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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電力消費施設と接続された複数の分散型エネルギー資源（ＤＥＲ）を含む送電／
配電電力グリッドのための分散型制御システムであって、
　前記送電／配電電力グリッドのための、発電及び電力消費データを収集する既存の監視
制御及びデータ取得システム（ＳＣＡＤＡ）に通信可能に接続され、前記送電／配電電力
グリッド内の全体の電力潮流を管理する企業制御モジュールと、
　複数の前記ＤＥＲのうちの１つにそれぞれ一意的に関連付けられる複数の局所制御モジ
ュールと、
　前記企業制御モジュールと前記複数の局所制御モジュールの一部との間にそれぞれ介在
する複数の地域制御モジュールと
　を備え、
　前記複数の地域制御モジュールの各々は、１地域内の動的電力管理及び隣接する地域と
の電力交換の少なくとも一方を実行し、
　前記複数の局所制御モジュールの各々は、前記関連付けられたＤＥＲの管理のため、前
記複数の地域制御モジュールの指示に従い、
　前記企業制御モジュールは、前記複数の地域制御モジュールの１又は複数に、複数の電
力要求を送信し、
　前記動的電力管理は、局所電力潮流パラメータ及び地域電力潮流パラメータを特定の動
作制限内に維持するように調整し、
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　自己修正及び予測計算のうち少なくとも一方を含む
分散型制御システム。
【請求項２】
　前記企業制御モジュールは、通信ネットワークと通信可能に接続されている請求項１に
記載の分散型制御システム。
【請求項３】
　一の地域制御モジュールを、前記企業制御モジュールと別の地域制御モジュールとの間
に介在させて、分散型システムを構成する請求項１又は２に記載の分散型制御システム。
【請求項４】
　前記複数のＤＥＲは、エネルギーの生成、蓄積及び需要／負荷管理から構成される一群
から選択される請求項１から３のいずれか一項に記載の分散型制御システム。
【請求項５】
　送電／配電電力グリッドＤＥＲは、グリッド及び設備保護、電圧調整、電力潮流制御、
コンデンサバンク及び変圧器からなる一群から選択される請求項１から４のいずれか一項
に記載の分散型制御システム。
【請求項６】
　前記企業制御モジュールは、前記複数の地域制御モジュール間の電力需要、及び、隣接
する電力グリッド又は電力システムとの電力交換を管理する請求項１から５のいずれか一
項に記載の分散型制御システム。
【請求項７】
　前記複数の地域制御モジュール間の電力需要を管理することは、第２地域における電力
需要の変化に応答して、第１地域における発電を変化させるべく、前記複数の地域制御モ
ジュールに対する命令を起動することを含む請求項６に記載の分散型制御システム。
【請求項８】
　前記複数の地域制御モジュール間の電力需要を管理することは、前記複数の地域制御モ
ジュールの各々と関連付けられた複数の局所制御モジュール及び複数の地域制御モジュー
ルを再規定することを含む請求項６又は７に記載の分散型制御システム。
【請求項９】
　前記企業制御モジュールは、前記複数の局所制御モジュール及び前記複数の地域制御モ
ジュールの少なくとも一方に対して、選択的にブロードキャスト制御命令を発行する請求
項１から８のいずれか一項に記載の分散型制御システム。
【請求項１０】
　前記企業制御モジュール、前記複数の地域制御モジュール及び前記複数の局所制御モジ
ュールの間で通信障害が発生した場合には、前記複数の局所制御モジュールは前記企業制
御モジュール及び前記複数の地域制御モジュールから独立して動作し、通信が復旧した場
合には、前記複数の地域制御モジュールは、前記ＤＥＲのステータスを含む前記複数の局
所制御モジュールの状態を前記複数の局所制御モジュールから取得し、前記企業制御モジ
ュールからの命令に応じた動作に戻る請求項１から９のいずれか一項に記載の分散型制御
システム。
【請求項１１】
　前記分散型制御システムは、
　前記複数の局所制御モジュールの各々とそれに関連付けられたＤＥＲとの間に介在する
デバイスインターフェースを更に備え、
　前記デバイスインターフェースは、前記関連付けられたＤＥＲが理解できるように、標
準化された局所制御モジュール命令を変換し、前記局所制御モジュールが理解できる標準
化されたメッセージへとＤＥＲ応答を変換する請求項１から１０のいずれか一項に記載の
分散型制御システム。
【請求項１２】
　前記複数の局所制御モジュールの各々は、それぞれ接続された前記ＤＥＲに関するデー
タを収集し、
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　前記データは、最大出力、最小出力及び応答時間の少なくとも１つを含む請求項１から
１１のいずれか一項に記載の分散型制御システム。
【請求項１３】
　前記複数の局所制御モジュールの各々は、前記複数の地域制御モジュールのそれぞれか
ら前記ＤＥＲへの複数の命令を前記ＤＥＲが理解できる標準化された複数のコマンドに変
換すること、及び、前記ＤＥＲから前記複数の地域制御モジュールのそれぞれへの複数の
応答メッセージを前記複数の地域制御モジュールのそれぞれが理解できる標準化された複
数の応答メッセージに変換することのうち少なくとも一方を行う請求項１から１２のいず
れか一項に記載の分散型制御システム。
【請求項１４】
　発電管理は、前記地域内の発電、負荷及び蓄電、及び、隣接する地域との電力交換の少
なくとも一つに基づく請求項１から１３のいずれか一項に記載の分散型制御システム。
【請求項１５】
　前記複数の地域制御モジュールのそれぞれによる各地域内における発電管理は、前記各
地域内の動的な電力需要を満たすべく独立して行われる請求項１から１４のいずれか一項
に記載の分散型制御システム。
【請求項１６】
　前記複数の地域制御モジュールの各々は、前記企業制御モジュールから発電命令を受信
する及び前記発電命令に応答する請求項１から１５のいずれか一項に記載の分散型制御シ
ステム。
【請求項１７】
　前記複数の地域制御モジュールのそれぞれは、制御命令を前記複数のＤＥＲに発行する
前に、前記企業制御モジュールから受信した発電命令による実際の発電量が、前記複数の
地域制御モジュールのそれぞれと関連付けられている前記地域内の前記複数のＤＥＲ及び
前記送電／配電電力グリッドの所定のシステム制限内に維持されているかを検証する請求
項１６に記載の分散型制御システム。
【請求項１８】
　前記発電命令は、検証され、所定のシステム制限内に実際の発電量を維持するべく、前
記複数のＤＥＲに制御命令を発行する前に修正される請求項１６又は１７に記載の分散型
制御システム。
【請求項１９】
　前記企業制御モジュール、前記複数の地域制御モジュールの各々及び前記複数の局所制
御モジュールの各々は、ユーザーインターフェースを介して認証されたユーザーから発行
された命令を受信する及び前記命令に応答する請求項１から１８のいずれか一項に記載の
分散型制御システム。
【請求項２０】
　発電及び電力消費状況を含むシステム状態に対するシステム応答及びオペレーションを
予測することができるモデリングモジュールを更に備える請求項１から１９のいずれか一
項に記載の分散型制御システム。
【請求項２１】
　前記モデリングモジュールは、前記複数のＤＥＲでの発電を割り当て、特定の電力潮流
目標を満たすべく、モデル化された制御のセットを構築する請求項２０に記載の分散型制
御システム。
【請求項２２】
　前記モデル化された制御のセットを、前記システムに適用することができる請求項２１
に記載の分散型制御システム。
【請求項２３】
　コンピュータを、
　複数の電力消費施設に接続された複数の分散型エネルギー資源（ＤＥＲ）を含む送電／
配電電力グリッドを管理する手段、
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　自己修正及び予測計算のうち少なくとも一方を使用して、前記送電／配電電力グリッド
内の電力潮流パラメータを特定の動作制限内に維持するように、企業制御モジュールにお
いて動的に管理する手段、
　複数の前記ＤＥＲのうちの一部と関連付けられた１地域とそれぞれ関連付けられる複数
の地域制御モジュールのうちの１又は複数において、前記企業制御モジュールからの電力
要求を受信する手段、
　前記複数の地域制御モジュールの各々において、関連付けられた地域内の前記複数のＤ
ＥＲを管理する手段
として機能させるためのプログラム。
【請求項２４】
　前記コンピュータを、
　前記企業制御モジュールにおいて、前記複数の地域制御モジュール及び複数のシステム
ユーザーの少なくとも一方のうちの少なくとも１つからの地域電力潮流要求を受信する手
段として更に機能させる請求項２３に記載のプログラム。
【請求項２５】
　前記コンピュータを、
　前記複数の地域制御モジュール及び前記複数のシステムユーザーの少なくとも一方のう
ちの前記少なくとも１つから受信された地域電力潮流要求に応答して、前記企業制御モジ
ュールにより地域電力潮流命令を発行する手段として更に機能させる請求項２４に記載の
プログラム。
【請求項２６】
　前記コンピュータを、
　複数の局所制御モジュール及び複数のシステムユーザーの少なくとも一方のうちの少な
くとも１つからの局所電力潮流要求を、前記複数の地域制御モジュールのうちの少なくと
も１つにより受信する手段として更に機能させる請求項２４又は２５に記載のプログラム
。
【請求項２７】
　前記コンピュータを、
　前記複数の局所制御モジュール及び複数のシステムユーザーの少なくとも一方のうちの
前記少なくとも１つから受信した局所電力潮流要求に応答して、前記複数の地域制御モジ
ュールのそれぞれにより局所電力潮流命令を発行する手段として更に機能させる請求項２
６に記載のプログラム。
【請求項２８】
　前記複数のＤＥＲを管理する手段は、局所制御モジュールを介して複数のＤＥＲに対し
て発行される、前記ＤＥＲが理解できる標準化された制御命令を管理する請求項２３から
２７のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項２９】
　前記コンピュータを、
　前記複数のＤＥＲの各々に関するデータを収集する手段として更に機能させ、
　前記データは、最大出力、最小出力及び応答時間の少なくとも１つを含む
請求項２３から２８のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項３０】
　前記コンピュータを、
　第２地域における電力需要の変化に応答して、第１地域における電力潮流を変化させる
べく、前記複数の地域制御モジュールの１又は複数に対する命令を起動する手段として更
に機能させる請求項２３から２９のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項３１】
　前記コンピュータを、
　ユーザーが起動した要求に応答して、地域における電力潮流を変化させるべく、前記複
数の地域制御モジュールの１又は複数に対する命令を開始する手段として更に機能させる
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請求項２３から３０のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項３２】
　前記コンピュータを、
　ユーザーが起動した要求に応答して又は自動的に、前記複数の地域制御モジュールの各
々と関連付けられた前記複数のＤＥＲを再規定する手段として更に機能させる請求項２３
から３１のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項３３】
　前記コンピュータを、
　予測された又は導出された電力潮流に基づいて、ＤＥＲの静的オペレーション及び動的
オペレーションの少なくとも一方を決定する手段として更に機能させる請求項２３から３
２のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項３４】
　前記コンピュータを、
　前記送電／配電電力グリッドの既存の接続性及び状態をリアルタイムに分析する手段と
して更に機能させる請求項２３から３３のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項３５】
　前記コンピュータを、
　前記送電／配電電力グリッドとは電気的に分離された地域のオペレーションを前記地域
内の動的な電力需要を満たすべく独立して行う手段として更に機能させる請求項２３から
３４のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項３６】
　前記コンピュータを、
　独立して行われる地域のオペレーションを、前記送電／配電電力グリッドへと再び組み
こむ及び同期させるべく、前記複数のＤＥＲを動的に管理する手段として更に機能させる
請求項３５に記載のプログラム。
【請求項３７】
　前記企業制御モジュール、前記複数の地域制御モジュール、複数の局所制御モジュール
及び前記複数のＤＥＲ間の接続経路を修正する手段として更に機能させる請求項２３から
３６のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項３８】
　複数の分散型エネルギー資源（ＤＥＲ）を含む送電／配電電力グリッドを管理するため
のコンピュータシステムであって、
　前記コンピュータシステムは、
　複数の前記ＤＥＲの各々のためのＤＥＲインタフェースと、
　ソフトウェアとして具現化される命令を実行可能であり、送電／配電電力グリッドの、
発電及び電力消費データを収集する既存の監視制御及びデータ取得システム（ＳＣＡＤＡ
）と接続可能な機械と、
　複数のソフトウェア部分と
　を備え、
　前記ＤＥＲインタフェースの各々は、実装特定のコマンド及びデータを変換し、
　前記複数のソフトウェア部分の１つは、自己修正及び予測計算のうち少なくとも一方を
使用して、前記送電／配電電力グリッド内の電力潮流パラメータを特定の動作制限内に維
持するように、企業制御モジュールにおいて動的に管理するよう構成され、
　前記複数のソフトウェア部分の別の１つは、複数の地域制御モジュールのうちの１又は
複数において、前記企業制御モジュールからの電力要求を受信するよう構成され、
　前記複数の地域制御モジュールの各々は、前記複数のＤＥＲの一部と関連付けられる１
地域と関連付けられ、
　前記複数のソフトウェア部分の更なる別の１つは、前記複数の地域制御モジュールの１
又は複数において、前記複数の地域制御モジュールのうちの１つを介して、前記１又は複
数の地域制御モジュールと関連付けられた前記地域内における前記複数のＤＥＲの１又は
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複数に対する命令を発行するように構成されるコンピュータシステム。
【請求項３９】
　第２地域からの潮流要求に応答して、第１地域における電力潮流を修正するべく前記複
数の地域制御モジュールの１又は複数に対する前記企業制御モジュールからの命令を起動
するよう設定されたソフトウェア部分を更に備える請求項３８に記載のコンピュータシス
テム。
【請求項４０】
　様々なシステム状態に対するシステム応答及びオペレーションを予測するソフトウェア
部分を更に備える請求項３８又は３９に記載のコンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、概して、電力グリッド（送電網）に関し、より詳細には、電力グ
