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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　需要応答事象を管理するためにユーティリティ会社にユーティリティポータルインター
フェイスを提供するエネルギー管理システムであって、
　ユーティリティ会社コンピュータシステムからの要求に応答して前記ユーティリティポ
ータルインターフェイスを生成するためのモジュールと、
　前記ユーティリティポータルインターフェイスを介して前記ユーティリティ会社コンピ
ュータシステムから、需要応答プログラムに参加するために登録された各エネルギー消費
者に対する少なくとも１つのパラメータの割り当てを受け取るためのモジュールを備え、
前記少なくとも１つのパラメータは各エネルギー消費者と複数のグループのうちの少なく
とも１つとを関連付け、
　前記ユーティリティポータルインターフェイスを介して前記ユーティリティ会社コンピ
ュータシステムから、将来の需要応答事象が開始される日付、前記将来の需要応答事象の
期間、および前記将来の需要応答事象に潜在的に関与する前記エネルギー消費者について
の基準を受け取るためのモジュールと、
　前記複数のグループのうち前記基準を満たす第１の部分グループを決定するためのモジ
ュールと、
　前記ユーティリティポータルインターフェイスを介して前記ユーティリティ会社コンピ
ュータシステムへ、前記複数のグループのうちの前記第１の部分グループの各々を、各々
が前記将来の需要応答事象に参加することによって抑制されるであろうエネルギー量の対
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応する推定とともに、通知するためのモジュールと、
　前記ユーティリティポータルインターフェイスを介して前記ユーティリティ会社コンピ
ュータシステムから、前記将来の需要応答事象へ参加するための、前記複数のグループの
うちの第２の部分グループの選択を受け取るためのモジュールとを備え、前記第２の部分
グループは、前記複数のグループのうちの前記第１の部分グループから選択されたもので
ある、あるいは、前記複数のグループのうちの前記第１の部分グループから除かれたもの
である、エネルギー管理システム。
【請求項２】
　前記グループのうちの特定の１つのグループが所定の期間内に将来の需要応答事象に関
与できる回数を限定するためのモジュールをさらに備える、請求項１に記載のエネルギー
管理システム。
【請求項３】
　ユーティリティオペレータが前記将来の需要応答事象についての要求を送信しなければ
ならない送信期限を課すためのモジュールをさらに備える、請求項１または２に記載のエ
ネルギー管理システム。
【請求項４】
　前記ユーティリティポータルインターフェイスは、ユーティリティ操作パラメータ領域
を含み、前記ユーティリティ操作パラメータ領域は、
　　前記ユーティリティ会社コンピュータシステムから、エネルギー生成容量およびエネ
ルギー需要プロフィールのうちの少なくとも１つを受け取り、
　　前記エネルギー生成容量および前記エネルギー需要プロフィールのうちの少なくとも
１つについてのグラフィカル表現を含むグラフを表示する、請求項１～３のいずれか１項
に記載のエネルギー管理システム。
【請求項５】
　前記グラフは、需要応答エネルギープロフィールのグラフィカル表現をさらに含み、前
記需要応答エネルギープロフィールのグラフィカル表現は、選択的に関与する各グループ
がユーティリティオペレータによって関与することになると動的に更新される、請求項４
に記載のエネルギー管理システム。
【請求項６】
　稼働中の需要応答事象を表示するためのモジュールをさらに備え、各表示される稼働中
の需要応答事象は、前記稼働中の需要応答事象に関与する家屋制御ユニットに関連付けら
れた、グループ識別情報、日付および事象期間情報、ならびに統計情報、を識別する情報
を含む、請求項１～５のいずれか１項に記載のエネルギー管理システム。
【請求項７】
　前記統計情報は、前記将来の需要応答事象に対応する信号の受け取りに成功した顧客家
屋制御ユニットの確認統計を含む、請求項６に記載のエネルギー管理システム。
【請求項８】
　前記確認統計は、リアルタイムおよび周期的のいずれか一方で更新される、請求項７に
記載のエネルギー管理システム。
【請求項９】
　以前に実施された需要応答事象を表示するためのモジュールをさらに備え、各表示され
る以前に実施された需要応答事象は、稼働中の需要応答事象に関与する家屋制御ユニット
に関連付けられた、グループ情報、日付および事象期間情報、ならびに統計情報、を識別
する情報を含む、請求項１に記載のエネルギー管理システム。
【請求項１０】
　前記統計情報は、前記将来の需要応答事象に対応する信号の受け取りに成功した顧客家
屋制御ユニットについての確認統計を含む、請求項９に記載のエネルギー管理システム。
【請求項１１】
　前記需要応答事象の期間は、既に定義された固定継続期間およびユーザー定義可能な継
続期間のうちの１つを有する、請求項１～１０のいずれか１項に記載のエネルギー管理シ
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ステム。
【請求項１２】
　前記将来の需要応答事象への潜在的な関与について識別された各グループについての統
計情報の合計を表示するためのモジュールと、
　前記将来の需要応答事象に各識別されたグループを関与させるためにユーティリティオ
ペレータによって選択可能な対話式需要応答要求ボタンを表示するためのモジュールとを
さらに備える、請求項１～１１のいずれか１項に記載のエネルギー管理システム。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのパラメータは、前記需要応答プログラムへの参加の承認ステータ
スおよび前記需要応答プログラムへの参加の非承認ステータスのうちの１つを含み、各エ
ネルギー消費者には、前記承認ステータスおよび非承認ステータスのうちの１つが割り当
てられる、請求項１～１２のいずれか１項に記載のエネルギー管理システム。
【請求項１４】
　各エネルギー消費者へ割り当てられる前記パラメータは、ネットワーク制御サーモスタ
ットのそれぞれの個体群によって制御される環境冷房システムを含む構造の個体群と通信
するエネルギー管理システムに提供され、前記構造の個体群の一部分は、前記需要応答プ
ログラムへの参加のために登録された前記エネルギー消費者を含む、請求項１～１３のい
ずれか１項に記載のエネルギー管理システム。
【請求項１５】
　エネルギー管理システムからデータをダウンロードするためのモジュールをさらに備え
、前記データは前記需要応答プログラムへの参加のために登録された複数のエネルギー消
費者についての情報を含み、
　前記複数のエネルギー消費者のうちの少なくとも１つについての前記データを前記ユー
ティリティオペレータが変更できるようにするためのモジュールと、
　前記エネルギー管理システムに前記データをアップロードするためのモジュールとを備
える、請求項１～１４のいずれか１項に記載のエネルギー管理システム。
【請求項１６】
　前記データが前記エネルギー管理システムにアップロードされた後にサマリー情報を表
示するためのモジュールをさらに備える、請求項１５に記載のエネルギー管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この特許出願は、２０１３年３月１５日に出願された米国特許出願第１３／８４２，２
１３号（弁護士管理番号ＮＥＳ０２５３－ＵＳ）の一部継続出願であり、その開示の全体
が引用により援用される。
【０００２】
　この特許明細書は、需要応答（デマンドレスポンス）事象を管理するためのユーティリ
ティポータルに関する。より特定的には、この特許明細書は、ネットワーク接続サーモス
タットのそれぞれの個体群によって制御される環境冷房システムを有する構造の個体群の
ためにエネルギー移行技術を実施することができるエネルギー管理システムに対してユー
ティリティ会社が情報を伝達することを可能にするユーザーインターフェイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　背景
　ユーティリティ会社は、電力需要を一貫して満たすという継続的な挑戦に直面している
。電力を生成するための設備は、典型的に一定量の電力を供給することに良く適している
。しかしながら、消費者の電力需要は、電力需要の合計が遅れの間で大きく異なる点にお
いて、全く逆である場合が多い。一日のうちの変化により、ユーティリティ会社に対する
需要が最も大きい１つ以上の「ピーク」需要時間もしくは期間、およびユーティリティ会
社に対する需要が減少する「非ピーク」需要時間もしくは期間が生じる。
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【０００４】
　一日の間における需要の変化は、気候および生活パターンなど、いくつかの要因によっ
て影響を受け得る。たとえば、サマータイム時においては、不快と考えられるレベルまで
外気温が高まり、消費者による空調システムなどの消費の大きい機器の使用が増えること
から、需要が一般的に高まる傾向がある。また、需要は一般に仕事の習慣に基づいて変化
する傾向があり、人々が仕事に出かけ、人々が再び仕事から帰ってきた時に需要がピーク
に達する。非常に暑い日など、年間のうちの一部の点において、需要は極限ピークに達し
得る。
【０００５】
　ユーティリティ会社は、変化するエネルギーの需要に対処するためのさまざまなオプシ
ョンを有する。ユーティリティ会社は、たとえば、追加の発電所を建設することにより、
高いピーク需要を満たす能力を高め得る。しかしながら、それをすることのコストは、非
常に高い場合が多く、また、年間を通して短い期間のみに追加の容量が使用されることか
ら、このような発電所を建設することは非効率である場合が多い。ユーティリティ会社は
、他のユーティリティ会社またはエネルギー供給会社から追加の容量を購入し得るが、こ
のような会社は割増金を請求し得て、これらの他の会社からのエネルギーの移動は効率が
低い場合が多いことから、それをすることもまたコストが高い。供給を増加させる代わり
に、ユーティリティ会社は、負荷削減によって需要を減少させることでピーク需要に対処
し得る。
【０００６】
　負荷削減は、ピーク需要の期間に消費者からのエネルギーの需要の量をユーティリティ
会社が減少させる技術である。さまざまな負荷削減技術が今日使用されており、それらの
多くは、ユーティリティ会社が直接的に消費者の冷房システムを制御することに基づいて
いる。このようなピーク需要期間において、ユーティリティ会社は、冷房システムを制御
し、それらのエネルギー需要を減少させる。このような事象は、非常に暑い日の午後の中
ごろから夕方にかけて起こる場合が多く、２時間から６時間の一般的な範囲内の継続期間
を有し、文献においては、負荷削減事象、負荷移行事象、および需要応答事象などのさま
ざまな異なる名称で言及される。このような事象を実行することのユーティリティ会社の
目標は、必ずしも全日において消費されるエネルギーの総量を減少させることではなく、
特定の２時間から６時間の時間間隔、すなわち負荷削減間隔または需要応答間隔における
ピーク需要を減少させることである。典型的に、参加している家の冷房システムがそれら
のより低い正常設定温度を回復するように作用することから、最終的な結果として、負荷
削減間隔において消費されたであろうエネルギーが負荷削減間隔の後の時間において代わ
りに消費されることとなる。冷房システムが住宅を期待通りに冷却し得ないことから、こ
のような制御は、このような「需要応答プログラム」参加する契約をした消費者に対して
当然ながら不便をもたらす場合が多い。しかしながら、この不便さへの見返りとして、消
費者には、ピーク需要期間外で消費されたエネルギーについてより好ましい料率を設定す
るなど、特定の利益が与えられる場合が多い。
【０００７】
　１つの一般的な負荷削減技術は、多くの場合に直接負荷制御と言われるものであり、負
荷削減期間においてユーティリティによる直接制御下で各参加している顧客の冷房システ
ムへの電力のオン・オフを周期的に繰り返すことを伴う。このような方法においては、遠
隔制御可能スイッチが各顧客の冷房システムに設置され、このスイッチは、ユーティリテ
ィ会社による直接制御下で冷房システムへの電力を切断するように動作可能である。そし
て、冷房システムへの電力は、ピーク需要期間において規則的かつ固定の時間間隔で切ら
れるように、ユーティリティ会社によって直接的に制御され得る。しかしながら、直接負
荷制御によって、消費者は自身の冷房システムを制御することができなくなり、消費者に
とって不快と思われる室内温度となる場合が多いことから、消費者はこのような技術に対
してある程度の敵意を表わし得る。ユーティリティ会社とスイッチとの間の通信リンクの
欠陥は問題をさらに悪化させ得て、冷房システムへの電力を再接続するためのユーティリ
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ティ会社からスイッチへの命令が失われると、冷房システムが切断された状態が不適当に
維持される。このような問題により、一部の消費者は、遠隔制御スイッチをバイパスする
ことによって、需要応答プログラムに参加することの利益を依然として得ながら冷房シス
テムに対する制御を排除しようと試みることとなった。結果として、このような「ごまか
す人（cheater）」が望ましい個別の冷房システムの制御を得る一方で、需要応答プログ
ラム全体としての有効性が害され得る。
【０００８】
　他の周知の負荷削減技術は、各参加している顧客のサーモスタットの設定温度をユーテ
ィリティ会社が遠隔制御することを伴い、ユーティリティ会社は、参加している顧客のサ
ーモスタットに対して共通のセットバック値（setback value）を送る。負荷削減期間に
おいて、参加しているサーモスタットは、セットバック量（setback amount）の分だけ通
常の予定された温度設定値よりも高い温度設定値に室内温度を制御する。ユーティリティ
会社によるこの制御により、典型的に、この制御を行なわなかった場合に消費者が体感し
たであろう周囲温度よりも快適さの低い周囲温度となるが、エネルギーおよびコストの両
方を節約することの利益がもたらされる。ユーティリティ会社による冷房システムに対す
る直接的な電力のオン・オフの繰り返しと比して、快適さおよび受け入れが高まる可能性
がある一方、この技術は、消費者が制御できないこと、およびユーティリティ会社が好ま
しいと思う任意の値にユーティリティ会社がセットバック値を設定できることを含む欠点
を有し得る。また、全ての消費者に対して単一のセットバック値を使用すると、快適さの
感覚の違い、住居の熱特性の違い、冷房システムの冷房容量の違い、および参加している
顧客のベースにおける他の違いを認識することに失敗する。
【０００９】
　Howard Ngの米国特許出願公開第２０１２／００５３７４５では、負荷削減事象時に負
荷制御を確立するためのシステムおよび方法について述べられている。具体的には、Ngは
、顧客もしくはユーティリティが直接負荷制御プログラム下において最高温度上昇を制御
することを可能にする技術について述べている。顧客は、顧客が快適と感じる望ましい温
度からの温度の範囲を示す快適範囲をサーモスタットに設定し得る。負荷削減事象時にお
いて、暑い気候の例では、空間調整負荷上のスイッチが起動され、空間調整負荷が直接負
荷制御を受ける（すなわち、固定幅デューティサイクリング）。空間調整負荷は、室内温
度が快適範囲の上限値を超えるまで直接負荷制御を受け、この時点で制御が直接負荷制御
から温度セットバック制御に移る。
【００１０】
　上述した負荷削減方法は、ユーティリティ会社に対してピークエネルギー需要への対処
のオプションを与えるものであるが、それを行なうためのツールは限られている。必要な
ものは、ユーティリティ会社がより良好に需要応答事象を管理できるように、直感的であ
り、需要応答事象の管理における柔軟性を与え、需要応答事象においてどの程度のエネル
ギーが移行されるかについて比較的多くの情報を与えるインターフェイスである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　簡単な概要
　ユーティリティ会社が需要応答事象を管理することを可能にするさまざまなユーティリ
ティポータルが本願明細書において開示される。開示されるユーティリティポータルは、
ユーティリティ会社によるエネルギー管理システムへの情報の伝達およびエネルギー情報
システムからの情報の受け取りを可能にするためのいくつかの異なるオプションを含む。
エネルギー管理システムは、ポータルをホスティングし得るとともに、ユーティリティ会
社によって提供される情報に基づいて知的ネットワーク接続装置を介して需要応答事象を
実行し得る。
【００１２】
　需要応答事象を管理するためにユーティリティ会社によって使用されるユーティリティ
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ポータルインターフェイスが開示される。ユーティリティポータルは、需要応答プログラ
ムに参加するために登録された各エネルギー消費者に対してユーティリティオペレータが
少なくとも１つのパラメータを割り当てることを可能にするように動作可能な顧客管理モ
ジュールを含み得る。少なくとも１つのパラメータはいくつかのグループを含み、ユーテ
ィリティによって承認された各エネルギー消費者は、グループのうちの１つに割り当てら
れる。ユーティリティポータルは、未来の需要応答事象の少なくとも１つの属性をユーテ
ィリティオペレータが定義することを可能にするよう動作可能なスケジューリングモジュ
ールを含む。少なくとも１つの属性は、未来の需要応答事象が開始される日付、需要応答
事象期間、およびグループの１つ以上のうち、１つ以上を含む。スケジューリングモジュ
ールは、１つ以上のグループおよび各グループに関連付けられた情報を表示するようさら
に動作可能であり、情報は、未来の需要応答事象にグループを含むことができるかどうか
についての表示を含む。スケジューリングモジュールは、未来の需要応答事象の属性とし
て利用可能なグループのうちの１つ以上をユーティリティ会社ユーザーが選択的に含める
ことを可能にするようにさらに動作可能である。
【００１３】
　ユーティリティポータルを使用してユーティリティ会社が需要応答事象を要求すること
を可能にするための方法が開示される。ユーティリティポータルは、ネットワーク接続サ
ーモスタットのそれぞれの個体群によって制御される環境冷房システムを有する構造の個
体群についての需要応答事象を管理するエネルギー管理システムによってホスティングさ
れ得る。方法は、需要応答要求についての複数のパラメータをユーティリティ会社が特定
することを可能にするパラメータ定義領域を表示することを含み、パラメータは、エネル
ギー減少量、日付、および期間を含む。方法は、エネルギー減少量、日付、および期間を
特定するパラメータデータを受け取ることと、受け取ったパラメータデータに基づく需要
応答についての要求を受け取ることとを含む。方法は、受け取った要求に応答してユーテ
ィリティポータルの解決法領域に需要応答解決法を表示することと、需要応答解決法を実
行するための確認を受け取ることとを含む。
【００１４】
　また、ユーティリティポータルを使用してユーティリティ会社が需要応答事象を要求す
ることを可能にするための方法が開示される。ユーティリティポータルは、ネットワーク
接続サーモスタットのそれぞれの個体群によって制御される環境冷房システムを有する構
造の個体群について需要応答事象を管理するエネルギー管理システムによってホスティン
グされる。方法は、少なくともスケジュールモジュールと提案モジュールとを含む複数の
選択可能モジュールを表示することを含む。複数の提案された需要応答事象を示す数字は
、提案モジュールと関連付けられたタブに表示される。提案モジュールに対するユーザー
選択の受け取りに応答して、１つ以上の提案された需要応答事象がユーティリティポータ
ルの提案領域に表示され、各提案された需要応答事象は事象特定情報を含む。方法はさら
に、提案されて表示された需要応答事象のうちの１つ以上をユーティリティ会社が選択す
ることを可能にすることと、各提案されて選択された需要応答事象を開始する命令を受け
取ることとを含む。
【００１５】
　本発明の実施形態の性質および利点についてのより完全な理解のために、続く詳細な説
明および添付の図面を参照すべきである。本発明の他の局面、目的、および利点は、以下
の図面および詳細な説明から明らかとなる。しかしながら、本発明の範囲は、請求項の記
載から完全に明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施形態に係る、需要応答プログラムおよび事象管理を実施するためのシステム
を示す図である。
【図２】実施形態に係る、需要応答プログラムおよび事象管理を実施するためのシステム
の一部が実施され得るスマートホーム環境の例を示す図である。
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【図３Ａ】実施形態に係る、知的ネットワーク接続装置に含まれ得る概略的な装置構成部
分の例を示す図である。
【図３Ｂ】実施形態に係る、交換可能モジュールとドッキングステーションとを有する知
的ネットワーク接続装置を示す図である。
【図３Ｃ】実施形態に係る、知的ネットワーク接続装置の接続ポートおよびワイヤー挿入
感知回路を示す図である。
【図４】実施形態に係る、スマートホーム環境と需要応答プログラムおよび事象管理を実
施するためのシステムとを統合し得る拡張可能な装置およびサービスプラットフォームを
示すネットワークレベルの図である。
【図５】図４の拡張可能な装置およびサービスプラットフォームを示す抽象機能図である
。
【図６】実施形態に係る、専用コンピュータシステムを示すブロック図である。
【図７】実施形態に係る、需要応答プログラムを実施および管理するための処理を示す図
である。
【図８】実施形態に係る、需要応答プログラムにエネルギー消費者を登録するための処理
を示す図である。
【図９】実施形態に係る、エネルギー消費者に関連付けられた電子装置を介した需要応答
プログラムへのエネルギー消費者の登録を容易にするための処理を示す図である。
【図１０】実施形態に係る、エネルギー消費者が需要応答プログラムに登録および参加し
た場合にエネルギー消費者によって移行される可能性の高いエネルギーの量を示す１つ以
上の指標を生成するための処理を示す図である。
【図１１Ａ】実施形態に係る、登録要求を受け取って応答する識別されたエネルギー消費
者に関連付けられた知的ネットワーク接続サーモスタットのグラフィカルユーザーインタ
ーフェイスを示す図である。
【図１１Ｂ】実施形態に係る、登録要求を受け取って応答する識別されたエネルギー消費
者に関連付けられた知的ネットワーク接続サーモスタットのグラフィカルユーザーインタ
ーフェイスを示す図である。
【図１１Ｃ】実施形態に係る、登録要求を受け取って応答する識別されたエネルギー消費
者に関連付けられた知的ネットワーク接続サーモスタットのグラフィカルユーザーインタ
ーフェイスを示す図である。
【図１２】実施形態に係る、登録されたエネルギー消費者が特定のＤＲ事象への参加に適
格かどうかを判定するために複数の要因を分析するための処理を示す図である。
【図１３】実施形態に係る、ＤＲ事象に参加するために登録されたエネルギー消費者を識
別するための処理を示す図である。
【図１４】実施形態に係る、ＤＲ事象への参加が識別されたエネルギー消費者のエネルギ
ー消費を管理するための処理を示す図である。
【図１５】実施形態に係る、監視されたエネルギー移行の合計に基づいてＤＲ事象を管理
するための処理を示す図である。
【図１６】実施形態に係る、需要応答事象実施プロフィールを生成するための処理を示す
図である。
【図１７Ａ】実施形態に係る、ＤＲ事象および関連する期間を示す図である。
【図１７Ｂ】実施形態に係る、図１７Ａを参照して記載される、エネルギー消費者の最初
に予定された設定およびＤＲ事象によって変更された設定を期間に重ねて示す図である。
【図１８Ａ】実施形態に係る、ＤＲ事象間隔エネルギー減少メカニズムの設定変更タイプ
を示す図である。
【図１８Ｂ】実施形態に係る、ＤＲ事象間隔エネルギー減少メカニズムのデューティサイ
クリング変更タイプを示す図である。
【図１８Ｃ】実施形態に係る、ＤＲ事象間隔エネルギー減少メカニズムの設定／デューテ
ィサイクリング変更タイプの組み合わせを示す図である。
【図１９】実施形態に係る、事前冷房が適切であるかどうかを判定するための処理を示す
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図である。
【図２０】実施形態に係る、セットバック型ＤＲ事象間隔エネルギー管理メカニズムが適
切であるかどうかを判定するための処理を示す図である。
【図２１】実施形態に係る、デューティサイクリングＤＲ事象間隔エネルギー管理メカニ
ズムが適切であるかどうかを判定するための処理を示す図である。
【図２２】実施形態に係る、事象後エネルギー管理が適切であるかどうかを判定するため
の処理を示す図である。
【図２３】実施形態に係る、エネルギー消費者が需要応答事象に参加した場合に登録され
たエネルギー消費者によって移行される可能性の高いエネルギーの量を示す１つ以上の指
標を生成するための処理を示す図である。
【図２４Ａ】実施形態に係る、エネルギー消費者へＤＲ事象通知を提示するための単純化
されたグラフィカルユーザーインターフェイスを示す図である。
【図２４Ｂ】実施形態に係る、エネルギー消費者へＤＲ事象通知を提示するための単純化
されたグラフィカルユーザーインターフェイスを示す図である。
【図２４Ｃ】実施形態に係る、エネルギー消費者へＤＲ事象通知を提示するための単純化
されたグラフィカルユーザーインターフェイスを示す図である。
【図２５Ａ】実施形態に係る、ＤＲ事象に参加することに同意したエネルギー消費者に関
連付けられた設定のスケジュールの単純化されたグラフィカルユーザーインターフェイス
を示す図である。
【図２５Ｂ】実施形態に係る、ＤＲ事象に参加することに同意したエネルギー消費者に関
連付けられた設定のスケジュールの単純化されたグラフィカルユーザーインターフェイス
を示す図である。
【図２５Ｃ】実施形態に係る、ＤＲ事象に参加することに同意したエネルギー消費者に関
連付けられた設定のスケジュールの単純化されたグラフィカルユーザーインターフェイス
を示す図である。
【図２５Ｄ】実施形態に係る、ＤＲ事象に参加することに同意したエネルギー消費者に関
連付けられた設定のスケジュールの単純化されたグラフィカルユーザーインターフェイス
を示す図である。
【図２５Ｅ】実施形態に係る、ＤＲ事象に参加することに同意したエネルギー消費者に関
連付けられた設定のスケジュールの単純化されたグラフィカルユーザーインターフェイス
を示す図である。
【図２５Ｆ】実施形態に係る、ＤＲ事象に参加することに同意したエネルギー消費者に関
連付けられた設定のスケジュールの単純化されたグラフィカルユーザーインターフェイス
を示す図である。
【図２６Ａ】実施形態に係る、ＤＲ事象時における即時の設定変更に応答するための単純
化されたグラフィカルユーザーインターフェイスを示す図である。
【図２６Ｂ】実施形態に係る、ＤＲ事象時における即時の設定変更に応答するための単純
化されたグラフィカルユーザーインターフェイスを示す図である。
【図２６Ｃ】実施形態に係る、ＤＲ事象時における即時の設定変更に応答するための単純
化されたグラフィカルユーザーインターフェイスを示す図である。
【図２６Ｄ】実施形態に係る、ＤＲ事象時における即時の設定変更に応答するための単純
化されたグラフィカルユーザーインターフェイスを示す図である。
【図２７】実施形態に係る、ＤＲ事象時に示されるユーザーの好みを学習するための処理
を示す図である。
【図２８】実施形態に係る、以前のＤＲ事象時に示されたユーザーの好みに基づいてＤＲ
実施プロフィールを変更するための特定の処理を示す図である。
【図２９Ａ】実施形態に係る、ユーティリティポータルサマリーを含むＩ／Ｏ要素を示す
図である。
【図２９Ｂ】実施形態に係る、詳細なエネルギー消費者情報を提供するユーティリティポ
ータルを含むＩ／Ｏ要素を示す図である。
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【図３０Ａ】実施形態に係る、エネルギー消費者がＤＲ事象への参加に応じたかどうかを
判定するための処理を示す図である。
【図３０Ｂ】実施形態に係る、ＨＶＡＣワイヤーの干渉がＤＲプログラミングを除去する
試みを示すかどうかを判定するための処理を示す図である。
【図３１Ａ】実施形態に係る、エネルギー管理システムに関連付けられたエネルギー管理
者とユーティリティプロバイダーコンピューティングシステムに関連付けられたユーティ
リティプロバイダーとの間の双務契約に従ってエネルギーを管理するエネルギー管理のた
めの処理を示す図である。
【図３１Ｂ】実施形態に係る、エネルギー減少の市場ベースの販売に従ってエネルギーを
管理するエネルギー管理のための処理を示す図である。
【図３２】実施形態に係る、エネルギー消費メーターからユーティリティ会社プロバイダ
ーコンピューティングシステムへエネルギー管理システムを介して情報を受け渡して補充
するための処理を示す図である。
【図３３Ａ】さまざまな実施形態に係る、ネットワーク接続装置を有するエネルギー消費
者のための需要応答プログラム登録処理を示すいくつかのスクリーンショットを示す図で
ある。
【図３３Ｂ】さまざまな実施形態に係る、ネットワーク接続装置を有するエネルギー消費
者のための需要応答プログラム登録処理を示すいくつかのスクリーンショットを示す図で
ある。
【図３３Ｃ】さまざまな実施形態に係る、ネットワーク接続装置を有するエネルギー消費
者のための需要応答プログラム登録処理を示すいくつかのスクリーンショットを示す図で
ある。
【図３３Ｄ】さまざまな実施形態に係る、ネットワーク接続装置を有するエネルギー消費
者のための需要応答プログラム登録処理を示すいくつかのスクリーンショットを示す図で
ある。
【図３３Ｅ】さまざまな実施形態に係る、ネットワーク接続装置を有するエネルギー消費
者のための需要応答プログラム登録処理を示すいくつかのスクリーンショットを示す図で
ある。
【図３４Ａ】さまざまな実施形態に係る、顧客モジュールを有するユーティリティモジュ
ールの例示的な入出力（Ｉ／Ｏ）要素を示す図である。
【図３４Ｂ】さまざまな実施形態に係る、顧客モジュールを有するユーティリティモジュ
ールの例示的な入出力（Ｉ／Ｏ）要素を示す図である。
【図３４Ｃ】さまざまな実施形態に係る、スケジュールモジュールを有するユーティリテ
ィポータルの例示的なＩ／Ｏ要素を示す図である。
【図３４Ｄ】さまざまな実施形態に係る、スケジュールモジュールを有するユーティリテ
ィポータルの例示的なＩ／Ｏ要素を示す図である。
【図３４Ｅ】さまざまな実施形態に係る、スケジュールモジュールを有するユーティリテ
ィポータルの例示的なＩ／Ｏ要素を示す図である。
【図３４Ｆ】さまざまな実施形態に係る、スケジュールモジュールを有するユーティリテ
ィポータルの例示的なＩ／Ｏ要素を示す図である。
【図３４Ｇ】さまざまな実施形態に係る、スケジュールモジュールを有するユーティリテ
ィポータルの例示的なＩ／Ｏ要素を示す図である。
【図３５】実施形態に係る、エネルギー管理システムからダウンロードされるファイルの
例示的な内容を示す図である。
【図３６Ａ】一部の実施形態に係る、選択されたグループに基づいた推定エネルギー節約
を提供するユーティリティポータルの例示的な例を示す図である。
【図３６Ｂ】さまざまな実施形態に係る、どの単一のグループもしくは複数のグループが
選択されるかに基づいて異なるグラフを示す、ユーティリティポータルの大きく単純化さ
れたＩ／Ｏ要素を示す図である。
【図３６Ｃ】さまざまな実施形態に係る、どの単一のグループもしくは複数のグループが



(10) JP 6396985 B2 2018.9.26

10

20

30

40

50

選択されるかに基づいて異なるグラフを示す、ユーティリティポータルの大きく単純化さ
れたＩ／Ｏ要素を示す図である。
【図３６Ｄ】さまざまな実施形態に係る、どの単一のグループもしくは複数のグループが
選択されるかに基づいて異なるグラフを示す、ユーティリティポータルの大きく単純化さ
れたＩ／Ｏ要素を示す図である。
【図３６Ｅ】さまざまな実施形態に係る、リアルタイムのエネルギー消費と予測されたエ
ネルギー消費との組み合わせを表わすエネルギー需要プロフィールを示す、ユーティリテ
ィポータルの大きく単純化されたＩ／Ｏ要素を示す図である。
【図３６Ｆ】さまざまな実施形態に係る、リアルタイムのエネルギー消費と予測されたエ
ネルギー消費との組み合わせを表わすエネルギー需要プロフィールを示す、ユーティリテ
ィポータルの大きく単純化されたＩ／Ｏ要素を示す図である。
【図３６Ｇ】さまざまな実施形態に係る、リアルタイムのエネルギー消費と予測されたエ
ネルギー消費との組み合わせを表わすエネルギー需要プロフィールを示す、ユーティリテ
ィポータルの大きく単純化されたＩ／Ｏ要素を示す図である。
【図３７】実施形態に係る、要求モジュールを有するユーティリティポータルの例示的な
Ｉ／Ｏ要素を示す図である。
【図３８】実施形態に係る、提案モジュールを有するユーティリティポータルの例示的な
Ｉ／Ｏ要素を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　詳細な説明
　ここに記載される実施形態は、概して需要応答（Ｄｅｍａｎｄ-Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）プ
ログラムおよび事象を管理するための技術に関し、特定的には、ユーティリティ会社が需
要応答事象を管理することを可能にするユーティリティポータルに関する。需要応答プロ
グラムおよび事象を管理するためのシステムにおける主体は、典型的に、電源（たとえば
、発電機）から個人の家または事業体へ電気的もしくは他の形態のエネルギーを提供する
ユーティリティプロバイダーを含む。個人は、典型的に、周期的、たとえば月あたりに消
