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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの電気事業者によって複数の電力消費装置に供給される電力の消費を管
理する能動電源負荷管理システムであって、前記能動電源負荷管理システムは、
　それぞれ受信した電力制御メッセージに応答する１以上のクライアント装置と、
　前記少なくとも１つの電気事業者と前記１以上のクライアント装置とに通信可能に結合
し、前記少なくとも１つの電気事業者から電力制御コマンドを受信することに応答して前
記１以上のクライアント装置に前記電力制御メッセージを送信するシステムコントローラ
と、
を有し、
　前記クライアント装置は、
　　　受信した前記電力制御メッセージに応答して電力制御命令を生成するように動作可
能な装置制御マネージャと、
　　　前記電力制御命令を少なくとも１つの制御可能装置に通信する少なくとも１つの制
御可能装置インターフェイスであって、各制御可能装置は、前記電力制御命令に応答して
前記複数の電力消費装置のうちの１つの電力消費装置への電力流れを制御する、前記制御
可能装置インターフェイスと、
を有し、
　前記システムコントローラは、
　　　前記電力制御コマンドを受信することに応答して電力制御イベント命令を生成する
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ように動作可能なイベントマネージャであって、前記電力制御コマンドは、削減すべき電
力量、並びに電力の削減を行う時間及び地理的領域のうち、少なくとも削減すべき電力量
についての指示を含み、前記電力制御イベント命令のうちの少なくとも一つが、前記電力
消費装置によって消費される電力の削減を要求する、前記イベントマネージャと、
　　　前記複数の電力消費装置によって消費される電力に関する消費電力情報を、１クラ
イアント装置あたり基準と１電気事業者あたり基準とのうちの少なくとも１つで格納する
とともに、各クライアント装置の地理的位置、各電力消費装置のオフを許可又は禁止する
時間、及び各電力消費装置の動作状態のうち、少なくとも各電力消費装置の動作状態に関
する情報を格納するように動作可能なデータベースと、
　　　前記データベースに格納された前記消費電力情報及びその他の前記情報に基づくと
ともに、電力の削減を要求する電力制御イベント命令に応答して、前記電力制御メッセー
ジを通信すべき少なくとも１つの前記クライアント装置を選択するクライアント装置マネ
ージャであって、電力制御メッセージは、削減すべき削減電力量と、１以上の関連する電
力消費装置への電力流れを無効にするように命令されるべき少なくとも１つの前記制御可
能装置の識別とのうち、少なくとも一方を示す、前記クライアント装置マネージャと、
を有する、ことを特徴とする、能動電源負荷管理システム。
【請求項２】
　前記システムコントローラは更に、
　前記少なくとも１つの電気事業者から前記電力制御コマンドを受信するとともに、該電
力制御コマンドに応答して電力制御イベントメッセージを生成するコマンドプロセッサを
備え、前記電力制御イベントメッセージのうちの少なくとも１つは、前記複数の電力消費
装置によって消費される電力の削減を要求するものであり、
　前記イベントマネージャが、前記電力制御イベントメッセージに応答して電力制御イベ
ント命令を生成する、請求項１に記載の能動電源負荷管理システム。
【請求項３】
　前記システムコントローラは更に、前記能動電源負荷管理システムに加入している顧客
に影響する電力削減イベント中に、各顧客のために節約された電力量を算出する省電力ア
プリケーションを有する、請求項１に記載の能動電源負荷管理システム。
【請求項４】
　前記システムコントローラは更に、１以上の前記クライアント装置に前記電力制御メッ
セージを通信するクライアントインターフェイスを有し、
　各クライアント装置は更に、前記システムコントローラから前記電力制御メッセージを
受信する通信インターフェイスを有する、請求項１に記載の能動電源負荷管理システム。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの制御可能装置は、少なくとも１つのスマート電化製品を有し、前
記１以上のクライアント装置のうちの少なくとも幾つかは更に、前記電力制御命令を前記
少なくとも１つのスマート電化製品に通信するスマート装置インターフェイスを有する、
請求項１に記載の能動電源負荷管理システム。
【請求項６】
　少なくとも１つの電気事業者によって複数の電力消費装置に供給される電力の消費をシ
ステムが管理する方法であって、前記システムがシステムコントローラと少なくとも１つ
のクライアント装置とを含み、前記システムコントローラは、前記少なくとも１つの電気
事業者と前記少なくとも１つのクライアント装置とに通信可能に結合され、各クライアン
ト装置は少なくとも１つの制御可能装置を制御し、各制御可能装置は前記複数の電力消費
装置のうちの少なくとも１つへの電力流れを制御し、前記方法は、
　前記システムコントローラのデータベースが、前記複数の電力消費装置によって消費さ
れる電力に関する消費電力情報を、１クライアント装置あたり基準と１電気事業者あたり
基準とのうちの少なくとも１つで格納するとともに、各クライアント装置の地理的位置、
各電力消費装置のオフを許可又は禁止する時間、及び各電力消費装置の動作状態のうち、
少なくとも各電力消費装置の動作状態に関する情報を格納するステップと、
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　前記システムコントローラが、前記少なくとも１つの電気事業者から電力制御コマンド
を受信するステップであって、前記電力制御コマンドは、前記電気事業者によってサービ
スを受ける地理的領域において、電力消費装置によって消費される電力量の削減を要求す
るものであって、削減すべき電力量、並びに電力の削減を行う時間及び地理的領域のうち
、少なくとも削減すべき電力量についての指示を含む、前記受信するステップと、
　前記電力制御コマンドを受信することに応答して、前記システムコントローラが、前記
データベースに格納された前記消費電力情報及びその他の前記情報に基づき、電力制御メ
ッセージを通信すべき１以上のクライアント装置からなるグループを判定するステップで
あって、前記電力制御メッセージは、削減すべき電力量と、１以上の関連する電力消費装
置への電力流れを無効にするように命令されるべき１以上の制御可能装置の識別とのうち
、少なくとも一方を示す、前記判定するステップと、
　前記システムコントローラが、前記電力制御メッセージを前記クライアント装置のグル
ープに通信するステップと、
　前記クライアント装置のグループのうちのクライアント装置が前記電力制御メッセージ
を受信するステップと、
　前記クライアント装置が前記電力制御メッセージを受信することに応答して、同クライ
アント装置の制御下にある制御可能装置が少なくとも１つの電力消費装置への電力流れを
無効にするステップと、を含む、方法。
【請求項７】
　前記システムコントローラが、電気事業者によって提供される電力の供給から少なくと
も一時的に削減されうる電力量についての情報を要求する電力問い合わせコマンドを、前
記電気事業者から受信するステップと、
　前記電気事業者についての格納された使用情報に基づいて、少なくとも一時的に削減さ
れうる電力量を判定するステップと、
　少なくとも一時的に削減されうる電力量についての前記情報を前記電気事業者に報告す
るステップと、を更に含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも一つの電力消費装置への電力流れを無効にするステップは、
　前記クライアント装置が、前記少なくとも１つの電力消費装置への電力流れを無効にす
るための電力管理コマンドを発行するステップを含み、該電力管理コマンドは制御可能装
置に通信されて、前記制御可能装置に前記少なくとも一つの電力消費装置への電力流れを
無効にさせる、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記電力制御メッセージは電力削減イベントと関連し、前記方法は更に、
　前記少なくとも一つの電力消費装置への電力流れが無効にされた後に、前記システムコ
ントローラが、前記電力削減イベントの終了を示す第２の電力制御メッセージを通信する
ステップと、
　前記クライアント装置が、前記第２の電力制御メッセージを受信するステップと、
　前記第２の電力制御メッセージに応答して、前記少なくとも１つの電力消費装置への電
力流れを有効にするステップと、を更に含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　少なくとも１つの電気事業者によって複数の電力消費装置に供給される電力の消費を管
理するシステムにおいて使用されるシステムコントローラであって、前記複数の電力消費
装置への電力流れは、複数の制御可能装置によって有効にされたり、無効にされたりし、
前記複数の制御可能装置は、１以上のクライアント装置の制御下において動作し、前記シ
ステムコントローラは、
　　前記少なくとも１つの電気事業者から電力制御コマンドを受信することに応答して、
電力制御イベント命令を生成するように動作可能なイベントマネージャであって、前記電
力制御コマンドは、削減すべき電力量、並びに電力の削減を行う時間及び地理的領域のう
ち、少なくとも削減すべき電力量についての指示を含み、前記電力制御イベント命令のう
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ちの少なくとも一つが、前記電力消費装置によって消費される電力の削減を要求する、前
記イベントマネージャと、
　　前記複数の電力消費装置によって消費される電力に関する消費電力情報を、１つの前
記クライアント装置あたり基準と、１つの前記電気事業者あたり基準とのうちの少なくと
も１つで格納するとともに、各クライアント装置の地理的位置、各電力消費装置のオフを
許可又は禁止する時間、及び各電力消費装置の動作状態のうち、少なくとも各電力消費装
置の動作状態に関する情報を格納するように動作可能なデータベースと、
　　前記データベースに格納された前記消費電力情報及びその他の前記情報に基づくとと
もに、電力の削減を要求する電力制御イベント命令に応答して、電力制御メッセージを通
信すべき少なくとも１つの前記クライアント装置を選択するクライアント装置マネージャ
であって、前記電力制御メッセージは、削減されるべき電力量と、１以上の関連する前記
電力消費装置への電力流れを無効にするように命令されるべき少なくとも一つの制御可能
装置の識別とのうち、少なくとも一方を示す、前記クライアント装置マネージャとを備え
る、システムコントローラ。
【請求項１１】
　前記少なくとも一つの電気事業者から前記電力制御コマンドを受信するとともに、該電
力制御コマンドに応答して電力制御イベントメッセージを生成するコマンドプロセッサを
更に備え、前記電力制御イベントメッセージのうちの少なくとも一つは、前記複数の電力
消費装置のうちの少なくとも幾つかによって消費される電力の削減を要求するものであり
、
　前記イベントマネージャは、前記電力制御イベントメッセージに応答して電力制御イベ
ント命令を生成する、請求項１０に記載のシステムコントローラ。
【請求項１２】
　前記電力制御コマンドは、前記システムコントローラに、電気事業者によって提供され
る電力の供給から少なくとも一時的に削減されうる電力量を判定させることを指示する電
力問い合わせコマンドを含み、
　前記システムコントローラは更に、
　前記少なくとも１つの電気事業者についての電力使用量情報を格納する事業者データベ
ースを有し、
　前記イベントマネージャは、前記電力問い合わせコマンドに応答した前記コマンドプロ
セッサによって生成された電力制御イベントメッセージに応答して、前記電気事業者のデ
ータベースにアクセスし、前記電力使用量情報に基づき、少なくとも一時的に削減されう
る電力量を示す、前記電力問い合わせコマンドへの応答を通信する、請求項１１に記載の
システムコントローラ。
【請求項１３】
　前記データベースは更に、電力流れが制御可能装置によって無効にされうる最大時間に
関する情報を、制御可能装置あたり基準とクライアント装置あたり基準とのうちの少なく
とも一つで含む、請求項１０に記載のシステムコントローラ。
【請求項１４】
　前記イベントマネージャは更に、第２の電力制御メッセージを送信すべき１つ以上のク
ライアント装置を特定する電力制御イベント命令を発行するように動作可能であり、第２
の電力制御メッセージは、以前の電力制御メッセージに応答して無効にされた、電力流れ
を有していた少なくとも一つの電力消費装置への電力流れを有効にするようにクライアン
ト装置に命令するものであり、前記クライアント装置マネージャは更に、
　前記データベースから、第３の電力制御メッセージを送信すべき少なくとも一つの代わ
りのクライアント装置を判定し、第３の電力制御メッセージは、電力流れを無効にすべき
少なくとも一つの代わりの電力消費装置を示すものであり、前記少なくとも一つの代わり