リッドにおける電力の割り当て、生成及び消費の制御のためのシステム及び方法に関する
。
【０００２】
　［関連出願］
　本願は、２００９年１１月３日出願の米国特許仮出願６１／２５７，８３４号、及び、
２０１０年７月２９日出願の米国特許出願１２／８４６，５２０号明細書の優先権を主張
するものであり、前記出願の内容は、参照により本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
　電力グリッドは、単体ではなく、複数のネットワーク及び複数の電力会社の統合体であ
り、複数の運営会社が、様々なレベルの通信及び調整方法を採用しており、多くの場合、
手動で制御されている。スマートグリッドは、電力供給側及び電力消費側との間の接続性
、自動化及び調整力、電力の長距離伝送又は局所配電を実行するネットワークを向上させ
る。
【０００４】
　今日の交流電流電力グリッドは、１９世紀後半に設計された。当時の実装における判断
及び仮定の多くは、今日でも使用されている。例えば、現在の電力グリッドは、需要主導
型の中央化された一方向電力送信システムを含む。過去５０年にわたって、電力グリッド
は、現代における課題に対して遅れをとってきたと言える。例えば、セキュリティ、代替
エネルギー発電の採用という国の目標、環境保全の目標、電力需要ピークの制御、無停電
電力の需要、及び、新しいデジタル制御デバイスのような課題について、今日の送電グリ
ッドが解決する能力を有しているかは疑問である。これらの課題の性質を理解するには、
現在の発電及び配電を正しく理解することが必要である。
【０００５】
　既存の電力グリッドは、発電所から始まり、その後、様々な送電線を通じて、電力を消
費する施設に分配される。発電は、ほぼ全てのケースで、発電機を回すことによって行わ
れる。発電機は、水力発電のダム、大型ディーゼルエンジン又はガスタービンによって駆
動される場合もあるが、大半は、蒸気で駆動される。蒸気は、石炭、石油、天然ガスを燃
やすことによって生成され、原子炉によって生成される場合もある。電力はまた、化学的
な反応、太陽光から直接変換する、及び、その他の手段によっても生成することができる
。
【０００６】
　このような発電機によって生成される電力は、交流電流である。直流とは異なり、交流
電流は、正弦波に似た態様で振動する。１つの正弦波として動作する交流電流（ＡＣ）は
、単相電力と称される。既存の発電所及び送電線は、ＡＣ電力の３つの異なる相を同時に
搬送する。これらの相の各々は、互いに１２０°のオフセットを有し、各相は、別々に分
配される。電力がグリッドに印加される場合、使用される特定の送電線の現在の相と同期
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させる必要がある。
【０００７】
　この３相の電力が発電所の発電機を離れると、長距離送電のために発電された電圧が高
周波数へとアップコンバートされる送電変電所へと入る。そして、地域の配電エリアに到
達すると、高送電電圧は、局所的な又は地域の送電グリッドに適応するべくステップダウ
ンされる。このステップダウンプロセスは、通常は受変電設備で、複数の段階に分けて行
われる。
【０００８】
　図１は、当業者にとって周知の典型的な電力グリッドである。図に示すように、３つの
発電所１１０が、電力消費者１５０の３つの異なる別個領域に電力を供給している。発電
所１１０はそれぞれ、送電線１４０を介して電力消費者１５０と接続されている。発電側
１１０と消費側１５０との間には、1以上の送電変電所１２５及び受変電設備１３０が介
在する。図１にはまた、発電所が、高圧送電線１２０を介して接続されている様子も示さ
れている。
【０００９】
　各発電所１１０から、電力は送電変電所１２５へと分配された後、配電バスと接続され
ている受変電設備１３０へとステップダウンされ、電気が標準的な送電電圧である約７２
００Ｖになる。このような電線は、世界中で街でよく見かける電線であり、それにより、
エンドユーザー１５０へと電力が届けられる。家庭及び多くの会社は、一般的に電線で送
電される３相の電力のうちの１つのみを必要とする。各家庭に到達する前に、配電変圧器
が、７２００Ｖを約２４０Ｖにまで下げ、それを通常の家庭での電気使用のために変換す
る。
【００１０】
　現在の配電システムには、複数のエンティティが関わっている。例えば、発電が１つの
エンティティによって行われ、長距離送電が別のエンティティによって行われる場合があ
る。このような会社の各々は、最終的に電力を電力消費者へと届ける１以上の配電ネット
ワークとやり取りを行う。本明細書に記載される制御の区分は絶対ではないが、配電電力
グリッドにおける電力の動的制御の障害物を表している。
【００１１】
　現在の送電グリッドの下では、電力消費者のグループが要求する電力が、関連付けられ
ている発電施設の発電能力を超える場合があり、このような発電施設は、ネットワークを
構成する別の発電所から余剰電力を買うことができる。電力を信頼性高く効率的に輸送で
きる距離には限界があり、電力消費需要が増加した場合には、その地域に発電施設が必要
となる。消費者は、消費する電力を生成する発電側について、ほとんど制御することがで
きない。
【００１２】
　この種の送電網が、過去１００年にわたって使用されてきている。そして、全体のコン
セプトはほとんど変わっておらず、非常に信頼の高いものである。しかしながら、既存の
電力グリッドが古くなりつつあり、電力が発電側から消費側と効率的に分配されるような
新規の制御システムが必要であることが明らかになってきている。例えば、消費者が要求
する電力が日常的に地域の発電施設の能力を超えてしまうような場合、地域の発電ネット
ワークの管理者及び所有者は、更なる発電能力を追加すること、又は、消費者の一部にサ
ービスの提供を断る、すなわち、電力供給の一時停止を考える。更なる電力をグリッドに
追加するためには、新規の配電オプションを理解及び制御するための複雑で時間の掛かる
プロセスを通過しなければならない。グリッドがどの程度ピーク需要を扱うことができる
かその能力を知る必要があり、また、グリッドが安全に動作するかを監視・確認する必要
があり、場合によっては、更なるインフラを構築する必要がある。このプロセスは何年も
掛かり、発電及び電力需要の動的性質を考慮できなくなってしまう。
【００１３】
　既存の送電網制御システムを改良する必要がある一側面として、新規の代替及び再生可
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能発電資源の出現、分散型蓄電システム、需要管理システム、スマート家電及びネットワ
ーク管理のためのインテリジェントデバイスが挙げられる。これらの選択肢はそれぞれ、
送電ネットワークの動的電力管理を必要とし、現在送電ネットワーク管理に利用されてい
る制御ストラテジーを拡張する必要がある。
【００１４】
　既存のネットワーク管理ソリューションでは、様々なタイムスケールでのネットワーク
にわたる電力潮流を管理する配電インテリジェンスが欠けている。グリッドに接続されて
いる新規の発電アセットは一般的に、異なる複数の団体によって所有されており、様々な
利点を異なる複数の団体に異なる時間に届けるのに利用できることから、既存のソリュー
ションの欠点がより明白となる。従来の電力システム管理ツールは、ネットワーク事業者
自身が所有するネットワーク設備及びシステムを動作させるように設計されている。そし
て、従来の電力システム管理ツールは、エンドユーザー（電力消費者）、サービス提供側
、ネットワーク事業者、発電側、及び、その他市場の参加者間での動的なやり取りを可能
とするように設計されていない。
【００１５】
　既存の電力グリッドは、一方向の電力の流れに対して設計されており、局所サブネット
ワーク又は地域で消費量を超える電力が発電される場合、電力の反対方向の流れは、安全
性及び信頼性に問題があった。したがって、様々なエネルギー消費者、発電資源の所有者
、サービス提供者、市場参加者、及び、ネットワーク事業者の間の動的なやりとりを可能
とするべく、発電アセットをリアルタイムで管理するという課題が存在する。現在の送電
グリッドにおけるこれら及びその他の課題は、本発明の１以上の実施形態により解決され
る。
【発明の概要】
【００１６】
　一例として、送電グリッドにおける電力の動的管理及び送電のためのシステムが記載さ
れる。本発明の一実施形態によれば、多階層の制御アーキテクチャは、既存の送電グリッ
ド及び配電グリッドに統合されて、発電、送電、蓄電及び電力消費（分散型エネルギー資
源と総称する）の管理を可能とする。この動的制御は、実装の前に提案された送電解決方
法をモデル化する能力により補完され、それにより、提案された送電解決方法が、既存の
インフラの物理的及び規制の制限内で動作するか否かを検証することができる。
【００１７】
　本発明の一実施形態によれば、分散型制御システムは、既存の送電グリッドに結合して
、効率的に発電及び配電を制御する。分散型制御システムは、ｉ）企業制御モジュール、
ｉｉ）地域制御モジュール、及び、ｉｉｉ）局所制御モジュールという３つの主要な階層
を有する。企業制御モジュールは、既存の監視制御及びデータ取得システム、並びに、複
数の地域制御モジュールと通信可能に接続される。地域制御モジュールは、既存の送電変
電所及び配電変電所に組み込まれて、グリッドにおける電力潮流を動的に管理するべく、
その他のデバイス又は制御モジュールを監視する及びこれらへの制御信号を発行する。各
地域制御モジュールは更に、発電施設及び需要管理システム又はスマート家電と接続され
た複数の局所制御モジュールと関連付けられる。発電施設としては、蒸気駆動発電機、風
力発電施設、水力発電設備及び太陽光発電アレイ、熱又は電気蓄積デバイス及び電気自動
車のバッテリーのような蓄電リソースが挙げられる。
【００１８】
　各局所制御モジュールは、関連付けられた発電施設、電力消費施設又はデバイスの管理
及び制御のため、地域制御モジュールの指示に従う。制御応答を標準化することにより、
地域制御モジュールは、関連付けられた地域内の発電、配電、蓄電及び電力消費を管理す
ることができる。本発明の別の実施形態では、地域制御モジュールは、企業制御モジュー
ルを介して、更なる発電要求を特定することができる。その他の地域の発電能力及びその
他の地域が余剰発電容量を有するか否かを知ることにより、企業制御モジュールは、異な
る地域制御モジュールに対して、発電量の増加を指示し、余剰電力を発電する又は蓄積さ
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れていたエネルギーを利用することができる。余剰電力は、配電のために電力を必要とし
ている地域に送信される。
【００１９】
　本発明の別の実施形態によれば、発電及び配電システムに対する修正を、リアルタイム
でシミュレーションすることができ、増加する電力消費要求を満たすべく提案された解決
策が、規制、安全のガイドライン、及び／又は、システム能力の範囲内であるかを判断す
ることができる。提案された解決策が、基準を満たすものであると判断された場合には、
リアルタイム制御を使用してその解決策を実装することができる。
【００２０】
　本発明の別の側面は、電力グリッド全体にわたる企業レベルの電力負荷需要、エネルギ
ー生成及び配電を管理することを含む。複数の電力消費施設より需要の変化が発生すると
、企業制御モジュールは、１以上の地域制御モジュールを使用して、更なる電力の必要性
を検出することができる。加えて、企業制御モジュールは、局所的な消費者の需要に関連
して余剰電力を生成する能力についての各地域制御モジュールからのデータを受信するこ
とができる。企業制御モジュールは、余剰電力を別ルートに振り分け、発電を増加させる
又は電力消費を低減させるべく、１以上の地域制御モジュールに命令を発行することがで
きる。このような命令を受信すると、地域制御モジュールは、地域内における発電施設と
通信を行い、発電量を増加させる。各発電施設に送信される命令は標準化されて、分散型
電力グリッドと関連付けられる様々な発電オプションによる発電応答が、一貫性を有した
ものになるようにしている。また、システムを安定した動作状態に保つために早急な対応
が求められる場合には、局所制御モジュール及び地域制御モジュールは、独立して動作す
ることができる。
【００２１】
　本発明は更に、ネットワーク構造、アセットの利用可能性、発電レベル又は負荷状態の
変化に対して、再プログラミングを必要とせず、自動的に応答する能力を有する。本発明
の一実施形態によれば、企業制御モジュール及び地域及び局所制御モジュールは、分散型
エネルギーグリッドの周知の構成要素の知識を有する。例えば、更なる風力タービンのよ
うな周知の分類の新規の構成要素がグリッドに接続されると、本発明の様々な階層が即時
にそれを認識し、風力タービンが特定の特性及び能力を有することを認識する。本発明で
は、これらの特徴及び能力を知ることにより、発電及び配電に関して、シームレスに命令
を発行することができる。命令が発行されると、地域及び局所制御モジュールは、デバイ
スが理解可能であり期待されるように実行可能な態様で、正確な情報を各構成要素に提供
することができる。本発明はまた、分散型グリッドのものとは異なる構成要素を認識する
能力を有する。未認識のデバイスがグリッドに接続されると、局所制御モジュールは、こ
のデバイスの特性、属性及び能力を特定するべく問い合わせを開始する。そして、その情
報が情報リポジトリ（保存場所）に追加され、デバイスの通信及び制御に利用される。こ
のプロセスは、手動で行われてもよいし、自動で行われてもよい。
【００２２】
　本発明は更に、企業制御モジュールは、機能的能力を、様々な種類のサービスを実装す
るためのその他のアプリケーションに対して開示される。例として、コントローラによっ
て提供されるインポート／エクスポート機能を使用して、変電所におけるフィーダの最大
負荷を制限するフィーダピーク負荷管理アプリケーション、及び、局所発電資源及び局所
制御を使用して、グリッドから分離されて独立して動作するべく、地域制御モジュールに
"アイランド"命令を発行する信頼性アプリケーションが挙げられる。企業制御モジュール
によって明らかとなる機能的能力の情報を利用して、多くのアプリケーションが、安定を
犠牲にする又は動作制限を破ることなく、ネットワークの発電能力、消費能力及びアセッ
ト蓄積能力を利用することができる。
【００２３】
　本発明は、グリッド運営の安定性及び信頼性を保ちつつ、異なるサービス提供者間及び
サービス利用者間の一般的なやり取りの自動化（電力消費側、サービス提供側、ネットワ
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ーク管理、発電施設及びその他の市場参加者間の動的なやりとり）を可能とする方法及び
システムを提供する。本発明の多階層のアプローチにより、システムのフロントエンドで
動作するアプリケーションと、バックエンドに接続されるデバイスとの間の安定したイン
ターフェースを提供することができる。すなわち、アプリケーション及びデバイスの両方
が、分散型電力グリッドの管理に利用できる"プラグアンドプレイ"を利用可能となる。一
例として、ピーク負荷管理アプリケーションが自動的に利用可能発電機を見つけ、配電フ
ィーダにおいて需要限界を超えないように、発電機を利用することができる。これは、文
書作成アプリケーションが、必要に応じて自動的に利用可能なネットワークプリンタを探