費するエネルギーの量に対して支払いを行なう。多くの実施形態において、エネルギー管
理システムがユーティリティプロバイダーと個人との間に配置される。エネルギー管理シ
ステムは、知的および効率的に個人のエネルギー消費を１つの特定の期間から他の期間へ
移行する（シフトさせる）ように動作する。このようなエネルギー移行は、通常、エネル
ギー消費を高エネルギーコスト期間から低エネルギーコスト期間へ移行させるように行な
われる。ＤＲ事象の場合において、エネルギーは、ＤＲ事象期間からＤＲ事象期間外の期
間へ移行される。
【００１８】
　多くの実施形態に係るエネルギー管理システムは、個人の家または事業体に位置する知
的ネットワーク接続サーモスタットを含む。このようなサーモスタットは、住居の熱保持
特性、住居を冷房もしくは暖房するために住居に関連付けられたＨＶＡＣの容量、住居に
人が居る可能性（在室可能性プロフィールを、時間をかけて構築することができる在室セ
ンサを介して）、予報された気候、リアルタイムの気候、リアルタイムの在室など、住居
についてのさまざまな情報を取得し得る。また、サーモスタットは、ユーザーによってプ
ログラミングされ得る、または予定された設定を設定するためにユーザーの好みおよび習
慣を、時間をかけて学習し得る。例示的な実施形態において、個人の家および事業体の個
体群にそれぞれ関連付けられたこのようなネットワーク接続サーモスタットの個体群は、
１つ以上のクラウドサービスプロバイダーによって管理される１つ以上の中央サーバーと
通信するよう構成される。各ネットワーク接続サーモスタットは、クラウドサービスプロ
バイダーによって管理される１つ以上のアカウントに関連付けられ、遠隔制御の容易化、
気候データの報告、ＨＶＡＣ制御データおよびステータス情報の報告などのさまざまな有
利な機能性を提供するために、ならびに本願明細書に記載されるＤＲ関連、使用時間（Ｔ
ＯＵ）関連、および／もしくはリアルタイムの料金付け機能を実施するのに必要な集中型
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および／もしくは部分的に集中型の制御およびデータ通信を提供するために、データは各
ネットワーク接続サーモスタットと中央サーバーとの間で必要に応じて送受信される。
【００１９】
　なお、本願明細書における一部の実施形態は、（ｉ）ネットワーク接続サーモスタット
の個体群と関連付けられたクラウドサービスプロバイダーが記載のエネルギー管理システ
ムのプロバイダーでもある、（ｉｉ）エネルギー管理システムのプロバイダー自体がユー
ティリティ会社とは別個かつ異なる事業体である、および（ｉｉｉ）エネルギー管理シス
テムがユーティリティに対する付加価値サービスとして提供される、商用シナリオにおい
て特に好適かつ有利であり得るが、本記載の範囲はこのようなシナリオに決して限定され
ない。他の適用可能なシナリオにおいて、たとえば、すべての要素はユーティリティによ
って提供され得る。他の適用可能なシナリオにおいて、一部の要素はユーティリティ会社
によって提供され得る一方、他の要素は、政府機関、または異なる事業体もしくはコンソ
ーシアの様々な組み合わせによって提供され得る。ＤＲ事象の前に、管理する住居に関し
てエネルギー管理システムが保有する豊富な情報に基づき、エネルギー管理システムは、
ＤＲ事象時などの所与の期間にわたってどの程度のエネルギーが消費される可能性がある
かを効果的に予測することができる。また、住居に関する豊富な情報が与えられたエネル
ギー管理システムは、ＤＲ事象時に実施され得る住居の基準線サーモスタット設定に対す
る変更を生成し得る。この変更は、住居が消費するエネルギーがＤＲ事象期間にわたって
小さくなるように行なわれ得る。さらにまた、住居に関してエネルギー管理システムが有
するこの豊富な情報により、エネルギー管理システムは、ＤＲ事象期間にわたって減少す
る、言い換えると、ＤＲ事象期間からＤＲ事象期間外の１つ以上の期間（たとえば、分け
られる）へ移行される可能性の高いエネルギーの量を正確に予測し得る。
【００２０】
　このようなエネルギー消費の予測および管理についての記載の条件は、以下にさらに述
べるように多くの利点をもたらす。たとえば、複数の接続される住居のエネルギー消費を
エネルギー管理システムが効果的に管理できるだけでなく、ＤＲプログラムもしくは事象
に参加する住居の部分集合の大きなプールからエネルギー管理システムが知的に選択する
ことができる。住居の物理的特徴および居住者の在室の習慣的な傾向は、地域にわたって
幅広く異なっていることから、エネルギーの節約／移行の可能性もまた幅広く異なる。本
願明細書において開示されるエネルギー管理システムは、効率を最大化してコストを最小
化するために、エネルギー節約プログラムへの参加者を知的に選択し得る。
【００２１】
　本願明細書に開示されるエネルギー管理システムは、個人および集団の両方のレベルに
おける様々な住居のエネルギー関連の特性に対する有利な見識を与えるものであることか
ら、エネルギー管理システムは、ユーティリティ会社などの他の利害関係者が同様にこの
ような情報へのアクセスを有し得るようにポータルを提供し得る。特定の期間にわたって
エネルギー消費を減少させることは一般にユーティリティ会社のためのものであることか
ら、ユーティリティ会社は、ＤＲ事象をより効率的かつ効果的に生成するように個人およ
び集団の様々な住居のこのようなエネルギー関連の特徴にアクセスすることに同様に関心
を有している。このため、一部の実施形態において、資源の計画および利用に関する経済
的に賢く環境的に責任のある決定を容易にするために、様々なレベルの詳細および複雑性
において消費者レベルのエネルギー関連の情報へユーティリティプロバイダーがアクセス
することを可能とする、ユーティリティポータルが開示される。
【００２２】
　これらおよび他の実施形態についての詳細は、本願明細書においてさらに開示され、そ
のさらなる理解は図を参照して得ることができる。ここで図面を参照すると、図１は、実
施形態に係る、需要応答プログラムおよび事象を管理するためのシステム１００を示す。
システム１００は、複数の発電機１１０Ａ～１１０Ｎと、ユーティリティプロバイダーコ
ンピューティングシステム１２０と、エネルギー管理システム１３０と、通信ネットワー
ク１４０と、複数のエネルギー消費者の住居１５０Ａ～１５０Ｎと、配電網１６０とを含
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む。
【００２３】
　発電機１１０Ａ～１１０Ｎは、当該技術において公知のさまざまな技術のうちの１つ以
上を使用して、電気または他のタイプのエネルギー（たとえば、ガス）を生成するように
動作可能である。たとえば、発電機１１０Ａ～１１０Ｎは、水力電気システム、原子力発
電所、化石燃料ベースの発電所、太陽光発電所、風力発電所、ガス処理発電所などを含み
得る。任意の所与の時間において生成され得る電気の量は、発電機１１０Ａ～１１０Ｎに
よって決定される、供給される一部の最大エネルギーに限定され得る。さらに、発電機１
１０Ａ～１１０Ｎは、ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０を
実施するユーティリティプロバイダーによって所有および管理され得る、またはソースエ
ネルギーをユーティリティープロバイダーの顧客に提供するようにユーティリティプロバ
イダーと契約した１つ以上の第３者によって所有および／または管理され得る。
【００２４】
　ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０は、発電機１１０Ａ～
１１０Ｎ、エネルギー管理システム１３０、および一部の実施形態においける住居１５０
Ａ～１５０Ｎのうちの１つ以上における電子システムのうちの１つ以上と通信するように
動作可能である。ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０に関連
付けられたユーティリティプロバイダーは、典型的に、発電機１１０Ａ～１１０Ｎから住
居１５０Ａ～１５０Ｎのエネルギー消費者への電気の分配を管理する。この管理は、発電
機１１０Ａ～１１０Ｎから住居１５０Ａ～１５０Ｎへ電気がうまく確実に伝送されること
、住居１５０Ａ～１５０Ｎの各々におけるエネルギー消費の量を監視すること、およびそ
れぞれの監視されたエネルギー消費の量に従って住居１５０Ａ～１５０Ｎの居住者から料
金を徴収することを含む。ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２
０は、本願明細書において記載される動作のうちの１つ以上を行ない得るとともに、さら
に本願明細書に記載されるように、記載される動作を容易にするのに必要な場合において
、さまざまなコンピュータプロセッサ、記憶要素、通信メカニズムなどを含み得る。
【００２５】
　エネルギー管理システム１３０は、住居１５０Ａ～１５０Ｎのうちの１つ以上における
エネルギー消費を知的かつ効率的に管理するよう動作可能であり、ユーティリティプロバ
イダーコンピューティングシステム１２０に対して任意で報告および制御メカニズムを提
供するコンピューティングシステムである。エネルギー管理システム１３０は、住居１５
０Ａ～１５０Ｎに関連付けられた電子装置とネットワーク１４０を介してリアルタイムで
双方向通信を行なうように動作可能であるとともに、ユーティリティプロバイダーコンピ
ューティングシステム１２０とリアルタイムで双方向通信を行なうように動作可能であり
得る。１つの特定の実施形態において、エネルギー管理システム１３０は、エネルギー需
要の合計が発電機１１０Ａ～１１０Ｎのエネルギー供給限界を超えないように、住居１５
０Ａ～１５０Ｎにおいて消費されるエネルギーの合計を減少させるように動作可能であり
得る。このような減少は、一日の間の任意の好適な期間において実現され得る。たとえば
、このような減少は、ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０に
よって伝送される需要応答（ＤＲ）事象時において実現され得る。エネルギー管理システ
ム１３０は、本願明細書において記載される動作のうちの１つ以上を行ない得るとともに
、本願明細書においてさらに記載されるように、記載された動作を容易にする必要に応じ
て、さまざまなコンピュータプロセッサ、記憶要素、通信メカニズムなどを含み得る。
【００２６】
　ネットワーク１４０は、エネルギー管理システム１３０の１つ以上の構成部分と住居１
５０Ａ～１５０Ｎのうちの１つ以上と関連付けられた１つ以上の電子装置との間など、さ
まざまな主体間の通信を可能とするための任意の好適なネットワークである。このような
ネットワークは、たとえば、ローカルエリアネットワーク、広域ネットワーク、仮想プラ
イベートネットワーク、インターネット、イントラネット、エクストラネット、公衆交換
電話網、赤外線ネットワーク、無線ネットワーク、無線データネットワーク、携帯電話ネ
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ットワーク、または任意の他のこのような有線もしくは無線ネットワークまたはその組み
合わせを含み得る。ネットワーク１４０は、さらに、任意の好適なネットワークトポロジ
ーをさらに組み込み得る。ネットワーク１４０は、任意の好適なプロトコルを利用し得て
、ネットワーク１４０にわたる通信は、有線または無線およびその組み合わせによって可
能となり得る。
【００２７】
　住居１５０Ａ～１５０Ｎは、エネルギー消費に対応付けられたさまざまな構造（建物）
もしくは収容空間である。構造は、個人の住居、家、アパートメント、コンドミニアム、
学校、営業用不動産、単層もしくは複層のオフィスビル、および／または製造施設など、
さまざまな構造のタイプにわたり得る。本願明細書において記載されるいくつかの例は、
構造を家の形態の個人の住居として言及しているが、実施形態は、本願明細書において記
載される技術が他のタイプの構造にも等しく適用可能であることを当業者が理解すること
から、そこまで限定はされない。一部の実施形態は住居での生活のシナリオについて特に
有利であり得る一方、本教示の範囲はそこまで限定されず、ビジネス環境、学校環境、政
府ビル環境、スポーツもしくはエンターテインメントアリーナなどにも等しく有利であり
得ることが理解される。したがって、以下の記載の多くは住居における生活の文脈で定義
される一方、これは掲載の明瞭性を目的としたものであって限定ではないことが理解され
る。
【００２８】
　住居１５０Ａ～１５０Ｎは、テレビ、電子レンジ、家庭用オーディオ機器、暖房／冷房
システム、洗濯機、食洗機などの電気エネルギー消費装置であり得る１つ以上のエネルギ
ー消費装置を典型的に含む。同様に、エネルギー消費装置は、ガス消費装置などの１つ以
上の他のタイプのエネルギー消費装置を含み得る。たとえば、住居１５０Ａ～１５０Ｎは
、天然ガス（空気／水など）ヒーター、ストーブ、暖炉などを含み得る。多くの実施形態
における住居１５０Ａ～１５０Ｎは、住居の熱環境を制御するように動作可能な知的ネッ
トワークに接続されたサーモスタットを含む。サーモスタットは、本願明細書において後
に記載される処理の多くがエネルギーシステム１３０におけるコンピューティングシステ
ムまたはサーモスタット自体によって行われ得ることから、エネルギー管理システム１３
０の一部として考慮され得る。代替的には、サーモスタットは、エネルギー管理システム
１３０の他の構成部分に対して遠隔の地理的位置に置かれることから、エネルギー管理シ
ステム１３０とは別個のものとして考慮され得る。いずれの場合においても、住居１５０
Ａ～１５０Ｎに関連付けられた電子装置は、本願明細書において記載される１つ以上の動
作を行ない得るとともに、本願明細書においてさらに記載されるように、記載された動作
を容易にする必要に応じて、さまざまなコンピュータプロセッサ、記憶要素、通信メカニ
ズムなどを含み得る。構造（建物）内の温度を低下させることが望ましい状況（たとえば
、暑い夏の期間）の文脈において大半の実施形態が記載される一方、構造内の温度を上昇
させることが望ましい状況（たとえば、寒い冬の時期）においても同様の原理が適用され
る（単に逆が適用される）。一部の実施形態について、知的ネットワークに接続されたサ
ーモスタットの一部またはすべてが、カリフォルニア州パロアルトのNest Labs, Inc.か
ら入手可能なNEST LEARNING THERMOSTAT（登録商標）の機能性と同じまたは同様の機能性
を有し得る。
【００２９】
　配電網１６０は、発電機１１０Ａ～１１０Ｎのうちの１つ以上から住居１５０Ａ～１５
０Ｎのうちの１つ以上へエネルギーを伝送する任意の好適なネットワークである。電気分
配ネットワークにおいて、配電網１６０は、発電機１１０Ａ～１１０Ｎから住居１５０Ａ
～１５０Ｎへ電気を運ぶ先行技術において公知のさまざまな電力線、変電所、柱上変圧器
などを含み得る。ガス分配ネットワークにおいて、配電網１６０は、発電機１１０Ａ～１
１０Ｎ（この実施形態においては、ガス井戸および／または処理プラント）から住居１５
０Ａ～１５０Ｎへ天然もしくは他のタイプのエネルギー生成ガスを運ぶさまざまな圧縮ス
テーション、記憶要素、パイプなどを含み得る。
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【００３０】
　特定の実施形態におけるシステム１００は、１つ以上のコンピュータネットワークもし
くは直接接続を使用して通信リンクを介して相互接続されるいくつかのコンピュータシス
テムおよび構成部分を利用する需要応答プログラムおよび事象を管理する分散型システム
である。しかしながら、当業者は、図１に示されるものよりも少ないまたは大きい数の構
成部分を有するシステムにおいてこのようなシステムが等しく良好に動作し得ることを理
解するであろう。したがって、図１におけるシステム１００の描画は本質的に例示として
捉えられるべきであって、本教示の範囲を限定するものではない。
【００３１】
　図２は、本願明細書においてさらに記載される装置、方法、システム、サービス、およ
び／またはコンピュータプログラム製品のうちの１つ以上を適用可能なスマートホーム環
境２００の例を示す。描かれたスマートホーム環境は、たとえば家、オフィスビル、ガレ
ージ、または移動住宅を含み得る構造２５０を含む。一部の実施形態において、構造２５
０は、図１を参照して記載される構造１５０Ａ～１５０Ｎのうちの１つに対応し得る。構
造２５０に加え、スマートホーム環境２００は、ネットワーク２６２およびリモートサー
バー２６４も含み得て、これらは一実施形態においてそれぞれネットワーク１４０および
エネルギー管理システム１３０（図１）に対応する。描かれた構造２５０は本願明細書に
おいてさらに記載されるさまざまな構成部分および装置を含む一方、プールヒーター２１
４、潅漑システム２１６、およびアクセス装置２６６などのいくつかの構成部分および装
置は、構造２５０の中またはその上に物理的に取り付けまたは配置されることなく構造２
５０に対応付けられ得る（たとえば、電力が供給され得る）。
【００３２】
　スマートホーム環境２００は、壁２５４を介して互いに少なくとも部分的に分離された
複数の部屋２５２を含む。壁２５４は、内壁または外壁を含み得る。各部屋は、床２５６
および天井２５８をさらに含み得る。装置は、壁２５４、床２５６、または天井２５８に
取り付けられ得る、一体化され得る、および／または支持され得る。スマートホーム環境
２００内に組み込まれ得るさまざまな装置は、さまざまな有用なスマートホームの目的の
いずれかを提供するために互いにおよび／またはクラウドベースのサーバーシステムを用
いてシームレスに一体化する知的マルチセンシングネットワーク接続装置を含む。知的マ
ルチセンシングネットワークに接続されたサーモスタット２０２は、周囲の天候特性（た
とえば、温度および／または湿度）を検知するとともに暖房、換気、および空調（ＨＶＡ
Ｃ）システム２０３を制御し得る。知的ネットワークに接続されたマルチセンシングの１
つ以上の危険検知ユニット２０４は、住居環境における危険物および／または危険状態（
たとえば、煙、火、または一酸化炭素）の存在を検知することができる。知的マルチセン
シングネットワークに接続された１つ以上の入力インターフェイス装置２０６は、「スマ
ートドアベル」とも称され得て、人がある場所へ接近したことまたはある場所から離れた
ことを検知すること、可聴機能を制御すること、人が接近したことまたは離れたことを音
声もしくは視覚手段を介して伝えること、またはセキュリティーシステムの設定を制御す
ること（たとえば、セキュリティーシステムを起動もしくは停止すること）を行なうこと
ができる。
【００３３】
　一部の実施形態において、スマートホームは、スマートメーターなどの少なくとも１つ
のエネルギー消費メーター２１８を含み得る。エネルギー消費メーター２１８は、構造２
５０内またはその周囲で装置によって消費されたエネルギー（電気、ガスなど）の一部ま
たはすべてを監視する。エネルギー消費メーター２１８は、所与の期間にわたって消費さ
れたエネルギーの量をメーター２１８の表面に表示し得る。所与の期間は、たとえば、１
秒、１分、１時間、１日、１月、１秒未満の期間、１ヶ月よりも長い期間、または１秒と
１ヶ月との間の期間であり得る。一部の実施形態において、エネルギー消費メーター２１
８は、たとえば１つ以上の所与の期間にわたって消費されたエネルギーの量、任意の特定
の時間もしくは任意の特定の期間中におけるエネルギーの価格などのさまざまな情報をメ
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ーター２１８が伝送することを可能にする通信能力（有線または無線）を含み得る。また
、通信能力は、メーターがさまざまな情報を受け取ることも可能にし得る。たとえば、メ
ーターは、ＨＶＡＣシステム２０３などのスマートホームにおける１つ以上の装置を制御
する命令、任意の特定の時間もしくは任意の特定の期間中におけるエネルギーの価格など
を受け取り得る。構造２５０の中またはその周りにおける装置の制御を容易にするために
、メーター２１８は、このような装置に有線もしくは無線で接続され得る。
【００３４】
　複数の知的マルチセンシングネットワーク接続壁照明スイッチ２０８の各々は、周囲の
照明状況を検知することができ、部屋の在室状態を検知することができ、１つ以上の照明
の電力状態および／または薄暗い状態を制御することができる。一部の例において、照明
スイッチ２０８は、天井ファンなどのファンの電力状態もしくは速度をさらにまたは代替
的に制御することができる。複数の知的マルチセンシングネットワーク接続壁プラグイン
ターフェイス２１０の各々は、部屋もしくは包囲空間における在室を検知することができ
るとともに、１つ以上の壁プラグへの電力の供給を制御することができる（たとえば、家
に誰もいない場合に電力が供給されないように）。スマートホームは、冷蔵庫、ストーブ
および／もしくはオーブン、テレビ、洗浄機、ドライヤー、照明（構造２５０の内側およ
び／もしくは外側）、ステレオ、インターコムシステム、ガレージドア開閉装置、床ファ
ン、天井ファン、家全体ファン、壁空調、プールヒーター２１４、潅漑システム２１６、
セキュリティーシステムなどの複数の知的マルチセンシングネットワーク接続機器２１２
をさらに含み得る。図２の記載は特定の装置に関連付けられた特定のセンサおよび機能性
を識別することができる一方、任意のさまざまなセンサおよび機能性（明細書の全体にわ
たって記載されるものなど）が装置に統合され得ることが理解される。
【００３５】
　処理および感知能力を含むことに加え、スマートホーム環境２００内の装置の各々は、
スマートホーム環境２００内の任意の他の装置ならびにアクセス装置２６６および／また
はリモートサーバー２６４などのスマートホーム環境２４０外の任意の装置とデータ通信
および情報共有をすることができる。装置は、任意のさまざまな慣習的もしくは標準的な
無線プロトコル（Wi-Fi、ZigBee、6L0WPAN、IR、IEE 802.1 1、IEEE 802.15.4など）を介
して、および／または任意のさまざまな慣習的もしくは標準的な有線プロトコル（CAT6 E
thernet（登録商標）、HomePlugなど）を介して通信を送受信することができる。壁プラ
グインターフェイス２１０は、無線もしくは有線リピータとしての役割を果たし得る、お
よび／または（ｉ）ＡＣコンセントに接続されてHomeplugもしくは他の電力線プロトコル
を使用して通信する装置と（ｉｉ）ＡＣコンセントに接続されない装置とのブリッジとし
て機能し得る。
【００３６】
　たとえば、第１の装置は、無線ルーター２６０を介して第２の装置と通信し得る。装置
は、ネットワーク２６２などのネットワークへの接続を介して遠隔装置とさらに通信し得
る。ネットワーク２６２を通じて、装置は中央（すなわち、リモート）サーバーまたはク
ラウドコンピューティングシステム２６４と通信し得る。リモートサーバーまたはクラウ
ドコンピューティングシステム２６４は、装置と関連付けられた製造者、支持主体、もし
くはサービスプロバイダーに関連付けられ得る。一実施形態において、ユーザーは、電話
もしくはインターネットに接続されたコンピュータなどの他の通信手段を必要とすること
なく装置自体を使用してカスタマーサポートに連絡することが可能であり得る。
【００３７】
　装置のネットワーク接続は、さらにユーザーが装置の近くに居なくともユーザーが装置
と対話することができるようにし得る。たとえば、ユーザーは、コンピュータ（たとえば
、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、もしくはタブレット）または
他のポータブル電子装置（たとえば、スマートフォン）２６６を使用して装置（たとえば
、サーモスタット２０２）と通信することができる。ウェブページまたはアプリケーショ
ンは、ユーザーから通信を受け取って通信に基づいて装置を制御する、および／または装
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置の動作についての情報をユーザーに提示するように構成され得る。たとえば、ポータブ
ル電子装置２６６がサーモスタット２０２との対話に使用されている場合、ユーザーは、
サーモスタットの現在の設定温度を見て、ポータブル電子装置２６６を使用してそれを調
節することができる。ユーザーは、この遠隔通信時には構造内にあり得る、または構造の
外部にあり得る。ポータブル電子装置２６６とサーモスタット２０２との間の通信は、リ
モートサーバー２６４を介してルーティングされ得る（たとえば、ポータブル電子装置２
６６が構造２５０から遠隔にある場合）、または一部の実施形態においてリモートサーバ
ー２６４を除いてルーティングされ得る。
【００３８】
　また、スマートホーム環境２００は、壁プラグインターフェイス２１０によって粗くと
も（ＯＮ／ＯＦＦ）制御され得る、古い従来の洗浄機／ドライヤーおよび冷蔵庫などのさ
まざまな非通信レガシー機器２４０を含み得る。スマートホームは、ＩＲ制御される壁空
調もしくは他のＩＲ制御される装置などのさまざまな部分的に通信するレガシー機器２４
２をさらに含み得て、レガシー機器２４２は、危険検知ユニット２０４もしくは照明スイ
ッチ２０８によって提供されるＩＲ信号によって、または一部の実施形態において、壁プ
ラグインターフェイス２１０と通信する電力線などのソケットベースの通信プロトコルを
使用することによって、制御され得る。
【００３９】
　なお、構造２５０の内部および外部に置かれる構成部分の一部またはすべては、実施形
態に応じてエネルギー管理システム１３０の一部として考慮され得ることを認識すべきで
ある。概して、他のエネルギー消費装置の制御を容易にする装置もしくは構成部分は、エ
ネルギー管理システム１３０の一部として考慮され得る。たとえば、ＨＶＡＣ２０３に対
しサーモスタット２０２およびアクセス装置２６６はエネルギー管理システム１３０の一
部であるが、ＨＶＡＣ２０３、プールヒーター２１４、レガシー機器２４０などのエネル
ギー消費の高い構成部分は、サーモスタット２０２およびアクセス装置２６６によって制
御可能なエネルギー消費要素を含むことからエネルギー管理システム１３０の外部として
考慮され得る。しかしながら、他の例において、危険検知ユニット２０４、通路インター
フェイス装置２０６、照明スイッチ２０８、プラグインターフェイス２１０など、スマー
トホーム環境２００の付加的もしくは代替的な構成部分は、知的エネルギー管理決定を行
なう際にシステム１３０を支援するためにエネルギー管理システム１３０に監視（および
／または制御）機能性を提供し得ることから、エネルギー管理システム１３０の一部とし
て考慮され得る。さらに他の例において、スマートホーム環境（リモートサーバー２６４
を除く）の装置はいずれもエネルギー管理システム１３０の一部となり得ないが、スマー
トホーム環境２００の装置のうちの１つ以上は、監視および／またはエネルギー消費タス
クを行なうためにエネルギー管理システム１３０によって遠隔的に制御される従属型装置
であり得る。
【００４０】
　特定の実施形態におけるスマートホーム２００は、すべてが互いに通信するよう動作可
能である、ならびにリモートサーバー２６４などのスマートホーム２００の外部の装置も
しくはシステムと通信するよう動作可能な複数のクライアント装置およびアクセス装置を
含む環境である。しかしながら、当業者は、このような環境が図２に示される構成部分よ
りも小さいまたは大きい数の構成部分を有して等しく良好に動作し得ることを理解するで
あろう。異なる機能性を有するさまざまな要素を含むスマートホーム環境の１つの特定の
例は、２０１２年９月２１日に出願された米国特許仮出願第６１／７０４，４３７号に詳
細に記載され、そのすべての内容はすべての目的のために本願明細書の全体において引用
により援用される。したがって、図２のスマートホーム環境２００の記載は、本質的に例
示として考慮され、本教示の範囲を限定するものではない。
【００４１】
　図３Ａは、知的ネットワーク接続装置３００（すなわち、「装置」）に含まれ得る一般
的な装置の構成部分の例を示す。装置３００は、サーモスタット２０２、危険検知ユニッ
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ト２０４、入力インタフェース装置２０６、壁照明スイッチ２０８、壁プラグインターフ
ェイス２１０など、図２を参照して記載されたさまざまな装置のうちの１つ以上として実
施され得る。以下の説明の多くは、装置３００をサーモスタット２０２として示している
が、実施形態がこのように限定されないことを認識すべきである。装置のシステム内の１
つ、それ以上、もしくはすべての装置３００の各々は、１つ以上のセンサ３０２と、ユー
ザーインターフェイス構成部分３０４と、電源（たとえば、電力接続３０６および／また
はバッテリー３０８を含む）と、通信構成部分３１０と、モジュール性ユニット（たとえ
ば、ドッキングステーション３１２および交換可能モジュール３１４を含む）と、知能構
成部分３１６と、干渉検知回路３１８とを含み得る。特定のセンサ３０２、ユーザーイン
ターフェイス構成部分３０４、電源構成、通信構成部分３１０、モジュール性ユニット、
知能構成部分３１６、および／またはワイヤー干渉検知回路３１８は、装置３００にわた
って同じもしくは同様であり得る、または装置のタイプもしくはモデルに応じて異なり得
る。
【００４２】
　例示であって限定されないが、装置３００における１つ以上のセンサ３０２は、たとえ
ば、加速、温度、湿度、水、供給電力、接近、外部運動、装置運動、音声信号、超音波信
号、光信号、火、煙、一酸化炭素、グローバルポジショニング衛星（ＧＰＳ）信号、また
は無線周波数（ＲＦ）もしくは他の電磁気信号もしくは電磁場を検知することが可能であ
り得る。したがって、たとえば、センサ３０２は、温度センサ、湿度センサ、危険関連セ
ンサもしくは他の環境センサ、加速度計、マイクロフォン、カメラ（たとえば、電荷結合
装置もしくはビデオカメラ）以下の光学センサ、能動もしくは受動放射線センサ、ＧＰＳ
受信機、または無線周波数識別検知器を含み得る。図３Ａは単一のセンサを有する実施形
態を示しているが、多くの実施形態は複数のセンサを含む。一部の例において、装置３０
０は１つ以上の一次センサと１つ以上の二次センサとを含む。一次センサは、装置のコア
動作（たとえば、サーモスタットにおける温度の感知、または煙検知器における煙の感知
）の中心となるデータを感知し得る。二次センサは、エネルギー効率の目的またはスマー
ト動作の目的に使用され得る、他のタイプのデータ（たとえば、運動、光、もしくは音）
を感知し得る。一部の例において、平均的なユーザーは、二次センサの存在に気付かない
ことすらある。
【００４３】
　装置３００における１つ以上のユーザーインターフェイス構成部分３０４は、視覚ディ
スプレイ（たとえば、薄膜トランジスタディスプレイもしくは有機発光ダイオードディス
プレイ）および／または音声スピーカーを介してユーザーに対して情報を提示するように
構成され得る。また、ユーザーインターフェイス構成部分３０４は、タッチ画面、ボタン
、スクロール構成部分（たとえば、可動もしくは仮想リング構成部分）、マイクロフォン
、もしくはカメラ（たとえば、ジェスチャーを検知する）など、ユーザーから情報を受け
取るための１つ以上のユーザー入力構成部分を含み得る。一実施形態において、ユーザー
インターフェイス構成部分３０４は、クリックおよび回転（click-and-rotate）環状リン
グ構成部分を含み、ここでユーザーは、リングを回転させることによって（たとえば、設
定を調節するために）、および／またはリングを内方向にクリックすることによって（た
とえば、調節された設定を選択する、またはオプションを選択するために）、構成部分と
対話することができる。他の実施形態において、ユーザー入力構成部分３０４は、ジェス
チャーを検知することができるように（たとえば、装置の電力もしくは警報の状態が変更
されることを示すために）カメラを含む。
【００４４】
　装置３００における電源構成部分は、電力接続３０６および／またはローカルバッテリ
ー３０８を含み得る。たとえば、電力接続３０６は、装置３００を線電圧源などの電源へ
接続することができる。一部の例において、ＡＣ電源への接続３０６は、（たとえば、再
充電可能な）ローカルバッテリー３０８を繰り返し充電するために使用され得て、これに
よってバッテリー３０８は、ＡＣ電力の切断または他の電力欠乏シナリオの事象において
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必要な場合に電力を供給するために後に使用され得る。
【００４５】
　装置３００における通信構成部分３１０は、装置３００がリモートサーバー２６４など
の中央サーバーまたは本願明細書において記載される他の装置３００もしくはポータブル
ユーザー装置などの遠隔装置と通信することを可能にする構成部分を含み得る。通信構成
部分３１０は、非限定的な例として、Wi-Fi、ZigBee、３Ｇ／４Ｇ無線、IEEE 802.1 1、I
EEE 802.15.4、6-LO-PAN、Bluetooth（登録商標）、CAT6有線イーサネット（登録商標）
、HomePlugもしくは他の電力線通信方法、電話、または光ファイバーなどの１つ以上の有
線もしくは無線通信技術を同時もしくは連続的に使用して装置３００を通信させることが
できる。通信構成部分３１０は、１つ以上の無線カード、イーサネットプラグ、または他
の送受信接続を含み得る。一部の実施形態において、通信構成部分３１０は、中央サーバ
ーとの通信を容易にし、装置３００と中央サーバーと一部の場合における付加的な装置と
の間の情報を同期する。このような装置間のデータを同期する技術は、２０１２年９月２
２日に出願された、同一の譲受人によって譲受された米国特許出願第１３／６２４，８９
２号（顧客参照番号ＮＥＳ０２３１）においてさらに記載され、その内容はすべての目的
のために全体が引用により援用される。
【００４６】
　装置３００におけるモジュール性ユニットは、固定的物理的接続と交換可能モジュール
３１４とを含み得る。したがって、モジュール性ユニットは、装置３００を完全に再設置
することなく（たとえば、配線を保存する）交換可能モジュール３１４をアップグレード
