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(57)【要約】
　エネルギーパネル装置からインバータまでの出力のシ
ャットダウンを容易にするための１つまたは複数の技術
および／またはシステムが提供される。シャットダウン
実装モジュールは、エネルギーパネル装置と、エネルギ
ーパネル装置からのＤＣ電力をＡＣ送電網のためのＡＣ
電力に変換するインバータと、の間に結合される。通信
接続が、電力線通信線を介して、シャットダウン実装モ
ジュールと、インバータに関連付けられたシャットダウ
ン制御装置と、の間に確立される。通信接続の喪失を識
別すること、またはシャットダウン命令を、電力線通信
線を介して受信することに応答して、シャットダウン実
装モジュールは、エネルギーパネル装置からインバータ
までの出力をシャットダウンする。シャットダウン実装
モジュールは、エネルギーパネル装置から閾値距離内（
例えば約１０フィート以内）に位置してもよく、その結
果、出力は、閾値時間スパン以内（例えば約１０秒以内
）にシャットオフされてもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エネルギーパネル装置からインバータまでの出力のシャットダウンを容易にするための
システムであって、
　前記システムは、シャットダウン実装モジュールを備え、
　前記シャットダウン実装モジュールは、エネルギーパネル装置と、前記エネルギーパネ
ル装置からのＤＣ電力をＡＣ送電網のためのＡＣ電力に変換するように構成されるインバ
ータと、の間に結合され、
　前記シャットダウン実装モジュールは、
　前記エネルギーパネル装置と前記インバータとの間の電力線通信線を介して、前記イン
バータに関連付けられたシャットダウン制御装置との通信接続を確立し、
　前記通信接続の喪失を識別することに応答して、前記エネルギーパネル装置から前記イ
ンバータまでの出力のシャットダウンを開始する、
システム。
【請求項２】
　前記電力線通信線は、ＤＣ電力線を備え、前記ＤＣ電力線を介して、ＤＣ電力は、前記
エネルギーパネル装置から前記インバータに供給される、
請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記シャットダウン実装モジュールは、
　前記シャットダウン制御装置から前記電力線通信線を介してシャットダウン命令を受信
することに応答して、前記エネルギーパネル装置から前記インバータまでの出力のシャッ
トダウンを開始するように構成される、
請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記通信接続の前記喪失は、前記インバータのＤＣ切断の開放に対応する、
請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　前記シャットダウン実装モジュールは、
　前記ＡＣ送電網の電力喪失の識別に応答して、前記エネルギーパネル装置から前記イン
バータまでの出力のシャットダウンを開始するように構成される、
請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　前記シャットダウン実装モジュールは、
　前記エネルギーパネル装置により提供される電力に基づいて、電力を前記シャットダウ
ン実装モジュールに提供するように構成されている電力モジュールを備える、
請求項１記載のシステム。
【請求項７】
　前記シャットダウン実装モジュールは、
　前記電力線通信線を介して前記シャットダウン制御装置から受信される心拍信号の喪失
に基づいて、前記通信接続の前記喪失を識別するように構成される、
請求項１記載のシステム。
【請求項８】
　前記シャットダウン実装モジュールは、
　前記電力線通信線を介して、前記シャットダウン実装モジュールに適用されるソフトウ
ェア更新を受信し、
　前記ソフトウェア更新を実施する、
ように構成される、
請求項１記載のシステム。
【請求項９】
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　前記シャットダウン実装モジュールは、
　前記電力線通信線を介して前記シャットダウン制御装置からアーク故障通知命令を受信
し、
　前記アーク故障通知命令に基づいて、前記エネルギーパネル装置から前記インバータま
での出力のシャットダウンを開始する、
ように構成される、
請求項１記載のシステム。
【請求項１０】
　前記シャットダウン実装モジュールは、
　前記インバータのインバータ故障の検出に応答して、短絡状態除去プロシージャを実施
するように構成される、
請求項１記載のシステム。
【請求項１１】
　前記シャットダウン実装モジュールは、
　温度センサまたは電気パラメータ測定センサの少なくとも１つを利用して、自己評価を
実行し、
　前記自己評価の結果としての前記シャットダウン実装モジュールのための動作警報に応
答して、前記エネルギーパネル装置から前記インバータまでの出力のシャットダウンを開
始する、
ように構成される、
請求項１記載のシステム。
【請求項１２】
　前記シャットダウン実装モジュールは、
　前記動作警報によって特定される動作上の問題の解決を識別することに応答して、前記
エネルギーパネル装置から前記インバータまでの出力の起動を開始するように構成される
、
請求項１１記載のシステム。
【請求項１３】
　前記シャットダウン実装モジュールは、
　機械的なスイッチまたは半導体装置の少なくとも１つを備えるシャットダウン放電回路
を備え、前記シャットダウン放電回路は、前記エネルギーパネル装置から出力を放電する
ように構成される、
請求項１記載のシステム。
【請求項１４】
　前記シャットダウン放電回路は、出力を放電するために使用されるレジスタを備える、
請求項１３記載のシステム。
【請求項１５】
　エネルギーパネル装置からインバータまでの出力のシャットダウンを容易にするための
システムであって、
