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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置のコントローラを動作させる方法で
あって、
　前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置のコントローラにより、携帯型
電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置において、ユーザーから携帯型電気エネルギ
ー貯蔵装置に対する要求を受け取るステップと、
　前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置の前記コントローラにより、受
け取った前記ユーザーのユーザープロファイルに基づいて、前記携帯型電気エネルギー貯
蔵装置の収集充電分配装置の内から特定の性能特性を有する携帯型電気エネルギー貯蔵装
置を自動的に選択するステップと、
　前記選択された携帯型電気エネルギー貯蔵装置を前記ユーザーのために自動的にリリー
スするステップと、
　前記受け取ったユーザープロファイルに基づいて、前記ユーザーによって使用される前
記携帯型電気エネルギー貯蔵装置から放出するべき特定レベルのエネルギーを決定するス
テップと、
　前記決定された特定のレベルで前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置からエネルギーを放
出するように前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置のセキュリティシステムを構成するステ
ップと、
を有する方法。
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【請求項２】
　前記自動的に選択するステップは、前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配
装置の使用のための相対的に低いサブスクリプションレベルを示す別のユーザープロファ
イルに関連付けられた別のユーザーのために選択されることになる前記携帯型電気エネル
ギー貯蔵装置の収集充電分配装置内の別の携帯型電気エネルギー貯蔵装置よりも優れた性
能特性を有する携帯型電気エネルギー貯蔵装置を選択するステップを含む請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記性能特性は、前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の使用年数、前記携帯型電気エネ
ルギー貯蔵装置の容量、前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の現在の充電レベル、前記携
帯型電気エネルギー貯蔵装置の充電容量に対する充電レベルの百分率、前記携帯型電気エ
ネルギー貯蔵装置がそれまでに経験している充電サイクルの合計累積数、前記携帯型電気
エネルギー貯蔵装置の重放電の回数又は頻度、前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の温度
曝露、前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の充電サイクルの数又は頻度を表す値、前記携
帯型電気エネルギー貯蔵装置が過激な運転プロファイルを有する運転者によって使用され
たことがあるかどうかのうちの１つ以上を含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置の前記構成されたコントローラ
により、高加速に関連する前記運転者の加速器読取値及び携帯型電気エネルギー貯蔵装置
の前記運転者の使用の際の電流引出しレベルのうちの１つ以上に基づいて前記運転プロフ
ァイルに関する情報を受け取ることにより、運転者の運転プロファイルを決定するステッ
プを更に有する請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置をリリースする前に、使用済みの携帯型電気エネル
ギー貯蔵装置が前記ユーザーから前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置
によって受け取られていることを示す信号を受け取るステップを更に有する請求項２に記
載の方法。
【請求項６】
　前記構成するステップは、前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置のリリースの前に実行さ
れる請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　無線接続上において前記ユーザープロファイルを受け取るステップを更に有する請求項
１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ユーザープロファイルを受け取るステップは、前記ユーザーのモバイル装置を介し
て前記ユーザープロファイルを受け取るステップを含む請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置を自動的に選択するステップは、前記ユーザープロ
ファイル上において示されている前記ユーザーによって採用された複数の過去のルートの
いくつかの特徴を示す過去のルート情報に基づいて前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置を
選択するステップを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置を自動的に選択するステップは、前記ユーザープロ
ファイル上において示されている１つ以上の車両仕様に基づいて前記携帯型電気エネルギ
ー貯蔵装置を選択するステップを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置を自動的に選択するステップは、前記受け取ったユ
ーザープロファイルをその他のユーザープロファイルと比較するように構成されたユーザ
ーの間における優先順位付けシステムに基づいて前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置を選
択するステップを含む請求項１に記載の方法。
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【請求項１２】
　携帯型電気エネルギー貯蔵装置充電器と、
　携帯型電気エネルギー貯蔵装置リリースシステムと、
　前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置リリースシステムに結合されたセキュリティシステ
ムと、
　ユーザーインターフェイスと、
　前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置充電器、前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置リリー
スシステム、前記ユーザーインターフェイス、及び前記セキュリティシステムに結合され
たコントローラと、
を有し、
　前記コントローラは、少なくとも１つのプロセッサと、前記少なくとも１つのプロセッ
サに結合された少なくとも１つの通信モジュールと、を含み、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、ユーザーの受け取ったユーザープロファイルに基
づいて、特定の性能特性を有する携帯型電気エネルギー貯蔵装置を前記ユーザーのために
選択し、前記ユーザーによって使用される前記選択された電気エネルギー貯蔵装置を自動
的にリリースし、前記受け取ったユーザープロファイルに基づいて、前記ユーザーによっ
て使用される前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置から放出するべき特定レベルのエネルギ
ーを決定し、前記決定された特定のレベルで前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置からエネ
ルギーを放出するように前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置のセキュリティシステムを構
成する、
　ように構成されている、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分
配装置において前記ユーザーから携帯型電気エネルギー貯蔵装置に対する要求を受け取る
ように結合されている請求項１２に記載の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配
装置。
【請求項１４】
　前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の前記選択は、前記ユーザーが前記要求時点で割増
価格でその他の利用可能な車両電池よりも高性能の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の提案
を受けることを好んでいるという前記ユーザープロファイル内の通知に更に基づいている
請求項１３に記載の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分
配装置がその他の利用可能な車両電池よりも高性能の携帯型電気エネルギー貯蔵装置を前
記ユーザーのために選択できるという選択肢を前記ユーザーに対して提案し、前記提案に
応答した入力を受け取り、前記入力に従って前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の選択を
実行する請求項１４に記載の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置。
【請求項１６】
　前記ユーザーのための前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の前記選択は、前記携帯型電
気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置の使用のための相対的に低いサブスクリプショ
ンレベルを示す別のユーザープロファイルに関連付けられた別のユーザーのために選択さ
れることになる前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置内の別の携帯型電
気エネルギー貯蔵装置よりも優れた性能特性を有する携帯型電気エネルギー貯蔵装置の選
択を含む請求項１２に記載の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置。
【請求項１７】
　前記性能特性は、前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の使用年数、前記携帯型電気エネ
ルギー貯蔵装置の容量、前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の現在の充電レベル、前記携
帯型電気エネルギー貯蔵装置の充電容量に対する充電レベルの百分率、前記携帯型電気エ
ネルギー貯蔵装置がそれまでに経験している充電サイクルの合計累積数、前記携帯型電気
エネルギー貯蔵装置の重放電の回数又は頻度、前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の温度
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曝露、前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の充電サイクルの数又は頻度を表す値、前記携
帯型電気エネルギー貯蔵装置が過激な運転プロファイルを有する運転者によって使用され
たことがあるかどうかのうちの１つ以上を含む請求項１６に記載の携帯型電気エネルギー
貯蔵装置の収集充電分配装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、運転者の運転プロファイルを決定するように更に
構成されており、この決定は、高加速に関連付けられる前記運転者の加速器読取値及び携
帯型電気エネルギー貯蔵装置の前記運転者の使用の際の電流引出しレベルのうちの１つ以
上に基づいて前記運転プロファイルに関する情報を受け取ることによって実行される請求
項１２に記載の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置をリリースす
る前に、使用済みの携帯型電気エネルギー貯蔵装置が前記ユーザーから前記携帯型電気エ
ネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置によって受け取られていることを示す信号を受け取
るように更に構成されている請求項１２に記載の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充
電分配装置。
【請求項２０】
　命令を記憶する一時的ではないコンピュータ可読媒体であって、前記命令は、少なくと
も１つのコンピュータシステムによって実行された際に、前記少なくとも１つのコンピュ
ータシステムに、
　携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置においてユーザーから携帯型電気エ
ネルギー貯蔵装置に対する要求と、前記ユーザーのユーザープロファイルとを受け取るこ
とと、
　前記ユーザーのユーザープロファイルに基づいて、前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置
の収集充電分配装置の内から特定の性能特性を有する携帯型電気エネルギー貯蔵装置を自
動的に選択することと、
　前記選択された携帯型エネルギー貯蔵装置の前記ユーザーに対する自動的なリリースを
制御することと、
　前記ユーザープロファイルに基づいて、前記ユーザーによって使用される前記携帯型電
気エネルギー貯蔵装置から放出するべき特定レベルのエネルギーを決定することと、
　前記決定された特定のレベルで前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置からエネルギーを放
出するように前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置のセキュリティシステムを構成すること
と、
　を実行させる、媒体。
【請求項２１】
　携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置のコントローラを動作させる方法で
あって、
　前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置において、前記携帯型電気エネ
ルギー貯蔵装置の収集充電分配装置のコントローラにより、ユーザーから携帯型電気エネ
ルギー貯蔵装置に対する要求と、前記ユーザーのユーザープロファイルとを受け取るステ
ップと、
　前記受け取った要求に関して無線認証するステップと、
　前記無線認証に基づいて、選択された携帯型電気エネルギー貯蔵装置を前記ユーザーの
ためにリリースするステップと、
　前記ユーザープロファイルに基づいて、前記ユーザーによって使用される前記携帯型電
気エネルギー貯蔵装置から放出するべき特定レベルのエネルギーを決定するステップと、
　前記決定された特定のレベルで前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置からエネルギーを放
出するように前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置のセキュリティシステムを構成するステ
ップと、
を有する方法。
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【請求項２２】
　無線Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈプロトコル、ＮＦＣ、ＲＦＩＤの少なくとも一つに基づいて前
記無線認証がなされる、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　ユーザー識別装置、ユーザー識別キー、ユーザー識別カード、ユーザー識別媒体、クレ
ジットカード、スマートカード、デビットカード、ギフトカード、プリペイドカード、運
転免許証、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の少なくとも一つの無線通信に基づいて、前記
無線認証がなされる、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　命令を記憶する一時的ではないコンピュータ可読媒体であって、前記命令は、少なくと
も１つのコンピュータシステムによって実行された際に、前記少なくとも１つのコンピュ
ータシステムに、
　携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置において、前記携帯型電気エネルギ
ー貯蔵装置の収集充電分配装置のコントローラによって、ユーザーから携帯型電気エネル
ギー貯蔵装置に対する要求と、前記ユーザーのユーザープロファイルとを受け取ること、
　前記受け取った要求に関して無線認証を行うこと、
　前記無線認証に基づいて、選択された携帯型電気エネルギー貯蔵装置を前記ユーザーの
ためにリリースすること、
　前記ユーザープロファイルに基づいて、前記ユーザーによって使用される前記携帯型電
気エネルギー貯蔵装置から放出するべき特定レベルのエネルギーを決定すること、
　前記決定された特定のレベルで前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置からエネルギーを放
出するように前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置のセキュリティシステムを構成すること
、
　を実行させる、媒体。
【請求項２５】
　無線Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈプロトコル、ＮＦＣ、ＲＦＩＤの少なくとも一つに基づいて前
記無線認証がなされる、請求項２４に記載の媒体。
【請求項２６】
　ユーザー識別装置、ユーザー識別キー、ユーザー識別カード、ユーザー識別媒体、クレ
ジットカード、スマートカード、デビットカード、ギフトカード、プリペイドカード、運
転免許証、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の少なくとも一つの無線通信に基づいて、前記
無線認証がなされる、請求項２４に記載の媒体。
【請求項２７】
　携帯型電気エネルギー貯蔵装置充電器と、
　携帯型電気エネルギー貯蔵装置リリースシステムと、
　前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置リリースシステムに結合されたセキュリティシステ
ムと、
　ユーザーインターフェイスと、