する能力を提供することができる。固定的物理的接続は、ビル構造に取り付けることがで
きるドッキングステーション３１２（インターフェイスボックスとも称され得る）を含み
得る。たとえば、ドッキングステーション３１２は、ねじを介して壁に取り付けられ得る
、または接着剤を介して天井に固定され得る。ドッキングステーション３１２は、一部の
例において、ビル構造の一部を通って延在し得る。たとえば、ドッキングステーション３
１２は、壁のシートロックを通って作られる穴を介して壁の後方の配線に（たとえば、１
２０Ｖの線電圧ワイヤー）に接続され得る。ドッキングステーション３１２は、電力接続
回路３０６および／またはＡＣ－ＤＣ電力供給回路（AC-to-DC powering circuitry）な
どの回路を含み得て、ユーザーが高圧線へ露出しないように防止し得る。ドッキングステ
ーション３１２は、暖房ユニット（ビル構造を暖房するための）、空調ユニット（ビル構
造を冷却するための）、および／または換気ユニット（ビル構造の全体にわたって空気を
循環させるための）など、ＨＶＡＣシステムの駆動（すなわち、オンおよびオフ）要素の
ための制御回路も含み得る、またはこの制御回路を代替的に含み得る。一部の例において
、ドッキングステーション３１２は、たとえばサーモスタット装置が煙検知装置とは異な
るドッキングステーションを含むように、装置のタイプもしくはモデルに対して専用のも
のである。一部の例において、ドッキングステーション３１２は、装置の複数のタイプお
よび／またはモデルにわたって共有され得る。
【００４７】
　モジュール性ユニットの交換可能モジュール３１４は、装置のセンサ３０２、プロセッ
サ、ユーザーインターフェイス構成部分３０４、バッテリー３０８、通信構成部分３１０
、知能構成部分３１６などの一部もしくはすべてを含み得る。交換可能モジュール３１４
は、ドッキングステーション３１２に取り付けられる（たとえば、プラグ挿入または接続
される）ように構成され得る。一部の例において、交換可能モジュール３１４のセットは
、交換モジュール３１４にわたって異なる能力、ハードウェア、および／またはソフトウ
ェアを有して作られる。このため、ユーザーは、すべての装置構成部分を交換することな
く、または装置３００を完全に再設置することなく交換可能モジュール３１４を容易にア
ップグレードまたは交換することができる。たとえば、ユーザーは、限られた知能および
ソフトウェア能力を有する第１の交換可能モジュールを含む低価格の装置から始めること
ができる。そして、ユーザーは、より性能の高い交換可能モジュールを含むように装置を
容易にアップグレードすることができる。他の例として、ユーザーが地下にモデル♯１装
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置を有し、リビングルームにモデル＃２装置を有し、モデル＃３交換可能モジュールを含
むようにリビングルームの装置をアップグレードする場合、ユーザーは、モデル＃２交換
可能モジュールを地下に移動させ、既存のドッキングステーションに接続することができ
る。そしてモデル＃２交換可能モジュールは、たとえばその新しい場所を識別するために
開始処理を始め得る（たとえば、ユーザーインターフェイスを介してユーザーから情報を
要求することによる）。
【００４８】
　装置の知能構成部分３１６は、さまざまな異なる装置機能性のうちの１つ以上を支援し
得る。知能構成部分３１６は、本願明細書において記載される有利な機能性の１つ以上を
実行する、および／または実行させられるように構成およびプログラミングされた１つ以
上のプロセッサを概して含む。知能構成部分３１６は、ローカルメモリ（たとえば、フラ
ッシュメモリ、ハードドライブ、ランダムアクセスメモリ）に記憶されたコンピュータコ
ードを実行する汎用プロセッサ、専用プロセッサもしくは特定用途向け集積回路、これら
の組み合わせの形式で、および／または他のタイプのハードウェア／ファームウェア／ソ
フトウェア処理プラットフォームを使用して実施され得る。知能構成部分３１６は、非同
期Javascript（登録商標）およびXML（Asynchronous Javascript and XML）（ＡＪＡＸ）
もしくは同様のプロトコルを使用してクラウドサーバーから提供される命令を実行するJa
va（登録商標）仮想マシン（JVM）を実行することなどによって、中央サーバーもしくは
クラウドベースのシステムによって遠隔的に実行もしくは支配されるアルゴリズムのロー
カライズ版もしくは相当物としてさらに実施することができる。例示により、知能構成部
分３１６は、場所（たとえば、家または部屋）が在室されている時を検知するとともに、
特定の者によって在室されているのか、または特定の人の数および／もしくは集合によっ
て在室されているのか（たとえば、１つ以上の閾値に対して）まで検知するように構成さ
れた知能構成部分３１６であり得る。このような検知は、たとえば、マイクロフォン信号
を分析すること、ユーザーの移動（たとえば、装置の前）を検知すること、ドアもしくは
ガレージドアの開閉を検知すること、無線信号を検知すること、受け取った信号のＩＰア
ドレスを検知すること、または時間ウインドウ内における１つ以上の装置の動作を検知す
ることによって行なわれ得る。知能構成部分３１６は、特定の在室者もしくは物を識別す
る画像認識技術を含み得る。
【００４９】
　一部の例において、知能構成部分３１６は、望ましい設定を予測する、および／または
これらの設定を実施するように構成され得る。たとえば、存在検知に基づき、知能構成部
分３１６は、たとえば、家または特定の空間に誰もいない時に電力を節約する、またはユ
ーザー選択に一致する（たとえば、一般的な自宅用選択またはユーザー固有選択）ように
装置設定を調節し得る。他の例として、特定の人物、動物、または対象（たとえば、子供
、ペット、または失われた対象）の検知に基づき、知能構成部分３１６は、人物、動物、
もしくは対象がどこにいるかについての音声もしくは視覚表示器を開始することができる
、または認識されていない人物が特定の条件下（たとえば、夜、もしくは光の無い時）に
おいて検知された場合にアラームもしくはセキュリティ特徴を開始することができる。さ
らに他の例として、知能構成部分３１６は、ユーザー設定における時間あたり、週あたり
、もしくは季節あたりの傾向を検知し、これに従って設定を調節することができる。たと
えば、知能構成部分３１６は、特定の装置が週日の午前６：３０にオンされること、また
は最後の３時間にわたって装置設定が高い設定から低い設定へ徐々に調節されたことを検
知することができる。そして、知能構成部分３１６は、装置が週日の午前６：３０にオン
されること、または設定を長い期間にわたって徐々に下げ続けるべきであることを予測す
ることができる。
【００５０】
　一部の例において、装置は、第１の装置によって検知された事象が第２の装置の動作に
影響を与えるように互いに対話することができる。たとえば、第１の装置は、ガレージ内
へ引っ込んだことを検知することができる（たとえば、ガレージ内における動作を検知す
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ること、ガレージ内の光の変化を検知すること、またはガレージドアが開かれたことを検
知することによる）。第１の装置は、第２の装置がたとえば家温度設定、光設定、音楽設
定、および／またはセキュリティアラーム設定を調節することができるように、第２の装
置へこの情報を送信することができる。他の例として、第１の装置は、フロントドアにユ
ーザーが近づいていることを検知することができる（たとえば、動作もしくは突然の光パ
ターン変化を検知することによる）。第１の装置は、たとえば、一般的な音声もしくは視
覚信号を提示させる（たとえば、ドアベルを鳴らすなど）、または場所固有音声もしくは
視覚信号を提示させる（たとえば、ユーザーが在室する部屋内における訪問者の存在を知
らせる）。
【００５１】
　干渉検知回路３１８は、知能構成部分３１６の一部であり得る、または知能構成部分３
１６とは別個であり得る。干渉検知回路３１８は、装置３００の干渉を検知するように動
作可能なソフトウェアおよび／またはハードウェアを含み得る。干渉は、たとえば、ＤＲ
事象時にリモートサーバーによるＨＶＡＣ制御を避けるユーザーの試みを示す装置３００
とＨＶＡＣとの間の切断、ＤＲ事象時にリモートサーバーによるＨＶＡＣ制御を避けるユ
ーザーの試みを示すＨＶＡＣによるインピーダンスもしくは電力消費の変化などを含み得
る。
【００５２】
　図３Ｂは、一部の実施形態に従う、設置、構成、およびアップグレードを容易にするた
めに交換可能モジュール３１４（たとえば、ヘッドユニット）とドッキングステーション
３１２（たとえば、バックプレート）とを有する知的ネットワーク接続装置３００を有す
る。上で記載したように、装置３００は、壁に取り付けられ得て、円形の形状を有し得て
、ユーザー入力を受け取るための外側回転可能リング３２０（これは、たとえばユーザー
インターフェイス３０４の一部であり得る）を有し得る。外側回転可能リング３２０によ
り、ユーザーは新しい目標温度の設定などの調節を行なうことができる。たとえば、外側
リング３２０を時計回りに回転させることにより、目標設定温度を高めることができ、外
側リング３２０を反時計回りに回転させることにより、目標設定温度を下げることができ
る。構造における温度を設定温度へ即時に変更するという望みを反映する既存の設定温度
への変更は、本願明細書においては「即時設定温度」と称され得る。これは、構造におけ
る未来の温度についての望みを設定温度が反映し得る、時間あたり、日あたり、週あたり
、月あたり、もしくは他のスケジュールで提供され得る設定温度とは対照的である。この
ような設定温度は、本願明細書においては「予定された設定温度」と称され得る。
【００５３】
　装置３００は、ディスプレイ３２４（これは、たとえばユーザーインターフェイス３０
４の一部であり得る）を含むカバー３２２を有する。ヘッドユニット３１４は、バックプ
レート３１２に対して摺動する。ディスプレイ３２４は、装置３００の現在の動作状態、
リング３２０を介した直接的なユーザーと装置との対話、たとえば近接センサ３０２（受
動赤外線モーションセンサなど）を介して感知されたユーザーの存在、リモートアクセス
装置を介したユーザーと装置との遠隔対話などに応じて、さまざまな情報を表示し得る。
たとえば、ディスプレイ３２４は、現在の設定温度を表わす数字を中央に表示し得る。
【００５４】
　一部の実施形態によれば、バックプレート３１２に対するヘッドユニット３１４の接続
は、磁石、バヨネット、掛け金および止め具、一致する陥凹を有するタブもしくはリブ、
またはヘッドユニット３１４とバックプレート３１２との合致部分に対する単純な摩擦を
使用して実現され得る。一部の実施形態によれば、ヘッドユニット３１４は、バッテリー
３０８と、通信構成部分３１０と、知能構成部分３１６と、ディスプレイドライバー３２
６（これは、たとえばユーザーインターフェイス３０４の一部であり得る）とを含む。バ
ッテリー３０８は、ＨＶＡＣシステム制御回路もしくは利用可能な場合には共通のワイヤ
のいずれかからの電力取り入れ（電力盗取（power stealing）および／もしくは電力共有
とも言われる）を介して取得されたバックプレート３１２からの電力を使用する再充電回
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路（これは、たとえば、知能構成部分３１６の一部であり得る、および／またはバックプ
レート３１２に含まれ得る）を使用して再充電され得て、同一の譲受人によって譲受され
た同時係属中の２０１１年２月２４日に出願された米国特許出願第１３／０３４，６７４
号（顧客参照番号ＮＥＳ０００６）および第１３／０３４，６７８号（顧客参照番号ＮＥ
Ｓ０００７）、ならびに２０１１年１０月６日に出願された米国特許出願第１３／２６７
，８７１号（顧客参照番号ＮＥＳ０１５８）においてさらに詳細に記載されており、これ
らのすべてはすべての目的のためにその全体が本願明細書において引用により援用される
。一部の実施形態によれば、バッテリー３０８は、再充電可能な単一セルリチウムイオン
、もしくはリチウムポリマーバッテリーである。
【００５５】
　バックプレート３１２は、電子装置３３０と温度センサ３３２（これは、たとえばセン
サ３０２のうちの１つであり得る）とをハウジング３３４内に含み、これらは換気口３３
６を介して換気される。温度センサ３３２は、ヘッドユニット３１４が結合されていない
場合であっても、完全に機能するサーモスタットとしてバックプレート３１２を動作させ
る。ワイヤーコネクター３３８は、ＨＶＡＣシステムの構成部分を作動させるためのワイ
ヤー、ＨＶＡＣシステムから電力を受け取るためのワイヤーなど、ＨＶＡＣシステムワイ
ヤーへの接続を可能とするために設けられる。接続端子３４０は、ヘッドユニット３１４
とバックプレート３１２との間の電気的接続を提供する雄型もしくは雌型プラグコネクタ
ーである。ＨＶＡＣへの接続および制御のためのさまざまな配置は、上記の米国特許出願
第１３／０３４，６７４号および第１３／０３４，６７８号にさらに記載される。
【００５６】
　一部の実施形態において、バックプレート電子装置３３０は、ＭＣＵプロセッサと、Ｈ
ＶＡＣ制御回路を開閉するためのドライバー回路とを含み、これによって暖房および冷房
などの１つ以上のＨＶＡＣ機能をオンおよびオフする。また、電子装置３３０は、 一日
のうちの異なる時間に効力を生じる一連のプログラムされた設定を記憶するために使用さ
れるフラッシュメモリを含み、そのため、ヘッドユニット３１４がバックプレート３１２
に取り付けられていない場合であっても、プログラムされた設定（すなわち、所望の温度
）が実行され得る。一部の実施形態において、電子装置３３０は、電力取り入れ回路（こ
れは、ヘッドユニット３１４に設けられるものに追加され得る、または代替され得る）も
含み、ＨＶＡＣ共通電力ワイヤーが利用可能でない場合であってもＨＶＡＣ制御回路から
電力を得る。さまざまな実施形態において、干渉検知回路３１８（図３Ａ）は、ヘッドユ
ニット３１４およびバックプレート３１２のうちの１つ以上にも組み込まれ得て、その結
果、ヘッドユニット３１４がバックプレート３１２に結合されているか否かに関わらず干
渉が検知され得る。
【００５７】
　図３Ｃは、ワイヤーコネクター３３８および干渉検知回路３１８を特に参照した装置３
００の概念図である。ワイヤーコネクター３３８および干渉検知回路３１８は、その全体
または一部が、本教示の範囲から逸脱することなく装置３００の本体と分離可能もしくは
分離不可能に一体化され得ることが理解される。したがって、たとえば、一実施形態にお
いて、ワイヤーコネクター３３８および干渉検知回路３１８は、装置３００の本体と分離
不可能に一体化され得て、ＨＶＡＣワイヤーは、単一の一体ユニットとして壁に設置され
る前に、後部に直接的に挿入される。他の実施形態において、ワイヤーコネクター３３８
および干渉検知回路３１８は、サーモスタットの本体が取り付けられる壁プレートユニッ
トに置かれ得る。本願明細書において参照されるサーモスタットへのワイヤーの挿入は、
壁プレートにワイヤーが挿入されて本体が壁プレートに取り付けられて完全な装置３００
を形成する実施形態を含むことが理解される。
【００５８】
　図３Ｃに示されるように、各ワイヤーコネクター３３８は、所定のＨＶＡＣ信号タイプ
と関連付けられる。自分で設置する人のための単純性と多数の家に対する適度に広い改造
適用可能性との間の最適なバランスを提供することが知られる一実施形態については、８
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つのワイヤーコネクター３３８が設けられ、これらはそれぞれ、暖房コールパワー（Ｒｈ
）、暖房コール（Ｗ１）、冷房コール（Ｙ１）、ファンコール（Ｇ）、共通（Ｃ）、熱ポ
ンプ（Ｃ／Ｂ）、補助物（ＡＵＸ）、および暖房コールパワー（Ｒｈ）からなるＨＶＡＣ
信号タイプの選択されたグループに対して専用となる。好ましくは、装置３００は、上記
の同一の譲受人によって譲受された米国特許出願第１３／０３４，６７４号に記載の「ジ
ャンパーレス（jumperless）」タイプであり、このため、（ｉ）単一のコール電力ワイヤ
ーがＨＶＡＣシステムによって設けられ、一方もしくは他方の接続ポートが単一のコール
電力ワイヤーを受ける場合（これは、特定のＨＶＡＣ設置に応じてＲ、Ｖ、Ｒｈ、もしく
はＲｃと称され得る）に、自動的に合わせてシャントし続ける、および（ｉｉ）Ｒｈおよ
びＲｃ接続ポートは、挿入される２つのコール電力ワイヤーがＨＶＡＣシステムによって
設けられる場合に、ＲｈおよびＲｃ接続ポートは自動的に電気的に分離される。
【００５９】
　一実施形態によれば、干渉検知回路３１８は、各ワイヤーコネクター３３８について、
一対の電気リード３４４をわたってバックプレート電子装置３３０と通信するポート感知
回路３４２を含む。ポート感知回路３４２は、本教示の範囲から逸脱することなくさまざ
まな異なる方法で動作し得るが、一実施形態において、制御ポート感知回路３４２は、電
気リード３４４に結合された二位置スイッチ（図示せず）を含み、二位置スイッチは、関
連付けられたワイヤーコネクター３３８にワイヤーが挿入されていない時には電気リード
３４４を短絡させるために閉じられ、二位置スイッチは、関連付けられたワイヤーコネク
ター３３８にワイヤーが挿入されている時には電気リード３４４を電気的に分離するよう
に機械的に開位置へ促される。これにより、バックプレート電子装置３３０は、電気リー
ド３４４の短絡状態もしくは開状態によって、ワイヤーが接続ポートに挿入されている時
を容易に感知することができる。ワイヤーコネクター３３８およびポート感知回路３４２
の機能を組み合わせて実施する１つの特に有利な構成は、同一の譲受人によって譲受され
た２０１１年２月２４日付で出願された米国特許出願第１３／０３４，６６６号（顧客参
照番号ＮＥＳ００３５）に記載されており、その内容はすべての目的のためにその全体が
引用により援用される。
【００６０】
　特定の実施形態における装置３００は、ヘッドユニット、バックプレート、ユーザーイ
ンターフェイス、通信構成部分、知的構成部分などのさまざまな構成要素を含む、知的ネ
ットワーク接続学習サーモスタットである。しかしながら、本願明細書において記載され
るさまざまな動作を行なう装置が図３Ａから図３Ｃに示される構成部分の数よりも小さい
もしくは大きい数の構成部分を有していても等しく良好に動作することを当業者は理解す
るであろう。たとえば、装置３００は、複数のモジュールではなく単一のユニットとして
形成され得る、図３Ａを参照して記載されたものよりも多いもしくは少ない構成部分を含
み得る、および図３Ｃを参照して記載されたものよりも多いもしくは少ない構成部分を含
み得る。たとえば、装置３００は、２０１２年９月２１日に出願された米国特許出願第１
３／６２４，８７８号に記載されているように、および／または２０１２年９月３０日に
出願された米国特許出願第１３／６３２，１４８号に記載されているように形成され得て
、いずれもあらゆる目的のためにその全体が本願明細書において引用により援用される。
【００６１】
　したがって、図３Ａから図３Ｃにおける装置３００の描画は、本質的に例示であると捉
えるべきであり、本教示の範囲に限定するものではない。
【００６２】
　図４は、図１および／もしくは図２のスマートホームならびに／または図３Ａから図３
Ｃの装置を統合することができる、拡張可能な装置およびサービスのプラットフォームを
ネットワークレベルで示す図である。構造２５０を参照して上で記載した知的ネットワー
ク接続装置の各々は、１つ以上のリモートサーバーもしくはクラウドコンピューティング
システム２６４と通信することができる。通信は、直接的に（たとえば、無線キャリアへ
の３Ｇ／４Ｇ接続を使用して）、またはハブ化ネットワーク（単純な無線ルーターから、
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たとえば知的専用家全体制御ノードにまでおよぶスキームであり得る）を通じて、または
これらの任意の組み合わせを通じて、ネットワーク２６２への接続を確立することによっ
て可能となり得る。
【００６３】
　リモートサーバーもしくはクラウドコンピューティングシステム２６４は、スマートホ
ーム装置から動作データ３０２を収集することができる。たとえば、装置は、定期的に動
作データを送ることができる、または特定のインスタンスにおいて（たとえば、カスタマ
ーサポートへ要求する時）動作データを送ることができる。リモートサーバーもしくはク
ラウドコンピューティングアーキテクチャ２６４は、１つ以上のサービス４０４をさらに
提供することができる。サービス４０４は、たとえば、ソフトウェアアップデート、カス
タマーサポート、センサデータ収集／記録、リモートアクセス、遠隔もしくは分散制御、
または使用提案（たとえば、収集された動作データ４０４に基づいて性能の向上やユーテ
ィリティコストの減少などを行なう）を含み得る。サービス３０４に関連付けられたデー
タは、リモートサーバーもしくはクラウドコンピューティングシステム２６４に記憶され
得る、およびモートサーバーもしくはクラウドコンピューティングシステム２６４は、デ
ータを検索して適切な時間に送信し得る（たとえば、規則的な間隔、ユーザーからの要求
を受け取った時など）。
【００６４】
　記載された拡張可能な装置およびサービスのプラットフォームの１つの顕著な特徴は、
図４に示されるように、制限なく、単一のデータ処理サーバー４０７（これは、リモート
サーバー２６４に含まれ得る、またはそれとは別個であり得る）に集中し得る、またはい
くつかの異なるコンピューティング主体間で分配される、処理エンジン４０６である。処
理エンジン４０６は、装置の集合からデータを受け取る（たとえば、インターネットもし
くはハブ化ネットワークを介して）、データをインデクシングする、データを分析する、
および／または分析に基づいて、もしくは分析の一部として統計を生成するように構成さ
れたエンジンを含み得る。分析されたデータは、抽出データ４０８として記憶され得る。
分析の結果もしくは統計は、その後、結果を抽出するために使用されるｏｐｓデータを提
供する装置、装置のユーザーに対してウェブページを提供するサーバー、または他の非装
置主体に対して送信され得る。たとえば、使用統計、他の装置の使用と比した使用統計、
使用パターン、および／またはセンサの読み取りをまとめた統計が送信され得る。結果ま
たは統計は、ネットワーク２６２を介して提供され得る。この態様において、処理エンジ
ン４０６は、スマートホームから取得した動作データからさまざまな有用な情報を抽出す
るように構成およびプログラムされ得る。単一のサーバーは、１つ以上のエンジンを含み
得る。
【００６５】
　抽出されたデータは、さまざまな有用な目的についてさまざまな異なる粒度において高
度に有益なものとなり得て、その範囲は、家あたり、近隣あたり、もしくは領域あたりの
装置の明示的なプログラム制御から（たとえば、電気ユーティリティについての需要応答
プログラム）、家あたりに支援することができる推理（推測）抽象の生成（たとえば、家
の所有者が休暇のために離れているという推理を引き出すことができ、セキュリティ検知
設備の感度を高めることができる）や、政治もしくは公益目的に使用することができる統
計および関連する推理抽象の生成に及ぶ。たとえば、処理エンジン４０６は、装置の個体
群にわたる装置の使用についての統計を生成し、その統計を装置のユーザー、サービスプ
ロバイダー、または他の主体（たとえば、統計に対する金銭的な補償を要求する、または
それを提供し得るもの）へ送ることができる。具体的な例示として、統計は、慈善団体４
２２、政府団体４２４（たとえば、食品医薬品局または環境保護局）、学術研究機関４２
６（たとえば、大学研究者）、事業体４２８（たとえば、関連する機器に対する装置保証
もしくはサービスを提供する）、またはユーティリティ会社４３０へ送信され得る。これ
らの主体は、エネルギー使用を減少させるプログラムを形成すること、障害のある機器に
対して先制的に対処すること、高いサービス需要に対して準備すること、過去のサービス
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実績などを追跡すること、または現在知られているもしくは今後開発されるさまざまな有
益な機能もしくはタスクのいずれかを行なうことにデータを使用し得る。
【００６６】
　図５は、処理エンジン４０６およびスマートホームの装置を特に参照した、図４の拡張
可能な装置およびサービスのプラットフォームを示す抽象的な機能図である。スマートホ
ームに位置する装置は無数のさまざまな異なる個々の性能および制限を有し得るが、これ
らすべては、各々がデータ消費部５０２（ＤＣ）、データ源５０４（ＤＳ）、サービス消
費部５０６（ＳＣ）、およびサービス源５０８（ＳＳ）である点において、共通の特徴を
共有するものと考えることができる。有利に、局所的および即時の目的を実現するために
装置に必要となる必須の制御情報を提供することに加え、拡張可能な装置およびサービス
のプラットフォームは、これらの装置から流出する大量のデータを利用するようにも構成
され得る。装置の即時の機能に対する装置自体の実際の動作を向上もしくは最適化するこ
とに加え、拡張可能な装置およびサービスのプラットフォームは、さまざまな有用な目的
を実現するために、さまざまな自動化された、拡張可能な、柔軟な、および／またはスケ
ーラブルな方法で、データを「再利用（repurposing）」するように導かれ得る。これら
の目的は、たとえば、使用パターン、装置効率、および／またはユーザー入力（たとえば
、特定の機能性を要求する）に基づいて事前に定義され得る、または適応的に識別され得
る。
【００６７】
　たとえば、図５は、複数のパラダイム５１０を含むものとして処理エンジン４０６を示
す。処理エンジン４０６は、一次もしくは二次装置機能を監視および管理する被管理サー
ビスパラダイム５１０ａを含み得る。装置機能は、ユーザーによる入力が与えられた装置
の適切な動作を確保すること、侵入者が住居に居る、もしくは住居に侵入しようと試みて
いることを推測する（および、たとえばこれに対応する）こと、装置に結合された設備の
故障（たとえば、光バルブが焼切れた）を検知すること、エネルギー需要応答事象を実施
する、もしくはそれに応答すること、または現在もしくは予測された未来の事象もしくは
特徴についてユーザーに警告することを含み得る。処理エンジン４０６は、装置の使用に
基づいてユーザーの特徴（たとえば、人口学的情報）、要望、および／または興味のある
製品を推測する広告／通信パラダイム５１０ｂをさらに含み得る。そして、サービス、プ
ロモーション、製品、またはアップグレードが、ユーザーに対して提示され得る、または
自動的に提供され得る。処理エンジン４０６は、ソーシャルパラダイム５１０ｃをさらに
含み得る。ソーシャルパラダイム５１０ｃは、ソーシャルネットワークからの情報を使用
する、ソーシャルネットワークに情報を提供する（たとえば、装置の使用に基づく）、お
よび／またはソーシャルネットワークプラットフォームとのユーザーおよび／もしくは装
置の対話に関連付けられたデータを処理する。たとえば、ソーシャルネットワーク上の信
頼された連絡先へ報告されるユーザーのステータスは、光検知、セキュリティシステムの
停止、もしくは装置使用検知器に基づいて、ユーザーが家にいる時を示すように更新され
る。他の例として、ユーザーは、装置使用統計を他のユーザーと共有することが可能であ
り得る。処理エンジン４０６は、課題／規則／コンプライアンス／報酬パラダイム５１０
ｄを含み得る。 課題／規則／コンプライアンス／報酬パラダイム５１０ｄは、課題、規
則、コンプライアンス規制、および／もしくは報酬についてユーザーに知らせる、ならび
に／または課題が解決されたか、規則もしくは規制が守られているか、および／もしくは
報酬が得られたかを判定するために動作データを使用する。課題、規則、または規制は、
エネルギーを保存する努力、安全に生活する努力（たとえば、毒もしくは発癌物質への露
出を減少させる）、お金および／もしくは設備寿命を維持する努力、健康を向上させる努
力などに関連し得る。
【００６８】
　処理エンジン４０６は、外部ソースからの外部情報５１６を統合もしくは利用し、１つ
以上の処理パラダイムの機能を向上させ得る。外部情報５１６は、装置から受け取った動
作データを解釈すること、装置の近くの環境（たとえば、装置を囲む構造の外側）の特性
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を判定すること、ユーザーが利用可能なサービスもしくは製品を判定すること、ソーシャ
ルネットワークもしくはソーシャルネットワーク情報を識別すること、装置などの近くの
主体（たとえば、緊急状態応答チーム、警察、または病院などの公共サービス主体）の連
絡先情報を判定すること、家もしくは近所に関連付けられた統計的もしくは環境的な状態
、傾向、もしくは他の情報を識別することなどに使用され得る。
【００６９】
　多大な範囲および多様性の利益は、記載された拡張可能な装置およびサービスのプラッ
トフォームによってもたらされ得る、およびその範囲内に適合し得て、通常のものから難
解なものに及ぶ。したがって、１つの「通常のもの」の例において、スマートホームの各
ベッドルームには、在室センサを含む煙／火／ＣＯアラームが設けられ得て、在室センサ
は、在室者が眠っているか起きているかを推測することもできる（たとえば、運動検知、
顔認識、可聴音パターンなどによって）。深刻な火災事象が感知された場合、リモートセ
キュリティ／監視サービスもしくは消防署には、各ベッドルームには何名の在室者がいる
か、およびこれらの在室者はまだ眠っているか（もしくは動けないか）、または在室者が
ベッドルームから適切に避難したかについて通知される。これは当然ながら記載された拡
張可能な装置およびサービスのプラットフォームによって提供される非常に有利な性能で
ある一方、利用可能となり得るより大きな「知能」の可能性を真に示し得る実質的により
「難解な」例があり得る。恐らくより「難解なもの」の例では、火災時の安全のために使
用されているベッドルーム在室データと同じデータは、近所の子供の成長および教育のソ
ーシャルパラダイムのコンテキストにおいて処理エンジン４０６によって「再利用」もさ
れ得る。したがって、たとえば、「通常のもの」の例において記載された同じベッドルー
ム在室および運動データは、特定のＺＩＰコードにおける学童の睡眠パターンを識別およ
び追跡し得る処理（適切に匿名化されている）のために収集され得るとともに利用可能と
され得る。学童の睡眠パターンについての局所的な違いが識別され得て、たとえば、地域
の学校における異なる栄養プログラムに関連付けられ得る。
【００７０】
　図６は、実施形態による専用コンピュータシステム６００を示すブロック図である。た
とえば、ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０、エネルギー管
理システム１３０、スマートホーム環境２００の要素、リモートサーバー２６４、クライ
アント装置３００、処理エンジン４０６、データ処理サーバー４０７、または本願明細書
において記載される他の電子構成部品のうちの１つ以上は、専用コンピュータシステム６
００によって実施され得る。本願明細書において記載される方法および処理は、本願明細
書において記載される方法および処理の動作を行なうようコンピュータシステムに指示す
るコンピュータプログラム製品によって同様に実施され得る。このようなコンピュータプ
ログラム製品の各々は、コンピュータ可読媒体上で表現される命令（コード）のセットを
含み得て、命令（コード）のセットは、コンピュータシステムのプロセッサに対応する動
作を行なうように指示する。命令は、連続的な順序で、または平行に（異なる処理スレッ
ドによる）、またはこれらの組み合わせで実行するように構成され得る。
【００７１】
　専用コンピュータシステム６００は、コンピュータ６０２と、コンピュータ６０２に結
合されるモニター６０４と、コンピュータ６０２に（任意で）結合される１つ以上の付加
的なユーザー出力装置６０６と、コンピュータ６０２に結合される１つ以上のユーザー入
力装置６０８（たとえば、キーボード、マウス、トラックボール、タッチ画面）と、コン
ピュータ６０２に結合される任意の通信インターフェイス６１０と、コンピュータ６０２
における有形コンピュータ可読メモリに記憶されるコンピュータプログラム製品６１２と
を含む。コンピュータプログラム製品６１２は、本願明細書において記載される方法およ
び処理を行なうようにシステム６００に指示する。コンピュータ６０２は、バスサブシス
テム６１６を介して複数の周辺機器と通信する１つ以上のプロセッサ６１４を含み得る。
これらの周辺機器は、ユーザー出力装置６０６と、ユーザー入力装置６０８と、通信イン
ターフェイス６１０と、有形コンピュータ可読媒体であるランダムアクセスメモリ（ＲＡ
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Ｍ）６１８および不揮発性記憶ドライブ６２０（たとえば、ディスクドライブ、光ドライ
ブ、ソリッドステートドライブ）などの記憶サブシステムとを含み得る。
【００７２】
　コンピュータプログラム製品６１２は、不揮発性記憶ドライブ６２０に記憶され得る、
またはコンピュータ６０２にアクセス可能な他のコンピュータ可読媒体に記憶され得ると
ともに、メモリ６１８にロードされ得る。各プロセッサ６１４は、Intel（登録商標）も
しくはAdvanced Micro Devices, Inc.（登録商標）からのマイクロプロセッサなどのマイ
クロプロセッサなどを含み得る。コンピュータプログラム製品６１２を支援するために、
コンピュータ６０２は、製品６１２と上記の構成部分との通信、およびコンピュータプロ
グラム製品６１２を支持する上記の構成部分間の通信を扱うオペレーティングシステムを
実行する。例示的なオペレーティングシステムには、Microsoft CorporationからのWindo
ws（登録商標）など、Sun MicrosystemsからのSolaris（登録商標）、LINUX（登録商標）