　前記システムは、シャットダウン制御装置を備え、
　前記シャットダウン制御装置は、エネルギーパネル装置からのＤＣ電力をＡＣ送電網の
ためのＡＣ電力に変換するように構成されるインバータに関連付けられ、
　前記シャットダウン制御装置は、
　前記エネルギーパネル装置と前記インバータとの間の電力線通信線を介して、前記エネ
ルギーパネル装置と前記インバータとの間に結合されるシャットダウン実装モジュールと
の通信接続を確立し、
　電力シャットダウン状態を識別することに応答して、前記エネルギーパネル装置から前
記インバータまでの出力がシャットダウンされるべきことを特定するシャットダウン命令
を、前記電力線通信線を介して前記シャットダウン実装モジュールに送信する、
ように構成される、
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システム。
【請求項１６】
　前記シャットダウン制御装置は、
　アーク故障に基づいて、前記電力シャットダウン状態を識別するように構成される、
請求項１５記載のシステム。
【請求項１７】
　前記シャットダウン制御装置は、
　前記シャットダウン制御装置に提供されるシャットオフ状態入力信号に基づいて、前記
電力シャットダウン状態を識別するように構成される、
請求項１５記載のシステム。
【請求項１８】
　前記シャットダウン制御装置は、
　前記電力線通信線を介して前記シャットダウン実装モジュールにソフトウェア更新を送
信するように構成され、
　前記ソフトウェア更新は、前記ソフトウェア更新に基づいて、前記シャットダウン実装
モジュールを更新する命令を備える、
請求項１５記載のシステム。
【請求項１９】
　前記シャットダウン制御装置は、
　前記電力線通信線を介して前記シャットダウン実装モジュールに心拍信号を送信するよ
うに構成され、
　前記心拍信号は、前記シャットダウン実装モジュールが前記エネルギーパネル装置から
前記インバータまでの出力の供給を継続するべきことを示す、
請求項１５記載のシステム。
【請求項２０】
　エネルギーパネル装置からインバータまでの出力のシャットダウンを容易にするための
方法であって、前記方法は、
　エネルギーパネル装置とインバータとの間の電力線通信線を介して、前記エネルギーパ
ネル装置と前記インバータとの間に結合されるシャットダウン実装モジュールと、前記イ
ンバータに関連付けられたシャットダウン制御装置と、の間の通信接続を確立するステッ
プと、
　前記通信接続の喪失を識別すること、または、シャットダウン命令を、前記電力線通信
線を介して前記シャットダウン制御装置から受信すること、の少なくとも一方に応答して
、前記エネルギーパネル装置から前記インバータまでの出力のシャットダウンを開始する
ステップと、
を備える、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　この出願は、２０１５年１月２８日に出願された、「ＥＮＥＲＧＹ　ＰＡＮＥＬ　ＡＲ
ＲＡＮＧＥＭＥＮＴ　ＳＨＵＴＤＯＷＮ」という名称の米国仮出願番号第６２／１０８，
７５８号の優先権を主張し、この仮出願は、本願明細書に参照によって組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　多くの建物は、エネルギーパネル装置、例えば、発電のために太陽光を吸収し、電気に
変換するソーラパネルを備える太陽光発電システムを利用してもよい。インバータは、エ
ネルギーパネル装置からのＤＣ電力を、建物に電力を供給しうるＡＣ送電網のためのＡＣ
電力に変換するように構成されてもよい。エネルギーパネル装置は、建物外に、例えば建
物の屋根に設置されてもよい。ＤＣ電力線は、エネルギーパネル装置をインバータに結合
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してもよい。インバータは、エネルギーパネル装置と異なる建物の位置、例えば建物の地
階に設置されてもよく、地階では、電気設備が建物の電気パネルに入る。エネルギーパネ
ル装置は、ＤＣ電力を、ＤＣ電力線を介してインバータに提供してもよい。例えば建物内
の火事、アークフラッシュ、建物への電力をシャットダウンする必要等の問題が生じる場
合、ＤＣ電力線はシャットダウンされ、電源を切ることが必要になりうる。例えば、電気
規格は、太陽光発電システムの導体が、約１０秒以内に、ソーラパネルから約１０フィー
ト以内に、低下した出力に放電すべきであることを特定しうる。残念なことに、インバー
タは、ソーラパネルから１０フィートより離れて取り付けられうる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　この概要は、詳細な説明でさらに後述される簡略化された形の概念の選択を導入するた
めに提供される。この概要は、請求項の対象の鍵となる要因または基本的特徴を識別する
ことを意図しないし、請求項の対象の範囲を制限するのに用いられることも意図しない。
【０００４】
　とりわけ、エネルギーパネル装置からインバータまでの出力のシャットダウンを容易に
するための１つまたは複数のシステムおよび／または技術は、本願明細書において提供さ
れる。シャットダウン実装モジュールは、エネルギーパネル装置（例えば、ソーラパネル
を備える太陽光発電システム）と、エネルギーパネル装置からのＤＣ電力をＡＣ送電網の
ためのＡＣ電力に変換するインバータと、の間に結合される。シャットダウン実装モジュ
ールは、エネルギーパネル装置とインバータとの間の電力線通信線（例えば、ＤＣ電力を
エネルギーパネル装置からインバータにＤＣ電力を供給するＤＣ電力線）を介して、イン
バータに関連付けられたシャットダウン制御装置との通信接続を確立するように構成され
る。通信接続の喪失（例えば、インバータのＤＣ接続が開放されうる、電力線通信線を介
してシャットダウン制御装置によって供給される心拍信号の喪失等）に応答して、シャッ
トダウン実装モジュールは、エネルギーパネル装置からインバータへの出力をシャットダ