　前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置充電器、前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置リリー
スシステム、前記ユーザーインターフェイス、及び前記セキュリティシステムに結合され
たコントローラと、
　を有し、
　前記コントローラは、
　　少なくとも１つのプロセッサと、
　　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つの通信モジュールと、
　を含み、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置において、ユーザーからの携帯型
電気エネルギー貯蔵装置の要求に関して無線認証を行い、
　　前記無線認証に基づいて、選択された携帯型電気エネルギー貯蔵装置を前記ユーザー
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のためにリリースし、
　前記ユーザーからのユーザープロファイルに基づいて、前記ユーザーによって使用され
る前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置から放出するべき特定レベルのエネルギーを決定し
、
　前記決定された特定のレベルで前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置からエネルギーを放
出するように前記携帯型電気エネルギー貯蔵装置のセキュリティシステムを構成する、
ように構成されている、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置。
【請求項２８】
　無線Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈプロトコル、ＮＦＣ、ＲＦＩＤの少なくとも一つに基づいて前
記無線認証がなされる、請求項２７に記載の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分
配装置。
【請求項２９】
　ユーザー識別装置、ユーザー識別キー、ユーザー識別カード、ユーザー識別媒体、クレ
ジットカード、スマートカード、デビットカード、ギフトカード、プリペイドカード、運
転免許証、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の少なくとも一つの無線通信に基づいて、前記
無線認証がなされる、請求項２７に記載の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．１１９（ｅ）の下で、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，ＭＥＴＨＯ
Ｄ　ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ、ＣＨＡＲＧＩＮＧ　ＡＮ
Ｄ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＮＧ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ，ＳＵＣ
Ｈ　ＡＳ　ＢＡＴＴＥＲＩＥＳ」と題し２０１１年７月２６日に出願された米国仮特許出
願第６１／５１１，９００号（代理人整理番号１７０１７８．４０１Ｐ１）、「ＡＰＰＡ
ＲＡＴＵＳ，ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ，
ＣＨＡＲＧＩＮＧ　ＡＮＤ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＮＧ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　
ＤＥＶＩＣＥＳ，ＳＵＣＨ　ＡＳ　ＢＡＴＴＥＲＩＥＳ」と題し２０１２年５月１６日に
出願された米国仮特許出願第６１／６４７，９３６号（代理人整理番号１７０１７８．４
０１Ｐ２）、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　
ＲＥＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＮＧ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ，ＳＵＣ
Ｈ　ＡＳ　ＢＡＴＴＥＲＩＥＳ，ＢＥＴＷＥＥＮ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ，ＣＨＡＲＧＩ
ＮＧ　ＡＮＤ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ　ＭＡＣＨＩＮＥＳ」と題し２０１１年９月１
４日に出願された米国仮特許出願第６１／５３４，７５３３５号（代理人整理番号１７０
１７８．４０２）、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　Ｆ
ＯＲ　ＡＵＴＨＥＮＴＩＣＡＴＩＯＮ，ＳＥＣＵＲＩＴＹ　ＡＮＤ　ＣＯＮＴＲＯＬ　Ｏ
Ｆ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ　ＳＵＣＨ，ＡＳ　ＢＡＴＴＥＲＩＥ
Ｓ」と題し２０１１年９月１４日に出願された米国仮特許出願第６１／５３４，７６１号
（代理人整理番号１７０１７８．４０３Ｐ１）、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，ＭＥＴＨＯＤ　
ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＡＵＴＨＥＮＴＩＣＡＴＩＯＮ，ＳＥＣＵＲＩＴＹ　
ＡＮＤ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＯＦ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ，ＳＵＣ
Ｈ　ＡＳ　ＢＡＴＴＥＲＩＥＳ，ＢＡＳＥＤ　ＯＮ　ＵＳＥＲ　ＰＲＯＦＩＬＥＳ」と題
し２０１１年９月１４日に出願された米国仮特許出願第６１／５３４，７７２号（代理人
整理番号１７０１７８．４０４Ｐ１）、「ＴＨＥＲＭＡＬ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＯＦ
　ＣＯＭＰＯＮＥＮＴＳ　ＩＮ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＭＯＴＯＲ　ＤＲＩＶＥ　ＶＥＨＩ
ＣＬＥＳ」と題し２０１１年７月２６日に出願された米国仮特許出願第６１／５１１，８
８７号（代理人整理番号１７０１７８．４０６Ｐ１）、「ＴＨＥＲＭＡＬ　ＭＡＮＡＧＥ
ＭＥＮＴ　ＯＦ　ＣＯＭＰＯＮＥＮＴＳ　ＩＮ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＭＯＴＯＲ　ＤＲＩ
ＶＥ　ＶＥＨＩＣＬＥＳ」と題し２０１２年５月１６日に出願された米国仮特許出願第６
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１／６４７，９４１号（代理人整理番号１７０１７８．４０６Ｐ２）、「ＤＹＮＡＭＩＣ
ＡＬＬＹ　ＬＩＭＩＴＩＮＧ　ＶＥＨＩＣＬＥ　ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ　ＦＯＲ　ＢＥＳＴ
　ＥＦＦＯＲＴ　ＥＣＯＮＯＭＹ」と題し２０１１年７月２６日に出願された米国仮特許
出願第６１／５１１，８８０号（代理人整理番号１７０１７８．４０７Ｐ１）、「ＡＰＰ
ＡＲＡＴＵＳ，ＭＥＴＨＯＤ，ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＰＨＹＳＩＣＡＬ　Ｓ
ＥＣＵＲＩＴＹ　ＯＦ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ，ＤＥＶＩＣＥＳ　ＩＮ　ＶＥＨＩ
ＣＬＥＳ」と題し２０１１年１１月８日に出願された米国仮特許出願第６１／５５７，１
７０号（代理人整理番号１７０１７８．４０８Ｐ１）、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，ＭＥＴＨ
ＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　Ａ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣ
Ｅ，ＣＯＭＰＡＲＴＭＥＮＴ」と題し２０１１年１２月２９日に出願された米国仮特許出
願第６１／５８１，５６６号（代理人整理番号１７０１７８．４１２Ｐ１）、「ＡＰＰＡ
ＲＡＴＵＳ，ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＰＲＯＶＩＤＩＮＧ　Ｖ
ＥＨＩＣＬＥ　ＤＩＡＧＮＯＳＴＩＣ　ＤＡＴＡ」と題し２０１２年２月２１日に出願さ
れた米国仮特許出願第６１／６０１，４０４号（代理人整理番号１７０１７８．４１７Ｐ
１）、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＰＲＯ
ＶＩＤＩＮＧ　ＬＯＣＡＴＩＯＮＳ　ＯＦ　ＰＯＷＥＲ，ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥ
　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ，ＣＨＡＲＧＩＮＧ　ＡＮＤ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ　ＭＡ
ＣＨＩＮＥＳ」と題し２０１２年２月２２日に出願された米国仮特許出願第６１／６０１
，９４９号（代理人整理番号１７０１７８．４１８Ｐ１）、及び「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，
ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＰＲＯＶＩＤＩＮＧ　ＩＮＦＯＲＭＡ
ＴＩＯＮ　ＲＥＧＡＲＤＩＮＧ　ＡＶＡＩＬＡＢＩＬＩＴＹ，ＯＦ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯ
ＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ　ＡＴ　Ａ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ，ＤＥＶＩＣＥ　Ｃ
ＯＬＬＥＣＴＩＯＮ，ＣＨＡＲＧＩＮＧ　ＡＮＤ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ　ＭＡＣＨ
ＩＮＥ」と題し２０１２年２月２２日に出願された米国仮特許出願第６１／６０１，９５
３号（代理人整理番号１７０１７８．４１９Ｐ１）の出願日の利益を請求する。
【０００２】
　本開示は、一般に、様々な分野又は用途（例えば、乗物用途と非乗物用途）での使用に
適することがある充電式電力貯蔵装置（例えば、二次電池、スーパーキャパシタ、ウルト
ラキャパシタ）の分配に関連する。
【背景技術】
【０００３】
　携帯型電力貯蔵装置には様々な使用法又は用途がある。
【０００４】
　１つのそのような用途は、輸送の分野である。ハイブリッド自動車と電気自動車が、一
般的になってきている。そのような自動車は、従来の内燃機関車両より優れた幾つかの利
点を達成することがある。例えば、ハイブリッド又は電気自動車は、より高い燃料経済性
を達成することがあり、排気管汚染がほとんどゼロのことがある。特に、電気自動車は、
排気管汚染がないだけでなく、より低い全体汚染と関連付けられることがある。例えば、
電力は、再生可能資源（例えば、太陽光発電、水力発電）から生成される。また、例えば
、電力は、空気汚染を生じない発電設備（例えば、原子力発電所）で生成されることがあ
る。また、例えば、電力は、比較的「クリーン燃焼」の燃料（例えば、天然ガス）を燃や
す発電プラントで生成されることがあるが、この発電プラントは、内燃機関より高い効率
を有し、かつ／又は個人車両で使用するには大きすぎ、コストが高すぎ又は高価すぎる汚
染防止又は除去システム（例えば、産業用空気スクラバ）を使用することがある。
【０００５】
　内燃機関によって出力が供給されるスクータ及び／又はモーターバイクなどの個人用輸
送車両は、例えば、アジアの多くの大都市の多くの場所に広く普及している。そのような
スクータ及び／又はモーターバイクは、特に自動車、乗用車又はトラックと比較したとき
に安価な傾向がある。また、多数のエンジンスクータ及び／又はモーターバイクを有する
都市は、人口密度がきわめて高くかつ高度な空気汚染に晒されている傾向がある。最近、
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多くのエンジンスクータ及び／又はモーターバイクは、比較的低汚染の個人輸送手段を装
備している。例えば、そのようなスクータ及び／又はモーターバイクは、もっと大きい車
両より燃費率が高いことがある。幾つかのスクータ及び／又はモーターバイクは、基本的
な汚染防止装置（例えば、触媒コンバータ）を装備していることもある。残念ながら、工
場で指定された排気ガスレベルは、スクータ及び／又はモーターバイクが使用されたとき
にすぐに超えてしまい、かつ／又は、例えば触媒コンバータの意図的又は非意図的の取り
外しによりスクータ及び／又はモーターバイクが改良されたときには維持されない。スク
ータ及び／又はモーターバイクの所有者又はオペレータは、自分の車両を維持する財源又
は意欲に欠けることが多い。
【０００６】
　空気汚染が、人間の健康に悪影響を及ぼし、様々な疾病の発生又は悪化と関連すること
が知られている（例えば、様々な報告が、空気汚染を、肺気腫、喘息、肺炎、嚢胞性線維
症並びに様々な循環器病に結びつけている）。そのような疾病は、多くの生命を奪い、無
数の人の生活の質を深刻に低下させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　内燃機関に替わるゼロ排気管は、空気品質と、したがって多くの人々の健康に極めて有
益である。
【０００８】
　電気自動車のゼロ排気管排気の長所は理解されているが、多くの人々による電気自動車
の採用は遅れている。理由の１つは、コスト、特に二次電池のコストであると考えられる
。理由のもう１つは、バッテリの１回の充電で利用できる限られた運転範囲と、放電した
二次電池を充電するのに必要な比較的長い時間（例えば、数時間）であると考えられる。
【０００９】
　本明細書で述べる手法は、特に密集した都市と、財源が限られた人々において、ゼロ排
気管排気技術の採用を制限してきた問題の幾つかに対処することができる。
【００１０】
　例えば、本明細書で述べる手法の幾つかは、電力貯蔵装置（例えば、バッテリ、スーパ
ー又はウルトラキャパシタ）を収集、充電、分配するための収集充電分配装置を使用し、
この装置は、キオスク又は自動販売機と呼ばれることもある。そのような装置は、コンビ
ニエンスストアや既存のガス又はガソリンスタンドなど、都市や他の地域のあちこちの様
々な場所に分散されることがある。
【００１１】
　収集充電分配装置は、エンドユーザによる使用のために満充電又はほぼ満充電の電気貯
蔵装置の在庫を維持することがある。収集充電分配装置は、例えば、放電した電気貯蔵装
置を、例えばエンドユーザから返却されたとき、収集、収容又は他の方法で受け入れ、そ
の後のエンドユーザによる再使用のためにその電気貯蔵装置を充電することがある。
【００１２】
　したがって、バッテリや他の電力貯蔵装置の蓄積電荷が終わりに近づいたとき、エンド
ユーザは、バッテリや他の電力貯蔵装置を単純に置き換えるか、交換するか、他の方法で
交換することがある。これは、コスト並びに有限の範囲と比較的長い充電時間と関連した
問題に応えることができる。
【００１３】
　前述したように、二次電池や他の電力貯蔵装置は、比較的高価である。したがって、で
きるだけ少ない数の電力貯蔵装置を在庫し、同時にそれらの電力貯蔵装置の需要が満たさ
れるようにすると好都合である。
【００１４】
　これらの理由から、特定のユーザーニーズ及び好みに従って、利用可能な電力貯蔵装置
を取得する能力は、このようなあらゆる試みの商業的成功にとって重要である。
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【００１５】
　携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置のコントローラを動作させる方法は
、要約すると、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置のコントローラにより
、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置においてユーザーから携帯型電気エ
ネルギー貯蔵装置に対する要求を受け取るステップと、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の
収集充電分配装置のコントローラにより、受け取ったユーザーのユーザプロファイルに基
づいて、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置の内から特定の性能特性を有
する携帯型電気エネルギー貯蔵装置を自動的に選択するステップと、選択された携帯型電
気エネルギー貯蔵装置をユーザーのために自動的にリリースするステップと、を含む。
【００１６】
　自動的に選択するステップは、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置の使
用のための相対的に低いサブスクリプションレベルを示す別のユーザープロファイルに関
連付けられた別のユーザーのために選択されることになる携帯型電気エネルギー貯蔵装置
の収集充電分配装置内の別の携帯型電気エネルギー貯蔵装置よりも優れた性能特性を有す
る携帯型電気エネルギー貯蔵装置を選択するステップを含んでもよい。性能特性は、携帯
型電気エネルギー貯蔵装置の使用年数、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の容量、携帯型電
気エネルギー貯蔵装置の現在の充電レベル、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の充電容量に
対する充電レベルの百分率、携帯型電気エネルギー貯蔵装置がそれまで経験している充電
サイクルの合計累積数、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の重放電（ｄｅｅｐ　ｄｉｓｃｈ
ａｒｇｅ）の回数又は頻度、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の温度曝露、携帯型電気エネ
ルギー貯蔵装置の充電サイクルの数又は頻度を表す値、携帯型電気エネルギー貯蔵装置が
過激な運転プロファイルを有する運転者によって使用されたことがあるかどうかのうちの
１つ以上を含んでもよい。
【００１７】
　携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置のコントローラを動作させる方法は
、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置の構成されたコントローラにより、