の電力消費装置によって消費される電力量は、前記少なくとも一つの電力消費装置への電
力流れが有効になった後に同電力消費装置によって消費される電力量の少なくとも一部で
あり、
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　第２の電力制御メッセージを前記１つ以上のクライアント装置に送信し、それによって
、前記少なくとも一つの電力消費装置への電力流れを有効にし、
　第３の電力制御メッセージを前記少なくとも一つの代わりのクライアント装置に送信し
、それによって、前記少なくとも一つの代わりの電力消費装置への電力流れを無効にする
、請求項１０に記載のシステムコントローラ。
【請求項１５】
　システムコントローラが、少なくとも１つの電気事業者によって複数の電力消費装置に
供給される電力流れを管理する方法であって、前記システムコントローラは前記少なくと
も１つの電気事業者と少なくとも１つのクライアント装置とに通信可能に結合され、各ク
ライアント装置は少なくとも１つの制御可能装置を制御し、各制御可能装置は前記複数の
電力消費装置のうちの少なくとも１つの電力消費装置への電力流れを制御し、前記方法は
、
　前記複数の電力消費装置によって消費される電力に関する消費電力情報を、１クライア
ント装置あたり基準と１電気事業者あたり基準とのうちの少なくとも１つで格納するとと
もに、各クライアント装置の地理的位置、各電力消費装置のオフを許可又は禁止する時間
、及び各電力消費装置の動作状態のうち、少なくとも各電力消費装置の動作状態に関する
情報を格納するステップと、
　前記少なくとも１つの電気事業者から電力制御コマンドを受信するステップであって、
前記電力制御コマンドは、前記電気事業者によってサービスを受ける地理的領域において
、電力消費装置によって消費される電力量の削減を要求するものであって、削減すべき電
力量、並びに電力の削減を行う時間及び地理的領域のうち、少なくとも削減すべき電力量
についての指示を含む、前記受信するステップと、
　前記電力制御コマンドを受信することに応答して、前記格納された前記消費電力情報及
びその他の前記情報に基づき、電力制御メッセージを通信すべき１以上のクライアント装
置からなるグループを判定するステップであって、前記電力制御メッセージは、削減され
るべき電力量と、１以上の関連する電力消費装置への電力流れを無効にするように命令さ
れるべき１以上の制御可能装置の識別とのうちの少なくとも１つを示す、前記判定するス
テップと、
　前記クライアント装置のグループに、前記電力制御メッセージを通信するステップと、
を有することを特徴とする、方法。
【請求項１６】
　前記複数の電力消費装置は、前記少なくとも一つの電気事業者の少なくとも一人の顧客
によって操作され、前記システムコントローラは、顧客の優先度を受信するための、イン
ターネットにアクセス可能なアプリケーションを含み、前記方法は更に、
　前記インターネットにアクセス可能なアプリケーションを介して前記少なくとも一人の
顧客から負荷管理優先度を受信するステップを含み、前記負荷管理優先度は、電力管理イ
ベント中における前記複数の電力消費装置についての電源オン又は電源オフ状態を管理す
るパラメータを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記方法は更に、
　前記各クライアント装置から状態メッセージを受信するステップであって、前記状態メ
ッセージは、前記クライアント装置の動作状態と、前記クライアント装置によって制御さ
れる電力消費装置の電力消費情報とを示す、前記受信するステップと、
　前記電力制御メッセージを通信すべきクライアント装置のグループを判定するのに使用
するために、前記クライアント装置の前記動作状態と前記電力消費情報とを格納するステ
ップと、
を含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記方法は更に、
　前記電力制御メッセージを通信した結果として、電気事業者によって節約された節約電
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力量を判定するステップと、
　前記電気事業者によって節約された前記節約電力量の指標を格納するステップと、
　前記節約電力量をガス排出クレジット量に関連付けるステップと、
を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記方法は更に、
　前記複数のクライアント装置のうちの第１クライアント装置から報告メッセージを受信
するステップであって、前記報告メッセージは、前記複数の電力消費装置のうちの少なく
とも第１電力消費装置によって消費された電力量に関する情報を含む、前記受信するステ
ップと、
　前記第１クライアント装置のユーザに関連する前記情報を格納するステップと、
　前記情報を用いて、前記電力制御メッセージを送信すべきクライアント装置のグループ
を判定するステップと
を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記方法は更に、
　電気事業者から電力問い合わせコマンドを受信するステップであって、前記電力問い合
わせコマンドは、前記電気事業者によって提供される電力供給から少なくとも一時的に削
減されうる電力量に関する情報を要求するものである、前記受信するステップと、
　前記電気事業者の使用情報に基づき、少なくとも一時的に削減されうる電力量を判定す
るステップと、
　少なくとも一時的に削減されうる電力量に関する前記情報を前記電気事業者に報告する
ステップと、
を含む、請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、一般に電力負荷制御システムの分野に関し、より詳細には個々の顧客の電
力負荷を能動的に制御し且つ、個々の顧客並びに全体の電気利用の両方の省電力を選択的
に追跡するための方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　高負荷時に生じているピーク電力のコストの増大と相まって化石燃料発電の使用による
カーボン・エミッションの影響に対する認識の増大により、電力施設による更なる発電容
量の配備の必要性を抑制する、またはある場合には排除するためのメカニズムとして、負
荷制御を使用する代替解決法の必要性が増大している。現在の電力施設には、化石燃料ベ
ースの発電を構築するための必要性を抑制するまたは排除する方法が強く求められている
。今日、要求応答負荷管理プログラムを実行するためのシステムが部分的に存在している
が、それらでは、様々な周波数帯における様々な無線サブシステムが、「一方向の」送信
のみの通信方法を利用している。これらのプログラムにおいては、ＲＦ制御リレースイッ
チが、一般的に顧客の空調機、給湯器、またはプールポンプに取り付けられる。包括的な
コマンドが特定の地理的領域に送信され、それによって送信基地（たとえば、一般的にペ
ージングネットワーク）の範囲内の全ての受信ユニットは、電力利用の選択として電力ピ
ーク時に電源を切っている。ピーク負荷が過ぎた時間帯の後で、第二の包括的なコマンド
が、電源が切られたこれらの装置の電源を入れるために送信される。
【０００３】
　遠隔計測器がエネルギー使用を報告する目的のために特に使用される一方で、双方向の
能動的制御負荷管理装置の制御下で電力消費、炭酸ガス放出、二酸化硫黄ガス放出、およ
び／または二酸化窒素放出を計算し且つ特定の装置の状態を報告するための技術が存在し
ない。特に、一方向無線通信装置は、現在の電気供給または配分会社のネットワークから
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、ヒータ、換気装置、空調（ＨＶＡＣ）ユニット、給湯器、プールポンプおよび照明等の
電化製品を非能動化するために利用される。これらの装置は、ページング送信機からの電
源「ＯＮ」または電源「ＯＦＦ」コマンドを受信する無線ページング受信機と共に一般的
に使用されている。さらに、一方向装置は、一般的に地上通信中継線、またはある場合に
はページング送信機へのマイクロ波送信を介して供給側電気供給者制御センタに接続され
る。負荷管理プログラムに加入する顧客は、供給側電気供給者（ユーティリティ）がそれ
らの電化製品に接続して高いエネルギー利用期間中にこれらの電化製品を非能動化するこ
とを許容にするためのディスカウントを享受する。
【０００４】
　一方向性装置は、一般的に工業規格として存在しており、これを実行するために比較的
安価である一方で、受信機からの返送経路の欠乏により、受信機に接続された実際の装置
の情報の欠乏と相まって、供給側ユーティリティが実際の電力平均配分対策を行うことを
非常に非能率的にさせている。差動電流引き込みが、供給側電気ユーティリティ送信ライ
ン上で測定可能である一方で、実際の電力平均配分は概算であり、負荷を抑制する地域は
供給側ユーティリティの制御センタにおいては概算となる。
【０００５】
　遠隔計測器システムの一例が、特許文献１に開示される。この特許は、住居内装置のメ
ッシュ通信や、これら住居内装置のＷＡＮを介したコンピュータへの報告および制御に関
して詳細に記載している。この特許において記載されている設計目的は、「住居施設の自
動化システムの監視および制御」を容易化することである。しかし、この特許は、供給側
ユーティリティまたは顧客が、電力の減少を容易化するための装置をどのようにして能動
的に制御できるかについて説明していない。対照的に、この特許は、（遠隔計測器の分野
における多くの他の従来の応用例のように）供給側ユーティリティの電力メータによって
表示される情報を報告するために利用できる技術を開示している。
【０００６】
　遠隔計測器システムの更なる例が、特許文献２に開示される。この公開された出願の主
な目的は、利用負荷を制御することでなく、むしろ、顧客の利用負荷の状態を遠隔操作で
監視および確立するための改善された相互作用システムを提供することである。この出願
公開に記載されている目的は、無線技術を利用することによって、メータを提供している
現場で費やさなければならない地域要因の時間利用量を減少することである。
【０００７】
　別の従来技術が特許文献３に開示されており、これには、建造物または住居内の装置に
遠隔操作で電源を切るまたは電源を入れるために所有者のハードウェアを使用することが
詳細に記載されている。最初にこの従来技術は、電力負荷制御管理における利用を支援す
るシステムを一般に記載する一方で、従来技術は、完全なシステムを構築または実行する
ために必要性な特有の属性を含んでいない。特に、この特許は、制御される装置セキュリ
ティやの負荷の正確性、および適用可能なハードウェアを利用する顧客が、顧客の不満足
および顧客のサービス解除の可能性を、または手数料不正取得行為（ｃｈｕｒｎ）の可能
性を減少するインテリジェントアルゴリズム内において、温度設定値、顧客の嗜好情報、
および顧客の手数料等のパラメータをどのように設定しうるかの方法の領域について不完
全である。
【０００８】
　一方向性の、非検証型電力負荷制御管理システムと積極制御（ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ｃｏ
ｎｔｒｏｌ）検証型電力負荷制御管理システムとの間のギャップを橋渡しするための試行
が行われている。しかしながら、最近までスマートブレーカおよび命令リレー装置等の技
術には、そもそも、高コストエントリーポイントと、顧客要求の欠如と、負荷制御を実行
するコストと比較した電力生成コストに起因して、住居や市場環境での使用について考慮
されていなかった。
【０００９】
　橋渡しの試みの一例が、特許文献４に記載されている。この出願公開は、ＩＥＥＥ８０
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２ベースの無線通信リンクを使用する遠隔操作の電力管理のシステムおよび方法を開示す
る。この出願公開に開示されたシステムは、業務用のプロセッサ（ＯＰＰ）、ホストプロ
セッサ、および端末装置を含む。そのホストプロセッサは、そのホストプロセッサの管理
下で命令を端末装置に交互にリレーするＯＰＰに電力管理命令を発行する。開示されたＯ
ＰＰは、電力管理システムにおけるいくつかの情報を提供する一方で、その制御下におけ
るどの端末装置が電力減少イベント時に電源をＯＦＦするのかを判定できず、そのような
判定をホスト装置に依存している。たとえば電力減少イベント時に、端末装置は、電源を
入れるためにＯＰＰから許可を要求しなければならない。この要求は、継続中の電力減少
イベントのパラメータを考慮してその要求を決定するために、ホスト装置に送られる。こ
のシステムは、ＯＰＰによるユーティリティメータの定期的な読み込み、およびホスト装
置に対する最後の通信についてのＯＰＰにおける読み込みデータの格納をさらに意図して
いる。ＯＰＰは、ＯＰＰの制御下にある負荷を不活性化することができないことにより電
力減少コマンドに従うことが不可能であることを、ホストプロセッサに示すための情報を
更に含みうる。しかしながら、特に電力管理システムの管理下でいくつかのユーティリテ