ウンしうる。電力線通信線を介するシャットダウン制御装置からの命令（例えば、シャッ
トダウン命令、アーク故障通知命令等）の受信に応答して、シャットダウン実装モジュー
ルは、エネルギーパネル装置からインバータへの出力をシャットダウンしうる。このよう
にして、シャットダウン実装モジュールは、例えば電力線通信線（例えばＤＣ電力線）を
介してエネルギーパネル装置によってインバータに提供される出力を、エネルギーパネル
装置からの閾値距離で閾値時間スパン以内にシャットダウンしうる（例えば約１０フィー
ト以内で１０秒以内に、電気仕様に従って、例えば低下した出力にシャットダウンしうる
）。
【０００５】
　前述のおよび関連した目的の達成のために、以下の説明および添付図面は、特定の図面
の態様および実施態様を記載する。しかし、これらは、１つまたは複数の態様が使用され
てもよいさまざまな方法のいくつかを表す。開示の他の態様、利点および新規の特徴は、
添付図面に関連して考慮されるとき、以下の詳細な説明から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】エネルギーパネル装置からインバータまでの出力のシャットダウンを容易にする
例示的方法を示すフロー図である。
【図２Ａ】エネルギーパネル装置からインバータまでの出力のシャットダウンを容易にす
るための例示的システムを示す構成要素のブロック図である。
【図２Ｂ】エネルギーパネル装置からインバータまでの出力のシャットダウンを容易にす
るための例示的システムを示す構成要素のブロック図である。
【図２Ｃ】通信接続の喪失に基づいて、エネルギーパネル装置からインバータまでの出力
のシャットダウンを容易にするための例示的システムを示す構成要素のブロック図である
。
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【図２Ｄ】シャットダウン命令に基づいて、エネルギーパネル装置からインバータまでの
出力のシャットダウンを容易にするための例示的システムを示す構成要素のブロック図で
ある。
【図２Ｅ】アーク故障通知命令に基づいて、エネルギーパネル装置からインバータまでの
出力のシャットダウンを容易にするための例示的システムを示す構成要素のブロック図で
ある。
【図２Ｆ】ＡＣ送電網の電力喪失に基づいて、エネルギーパネル装置からインバータまで
の出力のシャットダウンを容易にするための例示的システムを示す構成要素のブロック図
である。
【図２Ｇ】インバータ故障の検出に基づいて、エネルギーパネル装置からインバータまで
の出力のシャットダウンを容易にするための例示的システムを示す構成要素のブロック図
である。
【図２Ｈ】動作警報に基づいて、エネルギーパネル装置からインバータまでの出力のシャ
ットダウンを容易にするための例示的システムを示す構成要素のブロック図である。
【図２Ｉ】シャットダウン実装モジュールに関してソフトウェア更新を実施するための例
示的システムを示す構成要素のブロック図である。
【図３】本願明細書に記載される規定の１つまたは複数を実施するように構成されるプロ
セッサ実行可能命令が備えられてもよい例示的コンピューティング装置可読媒体を示す。
【図４】本願明細書に記載される規定の１つまたは複数が実装されてもよい例示的コンピ
ューティング環境を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、請求項の対象は、図面を参照して記載され、図面全体において、同様の参照符号
は、一般的に、同様の要素を意味するために用いられる。以下では、説明のために、多数
の具体的な詳細は、請求項の対象の理解を提供するために記載される。しかしながら、請
求項の対象がこれらの具体的な詳細なしで実行されてもよいことは明白である。他の例に
おいて、構造および装置は、ブロック図の形式で示され、請求項の対象を記載するのを容
易にする。
【０００８】
　図１の例示的方法１００によって、エネルギーパネル装置からインバータまでの出力の
シャットダウンを容易にする一実施形態が示される。１０２において、通信接続は、エネ
ルギーパネル装置（例えば、太陽光をＤＣ電力に変換するように構成されるソーラパネル
を備える太陽光発電システム）と、インバータ（例えば、エネルギーパネル装置からのＤ
Ｃ電力をＡＣ送電網のためのＡＣ電力に変換するように構成されるインバータ）と、の間
の電力線通信線を介して確立されてもよい。通信接続は、シャットダウン実装モジュール
とシャットダウン制御装置との間に確立されてもよい。シャットダウン実装モジュールは
、エネルギーパネル装置とインバータとの間に結合されてもよい（例えば、シャットダウ
ン実装モジュールは、エネルギーパネル装置から閾値距離、例えば約１０フィート以内に
位置してもよく、ソーラパネルがインバータからより離れて位置したとしても、例えば、
ソーラパネルが建物の屋根にあり、インバータが建物内、例えば地階にあるとしても、太
陽光発電システムのための電気仕様を満たしうる）。一例では、エネルギーパネル装置は
、ＤＣ電力をインバータに、電力線通信線を介して供給してもよい。
【０００９】
　１０４において、通信接続の喪失を識別すること、および／または、シャットダウン命
令を、電力線通信線を介してシャットダウン制御装置から受信することに応答して、エネ
ルギーパネル装置からインバータへの出力（例えば、閾値未満に減少した出力および／ま
たは電気仕様により特定された閾値時間スパン以内、例えば約１０秒以内）のシャットダ
ウンが開始されてもよい。通信接続の喪失は、通信接続を、電力線通信線を介して閉鎖す
るインバータのＤＣ切断の開放、電力線通信線を介してシャットダウン制御装置から受信
される心拍信号の喪失等に対応してもよい。シャットダウン命令は、シャットダウン制御
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装置によって、電力線通信線を介して、シャットダウン実装モジュールに送信される命令