高加速に関係する運転者の加速器読取値及び携帯型電気エネルギー貯蔵装置の運転者の使
用の際の電流引出しレベルのうちの１つ以上に基づいて運転プロファイルに関する情報を
受け取ることにより、運転者の運転プロファイルを決定するステップを更に含んでもよい
。
【００１８】
　携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置のコントローラを動作させる方法は
、携帯型電気エネルギー貯蔵装置をリリースする前に、使用済みの携帯型電気エネルギー
貯蔵装置がユーザーから携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置によって受け
取られていることを通知する信号を受け取るステップを更に含んでもよい。
【００１９】
　携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置のコントローラを動作させる方法は
、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置のコントローラにより、受け取った
ユーザープロファイルに基づいて、ユーザーによって使用される携帯型電気エネルギー貯
蔵装置から放出するべき特定レベルのエネルギーを決定するステップと、携帯型電気エネ
ルギー貯蔵装置の収集充電分配装置のコントローラにより、受け取ったユーザープロファ
イルに基づいて、ユーザーによって使用される決定された特定のレベルで携帯型電気エネ
ルギー貯蔵装置からエネルギーを放出するように携帯型電気エネルギー貯蔵装置のセキュ
リティシステムを構成するステップと、を更に含んでもよい。
【００２０】
　構成するステップは、携帯型電気エネルギー貯蔵装置のリリースの前に実行してもよい
。
【００２１】
　携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置のコントローラを動作させる方法は
、無線接続上においてユーザープロファイルを受け取るステップを更に含んでもよい。
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【００２２】
　ユーザープロファイルを受け取るステップは、ユーザーのモバイル装置を介してユーザ
ープロファイルを受け取るステップを含んでもよい。携帯型電気エネルギー貯蔵装置を自
動的に選択するステップは、ユーザープロファイル上において示されているユーザーによ
って採用された複数の過去のルートのいくつかの特徴を示している過去のルート情報に基
づいて携帯型電気エネルギー貯蔵装置を選択するステップを含んでもよい。携帯型電気エ
ネルギー貯蔵装置を自動的に選択するステップは、ユーザープロファイル上において示さ
れている１つ以上の車両仕様に基づいて携帯型電気エネルギー貯蔵装置を選択するステッ
プを含んでもよい。携帯型電気エネルギー貯蔵装置を自動的に選択するステップは、受け
取ったユーザープロファイルをその他のユーザープロファイルと比較するように構成され
たユーザーの間における優先順位付けシステムに基づいて携帯型電気エネルギー貯蔵装置
を選択するステップを含んでもよい。
【００２３】
　携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置は、要約すると、携帯型電気エネル
ギー貯蔵装置充電器と、携帯型電気エネルギー貯蔵装置リリースシステムと、リリースシ
ステムに結合されたセキュリティシステムと、ユーザーインターフェイスと、携帯型電気
エネルギー貯蔵装置、リリースシステム、ユーザーインターフェイス、及びセキュリティ
システムに結合されたコントローラと、を含み、コントローラは、少なくとも１つのプロ
セッサと、少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つの通信モジュールと
、を含み、少なくとも1つのプロセッサは、ユーザーの受け取ったユーザープロファイル
に基づいて特定の性能特性を有する携帯型電気エネルギー貯蔵装置をユーザーのために選
択するように構成されており、更には、選択された携帯型電気エネルギー貯蔵装置をユー
ザーによる使用のために自動的にリリースするように構成されている。
【００２４】
　少なくとも１つのプロセッサは、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置に
おいてユーザーから携帯型電気エネルギー貯蔵装置に対する要求を受け取るように結合さ
れてもよい。携帯型電気エネルギー貯蔵装置の選択は、ユーザーが要求時点で割増価格で
その他の利用可能な車両電池よりも高性能の携帯型電気エネルギー貯蔵装置のオファーを
受けることを好んでいるというユーザープロファイル内の通知に更に基づいたものであっ
てもよい。少なくとも１つのプロセッサは、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分
配装置がその他の利用可能な車両電池よりも高性能の携帯型電気エネルギー貯蔵装置をユ
ーザーのために選択できるという選択肢をユーザーに対して提案してもよく、この提案に
応答した入力を受け取ってもよく、その入力に従って携帯型電気エネルギー貯蔵装置の選
択を実行してもよい。ユーザーのための携帯型電気エネルギー貯蔵装置の選択は、携帯型
電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置の使用のための相対的に低いサブスクリプシ
ョンレベルを示す別のユーザープロファイルに関連付けられた別のユーザーのために選択
されることになる携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置内の別の携帯型電気
エネルギー貯蔵装置よりも優れた性能特性を有する携帯型電気エネルギー貯蔵装置の選択
を含んでもよい。性能特性は、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の使用年数、携帯型電気エ
ネルギー貯蔵装置の容量、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の現在の充電レベル、携帯型電
気エネルギー貯蔵装置の充電容量に対する充電レベルの百分率、携帯型電気エネルギー貯
蔵装置がそれまで経験している充電サイクルの合計累積数、携帯型電気エネルギー貯蔵装
置の重放電の回数又は頻度、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の温度曝露、携帯型電気エネ
ルギー貯蔵装置の充電サイクルの数又は頻度を表す値、携帯型電気エネルギー貯蔵装置が
過激な運転プロファイルを有する運転者によって使用されたことがあるかどうかのうちの
１つ以上を含んでもよい。少なくとも１つのプロセッサは、高加速に関連する運転者の加
速器読取値と携帯型電気エネルギー貯蔵装置の運転者の使用の際の電流引出しレベルのう
ちの１つ以上に基づいて運転プロファイルに関する情報を受け取ることにより、運転者の
運転プロファイルを決定するように更に構成してもよい。少なくとも１つのプロセッサは
、携帯型電気エネルギー貯蔵装置をリリースする前に、使用済みの携帯型電気エネルギー
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貯蔵装置がユーザーから携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置によって受け
取られていることを通知する信号を受け取るように、更に構成してもよい。
【００２５】
　一時的ではないコンピュータ可読媒体は、要約すると、少なくとも１つのコンピュータ
システムによって実行された際に、少なくとも１つのコンピュータシステムに、携帯型電
気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置においてユーザーから携帯型電気エネルギー貯
蔵装置に対する要求を受け取ることと、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装
置の内から特定の性能特性を有する携帯型電気エネルギー貯蔵装置を自動的に選択するこ
とと、選択された携帯型電気エネルギー貯蔵装置のユーザーに対する自動リリースを制御
することと、を実行させる命令を記憶する一時的ではないコンピュータ可読媒体である。
【００２６】
　命令は、少なくとも１つのコンピュータシステムによって実行された際に、少なくとも
１つのコンピュータシステムに、ユーザーのユーザープロファイルを更に受け取らせても
よい。自動的な選択は、受け取ったユーザープロファイルに基づいたものであってもよい
。
【００２７】
　図面では、同一の参照番号は、類似の要素又は行為を示す。図面内の要素のサイズと相
対位置は、必ずしも一律の倍率で描かれない。例えば、様々な要素の形状と角度は、一律
の倍率で描かれておらず、これらの要素の幾つかは、図面の可読性を改善するために任意
に拡大され位置決めされる。更に、描かれた要素の特定の形状は、特定の要素の実際形状
に関する情報を伝えるものではなく、単に図面で理解し易いように選択されている。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】１つの非限定的に示された実施形態による幾つかの電力貯蔵装置と収集充電分配
装置を、電気スクータ又はモーターバイク、及び送電網によって提供される電気設備と共
に示す概略図である。
【図２】１つの非限定的に示された実施形態による図１の収集充電分配装置のブロック図
である。
【図３】非限定的な例示用の一実施形態による図１の携帯型電気エネルギー貯蔵装置のブ
ロックダイアグラムである。
【図４】非限定的な例示用の一実施形態による図３の携帯型電気エネルギー貯蔵装置セキ
ュリティシステムの概略図である。
【図５】非限定的な例示用の一実施形態による特定の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の選
択肢に対する顧客プロファイルのマッピングの一例を示すチャートである。
【図６】非限定的な例示用の一実施形態による図２の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収
集充電分配装置のコントローラを動作させるハイレベルな方法を示すフロー図である。
【図７】非限定的な例示用の一実施形態による図２の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収
集充電分配装置コントローラを動作させるローレベルな方法を示すフロー図であり、図６
の方法において有用である相対的に優れた性能特性を有する携帯型電気エネルギー貯蔵装
置を選択するステップを含む。
【図８】非限定的な例示用の一実施形態による図２の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収
集充電分配装置コントローラを動作させるローレベルな方法を示すフロー図であり、図６
の方法において有用である運転者の運転プロファイルを決定するステップを含む。
【図９】非限定的な例示用の一実施形態による図２の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収
集充電分配装置コントローラを動作させるローレベルな方法を示すフロー図であり、図６
の方法において有用である携帯型電気エネルギー貯蔵装置をユーザーに対してリリースす
るプロセスを含む。
【図１０】非限定的な例示用の一実施形態による図２の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の
収集充電分配装置コントローラを動作させるローレベルな方法を示すフロー図であり、図
６の方法において有用である携帯型電気エネルギー貯蔵装置のセキュリティシステムを構
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成するステップを含む。
【図１１】非限定的な例示用の一実施形態による図２の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の
収集充電分配装置コントローラを動作させるローレベルな方法を示すフロー図であり、図
６の方法において有用である優先順位付けシステムに基づいて携帯型電気エネルギー貯蔵
装置を選択するステップを含む。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下の説明では、種々の開示した実施形態の完全な理解を提供するために、幾つかの特
定の詳細が示される。しかしながら、当業者は、実施形態を、そのような特定の詳細の１
つ以上なしに又は他の方法、構成要素、材料などと共に実施してもよいことを理解するで
あろう。他の例では、実施形態の説明を無駄に分かりにくくしないように、変圧器、整流
器、ＤＣ／ＤＣ電力変換装置、スイッチモード電力変換装置、コントローラ、並びに通信
システム、構造及びネットワークを含むがこれらに限定されない自動販売機、バッテリ、
スーパー又はウルトラキャパシタ、電力変換装置と関連した周知の構造物は、詳細に示さ
れずまた記述されない。
【００３０】
　文脈で特に必要とされない限り、以下の明細と特許請求の範囲全体にわたって、用語「
comprise：有する、備える、含む」と、「comprises」や「comprising」などの変形は、
「～を含むがそれらに限定されない」という制限でない包括的な意味に解釈されるべきで
ある。
【００３１】
　本明細書全体にわたって、「one embodiment」又は「an embodiment」（実施例）は、
実施例と関連して説明される特定の特徴、構造又は特性が、少なくとも１つの実施形態に
含まれることを意味する。したがって、本明細書全体にわたって様々な場所に現れる句「
in one embodiment」又は「in an embodiment」は、全て同じ実施形態を参照するとは限
らない。
【００３２】
　第１、第２、第３などの序数の使用は、必ずしも格付けされた順序を意味するものでは
なく、行為又は構造の複数の実例を区別するだけのことがある。
【００３３】
　携帯型電力貯蔵装置の言及は、バッテリ、スーパー又はウルトラキャパシタを含むがこ
れらに限定されない電力を貯蔵し貯蔵された電力を放出することができる任意の装置を意
味する。バッテリの言及は、化学的蓄電池、例えば、ニッケルカドミウム電池やリチウム
イオン電池を含むがこれらに限定されない充電式電池又は二次電池を意味する。
【００３４】
　本明細書で示される見出しと開示内容の要約は、単に便宜上のものであり、実施形態の
趣旨又は意味を解釈するものではない。
【００３５】
　図１は、１つの示された実施形態による収集充電分配装置１０２を含む環境１００を示
す。
【００３６】
　収集充電分配装置１０２は、販売機又はキオスクの形態を有してもよい。収集充電分配
装置１０２は、収集、充電、及び分配のために携帯型電気エネルギー貯蔵装置（例えば、
電池、スーパーコンデンサ、又はウルトラコンデンサ）１０６ａ～１０６ｎ（集合的に１
０６）を着脱自在に受け取るための複数の収納部、コンパートメント、又はレセプタクル
１０４ａ、１０４ｂ～１０４ｎ（図１においては、３つのみに参照符号が付与されており
、集合的には１０４として表記されている）を有する。図１に示されているように、収納
部１０４のいくつかは、空の状態にあり、その他の収納部１０４は、携帯型電気エネルギ
ー貯蔵装置１０６を保持している。図１は、１つの収納部１０４当たりに単一の携帯型電
気エネルギー貯蔵装置１０６を示しているが、いくつかの実施形態においては、それぞれ
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の収納部１０４が複数の携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６を保持してもよい。例えば
、収納部１０４のそれぞれが、３つの携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６を受け入れる
ように十分な深さを有してもよい。従って、例えば、図１に示されている収集充電分配装
置１０２は、４０個、８０個、又は１２０個の携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６を同
時に保持する能力を有する容量を有してもよく、且つ、ユーザーによる選択のために、又
はユーザーの好み又はプロファイルに基づいた自動的な選択のために、様々な性能特性、
品質、及びその他の特徴を有する携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６の在庫を収容して
もよい。
【００３７】
　携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６は、例えば、バッテリ（例えば、電池のアレイ）
又はスーパー若しくはウルトラキャパシタ（例えば、ウルトラキャパシタセルのアレイ）
などの様々な形態を取ってもよい。例えば、携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６ｚは、
充電式バッテリ（即ち、二次電池又はバッテリ）の形態をとってもよい。携帯型電気エネ
ルギー貯蔵装置１０６ｚは、例えば、全電気スクータやモーターバイク１０８などの個人
輸送車両に物理的に適合し給電するように容量が決められてもよい。前述したように、エ
ンジンスクータとモーターバイクは、例えば、アジア、ヨーロッパ及び中東の多くの大都
市で一般的である。都市又は地域の至る所で充電済みバッテリを便利に入手できるので、
エンジンスクータやモーターバイクの代わりに全電気スクータ及びモーターバイク１０８
を使用することができ、それにより大気汚染が減少し、騒音が減少することがある。
【００３８】
　携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６は、携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６ｚの外
部からアクセス可能であるいくつかの電気端子１１０ａ、１１０ｂ（２つが図示されてお
り、集合的には１１０として表記されている）を含んでもよい（携帯型電気エネルギー貯
蔵装置１０６ｚのみを示している）。電気端子１１０は、電荷が携帯型電気エネルギー貯
蔵装置１０６ｚから供給されることを許容すると共に、携帯型電気エネルギー貯蔵装置１
０６ｚを充電又は再充電するために電荷が携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６ｚに供給
されることを許容する。図１には柱状部として示されているが、電気端子１１０は、電池
ハウジング内のスロットに位置決めされた電気端子を含む携帯型電気エネルギー貯蔵装置
１０６ｚの外部からアクセス可能な任意の形態を有してもよい。携帯型電気エネルギー貯
蔵装置１０６は、一般の人々に対して貸し出され、リースされると共に／又は、賃貸され
る場合があることから、収集充電分配装置１０２の外部に存在しているか又はその他の方
式によってユーザーの所有下にある場合にも、どのように且つどのような状況において携
帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６を充電してもよいのか及び／又はエネルギーを放出し