ィのうちの一つによってコマンドが発せられた時に、ホストプロセッサもＯＰＰのいずれ
も、電気ユーティリティからの電力減少コマンドを満たすためにどの負荷を取り除くかに
ついて判定できない。さらに、ホストプロセッサもＯＰＰのいずれも、ユーティリティお
よび／または顧客による将来の利用のために、顧客当りまたはユーティリティ当りにもた
らされる省電力および／またはカーボンクレジットを追跡または累積しない。さらに、こ
の出願公開のシステムは、電力管理システムにおける顧客の関与に基づいて顧客に対して
報奨金プログラムが欠如している。さらに、この出願公開に記載されるシステムは、ホス
トプロセッサとＯＰＰとの間の、および／またはＯＰＰと端末装置との間の安全な通信を
提供していない。結果として、記載されるシステムは、商業的に実行可能な実施に必要と
なりうる多くの特徴が欠如している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許第６，８９１，８３８号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００５／０２４０３１５号明細書
【特許文献３】米国特許第６，６３３，８２３号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００５／００６５７４２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従って、個々の顧客並びに電気ユーティリティについて省電力を選択的に追跡可能とし
て従来技術の欠点を克服する、個々の顧客についての能動的電源負荷管理のためのシステ
ムおよび方法の必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本願発明に従う詳細な例示の実施形態を説明する前に、実施形態が、主に装置構成要素
の組合せと、個々の加入者基準での電力負荷の能動的管理および個々の加入者と電気ユー
ティリティとの両方によって負担される省電力の選択的な追跡に関する処理ステップとを
備えていることに気付くべきである。従って、装置および方法の構成要素は、図面におい
て符号によって適宜に表され、本明細書に記載される利益に関係する当業者に容易に明ら
かになる詳細な説明を伴うこの開示を不明瞭にさせないために、本願発明の実施形態を理
解するために関連する特定の詳細のみが示される。
【００１３】
　この明細書において、「第一」および「第二」、「先端」および「底面」等の関係する
用語などは、各構成要素の間の任意の物理的なまたは論理的な関係または並びを必ずしも
要求または暗示すること無しに、別の構成要素から一つの構成要素を区別するために単独
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で使用される。用語「備える」、「備えている」等は、非排他的な包含を対象とすること
を意図し、こうして処理、方法、物品、または各要素のリストを含む装置は、これらの要
素のみを含まないが、上記処理、方法、物品、装置等の明らかにリストされていない、ま
たは本来備わっている他の要素を含みうる。任意の対象物または動作と関係して使用され
る用語「複数の」は、二つ以上の対象物または動作等を意味する。ある物品に付する「一
つ」、「一つの」によって特許請求の範囲の要素が記載されないが、より制限すること無
しに、処理、方法、物品、またはこの要素を含む装置における追加の同一の要素の存在を
排除する。更に、用語「ＺｉｇＢｅｅ」は、基準８０２．１５．４による電気電子技術学
会（ＩＥＥＥ）または任意の後継基準によって採用された任意の無線通信プロトコルを参
照し、用語「Ｗｉ－Ｆｉ」は、基準８０２．１１の下でＩＥＥＥまたは任意の後継基準に
よって採用された任意の通信プロトコルを参照し、用語「ＷｉＭａｘ」は、基準８０２．
１６の下でＩＥＥＥまたは任意の後継基準によって適合された任意の通信プロトコルを参
照し、用語「Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ」は、ＩＥＥＥ基準８０２．１５．１または任意の後継
基準を実行する任意の短距離通信プロトコルを参照する。
【００１４】
　本明細書に記載される発明の実施形態は、一つ以上のプロセッサと、所定の非プロセッ
サ回路と連動して、電力負荷配分を管理し、個々の加入者電力消費を追跡し、および本明
細書に記載されるような一つ以上の電力負荷管理システムにおいて省電力のためのいくつ
かの、多くのまたは全ての機能を実行するために前記一つ以上のプロセッサを制御する、
固有の格納されたプログラム指示を含みうることが適切であろう。非プロセッサ回路は、
無線受信機、無線送信機、アンテナ、モデム、信号ドライバ、クロック回路、電源回路、
リレー、メータ、スマートブレーカ、電流センサ、およびユーザ入力装置を含むが、これ
らに制限されない。このように、これらの機能は、電力負荷管理システムにおいてそれぞ
れ装置間の情報および制御信号を配分するための方法のステップとして解釈されうる。あ
るいはまた、幾つかのまたは全ての機能は、プログラム指示を格納しない状態マシーンに
よって、または、それぞれの機能または幾つかの機能の組合せが、カスタムロジックとし
て実行される１つ以上の特定用途集積回路（ＡＳＩＣｓ）において実行される。当然なが
ら、二つのアプローチの組合せが使用できる。従って、これらの機能のための方法および
手段が、本明細書に記載される。更に当業者は、たとえば可能な時間、現在の技術、およ
び経済的な考慮によって動機付けされた多大な努力および多くの設計選択が存在するにも
かかわらず、本明細書に開示された考えおよび原理によって導かれる場合に、ソフトウェ
ア指示、プログラムおよび集積回路（ＩＣｓ）等を生成し、必要以上の実験をすること無
しに、非プロセッサ回路等を適宜に配列し且つ機能的に集積することが容易に可能となる
ことに気付くであろう。
【００１５】
　最近、ＩＥＥＥは、スマートブレーカ技術を採用する電源負荷制御装置の応答および制
御を改善するために新たな技術を考慮した、改善されたＷｉＭａｘ無線基準を公開した。
本願発明の実施形態は、抑制された電力（または削減された炭素、ＳＯ２またはＮＯ２）
の総量をリアルタイムで監視する能力を有するシステムにおいて特にＷｉＭａｘまたはＩ
Ｐベース負荷制御を採用することによって、従来の技術を拡張しおよび強化する。これら
の改善は、電気ユーティリティの新たな選択を控える、或いは環境に優しい新たな発電に
投資することを可能とする。
【００１６】
　ＩＰベースの電力管理は、多くの理由により現存のシステムにおいて有利である。たと
えば、能動制御は、システムコントローラが、実際のターゲット装置が電源を切ったまた
は電源を入れたことを示す顧客の位置においてインストールされた端末装置から応答を受
信することを可能とさせる。ここで、応答は、実際の対象装置の電源がオンであるかオフ
であるかを示す。更に、それぞれ装置識別子は、固有であり、それぞれＩＰアドレスは、
装置が能動化された時に動的に割当られる（たとえば動的ホスト構成プロトコル（ＤＨＣ
Ｐ）の使用を通して）、または供給側ＩＰネットワークによって静的に割当てられ、こう
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して、不意に電力サービスをシャットダウンするランダムテロリズムまたは妨害行為の動
作から、装置を保護するための強化セキュリティを提供する。現存の電力管理システム（
同システムを利用する無線サブシステムを含む）は、適切にセキュリティ問題に対処せず
、敵対するまたは悪意のある動作に対して影響を受け易い。
【００１７】
　ＩＰベースのシステムは、更に帯域幅またはネットワーク効率を有する。たとえばＩＰ
装置は、７層開放型システム間相互接続（ＯＳＩ）モデルを介して制御され、従ってそれ
ぞれのパケットのペイロード（ｐａｙｌｏａｄ）は、メッセージまたは「状態の変化」を
含むことができ、同期通信を要求しない。この送信方法は、ブロードバンドネットワーク
上での最小限のオーバーヘッドおよび低いデータ転送速度を可能とする。更に、ＩＰ装置
は、「電力がない」という状態を含む、多くの状態を報告できる。たとえば能動負荷クラ
イアント３００は、ＡＣ電力が損失した時に能動負荷クライアント３００にバックアップ
または補助電力を提供するためのバッテリバックアップメカニズムで実施されうる。この
場合に、バッテリバックアップが命令を呼び起こす時に、能動負荷クライアント３００は
、「電力がない」状態を報告できる。あるいはまた、「電力がない」状態は、能動負荷ク
ライアント３００がＡＬＤサーバ１００からのメッセージ（たとえば、問い合わせまたは
他のメッセージ）に適時に応答できない場合が想定され、特にある地理エリアにある複数
の能動負荷クライアント３００が、ＡＬＤサーバメッセージに適時に応答することができ
ない場合である。各々の顧客の地理的な位置が前提とされるとともに、能動負荷クライア
ント３００は、設置時またはその後に（たとえば、ＧＰＳ座標を使用して）知らされるの
で、そのようなネットワーク電力供給停止期間はメータ基準で定められうる。
【００１８】
　本願発明の一つの実施形態において提供されるように、ＩＰベース電力管理システムの
最も有益な利点のうちの一つは、それぞれの顧客によって個々の基準による実際の省電力
量を正確に報告することである。本願発明の実施形態は、単に予測を提供する代わりに、
顧客当りどの位のキロワット（またはカーボンクレジット）が生成されまたは節約された
かを追跡または計算する。更に、本願発明の実施形態は、混合生成、供給側ユーティリテ
ィおよび地理的領域に応じて抑制された負荷および汚染物質の実際量を追跡するための手
段を提供する。
【００１９】
　本願発明の実施形態は、供給側ユーティリティまたは電力配分者（たとえば、地方自治
体、電気的共同体または任意の他の大規模なまたは小規模な電力生産者等）をサポートす
るための例示のシステム、システムにおける継続リアルタイム能動電力制御を提供するた
めの方法、およびどの位実際の負荷が、保護管理、代替の発電およびカーボン（および他
のガスエミッション）クレジットの生成を目的として与えられた時間において制御される
かを判定するための方法を含む。
【００２０】
　更なる本願発明の実施形態は、制御のための供給側ユーティリティに利用可能な負荷の
提示を最適化するために、負荷情報、顧客の電力消費の位置、制御される装置の状態の変
化、電流検出、顧客設定値／嗜好および人為的なインテリジェンス（たとえば、ソフトウ
ェアを通して実行されるような）の一意的な使用を通して例示の方法を実行するシステム
を提供する。
【００２１】
　一般に、本願発明に開示される実施形態は、住宅のリアルタイム（能動）制御および一
般に２４０Ｖまたはそれ以下である商業的な電気的装置を対象とする。しかしながら、特
定の特徴および機能は、２４０Ｖより大きいより大きな商業設備に適用可能でありうる。
本明細書の記載は、大きな地理的位置上に亘る自発的または非自発的な加入者のための、
理想的には多くの供給側電気供給者にとって適しているリアルタイム負荷管理の実施を提
供することを意図する。本願発明に開示された例示の方法およびシステムは、一つ以上の
ユーティリティの電力負荷を追跡および管理する、個々のユーティリティプロバイダ、ま



(11) JP 5358577 B2 2013.12.4

10

20

30

40

50

たは第三者監視サービスによって実行されうる。この出願では、必要な方法が記載され、
ホスト機能（たとえば、能動負荷ディレクタ（ＡＬＤ）サーバ）とコンパニオン能動負荷
クライアント（ＡＬＣ）との両方のためのソフトウェアサブシステムが記載される。
【００２２】
　本願発明の一つの実施形態は、各々のユーティリティによって必要とされる電力量を能
動的に監視することによって様々な電気ユーティリティ会社の電力配分を制御し、加入顧
客からの電力の出力先を変更することによって要求された電力を供給する。この実施形態
において、顧客は、電力管理システムが、一日のピーク負荷時間の間に所定の電力消費装
置を無効にすることを可能にする。遠隔操作でスイッチを入れるまたは切ることの可能な
スマートブレーカは、公知のＩＰアドレスによってアクセスされた電気的サービス制御パ
ネルにおける特定の装置にインストールされる。あるいはまた、ＩＰアドレス可能なスマ
ート電化製品が使用されうる。電力管理システムは、電源を入れ且つ各々の加入者のデー
タベースの情報にログインする時に、各々の装置の電力消費の一定状態の電力量を判定す
る。たとえば、各々のスマート電化製品上のまたは各々のスマートブレーカ内の電流セン
サは、各々の監視された装置によって消費された電流量を測定しうる。能動負荷クライア
ントは、次に電力消費量をうるために、装置の動作電圧によって消費された複数の電流量
を乗算し、この電力消費量をＡＬＤサーバに送信する。供給側ユーティリティが現在供給
可能な量より多くの電力を必要とされた場合、電力負荷管理システムは、個々の加入者基
準によって特定の負荷の電源を切ることによって自動的に電力配分を調節する。各々の特
定の負荷によって消費される電力量は公知であるので、このシステムは、どの負荷の電源
が切られたのかを正確に判定することができて、この短い電力停止期間の結果として各々