すのと似ている。
【００２４】
　本開示及び以下の詳細な説明に記載される特徴及び利点は、全て包括的なものではない
。図面、明細書及び特許請求の範囲において、数多くの更なる特徴及び利点が、当業者で
あれば理解できる。また、明細書で使用される言葉は原則として、読み易さ及び教示する
ことを目的として選択されており、特許請求の範囲を参照して、発明の特徴を決定するの
に必要な特徴を詳細に説明するべく選択されていない場合がある。
【００２５】
　本発明の上記の及びその他の特徴及び目的、及び、目的を達成する態様については、添
付の図面を参照して１以上の実施形態について説明される以下の説明を参照することによ
り、明らかとなり、発明自体もより良好に理解されるであろう。
【００２６】
　添付の図面は、本発明を例示する目的で、本発明の実施形態を示している。当業者であ
れば、以下の説明から、図示される構造及び方法の別の実施形態を、明細書に記載される
本発明の原理から逸脱することなく採用することができることが理解できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】従来技術で知られている送電グリッドが示されている。
【図２】本発明の一実施形態に係る分散型電力グリッドを制御するシステムの高レベルプ
ロセスを示した図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態に係る、分散型制御方法をシミュレーションされた電力シ
ステムへと実装するプロセスフローを示した高レベルブロック図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態に係る、制御方法に変更を加えずに、図３Ａでテストされ
た分散型制御方法を、シミュレーションされた電力システムを使用して実際の電力システ
ムに実装するためのプロセスフローを示した高レベルブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る発電、トポロジー及びアセット管理のための分散型エ
ネルギー資源ネットワークオペレーティングシステム（図３Ａ及び図３Ｂに示したスマー
トグリッド制御の別の実施形態）の高レベル機能ブロック図であり、分散型エネルギー資
源ネットワークオペレーティングシステムによって明らかになった機能的能力を新規のア
プリケーションが利用して、より複雑なシステム能力を実装する場合が示されている。
【図５】本発明の一実施形態に係る分散型電力グリッドを制御するためのマルチレイヤア
ーキテクチャの高レベルブロック図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る局所制御モジュールオペレーションのフローチャート
である。
【図７】本発明の一実施形態に係る地域制御モジュールのフローチャートである。
【図８】本発明の一実施形態に係る企業制御モジュールのフローチャートである。
【図９】本発明の係る分散型電力グリッドにおける送電及び発電を制御する方法の一実施
形態のフローチャートである。この実施形態では、需要の低下が、負の発電としてとらえ
られている。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明の説明を簡便にするべく、次のような用語が使用されている。以下の用語の説明
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は、紹介及び要約に過ぎず、以下に示される用語は、詳細な説明で使用されるコンテキス
トにより、正確に解釈されるべきである。
【００２９】
　"クラウドコンピューティング"とは、動的に拡張可能であり、多くの場合、仮想化され
たリソースが提供されるコンピューティングの理論的枠組みであり、インターネットを介
したサービスとして提供される。ユーザーは、利用する"クラウド"の知識、専門知識を必
要とせず、また、その技術的インフラの制御を行う必要がない。コンピュータネットワー
クの略図においてどのようにインターネットが描かれているかに基づいて、クラウドとい
う用語はインターネットのメタファーとして使用されており、隠れている複雑なインフラ
の抽象表現である。
【００３０】
　"ＨＴＴＰ（ハイパーテキストトランスファープロトコル）"は、インターネット上又は
同様なワイドエリアネットワークでの情報の転送のための通信プロトコルである。ＨＴＴ
Ｐは、クライアントとサーバとの間のリクエスト／応答規格である。クライアントはエン
ドユーザーであり、サーバはウェブサイトである。ウェブブラウザ、スパイダー、又は、
その他のエンドユーザーツールを使用して、ＨＴＴＰリクエストを生成するクライアント
は、ユーザーエージェントと称される。ＨＴＭＬファイル及び画像のようなリソースを格
納又は生成する応答サーバーは、オリジンサーバと称される。ユーザーエージェントとオ
リジンサーバとの間には、プロキシ、ゲートウェイ及びトンネルのような様々な介在物が
存在してもよい。ＨＴＴＰは、インターネット上で最も利用されているＴＣＰ／ＩＰ（以
下に規定する）及びその支持層の使用に限定されない。
【００３１】
　"ウェブサーバ"とは、ウェブブラウザとして知られるウェブクライアントからのＨＴＴ
Ｐリクエストを受け取る役割を行うコンピュータプログラムを収容するコンピュータであ
り、通常ＨＴＭＬドキュメントやリンクされたオブジェクト（画像等）等のウェブページ
である必要に応じたデータコンテンツと共に、ＨＴＴＰ応答を提供する。
【００３２】
　"インターネットプロトコル（ＩＰ）"は、ＴＣＰ／ＩＰとも称されるインターネットプ
ロトコルスイート（Internet Protocol Suite）を使用して、パケット交換インターネッ
トワークにわたってデータを通信するのに使用されるプロトコルである。インターネット
プロトコルスイートは、インターネット及びその他の同様のネットワークに対して使用さ
れる通信プロトコルのセットである。これは、伝送制御プロトコル（Transmission Contr
ol Protocol：ＴＣＰ）及びインターネットプロトコル（ＩＰ）という最も重要な２つの
プロトコルから命名されており、この２つは、この規格において最初に規定されたネット
ワークプロトコルである。現在のＩＰネットワークは、１９６０年代及び１９７０年代に
発展し始めた幾つかの動きの統合を表しており、すなわち、１９８０年代半ば及び後半に
登場したインターネット及びＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）と、１９９０年代初
頭に誕生したワールドワイドウェブとの統合である。多くのプロトコルスイートと同様に
、インターネットプロトコルスイートは、複数の階層（layer）の１セットと見なすこと
ができる。各階層は、データ送信に関する複数の問題の１セットを解決し、幾つかの下階
の層からのサービスの利用に基づいて、上層の層プロトコルに良好に規定されたサービス
を提供する。上層は、論理的にユーザーに近く、より抽象的なデータを扱い、最終的に物
理的に送信することができる形式へとデータを変換する下層のプロトコルに依存している
。ＴＣＰ／ＩＰモデルは、４つの階層（ＲＦＣ１１２２）から構成されている。最下層か
ら最上層まで順番に、リンク層、インターネット層、トランスポート層及びアプリケーシ
ョン層の４つである。
【００３３】
　ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）は、広域をカバーするコンピュータネットワーク
である（すなわち、通信リンクが、大都市、地域又は国の境界を超える任意のネットワー
ク）。ＷＡＮは、一般的に部屋、建物、構内又は特定の都市領域（例えば、市）にそれぞ
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れ限定されるパーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）、ローカルエリアネットワーク、
キャンパスエリアネットワーク（ＣＡＮ）又は特定のメトロポリタンエリアネットワーク
（ＭＡＮ）とは異なる。ＷＡＮは、ローカルエリアネットワークとその他の種類のネット
ワークとを一緒につなげるのに使用され、あるロケーションにおけるユーザー及びコンピ
ュータは、その他のロケーションにおけるユーザー及びコンピュータと通信を行うことが
できるようになる。多くのＷＡＮは、１つの特定の組織を対象として構築される及びプラ
イベートである。その他、インターネットサービスプロバイダによって構築されるＷＡＮ
は、組織のローカルエリアネットワークからインターネットへの接続を提供する。
【００３４】
　"ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）"は、家庭、オフィス、又は、学校又は空港の
ような建物の小さなグループのような小さな物理的エリアをカバーするコンピュータネッ
トワークである。ＷＡＮとは対称的に、ＬＡＮの特徴として、一般的に、高いデータ転送
レート、地理的に小さなエリア、及び、リースの通信ラインが必要ないということが含ま
れる。
【００３５】
　インターネットは、規格化されたインターネットプロトコルスイートを使用した相互接
続コンピュータネットワークのグローバルシステムであり、世界で数十億人にサービスを
提供している。インターネットは、数百万のプライベート、公共、学術、ビジネス及び政
府機関のネットワークからなるネットワークを接続するネットワークであり、ローカルか
らグローバルまで、銅線、光ファイバーケーブル、無線通信及びその他の技術によって接
続されている。インターネットは、無数の情報ソース及びサービスを搬送し、特に、ワー
ルドワイドウェブのインターリンクされたハイパーテキストドキュメントを搬送する、及
び、電子メールをサポートするインフラでもある。加えて、オンラインチャット、ファイ
ル転送及びファイル共有、ゲーム、インターネット取引、ソーシャルネットワーク、出版
、ビデオオンディマンド、テレビ電話及び電気通信のような多くの人に利用されているサ
ービスもサポートする。
【００３６】
　遠隔監視制御・情報取得（Supervisory Control And Data Acquisition：ＳＣＡＤＡ）
とは、プロセスの監視及び制御と関連して使用される産業制御システム、電気グリッド制
御システム又はコンピュータシステムを指す。一般的に、ＳＣＡＤＡシステムとは、広域
に広がるシステムのサイト又は複合体の監視を調整するシステムを指す。制御動作の多く
は、遠隔端末装置（ＲＴＵ）又はプログラマブルロジックコントローラ（ＰＬＣ）によっ
て自動的に実行される。本発明の目的において、ＳＣＡＤＡは、本発明が電力消費需要情
報及び分散型電力グリッドに関するデータを取得するための数多くの手段のうちの１つで
ある。
【００３７】
　分散型エネルギー資源（ＤＥＲ）とは、発電、エネルギーの蓄積／解放、消費管理及び
電力グリッド全体にわたる測定及び制御を提供可能なアセット、設備又はシステムのこと
である。エネルギー資源はそれぞれ、種類及び能力が異なる。
【００３８】
　プロセス制御のためのオブジェクトのリンク及び埋め込み（ＯＰＣ：(Object Linking 
and Embedding) for Process Control）は、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）プログラムが産
業のハードウェアデバイスと通信を行うことを可能とするソフトウェアインターフェース
規格である。ＯＰＣは、サーバ／クライアントの対に実装される。ＯＰＣサーバは、プラ
グラマブルロジックコントローラ（ＰＬＣ）（１以上のハードウェアデバイスを制御する
小型の産業コンピュータ）によって使用されるハードウェア通信プロトコルを、ＯＰＣプ
ロトコルへと変換するソフトウェアプログラムである。ＯＰＣクライアントソフトウェア
は、ハードウェアを接続するのに必要な任意のプログラムのことである。ＯＰＣクライア
ントは、ＯＰＣサーバを使用して、ハードウェアからデータを取得する又はハードウェア
にコマンドを送信する。本発明において、様々なＤＥＲ、アプリケーション及びシステム
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と通信を行うのに利用するアプリケーション又はシステム間での情報交換に、多くのイン
ターフェース規格及びプロトコルを利用可能である。
【００３９】
　スマートグリッドは、エネルギー生成、消費、蓄積及び放出を制御するデジタル技術を
利用して、電力供給側から消費者へと電気を供給し、消費者の家庭における家電は、需要
を管理及び／又は節電し、コストを低減させ、信頼性及び透明性を高めている。スマート
グリッドと従来のグリッドとの違いは、グリッドオペレーションの最適化、サービス選択
肢の増加、及び、複数のサービスプロバイダ（エネルギー消費者を含む）が、動的なエネ
ルギー及びサービス取引に参加することを可能にするべく、広範通信及びインテリジェン
トの制御が使用される点である。
【００４０】
　添付の図面を参照して、本発明の実施形態が、詳細に記載される。本発明が、ある程度
の詳細度で記載及び例示されるが、本開示は、一例であり、構成要素の組み合わせ及び配
置における数多くの変更が、本発明の精神及び範囲内で当業者には可能である。
【００４１】
　本発明の実施形態は、分散型電力グリッドに接続される複数のＤＥＲ及びネットワーク
構成要素の管理及び制御を可能とする。従来の電力グリッドと異なり、スマート電力グリ
ッドは、送電ネットワーク内の局所レベル又は領域レベルにおける発電、蓄電及び負荷管
理を可能とする。発電、蓄電、負荷管理及び送電を簡易にするべく、本発明では、様々な
複数のエネルギー生成及び制御要素に様々なサービスを提供する様々なアプリケーション
を接続する多階層の制御システムを構築する。以下の説明に含まれるフローチャートには
、設置されるＤＥＲ及びシステムの能力を利用した送電及び配電電力グリッドの制御及び
管理に使用してもよい方法の例が示されている。以下の説明では、フローチャートの各ブ
ロックの例、フローチャートにおけるブロックの組み合わせの例は、コンピュータプログ
ラム命令によって実装することができる。これらコンピュータプログラム命令は、コンピ
ュータ又はその他のプログラム可能装置に読み込まれて、命令がコンピュータ又はその他
のプログラム可能装置で実行されると、フローチャートの１ブロック又は複数のブロック
に規定される機能を実装する手段を生成する機械が構成される。これらコンピュータプロ
グラム命令は、コンピュータ又はその他のプログラム可能装置を特定の態様で機能させる
ように向けることができるコンピュータ可読メモリに格納されてもよく、コンピュータ可
読メモリに格納される命令は、フローチャートの一ブロック又は複数のブロックに規定さ
れる機能を実装する命令手段を含む製造物品を生み出す。コンピュータプログラム命令は
また、コンピュータ又はその他のプログラム可能装置に読み込まれてもよく、コンピュー
タ又はその他のプログラム可能装置において実行される一連の動作段階を引き起こし、コ
ンピュータ又はその他のプログラム可能装置において実行される命令がフローチャートの
１ブロック又は複数のブロックに規定される機能を実装する段階を提供するコンピュータ
実装されるプロセスが生成される。
【００４２】
　したがって、フローチャートのブロックに例示される手段の組み合わせが、規定された
機能を実行するための段階の組み合わせ及び規定される機能を実行する手段の組み合わせ
