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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の口座に関連付けられた電力消費情報であって、電力分配システムから電力を受け
た期間に対応する時間セグメントに対応する電力消費情報を取り出す工程と、
　電力生成のためのカーボンファクターであって、前記電力分配システムから電力を受け
た時を特定する前記時間セグメントに対応し、且つ、前記所定の口座に関連付けられた電
力消費に伴う電力を前記対応する前記時間セグメントにおいて生成する際の単位電力あた
りのカーボンクレジットであるカーボンファクターを取り出す工程と、
　前記時間セグメントに対応する前記取り出されたカーボンファクターおよび前記取り出
された電力消費情報に基づいてカーボンクレジットを計算する工程と、を含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　所定の口座に関連付けられた電力消費情報であって、請求期間内の複数の時間セグメン
トに対応する消費情報を含む電力消費情報を受信する工程と、
　請求期間内の複数の時間セグメントに対応する生成情報を含む電力生成情報を受信する
工程と、
　前記電力消費情報に応じた電力を生成する際の単位電力あたりのインセンティブである
インセンティブファクターを受信する工程と、
　前記受信した電力消費情報と、前記受信した電力生成情報とを時間セグメントで関連付
ける工程と、
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　前記受信したインセンティブファクター、並びに、前記関連付けられた前記受信した電
力消費情報および前記受信した電力生成情報に基づいてインセンティブを計算する工程と
、を含み、
　前記インセンティブはカーボンクレジットであり、前記電力消費情報に応じた電力を生
成する際のカーボンの正味放出は、前記所定の口座によるカーボンクレジットの使用を生
じさせる
　ことを特徴とする方法。
【請求項３】
　第１口座に関連付けられた電力消費情報であって、電力分配システムから電力を受けた
時に対応する時間セグメントに対応する電力消費情報を取り出す工程と、
　前記電力分配システムについての単位電力あたりのカーボンクレジットであるカーボン
ファクターであって、前記電力分配システムから電力を受けた時を特定する前記時間セグ
メントに対応し、且つ、前記第１口座に関連付けられた電力消費による前記対応する時間
セグメントにおけるカーボン放出の変動に対応するカーボンファクターを取り出す工程と
、
　第２口座に関連付けられた電力生成情報であって、前記電力分配システムから電力を受
けた時に対応する前記時間セグメントに対応する電力生成情報を取り出す工程と、
　前記第１口座によるカーボン使用又は拒否の場合の前記第２口座に関連付けられたカー
ボンクレジットの計算を示す第２口座カーボンクレジットファクター情報を取り出す工程
と、
　電力生成のためのカーボンファクターであって、前記電力分配システムから電力を受け
た時を特定する前記時間セグメントに対応するカーボンファクターを取り出す工程と、
　前記第２口座に関連付けられたカーボンクレジットを、前記取り出された電力生成のた
めのカーボンファクター、前記取り出された前記電力分配システムについてのカーボンフ
ァクター、前記取り出された電力生成情報、前記取り出された第２口座カーボンクレジッ
トファクター情報、及び、前記時間セグメントに関連付けられ、前記取り出された電力消
費情報にしたがって計算する工程と、を含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項４】
　所定の口座に対応する電力消費情報を取り出す工程と、
　前記所定の口座により用いられた電力を生成する際の単位電力あたりのカーボンクレジ
ットを含むインセンティブであるインセンティブファクターを含む電力生成情報を取り出
す工程と、
　前記取り出された電力消費情報及び前記取り出された電力生成情報をインセンティブ計
算部に送る工程と、
　前記所定の口座による電力消費に対応する環境インセンティブを受け取る工程と、
　前記受け取った環境インセンティブを前記所定の口座に適用する工程と、
　前記所定の口座による電力消費に対応する環境インセンティブを計算する工程と、
　前記計算された環境インセンティブを、前記受け取った環境インセンティブと比較する
工程と、
　前記計算された環境インセンティブが前記受け取った環境インセンティブに一致しない
場合には、前記所定の口座に対応するエラーメッセージを発行する工程と、を含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項５】
　所定の口座に対応する電力消費情報であって、ある請求期間内の複数の使用間隔を含む
電力消費情報を取り出す工程と、
　前記所定の口座によって消費された電力に対応する環境インセンティブファクターであ
って、前記所定の口座により用いられた電力を生成する際の単位電力あたりのカーボンイ
クレジットであるカーボンファクターを含む環境インセンティブファクターを含み、且つ
、ある請求期間内の生成間隔を更に含む電力生成情報を取り出す工程と、
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　前記取り出された電力生成情報及び前記取り出された電力消費情報に基づいて環境イン
センティブを計算する工程と、を含み、
　前記環境インセンティブを計算する工程は、
　　前記請求期間内の複数の時間間隔について、前記取り出された電力生成情報と前記取
り出された電力消費情報とを相互に関連付ける工程と、
　　少なくとも１つの環境インセンティブファクターを適用する工程と、を含み、
　前記環境インセンティブファクターは、キャップ・アンド・トレードシステムに関連付
けられたクレジットである
　ことを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記環境インセンティブファクターは、少なくとも１つの生成源の種類に対応する、
　ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　電力生成情報と電力消費情報との請求期間内の複数の時間セグメントにわたるマッチン
グすることにより、前記電力生成情報及び前記電力消費情報に従ってカーボンクレジット
の使用量を計算する工程と、
　前記カーボンクレジットの使用量に基づいて、ある口座残高におけるカーボンクレジッ
トの数が充分であるかを判断する工程と、
　前記口座残高における前記カーボンクレジットの数が不充分であると判断された場合は
追加的にカーボンクレジットの購入を開始する工程と、を含む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　追加的にカーボンクレジットの購入を開始する前記工程は、市場で応札する工程を含む
、
　ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　電力生成情報と電力消費情報との請求期間内の複数の時間セグメントにわたるマッチン
グすることによって前記電力生成情報及び前記電力消費情報に従ってカーボンクレジット
の使用量を計算する工程と、
　前記カーボンクレジットの使用量に基づいて、ある口座残高におけるカーボンクレジッ
トの数が充分であるかを判断する工程と、
　前記口座残高における前記カーボンクレジットの数が不充分であると判断された場合は
、予測される不足を示すカーボンクレジット低残高予測警告を提供する工程と、を含む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　口座残高におけるカーボンクレジットの数が充分であるか判断する前記工程は、過去の
使用情報を含む、
　ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　口座残高におけるカーボンクレジットの数が充分であるか判断する前記工程は、過去の
使用情報及び現在の使用傾向情報を含む、
　ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　口座残高におけるカーボンクレジットの数が充分であるか判断する前記工程は、前記口
座残高が、設定可能な口座残高の閾値にマッチするか又は下回るかを判断する工程を含む
、
　ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　電力生成情報及び電力消費情報に従ってカーボンクレジットの使用量を計算する工程と
、
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　前記カーボンクレジットの使用量に基づいて、ある口座残高におけるカーボンクレジッ
トの数が充分であるかを判断する工程と、
　前記口座残高における前記カーボンクレジットの数が不充分であると判断された場合は
第２カーボンクレジット口座からカーボンクレジットを取り出す工程と、を含む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　第１カーボンクレジット口座は電気ユーティリティに関連付けられ、
　前記第２カーボンクレジット口座はカーボンクレジット取引口座である、
　ことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　ある時間のある地点における電力消費量を識別する電力消費情報を受信する工程と、
　前記ある時間において消費された電力を生成する際の単位電力あたりのカーボンクレジ
ットであるカーボンファクターを取り出す工程と、
　前記ある時間について取り出されたカーボンファクターと前記ある時間に関連付けられ
た前記受信した電力消費情報とに基づいて、カーボンクレジットに関連する値を計算する
工程と、
　前記ある地点において前記計算された値の印を表示部に表示する工程と、を含む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　前記値は、電力使用に基づいてカーボンクレジットが消費される率を含む、
　ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記印は、前記計算された値を含む、
　ことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記印は、前記計算された値が所定の閾値より高いことを示す表示を含む、
　ことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記印は、前記計算された値が所定の範囲内であるか否かを示す表示を含む、
　ことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記値は、電力使用に基づいて消費されたカーボンクレジットの量を含む、
　ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
　前記印は、口座に残っているカーボンクレジットの量を含む、
　ことを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記印は、口座のカーボンクレジットが使い尽くされるまでの予測された時間を含む、
　ことを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記印は、計算されたカーボンクレジットに関連付けられたコスト値を含む、
　ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項２４】
　ある時間のある地点における電力消費量を識別する電力消費情報を受信する工程と、
　前記ある時間において消費された電力を生成する際の単位電力あたりのカーボンクレジ