に対応してもよい（例えば、シャットオフ状態入力信号を受信するシャットダウン制御装
置に基づく命令、例えば、ユーザが起動するシャットオフボタン、レバー、またはインバ
ータを収納するインバータボックスに関連付けられた他の機構からの命令、インバータボ
ックスに関連付けられたアーク故障を検出するシャットダウン制御装置に基づく命令等）
。シャットダウン実装モジュールは、エネルギーパネル装置から出力を放電するように構
成されるシャットダウン放電回路（例えば、太陽光発電システムのコンデンサからの電流
を、抵抗または出力の放電用の他の放電機構を通り導くように構成される、機械スイッチ
および／または半導体装置）を含みうる。
【００１０】
　一例では、シャットダウン実装モジュールは、温度センサ、電気パラメータ測定センサ
（例えば電流センサ）および／または他のタイプのセンサを利用して、自己評価を実行し
てもよい。自己評価の結果としてのシャットダウン実装モジュールのための動作警報（例
えば、安全な動作温度域値を上回る温度の上昇）に応答して、シャットダウン実装モジュ
ールは、エネルギーパネル装置からインバータまでの出力をシャットダウンしてもよい。
動作警報により特定された動作上の問題の解決（例えば、シャットダウン実装モジュール
は、安全な動作温度域値内の温度まで冷却してもよい）の識別に応答して、シャットダウ
ン実装モジュールは、エネルギーパネル装置からインバータまでの出力を起動してもよい
。
【００１１】
　一例では、シャッドダウン実装モジュールは、インバータを評価してもよい（例えば、
シャットダウン実装モジュールは、診断機能をインバータおよび／またはシャットダウン
制御装置において実行してもよい、シャットダウン実装モジュールは、シャットダウン制
御装置から診断情報を受信してもよい等）。インバータのインバータ故障の検出に応答し
て、シャットダウン実装モジュールは、短絡状態除去プロシージャを、例えばエネルギー
パネル装置からインバータへの出力のシャットダウンまたは調整を実施してもよい。
【００１２】
　一例では、シャットダウン実装モジュールは、電力線通信線を介してソフトウェア更新
を受信してもよい。ソフトウェア更新は、シャットダウン実装モジュールに適用されるべ
きソフトウェア更新（例えば、ファームウェア更新、ソフトウェアについての更新等）に
関する命令を含みうる。シャットダウン実装モジュールは、シャットダウン実装モジュー
ルを更新するために、ソフトウェア更新を実施してもよい。
【００１３】
　図２Ａ～図２Ｉは、エネルギーパネル装置２０２からインバータ２０８までの出力のシ
ャットダウンを容易にするためのシステム２００の例を示す。一例では、システム２００
は、シャットダウン実装モジュール２０４を備えてもよい。他の例では、システム２００
は、シャットダウン制御装置２１０を備えてもよい。他の例では、システム２００は、シ
ャットダウン実装モジュール２０４およびシャットダウン制御装置２１０を備えてもよい
。
【００１４】
　図２Ａは、エネルギーパネル装置２０２（例えば、建物の屋根に取り付けられた太陽光
発電システム）と、インバータ２０８（例えば、電気パネルが、建物に入ってくる電力を
接続するところのような、建物の地階内に位置するインバータボックス）と、の間に結合
されたシャットダウン実装モジュール２０４を示す。インバータ２０８は、エネルギーパ
ネル装置２０２からのＤＣ電力を、図２Ｂに示されるＡＣ送電網２４０のためのＡＣ電力
に変換するように構成されてもよい。ＤＣ電力は、エネルギーパネル装置２０２とインバ
ータ２０８との間に接続されるＤＣ電力線を介して、例えば電力線通信線２０６を介して
受信されてもよい。
【００１５】
　図２Ｂは、シャットダウン実装モジュール２０４を示し、シャットダウン実装モジュー
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ル２０４は、電力モジュール２２２、プロセッサ２２４、電力線通信インタフェース２２
６および／またはシャットダウン放電回路２２０を備える。電力モジュール２２２は、エ
ネルギーパネル装置２０２により提供される電力に基づいて、電力をシャットダウン実装
モジュール２０４に提供するように構成されてもよい。シャットダウン実装モジュール２
０４は、エネルギーパネル装置２０２とインバータボックス２３０内に位置するインバー
タ２０８との間の電力線通信線２０６に結合されてもよい。プロセッサ２２４は、シャッ
トダウン実装モジュール２０４を制御するように構成されてもよく、例えば、シャットダ
ウン放電回路２２０を制御し、シャットダウン制御装置２１０からの命令（例えば、エネ
ルギーパネル装置２０２からインバータ２０８までの出力をシャットダウンするための命
令）を実装し、インバータ２０８を故障について評価し、自己評価を実行し、ファームウ
ェアのようなソフトウェアを更新する等のように構成されてもよい。シャットダウン放電
回路２２０は、出力をシャットダウンすることに関連付けられた電流（例えば、太陽光発
電システムのコンデンサからの電流）を放電するように起動されてもよい（例えば、機械
スイッチおよび／または半導体装置は、電流を、抵抗または出力の放電用の他の放電機構
を通り導いてもよい）。シャットダウン実装モジュール２０４は、エネルギーパネル装置
２０２からの閾値距離に、例えば、約１０フィート以内に位置してもよく、シャットダウ
ン放電回路２２０を用いて、出力を、閾値時間スパン以内（例えば、約１０秒以内）に減
少した出力に減少可能でもよい。
【００１６】
　電力線通信インタフェース２２６は、通信接続２４２を、電力線通信線２０６を介して
確立してもよい。電力線通信インタフェース２２６は、シャットダウン実装モジュール２
０４（例えば、シャットダウン実装モジュール２０４のプロセッサ２２４）と、シャット
ダウン制御装置２１０（例えば、シャットダウン制御装置２１０のプロセッサ２３４）と
、の間の通信を容易にしてもよい。電力線通信線２０６がＤＣ電力線を備え、ＤＣ電力線