、UNIX（登録商標）などが含まれる。
【００７３】
　ユーザー入力装置６０８は、コンピュータシステム６０２に情報を入力するすべての可
能なタイプの装置およびメカニズムを含む。これらは、キーボード、キーパッド、マウス
、スキャナー、デジタル描画パッド、ディスプレイに組み込まれたタッチ画面、音声認識
システムなどの音声入力装置、マイクロフォン、および他のタイプの入力装置を含み得る
。さまざまな実施形態において、ユーザー入力装置６０８は、典型的に、 コンピュータ
マウス、トラックボール、トラックパッド、ジョイスティック、無線リモート、描画タブ
レット、ボイスコマンドシステムとして表現される。ユーザー入力装置６０８は、典型的
に、ボタンをクリックするなどのコマンドを介してモニター６０４上に現れるオブジェク
ト、アイコン、およびテキストなどをユーザーが選択できるようにする。ユーザー出力装
置６０６には、コンピュータ６０２からの情報を出力するためのすべての可能なタイプの
装置およびメカニズムが含まれる。これらは、ディスプレイ（たとえば、モニター６０４
）、プリンター、音声出力装置などの非視覚ディスプレイなどを含み得る。
【００７４】
　通信インターフェイス６１０は、他の通信ネットワークおよび装置に対するインターフ
ェイスを提供し、有線もしくは無線通信ネットワーク６２２を介して他のシステム、ＷＡ
Ｎ、および／またはインターネットからデータを受信する、およびこれらに対してデータ
を送信するためのインターフェイスとして機能し得る。通信インターフェイス６１０の実
施形態は、典型的に、イーサネットカード、モデム（電話、衛星、ケーブル、ＩＳＤＮ）
、（非同期）デジタル加入者線（ＤＳＬ）ユニット、FireWire（登録商標）インターフェ
イス、USB（登録商標）インターフェイス、および無線ネットワークアダプターなどを含
む。たとえば、通信インターフェイス６１０は、コンピュータネットワークまたはFireWi
re（登録商標）バスなどに結合され得る。他の実施形態において、通信インターフェイス
６１０は、コンピュータ６０２の主回路基板上に物理的に統合され得る、および／または
ソフトウェアプログラムなどであり得る。
【００７５】
　ＲＡＭ６１８および不揮発性記憶ドライブ６２０は、実行可能なコンピュータコードも
しくは可読コードなどを含む本発明のコンピュータプログラム製品の実施形態などのデー
タを記憶するように構成された有形コンピュータ可読媒体の例である。他のタイプの有形
コンピュータ可読媒体は、フロッピー（登録商標）ディスク、リムーバブルハードディス
ク、ＣＤ－ＲＯＭなどの光学記憶媒体、ＤＶＤ、バーコード、フラッシュメモリなどの半
導体メモリ、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、バッテリーバックアップされた不揮発性メ
モリ、ネットワークに接続された記憶装置などを含む。ＲＡＭ６１８および不揮発性記憶
ドライブ６２０は、上述したような、本発明のさまざまな実施形態の機能性を提供する基
本的なプログラミングおよびデータ構造を記憶するように構成され得る。
【００７６】
　本発明の機能性を提供するソフトウェア命令セットは、ＲＡＭ６１８および不揮発性記
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憶ドライブ６２０に記憶され得る。これらの命令セットもしくはコードは、プロセッサ６
１４によって実行され得る。ＲＡＭ６１８および不揮発性記憶ドライブ６２０は、本発明
に従って使用されるデータおよびデータ構造を記憶するリポジトリも提供し得る。ＲＡＭ
６１８および不揮発性記憶ドライブ６２０は、プログラムの実行時に命令およびデータを
記憶する主ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と定まった命令が記憶される読み取り専用
メモリ（ＲＯＭ）とを含む複数のメモリを含み得る。ＲＡＭ６１８および不揮発性記憶ド
ライブ６２０は、 プログラムおよび／もしくはデータファイルの持続性（不揮発性）記
憶部を提供するファイル記憶サブシステムを含み得る。ＲＡＭ６１８および不揮発性記憶
ドライブ６２０は、リムーバブルフラッシュメモリなどのリムーバブル記憶システムも含
み得る。
【００７７】
　バスサブシステム６１６は、目的通りにコンピュータ６０２のさまざまな構成要素およ
びサブシステムが互いに通信することを可能とするメカニズムを提供する。バスサブシス
テム６１６は単一のバスとして概略的に示されているが、バスサブシステムの代替的な実
施形態は、コンピュータ６０２内の複数のバスもしくは通信路を利用し得る。
【００７８】
　ファームウェアおよび／またはソフトウェアでの実施のために、本願明細書において記
載される機能を行なうモジュール（たとえば、手順、機能など）で方法が実施され得る。
本願明細書において記載される方法の実施には、命令を明白に表現する任意の機械読取可
能な媒体が使用され得る。たとえば、ソフトウェアコードがメモリに記憶され得る。メモ
リは、プロセッサ内もしくはプロセッサ外で実施され得る。本願明細書において使用され
る「メモリ」の用語は、長期、短期、揮発性、もしくは他の記憶媒体のうちの任意のタイ
プを言い、任意のタイプのメモリもしくは複数のメモリ、またはメモリが記憶される任意
のタイプの媒体に限定されるものではない。
【００７９】
　また、本願明細書において記載されるように、「記憶媒体」の用語は、読み取り専用メ
モリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、磁気ＲＡＭ、コアメモリ、磁気デ
ィスク記憶媒体、光記憶媒体、フラッシュメモリ装置、および／または情報を記憶するた
めの他の機械読取可能な媒体を含む、データを記憶するための１つ以上のメモリを表わし
得る。「機械読取可能な媒体」の用語は、携帯可能もしくは固定記憶装置、光学的記憶装
置、無線チャネル、ならびに／または命令および／もしくはデータを収容もしくは担持す
る記憶可能なさまざまな他の記憶媒体を含むが、これらに限定されない。
【００８０】
　図７は、実施形態に係る需要応答プログラムを実施および管理する処理７００を示す。
理解を容易にするために、処理３００は、図１および図２を参照して記載されるが、処理
７００の実施形態は、図１および図２を参照して記載される例示的なシステムおよび装置
に限定されないことを理解すべきである。
【００８１】
　動作７０２において、エネルギー消費者は、１つ以上の需要応答事象を定義する需要応
答プログラムに登録される。エネルギー消費者は、エネルギー消費者の住居１５０Ａ～１
５０Ｎのうちの１つ以上の居住者であり得る、またはそうでない場合はそこでのエネルギ
ー消費に関連付けられ得る。需要応答プログラムは、概して需要が供給に近づく、もしく
は供給を上回ることが予測される時間である特定の臨界時間中にエネルギー消費者の住居
１５０Ａ～１５０Ｎに対して給電する送電網に対する負荷を減少させるよう試みるプログ
ラムである。ＤＲプログラムは、エネルギー消費者によるプログラムへの任意の参加を許
容する場合が多いが、一部の実施形態においては参加は義務であり得る。参加と引き換え
に、多くの場合にエネルギー消費者に対して金銭的なインセンティブ、報酬に基づいたイ
ンセンティブ、または参加の増加を獲得するための他のインセンティブが与えられるが、
一部の実施形態においてはエネルギー消費者に対してこのような誘因は提供され得ない。
【００８２】
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　ＤＲプログラムは、特定の月数、日数、年数などの設定期間にわたって実行され得る、
および／または季節限定で行なわれ得る（たとえば、エネルギー需要が実質的に増加する
と予測される夏などの季節に実施される）、および／または永続的であり得る、および／
または任意の好適な期間にわたって実行され得る。具体的に定義された期間にわたってエ
ネルギー消費を減少させる努力において、ＤＲプログラムは、１つ以上のＤＲ事象を定義
する。ＤＲ事象は、エネルギー減少メカニズムが積極的に実施される期間である。ＤＲ事
象は、エネルギー減少メカニズムが積極的に実施される期間を定義するＤＲ事象期間を識
別する情報を含むＤＲ事象プロフィールによって定義される。その期間は、およそ数分、
数１０分、数時間、数１０時間、またはエネルギー移行が望まれる他の好適な期間であり
得る。少なくとも１つの実施形態において、ＤＲ事象期間は、およそ数分であり得て、総
エネルギー需要の予測ピークに事象が狭く調整される「瞬間ＤＲ事象」といわれ得る。こ
のような例において、エネルギー需要におけるピークは、予測されるピーク時間の数分（
もしくは数時間）前として識別され得て、一部の実施形態においてはピークエネルギー需
要（すなわち、予測される需要が供給を上回る期間）が数分続き得る。
【００８３】
　ＤＲ事象は、ＤＲ事象期間にわたってエネルギー消費を効果的に管理するのに好適な他
の情報も含み得る。たとえば、ＤＲ事象は、所望のエネルギー減少の大きさを定義する（
消費者あたりベース、グループあたりベース、合計ベース、または他のベースのいずれか
）ＤＲ事象大きさを識別する上方も含み得る。他の例について、ＤＲ事象は、ＤＲ事象の
地理的範囲を識別する情報を含み得る。ここで、地理的範囲は、負荷削減が望ましい１つ
以上の送電網に関連する領域を表わし得る。領域は、州、郡、ＺＩＰコード、もしくは所
在地などの任意の好適なパラメータを使用して定義され得る、またはこのような住居の所
在地が推測される１つ以上の特定の送電網を識別し得る。一部の実施形態において、ＤＲ
プログラムは、ＤＲプログラムやＤＲ事象などの間にわたるエネルギー単位あたりのコス
トも識別し得る。一部の実施形態において、消費者は、地理的特性以外の特性によってグ
ループ化され得る。たとえば、消費者は、構造（たとえば、熱の保持）、富（たとえば、
絶対的な富、年収など）、ＤＲ事象および／もしくはプログラムへの参加の傾向、ＤＲ事
象および／もしくはプログラムへの参加によって実現される可能性の高いエネルギー移行
の量などについての類似の（もしくは異なる）特性に基づいてグループ化され得る。
【００８４】
　本願明細書においてさらに記載されるように、ＤＲプログラムのさまざまな局面は、互
いに分離される、もしくは組み合わされる、ユーティリティプロバイダーコンピューティ
ングシステム１２０および／またはエネルギー管理システム１３０によって管理または実
行され得る。これにより、エネルギー消費者は、ユーティリティプロバイダーコンピュー
ティングシステム１２０に関連付けられたユーティリティプロバイダーおよびエネルギー
管理システム１３０に関連付けられたエネルギー管理者のうちの１つ以上によって提供さ
れる１つ以上のＤＲプログラムに登録し得る。１つの特定の実施形態において、エネルギ
ー消費者は、図８から図１１Ｃを参照してさらに記載されるように、エネルギーシステム
１３０のエネルギー管理者に登録する。いずれの場合においても、動作７０２を実行する
ことにより、１つ以上のエネルギー消費者がＤＲプログラムに登録される。
【００８５】
　動作７０４において、需要応答事象の時間および継続期間が判定される。認識すべきこ
ととして、ＤＲプログラムの一部もしくはすべての局面は、ユーティリティプロバイダー
コンピューティングシステムに関連付けられたユーティリティプロバイダー、エネルギー
管理システム１３０に関連付けられたエネルギー管理者、または他の好適な実態によって
定義され得る。たとえば、ＤＲプログラムの１つの局面において、ユーティリティプロバ
イダーコンピューティングシステム１２０は、エネルギー管理システム１３０に対して、
ユーティリティプロバイダーがエネルギー消費の合計を減少させたい特定の期間について
通知し得る。また、ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０は、
その期間中に望まれるエネルギー減少についてエネルギー管理システム１３０に通知し得
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る。そして、エネルギー管理システム１３０は、エネルギー管理システム１３０からのこ
れらの通知に基づいて需要応答事象の時間および継続期間を判定し、このような情報を使
用して次にＤＲ事象を生成し得る。しかしながら、他の実施形態において、ユーティリテ
ィプロバイダーコンピューティングシステム１２０は、需要応答事象の時間および継続期
間を判定し、その情報をエネルギー管理システム１３０に対して通信し得る。上述のよう
に、ＤＲ事象の期間は、分単位であり得る（たとえば、５分、１０分、１５分、３０分、
４５分、６０分、５分未満もしくは６０分より長い、またはこれらの間の任意の範囲）、
または時間単位であり得る（たとえば、１時間、２時間、３時間、４時間、５時間、５時
間より長い、またはこれらの間の任意の範囲）。
【００８６】
　エネルギー管理システム１３０は、需要応答事象の時間および継続期間を判定するため
に必ずしもユーティリティプロバイダーに依存する必要はない。一部の実施形態において
、エネルギー管理システム１３０は、ユーティリティプロバイダー以外のソースから取得
した情報を使用して需要応答事象の時間および継続期間を判定しても良い。たとえば、エ
ネルギー管理システム１３０は、送電網（たとえば、配電網１６０）の状況、住居１５０
Ａ～１５０Ｎにおける天候状況（たとえば、温度、湿度など）、エネルギーのコスト（た
とえば、住居１５０Ａ～１５０Ｎにおける電気単位のリアルタイムのコスト）などのうち
の１つ以上を監視し、積極的なエネルギー管理および消費削減が有益である状況を示す傾
向を識別し得る。そして、エネルギー管理システム１３０は、これらの要因のうちの１つ
以上を使用して、近く起こる需要応答事象の時間および継続期間を定義し得る。ここで、
時間および継続期間は、固定であり得る、または上述の状態についての連続的な監視に応
じて変化し得る。
【００８７】
　動作７０６において、需要応答事象への参加のために、登録されたエネルギー消費者の
うちの１つ以上が識別される。たとえば、ＤＲプログラムに登録された住居１５０Ａ～１
５０Ｎに関連付けられたエネルギー消費者のうちの１つ以上が、動作７０４において、判
定された需要応答事象への参加のために識別され得る。需要応答プログラムに登録された
すべてのエネルギー消費者が等しく所与のＤＲ事象のためにエネルギー需要を減少させる
位置にあるわけではないことから、他の登録されたエネルギー消費者を除く一部の登録さ
れたエネルギー消費者を特定のＤＲ事象に参加するよう招待するのが望ましいことを認識
すべきである。たとえば、ＤＲ事象の地理的範囲内にいる一部のエネルギー消費者は、他
のエネルギー消費者と比して、ＤＲ事象期間にわたってより大きなエネルギーの減少をも
たらす好適な位置にあり得る、またはもたらす可能性が高い場合がある。エネルギー消費
の違いは、住居の熱保持特性の変化、ＨＶＡＣ容量、外気温など、任意の数のさまざまな
要因から生じ得る。これらおよび他の要因を使用して特定のＤＲ事象への参加の好適な候
補を識別する特定の技術は、たとえば図１２および図１３を参照して本願明細書において
さらに記載される。
【００８８】
　動作７０８において、動作７０６で識別されたエネルギー消費者のエネルギー消費は、
需要応答事象時に管理される。たとえば、ＤＲプログラムに登録され、ＤＲ事象への参加
のために識別された住居１５０Ａ～１５０Ｎの各々において消費されたエネルギーは、エ
ネルギー管理システム１３０によって管理され得る。識別されたエネルギー消費者のエネ
ルギー消費の管理において、エネルギー管理システム１３０は、識別されたエネルギー消
費者によって特定の期間にわたって消費されたエネルギーの総量を減少させるように試み
得る。たとえば、エネルギー管理システム１３０は、ＤＲ事象期間中にわたってＤＲ事象
によって定義されたＤＲ事象大きさで消費されたエネルギーの総量を減少させるように試
み得る。エネルギー消費の減少を実現するために、エネルギー管理システム１３０は、Ｄ
ＲプログラムおよびＤＲ事象へのエネルギー消費者の積極的な参加が無かった場合にＤＲ
事象の間にエネルギー消費者が消費したであろうエネルギーの量を定義する、各エネルギ
ー消費者の「基準線」エネルギー消費を判定し得る。そして、エネルギー管理システム１
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３０は、複数の要因を利用し、基準線未満の量に消費者のエネルギー消費を減少させる技
術を判定する。識別されたエネルギー消費者のエネルギー消費を管理する一部の特定の技
術は、図１４から図２８を参照してさらに記載される。
【００８９】
　動作７１０において、需要応答事象が完了したかどうかについての判定が行なわれる。
たとえば、エネルギー管理システム１３０は、ＤＲ事象期間の終了に達したかどうかを判
定し得る。そうである場合、処理は動作７１２へと続き、そうでない場合は処理は動作７
０８に戻る。
【００９０】
　すべてのＤＲ事象が本来定義されたＤＲ事象期間の終了時に完了するわけではないこと
を認識すべきである。むしろ、ＤＲ事象は、本来定義されたＤＲ事象期間の終了の前もし
くは後に終了し得る。これは、さまざまな理由のうちの１つ以上によるものであり得る。
たとえば、所望のエネルギー減少の合計は、本来定義されたＤＲ事象期間の終了の前に実
現され得て、この場合にＤＲ事象は速く終了し得る。逆に、所望のエネルギー減少の合計
は、本来定義されたＤＲ事象期間の終了の後まで実現され得ず、この場合にＤＲ事象は遅
れて終了する。
【００９１】
　一実施形態において、エネルギー管理システム１３０および／またはユーティリティプ
ロバイダーコンピューティングシステム１２０は、電力分配ネットワークに対する負荷を
監視し、ＤＲ事象期間の途中または本来定義されたＤＲ事象期間の終了時に負荷の合計が
所望の大きさを実現したかどうかを判定し得る。監視によって負荷が許容可能なレベルに
あると示された場合、ＤＲ事象は早く完了し得るが、監視によって負荷が許容不可能なレ
ベルを維持し続けていることが示された場合、ＤＲ事象期間は延長され得る。
【００９２】
　負荷を監視することに代えて、またはこれに加えて、動作７０８におけるエネルギー管
理によって実現されたエネルギー減少の実際の量が監視され得て、ＤＲ事象は、実際に実
現されたエネルギー減少の量がひとたびエネルギー減少の所望の量に実質的に等しい時、
またはこれを超えた時のみに完了したとみなされ得る。監視されたエネルギー減少は、す
べての識別されたエネルギー消費者のエネルギー消費を管理することによって実現された
エネルギー減少の合計であり得て、このような合計エネルギー減少は、たとえば、所望の
合計エネルギー減少と比較され得る（たとえば、ＤＲ事象によって合計ベースで定義され
た事象大きさ）。このような実施形態において、エネルギー消費者が全体として所望のエ
ネルギー減少の量を提供する限り、一部のエネルギー消費者によるエネルギー減少が小さ
くとも、すべての識別されたエネルギー消費者についてＤＲ事象は完了し得る。付加的ま
たは代替的には、特定のエネルギー消費者についてのＤＲ事象は、そのエネルギー消費者
によって実際に実現されたエネルギー減少の量がひとたびそのエネルギー消費者に期待さ
れたエネルギー減少の量に実質的に等しくなった時、またはこれを超えた時に完了したと
みなされ得る。エネルギー消費者によって実現された実際のエネルギー減少は、たとえば
、エネルギー消費者からの所望のエネルギー減少もしくは期待されたエネルギー減少（た
とえば、ＤＲ事象によって顧客ベースで定義されたＤＲ事象）と比較され得る。
【００９３】
　ひとたびＤＲ事象が完了すると、処理は、１つ以上の事象後処理が行なわれる動作７１
２を行なう。たとえば、エネルギー管理システム１３０は、顧客あたりおよび／もしくは
合計ベースで実現されたエネルギー減少の実際の量を判定し、エネルギー減少の値を判定
し、ＤＲ事象参加者の各々に提供する報酬のタイプおよび／もしくは大きさを判定し得る
。このような情報は、さらなる分析および／もしくは処理のために、コンパイルされ、集
計され、ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０などの他のエン
ティティに対して選択的に伝送され得る。一部の実施形態において、このような情報は、
後続のＤＲ事象においてエネルギー管理の有効性を高めるために、または他のＤＲプログ
ラムにおけるＤＲ事象のために使用され得る。
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【００９４】
　動作７１４において、需要応答プログラムが完了したかどうかが判定される。記載され
るように、需要応答プログラムは、任意の好適な継続期間にわたって延長され得て、１つ
以上の需要応答事象を含み得る。ＤＲプログラムの終了に未だ達していない場合、処理は
動作７０４に戻り、後続のＤＲ事象の時間および継続期間が判定される。そうでない場合
、処理は動作７１６に続き、プログラム後処理が行なわれ得る。プログラム後処理７１６
は、さまざまな情報のコンパイル、集計、または完了したＤＲプログラムの値、有効性、
もしくは他の特性を判定するための好適な他の処理を含み得る。このような情報は、後続
のＤＲもしくは他のＤＲプログラム時におけるエネルギー管理の有効性を高めるなど、さ
まざまな目的に使用され得る。
【００９５】
　なお、図７に示された具体的な動作が実施形態に係る需要応答プログラムを実施および
管理する特定の処理を提供することを理解すべきである。図７を参照して記載されたさま
ざまな動作は、本願明細書において記載されるさまざまな電子装置もしくは構成部分のう
ちの１つ以上において実施され得る、またはこれらによって行なわれ得る。たとえば、そ
れらの動作は、エネルギー管理システム１３０、１つ以上の住居１５０Ａ～１５０Ｎ、ユ
ーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０などにおいて実施され得る
、またはこれらによって行なわれ得る。他の動作のシーケンスも代替的な実施形態によっ
て行なわれ得る。たとえば、本発明の代替的な実施形態では、上述の動作が異なる順序で
行なわれ得る。また、図７に示される個別の動作は、個別の動作に適するように様々なシ
ーケンスで行なわれ得る複数の下位動作を含み得る。さらにまた、特定の用途に応じて、
付加的な動作が加えられ得る、または既存の動作が取り除かれ得る。当業者は、多くの変
形、変更、および代替を認識および理解し得る。
【００９６】
　図８は、実施形態に係る、需要応答プログラムにエネルギー消費者を登録する処理８０
０を示す。理解を容易にするために、処理８００は図１および図２を参照して記載される
が、処理８００の実施形態は図１および図２を参照して記載される例示的なシステムおよ
び装置に限定されないことを理解すべきである。１つの特定の実施形態において、処理８
００は、図７を参照して記載される動作７０２の特定の例を表わす。しかしながら、他の
実施形態において、処理８００の範囲は、これに限定されない。
【００９７】
　図７の動作７０６を参照して記載されるように、ＤＲプログラムに登録されたすべての
エネルギー消費者が特定のＤＲ事象に最良に適しているわけではない。同様に、すべての
エネルギー消費者がＤＲプログラムへの参加に適するわけではない。たとえば、一部のエ
ネルギー消費者は、エネルギー消費を管理する試みが概して効果を有さないほど熱保持特
性が乏しい住居に対応付けられ得る。送電網上の一部のエネルギー消費者は、ＤＲプログ
ラムに登録しているがＤＲ事象に参加していないことが知られ得る。一部のエネルギー消
費者は、ＤＲ事象の実施が成功した場合のエネルギー移行の影響を回避するように電子装
置に干渉する、または干渉しようと試みるなど、好ましくない過去の挙動があるものとし
て示され得る。まとめると、エネルギー消費者をＤＲプログラムへの参加から排除する多
くの理由がある。登録のためにエネルギー消費者を識別し、効果的に他を排除する１つの
特定の方法がここに記載される。
【００９８】
　動作８０２において、１つ以上のエネルギー消費者が、 需要応答プログラムへの今後
の登録のために識別される。たとえば、エネルギー管理システム１３０は、ＤＲプログラ
ムへの参加のために住居１５０Ａ～１５０Ｎに関連付けられた１つ以上のエネルギー消費
者を識別し得る。最初に識別されたエネルギー消費者は、住居１５０Ａ～１５０Ｎに関連
付けられたエネルギー消費者のすべてまたはその部分集合のみを含み得る。最初の識別は
、過去の挙動、住居がＨＶＡＣを含むかどうか、住居がある値を超える構造的な熱保持性
を有するかどうかなど、複数の異なる要因のうちのいずれか１つ以上に基づき得る。簡単
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に図１２を見ると、図１２は、エネルギー消費者が特定のＤＲ事象へ参加する資格を有す
るかどうかを判定するために使用され得る複数の要因を記載する。これらの要因に関する
後続の議論は具体的に特定のＤＲ事象へ参加する資格に向けられるが、これらの要因の一
部またはすべては、特定のエネルギー消費者がＤＲプログラム全体への登録の提示に適し
ているかどうかについての判定の初期においても同様に使用され得ることを認識すべきで
ある。エネルギー使用者がＤＲ事象時にエネルギー消費を減少させることによってＤＲプ
ログラムへ貢献する可能性が高いことをこれらの要因が個別もしくは集合的に示す場合、
エネルギー消費者は、ＤＲプログラムへの参加が可能であると識別され得る。そうでない
場合、エネルギー消費者は登録から排除され得て、結果として、後続のＤＲ事象への参加
からも排除され得る。
【００９９】
　ひとたび１つ以上のエネルギー消費者がＤＲプログラムへ参加可能であると識別される
と、処理は動作８０４へ続き、ＤＲプログラムの実施が成功することによって得られるエ
ネルギー移行の合計が予測される。たとえば、エネルギー管理システム１３０は、エネル
ギー移行の合計を予測し得る。エネルギー移行の合計は、ＤＲプログラムへの登録および
後続のすべてのＤＲ事象への参加の提示が１００％受け入れられるという推定に基づいて
予測され得る。代替的に、エネルギー移行の合計は、登録およびＤＲ事象への参加の期待
に基づいて予測され得る。たとえば、同一もしくは同様のＤＲプログラムにおける以前の
参加レベル、以前のＤＲ事象についての参加レベル、識別されたエネルギー消費者の地理
的位置、エネルギー消費者の富、図１２を参照して記載されたさまざまな要因のうちの１
つ以上などのさまざまなデータは、特定のエネルギー消費者が特定のＤＲプログラムへの
登録の提示を受け入れる可能性を判定するために使用され得る。このような情報は、可能
性の高いＤＲ事象への参加率および可能性の高い各ＤＲ事象への参加レベルを判定するた
めに同様に使用され得る。
【０１００】
　各識別されたエネルギー消費者についてＤＲプログラムおよびＤＲ事象への参加の可能
性がひとたび判定されると、これらは識別されたエネルギー消費者がＤＲプログラムに参
加することによって得られる可能性の高いエネルギー移行の判定を支援するために使用さ
れ得る。各エネルギー消費者によるＤＲプログラムへの参加によって得られる可能性の高
いエネルギー移行がひとたび判定されると、これらの個別のエネルギー移行の量は集計さ
れ、ＤＲプログラムの実施が成功することによって期待されるエネルギー移行の合計量が
判定され得る。
【０１０１】
　上述のように、各識別されたエネルギー消費者について判定されたＤＲプログラムおよ
びＤＲ事象への参加の可能性は、識別されたエネルギー消費者によるＤＲプログラムへの
参加から得られる可能性の高いエネルギー移行の判定を支援するために使用され得る。た
とえば、ＤＲ事象への参加の見込みは、ＤＲ事象に参加した結果として移行される可能性
の高いエネルギーの量を示す指標と掛け合わされ得て、その結果は、識別されたエネルギ
ー消費者がＤＲプログラムに参加する見込みと掛け合わされ、識別されたエネルギー消費
者へ登録の提示が拡大された場合に起こる可能性の高い、識別されたエネルギー消費者に
起因するエネルギー移行の予測量が判定される。ＤＲ事象に参加した結果として移行され
る可能性の高いエネルギーの量を示す指標の生成において、ＤＲプログラムの可能性の高
い特性、各ＤＲ事象の可能性の高い特性、各ＤＲ事象期間にわたるエネルギー消費者の可
能性の高いＨＶＡＣスケジュール、各ＤＲ事象についての可能性の高いＤＲ実施、エネル
ギー消費者の住居のエネルギー負荷をシフトする構造的な能力など、複数の異なる要因が
考慮され得る。ＤＲプログラムへの参加およびＤＲプログラムが成功して完了することに
よってエネルギー消費者が実現し得る節約を予測するためのこのような要因の使用は、図
１０を参照してさらに記載される。これらの要因は、図１０における動作１０１２を参照
して記載されるように、特定のエネルギー消費者がＤＲプログラムに参加した結果として
移行される可能性の高いエネルギーの量を判定するために同様に使用され得ることを認識
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すべきである。
【０１０２】
　動作８０６において、動作８０４において判定された予測されたエネルギー移行の合計
は、ＤＲプログラムの実施のためのエネルギー移行の合計の望ましい量と比較される。た
とえば、エネルギー管理システム１３０は、動作８０４において判定された予測された移
行をエネルギー移行の合計の望ましい量と比較し得る。ＤＲ事象のように、各ＤＲプログ
ラムは、ＤＲプログラムの実施が成功した場合に得られるべき所望のエネルギー減少の大
きさを定義し得る。所望のエネルギー減少は、ＤＲ事象について定義されたものと同様に
、消費者あたり、グループあたり、集合あたり、または他のベースに基づき得る。ＤＲプ
ログラムの実施から得られる可能性の高い予測された移行の合計をエネルギー消費者１５
０Ａ～１５０Ｎの選択された部分集合と比較することにより、ＤＲプログラムが少なすぎ
るエネルギー消費者に提示されているか、多すぎるエネルギー消費者に提示されているか
、または丁度の数のエネルギー消費者に提示されているかが判定され得る。
【０１０３】
　比較により、予測された移行がエネルギー移行の所望の量よりも小さいもしくは大きい
ことが示された場合、最適な数のエネルギー消費者に対して登録が提示されるように動作
８０８を参照して記載されるように登録の範囲が変更され得る。動作８０８において、Ｄ
Ｒプログラムへの今後の登録のための識別されたエネルギー消費者の数が増加または減少
される。たとえば、比較により、予測される移行がエネルギー移行の所望の量よりも小さ
いことが示される場合、識別されたエネルギー消費者の数が増加され得る。対照的に、比
較により、予測される移行がエネルギー移行の所望の量よりも大きいことが示される場合
、識別されたエネルギー消費者の数が減少され得る。識別されたエネルギー消費者の数を
増加もしくは減少させる際に、動作８０２を参照して記載される識別に使用される要因が
それぞれ緩められる、もしくは締められる。 ひとたび識別されたエネルギー消費者の範
囲が変更されると、処理は動作８０４に戻り、これによって、識別されたエネルギー消費
者の修正されたグループによってＤＲプログラムの実施が成功した場合に得られる新しい
エネルギー移行の合計が予測される。
【０１０４】
　対照的に、動作８０６の比較により、予測された移行が望ましいものに略等しいことが
示された場合、処理は動作８１０に続き得る。動作８１０において、識別されたエネルギ
ー消費者に対して登録要求が伝達（伝送）される。たとえば、エネルギー管理システム１
３０は、識別されたエネルギー消費者に関連付けられた知的マルチセンシングネットワー
ク接続サーモスタット２０２およびアクセス装置２６６のうちの１つ以上を含む、識別さ
れたエネルギー消費者に関連付けられた住居１５０Ａ～１５０Ｎの１つ以上の電子装置に
対して登録要求を伝送し得る。このような登録要求などの通信についての１つの特定の例
は、登録要求を受け取って応答する識別されたエネルギー消費者に関連付けられた知的ネ
ットワーク接続サーモスタットのグラフィカルユーザーインターフェイスを示す図１１Ａ
から図１１Ｃを参照して記載される。
【０１０５】
　動作８１２において、識別されたエネルギー消費者がＤＲプログラムに参加した結果と
して移行される可能性の高いエネルギーの量を示す１つ以上の指標は、識別されたエネル
ギー消費者に対しても伝達され得る。たとえば、移行される可能性の高いエネルギーのｋ
Ｗｈの数、移行される可能性の高いエネルギーの金銭的価値などが、識別されたエネルギ
ー消費者に対して伝達され得て、識別されたエネルギー消費者に対して参加の価値につい
て通知される。このような情報は、登録要求の伝達とともに、もしくはその前に、もしく
はその後に伝達され得る。１つの特定の実施形態において、このような情報は、識別され
た消費者が要求に応答する時に十分な情報を得たうえでの決定を行なえるように、登録要
求と同時に伝達される。このような指標を生成する特定の処理は、図１０を参照してさら
に記載される。
【０１０６】
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　一部の実施形態において、予測されたエネルギー移行の合計の質は、登録の提示を受諾
もしくは拒否する識別されたエネルギー消費者の実際の数および各ＤＲ事象への参加の予
想レベルについての向上の可能性を判定することによって高まり得る。以下の動作は、予
測されたエネルギー移行の合計の質を高めるための１つの実施形態を記載する。
【０１０７】
　動作８１４において、登録要求の受諾もしくは拒否を示す情報が、各識別されたエネル
ギー消費者から受け取られ得る。たとえば、このような情報は、知的マルチセンシングネ
ットワークに接続されたサーモスタット２０２およびアクセス装置２６６のうちの１つ以
上など、動作８１０において登録要求が伝送される識別されたエネルギー消費者に関連付
けられた１つ以上の電子装置からエネルギー管理システム１３０によって受け取られ得る
。情報は、登録要求が伝送された同じ電子装置から、または異なる電子装置から受け取ら
れ得る。
【０１０８】
　動作８１６において、各識別されたエネルギー消費者について、識別されたエネルギー
消費者の需要応答負荷移行に対する従順性を示す情報が受け取られる。需要応答負荷移行
