出力バスＤＣ＿Ｌｉｎｋ＿Ｏｕｔ４に取り付けられる負荷デバイス１１の一部
であってもよい入力静電容量を充電する場合に、電流フローを制限する。Ｒ１　２６及び
ＳＷ２　２４の作用は、プリチャージ回路と業界において一般に呼ばれている。プリチャ
ージ時間が終了した後、負荷デバイス１１への直結は、第２のスイッチＳＷ２　２４を閉
じ、次いで、第３のスイッチＳＷ３　２５を開くことによって行われる。従って、レシー
バ回路１は、同時に係合され、実質的なパルス電力機能を提供することができる。
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　図１に戻って参照すると、外部制御チャンネル６は、外部デバイスからの追加のセンサ
信号又は通信信号が制御回路５によって取得されることを可能にする。例えば、外部制御
チャンネル６は、外部温度センサ、周辺光センサ、又は直列通信ストリームを含んでもよ
い。外部制御チャンネル６は、サードパーティインターフェースとして提供されてもよい
。例えば、デジタル電力レシーバシステム１０はＬＥＤ照明器具の一部であってもよく、
器具のメーカーは、周辺光条件に関するデータを伝送ラインペアにより伝送ソース１２に
送り返すことを望んでもよく、また、ＬＥＤ器具の調光レベルを設定するよう外部制御チ
ャンネル６を介して制御信号を発信することも望んでもよい。外部制御チャンネル６は、
また、Ｅａｖｅｓ２０１２において説明されるように、伝送ソースコントローラ内の対応
する「通信リンク」に接続されてもよい。この接続は、上で説明したような、伝送ライン
ペアの変調を経由するトランスミッタソースコントローラへの通信の必要性を回避できる
。
【００３３】
　本発明の説明する実施形態において、特定の専門用語が明確にするために用いられる。
説明のため、特定の用語は、同様の結果を達成するよう、同様の方法で動作する技術的及
び機能的均等物を少なくとも含むよう意図されている。加えて、本発明の特定の実施形態
が複数のシステム構成要素又は方法ステップを含むいくつかの例において、それらの構成
要素又はステップは、単一の構成要素又はステップと置き換えられてもよく、同様に、単
一の構成要素又はステップは、同じ目的に適う複数の構成要素又はステップと置き換えら
れてもよい。更に、様々な特性に対するパラメータ又は他の値が、本発明の実施形態のた
めに本明細書中で明記される場合、それらのパラメータ又は値は、１／１００、１／５０
、１／２０、１／１０、１／５、１／３、１／２、２／３、３／４、４／５、９／１０、
１９／２０、４９／５０、９９／１００等ずつ上下して（又は、１、２、３、４、５、６
、８、１０、２０、５０、１００等の係数倍で）、若しくは、特に指定のない限り、その
近似値を丸めることによって調整されてもよい。その上、本発明を、その特定の実施形態
を参照して示し、説明してきたが、当業者は、形態及び詳細において様々な代用及び変更
が、本発明の適用範囲から逸脱することなく、その内部で行われてもよいことを理解する
であろう。また更に、他の態様、機能、及び利点も、本発明の適用範囲内にあり、本発明
の全ての実施形態は、必ずしも、上で説明した利点の全てを達成するか、又は、特性の全
てを所有する必要はない。加えて、一実施形態に関連して本明細書中で検討したステップ
、構成要素、及び特徴は、同様に、他の実施形態と共に用いられてもよい。参照テキスト
、論文、特許、特許出願等を含む、テキスト全体を通して引用された参照の内容は、その
全てを引用して本明細書中に組み込み、これらの参照からの適切な構成部品、ステップ、
及び特性は、本発明の実施形態に含まれてもよいか、含まれなくてもよい。また更に、背
景技術欄で特定された構成部品及びステップは、本開示に統合され、本発明の適用範囲内
で、開示内の別の箇所で説明された構成部品及びステップと共に、又はそれと置き換えら
れて用いられてもよい。方法クレームにおいて、段階が特定の順序で列挙されている場合
、参照しやすいように追加された順序付先頭文字の有無にかかわらず、段階は、用語及び
言い回しによって特に指定又は暗示しない限り、それらが列挙される順序に一時的に制限
されるものとして解釈すべきではない。
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