ットであるカーボンファクターを取り出す工程と、
　前記ある時間について取り出されたカーボンファクターと前記ある時間に関連付けられ
た前記受信した電力消費情報とに基づいて、カーボンクレジットに関連する値を計算する
工程と、
　前記ある地点における前記計算された値の印を表示する工程と、
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　前記計算された値に基づいて前記ある地点における少なくとも１つの電気消費装置の動
作を自動的に制御する工程と、を含む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２５】
　前記装置は、計算された値が相対的に高い値及び低い値の期間に関連する過去のデータ
に基づいて制御される、
　ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記計算された値は、カーボンクレジットが消費される率を含み、
　前記装置は、前記率が既定値を超えるときに、選択的に非活性化される、
　ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　前記計算された値は、消費されたカーボンクレジットの量を含み、
　前記装置は、前記量が既定値を超えるときに、選択的に非活性化される、
　ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２８】
　前記計算された値は、口座に残っているカーボンクレジットの量を含み、
　前記装置は、前記量が既定値を下回るときに、選択的に非活性化される、
　ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２９】
　前記計算された値は、カーボンクレジットが購入できるコストを含み、
　前記装置は、前記コストが既定値を超えるときに、選択的に非活性化される、
　ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項３０】
　前記値は、電力使用に基づいてカーボンクレジットが消費される率を含む、
　ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項３１】
　前記値は、電力使用に基づいて消費されたカーボンクレジット値を含む、
　ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項３２】
　前記印は、口座に残っているカーボンクレジット値を含む、
　ことを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記印は、口座のカーボンクレジットが使い尽されるまでの見積もり時間を含む、
　ことを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３４】
　前記印は、計算されたカーボンクレジットに関連するコスト値を含む、
　ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、環境インセンティブを適用する方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　技術の進行とともに世界の人々の生活水準も同時に進み、そのような成長を支えるため
のエネルギーの需要が増え続ける速度で上昇している。様々な形の大量のエネルギーの製
造及び利用は、地球の全般的な環境の質に悪影響を及ぼすことが知られており、そのよう
な製造及び／又は利用が行われる地域においては局部的により強い影響があることが知ら
れている。例えば、発電のための石炭の燃焼、そして車両及び他の機械を稼働させるため
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の石油商品の燃焼は生き物に害を及ぼし得る有毒ガスを放つ。エネルギーの生成及び利用
による副産物である、“温室ガス”とも呼ばれる他の気体は、有毒ではないが、環境に悪
影響を及ぼし得る。よく知られている効果として、地球のオゾン層における二酸化炭素放
出による影響、そしてそれによる地球温暖化への寄与がある。
【０００３】
　エネルギー利用による悪影響に対抗するために、様々な者によるエネルギー消費を低減
させるための色々なインセンティブが開発されている。その１つとして“カーボンクレジ
ット”というものがある。要するに、製造工場のような団体は、消費するエネルギー量又
はその消費による排気ガス量によって、妥当であると思われるカーボンクレジットが与え
られる。団体が、ペナルティを発生させずに、与えられたカーボンクレジットより多くの
エネルギーを消費する必要がある場合は、追加的なクレジットを取得しなければならない
。反対に、団体に与えられたすべてのクレジットを利用しなくてもいい場合は、そのクレ
ジットを必要とする他の団体に譲渡することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　今までは、カーボンクレジットのような環境インセンティブの適用は、大量のエネルギ
ーを消費し及び／又は環境に有害な排気ガスを作り出す製造施設のような大きい存在に主
に対してその範囲が限られていた。しかし、環境インセンティブはより広い範囲で適用さ
れ、全てのエネルギーの消費者及び製造者に適用されるようになることが望ましい。
【０００５】
　より世界的なレベルでは、活動による真の負担が露出されていない如何なる活動にイン
センティブを適用できる機構を開発することが望ましい。そのような活動の例としては、
水のような希少な資源又は限られた資源の利用、又は紛争ダイアモンドのような問題とな
っている品の取引を含む。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　電気消費に関する例示的な実施形態では、ある口座における電気消費に関する情報は、
電気分配システムから電気を受けた期間に対応する時間セグメントに関連付けられる。電
気分配システムから電気を受けた時刻を特定する、対応する時間セグメントに関する発電
カーボン効果情報が読み出される。発電カーボン影響情報は、対応する時間セグメントに
おける発電による排気カーボンを示す。読み出された発電カーボン影響情報にしたがって
カーボンクレジットが計算され、読み出された電気利用情報は該時間セグメントに関連付
けられる。計算されたカーボンクレジットはカーボンクレジット関連情報の表示（例えば
、口座残高、カーボンクレジットの使用速度、カーボンクレジット使用の現在の“費用”
等）を更新するために用いられる。これらの情報いずれが閾値を超えると、消費者にお知
らせを提供し得る。追加的に、又は代わりに、カーボンクレジットに関する情報は、電気
を消費する装置の作動を自動的に制御するために用いられ得る。
【０００７】
　上記のカーボン関連シナリオは例示的なものである。ここに説明された全体的なシステ
ム及び提案は、エネルギー生成、伝送、消費に直接または間接に関わる他の物質及び結果
（例えば、“二酸化硫黄クレジット”、“原子廃棄物クレジット”、“伝送回線高周波放
出”、“発電所建設のための伐木負債”等）に対してもその測定及び影響追跡に直接適用
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ある実施形態による、ユーティリティネットワークの一般化されたブロック図で
ある。
【図２】ある実施形態による、ユーティリティグリッド及び関連する項目の一般化された
ブロック図である。
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【図３－Ａ】ある実施形態による、スマートグリッドデータ管理システムの一般化された
ブロック図である。
【図３－Ｂ】異なる実施形態による、スマートグリッドデータ管理システムの一般化され
たブロック図である。
【図３－Ｃ】さらなる実施形態による、スマートグリッドデータ管理システムの一般化さ
れたブロック図である。
【図３－Ｄ】さらなる実施形態による、異なるユーティリティのスマートグリッドデータ
管理システムとともに作動するスマートグリッドデータ管理システムの一般化されたブロ
ック図である。
【図４】ある実施形態による、インセンティブの計算のために使用データと生成データと
を関連付ける工程のフローチャートである。
【図５－Ａ】ある実施形態による、インセンティブ情報を表示するための、サーモスタッ
ト上の表示の一般化されたブロック図である。
【図５－Ｂ】異なる実施形態による、インセンティブ情報を表示するための表示の一般化
されたブロック図である。
【図５－Ｃ】ある実施形態による、車両においてインセンティブ情報を表示するための表
示の一般化されたブロック図である。
【図６】ある実施形態による、他の装置と相互作用する表示の一般化されたブロック図で
ある。
【図７】ある実施形態による、表示を更新工程及び表示と通信する工程のフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１は、本発明の実施形態を実行するために用いられ得るユーティリティ（電気・ガス
・水道など）ネットワーク１００の一般化されたブロック図である。ユーティリティネッ
トワーク１００は一つ以上の電子装置１０１を含み得る。好ましい実施形態では、電子装
置１０１は無線ＬＡＮ１０２で繋がり得る。ユーティリティネットワークの例では、ＬＡ
Ｎは該ユーティリティのための領域又はサービスエリアに対応するＮＡＮ（ｎｅｉｇｈｂ
ｏｒｈｏｏｄ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）であり得る。例示的な実施形態に示されてい
るように、複数の重複し得るＬＡＮを用いてもよく、その結果１つの電子装置は１つの無
線ＬＡＮ又は複数の無線ＬＡＮに接続され得る（又はその一部になる）。電子装置はいか
なる種類の電子装置でありうる。電子装置の例としては、ユーティリティノードを含み、
該ユーティリティノードはユーティリティメータを含み得、又はユーティリティメータに
接続され得る。ユーティリティメータは、主に電気、水、天然ガス等の定量化された商品
を測定することができる装置である。ユーティリティメータに接続されるユーティリティ
ノードは，ネットワーク上で通信を可能とするネットワークインタフェースカード（ＮＩ
Ｃ）を含み得、１つ以上の無線ＬＡＮ上の通信のための１つ以上のＲＦ送受信機を含み得
る。電子装置の他の例は、セットトップボックス（ケーブル放送又は衛星放送に用いられ
るようなもの）、家電（例：冷蔵庫、ヒーター、照明、調理器具等）、コンピュータ又は
コンピューティング装置（例：記憶装置、ＰＣｓ、サーバ等）、ネットワーク装置（リレ
ー、ゲートウェイ、アクセスポイント、ルータ等）、電話又は携帯電話、バッテリ保存装
置、運送装置、（例：電気又はハイブリッド車又は他の車両）、娯楽装置（例：テレビ、
ＤＶＤプレーヤ、ゲーム機等）、又は家、会社、道路、駐車場等の場所にあり得る他の装
置を含む。リレーは電気装置１０１と無線ＬＡＮ１０２との間で通信を処理し得る。例え
ば、リレーは電気装置と無線ネットワークのインフラとの間で通信を提供できる。特別の
定めのない限り、ネットワーク内の他の装置（メータ、電子装置等）もリレーとして機能
でき、リレーも他のジェットワーク上の装置又はソフトウェアとして機能できる。無線Ｌ
ＡＮ１０２はいかなる種類の無線ＬＡＮであり得、いかなる周波数、通信チャンネル、又
は通信プロトコルを使用し得る。
【００１０】
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　もちろん、ＬＡＮ１０２は部分的に又は全体的に有線であってもいい。例えば、電力分
配ネットワークの場合、ＬＡＮは電力線通信（ＰＬＣ）、銅ツイストペア、光ファイバ等
で実施され得る。他の適切な有線ネットワーク技術も同様に用いられ得る。様々な技術が