をサポートする。フローチャートの各ブロックの例示、及び、フローチャートにおける複
数のブロックの組み合わせの例は、特定の機能又は段階を実行する専用ハードウェアベー
スのコンピュータシステム、又は、専用ハードウェアとコンピュータ命令との組み合わせ
によって実装することができる。
【００４３】
　現在、電力グリッドシステムは、発電所、送電線、変電所及び多数のエネルギー使用者
といったように、高価値アセットのための制御システム内に、様々なレベルの通信を有す
る。一般的に、情報は、ユーザーから一方向に流れ、ユーザーが制御する負荷が、電気の
公共事業体へと戻される。電気公共事業体は、発電側と共に需要に応えることを試み、自
動的に負荷を追従して、予備供給を送電する。送電の成功又は失敗については、様々な程
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度が存在する（通常動作、停電、輪番停電、無制御停電）。ユーザーが必要とする電力の
総量は、非常に範囲の広い確立分布となり、急速に変化する電力使用量に応えるために、
スタンバイモードで動作する予備の発電設備が必要となる。このようなグリッド管理方法
は高価であり、ある試算によれば、発電容量の少なくとも１０％を１％の時間のために用
意する必要があり、電圧低下及び輪番停電は、消費者に高くついてしまう。
【００４４】
　グリッドの既存の電線は、元は、放射状モデルを使用して構築されており、後の接続性
は、メッシュネットワーク構造と称される複数のルートによって保証されている。ネット
ワークにおける電流の流れ又は関連する効果が、特定のネットワーク要素の限界を超えた
場合、障害が発生し、電流は別のネットワーク要素に短絡されて、最終的にはまた障害が
発生し、ドミノ効果が起きてしまう。このような障害の発生を防ぐ技術として、輪番停電
又は電圧低下（brownout）による電力平均分配（負荷制限）がある。
【００４５】
　分散型発電は、個々の消費者が好適であると考える発電方法を利用して、電力消費場所
で発電することを可能にする。これにより、個人が自身の発電を、直接電力消費に合わせ
ることができ、送電網の障害とは無関係にすることができる。しかしながら、地域のサブ
ネットワークが消費される量を超える電力を発電する場合、逆流が生じて、安全面及び信
頼性に問題が生じ、電力グリッドの障害の連鎖が発生する可能性がある。分散型発電は、
電力グリッドの任意の部分に追加することができるが、このようにエネルギー資源を追加
する場合、電力システムへの負の影響を最小限にするべく適切に調整を行う必要がある。
本発明の実施形態は、上記の問題に対処するべく、安全且つ信頼性高く、分散型電力グリ
ッドにおける発電、送電、蓄電及び消費を制御する方法を提供する。
【００４６】
　本発明の一実施形態によれば、多階層の制御システムが、既存の電力グリッドに重ね合
わせられる及び統合される。既存のＳＣＡＤＡシステムに関して収集されたデータを使用
して、企業の制御モジュールが、電力需要、制御、管理及び送電全体を統括する。この企
業制御モジュールは、局所又は地域レベルにおける発電及び送電を管理する地域制御モジ
ュールとやりとりを行う。地域制御モジュールはそれぞれの管轄エリア内において、複数
のＤＥＲと接続されており、動的に発電及び消費を管理し、システムを所定の信頼性及び
安全性の限度内に維持する。企業制御モジュール、地域制御モジュール及び局所制御モジ
ュールの３つの層が、分散エネルギー資源ネットワークオペレーティングシステムを構成
し、このシステムは、複数のエネルギー生成者の任意の１つが、エネルギーを提供し、複
数のエネルギー消費者のうちの任意の１つがエネルギーを引き出すことができるような安
定的な環境を提供する。本発明のシステムは、分散型電力グリッドの安定性及び信頼性に
弊害をもたらすことなく、電力グリッドの個々の構成要素、エネルギー消費者及び生成者
に動的に変化することを可能とする。
【００４７】
　図２には、本発明の一実施形態に係る分散型電力グリッドの制御のための通信システム
の高次オーバーレイが示されている。従来の発電施設１１０は、変電所１２５と接続され
ており、風力発電施設２２０及び太陽電池パネル２１０も変電所１２５と接続されている
。図２には、発電の３つの形態が示されているが、当業者であれば、本発明は発電又はエ
ネルギー源の如何なる形態にも適用可能であることは理解できる。本発明は、分散エネル
ギーグリッドに付加される電力を等しく管理可能であり、電力がグリッドの形式と互換性
を有する限り、例えば、電気自動車のバッテリーの電力にも適用可能である。
【００４８】
　各変電所１２５には、地域制御モジュール２２５が関連付けられている。地域制御モジ
ュールは、その地域内における利用可能なＤＥＲを使用して、発電、送電及び電力消費を
管理する。また、大型商業施設及び住居の負荷２５０を表す工業負荷２６０が、各地域と
関連付けられている。本発明によれば、１以上のアプリケーションを使用する地域制御モ
ジュールは、その地域内の送電及び発電を自立的に管理することができる。自立的なオペ
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レーションは、安全なグリッド動作を達成するのに十分な頻度で、グリッドの周波数及び
電圧の管理が実行されるアイランドモードであってもよい。本発明は、ＤＥＲ及びグリッ
ドのオペレーションの様々なモードを動的に管理し、電力潮流の管理に加えて、これらの
機能を実行する。
【００４９】
　典型的な発電所１１０、及び、再生可能又は代替エネルギー源２２０のような、発電エ
ンティティ２１０はそれぞれ、局所制御モジュール２１５を介して、地域グリッドと接続
されている。地域制御モジュール２１５は、複数の発電設備それぞれに対して、制御コマ
ンド応答を標準化する。地域制御モジュール２２５に対して、複数の発電エンティティの
各々からの標準化された応答を提供することにより、地域制御モジュールは、拡張可能な
態様で動的に電力グリッドを管理することができる。これは、任意の時間に利用可能なＤ
ＥＲに応じて、コントローラがその動作を動的に変更できることを意味する。分散された
コントローラは、付加される、サービスから除外される、障害が発生する、又は、接続性
を失うアセットを動的及び自動的に補償する。このような能力により本発明は、ネットワ
ーク構造又はＤＥＲの供給力に変化が生じる都度、システムを手動で変更する必要を最小
限にする高度に拡張可能な性質を提供する。これは、本発明の、固有で有効な特徴である
。
【００５０】
　本発明の多用途性及び拡張性を良好に理解するために、以下のような例を考える。図２
には、送電管理ネットワーク２００でオーバーレイされたプライマリ電力グリッド２０５
（図では、点線で示されている）が示されている。図２に示されるように、地域制御モジ
ュール２２５は、自身の管轄エリア内の発電、電力消費及びエネルギー分布を動的に管理
する。動的管理を行うために、地域制御モジュール２２５は、企業制御モジュール２７５
と接続し、企業制御モジュールは、地域制御モジュール２２５に、スマートグリッド制御
２８５、データ２８０、及び、企業制御モジュール２７５と関連付けられたその他の管理
アプリケーションへのアクセスを与える。この例では、管轄エリアが、分散型エネルギー
生成プラント１１０及び風力発電施設２２０を含むことを考慮している。このような発電
施設のやり取りの他に、地域制御モジュール２２５は、住宅における負荷２５０及び商業
施設の負荷２６０によるエネルギー消費及び需要を知ることができる。風がない場合には
、風力発電施設２２０がアイドル状態となる。そこで、地域制御モジュールは、発電所１
１０によって生成されるエネルギー及びプライマリグリッド２０５から引き出される電力
の、様々なエネルギー消費者２５０、２６０への分配を管理する。
【００５１】
　風力発電施設のタービンを動かすのに十分なそよ風が吹き始めた場合を仮定する。複数
の風力タービンが一列になり、発電を行う状態となる。風力タービンが発電を開始すると
、そのことを地域制御モジュール２２５が把握し、風力タービンが特定の性質及び特性を
有することから、分散型エネルギー資源ネットワークオペレーティングシステム全体もそ
のことを特定する。風力タービンの性質及び特性を知ることにより、地域制御モジュール
は、風力タービンとの通信及び制御を確立することができる。風力タービンが、更なる電
力を提供できるようになると、地域制御モジュールは、住宅における負荷２５０及び商業
施設における負荷２６０両方の分析に基づいて、発電所１１０に発電量を低減させるよう
要求することができ、動作限界及び市場に基づく契約限界内でシステムを維持するように
、プライマリグリッド２０５から引き出される電力を調整することができる。
【００５２】
　上記を実現するべく、地域制御モジュール２２５は、その地域内における配電スキーム
（ネットワークトポロジー）を修正して、発電及び配電を最適化する。風力発電施設２２
０における風力タービンのうちの1つが、地域制御モジュールが未知の種類である場合を
仮定する。発電されている間、その性質、特性及びその他の発電に関するデータが、地域
制御モジュールによって処理されない。本発明の一実施形態によれば、地域制御モジュー
ル２２５及び局所制御モジュール２１５は、複数の照会（inquiries）を新規の風力ター
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ビンに送信して、その風力タービンに関するデータが、分散型電力グリッドに組み込まれ
るようにする。同じデータを、オペレーターが手動で入力することにより取得してもよい
。データが取得されると、その情報は、全ての地域制御モジュールがアクセス可能なリポ
ジトリ（保存場所）にデータを格納する企業制御モジュール２７５によって共有される。
【００５３】
　従来の発電所における発電は、蒸気を発生させて１以上の蒸気駆動式のタービンを回転
させて、蒸気タービンが、発電機を駆動することにより発電される。その地域内で需要が
増加すると、需要を実現し、新規のエネルギー量を生成できるのは、限られた時間である
。この種の応答は、発電の種類のよって異なる。例えば、増加する需要が満たされた時点
から、ガスタービンによる発電が利用可能となるまでの時間は、２分程度である。これは
、制御インターフェースがガスタービンに発電を開始するよう命令を発行する時点から、
変電所において電力が実際に実現されるまでに掛かる時間が、５分程度又はそれ以外の時
間の長さであることを意味している。別の場合として、蒸気発電タービンが、その出力を
３０秒以内に増加させることができる場合、天然ガス往復エンジンを回転させることによ
り、出力を数秒で増加させることができ、フライホイールは、エネルギー生成に瞬時に貢
献することができる。発電システム各々の制御入力に対する反応性は、それぞれ異なる。
本発明の異なる階層内の制御アルゴリズムは、これらの異なる点を管理し、常に発電が動
的に電力需要を満たすようにする。本発明の別の実施形態は、発電に関する入力を制御す
る応答を標準化する。ＤＥＲの応答特性の知識は、所望の結果を生成するべく、コントロ
ーラが信頼性の高い適切な信号を発行することを可能にする。このようにすることにより
、ＤＥＲはそれぞれ、"プラグアンドプレイ"エネルギー生成デバイスの均等物となる。Ｄ
ＥＲはそれぞれ固有の特性を有するが、本発明の制御管理システムへのＤＥＲの接続は、
標準化されており、複数の異なる修理のＤＥＲの制御及び管理を可能にしている。性能特
性、動作境界及びその他のＤＥＲ及びグリッドの制約に関する情報は、様々な制御階層に
よって使用され、従来のＳＣＡＤＡベースのグリッド制御システムのように中央集中管理
者が決定することなく、局所又は地域におけるアクションが取られる。この特徴ある方法
により、本発明は、高度に拡張可能であり、状況変化に対する応答を高速化し、電力シス
テム内に地理的に拡散する発電、蓄電及び負荷管理の様々なアセットを統合することがで
きる。
【００５４】
　地域制御モジュール２２５と企業制御モジュール２７５との間の通信により、局所制御
モジュール２１５はそれぞれ、ＤＥＲの特性に関するデータを地域制御モジュール２２５
に提供する。特性としては、最大出力、最小出力、応答時間、及び、当業者にとって周知
のその他の特性が含まれてもよい。これらの特性を理解することにより、地域制御モジュ
ール２２５及び企業制御モジュール２７５は、グリッドの信頼性及び安全性を危険に晒す
ことなく、発電及び送電を管理することができる。
【００５５】
　地域制御モジュール２２５が電力需要の増加を認識する別の例を考える。その地域内で
関連付けられている局所制御モジュール２１５を介して、地域制御モジュール２２５は、
１以上の更なる発電設備に増加した需要を満たすように指示することができる。発電設備
の各々の制御応答を理解することにより、地域制御モジュールは、地域の動的な需要を満
たすべく、適切な時間に適切なシーケンスで命令を発行する。
【００５６】
　地域制御モジュール２２５は更に、地域内の発電能力及び送電グリッドの限界を認識し
ている。地域制御モジュール２２５は、発電側及び電力消費側に関するトポロジー及びそ
の配電能力を理解している。地域制御モジュール２２５の各々は、本発明の一実施形態で
は、広域ネットワーク２３０を介して企業制御モジュール２７５に通信可能に接続されて
いる。当業者であれば、広域エリアネットワークは、インターネット又は遠隔ロケーショ
ン間でデータを伝達するその他の手段であってもよいことは理解できる。本発明のその他
の実施形態において、ローカルエリアネットワーク又はインターネットを介して、企業制
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御モジュール２７５と地域制御モジュール２２５との間でデータの交換を行うことができ
る。
【００５７】
　本発明の一実施形態によれば、企業制御モジュール２７５は、分散型電力グリッドの管
理を助ける複数のアプリケーションを含む。これらのアプリケーションの中には、特に、
データ可視化２８０、スマートグリッド制御２８５及び環境シミュレーション２９０が含
まれる。スマートグリッド制御２８５は、フィーダ又はグリッド接続点における有効及び
無効電力潮流制御、電圧、及び、ボルトアンペア無効電力（ＶＡＲ）制御、風力発電及び
太陽光発電のような再生可能発電源からの発電量の変動を中和するべく様々なアセットを
利用した間欠性管理、及び、動作基準、コスト基準又は排出基準を満たすべく、発電、蓄
電又は制御可能な負荷を最適に発動する能力といった能力を含む。
【００５８】
　企業制御モジュール２７５は、複数の地域制御モジュール２２５と制御下にある発電設
備との間のやり取りを管理することができる。上記で述べたように、適用可能なアプリケ
ーションを使用する地域制御モジュール２２５の各々は、制御下にある電力消費者及び電
力生成者を動的に管理することができる。地域制御モジュール２２５によって管理される
特定の領域内の需要（有効電力又は無効電力）が増加又は減少すると、１以上のＤＥＲア
プリケーションが作動して、特定の領域内の発電を補償することができる。優先企業制御
モジュール２７５及び地域制御モジュール２２５が、この種の動的及び安定な制御を可能
とする。しかしながら、本発明では、１つの地域における電力消費需要が、その地域の発
電施設の能力を超える可能性があることを考慮している。本発明の１つの特徴は、ＤＥＲ
アプリケーションを利用する企業制御モジュール２７５が、更なる電力要求及び余剰電力