の顧客によって生じた省電力量を追跡する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本願発明の例示の実施形態に従うＩＰ（インターネットプロトコル）ベース能動
的電力負荷管理システムのブロック図。
【図２】図１のシステムに示されるような例示の能動的負荷ディレクタ（ＡＬＤ）サーバ
を説明するブロック図。
【図３】図１のシステムに示されるような例示の能動的負荷クライアントおよびスマート
ブレーカモジュールを説明するブロック図。
【図４】本願発明の一例の実施形態に従う能動的電力負荷管理システムにおいて自動的な
スケジュールサービス発呼の方法を説明する操作フロー図。
【図５】本願発明の別例の実施形態に従う能動的電力負荷管理システムにおいて新たな加
入者を能動化するための方法を説明する操作フロー図。
【図６】本願発明の更に別例の実施形態に従う能動的電力負荷管理システムにおいて生じ
るそれぞれイベントを管理するための方法を説明する操作フロー図。
【図７】本願発明の別例の実施形態に従う能動的電力負荷管理システムにおいて個々の顧
客基準に基づいて能動的に消費電力を減少させ且つ省電力を追跡するための方法を説明す
る操作フロー図。
【図８】本願発明の更に別例の実施形態に従う省電力イベント時に能動的電力負荷管理シ
ステムにおける電気ユーティリティの累積省電力量を追跡する方法を説明する操作フロー
図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本願発明は、図１～８を参照してより容易に理解され、同様の参照符号が同様の部材を
指し示す。図１は、本願発明の一つの実施形態に従うＩＰベース能動電力負荷管理システ
ム１０の例を表す。例示の能動電力負荷（電源負荷）管理システム１０は、一つ以上のユ
ーティリティ制御センタ（ＵＣＣｓ）２００（１つが示される）と一つ以上の能動負荷ク
ライアント（ＡＬＣｓ）３００（１つが示される）との間に接続された能動負荷ディレク
タ（ＡＬＤ）サーバ１００を介して電力配分を監視および管理する。ＡＬＤサーバ１００
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は、ユーティリティ制御センタ２００およびインターネットプロトコル（ＩＰ）または任
意の他の接続ベースプロトコルを使用するネットワーク８０と直接的にまたはネットワー
ク８０を通じてどちらか一方によりそれぞれの能動負荷クライアント３００と通信する。
たとえばＡＬＤサーバ１００は、移動体通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ、強化
型データＧＳＭ環境（ＥＤＧＥ、高スピードパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ、時間分割多
重アクセス（ＴＤＭＡ、またはＣＤＭＡ２０００、ＣＤＭＡ　Ｒｅｖ．ＡおよびＣＤＭＡ
　Ｒｅｖ．Ｂを含む符号分割多重接続データ基準等の一つ以上の無線通信プロトコルを使
用する、一つ以上の基地局９０（１つが示される）を介してＲＦシステム操作を使用して
通信しうる。あるいはまた、または更に、ＡＬＤサーバ１００は、接続可能なデジタル加
入者線（ＤＳＬ）、ＩＰ接続可能なテレビベースのケーブル、またはそれらの任意の組合
せを介して通信しうる。図１に示される例示の実施形態において、ＡＬＤサーバ１００は
、基地局９０への従来のＩＰベースの通信（たとえばトラックライン上の）と基地局９０
から能動負荷クライアント３００への「ラストマイル（ｌａｓｔ　ｍｉｌｅ）」のための
ＷｉＭａｘプロトコルを実行する無線チャネルとの組合せを使用する一つ以上の能動負荷
クライアント３００と通信する。
【００２５】
　それぞれの能動負荷クライアント３００は、特定のアドレス（たとえばＩＰアドレス）
を通じてアクセス可能であり、個々のスマートブレーカモジュールの状態または能動負荷
クライアント３００が関係する（たとえば、接続されたまたはサポートされた）商業施設
または住宅の２０に設置されたインテリジェント電化製品６０の状態を制御および監視す
る。それぞれの能動負荷クライアント３００は、単一の住居のまたは商売上の顧客と関係
する。一つの実施形態において、能動負荷クライアント３００は、能動負荷クライアント
３００からの信号に応答して、「ＯＮ」（能動）状態から「ＯＦＦ」（非能動）状態にス
イッチの切替が可能であり、更に逆もまた同様に可能である、スマートブレーカモジュー
ルを含む住宅の負荷センタ４００と通信する。スマートブレーカモジュールは、たとえば
新たなデータ構築時に設置するために、登録商標「ＳｑｕａｒｅＤ」が付されたシュナイ
ダー電気株式会社または登録商標「Ｃｕｔｌｅｒ－Ｈａｍｍｅｒ」が付されたイートン株
式会社によって製造されたスマートブレーカパネルを含みうる。既に存在するビルディン
グに合わせるために、個々の識別手段と、制御手段とを有するスマートブレーカは、使用
されうる。一般的に、それぞれのスマートブレーカは、単一の電化製品（たとえば洗濯機
／乾燥機３０、熱給湯器４０、ＨＶＡＣユニット５０またはプールポンプ７０）を制御す
る。
【００２６】
　更に、能動負荷クライアント３００は、様々な公知の通信プロトコル（たとえばＩＰや
、様々な形態での高速電力線通信（ＢＰＬ）を通じたブロードバンドであり、ＨＯＭＥＰ
ＬＵＧ電力線アライアンスによって公表または展開された仕様を通じたもの、ＩＥＥＥ、
イーサネット（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＺｉｇＢｅｅ、Ｗｉ－Ｆｉ、ＷｉＭａ
ｘ等を含む）のうちの一つ以上を介して個々のスマート電化製品を直接的に（たとえば住
宅の能動負荷クライアント３００と通信すること無しに）制御しうる。一般的にスマート
電化製品６０は、通信能力を有する電力制御モジュール（図示せず）を含む。電力制御モ
ジュールは、実際の電化製品と電源との間において、電化製品に対して電源と直列に取り
付けられる（たとえば、電力制御モジュールは、家庭または商業施設においてコンセント
にプラグインされ、電化製品の電力コードが、電力制御モジュールにプラグインされる）
。こうして、電力制御モジュールは、電化製品６０の電源を切るコマンドを受信した時に
、電化製品６０に供給する実際の電力を遮断する。あるいはまた、スマート電化製品６０
は、電化製品内に直接的に組み込まれた電力制御モジュールを含み、コマンドを受信し且
つ電化製品の動作を直接的に制御する（たとえば、スマートサーモスタットは、設定温度
より上げるまたは低くする、ＨＶＡＣユニットのスイッチを切るまたは入れる、またはフ
ァンのスイッチを入れるまたは切る機能を実行される。）。
【００２７】
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　図２を参照すると、ＡＬＤサーバ１００は、顧客、並びにサービス員に対する主要なイ
ンターフェイスとして機能しうる。図２に表された例示の実施形態において、ＡＬＤサー
バ１００は、ユーティリティ制御センタ（ＵＣＣ）のＵＣＣセキュリティインターフェイ
ス１０２、ＵＣＣ命令プロセッサ１０４、マスタイベントマネージャ１０６、ＡＬＣマネ
ージャ１０８、ＡＬＣセキュリティインターフェイス１１０、ＡＬＣインターフェイス１
１２、ウェブブラウザインターフェイス１１４、顧客契約アプリケーション１１６、顧客
の個人的な設定１３８、顧客報告アプリケーション１１８、省電力アプリケーション１２
０、ＡＬＣ診断マネージャ１２２、ＡＬＤデータベース１２４、サービス発送マネージャ
１２６、トラブルチケット生成器１２８、コールセンタマネージャ１３０、省炭素アプリ
ケーション１３２、ユーティリティＰ＆Ｃデータベース１３４、メータ読込アプリケーシ
ョン１３６、およびセキュリティ装置マネージャ１４０を含む。
【００２８】
　一つの実施形態において、ウェブブラウザインターフェイス１１４を使用して、顧客は
、ＡＬＤサーバ１００と相互作用し、顧客契約アプリケーション１１６を介して電源負荷
管理システム１０によって提示された幾つかのまたは全てのサービスに加入する。顧客契
約アプリケーション１１６に従い、顧客は、顧客に関する情報および顧客の住居または商
業施設の情報を含む個人的な設定１３８を指定し、顧客が望むサービスの範囲を規定する
。顧客契約アプリケーション１１６の更なる詳細を以下に述べる。顧客は、それらの現存
のアカウントに付属する情報にアクセスおよび同情報を変更するために、ウェブブラウザ
インターフェイス１１４をさらに使用しうる。
【００２９】
　ＡＬＤサーバ１００は、第三者がＡＬＤサーバ１００に対し、認証されていない指示を
提供することが出来ないようにするために、ＡＬＤサーバ１００とユーティリティ会社の
制御センタ２００との間にセキュリティおよび暗号化を提供するＵＣＣセキュリティイン
ターフェイス１０２をさらに含む。ＵＣＣ命令プロセッサ１０４は、ＡＬＤサーバ１００
とユーティリティ制御センタ２００との間でメッセージを受信し且つ送信する。同様に、
ＡＬＣセキュリティインターフェイス１１０は、システム１０上でＡＬＤサーバ１００と
各々の能動負荷クライアント３００との間にセキュリティおよび暗号化を提供し、第三者
が能動負荷クライアント３００から情報を受信するまたは能動負荷クライアント３００に
指示を送ることができないようにしている。セキュリティ技術は、ＡＬＣセキュリティイ
ンターフェイス１１０によって採用され、ＵＣＣセキュリティインターフェイス１０２は
、無線暗号化プロトコル（ＷＥＰ）、Ｗｉ－Ｆｉ保護アクセス（ＷＰＡおよびＷＰＡ２）
、進化型暗号化基準（ＡＥＳ）、Ｐｒｅｔｔｙ　Ｇｏｏｄ　Ｐｒｉｖａｃｙ　（ＰＧＰ）
または独自の暗号化技術等の、一般的な対称鍵または非対称鍵アルゴリズムを含みうる。
【００３０】
　一つの実施形態において、電気ユーティリティのユーティリティ制御センタ２００から
のＵＣＣ命令プロセッサ１０４によって受信できる命令は、「切断」命令、「どれくらい
の量」命令、「イベントを終了させる」命令および「メータ読込」命令を含む。「切断」
命令は、特定の時間において特定の電力量を減少させるようにＡＬＤサーバ１００に指示
する。特定の電力量は、単位時間当りの瞬間的な電力量または平均電力消費量でありうる
。「切断」命令はさらに、電力負荷減少のための地理的な領域または特定の位置を更に選
択的に指示しうる。「どれくらいの量」命令は、ユーティリティ制御センタ２００によっ
て減少できる電力量（たとえばメガワット）の情報を要求する。「イベントを終了させる
」命令は、現在のＡＬＤサーバ１００の実行処理を停止させる。「メータ読込」命令は、
要求側ユーティリティによってサービスを受ける全ての顧客の計測器を読込むようにＡＬ
Ｄサーバ１００に指示する。
【００３１】
　ＵＣＣ命令プロセッサ１０４は、ユーティリティ制御センタ２００に対し、「どれくら
いの量」命令または「イベントを終了させる」状態確認への応答を送信しうる。「どれく
らいの量」命令への応答によって、削減できる電力量が返送される。「イベントを終了さ
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せる」確認メッセージは、現在のＡＬＤサーバ処理が終了したことを確認する。
【００３２】
　マスタイベントマネージャ１０６は、電力管理システム１０によって制御された電源負
荷の全体の状態を維持する。マスタイベントマネージャ１０６は、制御される各ユーティ
リティの状態を維持するとともに、各々のユーティリティ内の現在の電力利用を追跡する
。マスタイベントマネージャ１０６は、さらに各々のユーティリティの管理状態を追跡す
る（たとえば、各々のユーティリティが現在管理されているか否か）。マスタイベントマ
ネージャ１０６は、ＵＣＣ命令プロセッサ１０４から実行処理要求の形態で指示を受信し
、ＡＬＣマネージャ１０８および省電力アプリケーション１２０等の、要求された実行処
理を完了させるために必要な構成要素への指示をルーティングする。
【００３３】
　ＡＬＣマネージャ１０８は、ＡＬＣインターフェイス１１２を通じて能動電力負荷管理
システム１０内のＡＬＤサーバ１００とそれぞれの能動負荷クライアント３００との間で
指示をルーティングする。たとえばＡＬＣマネージャ１０８は、個々のＩＰアドレスを通
じて能動負荷クライアント３００と通信することによって、特定のユーティリティによっ
て供給された全ての能動負荷クライアント３００の状態を追跡する。ＡＬＣインターフェ
イス１１２は、ＡＬＣマネージャ１０８から受信した指示（たとえば、実行処理）を、タ
ーゲットとなる能動負荷クライアント３００によって把握される適切なメッセージ構造に
翻訳し、次にこのメッセージを能動負荷クライアント３００に送る。同様に、ＡＬＣイン
ターフェイス１１２は、能動負荷クライアント３００からメッセージを受信すると、ＡＬ
Ｃマネージャ１０８によって把握できる形態にメッセージを翻訳し、翻訳されたメッセー
ジをＡＬＣマネージャ１０８にルーティングする。
【００３４】
　ＡＬＣマネージャ１０８は、周期的にまたはＡＬＣマネージャ１０８によって送られた
ポーリングメッセージに応答して動作する各々の能動負荷クライアント３００から、メッ