てもよいかを制御することが望ましい。この携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６の制御
は、盗難及び／又は誤用を防止するのに有用であり、且つ、これにより、様々な携帯型電
気エネルギー貯蔵装置１０６の様々な性能レベルの制御が可能になる。これらの性能レベ
ルは、ユーザーの好み、ユーザーのサブスクリプションレベル、又はユーザープロファイ
ルのその他の側面に基づいたものであってもよい。ユーザーのプロファイル及び好みに従
ってこのような充電及びエネルギー放出を制御するためのセキュリティシステムを含む携
帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６を充電するためのシステム及び方法については、図２
～図７を参照し、更に詳細に後述するが、これらのシステム及び方法は、本明細書に記述
されている携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６の収集、充電、及び分配のためのシステ
ム全体において有用である。
【００３９】
　収集充電分配装置１０２は、収集充電分配装置１０２が様々なエンドユーザによって都
合よくかつ容易にアクセスできる幾つかの場所１１２に位置決めされる。場所は、例えば
コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ガス又はガソリンスタンド、サービスショ
ップなどの小売り環境のような、様々な形態のいずれを取ることもできる。あるいは、収
集充電分配装置１０２は、既存の小売りや他の事業と関連しない場所１１２、例えば都市
公園や他の公共場所に単独であってもよい。したがって、例えば、収集充電分配装置１０
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２は、都市又は地域の至る所のコンビニエンスストアのチェーンの各店舗に配置されても
よい。そのようなものは、有利には、コンビニエンスストアが、ターゲットとなる人々に
対する利便性又は人口統計に基づいて立地又は分散されることが多いという事実に依存す
ることがある。そのようなものは、有利には、収集充電分配装置１０２の広範囲のネット
ワークを都市又は地域内に迅速に展開できるようにするために、店頭や他の小売り場所で
既存の賃貸契約に依存することがある。ターゲットとなる人々に役立つように地理的に適
切に分散された大規模ネットワークを迅速に達成することにより、そのようなシステムに
依存する能力と、そのような努力の有望な商業的成功が強化される。
【００４０】
　場所１１２は、例えば送電網１１６を介して発電所（不図示）から電力を受け取る電気
設備１１４を含む。電気設備１１４は、例えば、電気設備メータ１１４ａ、回路パネル（
例えば、回路遮断器パネル又はヒューズボックス）１１４ｂ、配線１１４ｃ、及び電気コ
ンセント１１４ｄのうちの１つ以上を含むことがある。場所１１２が、既存の小売り店又
はコンビニエンスストアの場合、電気設備１１４は、既存の電気設備のことがあり、した
がって、ある程度定格が限定されることがある（例えば、１２０ボルト、２４０ボルト、
２２０ボルト、２３０ボルト、１５アンペア）。
【００４１】
　小売場所１１２の事業者も、収集充電分配装置１０２の所有者、流通業者、又は事業者
も、電気サービス１１４のアップグレード費用を負担することを所望しないことがある。
それでも、エンドユーザーによって使用される利用可能な携帯型電気エネルギー貯蔵装置
１０６の十分な供給を維持するべく、迅速な充電が望ましい。
【００４２】
　任意選択により、収集充電分配装置１０２は、更新可能な電力の供給源を含んでもよく
、或いは、これに結合されてもよい。例えば、外部の場所に設置される場合には、収集充
電分配装置１０２は、日照から電力を生成するための光起電（ＰＶ）セルのアレイ１１８
を含んでもよい。或いは、この代わりに、収集充電分配装置１０２は、例えば、屋根の上
やポール（図示されてはいない）の最上部に取り付けられたポールの上などのどこかほか
の場所１１２に位置決めされたマイクロタービン（例えば、風力タービン）又はＰＶアレ
イに対して電気的に結合されてもよい。
【００４３】
　収集充電分配装置１０２は、バックエンド又はバックオフィスシステム（１つだけ示し
た）１２０などの１つ以上の遠隔配置されたコンピュータシステムに通信によって結合さ
れてもよい。バックエンド又はバックオフィスシステム１２０は、都市などの地域に分散
された複数の収集充電分配装置１０２からデータを収集しかつ／又はそれらの装置を制御
してもよい。通信は、１つ以上のネットワーク１２２を含む１つ以上の通信チャネル、又
はネットワーク接続されていない通信チャネルを介して行われてもよい。通信は、１つ以
上の有線通信チャネル（例えば、撚線対配線、光ファイバ）、無線通信チャネル（例えば
、無線、マイクロ波、衛星、８０１．１１準拠）を介したものでもよい。ネットワーク接
続された通信チャネルは、１つ以上のローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネッ
トワーク（ＷＡＮ）、エクストラネット、イントラネット、又はインターネットのワール
ドワイドウェブ部分を含むインターネットを含んでもよい。
【００４４】
　収集充電分配装置１０２は、ユーザインタフェース１２４を含んでもよい。ユーザイン
タフェースは、エンドユーザが収集充電分配装置１０２と対話することを可能にする様々
な入出力（Ｉ／Ｏ）装置を含んでもよい。様々な入出力装置は、図２に関連して以下のよ
うに表記され記述される。
【００４５】
　図２は、１つの示された実施形態による図１の収集充電分配装置１０２を示す。
【００４６】
　収集充電分配装置１０２は、制御サブシステム２０２、充電サブシステム２０４、通信
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サブシステム２０６、及びユーザインタフェースサブシステム２０８を含む。
【００４７】
　制御サブシステム２０２は、様々なセンサから信号を受け取り、論理演算を実行し、様
々な構成要素に信号を送ることができるコントローラ２１０（例えば、マイクロプロセッ
サ、マイクロコントローラ、プログラマブルロジックコントローラ（ＰＬＣ）、プログラ
マブルゲートアレイ（ＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、又は別のコントロ
ーラ）を含む。典型的には、コントローラ２１０は、マイクロプロセッサ（例えば、ＩＮ
ＴＥＬ、ＡＭＤ、ＡＴＯＭ）の形態を取ることがある。制御サブシステム２０２は、また
、１つ以上の非一時的プロセッサ又はコンピュータ可読記憶媒体（例えば、読み出し専用
メモリ（ＲＯＭ）２１２、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２１４）、及びデータ記憶
装置２１６（例えば、フラッシュメモリやＥＥＰＲＯＭなどの固体記憶媒体、ハードディ
スクなどの回転型記憶媒体）を含んでもよい。非一時的プロセッサ又はコンピュータ可読
記憶媒体２１２，２１４，２１６は、コントローラ２１０の一部の任意の非一時的記憶媒
体（例えば、レジスタ）に追加されてもよい。制御サブシステム２０２は、様々な構成要
素を結合する１つ以上のバス２１８（例えば、１つ以上の電力バス、命令バス、データバ
ス）を含んでもよい。
【００４８】
　図示のように、ＲＯＭ２１２、又は一時的ではないプロセッサ又はコンピュータ可読ス
トレージ媒体２１２、２１４、２１６のうちのいずれかのその他のものは、命令及び／又
はデータ或いは変数又はパラメータの値を保存する。データの組は、例えば、ルックアッ
プテーブルやデータベース内のレコードの組などのような様々な形態を有してもよい。命
令及びデータ又は値の組は、コントローラ１１０によって実行可能である。命令及びデー
タ又は値の組を実行することにより、コントローラ１１０が特定の動作を実行し、収集充
電分配装置１０２に、携帯型エネルギー貯蔵装置を収集、充電、選択、及び分配させる。
収集充電分配装置１０２の特定の動作について、様々なフロー図（図６～図１１）を参照
し、本明細書において、且つ、以下において、説明することとする。
【００４９】
　コントローラ２１０は、命令やデータなどの一時的な記憶のために、従来の方式により
、ＲＡＭ２１４を使用してもよい。コントローラ２１０は、データストア２１６を使用し
、例えば、ユーザープロファイルや、携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６の収集、充電
、及び／又は分配、又は収集、並びに／或いは、収集充電分配装置１０３自体の動作に関
係するテレメトリック情報などの情報を記録又は保持してもよい。命令は、エンドユーザ
ー又は操作者の入力に応答して、且つ、データ又は変数又はパラメータの値を使用するこ
とにより、収集充電分配装置１０２の動作を制御するように、コントローラ２１０によっ
て実行可能である。
【００５０】
　制御サブシステム２０２は、収集充電分配装置１０２の様々なセンサ及び／又は構成要
素から、そのような他の構成要素の動作、状況又は状態を示す情報を特徴付けるか示す情
報を含む信号を受け取る。センサは、図２では、丸の中に適切な添付文字と共に文字Ｓで
示されている。
【００５１】
　例えば、１つ以上の位置センサＳP1～ＳPNは、各収容器１０４内の携帯型電力貯蔵装置
１０６の有無を検出してもよい。位置センサＳP1～ＳPNは、様々な形態をとってもよい。
例えば、位置センサＳP1～ＳPNは、携帯型電力貯蔵装置１０６が収容器１０４に挿入され
たときに、それぞれの携帯型電力貯蔵装置１０６の一部分との接触に応じて開閉される機
械式スイッチの形態を取ってもよい。また例えば、位置センサＳP1～ＳPNは、携帯型電力
貯蔵装置１０６が収容器１０４に挿入されたときにそれぞれの携帯型電力貯蔵装置１０６
の一部分と接触することに応じて開閉される光スイッチ（即ち、光源と収容器）の形態を
とってもよい。また例えば、位置センサＳP1～ＳPNは、収容器１０４に携帯型電力貯蔵装
置１０６が挿入されたときにそれぞれの携帯型電力貯蔵装置１０６の端子１１０との接触
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によって生じる閉路状態の検出、又は収容器１０４内にそれぞれの携帯型電力貯蔵装置１
０６がないことによって生じる開路状態の検出に応じて開閉される電気センサ又はスイッ
チの形態をとってもよい。これらの例は、非限定的なものであり、収容器内の携帯型電力
貯蔵装置１０６の有無又は挿入を検出するための他の構造及び装置が使用されてもよいこ
とに注意されたい。
【００５２】
　例えば、１つ以上の充電センサＳC1～ＳCNが、各収容器１０４にある携帯型電力貯蔵装
置１０６の充電を検出してもよい。充電センサＳC1～ＳCNは、携帯型電力貯蔵装置１０６
によって貯蔵された電荷の量を検出してもよい。充電センサＳC1～ＳCNは、更に、各収容
器１０４にある携帯型電力貯蔵装置１０６に供給されている電荷の量及び／又は充電率を
検出してもよい。そのようなものは、各携帯型電力貯蔵装置１０６の現在の（即ち、一時
的）充電状態又は状況の評価を可能にし、また充電率の制御を含むその充電に関するフィ
ードバック制御を可能にしてもよい。充電センサＳC1～ＳCNには、任意の様々な電流及び
／又は電圧センサが挙げられる。
【００５３】
　例えば、１つ以上の充電センサＳT1（１つだけを示す）が、収容器１０４又は周囲環境
の温度を検出又は感知してもよい。
【００５４】
　制御サブシステム２０２は、様々なアクチュエータや制御信号に応答する他のコンポー
ネントに信号を送る。この信号は、コンポーネントが行う動作を特徴付けあるいは指示し
たり、コンポーネントがなるべき状態を指示する情報を含む。制御信号、アクチュエータ
、または制御信号に応答する他のコンポーネントは、図２で、丸の中に示された適切な添
字とともに文字Ｃによって表されている。
【００５５】
　例えば、１つ以上のエンジン制御信号ＣA1～ＣANは、１つ以上のアクチュエータ２２０
（１つだけ示す）の動作に影響を及ぼすことがある。例えば、制御信号ＣA1は、アクチュ
エータ２２０を第１の位置と第２の位置との間で動かすか、アクチュエータ２２０によっ
て生成された磁界を変化させる。アクチュエータ２２０は、ソレノイド、ステッパモータ
などの電気モータ、又は電磁石を含むがこれに限定されない様々な形態のいずれでもよい
。アクチュエータ２２０は、ラッチ、ロック又は他の保持器機構２２２を操作するために
結合されてもよい。ラッチ、ロック又は他の保持器機構２２２は、収容器１０４内に１つ
以上の携帯型電力貯蔵装置１０６（図１）を選択的に固定又は保持してもよい（図１）。
例えば、ラッチ、ロック又は他の保持器機構２２２は、携帯型電力貯蔵装置１０６（図１
）のハウジングの一部である無料構造物に物理的に結合してもよい。あるいは、ラッチ、
ロック又は他の保持器機構２２２は、携帯型電力貯蔵装置１０６（図１）のハウジングの
一部である無料構造物に磁気的に結合してもよい。また例えば、ラッチ、ロック又は他の
機構は、収容器１０４（図１）を開いてもよく、収容器１０４を開き、ある程度又は完全
に放電された携帯型電力貯蔵装置１０６を充電のために収容してもよい。例えば、アクチ
ュエータは、収容器１０４（図１）への扉を開閉して、収容された携帯型電力貯蔵装置１
０６（図１）に選択的にアクセスしてもよい。また例えば、アクチュエータは、ラッチ又
はロックを開閉して、エンドユーザが、収容器１０４（図１）への扉を開閉して、収容さ
れた携帯型電力貯蔵装置１０６（図１）に選択的にアクセスできるようにしてもよい。
【００５６】
　制御サブシステム２０２は、充電サブシステム２０６の１つ以上のポート２２４ｂに制
御信号を提供する１つ以上のポート２２４ａを有してもよい。ポート２２４ａ，２２４ｂ
は、双方向通信を提供してもよい。制御サブシステム２０２は、ユーザインタフェースサ
ブシステム２０８の１つ以上のポート２２６ｂに制御信号を提供する１つ以上のポート２
２６ａを含んでもよい。ポート２２６ａ，２２６ｂは、双方向通信を提供してもよい。
【００５７】
　充電サブシステム２０４は、収容器１０４内に位置決め又は収容されたときに携帯型電
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力貯蔵装置１０６を充電する様々な電気部品又は電子部品を含む。例えば、充電サブシス
テム１０２は、１つ以上の電力バス又は電源バスバー、継電器、接触器又は他のスイッチ
（例えば、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ又はＩＧＢＴ、金属酸化物トランジスタ又
はＭＯＳＦＥＴ）、整流器ブリッジ、電流センサ、地絡回路などを含んでもよい。電力は
、例えば端子、リード線、柱などの様々な形態のどれをとってもよい接点を介して供給さ
れる。接点は、様々な構成要素の電気的結合を可能にする。幾つかの可能な実施態様は、
図２の示されかつ／又は後述される。そのようなものは、排他的ではなく、追加の構成要
素を使用することができ、他の構成要素が省略されることがある。
【００５８】
　図示された充電サブシステム２０４は、電線又はコード２３２を介して電気設備１１４
（図１）から電力を受け取る第１の電力変換装置２３０を含む。電力は、典型的には、単
相、二相又は三相の交流電力の形態になる。したがって、第１の電力変換装置２３０は、
電気設備１１４（図１）を介して受け取った電力を変換し他の方法で調整する（例えば、
交流波形を直流に整流し、電圧、電流、位相を変換し、また過渡現象と雑音を減少させる
）ために必要なことがある。したがって、第１の電力変換装置２３０は、変圧器２３４、
整流器２３６、ＤＣ／ＤＣ電力変換装置２３８、及びフィルタ２４０を有してもよい。
【００５９】
　変圧器２３４は、電気設備１１４（図１）を介して受け取った電力を処理するのに適し
た定格を有する任意の市販の変圧器の形態をとってもよい。幾つかの実施形態は、複数の
変圧器を使用してもよい。変圧器２３４は、有利には、収集充電分配装置１０２の構成要
素と送電網１１６（図１）との間のガルバニック分離を提供してもよい。整流器２３６は
、様々な形態（例えば、フルブリッジダイオード整流器、スイッチモード整流器）のうち
のどの形態をとってもよい。整流器２３６は、交流電力を直流電力に変換するように動作
されてもよい。ＤＣ／ＤＣ電力変換装置２３８は、種々の形態のうちのどの形態でもよい
。例えば、ＤＣ／ＤＣ電力変換装置２３８は、スイッチモードＤＣ／ＤＣ電力変換装置（
例えば、ハーフ又はフルブリッジ構成でＩＧＢＴ、ＭＯＳＦＥＴを使用する）の形態をと
ってもよく、１つ以上のインダクタを含んでもよい。ＤＣ／ＤＣ電力変換装置２３８は、
ブーストコンバータ、バックコンバータ、同期バックコンバータ、バックブーストコンバ
ータ、又はフライバックコンバータを含む任意数のトポロジを有してもよい。フィルタは
、電圧スパイクを抑制し、過渡現象及び／又は雑音を除去又は低減する１つ以上のキャパ
シタ、抵抗器、ツェナーダイオード、又は他の要素を有してもよい。
【００６０】
　図示された充電サブシステム２０４は、再生可能電源（例えば、ＰＶアレイ１１８（図
１））から電力を受け取ってもよい。そのような電力は、第１の電力変換装置２３０によ
って変換又は調整され、例えば、ＤＣ／ＤＣ電力変換装置２３８に直接供給され、変圧器
２３６及び／又は整流器２３６を迂回してもよい。あるいは、図示された充電サブシステ
ム２０４は、そのような電力を変換又は他の方法で調整する専用の電力変換装置を含んで
もよい。
【００６１】
　図示の充電サブシステム２０４は、任意選択により、携帯型電力貯蔵装置１０６のうち
のその他のものを充電するために、１つ又は複数のライン２４４を介して１つ又は複数の
携帯型電力貯蔵装置１０６（図１）から電力を受け取る第２パワーコンバータ２４２を含
んでもよい。従って、第２パワーコンバータ２４２は、例えば、任意選択による電圧や電
流の変換及び過渡応答及びノイズの低減などように、携帯型電力貯蔵装置１０６から受け
取った電力を変換すると共に／又はその他の方法によって調整する必要がある。従って、
第２パワーコンバータ２４２は、任意選択により、ＤＣ／ＤＣパワーコンバータ２４６及
び／又は１つ又は複数のフィルタ２４８を含んでもよい。様々なタイプのＤＣ／ＤＣパワ
ーコンバータ及びフィルタについては、上述したとおりである。
【００６２】
　図示された充電サブシステム２０４は、制御サブシステム２０２からポート１２４ａ，
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１２４ｂを介して提供された制御信号に応答する複数のスイッチ２５０を有する。スイッ
チは、第１の電力変換装置２３０を介して両方の電気設備によって供給された電力と、第
２の数又は組の携帯型電力貯蔵装置１０６によって供給される電力とから充電される第１
の数又は組の携帯型電力貯蔵装置１０６を選択的に結合する働きをする。第１の数又は組
の携帯型電力貯蔵装置１０６は、単一の携帯型電力貯蔵装置１０６を含んでもよく、２つ
以上の携帯型電力貯蔵装置１０６を含んでもよい。第２の数又は組の携帯型電力貯蔵装置
１０６は、単一の携帯型電力貯蔵装置１０６を含んでもよく、２つ以上の携帯型電力貯蔵
装置１０６を含んでもよい。携帯型電力貯蔵装置１０６は、図２に、負荷Ｌ1、Ｌ2～ＬN