発電能力の管理及び制御を請け負う。基本的に、企業制御モジュールはシステムレベルの
調整を提供し、地域制御モジュールは地域の調整を提供し、局所制御モジュールはアセッ
トの高速制御を提供し、それにより、様々なタイムスケール及び様々な地理的条件にわた
って分散する多数のアセットを円滑に制御することができ、特定のシステム目標を達成す
ることができる。
【００５９】
　データ可視化ユニット２８０は、ユーザー又はＤＥＲアプリケーションに、分散型電力
グリッド全体にわたる電力需要及び発電能力の現在のステータスを提供する。任意の時点
で、ユーザーは、発電側が更なる電力を供給できる能力、又は、ある地域における具体的
な負荷を可視化することができる。さらに、データ可視化モジュール２８０は、ユーザー
に、送電に使用される経路の利用可能性を知らせてもよい。地域制御モジュール２２５に
対して発電量を増加させる命令を発行する前に、企業制御モジュール２７５は、提案され
た命令の効果をシミュレーションして、提案された変更下でのグリッドの安定性を試験す
ることができる。
【００６０】
　既存の地域制御モジュール２２５及びそのＤＥＲ設備からのリアルタイムデータを使用
したシミュレーションモデル２９０で、予測される負荷を満たすべくシミュレーションさ
れた一連の命令を起動することができる。分散型グリッドのトポロジー及び制御エリアの
影響内の要素の電気的性質を知ることにより、シミュレーションモデル２９０は、提案さ
れた命令が、安全性及び規制等の所定の制限内で、増加した負荷を満たすことができるか
否かを検証することができる。シミュレーションモデル２９０を使用して提案された命令
が有効であると判断されると、同じ命令がスマートグリッド制御モジュール２８５に供給
されて実行される。これは、自動動作で行われてもよいし、人間のオペレーターが仲介し
てもよい。このシミュレーションモデルは、システム内に配備される本発明の多階層分散
型電力グリッド制御システムの振る舞い及び影響を考慮している。シミュレーションで、
多階層分散型電力グリッド制御システムの振る舞いを考慮することができる点が、本発明
の特徴である。
【００６１】
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　図３Ａ及び図３Ｂには、本発明の一実施形態に係る電力システムへシミュレーションさ
れた（図３Ａ）及び実際の（図３Ｂ）制御方法を実装するプロセスフローを示した高次ブ
ロック図である。本発明の一実施形態において、データ可視化モジュール２８０は、ユー
ザーインターフェース３１５、データ取得管理モジュール３１０、及び、履歴データ分析
モジュール３０５を含む。これらのモジュールは、互いに関連して動作し、地域制御モジ
ュール２２５を介して分散型電力グリッドからのデータを収集・分析し、ユーザーインタ
ーフェース３１５を介してユーザーに、発電及び電力消費に関するステータスを含む送電
グリッドに関する情報を提示する。
【００６２】
　この情報を利用し、スマートグリッド制御モジュール２８５を使用して、分散型電力グ
リッド内の発電及び送電を管理するべく命令セットを発行することができる。スマートグ
リッド制御モジュール２８５内には、埋め込み電力システムシミュレーションエンジン３
２０、リアルタイム制御エンジン３２５及びリアルタイムインテリジェント制御インター
フェース３３５が存在する。図３Ａ及び図３Ｂに示すように、スマートグリッド制御モジ
ュール２８５は、環境シミュレーションモデル２９０の一部であるシミュレーションされ
た電力システム３４０と情報のやり取りを行う。当業者であれば、シミュレーションモデ
ル２９０は、分散型電力グリッドに関する様々なモデルを含むことができることが理解で
きる。この例に示すように、環境シミュレーションモジュール２９０は、シミュレーショ
ンされた電力システム３４０を含む。これ以外にも、環境ミュレーションモジュール２９
０は、送電グリッドトポロジー、ＤＥＲ特性、負荷のモデル、及び、分散型電力グリッド
の正確で動的な管理に重要なその他の特性に関するモデルを含むことができる。
【００６３】
　これらのモジュール（スマートグリッド制御モジュール２８５、リアルタイムインテリ
ジェント制御インターフェース、シミュレーションされた電力システム３４０、シミュレ
ーションモジュール２９０、埋め込み電力システムシミュレーションエンジン３２０及び
リアルタイム制御エンジン３２５）は、電力グリッドの管理及び制御するべく、本発明の
多階層分散型電力グリッド制御システムに統合される。
【００６４】
　図３に戻り、送電グリッドにおける需要の増加を地域制御モジュールから提供されるデ
ータによって認識したユーザー（自動モードで動作している場合には、企業制御モジュー
ルで実行されているアプリケーション）は、埋め込み電力システムシミュレーションエン
ジン３２０及びシミュレーションされた電力システム３４０を使用して、スマートグリッ
ド制御モジュール２８５を介して一連の命令を起動することができる。シミュレーション
された環境下で、リアルタイム制御及びインテリジェントインターフェース命令が開発及
び試験される。開発が終了すると、シミュレーションされた環境において命令が実行され
て、提案された解決方法が、分散型電力グリッドに課せられた安全性及び規制の制約を含
む所定の制限を超えているか又は満たしているかを確かめる。基本的には、本発明の多階
層分散型電力グリッド制御システムは、現在のグリッドトポロジー及びエネルギー生成施
設に関するリアルタイムの実際のデータ、及び、エネルギー消費に関するリアルタイムデ
ータをシミュレーションエンジンに提供して、シミュレーションエンジンは、増加した電
力需要を満たすべく、提案された解決方法の１以上のシミュレーションを実行する。
【００６５】
　環境シミュレーションモジュール２９０によって一連のシミュレーションが有効である
と判断されると、グリッドにおける変更がグリッドの安定性に悪影響を与えることを心配
することなく、グリッド制御ストラテジーを実際の電力システム３５０に適用することが
できる。これは、多階層分散型電力グリッド制御システム２８５及びデータ管理可視化モ
ジュール２８０をフィールドに設置し、シミュレーションされたグリッド及びアセット２
９０ではなく、物理的グリッド２０５及びデバイス３５０にこれらを接続することによっ
て達成される。実際の命令を実際の電力システム３５０に提供する間に、データ取得管理
モジュール３１０を介してデータが再度取得されて、発行された命令が所望の結果を生成
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しているかを検証する。シミュレーションにおいて多階層分散型電力グリッド制御システ
ム２８５の振る舞いを評価し、システムを（デバイスのアドレス等の僅かな変更と共に）
直接フィールドに配備するシステムの能力は、本発明の特徴の１つである。
【００６６】
　企業層２７５で動作する管理アプリケーションは、分散型電力グリッド内の様々な地域
の中で、発電量及び送電量を増加させる命令を１以上の地域制御モジュール２２５へと送
信開始できる。例えば、電力需要又は電力負荷の増加が起きている地域制御モジュール２
２５によって管理及び制御されている地域を考える。需要の増加は、例えば、非常に暑い
日で空調の利用が増えた、又は、地域内に位置する産業の集中により営業時間内に電力需
要の増加が見込まれる場合などに発生する。企業制御モジュール２７５と関連付けられて
いる及び通信を行う地域制御モジュール２２５は、ピーク負荷管理、需要応答又はその他
のＤＥＲ管理アプリケーションを使用して、この負荷の増加を予測及び認識することがで
きる。地域制御モジュール２２５は更に、地域内の発電施設が、需要を満たすのに十分な
電力を生成できない場合、又は、需要を満たすような電力を発電すると安全性及び規則の
制限を超えてしまうような場合を認識することができる。
【００６７】
　このような状況が発生したことを認識すると、地域制御モジュール２２５は、企業制御
モジュール２７５を介して更なる電力の要求を発行する。企業制御モジュール２７５と関
連付けられたアプリケーションは、残りの地域制御モジュール２２５に対して、余剰電力
生成能力についての問い合わせを発行する。その他の地域制御モジュール２２５は問い合
わせに対して、別の地域からの電力要求に応答して発電量を増加させる能力を有すること
を示す応答を行ってもよい。
【００６８】
　１つの領域が余剰電力容量を有し、別の領域が更なる電力を必要としていることを理解
し、分散型電力グリッドのトポロジーを知ることにより、企業制御モジュール２７５と関
連付けられているアプリケーションは、第１領域の発電量を増やし、余剰電力を第２領域
へと移動させる一連のシミュレーションされた制御を実行することができる。命令が有効
であると判断されると、命令がスマートグリッド制御モジュール２８５によって発行され
、対象の地域制御モジュール２２５の両方、すなわち、余剰電力容量を有する領域及び電
力を必要としている領域の領域制御モジュール２２５へと送信される。更に、送電アプリ
ケーションは、第１領域から第２領域へと電力を移送する分散型電力グリッド全体にわた
るスイッチを設定することができる。
【００６９】
　企業制御モジュール２７５と関連付けられている１以上のアプリケーションによって管
理される１つの領域からの電力要求及び別の領域からの余剰電力の応答は、動的プロセス
である。当業者であれば、特定の領域内の電力消費量は動的に変化し、任意の領域が発電
する能力も動的に変化することは理解できる。履歴データは、１以上の領域が経験する典
型的な負荷に関する見識、及び、別の領域が余剰電力を生成する能力に関する見識を提供
することができ、発電及び送電を、リアルタイムで動的に制御する必要がある。本発明の
多階層分散型電力グリッド制御システム内において、様々に異なる層によって様々な電力
管理機能が実行される。シミュレーションを利用して、どのような動作を行うべきかにつ
いての判断を行う予見能力が、全てのレベルにおいて存在する。これは、分散型コントロ
ーラの１機能であり、全ての判断が企業レベルにおいて行われる必要はない。また、数多
くのシミュレーションが地域コントローラレベルにおいて実行され、システムレベルのシ
ミュレーションは、企業レベルにおいて実行されてもよい。基本的には、リアルタイム制
御に必要なシミュレーションは、適切な制御層において自動的に実行され、様々な動作状
況下においてオペレーターに提示される選択肢を提供するシミュレーションは、企業レベ
ルで実行される。
【００７０】
　図４は、本発明の一実施形態に係る発電、トポロジー及びアセット管理のための分散型
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エネルギー資源ネットワークオペレーティングシステムの高次機能ブロック図である。分
散型エネルギー資源ネットワークオペレーティングシステム（Distributed Energy Resou
rce Network Operating System：ＤＥＲ－ＮＯＳ）４１０は、複数の管理アプリケーショ
ンと様々なエネルギー生成資源との間に介在する。本発明の一実施形態によれば、ＤＥＲ
－ＮＯＳは、ゲートウェイ又はインターフェース（局所制御モジュール）４４５を使用し
て様々な発電リソースと接続される。ゲートウェイ４４５は、製造者間で各デバイスが同
じ態様で動作することを確かにするべく、特定のデバイスについてシーケンス及び形式に
ついて正しい順序で命令を発行するインターフェースである。このゲートウェイ４４５は
また、多階層の分散型電力グリッド制御システムの最下層を実行する。この例において、
ＤＥＲ－ＮＯＳは、太陽電池セル４４０、従来の発電所４３０、混合燃料発電能力４２０
、再生可能発電資源４１５等のＤＥＲと、一貫性をもって接続する。また、記憶デバイス
又は負荷管理システムのような更なるアセットを管理することが可能である。ＤＥＲ－Ｎ
ＯＳは、様々なアプリケーションツールを使用して、発電、蓄電及びリソース消費を管理
及び制御する。
【００７１】
　本発明の一実施形態によれば、分散型エネルギー資源は、とりわけ、ピーク負荷管理４
６５、分散型発電アプリケーション４６０、要求応答アプリケーション４５５、及び、そ
の他のＤＥＲ－ＮＯＳ監視アプリケーション４５０を含むプリケーションモジュールを使
用して管理及び制御されてもよい。これらの管理及び制御ツールの各々は、エンジニアリ
ングワークステーションと接続されて、ユーザーがシステムを配置し、分散型電力グリッ
ド全体にわたる分散型エネルギー資源を理解及び管理するのを助ける。この管理及び制御
は、ＤＥＲ－ＮＯＳを介して達成される。当業者であれば、一実施形態において、エンジ
ニアリングワークステーション４７５が、図２を参照して説明したようなデータ仮想化モ
デル２８０とやり取りを行うことは理解できる。このエンジニアリングワークステーショ
ンは、システムをフィールド状態に合致するように設定することを可能にする。
【００７２】
　図４には更に、本明細書では、シミュレーションモジュール２９０と称されるモデリン
グシュミレーションモジュールを介した、エンジニアリングワークステーション４７５及
び監視アプリケーション４５０の間の相互作用が示されている。監視アプリケーションは
、シミュレーションモジュールにリアルタイムデータを提供し、シミュレーションモジュ
ールは、システムを設定及び調整するのに使用される。システムが、フィールドからのリ
アルタイムデータを利用して、シミュレーションを実行し、システムを総合的な態様で更
に調整できる能力は、従来技術とは異なる本発明の特徴である。
【００７３】
　ＤＥＲ－ＮＯＳは、様々な管理アプリケーション４６５、４６０、４５５、４５０及び
エネルギー生成資源４４０、４３０、４２０、４１５とやり取りを行って、電力管理４８
０、トポロジー管理４８５及びエネルギー資源アセット（ＤＥＲ）管理４９０を提供する
。本発明の一実施形態によれば、この管理は、３層のオペレーティングシステムが、一方
の側の管理アプリケーションと他方の側の分散型エネルギーリソースとの間のブリッジの
役割を果たすことにより達成される。本発明のＤＥＲ－ＮＯＳがない場合、管理及び制御
アプリケーションの各々は、データを取得する、各ＤＥＲと接続する、命令を送信する、
及び、様々なＤＥＲを有するアプリケーションをメッシュするその他の機能をどのように
実装するか等の命令をその都度カスタムで生成しなければならない。ＤＥＲ－ＮＯＳは、
利用する全ての電力管理アプリケーションに対する共通のプラットフォームである。例え
ば、本発明の一実施形態によれば、分散型発電アプリケーション４６０は、特定の種類の
蒸気発電の発電量を増加させるべく特定のどのコマンドを発行するべきかを知る必要がな
い。アプリケーションは、発電所が発電量を増加させる命令を単純に発行させればよく、
ＤＥＲ－ＮＯＳは命令を、蒸気発電所が認識可能な形式に変換する。また、ＤＥＲ－ＮＯ
Ｓは、ＤＥＲの"統合"及び"可視化"を実行する。これは、ユーザー又はアプリケーション
固有の基準に基づいて、様々なＤＥＲを動的にプールすることによって達成できる。プー
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ルにおけるＤＥＲの能力の合計、及び、プールで実行可能なオペレーションは、ＤＥＲ－
ＮＯＳによって計算される。この（従来の発電所に相当する能力を有する）"仮想的な"リ
ソースは、様々な管理アプリケーション４６５、４６０、４５５、４５０が利用可能とな