セージを受信する。そのメッセージは、現在の電力消費、および能動負荷クライアント３
００によって制御される各々の装置の状態（たとえば、「ＯＮ」または「ＯＦＦ」）を含
む。あるいはまた、個々の装置の測定が有効ではない場合には、全ての能動負荷クライア
ント３００についての総電力消費量および負荷管理状態が、報告されうる。それぞれの状
態メッセージに含まれた情報が、特定の能動負荷クライアント３００と関係する記録とし
てＡＬＤデータベース１２４に格納される。ＡＬＤデータベース１２４は、全ての顧客ア
カウントおよび電力配分を管理するために必要な全ての情報を含む。一実施形態において
、ＡＬＤデータベース１２４は名前、住所、電話番号、Ｅメールアドレス、顧客の住居ま
たは商業施設において設置された能動負荷クライアント３００を有する全ての顧客に関係
するユーティリティ会社、並びに各々の管理された装置（たとえば、ＩＰアドレス可能な
スマートブレーカまたは電化製品）についての特定の操作指示、装置状態、および装置診
断履歴等の顧客コンタクト情報を含む。
【００３５】
　ＡＬＣマネージャ１０８が能動負荷クライアント３００から受信してそれに応じて処理
するいくつかの形式のメッセージがある。そのようなメッセージの一つは、セキュリティ
アラートメッセージである。セキュリティアラートメッセージは、住居または商業施設に
設置され且つ能動負荷クライアント３００に（たとえば、無線でまたは有線接続を介して
）結合された選択セキュリティまたは安全監視システムから送信される。セキュリティア
ラートメッセージが受信されると、ＡＬＣマネージャ１０８は、何処にアラートを送るか
を判定するためのルーティング情報をうるためにＡＬＤデータベース１２４にアクセスし
、次に指示通りにアラートを送る。たとえばＡＬＣマネージャ１０８は、アラートまたは
別のメッセージ（たとえば電子メールメッセージまたは以前に記録された音声メッセージ
）をセキュリティ監視サービス会社および／または所有者の住居または商業施設に送るよ
うにプログラムされうる。
【００３６】
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　能動負荷クライアント３００とＡＬＣマネージャ１０８との間でやり取りされる別のメ
ッセージは、報告トリガメッセージである。報告トリガメッセージは、既定の電力量が能
動負荷クライアント３００によって監視された特定の装置によって消費されるＡＬＤサー
バ１００をアラートする。報告トリガメッセージが能動負荷クライアント３００から受信
されると、ＡＬＣマネージャ１０８は、情報を供給する能動負荷クライアント３００と関
係する顧客のために、メッセージに含まれる情報をＡＬＤデータベース１２４に記録する
。電力消費情報は、電力減少イベントの間に電力減少または「切断」メッセージを送る能
動負荷クライアント３００を判定するために、次にＡＬＣマネージャ１０８によって使用
される。
【００３７】
　更に能動負荷クライアント３００とＡＬＣマネージャ１０８との間で交換される別のメ
ッセージは、状態応答メッセージである。状態応答メッセージは、能動負荷クライアント
３００によって制御されたそれぞれの装置の形式および状態をＡＬＤサーバ１００に報告
する。状態応答メッセージが能動負荷クライアント３００から受信されると、ＡＬＣマネ
ージャ１０８は、メッセージに含まれる情報をＡＬＤデータベース１２４に記録する。
【００３８】
　一つの実施形態において、特定のユーティリティのための電力消費を減少させるために
マスタイベントマネージャ１０６から指示（たとえば「切断」指示）を受信すると、ＡＬ
Ｃマネージャ１０８は、ＡＬＤデータベース１２４に格納された現在の電力消費データに
基づいて、どの能動負荷クライアント３００および／または個々の制御された装置を「Ｏ
ＦＦ」状態に切り替えるのかを判定する。ＡＬＣマネージャ１０８は、次に能動負荷クラ
イアントの制御下で全てまたはいくつかの装置の電源を切るための指示を含むメッセージ
を、選択された各能動負荷クライアント３００に送る。
【００３９】
　別の実施形態において、省電力アプリケーション１２０は、電力減少イベント（「切断
イベント」と称する）の間に各ユーティリティによって削減される総電力量や、搬送され
た電力量を減少する能動負荷クライアント３００に関連する各顧客についての総省電力量
を計算しうる。省電力アプリケーション１２０は、特定のユーティリティによってサービ
スを受ける各々の顧客についてのＡＬＤデータベース１２４に格納されたデータにアクセ
スし、ユーティリティが利用電力および炭素（Ｐ＆Ｃ）データベース１３４に登録者とし
て加入した各々の削減イベントについて、各々のユーティリティによって累積される総累
積電力削減量（たとえば、時間当りのメガワットとして）を格納する。
【００４０】
　更なる実施形態において、省炭素アプリケーション１３２は、削減イベント毎の各々の
ユーティリティおよび各々の顧客による省炭素量を判定するために、省電力アプリケーシ
ョン１２０によって提供された情報を使用する。省炭素情報は、各々の能動負荷クライア
ント３００についてのＡＬＤデータベース１２４および各々のユーティリティについての
ユーティリティＰ＆Ｃデータベース１３４に格納される。省炭素情報は、たとえば、終了
したばかりのイベントに含まれる顧客設備のための電力の発電に使用された燃料の種類、
以前のイベントにおいて削減された電力、行政機関基準計算比率、および／又はその他の
データを含み、その他のデータとしては、供給施設当りの発電ミックス、および顧客の地
理的位置、および最も近い電源の位置等である省炭素アプリケーション１３２は、以前の
削減イベントに参加した各々の能動負荷クライアント３００（顧客）および施設について
削減されたカーボンクレジットに相当する量を計算し、それぞれＡＬＤデータベース１２
４およびユーティリティＰ＆Ｃデータベース１３４に情報を格納する。
【００４１】
　更に、ＡＬＣマネージャ１０８は、サービス発送マネージャ１２６と選択的に相互作用
することによって電源負荷管理システム１０全体の円滑な操作を自動的に提供する。たと
えば、新たな顧客が、加入者電源負荷管理システム１０に参加するために加入すると、サ
ービス発送マネージャ１２６は、顧客契約アプリケーション１１６から新たな加入者を通
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知する。サービス発送マネージャ１２６は、次に能動要求をＡＬＣマネージャ１０８に送
る。サービス発送マネージャ１２６から能動要求を受信すると、ＡＬＣマネージャ１０８
は、新たな能動負荷クライアント３００にこの情報のクエリ要求を送り、この情報を受信
すると、その情報をサービス発送マネージャ１２６に提供する。更に、ＡＬＣマネージャ
１０８が、特定の能動負荷クライアント３００が適切に機能しないことを検知するといつ
でも、ＡＬＣマネージャ１０８は、問題を修正するためにサービスコールを手配するよう
、サービス発送マネージャ１２６にサービス要求を送りうる。
【００４２】
　別の実施形態において、サービス発送マネージャ１２６は、能動電力負荷管理システム
１０の顧客から電話を受ける、オペレーションセンタ（図示せず）にサポートを提供する
コールセンタマネージャ１３０からサービス要求を更に受信する。顧客が、サービスを要
求するためにオペレーションセンタに電話すると、コールセンタマネージャ１３０は、Ａ
ＬＤデータベース１２４にサービスコールに記録し、「サービス」実行処理メッセージを
サービス発送マネージャ１２６に送る。サービスコールが終了すると、コールセンタマネ
ージャ１３０は、サービス発送マネージャ１２６から完了通知を受信し、ＡＬＤデータベ
ース１２４に「終了した（ｃｌｏｓｅｄ）」として最初のサービスコールを記録する。
【００４３】
　更に別の実施形態において、サービス発送マネージャ１２６は、サービス発送マネージ
ャ１２６がサービス要求を受信する任意の能動負荷クライアント３００について一連の診
断テストを実行するように、ＡＬＣ診断マネージャ１２２を更に指示しうる。ＡＬＣ診断
マネージャ１２２は、診断手順を実行した後で、結果をサービス発送マネージャ１２６に
返送する。サービス発送マネージャ１２６は、次に要求されたサービス（たとえば、顧客
名、住所、必要な装置にアクセスするための任意の特別な事項、および診断処理の結果）
に付属する（ＡＬＤデータベース１２４からサービス発送マネージャ１２６によっていく
つかが検索される）情報を含む報告（たとえば、トラブルチケット）を生成するために、
トラブルチケット生成器１２８を呼び出す。住居顧客サービスの専門家は、サービスコー
ルを実行するために必要な装置又は交換部品の形式を選択するために、トラブルチケット
として提供される情報を使用しうる。
【００４４】
　メータ読込アプリケーション１３６は、ＵＣＣ命令プロセッサ１０４が「メータ読込」
又はユーティリティ制御センタ２００からの等価コマンドを受信する時に、選択的に呼び
出されうる。メータ読込アプリケーション１３６は、ＡＬＤデータベース１２４内を循環
して、メータ読込メッセージ又はコマンドを、各々の能動負荷クライアント３００に又は
、ＡＬＣマネージャ１０８を介して、ＵＣＣのコマンドで特別に特定されたそれらの能動
負荷クライアント３００に送る。ＡＬＣマネージャ１０８によって能動負荷クライアント
３００から受信された情報は、各々の顧客のＡＬＤデータベース１２４に記録される。全
ての能動負荷クライアント計測情報が受信されると、その情報は、企業間電子商取引（た
とえば、ｅｂＸＭＬ）又は他の所望されたプロトコルを使用する要求ユーティリティ制御
センタ２００に送られる。
【００４５】
　セキュリティ装置管理ブロック１４０は、セキュリティインターフェイス１１０によっ
て受信されたセキュリティシステムメッセージを処理するためのプログラム指示を含む。
セキュリティ装置管理ブロック１４０は、全てのセキュリティシステムメッセージの情報
をルーティングすることを含み、顧客又はサービス会社当りのメッセージオプションを更
に含みうる。たとえば、一つのセキュリティサービスは、セキュリティイベントの生起に
よってＡＬＤサーバ１００からＥメールアラートを要求するが、別のセキュリティサービ
スは、ビル内システムから送られたメッセージが能動負荷クライアント３００およびＡＬ
Ｄサーバ１００によって、セキュリティサービス会社に直接に伝えられることを必要とし
うる。
【００４６】
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　更なる実施形態において、ＡＬＤサーバ１００は、さらに、個々の顧客に送られるべき
報告であって、以前の支払請求サイクルの間における省電力量の詳細についての報告を生
成する顧客報告アプリケーション１１８を含む。各々の報告は、以前の支払請求サイクル
での累積された総省電力量、制御された装置（たとえば、ブレーカ又は電化製品）当りの
詳細な省電力量、施設を対象としたイベントからの省電力量、顧客を対象としたイベント
からの省電力量、管理された装置、期間中に削減されたおよび使用された総炭素等価量、
および／又は顧客の能動負荷クライアントが参加した各々の切断イベントについての特定
の詳細を含みうる。顧客は、顧客報奨プログラム１５０を通して電源負荷管理システム１
０に参加することによる奨励（インセンティブ）および報奨を受け取りうる。たとえば、
施設又は第三者システム操作者は、所定の参加基準または指標に基づいてプロバイダによ
って提示された製品およびサービスのシステム参加者ディスカウントを要求するために、
製品および／又はサービスプロバイダと契約しうる。顧客報奨プログラム１５０は、省電
力に対してポイントが累積される（たとえば、削減または抑制されたメガワット当り１ポ
イント）一般的な利用プログラムと同様に設定されうることができ、累積ポイントが既定
のレベルとなると、顧客は、製品又はサービスディスカウントを選択できる。あるいはま
た、供給側施設は、顧客に、システム１０への参加率に応じたディスカウントを提示しう
る。
【００４７】
　図３は、本願発明の一つの実施形態に従う例示の能動負荷クライアント３００のブロッ
ク図を説明する。図示された能動負荷クライアント３００は、Ｌｉｎｕｘベースオペレー
ティングシステム３０２、状態応答生成器３０４、スマートブレーカモジュール制御器３
０６、スマート装置インターフェイス３２４、通信インターフェイス３０８、セキュリテ
ィインターフェイス３１０、ＩＰベース通信変換器３１２、装置制御マネージャ３１４、
スマートブレーカ（Ｂ１～ＢＮ）計数マネージャ３１６、報告トリガアプリケーション３
１８、ＩＰルータ３２０、スマートメータインターフェイス３２２、セキュリティ装置イ
ンターフェイス３２８、およびＩＰ装置インターフェイス３３０を含む。この実施形態に
おける能動負荷クライアント３００は、顧客の住居または商業施設においてサイト上に配
置されたコンピュータまたはプロセッサベースシステムである。能動負荷クライアント３
００の主な機能は、住居または商業施設に配置された制御可能な装置の電力負荷レベルを
管理することであり、能動負荷クライアント３００が顧客の利益を監視する。例示の実施
形態において、能動負荷クライアント３００上で起動するソフトウェアは、ハードウェア