を介してＤＣ電力がエネルギーパネル装置２０２からインバータ２０８まで供給される一
例では、通信信号は、通信信号より高い周波数信号を変調することによって、ＤＣ電力線
を介して送信されてもよい。
【００１７】
　シャットダウン制御装置２１０は、プロセッサ２３４、電力線通信インタフェース２４
４、非常停止２３６および／または制御電源２３２を備えてもよい。電力線通信インタフ
ェース２４４は、シャットダウン実装モジュール２０４の電力線通信インタフェース２２
６との通信接続２４２を、電力線通信線２０６を介して確立してもよい。プロセッサ２３
４は、命令および／または情報を、電力線通信線２０６を介して（例えば、通信接続２４
２を用いて）、シャットダウン実装モジュール２０４に送信するように構成されてもよい
（例えば、シャットダウン命令、アークフラッシュ通知命令、ソフトウェア更新、出力が
エネルギーパネル装置２０２によってインバータ２０８に供給されるべきであることを示
す心拍信号等）。制御電源２３２は、インバータ２０８により提供されるＡＣ電力に基づ
いて、シャットダウン制御装置２１０に電力を供給してもよい。シャットダウン制御装置
２１０は、さまざまなトリガに基づいて、電力シャットダウン状態を識別するように構成
されてもよく、さまざまなトリガは、ユーザが起動する非常停止２３６、電力線通信線２
０６をインバータ２０８から切断するために、ユーザが利用するＤＣ切断２２８、電力を
ＡＣ送電網２４０から切断するために利用するＡＣ切断２３８等を含む（例えば、結果と
して、シャットダウン制御装置２１０の電力の喪失になるので、シャットダウン制御装置
２１０は、心拍信号をシャットダウン実装モジュール２０４に提供せず、このことは、シ
ャットダウン実装モジュール２０４をトリガし、エネルギーパネル装置２０２からインバ
ータ２０８までの出力をシャットダウンする）。
【００１８】
　図２Ｃは、電力線通信線２０６を介した通信接続２４２の喪失２４６に基づいて、エネ
ルギーパネル装置２０２からインバータ２０８までの出力のシャットダウン２４８を開始
するシャットダウン実装モジュール２０４の一例を示す。一例では、シャットダウン実装
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モジュール２０４の電力線通信インタフェース２２６は、心拍信号を、電力線通信線２０
６を介して、例えば通信接続２４２を介して、シャットダウン制御装置２１０から受信し
てもよい。心拍信号が受信される限り、プロセッサ２２４は、エネルギーパネル装置２０
２からインバータ２０８までの出力を維持するように構成されてもよい。通信接続２４２
の喪失２４６は、心拍信号の喪失に基づいて検出されてもよい。他の例では、通信喪失２
４６は、インバータ２０８に関連付けられたＤＣ切断２２８の開放に基づいて発生しても
よい。したがって、シャットダウン実装モジュール２０４のプロセッサ２２４は、エネル
ギーパネル装置２０２からインバータ２０８までの出力のシャットダウン２４８を、シャ
ットダウン放電回路２２０を用いて開始してもよい（例えば、シャットダウン放電回路２
２０の機械スイッチおよび／または半導体装置を用いて直流を、抵抗を通り導き、出力を
放電してもよい）。
【００１９】
　図２Ｄは、シャットダウン命令２５２の受信に基づいて、エネルギーパネル装置２０２
からインバータ２０８までの出力のシャットダウン２５４を開始するシャットダウン実装
モジュール２０４の一例を示す。一例では、ユーザは、シャットダウン制御装置２１０の
非常停止２３６を起動してもよい（例えば、ボタンを押す、レバーを引く等。）。シャッ
トダウン制御装置２１０のプロセッサ２３４は、非常停止２３６の起動に基づいて、電力
線通信インタフェース２４４を利用して、シャットダウン命令２５２を、電力線通信線２
０６を通り、例えば通信接続２４２を介してシャットダウン実装モジュール２０４に送信
してもよい。したがって、シャットダウン実装モジュール２０４のプロセッサ２２４は、
シャットダウン放電回路２２０を用いて、エネルギーパネル装置２０２からインバータ２
０８までの出力のシャットダウン２５４を開始してもよい。
【００２０】
　図２Ｅは、アーク故障通知命令２６２の受信に基づいて、エネルギーパネル装置２０２
からインバータ２０８までの出力のシャットダウン２６４を開始するシャットダウン実装
モジュール２０４の一例を示す。一例では、シャットダウン制御装置２１０のプロセッサ
２３４は、インバータボックス２３０に関連付けられたアーク故障、または、ＡＣ送電網
２４０を介してＡＣ電力を提供することに関連付けられた他の構成要素に関連付けられた
アーク故障を識別してもよい。シャットダウン制御装置２１０のプロセッサ２３４は、ア
ーク故障に基づいて、電力線通信インタフェース２４４を利用して、アーク故障通知命令
２６２を、電力線通信線２０６を通り、例えば通信接続２４２を介してシャットダウン実
装モジュール２０４に送信してもよい。したがって、シャットダウン実装モジュール２０
４のプロセッサ２２４は、シャットダウン放電回路２２０を用いて、エネルギーパネル装
置２０２からインバータ２０８までの出力のシャットダウン２６４を開始してもよい。
【００２１】
　図２Ｆは、ＡＣ送電網２４０の電力の喪失２６８に基づいて、エネルギーパネル装置２
０２からインバータ２０８までの出力のシャットダウン２７０を開始するシャットダウン
実装モジュール２０４の一例を示す。例えば、シャットダウン実装モジュール２０４は、
インバータ２０８とＡＣ送電網２４０との間のＡＣ切断２３８の開放に基づいて、ＡＣ送
電網２４０の電力喪失２６８を識別してもよい。したがって、シャットダウン実装モジュ
ール２０４のプロセッサ２２４は、シャットダウン放電回路２２０を用いて、エネルギー
パネル装置２０２からインバータ２０８までの出力のシャットダウン２７０を開始しても
よい。
【００２２】
　図２Ｇは、インバータ２０８のインバータ故障２７６の検出２７６に基づいて、エネル