ネットワークの特定の領域に用いられ、又は複数の技術がネットワークのいかなる領域に
おいて同時に用いられ得る。この柔軟性を確保するために、通信に用いられるＮＩＣは一
つ以上の技術のサポートを含み得る（例えば、ＰＬＣトランシーバと合体された無線通信
のためのＲＦトランシーバ、並びに銅ツイストペアのためのイーサネット（登録商標）と
合体されたＲＦ及びＰＣＬトランシーバ、又は複数の通信搬送オプションを提供するため
に必要な如何なる組み合わせをも含みうる）。
【００１１】
　ＬＡＮ１０２は通常１つ以上のアクセスポイント（ＡＰ）１０３に繋がっている。与え
られたＬＡＮは、１つのＡＰだけに繋がってもよく、又は複数のＡＰに繋がってもよい。
ＡＰ１０３は１つ以上の広域ネットワーク（ＷＡＮ）１０４に繋がり得る。ＷＡＮ１０４
は１つ以上のバックオフィスシステム（ＢＯＳ）１０５に繋がり得る。ＢＯＳは、計測情
報の収集に参加、計測装置の管理、ネットワークの保護、又は高度の計測インフラ（Ａｄ
ｖａｎｃｅｄ　Ｍｅｔｅｒｉｎｇ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，　ＡＭＩ）が必要と
し得る他の機能などを含む様々なビジネス又は管理の任務をこなし得る。ＢＯＳの例とし
ては、請求経理システム、プロキシサーバ、（ユーティリティネットワークで使用され得
る）供給停止状態検出システム、データ保存システムを含む。
【００１２】
　通信ネットワーク内のノード（ＬＡＮ、ＷＡＮ、又はその両方組み合わせ）は、１つ以
上の私有又は公共のプロトコルを用いて通信し得る。ノードは電子装置、リレー、ＡＣ，
ルータ、又はＢＯＳを含み得る。公共のプロトコルの場合、例えばＩＰｖ６を用いて通信
できるノードもあれば、ＩＰｖ４を用いて通信できるノードもあり、そしてＩＰｖ６とＩ
Ｐｖ４のいずれかで通信できるノードもある。いくつかのノードはＩＰｖ６パケットをＩ
Ｐｖ４パケット内に封入することができる。ノード間の通信は、より具体的には後で説明
される。
【００１３】
　図２は、電気ユーティリティ２０１が顧客２０２に送電線２０３及び／又は分配システ
ム２０４を介して電気を供給するユーティリティグリッド２００の一般化されたブロック
図である。電気ユーティリティ２０１は自ら発電源を持ち得（不図示）、又は他のユーテ
ィリティあるいは独立発電機２０５からの発電を用い得る。ユーティリティに供給される
電気の市場は１つ以上の団体（例えば、独立システムオ―ペレタ（Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎ
ｔ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｏｐｅｒａｔｏｒ，　ＩＳＯ）２０６によって調整又は管理され得る
。通常は、ユーティリティは顧客による使用の計測及びその請求を行う責任があるが、そ
れらのサービスは他の組織とともに行い得、又は代わりに行ってもらえる。カーボンクレ
ジットのようなインセンティブは、ユーティリティによって割り当てられ得、又は個別の
クレジット割り当て組織２０７によって割り当てられ得る。インセンティブはユーティリ
ティにおいて顧客口座に割り当てられ得、又はインセンティブ機関２０８における個別の
インセンティブ口座に割り当てられ得る（例えば、仲買業務はカーボンクレジットのよう
なインセンティブのための口座を許可し得、口座の持ち主が金融商品として売買、取引、
又は他のサービスを許可し得る）。インセンティブ機関２０８は他の組織（例えば、ユー
ティリティ、独立発電所、送電線のようなインフラの所有者、又は他の組織又は人のため
の口座を有し得る。インセンティブはカーボンクレジット市場、先物、オプション市場、
又は他のいかなる市場のような、市場２０９で取引され得る。
【００１４】
　図３Ａは、ユーティリティグリッドのソフトウェアおよび情報要素の一般化されたブロ
ック図である。生成施設３２０は少なくとも１つの生成管理システム３２１を有し、該生
成管理システムは少なくとも生成施設の一部を管理する。生成施設の例としては、石炭発
電所、ガス発電所、原子力発電所、太陽発電施設、風力タービン施設等を含む。生成施設
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は、高電圧送電線のような伝送施設３２２の少なくとも１つに電力を供給する。伝送施設
３２２は少なくとも１つの伝送管理システム３２３を有し、該伝送管理システムは少なく
とも伝送施設の一部を管理する。
【００１５】
　伝送施設３２２は、電気の顧客である住宅顧客、商業顧客、及び／又は政府顧客に電力
を分配する分配システム３２４の少なくとも１つに電力を供給する。分配システム３２４
はサブステーション、変圧器、局所の送電線、蓄電器バンク、及びその他の電気供給に用
いられるシステム又は装備を含み得る。分配システム３２４は少なくとも１つの分配管理
システム３２５を有し、該分配管理システムは分配システムの少なくとも一部を管理する
。電力計測機（又は電力計測及び／又は監視システム）３２６は電力計測管理システム（
ＡＭＩネットワーク管理システムのようなもの）に繋がっている。
【００１６】
　ＡＭＩ管理システム３２７、分配管理システム３２５、伝送管理システム３２３及び生
成管理システム３２１はスマートグリッド管理システム３２８に繋がり得る。グリッド管
理システム３２８（又はスマートグリッドデータ管理システム）は様々なＡＭＩ管理シス
テム３２７、分配管理システム３２５、伝送管理システム３２３及び生成管理システム３
２１を、情報交換と、様々な活動の調整と、ユーティリティ、その顧客そのパートナ（経
理システム、ＥＲＰシステム、報告システム等）及び／又は第三者によって使用される他
のシステムとの接続と、ができるようにし、更にそのようなシステムで利用できるデータ
をユーティリティ、その従業員、顧客及び／又はそのパートナがアクセスできるようにす
る。
【００１７】
　図３Ｂは、ソフトウェア及び情報要素の異なる実施形態を示すユーティリティグリッド
の一般化されたブロック図である。分配システム３２４及び電力計測機（又は電力測定及
び／管理システム）３２６は、ＡＭＩ管理システム、伝送管理システム、生成管理システ
ム及び／又は分配システム管理システムの一部又は全部の機能を実行するグリッド管理シ
ステム３２８に接続する。グリッド管理システムによって１つ以上の管理システムが実行
されない場合は、別個の管理システムが存在し得、グリッド管理システム及び１つ以上の
施設の両方に通信し得る。
【００１８】
　図３Ｃはソフトウェアと情報要素の異なる実施形態を示すユーティリティグリッドの一
般化されたブロック図である。生成施設３２０、伝送施設３２２、分配システム３２４及
び電力計測器（又は電力計測及び／又は監視システム）３２６は、AMI管理システム、伝
送管理システム、生成管理システム及び／又は分配管理システムの一部又は全ての機能を
行うグリッド管理システムに接続する。1つ以上の管理システムがグリッド管理システム
によって実行されない場合は、個別の管理システムが存在し、グリッド管理システム及び
１つ以上の施設の両方と通信し得る。
【００１９】
　図３Ｄはソフトウェア及び情報要素の異なる実施形態を示すユーティリティグリッドの
一般化されたブロック図である。ある１つのユーティリティグリッドに関連付けられた管
理システム３２８は、他のユーティリティに関連付けられた１つ以上のグリッド管理シス
テムに接続される。図示されているように、ユーティリティＡに関連付けられたグリッド
管理システムは、ユーティリティＢ，Ｃ，Ｄに関連付けられたグリッド管理システムに接
続し、ユーティリティＢに関連付けられたグリッド管理システムは、ユーティリティＡに
関連付けられたグリッド管理システムだけに直接接続される。ユーティリティＡに関連付
けられたグリッド管理システムは、ユーティリティＢに関連付けられたグリッド管理シス
テムを、ユーティリティＣ及び／又はＤに関連付けられたグリッド管理システムに接続し
得、又はユーティリティＣ及び／又はＤに関連付けられたグリッド管理システムからのデ
ータを、ユーティリティＢに関連付けられたグリッド管理システムに提供し得、又はユー
ティリティＣ及び／又はＤに関連付けられたグリッド管理システムへのアクセスまたはそ
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こからのデータに、ユーティリティＢに関連付けられたグリッド管理システムに提供しな
くても良い。あるユーティリティのグリッド管理システムは、もしそのグリッド管理シス
テムからのデータが他のユーティリティからの１つ以上の中間グリッド管理システムを通
ったとしても、そのシステムからのデータをどのグリッド管理システムが受信するかを制
御し得る。例えば、ユーティリティＢに関連付けられたグリッド管理システムは、ユーテ
ィリティＡに関連付けられたグリッド管理システムから提供されるべきデータの生成及び
伝送を、ユーティリティＣに関連付けられたグリッド管理システムには許可し、ユーティ
リティＤに関連付けられたグリッド管理システムには許可しなくても良く、それと同時に
ユーティリティＡに関連付けられたグリッド管理システムだけユーティリティＢに関連付
けられたグリッド管理システムからのＡＭＩデータの一部を受信しても良い。データへの
アクセスはユーティリティにおけるユーザ、部門、ユニット（そのようなユニットがどの
ようにユーティリティのほかの機能及び部分から整理又は分離されているかにかかわらず
、またユニットが従業員、顧客、パートナ、調整者、又はその他、あるいはこれらの組み
合わせを含むかどうかにかかわらず）、時間、許可又は許可チケット、条件（緊急、監査
条件またモードなど）等によって更に制限され得る。
【００２０】
　グリッドデータ管理システムのそのようなネットワークは電力分配グリッド全体の作動
を適切なレベルに保つユーティリティ間の取引を促す。たとえば、あるユーティリティが
自らの発電能力の限度に近づいていることを検出すると、他のユーティリティに発電の負
荷を受け入れてもらい、最初のユーティリティに追加的な能力を与えるように要請を生成
し得る。市場に基づく方法を用いてそのような取引を実行することができる。例えば、ユ
ーティリティBは追加的な電力に対する支払いをユーティリティAにすることができる。そ
の代わり、ユーティリティAはユーティリティCに負荷を受け入れ、ユーティリティAの負
荷の低減による過剰電力を提案された値段又はそれ以下の値段で提供するように要請する
ことができる。このようにユーティリティ同士が直接通信することとは異なる代案として
、過剰電力の交換を取引所などの、ユーティリティの各々と通信する中心施設を解して行
うこともできる。
【００２１】
　取引に加えて、個別及び連結されたグリッドデータ管理システムは他のユーティリティ
内外の通信（例えば、ソーシャルネットワーク及び／又はメッセージボード機能）を促す
ことができ、運用におけるベストプラクティス、ビジネスプロセスの改善、グリッド及び
ネットワーク管理方策、規制及び他の方策に関連するもの、経営者の変更、販売員選択の
過程、販売商品機能評価、パイロット結果、ビジネスケースシナリオ、使用ケースシナリ
オ、プログラム管理経験などの情報をユーティリティの職員が交換できるようになる。個
別のグリッドデータ管理システムは、ユーティリティにおける特定のグループ又は者にア
クセスを制限し得る。同様に、連結されたシステムは特定の他のユーティリティ、そして
特定のユーティリティにおける特定のグループ又は者だけにデータを交換するようにアク
セスを制限し得る。そのような如何なるシステムも、制限／制御されたアクセスをパート
ナ、販売者又は調整者等に提供できる。
【００２２】
　そのようなネットワークによって広まったデータはユーティリティ以外の組織によって
も用いられ得る。例えば、プラグインハイブリッド電気車両（ＰＨＥＶ）の場合は、各車
両が充電器に接続されると、顧客の口座に正しく請求されるように固有の識別子を提供し