および一般のソフトウェア環境を管理するために組込型Ｌｉｎｕｘオペレーティングシス
テム３０２を使用して操作される。当業者は、マイクロソフト系列のオペレーティングシ
ステム、マックＯＳ、ＳｕｎＯＳ等の、他のＯＳを含む他のオペレーティングシステムが
、代わりに使用されることを容易に認識する。更に、能動負荷クライアント３００は、機
能的に能動負荷クライアント３００が、能動負荷クライアント３００とＡＬＤサーバ１０
０との間の通信を容易にするホストＩＰネットワーク上でＤＨＣＰサーバから、それ自身
のおよび／または一つ以上の制御可能な装置４０２～４１２、４２０、４６０のＩＰアド
レスを動的に要求することを可能にするＤＨＣＰクライアントを含みうる。能動負荷クラ
イアント３００は、更にルータ機能を含み、能動負荷クライアント３００から制御可能な
装置４０２～４１２、４２０、４６０へのメッセージの配達を容易にするために、能動負
荷クライアント３００のメモリに、割当てられたＩＰアドレスのルーティングテーブルを
維持する。
【００４８】
　通信インターフェイス３０８は、能動負荷クライアント３００とＡＬＤサーバ１００と
の間で接続を容易にする。能動負荷クライアント３００とＡＬＤサーバ１００との間の通
信は、ＷｉＭａｘプロトコルを含むがこれに制限されない、任意形式のＩＰまたは他の接
続プロトコルに基づいている。従って、通信インターフェイス３０８は、有線または無線
モデム、無線アクセスポイントまたは他の適宜なインターフェイスとしうる。
【００４９】
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　基準ＩＰ３層ルータ３２０は、通信インターフェイス３０８によって受信したメッセー
ジを、能動負荷クライアント３００と任意の他のローカル接続された装置４４０との両方
にルーティングする。ルータ３２０は、受信したメッセージが、能動負荷クライアント３
００に向けられているかを判定し、もしそうであれば、復号するためにこのメッセージを
セキュリティインターフェイス３１０に送る。セキュリティインターフェイス３１０は、
ＡＬＤサーバ１００と能動負荷クライアント３００との間で交換されたメッセージの内容
を保護する。メッセージコンテンツは、たとえば能動負荷クライアント３００のＩＰアド
レスとＧＰＳデータとの組合せからなる対称性暗号化鍵又は公知の情報の他の組合せを使
用して、セキュリティインターフェイス３１０によって暗号化および復号化される。この
メッセージが、能動負荷クライアント３００に向けられていないと、一つ以上のローカル
接続された装置４４０に配達するためのＩＰ装置インターフェイス３３０に送られる。た
とえば、ＩＰルータ３２０は、電源負荷管理システムメッセージ並びに従来のインターネ
ットメッセージをルーティングするようにプログラムされうる。そのような場合に、能動
負荷クライアント３００は、分離したインターネットゲートウェイ又はルータを使用する
代わりに住居又は商業施設に提供されたインターネットサービスのゲートウェイとして機
能しうる。
【００５０】
　ＩＰベース通信変換器３１２は、ＡＬＤサーバ１００から次のメッセージを開き、それ
らのメッセージを能動負荷クライアント３００内の適切な機能に向ける。変換器３１２は
、さらに様々な能動負荷クライアント３００機能（たとえば、装置制御マネージャ３１４
、状態応答生成器３０４、および報告トリガアプリケーション３１８）からメッセージを
受信し、ＡＬＤサーバ１００によって期待される形態にメッセージをパッケージ化し、次
に暗号化のためにセキュリティインターフェイス３１０を通じてそれらのメッセージを送
る。
【００５１】
　装置制御マネージャ３１４は、能動負荷クライアント３００に論理的に接続された様々
な制御可能な装置の電力管理コマンドを処理する。この装置は、個々の制御モジュール（
示されない）を有するスマート電化製品等のスマートブレーカ４０２～４１２又は他のＩ
Ｐベース装置４２０のどちらかである。装置制御マネージャ３１４は、能動負荷クライア
ント３００によって制御された各々の装置の形式および状態を維持する状態応答生成器３
０４に問い合わせを行い、そして、この状態をＡＬＤサーバ１００に提供することによっ
て、ＡＬＤサーバ１００からの「クエリ要求」又はそれに等価なコマンド又はメッセージ
をさらに処理する。「クエリ要求」メッセージは、熱的制御される装置の温度設定値、負
荷制御が許可又は禁止される間の時間間隔、負荷制御が許可又は禁止される間の日付、お
よび装置制御の優先度（たとえば、電力減少イベントの間に、ＨＶＡＣユニットが電源を
切る前に給湯器およびプールポンプの電源が切られる）等の、単なる状態要求以外の情報
を含みうる。温度設定値又は他の非状態情報が「クエリ要求」メッセージに含まれて、そ
の情報を処理できる能動負荷クライアント３００に取り付けられた装置が存在する場合、
温度設定値又は他の情報が、スマート装置インターフェイス３２４を介してその装置４２
０に送られる。
【００５２】
　状態応答生成器３０４は、ＡＬＤサーバ１００からの状態メッセージを受信し、これに
応答して、制御可能な装置４０２～４１２、４２０、４６０が能動化され且つ好ましい動
作手順であるかどうかを判定するために、能動負荷クライアントの制御下で、各々の制御
可能な装置４０２～４１２、４２０、４６０をポーリングする。各々の制御可能な装置４
０２～４１２、４２０、４６０は、そのポーリングに対して、操作情報（たとえば、能動
状態および／又はエラー報告）を含む状態応答メッセージで応答する。能動負荷クライア
ント３００は、電力減少イベントと接続する基準として状態応答生成器３０４と関連する
メモリにこの状態応答を格納する。
【００５３】
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　スマート装置インターフェイス３２４は、能動負荷クライアント３００に取付けられた
個々の装置４２０（たとえば、スマート電化製品電力制御モジュール）へのＩＰ又は他の
アドレスベースの通信を容易化する。この接続は、ＢＰＬ，ＺｉｇＢｅｅ，Ｗｉ－Ｆｉ，
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ，又は直接的なイーサネット（登録商標）通信を含むがこれらに制限
されない、様々な異なる形式のネットワークのうちの一つとしうる。従って、スマート装
置インターフェイス３２４は、スマート装置４２０を能動負荷クライアント３００に接続
するネットワーク内での又はネットワーク上での使用に適合されるモデムである。スマー
ト装置インターフェイス３２４は、さらに装置制御マネージャ３１４が、温度設定を検知
しおよび温度変化に応答する可能性を有するこれらの装置を管理することができる。
【００５４】
　スマートブレーカモジュール制御器３０６は、スマートブレーカモジュール４００へお
よびスマートブレーカモジュール４００からの、電力制御指示を含むメッセージを、フォ
ーマットしたり、送信したりおよび受信したりする。１つの実施形態において、通信がＢ
ＰＬ接続を通じて行われることが好ましい。このような実施形態において、スマートブレ
ーカモジュール制御器３０６は、ＢＰＬモデムを含み且つソフトウェアを動作させる。ス
マートブレーカモジュール４００は、個々のスマートブレーカ４０２～４１２を含み、各
々のスマートブレーカ４０２～４１２が適用可能なモデム（たとえば、ＢＰＬがネットワ
ーク技術に採用される場合のＢＰＬモデム）を含み、単一の電化製品又は他の装置に供給
される電力と好ましくはインライン化される。Ｂ１～ＢＮ計数マネージャ３１６は、各々
のインストールされたスマートブレーカ４０２～４１２のリアルタイム電力使用を判定し
且つ格納する。たとえば、計数マネージャ３１６は、各々のスマートブレーカ４０２～４
１２によって使用される電力量を追跡し且つ計数し、計数マネージャ３１６と関係する能
動負荷クライアント３００のメモリに計数した電力量を格納する。任意のブレーカ４０２
～４１２の計数が規定の制限値に達すると、計数マネージャ３１６は、スマートブレーカ
４０２～４１２と対応し且つ電力量（電力番号）と対応する識別番号を報告トリガアプリ
ケーション３１８に提供する。一旦、この情報が、報告トリガアプリケーション３１８に
送られると、計数マネージャ３１６は、適応可能なブレーカ４０２～４１２の計数を、情
報が再度修正できるように０にリセットする。報告トリガアプリケーション３１８は、次
に能動負荷クライアント３００の識別情報、特定のスマートブレーカ４０２～４１２の識
別情報、および電力番号を含む報告メッセージを作成し、この報告メッセージをＡＬＤサ
ーバ１００へ送信するためにＩＰベース通信変換器３１２に送る。
【００５５】
　スマートメータインターフェイス３２２は、高速電力線通信（ＢＰＬ）を用いて通信す
るスマートメータ４６０と、従来の電力メータ４５０に接続する電流センサ４５２のいず
れかを管理する。能動負荷クライアント３００が、ＡＬＤサーバ１００からの「メータ読
込（Ｒｅａｄ　Ｍｅｔｅｒｓ）」命令または「メータ読込」メッセージを受信し、スマー
トメータ４６０が能動負荷クライアント３００に取付けられると、「メータ読込」命令は
、スマートメータインターフェイス３２２経由で（たとえば高速電力線通信モデム経由で
）、スマートメータ４６０に送信される。スマートメータインターフェイス３２２は、ス
マートメータ４６０から「メータ読込」メッセージへの応答を受信し、能動負荷クライア
ント３００の識別情報に従って、この情報をフォーマットし、フォーマットしたメッセー
ジを、ＡＬＤサーバ１００に送信すべくＩＰベースの通信変換器３１２に提供する。
【００５６】
　セキュリティ装置インターフェイス３２８は、セキュリティメッセージを、取付けられ
たセキュリティ装置に伝送し、セキュリティ装置から伝送する。たとえばセキュリティ装
置インターフェイス３２８は、有線または無線で、監視システムまたはセキュリティシス
テムに接続されうる。監視システムまたはセキュリティシステムは、モーションセンサ、
機械センサ、光センサ、電気センサ、煙センサ、一酸化炭素センサ、および他の安全およ
びセキュリティ監視センサのうちの少なくとも１つを含む。監視システムがセキュリティ
または安全問題を検知すると、監視システムは、アラーム信号をセキュリティ装置インタ
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ーフェイス３２８に送信し、セキュリティ装置インターフェイス３２８は、順にアラーム
信号を、対象のＩＰアドレスに配達すべく（たとえばセキュリティ監視サービスプロバイ
ダに配達すべく）、ＡＬＤサーバを通じてＩＰネットワークに送信する。セキュリティ装
置インターフェイス３２８はまた、取付けられたセキュリティ装置と、ＩＰ装置インター
フェイスを通じて通信し、線ベースの電話接続を失ってしまった装置からの通知メッセー
ジを認識しうる。通知メッセージを受信すると、アラートメッセージがフォーマットされ
、ＩＰベースの通信変換器３１２を通じてＡＬＤサーバ１００に送信される。
【００５７】
　例示的実施形態に従って、能動電力負荷（電源負荷）管理システム１０の動作は、以下
に記述される。一実施形態において、顧客はまず、ウェブブラウザを用いて、電力負荷管
理サービスの契約をする。ウェブブラウザを用いて、顧客は、ウェブブラウザインターフ
ェイス１１４を通じて、電力負荷管理システムプロバイダのウェブサイトにアクセスする
。そして、顧客は、能動電力負荷管理システム１０によって制御される所望の装置の型と
、彼または彼女の名前と住所情報を提供する。能動電力負荷管理システム１０は、ピーク
負荷時のエネルギーを節約し、省電力化またはカーボンクレジット（これは、顧客によっ
て節約された全電力量または二酸化炭素量に基づき、報奨金を受取るべく使用されうる）
を貯める。同時に省電力を行いつつまたはカーボンクレジットを貯めつつ、顧客はまた、
過剰電力を公共施設に売り戻すべく、非ピーク時の電力消費の管理を許可することに同意
しうる。顧客契約アプリケーション１１６は、ＡＬＤデータベース１２４内にそれぞれ顧
客用のデータベース入力部（ｅｎｔｒｙ）を生成する。それぞれ顧客の連絡先と負荷管理
の設定（ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）は、ＡＬＤデータベース１２４に格納または記録される
。たとえば顧客には、任意の数の装置または装置の分類を管理する簡単なオプションが与
えられうる。これらのオプションには、装置を管理するパラメータが含まれる（たとえば
それぞれの型の装置がどれくらい長くスイッチオフされるか、および／または、装置が全
くスイッチオフにされない場合はどれくらいの時間を規定するか）。特に、顧客はまた、
空調操作の詳細なパラメータを提供しうる（たとえば空調システムが低温範囲および高温
範囲を特定する制御点を設定するなど）。加えて、顧客には、電力管理イベントが発生し
たときに通知（たとえばＥメールメッセージ、インスタントメッセージ、テキストメッセ
ージ、または録音された電話呼出、またはそれらの任意の組合せ）を受信するオプション