る。コンピュータのオペレーティングシステムが、メモリ、プロセッサの時間及び周辺機
器をアプリケーションに割り当てるのと同様に、利用可能性、適合性、プール及び／又は
アプリケーションへの割り当て、コンフリクトの解消、エラー対処、及び、その他のリソ
ース管理機能がＤＥＲ－ＮＯＳによって実行される。資源を管理する能力、及び、プール
において個々に利用可能にする能力、又は、様々な機能に対して資源を最適に利用するた
めのアプリケーションに対する仮想化された資源が、従来のシステムに対して本発明のシ
ステムが有する利点である。
【００７４】
　図５は、本発明に係る一実施形態のＤＥＲ－ＮＯＳの拡張図を示す分散型電力グリッド
を制御するための多階層アーキテクチャの高次ブロック図である。図５に示すように、Ｄ
ＥＲ－ＮＯＳは、局所制御モジュール５１０、地域制御モジュール５２０及び企業制御モ
ジュール５３０を有する多階層アプローチを含む。企業制御モジュール５３０は、複数の
地域制御モジュール５２０の各々と通信可能に接続され、地域制御モジュール５２０の各
々は、複数の局所制御モジュール５１０に通信可能に接続されている。ＤＥＲ－ＮＯＳは
、カスタムインターフェース５４５、５５５及び５６５を介して、外部のアプリケーショ
ンとやり取りを行う。このような接続を介して、ＤＥＲ－ＮＯＳは、既存のＤＥＲアセッ
ト、グリッド設備、ユーティリティＳＣＡＤＡシステム、及び、その他のアプリケーショ
ンとやり取りをして、データ及び制御命令を交換する能力を得る。このカスタムインター
フェースは、実装固有のインターフェースを、システム内で使用される共通言語へと変換
するアダプタの役割を果たす。
【００７５】
　ＤＥＲ－ＮＯＳ４１０は、図４で上記したように、様々な管理アプリケーション５８０
と接続される。複数の管理アプリケーション５８０の各々は、ＯＰＣサーバ５３１によっ
てＤＥＲ－ＮＯＳ４１０へと接続される。企業制御モジュール５３０及び地域制御モジュ
ール５２０の両方は、ＯＰＣクライアント／サーバ５３５を含み、ＤＥＲ－ＮＯＳ４１０
と複数の管理アプリケーション５８０との間の通信を補助する。当業者であれば、ＯＰＣ
の利用は、通信インターフェース実装の数多くの手段のうちの１つであることは理解でき
る。信頼性が高く高速な同様なその他のインターフェースを、本発明の範囲内において、
本発明と関連して利用可能である。この実施形態において、企業制御モジュール５３０は
、ＤＥＲ－ＮＯＳ内のアセットの各種類に対するオブジェクトモデルを使用する。オブジ
ェクトモデルは、ＤＥＲのような特定のアセットに対する入出力を規定するだけではなく
、アセットに対して発行される命令における変更の制御／システム応答も規定する。アセ
ットが同様な態様で命令に対して応答することを確かにすることにより、安定的及び反復
可能な制御アーキテクチャを維持する能力を企業制御モジュールに提供する。例えば、"
ＯＦＦ"命令に対して２つの発電機が異なる応答をした場合、制御を実装する複雑性は、
制御下に置くエリアが拡大すればするほど、及び、変化するアセットの数が多くなるほど
難しくなる。共通のオブジェクト情報モデルを使用して、共通の情報及び制御を提供する
ことにより、このようなジレンマを解決する。これらの共通のオブジェクトモデルは、共
通オブジェクトモデル規定に基づいて、局所制御モジュール５１０の各々において実装さ
れて、システム全体に伝播される。この方法は、製造者又はサイト固有のカスタマイズに
関わらず、フィールドにおける任意のアセットとシステムを接続可能にし、それを表す共
通のオブジェクトモデルを有することを確かにできる。サイト、アセット及び実装の具体
的な詳細から、共通オブジェクトモデルへのマッピングは、局所制御モジュール５１０に
よって実行される。
【００７６】
　企業制御モジュール５３０はまた、カスタムインターフェースを介して、既存の監視制
御及びデータ取得システム５４０へと接続される。これらのシステムを介して、及び、地
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域制御モジュール５２０からの更なるデータを使用して、制御ユニット５３０は、既存の
ＳＣＡＤＡシステム及びＤＥＲ－ＮＯＳ固有の制御モジュールを介して、データ点及びデ
バイスを監視及び制御する。
【００７７】
　本発明の一実施形態によれば、企業制御モジュール５３０は、ネットワークトポロジー
モジュール５３２、地域制御モジュール５２０及びエネルギー資源を管理する制御５３３
、動的設定変更ハンドラ５３５、地域制御モジュールインターフェースハンドラ５３６及
び入出力インターフェースマネージャ５３８を含む。地域制御モジュール５２０はそれぞ
れ、ネットワークトポロジーモジュール５３２、地域内のエネルギー資源を管理する制御
５３３、動的設定変更ハンドラ５３５、局所制御モジュールインターフェースハンドラ５
２５、及び、入出力インターフェースマネージャ５３８を含む。
【００７８】
　ローカル制御モジュール５１０はそれぞれ、アセットインターフェースハンドラ５１５
を使用して、エネルギー資源を管理する制御５３３を含む。ローカル制御モジュール５１
０はまた、ＯＰＣクライント５３４、動的設定変更ハンドラ５３５、及び、入出力インタ
ーフェースマネージャ５３８を含む。ローカル制御モジュール５１０は、（本明細書では
、分散型エネルギー資源又はＤＥＲとも称される）電力資源５６０、及び、カスタムイン
ターフェース５６５を介して測定システムと直接やり取りをする。地域制御モジュール５
２０は、そのカスタムインターフェース５５５を介して、フィールドシステム５５０及び
／又はサブシステムコントローラ／アプリケーションとやり取りを行う。ＤＥＲ－ＮＯＳ
４１０のこれら３層は、管理アプリケーション５８０と一緒に動作して、分散型電力グリ
ッドを管理及び制御する。
【００７９】
　当業者であれば理解できるように、ネットワークトポロジーを知ることは、分散型電力
グリッドを管理する重要な側面である。ネットワークトポロジーモジュール５３２は、制
御範囲／能力を向上させるべく、特定の制御に統合されるネットワークトポロジー解析問
い合わせをサポートする。ネットワークトポロジーは、電力システムの様々な要素（変圧
器、母線、ブレーカー、フィーダ等）と接続されるＤＥＲとの間の接続を表している。Ｄ
ＥＲ－ＮＯＳは、このサブシステムを利用して、グリッドの安定性を損なうリスクを最小
限にして、将来の制御が安全に実行可能であることを確かにする。これは、潮流計算及び
提案された動作に基づくシステムの将来の状態を予測する動的シミュレーションを実行し
、得られた状態が、安定性、信頼性又はネットワークの動作条件を冒していないかを評価
することにより達成される。ネットワークトポロジーモジュール５３２サブシステムはま
た、様々なデータ源から電気ネットワークの動的ステータス更新を受信することができる
。これにより、ネットワークトポロジーモジュールは、"現実の"システムの状態について
の最新の情報で更新されることが可能となり、入手可能な最新の情報で予測を行うことが
できる。
【００８０】
　企業制御モジュール５３０と関連付けられるネットワークトポロジーモジュール５３２
は、問い合わせを地域制御モジュール５２０に発行でき、その結果を待つ。地域制御モジ
ュール５２０は、自身のネットワークトポロジーモジュール５３２を使用して、企業制御
モジュール５３０からの問い合わせに対する結果を計算するアルゴリズムを制御する。こ
のようにして、企業制モジュール５３０は、ネットワーク全体そのものを分析する必要が
なく、分析を複数の地域制御モジュール５２０に分担させることができる。
【００８１】
　ローカル制御モジュール５１０と関連付けられている制御サブシステム５１７は、地域
制御モジュール５２０から供給された命令を、電力資源５６０に向けてデコードする。制
御サブシステム５３３は、対象とするアセットが、一貫性及び信頼性をもって応答するこ
とを確かにする。このオペレーションでは、システム内で使用されている共通オブジェク
トモデルベースの命令を、ＤＥＲ５６０を動作させるのに必要な、サイト、設備及び実装
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固有のコマンドへと変換する。
【００８２】
　入出力インターフェースマネージャ５３８は、企業制御モジュール５３０とＳＣＡＤＡ
システム及びその他の企業アプリケーションのような外部システムとの間のリモート通信
を扱うべく、インターフェース管理システムを提供する。地域制御モジュール５２０内で
は、入出力インターフェースマネージャ５３８は、フィールドデバイス、システム及びサ
ブシステム５５０とのリモート通信を扱い、外部のデバイス（分散型エネルギー資源、メ
ーター等）と情報及び制御信号を交換する能力を提供する。これらの入出力インターフェ
ースモジュール５３８、地域制御モジュールインターフェース５３６、局所制御モジュー
ルインターフェース５２５及びアセットインターフェースハンドラ５１５は、システムが
、外部データ点、デバイス及びシステムを、システム内で使用される共通オブジェクトモ
デルへとマッピングして、各サブシステム内で使用されるデータ間の一貫性及び信頼性を
確保する。
【００８３】
　フィールドシステム又はサブシステムコントローラ及びアプリケーション５５０は、Ｄ
ＥＲ－ＮＯＳ外部の任意のシステムであってもよく、その場合、地域制御モジュール５２
０は、データ及び制御信号を交換する必要がある。例として、変電所におけるスイッチ（
ブレーカー）が挙げられる。
【００８４】
　各モジュールに設けられる動的設定変更ハンドラ５３５は、ユーティリティＳＣＡＤＡ
のような別のシステムからのフィールド信号、情報、又は、ユーザー入力及びネットワー
ク（ネットワークトポロジー）の設定における変更に対する応答、アセットの利用可能性
、又は、システムの適切な部分に行われる内部変更による通信システム変更を受け取るエ
ンジンである。上記したようにＤＥＲ－ＮＯＳは、分散型コントローラであるから、動的
設定ハンドラ５３５は、リアルタイム変更情報が適切にシステム全体を伝播することを確
かにし（システムのシャットダウン及び再スタートを行うことなく）、様々な資源（ＤＥ
Ｒ及びグリッドアセット）が動的にオペレーションの新規のモードになることを確かにす
るエンジンである。
【００８５】
　典型的には、局所制御モジュール５１０は、シングルデバイスと、又は、１つのサイト
において、直接接続される複数のデバイスの小さなグループとのみ、やり取りを行う。し
たがって、地理的に分散している複数のデバイス／サイトに渡って設定の変更を扱うよう
な高度な動的設定マネージャ５３５は必要ない。局所制御モジュール５３３における制御
は、局所制御モジュール５１０が接続されるデバイスに必要とされる設定変更を管理する
能力を有する。
【００８６】
　図６は、本発明の一実施形態に係る局所制御モジュールの論理的オペレーションを示し
たフローチャートである。層間で通信が行えなくなった場合又は別のサブシステムの不良
が起きた場合に、各制御モジュールが、その他のシステムがオンラインに戻るまで、又は
、シャットダウンシーケンスのような所定のプログラムされたシーケンスがトリガされる
まで、フェイルセーフモードで動作を継続できるように、ＤＥＲ－ＮＯＳ４１０アーキテ
クチャの各層は、別の層とは独立して動作する。
【００８７】
　局所制御モジュールは、前のシステム状態６１０に基づいて、オペレーションを実行す
ることにより動作する。その状態から、局所制御モジュールは、接続されているＤＥＲ各
々のステータス、局所グリッド状態、及び、システムにおけるその他の局所制約を更新６
２０する。次いで、更新リクエストが、局所制御モジュールから地域制御モジュールへと
送信６５０される。更新が受信された後、局所制御モジュールは、次の動作及び／又は地
域制御モジュール６７０へと送信するべき応答を決定する。この時点から、局所制御モジ
ュールは、１以上の動作を実行６８０し、これらの動作に関して地域制御モジュールを更
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新する。
【００８８】
　図７は、地域制御モジュールのオペレーションロジックを示したフローチャートである
。局所制御モジュールの場合と同様に、地域制御モジュールは、前のシステム状態７１０
に基づいて動作を実行する。地域制御モジュールは、接続されている局所制御モジュール
７２０それぞれから情報を受信し、局所制御モジュール７２０の状態及びＳＣＡＤＡ及び
／又はサブシステムコントローラからのネットワークステータスを更新する。管轄地域内
のグリッド測定値及び監視イベントもまた、更新される。監視下の局所制御モジュールの
ステータスの知識を用いることにより、地域制御モジュール要求７４０は、地域制御モジ
ュールが満たすべき目標を含む、企業制御モジュールからの更新を行う。
【００８９】
　その後、地域制御モジュールは、これらの目標を満たすべく、次のコースの動作７６０
を決定する。このように、地域制御モジュールは、局所シミュレーション及び局所インテ
リジェントアルゴリズムを使用して、提案されるアクション各々の結果を評価７７０する
。動作又は警告の最終的なセットが決定されるまでは、別のアクションについても考慮７
８０してもよい。最後に、地域制御モジュールは、決定された動作のセットを実行７９０
して、応答を企業制御モジュールに送信し、これらの動作及びコマンドを適用可能な局所
制御モジュールに知らせる。
【００９０】
　図８は、本発明の一実施形態に係る企業制御モジュールの論理的オペレーションを示す
フローチャートである。企業制御モジュールは、システム８１０の前の状態に基づいて動
作を実行する。全体を管轄するエンティティとして、企業制御モジュールは、接続される
地域制御モジュール、企業アプリケーション、及び、やり取りを行うその他の企業アセッ
トのステータスを更新８２０する。また、システムステータス更新が、ユーザー（人間）
インターフェースシステムを更新するのに使用される表示サブシステムへと送信８５０さ
れる。同様に、ユーザーインターフェースを使用して、供給される場合にはユーザー入力
を受信することができる。
【００９１】
　そして、企業制御モジュールは、グローバルシミュレーション及びインテリジェントア
ルゴリズムを実行することにより、様々なアクションの結果を評価して、次にどの動作を
とるべきかを決定８７０する。最終的に許容される動作又は警告のセットが決定されるま
では、代替案の動作も考慮８８０される。動作が決定されると、企業制御モジュールは、
これらの動作を実行８９０して、接続される地域制御モジュールへ応答及び命令、及び、
新たな命令を送信する。
【００９２】
　図９は、本発明に係る分散型電力グリッドにおける送電及び発電を管理するための方法
の一実施形態を示したフローチャートである。当業者であれば理解できるように、ネット
ワークオペレーティングシステムを利用した分散型エネルギー資源の制御及び管理は、特
に、エネルギー生成の割り当て、ネットワークトポロジーの修正、蓄電エネルギーの割り
当て、負荷管理、シミュレーションを含むことができる。図９は、分散型電力グリッドに
おける電力資源の再割り当ての一方法の例が示されている。当業者であれば、この方法の
例は、ＤＥＲ－ＮＯＳを介した、様々なＤＥＲ管理アプリケーションとエネルギー源との
間のやり取りを表しており、ＤＥＲ－ＮＯＳの能力又は範囲に限定されないことが理解で
きる。
【００９３】
　本発明の一実施形態によれば、企業制御モジュールを介して動作する管理アプリケーシ