に対して従順であることについて、消費者の優先度は、「最小の」従順性（もしくは参加
）から「最大の」従順性（もしくは参加）におよび得る。「最小の」参加の表示は、エネ
ルギー消費者がＤＲプログラムもしくは事象への参加に際して最小量の負荷移行を好むこ
とを示す。逆に、「最大の」参加は、エネルギー消費者がＤＲプログラムもしくは事象下
において可能な負荷移行の最大量を好むことを示す。エネルギー消費者は、最小、最大、
または最小限の参加と最大限の参加との間の範囲におけるいずれかを選択し得る。ここで
、最小限の参加では、ＤＲプログラムに参加しなかった場合のエネルギー消費者のエネル
ギー消費習慣に対する変化は結果として最小となる。しかし、最大限の参加では、ＤＲプ
ログラムに参加しなかった場合のエネルギー消費者のエネルギー消費習慣に対する変化が
結果として最大となる。多くの状況において、最小限の参加では、ＤＲ事象への参加によ
ってもたらされる不快さは最小となるが、最大限の参加では、ＤＲ事象への参加によって
もたらされる不快さは最大となる。登録要求の受諾もしくは拒否を示す情報のように、識
別されたエネルギー消費者の需要応答負荷移行に対する従順性を示す情報は、知的マルチ
センシングネットワークに接続されたサーモスタット２０２およびアクセス装置２６６の
うちの１つ以上など、動作８１０において登録要求が伝送された識別されたエネルギー消
費者に関連付けられた１つ以上の電子装置からエネルギー管理システム１３０によって受
け取られ得る。
【０１０９】
　動作８１８において、エネルギー移行の合計についての予測は、動作８１４および８１
６のうちの１つ以上において受け取られた情報に基づいて修正される。たとえば、エネル
ギー管理システム１３０は、動作８０４において生成された予測を検討し得る。そして、
エネルギー移行の合計についての予測は、さまざまな方法のうちの１つ以上によって修正
され得る。たとえば、受け取った情報が登録要求の受諾を示し、識別されたエネルギー消
費者に起因するエネルギー移行の予測量をＤＲプログラムへの参加の可能性を使用して判
定する場合、可能性は１００％に設定され得る。そして、ＤＲ負荷移行に対するエネルギ
ー消費者の従順性を示す情報は、図１０における動作１００８を参照して記載されるＤＲ
実施プロフィールをより正確に生成するために使用され得る。受け取った情報が登録要求
の拒否を示す場合、識別されたエネルギー消費者は、エネルギー移行の合計を予測する計
算から完全に除かれ得る。
【０１１０】
　動作８２０において、エネルギー移行の合計の修正された予測は、望ましい移行の量と
再び比較される。これがほぼ等しくない場合、処理は動作８０８に戻り、前述のように識
別されたエネルギー消費者の部分集合が増加もしくは減少される。そうでない場合、登録
が決定され得て、登録要求を受諾したエネルギー消費者は、プログラムに参加すると判定
される。一部の実施形態において、登録「要求」は、要求では全くなく、受信者が需要応
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答プログラムへの参加の対象となる旨の通知であり得る。このような場合、受諾／拒否の
受け取りは不要であり、登録が参加の要求である実施形態とは対照的に、より正確な予測
が動作８０４において最初に生成され得る。
【０１１１】
　なお、図８に示される具体的な動作により、実施形態にかかる需要応答プログラムにエ
ネルギー消費者を登録する特定の処理が提供されることを理解すべきである。図８を参照
して記載されたさまざまな動作は、実施され得る、およびそれによって行なわれ得る 本
願明細書において記載されるさまざまな電子装置もしくは構成部分のうちの１つ以上にお
いて実施され得る、およびそれらによって行なわれ得る。たとえば、それらは、 エネル
ギー管理システム１３０、１つ以上の住居１５０Ａ～１５０Ｎ、ユーティリティプロバイ
ダーコンピューティングシステム１２０などにおいて実施され得る、およびそれらによっ
て行なわれ得る。動作の他のシーケンスは、代替的な実施形態に従って行われ得る。たと
えば、本発明の代替的な実施形態では、上記の動作が異なる順序で行なわれ得る。また、
図８に示される個別の動作は、個別の動作に適したさまざまなシーケンスで行なわれ得る
複数の下位動作を含み得る。さらにまた、特定の用途に応じて、追加の動作が加えられ得
る、または既存の動作が除かれ得る。たとえば、記載されるように、動作８１２から８２
０は任意であり得る。当業者は、多くの変化、変更、および代替を認識および理解する。
【０１１２】
　図９は、実施形態に係る、エネルギー消費者に関連付けられた電子装置を介して需要応
答プログラムへのエネルギー消費者の登録を容易にする処理９００を示す。理解を容易に
するために、処理９００は図１および図２を参照して記載されるが、処理９００の実施形
態は図１および図２を参照して記載される例示的なシステムおよび装置に限定されないこ
とを理解すべきである。
【０１１３】
　図８を参照して記載したように、登録要求およびエネルギー消費者の需要応答負荷移行
に対する従順性を示す情報は、識別されたエネルギー消費者へ伝達され得る。各識別され
たエネルギー消費者は、知的マルチセンシングネットワークに接続されたサーモスタット
２０２、アクセス装置２６６などの１つ以上の電子装置に関連付けられ得る。情報の要求
は、これらの装置のうちの１つ以上に伝送され得て、したがって、これらの装置のうちの
１つ以上は、本願明細書に記載されるように要求に対して処理および応答を行なうために
使用され得る。
【０１１４】
　動作９０２において、ＤＲプログラムへの登録の提示が受け取られる。たとえば、提示
は、知的マルチセンシングネットワークに接続されたサーモスタット２０２、アクセス装
置２６６、もしくは他の装置など、識別されたエネルギー消費者に関連付けられた電子装
置において、ネットワーク２６２を介してリモートサーバー２６４から受け取られ得る。
登録の提示は、ＤＲプログラムの継続期間、大きさ、期待値、および有効期間、ＤＲ事象
の期待数、ならびに／またはＤＲ事象の期待継続期間、大きさ、期待値、および有効期間
など、ＤＲプログラムに関するさまざまな情報を含み得る。情報の詳細は、提示（オファ
ー）と合わせて伝送され得る、または識別されたエネルギー消費者に対して別個の通信メ
カニズムを介して提供され得る。
【０１１５】
　動作９０４において、受け取った提示はエネルギー消費者へ伝達される。提示は、さま
ざまな技術のうちの１つ以上を使用して伝達され得る。たとえば、提示は、ユーザーに対
して表示され、または音声を介してユーザーに伝達され得る。さらに、提示は、たとえば
、電子メール、サーモスタット上のメッセージもしくはサーモスタットによって伝達され
るメッセージ、通話など、さまざまな技術のうちの１つ以上を使用して受け取られ得る。
一実施形態において、提示は、サーモスタット２０２およびアクセス装置２６６のうちの
１つ以上において表示され得る。
【０１１６】
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　動作９０６において、エネルギー消費者が提示を受諾したかどうかが判定される。エネ
ルギー消費者は、さまざまな技術のうちの１つ以上を使用して提示に対する受諾もしくは
拒否を示し得る。たとえば、エネルギー消費者は、 サーモスタット２０２およびアクセ
ス装置２６６のうちの１つの入力インターフェイスを扱って応答を提供し得て、入力イン
ターフェイスは、前述のように、タッチ画面、回転可能リング、音声入力、または他の入
力メカニズムであり得る。
【０１１７】
　エネルギー消費者が提示を拒否した場合、処理は、拒否を示す情報が伝送される動作９
０８に続き得る。拒否は、典型的に、登録要求をエネルギー消費者へ伝達した主体へ伝送
される。しかしながら、一部の実施形態において、拒否は１つ以上の他の受信者へ伝達さ
れ得る。一実施形態において、 拒否を示す情報は、サーモスタット２０２もしくはアク
セス装置２６６からエネルギー管理システム１３０へネットワーク２６２を介して伝送さ
れる。
【０１１８】
　代替的には、エネルギー消費者が提示を受諾した場合、処理は、受諾を示す情報が伝送
される動作９１０へ続き得る。受諾は、典型的に、登録要求をエネルギー消費者へ伝達し
た主体へ伝送される。しかしながら、一部の実施形態において、受諾は１つ以上の他の受
信者へ伝達され得る。一実施形態において、受諾を示す情報は、サーモスタット２０２も
しくはアクセス装置２６６からエネルギー管理システム１３０へネットワーク２６２を介
して伝送される。
【０１１９】
　そして、処理は、ＤＲ負荷移行に対するエネルギー消費者の従順性が要求される動作９
１２へ続き得る。要求は、さまざまな技術のうちの１つ以上を使用してエネルギー消費者
へ伝達され得る。たとえば、要求は、ユーザーに対して表示され、または音声を介してユ
ーザーへ伝達され得る。一実施形態において、要求は、サーモスタット２０２およびアク
セス装置２６６のうちの１つ以上において表示され得る。
【０１２０】
　動作９１４において、要求に対する応答が受け取られたかどうかが判定される。エネル
ギー消費者は、さまざまな技術のうちの１つ以上を使用して、ＤＲ負荷移行に対する従順
性を示す応答を提供する。たとえば、エネルギー消費者は、サーモスタット２０２および
アクセス装置２６６のうちの１つの入力インターフェイスを扱って応答を提供し得て、入
力インターフェイスは、前述のように、タッチ画面、回転可能リング、音声入力、または
他の入力メカニズムであり得る。
【０１２１】
　応答が受け取られた場合、処理は、ＤＲ負荷移行に対するエネルギー消費者の従順性を
示す受け取った情報が伝送される動作９１６へ続き得る。ＤＲ負荷移行に対するエネルギ
ー消費者の従順性を示す情報は、典型的に、登録要求をエネルギー消費者へ伝達した主体
へ伝達される。しかしながら、一部の実施形態において、ＤＲ負荷移行に対するエネルギ
ー消費者の従順性を示す情報は、１つ以上の他の受信者へ伝達され得る。一実施形態にお
いて、ＤＲ負荷移行に対するエネルギー消費者の従順性を示す情報は、サーモスタット２
０２もしくはアクセス装置２６６からエネルギー管理システム１３０へネットワーク２６
２を介して伝送される。
【０１２２】
　対照的に、応答が受け取られない場合、処理は、「無応答」処理が行なわれる動作９１
８へ続き得る。無応答処理は、ＤＲ負荷移行に対するエネルギー消費者の従順性について
の最初の要求に対する応答が受け取られなかった場合に行われ得るさまざまな処理のうち
の１つ以上を含み得る。一実施形態において、応答が受け取られなかった場合、処理は、
エネルギー消費者がこのような情報を再び要求される動作９１２へ戻り得る。これは、応
答が受け取られるまで任意の回数にわたって行われ得る。他の実施形態において、応答が
受け取られなかった場合、処理は、動作９１６へ続き得て、ここでＤＲ負荷移行に対する
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「デフォルトの」従順性が伝送され得る。デフォルト値は、最小から最大の負荷移行に対
する従順性の範囲に及び得て、一部の実施形態においては、このような情報をエネルギー
管理システム１３０へ伝送する前にエネルギー消費者に対して表示され得る。他の実施形
態において、無応答処理は、負荷移行従順性の要求に対する応答がないことを示す情報の
伝送を含み得て、この場合において、エネルギー管理システム１３０は、デフォルト値を
使用し得る、または負荷移行に対するエネルギー消費者の従順性を特定のＤＲ事象が再び
要求するまで待ち得る。
【０１２３】
　図９に示された具体的な動作は、エネルギー消費者に関連付けられた電子装置を介して
需要応答プログラムへのエネルギー消費者の登録を容易にするための特定の処理を提供す
るものであることを理解すべきである。図９を参照して記載されたさまざまな動作は、本
願明細書において記載されるさまざまな電子装置もしくは構成部分のうちの１つ以上にお
いて実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。たとえば、それらは、サーモスタ
ット２０２、アクセス装置２６６、またはスマートホーム環境２００に従って記載された
他の電子装置において実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。 他の動作のシ
ーケンスも、代替的な実施形態に従って行われ得る。たとえば、本発明の代替的な実施形
態では、上記の動作が異なる順序で行なわれ得る。また、図１４に示される個別の動作は
、個別の動作に適したさまざまなシーケンスで行なわれ得る複数の下位動作を含み得る。
さらにまた、特定の用途に応じて、追加の動作が加えられ得る、または既存の動作が除か
れ得る。当業者は、多くの変化、変更、および代替を認識および理解し得る。
【０１２４】
　図１０は、実施形態に係る、エネルギー消費者が需要応答プログラムに登録および参加
した場合にエネルギー消費者によって移行される可能性の高いエネルギーの量を示す１つ
以上の指標を生成する処理１０００を示す。理解を容易にするために、処理１０００は図
１および図２を参照して記載されるが、処理１０００の実施形態は図１および図２を参照
して記載される例示的なシステムおよび装置に限定されないことを理解すべきである。
【０１２５】
　図８の動作８１２を参照して記載したように、エネルギー消費者がＤＲプログラムに登
録および参加した場合にエネルギー消費者によって移行される可能性の高いエネルギーの
量を示す１つ以上の指標が、各識別されたエネルギー消費者について生成されるとともに
、各識別されたエネルギー消費者へ伝達され得る。１つの特定の実施形態において、本願
明細書に記載されるように、このような指標は、ＤＲプログラムの特徴、可能性の高い識
別されたエネルギー消費者のＨＶＡＣスケジュール、可能性の高い識別されたエネルギー
消費者のＤＲ実施プロフィール、およびエネルギー消費者の住居の負荷を移行する構造的
な能力などのさまざまな情報を使用して生成され得る。
【０１２６】
　ここで図１０を見ると、動作１００２において、ＤＲプログラムの特徴が判定される。
前述のように、ＤＲプログラムは、プログラムへの参加をエネルギー消費者に要求する前
に定義され、ここでＤＲプログラムは、推測されるＤＲ事象の数、推測される各ＤＲ事象
の大きさなどを定義し得る。このため、このような特徴情報は、ユーティリティプロバイ
ダーコンピューティングシステム１２０によって受け取られ得る、またはエネルギー管理
システム１３０によって生成され得る、またはその一部もしくは全体が他の好適な主体に
よって受け取られ得る、もしくは生成され得る。一部の場合において、ユーティリティプ
ロバイダーコンピューティングシステム１２０によって伝送されたＤＲプログラムは、Ｄ
Ｒ事象の数、各ＤＲ事象の期間、各ＤＲ事象の大きさなどのさまざまな詳細を含まない場
合がある。エネルギー管理システム１３０は、このような詳細の値を予測し得る。たとえ
ば、エネルギー管理システム１３０は、特定の領域についての天候パターンの履歴、予測
される機構（すなわち、天気予報）、特定の属性を有するＤＲプログラムについてのＤＲ
事象の履歴などのさまざまな要因を識別し、このような予測を生成し得る。
【０１２７】



(38) JP 6396985 B2 2018.9.26

10

20

30

40

50

　動作１００４において、各ＤＲ事象期間にわたるエネルギー消費者の予測されたＨＶＡ
Ｃスケジュールが判定される。特定のＤＲ事象期間にわたる特定のエネルギー消費者の予
測されたＨＶＡＣスケジュールを判定する際に、いくつかの異なる要因が考慮され得る。
これらは、たとえば、ＤＲ事象期間についての任意の現在の予定された設定、ＤＲ事象期
間に適用可能な在室可能性プロフィール、エネルギー消費者の予定された設定および／も
しくは即時の設定の履歴などを含み得る。一部の実施形態において、エネルギー消費者の
過去の設定は、過去の天候パターンと相関され、異なる天候の傾向についての設定が判定
され得て、そしてこれが未来のＤＲ事象について予測される未来の天候パターンについて
の可能性の高い設定に外挿され得る。他のエネルギー消費者からの情報も使用され得る。
たとえば、同様の位置にあるエネルギー消費者の過去の設定（たとえば、さまざまな天候
パターンに相関される）が使用され得る。同様の位置にあるエネルギー消費者は、識別さ
れたエネルギー消費者と同じ地理的領域にいる他のエネルギー消費者であり得て、エネル
ギー消費者は、識別されたエネルギー消費者と同じ熱保持特性および／またはＨＶＡＣ容
量を有する構造と関連付けられる。
【０１２８】
　予測されたＨＶＡＣスケジュールがひとたび判定されると、処理は、各ＤＲ事象につい
ての可能性の高いＤＲ実施プロフィールが判定される動作１００６へ続き得る。可能性の
高いＤＲ実施プロフィールは、予定された設定の代わりに、ＤＲ事象時にエネルギー消費
者について実施される可能性の高い設定を示す。各事象について可能性の高いＤＲ実施プ
ロフィールを判定する際に、いくつかの要因が考慮され得る。これらの要因は、たとえば
、動作１００４において判定された可能性の高いＨＶＡＣスケジュール、予測された在室
可能性プロフィール、エネルギー消費者に関連付けられた構造の熱保持特性、エネルギー
消費者に関連付けられた構造のＨＶＡＣ容量、予測されたＤＲ事象プロフィール、エネル
ギー消費者の負荷移行に対する従順性についての任意の表示、過去のＤＲ事象挙動、天気
予報などを含み得る。ＤＲ実施プロフィールを生成するいくつかの特定の方法は、図１６
から図２２を参照して記載される。図１６から図２２を参照して記載される方法は、ＤＲ
プログラム時およびＤＲ事象の直前にＤＲ実施プロフィールを生成するという文脈で記載
されるが、このような処理は、１つ以上の未来のＤＲ事象についての予測されるＤＲ実施
プロフィールを生成するためにも同様に使用され得る。しかしながら、予測されたＤＲ実
施プロフィールを生成する場合において、上述のように、一部の要因は、実際の値ではな
く予測された値であり得る。
【０１２９】
　動作１００８において、たとえば住居１５０Ａ～１５０Ｎのうちの１つである、エネル
ギー消費者に関連付けられた構造の負荷を移行する能力が判定される。構造の負荷を移行
する能力は、実質的に一定の内部温度を維持しながら１つの期間においてエネルギー消費
を減少させる（最も一般的には、他の期間においてエネルギー消費を増加させるため）構
造の能力を示す。構造の負荷を移行する能力は、環境的に管理される構造の容積に対する
構造の環境管理システムの容量など、いくつかの要因に基づいて計算され得る。環境管理
システムは、たとえば、ＨＶＡＣシステム、冷房システム、暖房システム、加湿機などで
あり得る。負荷を移行する能力は、構造の環境保持特性にも、またはこれに代替的に基づ
き得る。環境保持特性は、熱を保持する、冷気を保持する、湿度を保持する、乾燥を保持
するなどの構造の能力を言う。異なる構造は、構造を構築するために使用された材料、構
造において使用されるウインドウの数、サイズ、およびタイプ、暖炉や換気ユニットなど
の装置のための構造における空洞など、構造のさまざまな特性に応じて、異なる熱および
湿度などを保持する能力を有する。構造の環境保持特性を判定するためのさまざまな技術
が使用され得る。一部の特定の技術は、同一の譲受人によって譲受された、２０１０年９
月１４日付に出願された米国特許出願第１２／８８１，４６３号（顧客参照番号ＮＥＳ０
００３）および２０１２年９月３０日に出願された米国特許出願第１３／６３２，１５３
号（顧客参照番号ＮＥＳ０２５９）に記載され、これらの両方はあらゆる目的のためにそ
の全体が本願明細書において援用される。１つの好ましい実施形態では、住居の知的ネッ
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トワーク接続サーモスタットの履歴センサの読み取りおよびサーモスタットによって実行
される制御コマンドのみに基づいて、ステップ１００８が自動的に行なわれる。この自動
的な処理は、サーモスタット自体においてのみ実行され得る、またはサーモスタットによ
ってアップロードされるデータを使用してサーモスタットのためのクラウドベースのサー
ビスプロバイダーの中央サーバーによって実行が容易となり得る。このような実施形態で
は、家の所有者が任意の背景データの入力を行なう必要がない、家の熱分析を行なうため
に外部のコンサルタントを雇う必要がない、特殊な位置に特殊な感知機器を置く必要がな
いなど、異なる利点がある。むしろ、単に知的ネットワーク接続サーモスタットを購入し
て設置することにより、予測された需要応答の適応性および効果について顧客の家屋に対
して知的事前資格審査が行なわれた。しかしながら、本教示の範囲は、そのように限定さ
れず、他の好ましい実施形態においては、家の所有者によって入力されるデータ、外部の
センシング／ロギングシステムによって入力されるデータ、または他のソースから得られ
るデータを使用して、ステップ１００８が実行され得る。一部の実施形態において、その
家屋が需要応答効果について高度に適さないと判定された場合、可能なシナリオが提供さ
れる。このシナリオは、特定の需要応答プログラムの望みに応じて実現され得て、家の所
有者は、需要応答参加提示によって全く困らされることはない。なお、本願明細書におけ
る多くの箇所に熱保持が記載されているが、実施形態はこれに限定されないことを認識す
べきである。むしろ、構造における特定の環境状況およびＤＲ事象時に行われるエネルギ
ー管理のタイプに応じて、環境保持の他のタイプが考慮および／または使用され得る。
【０１３０】
　動作１０１０において、ＤＲプログラムによって識別される各可能性の高いＤＲ事象に
ついて、ＤＲ事象期間から他の期間へ移行される可能性の高いエネルギーの量が計算され
る。このような計算は、可能性の高いＨＶＡＣスケジュール、可能性の高いＤＲ実施プロ
フィール、および構造の負荷を移行する能力など、上記の要因の一部またはすべてを使用
し得る。一実施形態において、ＤＲ事象について予測されたＨＶＡＣスケジュール、構造
の負荷を移行する能力、予報された天気、および在室可能性プロフィールを使用して、Ｄ
Ｒ事象についての「基準線」エネルギー消費が最初に判定される。一部の実施形態におい
て、構造の負荷を移行する能力、予報された天気、在室可能性プロフィール、室内温度履
歴、室外温度履歴、およびＨＶＡＣ使用の履歴などのいくつかの要因に基づいて作成され
る家熱モデルを使用して、ＤＲ事象についての基準線エネルギー消費が予測され得る。そ
して、ＤＲ事象に参加したことによる可能性の高いエネルギー消費は、ＤＲ実施プロフィ
ールおよび構造の負荷を移行する能力を使用して判定され得る。そして、これらの値の差
は、ＤＲ事象期間から他の期間へ移行される可能性の高いエネルギーの量とみなされ得る
。
【０１３１】
　動作１０１２において、各ＤＲ事象について、ＤＲ事象期間にわたるエネルギーの単位
あたりの可能性の高い値が判定され得る。単位あたりの可能性の高い値は、たとえば、エ
ネルギーの単位あたりの予測されたコストであり得る。電気エネルギーの文脈において、
これはｋＷｈもしくは他の好適な単位あたりのコストであり得る。エネルギーの単位あた
りの予測されたコストは、縮小されたエネルギーコスト（すなわち、ＤＲプログラムによ
って定義されたエネルギーのコスト）、過去のエネルギーコスト（すなわち、以前の同様
のＤＲ事象からのエネルギーコスト）、ＤＲ事象について予測される以前の同様の天候パ
ターン時におけるエネルギーコストなど、さまざまなソースのうちの１つ以上を使用して
判定され得る。
【０１３２】
　動作１０１４において、各ＤＲ事象について、ＤＲ事象期間から他の期間へ移行される
可能性の高いエネルギーの値が判定される。このエネルギーの値は、動作１０１２におい
て判定されたエネルギーの単位あたりの可能性の高い値と動作１０１０において計算され
た移行される可能性の高いエネルギーの量とを掛け合わせることによって判定され得る。
【０１３３】
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　１つの特定の実施形態において、移行される可能性の高いエネルギーの値は、システム
の１つ以上の要素によるエネルギー管理および制御（たとえば、サーモスタットによるＤ
Ｒ実施プロフィールの実施）の結果としてＤＲ事象時に起こる可能性の高いエネルギー減
少のみを表わす。しかしながら、他の実施形態において、移行される可能性の高いエネル
ギーの値は、ＤＲ事象期間の外でのエネルギー消費の増加も組み込み得る。すなわち、エ
ネルギー移行において、エネルギーは、高コスト期間（すなわち、ＤＲ事象期間）から低
コスト期間（すなわち、ＤＲ事象期間を除いた期間）へ移行する。高コスト期間中のエネ
ルギーの減少（およびその関連する値）によってエネルギー節約についての良好な予測が
提供される一方、低コスト期間中のエネルギー消費の増加も考慮に入れた場合にはより正
確な予測が得られ得る。これは、たとえば、ＤＲ事象期間だけでなく、エネルギーが移行
する可能性の高い期間（たとえば、ショルダー期間）にわたってエネルギーの単位あたり
の可能性の高い値を動作１０１２において判定することによって行なわれ得る。そして、
動作１０１４において、ＤＲ事象期間の外の期間へ移行したエネルギーの値が、実際のＤ
Ｒ事象期間から移行したエネルギーの値から差し引かれ得る。
【０１３４】
　動作１０１６において、各ＤＲ事象について計算されたエネルギーの値が合計される。
この合計値は、エネルギー消費者がＤＲプログラムに参加する可能性の高い値である。
【０１３５】
　動作１０１８において、ＤＲプログラムに登録および参加した結果として移行する可能
性の高いエネルギーの量を示す１つ以上の指標がエネルギー消費者に伝達される。指標は
、動作１０１０を参照して記載されるように、移行される可能性の高いエネルギーの量（
すなわち、事象ごとの可能性の高いエネルギー移行の量）、またはすべての予測されるＤ
Ｒ事象についてのこれらの量の合計（すなわち、ＤＲプログラムに登録および参加した結
果として得られる可能性の高いエネルギー移行の合計量）を含み得る。指標は、事象ごと
の移行される可能性の高いエネルギーの値（たとえば、動作１０１４に関して記載される
ように）、またはすべての事象における移行される可能性の高いエネルギーの値（たとえ
ば、動作１０１６に関して記載されるように）も含み得る、またはそれを代替的に含み得
る。一実施形態において、エネルギー管理システム１３０は、識別されたエネルギー消費
者に関連付けられた知的マルチセンシングネットワークに接続されたサーモスタット２０
２およびアクセス装置２６６のうちの１つ以上を含む、識別されたエネルギー消費者に関
連付けられた住居 １５０Ａ～１５０Ｎのうちの１つ以上の電子装置に対して１つ以上の
指標を伝達し得る。
【０１３６】
　なお、図１０に示された具体的な動作は、実施形態に係る需要応答プログラムにエネル
ギー消費者が登録および参加した場合にエネルギー消費者によって移行される可能性の高
いエネルギーの量を示す１つ以上の指標を生成するための特定の処理を提供するものであ
ることを理解すべきである。図１０を参照して記載されるさまざまな動作は、本願明細書
において記載されるさまざまな電子装置もしくは構成部分のうちの１つ以上において、実
施され得る、およびそれによって行なわれ得る。たとえば、それらは、エネルギー管理シ
ステム１３０、１つ以上の住居１５０Ａ～１５０Ｎ、ユーティリティプロバイダーコンピ
ューティングシステム１２０などにおいて実施され得る、およびそれらよって行なわれ得
る。他の動作のシーケンスも、代替的な実施形態に従って行われ得る。たとえば、本発明
の代替的な実施形態では、上記の動作が異なる順序で行なわれ得る。また、図１０に示さ
れる個別の動作は、個別の動作に適したさまざまなシーケンスで行なわれ得る複数の下位
動作を含み得る。さらにまた、特定の用途に応じて、追加の動作が加えられ得る、または
既存の動作が除かれ得る。たとえば、エネルギー予測のみ（すなわち、値の予測なし）が
必要である場合、動作１０１２から１０１６は省かれ得る。当業者は、多くの変化、変更
、および代替を認識および理解し得る。
【０１３７】
　図１１Ａから図１１Ｃは、需要応答プログラムへの登録の提示をエネルギー消費者へ表
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示する簡易化されたグラフィカルユーザーインターフェイスを示す。グラフィカルユーザ
ーインターフェイス（ＧＵＩ）は、図３Ａから図３Ｃを参照して記載される装置などの円
形の装置上に表示され得るインターフェイスの形態で示されているが、実施形態はこのよ
うに限定されず、同様のＧＵＩが他の形状の他の装置上に表示され得る。
【０１３８】
　図面を見ると、図１１Ａは、たとえばユーザーインターフェイス３０４（図３Ａ）であ
り得る入出力（Ｉ／Ｏ）要素１１００、出力装置６０６、および／もしくは入力装置６０
８（図６）、またはＤＲプログラムへの登録が提示される識別されたエネルギー消費者に
関連付けられた電子装置の他の好適なＩ／Ｏ要素１１００を示す。Ｉ／Ｏ要素１１００は
、識別されたエネルギー消費者に対して登録の提示を表示する要求メッセージ１１０２を
含む。また、Ｉ／Ｏ要素１１００は、ユーザーが提示を受諾または拒否することができる
選択可能な入力メカニズム１１０４も含む。１つの特定の例において、リング３２０は、
提示を受諾または拒否するために回転され得る、および／または押し下され得る。
【０１３９】
　図１１Ｂは、ユーザーが登録の提示を受諾する事象におけるＩ／Ｏ要素１１００を示す
。Ｉ／Ｏ要素１１００は、識別されたエネルギー消費者に対してＤＲプログラムへの所望
の参加のレベルを選択させる要求を表示する参加レベル要求メッセージ１１１０を含む。
これは、プログラムへの最小レベルの参加から最大レベルの参加に及び得る。Ｉ／Ｏ要素
１１００は、識別されたエネルギー消費者が最小から最大の参加に及ぶ勾配において任意
の参加のレベルを選択することを可能とする操作可能なスライダー１１１２を含み得る。
１つの特定の例において、リング３２０は、参加のレベルを選択するために回転され得る
、および／または押し下され得る。Ｉ／Ｏ要素１１００は、識別されたエネルギー消費者
がプログラムに参加してスライダー１１１２によって示される参加のレベルで参加した場
合に識別されたエネルギー消費者が実現し得る予測された節約１１１４を含み得る。この
特定の例における予測された節約は、ドルでの節約として示されているが、他の例におい
ては、エネルギー節約の大きさ（たとえば、ｋＷｈ）として同様に、または代替的に示さ
れ得る。予測された節約は、エネルギー消費者が参加のレベルを変更することに応答して
リアルタイムで再計算および再表示され得る。さらに、一部の実施形態において、予測さ
れた節約は、登録の提示を表示する要求メッセージ１１０２と合わせて同様に、または代
替的に表示され得る。このような場合において、予測された節約は、デフォルトもしくは
予測された参加のレベルに基づいて計算され得る。
【０１４０】
　図１１Ｃは、識別されたエネルギー消費者が登録の提示を受諾した事象におけるＩ／Ｏ
要素１１００を示しており、一部の実施形態においては識別されたエネルギー消費者が所
望の参加のレベルを選択する事象におけるものである。Ｉ／Ｏ要素１１００は、識別され
たエネルギー消費者に対してプログラムへの登録に感謝する感謝メッセージ１１２０と、
識別されたエネルギー消費者に対して近く起こるＤＲ事象について続いて通知されること
を示す指示メッセージ１１２２とを含む。
【０１４１】
　なお、図１１Ａから図１１Ｃに示される特定のＩ／Ｏ要素は特定の実施形態に係る特定
のＩ／Ｏ要素を記載するものであることを理解すべきである。図１１Ａから図１１Ｃを参
照して記載されるＩ／Ｏ要素は、識別されたエネルギー消費者に関連付けられたさまざま
な電子装置のうちの１つ以上において実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。
たとえば、それらは、サーモスタット２０２、危険検知ユニット２０４、入力インターフ
ェイス装置２０６、壁照明スイッチ２０８、壁プラグインターフェイス２１０、機器２１
２、アクセス装置２６６、または識別されたエネルギー消費者に関連付けられた他の電子
装置のうちの１つ以上において実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。さまざ
まなメッセージおよび入力要素は、必ずしも異なる時間に表示される必要はなく、一部の
メッセージは同じディスプレイ上に同時に提示され得る。一部のメッセージは他の通信メ
カニズムを使用して伝達され得て、応答も同様に他の通信メカニズムを使用して受け取ら
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れ得る。たとえば、可聴、タッチ、もしくは他の入出力メカニズムが使用され得る。さら
に、登録および参加レベルを要求するために付加的もしくは代替的な情報が提示され得て
、図１１Ａから図１１Ｃに示される情報のすべてを提示する必要がないことを認識すべき
である。当業者は、多くの変化、変更、および代替を認識および理解し得る。
【０１４２】
　簡潔に図７に戻ると、動作７０６を参照して記載されるように、登録の後、登録された
エネルギー消費者の１つ以上が特定のＤＲ事象への参加について識別される。上述のよう
に、需要応答プログラムに登録したすべてのエネルギー消費者が所与のＤＲ事象について
のエネルギー需要を減少させる状態にあるわけではないことから、一部の登録されたエネ
ルギー消費者を他の登録されたエネルギー消費者に対して特定のＤＲ事象に参加するよう
に招待するのが望ましい。特定の登録されたエネルギー消費者が特定のＤＲ事象への参加
に適している（すなわち、資格がある）か否かを判定するために、いくつかの異なる要因
が考慮され得る。１つの特定の要因のグループは、図１２を参照して記載される。
【０１４３】
　具体的に、図１２は、実施形態に係る、登録されたエネルギー消費者が特定のＤＲ事象
へ参加する資格を有するか否かを判定するためにいくつかの要因を分析する処理１２００
を示す。一部の要因は確定的であり得る一方、他の要因は全体的な資格レベルを提示する
ために重み付けされ得る。資格レベルは、資格を有さないこと（たとえば、０）から十分
に資格を有する（たとえば、１００）に及び得る。特定のエネルギー消費者がＤＲ事象へ