として表わされる。
【００６３】
　通信サブシステム２０６は、バックエンド又はバックオフィスシステム１２０（図１）
の様々なコンポーネント及び／又は携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６の様々なコンポ
ーネントとの間における通信を促進する１つ以上の通信モジュール又はコンポーネントを
更に含んでもよい。通信サブシステム２０６は、例えば、１つ以上のモデム２５２又は１
つ以上のＥｔｈｅｒｎｅｔやその他のタイプの通信カード又はコンポーネント２５４を含
んでもよい。制御サブシステム２０２のポート２５６ａは、制御サブシステム２０２を通
信サブシステム２０６のポート２５６ｂと通信自在に結合してもよい。通信サブシステム
２０６は、有線及び／又は無線通信を提供してもよい。例えば、通信サブシステム２０６
は、携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６を含む収集充電分配装置１０２の外部の様々な
その他の装置との間における近距離（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、近距離通信（Ｎｅａ
ｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ：ＮＦＣ）、高周波識別（Ｒａｄｉｏ　Ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ：ＲＦＩＤ）コンポーネント及びプロ
トコルによるもの）又は長距離無線通信（例えば、無線ＬＡＮ、衛星、又はセルラーネッ
トワークによるもの）を可能にするコンポーネントを提供してもよい。例えば、収集充電
分配装置内に保存されている携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６は、特定の性能特性、
モデル情報、貯蔵容量情報、使用履歴などを有してもよく、これらの情報は、携帯型電気
エネルギー貯蔵装置から通信サブシステム２０６を介して収集充電分配装置が取得しても
よい。又、このような情報は、収集充電分配装置内に保存されている携帯型電気エネルギ
ー貯蔵装置に接続しているセンサ又はその他の媒体を介して収集してもよい。又、制御サ
ブシステム２０２の制御下において、収集充電分配装置は、ユーザーの好み、ユーザープ
ロファイル、又はその他の要因に従って特定レベルにおいて稼働するように（例えば、特
定のレベルでエネルギーを放出するように）、収集充電分配装置内に保存されている携帯
型電気エネルギー貯蔵装置に対して命令を提供してもよく、或いは、これをプログラムし
てもよい。
【００６４】
　通信サブシステム２０６は、様々なリモートコンポーネント又はシステムまでの無線信
号経路を提供するために、１つ以上のポート、無線受信機、無線送信機、又は無線トラン
シーバを含んでもよい。リモート通信サブシステム２０６は、交換型パケットタイプの通
信プロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ、又はその他のネットワークプロトコ
ルを含むネットワークトラフィックを処理するのに適した１つ以上のブリッジ又はルータ
ーを含んでもよい。
【００６５】
　ユーザインタフェースシステム２０８は、１つ以上のユーザ入力／出力（Ｉ／Ｏ）構成
要素を含む。例えば、ユーザインタフェースシステム２０８は、情報及びグラフィックユ
ーザインタフェース（ＧＵＩ）をエンドユーザに提示し、ユーザ選択の指示を受ける働き
をするタッチスクリーンディスプレイ２０８ａを有してもよい。ユーザインタフェースシ
ステム２０８は、エンドユーザがＧＵＩで情報を入力しかつ／又はユーザ選択可能アイコ
ンを選択することを可能にするために、キーボード又はキーパッド２０８ｂ、及び／又は
カーソルコントローラ（例えば、マウス、トラックボール、トラックパッド）（図示せず
）を備えてもよい。ユーザインタフェースシステム２０８は、エンドユーザに聴覚メッセ
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ージを提供するスピーカ２０８ｃ及び／又は音声指示など音声ユーザ入力を受け取るマイ
クロフォン２０８ｄとを備えてもよい。
【００６６】
　ユーザーインターフェイスシステム２０８は、カードタイプ媒体２０９から情報を読み
取るためのカードリーダー２０８ｅを含んでもよい。カードリーダー２０８ｅは、様々な
形態を有してもよい。例えば、カードリーダー２０８ｅは、カード２０９によって担持さ
れた磁気ストライプ内に符号化された情報を読み取るための磁気ストライプリーダーの形
態を有してもよく、或いは、これを含んでもよい。例えば、カードリーダー２０８ｅは、
カード２０９によって担持された機械可読シンボル内に符号化された情報を読み取るため
の機械可読シンボル（例えば、バーコードやマトリックスコード）カードリーダーの形態
を有してもよく、或いは、これを含んでもよい。例えば、カードリーダー２０８ｅは、カ
ード２０９によって担持された一時的ではない媒体内に符号化された情報を読み取るため
のスマートカードリーダーの形態を有してもよく、或いは、これを含んでもよい。これら
のものは、例えば、高周波識別（ＲＦＩＤ）トランスポンダ又は電子支払チップ（例えば
、近距離通信（ＮＦＣ）チップ）を利用する媒体を含んでもよい。従って、カードリーダ
ー２０８ｅは、例えば、クレジットカード、デビットカード、ギフトカード、プリペイド
カード、並びに、運転免許証などの識別媒体などの様々なカード媒体２０９から情報（例
えば、ユーザープロファイル及び／又は認証信任状）を読み取ることができるものであっ
てもよい。又、カートリーダー２０８ｅは、携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６によっ
て担持される一時的ではない媒体内に符号化された情報を読み取ることができてもよく、
且つ、情報を携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６に伝達するための（例えば、携帯型電
気エネルギー貯蔵装置１０６の認証のための且つ／又は携帯型電気エネルギー貯蔵装置１
０６に対する収集充電分配装置１０２の認証のための）ＲＦＩＤトランスポンダ、トラン
シーバ、ＮＦＣチップ、及び／又はその他の通信装置を含んでもよい。
【００６７】
　ユーザーインターフェイスシステム２０８は、現金による支払を受け取ると共に検証す
るべく、紙幣受取装置２０８ｆ及び検証器並びに／或いは硬貨受取装置２０８ｇを含んで
もよい。これらのものは、クレジットを利用できない人々に対してサービスする際に非常
に有用であろう。紙幣受取装置及び検証器２０８ｆ並びに／或いは硬貨受取装置２０８ｇ
は、例えば、現在市販されていると共に様々な販売機及びキオスクにおいて使用されてい
るものなどの任意の様々な形態を有してもよい。
【００６８】
　図３は、非限定的な例示用の一実施形態による図１の携帯型電気エネルギー貯蔵装置１
０６ｚのブロックダイアグラムである。
【００６９】
　図示されているのは、携帯型電気エネルギー貯蔵装置ハウジング３２０と、電気端子１
１０ａ、１１０ｂと、電池セル３０４と、セキュリティシステムコントローラ３０６と、
保護アクセスパネル３１４である。電池セル３０４は、貯蔵されている化学エネルギーを
電気エネルギーに変換する任意の再充電可能なタイプの電気化学セルである。上述のよう
に、電気端子１１０ａ、１１０ｂは、携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６ｚの外部から
アクセス可能である。電気端子１１０は、携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６ｚからの
電荷の供給を許容すると共に、携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６ｚを充電又は再充電
するための導電性端子接続３１２ａ及び３１２ｂを通じた携帯型電気エネルギー貯蔵装置
１０６ｚに対する且つ電池セル３０４に対する電荷の供給をも許容する。図３には柱状部
として示されているが、電気端子１１０ａ及び１１０ｂは、電池ハウジング３０２内のス
ロットに位置決めされた電気端子を含む携帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６ｚの外部か
らアクセス可能である任意のその他の形態を有してもよい。
【００７０】
　端子ライン３１２ａ及び３１２ｂ並びにセキュリティシステムコントローラ３０８に動
作可能に接続されているのは、セキュリティシステムコントローラ３０６によって電気的
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に制御される２つのスイッチ３１０ａ及び３１０ｂである。閉路位置において、スイッチ
３１０ａ及び３１０ｂは、回路を完成させることにより、電流が携帯型電気エネルギー貯
蔵装置１０６ｚから流れる又はこれに対して供給されることを許容するように動作する。
開路位置においては、スイッチ３１０ａ及び３１０ｂは、開路することにより、電流が携
帯型電気エネルギー貯蔵装置１０６ｚから流れることを防止すると共に電流が携帯型電気
エネルギー貯蔵装置１０６ｚに対して供給されることを防止するように動作する。いくつ
かの実施形態においては、スイッチ３１０ａ及び３１０ｂは、セキュリティシステムコン
トローラ３０８から受け取った信号に応答する任意のタイプの電子的又は電気機械的スイ
ッチであってもよい。スイッチ３１０ａ及び３１０ｂは、様々なタイプのアクチュエータ
、接点、リレー、整流器、パワートランジスタ、ＩＧＢＴ、及び／又はＭＯＳＦＥＴなど
を含む様々な電気的且つ／又は電子的コンポーネントを含んでもよい。
【００７１】
　いくつかの実施形態においては、既定では、携帯型電気貯蔵装置１０６ｚは、携帯型電
気貯蔵装置１０６ｚが（例えば、無線信号を介して）充電装置又はその他の外部装置から
認証を受け取らない限り、電荷を受け取ることができない状態にある。例えば、このよう
な認証は、携帯型電気貯蔵装置１０６ｚの外部の様々なその他の装置との間における近距
離（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、近距離通信（ＮＦＣ）、高周波識別（ＲＦＩＤ）コン
ポーネント及びプロトコルによるもの）又は長距離無線通信（例えば、無線ＬＡＮ、衛星
、又はセルラーネットワークによるもの）を可能にするコンポーネントを介して受け取っ
た情報に基づいて実施してもよい。認証が根拠としてもよい受け取る対象の情報は、限定
を伴うことなしに、コード、パスワード、電子信任状、電子セキュリティ証明書、暗号化
されたデータ、暗号化キー、電子キーなどのうちの１つ以上を含んでもよい。
【００７２】
　セキュリティシステムコントローラ３０６は、電荷を受け取るか又はエネルギーを供給
するために携帯型電気貯蔵装置１０６ｚが接続される外部装置からの認証に基づいてスイ
ッチ３１０ａ及び３１０ｂを開閉するための信号を送信するように構成されている。又、
携帯型電気貯蔵装置セキュリティシステムコントローラ３０６は、端子１１０ａ及び１１
０ｂ及び携帯型電気貯蔵装置セキュリティシステムコントローラ３０６に結合されたライ
ン３１４ａ及び３１４ｂ並びに携帯型電気貯蔵装置セキュリティシステムコントローラ３
０６及び電池セル３０４に結合されたライン３０８上において携帯型電気貯蔵装置セキュ
リティシステムコントローラ３０６を通じて流れる電流を調節することにより、スイッチ
３１０ａ及び３１０ｂの両方が開路位置にある際に、エネルギーを放出する場合に、（例
えば、ユーザープロファイルに基づいて）携帯型電気貯蔵装置１０６ｚから放出するべき
エネルギーの量を調節するように構成されている。携帯型電気貯蔵装置１０６ｚからのエ
ネルギー放出の調節は、携帯型電気貯蔵装置１０６ｚの外部の装置からの様々な情報又は
その他の無線信号に応答したものであってよい。例えば、いくつかの例においては、ユー
ザーは、収集充電分配装置１０２における購入、賃貸、又は交換の時点において携帯型電
池貯蔵装置１０６ｚの望ましい電力又は性能レベルを選択してもよく、且つ、これを実行
するために割増料金を支払ってもよい。又、放出されるエネルギーの量は、携帯型電気貯
蔵装置セキュリティシステムコントローラ３０６によって受け取られた情報によって示さ
れているユーザープロファイル、ユーザーの車両プロファイル、ユーザーのサブスクリプ
ションレベル、識別されたユーザー又は一般的なユーザーに関係する提供されている特定
の販促、収入レベル、性別、年齢、純資産、婚姻状態などのようなユーザーの人口統計的
な情報のうちの１つ以上に依存したものであってもよい。
【００７３】
　ハウジング３０２は、電池セル３０４及び携帯型電気貯蔵装置セキュリティシステムコ
ントローラ３０６を外部の要素及び不正操作から保護するために、ポリマー又はその他の
十分な厚さの耐久性を有する材料から構築される。例えば、ハウジングの壁は、少なくと
も約０．２５インチの厚さを有してもよく、且つ、ロックされたアクセスパネル３１４を
開放するためのキー又はその他の専門的なツールを伴うことなしには電池セル３０４及び
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携帯型電気貯蔵装置セキュリティシステムコントローラ３０６にアクセスすることができ
ないように、電池セル３０４及び携帯型電気貯蔵装置セキュリティシステムコントローラ
３０６を（いくつかの実施形態においては、ハウジング内の小さな通気孔を除いて）完全
に取り囲んでもよい。
【００７４】
　いくつかの実施形態においては、携帯型電気貯蔵装置セキュリティシステムコントロー
ラ３０６のコンポーネントのいくつか又はすべては、スイッチ３１０ａ及び３１０ｂを（
例えば、無線制御信号を介して）作動させる別個の装置として携帯型電気貯蔵装置１０６
ｚの外部に配置してもよい。又、電池セル３０４との間における電流の流れを防止又は許
容するのに十分な更に多くの数の又は更に少ない数のスイッチを使用してもよい。
【００７５】
　図４は、非限定的な例示用の一実施形態による図１及び図３の携帯型電気エネルギー貯
蔵装置セキュリティシステムコントローラ３０６の概略図である。
【００７６】
　携帯型電気貯蔵装置セキュリティシステムコントローラ３０６は、コントローラ４１０
と、通信サブシステム４０６と、電力インターフェイス／マネージャと、を含む。
【００７７】
　コントローラ４１０は、例えば、様々なセンサから信号を受け取り、論理演算を実行し
、且つ、信号を様々なコンポーネントに対して送信する能力を有するマイクロプロセッサ
、マイクロコントローラ、プログラム可能なロジックコントローラ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａ
ｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：ＰＬＣ）、プログラム可能なゲートアレイ
（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ：ＰＧＡ）、アプリケーション固有
の集積回路（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉ
ｒｃｕｉｔ：ＡＳＩＣ）、又は別のコントローラである。通常、コントローラ４１０は、
マイクロプロセッサ（例えば、ＩＮＴＥＬ、ＡＭＤ、ＡＴＯＭ）の形態を有してもよい。
又、携帯型電気貯蔵装置セキュリティシステムコントローラ３０６は、例えば、読出し専
用メモリ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ：ＲＯＭ）４１２、ランダムアクセスメモ
リ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ：ＲＡＭ）４１４、及びその他のストレ
ージ４１６（例えば、フラッシュメモリ又はＥＥＰＲＯＭなどの半導体ストレージ媒体や
ハードディスクなどの回転ストレージ媒体）などの１つ又は複数の一時的ではないプロセ
ッサ又はコンピュータ可読ストレージ媒体を含んでもよい。一時的ではないプロセッサ又
はコンピュータ可読ストーレジ媒体４１２、４１４、４１６は、コントローラ４１０の一
部である任意の一時的ではないストレージ媒体（例えば、レジスタ）以外のものであって
もよい。携帯型電気貯蔵装置セキュリティシステムコントローラ３０６は、例えば、１つ
又は複数の電力バス、命令バス、データバスなどのように、様々なコンポーネントを１つ
に結合する１つ又は複数のバス４１８（１つのみが図示されている）を含んでもよい。
【００７８】
　図示されているように、ＲＯＭ４１２、又は一時的ではないプロセッサ又はコンピュー
タ可読ストレージ媒体４１２、４１４、４１６のうちのなんらかのその他のものは、命令
及び／又はデータ或いは変数又はパラメータの値を記憶する。データの組は、例えば、ル
ックアップテーブルやデータベース内のレコードの組などのような様々な形態を有しても
よい。命令及びデータ又は値の組は、コントローラ４１０によって実行可能である。命令
及びデータ又は値の組を実行することにより、コントローラ４１０は、特定の動作を実行
し、携帯型電気貯蔵装置セキュリティシステムコントローラ３０６に、携帯型電気貯蔵装
置１０６ｚによる電荷の受け取り又はエネルギーの放出を許容又は防止するか又はその他
の方法で携帯型電気貯蔵装置１０６ｚからのエネルギーの放出を調節するための制御信号
を生成させる。
【００７９】
　コントローラ４１０は、命令やデータなどの一時的な記憶のために、従来の方式により
、ＲＡＭ４１４を使用してもよい。コントローラ４１０は、データストア４１６を使用し