ギーパネル装置２０２からインバータ２０８までの出力のシャットダウン２７８を開始す
るシャットダウン実装モジュール２０４の一例を示す。例えば、シャットダウン実装モジ
ュール２０４は、電力線通信線２０６を通り、例えば、通信接続２４２を介して得られる
インバータ２０８の動作上の健康統計を評価してもよい（例えば、シャットダウン実装モ
ジュール２０４は、動作上の健康統計を測定および／または収集してもよく、かつ／また
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はシャットダウン制御装置２１０は、動作上の健康統計を、通信接続２４２を介してシャ
ットダウン実装モジュール２０４に提供してもよい）。インバータ故障または性能低下を
示す動作上の健康統計に応答して、シャットダウン実装モジュール２０４のプロセッサ２
２４は、シャットダウン放電回路２２０を用いて、エネルギーパネル装置２０２からイン
バータ２０８までの出力のシャットダウン２７８を開始してもよい。
【００２３】
　図２Ｈは、シャットダウン実装モジュール２０４のための動作警報２８４に基づいて、
エネルギーパネル装置２０２からインバータ２０８までの出力のシャットダウン２８６を
開始するシャットダウン実装モジュール２０４の一例を示す。例えば、シャットダウン実
装モジュール２０４は、温度センサ、電気パラメータ測定センサ（例えば、電流センサ）
、および／またはシャットダウン実装モジュール２０４が仕様内または仕様外（例えば、
故障、性能低下等）で動作しているかを決定するのに用いられるさまざまな他のセンサを
利用して、自己評価を実行してもよい。自己評価の結果としてのシャットダウン実装モジ
ュール２０４のための動作警報２８４（例えば、安全でない動作温度）に応答して、シャ
ットダウン実装モジュール２０４は、シャットダウン放電回路２２０を用いて、エネルギ
ーパネル装置２０２からインバータ２０８までの出力のシャットダウン２８６を開始して
もよい。動作上の問題の解決を識別することに応答して（例えば、シャットダウン実装モ
ジュール２０４は、安全でない動作温度から安全な動作温度まで冷却してもよい）、エネ
ルギーパネル装置２０２からインバータ２０８までの出力の起動が、開始されてもよい。
【００２４】
　図２Ｉは、ソフトウェア更新２９０を実施するシャットダウン実装モジュール２０４の
一例を示す。例えば、シャットダウン実装モジュール２０４は、ソフトウェア更新２９０
を、電力線通信線２０６を介して、例えば通信接続２４２を介して、シャットダウン制御
装置２１０または他のソースから受信してもよい。ソフトウェア更新２９０は、シャット
ダウン実装モジュール２０４に関連付けられたソフトウェアおよび／またはファームウェ
アについての更新を含みうる。シャットダウン実装モジュール２０４、例えばプロセッサ
２２４は、シャットダウン実装モジュール２０４についての更新２９０を実施してもよい
。
【００２５】
　さらに他の実施形態は、本願明細書において提示される技術の１つまたは複数を実装す
るように構成されるプロセッサ実行可能命令を備えるコンピュータ可読媒体を含む。図３
に、コンピュータ可読媒体またはコンピュータ可読装置の例示的実施形態が示され、実施
態様３００は、コンピュータ可読媒体３０８、例えばＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ、フラッシュ
ドライブ、ハードディスクドライブのプラッタ等を含み、コンピュータ可読媒体３０８上
において、コンピュータ可読データ３０６がコード化される。このコンピュータ可読デー
タ３０６、例えば０または１の少なくとも１つを備えるバイナリデータは、次に、本願明
細書において記載される原則の１つまたは複数に従って動作するように構成される一連の
コンピュータ命令３０４を備える。いくつかの実施形態では、プロセッサ実行可能コンピ
ュータ命令３０４は、方法３０２、例えば、図１の例示的方法１００の少なくともいくつ
かを実行するように構成される。いくつかの実施形態では、プロセッサ実行可能コンピュ
ータ命令３０４は、システム、例えば、図２Ａ～図２Ｉの例示的システム２００の少なく
ともいくつかを実装するように構成される。多くのこの種のコンピュータ可読媒体は、当
業者によって、本願明細書において提示される技術に従って動作するように構成されるよ
うに考案される。
【００２６】
　対象は、構造特徴および／または方法ステップに特有の言語で記載されてきたが、添付
の請求の範囲において定義される対象が、上述した特定の特徴またはステップに必ずしも
限定されるわけではないことを理解されたい。むしろ、上述した特定の特徴およびステッ
プは、請求項の少なくともいくつかを実装する例示的形態として開示される。
【００２７】
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　本願明細書において用いられる「構成要素」、「モジュール」、「システム」、「イン
タフェース」等の用語は、一般的に、コンピュータ関連のエンティティであって、ハード
ウェア、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせ、ソフトウェアまたは実行中のソフ
トウェアのいずれかを示すものと意図される。例えば、構成要素は、プロセッサ上で実行
する方法、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行のスレッド、プログラムおよ
び／またはコンピュータでもよいが、これらに限定されるものではない。例えば、制御装
置上で実行するアプリケーションおよび制御装置の両方を、構成要素とすることができる
。１つまたは複数の構成要素は、方法および／または実行のスレッド内に存在してもよく
、構成要素は、１つのコンピュータに局在してもよい、かつ／または２つ以上のコンピュ
ータの間に分散してもよい。
【００２８】