の参加について識別されたかどうかについては、資格レベルが必要な資格レベルを満たし
ているかどうかに依存し得る。さらなる理解を容易にするために、処理１２００は、図１
および図２を参照して記載されるが、処理１２００の実施形態は図１および図２を参照し
て記載される例示的なシステムおよび装置に限定されないことを理解すべきである。
【０１４４】
　図１２を見ると、動作１２０２において、エネルギー消費者が肯定的な挙動の履歴を表
示したかどうかが判定される。肯定的な挙動は、たとえば、過去のＤＲプログラムもしく
はＤＲ事象に対する生産的な（すなわち、エネルギー節約）貢献、過去のＤＲプログラム
もしくはＤＲ事象への他者に対する肯定的な奨励、ユーティリティもしくは他の請求書に
対する適時の支払いなどであり得る。対照的に否定的な挙動は、たとえば、過去のＤＲプ
ログラムに対する非生産的な貢献、過去のＤＲプログラムへの他者に対する否定的な奨励
、ユーティリティもしくは他の請求書に対する適時でない支払、過去のＤＲプログラミン
グを回避する試みを示す１つ以上の電子装置に対する干渉などであり得る。肯定的な挙動
の履歴がある場合、このような履歴は資格を支持するように重み付けされる。対照的に、
否定的な挙動の履歴がある場合、このような履歴は資格に反するように重み付けされる。
【０１４５】
　動作１２０４において、エネルギー消費者に関連付けられた構造がＤＲ事象時に在室さ
れる可能性が高いかどうかが判定される。ＤＲ事象時に構造が在室されている可能性が高
いかどうかを判定する際に、在室可能性プロフィールが生成され得る、またはそれ以外に
取得され得る。在室可能性プロフィールは、さまざまな時間において構造が在室される可
能性を示す。在室可能性プロフィールは、サーモスタット２０２、危険検知ユニット２０
４、入力インターフェイス装置２０６、壁照明スイッチ２０８、壁プラグインターフェイ
ス２１０、機器２１２、アクセス装置２６６など、構造に関連付けられた１つ以上の電子
装置に組み込まれた１つ以上の在室センサ、または識別されたエネルギー消費者に関連付
けられた他の電子装置を使用して生成され得る。これらの装置のうちの１つ以上によって
検知される在室の履歴記録は、可能性プロフィールを確立するために維持および使用され
得る。一実施形態において、同一の譲受人によって譲受された、米国特許出願第１３／６
３２，０７０号（顧客参照番号ＮＥＳ０２３４）に記載の在室可能性プロフィールを確立
する技術が使用され得て、この文献はあらゆる目的のためにその全体が引用により援用さ
れる。構造が在室されない可能性が高いことを在室可能性プロフィールが示す場合、この
ような可能性は資格に有利となるように重み付けされる。対照的に、構造が在室される可
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能性が低いことを在室可能性プロフィールが示す場合、このような可能性は資格に反する
ように重み付けされる。
【０１４６】
　動作１２０６において、環境管理システム（たとえば、ＨＶＡＣシステム、冷房システ
ム、暖房システムなど）が構造において設置されているか、動作可能であるか、および制
御可能であるかが判定される。たとえば、装置３００は、ワイヤーコネクター３３８への
接続を介して環境管理システムの特定のタイプの設置を検知し得る。環境管理システムの
特定のタイプの設置を検知する１つの特定の技術は、同一の譲受人によって譲受された、
２０１１年３月１日に出願された米国特許出願第１３／０３８，１９１号（顧客参照番号
ＮＥＳ０００９）に開示されており、この文献はあらゆる目的のためにその全体が引用に
より援用される。さらに、装置３００は、取り付けられた環境管理システムがたとえば装
置３００によって動作可能および制御可能であるかを判定するために同様に使用され得る
。たとえば、装置３００は、取り付けられた冷房システムを制御して構造を冷却するよう
試み得る。装置３００の温度センサが、外部温度の低下などの要因の結果である可能性の
低い内部温度の低下を続いて測定する場合、装置３００は、取り付けられた冷房システム
が動作可能および制御可能であると推定し得る。取り付けられた環境管理システムが動作
可能および制御可能であるかを判定する他の技術は、上記の米国特許出願大１３／０３８
，１９１号に開示されており、この文献はあらゆる目的のために引用により援用される。
環境管理システムが設置され、動作可能であり、制御可能であると判定された場合、これ
は資格に有利となるように重み付けされ得る。対照的に、環境管理システムが設置されて
いない、動作可能でない、または制御可能でないと判定された場合、これは資格に反する
ように重み付けされる。
【０１４７】
　動作１２０８において、環境管理される構造の容積に対する環境管理システムの能力が
閾値を超えているかどうかが判定される。たとえば、冷房システムによって冷却される構
造の容積に対する冷房システムの冷房能力が閾値を超えるかどうかが判定され得る。環境
管理システムの能力が小さすぎる場合、一部の例において、環境管理システムは任意のＤ
Ｒ事象においてエネルギー減少を支援し得ない。このため、環境管理システムの能力が閾
値を満たさない、またはこれを超えない場合、資格に反するように重み付けされ得る。対
照的に、能力が閾値を超える場合、資格に有利となるように重み付けされ得る。
【０１４８】
　動作１２１０において、構造の環境保持特性が閾値を超えるかどうかが判定される。上
述のように、環境保持特性は、熱を保持する、冷気を保持する、湿度を保持する、乾燥度
を保持するなどの構造の能力を言い、異なる構造は異なる熱および湿度などを保持する能
力を有する。管理されているＤＲ事象のタイプに対して環境保持特性が低すぎる場合、エ
ネルギー移行はほぼ無い状態となり得る。たとえば、外部温度が非常に高く、構造の熱保
持が非常に低い場合、構造に関連付けられたエネルギー消費者は、事前冷房（本願明細書
においてさらに詳細に記載される）の効果がほとんど無い状態となり得ることから、ＤＲ
への参加の選択が乏しくなり得る。このため、環境保持特性が閾値以下である場合、資格
に反するように重み付けされ得る。対照的に、環境保持特性が閾値を超える場合、資格に
有利となるように重み付けされ得る。
【０１４９】
　動作１２１２において、識別されたエネルギー消費者が特定のＤＲ事象に参加した結果
として起こる可能性の高いエネルギー移行の量が閾値を超えるかどうかが判定される。特
定のエネルギー消費者がＤＲプログラムに登録し、一部の実施形態において、ＤＲプログ
ラムへの参加の結果として少なくともいくらかのエネルギー移行の量が提供される可能性
が高いと判定されたとしても、その同じエネルギー消費者は特定のＤＲ事象についてエネ
ルギー移行を提供するのに良好に適さない場合がある。これは、ＤＲ事象の継続期間の全
体にわたって人が家に居る可能性が高いこと（およびほとんどの他のＤＲ事象について家
に居る可能性が低いこと）、エネルギー消費者の構造における気候が他の識別されたエネ
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ルギー消費者の構造とは大きく異なる（エネルギー需要がより小さい）可能性の高い（し
かし、他のＤＲ事象時においてはより同様である）ことなど、いくつかの理由によるもの
であり得る。また、いくつかのエネルギー消費者がＤＲプログラムに登録しても、図１３
を参照してさらに記載されるように、特定のＤＲ事象についてこれらの消費者の選択され
た部分集合のみ使用するのが望ましい場合があり得る。
【０１５０】
　この場合に関わらず、動作１２１２においては、識別されたエネルギー消費者が特定の
ＤＲ事象に参加した結果として起こる可能性の高いエネルギー移行の量が閾値を超えたか
どうかが判定される。起こる可能性の高いエネルギー移行の量は、エネルギー消費者のＨ
ＶＡＣスケジュール、ＤＲ実施プロフィール、および構造の負荷を移行する能力などのい
くつかの要因を使用して判定され得る。一実施形態において、ＤＲ事象についての「基準
線」エネルギー移行は、ＤＲ事象についてのＨＶＡＣスケジュール、構造の負荷を移行す
る能力、天気予報、および在室可能性プロフィールを使用して最初に判定され得る。そし
て、ＤＲ事象に参加した結果として起こる可能性の高いエネルギー移行は、ＤＲ実施プロ
フィールおよび構造の負荷を移行する能力を使用して判定され得る。これらの値の差は、
ＤＲ事象期間から他の期間へ移行される可能性の高いエネルギーの量とみなされ得る。移
行される可能性の高いエネルギーの量を判定する１つの特定の処理は、予測された節約の
文脈において図３の動作２３１０を参照して記載され、ここでも同様に適用可能である。
これにより、識別されたエネルギー消費者が特定のＤＲ事象に参加した結果として起こる
可能性の高いエネルギー移行の量が閾値を超える場合、資格に有利となるように重み付け
される。対照的に、識別されたエネルギー消費者が特定のＤＲ事象に参加した結果として
起こる可能性の高いエネルギー移行の量が閾値以下である場合、資格に反するように重み
付けされる。
【０１５１】
　動作１２１４において、構造において環境管理システム（たとえば、ＨＶＡＣ）を制御
する装置が無線通信能力を有するかどうかが判定される。たとえば、リモートサーバー２
６４および／またはエネルギー管理システム１３０を用いて装置が無線で通信できるかど
うかが判定され得る。無線で通信できる場合、 資格に有利となるよう重み付けされ得る;
そうでない場合、資格に反するよう重み付けされ得る。
【０１５２】
　動作１２１６において、識別されたエネルギー消費者の構造に関連付けられた１つ以上
の装置が天気予報情報へのアクセスを有するかどうかが判定される。たとえば、構造の周
囲の天候についての天気予報を装置３００が受け取るように動作可能であるかどうかが判
定され得る。他の実施形態において、構造に関連付けられた装置は、天気予報情報へのア
クセスを有する必要はないが、このような情報はエネルギー管理システム１３０などの他
の主体によって取得され得る。しかしながら、識別されたエネルギー消費者の構造に関連
付けられた１つ以上の装置が天気予報情報へのアクセスを有すると判定された場合、資格
に有利となるように重み付けされ得る。そうでない場合、資格に反するよう重み付けされ
得る。
【０１５３】
　動作１２１８において、構造において環境管理システム（たとえば、ＨＶＡＣ）を制御
する装置（たとえば、装置３００）がたとえば「積極的」学習モードなどの特定の学習モ
ードにあるかどうかが判定される。たとえば、知的マルチセンシングネットワークに接続
されたサーモスタット２０２は、１つ以上の学習アルゴリズムを実施し得て、これにより
、サーモスタット２０２は、サーモスタット２０２に関連付けられた構造の在室者の傾向
および好みを学習する。サーモスタット２０２は、一日のうちの異なる時間や異なる在室
者について、好ましい温度や湿度などを学習し得る。サーモスタット２０２は、学習の複
数のモードを実施し得て、初期学習 モードは積極的にユーザーの選択に応答する。すな
わち、学習モードは、ユーザーによって行なわれた温度の設定および変更に対して大きな
重み付けを行なう。初期学習モードは、たとえば、一週間、二週間、三週間など、特定の
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継続期間にわたって行われ得る、または温度の設定および調整の特定の量が記録されるま
で行われ得る。
【０１５４】
　初期学習モードの終了時において、在室者の本質的な好みおよび傾向が認識される。そ
して、サーモスタット２０２は、学習の改善モードなどの第２の学習モードを入力し得る
。改善モードは、在室者によって行なわれる変更が初期学習モード時に行なわれる変更と
比して小さい重みが与えられる点において、初期学習モードと比して積極性がかなり低く
なり得る。さまざまな具体的な学習アルゴリズムは、同一の譲受人によって譲受された、
２０１１年１０月２１日に出願された米国仮特許出願第６１／５５０，３４６号（顧客参
照番号ＮＥＳ０１６２－ＰＲＯＶ）においてさらに記載されており、その内容の全体はあ
らゆる目的のために本願明細書において引用により援用される。
【０１５５】
　なお、実施形態は構造の在室者の傾向および好みを学習するサーモスタット２０２に必
ずしも限定されず、学習アルゴリズムは、スマートホーム環境２００および／またはエネ
ルギー管理システム１３０を参照して記載される電子装置のうちの１つ以上に組み込まれ
得る。いかなる場合においても、このような装置が積極的学習モードにある時は、装置は
ＤＲ事象への参加に適さなくなり得て、資格に反するように重み付けがなされ得る。対照
的に、このような装置が積極的学習モードにない場合、資格に有利となるよう重み付けさ
れ得る。
【０１５６】
　動作１２２０において、構造において環境管理システム（たとえば、ＨＶＡＣ）を制御
する装置がユーザーアカウントと対になっているかどうかが判定される。ユーザーアカウ
ントと対になることにより、装置は、エネルギー管理システム１３０によって管理される
ユーザーアカウントと固有に関連付けられる。多くの場合において、装置は、構造に関連
付けられたエネルギー消費者によって作成されたアカウントと対になる。アカウントは、
エネルギー管理システム１３０によって管理され得て、１つ以上の遠隔電子装置（たとえ
ば、アクセス装置２６６）を使用して装置（たとえば、サーモスタット２０２）を制御お
よび監視するアクセスをエネルギー消費者に対して提供する。装置をユーザーアカウント
と対にするさまざまな技術は、同一の譲受人によって譲受された、２０１１年１０月１７
日に出願された米国特許出願第１３／２７５，３１１号（顧客参照番号ＮＥＳ０１２９）
にさらに記載され、その内容の全体はあらゆる目的で本願明細書において引用により援用
される。構造において環境管理システムを制御する装置がユーザーアカウントと対になっ
ている場合は、資格に有利となるよう重み付けされ得る。対照的に、構造において環境管
理システムを制御する装置がユーザーアカウントと対になっていない場合は、資格に反す
るように重み付けされ得る。
【０１５７】
　動作１２２２において、識別されたエネルギー消費者がＤＲ事象に参加する可能性が高
いかどうかが判定される。エネルギー消費者がＤＲ事象に参加する可能性は、過去のＤＲ
事象におけるエネルギー消費者の以前の参加レベル、エネルギー消費者のＨＶＡＣスケジ
ュール、ＤＲ事象時に構造が在室される可能性、エネルギー消費者の地理的位置、エネル
ギー消費者の裕福さなど、いくつかの要因に基づいて判定され得る。エネルギー消費者が
ＤＲ事象に参加する可能性が高い場合には、資格に有利となり得る。そうでない場合は、
資格に反するように重み付けされ得る。
【０１５８】
　なお、図１２に示された具体的な動作は登録されたエネルギー消費者が特定のＤＲ事象
に参加する資格を有するかどうかを判定するためにいくつかの要因を分析する特定の処理
を提供するものであることを理解すべきである。図１２を参照して記載されるさまざまな
動作は、本願明細書において記載されるさまざまな電子装置もしくは構成部分のうちの１
つ以上において実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。たとえば、それらは、
スマートホーム環境２００における１つ以上の電子装置やエネルギー管理システム１３０
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などにおいて実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。他の動作のシーケンスも
、代替的な実施形態に従って行われ得る。たとえば、本発明の代替的な実施形態では、上
記の動作が異なる順序で行なわれ得る。また、図１２に示される個別の動作は、個別の動
作に適したさまざまなシーケンスで行なわれ得る複数の下位動作を含み得る。さらにまた
、特定の用途に応じて、追加の動作が加えられ得る、または既存の動作が除かれ得る。当
業者は、多くの変化、変更、および代替を認識および理解し得る。
【０１５９】
　図１３は、実施形態に係る、登録されたエネルギー消費者がＤＲ事象に参加することを
識別する処理１３００を示す。任意の特定のＤＲ事象は、ＤＲ事象期間において特定の量
だけエネルギー消費を減少させる（すなわち、特定量のエネルギー消費をＤＲ事象期間か
ら１つ以上の他の期間へ移行する）という目標を有し得る。この減少もしくは移行の大き
さは、たとえば、ＤＲ事象大きさによって定義され得る。一部の実施形態においては、エ
ネルギー消費の所望の移行を実現するために特定のＤＲ事象にすべての登録されたエネル
ギー消費者を参加させることは必要となり得ない。このため、エネルギー移行の特定の量
を実現するのに必要な登録されたエネルギー消費者の最少数を判定するための処理が本願
明細書において記載される。さらなる理解を容易にするために、処理１３００は図１およ
び図２を参照して記載されるが、処理１３００の実施形態は図１および図２を参照して記
載される例示的なシステムおよび装置に限定されないことを理解すべきである。
【０１６０】
　動作１３０２において、登録されたエネルギー消費者の部分集合に対して、ＤＲ事象に
参加する資格が与えられる。図１２を参照して記載されたものなどのいくつかの要因を使
用して、どのエネルギー消費者に対して特定のＤＲ事象に参加する資格を与えるかが判定
され得る。最初に、適正に限定された数のエネルギー消費者に対して資格を与えるよう考
慮するように、資格要因が厳密に適用され得る。
【０１６１】
　登録された消費者の最初の部分集合に対してひとたび資格が与えられると、処理は動作
１３０４へ続く。動作１３０４において、資格を与えられたエネルギー消費者の部分集合
が参加することによって得られる可能性の高いエネルギー移行の合計の予測が判定される
。各エネルギー消費者の参加によって得られる可能性の高い予測されたエネルギー移行が
、動作１２１２を参照して記載されるように最初に判定され得る。そして、これらの予測
は、すべての最初に資格を与えられたエネルギー消費者について合計され得る。
【０１６２】
　動作１３０６において、予測されたエネルギー移行の合計が所望のエネルギー移行と比
較される。たとえば、予測されたエネルギー移行の合計は、ＤＲ事象によって定義された
所望のエネルギー移行と比較され得る。予測されたエネルギー移行の合計が所望のエネル
ギー移行にほぼ等しくない場合、処理は動作１３０８に続き得る。
【０１６３】
　動作１３０８において、ＤＲ事象へ参加する資格を与えられた登録されたエネルギー消
費者の部分集合のサイズが増加または減少される。予測されたエネルギー移行が所望のエ
ネルギー移行よりも小さい場合、資格を与えられた部分集合の大きさは増加する。対照的
に、予測されたエネルギー移行が所望のエネルギー移行よりも大きい場合、資格を与えら
れた部分集合の大きさは減少する。一実施形態において、資格を与えられた部分集合の大
きさは、部分集合に資格を与えるために使用された要因の１つ以上をより厳密にすること
によって減少され得る。たとえば、図１２を参照して、ＨＶＡＣ容量閾値が増加され得る
、構造の熱保持閾値が増加され得る、可能性の高いエネルギー移行の量が増加され得るな
どである。対照的に、資格を与えられた部分集合の大きさは、部分集合に資格を与えるた
めに使用された要因の１つ以上の厳密さを小さくすることによって増加され得る。たとえ
ば、図１２を参照して、ＨＶＡＣ容量閾値が減少され得る、構造の熱保持閾値が減少され
得る、可能性の高いエネルギー移行の量が減少され得るなどである。資格を与えられた部
分集合の大きさがひとたび変更されると、処理は動作１３０４に戻り、エネルギー移行の
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合計が再び予測されるが、この時は変更された部分集合についてである。
【０１６４】
　動作１３１０に戻り、予測されたエネルギー移行の合計が所望のエネルギー移行にほぼ
等しい場合、処理は動作１３１０へ続き得る。動作１３１０において、資格を与えられた
部分集合に含まれるエネルギー消費者は、ＤＲ事象への参加が識別されたエネルギー消費
者として判定される。たとえば、動作７０６を参照して、資格が与えられた部分集合に含
まれるエネルギー消費者は、動作７０６において識別されたものとして考慮され得る。
【０１６５】
　なお、図１３に示された具体的な動作は、登録されたエネルギー消費者がＤＲ事象へ参
加することを識別するための特定の処理を提供するものであることを理解すべきである。
図１３を参照して記載されたさまざまな動作は、本願明細書において記載されるさまざま
な電子装置もしくは構成部分のうちの１つ以上において実施され得る、およびそれによっ
て行なわれ得る。たとえば、それらは、エネルギー管理システム１３０、１つ以上の住居
１５０Ａ～１５０Ｎ、ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０な
どにおいて実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。他の動作のシーケンスも、
代替的な実施形態に従って行われ得る。たとえば、本発明の代替的な実施形態では、上記
の動作が異なる順序で行なわれ得る。たとえば、一部の実施形態において、予測された移
行が所望の移行よりも大きい場合、処理は動作１３０８でなく動作１３１０へ続き得る。
このような場合において、ＤＲ事象プロフィールによって定義されたものよりも大きい移
行が望ましいものであると認識され得る。また、図１３に示される個別の動作は、 個別
の動作に適したさまざまなシーケンスで行なわれ得る複数の下位動作を含み得る。さらに
また、特定の用途に応じて、追加の動作が加えられ得る、または既存の動作が除かれ得る
。当業者は、多くの変化、変更、および代替を認識および理解し得る。
【０１６６】
　簡潔に図７に戻ると、動作７０６を参照して記載されるように、特定の登録されたエネ
ルギー消費者がＤＲ事象へ参加するものとしてひとたび識別されると、これらのエネルギ
ー消費者のエネルギー消費がＤＲ事象時に管理される。エネルギー消費者についてのエネ
ルギー消費を管理することは、エネルギー消費者に対してＤＲ事象を通知すること、エネ
ルギー消費者についてのエネルギー消費を知的に減少させること、ユーティリティプロバ
イダーもしくはエネルギー管理システムによって行なわれたＤＲ事象の変更に応答するこ
と、エネルギー消費者のフィードバックに応答することなど、さまざまな局面を含み得る
。識別されたエネルギー消費者のエネルギー消費を管理する１つの特定の方法は、本願明
細書において図１４を参照して記載される。
【０１６７】
　具体的に、図１４は、実施形態に従う、ＤＲ事象への参加が識別されたエネルギー消費
者のエネルギー消費を管理するための処理１４００を示す。さらなる理解を容易にするた
めに、処理１４００は図１および図２を参照して記載されるが、処理１４００の実施形態
は図１および図２を参照して記載される例示的なシステムおよび装置に限定されないもの
であることを理解すべきである。
【０１６８】
　動作１４０２において、各識別されたエネルギー消費者には、近く起こる需要応答事象
が通知され得る。たとえば、エネルギー管理システム１３０は、知的マルチセンシングネ
ットワークに接続されたサーモスタット２０２の１つ以上を含む、識別されたエネルギー
消費者に関連付けられた住居１５０Ａ～１５０Ｎの１つ以上の電子装置、および識別され
たエネルギー消費者に関連付けられたアクセス装置２６６に対して、このような通知を伝
達し得る。通知は、エネルギー消費者に関連付けられた各装置に伝送され得る、または一
部の実施形態において、エネルギー消費者に関連付けられた装置のうちの１つのみ、また
は装置の部分集合に対して伝送され得る。通知は、１時間前、６時間前、１２時間前、２
４時間前など、ＤＲ事象期間前の任意の好適な時間に伝送され得る。一部の実施形態にお
いて、通知は、５分、１５分、３０分など、ＤＲ事象期間前において分単位で伝送され得
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る。このようなことは、エネルギー需要の合計におけるピークが１時間（またはそれに近
い他の時間）内となる可能性が高く、エネルギー需要の合計の減少を近い期間で行ないた
いとユーティリティ会社（または他の主体）が判定する即時ＤＲの場合であり得る。ＤＲ
事象期間が近づくと複数の通知が伝送され得る。多くの実施形態において、通知は、任意
の事前事象管理期間の前に伝送される。しかしながら、ＤＲ事象の途中で参加者の数を増
加させる必要がある時などの一部の場合において、通知はＤＲ事象期間中に送られ得る。
このような通知を伝送する特定の例は、このような通知を受け取って応答する識別された
エネルギー消費者に関連付けられた知的ネットワークに接続されたサーモスタットのグラ
フィカルユーザーインターフェイスを描く図２４Ａから図２４Ｃを参照して記載される。
通知は、ＤＲ事象期間やＤＲ事象大きさなど、ＤＲ事象に関するさまざまな情報を含み得
る。
【０１６９】
　なお、知的ネットワークに接続されたサーモスタットはＤＲ事象期間の開始前の任意の
特定の時間においてＤＲ事象の通知を受け取る必要がないことを認識すべきである。一部
の実施形態において、サーモスタットは、ＤＲ事象期間の開始前にＤＲ事象の通知を受け
取り得る。しかしながら、他の実施形態において、サーモスタットは、ＤＲ事象中にＤＲ
事象期間の通知を受け取り得る。このような場合において、サーモスタットは、依然とし
てＤＲ実施プロフィールを実施し得る。少なくとも１つの実施形態において、通知が受け
取られた時間に基づいて、サーモスタットがＤＲ実施プロフィールを実施すべきかどうか
について判定するために付加的な処理が行なわれ得る。たとえば、サーモスタットは、エ
ネルギー消費が幾分移行する可能性が高い場合にのみＤＲ実施プロフィールを実施し得る
。すなわち、通知を受け取る時に、サーモスタット（もしくはリモートサーバー）は、エ
ネルギー消費の移行が起こる可能性が高いかどうかについての判定（たとえば、動作１４
０８を参照して記載される処理を使用）を、ＤＲ事象の残りの時間や残りのＤＲ事象期間
に適用可能なＤＲ実施プロフィールなどに基づいて行ない得る。たとえばサーモスタット
が通知を受け取るのが遅すぎる（たとえば、事前冷房期間の途中、またはセットバック期
間の途中など）ことにより、エネルギー消費の移行の可能性が高くない場合、サーモスタ
ットはＤＲ実施プロフィールを生成または実施し得ない。対照的に、エネルギー移行の可
能性が高い場合、サーモスタットは、ＤＲ事象の少なくとも一部に参加するように、ＤＲ
実施プロフィールを実施し得る。なお、ＤＲ事象に参加するために、サーモスタットはＤ
Ｒ事象通知を受け取った後にネットワーク接続を維持する必要が無いことをさらに認識す
べきである。すなわち、サーモスタットがＤＲ事象通知をひとたび受け取ると、リモート
サーバーへのネットワーク接続は失われ得るが、それにも拘わらずサーモスタットはＤＲ
実施プロフィールを実施し得る。
【０１７０】
　動作１４０４において、エネルギー消費者の負荷移行に対する従順性を示す情報が受け
取られる。この動作は、動作８０４を参照して記載されるものと同様である。しかしなが
ら、この場合において、この情報は、ＤＲプログラム全体ではなく、特定のＤＲ事象に対
するエネルギー消費者の負荷移行に対する従順性を示す。多くの実施形態において、この
動作は、動作８０４が有利となるように（ＤＲプログラムについて示された負荷移行に対
する従順性が次にプログラムにおける一部もしくはすべてのＤＲ事象についての負荷移行
に対する従順性として使用される）排除され得て、その逆も同じであり、動作８０４は、
動作１４０４が有利となるように（負荷移行に対する従順性が、各ＤＲ事象について、ま
たはＤＲプログラムの最中に効果的に従順性が学習され得る第１のＤＲ事象もしくはＤＲ
事象の部分集合のみについて問われる）排除され得る。一部の実施形態において、エネル
ギー消費者は、ＤＲプログラムへの登録時、およびＤＲ事象への参加時の両方において負
荷移行に対する従順性が要求され得て、ここで特定のＤＲ事象について受け取られた情報
は、ＤＲプログラム全体について受け取られたものよりも優先され得る。ＤＲプログラム
に対する好ましい従順性をエネルギー消費者が最初に示す少なくとも１つの実施形態にお
いて、その優先度は、各特定のＤＲ事象についての従順性のデフォルトレベルとして示さ
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れ得て、ここでエネルギー消費者は、各特定のＤＲ事象時における所望の従順性を微調整
する選択肢を有する。
【０１７１】
　動作１４０６において、ＤＲ事象実施プロフィールがエネルギー消費者について生成さ
れる。ＤＲ事象実施プロフィールは、ＤＲ事象のＤＲ事象期間にわたって分布する複数の
温度設定を定義する。これらの設定温度は、エネルギー消費者がＤＲ事象前に適切に予定
した温度設定を一時的に置き換えるものである。設定温度は、ＤＲ事象期間のみにわたっ
て（および、一部の場合においては、事前冷房およびスナップバック期間など、事象期間
前および／または事象期間後）適用および実施される点において、一時的である。エネル
ギー消費者が予定された設定温度をＤＲ事象期間中に有さなかった場合、ＤＲ事象プロフ
ィールによって定義された設定温度が、エネルギー消費者についての新しい（一時的な）
設定温度として作成され得る。ＤＲ事象実施プロフィールを生成するための特定の技術が
本願明細書において図１６から図２２を参照して記載されているが、ＤＲ事象実施プロフ
ィールを生成するための他の技術が実施され得る。少なくとも１つの実施形態において、
動作１４０４において記載されるような、エネルギー消費者の負荷移行に対する従順性を
示す情報がＤＲ事象実施プロフィールを生成するために使用され得る。従順性が高まると
、ＤＲ事象実施プロフィールがより積極的となり（すなわち、エネルギーがより積極的に
移行される）、従順性が下がると、ＤＲ事象実施プロフィールの積極性が低下し得る。
【０１７２】
　動作１４０８において、エネルギー消費者がＤＲ事象に参加することによって移行され
る可能性の高いエネルギーの量を示す１つ以上の指標が計算される。この動作は、図１０
を参照して記載された処理１０００と同様であるが、この場合において、移行される可能
性の高いエネルギーの量を示す指標の正確さは、指標を生成するために使用される要因の
性質がより具体的であることから、動作１０１８において計算されるものと比較して高く
なり得る。たとえば、動作１４０８に従って指標を判定する際には、ＤＲ事象期間につい
てのＨＶＡＣスケジュールが知られている可能性が高いとともに識別され得て、ＤＲ事象
実施プロフィールが生成された。これらは、ＤＲ事象期間から他の事象期間へ移行される
可能性の高いエネルギーの量を計算するために、負荷を移行する構造の能力と組み合わせ
て使用され得る。一部の実施形態において、ＤＲ事象期間にわたるエネルギーの単位ごと
の値は、移行される可能性の高いエネルギーの値を計算するために判定され得る。これに
より、このような指標は、移行される可能性の高いエネルギーの大きさ（たとえば、ｋＷ
ｈ）や移行される可能性の高いエネルギーの値（たとえば、ドル）などのうちの１つ以上
を含み得る。このような指標を判定するための１つの特定の技術は、図２３を参照して記
載され、本願明細書において使用され得る。
【０１７３】
　動作１４１０において、動作１４０８において計算された指標のうちの１つ以上がエネ
ルギー消費者に伝達される。一実施形態において、エネルギー管理システム１３０は、知
的マルチセンシングネットワーク接続サーモスタット２０２および識別されたエネルギー
消費者に関連付けられたアクセス装置２６６のうちの１つ以上を含む、識別されたエネル
ギー消費者に関連付けられた住居１５０Ａ～１５０Ｎの１つ以上の電子装置に対して１つ
以上の指標を伝送し得る。
【０１７４】
　動作１４１２において、エネルギー消費者がＤＲ事象への参加を選択的に辞退したかど
うかが判定される。エネルギー消費者は、さまざまな方法のうちの１つ以上によって選択
的に辞退し得る。たとえば、エネルギー消費者は、動作１４０２において記載された通知
に対し、ＤＲ事象への参加を選択的に辞退することを望む旨を示す応答を用いて応答し得
る。他の例において、エネルギー消費者は、ＤＲ実施プロフィールによって設定されたＤ
Ｒ事象期間についての予定された設定を変更し得る、および／またはサーモスタットの即
時設定を変更し得る。一部の実施形態において、任意の設定変更によって選択的な辞退と
なり得て、他の実施形態においては、予定された設定を変更するだけで、エネルギー消費
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者が期待するエネルギー移行の量を減少させることとなり、選択的な辞退となる。一部の
場合において、減少は、エネルギー消費者がこれ以上エネルギーをＤＲ事象期間から移行
させないほど大きなものでなければならない。なお、ＤＲ事象の前もしくはＤＲ事象中の
いずれかにおいてエネルギー消費者がエネルギー管理システム１３０に対して選択的辞退
要求を電子メールによって伝達する、電話により伝達する、メッセージで伝達する、また
は他の方法で伝達するなど、選択的に辞退するさまざまな技術が組み込まれ得ることを認
識すべきである。なお、しかしながら、他の実施形態においては、特定のＤＲ事象への参
加を選択的に辞退する機会がエネルギー消費者に与えられ得ないことを認識すべきである
。このような場合においては、たとえば、処理は動作１４１６に続く。
【０１７５】
　エネルギー消費者が選択的に辞退した場合、処理は動作１４１４に続き、ここでＤＲ事
象がそのエネルギー消費者についてキャンセルされる。ＤＲ事象をキャンセルする際に、
エネルギー消費者に対してＤＲ実施プロフィールが伝達されないことから、エネルギー消
費者の予定された設定は、エネルギー消費者によって最初に構成されたまま維持される。
ＤＲ実施プロフィールが既にエネルギー消費者に対して伝達された場合、ＤＲ実施プロフ
ィールの組み込みによって行われたエネルギー消費者の設定に対する任意の変更が確保さ
れ得る。一方、エネルギー消費者が選択的に辞退しない場合、処理は動作１４１６へ続き
得る。
【０１７６】