が与えられうる。顧客がデータ入力を完了すると、「新たなサービス（Ｎｅｗ　Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ）」または等価な実行処理（ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ）メッセージまたは等価な実
行処理命令がサービス発送マネージャ１２６に送信される。
【００５８】
　図４は、本発明の一実施形態に従って、例示的な能動電力負荷管理システム１０におけ
るサービス要求を管理するＡＬＤサーバ１００によって（たとえばサービス発送マネージ
ャ１２６の一部として）、実行されるステップを提供する例示的な動作フロー図５００を
示す。図４のステップは、好ましくはＡＬＤサーバのメモリ（図示せず）に格納されたコ
ンピュータ命令（ソフトウェア）として実行され、ＡＬＤサーバ１００の１以上のプロセ
ッサ（図示せず）によって実行される。論理フローに従って、サービス発送マネージャ１
２６は、実行処理メッセージまたは実行処理命令を受信し（Ｓ５０２）、実行処理の型を
判定する（Ｓ５０３）。「新たなサービス」という実行処理メッセージを受信すると、サ
ービス発送マネージャ１２６は、サービス員（たとえば技術者）が新たな顧客に設置する
ための訪問スケジュールを決定する（Ｓ５０４）。サービス発送マネージャ１２６は、そ
してスケジュールが決定したサービス員またはサービス部員の発送係に、たとえばＥメー
ル、テキストメッセージ、およびインスタントメッセージ通知のうちの少なくとも１つを
用いて、待機中のサービスコールを通知する（Ｓ５０６）。
【００５９】
　一実施形態において、サービスコール通知に応答して、サービス員は、サービス発送マ
ネージャ１２６のサービス記録から、新たな顧客の氏名と住所、所望のサービスの説明、
およびサービス時間を取得する。サービス員は、顧客の場所に設置すべく、能動負荷クラ
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イアント３００、全ての必要なスマートブレーカ４０２～４１２、および全ての必要なス
イッチを取得する。サービス員は、顧客のデータベース情報から、任意の欠落した情報（
たとえば制御される装置、それぞれ装置の型およびモデル、およびシステムが正しく機能
するのに必要な他の任意の情報）を記す。サービス員は、能動負荷クライアント３００と
スマートブレーカ４０２～４１２を新たな顧客の場所に設置する。全地球位置発見システ
ム（ＧＰＳ）装置は、随意的に、新たな顧客のビルの正確な地理的位置を決定すべく、サ
ービス員によって使用されうる。新たな顧客のビルの正確な地理的位置は、ＡＬＤデータ
ベース１２４における顧客の入力部に加えられ、ＡＬＤサーバ１００と能動負荷クライア
ント３００の間の安全通信を促進する対称暗号鍵を生成すべく使用されうる。設置された
能動負荷クライアント３００の物理的位置はまた、顧客の入力部に記入される。スマート
スイッチ装置は、サービス員によって設置されうる。または顧客が設置すべく顧客の場所
に放置されうる。能動負荷クライアント３００が設置されたあと、サービス発送マネージ
ャ１２６は、サービス員から設置が完了したと示すサービス記録を通じて報告を受信する
（Ｓ５０８）。サービス発送マネージャ１２６は、そして「更新（Ｕｐｄａｔｅ）」また
は等価な実行処理メッセージをＡＬＣマネージャ１０８に送信する（Ｓ５１０）。
【００６０】
　ブロック５０３に戻り、「サービス（Ｓｅｒｖｉｃｅ）」または類似の実行処理メッセ
ージまたは類似の実行処理命令が受信されると、サービス発送マネージャ１２６は、サー
ビス員がサービスコールを特定の顧客に行うスケジュールを決定する（Ｓ５１２）。サー
ビス発送マネージャ１２６は、そして「診断（Ｄｉａｇｎｏｓｅ）」または同様の実行処
理を、ＡＬＣ診断マネージャ１２２に送信する（Ｓ５１４）。ＡＬＣ診断マネージャ１２
２は、診断手続の結果をサービス発送マネージャ１２６に返送する。サービス発送マネー
ジャ１２６は、そしてサービス員にサービスコールを通知し（Ｓ５１６）、従来のトラブ
ルチケットを用いて、サービス員に診断手続の結果を提供する。サービス員は、トラブル
チケットの診断手続結果を用いて、装置の型と、サービスコールに必要な交換部品を選択
する。
【００６１】
　図５は、本発明の一実施形態に従って、能動電力負荷管理システム１０の顧客契約を確
認する、ＡＬＤサーバ１００によって（たとえばＡＬＣマネージャ１０８の一部として）
実行されるステップを提供する、例示的な動作フロー図６００を示す。図５のステップは
、好ましくはＡＬＤサーバのメモリ（図示せず）に格納されたコンピュータ命令（ソフト
ウェア）として実行され、ＡＬＤサーバ１００の１以上のプロセッサ（図示せず）によっ
て実行される。論理フローに従って、ＡＬＣマネージャ１０８は、「更新」または同様の
実行処理メッセージまたは同様の実行処理命令を受信し（Ｓ６０２）、「更新」メッセー
ジにおいて特定されるＩＰアドレスを用いて、「クエリ要求（Ｑｕｅｒｙ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ）」または同様のメッセージまたは同様の命令を能動負荷クライアント３００に送信す
る（Ｓ６０４）。「クエリ要求」メッセージは、ＡＬＤサーバ１００が管理されることを
期待する装置のリストを含む。顧客契約において入力された顧客情報が１以上の負荷制御
装置の温度設定点を含んでいる場合、該顧客情報は「クエリ要求」メッセージに含まれる
。ＡＬＣマネージャ１０８は、能動負荷クライアント３００に関する情報を含むクエリ応
答を受信する（Ｓ６０６）。情報は、たとえば使用された現在のＷｉＭａｘバンド、動作
状態（たとえば機能しようがしまいが）、電流使用測定のすべてのカウンタの設定（たと
えば初期設定時間にすべてゼロに設定される）、制御される装置の状態（たとえば「オン
」状態または「オフ」状態のいずれも）に関する。ＡＬＣマネージャ１０８は、ＡＬＤデ
ータベース１２４を、能動負荷クライアント３００から取得した最新の状態情報によって
更新する（Ｓ６０８）。ＡＬＣマネージャ１０８が、クエリ応答から、能動負荷クライア
ント３００が適切に機能していることを検出すると（Ｓ６１０）、ＡＬＣマネージャ１０
８は、顧客の状態を「能動的（Ａｃｔｉｖｅ）」にし、ＡＬＤサーバ活動への加入を認め
る（Ｓ６１２）。しかしながら、ＡＬＣマネージャ１０８が、能動負荷クライアント３０
０が適切に機能していないと検出すると（Ｓ６１０）、ＡＬＣマネージャ１０８は、「サ
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ービス」または類似の実行処理メッセージまたは類似の実行処理命令を、サービス発送マ
ネージャ１２６に送信する（Ｓ６１４）。
【００６２】
　図６は、本発明の一実施形態に従って、例示的な能動電力負荷管理システム１０におけ
るイベントを管理する、ＡＬＤサーバ１００によって（たとえばマスタイベントマネージ
ャ１０６の一部として）実行されるステップを提供する、例示的な動作フロー図７００を
示す。図６のステップは、好ましくはＡＬＤサーバのメモリ（図示せず）に格納されたコ
ンピュータ命令（ソフトウェア）として実行され、ＡＬＤサーバ１００の１以上のプロセ
ッサ（図示せず）によって実行される。論理フローに従って、マスタイベントマネージャ
１０６は、ＡＬＤサーバ１００によって管理されているそれぞれユーティリティ内の現在
の電力使用を追跡する（Ｓ７０２）。マスタイベントマネージャ１０６が実行処理メッセ
ージまたは実行処理命令をＵＣＣ命令プロセッサ１０４またはＡＬＣマネージャ１０８か
ら受信すると（Ｓ７０４）、マスタイベントマネージャ１０６は、受信した実行処理の型
を判定する（Ｓ７０６）。「切断（Ｃｕｔ）」実行処理をＵＣＣ命令プロセッサ１０４か
ら受信すると（ユーティリティ制御センタ２００によって発行された「切断」命令に起因
して）、マスタイベントマネージャ１０６は、ユーティリティを管理された論理状態に配
置する（Ｓ７０８）。マスタイベントマネージャ１０６は、そして「切断」実行処理メッ
セージまたは「切断」イベントメッセージまたは「切断」実行処理命令または「切断」イ
ベント命令をＡＬＣマネージャ１０８に送信する（Ｓ７１０）。ここで、ＡＬＣマネージ
ャ１０８は、公共施設によって供給された電力システムから除去されるべき電力量（たと
えばメガワット内の電力量）を識別する。「切断」命令において削減のために特定された
電力量は、瞬時の電力量または単位時間あたりの平均電力量でありうる。最後に、マスタ
イベントマネージャ１０６は、（たとえばＥメール送信または他の既知の通知方法を通じ
て）パワー管理イベントが動作中であるという通知を受信すべく選択されたそれぞれ顧客
に通知する（Ｓ７１１）。
【００６３】
　ブロック７０６に戻り、マスタイベントマネージャ１０６が「どれくらいの量（Ｈｏｗ
 ｍｕｃｈ）」または他の等価な電力引合実行処理メッセージまたは等価な電力引合（ｉ
ｎｑｕｉｒｙ）実行処理命令をＵＣＣ命令プロセッサ１０４から受信すると（ユーティリ
ティ制御センタ２００によって発行された「どれくらいの量」命令に起因して）、マスタ
イベントマネージャ１０６は、ユーティリティの現在の使用情報にアクセスすることによ
って、特有のユーティリティ管理システムから一時的に除去されうる電力量を判定する（
Ｓ７１２）。一実施形態において、提供中のユーティリティの全可能な負荷を集めること
によって、ＡＬＤデータベース１２４に格納されたユーティリティの顧客使用情報から決
定されるように、現在の使用情報が導出される。この導出は、ユーティリティの顧客に供
給されるべきである全電力量に基づき、能動負荷クライアント３００とそれぞれの制御可
能な負荷装置４０２～４１２，４２０，４６０のそれぞれの状態を考慮することによって
、「どれくらいの量」メッセージにおいて識別された負荷制御インターバル中に、行われ
る。
【００６４】
　それぞれユーティリティは、任意の電力削減イベント中に削減されるべき最大電力量ま
たは電力の最大パーセンテージを示しうる。そのような最大値または限度は、ＡＬＤサー
バ１００のユーティリティＰ＆Ｃデータベース１３４に格納されえ、マスタイベントマネ
ージャ１０６にダウンロードされうる。一実施形態において、マスタイベントマネージャ
１０６は、任意の特定の電力管理期間（たとえば１時間）中のユーティリティの現在の電
力消費量の初期値の１パーセントを除去すべくプログラムされる。代替の実施形態におい
て、マスタイベントマネージャ１０６は、現在の電力消費量の他の固定されたパーセンテ
ージを除去し、現在の電力消費量に基づき現在の電力消費量のパーセンテージを変化させ
る（たとえば電力消費量がシステムの最大値であるときは１パーセントで、電力消費量が
システムの最大値の５０パーセントであるときは、１０パーセント）べく、プログラムさ
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れうる。除去される電力量に基づき、マスタイベントマネージャ１０６は、「切断」また
は等価なイベントメッセージをＡＬＣマネージャ１０８に送信する（Ｓ７１０）。ＡＬＣ
マネージャ１０８は、ユーティリティの電力システムから除去されるべき（たとえば現在
の使用量の１パーセント）電力量（たとえばメガワット）を示す。そして、マスタイベン
トマネージャ１０６は、電力管理イベントが処理中であるという通知を受信すべく選択さ
れた全ての顧客に通知する（Ｓ７１１）。マスタイベントマネージャ１０６はまた、ＵＣ
Ｃ命令プロセッサ１０４経由で、応答をユーティリティ制御センタ２００に送信する。Ｕ
ＣＣ命令プロセッサ１０４は、ユーティリティ制御センタ２００に、要求するユーティリ
ティによって一時的に削減しうる電力量を教える。
【００６５】
　ブロック７０６に戻り、マスタイベントマネージャ１０６が「イベントを終了させる（
Ｅｎｄ　Ｅｖｅｎｔ）」または等価な実行処理メッセージまたは等価な実行処理命令をＵ
ＣＣ命令プロセッサ１０４から受信すると（ユーティリティ制御センタ２００によって発
行された「イベントを終了させる」命令に起因する）、マスタイベントマネージャ１０６
は、現在のイベントの状態を「保留（Ｐｅｎｄｉｎｇ）」として設定する（Ｓ７１４）。
そして、「イベントを終了させる」または等価な実行処理メッセージまたは等価な実行処
理命令をＡＬＣマネージャ１０８に送信する（Ｓ７１６）。ＡＬＣマネージャ１０８が現
在のイベントを終了させるのに必要なステップを実行した場合（たとえば電力削減または
切断イベント）、マスタイベントマネージャ１０６は、「イベント終了（Ｅｖｅｎｔ　Ｅ
ｎｄｅｄ）」または等価な実行処理を、ＡＬＣマネージャ１０８から受信する（Ｓ７１８
）。そして、ユーティリティを、論理的に「非管理（Ｎｏｔ　Ｍａｎａｇｅｄ）」状態に
設定する（Ｓ７２０）。マスタイベントマネージャ１０６は、そして、電力管理イベント
が終了したという通知を受信すべく選択されたそれぞれ顧客に（たとえばＥメール送信を
通じて、または他の既知の通知方法を通じて）通知する（Ｓ７２２）。最後に、マスタイ
ベントマネージャ１０６は、「イベント終了」または等価な実行処理メッセージまたは等
価な実行処理命令を、（ＵＣＣ命令プロセッサ１０４経由で）省電力アプリケーション１
２０とユーティリティ制御センタ２００に送信する（Ｓ７２４）。
【００６６】
