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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非接触センサからの電圧波形形状測定結果を用いて電力を算出するための方法であって
、
　ソースノードから接続先ノードへ、交流（ＡＣ）電圧と関連する、ＡＣ電流を運ぶ導電
性媒体を設ける導電性媒体設置ステップと、
　ＡＣサイクルごとに複数の瞬時電流値（Ｉ）を測定するステップを含む、前記導電性媒
体を通る前記ＡＣ電流を測定するＡＣ電流測定ステップと、
　前記導電性媒体に直接接続されていない前記非接触センサを用いて、ＡＣ電圧波形形状
を測定するＡＣ電圧波形形状測定ステップと、
　前記ＡＣ電流の測定結果、前記ＡＣ電圧波形形状の測定結果、およびＡＣ電位に応じて
前記接続先ノードでの電力使用量を算出する電力使用量算出ステップと、
　測定された複数の前記Ｉ値をハイパスフィルタ処理するハイパスフィルタ処理ステップ
と、を備え、
　前記ＡＣ電流測定ステップには、前記ソースノードと前記接続先ノードとの間に位置す
る第１のノードで前記ＡＣ電流を測定するステップが含まれ、
　前記ＡＣ電圧波形形状測定ステップには、前記第１のノードで前記ＡＣ電圧波形形状を
測定するステップが含まれ、
　前記電力使用量算出ステップには、ＡＣ電位推定値、前記ＡＣ電位の実測結果、および
外部ソースによって供給された値からなる群から選択される前記ＡＣ電位に応じて前記電
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力使用量を算出するステップと、前記Ｉ値および前記ハイパスフィルタ処理された前記Ｉ
値から高調波ひずみ力率（ｈｐｆ）を算出するステップと、前記ＡＣ電流の位相と前記Ａ
Ｃ電圧の位相との間の差角（Ｑ）を見出すステップと、前記ＡＣ電位から導出されるＶＲ

ＭＳ値を用いて、ｃｏｓ（Ｑ）×ＩＲＭＳ×ＶＲＭＳ×ｈｐｆを見出すステップと、が含
まれることを特徴とする方法。
【請求項２】
　非接触センサからの電圧波形形状測定結果を用いて電力を算出するための方法であって
、
　ソースノードから接続先ノードへ、交流（ＡＣ）電圧と関連する、ＡＣ電流を運ぶ導電
性媒体を設ける導電性媒体設置ステップと、
　前記導電性媒体を通る前記ＡＣ電流を測定するＡＣ電流測定ステップと、
　前記導電性媒体に直接接続されていない前記非接触センサを用いて、ＡＣ電圧波形形状
を測定するＡＣ電圧波形形状測定ステップと、
　前記ＡＣ電流の測定結果、前記ＡＣ電圧波形形状の測定結果、およびＡＣ電位に応じて
前記接続先ノードでの電力使用量を算出する電力使用量算出ステップと、を備え、
　前記ＡＣ電流測定ステップには、前記ソースノードと前記接続先ノードとの間に位置す
る第１のノードで前記ＡＣ電流を測定するステップと、既知の負荷を前記導電性媒体に接
続された第２のノードに適用するステップと、前記既知の負荷の両端間の前記ＡＣ電流の
測定に応じてＶＲＭＳ値を算出するステップと、が含まれ、
　前記ＡＣ電圧波形形状測定ステップには、前記第１のノードで前記ＡＣ電圧波形形状を
測定するステップが含まれ、
　前記電力使用量算出ステップには、ＡＣ電位推定値、前記ＡＣ電位の実測結果、および
外部ソースによって供給された値からなる群から選択される前記ＡＣ電位に応じて前記電
力使用量を算出するステップと、前記ＡＣ電位として前記ＶＲＭＳ値を用いるステップと
、が含まれることを特徴とする方法。
【請求項３】
　異なるノードで測定された情報を用いて電力を算出するための方法であって、
　ソースノードから接続先ノードへ、交流（ＡＣ）電圧と関連する、ＡＣ電流を運ぶ導電
性媒体を設ける導電性媒体設置ステップと、
　前記導電性媒体を通る前記ＡＣ電流を第１のノードで測定するＡＣ電流測定ステップと
、
　前記導電性媒体上の前記ＡＣ電圧を第２のノードで測定するＡＣ電圧測定ステップと、
　データが測定されたときと前記データが送信されたときとの間の期間を示す遅延値を含
む測定データを、前記第１のノード、前記第２のノード、ならびに前記第１および第２の
両ノードからなる群から選択されるテストノードから送信する測定データ送信ステップと
、
　前記ＡＣ電流の測定結果、前記ＡＣ電圧の測定結果、および前記遅延値に応じて電力使
用量を算出する電力使用量算出ステップと、を備えることを特徴とする方法。
【請求項４】
　非接触電圧位相センサを用いて電力を算出するためのシステムであって、
　ソースノードから接続先ノードへ、交流（ＡＣ）電圧と関連する、ＡＣ電流を運ぶ導電
性媒体の第１のノードに結合するように構成され、ＡＣ電流測定結果を供給するための出
力を有する非接触ＡＣ電流センサと、
　前記導電性媒体に直接接続することなく前記第１のノードに結合するように構成され、
ＡＣ電圧波形形状測定結果を供給するための出力を有する前記非接触電圧位相センサと、
　前記ＡＣ電流測定結果および前記ＡＣ電圧波形形状測定結果を受け取るための入力ポー
トを有し、前記ＡＣ電流測定結果、前記ＡＣ電圧波形形状測定結果、およびＡＣ電位に応
じて電力使用量を前記接続先ノードに供給するための出力を有する前記算出器と、を備え
、
　前記ＡＣ電流センサは、ＡＣサイクルごとに複数の瞬時電流値（Ｉ）を供給し、