ョンは、予測された発電及び電力消費９１０に基づいて、予測電力システム分析を実行す
る。電力システム分析が実行されると、実際の発電及び電力消費が、各地域制御モジュー
ル９２０内で監視される。加えて、ネットワークトポロジー及びネットワーク接続性が分
析９３０される。
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【００９４】
　企業制御モジュールにおいて、更なる電力に対する要求が受信９４０されると、企業制
御モジュールの要求応答アプリケーションが、余剰電力発電能力を有する１以上の地域を
特定９５０する。その後、管理アプリケーションは、受信された要求を満たすべく、発電
資源の再割り当て提案、及び、ネットワーク接続性修正を決定９６０する。
【００９５】
　発電資源の再割り当て提案のシミュレーションが、分散型グリッドにおける接続変更の
シミュレーションと共に開始９７０される。シミュレーションの結果が所定の制約を満た
す場合、制御アプリケーションは、提案された電力再割り当て９８０になるように一連の
命令を構築する。
【００９６】
　発電資源の再割り当て提案が有効であると判断されると、管理アプリケーション及び制
御アプリケーションは、企業制御モジュール介して、命令９９０を直接、適用可能な地域
制御モジュールへと送信する。再割り当て命令を受信すると、地域制御モジュールは、適
用可能な地域内の発電施設に対して発電命令を発行する、及び／又は、ネットワークトポ
ロジーを修正して、その他の地域の負荷要求を満足するべく余剰電力を分配する。
【００９７】
　本発明の実施形態は、複数の発電資源を有する分散型電力グリッドを動的に管理及び制
御することができる。多階層のネットワークオペレーティングシステムと関連して動作す
る地域制御モジュールを使用して、分散型電力グリッド内の複数の地域セルは自立的に管
理される。地域制御モジュールの各々は、分散電力グリッドを監視する様々な管理及び制
御アプリケーションと接続される企業制御モジュールに接続可能に結合される。また、地
域制御モジュールの各々は、地域内の発電資源と直接接続される複数の局所制御モジュー
ルと関連付けられて、ＤＥＲインターフェースを標準化する。発電及び電力消費は、継続
して監視及び分析される。本発明の一実施形態において、地域の電力消費がその地域の発
電容量を超えると判断されると、企業制御モジュールを介して動作する管理アプリケーシ
ョンが、グリッド全体にわたって、動的に発電資源を再割り当てする。発電及び送電の再
割り当ては、継続して監視及び調整が行われて、グリッドが安定し、信頼性高く安全な状
態を維持するようにする。
【００９８】
　本発明が電力グリッド管理に関して説明されたが、本発明は、商業施設、学校の構内、
又は、部屋、建物、再生可能電力資源、負荷管理システム、電気自動車等の間を送電する
送電線が存在するその他の場所における分散型電力管理にも適用可能である。特に、大型
の商業施設、軍事基地、遠隔地にある送電線網を使用しない村等にも適用可能である。本
発明は、施設又は遠隔地に静的に形成されたマイクログリッドではなく、分散型電力シス
テムを動的に構成及び管理する。
【００９９】
　本発明の望ましい実施形態の概略を以下に説明する。
　一実施形態において、複数の電力消費施設と接続された複数の分散型エネルギー資源（
ＤＥＲ）を含む送電及び配電グリッドのための分散型制御システムは、送電／配電電力グ
リッド及び／又はその他の企業アプリケーションのための既存の監視制御及びデータ取得
システムと通信可能に接続された企業制御モジュールと、それぞれが個別に複数のＤＥＲ
のうちの１つと関連付けられている複数の局所制御モジュールと、企業制御モジュールと
複数の局所制御モジュールの一部との間にそれぞれ介在する複素の地域制御モジュールと
を備え、地域制御モジュールは、地域内の電力管理及び／又は隣接する地域との電力交換
を実行する。
【０１００】
　別個に存在する又は組み合わせられてもよく、適切である場合には、含まれてもよいそ
の他の望ましい特徴を以下に列挙する。
　企業制御モジュールは、通信ネットワークと接続可能に結合することができる。
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　地域制御モジュールを、企業制御モジュールと別の地域制御モジュールとの間に介在さ
せて、分散システムを構成することができる。
　複数のＤＥＲは、エネルギー生成、蓄積及び需要／負荷管理から構成される一群から選
択することができる。
　送電及び配電電力グリッドＤＥＲは、グリッド及び設備保護、電圧調整、電力潮流制御
、コンデンサバンク及び変圧器からなる一群から選択することができる。
　企業制御モジュールは、複数の地域制御モジュール間の需要、及び、隣接する電力グリ
ッド又は電力システムとの電力交換を管理することができる。
　複数の地域制御モジュール間の需要を管理することは、第２地域における需要の変化に
応答して、第１地域における発電を変化させるべく、地域制御モジュールに対する命令を
開始することを含んでもよい。
　複数の地域制御モジュール間の需要を管理することは、地域制御モジュールと関連付け
られた局所制御モジュール及び地域制御モジュールを再規定することを含んでもよい。
　企業制御モジュールは、複数の局所制御モジュール及び／又は地域制御モジュールに対
して、選択的にブロードキャスト制御命令を発行することができる。
　分散型制御システムは、通信障害が発生した場合には、自立オペレーション方式に切り
替え、通信が復旧した場合には、データを同期し、命令方式に戻ることができる。
　分散型制御システムは更に、局所制御モジュールとそれに関連付けられたＤＥＲとの間
に介在するデバイスインターフェースを備えることができる。
　デバイスインターフェースは、関連付けられたＤＥＲが理解できるように、標準化され
た局所制御モジュール命令を変換することができ、また、局所制御モジュールが理解でき
る標準化されたメッセージへとＤＥＲ応答を変換することができる。
　局所制御モジュールは、結合されたＤＥＲそれぞれに関するデータを収集することがで
きる。結合されたＤＥＲそれぞれに関するデータは、ＤＥＲの静的、動的、又は、制御の
応答特性を含んでもよい。
　局所制御モジュールは、ＤＥＲと地域制御モジュールとの間の命令及び／又は応答メッ
セージを標準化することができる。発電管理は、地域内の発電、負荷及び蓄電、及び／又
は隣接する地域との電力交換に基づいてもよい。
　各地域内における地域制御モジュールによる発電管理は、自立的に行われてもよい。
　地域制御モジュールの各々は、企業制御モジュールから発電命令を受信することができ
る及び応答することができる。
　地域制御モジュールは、制御命令をＤＥＲに発行する前に、企業制御モジュールから受
信された発電命令が、地域制御モジュールと関連付けられている地域内のＤＥＲ及び送電
／配電電力グリッドの所定の制限内であるかを検証することができる。
　発電命令は、動的に検証されてもよく、また、所定のシステム制限内に実際の発電量を
維持するように先制的に修正されてもよい。
　企業制御モジュール、複数の地域制御モジュールの各々及び複数の局所制御モジュール
の各々は、ユーザーインターフェースを介して認証されたユーザーから発行された命令を
受信及び命令に応答することができる。
　分散型制御システムは更に、様々なシステム状態に対するシステム応答及びオペレーシ
ョンを予測することができるモデリングモジュールを備えてもよい。
　モデリングモジュールは、複数のＤＥＲのオペレーションを割り当て、特定の電力潮流
目標を満足するべく、モデル化された制御のセットを構築することができる。モデリング
モジュールによって開発されたモデル化された制御のセットを、直接システムに適用する
ことができる。
【０１０１】
　別の実施形態では、分散型制御システムは、コンピュータのような機械によって実行さ
れる命令のプログラムとして実装される。このような実施形態においては、命令のプログ
ラムは、送電／配電電力グリッドを管理するための複数のプログラムコードを備え、送電
／配電電力グリッドは、複数の電力消費者に結合された複数の分散型エネルギー資源（Ｄ
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ＥＲ）を含む。この命令のプログラムは、送電／配電電力グリッド内の電力潮流を企業制
御モジュールにおいて管理するためのプログラムコードと、各地域制御モジュールは、複
数のＤＥＲのうちの一部と関連付けられた地域と関連付けられ、企業制御モジュールから
複数の電力要求のうちの１以上を地域制御モジュールで受信するためのプログラムコード
と、関連付けられた領域内の複数の地域制御モジュール各々においてＤＥＲを管理するた
めのプログラムコードとを含む。
【０１０２】
　上記の分散型制御システムは、以下に列挙するような望ましい特徴を個別に又は組み合
わせて含んでもよい。
　企業制御モジュールにおいて、複数の地域制御モジュール及び／又はシステムユーザー
のうちの少なくとも１つからの地域電力潮流要求を受信することができる。
　複数の地域制御モジュール及び／又はシステムユーザーのうちの少なくとも１つから受
信された地域電力潮流要求に応答して、企業制御モジュールにより地域電力潮流命令が発
行されてもよい。
　複数の局所制御モジュール及び／又はシステムユーザーのうちの少なくとも１つからの
局所電力潮流要求を、複数の地域制御モジュールのうちの少なくとも１つにおいて受信す
ることができる。
　複数の局所制御モジュール及び／又はシステムユーザーのうちの少なくとも１つから受
信した局所電力潮流要求に応答して、地域制御モジュールは局所電力潮流命令を発行する
ことができる。
　ＤＥＲを管理するプログラムコードは、局所制御モジュールを介してＤＥＲに対して発
行された標準化された制御命令に対するプログラムコードを含むことができる。
　命令のプログラムは更に、各ＤＥＲに関するデータを収集するためのプログラムコード
を含んでもよい。
　命令のプログラムは更に、第２地域における需要の変化に応答して、第１地域における
電力潮流を変化させるべく、１以上の地域制御モジュールに対する命令を開始するための
プログラムコードを含んでもよい。
　命令のプログラムは更に、ユーザーが起動した要求に応答して、地域における電力潮流
を変化させるべく、１以上の地域制御モジュールに対する命令を開始するためのプログラ
ムコードを含んでもよい。
　命令のプログラムは更に、ユーザーが起動した要求に応答して又は自動的に、地域制御
モジュール各々と関連付けられたＤＥＲを再規定するためのプログラムコードを含んでも
よい。
　命令のプログラムは更に、予測された又は導出された電力潮流に基づいて、ＤＥＲの静
的及び／又は動的オペレーションを決定するためのプログラムコードを含んでもよい。
　命令のプログラムは更に、送電／配電電力グリッド既存の接続性及び状態のリアルタイ
ム分析のためのプログラムコードを含んでもよい。
　命令のプログラムは更に、送電／配電電力グリッドとは分離された地域の電力を自立的
に運営するプログラムコードを含んでもよい。
　命令のプログラムは更に、自立的に運営される地域のオペレーションを、送電／配電電
力グリッドへと再び組みこむ及び同期させるべく、ＤＥＲを動的に管理するプログラムコ
ードを含んでもよい。
　命令のプログラムは更に、企業制御モジュール、複数の地域制御モジュール、複数の局
所制御モジュール及び複数のＤＥＲ間の接続経路を修正するためのプログラムコードを含
んでもよい。
【０１０３】
　本発明の別の実施形態は、複数の分散型エネルギー資源（ＤＥＲ）を含む送電／配電電
力グリッドを管理するためのコンピュータシステムを特徴とする。この実施形態において
、コンピュータシステムは、ソフトウェアとして具現化される命令を実行可能であり、送
電／配電電力グリッドの既存の監視制御及びデータ取得システムと接続可能な機械を備え
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ることができる。システムはまた、複数のソフトウェア部分を備えることができ、複数の
ソフトウェア部分の１つは、企業制御モジュールにおいて、送電／配電電力グリッド内の
電力潮流を管理するよう構成され、別のソフトウェア部分は、複数の地域制御モジュール
の１以上において、企業制御ユニットからの電力要求を受信するよう構成され、地域制御
モジュールは、複数のＤＥＲの一部と関連付けられる地域と関連付けられる。更に、別の
ソフトウェア部分は、複数の地域制御モジュールの１以上において、複数の地域制御モジ
ュールのうちの１つを介して１以上の地域制御モジュールの関連付けられた地域内におけ
る１以上のＤＥＲに対して命令を発行するように構成されてもよい。
【０１０４】
　この実施形態の以下に列挙するその他の特徴を、別個に又は組み合わせて実装すること
ができる。
　第２地域からの潮流要求に応答して、第１地域における電力潮流を修正するべく１以上
の地域制御モジュールに対して、企業制御モジュールから命令を起動するよう設定された
ソフトウェア部分。
　様々なシステム状態に対するシステム応答及びオペレーションを予測するように構成さ
れたソフトウェア部分。
【０１０５】
　当業者であれば理解できるように、本発明の複数の部分は、メインフレームコンピュー
タ、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ラップトップコンピュータ、ネットブックコンピ
ュータ、ハンドヘルドコンピュータ又はポケットコンピュータ及び／又はサーバーコンピ
ュータのような典型的なコンピュータシステム又は汎用コンピュータシステムに実装する
ことができる。典型的なシステムとしては、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リード
オンリーメモリ（ＲＯＭ）、キーボード、プリンタ、ポインティングデバイス、表示装置
に接続されたディスプレイ又はビデオアダプタ、取り外し可能（マス）ストレージデバイ
ス（例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、
ＤＶＤ等）、固定（マス）ストレージデバイス（例えば、ハードディスク）、通信（ＣＯ
ＭＭ）ポート又はインターフェース、及び、ネットワークインターフェースカード（ＮＩ
Ｃ）又はコントローラ（例えば、イーサーネット）に接続された中央演算処理装置（ＣＰ
Ｕ）又はプロセッサを含む。別個に図示されていないが、リアルタイムシステムクロック
がシステム内に一般的な態様で含まれている。
【０１０６】
　ＣＰＵは、本発明を実装するのに好適なプロセッサを含む。ＣＰＵは、双方向システム
バス（任意の必要な入出力（Ｉ／Ｏ）制御回路及びその他のグルーロジックを含む）を介
してシステムのその他の構成要素と通信を行う。システムメモリをアドレス指定するアド
レス線を含むバスは、様々な構成要素間のデータ転送を提供する。ＲＡＭは、ＣＰＵの動
作メモリとして機能する。ＲＯＭは、ＢＩＯＳ（basic input/output system code）及び
低レベルルーチンのセットをＲＯＭに格納し、アプリケーションプログラム及びオペレー
ティングシステムはこれらを利用して、キーボードからの文字の読み出し、プリンタへの
文字の出力等を含むハードウェアとのやり取りを行うことができる。
【０１０７】
　マスストレージデバイスは、磁気、光学又は光磁気記憶システム、フラッシュメモリ、
又は、その他の好適なマスストレージ技術のような固定媒体及び取り外し可能媒体に、固