得る。その識別子は、捜査当局者によって追跡用途にも使用され得る。盗難されたＰＨＥ
Ｖの識別子はリストされ得、その中に含まれる車両が充電器に接続されて検出され、又は
他の方法でユーティリティのスマートグリッドネットワークによって検出され（例えば、
近くにあるユーティリティ計測器のＲＦトランシーバと、それと通信する車両内のＲＦト
ランシーバとの間）、その後車両の位置をグリッドデータ管理システムのネットワークを
介して捜査当局者に伝え、車両を回収できるようにする。
【００２３】
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　異なる例としては、スマートシティ（Ｓｍａｒｔ　Ｃｉｔｙ）のような環境では、顧客
が取引を行う位置と、顧客の自宅又は職場との間で情報を伝達できる。例えば、顧客が冷
凍商品を食料品店で購入すると（商品コードの光学読取装置及びクレジットカード番号の
入力又は顧客ローヤルティ番号によって検出されるように）、顧客の自宅のホームエリア
ネットワークに信号が送られ得る。それに対して、冷凍庫が温度を数度落とすような指示
を送信し、その冷凍庫に保存されることになる冷凍食品のための用意をする。
【００２４】
　スマートシティの環境は、ユーティリティのネットワークとグリッド管理システムとを
統合しうる様々なエリアを提供する。ネットワークレベルでは、様々な監視、センシング
、及び制御装備がユーティリティの既述されたＬＡＮ,ＮＡＮ，及びＷＡＮと、次のよう
に統合され得る。様々な局地的又は個人的装置（街路照明、交通信号機、橋振動センサ、
交通管理システム、駐車メータ、敷地防犯システム、局所又は大規模再生可能発電装置（
太陽、風力、バイオマス等）を含むが、これらに限らない）内の同様なインタフェースに
繋がっている、ユーティリティネットワークインフラ内の通信インタフェース（無線又は
有線に関わらず）等。これらの通信インタフェースを介して送信されたデータはアプリケ
ーション特有のデータ（例えば、“駐車時間超過”）、アプリケーション特有の制御（例
えば、“交通信号をＯｎ／Ｏｆｆ）、エネルギー消費データ、又は環境インパクトデータ
（例えば、“高速道路１号は毎月百万台の車両が通過し、Ｘのカーボンフットプリントを
生成する”）を含み得る。このデータ及び制御はその全体としてユーティリティグリッド
管理システムを介して、そこから第３者システム（例えば、敷地防犯管理システム、交通
情報システムを見ている消費者等）に流れ得る。代わりに、データ及び制御の一部はユー
ティリティシステムを解して流れ（例えば、エネルギー消費及び環境データ）、ほかのデ
ータ及び制御は第３者システムと最終的装置の間を直接流れ得る（例えば、交通信号の制
御は局地的な信号制御システムによって直接行われ得る）。
【００２５】
　上記のスマートグリッド管理システム及び他の管理システムの例は、1つのスマートグ
リッド管理システムを有する1つのユーティリティの場合について説明しているが、異な
る実施形態ではユーティリティは1つ以上のスマートグリッド管理システムを有し得る。
さらに、生成管理システム、伝送管理システム、AMI管理システム、分配管理システム、
又は他のシステムのような管理システムの一部又はすべては、その全体的に又は部分的に
他のユーティリティ又は他の組織によって作動され得る。
【００２６】
　スマートグリッド管理システムの1つの例としては、下記にように環境インセンティブ
を計算し、適用するシステムがあり、AMI、生成、伝送、請求システム、ERPシステム、CR
Mシステム、停電検出管理システム、規制システム、環境測定システム、及び仲介と取引
のような金融システムからの情報を組み合わせ得る。
【００２７】
　電力の消費者、並びに発電、分配、伝送、そして消費に関わる他の組織又は者は、環境
インパクトの1つ以上の特徴と関連するインセンティブを、法律又は契約によって使用、
支払い、交換、又は生成し得る。行動の変化を促すために適用され得るインセンティブは
、値上げ／値下げ、課税又は精勤クレジット、クレジット（キャップ・アンド・トレード
システムに用いられるクレジットのようなもの）、料金、罰金、ロイヤルティポイント、
又は他の種類のインセンティブ、誘因、又は金融手段を含み得る。
【００２８】
　環境インパクトの１つは、二酸化炭素（ＣＯ２）のような温室ガスの大気への放出と、
それによる望ましくない気候変化に関する懸念である。行動変化を促すために適用され得
るインセンティブは、値上げ／値下げ／追加料金／ディスカウント、税金又は税金クレジ
ット、キャップアンドトレードに用いられるクレジット、自発的クレジット又は回避手段
などを含み得る。
【００２９】
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　他の形の環境インパクトは他の汚染物質を含み得（例えば、一酸化炭素、二酸化硫黄、
硫黄、塩、カリウムなど）、煤又は微粒子の放出、減少している又は限られた資源の使用
（石油又は清水など）、危険又は望ましくないと思われる資源（原子力発電など）、代わ
りの使用方法がある資源の使用（水、バイオ燃料、土地など）、野生生物又は景色に影響
を及ぼす資源（風力、太陽、パイプラインなど）、エネルギー源の安定性及び信頼性（石
油など）、国の安全又は他の問題（石油など）、又は他の問題になり得る環境インパクト
を含み得る。
【００３０】
　インセンティブの計算及び割り当ては複数の組織の参加を必要とし得、これは複数の組
織がエネルギーグリッドの異なる特徴を制御するか、又はクレジット、経理、そしてイン
センティブの使用において異なる役割を持ち得るからである。わかりやすく説明するため
に、ここに示された例の多くは家の所有者が1つのユーティリティから電力をもらい、そ
の所有者がカーボンクレジットを使用又は受け取ることを説明している。記述したように
、他の金融インセンティブを適用してもよく、他の環境要素を考慮してもよく（単独、他
の環境事項と共に、又は二酸化炭素放出と合わせて）、他の組織がインセンティブの計算
、割り当て、経理、検証、使用、販売、購入、報告、資金調達、又は取引に関わってもよ
い。
【００３１】
　インセンティブの計算と適切な割り当てはリアルタイム、ほぼリアルタイム、又は後で
行い得る。使用及び生成情報を時間に関連付けることで、インセンティブを秒以下の単位
から時間、日、週、月、年、又はこれらの一部及び組み合わせのタイムスケールで適用で
きる。
【００３２】
　これらのコンセプトを実行するためには、ユーティリティは様々なファクターを入力と
して受信し、それらに基づいて１つ以上の出力を生成するカーボンアクションエンジンを
利用し得る。そのようなエンジンへの入力の例は、カーボンインパクト及び／又はカーボ
ン価格を含み得る。カーボン価格は、キャップアンドトレード規則、市場価格、消費及び
グリッド成績などのファクターから決定できる。そのようなエンジンの出力の例としては
、特定の発力施設（例えば、石炭発電所）の停止する、特定のパーセント又は電力が供給
される所定の負荷を減らす、及び／又は、カーボン価格をアップデートする、という決定
があり得る。
＜使用データの間隔読み取り＞
【００３３】
　電気使用データは読み出され、電気が使用された時間と関連付けられる。使用データと
関連付けられた時間は、カーボンクレジット（又は他の需要を決定するインセンティブ）
を計算するため、エネルギー生成データ（カーボンインパクト又は他のインパクトを特定
する）と関連付けられた時間と、相互に関連付けられる。時間との関連付けは、電力を読
み取る計測器、電力計測機と接続して作動する通信ノード、ユーティリティネットワーク
上の他の電子装置、又は電力計測情報を受信するバックオフィスシステムによって行われ
得る。
【００３４】
　図４は、インセンティブ計算のために使用データと生成データを関連付ける一般的な工
程４００を示すフローチャートである。ステップ４０１では使用情報は、使用時間と特定
の口座（通常は、該口座は、例えば特定の人の家のような、特定の施設、人、又は組織で
あるが、施設の一部、複数の施設、又はこれらの如何なる組み合わせ、並びに複数の人又
は組織でも良い）とに関連付けられる。使用時間は電気を使用した時間、電気計測器によ
って読まれた、又は電気計測器から読まれた使用時間、又は他の場所で使用情報を受信し
た時間であり得る。複数の使用時間セグメントに使用されたエネルギーを示す使用時間が
１つの口座に複数あり得る。ある実施形態では、使用時間セグメントは、口座に伝達され
る電力の請求サイクルよりはるかに短く、該口座により、電気の使用に関する特徴を詳細
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にし得る。ある例示的な実施形態では、使用時間セグメントは時間単位であり得る。異な
る実施形態では、異なるエネルギー生成源がユーティリティグリッドの中へ、及びそのグ
リッドから外へスイッチされる頻度と関連し得る。
　
【００３５】
　使用情報は個々の装置に記録され得、又は別の装置で引き出し得る。例えば、通常の動
作では単純に計測器が家全体の消費を記録し得る。しかし、ある時間においては、計測器
は、より細かい時間単位で（例えば、１秒ごとに）消費、また、後に利用のためにそれら
の装置の消費及び電気プロファイルを、個々の装置の電源が入っている状態及び入ってい
ない状態で標本を採る。
【００３６】
　したがって、個々の装置はそれらの負荷プロファイル、又は直接な認証（例えば、パブ
リックキーインフラ又は他の安全なＩＤに基づく照明を使用）で識別され得る。識別する
装置は、安全であっても安全でなくても、法律的、規制的、及び社会的方針に基づいて個
々の装置におけるカーボンクレジット／借りの蓄積の調整をシステムができるようにする
。これらの調整は、装置のタイプ、日／年における時刻、所有者、位置、又は他の可能な
基準に基づいて個々の装置に与えられる、方針に基く罰、補助、又は免除をもたらし得る
。例えば、電気車椅子には、プラズマテレビより、補助又は免除等が与えられ得、病院に
あるプラズマテレビには、個人住宅プラズマテレビより、補助又は免除が与えられ得る。
補助又は免除は、低収入又は年寄りのユーザ等が所有すると認証された装置に与えられ得
る。
【００３７】
　ステップ４０２では、エネルギー生成情報は生成時間に関連付けられる。生成情報は生
成のタイプ、生成された電気の量、所定レベル以上に生成されたエネルギーの量（例えば
ベース負荷生成）、及び／又は発電を行った施設又は組織等を含み得る。生成時間は、電
気が生成された時間、計測器によってまたは計測器から生成情報が読み出された時間、又
は生成情報が他の場所で受信された時間でもあり得る。１つの口座に複数の生成時間があ
り得、これは複数の生成時間セグメントにおいて生成されたエネルギーの量を意味する。
【００３８】
　ステップ４０３では、使用情報は、与えられたある口座について、電力使用の生成源と
、１つの時間セグメント当りの生成源の相対的貢献と、を特定するため、対応する時間セ
グメントの生成情報に関連付けられる。ステップ４０４では、カーボンインパクトファク
ターが、１つの時間セグメント当りの生成源の相対的貢献に適用され、１つの時間セグメ
ント当りのカーボンインパクトが計算される。時間セグメント当りのカーボンインパクト
は総カーボンインパクトを計算するために用いられ得、並びに、該カーボンインパクトに
関連するその口座に適応されうる１つ以上のインセンティブを計算するためにも用いられ
得る（カーボンインセンティブは、総カーボンインパクト有り又は無しで時間セグメント
情報ごとに計算され得る）。次の例がこれらの観念を説明する。
【００３９】
　例１：住宅と関連付けられた電気使用計測器は、ユーティリティネットワークを用いて
均一な間隔で計測される。各計測は、計測時間と、住宅によって使用されたエネルギー量
と、最後の測定からのエネルギー量の変化と、該住宅及び口座を識別できる識別情報とを