(3) JP 5938104 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

　さらに、前記ＡＣ電流センサは、ハイパスフィルタを含み、前記ＡＣサイクルごとに複
数の前記Ｉ値を複数のハイパスフィルタ処理された前記Ｉ値とともに供給し、
　前記非接触電圧位相センサは、ＡＣ電圧位相測定結果を供給し、
　前記算出器は、前記Ｉ値および前記ハイパスフィルタ処理された前記Ｉ値から高調波ひ
ずみ力率（ｈｐｆ）を算出し、複数の前記Ｉ値からＡＣ電流位相を算出し、前記ＡＣ電流
の位相と前記ＡＣ電圧の位相との間の差角（Ｑ）を見出し、ＡＣ電位推定値、ＡＣ電位の
実測値、および外部ソースによって供給された値からなる群から選択される前記ＡＣ電位
から導出されたＶＲＭＳ値を用いて、ｃｏｓ（Ｑ）×ＩＲＭＳ×ＶＲＭＳ×ｈｐｆを見出
すことにより前記電力使用量を算出することを特徴とするシステム。
【請求項５】
　前記算出器は、前記ＡＣサイクルごとに複数の瞬時電圧値（Ｖ）を用い、前記ＡＣ電圧
位相測定結果と同じ位相を有する前記ＡＣ電圧波形形状の推定値によりＡＣ電圧の大きさ
をスケーリングすることによって、合成されたＡＣ電圧信号を生成し、前記Ｉ値および前
記Ｖ値の間の変位を維持するために前記差角を用い、複数の値にわたって（Ｉ×Ｖ）を合
計することを特徴とする請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記算出器は、前記ＡＣサイクルごとに複数の瞬時電圧値（Ｖ）を用い、測定された前
記ＡＣ電圧波形形状によりＡＣ電圧の大きさをスケーリングすることによって、合成され
たＡＣ電圧信号を生成し、前記Ｉ値および前記Ｖ値の間の変位を維持するために前記差角
を用い、複数の値にわたって（Ｉ×Ｖ）を合計することを特徴とする請求項４に記載のシ
ステム。
【請求項７】
　前記算出器は、前記外部ソースから前記ＡＣサイクルごとに複数の測定された瞬時電圧
値（Ｖ）を受け取り、前記Ｉ値および前記Ｖ値の間の変位を維持するために前記差角を用
い、複数の値にわたって（Ｉ×Ｖ）を合計することを特徴とする請求項４に記載のシステ
ム。
【請求項８】
　非接触電圧位相センサを用いて電力を算出するためのシステムであって、
　ソースノードから接続先ノードへ、交流（ＡＣ）電圧と関連する、ＡＣ電流を運ぶ導電
性媒体の第１のノードに結合するように構成され、ＡＣ電流測定結果を供給するための出
力を有する非接触ＡＣ電流センサと、
　前記導電性媒体に直接接続することなく前記第１のノードに結合するように構成され、
ＡＣ電圧波形形状測定結果を供給するための出力を有する非接触電圧位相センサと、
　前記導電性媒体の第２のノードに選択的に接続するように構成された既知の負荷と、
　前記ＡＣ電流測定結果および前記ＡＣ電圧波形形状測定結果を受け取るための入力ポー
トを有し、前記ＡＣ電流測定結果、前記ＡＣ電圧波形形状測定結果、およびＡＣ電位に応
じて電力使用量を前記接続先ノードに供給するための出力を有する前記算出器と、を備え
、
　前記ＡＣ電流センサは、前記既知の負荷が接続されたときに、校正されたＡＣ電流測定
結果を供給し、
　前記算出器は、ＡＣ電位推定値、ＡＣ電位の実測値、および外部ソースによって供給さ
れた値からなる群から選択される前記ＡＣ電位に応じて前記電力使用量を算出するもので
あり、前記既知の負荷および校正されたＡＣ電流測定結果に応じてＶＲＭＳ値を算出し、
前記電力使用量を算出する際に前記ＡＣ電位として前記ＶＲＭＳ値を用いることを特徴と
するシステム。
【請求項９】
　前記既知の負荷は、サブサイクル期間にわたって前記第２のノードに選択的に接続され
ることを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記既知の負荷は、抵抗、キャパシタおよびインダクタからなる群から選択されること
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を特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　異なるノードで測定された情報を用いて電力を算出するためのシステムであって、
　ソースノードから接続先ノードへ、交流（ＡＣ）電圧と関連する、ＡＣ電流を運ぶ導電
性媒体の第１のノードに結合するように構成され、ＡＣ電流測定データを供給するための
出力を有する前記ＡＣ電流センサと、
　第２のノードに結合するように構成され、ＡＣ電圧測定データを供給するための出力を
有するＡＣ電圧センサと、
　前記ＡＣ電流測定データ、前記ＡＣ電圧測定データ、および遅延値を受け取るための入
力、前記入力に応じて電力使用量データを接続先ノードに供給するための出力を有する算
出器と、を備え、
　前記第１のノード、前記第２のノード、ならびに前記第１および第２の両ノードからな
る群から選択されるテストノードは、データが測定されたときと前記データが送信された
ときとの間の期間を示す前記遅延値を含んだ測定データを送信することを特徴とするシス
テム。
【請求項１２】
　前記算出器は、前記第１のノード、前記第２のテストノード、および第３のノードから
なる群から選択されるノードに位置することを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、交流（ＡＣ：ａｌｔｅｒｎａｔｉｎｇ　ｃｕｒｒｅｎｔ）電力測定
に関し、より詳しくは、非接触電圧波形形状センサを用いてＡＣ電力を算出するためのシ
ステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　住居で使用される電気エネルギーは、通常、その住居に給電する電力導体へ十分にアク
セスする電気計器を用いて測定される。しかしながら、電気計器は、典型的に地域の電力
事業者の所有物であり、行われる測定を自動化手段によって住居が利用することは一般に
できない。居住者が電力消費データをほぼリアルタイムで取得するために、事業者の電気
計器の後ろ（居住者側）に追加の電気計器がしばしば設置される。追加の電気計器の設置
は、一般に、事業者が所有する計器と同じ電気導体へのアクセスを必要とする。接続は、
２つのタイプ、すなわち、１）各導体の回りに置かれたフェライトコア・トランスでしば
しば作られる電流センサ、および２）各導体上で電圧を測定するための物理的な電気接続
からなる。
【０００３】
　絶縁された導体の回りの電流センサの配置は、配線の修正を何も必要としない。しかし
ながら、電圧測定を行うための導電体のタッピングは、危険な高圧導体への物理的なアク
セスを往々にして必要とする。安全上の理由で、電圧測定の接続には永続的な取り付け箇
所の設置がしばしば必要であり、これにより設置コストが増加し、専門知識（しばしば認
可された電気技師）が必要となる。
【０００４】
　図１４は、多世帯計量システム（先行技術）を示す図面である。多世帯の設置において
、必要な従来型計器および電気的接続の数は、計量される住居の数に比例する。各２４０
Ｖスプリットフェーズ電気計器では、ｉ）中性線、Ｌ１、およびＬ２への接続、ｉｉ）Ｌ
１およびＬ２の回りに置かれた電流ループが必要である。
【０００５】
　従って、５０戸のアパートには、１５０の接続および１００の電流ループが必要となる
であろう。しかしながら、計器はすべて１つの供給バス上にあると思われるので、給電バ
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スにはＬ１、Ｌ２、および中性点の接続（３つのタップ箇所）が必要であり、結果として
、電圧は（外部電圧分配有線ネットワークを経由して）計器へ供給される。
【０００６】
　従来、電圧計は、接点接続を必要とし、電流センサと束ねてパネル内に置かれる、従っ
て、電気技師による設置が必要である。電力は、電流および電圧測定結果から計算される
。電力測定結果は、コレクタへ送られる。コレクタは、測定結果をサーバ上で示すことが
でき、あるいは、ユーザが見るように測定結果をディスプレイへ送ることができる。文献
に記載されるいくつかの新しいコンポーネントには、安価なエレクトロニクスを用いた非
接触電圧計がある。一例は、パネルの外側で電流を測定するための磁力計プレート、およ
び磁力計によって検出されたアンペア数をスケーリングするために用いる校正負荷である
。磁力計は、磁界の強度もしくは方向を測定するデバイスである。この場合、導体におけ
る電流の流れが磁界を誘導し、この磁界が磁力計によって感受される。
【０００７】
　非接触単一ノード・モニタ、例えば、Ｏｗｌ（Ｒ）モニタによって宣伝されるものおよ
びＰｏｗｅｒＳａｖｅ　ＥｎｖｉＲは、内部に配線する必要がないので設置するのが容易
である。欠点は、電池による電力供給が必要であり、かつ不十分な電圧推定値ゆえに不正
確さに見舞われることである。これらのモニタが用いる電力算出は、Ｉｒｍｓ×Ｖｒｍｓ

である。変流器は波形、位相および大きさの測定結果を提供し、公称Ｖｒｍｓは推定され
る。ひずみは、公称Ｖｒｍｓを用いた結果として、ならびに、高調波力率、変位力率、お
よび高調波電圧を考慮しないことから生じる。
【０００８】
　図１２は、第１の電力測定システム（先行技術）を示すブロック図である。最近の論文
は、別個の電圧および電流ノードからなる単一住居のための非接触計器を記載する。１つ
の論文（非特許文献１）は、電気パネルの外側に取り付けて校正した電流形状センサまた
は磁力計を記載する。電気パネル上のセンサの配置は、決定的に重要であり、センサ上の
２つのＬＥＤライトによって導かれる。校正ユニットは、１Ｈｚのパルスをなす一連の既
知の負荷（１０Ｗ、１００Ｗ、および２００Ｗ）のサイクルを回る。このシステムは、能
動的に電圧を測定しないで、代わりに（仮定した力率１を有する）１つの校正に依存する
という事実を抱える。このアプローチは、導体への物理的アクセスを必要としないので、
電流センサを用いる市販品を改善するが、力率の変化もいずれの電圧変化も考慮しない。
電流センシングには変流器および校正した磁力計をいずれも用いることができるが、パテ
ルのシステムと既存の市販計器との１つの違いは、変流器の代わりに校正した磁力計を用
いることである。
【０００９】
　要約すれば、パテルは、Ｉｒｍｓ×Ｖｒｍｓの電力算出を行う単一ノード・システムを
開示する。センサは、電流を決定するための磁力計であって、校正される必要があり、公
称Ｖｒｍｓは推定される。電力測定結果におけるひずみは、公称Ｖｒｍｓを用いること、
ならびに、高調波力率、変位力率、および高調波電圧を考慮しないことから生じる。
【００１０】
　単一ノード・システムは、ノラス（非特許文献２および非特許文献３）によっても提案
されている。ノラスの提案した単一ノード・モニタは、電力を（Ｉ×Ｖ）の合計として算
出する。センサは、変流器および静電電圧計である。静電電圧計は、導体の電圧をその電
圧によって発生した静電界を測定することによって決定する。Ｖｒｍｓの値は推定される
。測定結果におけるひずみは、電圧推定値に限られるが、静電電圧計は、（例えば、電池
駆動される）電源内蔵型ノードとしてパッケージするには消費電力が大きすぎる。この問
題は、電圧を間歇的に測定することによってのみ改善できる。
 