　さらに、請求項の対象は、標準プログラミングおよび／または工学技術を用いて、ソフ
トウェア、ファームウェア、ハードウェアまたはそれらの任意の組み合わせを生成し、コ
ンピュータを制御し、開示された対象を実装する方法、装置または製品として実装されて
もよい。本願明細書で用いられる「製品」という用語は、任意のコンピュータ可読装置、
担体または媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含することを意図する。
もちろん、請求項の対象の範囲または精神を逸脱しない範囲で、多くの修正がこの構成に
対して行われてもよい。
【００２９】
　図４および以下の説明は、本願明細書において記載される規定の１つまたは複数の実施
形態を実装するために適切なコンピューティング環境の簡潔かつ一般的な説明を提供する
。図４の動作環境は、適切な動作環境の単なる一例であり、動作環境の使用または機能の
範囲に関するいかなる限定を示唆することも意図しない。例示的コンピューティング装置
は、パーソナルコンピュータ、サーバコンピュータ、携帯端末またはラップトップ型装置
、モバイル機器（例えば携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、メディアプレーヤ等）、マ
ルチプロセッサシステム、家電、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、上述
したシステムまたは装置のいずれかを含む分散コンピューティング環境等を含むが、これ
らに限定されるものではない。
【００３０】
　必要ではないが、実施形態は、１つまたは複数のコンピューティング装置によって実行
されている「コンピュータ可読命令」の一般的な内容において記載されている。コンピュ
ータ可読命令は、コンピュータ可読媒体を介して分散されてもよい（後述する）。コンピ
ュータ可読命令は、プログラムモジュールとして、例えば、機能、オブジェクト、アプリ
ケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）、データ構造等の特定のタスクを実
行し、または特定の抽象データタイプを実装するものとして実装されてもよい。典型的に
は、コンピュータ可読命令の機能は、さまざまな環境において要望に応じて結合または分
散されてもよい。
【００３１】
　図４は、本願明細書において提供される１つまたは複数の実施形態を実装するように構
成されるコンピューティング装置４１２を備えるシステム４００の一例を示す。１つの構
成において、コンピューティング装置４１２は、少なくとも１つの処理ユニット４１６お
よびメモリ４１８を含む。コンピューティング装置の正確な構成およびタイプに応じて、
メモリ４１８は、揮発性（例えばＲＡＭ）、不揮発性（例えばＲＯＭ、フラッシュメモリ
等）または２つの何らかの組み合わせでもよい。図４において、この構成は、破線４１４
によって示される。
【００３２】
　他の実施態様において、装置４１２は、追加の特徴および／または機能を含んでもよい
。例えば、装置４１２は、追加の記憶装置（例えば、取り外し可能および／または取り外
し不可能）を含んでもよく、追加の記憶装置は、磁気記憶装置、光学記憶装置等を含むが
、これらに限定されるものではない。図４において、この種の追加の記憶装置は、記憶装
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置４２０によって示される。一実施形態において、本願明細書において提供される１つま
たは複数の実施形態を実装するコンピュータ可読命令は、記憶装置４２０内にあってもよ
い。記憶装置４２０は、他のコンピュータ可読命令もまた記憶し、オペレーティングシス
テム、アプリケーションプログラム等を実装してもよい。コンピュータ可読命令は、例え
ば、処理ユニット４１６による実行のためにメモリ４１８内にロードされてもよい。
【００３３】
　本願明細書で用いられる「コンピュータ可読媒体」という用語は、コンピュータ記憶媒
体を含む。コンピュータ記憶媒体は、任意の方法または技術において実装される揮発性お
よび不揮発性、取り外し可能および取り外し不可能な媒体を含み、情報、例えばコンピュ
ータ可読命令または他のデータを記憶する。メモリ４１８および記憶装置４２０は、コン
ピュータ記憶媒体の例である。コンピュータ記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ
、フラッシュメモリまたはその他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用途ディスク
（ＤＶＤ）または他の光学記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置
またはその他の磁気記憶装置または所望の情報を記憶するために使用可能かつ装置４１２
によってアクセス可能な任意の他の媒体を含むが、これらに限定されるものではない。し
かしながら、コンピュータ記憶媒体は、伝播信号を含まない。正確に言えば、コンピュー
タ記憶媒体は、伝播信号を除外する。任意の種類のコンピュータ記憶媒体は、装置４１２
の部分でもよい。
【００３４】
　装置４１２は、通信接続４２６を含んでもよく、通信接続４２６によって、装置４１２
は他の装置と通信することができる。通信接続４２６は、モデム、ネットワークインタフ
ェースカード（ＮＩＣ）、統合ネットワークインタフェース、無線周波数送信器／受信器
、赤外線ポート、ＵＳＢ接続、またはコンピューティング装置４１２を他のコンピューテ
ィング装置に接続するための他のインタフェースを含んでもよいが、これらに限定される
ものではない。通信接続４２６は、有線接続または無線接続を含んでもよい。通信接続４
２６は、通信媒体を送信および／または受信してもよい。
【００３５】
　「コンピュータ可読媒体」という用語は、通信媒体を含んでもよい。通信媒体は、典型