含む。１つの特定の測定値はある日の２：１５ＰＭから３：１５ＰＭの１時間の間に１２
ｋｗｈが使用されていることを示している。使用情報は、住宅に電力を供給するユーティ
リティによって作動されるバックオフィスシステムに送信される。
【００４０】
　生成を監視するシステムは、特定の時間に生成された電力量及び発電に用いられた方法
に注目する。電気が１つ以上の生成源から生成されている場合は、異なる生成源のそれぞ
れの貢献が確認され、記録される。上記の日の２：１５ＰＭから３：１５ＰＭまでの時間
では、５０％が石炭、３０％が原子力、１８％がガス、２％が風力によって生成されてい
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る。
【００４１】
　カーボンクレジットの使用はその１２ｋｗｈに対して、生成百分率および各生成方法に
関連付けられたカーボンファクターを用いて計算される。使用される生成ファクターのカ
ーボンファクター、又はクレジットファクターは、石炭１ｃｒ／ｋｗｈ、原子力０．１ｃ
ｒ／ｋｗｈ、ガス０．５ｃｒ／ｋｗｈ、及び風力―０．２ｃｒ／ｋｗｈである。したがっ
て、上記の日の２：１５ＰＭから３：１５ＰＭまで１２ｋｗｈを使用した住宅は７．３９
２カーボンクレジットを使用することになる。
【００４２】
　例２：住宅と関連する電気使用計測器はユーティリティネットワークを用いて均一な間
隔で計測される。各計測は、計測時間と、住宅によって使用されたエネルギー量と、最後
の測定からのエネルギー量の変化と、該住宅及び口座を識別できる識別情報とを含む。１
つの特定の測定値はある日の２：１５ＰＭから３：１５ＰＭの１時間の間に１２ｋｗｈが
使用されていることを示している。使用情報は、住宅に電力を供給するユーティリティに
よって作動されるバックオフィスシステムに送信される。
【００４３】
　生成を監視するシステムは、特定の時間に生成された電力量及び発電に用いられた方法
に注目する。電気が１つ以上の生成源から生成されている場合は、異なる生成源のそれぞ
れの貢献が確認され、記録される。上記の日の２：１５ＰＭから３：１５ＰＭまでの時間
では、５０％が石炭、３０％が原子力、１８％がガス、２％が風力によって生成されてい
る。
【００４４】
　カーボンクレジットの使用はその１２ｋｗｈに対して、生成百分率および各生成方法に
関連付けられたカーボンファクターを用いて計算される。使用される生成ファクターのカ
ーボンファクター、又はクレジットファクターは、石炭０．２＄／ｋｗｈ、原子力０．０
４＄／ｋｗｈ、ガス０．１＄／ｋｗｈ、及び風力―０．０５＄／ｋｗｈである。したがっ
て、上記の日の２：１５ＰＭから３：１５ＰＭまで１２ｋｗｈを使用した住宅には＄１．
５５のカーボン追加料金が発生する。その時間における基本料金はｋｗｈ当り＄０．１０
であり、＄１．２０の基本電気料金が発生することになる。したがって、消費者はその１
時間の電気使用に対して＄２．７５の料金を請求される。
【００４５】
　例３：住宅と関連する電気使用計測器はユーティリティネットワークを用いて均一な間
隔で計測される。測定は、計測器に関連付けられた通信ノードが測定のコマンドを受信す
ることで行われる（測定コマンドは無線ユーティリティネットワークを介して受信される
）。受信ノードは計測器を読み出した後、測定コマンドに反応し、ユーティリティネット
ワークを介して測定情報をバックオフィスシステムに送信する。測定コマンドに対する反
応は、計測時間と、住宅によって使用されたエネルギー量と、最後の測定からのエネルギ
ー量の変化と、該住宅及び口座を識別できる識別情報とを含む。ある日の数時間にわたる
測定値は、２：００ＰＭで２１４２０ｋｗｈ、２：３０ＰＭで２１４９０ｋｗｈ、３：０
０ＰＭで２１５３５ｋｗｈ、３：３０ＰＭで２１５８５ｋｗｈ、４：００ＰＭで２１５９
０ｋｗｈであり、２：００ＰＭから４：００ＰＭまでの２時間にわたって１７０ｋｗｈの
使用を示している。使用情報は、住宅に電力を供給するユーティリティによって作動され
るバックオフィスシステムに送信される。
【００４６】
　 生成を監視するシステムは、ある時間に生成された電力量及び発電に用いられた方法
に注目する。電気が１つ以上の生成源から生成されている場合は、異なる生成源のそれぞ
れの貢献が確認され、記録される。上記の日の１：００ＰＭから４：３０ＰＭまでの時間
では、５０％が石炭、３０％が原子力、１８％がガス、２％が風力によって生成されてい
る。
【００４７】
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　カーボンクレジットの使用はその１７０ｋｗｈに対して、生成百分率および各生成方法
に関連付けられたカーボンファクターを用いて計算される。使用される生成ファクターの
カーボンファクターは、石炭１ｃｒ／ｋｗｈ、原子力０．５ｃｒ／ｋｗｈ、ガス０．４ｃ
ｒ／ｋｗｈ、及び風力０ｃｒ／ｋｗｈである。したがって、上記の日の２：００ＰＭから
４：００ＰＭまで１７０ｋｗｈを使用した住宅は１２２．７４カーボンクレジットを使用
することになる。
【００４８】
　上記の例では環境インセンティブを住宅に関連するカーボンクレジットの形式で計算し
ているが、他の施設又は装置、装備も使用の監視ができ、環境インセンティブが計算でき
、１つ以上の口座に適用できる。他の装置の例としては、非限定的に、ＰＨＥＶ、ほかの
車両、電気を使用する装置、工業装備などを含み得る。追加的に、環境インセンティブが
適用可能な口座は車両の所有者である必要はなく、施設又は装置を使用、出資、作動する
もの（例えば車両を貸し出すもの）又は他の形で関連するものでも良い。
【００４９】
　電気使用データは読み出される。使用データは使用された時間と関連付けされるために
計測器／ＮＩＣによって増加量でタイムスタンプされる。時間と関連付けられた使用デー
タは、カーボンクレジット（又は需要に影響する他のインセンティブ）を計算するために
時間関連付けエネルギー生成データと関連付けられる。
【００５０】
　例４：住宅と関連付けられた電気使用計測器はＡＭＩネットワークを用いてバッチにま
とめて読み出される。計測は複数の時間間隔と、該時間間隔において使用されたエネルギ
ー量と、最後の測定からのエネルギー量の変化と、該住宅及び口座を識別できる識別情報
とを含む。通信装置及びＡＭＩネットワークの計測器は間隔的計測をを行い、その情報が
ＡＭＩネットワークを介してバックオフィスシステムに送信されるまで計測を保存する。
１つの特定の計測は、１つの特定の測定値はある日の２：１５ＰＭから３：１５ＰＭの１
時間の間に１２ｋｗｈが使用されていることを示している。使用情報は、住宅に電力を供
給するユーティリティによって作動されるバックオフィスシステムに送信される。
【００５１】
　生成監視システムは特定の時間において生成された電力及びその電力の発電に用いられ
た方法に注目する。 電気が１つ以上の生成源から生成されている場合は、異なる生成源
のそれぞれの貢献が確認され、記録される。上記の日の２：１５ＰＭから３：５ＰＭまで
の時間では、５０％が石炭、３０％が原子力、１８％がガス、２％が風力によって生成さ
れている。
【００５２】
　カーボンクレジットの使用はその１２ｋｗｈに対して生成百分率と、各生成方法に関連
付けられたカーボンファクターを用いて計算される。使用される生成ファクターのカーボ
ンファクターは、石炭１ｃｒ／ｋｗｈ、原子力０．５ｃｒ／ｋｗｈ、ガス０．４ｃｒ／ｋ
ｗｈ、及び風力０ｃｒ／ｋｗｈである。したがって、上記の日の２：１５ＰＭから３：１
５ＰＭまで１２ｋｗｈを使用した住宅は８．６６カーボンクレジットを使用することにな
る。
＜口座所有者によるグリーン生成インセンティブの計算及び割り当て＞
【００５３】
　認定されたグリーン生成方法（風力、太陽、水力等）を有するユーザ／口座所有者は、
グリッドに電力を供給することに対するカーボンクレジットを口座に受信する（提供され
る電力に対しての支払いの代わりに、又はそれとは別に追加的に）。カーボンクレジット
のレートは発電方法（例えば、風力は水力より多くのクレジットをもらう）、実際のカー
ボンオフセット（例えば、カーボンをたくさん発生させる発電方法の代わりになる場合は
より多くのクレジットをもらい、クリーン発電の代わりになる場合はより少ないクレジッ
ト又はノークレジット）、又は一人当りの消費などの他のファクター（例えば、グリッド
上なく、全体需要を減らすことに対するクレジット）等によって影響される。
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【００５４】
　例５：住宅の所有者は、住宅の屋根に太陽電池パネルを取り付けた。夏の間は、住宅の
電気消費より、太陽電池パネルによる発電の量のほうが多い。７月には、住宅は１２００
ｋｗｈを使用するが、太陽電池パネルは１４５０ｋｗｈを生成する。したがって、住宅の
所有者はグリッドに２５０ｋｗｈを売った。しかし、冬の間は、太陽電池パネルが発電で
きる電気の量より多くの電気を住宅が消費する。１月では、住宅が２１００ｋｗｈを消費
し、太陽電池パネルが１１００ｋｗｈを生成し、合計１０００ｋｗｈの電力をグリッドか
ら使用している。
【００５５】
　カーボンクレジットの計算は太陽電池パネルによる発電を考慮する。１月には、カーボ
ンクレジットの計算は、住宅の所有者によって使用された８０クレジットをもたらしてい
る。また、住宅の所有者は太陽電池パネルによる発電で６５クレジットを受けており、合
計では１５カーボンクレジットだけの消費／使用をもたらしている。グリッドから電力を
もらわず、むしろ提供した７月には、合計１５クレジットをもらっている。
【００５６】
　太陽電池パネルによる発電量の測定及び報告は、太陽電池パネル（又は他の発電源）や
発電源を監視する装置により、施設の使用とグリッドからの使用を比べることによって、
提供される電力を推測するため、発電源によって、又は他の工程及び／又は装置によって
行われ得る。
＜グリーン発電のためのインセンティブの計算及び関連する口座所有者への割り当て＞
【００５７】
　グリーン発電プロジェクトに出資した組織（ユーティリティ又は金融機関等）に関連す
る口座には、関連するクレジットが割り当てられる。したがって、ユーティリティの多く
の顧客が太陽電池パネルを設置すると、ユーティリティはクレジットをもらうことができ
る。これらのクレジットは顧客のクレジットと同じ種類（例えば、カーボンクレジット）
でもよく、異なる種類（例えば、カーボンクレジットの代わりにマーケッティング通貨）
でもよい。第１口座計算と同様、カーボンクレジットは発電方法（風力は水力より多くも
らえる）、実際のカーボンオフセット（カーボンを多く発生させる発電方法の代わりとな
る場合は多くのクレジットをもらい、クリーン発電の代わりになる場合は少ないクレジッ
ト又はゼロクレジット）等によって影響される。
【００５８】
　例６：住宅の所有者は、住宅の屋根に太陽発電パネルを設置した。これは、ＡＢＣ銀行
からのローンで行われた。夏の間には、太陽発電パネルは、住宅での消費より多くの電力
を発電する。７月には、住宅は１２０ｋｗｈを使用するが、太陽発電パネルは１４５ｋｗ
ｈを生成した。したがって、住宅の所有者はグリッドに２５ｋｗｈを売り、それは電気ユ
ーティリティ（電力会社）のＢＣＤによって購入された。しかし、冬の間は住宅は太陽発
電パネルによる発電より多くの電力を消費する。１月には、住宅は２１０ｋｗｈを消費し
、太陽発電パネルは１１０ｋｗｈを発電し、合計１００ｋｗｈの電力をグリッドから消費
している（同じ電気会社であるＢＣＤから供給される）。
【００５９】
　カーボンクレジットの計算は太陽発電パネルによる発電、太陽発電パネルに出資した組
織、及び太陽発電パネルから電力を購入したユーティリティを考慮する。１月には、カー
ボンクレジットの計算は、住宅の所有者によって使用された８０クレジットをもたらして
いる。また、住宅の所有者は太陽発電パネルによる発電から６５クレジットをもらってお
り、合計１５カーボンクレジットの消費／使用をもたらしている。ユーティリティ及び銀