【００１１】
　図１３は、第２の電力測定システム（先行技術）を示すブロック図である。別の論文（
非特許文献４）は、電圧測定ノードからの電圧位相および電圧値を電流ノードと同期させ
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ることを記載する。シュミットは、別個のノード（接触および非接触）を実装することに
よって電圧を仮想化することを記載する。これは、住宅所有者が、非接触ノードをパネル
内に入れ、次にＶｎｏｄｅをいずれか近くの壁ソケットに差し込むことによって、電力測
定システムを設置することを可能にする。この同期要件は、電圧および電流サンプルをＧ
ＰＳ同期タイムスタンプとともに送る高圧ライン上の同期位相計測器と同様である。この
システムでは電流ノードがすべての計算を行う必要があり、ノード・クロックが同期した
ままである必要がある。このアプローチは、パテルよりかなり改善されるが、同期には双
方向無線機およびかなり複雑なフェーズロックループが必要であり、信頼性、複雑度およ
びコストに影響を与える。
【００１２】
　非接触ＡＣ電圧センサを用いて電力使用量をより正確に測定する手段が存在すれば、有
利であろう。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】パテル（Ｐａｔｅｌ）ら，「エンドユーザ配備可能な住宅全体非接触電
力消費センサの設計および評価（Ｔｈｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ
　ｏｆ　ａｎ　Ｅｎｄ－Ｕｓｅｒ－Ｄｅｐｌｏｙａｂｌｅ，Ｗｈｏｌｅ　Ｈｏｕｓｅ，Ｃ
ｏｎｔａｃｔｌｅｓｓ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ　Ｓｅｎｓｏｒ）」，ＣＨ
Ｉ　２０１０：計算システムにおける人的因子に関するＡＣＭコンファレンス予稿集（Ｐ
ｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＡＣＭ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｈｕｍａｎ　Ｆａ
ｃｔｏｒｓ　ｉｎ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍｓ），２０１０年４月
【非特許文献２】マチェイ　Ａ．ノラス（Ｍａｃｉｅｊ　Ａ．Ｎｏｒａｓ），「固体電界
センサ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｅｎｓｏｒ）」，
静電気学に関するＥＳＡ年次大会予稿集（Ｐｒｏｃ．ＥＳＡ　Ａｎｎｕａｌ　Ｍｅｅｔｉ
ｎｇ　ｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃｓ）２０１１
【非特許文献３】マチェイ　Ａ．ノラス（Ｍａｃｉｅｊ　Ａ．Ｎｏｒａｓ）．「バラクタ
ダイオード／ＭＩＳ／ＭＯＳ構造に基づく電界センサ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｆｉｅｌｄ　
ｓｅｎｓｏｒ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ａ　ｖａｒａｃｔｏｒ　ｄｉｏｄｅ／ＭＩＳ／ＭＯＳ
　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）」ＩＥＥＥ，産業応用学会年次大会予稿集（Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎ
ｇ　ｆｒｏｍ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　Ａｎｎ
ｕａｌ　Ｍｅｅｔｉｎｇ），２０１０
【非特許文献４】シュミット（Ｓｃｈｍｉｄ）ら，「電圧チャンネルの仮想化によってど
こでも任意の電線を計量する（Ｍｅｔｅｒ　Ａｎｙ　Ｗｉｒｅ，Ａｎｙｗｈｅｒｅ　ｂｙ
　ｖｉｒｔｕａｌｉｚｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ）」，ビルドシ
ス（ＢｕｉｌｄＳｙｓ），２０１０年１１月１０日
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本明細書に開示されるのは、電力消費量を局所的にモニタするために、第三者が一戸建
てまたは集合住宅に（グループ分けされるか、または物理的に隔たった電力量計を）安価
に取り付けることを可能にするシステムおよび方法である。本システムおよび方法は、同
じ住居または施設内の部分回路を便利にモニタするためにも用いることができる。システ
ム設置は、パネルにおける接続も電気技師も必要としない。
【００１５】
　電力計量における重要な課題としては、電流、電圧、およびそれら２つの間の位相差を
測定することが必要であり、それによって、力率（ＰＦ：ｐｏｗｅｒ　ｆａｃｔｏｒ）を
ユニットごとに正確に算定できる。ＰＦの決定は、実際の電力消費量の正確な算出に役立
つ。
【００１６】
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　従来、正確な電力測定には、計量される回路ごとに第三者の計器を個別に設置する必要
があり、これは、装置および設置コストの両観点から法外である。第三者の計器は、電気
配線への複数の接続、搭載のためのかなりの物理的スペース、および取得した測定結果を
集めるための各デバイスへの通信リンクを必要とする。他の従来のアプローチは、非接触
電流計と一定電圧の仮定とを用いることによって電力を算出する。これらの非接触計器は
、しばしば同期が必要であり、甚だしく不正確な結果をもたらす。
【００１７】
　それゆえに、非接触センサからの電圧波形形状測定結果を用いて電力を算出するための
方法が提供される。導電性媒体は、ソースノードから接続先ノードへ、交流（ＡＣ）電圧
と関連する、ＡＣ電流を運ぶ。本方法は、導電性媒体を通るＡＣ電流を測定する。導電性
媒体に直接接続されていない非接触センサを用いて、ＡＣ電圧波形形状が測定される。接
続先ノードにおける電力使用量は、ＡＣ電流測定結果、ＡＣ電圧波形形状の測定結果、お
よびＡＣ電位に応じて算出される。簡単にするために、ＡＣ電流もＡＣ電圧波形形状もと
もに、ソースノードと接続先ノードとの間に位置する第１のノードで測定される。電力使
用量算出に用いるＡＣ電位は、推定値、実測結果、または外部ソース（例えば、電力会社
）によって供給される値とすることができる。
【００１８】
　一態様において、複数の瞬時電流値（Ｉ）がＡＣサイクルごとに測定され、ＡＣ電圧位
相がＡＣ電圧波形形状から決定される。次に、電力使用量は、複数のＩ値からＡＣ電流位
相およびＡＣ電流二乗平均平方根（ＩＲＭＳ：Ｉ　ｒｏｏｔ　ｍｅａｎ　ｓｑｕａｒｅ）
値を算出することによって決定される。差角（Ｑ）は、ＡＣ電流の位相とＡＣ電圧の位相
との間に見出される。ＡＣ電位から導出されたＶＲＭＳ値を用いて、ｃｏｓ（Ｑ）×ＩＲ

ＭＳ×ＶＲＭＳが見出される。変形例では、ＡＣ電流位相が複数のＩ値から算出される。
合成されたＡＣ電圧信号が、サイクルごとに複数の瞬時電圧値（Ｖ）を用い、測定された
ＡＣ電圧波形と同じ位相を有するＡＣ電圧波形形状（例えば、正弦波）の推定値によりＡ
Ｃ電圧の大きさをスケーリングすることによって算出される。差角（Ｑ）が、ＡＣ電流の
位相とＡＣ電圧の位相との間に見出される。差角は、ＩおよびＶ瞬時値の間の変位を維持
するために用い、（Ｉ×Ｖ）が複数の値にわたって合計される。別の選択肢として、合成
されたＡＣ電圧信号は、測定されたＡＣ電圧波形形状によりＡＣ電圧の大きさをスケーリ
ングすることによって生成できる。
【００１９】
　非接触電圧位相センサを用いて電力を算出するための上記の方法およびシステムのさら
なる詳細が以下に提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】非接触電圧位相センサを用いて電力を算出するためのシステムの概略ブロック図
である。
【図２】図１のシステムの高調波ひずみ力率の変形例を示す概略ブロック図である。
【図３】図１のシステムの負荷校正の変形例を示す概略ブロック図である。
【図４Ａ】異なるノードで測定された情報を用いて電力を算出するためのシステムを示す
概略図である。
【図４Ｂ】異なるノードで測定された情報を用いて電力を算出するためのシステムを示す
概略図である。
【図４Ｃ】異なるノードで測定された情報を用いて電力を算出するためのシステムを示す
概略図である。
【図５Ａ】多住居電力測定システムを示す概略ブロック図である。
【図５Ｂ】多住居電力測定システムを示す概略ブロック図である。
【図６】単一ノード・システムを２ノード・システムと対比したブロック図である。
【図７】力率補償システムを示すブロック図である。
【図８】電圧波形形状補正電力測定システムを示すブロック図である。
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【図９】高調波力率補正を用いた電力測定システムを示すブロック図である。
【図１０】非接触センサからの電圧波形形状測定結果を用いて電力を算出するための方法
を示すフローチャートである。
【図１１】異なるノードで測定された情報を用いて電力を算出するための方法の変形例を
示すフローチャートである。
【図１２】第１の電力測定システム（先行技術）を示すブロック図である。
【図１３】第２の電力測定システム（先行技術）を示すブロック図である。
【図１４】多世帯計量システム（先行技術）を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１は、非接触電圧位相センサを用いて電力を算出するためのシステムの概略ブロック
図である。システム１００は、交流（ＡＣ）電圧と関連する、ＡＣ電流を運ぶ導電性媒体
１０６の第１のノード１０４に結合するように構成された非接触ＡＣ電流センサ１０２を
備える。第１のノード１０４は、ソースノード１０８と接続先ノード１１０との間の任意
の箇所にあってよい。システム１００は、任意の従来型電流センサを用いて作動する。例
えば、フェライトコア・トランスで作られたセンサは、電流によって発生したインダクタ
ンスを測定し、一旦校正されると、電流測定結果をもたらすことができる。代わりに、Ａ
Ｃ電流センサは、導体に実際に接触するタイプであってもよい。例えば、直列接続した電
流計を用いてもよいが、そのときには全電流が計器を通って流れる。直列にシャント抵抗
を置いて、次にシャント抵抗の両端間の電圧降下を測定する方がより典型的である。これ
は、測定装置をより扱いやすくする。また、シャント抵抗を予測される負荷に合わせて作
り、標準的な電圧計を用いて電流を検出することができる。
【００２２】
　導電性媒体１０６は、ソースノード１０８から接続先ノード１１０へ接続される。典型
的に、導電性媒体は銅線であり、Ｌ１および（図示されない）Ｌ２線間にＡＣ電位、なら
びに中性線／接地を有する。非接触ＡＣ電流センサ１０２は、ＡＣ電流測定結果を供給す
るための出力をライン１１２上に有する。非接触電圧位相センサ１１４は、導電性媒体１
０６に直接接続することなく第１のノード１０４に結合するように構成される。電圧位相
センサ１１４は、ＡＣ波形形状測定結果を供給するための出力をライン１１６上に有する
。一態様において、電圧位相センサは、平坦なプレート、または導電性媒体を少なくとも
部分的に囲むように湾曲したプレートである。測定信号を運ぶ１つの電線がどこでプレー
ト１１４に接続するかは必ずしも重要でない。プレートは、導体１０６から電荷を受け取
る。その電荷は、次に測定を行うためにＡ／Ｄコンバータに印加される。
【００２３】
　算出器１１８は、ＡＣ電流測定結果を受け取るための入力ポートをライン１１２上に、
およびＡＣ波形形状測定結果を受け取るための入力ポートをライン１１６上に有する。算
出器１１８は、電力使用量値をＡＣ電流測定結果、ＡＣ電圧波形形状測定結果、およびＡ
Ｃ電位に応じて接続先ノードに供給するための出力をライン１２０上に有する。ここでは
、算出器がシステムにおける別個のノードとして示される。しかしながら代わりに、算出
器は、第１のノード、ソースノード、接続先ノード、またはＡＣ電位測定を行うノードに
位置してもよい。算出器１１８は、（例えば、メモリ１２２に記憶した）ＡＣ電位推定値
、またはＡＣ電位の実測結果に応じて電力使用量を算出する。図示されるように、この例
ではソースノードが、測定されたＡＣ電位をライン１２４上に供給する、しかしながら、
測定は、システムにおける他のノードで行われてもよい。ＡＣ電位は、（例えば、電力会
社から）外部ソースによってライン１２６上に供給された値であってもよい。
【００２４】
　一態様において、ＡＣ電流センサ１０２は、ＡＣサイクルごとに複数の瞬時電流値（Ｉ
）を供給する。電圧位相センサ１１４は、ＡＣ電圧位相測定結果を供給する。例えば、電
圧位相をもたらすために、電圧波形形状の電圧軸ゼロ交差、およびゼロ交差間の間隔を用
いることができる。算出器１１８は、複数のＩ値からＡＣ電流位相およびＡＣ電流二乗平
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均平方根（ＩＲＭＳ）値を算出して、ＡＣ電流の位相とＡＣ電圧の位相との間の差角（Ｑ
）を見出す。算出器は、ＡＣ電位から導出したＶＲＭＳ値を用いてｃｏｓ（Ｑ）×ＩＲＭ