的には、コンピュータ可読命令または他のデータを、搬送波または他の搬送メカニズムの
ような「変調データ信号」内に組み入れ、任意の情報配信媒体を含む。「変調データ信号
」という用語は、１つまたは複数の特徴を有する信号であって、情報をその信号内にコー
ド化するように設定または変更される信号を含んでもよい。
【００３６】
　装置４１２は、入力装置４２４、例えばキーボード、マウス、ペン、音声入力装置、タ
ッチ入力装置、赤外線カメラ、映像入力装置および／または任意の他の入力装置を含んで
もよい。装置４１２には、出力装置４２２、例えば１つまたは複数のディスプレイ、スピ
ーカ、プリンタおよび／または任意の他の出力装置もまた含まれてもよい。入力装置４２
４および出力装置４２２は、有線接続、無線接続またはそれらの任意の組み合わせを介し
て装置４１２に接続されてもよい。一実施形態において、他のコンピューティング装置か
らの入力装置または出力装置は、コンピューティング装置４１２のための入力装置４２４
または出力装置４２２として用いられてもよい。
【００３７】
　コンピューティング装置４１２の構成要素は、さまざまな相互接続、例えばバスによっ
て接続されてもよい。この種の相互接続は、ペリフェラルコンポーネントインターコネク
ト（ＰＣＩ）、例えばＰＣＩエクスプレス、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）、ファ
イヤワイヤ（ＩＥＥＥ１３９４）、光バス構造等を含んでもよい。他の実施形態では、コ
ンピューティング装置４１２の構成要素は、ネットワークによって相互接続されてもよい
。例えば、メモリ４１８は、ネットワークによって相互接続される異なる物理位置に位置
する複数の物理メモリ装置から成ってもよい。
【００３８】
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　当業者は、コンピュータ可読命令を記憶するのに利用される記憶装置がネットワーク全
体に分散されてもよいことを理解するものである。例えば、ネットワーク４２８を介して
アクセス可能なコンピューティング装置４３０は、コンピュータ可読命令を記憶し、本願
明細書において提供される１つまたは複数の実施形態を実装してもよい。コンピューティ
ング装置４１２は、コンピューティング装置４３０にアクセスし、コンピュータ可読命令
の一部または全部を実行のためにダウンロードしてもよい。あるいは、コンピューティン
グ装置４１２は、コンピュータ可読命令の部分を必要に応じてダウンロードしてもよいし
、または、いくつかの命令がコンピューティング装置４１２で実行され、いくつかの命令
がコンピューティング装置４３０で実行されてもよい。
【００３９】
　実施形態のさまざまな動作は、本願明細書において提供される。一実施形態において、
記載されている動作の１つまたは複数は、１つまたは複数のコンピュータ可読媒体に記憶
されるコンピュータ可読命令を構成してもよく、コンピュータ可読命令は、コンピューテ
ィング装置によって実行される場合、コンピューティング装置に、記載されている動作を
実行させる。動作の一部または全部が記載されている順序は、これらの動作が必ずしも順
序に依存することを意味するものと解釈されるべきではない。この説明の利益を有する他
の順序は、当業者によって認められる。さらに、すべての動作が本願明細書において提供
される各実施形態に必ずしも存在するというわけではないことが理解される。また、すべ
ての動作がいくつかの実施形態において必須というわけではないことが理解される。
【００４０】
　さらに、特に明記しない限り、「第１」、「第２」等は、時間的態様、空間的態様、順
序等を意味することを意図しない。むしろ、この種の用語は、単に、特徴、要素、項目等
のための識別子、名前等として用いられる。例えば、第１のオブジェクトおよび第２のオ
ブジェクトは、一般的に、オブジェクトＡおよびオブジェクトＢ、または、２つの異なる
オブジェクト、または、２つの同一のオブジェクト、または１つの同一のオブジェクトに
対応する。
【００４１】
　さらに、本願明細書において用いられる「例示的」は、一例として機能することを意味
し、必ずしも有利なものとして機能することを意味するわけではない。本願明細書におい
て、「または」は、排他的な「または」よりむしろ包括的な「または」を意味することを
意図する。さらに、本願発明において、単数形の記載は、一般的に、特に明記しない限り
、または、単数形を意味することが前後関係から明らかでない限り、「１つまたは複数」
を意味すると解釈されるべきである。また、ＡおよびＢの少なくとも１つ等は、一般的に
、ＡまたはＢ、および／またはＡおよびＢの両方を意味する。さらに、「含む」、「有す
る」、および／またはその変化形が詳細な説明または請求項において用いられる範囲にお
いて、この種の用語は、「備える」という用語と同様に非排他的な包含であることを意図
する。
【００４２】
　また、開示は、１つまたは複数の実施態様に関して図示および記載されてきたが、他の
当業者が、この明細書および添付図面を読み、理解することに基づいて、均等な変更およ
び修正が発生するであろう。開示は、すべてのこの種の修正および変更を含み、以下の特
許請求の範囲によってのみ制限される。特に、上述した構成要素（例えば、要素、資源等
）によって実行されるさまざまな機能に関して、この種の構成要素を記載するのに用いら
れる用語は、特に明記しない限り、開示された構造に構造的に均等でない場合であっても
、記載されている構成要素の特定の機能を実行する任意の構成要素に対応することを意図
する（例えば、機能的な均等）。さらに、開示の特定の特徴は、いくつかの実施態様のた
だ１つに関して開示されてきたかもしれないが、この種の特徴は、要望に応じて、任意の
所定のまたは特定の用途に有利になりうるように、他の実施態様の１つまたは複数の他の
特徴に結合されてもよい。
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