定記憶装置を提供する。マスストレージは、ネットワーク上で共有されてもよいし、専用
のマスストレージであってもよい。一般的に、固定記憶装置は、オペレーティングシステ
ム、ユーザーアプリケーションプログラム、ドライバ及びその他のサポートファイル、並
びに、あらゆる種類のデータファイルを含むコンピュータシステムのオペレーションに指
示を出すコード及びデータを格納する。また、固定記憶装置は、システムのメインハード
ディスクとして機能する。
【０１０８】
　基本的なオペレーションでは、（上記で記載した本発明の方法を実装するロジックを含
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む）プログラムロジックは、取り外し可能記憶装置又は固定記憶装置から、ＣＰＵによっ
て実行されるメイン（ＲＡＭ）メモリへと読み込まれる。プログラムロジックのオペレー
ションの間、システムは、キーボード及びポインティングデバイスからの入力、及び、音
声認識システム（図示せず）からの音声ベースの入力を受け付ける。キーボードは、アプ
リケーションプログラムの選択、キーボードベースの入力又はデータのエントリ、スクリ
ーン又は表示装置に表示される個々のデータオブジェクトの選択及び操作を可能とする。
同様に、マウス、トラックボール、ペンデバイス等のポインティングデバイスは、表示装
置に表示されるオブジェクトの選択及び操作を可能にする。このように、これら入力デバ
イスは、システムで実行される任意のプロセスに対するユーザーの手動の入力をサポート
する。
【０１０９】
　コンピュータシステムは、表示装置上に、テキスト及び／又はグラフィック画像及びそ
の他のデータを表示させる。ディスプレイとシステムバスとの間に介在するビデオアダプ
タは、表示装置を駆動する。ＣＰＵにアクセス可能なビデオメモリを含むビデオアダプタ
は、ビデオメモリに格納される画素データを、陰極線管（ＣＲＴ）ラスタ又は液晶表示（
ＬＣＤ）モニタが使用するのに好適なラスタ信号に変換する。表示された情報又はシステ
ム内のその他の情報のハードコピーは、プリンタ又はその他の出力デバイスから取得され
てもよい。
【０１１０】
　システム自体は、ネットワーク（例えば、イーサーネットワーク、ブルートゥース無線
ネットワーク等）に接続されたＮＩＣを介して、その他のデバイス（例えば、その他のコ
ンピュータ）と通信を行う。システムはまた、ＲＳ－２３２シリアルポート、ユニバーサ
ルシリアルバス（ＵＳＢ）インターフェース等を含んでもよいＣＯＭＭインターフェース
を介して、一時的に接続されるローカルデバイス（例えば、シリアルケーブルで接続され
るデバイス）と通信を行ってもよい。インターフェースとローカルに共通して接続される
デバイスとしては、ラップトップコンピュータ、ハンドヘルドオーガナイザー、デジタル
カメラ等が含まれる。
【０１１１】
　上記したように、本発明は、ローカルエリアネットワーク又は広域ネットワーク等のネ
ットワーク設定に配備することができる。このようなネットワークはまた、（データリポ
ジトリ又はその他のメモリソースにアクセスする）ゲートウェイコンピュータ又はアプリ
ケーションサーバのようなメインフレームコンピュータ又はサーバを含んでもよい。ゲー
トウェイコンピュータは、各ネットワークへのエントリ点として機能する。ゲートウェイ
は、通信リンクの手段により、別のネットワークと結合されてもよい。更に、ゲートウェ
イコンピュータは、１以上のデバイスと間接的に結合されていてもよい。ゲートウェイコ
ンピュータはまた、（データリポジトリのような）記憶デバイスと結合されていてもよい
。ゲートウェイコンピュータは、様々なアーキテクチャを利用して実装されてもよい。
【０１１２】
　当業者であれば、ゲートウェイコンピュータは、ネットワークから地理的に遠く離れた
場所に位置してもよく、また、デバイスもネットワークから遠く離れた場所に位置しても
よいことは理解できる。例えば、ネットワークはカリフォルニアに位置し、ゲートウェイ
はテキサスに位置し、１以上のデバイスがニューヨークに位置してもよい。デバイスは、
携帯電話、無線周波数ネットワーク、衛星ネットワーク等の数多くの代替接続媒体上で、
ＴＣＰ／ＩＰのようなネットワークプロトコルを使用して無線ネットワークと接続されて
もよい。無線ネットワークは、望ましくは、ＩＰ上のＴＣＰ又はＵＤＰ（ユーザーデータ
グラムプロトコル）、Ｘ．２５、フレーム中継、ＩＳＤＮ（Integrated Services Digita
l Network）、ＰＳＴＮ（Public Switched Telephone Network）等のネットワーク接続を
使用して、ゲートウェイと接続される。デバイスは、これに替えて、デジタル接続を利用
してゲートウェイと直接接続されてもよい。また、無線ネットワークは、同様な態様で、
１以上のその他のネットワーク（図示せず）に接続されてもよい。
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【０１１３】
　好ましい実施形態では、本発明の複数の部分を、ソフトウェアに実装することができる
。本発明を具現化するソフトウェアプログラムコードは、典型的には、ハードドライブの
ような、ある種類の長期記憶媒体からマイクロプロセッサによってアクセスされる。ソフ
トウェアプログラムコードは、ハードドライブ又はＣＤ－ＲＯＭのようなデータ処理シス
テムと共に、利用可能なあらゆる種類の周知の媒体に具現化されてもよい。コードは、こ
のような媒体上で配布される、又は、その他のシステムによって使用されるべく、ある種
のネットワーク上で１つのコンピュータシステムのメモリ又は記憶装置から、その他のコ
ンピュータシステムへと配布されてもよい。これに替えて、プログラミングコードはメモ
リに具現化されてもよく、バスを使用して、マイクロプロセッサによってアクセスされる
。ソフトウェアプログラムコードをメモリ又は物理的媒体上に具現化する、及び／又は、
ソフトウェアコードをネットワークを介して配布する方法及び技術は、周知であり、ここ
では説明しない。本発明の実装は、ウェブ環境において事項することができ、ソフトウェ
アインストールパッケージが、ハイパーテキストトランスファープロトコル（ＨＴＴＰ）
のようなプロトコルを使用して、ウェブサーバから、インターネットを介して接続されて
いる１以上の対象のコンピュータへとダウンロードされる。これに替えて、本発明の実装
は、その他の非ウェブネットワーク環境において（インターネット、企業のイントラネッ
ト又はエクストラネット、又は、その他のネットワークを使用して）実行されてもよく、
遠隔メソッド呼び出し（ＲＭＩ）、ＯＰＣ又は共通オブジェクト・リクエスト・ブローカ
ー・アーキテクチャ（ＣＯＲＢＡ）のような技術を使用してインストールするべくソフト
ウェアパッケージが配布される。環境の設定は、クライアント／サーバーネットワーク及
び多層環境を含む。また、上記したように、本発明は、ネットワーク接続によるのではな
く、局所的に利用可能な設置媒体からソフトウェアパッケージをインストールすることを
望む設置者による環境のように、スタンドアローン環境において利用されてもよい。更に
、特定の設備のクライアント及びサーバの両方が、同一の物理的装置に存在する場合には
、ネットワーク接続が必要なくなる。したがって、問い合わせが行われる対象のシステム
は、本発明の実装が実装される局所デバイスであってもよい。本発明を使用してインスト
ールを行うべくソフトウェアパッケージを準備するソフトウェアソフトウェア開発者又は
ソフトウェアインストール実行者は、ネットワークに接続されたワークステーション、ス
タンドアローンワークステーション、又は、その他の同様なコンピュータデバイスを使用
してもよい。これらの環境及び設定は、当技術分野において周知である。
【０１１４】
　当技術分野に精通している者であれば、本発明の幾つかの部分は、本発明の精神又は主
要な特徴の範囲内において、その他の特定の形式に具現化可能であることが理解できる。
同様に、モジュール、マネージャ、機能、システム、エンジン、層、特徴、属性、方法及
びその他の側面の具体的な名称及び区分は、必須又は意味のあるものではなく、本発明又
はその特徴を実装する機械は、異なる名称、区分及び／又は形式を有していてもよい。ま
た、当業者であれば理解できるように、本発明のモジュール、マネージャ、機能、システ
ム、エンジン、層、特徴、属性、方法及びその他の側面は、ソフトウェア、ハードウェア
、ファームウェア又はこれらの任意の組み合わせとして実装可能である。無論、本発明の
構成要素又は部分が、ソフトウェアとして実装される場合、構成要素は、スクリプト、ス
タンドアローンプログラム、大きなプログラムの一部、複数の個別のスクリプト及び／又
はプログラム、静的又は動的にリンクされたライブラリ、カーネル読み込み可能モジュー
ル、デバイスドライバ、及び／又は、コンピュータプログラミングの分野の当業者に周知
の又は将来周知となるその他の手段として実装することが可能である。更に、本発明は、
特定のプログラミング言語、又は、特定のオペレーションシステム又は環境への実装に限
定されない。したがって、本発明の開示は、例示することを意図しており、添付の特許請
求の範囲に記載される本発明の範囲を限定することを意図していない。本発明の原理が、
送電グリッドと関連付けて説明されたが、上記の説明は、一例に過ぎず、本発明の範囲を
限定するものではない。特に、上記の開示の教示するところは、その他の変形例について
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も当業者に示唆していることが理解される。このような変形例は、本質的に周知のその他
の特徴であって、上記で説明した特徴の替わりに又はこれに加えて使用されてもよいその
他の特徴を伴ってもよい。本願では、特定の特徴の組み合わせによって特許請求の範囲が
構成されているが、本開示の範囲は、新規の特徴、又は、黙示的又は明示的に開示されて
いる特徴の新規の組み合わせ、又は、当業者に自明のそれらの一般化又は改良も含み、こ
のような改良が特許請求されている同じ発明に関係するか否か、及び、本発明が直面する
同じ技術的な問題の一部又は全てを解決するか否かに関わらず、改良が本発明の範囲に含
まれる。出願人は、本願の審査の間及び派生する出願において、このような特徴及び／又
はこのような特徴の組み合わせにより新規の請求項を構成する権利を有する。
　［項目１］
　機械によって実行可能な命令のプログラムを具現化するコンピュータ可読記憶媒体であ
って、
　上記命令のプログラムは、
　複数の電力消費施設に接続された複数の分散型エネルギー資源（ＤＥＲ）を含む送電／
配電電力グリッドを管理するための複数のプログラムコードと、
　上記送電／配電電力グリッド内の電力潮流を企業制御モジュールにおいて管理するため
のプログラムコードと、
　複数のＤＥＲのうちの一部と関連付けられた１地域とそれぞれ関連付けられる複数の地
域制御モジュールのうちの１以上で、上記企業制御モジュールからの電力要求を受信する
ためのプログラムコードと、
　上記複数の地域制御モジュール各々において、関連付けられた地域内の上記複数のＤＥ
Ｒを管理するためのプログラムコードと
　を有するコンピュータ可読記憶媒体。
　［項目２］
　上記企業制御モジュールにおいて、上記複数の地域制御モジュール及び複数のシステム
ユーザーの少なくとも一方のうちの少なくとも１つからの地域電力潮流要求が受信される
項目１に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［項目３］
　上記複数の地域制御モジュール及び上記複数のシステムユーザーの少なくとも一方のう
ちの上記少なくとも１つから受信された地域電力潮流要求に応答して、上記企業制御モジ
ュールにより地域電力潮流命令が発行される項目２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［項目４］
　複数の局所制御モジュール及び複数のシステムユーザーの少なくとも一方のうちの少な
くとも１つからの局所電力潮流要求が、上記複数の地域制御モジュールのうちの上記少な
くとも１つにおいて受信される項目２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［項目５］
　上記複数の局所制御モジュール及び複数のシステムユーザーの少なくとも一方のうちの
上記少なくとも１つから受信した局所電力潮流要求に応答して、上記地域制御モジュール
により局所電力潮流命令が発行される項目４に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［項目６］
　複数のＤＥＲを管理する上記プログラムコードは、局所制御モジュールを介して複数の
ＤＥＲに対して発行される標準化された制御命令のプログラムコードを含む項目１に記載
のコンピュータ可読記憶媒体。
　［項目７］
　上記複数のＤＥＲの各々に関するデータを収集するためプログラムコードを更に備える
項目１に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［項目８］
　第２地域における需要の変化に応答して、第１地域における電力潮流を変化させるべく
、上記複数の地域制御モジュールの１以上に対する命令を起動するためのプログラムコー
ドを更に備える項目１に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
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　［項目９］
　ユーザーが起動した要求に応答して、地域における電力潮流を変化させるべく、上記複
数の地域制御モジュールの１以上に対する命令を開始するためのプログラムコードを更に
備える項目１に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［項目１０］
　ユーザーが起動した要求に応答して又は自動的に、上記複数の地域制御モジュールの各
々と関連付けられた上記複数のＤＥＲを再規定するためのプログラムコードを更に備える
項目１に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［項目１１］
　予測された又は導出された電力潮流に基づいて、ＤＥＲの静的オペレーション及び動的
オペレーションの少なくとも一方を決定するためのプログラムコードを更に備える項目１
に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［項目１２］
　上記送電／配電電力グリッドの既存の接続性及び状態のリアルタイム分析のためのプロ
グラムコードを更に備える項目１に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［項目１３］
　上記送電／配電電力グリッドとは分離された地域の電力を自立的に運営するプログラム
コードを更に備える項目１に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［項目１４］
　自立的に運営される地域のオペレーションを、上記送電／配電電力グリッドへと再び組
みこむ及び同期させるべく、複数のＤＥＲを動的に管理するプログラムコードを更に備え
る項目１３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。

【図１】 【図２】
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