Ｓ×ＶＲＭＳを見出す。上述のように、ＡＣ電位は、推定値、および実測値、または外部
ソースによって供給された値とすることができる。位相値Ｑは、既知の位相オフセットを
補償するように設定された一定値によって調整することもできる。
【００２５】
　関係する変形例では、算出器１１８は、複数のＩ値からＡＣ電流位相を算出する。算出
器１１８は、サイクルごとに複数の瞬時電圧値（Ｖ）を用い、ＡＣ電圧位相測定結果と同
じ位相を有するＡＣ電圧波形形状の推定値により（ＡＣ電位から導出した）ＡＣ電圧の大
きさをスケーリングすることによって、合成されたＡＣ電圧信号を生成する。最も単純な
形状では、ＡＣ波形は、完全な正弦波として推定されるが、しかし他の波形形状推定値も
可能である。算出器１１８は、ＡＣ電流の位相とＡＣ電圧の位相との間の差角（Ｑ）を見
出して、ＩおよびＶ瞬時値の間の変位を維持するために差角を用いる。最後に、算出器は
、複数の値にわたって（Ｉ×Ｖ）を合計する。明示的には示さないが、ＡＣ電流位相は、
代わりに電流センサによって決定されてもよい。
【００２６】
　関係する別の変形例では、算出器１１８は、複数のＩ値からＡＣ電流位相を算出し、サ
イクルごとに複数の瞬時電圧値（Ｖ）を用い、測定されたＡＣ電圧波形形状によりＡＣ電
圧の大きさをスケーリングすることによって、合成されたＡＣ電圧信号を生成する。算出
器１１８は、ＡＣ電流の位相とＡＣ電圧の位相との間の差角（Ｑ）を見出して、Ｉおよび
Ｖ瞬時値の間の変位を維持するために差角を用い、複数の値にわたって（Ｉ×Ｖ）を合計
する。
【００２７】
　別の変形例では、ＡＣ電流センサ１０２は、ＡＣサイクルごとに複数の瞬時電流値（Ｉ
）を供給する。算出器１１８は、サイクルごとに外部ソースからライン１２６上で複数の
測定された瞬時電圧値（Ｖ）を受け取る。算出器１１８は、複数のＩ値に応じてＡＣ電流
位相を算出して、ＡＣ電流の位相とＡＣ電圧の位相との間の差角（Ｑ）を見出す。算出器
１１８は、ＩおよびＶ瞬時値の間の変位を維持するために差角を用い、複数の値にわたっ
て（Ｉ×Ｖ）を合計する。
【００２８】
　図２は、図１のシステムの高調波ひずみ力率の変形例を示す概略ブロック図である。こ
の態様では、ＡＣ電流センサ１０２は、ハイパスフィルタ２００を含み、ＡＣサイクルご
とにライン１１２ｂ上で複数の瞬時電流値（Ｉ）を供給し、ライン１１２ａ上では複数の
ハイパスフィルタ処理されたＩ値を供給する。電圧位相センサ１１４は、ＡＣ電圧位相測
定結果を供給する。算出器１１８は、複数のＩ値からＡＣ電流位相を算出し、Ｉ値および
フィルタ処理されたＩ値から高調波ひずみ力率（ｈｐｆ：ｈａｒｍｏｎｉｃ　ｄｉｓｔｏ
ｒｔｉｏｎ　ｐｏｗｅｒ　ｆａｃｔｏｒ）を算出する。算出器１１８は、ＡＣ電流の位相
とＡＣ電圧の位相との間の差角（Ｑ）を見出し、ＡＣ電位から導出されたＶＲＭＳ値を用
いて、ｃｏｓ（Ｑ）×ＩＲＭＳ×ＶＲＭＳ×ｈｐｆを見出す。
 