　動作１４１６において、ＤＲ事象実施プロフィールがエネルギー消費者に送られる。た
とえば、エネルギー管理システム１３０は、知的マルチセンシングネットワークに接続さ
れたサーモスタット２０２および識別されたエネルギー消費者に関連付けられたアクセス
装置２６６のうちの１つ以上を含む、識別されたエネルギー消費者に関連付けられた住居
１５０Ａ～１５０Ｎの１つ以上の電子装置に対してＤＲ事象実施プロフィールを送信し得
る。結果として、サーモスタット２０２などの受信装置は、任意の既存の予定された設定
を、ＤＲ事象実施プロフィールを示すものと一時的に置き換え得る。
【０１７７】
　動作１４１８において、ＤＲ事象が開始される。たとえば、ＤＲ事象によって定義され
たＤＲ事象期間が開始され得る。
【０１７８】
　動作１４２０において、ＤＲ事象実施プロフィールの基礎の変更が消費者から受け取ら
れたかどうかが判定される。動作１４０６および図１６から図２２を参照して記載される
ように、ＨＶＡＣスケジュール、在室可能性プロフィール、負荷移行に対する従順性、天
気予報など、いくつかの要因がＤＲ事象実施プロフィールを生成するために使用され得る
。これらの基礎のうちの１つ以上がＤＲ事象時に変更され得る。たとえば、エネルギー消
費者は、ＤＲ事象期間についてのＨＶＡＣスケジュールにおける即時の設定もしくは予定
された設定を調整し得る。リアルタイム在室センサは在室を示し得て、ここで在室可能性
プロフィールは不在を示す。リアルタイム外部気候（たとえば、温度、湿度など）測定は
、天気予報に示されるものとは異なり得る。基礎についてのこのような変更が受け取られ
た場合、またはそれ以外に検知された場合、処理は動作１４２２に続き得る。
【０１７９】
　動作１４２２において、基礎の変更がエネルギー消費者についてのＤＲ事象に対して重
大であるかどうかが判定される。たとえば、最初に予測したものよりもエネルギー移行が
小さくなる場合、基礎の変更は重大であり得る。代替的には、より寛容であり得て、これ
により、基礎の変更は、ＤＲ事象についてエネルギー移行が全く起こらない場合にのみ重
大であり得る。一実施形態において、変更が重大であるかどうかを判定するために、基礎
の変更を受けるＤＲ事象への継続的な参加によって生じる可能性の高いエネルギー移行の
量が再計算され得る。そして、この再計算されたエネルギー移行は、たとえば動作１４０
８において最初に計算されたエネルギー移行と比較され得る、またはゼロ移行などの閾値
量と比較され得る。変更が重大でない場合、処理は動作１４２４に続き得る。
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【０１８０】
　動作１４２４において、ＤＲ事象実施プロフィールは、変更された基礎に基づいて変更
される。この時点でのＤＲ事象実施プロフィールは、動作１４０６を参照して上に記載さ
れたものと同様に生成され得るが、この場合において、変更された基礎は、プロフィール
を生成するために使用される。変更されたＤＲ事象実施プロフィールがひとたび生成され
ると、処理は動作１４１６に続き得て、変更されたプロフィールがエネルギー消費者に対
して送られる。一方、動作１４２２において変更が重大であると判定された場合、処理は
動作１４１４に戻り得て、エネルギー消費者についてＤＲ事象がキャンセルされる。
【０１８１】
　動作１４２０に戻り、エネルギー消費者から基礎の変更が受け取られなかったと判定さ
れた場合、処理は動作１４２６へ続き得る。動作１４２６において、ＤＲ事象プロフィー
ルの基礎の変更がユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０もしく
はシステム１００の他の主体から受け取られたか、またはエネルギー管理システム１３０
によって生成されたかどうかが判定される。動作７０２を参照して記載されたように、Ｄ
Ｒ事象は、具体的に定義された期間にわたってエネルギー消費を減少させる努力をエネル
ギー減少メカニズムが積極的に行なう期間である。エネルギー消費を減少させる努力は、
グリッドに対する要求が所定の期間中に供給を超える可能性が高いという判定に応答し得
る。これは、予測された温度、湿度、供給の一時的な低下（たとえば、発電機の定期メン
テナンス）など、さまざまな要因によるものであり得る。ＤＲ事象の間において、ＤＲ事
象を生成するこれらの基礎のうちの１つ以上が変更され得る。結果として、ＤＲ事象の必
要も減少し得る。他の例において、エネルギー減少の合計の実際の量は予測されたものを
超え得る、またはエネルギーの付加的な供給が組み込まれ得て、この場合においてもＤＲ
事象の必要が減少し得る。一部の実施形態において、基礎はＤＲ事象期間の開始前に変更
され得る。このため、ＤＲ事象期間の開始前に通知がエネルギー消費者またはエネルギー
管理システムなどに対して送信され得て、ＤＲ事象が効果的にキャンセルされる。理由に
関わらず、ＤＲ事象プロフィールについてのこのような変更が受け取られると、処理は動
作１４２２に続き得る。
【０１８２】
　この事例での動作１４２２において、ＤＲ事象プロフィールの変更がエネルギー消費者
にとって重大であるかどうかが判定される。この場合においてはＤＲ事象プロフィールの
変更に基づいて可能性の高いエネルギー移行が再計算されるということを除き、動作１４
２２について以前に記載されたようにこの判定が行なわれ得る。対照的に、ＤＲ事象プロ
フィールに変更がない場合、処理は動作１４２８に続き得て、ＤＲ事象が終了する。
【０１８３】
　なお、図１４に示された具体的な動作は、ＤＲ事象への参加が識別されたエネルギー消
費者のエネルギー消費を管理するための特定の処理を提供するものであることを理解すべ
きである。図１４を参照して記載されたさまざまな動作は、本願明細書において記載され
るさまざまな電子装置もしくは構成部分のうちの１つ以上において実施され得る、および
それによって行なわれ得る。たとえば、それらは、エネルギー管理システム１３０、１つ
以上の住居１５０Ａ～１５０Ｎ、ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステ
ム１２０などにおいて実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。他の動作のシー
ケンスも、代替的な実施形態に従って行われ得る。たとえば、本発明の代替的な実施形態
では、上記の動作が異なる順序で行なわれ得る。たとえば、動作１４２０から１４２６は
ＤＲ事象時に行われるものとして記載されているが、これらはＤＲ事象の開始前に同様に
行なわれ得る。すなわち、ＤＲ事象実施プロフィールおよび／またはＤＲ事象プロフィー
ルに対する変更は、ＤＲ事象の開始前に受け取られて処理され得る。また、図１４に示さ
れる個別の動作は、個別の動作に適したさまざまなシーケンスで行なわれ得る複数の下位
動作を含み得る。さらにまた、特定の用途に応じて、追加の動作が加えられ得る、または
既存の動作が除かれ得る。当業者は、多くの変化、変更、および代替を認識および理解し
得る。
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【０１８４】
　図１４を参照して記載された処理においては、ＤＲ事象への参加についてエネルギー消
費者がひとたび識別されると、エネルギー消費者の集合の大きさが減少し得る（たとえば
、選択的な辞退の結果として）が、増加し得ない。一部の実施形態においては、ＤＲ事象
中にＤＲ事象への参加が適格であるエネルギー消費者の数を増加させることが望ましいも
のであり得る。たとえば、一部の場合において、識別されたエネルギー消費者によって移
行されるエネルギーの量の合計についての事象前予測は不正確であり得て、所望のエネル
ギー移行よりも小さくなり得る。逆に、ＤＲ事象中に実現された実際のエネルギー移行が
予測されたエネルギー移行もしくは必要なエネルギー移行よりも大きい場合、事象の参加
者の数は減少され得る。これにより、一部の実施形態においては、ＤＲ事象中に、特定の
ＤＲ事象に参加するエネルギー消費者の数が増加もしくは減少し得る、または特定のエネ
ルギー消費者が変更され得る。監視されたエネルギー移行の合計に基づいてＤＲ事象を積
極的に管理するための１つの特定の技術は、図１５を参照して記載される。このような技
術は、たとえば、図１４を参照して記載される動作１４２０から１４２６と同時に実施さ
れ得る。
【０１８５】
　具体的に、図１５は、実施形態に係る、監視されたエネルギー移行の合計に基づいてＤ
Ｒ事象を管理する処理１５００を示す。さらなる理解を容易にするために、処理１５００
は、図１および図２を参照して記載されるが、処理１５００の実施形態は図１および図２
を参照して記載される例示的なシステムおよび装置に限定されないことを理解すべきであ
る。
【０１８６】
　動作１５０２において、ＤＲ事象が開始される。この動作は動作１４１８と同様である
ことから、さらなる記載は省かれる。
【０１８７】
　動作１５１０において、ＤＲ事象中における実際のエネルギー移行の合計が監視される
。たとえば、エネルギー管理システム１３０は、ＤＲ事象に参加するエネルギー消費者の
各々によって引き起こされたエネルギー移行の実際の量を判定し、このデータを合計して
エネルギー移行の合計を判定し得る。エネルギー移行の実際の量は、さまざまな技術を使
用して判定され得る。たとえば、エネルギー消費の現在の（リアルタイムの）量が判定さ
れ得る。これは、ＨＶＡＣのステータス（オン、オフ、使用されている容量のパーセント
など）、構造に関連付けられた他の電子装置のステータスなど、いくつかの要因を使用し
て計算され得る。付加的または代替的には、これは、エネルギー消費メーター２１８など
、エネルギーを測定するメーターから判定され得る。消費されているエネルギーの実際の
量の履歴は、ＤＲ事象中にわたって消費される実際のエネルギーの量の合計が判定され得
るように、少なくともＤＲ事象の継続期間にわたって保持され得る。さらに、消費者につ
いての「基準線」エネルギー消費は、この場合においては事象期間の全体の代わりに経過
した事象期間の一部のみについて基準線エネルギー消費が判定される点を除き、動作７０
８を参照して記載されるように判定され得る。所与の時間まで消費されたエネルギーの実
際の量と基準線において定義されたエネルギーの量の合計との間の差により、ＤＲ事象時
の任意の特定の時間において移行された実際のエネルギーの合計について示されることと
なる。
【０１８８】
　エネルギー移行の合計が監視されて、処理は動作１５０６へと続き得て、ここでＤＲ事
象が終了したかどうかが判定される。終了したと判定された場合、処理は動作１５０８へ
と続き得て、ここでＤＲ事象が終了する。そうでない場合は、動作１５１０へ続き得る。
【０１８９】
　動作１５１０において、実際のリアルタイムのエネルギー移行の量の合計が予測された
ものにほぼ等しいかどうかが判定される。たとえば、動作１５０４において判定された量
は、ＤＲ事象におけるこの特定の時間で予測されたエネルギー移行と比較され得る。予測
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されたエネルギー移行は、動作２３１０を参照して記載されるものと同様の技術を使用し
て計算され得る。しかしながら、動作２３１０においてＤＲ事象期間の全体について計算
される予測されたエネルギー移行とは対照的に、この場合における予測されたエネルギー
移行は、経過した事象期間の一部のみについて計算される。ＤＲ事象時の所与の時点にお
ける実際のエネルギー移行の合計が予測されたものにほぼ等しいと判定された場合、処理
は動作１５０４に戻り得る。しかしながら、所与の時点における実際のエネルギー移行の
合計が予測されたものにほぼ等しくないと判定された場合、これは、エネルギー消費者が
エネルギーを移行しすぎている、または十分なエネルギーを移行していないことを示して
おり、このため処理は動作１５１２へ続き得る。
【０１９０】
　動作１５１２において、特定のエネルギー消費者についての実際の移行の合計と予測さ
れた移行の合計との差に対応するために、１つ以上の技術が実施され得る。一実施形態に
おいて、ＤＲ事象への参加が識別された消費者の数は変更され得る。たとえば、実際の移
行の合計が予測されたものよりも小さい場合、ＤＲ事象への参加が識別されたエネルギー
消費者の数が増加され得る。このような場合において、動作７０６を参照して記載された
識別処理が行なわれ得て、１つ以上の新しいエネルギー消費者が識別され、事象通知が即
時にこれらのエネルギー消費者に対して送られる。一方、実際の移行の合計が予測された
ものより大きい場合、一実施形態においては、ＤＲ事象への参加が識別されたエネルギー
消費者の数が減少され得る。たとえば、ＤＲ事象は、監視されているエネルギー消費者に
ついてキャンセルされ得る。付加的または代替的には、ＤＲ事象は、ＤＲ事象に参加して
いる他のエネルギー消費者についてキャンセルされ得る。
【０１９１】
　他の実施形態において、ＤＲ事象に参加しているエネルギー消費者の数を増加もしくは
減少させる代わりに（または、これに加えて）、１つ以上のエネルギー消費者に関連付け
られたＤＲ実施プロフィールが修正され得る。たとえば、実際の移行の合計が予測された
ものよりも小さい場合、ＤＲ事象に参加している１つ以上のエネルギー消費者（監視され
ているエネルギー消費者を含む、または排除する）は、より積極的にエネルギーを移行す
るように変更され得る。一方、実際の移行の合計が予測されたものよりも大きい場合、Ｄ
Ｒ事象に参加している１つ以上のエネルギー消費者（監視されているエネルギー消費者を
含む、または排除する）は、より積極的でない状態でエネルギーを移行するように変更さ
れ得る。
【０１９２】
　図１５に示された具体的な動作は、実施形態に係る、監視されたエネルギー移行の合計
に基づいてＤＲ事象を管理するための特定の処理を提供するものであることを理解すべき
である。図１５を参照して記載されたさまざまな動作は、本願明細書において記載される
さまざまな電子装置もしくは構成部分のうちの１つ以上において実施され得る、およびそ
れによって行なわれ得る。たとえば、それらは、エネルギー管理システム１３０、１つ以
上の住居１５０Ａ～１５０Ｎ、ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム
１２０などにおいて実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。他の動作のシーケ
ンスも、代替的な実施形態に従って行われ得る。たとえば、本発明の代替的な実施形態で
は、上記の動作が異なる順序で行なわれ得る。また、図１５に示される個別の動作は、個
別の動作に適したさまざまなシーケンスで行なわれ得る複数の下位動作を含み得る。さら
にまた、特定の用途に応じて、追加の動作が加えられ得る、または既存の動作が除かれ得
る。当業者は、多くの変化、変更、および代替を認識および理解し得る。
【０１９３】
　動作１４０６を参照して記載されるように、ＤＲ事象実施プロフィールは、ＤＲ事象へ
の参加が識別された各エネルギー消費者について生成され得る。ＤＲ事象実施プロフィー
ルは、ＤＲ事象のＤＲ事象期間にわたって分布する複数の設定温度を定義する。一部の実
施形態に係るこのようなＤＲ事象実施プロフィールを生成するための処理は、図１６を参
照してさらに記載される。
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【０１９４】
　具体的に、図１６は、実施形態に係る、需要応答事象実施プロフィールを生成するため
の処理１６００を示す。さらなる理解を容易にするために、処理１６００は、図１および
図２を参照して記載されるが、処理１６００の実施形態は、図１および図２を参照して記
載される例示的なシステムおよび装置に限定されないことを理解すべきである。 
【０１９５】
　動作１６０２において、ＤＲ事象実施プロフィールを作成するための１つ以上の基礎が
識別される。使用される基礎は、均等に重み付けされ得る、不均等に重み付けされ得る、
または本願明細書においてさらに記載されるようにＤＲ事象実施プロフィールの異なる局
面を生成するために使用され得る。基礎は、エネルギー消費者のＨＶＡＣスケジュール（
たとえば、エネルギー消費者によって設定された１つ以上の予定された設定であって、Ｄ
Ｒ事象期間中にわたってこれらの集合を含む）、エネルギー消費者に関連付けられた構造
についての在室可能性プロフィール、構造の環境（たとえば、熱）保持特性、環境管理さ
れている構造の容積に対する環境管理システム（たとえば、ＨＶＡＣ）の容量、構造のリ
アルタイムの在室状態、ＤＲ事象プロフィール、エネルギー消費者の負荷移行に対する従
順性、ＤＲ事象におけるエネルギー消費者の過去の挙動（たとえば、以前のＤＲ事象につ
いての以前のＤＲ実施プロフィールによって定義された設定の変更）、および天気予報（
たとえば、エネルギー消費者に関連付けられた構造における天気予報）のうちの１つ以上
を含み得る。
【０１９６】
　これらの基礎のうちの１つ以上がひとたび識別されると、処理は動作１６０４へ続き得
る。動作１６０４において、事前事象エネルギー管理が適切であるかどうかが判定される
。事前事象エネルギー管理およびＤＲ事象実施プロフィールの概略についての理解をさら
に高めるために、図１７Ａおよび図１７Ｂを簡潔に参照する。
【０１９７】
　図１７Ａは、実施形態に係る、ＤＲ事象および関連する期間についての図解１７００で
ある。図解１７００に示されるように、ＤＲ事象期間１７０２は、午後２時から午後７時
にわたる。このＤＲ事象期間は、たとえば、ＤＲ事象プロフィールにおいてユーティリテ
ィプロバイダーによって定義され得て、前述のように、所望のエネルギー減少の期間であ
る。ＤＲ事象期間１７０２の両側は、事象前期間１７０４（たとえば、事前冷房期間）お
よび事象後期間１７０６（たとえば、スナップバック期間）である。事前冷房期間１７０
４は、午後１時から午後２時にわたるものとして示され、事象後期間は、午後７時から午
後８時にわたるものとして示される。しかしながら、事前冷房期間、ＤＲ事象期間、およ
びスナップバック期間は、図１７Ａに示されるものとは異なる時間枠を有し得て、各ユー
ザーが、特定の構造、材質可能性プロフィール、天気予報、負荷移行への従順性などに合
わせてカスタマイズされた固有のＤＲ実施プロフィールを有するように、ユーザーごとに
動的に計算され得るものであることを認識すべきである。
【０１９８】
　この例における事象前期間１７０４は、事前冷房期間という。暑い天候状況に対応する
ためにＤＲ事象が実施される状況において、事象前期間１７０４は、ＤＲ事象期間に備え
るために構造が積極的に冷却され得る期間であることから、事前冷房期間という。しかし
ながら、他の状況においては、ＤＲ事象の目的に応じて、これは事前暖房期間、事前加湿
期間、または事前除湿期間と言われ得る。本願明細書において記載される例のほとんどは
、暑い天候状況に対応するためにＤＲ事象が発せられる文脈におけるものであるが、実施
形態はこれに限定されないことを認識すべきである。
【０１９９】
　スナップバック期間１７０６は、ＤＲ事象期間において行なわれるエネルギー減少を１
つ以上のエネルギー消費者がずらした結果としてエネルギー消費が実質的に増加（すなわ
ち、急上昇）し得る期間である。たとえば、ＤＲ事象期間の終了までに、多くのエネルギ
ー消費者は、エネルギー消費が管理されている結果として、望ましい温度よりも高い内部
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温度を経験し得る。しかしながら、ひとたびＤＲ事象期間が完了すると、エネルギー消費
者は、罰則なくエネルギーを増加させ（より快適な温度へ内部温度を下げるために）、エ
ネルギー消費を大きく増加させ得る。全体として、これによってエネルギー需要の新しい
ピークが得られ、一部の場合においては、ＤＲ事象期間に予測されるものと同様のグリッ
ドへの負荷（pressure）が得られる。
【０２００】
　図１７Ｂは、実施形態に係る、図１７Ａを参照して記載される期間の上に置かれる、エ
ネルギー消費者の初めに予定された設定、ならびにＤＲ事象変更設定（ＤＲ事象実施プロ
フィールを適用することによって得られる）の図解１７５０である。具体的に、図解１７
５０は、初めに予定された設定１７５２およびＤＲ事象変更設定１７５４の集合を示す。
初めに予定された設定１７５２は、一貫して７４°Ｆもしくはその近くの所望の温度を示
す。
【０２０１】
　ＤＲ事象によって変更された設定１７５４は、一部の場合においてＤＲ事象期間中にエ
ネルギー消費者によってエネルギー消費が減少される、初めに予定された設定１７５２に
対する変更を示す。ＤＲ事象によって変更された設定１７５４は、午後１時まで、および
午後７時３０分以降においては、初めの設定と同一の設定を示す。しかしながら、午後１
時と午後２時との間において、すなわち事前冷房期間において、ＤＲ事象によって変更さ
れた設定１７５４は７４°Ｆではなく７１°Ｆに設定される。この場合において、構造は
、エネルギー消費者が初めに望んだよりも低く冷房される。しかしながら、午後２時から
午後７時２０分までの間、ＤＲ事象によって変更された設定１７５４は、７４°Ｆではな
く７６°Ｆに設定される。この場合において、構造はエネルギー消費者が初めに望んだよ
りも暑くなる。７時２０分ごろには、ＤＲ事象によって変更された設定１５４は、２０分
間にわたって７５°Ｆに減少され、７４°Ｆに戻される。
【０２０２】
　ＤＲ事象の継続期間にわたって内部温度を７４°Ｆに維持するのではなく７６°Ｆに上
昇させることにより、構造において消費されるエネルギーの量は、ＤＲ事象の継続期間に
わたって減少する可能性が高い。さらに、７６°Ｆへの戻りを段階的にすることで、午後
７時もしくはその近く（ＤＲ事象期間の終了）におけるエネルギー消費の急上昇も減少し
得る。しかしながら、全体のエネルギー消費は必ずしも減少しないことを認識すべきであ
る。すなわち、初めに予定された設定とは対照的に、ＤＲ事象によって変更された設定に
より、事前冷房期間において付加的なエネルギー消費が生じる。結果として、ＤＲ事象期
間１７０２におけるエネルギー消費が減少したとしても、このエネルギー消費は実際には
ＤＲ事象期間外の１つ以上の期間へ移行される（たとえば、事前冷房期間および／または
スナップバック期間１７０６へ）。
【０２０３】
　ここで図１６に戻り、動作１６０４において、事前事象エネルギー管理が適切であるか
どうかが判定される。たとえば、事象前期間１７０４に任意のエネルギー管理（事前冷房
もしくは事前暖房）を行なうことが適切であるかどうかが判定され得る。このようなエネ
ルギー管理によってＤＲ事象期間においてエネルギーが減少すると判定された場合には、
このようなエネルギー管理を行なうことが適切であり得る。事前冷房を適用することが適
切であるかどうかを判定するために使用され得る処理の１つの特定の例は、図１９を参照
して記載される。このようなエネルギー管理を行なうことが適切でないと判定された場合
、処理は動作１６０８へ続き得る。しかし、エネルギー管理が適切であると判定された場
合、処理は動作１６０６へ続き得る。
【０２０４】
　動作１６０６において、事前事象エネルギー管理の大きさおよび継続期間が判定される
。上述のように、事前事象エネルギー管理は、事前冷房、事前暖房、事前加湿、事前除湿
、または他のタイプのエネルギー管理を含み得る。事前エネルギー管理の大きさ（たとえ
ば、＋２°Ｆ、＋４°Ｆなど）は、継続期間（たとえば、３０分、６０分、９０分など）
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とともに判定され得る。大きさおよび継続期間は、ＤＲ実施プロフィールを生成するため
の以前に記載された基礎の１つ以上を使用して判定され得る。
【０２０５】
　動作１６０８において、ＤＲ事象間隔エネルギー管理が適切かどうかが判定される。た
とえば、ＤＲ事象期間１７０２において任意のエネルギー管理（設定の変更、デューティ
サイクリングなど）を行なうことが適切かどうかが判定され得る。このようなエネルギー
管理によってＤＲ事象期間中にエネルギーが減少する場合には、このようなエネルギー管
理を行なうことが適切であり得る。任意のＤＲ事象間隔エネルギー管理を行なうことが適
切であるかどうかを判定する際には、いくつかの異なるＤＲ事象エネルギー減少メカニズ
ムが考慮され得る。これらは、本願明細書に記載されるように、設定変更メカニズム、デ
ューティサイクリングメカニズム、または設定変更メカニズムとデューティサイクリング
メカニズムとの組み合わせを含む。ＤＲ事象間隔エネルギー管理のさまざまなタイプにつ
いてのさらなる理解を深めるために、図１８Ａから図１８Ｃを簡潔に参照する。
【０２０６】
　図１８Ａは、実施形態に係る、ＤＲ事象間隔エネルギー減少メカニズムの設定変更タイ
プを示す図解１８００である。図解１８００は、図１７Ａおよび図１７Ｂを参照して記載
された事象前期間、ＤＲ事象期間、および事象後期間にわたる、初めに予定された設定１
７５２およびＤＲ事象によって変更された設定１７５４を示す。さらに、エネルギー消費
者に関連付けられた構造の内部温度１８０２、および冷房システムが積極的に構造の冷却
を試みる期間であるＨＶＡＣオン期間１８０４も示される。この特定の例において、ＤＲ
事象間隔エネルギー減少メカニズムは、「設定変更」メカニズムであり、冷房システムは
、必要に応じてＤＲ事象期間中に起動および停止され、可能な限り内部温度１８０２を設
定（たとえば、ＤＲ事象によって変更された設定１７５４）に近づける（たとえば、±１
°Ｆ、±２°Ｆなどの範囲内）。
【０２０７】
　具体的に、ＨＶＡＣは事前冷房期間においてオン状態１８０４Ａとなり、ＤＲ事象期間
前に内部温度１８０２を低下させる。ＤＲ事象期間において、ＨＶＡＣは、さまざまな継
続期間および時間でオン状態１８０４Ｂに入って維持され、ＤＲ事象によって変更された
設定１７５４に内部温度１８０２を維持しようと試みる。事象後期間において、ＨＶＡＣ
は必要に応じてオン状態１８０４Ｃとなり、ＤＲ事象によって変更された設定１７５４に
内部温度１８０２を維持し、ここでＤＲ事象によって変更された設定１７５４の温度は、
段階的に低下し、初めに予定された設定１７５２に最終的に到達し、減少がＤＲ事象期間
の終了からずらされる。
【０２０８】
　図１８Ｂは、実施形態に係る、ＤＲ事象間隔エネルギー減少メカニズムのデューティサ
イクリング変更タイプを示す図解１８２０である。図解１８２０は、図１８Ａを参照して
記載されたものと同様であるが、この場合においては、ＨＶＡＣオン状態１８２４Ａ、１
８２４Ｂ、および１８２４Ｃが示される。ＨＶＡＣオン状態１８２４Ａおよび１８２４Ｃ
は１８０４Ａおよび１８０４Ａと同じであることから、さらなる記載は省かれる。しかし
ながら、ＨＶＡＣオン状態１８２４は、「デューティサイクリング」ＤＲ事象間隔エネル
ギー減少メカニズムを示しており、冷房システムは一定の間隔で固定の継続期間にわたっ
て起動される。この特定の場合において、冷房システムは、内部温度１８２２の大きさに
関わらず、ＤＲ事象間隔の継続期間について、１時間ごとに１５分の継続期間にわたって
起動される。なお、一部の実施形態において、直接負荷制御（すなわち、ＨＶＡＣのデュ
ーティサイクルを積極的に制御すること）は、ＨＶＡＣをオンにするために設定温度を非
常に高く（すなわち、典型的な内部温度よりも高く）設定し、ＨＶＡＣをオフにするため
に設定温度を非常に低く（すなわち、典型的な内部温度よりも低く）設定することによっ
て制御され得ることを認識すべきである。このような設定温度は、ユーザーに対して表示
され得る、または表示され得ない。
【０２０９】
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　図１８Ｃは、実施形態に係る、ＤＲ事象間隔エネルギー減少メカニズムの設定／デュー
ティサイクリング変更タイプの組み合わせを示す図解１８４０である。図解１８４０は、
図１８Ａを参照して記載されたものと同様であるが、この場合においては、ＨＶＡＣオン
状態１８４４Ａ、１８４４Ｂ、および１８４４Ｃが示される。ＨＶＡＣオン状態１８４４
Ａおよび１８４４Ｃは１８０４Ａおよび１８０４Ｃと同じであることから、さらなる記載
は省かれる。しかしながら、ＨＶＡＣオン状態１８４４Ｂは、上記の設定およびデューテ
ィサイクリングタイプのＤＲ事象間隔エネルギー減少メカニズムの組み合わせを示す。こ
の特定の組み合わせにおいて、冷房システムは、最短の継続期間にわたって一定の時間間
隔で起動される。たとえば、冷房システムは、１時間ごとに少なくとも１０分間にわたっ
て起動される。最短の起動間隔（たとえば、１０分）がＤＲ事象によって変更された設定
１７５４によって定義された温度へ内部温度１８４２を呈下させるのに十分である場合に
は、冷房システムは最短の起動間隔の後に停止する。しかし、最短の起動間隔（たとえば
、１０分）がＤＲ事象によって変更された設定１７５４によって定義される温度へ内部温
度１８４２を低下させるのに不十分である場合には、冷房システムは、最短の起動間隔を
超えて起動間隔を延長し得る（たとえば、１５分または２０分に延長し得る）。一部の実
施形態において、冷房システムは、ＤＲ事象によって変更された設定１７５４によって定
義された温度へ内部温度１８４２が低下するまで、その起動間隔を延長し得る。他の実施
形態において、延長の長さは、継続期間内に限定され、冷房システムが一定で起動される
ことを防止する。この特定の例においては、第１、第３、および第４の冷房システム起動
が最短の起動間隔であり、第２の起動は延長されている。
【０２１０】
　なお、実施形態は、図１８Ａから図１８Ｃに示されるとともにこれらを参照して記載さ
れた例に限定されないことを理解すべきである。むしろ、当業者は、設定温度、設定間隔
、設定時間、ＤＲ事象期間の時間および間隔、エネルギー管理システム（たとえば、冷房
システム）の起動の時間および期間などにおける多くの変更を認識し得る。これらの例は
、本願明細書においてさらに記載されるＤＲ事象間隔エネルギー減少メカニズムの異なる
タイプを明瞭化するために示されるとともに、内部温度を低下させる文脈で示されながら
も、構造内の他のタイプの環境条件を変化させるために同様に適用可能である。
【０２１１】
　図１６の動作１６０８に戻り、ＤＲ事象間隔エネルギー減少が適切かどうかが判定され
る。記載されたように、さまざまなタイプのＤＲ事象間隔エネルギー減少メカニズムは、
設定変更、デューティサイクリング、または設定変更とデューティサイクリングとの組み
合わせを含む。これらのエネルギー減少メカニズムのうちのいずれかもしくはすべてが適
切かどうかを判定するために使用され得る一部の特定の処理は、図２０および図２１を参
照して記載される。このようなエネルギー管理を行なうことが適切でないと判定された場
合、処理は動作１６１２へ続き得る。しかし、このようなエネルギー管理が適切であると
判定された場合、処理は動作１６１０へ続き得る。
【０２１２】
　動作１６１０において、ＤＲ事象間隔エネルギー管理の大きさおよび継続期間が判定さ
れる。上述のように、ＤＲ事象間隔エネルギー管理は、設定制御、デューティサイクリン
グ制御、または設定制御とデューティサイクリングとの組み合わせを含み得る。エネルギ
ー制御メカニズムの各タイプの大きさは（たとえば、ＤＲ事象によって変更された設定と
初めに予定された設定との差、デューティサイクリング期間、デューティサイクリング期
間の最大限の延長など）は、ＤＲ実施プロフィールを生成するための上記の基礎のうちの
１つ以上を使用して判定され得る一方、エネルギー減少メカニズムの継続期間はＤＲ事象
期間として定義され得る。
【０２１３】
　動作１６１２において、事象後エネルギー管理が適切かどうかが判定される。たとえば
、事象後期間１７０６において任意のエネルギー管理（初めに予定された設定への戻りを
遅らせること、初めに予定された設定へ徐々に戻すことなど）を行なうことが適切かどう
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かが判定され得る。このようなエネルギー管理によって、ＤＲ事象期間中のエネルギーが
減少し、一部の場合において、ＤＲ事象期間１７０２が終了するとすぐに電気グリッドに
対して高い需要を置く多数のエネルギー消費者の影響が減少すると判定された場合には、
このようなエネルギー管理を行なうことは適切であり得る。事象後エネルギー管理を適用
することが適切かどうかを判定するために使用され得る処理の特定の例は、図２２を参照
して記載される。このようなエネルギー管理を行なうことが適切であると判定された場合
、処理は動作１６１４へ続き得る。
【０２１４】
　動作１６１４において、事象後エネルギー管理の大きさおよび継続期間が判定される。
上述のように、事象後エネルギー管理は、設定の戻りを遅らせること、設定の戻りを段階
的にすること、または他のタイプのエネルギー管理のうちの１つ以上を含み得る。事象後
エネルギー管理の大きさ（たとえば、段階および／または遅れの大きさ）は、継続期間（
たとえば、３０分、６０分、９０分など）とともに判定され得る。大きさおよび継続期間
は、ＤＲ実施プロフィールを生成するための以前に記載された基礎のうちの１つ以上を使
用して判定され得る。なお、ＤＲ事象によって変更された設定１７５４を初めに予定され
た設定１７５２へ事象後期間中に戻すためにさまざまなタイプの技術が使用され得ること
を認識すべきである。たとえば、大きさは、 同じ大きさもしくは異なる大きさを有する
増分で漸増的に減少し得て、ここで１つ以上の増分が使用され得る。同様に、設定が各中
間点に保持される継続期間は、同じであり得る、または互いに異なり得る。設定の戻りは
、線形、指数関数的、または他の曲線形状であり得る。少なくとも１つの実施形態におい
て、ＤＲ事象によって変更された設定１７５４が初めに予定された設定１７５２へ戻る時
間は、全体として事象後のエネルギー消費の合計が事象後期間にわたって均等に分布する
ように、一部もしくはすべての参加しているエネルギー消費者について無作為であり得る
。
【０２１５】
　なお、図１６に示された具体的な動作は、実施形態に係る、需要応答事象実施プロフィ
ールを生成するための特定の処理を提供するものであることを理解すべきである。 図１
６を参照して記載されたさまざまな動作は、本願明細書において記載されるさまざまな電