行の両方は、太陽発電によって回避できたカーボンの放出に基づいてカーボンクレジット
をもらう。銀行及びユーティリティは、回避できたカーボン生成に基づいて夫々５クレジ
ットをもらう。住宅の所有者がグリッドから電気を使わずに、むしろ電力を供給した７月
には、住宅の所有者は合計１５クレジットをもらっている。銀行及びユーティリティも、
７月の住宅の所有者の太陽発電パネルによる発電からクレジットをもらう。住宅の所有者
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による全体的な使用が低いため、回避できたカーボン生成も低く、銀行及びユーティリテ
ィに割り当てられる最初のカーボンクレジットは夫々３クレジットである。家の所有者の
電気使用によるカーボン生成がなかったため、ボーナスのカーボンクレジットである２ク
レジットが銀行及びユーティリティの両方に、更に与えられる。更に、ユーティリティは
家の所有者からカーボン・フリー電力を購入したことに対して４クレジットを、更にもら
う。
＜インセンティブの計算及び関連する口座所有者への割り当て＞
【００６０】
　ユーティリティのような関連する口座は様々な条件によって関連するクレジットをもら
い得る。したがって、ユーザ１名当たりのカーボンインパクトが低下したり（ユーティリ
ティはより多くのカーボンを放出し得るが、ユーティリティによるサービスを受ける人口
が増えると、よりクリーンな発電そしてそれによるインセンティブを追求するようになる
）、提案された目的を果たしたり、又はその目標を超えたりすることで、ユーティリティ
はクレジット（同じタイプ又は異なるタイプ）をもらうことができる。
【００６１】
　例７：ユーティリティは１０００人の顧客があり、年間平均で１２ｍｗを提供する。ベ
ースロード生成は典型的に水力３０％、２％風力、そして　石炭６８％を含む。電力の需
要が最高である時は、発電は水力１５％、風力１％、石炭４９％、そしてガス３５％によ
って達成される。
【００６２】
　ユーティリティの顧客である２１－０７８６は、ある時１００ｋｗｈをもらっており、
その電気の発電源は水力２５％、風力２％、石炭６７％、及び６％ガスで構成され、１１
カーボンクレジットを使用し得る。顧客２１－０７８６に電力を供給するユーティリティ
も１１カーボンクレジットを使用する。
【００６３】
　１年の間、顧客２１－０７８６には４０００のカーボンクレジットが割り当てられてい
る。この１年間、顧客２１－０７８６は３８４０カーボンクレジットを使用し、顧客２１
－０７８６に関連するカーボンクレジット口座には１６０カーボンクレジットが残ってい
る。顧客２１－０７８６に電気を供給するユーティリティは、その顧客に電力を提供する
ことで同じく４０００クレジットを持っており、その顧客に電力を提供するために３８４
０クレジットを使用している。したがって、ユーティリティは、顧客２１－０７８６に電
力供給することに関連する１６０の使用されていないクレジットを持っている。ユーティ
リティはこれらのクレジットを、他の顧客へ電力供給し、クレジットを交換又は売却し、
又は将来の使用のために貯蓄し得る。
【００６４】
　上記の例では、カーボンクレジットのようにエネルギー需要に影響を及ぼす、割り当て
られたインセンティブは、使用される電気を生成した施設の種類に基づく。カーボンクレ
ジットの計算には様々な方法が用いられる。１つの例としては、カーボンクレジットが使
用データと関連付けられた、ある時間における所定の単位のエネルギーに対して、施設か
らのカーボン放出の実際の測定値にしたがって計算され得る。異なる例では、カーボンク
レジットは、特定の発電施設の単位当たりのカーボン放出の過去値に基づいて計算できる
。
【００６５】
　発電施設の種類以外のファクターも用いることができる。例えば、新しいユーザがエネ
ルギーを消費し始めたり、又は既存ユーザが使用率を増やしたりすると、それによる需要
の上昇はわずかなカーボンインパクトをもたらす。増加した需要によるわずかなインパク
トは、該新しい又は使用率を増やしたユーザに対して評価することができ、他のユーザに
対しては需要上昇前のカーボンクレジットレートを適用する。代わりに、新しい又は使用
率を増やしたユーザはわずかな上昇だけでなく、追加的な発電のための総計カーボンイン
パクトを評価し、他のユーザに対しては需要上昇前のカーボンクレジットレートを適用す
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るようにしても良い。
【００６６】
　割り当てられたクレジット及び／又は適用できるレートは、電気が消費される位置より
、装置又は口座に関連付けられ得る。例えば、ＰＨＥＶの所有者は、友達の家を訪問中に
車両をコンセントにつなげ得る。そのような場合は、友達の住宅の口座でなく、車両の所
有者の口座にその口座のレートで評価される。
【００６７】
　口座に基づく異なる実施形態では、クレジットの評価は、口座と関連付けられた消費者
の数、及び／又は口座の種類（例えば、住宅、ビジネス、工業、公共等）によって評価さ
れる。
【００６８】
　電気そのものに対する請求額は口座の種類によって異なり得る。例えば、カーボンクレ
ジットを開くことにしたユーザには、そのような口座を持たないユーザに比べ、消費した
電気に対してよりいいレート、又は月々定額を与えることができる。
＜環境インセンティブの購入及び売却＞
【００６９】
　ユーティリティの顧客に関連付けられた口座には、規則、法律、又は契約によって義務
付けられるようにカーボンクレジットが割り当てられる。個人の住宅所有者、又は電気の
生成、伝送、使用に参加する他の者であり得る口座の所有者は、クレジット又は他のイン
センティブの購入、売却又は取引のために口座を使用し得る。口座の所有者が異なる種類
のクレジット（例えば、地域によって与えられたクレジット、又はある施設に関連付けら
れたクレジット）を持っている場合は、口座の所有者は不要なクレジットを処分し必要な
クレジットを手に入れるためにクレジットを交換し得る。口座の所有者は取引を要請、又
は要請された取引に応答し得、自分が取引を求めるインセンティブの種類及び量を指定し
得る。口座の所有者は売却が完了するまで購入の注文が与えられないように指定し、又は
購入は所定の時刻で行われるように指定し得る（例えば、クレジットが必要であり得る時
刻）。
【００７０】
　個人の口座所有者によるインセンティブの取引のための市場又は手形交換所は、個々の
ユーティリティのグリッド管理システム、ユーティリティ内にあり、そのグリッド管理シ
ステムとデータを交換する個別のシステム、又はユーティリティ外にあり、ユーティリテ
ィとデータを交換する第３者システム（例えば、銀行又は他の金融機関）によって提供さ
れ得る。市場はお互いに取引を希望するユーティリティ同士のグリッド管理システムの間
又はそれらの内部市場システムの間における特定の相互作用だけを構成することで、又は
第３者のプロバイダとの合意によって、それらのユーティリティに限定することが可能で
ある。
【００７１】
　例８：ユーティリティＡのある顧客は家の所有者であり、領域Ａにおけるユーティリテ
ィＡによってサービスを受ける住宅の所有権に関連して１年に２５００カーボンクレジッ
トをもらい、住宅所有者の口座に割り当てられる。ユーティリティによって提供される電
力を消費することで住宅所有者がクレジットを使用すると、住宅所有者の口座のクレジッ
ト残高は変化し、クレジットの消費を反映する。住宅所有者は領域Ｂにおいてユーティリ
ティＢによってサービスが提供されるもう１つの住宅を所有しており、その住宅の所有権
に関連して年間１８００カーボンクレジットをもらい、住宅所有権の口座に割り当てられ
る。ユーティリティＡ及びＢは異なる規制政権に属するため、ユーティリティＡに関連す
る住宅の所有権のクレジットはユーティリティＢからの電気消費に直接使うことはできな
く、その逆も同様である。
【００７２】
　住宅の所有権はユーティリティＡによってサービスが提供される住宅に関連して割り当
てられたカーボンクレジット以上に使用しており、該住宅所有者はユーティリティＢによ
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ってサービスが提供される住宅に関連して割り当てられたカーボンクレジット以下に使用
している。したがって、住宅所有者はユーティリティＢに関連付けられた未使用のクレジ
ットをユーティリティＡに使用することを希望する。これは直接的には不可能であるが、
住宅所有者はＢ領域クレジットを、Ｂ領域クレジットの代わりにＡ領域クレジットを希望
する人と交換することができ、又はＢ領域クレジットを売却し、Ａ領域クレジットを購入
することもできる。購入したクレジットと売却したクレジットとで値段の差がある場合は
、過剰現金又はクレジットは口座に割り当てられ、又は他の組織（チャリティまたは家族
などの特定のもの）に寄付され得る。同様に不足現金又はクレジットは他の口座（例えば
、住宅所有者に関連付けられた当座預金口座）からの現金又は他のインセンティブで補足
され得る。
【００７３】
　例９：ユーティリティＡのある顧客は家の所有者であり、領域Ａにおけるユーティリテ
ィＡによってサービスを受ける住宅の所有権に関連して１年に２５００カーボンクレジッ
トをもらい、住宅所有者の口座に割り当てられる。住宅所有者はユーティリティＢから提
供される水道水に関して４０００水クレジットをもらい、これは住宅所有者の口座に割り
当てられる。ユーティリティＡによって提供される電力、又はユーティリティＢによって
提供される水を消費することで住宅所有者がクレジットを使用すると、住宅所有者の口座
の対応するクレジット残高は変化し、クレジットの消費を反映する。住宅所有者は口座に
アクセスし、いずれかのタイプのクレジットを売却又は取引することを決定し得る。
【００７４】
　住宅所有者は、住宅に関連して与えられたカーボンクレジットより多くのカーボンクレ
ジットを使用し、与えられた水クレジットより少ない水クレジットを使用する。したがっ
て、住宅所有者はユーティリティＢに関連付けられた未使用の水クレジットを、ユーティ
リティＡからの電気をもらうために使用することを希望する。これは直接的には不可能で
あるが、住宅所有者はユーティリティＢの水クレジットを、ユーティリティＡの電気クレ
ジットの代わりにユーティリティＢの水クレジットを希望する人と交換することができ、
又はユーティリティＢの水クレジットを売却し、ユーティリティＡの電気クレジットを購
入することもできる。
【００７５】
　例１０：ユーティリティＣの顧客は小さい企業であり、割り当てられたカーボンクレジ
ットより少ないクレジットを使用する。月々の割り当ての１７５０カーボンクレジットの
中、２００クレジットがされない。小さい企業の所有者はそのクレジットが蓄積すると自
ら売却し得る。しかし、簡略化のために小さい企業の所有者はユーティリティＣの自動売
却プログラムに登録し、これのよって各売却の度に企業の所有者が率先する必要なく過剰
クレジットが売却されるようになる。小さい企業の所有者は、残高が４５００クレジット
以上に至ると売却を行うように特定しており、売却は３７５０クレジットを超える全ての
クレジットに対するように設定し、これによって企業所有者は１ヶ月分のクレジット及び
２０００クレジットを備蓄し、緊急な事態又は予期しなかった大量使用に対応できるよう
にしている。
【００７６】
　例１１：ユーティリティ１１の顧客は住宅の所有者であり、割り当てられたクレジット
より多くのクレジットを頻繁に使う。顧客には１ヶ月に８００クレジットが割り当てられ
るが、１ヶ月に通常９５０～１１７０クレジットを使用する。足りない分を補足し、使用
時に不十分なクレジットによる罰則を回避するため、住宅所有者は次のような購入規則で
カーボンクレジット口座における購入プログラムを設定する。規則１：クレジットの値段
が（住宅所有者によって決められた）所定の閾値より下にさがると、又はカーボンクレジ