【００２９】
　図３は、図１のシステムの負荷校正の変形例を示す概略ブロック図である。既知の負荷
３００は、導電性媒体１０６の第２のノード（図示されるように、接続先ノード１１０が
第２のノードである）に選択的に接続する（すなわち、第２のノードから電力を引き出す
）ように構成される。ＡＣ電流センサ１０２は、既知の負荷が接続されたときに、校正さ
れたＡＣ電流測定結果を供給する。算出器１１８は、既知の負荷および校正されたＡＣ電
流測定結果に応じてＶＲＭＳ値を算出することが可能であり、電力使用量を算出する際に
ＡＣ電位としてＶＲＭＳ値を用いる。一態様において、既知の負荷３００は、サブサイク
ル期間にわたって第２のノード１１０に選択的に接続される。既知の負荷は、抵抗（また
は様々な範囲の抵抗）、キャパシタ（または様々な範囲のキャパシタ）、インダクタ（ま
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たは様々な範囲のインダクタ）、あるいは先に挙げた素子の組み合わせであってもよい。
【００３０】
　図４Ａから４Ｃは、異なるノードで測定された情報を用いて電力を算出するためのシス
テムを示す概略図である。システム４００は、交流（ＡＣ）電圧と関連する、ＡＣ電流を
運ぶ導電性媒体１０６の第１のノード１０４に結合するように構成されたＡＣ電流センサ
１０２を備える。導電性媒体は、電流をソースノード１０８から接続先ノード１１０へ運
ぶ。ＡＣ電流センサ１０２は、ＡＣ電流測定データを供給するための出力をライン１１２
上に有する。
【００３１】
　ＡＣ電圧センサ４０２は、（ここではソースノード１０８として示される）第２のノー
ドに結合するように構成され、ＡＣ電圧測定データを供給するための出力をライン４０４
上に有する。注：ＡＣ電圧センサは、代わりに第１のノードまたは接続先ノードに位置し
てもよい。同じく注：この態様では、ＡＣ電流およびＡＣ電圧センサは、非接触であって
も、あるいは導電体１０６と接触するタイプであってもよい。テストノードは、第１のノ
ード１０４、第２のノード１０８、ならびに第１のノード１０４および第２のノード１０
８の両方であってもよく、測定された遅延値を含んだ測定データを送信する。遅延値は、
データが測定されたときと、データが送信されたときとの間の期間である。算出器１１８
は、ＡＣ電流測定データを受け取るための入力をライン１１２上に有し、遅延値をもつＡ
Ｃ電圧測定データの入力をライン４０４上に有する。算出器１１８は、入力に応じて電力
使用量を接続先ノードに供給するための出力をライン１２０上に有する。
【００３２】
　図４Ａは、テストノードが第１のノード１０４であり、算出器が第２のノードに位置す
ることを示す。言い換えれば、ＡＣ電流センサ１０２は、電流データを算出器１１８へ遅
延値とともに送信する。図４Ｂは、テストノードが第２のノードであり、算出器１１８が
第１のノードに位置することを示す。この態様では、ＡＣ電圧センサ４０２が、遅延値を
もつＡＣ電圧データを送信する。図４Ｃは、ＡＣ電流センサ１０２もＡＣ電圧センサ４０
２もともにテストノードとして機能し、算出器が第３のノード４０６に位置することを示
す。すなわち、ＡＣ電流センサ１０２もＡＣ電圧センサ４０２もともに遅延値をもつデー
タを送る。正確な電力測定結果を導出する際の遅延値の重要性が以下により詳細に提示さ
れる。
【００３３】
　図５Ａおよび５Ｂは、多住居電力測定システムを示す概略ブロック図である。このシス
テム５００は、電源電圧レベルの正確な測定値を取得するために単一電圧測定ノード５０
２を用いて電力を測定する。電流フロー測定結果は、電流トランス（変流器）による電流
サンプル測定結果、または電流の大きさおよび電流位相測定結果を取得する別個の電流ノ
ードを用いて取得される。図示されない一態様では、所与の周期に関するＲＭＳ電圧が電
力値の計算のために無線通信によって電流ノード５０４へ送信される。代わりに図示され
るように、電流フローおよび電圧位相測定結果が電流ノード５０４から電圧ノード５０２
へ送信される。同じ電流ノード５０４では、Ｎ戸の住居に関して、電圧波形状測定結果が
静電電圧センサのような非接触電圧プローブを用いて取得される。一態様において、電圧
波形状は、電圧ノードからの電圧レベル測定結果を用いてスケーリングされ、電力を取得
するために電圧サンプルに電流サンプルが乗じられる。他の態様では、電力は、電圧およ
び電流波の間の位相差を計算することによって導出される。
【００３４】
　リモート電流および電圧形状測定ノード５０４は、長寿命電池によって電力を供給され
てもよく、あるいは測定される回路の電気導体への誘導結合によってそれらの電力を収集
してもよい。電圧ノード５０２は、ブレーカパネルに、あるいは高電流フローの間の電圧
測定結果のひずみを避けるために好ましくは電気パネルに近いいずれかのコンセントに繋
ぎ込むことができる。計算された値は、他のシステム、例えば、エネルギー表示およびエ
ネルギー管理システムへ送るために利用可能である。
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【００３５】
　電圧センシングのための物理的接続の数は大幅に低減され、結果として装置および設置
コストを節約する。正確な電圧計量に必要な電圧センシング接続は、計量サイトごとに一
組（Ｌ１、Ｌ２および中性線）のみである。高精度電圧測定装置は、Ｌ１、Ｌ２、および
Ｎ上の一箇所から電圧測定を行うための回路構成要素を含む単一デバイスに統合される。
【００３６】
　電流測定および電圧形状測定を行うために用いるデバイスは、導電体との物理的接触を
何も必要としない。電流の大きさおよび位相のためのセンサは変流器からなり、変流器は
、絶縁された導電体の周りで開き、かつパチンと閉じる「スプリットコア」トランスであ
ってもよい。測定される電気回路の位置にある電圧センサは、絶対的な大きさではなく、
電圧形状のみを必要とする。電圧形状測定は、静電センサを用いて行われ、この場合もや
はり電気導体との物理的接続を必要としない。むしろ、電圧位相センサは、測定される電
気導体の近くに位置すること、例えば、絶縁された導電体の表面上に静電電圧センサを置
くことのみが必要である。
【００３７】
　リモート電流および電圧形状測定デバイスは、測定される回路と直接電気的に接続しな
いので、デバイスのための電力は、局所的な電池によって供給される。加えて、デバイス
は、テストされる電気回路から電力を収集することもできる。電気導体（変流器の一次巻
線）を通って電流が流れるときに、変流器は、（その二次巻線で）導体から電力を引き出
し、その電力を局所蓄積部に蓄積して、次にデバイスへ電力を供給する。代わりに、電力
は、その目的のみの別個のトランスを用いて収集されてもよい。測定される導体を通って
電力が流れるであろうという保証はないので、電流／電圧形状ノードの電力バジェットは
、システム要件（例えば、不使用回路上の動作年数）に合致するように電圧ノード５０２
との通信を維持するデューティサイクル調整のような手段によって管理される。電流セン
シング、電圧形状センシング、および電力収集ピックアップは、各導電体の回りの設置が
簡略化されるように１つの取り付け機構に構築される。
【００３８】
　供給導体の電圧の大きさおよび位相角が著しく変動しない通常の設置では、電圧測定デ
バイスは、１つの電圧供給ラインのみに直接接触する。他の供給ライン上の電圧は、セン
シングした単一ラインから読み取った値によって推定される。他の導体の電圧位相は、セ
ンシングした導体の電圧位相に一定の位相角を加えることによって推定される。例えば、
Ｌ１およびＮへの接続のみの２４０Ｖ、スプリットフェーズ供給に関して、Ｌ２上の電圧
は、Ｌ１にほぼ等しいと推定でき、Ｌ２の電圧位相は、Ｌ１の電圧位相プラス１８０度で
あると推定できる。これにより電圧センシング・ノードの設置物を公称１２０Ｖ　ＡＣコ
ンセントに差し込むことが可能であり、結果として、設置をさらに簡略化する（２４０Ｖ
コンセントはあまり一般的でない）。
【００３９】
　電圧ノードと同様に、電流／電圧形状ノードは、電圧の大きさがほぼ等しく、２つの位
相に関する位相オフセットが一定なので、第２の電圧センサおよび取得回路構成要素を必
要としない。この電圧センシング回路構成要素の削減により、このデバイスに関するハー
ドウェア・コストおよび電力バジェットが削減される。
【００４０】
　電流／電圧形状ノードは、変流器から取り込んだＡ／Ｄ値に、電圧ノードから受信した
ＲＭＳ電圧による、電圧センサからの同時Ａ／Ｄサンプルを乗じることによって、Ｌ１お
よびＬ２に関する二乗平均平方根電力値（Ｐ１およびＰ２）を計算する。電圧信号の位相
は、電圧ノードで重要でなく、専ら電圧Ａ／Ｄ測定値のＲＭＳ値のみが計算されて、電圧
ノードから電流／電圧形状ノードへ送信される。
【００４１】
　電流／電圧形状ノードでは、Ｌ１およびＬ２電流入力上のＡ／Ｄ変換器が電流サンプル
を供給し、静電電圧センサが電圧形状サンプルを供給する。これらの電圧形状サンプルに
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、スケールファクタ（電圧ノードからのＲＭＳ電圧／電圧形状サンプルのＲＭＳ値）が乗
じられる。電力は、電流サンプルに、スケーリングされた電圧形状サンプルを乗じること
によって計算される。力率およびエネルギー消費量のような他の値は容易に計算できる。
【００４２】
　すべての計量位置への電圧が同じなので、単一電圧ノードでのＲＭＳ電圧の測定結果を
電流／電圧形状ノードにおけるすべての測定値に適用できる。フィーダ導体の極めて低い
ライン抵抗ゆえに、サービス・フィーダの両端間の電圧損失は無視できる。この算出され
た電力データは、エネルギー使用量の視覚化およびエネルギー使用量の個人的な修正を可
能にする。データは、自動化されたエネルギー管理システムにも適用可能である。
【００４３】
　本発明が他の電気計量技術に優る主な利点は、電圧サンプルを得るために必要な電気的
接続がより少なく、設置および装置のコストを削減することである。実際、電圧サンプル
は、通常のＡＣプラグから取得される。電流／電圧形状ノードは、極めて容易に設置する
ために電気的接続を何も有さない。電流／電圧形状ノードを電力収集に用いるときに、こ
れらのノードは、保守要件を何も有さない（例えば、電池交換がない）。電流／電圧形状
ノードは、電圧ノードの送信機からデータを受信するために単方向の無線受信機を用いる
。これは、電流／電圧形状ノードにおける電力消費およびコストを削減する。電圧および
電流サンプルを乗算する結果として、電力算出における比較的高い精度が達成される。Ｒ
ＭＳ値および位相オフセットを用いると、達成される精度はより低い。
【００４４】
　図６は、単一ノード・システムを２ノード・システムと対比したブロック図である。す
べてのセンサを単一ノードに束ねることは、センサを２つのノードへ分配することとは区
別できる。単一ノード・パッケージは、校正負荷ノード６００によって補助され、このノ
ードは、センサを含まず、データを送らないが、むしろセンサによって認識でき且つセン
サを校正するために使用できるパターンで既知の負荷を追加する。
【００４５】
　単一ノード・パッケージは、少なくとも電流センサ１０２を含み、従って、電流ノード
６０２（またはＩｎｏｄｅ）と呼ばれる。二重ノード・パッケージは、少なくとも接触電
圧センサを含んだ第２のノードを含み、従って、このノードは電圧ノード６０４（または
Ｖｎｏｄｅ）と呼ばれる。両方のシステムが、データを受信して電力値をディスプレイま
たはウェブサイトへ送るためにコレクタ・ノード６０６（またはＣｎｏｄｅ）を用いる。
図示されるように、電力算出器１１８は、Ｉｎｏｄｅ６０２に位置するが、代わりにＣｎ

ｏｄｅ６０６またはＶｎｏｄｅ６０４に位置してもよい。また、Ｖｎｏｄｅ６０４がデー
タをＩｎｏｄｅ６０２へ送ることが示されるが、システムは、この特定の信号経路には限
定されない。
【００４６】
　任意の有意な時間にわたって異なる回路間の電圧降下を無視できるように、複数の位置
が、十分なサイズの電線で配線されると仮定する。プラグイン・ノード（Ｖｎｏｄｅ）が
大きな電流を引き込む回路上のパネルから遠く離れて置かれる場合には、電圧測定結果を
歪ませる電圧降下がありうる。単一の住居では、一般に、位相ごとに１つの電圧センサが
必要である。大部分の住居は、スプリットフェーズ電力を使用し、それゆえに２つの電圧
センサが必要であろう。しかしながら、スプリットフェーズ供給の第１の位相上に１つの
電圧センサのみが設置されているときには、第２の位相の電圧は、第１の位相の電圧測定
値を用いることによって妥当な精度で推定できる。
【００４７】
　住宅におけるそれぞれの回路をモニタするには、位相ごとに１つの電流センサが必要で
ある。例えば、住宅全体をモニタするために２つの電流センサ（位相ごとに１つ）が必要
であろう。２相エアコンを個別にモニタするためには、別の２つの電流センサが必要であ
ろう。２相ドライヤを個別にモニタするためには別の２つの電流センサが必要であろう。
居間の照明を個別にモニタするためには１つの電流センサが必要であろう、などである。
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異なる回路における電力を算出するために分担電圧値を用いる。
【００４８】
　多世帯住居は、通常、住居のクラスタのうちで１つのトランスを共有し、同じトランス
上のすべての住居が一組の電圧計を共有できる。上記の仮定を所与として、一対（スプリ
ットフェーズ）の電圧センサが、そのトランスに取り付けられたすべての住居での電力算
出に必要な情報を提供できる。より大きな多世帯住居では、２０８Ｖ　ＷＹＥ配電におけ
るように、電力は、３相トランスからの２相として配電される。結果として、一組の３つ
の電圧センサが、トランスの様々な位相に取り付けられたすべての住居での電力算出のた
めに電圧測定結果を供給できるであろう。
【００４９】
　居住システムにおいて、電圧は、（米国では１２０Ｖ系で±５Ｖに規定された）振幅も
（完全な正弦波に極めて近い）形状もほとんど変動しない。しかしながら、電圧の位相は
、電流の位相に対して相当に変動する。
【００５０】
　測定および推定された電圧パラメータは区別できる。いくつかの従来型電力モニタは、
ＲＭＳ電圧が公称値であると推定し、電流計のみに依存して電力を算出する。改良された
電力算出は、実際の接触電圧測定結果なしに行うことができる。（おそらくユーザによっ
て入力された）推定される電圧値を（下記のように）校正された非接触電圧センサと組み
合わせることによって、電力算出に変位力率を含めることができ、それによって実際に使
用された電力のより正確な推定値が提供される。
【００５１】
　６０Ｈｚ系では１サイクルに０．０１６６秒かかる。５０Ｈｚ系では１サイクルに０．
０２秒かかる。電流および電圧波形を用いて計算を行うときに、未処理値は、互いに有意
に時間をシフトさせるべきではない。例えば、電圧センサが遠く離れており、電圧値が、
１ｍｓの遅延が加わる接続を経由して送られる場合、力率算出に７％のずれが生じること
になろう－これは、電力算出におけるかなりの誤差に繋がる。同様に、２ｍｓの遅延は、
力率算出における２７％の誤差を引き起こすであろう。最悪のケースは、値が可変的な遅
延を伴って経路を進む場合である。１つの無線リモート電流センサが２ｍｓの遅延を導入
するルータを経由して通信する場合には、得られる算出結果は、２７％以上の誤差を有す
るであろう。それゆえに、測定値間の偶発的な位相シフトを回避するように注意しなけれ
ばならない。このことは、様々な経路を通して遅延を注意深く算出することによって、あ
るいは、おそらくマイクロ秒精度の正確な時間値で値にタイムスタンプを押すことによっ
て達成される。
【００５２】
　一態様において、電圧波形形状センサは、電線上にテープで付けた簡単な銅棒を用いて
作動できる。センシングした電圧形状および位相は、例えば、オシロスコープ上に表示で
きる。
【００５３】
　有効電力は、電圧サンプルを乗じた電流サンプルをある時間（例えば、１サイクル当り
４０９６サンプル、１秒当り６０サイクル）にわたって合計することにより最も正確に算
出できる。電流および電圧サンプルが別個の計器に由来する場合には、どこでも算出が行
われているところへサンプルが送られる。成分（電圧または電流）の１つをパラメータ化
した場合には、サンプルにアクセスするために、推定される元の波形をパラメータから合
成できる。
【００５４】
　電流および電圧波形のＲＭＳ値を用いる場合には、「有効電力」は、Ｉｒｍｓ×Ｖｒｍ