(22) JP 6010619 B2 2016.10.19

10

20

30

40

50

、例えば、ユーザープロファイル情報に関する情報、車両プロファイル情報、セキュリテ
ィコード、信任状、セキュリティ証明書、パスワード、ユーザーのサブスクリプションレ
ベル、識別されたユーザー又は一般的なユーザーに関係する提供されている特定の販促、
収入レベル、性別、年齢、純資産、婚姻状態などのようなユーザーの人口統計的な情報、
ユーザーの車両の場所に関する情報、及びテレマティック及び／又はテレメトリックなユ
ーザー車両情報、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の充電容量に関する情報、ユーザーの運
転ルートに関する情報などの情報を記録又は保持してもよい。命令は、限定を伴うことな
しに、充電装置、車両、ユーザー識別装置（カードや電子キーなど）、車両、収集充電分
配装置、収集充電分配装置サービスシステム、ユーザーのモバイル装置、ユーザーの車両
、及びエンドユーザー又は操作者の入力、及び使用データ又は変数又はパラメータの値を
含む外部装置のものなどのリモートシステムからの入力に応答して携帯型電気貯蔵装置セ
キュリティシステムコントローラ３０６の動作を制御するようにコントローラ４１０によ
って実行可能である。
【００８０】
　又、コントローラ４１０は、収集充電分配装置１０２の通信サブシステム２０６などの
外部装置の様々なセンサ及び／又はコンポーネントから信号を受け取ってもよい。この情
報は、ユーザープロファイル又は好みの情報又はそれらのコンポーネントの信憑性、認可
レベル、動作、状態、又は状況を特徴付ける又は示すその他の情報などの情報を含んでも
よい。
【００８１】
　通信サブシステム４０６は、データを認証目的のために装置の間において交換できるよ
うに、外部装置の様々なコンポーネントとの間の通信を促進する１つ又は複数の通信モジ
ュール又はコンポーネントと、更には、（ソフトウェア更新又はユーザープロファイル、
車両プロファイル、及び／又は販促キャンペーン情報のデータ更新を受け取るための）図
１の収集充電分配装置１０２の様々なコンポーネントと、１つ又は複数のユーザーモバイ
ル通信装置と、を含んでもよい。通信サブシステム４０６は、有線及び／又は無線通信を
提供してもよい。通信サブシステム４０６は、様々なリモートコンポーネント又はシステ
ムに対する無線信号経路を提供するべく、１つ又は複数のポート、無線受信機、無線送信
機、又は無線トランシーバを含んでもよい。通信サブシステム４０６は、例えば、近距離
（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、近距離通信（ＮＦＣ）、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）コ
ンポーネント及びプロトコルによるもの）又は長距離無線通信（例えば、無線ＬＡＮ、衛
星、又はセルラーネットワークによるもの）を可能にするコンポーネントを含んでもよく
、且つ、これを実行するための１つ又は複数のモデム４５２又は１つ又は複数のＥｔｈｅ
ｒｎｅｔ又はその他のタイプの通信カード又はコンポーネント４５４を含んでもよい。リ
モート通信サブシステム４０６は、交換型パケットタイプの通信プロトコル（ＴＣＰ／Ｉ
Ｐ）、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ、又はその他のネットワークプロトコルを含むネットワークトラ
フィックを処理するのに適した１つ又は複数のブリッジ又はルータを含んでもよい。
【００８２】
　いくつかの実施形態においては、携帯型電気貯蔵装置セキュリティシステムコントロー
ラ３０６のコンポーネントのうちのいくつか又はすべては、通信サブシステム４０６を介
して送信された（例えば、無線制御信号を介して）携帯型電気貯蔵装置１０６ｚのスイッ
チ３１０ａ及び３１０ｂを作動させる別個の装置として携帯型電気貯蔵装置１０６ｚの外
部に配置してもよい。
【００８３】
　電力インターフェイス／マネージャ４２０は、コントローラ４１０によって制御可能で
あり、且つ、電池セル３０４又は外部装置から携帯型電気貯蔵装置セキュリティシステム
コントローラ３０６に対して電力を供給するように構成されている。又、電力インターフ
ェイス／マネージャ４２０は、（例えば、受け取ったユーザープロファイル又は好みの情
報に基づいて）コントローラ４１０から受け取った制御信号に従って携帯型電気貯蔵装置
１０６ｚからの電力の放出を調節するように構成されており、且つ、これを実行するため
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に動作可能な電気変圧器、コンバータ、整流器など様々なコンポーネントを含む。
【００８４】
　図５は、非限定的な例示用の一実施形態による携帯型電気エネルギー貯蔵装置（例えば
、電池）に対する顧客プロファイルの特定のマッピングの一例を示すチャート５００を示
している。
【００８５】
　このようなマッピングは、収集充電分配装置内において記憶してもよく、バックエンド
システムを介して収集充電分配装置に伝達してもよく、携帯型電気エネルギー貯蔵装置上
に記憶してもよく、或いは、携帯型電気エネルギー貯蔵装置に伝達してもよい。例示用の
顧客プロファイルレベルを示す列５０２が示されている。それぞれの顧客プロファイルレ
ベルごとに、その特定のプロファイルレベルの顧客が受け取ることになる電池の容量を示
す全体電池容量の列５０４が存在している。又、それぞれの顧客プロファイルレベルごと
に、その特定のプロファイルレベルの顧客が受け取ることになる電池の使用年数を示す電
池の使用年数の列５０６も存在している。又、それぞれの顧客プロファイルレベルごとに
、その特定のプロファイルレベルの顧客が受け取ることになる電池の電流放出を示す電池
の電流放出の列５０８も存在している。更には、それぞれの顧客プロファイルレベルごと
に、その特定のプロファイルレベルの顧客が受け取ることになる電池の以前の充電サイク
ルの回数を示す以前の充電サイクル数の列５０８も存在している。相対的に高いプロファ
イルレベルの顧客は、上等な電池を受け取ることに留意されたい。但し、電池を受け取る
時点において、顧客は、自身のプロファイルをアップグレードしてもよく、或いは、相対
的に高い性能又は上等な電池について一時払いのアップグレード料金を支払ってもよい（
例えば、例として、年代的に相対的に新しいもの及び／又は相対的に少ない数の再充電サ
イクルしか経験していないものなどの相対的に新しい電池、相対的に高性能の化学組成、
あまり極端ではない放電速度及び／又は放電深度しか経験していない電池、あまり極端で
はない充電速度しか経験していないと共に／又は、例えば、過大な温度に対する曝露の合
計数として、且つ／又は、例えば、その他の電池又はなんらかの規定の条件又は閾値との
関係における過大な温度に対する曝露の合計又は蓄積回数として、計測されたあまり極端
ではない環境条件しか経験していない電池、その他の電池との比較において大きな電気エ
ネルギー貯蔵容量を有する電池、その他の電池との比較において高い現在の充電レベルを
有する電池、その他の電池との比較において電池の充電容量に対する充電レベルの大きな
百分率を有する電池）。
【００８６】
　従って、顧客が受け取る電池を区別する（その他の電池から上等な電池を区別する）携
帯型電気エネルギー貯蔵装置の性能特性の様々な例には、限定を伴うことなしに、携帯型
電気エネルギー貯蔵装置の使用年数、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の容量、携帯型電気
エネルギー貯蔵装置の現在の充電レベル、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の充電容量に対
する充電レベルの百分率、携帯型電気エネルギー貯蔵装置がそれまでに経験している充電
サイクルの合計累積数、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の重放電の回数又は頻度、携帯型
電気エネルギー貯蔵装置の温度曝露、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の充電サイクルの数
又は頻度を表す値、及び携帯型電気エネルギー貯蔵装置が過激な運転プロファイルを有す
る運転者によって使用されたことがあるかどうかが含まれる。運転者の運転プロファイル
は、高加速に関連する運転者の加速器読取値及び運転者が携帯型電気エネルギー貯蔵装置
を使用している際の記録された電流引出しレベルなどの項目に関する情報を受け取ること
により、収集充電分配装置及び／又はバックエンド又はバックオフィスシステム１２０に
よって決定してもよい。
【００８７】
　又、相対的に高いプロファイルの顧客は、例えば、上等な収集充電分配装置に対して又
は上等な場所における収集充電分配装置に対してアクセスしてもよく、或いは、収集充電
分配装置において「ＶＩＰ」ラインに対してアクセスしてもよい。
【００８８】