ットの値段が１０％以上（これも住宅所有者によって設定）下がると、（住宅所有者によ
って決められた）既定の限定までカーボンクレジットを購入する。規則１は、口座の残高
が住宅所有者によって設定された閾値より低くなる場合のみ、購入に使用される。規則２
：口座の残高が住宅所有者によって設定された危機的な閾値より下回ると、所定の額（通
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貨又はクレジット数で設定）までクレジット購入する。住宅所有者が電気を使うと、購入
規則は必要なカーボンクレジットを自動的に購入することを可能にする。また、電気の使
用が落ちてカーボンクレジット口座のクレジットを使い果たさなくなると、閾値の設定に
よって購入規則は過剰購入をもたらすことはない。
【００７７】
　環境インセンティブの購入、売却、及び取引は２つ以上の口座の間でインセンティブを
転送することも含み得、既定の規則に従って行われ得る。
【００７８】
　例１２：ユーティリティＥの顧客は複数の施設を運用する軽工業企業である。毎月割り
当てられるカーボンクレジットは３２０００クレジットであり、顧客のユーティリティＥ
の口座に割り当てられる。通常のクレジット使用は毎月割り当てられる量より少なく、平
均的に５０００クレジットである。しかし、ある月は割り当てられた量より３０００又は
４０００クレジット多く使用する時もある。顧客は通常未使用のクレジットを金融機関Ｇ
における仲介口座から売却する。売却をより便利にするために、顧客はユーティリティＥ
に従って次のように規定されるカーボンクレジット転送規則を導入する：ユーティリティ
におけるカーボンクレジット残高が５００００クレジット以上に達すると４００００クレ
ジット以上の分は金融機関Ｇにおける顧客の仲介口座に転送される。また、顧客は次のよ
うに規定する残高転送ルールを導入する：ユーティリティＥにおけるカーボンクレジット
残高が４０００クレジットを下回ると、金融機関Ｇにおける顧客の仲介口座の残高まで、
４０００までのクレジットを転送する。顧客は、例えばユーティリティＥにおける口座へ
の残高転送要請を満たすために仲介口座の残高が不十分であり、該転送要請は予期した又
は現在発生しているユーティリティＥの口座残高の不足に対するものであり、クレジット
当たりの購入価格が最大カーボンクレジット購入価格閾値を超えない場合４０００カーボ
ンクレジットまで購入するような自動購入のための規則を導入し得る。
＜インセンティブ情報の表示及び報告＞
【００７９】
　インセンティブクレジットを計算するための市場価格及び他の情報は、表示のために１
つ以上の装置又はコンピュータに送信され得る。
【００８０】
　例１３：住宅の所有者は住宅の暖房を制御するサーモスタットを有する（暖房は電気ヒ
ーターによって作動する）。図５Ａに示されているように、サーモスタットは現在温度５
０１と、カーボンインパクト情報５０２と、時間単位毎にカーボンクレジット使用の速度
（又は生成速度）５０３と、カーボンクレジット口座残高５０４と、現在の（又は過去の
、又は予測される）カーボン使用による、カーボンクレジット口座残高がゼロ（又は閾値
）になるまでの予測された時間５０５と、カーボン使用がある使用率より高いか低いかに
関する予測（例えば１日のカーボンクレジットの数など）５０６と、エネルギー単位毎の
カーボンクレジット率５０６と、を表示する。表示されたカーボン使用率は、住宅全体に
おいてサーモスタットによって制御された暖房システムによるカーボン使用、又は住宅に
関連付して使用又は計測された選択された装置又はシステムによるカーボン使用であり得
る。他の情報（例えば現在の時刻、外部温度、サーモスタットが設定されたプログラム又
はモード５０８など）も表示されても良い。住宅所有者がサーモスタットの設定温度を変
更させると、新しい温度を反映するために表示された情報が更新され得る。追加的に、イ
ンセンティブを計算又は表示（又は環境インパクト或いはコストを計算又は表示）するた
めにカーボンインパクト情報又は他の情報が使用される場合は、表示はそのような情報及
びその変化によって影響され得る情報を更新し得る。
【００８１】
　例１４：住宅所有者は図５Ｂに示されているように住宅に表示装置５４０を持っている
。表示装置はカーボンインパクト情報５０２と、カーボンクレジット使用率（又はグリー
ン発電のような場合は生成率）５０３と、カーボンクレジット残高５０４と、現在の（又
は過去の、又は予測される）カーボン使用による、カーボンクレジット口座残高がゼロ（
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又は閾値）になるまでの予測された時間５０５と、カーボン使用がある使用率より高いか
低いかに関する予測（例えば１日のカーボンクレジットの数など）５０６と、カーボンク
レジットのコスト５０７と、生成源情報５０８と、カーボンクレジットのコスト５１１と
、電気のコスト５１４と、を表示する。カーボン使用率は、サーモスタットによって制御
される暖房システムによる使用率、住宅全体の使用率、又は住宅に関連付して使用又は計
測された選択された装置又はシステムによるカーボン使用率であり得る。他の情報（例え
ば現在の時刻、外部温度、サーモスタットが設定されたプログラム又はモード５０８など
）も表示されても良い。更に、インセンティブを計算又は表示（又は環境インパクト或い
はコストを計算又は表示）するためにカーボンインパクト情報又は他の情報が使用される
場合は、表示はそのような情報及びその変化によって影響され得る情報を更新し得る。
【００８２】
　更に、表示装置は、表示された画面又はその画面からアクセスできるメニューに、カー
ボンクレジットを売却及び／購入できる１つ以上のコントロールを含み得る。ボタン５０
９はカーボンクレジット購入のためであり、ボタン５１１はカーボンクレジット（又は他
の環境インセンティブ）の売却のためである。カーボンクレジットの購入または売却のた
めのボタンのいずれ又は両方は、所定の量、表示された量（予想される必要又は不要なク
レジット、過去における需要又は不要、取引記録などから生成され得る）、又は（以前に
、又はカーボンクレジットの購入又は売却ボタンを選択後に）入力される量を取り引きし
得る。口座アクセスボタン５１３は住宅所有者に関連するカーボンクレジット口座を回覧
、そして相互作用するための画面を提供し、この画面において住宅所有者は残高、売却、
購入、取引の回覧と、売却、購入、又は取引の規則又は指示の変更と、売却、購入、取引
の完了していない注文の取り消しと、口座に関連する他の情報の回覧及び／又は実行と、
を行い得る。クレジットコストフラッグ５２０は、クレジットのコストが大きく変動した
時、又は所定の閾値に達した時（又は両方において）警告を出す。クレジット残高フラッ
グ５２１はカーボンクレジットの残高が残高注意レベルに達すると警告を出す。外残高注
意レベルは予め設定し得、又は現在、過去、或いは推定による率による予測に基づき得る
。装置回覧ボタン５３２も表示に含まれ得、又はプログラム或いは他の画面又はメニュー
を介してアクセスでき、これはある装置（例えば、温水ヒーター、コンピュータ、部屋、
又は表示装置に関連付けられた他の装置或いはサブ装置のグループであり、一般的に住宅
又は施設内又はそれに関連付けられた装置であるが、必ずしもそうである必要はない）に
関連する特定の使用を表示できるようにする。装置回覧ボタンを用いて装置又は装置のグ
ループを選択すると、その装置に関する個別の装置が表示され得、又は選択された装置に
合致するように表示５４０上に表示された値が変更され得る。表示された値が選択された
装置に対応する場合、装置回覧ボタンはハイライトされ得、又は異なる形で視覚的に区別
できるようになり得る。又は他の視覚的な印で、表示された値が選択された装置に対応す
ることを示しても良い。表示された値のいくつかが選択された装置に対応する場合は、選
択された装置に対応する値は選択された装置に対応しない値から視覚的に区別され得る（
例えば、選択された装置に対応する値をハイライト、選択された装置に対応しない値を減
少等）。
【００８３】
　例１５：住宅所有者は図５Ｃに示されているような表示装置５５０をＰＨＥＶ内に持っ
ている。表示装置はカーボンインパクト情報５０２と、カーボンクレジット使用率（又は
グリーン発電のような場合は生成率）５０３と、カーボンクレジット残高５０４と、現在
の（又は過去の、又は予測される）カーボン使用による、カーボンクレジット口座残高が
ゼロ（又は閾値）になるまでの予測された時間５０５と、カーボン使用がある使用率より
高いか低いかに関する予測（例えば１日のカーボンクレジットの数など）５０６と、カー
ボンクレジットのコスト５０７と、生成源情報５０８と、電気のコスト５１４と、ＰＨＥ
Ｖ再充電までの時間５５２と、ＰＨＥＶ電池の再充電のコスト５５３と、再充電に必要で
あるカーボンクレジット５５４と、前回再充電に必要であったカーボンクレジット５５５
と、再充電に必要である平均的なカーボンクレジット５５６と、平均再充電と現在の再充
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電における、ＰＨＥＶの再充電に必要なカーボンクレジットの差５５７と、平均再充電と
現在の再充電における、ＰＨＥＶの再充電に必要なカーボンクレジットの差のコスト５５
８と、などを表示する。表示されるカーボン使用率は、ＰＨＥＶの再充電によるカーボン
使用率、住宅全体の使用率、又は住宅以外にＰＨＥＶの再充電のための電力を引いて来る
施設（又は口座）によるカーボン使用率であり得る。
【００８４】
　更に、選択された口座アイコン又はメニューが表示され、ＰＨＥＶを操作する者がＰＨ
ＥＶの再充電の際に必要なカーボンクレジットを引いて来る口座（又は電気使用に対する
請求がされる口座）を選択できるようにする。カーボンインパクト情報又は他のインセン
ティブを計算又は表示するために用いられる（又は環境インパクト又はコストを計算又は
表示するための）情報が変わると、表示はそのような情報を更新し得、その変更によって
影響され得る情報も更新し得る。更に、表示はカーボンクレジットを購入及び／又は売却
するための１つ以上のコントロールを、表示に示された形又は表示からアクセスできるメ
ニューに含み得る。ボタン５０９はカーボンクレジットの購入のためであり、ボタン５１
１はカーボンクレジット（又は他の環境インセンティブ）の売却のためである。カーボン
クレジットの購入または売却のためのボタンのいずれ又は両方は、所定の量、表示された
量（予想される必要又は不要なクレジット、過去における需要又は不要、取引記録などか
ら生成され得る）、又は（以前に、又はカーボンクレジットの購入又は売却ボタンを選択
後に）入力される量を取り引きし得る。口座アクセスボタン５１３は住宅所有者、ＰＨＥ
Ｖ、そしてそのＰＨＥＶを所有する、又はそのために終始する組織等に関連するカーボン
クレジット口座を回覧、そして相互作用するための画面を提供する。上記のクレジット残
高フラッグのような警告フラッグをＰＨＥＶ表示に含んでも良い。
【００８５】
　上記の例には住宅及びＰＨＥＶにおける表示装置を説明しているが、環境インセンティ
ブ情報はいかなる表示装置に表示されても良く、そして如何なる装置も環境インセンティ
ブ情報（並びに他の情報）を表示する表示装置を有しても良い。
【００８６】
　図６は所定の施設（住宅、工業施設、又は事務所等）に関連する装置と、その施設のた
めの表示との間の通信を示す、一般化されたブロック図である。表示装置６０１はユーテ
ィリティノード６０２と通信し得る。ユーティリティノード６０２は他のユーティリティ
ノード及び／又はバックオフィスシステム６０３と通信し得（直接的に、又はユーティリ
ティネットワークのような通信ネットワーク内の通信装置を介して間接的に）、この通信
によってエネルギー使用に関する情報、口座情報、エネルギー源情報、環境インパクト情