ｓ×ｐｆである。
【００５５】
　ここでｐｆは、電圧と電流との間の位相シフトおよび電流波形における高調波（電圧波
形は正弦波であると仮定する）からの寄与を含む力率である。
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【００５６】
　電力会社は、「有効電力」に対して請求を行うが、Ｉｒｍｓ×Ｖｒｍｓとして算出され
る複素電力（ＶＡ)を供給しなければならないことに留意すべきである。これらの値は、
大きく異なりうる。電流が１０アンペア、電圧が１２０ボルト、および力率が０．５であ
るとする。「有効電力」は６００ワットである。しかし、配線および装置は１，２００Ｖ
Ａの定格としなければならない。
【００５７】
　図７は、力率補償システムを示すブロック図である。上述のように、本明細書では１つ
の単一ノード・システムが開示され、システム１．１（図１参照）と呼ばれる。ここで単
語「システム」に続く数字「１」は、単一ノード・システムを意味する。システム１．１
は、電流波形、大きさ、および形状を測定するための変流器または校正された磁力計であ
ってもよいＡＣ電流センサと、Ｖｐｈａｓｅを測定するための電圧波形形状センサとを用
いて、電力をＩｒｍｓ×Ｖｒｍｓ×ｄｐｆとして算出する。公称Ｖｒｍｓは推定される。
電力測定ひずみは、公称Ｖｒｍｓを用いること、ならびに、高調波力率および変位力率を
考慮しないことから生じうる。それゆえに、変位力率を補正するために電圧位相測定結果
を加えることによって、ベースライン算出を強化できる。算出は、ベースライン算出にお
けるように、Ｉｒｍｓ×Ｖｒｍｓを乗算することからなるが、次に、この結果にｃｏｓ（
電流と電圧との間の角度差）が乗じられる。このシステムは、変位力率を補正するが、し
かし高調波力率は補正しない。
【００５８】
　電力算出は、ＩｎｏｄｅまたはＣｎｏｄｅにおいて行うことができる（図６参照）。電
力をＣｎｏｄｅで算出する場合には、パラメータがＩｎｏｄｅからＣｎｏｄｅへ送られ、
同期させるべきデータは何もない。
【００５９】
　上記システムの変形例として、位相補正された電圧波形を生成するために、電圧位相推
定器を用いることができる。この場合もやはり、このシステム（システム１．２）は、単
一ノード・システムとして作動する。電力は、（Ｉ×Ｖ）の合計として算出される。電圧
波形形状センサがＶｐｈａｓｅを測定するために用いられ、変流器または校正された磁力
計が電流に関する波形、位相および大きさのデータを供給する。Ｉｎｏｄｅでは、Ｖｐｈ

ａｓｅおよび公称Ｖｒｍｓが推定される。電力測定ひずみは、公称Ｖｒｍｓを用いること
から、および、電圧高調波を考慮しないことから生じうる。しかしながら、システム１．
１と比較して、電流高調波に起因するひずみが取り除かれる。
【００６０】
　システム１．２は、変位力率と電流高調波に起因する高調波力率とを補正する。このシ
ステムに伴う追加の作業は、電圧波形を合成すること、および、電流サンプル×電圧サン
プルを乗算することからなる。これは、シュミット（上記背景技術セクション参照）と同
様であるが、電圧位相推定器に従って電圧波形をシフトさせる。シュミットとは異なり、
Ｖｒｍｓは別の計器からではなく、理想的な電圧波形の一定のＲＭＳ値（例えば１２０Ｖ
）へのスケーリングから取得される。
【００６１】
　電力算出は、ＩｎｏｄｅまたはＣｎｏｄｅにおいて行うことができる。電力をＣｎｏｄ

ｅで算出する場合には、電流サンプル、および電圧と電流との間の位相差がＩｎｏｄｅか
らＣｎｏｄｅへ送られ、同期させるべきデータは何もない。
【００６２】
　図８は、電圧波形形状補正電力測定システムを示すブロック図である。図８に示される
システム（システム１．３）は、形状補正した電圧波形を生成するために電圧波形推定器
による補助を提供する。この場合もやはり、システムは、単一ノード・システムとして作
動できて、電力は、（Ｉ×Ｖ）の合計として算出される。電圧波形形状センサがＶｓｈａ

ｐｅを測定し、変流器または校正された磁力計が電流波形、位相および大きさのデータを
供給する。このシステムでは、Ｖｓｈａｐｅを測定して公称Ｖｒｍｓ値が推定される。ス
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ケーリングされない波形では電圧高調波が生じるので、公称Ｖｒｍｓを用いる結果として
起りうる電力測定ひずみが生じる。
【００６３】
　電圧波形形状センサは、電圧波形を合成する代わりに用いられる。非接触電圧波形形状
センサは、波形形状の良好な推定を与えるが、信号の非接触性によって測定値が減衰する
ので、電圧波形形状測定結果は、専ら適切にスケーリングされる必要がある。
【００６４】
　算出は、電流サンプルに、スケーリングされた電圧サンプルを乗じることからなる。こ
のシステムは、電圧波形ひずみを補正する。このシステムに伴う追加の作業は、電圧波形
をスケーリングすること、および、電流サンプル×電圧サンプルを乗算することからなる
。これは、シュミットと同様であるが、しかし電圧波形形状を測定し、完全な電圧正弦波
を仮定しない。
【００６５】
　電力算出は、ＩｎｏｄｅまたはＣｎｏｄｅにおいて行うことができる。電力をＣｎｏｄ

ｅで算出する場合には、電流サンプルおよび電圧形状サンプルがＩｎｏｄｅからＣｎｏｄ

ｅへ送られ、同期させるべきデータは何もない。
【００６６】
　図９は、高調波力率補正を用いた電力測定システムを示すブロック図である。図９のシ
ステム（システム１．４）は、高調波力率を加えるための基本周波数フィルタの追加によ
って電力算出を補助する。この場合もやはり、システムは、単一ノード・システムとして
作動できる。電力は、Ｉｒｍｓ×Ｖｒｍｓ×ｈｐｆとして算出される。電圧波形形状セン
サがＶｓｈａｐｅを測定する。変流器または校正された磁力計が電流波形、位相および大
きさのデータを供給する。このシステムでは、Ｖｓｈａｐｅを測定して公称Ｖｒｍｓ値が
推定される。起りうる電力測定ひずみは、公称Ｖｒｍｓを用いる結果として、ならびに、
電圧高調波および変位力率を考慮しないことから生じうる。
【００６７】
　電流センサの出力に６０Ｈｚフィルタ（または国際的な現場では５０Ｈｚ）が加えられ
、このフィルタ処理された値のＲＭＳ値が計算される。高調波力率を取得するために、こ
の値がフィルタされないサンプルのＲＭＳ値によって除される。算出は、前のようにＩｒ

ｍｓ×Ｖｒｍｓを乗算すること、および、この結果に高調波力率を乗じることからなる。
このシステムは、高調波力率を補正するが、しかし変位力率を補正しない。電力算出は、
ＩｎｏｄｅまたはＣｎｏｄｅにおいて行うことができる。電力をＣｎｏｄｅで算出する場
合には、パラメータがＩｎｏｄｅからＣｎｏｄｅへ送られ、同期させるべきデータは何も
ない。
【００６８】
　図９に示されるシステムは、システム１．５を表すためにも用いることができ、単一ノ
ードは、電力を次のように算出する。すなわち、Ｉｒｍｓ×Ｖｒｍｓ×ｄｐｆ×ｈｐｆ。
電圧波形形状センサがＶｓｈａｐｅを測定し、変流器または校正された磁力計が電流波形
、位相、および大きさのデータを供給する。このシステムでは、Ｖｓｈａｐｅを測定して
公称Ｖｒｍｓ値が推定される。起りうる電力測定ひずみは、公称Ｖｒｍｓを用いる結果と
して、および、電圧高調波を考慮しないことから生じうる。
【００６９】
　このシステムは、変位および高調波力率をともに考慮に入れることによって電力推定を
改善する。電圧が正弦波であると仮定すると、理論上、これは、電流サンプルに電圧サン
プルを乗じるのと同じ電力値を提供する。電力算出は、ＩｎｏｄｅまたはＣｎｏｄｅにお
いて行うことができる。電力をＣｎｏｄｅで算出する場合には、パラメータがＩｎｏｄｅ