　図７に移ると、例示的な動作フロー図８００は、本発明の一実施形態に従って、例示的
な能動電力負荷管理システム１０における電力消費量を管理するＡＬＤサーバ１００によ
って実行されるステップを示す。図７のステップは、好ましくはＡＬＤサーバのメモリ（
図示せず）に格納されたコンピュータ命令（ソフトウェア）として実行され、ＡＬＤサー
バ１００の１以上のプロセッサ（図示せず）によって実行される。論理フローに従って、
ＡＬＣマネージャ１０８は、ＡＬＣマネージャ１０８が管理するそれぞれ能動負荷クライ
アント３００から、周期的に、またはＡＬＣマネージャ１０８によって発行されたポール
（ｐｏｌｌ）に応答して、メッセージを受信することによって、管理されたそれぞれ能動
負荷クライアント３００の状態を追跡する（Ｓ８０２）。これらのメッセージは、能動負
荷クライアント３００の現在の状態を示す。状態は、能動負荷クライアント３００によっ
て制御されるそれぞれ制御可能な装置４０２～４１２、４２０の現在の電力消費量を（ま
たは、個々の装置メータが可能でない場合、能動負荷クライアント３００によって制御さ
れる全ての制御可能な装置４０２～４１２、４２０の全電力消費量を）含む。また、状態
は、それぞれ制御可能な装置４０２～４１２、４２０の状態（たとえば「オン」または「
オフ」）を含む。ＡＬＣマネージャ１０８は、特定の能動負荷クライアント３００と、そ
の関連する顧客と、供給するユーティリティとに対応する記録中に、ＡＬＤデータベース
１２４に、電力消費量と装置状態情報を、格納または記録する（Ｓ８０４）。
【００６７】
　ＡＬＣマネージャ１０８が、マスタイベントマネージャ１０６から実行処理メッセージ
を受信すると（Ｓ８０６）、ＡＬＣマネージャ１０８は、まず受信した実行処理の型を判
定する（Ｓ８０８）。ＡＬＣマネージャ１０８が、「切断」または等価な実行処理メッセ
ージまたは等価な実行処理命令をマスタイベントマネージャ１０６から受信すると、ＡＬ
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Ｃマネージャ１０８は、「管理（Ｍａｎａｇｅ）」論理状態を入力する（Ｓ８１０）。Ａ
ＬＣマネージャ１０８は、そして、「切断」メッセージにおいて特定されたユーティリテ
ィに影響する、いずれの能動負荷クライアント３００といずれの関連する装置４０２～４
１２、４２０を、「オフ」状態にするかを判定する（Ｓ８１２）。場所（たとえばＧＰＳ
位置、ＧＰＳ位置範囲、地理的範囲、または電力網リファレンス領域（ｐｏｗｅｒ　ｇｒ
ｉｄ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ａｒｅａ））が「切断」実行処理メッセージに含まれている
場合、特定の領域内の能動負荷クライアント３００のみが、「オフ」状態となるべく選択
される。換言すると、ＡＬＣマネージャ１０８は、「停止（Ｔｕｒｎ　Ｏｆｆ）」メッセ
ージの発行が関連する能動負荷クライアント３００の群を選択する。ここで、「停止」メ
ッセージは、少なくともそれぞれ能動負荷クライアント３００の地理的位置に基づき、受
信した「切断」実行処理メッセージにおいて特定された任意の場所に関連する。ＡＬＤデ
ータベース１２４は、能動電力負荷管理システム１０のそれぞれ能動負荷クライアント３
００に接続するそれぞれ制御可能な装置４０２～４１２、４２０のために、現在の電力消
費量（と、平均電力消費量の少なくとも１つ）に関する情報を含む。ＡＬＣマネージャ１
０８は、格納した電力消費量情報を用いて、必要な装置４０２～４１２、４２０の数量を
選択し、停止することによって「切断」メッセージによって要求された省電力を達成する
。そして、停止すべき装置のリストと、リスト中のそれぞれ装置４０２～４１２、４２０
用の「状態をオフに変更（ｃｈａｎｇｅ　ｓｔａｔｅ　ｔｏ　ｏｆｆ）」表示とに従って
、ＡＬＣマネージャ１０８は、「停止」メッセージまたは等価な実行処理メッセージまた
は等価な実行処理命令を、それぞれ能動負荷クライアント３００に送信する（Ｓ８１４）
。そして、ＡＬＤデータベース１２４から決定されたように、電力が削減されたときを表
示するタイムスタンプに従って、ＡＬＣマネージャ１０８は、それぞれ能動負荷クライア
ント３００用に記憶された電力量（実際のまたは平均の電力量）を記録する（Ｓ８１６）
。ＡＬＣマネージャ１０８は、そしてそれ自身用に、既定の期間後（たとえば期間は、初
期値を特定されたユーティリティから設定され、または顧客からの命令によって設定され
、またはＡＬＣマネージャ１０８にプログラムされる）、「作動（Ｔｕｒｎ　Ｏｎ）」す
る実行処理のスケジュールを決定する（Ｓ８１８）。
【００６８】
　ブロック８０８に戻り、ＡＬＣマネージャ１０８が特定の能動負荷クライアント３００
用の「作動」または等価な実行処理メッセージまたは等価な実行処理命令を、マスタイベ
ントマネージャ１０６から受信し、ＡＬＣマネージャ１０８の状態が現在「管理」状態で
あると、ＡＬＣマネージャ１０８は、「オン」状態であり、すでに停止済みの装置４０２
～４１２、４２０を有していない（そして、元の「切断」実行処理メッセージによってそ
のように要求されている場合、特定された領域に存在する）１以上の能動負荷クライアン
ト３００を探し出す（Ｓ８２０）。いずれの、またいつそのような１以上の装置４０２～
４１２、４２０を停止するのかということは、「オフ」状態にある特定の能動負荷クライ
アントによって現在節約されると同じまたは実質的に同じ電力量を節約する。電力を節約
すべき新たな能動負荷クライアント３００を識別するときに、ＡＬＣマネージャ１０８は
、「停止」または等価な実行処理メッセージまたは等価な実行処理命令を、停止されるべ
きそれぞれ能動負荷クライアント３００に送信する（Ｓ８２２）。その結果、作動する能
動負荷クライアント（すなわち、能動負荷クライアントの管理された装置４０２～４１２
、４２０が作動している）と同じ電力量を節約する。または容認できる電力量（たとえば
再び作動される能動負荷クライアントによってすでに節約された電力の一部）を節約する
。ＡＬＣマネージャ１０８はまた、「作動」または等価な実行処理メッセージまたは等価
な実行処理命令を、再び作動されるべきそれぞれ能動負荷クライアント３００に送信する
（Ｓ８２４）。「作動」メッセージは、停止中の任意の制御可能な装置を作動させるよう
、全ての能動負荷クライアント３００に命令する。そして、「作動メッセージ」は、影響
された能動負荷クライアント３００に、その制御可能な装置４０２～４１２、４２０が関
連する電力消費装置（たとえば電化製品、空調ユニットなど）への電力の流れを可能にす
べく命令させる。最後に、ＡＬＣマネージャ１０８は、「作動」実行処理メッセージがＡ
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ＬＤデータベース１２４内に送信された時間を記録する（Ｓ８２６）。
【００６９】
　再びブロック８０８に戻り、ＡＬＣマネージャ１０８が「イベントを終了させる」また
は等価な実行処理メッセージまたは等価な実行処理命令を、マスタイベントマネージャ１
０６から受信すると、ＡＬＣマネージャ１０８は、「作動」または等価な実行処理メッセ
ージまたは等価な実行処理命令を、それぞれ能動負荷クライアント３００に送信する（Ｓ
８２８）。ここで、送信されるそれぞれ能動負荷クライアント３００は、現在「オフ」状
態であり、「イベントを終了させる」メッセージにおいて特定されたユーティリティによ
って供給され、または「イベントを終了させる」メッセージに関連する。全ての適切な能
動負荷クライアント３００が「オン」状態に遷移したと判定すると（Ｓ８３０）、ＡＬＣ
マネージャ１０８は、「イベント終了」または等価な実行処理メッセージまたは等価な実
行処理命令を、マスタイベントマネージャ１０６に送信する（Ｓ８３２）。
【００７０】
　図８を参照し、例示的な動作フロー図９００は、本発明の一実施形態に従って、能動電
力負荷管理システム１０における省電力量を算出し、割当てる、ＡＬＤサーバ１００によ
って（たとえば省電力アプリケーション１２０の動作を通じて）実行されるステップを示
す。省電力アプリケーション１２０は、それぞれ切断イベントに関するそれぞれユーティ
リティによって節約された全電力量と、能動負荷クライアント３００を所持するそれぞれ
顧客によって節約された電力量とを算出する。
【００７１】
　図８の論理フローに従って、省電力アプリケーション１２０は、「切断」または省電力
イベントが終わる度に、「イベント終了」または等価な実行処理メッセージまたは等価な
実行処理命令を、マスタイベントマネージャ１０６から受信する（Ｓ９０２）。省電力ア
プリケーション１２０は、そして「切断」イベントに関連したそれぞれ能動負荷クライア
ント３００のために、ＡＬＤデータベース１２４にアクセスする（Ｓ９０４）。それぞれ
能動負荷クライアント３００のデータベース記録は、能動負荷クライアント３００に関連
したそれぞれ制御可能な装置４０２～４１２、４２０が停止されていた時間に従って、最
近の「切断」イベント中に能動負荷クライアント３００によって使用されたであろう実際
の電力量（または平均電力量）を含む。省電力アプリケーション１２０は、この情報を用
いて、それぞれ能動負荷クライアント３００のために節約された電力量（たとえば１時間
あたりのメガワット）を算出する。それぞれ能動負荷クライアント３００の全省電力量は
、ＡＬＤデータベース１２４の対応する入力部に格納される。作動中の節約された全電力
量は、それぞれ「切断」実行処理のために保存される。ＡＬＤサーバ１００によって供給
されたそれぞれユーティリティは、ユーティリティＰ＆Ｃデータベース１３４内に入力部
を有する。省電力アプリケーション１２０は、ユーティリティＰ＆Ｃデータベース１３４
のユーティリティの対応する入力部に特定のユーティリティのために節約された全電力量
（たとえば１時間あたりのメガワット）を格納する（Ｓ９０６）。ここで、省電力アプリ
ケーション１２０は、省電力イベントに関連する他の情報（たとえばイベントの持続期間
、省電力を達成するのに必要な能動負荷クライアント数、それぞれ装置がオフ状態にある
平均時間、その上、将来のイベントの微調整や、顧客経験の改善に有用となる任意の他の
情報）に従って、格納する。全ての能動負荷クライアント入力部が処理されると、省電力
アプリケーション１２０は、特定の供給ユーティリティによって節約と顧客の地理的位置
に基づき、随意的に、省電力をカーボンクレジットに関連づけるべく省炭素アプリケーシ
ョン１３２を、または同様に、省電力を二酸化硫黄クレジットに関連づけるべく二酸化硫
黄節約アプリケーションを、または省電力を二酸化窒素クレジットに関連づけるべく二酸
化窒素節約アプリケーションを起動する（Ｓ９０８）。加えて、一実施形態において、省
炭素アプリケーション１３２は、政府によって承認または供給された式に基づき、カーボ
ンクレジットを判定し、判定されたカーボンクレジットを、１顧客あたりの基準（ｂａｓ
ｉｓ）および／またはユーティリティあたりの基準（ｂａｓｉｓ）に格納する。
【００７２】
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　上述のように、本発明は、アドレス可能（ａｄｄｒｅｓｓａｂｌｅ）で遠隔的に制御可
能な装置からのリアルタイムフィードバックに基づき、電力負荷管理システム内の電力の
管理および分配方法を包含する。リアルタイムフィードバックは、アドレス可能な装置に
よって個々にまたは集合的に消費される実際の電力量を含む。本発明では、電力負荷管理
システムは、電力使用量の大きい特定の領域を突き止めえ、より正確に電力負荷を必要に
応じてユーティリティに分配しうる。加えて、本発明は、電力負荷管理システムにおける
実際の関与量に基づき、顧客に関与報奨金を提供する。
【００７３】
　上述の明細書において、本発明は、特定の実施形態に関連して記述されている。しかし
ながら、請求項に記載の本発明の精神および範囲から逸脱することなく、様々な修正や変
化がなされることを、当業者は理解するであろう。たとえば本発明は、ＩＰに基づく通信
方法または他の通信方法を用いて、ユーティリティ会社から会員登録した顧客への電力分
配管理に適用できる。加えて、ＡＬＤサーバ１００と能動負荷クライアント３００の少な
くとも１つの中の特定のモジュールの機能は、１以上の等価な手段によって実行されうる
。従って、明細書および図面は、限定的というよりむしろ図示的であるとみなされるべき
であり、そのようなすべての修正は、本発明の範囲内に含まれるよう意図される。
【００７４】
　恩恵、他の優位性、問題に対する解は、本発明の詳細な実施形態に関して記述されてき
た。しかしながら、より強調されるべき、そのような恩恵、優位性、問題に対する解をも
たらしうる、恩恵、優位性、問題に対する解、および任意の要素は、任意のまたはすべて
の請求項の、重大な、必要とされた、または本質的な特徴または要素として、解釈される
べきではない。本発明は、本出願の係属中になされた任意の補正と、発行された請求項の
すべての均等物とを含む請求項によって、規定される。

【図１】 【図２】
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