報等が提供される。又、表示装置は公共通信ネットワーク（例えば、インターネット）又
は第３者ネットワークを介してバックオフィスシステム６０３と通信し得る。又、通信ノ
ードは電気ユーティリティ計測器のような１つ以上の計測装置に一体化され、又はその一
部を構成し得る。施設内にある他の装置６０５も表示装置６０１、ユーティリティノード
６０２、電気ユーティリティ計測器６０４及び／又はバックオフィスシステム６０３と通
信し得る。
【００８７】
　例１６：住宅の所有者は住宅に表示装置を持っている。表示装置は独立装置であり、住
宅に情報センターとして設置されている。あるモードでは外表示装置はカーボンインパク
ト情報と、カーボンクレジット使用率と、カーボンクレジット口座残高と、現在のカーボ
ン使用による、カーボンクレジット口座残高がゼロになるまでの予測された時間と、カー
ボン使用がある使用率より高いか低いかに関する予測と、カーボンクレジットのコストと
、生成源情報と、複数の装置による消費率（そしてそれらの装置による、住宅の全体カー
ボン使用の割合）と、住宅内の装置の状況（電源がＯｎ／Ｏｆｆか）と、ＰＨＥＶの状況
及び使用とを表示する。表示装置ユーティリティノードのＨＡＮ（Ｈｏｍｅ　Ａｒｅａ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ）インタフェースを介してユーティリティノードと通信することで、ＨＡ
Ｎを介して装置及びＰＨＥＶに関する情報を収集し、該ユーティリティノードはＰＨＥＶ
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及び他の装置と通信する。少なくとも１つの他の装置がＨＡＮを介してユーティリティノ
ードと通信しており、ユーティリティノードは装置から表示装置まで情報を報告する。
【００８８】
　更に、ユーティリティノードはバックオフィスシステムと無線メッシュユーティリティ
ネットワークを介して通信し、生成（発電）に関する情報、カーボンインパクト情報、口
座残高情報、及び／又は他の情報を受信する。表示される情報のいくつかはユーティリテ
ィノードによって計算される。ユーティリティノードによって計算された表示情報の１つ
は、住宅及び所定の装置による、１時間当たりのカーボンクレジットの使用である。ユー
ティリティノードはカーボンインパクト情報と、消費したエネルギー情報とを（住宅及び
装置の両方に関して）受信し、カーボン使用率を計算し、ＨＡＮを介してそのカーボン使
用率を表示装置に送信する。住宅所有者は、表示装置を介して警告限度及び閾値を設定し
ており、これはある状況が発生するとき住宅所有者に警告を発するためである。住宅所有
者によって設定された条件は次のようである：現在のクレジット使用がＸを超える場合、
クレジット残高が８００クレジットを下回る場合、クレジット残高に残された時間が平均
使用の１５日以下に落ちた場合、カーボンクレジットの値段がカーボン取引市場において
Ｙを下回った場合、及びカーボンクレジットの値段がカーボン取引市場においてＺを上回
った場合。１つ以上の条件が満たされた場合、表示装置は警告／お知らせがあるという印
を表示し、その警告／お知らせに関する具体的情報も含み得る（又は警告／お知らせに関
する具体的な情報は表示装置を介してアクセスされ得る）。
【００８９】
　上記の例ではユーティリティノードによってカーボンクレジット使用率が計算されてい
るが、異なる実施形態では（計算機能を備え得る）表示装置他の計算装置又はバックオフ
ィスシステムのような他の計算装置によって計算され得る。更に、施設内の１つ以上の装
置は、表示されるべき情報に必要は計算のいくつか又は全てを行い得る。警告／お知らせ
の１つ以上の条件が満たされたことを知らせる通知は、警報音、メールを用いる通知、文
字メッセージ、電話の呼出し、他の視覚的通知（表示装置又は他の装置を介して）、又は
他のいかなる通知形式を含み得、又はそれらに限定され得る。そのような情報は表示装置
の現在イメージ又はその一部を個人ウェブサイトに再現し、住宅にいないとき消費者がそ
の情報を見ることができるようにする。
【００９０】
　上記の例における表示装置は住宅内の別個の装置であるが、異なる実施形態ではウェブ
サイト（例えば、ユーティリティにおける住宅所有者の口座又は仲介組織等におけるイン
センティブ取引組織における口座）アクセスするなどによってコンピュータにその情報を
表示するようにしても良い。
【００９１】
　装置上であれウェブサイト上であれ、インセンティブ情報にはさらなる情報で注釈を付
けて個人の消費者又はシステムのプロバイダに提供され得る。例えば、個別の装置又はウ
ェブサイトはエンドユーザにソーシャルネットワーキング機能を与え、直接的に（ユーザ
がグループに参加する）又は間接的に（ユーザ対同じユーティリティの他の顧客、又は人
口、位置、習慣、興味等で）識別される対等者のグループとエネルギー行動を比較し得る
。異なる例としては、個人ユーザ又はグループに関連付けられた表示装置又はウェブサイ
トにはエネルギーに関連する有用な情報、商品又はサービス提供に関する広告等を付け得
る。そのような注釈をサポートするにはユーティリティグリッド管理システムはユーザに
関する情報を共有し得、特にユーザの全体的又は装置に対するエネルギー消費に関する情
報を、そのユーザに商品又はサービスの提供を希望する第三者に共有し得る。１つの例と
して、ユーティリティは古い又は効率の悪いＨＶＡＣシステムを有するユーザを識別する
ことを補助し、より効率的なＨＶＡＣシステムの提供者はこれらの顧客をターゲットする
広告を独立的に又はユーティリティ或いは他の組織（州又は連邦税金還付）によって提供
されるインセンティブプログラムとともに提供することが許可される。
【００９２】
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　図７は電気のようなユーティリティによって提供されるコモディティの消費に基づく環
境インセンティブ情報を表示することに関連する表示装置を更新し、それと通信する工程
のフローチャートである。説明のために、工程７００は住宅における電気使用に関連付け
られたカーボンクレジット情報を表示するために用いられる独立した表示装置に関連して
説明される。ステップ７０１ではカーボンインパクト情報が受信される。ステップ７０２
では使用情報が受信される。ステップ７０３ではカーボンクレジットレート情報が受信さ
れる。ステップ７０４では、ステップ７０４では使用されたカーボンクレジットが計算さ
れる（例えば、カーボンクレジットは時間又は日当たりの使用料のような使用率として計
算され得る）。ステップ７０５では口座残高情報が受信される。ステップ７０６では口座
残高情報が計算される（例えば、口座残高が閾値に達するまで残っている時間、又はＰＨ
ＥＶの充電のようなあるイベントが終了すると口座に残されると予想される残高）。ステ
ップ７０７では受信及び／計算された情報が１つ以上の表示装置に送信される。ステップ
７０８では更新情報が受信される。更新は如何なる又は全ての表示された情報又は情報の
計算に用いられる情報を含みうる。１つ以上の更新が受信され得、更新で受信されたいく
つか又は全ての情報を含む。ステップ７０９では受信された更新情報を用いて、計算され
た情報が更新される必要があるかを決定する。１つ以上の計算が更新される必要があるこ
とが決定されるとステップ７０４に戻り、更新計算を行う。ステップ７０９で更新計算が
必要でないと判断されると、工程７００はステップ７１０に進む。又は、ステップ７０９
における決定は行わず、更新情報はステップ７０４で計算を更新するために用いられる。
ステップ７１０では、表示されるべき情報は表示装置に送信される。表示される情報はい
かなる又は全ての受信された及び／又は計算された情報を含む。
【００９３】
　カーボンクレジットに関するそのような情報の表示及びそのような情報に基づく通知は
、異なるエネルギー消費条件の効果を消費者に理解してもらい、消費者がより責任のある
行動をとるように影響を与え得る。消費者の行動に影響を及ぼすことに加え、カーボンク
レジット情報は様々な装置をより効率的に作動するように自動的に制御するために用いら
れ得る。例えば、住宅領域ネットワークはカーボンクレジット情報を受信するコントロー
ラを有し、そのような情報にしたがって１つ以上の装置の作動パラメータを調整し得る。
カーボンクレジットの口座残高が閾値を下回ると、所定の装置にエネルギー消費率を下げ
るような指示を送り得る。例えば、消費者の行動を待たずに冷蔵庫又は冷凍庫の温度を数
度上げ得、又は冬にサーモスタットの設定温度を下げ得る。口座の残高がより低い値の第
２閾値を下回り続けると、冷蔵庫又は冷凍庫は周期的に電源をＯｎ／Ｏｆｆに切り替え、
電気需要を更に減少させ得る。様々な器具及び電子装置に順位を与え、消費減少のための
活動を口座残高にしたがって徐々に行い得る。順位は装置の種類又は重要度に基づいて与
えられ得る（例えば、冷蔵庫は食器洗い機より重要であり、したがって冷蔵庫は食器洗い
機より後に調整される）。代わりに、順位は装置のエネルギー効率にしたがって与えられ
、効率の低い装置はより早く調整されるようにしても良い。異なる方法としては、順位は
装置同士の協力によって動的に与えられ得る。例えば、順位は過去情報に基づいても良い
（例えば、ある装置は長い間ある作業を行っていないため、最近大事な作業を行った装置
より高い順位が与えられるべきである）。協力的な順位付けの他の条件は、装置の状態も
ありうる（例えば、ＰＨＥＶの電池の低い充電状態、又は通勤のために朝の所定の時間に
おけるＰＨＥＶの充電のような予想される需要）。装置の相対的な順位に基づいて、電源
を切ったり又は使用を低くしたりし、より高い順位の装置の需要を満たすようにし得る。
この協力的な順位付けは装置同士の直接通信又は中央制御部を介して行っても良い。
【００９４】
　使用率及び／又は現在カーボンクレジットレート等のほかのカーボンクレジットファク
ターに応じて似たような種類の制御を用い得る。
【００９５】
　器具及び他の電子装置の効率評価に関する知識も、所定の場所に適用されるカーボンク
レジットレートを決定する際にインセンティブを提供するファクターとして用いられ得る
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ベースラインを下回る各装置に対して、その場所に適用されるカーボンクレジットレーテ
ィングは所定のパーセント、増加され得、そのベースラインより高い効率を有する装置の
各々に対しては、カーボンクレジットレートは所定のパーセント、減少される。
【００９６】
　本発明は特定の実施形態に関連して説明されている。しかし、上記の実施形態以外の特
定の形で本発明を実施することが可能であることは当業者には明らかであろう。例えば、
上記の例は１つの環境インセンティブとしてカーボンクレジットを用いて説明されている
。他の種類のインセンティブの適用性も明であろう。例えば、風力、太陽、水力のような
再生可能なエネルギー源が原子力のような種より社会的に好まれるのであれば、適切な形
式のクレジット又は他のインセンティブを上記の原則及び例にしたがって適用されても良
い。
【００９７】
　したがって、上記の実施形態は例示的なものに過ぎず、いかなる意味でも限定的に解釈
されるべきではない。発明の範囲は上記の説明でなく、添付された請求項で提供されてお
り、請求項の範囲にある全ての変形及び同等物はその範囲内に含まれるものである。
【００９８】
　ここに示された実施形態は、現在好ましい実施形態を説明するためのサブシステム及び
機能を組み合わせたものである。異なる実施形態はより少ない又はより多いサブシステム
、工程、又は機能を含み得、又は望まれる実施によって他のサブシステム、工程、或いは
機能とともに使用され得る。本発明の様々な特徴及び利点は次の請求項に記載されている
。
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