からＣｎｏｄｅへ送られ、同期させるべきデータは何もない。
【００７０】
　システム１．６は、公称電圧を校正された電圧で置き換え、システム１．１、１．２、
１．３、１．４、または１．５と組み合わせることができる。システム１．６は、複数の
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電力算出モードをもつ単一ノード・システムとして作動できる。変流器が電流波形、位相
、および大きさのデータを供給する。電圧は、ＩｎｏｄｅでＶＲＭＳを測定することによ
って推定される。ひずみは、上述の電圧推定から生じうる。
【００７１】
　このシステムでは、電流センサは、予め校正されたセンサであり、従って、一旦設置す
ると電流センサを校正する必要はない。次に電圧ＲＭＳ値を決定するために、校正ノード
を用いる。例えば、電圧は、校正ノードに適用した抵抗Ｒ値、およびＲと関連して対応す
る電流（Ｉ）を認識の上で計算される。Ｖは、Ｖ＝Ｉ×Ｒによって計算される。
 
【００７２】
　システム１．７は、公称電圧を外部電圧で置き換える。このシステムは、システム１．
１、１．２、１．３、１．４、または１．５と組み合わせることができる。システム１．
７は、複数の電力算出モードをもつ単一ノード・システムとして作動できる。変流器が電
流波形、位相、および大きさのデータを供給する。電圧は、外部位置でＶＲＭＳを測定す
ることによって推定され、Ｃｎｏｄｅへ送られる。ひずみは、上述の電圧推定から生じう
る。
【００７３】
　電流ノードの計器は、その結果をＣｎｏｄｅへ送る。パテルの校正（上記背景技術セク
ション参照）は、Ｉｎｏｄｅに回路構成要素を追加し、この回路構成要素が、測定される
回路上のコンセントに差し込んだ校正器によって導入された校正パターンを検出する。校
正器は、あるパターンで抵抗を挿入および除去する。単一ノードは、電流の変化が校正ル
ーチンに起因するかどうかを判定するために、そのパターンを探して電流センサをモニタ
する。校正ルーチンに起因する場合には、電力ノードが追加の算出を行い、既知の抵抗有
りおよび無しでの電流に基づいて電圧を決定する。
【００７４】
　パテルは、１０Ｗ、５０Ｗ、１００Ｗ、２００Ｗの抵抗を１Ｈｚのパルスにして挿入す
る校正パターンを提案する。この仕組みは、時折の手動での校正を意図しており、２００
Ｗまでを消費する大きな抵抗が必要なために費用がかかると思われる。より実用的には、
このパターンは、サイクル内の低電圧間隔に測定を行うように、サブサイクル期間を修正
できる。校正は、自動的に規則的な間隔で、または連続的に行うことができる。
【００７５】
　あるいは、抵抗の代わりにキャパシタおよび／またはインダクタを用いることもできる
。これは、導入されるインダクタンス（Ｌ）およびキャパシタンスＩに基づいて既知の無
効電力値を導入することになり、従って、有効電力は（回路の非効率性を除けば）浪費さ
れないであろう。最後に、静電電圧形状計を校正すべきであれば、磁力計を校正するため
の上述の技術を適用できる。
【００７６】
　別の態様では、電力を測定するために２ノード・システムが用いられる。かかるシステ
ムは、１つの非接触ノードを接触Ｖｎｏｄｅと組み合わせる。非接触ノードは、内部に配
線する必要がないので、設置するのが容易である。接触ノードは、内部に配線してもよく
、あるいは、プラグイン・パッケージからなってもよい（電気技師の必要性を回避する）
。
【００７７】
　背景技術セクションに上述したように、シュミットは、Ｖｎｏｄｅが電圧をＶｒｍｓお
よび位相にパラメータ化して、これらを同期のためのタイムスタンプとともにＩｎｏｄｅ

へ無線で送るという可能な仕組みを記載する。Ｉｎｏｄｅは、受信した情報から同期した
電圧波形を生成し、次にサンプルを一緒に乗算する。この技術は、ノードを時刻同期させ
ることを必要とする。
【００７８】
　電圧波形は、通常、（その位相、周波数、および振幅が変動するとはいえ）完全な正弦



(17) JP 5938104 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

波に極めて近いので、パラメータ化するのに適している。対照的に、電流は、通常、高調
波を抱えるので、パラメータ化するのがより難しい。
【００７９】
　システム２．１は、変位力率補正を補助するために電圧位相推定器を用いる。単語「シ
ステム」に続く数字「２」は、複数ノード・システムを意味する。このシステムは、Ｖｒ

ｍｓが通信手段によって接触Ｖｎｏｄｅから定期的にアップデートされることを除けば、
単一ノード・モニタに関するシステム１．１と同じである。
【００８０】
　電力算出は、Ｉｎｏｄｅ、Ｖｎｏｄｅ、またはＣｎｏｄｅにおいて行うことができる。
電力をＶｎｏｄｅで算出する場合には、パラメータがＩｎｏｄｅからＶｎｏｄｅへ送られ
、同期させるべきデータは何もない。電力をＣｎｏｄｅで算出する場合には、パラメータ
がセンサノードから送られ、同期は必要ない。
【００８１】
　システム２．２は、Ｖｒｍｓが通信手段によって接触Ｖｎｏｄｅから定期的にアップデ
ートされることを除けば、単一ノード・モニタに関するシステム１．２と同じである。シ
ステム２．２は、位相補正された電圧波形を生成するために電圧位相推定器を用いる。電
力算出は、Ｉｎｏｄｅ、Ｖｎｏｄｅ、またはＣｎｏｄｅにおいて行うことができる。電力
をＶｎｏｄｅで算出する場合には、電流サンプルおよびＩｎｏｄｅからＶｎｏｄｅへの位
相差が送られ、位相差は、サンプルを同期させるために用いられる。電力をＣｎｏｄｅで
算出する場合には、電流サンプル、ＩｎｏｄｅからＣｎｏｄｅへの位相差、およびＶｎｏ

ｄｅ電圧サンプルがＣｎｏｄｅへ送られる。位相差は、サンプルを同期させるために用い
られる。
【００８２】
　システム２．３は、Ｖｒｍｓが通信手段によって接触Ｖｎｏｄｅから定期的にアップデ
ートされることを除けば、単一ノード・モニタに関するシステム１．３と同じである。シ
ステム２．３は、形状補正された電圧波形を生成するために電圧形状推定器を用いる。電
力算出は、Ｉｎｏｄｅ、Ｖｎｏｄｅ、またはＣｎｏｄｅにおいて行うことができる。Ｖｎ

ｏｄｅで算出する場合には、Ｉｎｏｄｅからの電流サンプルおよび電圧形状サンプルがＶ

ｎｏｄｅへ送られ、位相差は、サンプルを同期させるために用いられる。電力をＣｎｏｄ

ｅで算出する場合には、電流サンプル、ＩｎｏｄｅからＣｎｏｄｅへの位相差、およびＶ

ｎｏｄｅ電圧サンプルがＣｎｏｄｅへ送られる。位相差は、サンプルを同期させるために
用いられる。
【００８３】
　システム２．４は、Ｖｒｍｓが通信手段によって接触Ｖｎｏｄｅから定期的にアップデ
ートされることを除けば、単一ノード・モニタに関するシステム１．４と同じである。シ
ステム２．４は、高調波力率を補正するために基本周波数フィルタを用いる。
【００８４】
　システム２．５は、システム２．１およびシステム２．４を組み合わせ、Ｖｒｍｓが通
信手段によって接触Ｖｎｏｄｅから定期的にアップデートされることを除けば、単一ノー
ド・モニタに関するシステム１．５と同じである。
【００８５】
　システム２．６は、時刻同期を遅延で置き換える。データをノード間で送ることにより
導入される遅延が既知である場合には、同期されたシステムは必要ない。このシステムは
、クロックをノード間で同期させる複雑さを取り除く。代わりに、電圧位相が遅延パラメ
ータとともに非接触ノードに到着する。たとえノード・クロックがドリフトしても、遅延
測定における差異は僅かである。このシステムは、新しい電圧センサも必要としない。送
信側と受信側との間のタイミング基準は、送信されるデータ・パケットである（例えば、
パケットのプリアンブル上で同期される）。送信ノードがその局所データ測定から同期用
送信点（プリアンブル）への遅延を送信し、受信ノードが同期用受信点（プリアンブル）
から局所測定データへの遅延を測定する。
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【００８６】
　システム２．７は、電圧波形を合成する代わりに、Ｖｎｏｄｅからサンプルを用いるこ
とを除けば、システム２．２と同じである。システム２．７は、位相補正された電圧波形
を生成するために電圧位相推定器を用いる。
【００８７】
　電力算出は、Ｉｎｏｄｅ、Ｖｎｏｄｅ、またはＣｎｏｄｅにおいて行うことができる。
電力をＩｎｏｄｅで算出する場合には、電圧サンプルがＶｎｏｄｅからＩｎｏｄｅへ送ら
れ、Ｖｎｏｄｅサンプルを位相差により調整することによってサンプルが同期される。電
力をＶｎｏｄｅで算出する場合には、Ｉｎｏｄｅからの電流サンプルおよび位相差がＶｎ

ｏｄｅへ送られ、位相差は、サンプルを同期させるために用いられる。電力をＣｎｏｄｅ

で算出する場合には、電流サンプル、ＩｎｏｄｅからＣｎｏｄｅへの位相差、およびＶｎ

ｏｄｅ電圧サンプルがＣｎｏｄｅへ送られる。位相差は、サンプルを同期させるために用
いられる。
【００８８】
　上に提示されるこれらの変形例の大部分において、電力は、専らノード間で情報を送る
ことによりいずれのノードでも算出できる。従って、算出をＩｎｏｄｅで行う理由は何も
ない。特に、（電池を用いる）５０のＩｎｏｄｅがありうる多世帯の所では、Ｉｎｏｄｅ