(24) JP 6010619 B2 2016.10.19

10

20

30

40

50

　図６は、非限定的な例示用の一実施形態による図２の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の
収集充電分配装置のコントローラ２１０を動作させるハイレベルな方法６００を示してい
る。
【００８９】
　６０２において、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置コントローラ２１
０は、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置においてユーザーから携帯型電
気エネルギー貯蔵装置に対する要求を受け取っている。
【００９０】
　６０４において、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置コントローラ２１
０は、受け取ったユーザー（例えば、車両の操作者又は運転者）のユーザープロファイル
に基づいて、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置の内から特定の性能特性
を有する携帯型電気エネルギー貯蔵装置を自動的に選択する。携帯型電気エネルギー貯蔵
装置の自動的な選択は、いくつかの実施形態においては、ユーザープロファイル上におい
て示されているユーザーによって採用されたいくつかの過去のルートのいくつかの特徴を
示す過去のルート情報に基づいて携帯型電気エネルギー貯蔵装置を選択するステップを含
む。例えば、ユーザーが、以前に、収集充電分配装置がほとんど又は全く存在していない
長いルートを採用していた場合には、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置
コントローラ２１０は、ユーザーに長い距離を提供するために（その他の利用可能な携帯
型電気エネルギー貯蔵装置との比較において）大きな電気エネルギー貯蔵容量を有するフ
ル充電された携帯型電気エネルギー貯蔵装置を選択してもよい。又、いくつかの実施形態
においては、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の自動的な選択は、ユーザープロファイル上
において示されている１つ以上の車両仕様に基づいて携帯型電気エネルギー貯蔵装置を選
択するステップを含んでもよい。例えば、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配
装置コントローラ２１０は、相対的に大きなモーターを有する又は相対的に大きなエネル
ギー要件を有する車両を有するユーザーのために、（その他の利用可能な携帯型電気エネ
ルギー貯蔵装置との比較において）相対的に大きな電気エネルギー貯蔵容量又は相対的に
高いエネルギー放出レベルを有する携帯型電気エネルギー貯蔵装置を選択してもよい。
【００９１】
　６０６において、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置コントローラ２１
０は、選択された携帯型電気エネルギー貯蔵装置をユーザーのために自動的にリリースし
ている。
【００９２】
　図７は、非限定的な例示用の一実施形態による図２の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の
収集充電分配装置コントローラ２１０を動作させるローレベルな方法７００を示しており
、図６の方法において有用である相対的に優れた性能特性を有する携帯型電気エネルギー
貯蔵装置を選択するステップを含んでいる。
【００９３】
　７０２において、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置コントローラ２１
０は、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置の使用のための相対的に低いサ
ブスクリプションレベルを示す別のユーザープロファイルに関連付けられた別のユーザー
のために選択されることになる携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置内の別
の携帯型電気エネルギー貯蔵装置よりも優れた性能特性を有する携帯型電気エネルギー貯
蔵装置を選択している。
【００９４】
　図８は、非限定的な例示用の一実施形態による図２の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の
収集充電分配装置コントローラを動作させるローレベルな方法８００を示しており、図６
の方法において有用である運転者の運転プロファイルを決定するステップを含んでいる。
【００９５】
　８０２において、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置コントローラ２１
０は、高加速に関連する運転者の加速器読取値及び携帯型電気エネルギー貯蔵装置の運転
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者の使用の際の電流引出しレベルのうちの１つ以上に基づいて運転プロファイルに関する
情報を受け取ることにより、運転者の運転プロファイルを決定している。
【００９６】
　図９は、非限定的な例示用の一実施形態による図２の携帯型電気エネルギー貯蔵装置の
収集充電分配装置コントローラを動作させるローレベルな方法９００を示しており、図６
の方法において有用である携帯型電気エネルギー貯蔵装置をユーザーに対してリリースす
るプロセスを含んでいる。
【００９７】
　９０２において、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置コントローラ２１
０は、携帯型電気エネルギー貯蔵装置をリリースする前に、使用済みの携帯型電気エネル
ギー貯蔵装置がユーザーから携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置によって
受け取られていることを示す信号を受け取っている。
【００９８】
　図１０は、非限定的な例示用の一実施形態による図２の携帯型電気エネルギー貯蔵装置
の収集充電分配装置コントローラを動作させるローレベルな方法１０００を示しており、
図６の方法において有用である携帯型電気エネルギー貯蔵装置のセキュリティシステムを
構成するステップを含んでいる。
【００９９】
　１００２において、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置コントローラ２
１０は、受け取ったユーザープロファイルに基づいて、ユーザーによって使用される携帯
型電気エネルギー貯蔵装置から放出するべき特定のエネルギーのレベルを決定している。
【０１００】
　１００４において、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置コントローラ２
１０は、受け取ったユーザープロファイルに基づいて、ユーザーによって使用される決定
された特定のレベルで携帯型電気エネルギー貯蔵装置からエネルギーを放出するように携
帯型電気エネルギー貯蔵装置のセキュリティシステムを構成している。
【０１０１】
　図１１は、非限定的な例示用の一実施形態による図２の携帯型電気エネルギー貯蔵装置
の収集充電分配装置コントローラを動作させるためのローレベルな方法１１００を示して
おり、図６の方法において有用である優先順位付けシステムに基づいて携帯型電気エネル
ギー貯蔵装置を選択するステップを含んでいる。
【０１０２】
　１１０２において、携帯型電気エネルギー貯蔵装置の収集充電分配装置コントローラ２
１０は、受け取ったユーザープロファイルをその他のユーザープロファイルと比較するよ
うに構成されたユーザーの間における優先順位付けシステムに基づいて携帯型電気エネル
ギー貯蔵装置を選択している。
【０１０３】
　以上の詳細な説明は、ブロック図、概略図及び実施例を使用して装置及び／又はプロセ
スの様々な実施形態を示した。そのようなブロック図、概略図及び実施例が、１つ以上の
機能及び／又は動作を含む限り、そのようなブロック図、フローチャート又は実施例内の
各機能及び／又は動作は、個別かつ／又は集合的に、広範囲のハードウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア又はこれらの事実上任意の組み合わせによって実施できることは、当
業者によって理解されるであろう。一実施形態では、この内容は、１つ以上のマイクロコ
ントローラによって実現されてもよい。しかしながら、当業者は、本明細書で開示される
実施形態が、全体的又は部分的に、標準集積回路（例えば、特定用途向け集積回路、即ち
ＡＳＩＣ）内で１つ以上のコンピュータによって実行される１つ以上のプログラム（例え
ば、１つ以上のコンピュータシステム上で動作する１つ以上のプログラムとして）、１つ
以上のプロセッサによって実行される１つ以上のプログラムとして１つ以上のコントロー
ラ（例えば、マイクロプロセッサ）によって実行された１つ以上のコンピュータプログラ
ムとして、ファームウェアとして、又はこれらの事実上任意の組み合わせとして等しく実
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施することができ、回路の設計及び／又はソフトウェア及び／又はファームウェアのコー
ドの記述が、この開示の教示に照らして当該技術の十分に範囲内にあることを理解するで
あろう。
【０１０４】
　ロジックが、ソフトウェアとして実施され、メモリに記憶されたとき、ロジック又は情
報は、任意のプロセッサ関連システム又は方法によって使用するかそれらと関連した任意
の非一時的コンピュータ可読媒体上に記憶することできる。この開示の文脈では、メモリ
は、コンピュータ及び／又はプロセッサプログラムを非一時的に含むか又は記憶する電子
的、磁気的、光学的、又は他の物理装置若しくは手段である非一時的コンピュータ及び／
又はプロセッサ可読記憶媒体である。ロジック及び／又は情報は、命令実行システム、機
器又は装置から命令をフェッチし、ロジック及び／又は情報と関連した命令を実行するこ
とができるコンピュータシステム、プロセッサ内蔵システム、他のシステムなどの、命令
実行システム、機器又は装置によって又はそれらと関連して使用される任意のコンピュー
タ可読媒体で実施することができる。
【０１０５】
　本明細書の文脈では、「コンピュータ可読媒体」は、命令実行システム、機器及び／又
は装置によって又はそれらと関連して使用するためのロジック及び／又は情報と関連付け
られたプログラムを記憶することができる任意の物理要素でよい。コンピュータ可読媒体
には、例えば、電子、磁気、光、電磁気、赤外線、又は半導体システム、機器又は装置を
挙げることができるがこれらに限定されない。コンピュータ可読媒体のより特定の例（非
限定的リスト）には、ポータブルコンピュータディスケット（磁気、コンパクトフラッシ
ュカード、セキュアデジタルなど）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用
メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲ
ＯＭ又はＦｌａｓｈメモリ）、携帯型コンパクトディスク読み出し専用メモリ（ＣＤＲＯ
Ｍ）、及びデジタルテープが挙げられる。
【０１０６】
　以上述べた様々な実施形態を組み合わせて、更に他の実施形態を提供することができる
。本明細書における特定の教示及び定義と矛盾しない限り、本明細書で参照されかつ／又
はアプリケーションデータシートに列挙された全ての米国特許、米国特許出願公報、米国
特許出願、外国特許、外国特許出願及び非特許文献は、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，ＭＥＴＨ
ＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ、ＣＨＡＲＧＩＮＧ　Ａ
ＮＤ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＮＧ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ，ＳＵ
ＣＨ　ＡＳ　ＢＡＴＴＥＲＩＥＳ」と題する米国仮特許出願第６１／５１１，９００号（
代理人整理番号１７０１７８．４０１Ｐ１）、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，ＭＥＴＨＯＤ　Ａ
ＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ、ＣＨＡＲＧＩＮＧ　ＡＮＤ　Ｄ
ＩＳＴＲＩＢＵＴＩＮＧ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ，ＳＵＣＨ　Ａ
Ｓ　ＢＡＴＴＥＲＩＥＳ」と題し２０１２年５月１６日に出願された米国仮特許出願第６
１／６４７，９３６（代理人整理番号１７０１７８．４０１Ｐ２）、「ＡＰＰＡＲＡＴＵ
Ｓ、ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ、ＣＨＡＲ
ＧＩＮＧ　ＡＮＤ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＮＧ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩ
ＣＥＳ，ＳＵＣＨ　ＡＳ　ＢＡＴＴＥＲＩＥＳ」と題し２０１２年５月１６日に出願され
た米国仮特許出願第６１／６４７，９３６（代理人整理番号１７０１７８．４０１Ｐ２）