の複雑さおよび電力需要が最適に削減されるべきである。かくして、電流パラメータは、
処理のためにＶｎｏｄｅまたはＣｎｏｄｅのいずれかへ送られるとよい。
【００８９】
　パラメータ化した値を送る二重ノードの変形例では、（パラメータを局所的に測定する
代わりに）それらを送ることにより導入される遅延は、僅かである。それに対して、サン
プルを乗算する変形例は、ノード・クロックを同期させて送るサンプルにタイムスタンプ
を押すか、または、送信により導入される遅延を追跡するかのいずれかによって、注意深
く同期させなければならない。表１は、同期を必要とするシステムをまとめたものである
。
【００９０】
【表１】

【００９１】
　パラメータ化した値を用いる変形例では、Ｗｉ－Ｆｉまたは簡易な形態の電力線通信（
ＰＬＣ：Ｐｏｗｅｒ　Ｌｉｎｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）が用いられる。サンプル
を乗算する変形例では、サンプルを適切にシフトさせるために、同期（クロックまたは遅
延）、あるいは位相差の測定のいずれかを用いることができる。
【００９２】
　非接触ノードのための電力は、耐用年数の長い交換式電池を用いて最も容易に供給され
る。しかしながら、電池は、特に複数のアパートおよび／または部分回路を測定する多く
の電流測定ノードがあるときに、メンテナンスの課題を提起する。電流フローの測定に変
流器を用いるときには、これらの同じ変流器から利用可能な電力がある。変流器は、電流
測定結果およびノードのための電力を供給する二重機能を提供する。各機能、すなわち、
電力および測定用に別個の変流器も可能である。
【００９３】
　電力は、測定される回路に電流フローが存在するときにその回路から収集できるに過ぎ
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ない。回路が電流測定ノードへの電力供給を維持するのに十分な電力フローを有さない場
合には、Ｉｎｏｄｅは、利用可能な電力に合致するようにそのデューティサイクルを調整
するか、または、追加の電源（例えば、電池）を補強しなければならない。
【００９４】
　図１０は、非接触センサからの電圧波形形状測定結果を用いて電力を算出するための方
法を示すフローチャートである。本方法は、明確さのために番号付けしたステップのシー
ケンスとして示されるが、番号付けはステップの順序を必ずしも決定付けない。当然のこ
とながら、これらのステップのいくつかを省略しても、並行して行っても、またはシーケ
ンスの厳密な順序を維持する必要なしに行ってもよい。しかしながら一般に、本方法は、
示されたステップの番号順に従う。本方法は、ステップ１０００で開始する。
【００９５】
　ステップ１００２は、ソースノードから接続先ノードへ、ＡＣ電圧と関連する、ＡＣ電
流を運ぶ導電性媒体を設ける。ステップ１００４は、導電性媒体を通るＡＣ電流を測定す
る。ステップ１００６は、導電性媒体に直接接続されていない非接触センサを用いて、Ａ
Ｃ電圧波形形状を測定する。ステップ１００８は、ＡＣ電流測定結果、ＡＣ電圧波形形状
の測定結果、およびＡＣ電位に応じて接続先ノードでの電力使用量を算出する。
【００９６】
　一態様において、ステップ１００４におけるＡＣ電流の測定は、ソースノードと接続先
ノードとの間に位置する第１のノードでＡＣ電流を測定することを含み、ステップ１００
６におけるＡＣ電圧波形形状の測定も、第１のノードでＡＣ電圧波形形状を測定すること
を含む。ステップ１００８における電力使用量の算出は、ＡＣ電位推定値、ＡＣ電位の実
測結果、または外部ソースによって供給された値である、ＡＣ電位に応じて電力使用量を
算出することを含む。
【００９７】
　一態様において、ステップ１００４におけるＡＣ電流の測定は、ＡＣサイクルごとに複
数の瞬時電流値（Ｉ）を測定することを含む。ステップ１００６におけるＡＣ電圧波形形
状の測定は、ＡＣ電圧位相を測定することを含む。ステップ１００８における電力使用量
の算出は、次のサブステップを含む。ステップ１００８ａは、複数のＩ値からＡＣ電流位
相およびＡＣ電流二乗平均平方根（ＩＲＭＳ）値を算出する。ステップ１００８ｂは、Ａ
Ｃ電流の位相とＡＣ電圧の位相との間の差角（Ｑ）を見出す。ステップ１００８ｃは、Ａ
Ｃ電位から導出されたＶＲＭＳ値を用いて、ｃｏｓ（Ｑ）×ＩＲＭＳ×ＶＲＭＳを見出す
。
【００９８】
　関係する変形例では、ステップ１００８ｄは、複数のＩ値からＡＣ電流位相を算出する
。ステップ１００８ｅは、サイクルごとに複数の瞬時電圧値（Ｖ）を用い、測定されたＡ
Ｃ電圧波形と同じ位相を有するＡＣ電圧波形形状の推定値によりＡＣ電圧の大きさをスケ
ーリングすることによって、合成されたＡＣ電圧信号を生成する。ステップ１００８ｂは
、ＡＣ電流の位相とＡＣ電圧の位相の間の差角（Ｑ）を見出す。ステップ１００８ｆは、
ＩおよびＶ瞬時値の間の変位を維持するために差角を用いる。ステップ１００８ｇは、複
数の値にわたって（Ｉ×Ｖ）を合計する。
【００９９】
　別の態様では、ステップ１００４は、ＡＣサイクルごとに複数の瞬時電流値（Ｉ）を測
定する。ステップ１００８ｄは、複数のＩ値からＡＣ電流位相を算出する。ステップ１０
０８ｈは、サイクルごとに複数の瞬時電圧値（Ｖ）を用い、測定されたＡＣ電圧波形形状
によりＡＣ電圧の大きさをスケーリングすることによって、合成されたＡＣ電圧信号を生
成する。ステップ１００８ｂは、ＡＣ電流の位相とＡＣ電圧の位相との間の差角（Ｑ）を
見出す。ステップ１００８ｆは、ＩおよびＶ瞬時値の間の変位を維持するために差角を用
いる。ステップ１００８ｇは、複数の値にわたって（Ｉ×Ｖ）を合計する。
【０１００】
　別の態様では、ステップ１００４は、ＡＣサイクルごとに複数の瞬時電流値（Ｉ）を測
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ップ１００８ｉは、Ｉ値およびフィルタ処理されたＩ値から高調波ひずみ力率（ｈｐｆ）
を算出する。ステップ１００８ｂは、ＡＣ電流の位相とＡＣ電圧の位相との間の差角（Ｑ
）を見出す。ステップ１００８ｊは、ＡＣ電位から導出されたＶＲＭＳ値を用いて、ｃｏ
ｓ（Ｑ）×ＩＲＭＳ×ＶＲＭＳ×ｈｐｆを見出す。
【０１０１】
　別の態様では、ステップ１００４は、ＡＣサイクルごとに複数の瞬時電流値（Ｉ）を測
定する。ステップ１００８ｄは、複数のＩ値からＡＣ電流位相を算出する。ステップ１０
０８ｋは、サイクルごとに複数の測定された瞬時電圧値（Ｖ）を用いる。ステップ１００
８ｂは、ＡＣ電流の位相とＡＣ電圧の位相との間の差角（Ｑ）を見出す。ステップ１００
８ｆは、ＩおよびＶ瞬時値の間の変位を維持するために差角を用いる。ステップ１００８
ｇは、複数の値にわたって（Ｉ×Ｖ）を合計する。
【０１０２】
　別の変形例では、ステップ１００７ａは、既知の負荷を導電性媒体に接続された第２の
ノードに適用する。ステップ１００７ｂは、既知の負荷の両端間のＡＣ電流の測定に応じ
てＶＲＭＳを算出する。ステップ１００７ｃは、電力使用量を算定する際にＡＣ電位とし
てＶＲＭＳを用いる。一態様において、ステップ１００７ａは、既知の負荷をサブサイク
ル期間にわたって適用する。別の態様では、ステップ１００７ａは、抵抗、キャパシタ、
インダクタ、または上述の素子の組み合わせであってもよい既知の負荷を適用する。
【０１０３】
　図１１は、異なるノードで測定された情報を用いて電力を算出するための方法における
変形例を示すフローチャートである。本方法は、ステップ１１００で始まる。ステップ１
１０２は、ソースノードから接続先ノードへ、ＡＣ電圧と関連する、ＡＣ電流を運ぶ導電
性媒体を設ける。ステップ１１０４は、導電性媒体を通るＡＣ電流を第１のノードで測定
する。ステップ１１０６は、導電性媒体上のＡＣ電圧を第２のノードで測定する。ステッ
プ１１０８は、測定データをテストノードから第１のノード、第２のノード、または第１
および第２の両ノードへ送信する。送信される測定データは、測定された遅延値を含み、
ここで遅延値は、データが測定されたときと、データが送信されたときとの間の期間であ
る。ステップ１１１０は、ＡＣ電流測定結果、ＡＣ電圧測定結果、および遅延値に応じて
電力使用量を算出する。一態様において、ステップ１１０８は、データを第１のノード、
第２のノード、または収集ノードへ送信する。
【０１０４】
　非接触電圧波形形状センサを用いて電力測定を行うためのシステムおよび方法が提供さ
れた。本発明を説明するために特定のメッセージ構造およびハードウェアユニットの例が
提示された。しかしながら、本発明は、単にこれらの例には限定されない。当業者であれ
ば本発明の他の変形例および実施形態に気付くであろう。
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