、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ」、ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＲＥＤＩ
ＳＴＲＩＢＵＴＩＮＧ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ、ＳＵＣＨ　ＡＳ
　ＢＡＴＴＥＲＩＥＳ、ＢＥＴＷＥＥＮ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ、ＣＨＡＲＧＩＮＧ　Ａ
ＮＤ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ　ＭＡＣＨＩＮＥＳ」と題し２０１１年９月１４日に出
願された米国仮特許出願第６１／５３４，７５３３５号（代理人整理番号１７０１７８．
４０３Ｐ１）、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ
　ＡＵＴＨＥＮＴＩＣＡＴＩＯＮ、ＳＥＣＵＲＩＴＹ　ＡＮＤ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＯＦ　
ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ，ＳＵＣＨ　ＡＳ　ＢＡＴＴＥＲＩＥＳ、
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ＢＡＳＥＤ　ＯＮ　ＵＳＥＲ　ＰＲＯＦＩＬＥＳ」と題し２０１１年９月１４日に出願さ
れた米国仮特許出願第６１／５３４，７７２号（代理人整理番号１７０１７８．４０４Ｐ
１）、「ＴＨＥＲＭＡＬ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＯＦ　ＣＯＭＰＯＮＥＮＴＳ　ＩＮ　
ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＭＯＴＯＲ　ＤＲＩＶＥ　ＶＥＨＩＣＬＥＳ」と題し２０１１年７月
２６日に出願された米国仮特許出願第６１／５１１，８８７号（代理人整理番号１７０１
７８．４０６Ｐ１）、「ＴＨＥＲＭＡＬ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＯＦ　ＣＯＭＰＯＮＥ
ＮＴＳ　ＩＮ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＭＯＴＯＲ　ＤＲＩＶＥ　ＶＥＨＩＣＬＥＳ」と題し
２０１２年５月１６日に出願された米国仮特許出願第６１／６４７，９４１号（代理人整
理番号１７０１７８．４０６Ｐ２）、「ＤＹＮＡＭＩＣＡＬＬＹ　ＬＩＭＩＴＩＮＧ　Ｖ
ＥＨＩＣＬＥ　ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ　ＦＯＲ　ＢＥＳＴ　ＥＦＦＯＲＴ　ＥＣＯＮＯＭＹ
」と題し２０１１年７月２６日に出願された米国仮特許出願第６１／５１１，８８０号（
代理人整理番号１７０１７８．４０７Ｐ１）、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ、ＭＥＴＨＯＤ，Ａ
ＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＳＥＣＵＲＩＴＹ　ＯＦ　ＰＯＷＥ
Ｒ　ＳＴＯＲＡＧＥ，ＤＥＶＩＣＥＳ　ＩＮ　ＶＥＨＩＣＬＥＳ」と題し２０１１年１１
月８日に出願された米国仮特許出願第６１／５５７，１７０号（代理人整理番号１７０１
７８．４０８Ｐ１）、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　
ＦＯＲ　Ａ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥ，ＣＯＭＰＡＲＴＭＥＮＴ」と
題し２０１１年１２月２９日に出願された米国仮特許出願第６１／５８１，５６６号（代
理人整理番号１７０１７８．４１２Ｐ１）、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮ
Ｄ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＰＲＯＶＩＤＩＮＧ　ＶＥＨＩＣＬＥ　ＤＩＡＧＮＯＳＴ
ＩＣ　ＤＡＴＡ」と題し２０１２年２月２１日に出願された米国仮特許出願第６１／６０
１，４０４号（代理人整理番号１７０１７８．４１７Ｐ１）、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，Ｍ
ＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＰＲＯＶＩＤＩＮＧ　ＬＯＣＡＴＩＯＮ
Ｓ　ＯＦ　ＰＯＷＥＲ，ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ，ＣＨＡ
ＲＧＩＮＧ　ＡＮＤ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ　ＭＡＣＨＩＮＥＳ」と題し２０１２年
２月２２日に出願された米国仮特許出願第６１／６０１，９４９号（代理人整理番号１７
０１７８．４１８Ｐ１）、及び「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲＴＩ
ＣＬＥ　ＦＯＲ　ＰＲＯＶＩＤＩＮＧ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＲＥＧＡＲＤＩＮＧ　
ＡＶＡＩＬＡＢＩＬＩＴＹ、ＯＦ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ　ＡＴ
　Ａ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ、ＤＥＶＩＣＥ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ，ＣＨＡＲＧ
ＩＮＧ　ＡＮＤ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ　ＭＡＣＨＩＮＥ」と題し２０１２年２月２
２日に出願された米国仮特許出願第６１／６０１，９５３号（代理人整理番号１７０１７
８．４１９Ｐ１）、２０１２年７月２６日付けで出願されたＨｏｋ－Ｓｕｍ　Ｈｏｒａｃ
ｅ　Ｌｕｋｅ、Ｍａｔｔｈｅｗ　Ｗｈｉｔｉｎｇ　Ｔａｙｌｏｒ、及びＨｕａｎｇ－Ｃｈ
ｅｎｇ　Ｈｕｎｇを発明者とする「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，　ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲ
ＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ，　ＣＨＡＲＧＩＮＧ　ＡＮＤ　ＤＩＳＴＲ
ＩＢＵＴＩＮＧ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ，　ＳＵＣＨ　ＡＳ　Ｂ
ＡＴＴＥＲＩＥＳ」という名称の米国特許出願第　　　　　　　号明細書（Ａｔｔｙ．　
Ｄｏｃｋｅｔ　Ｎｏ．　１７０１７８．４０１）、２０１２年７月２６日に出願され、発
明者としてＨｏｋ－Ｓｕｍ　Ｈｏｒａｃｅ　Ｌｕｋｅ及びＭａｔｔｈｅｗ　Ｗｈｉｔｉｎ
ｇ　Ｔａｙｌｏｒを指定し、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ、ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣ
ＬＥ　ＦＯＲ　ＡＵＴＨＥＮＴＩＣＡＴＩＯＮ、ＳＥＣＵＲＩＴＹ　ＡＮＤ　ＣＯＮＴＲ
ＯＬ　ＯＦ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ　ＳＵＣＨ　ＡＳ　ＢＡＴＴ
ＥＲＩＥＳ」と題する米国出願第＿＿＿＿＿＿＿＿＿号（代理人整理番号１７０１７８．
４０３）、２０１２年７月２６日に出願され、発明者としてＨｏｋ－Ｓｕｍ　Ｈｏｒａｃ
ｅ　ＬｕｋｅとＭａｔｔｈｅｗ　Ｗｈｉｔｉｎｇ　Ｔａｙｌｏｒを指定し、「ＤＹＮＡＭ
ＩＣＡＬＬＹ　ＬＩＭＩＴＩＮＧ　ＶＥＨＩＣＬＥ　ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ　ＦＯＲ　ＢＥ
ＳＴ　ＥＦＦＯＲＴ　ＥＣＯＮＯＭＹ」と題する米国出願番号＿＿＿＿＿＿＿号（代理人
整理番号１７０１７８．４０７）、２０１２年７月２６日に出願され、発明者としてＭａ
ｔｔｈｅｗ　Ｗｈｉｔｉｎｇ　Ｔａｙｌｏｒ，Ｙｉ－Ｔｓｕｎｇ　Ｗｕ，Ｈｏｋ－Ｓｕｍ
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　Ｈｏｒａｃｅ　Ｌｕｋｅ及びＨｕａｎｇ－Ｃｈｅｎｇ　Ｈｕｎｇを指定し、「ＡＰＰＡ
ＲＡＴＵＳ、ＭＥＴＨＯＤ、ＡＮＤ　ＡＲＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＳＥ
ＣＵＲＩＴＹ　ＯＦ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ、ＤＥＶＩＣＥＳ　ＩＮ　ＶＥＨＩＣ
ＬＥＳ」と題する米国出願第＿＿＿＿＿＿＿＿＿号（代理人整理番号１７０１７８．４０
８）、２０１２年７月２６日に出願され、発明者としてＣｈｉｎｇ　Ｃｈｅｎ，Ｈｏｋ－
Ｓｕｍ　Ｈｏｒａｃｅ　Ｌｕｋｅ，Ｍａｔｔｈｅｗ　Ｗｈｉｔｉｎｇ　Ｔａｙｌｏｒ，Ｙ
ｉ－Ｔｓｕｎｇ　Ｗｕを指定し、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲＴ
ＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＰＲＯＶＩＤＩＮＧ　ＶＥＨＩＣＬＥ　ＤＩＡＧＮＯＳＴＩＣ　ＤＡ
ＴＡ」と題する米国出願第＿＿＿＿＿＿号（代理人整理番号１７０１７８．４１７）、２
０１２年７月２６日に出願され、発明者としてＹｉ－Ｔｓｕｎｇ　Ｗｕ，Ｍａｔｔｈｅｗ
　Ｗｈｉｔｉｎｇ　Ｔａｙｌｏｒ，Ｈｏｋ－Ｓｕｍ　Ｈｏｒａｃｅ　Ｌｕｋｅ及びＪｕｎ
ｇ－Ｈｓｉｕ　Ｃｈｅｎを指定し、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ、ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲ
ＴＩＣＬＥ　ＦＯＲ　ＰＲＯＶＩＤＩＮＧ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＲＥＧＡＲＤＩＮ
Ｇ　ＡＶＡＩＬＡＢＩＬＩＴＹ、ＯＦ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ　
ＡＴ　Ａ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ、ＤＥＶＩＣＥ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ、ＣＨＡ
ＲＧＩＮＧ　ＡＮＤ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ　ＭＡＣＨＩＮＥ」と題する米国出願第
＿＿＿＿＿＿＿＿号（代理人整理番号１７０１７８．４１９）、及び２０１２年７月２６
日に出願され、発明者としてＨｏｋ－Ｓｕｍ　Ｈｏｒａｃｅ　Ｌｕｋｅ，Ｙｉ－Ｔｓｕｎ
ｇ　Ｗｕ，Ｊｕｎｇ－Ｈｓｉｕ　Ｃｈｅｎ，Ｙｕｌｉｎ　Ｗｕ，Ｃｈｉｅｎ　Ｍｉｎｇ　
Ｈｕａｎｇ，ＴｓｕｎｇＴｉｎｇ　Ｃｈａｎ，Ｓｈｅｎ－Ｃｈｉ　Ｃｈｅｎ及びＦｅｎｇ
　Ｋａｉ　Ｙａｎｇを指定し、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ、ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＲＴＩ
ＣＬＥ　ＦＯＲ　ＲＥＳＥＲＶＩＮＧ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ、
ＡＴ　ＲＥＳＥＲＶＩＮＧ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＤＥＶＩＣＥ　ＣＯＬＬＥＣ
ＴＩＯＮ、ＣＨＡＲＧＩＮＧ　ＡＮＤ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ　ＭＡＣＨＩＮＥＳ」
と題する米国出願第＿＿＿＿＿＿＿号（代理人整理番号１７０１７８．４２３）を限定な
しに含み、参照により全体が本明細書に組み込まれる。実施形態の態様は、必要に応じて
、更に他の実施形態を提供するために様々な特許、出願及び出版物のシステム、回路及び
概念を使用するように改良されてもよい。
【０１０７】
　全電気スクータ及び／又はモーターバイクなどの個人用運搬車両と共に使用するための
携帯型電気エネルギー貯蔵装置を収集、充電、分配する環境と文脈で概略的に述べてきた
が、本明細書の教示が、他の車両並びに非車両環境を含む種々様々な他の環境にも適用さ
れる。
【０１０８】
　要約に示したものを含む図示された実施形態の以上の説明は、網羅的でもなく、実施形
態を開示した厳密な形態に制限するものでもない。特定の実施形態及び例は、説明のため
に本明細書に記載され、当業者によって理解されるように、開示の趣旨及び範囲から逸脱
せず様々な等価な改良を行うことができる。
【０１０９】
　以上その他の変更は、以上詳述した説明を考慮して実施形態に行なうことができる。一
般に、以下の特許請求の範囲において、使用される用語は、特許請求の範囲を明細書に開
示された特定の実施形態と特許請求の範囲に限定するように解釈されるべきでないだけな
く、そのような特許請求の範囲が与える等価物の全範囲と共に全ての可能な実施形態を含
むように解釈されるべきである。したがって、特許請求の範囲は、この開示によって限定
されない。
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