子装置もしくは構成部分のうちの１つ以上において実施され得る、およびそれによって行
なわれ得る。たとえば、それらは、エネルギー管理システム１３０、１つ以上の住居１５
０Ａ～１５０Ｎ、ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０などに
おいて実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。他の動作のシーケンスも、代替
的な実施形態に従って行われ得る。たとえば、本発明の代替的な実施形態では、上記の動
作が異なる順序で行なわれ得る。また、図１６に示される個別の動作は、個別の動作に適
したさまざまなシーケンスで行なわれ得る複数の下位動作を含み得る。さらにまた、特定
の用途に応じて、追加の動作が加えられ得る、または既存の動作が除かれ得る。当業者は
、多くの変化、変更、および代替を認識および理解し得る。
【０２１６】
　図１６を参照して記載されるように、事象前エネルギー管理（たとえば、事前冷房）が
適切かどうかを判定するための特定の処理は図１９を参照して記載され、セットバックタ
イプのＤＲ事象間隔エネルギー減少が適切かどうかを判定するための特定の処理は図２０
を参照して記載され、デューティサイクリングタイプのＤＲ事象間隔エネルギー減少が適
切かどうかを判定するための特定の処理は図２１を参照して記載され、事象後エネルギー
管理が適切かどうかを判定するための特定の処理は図２２を参照して記載される。これら
の特定の処理の各々は順に記載される。
【０２１７】
　図１９を見ると、図１９は、実施形態に係る、事前冷房が適切かどうかを判定するため
の処理１９００を示す。動作１９０２において、構造の外の温度が軽度から中程度である
かどうかが判定される。たとえば、温度が特定の範囲内にあるかどうかが判定され得る。
温度がこの特定の範囲内にない場合、処理は動作１９０４へ続き、事前冷房を適用しない
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と判定される。しかし、温度がこの範囲内にある場合、処理は動作１９０６へ続き得る。
【０２１８】
　動作１９０６において、構造が中程度から良好に封止されていることを示す熱保持特性
を有するかどうかが判定される。たとえば、構造の保持特性が特定の範囲にあるかどうか
が判定され得る。熱保持特性がこの特定の範囲内にない場合、処理は動作１９０４へ続き
得て、事前冷房を適用しないと判定される。しかし、熱保持特性がこの範囲内にある場合
、処理は動作１９０８へ続き得て、事前冷房を適用すると判定される。
【０２１９】
　なお、処理１９００は、事前冷房を適用するかどうかについて判定するための簡略的な
処理であることを認識すべきである。多くの実施形態においては、事前冷房を適用すべき
か否かについて１つの要因によって決定されるものではなく、いくつかの要因（ＤＲ事象
プロフィールに使用される基礎に関して説明したものなど）が組み合わされて事前冷房（
または、より広く言えば、事象前エネルギー管理）によってエネルギー移行がなされるか
どうかが判定される。この特定の例においては、事前冷房環境において、極度に暑い気候
もしくは非常に乏しい熱保持特性が、事前冷房がＤＲ事象期間からＤＲ事象期間外へのエ
ネルギー移行に有効となり得ないことを示す強い（一部の場合においては、決定的な）指
標となり得るものとして示されている。
【０２２０】
　図２０を見ると、図２０は、実施形態に係る、セットバックタイプのＤＲ事象間隔エネ
ルギー管理メカニズムが適切であるかどうかを判定するための処理２０００を示す。動作
２００２において、構造の外の温度が軽度から中程度であるかどうかが判定される。たと
えば、温度が特定の範囲にあるかどうかが判定され得る。温度がこの特定の範囲内にない
場合、処理は動作２０１２へ続き得て、ＤＲ事象間隔時においてセットバックタイプのエ
ネルギー管理を使用しないと判定される。しかし、温度がこの範囲内にある場合、処理は
動作２００４へ続き得る。
【０２２１】
　動作２００４において、冷房される容積に対する冷房システム（たとえば、ＨＶＡＣ）
の容量が中程度から過大であるかどうかが判定される。たとえば、冷房システムの容量が
特定の範囲にあるかどうかが判定され得る。冷房システムの容量がこの特定の範囲内に無
い場合、処理は動作２０１２へ続き得て、ＤＲ事象間隔時においてセットバックタイプの
エネルギー管理を使用しないと判定される。しかし、冷房システムの容量がこの範囲内に
ある場合、処理は動作２００６へ続き得る。
【０２２２】
　動作２００６において、構造が中程度から良好に封止されていることを示す熱保持特性
を構造が有しているかどうかが判定される。たとえば、構造が特定の範囲に熱保持特性を
有しているかどうかが判定され得る。熱保持特性がこの範囲内にない場合、処理は動作２
０１２へ続き得て、ＤＲ事象間隔時においてセットバックタイプのエネルギー管理を使用
しないと判定される。しかし、熱保持特性がこの範囲内にある場合、処理は動作２００８
へ続き得る。
【０２２３】
　動作２００８において、構造の外の湿度が低程度から中程度であるかどうかが判定され
る。たとえば、湿度が特定の範囲にあるかどうかが判定され得る。湿度がこの範囲内にな
い場合、処理は動作２０１２へ続き得て、ＤＲ事象間隔時にセットバックタイプのエネル
ギー管理を使用しないと判定される。しかし、湿度がこの範囲内にある場合、処理は動作
２０１０へ続き得て、ＤＲ事象間隔時にセットバックタイプのエネルギー管理を使用する
と判定される。
【０２２４】
　なお、処理２０００はＤＲ事象間隔時にセットバックタイプのエネルギー管理を使用す
るかどうかを判定するための単純化された処理であることを認識すべきである。多くの実
施形態においては、セットバックタイプのエネルギー管理を適用すべきか否かについて１
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つの要因によって決定されるものではなく、いくつかの要因（ＤＲ事象実施プロフィール
に使用される基礎に関して説明したものなど）が組み合わされてセットバックタイプのエ
ネルギー管理の使用によってエネルギー移行がなされるかどうかが判定される。この特定
の例においては、ＤＲ事象期間において、極度に暑い気候もしくは湿度の高い気候、非常
に低いＨＶＡＣ容量、または非常に乏しい熱保持特性が、セットバックタイプのエネルギ
ー管理メカニズムがＤＲ事象期間からＤＲ事象期間の外の期間へのエネルギー移行に有効
となり得ないことを示す強い（一部の場合においては、決定的な）指標となり得るものと
して示されている。
【０２２５】
　図２１を見ると、図２１は、実施形態に係る、デューティサイクリングＤＲ事象間隔エ
ネルギー管理メカニズムが適切かどうかを判定するための処理２１００を示す。動作２１
０２において、構造の外の温度が高いかどうかが判定される。たとえば、温度が特定の温
度を超えているかどうかが判定され得る。温度が高くないと判定された場合、すなわち、
温度が特定の温度を超えていないと判定された場合、処理は動作２１１０へ続き得て、Ｄ
Ｒ事象間隔時にデューティサイクリングエネルギー管理メカニズムを使用しないと判定さ
れる。しかし、温度が特定の温度を超えていない場合、処理は動作２１０４へ続き得る。
【０２２６】
　動作２１０４において、冷房される容積に対する冷房システム（たとえば、ＨＶＡＣ）
の容量が過小かどうかが判定される。たとえば、冷房システムの容量が特定の量よりも小
さいかどうかが判定され得る。冷房システムの容量が特定の量以上である場合、処理は動
作２１１０へ続き得て、ＤＲ事象間隔時にデューティサイクリングエネルギー管理メカニ
ズムを使用しないと判定される。しかし、冷房システムの容量が特定の量よりも小さい場
合、処理は動作２１０６へ続き得る。
【０２２７】
　動作２１０６において、構造の外の湿度が高いかどうかが判定される。たとえば、湿度
が特定の量を超えているかどうかが判定される。湿度が特定の量を超えていない場合、処
理は動作２１１０へ続き得て、ＤＲ事象間隔時にデューティサイクリング エネルギー管
理メカニズムを使用しないと判定される。しかし、湿度が特定の量を超える場合、処理は
動作２１０８へ続き得て、ＤＲ事象間隔時にデューティサイクリングエネルギー管理メカ
ニズムを使用すると判定される。
【０２２８】
　なお、処理２１００はＤＲ事象間隔時にデューティサイクリングエネルギー管理メカニ
ズムを使用するかどうかを判定するための単純化された処理であることを認識すべきであ
る。多くの実施形態においては、デューティサイクリング エネルギー管理メカニズムを
適用すべきか否かについて１つの要因によって決定されるものではなく、いくつかの要因
 （ＤＲ事象実施プロフィールのために使用された基礎に関して説明したものなど）が組
み合わされて、デューティサイクリングエネルギー管理メカニズムによってエネルギー移
行がなされるかどうかが判定される。この特定の例においては、ＤＲ事象期間において、
極度に暑い気候、極度に高い湿度、または非常に低いＨＶＡＣ容量が、デューティサイク
リング エネルギー管理 メカニズム がＤＲ事象期間からＤＲ事象期間の外へのエネルギ
ーの移行に有効となり得ることを示す強い（一部の場合においては、決定的な）指標とな
り得るものとして示されている。
【０２２９】
　図２２を見ると、図２２は、実施形態に係る、事象後（すなわち、スナップバック）エ
ネルギー管理が適切かどうかを判定するための処理２２００を示す。動作２２０２におい
て、実施する ＤＲ事象後エネルギー管理を実施する要求が受け取られたかどうかが判定
される。たとえば、一部の場合において、主体（ユーティリティプロバイダーコンピュー
ティングシステム１２０など）は、エネルギー管理１３０に対するＤＲ事象後エネルギー
管理を行なう要求を伝達し得る。このような要求が受け取られた場合、処理は動作２２０
４へ続き得て、事象後エネルギー管理が適用される。そうでない場合、処理は動作２２０
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６へ続き得る。
【０２３０】
　動作２２０６において、ＤＲ事象後のグリッドの負荷が特定の閾値を超える可能性が高
いかどうかが判定される。たとえば、住居１５０Ａ～１５０Ｎのエネルギー消費の合計が
特定の閾値を超えているかどうかが判定され得る、および／または配電網１６０に対する
負荷の合計が閾値を超えているかどうかが判定され得る。予測された負荷は、ＤＲ事象期
間の終了前に計算され得て、住居１５０Ａ～１５０Ｎについて予定された設定、これらの
住居についての熱保持特性、これらの住居のＨＶＡＣ容量、これらの住居についての在室
可能性プロフィール、予測された天気予報など、エネルギー管理システム１３０が処理時
に有するさまざまな情報のうちの１つ以上を使用して計算され得る。閾値は、ユーティリ
ティプロバイダーコンピューティングシステム１２０または一部の他の好適な主体によっ
て設定され得る。ＤＲ事象後グリッド負荷の合計が閾値を超える可能性が高いと判定され
た場合、処理は動作２２０４へ続き得て、事象後エネルギー管理が適用される。そうでな
い場合は、処理は動作２２０８へ続き得る。
【０２３１】
　動作２２０８において、監視された（すなわち、実際の）ＤＲ事象後グリッド負荷が実
際に閾値を超えたかどうかが判定される。たとえば、ＤＲ事象が完了した後、配電網１６
０に対する負荷、および／または住居１５０Ａ～１５０Ｎの実際のリアルタイムのエネル
ギー消費が関しされ得る。監視されたエネルギー消費が閾値を超えていると判定された場
合、処理は動作２２０４へ続き得て、事象後エネルギー管理が適用される。そうでない場
合は、処理は動作２２１０へ続き得る。
【０２３２】
　動作２２１０において、ＤＲ事象後エネルギー管理がＤＲ事象期間中にエネルギー消費
を減少させる可能性が高いかどうかが判定される。たとえば、予測されたＤＲ事象後エネ
ルギー消費が基準線ＤＲ事象後エネルギー消費と比較され得る。予測されたエネルギー消
費が基準線ＤＲ事象後エネルギー消費よりも大きくなる可能性が高い場合、処理は動作２
２０４へ続き得て、事象後エネルギー管理が適用される。そうでない場合、処理は動作２
２１２へ続き得て、ＤＲ事象後エネルギー管理が適用されない。
【０２３３】
　なお、処理２２００は、ＤＲ事象後エネルギー管理を行なうかどうかを判定するための
単純化された処理であることを認識すべきである。多くの実施形態において、ＤＲ事象後
エネルギー管理を適用すべきかどうかについて１つの要因によって決定されるものではな
く、いくつかの要因が組み合わされて、ＤＲ事象後エネルギー管理がエネルギー移行を支
援するかどうかが判定される。なお、図２２を参照して記載されたものと同様の処理が、
代替的もしくは付加的に適用されてＤＲ事象前エネルギー管理（たとえば、事前冷房）を
適用するかどうかが判定されることをさらに認識すべきである。このような場合において
、動作は、「ＤＲ事象後」ではなく「ＤＲ事象前」というように変更され得る。たとえば
、動作２２０２は、ＤＲ事象前エネルギー管理を実施する要求を受け取るように変更され
得る。動作２２０６は、ＤＲ事象前グリッド負荷が所定の量よりも大きくなる可能性があ
るかどうかを判定する者に変更され得る。当業者は、図２２を参照して記載された動作の
残りに対してこのような変更をどのように適用するかを認識し得る。
【０２３４】
　たとえば図１４の動作１４０８など、さまざまな箇所において記載されたように、登録
されたエネルギー消費者がＤＲ事象に参加した結果として移行される可能性の高いエネル
ギーの量を示す１つ以上の指標が計算され得る。このような計算をする時に、多くの実施
形態においては、エネルギー消費者についてＤＲ事象実施プロフィールが定義されたよう
に、ＤＲ事象は既に定義されている。さらに、移行される可能性の高いエネルギーの量を
示す１つ以上の指標を計算した後すぐに（たとえば、数日以内）ＤＲ事象が起こる可能性
が高いことから、ＤＲ事象について初めに予定された設定（またはその非常に正確な予測
）もまた取得され得る。これらは、エネルギー消費者に関連付けられた構造の能力、およ
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び一部の場合においてＤＲ事象にわたる可能性の高いエネルギーのコストと組み合わされ
、移行される可能性の高いエネルギーの量を示す１つ以上の指標を判定するために使用さ
れ得る。このような指標を計算するための１つの特定の処理は、図２３を参照して記載さ
れる。
【０２３５】
　具体的に、図２３は、実施形態に係る、エネルギー消費者が需要応答事象に参加した場
合に登録されたエネルギー消費者によって移行される可能性の高いエネルギーの量を示す
１つ以上の指標を生成するための処理２３００を示す。理解を容易にするために、処理１
０００は図１および図２を参照して記載されるが、処理１０００の実施形態は図１および
図２を参照して記載される例示的なシステムおよび装置に限定されないことを理解すべき
である。
【０２３６】
　動作２３０２において、ＤＲ事象の特性が判定される。前述のように、ＤＲ事象は、Ｄ
Ｒ事象期間、ＤＲ事象規模、ＤＲ事象の地理的範囲などの情報を含むＤＲ事象プロフィー
ルによって定義される。このため、このような特性情報は、ユーティリティプロバイダー
コンピューティングシステム１２０によって受け取られ得る、エネルギー管理システム１
３０によって生成され得る、または他の好適な主体によって部分的もしくは全体的に受け
取られ得る、もしくは生成され得る。
【０２３７】
　動作２３０４において、ＤＲ事象期間にわたるエネルギー消費者のＨＶＡＣスケジュー
ルが判定される。エネルギー消費者のＨＶＡＣスケジュールを判定する際に、エネルギー
消費者によって設定されたＨＶＡＣスケジュールが取得され得る。たとえば、エネルギー
管理システム１３０は、サーモスタット２０２およびアクセス装置２６６のうちの１つ以
上からＨＶＡＣスケジュールを受け取り得る。一部の場合において、ＨＶＡＣスケジュー
ルは、エネルギー消費者によって明確に設定され得ず、サーモスタット２０２および／ま
たは他のエネルギー消費者に関連付けられた電子装置によって学習され得る。このような
場合において、学習された、および／または手動で設定された設定が取得され得る。
【０２３８】
　ＨＶＡＣスケジュールがひとたび判定されると、処理は動作２３０６へ続き得て、ＤＲ
事象についてのＤＲ実施プロフィールが判定される。ＤＲ実施プロフィールは、予定され
た設定の代わりに、ＤＲ事象中のエネルギー消費者について実施される設定を示す。ＤＲ
実施プロフィールを判定する際に、いくつかの要因が考慮され得る。これらの要因は、た
とえば、動作２３０２において判定されたＨＶＡＣスケジュール、在室可能性プロフィー
ル、エネルギー消費者に関連付けられた構造の熱保持特性、エネルギー消費者に関連付け
られた構造のＨＶＡＣ容量、ＤＲ事象プロフィール、エネルギー消費者の負荷移行に対す
る従順性についての任意の表示、過去のＤＲ事象挙動、天気予報などを含み得る。ＤＲ実
施プロフィールを生成するための一部の特定の方法は、図１６から図２２を参照して記載
される。
【０２３９】
　動作２３０８において、エネルギー消費者に関連付けられた構造、たとえば住居１５０
Ａ～１５０Ｎのうちの１つなどの構造が有する負荷を移行する能力が判定される。構造の
負荷を移行する能力は、環境管理する構造の容積に対する構造の環境管理システムの容量
など、いくつかの要因に基づいて計算され得る。環境管理システムは、たとえば、ＨＶＡ
Ｃ、冷房システム、暖房システム、加湿機などであり得る。負荷を移行する能力は、構造
の環境保持特性にも基づき得る、または代替的にこれに基づき得る。環境保持特性は、構
造の熱を保持する能力、冷気を保持する能力、湿度を保持する能力、乾燥を保持する能力
などをいう。構造の環境保持特性を判定するためのさまざまな技術が使用され得る。一部
の特定の技術は、上記の米国特許出願第１２／８８１，４６３号および第１３／６３２，
１５２号に記載されている。さらに、本願明細書の多くの箇所において熱保持が記載され
ているが、実施形態はこれらに限定されないことを認識すべきである。むしろ、構造にお
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ける特定の環境条件およびＤＲ事象時に行われるエネルギー管理のタイプに応じて、他の
タイプの環境保持が考えられ得る、および／または使用され得る。
【０２４０】
　動作２３１０において、ＤＲ事象期間から他の期間へ移行される可能性の高いエネルギ
ーの量が計算される。このような計算は、ＨＶＡＣスケジュール、ＤＲ実施プロフィール
、および構造の負荷を移行する能力など、上記の要因のうちの一部またはすべてを使用し
得る。一実施形態において、ＤＲ事象についての「基準線」エネルギー消費は、ＤＲ事象
についてのＨＶＡＣスケジュールおよび構造の負荷を移行する能力を使用して最初に判定
され得る。そして、ＤＲ事象に参加した結果として得られる可能性の高いエネルギー消費
は、ＤＲ実施プロフィールおよび構造の負荷を移行する能力を使用して判定され得る。こ
れらの値の差は、ＤＲ事象期間から他の期間へ移行される可能性の高いエネルギーの量と
みなされ得る。
【０２４１】
　動作２３１２において、ＤＲ事象期間にわたるエネルギーの単位あたりの可能性の高い
値が判定され得る。単位当たりの可能性の高い値は、たとえば、エネルギーの単位あたり
の予測されたコストであり得る。電気エネルギーの文脈において、これはｋＷｈもしくは
他の好適な単位あたりのコストであり得る。エネルギーの単位あたりの予測されたコスト
は、縮小されたエネルギーコスト（すなわち、ＤＲプログラムによって定義されたエネル
ギーのコスト）、過去のエネルギーコスト（すなわち、同様のＤＲ事象前からのエネルギ
ーコスト、ＤＲ事象について予測される以前の同様の天候パターンにおけるエネルギーコ
ストなど）のさまざまなソースのうちの１つ以上を使用して判定され得る。
【０２４２】
　動作２３１４において、ＤＲ事象期間から他の期間へ移行される可能性の高いエネルギ
ーの値が判定される。このエネルギーの値は、動作２３１２で判定されたエネルギーの単
位あたりの可能性の高い値と動作２３１０において計算された移行される可能性の高いエ
ネルギーの量とを掛け合わせることによって判定され得る。一実施形態において、移行さ
れる可能性の高いエネルギーの値は、ＤＲ事象期間中に起こる可能性の高いエネルギー減
少のみを表わす。しかしながら、他の実施形態においては、移行される可能性の高いエネ
ルギーの値は、ＤＲ事象期間の外の増加したエネルギー消費も組み込み得る。
【０２４３】
　動作２３１６において、ＤＲ事象に参加した結果として移行される可能性の高いエネル
ギーの量を示す１つ以上の指標がエネルギー消費者に対して伝達される。指標は、動作２
３１０を参照して記載される、移行される可能性の高いエネルギーの量を含み得る。指標
は、移行される可能性の高いエネルギーの値（たとえば、動作２３１４を参照して記載さ
れたもの）も含み得る、またはこれを代替的に含み得る。一実施形態において、エネルギ
ー管理システム１３０は、知的マルチセンシングネットワークに接続されたサーモスタッ
ト２０２および識別されたエネルギー消費者に関連付けられたアクセス装置２６６のうち
の１つ以上を含む、識別されたエネルギー消費者に関連付けられた住居１５０Ａ～１５０
Ｎの１つ以上の電子装置に対して、１つ以上の指標を伝送し得る。
【０２４４】
　なお、図２３に示された具体的な動作は、実施形態に係る、エネルギー消費者が需要応
答事象に参加した場合に登録されたエネルギー消費者によって移行される可能性の高いエ
ネルギーの量を示す１つ以上の指標を生成するための特定の処理を提供するものであるこ
とを理解すべきである。図２３を参照して記載されたさまざまな動作は、本願明細書にお
いて記載されるさまざまな電子装置もしくは構成部分のうちの１つ以上において実施され
得る、およびそれによって行なわれ得る。たとえば、それらは、エネルギー管理システム
１３０、１つ以上の住居１５０Ａ～１５０Ｎ、ユーティリティプロバイダーコンピューテ
ィングシステム１２０などにおいて実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。他
の動作のシーケンスも、代替的な実施形態に従って行われ得る。たとえば、本発明の代替
的な実施形態では、上記の動作が異なる順序で行なわれ得る。また、図２３に示される個
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別の動作は、個々の動作に適切な場合にさまざまなシーケンスで行なわれ得る複数の下位
動作を含み得る。さらにまた、特定の用途に応じて、追加の動作が加えられ得る、または
既存の動作が除かれ得る。たとえば、エネルギーの予測のみ（すなわち、値の予測ではな
い）が必要な場合、動作2３１２および２３１４は省かれ得る。当業者は、多くの変化、
変更、および代替を認識および理解し得る。
【０２４５】
　動作１４０２を参照して記載したように、ＤＲプログラムに登録した各識別されたエネ
ルギー消費者には、近く起こるＤＲ事象が通知され得る。通知は、ＤＲ事象がいつ起こる
か、ＤＲ事象がどのくらいの長さにわたって続くのかなど、ＤＲ事象プロフィールに関す
る情報を概して含む。さらに、動作１４１０を参照して記載したように、特定のエネルギ
ー消費者が近く起こるＤＲ事象に参加することによって移行される可能性の高いエネルギ
ーの量を示す１つ以上の指標もエネルギー消費者に対して伝達され得る。このような情報
がさまざまな方法でエネルギー消費者に伝達されるが、これを行なう１つの特定の技術は
、図２４Ａから図２４Ｃを参照して記載される。
【０２４６】
　図２４Ａから図２４Ｃは、実施形態に係る、エネルギー消費者に対するＤＲ事象通知を
表わすための単純化されたグラフィカルユーザーインターフェイスを示す。グラフィカル
ユーザーインターフェイス（ＧＵＩ）は図３Ａから図３Ｃを参照して記載される装置３０
０などの円形の装置上に表示され得るインターフェイスの形態で示されているが、実施形
態はこれに限定されず、同様のＧＵＩが他の形状の他の装置上に表わされ得る。
【０２４７】
　図面を見ると、図２４Ａは、入出力（Ｉ／Ｏ）要素２４００を示しており、たとえば、
ユーザーインターフェイス３０４（図３Ａ）、出力装置６０６および／もしくは入力装置
６０８（図６）、またはＤＲプログラムに参加している識別されたエネルギー消費者に関
連付けられた電子装置の他の好適なＩ／Ｏ要素２４００であり得る。Ｉ／Ｏ要素２４００
は、事象の日時など、近く起こるＤＲ事象に関する情報を表示する通知メッセージ２４０
２を含む。また、Ｉ／Ｏ要素２４００は、ユーザーが提示を受諾もしくは拒否することが
できる選択可能な入力メカニズム２４０４も含む。１つの特定の例においては、提示を受
諾もしくは拒否するためにリング３２０が回転され得る、および／または押し下され得る
。この特定の例において、Ｉ／Ｏ要素２４００は、特定のエネルギー消費者がＤＲ事象に
参加することによって移行される可能性の高いエネルギーの量を示す１つ以上の指標であ
るエネルギー節約予測を同時に表示する。この特定の例における予測された節約は、ドル
での節約を示しているが、他の例においては、エネルギー節約の大きさ（たとえば、ｋＷ
ｈ）、ＡＣ実行時間、割合などでもあり得る、または代替的にこれらであり得る。ＡＣ実
行時間は、一部の実施形態において、料金もしくはＨＶＡＣ容量に関する情報が知られて
いない場合に良好な指標となり得る。予測された節約は、登録時にエネルギー消費者によ
って入力される参加のレベルなど、デフォルトもしくは予測された参加のレベルに基づい
て計算され得る。
【０２４８】
　図２４Ｂは、ユーザーがＤＲ事象への参加の提示を受諾した場合のＩ／Ｏ要素２４００
を示す。Ｉ／Ｏ要素２４００は、識別されたエネルギー消費者に対するＤＲ事象への参加
の所望のレベルを選択する要求を表示する参加レベル要求メッセージ２４１０を含む。こ
れは、事象への最小レベルの参加から最大レベルの参加に及び得る。Ｉ／Ｏ要素２４００
は、最小から最大の参加におよぶ変化率で任意の参加のレベルを選択することを可能とす
る制御可能なスライダー２４１２を含み得る。１つの特定の例において、リング３２０は
、参加のレベルを選択するために回転され得る、および／または押し下され得る。また、
Ｉ／Ｏ要素２４００は、スライダー２４１６によって示される参加のレベルで参加した場
合に識別されたエネルギー消費者が達成し得る予測された節約２４１６を含み得る。この
特定の例における予測された節約は、ドルでの節約として示されるが、他の例においては
、エネルギー節約の大きさ（たとえば、ｋＷｈ）としても示され得る、または代替的に示
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される。予測された節約は、エネルギー消費者が参加のレベルを変更したことに応答して
リアルタイムで再計算および再表示され得る。
【０２４９】
　図２４Ｃは、識別されたエネルギー消費者がＤＲ事象への参加の提示を受諾した場合、
および一部の実施形態における、識別されたエネルギー消費者が参加の所望のレベルを選
択した場合におけるＩ／Ｏ要素２４００を示す。Ｉ／Ｏ要素２４００は、識別されたエネ
ルギー消費者に対してＤＲ事象へ参加したことについて感謝する感謝メッセージ２４２０
を含む。
【０２５０】
　なお、図２４Ａから図２４Ｃに示された特定のＩ／Ｏ要素は特定の実施形態に係る特定
のＩ／Ｏ要素を記載したものであることを理解すべきである。図２４Ａから図２４Ｃを参
照して記載されたＩ／Ｏ要素は、識別されたエネルギー消費者に関連付けられたさまざま
な電子装置のうちの１つ以上において実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。
たとえば、それらは、サーモスタット２０２、危険検知ユニット２０４、入力インターフ
ェイス装置２０６、壁照明スイッチ２０８、壁プラグインターフェイス２１０、機器２１
２、アクセス装置２６６、または識別されたエネルギー消費者に関連付けられた他の電子
装置のうちの１つ以上において実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。さまざ
まなメッセージおよび入力要素は、必ずしも異なる時間に表示されるものではなく、一部
のメッセージは、同じディスプレイ上に同時に表示され得る。一部のメッセージは、他の
通信メカニズムを使用して伝送され得て、応答は他の通信メカニズムを使用して同様に受
け取られ得る。たとえば、可聴、タッチ、もしくは他の入出力メカニズムが使用され得る
。さらに、 ＤＲ事象への参加を要求するために付加的もしくは代替的な情報が提示され
得て、図２４Ａから図２４Ｃに示される情報のすべてを表示する必要はないことを認識す
べきである。たとえば、一部の実施形態において、ＤＲ事象への参加もしくは参加の拒否
の選択肢は提示され得ない、および／または参加のレベルはユーザーによって設定され得
ない。当業者は、多くの変化、変更、および代替を認識および理解し得る。
【０２５１】
　図１４の動作１４２０を参照して記載されたように、エネルギー消費者は、ＤＲ事象実
施プロフィールを作成するために使用される１つ以上の基礎を変更し得る。たとえば、エ
ネルギー消費者は、エネルギーをより積極的に移行させるように、または積極的に移行さ
せないようにＤＲ事象実施プロフィールによって定義された設定を変更し得る。一部の実
施形態において、エネルギー消費者は、エネルギー消費者に関連付けられた１つ以上の電
子装置（たとえば、アクセス装置２６６）上に設けられたスケジューラを使用し、予定さ
れた設定に対してこのような変更を行ない得る。このような変更は、ＤＲ事象期間前もし
くはＤＲ事象期間中に行なわれ得る。このような変更を容易にするために１つの特定のス
ケジューラインターフェイスは、図２５Ａから図２５Ｆを参照して記載される。
【０２５２】
　図２５Ａから図２５Ｆは、実施形態に係る、ＤＲ事象への参加に同意したエネルギー消
費者に関連付けられた設定のスケジュールの単純化されたグラフィカルユーザーインター
フェイスを示す。サーモスタットについて予定された設定温度を修正するためのさまざま
な技術は、同一の譲受人によって譲受された、２０１２年９月２１日に出願された米国特
許出願第１３／６２４，８７５号（顧客参照番号ＮＥＳ０２４５）に記載されており、そ
の内容の全体はあらゆる目的のために本願明細書に援用される。グラフィカルユーザーイ
ンターフェイス（ＧＵＩ）は、矩形の装置上に表示され得るインターフェイスの形態で示
されているが、実施形態はこれに限定されず、同様のＧＵＩが他の形態で提示され得る。
【０２５３】
　図面を見ると、図２５Ａは、実施形態に係る、いくつかの初めに予定された設定２５０
２を含む入出力（Ｉ／Ｏ）要素２５００を示す。この例における初めに予定された設定２
５０２は、正午から午後９時までの間に１時間ごとに定義され、全期間にわたって７４°
Ｆの設定（すなわち、所望の）温度を示す。
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【０２５４】
　図２５Ｂは、ＤＲ事象の開始前におけるいくつかのＤＲ事象によって変更された設定２
５１０を含むＩ／Ｏ要素２５００を示す。ＤＲ事象によって変更された設定２５１０は、
初めに予定された設定を置き換える、ＤＲ事象実施プロフィールによって定義された新し
い設定である。この特定の例において、ＤＲ事象によって変更された設定２５１０は、各
設定の周りの付加的なグラフィカルリングによって定義されるが、他の実施形態において
は、このような設定は、初めに予定された設定とは異なる色を使用したり、数字もしくは
テキストについて異なるフォントを使用するなど、他の技術を使用して識別され得る。Ｄ
Ｒ事象によって変更された設定２５１０はＤＲ期間（たとえば、午後２時から午後７時）
にわたるが、これらは他の期間（たとえば、午後１時から午後２時の事前冷房期間）にも
わたり得ることが認識され得る。ＤＲ事象によって変更された設定２５１０が定義されな
い場合、初めに予定された設定２５０２が維持され得る。この特定の例において、節約予
測２５１２も表示され、ＤＲ事象実施プロフィールに従った場合に起こる可能性の高いエ
ネルギー移行の値の予測がエネルギー消費者に示される。
【０２５５】
　図２５Ｃは、いくつかのＤＲ事象によって変更された設定２５１０をＤＲ事象の途中に
含むＩ／Ｏ要素２５００を示す。この特定の例において、エネルギー消費者は、ＤＲ事象
のどのあたりまで進んだかについて、および各設定が予測されたエネルギー移行を実現し
たかどうかについて通知され得る。特定の設定に関連付けられた期間が経過し、設定が予
測されたエネルギー節約へ減少させるために変更されなかった場合、成功実施表示２５２
０が表示され得る。この特定の例において、成功実施表示２５２０は、葉として描画的に
示されるが、他の形状、オブジェクト、もしくはグラフィカル表示が使用され得て、金色
のギヤなどのさまざまな色の１つ以上を有し得る。成功実施表示２５２０は、一部の実施
形態において、ＤＲ実施プロフィールの順守もしくは適用にサーモスタットが成功してい
ることを示し得る（すなわち、ＤＲ実施プロフィールに対してユーザー設定による変更が
ない）。上述のように、成功実施表示２５２０は、予測されたエネルギー節約を減少させ
るように設定が変更されなかった場合に表示され得る。たとえば、エネルギー消費者が設
定を変更しなかった場合、表示２５２０が表示され得る。この特定の実施形態において、
エネルギー消費者は、４つのＤＲ事象によって変更された設定２５１０にわたって進行に
成功している。
【０２５６】
　図２５Ｄは、いくつかのＤＲ事象によって変更された設定２５１０をＤＲの途中に含む
Ｉ／Ｏ要素２５００を示し、ＤＲ事象によって変更された設定に対してエネルギー消費者
によって行なわれた変更が加えられ、結果としてエネルギー移行が減少している。この特
定の例において、エネルギー消費者の冷房システムは、高い温度に対処するために管理さ
れている。エネルギー消費者は午後７時のＤＲ事象によって変更された設定２５３０を７
６°Ｆから７２°Ｆへ４°Ｆだけ減少させた。この状況において、このような減少により
、エネルギー移行が減少し、結果として、成功実施表示２５２０は設定２５３０について
は表示され得ない。さらに、一部の実施形態において、節約予測２５１２は、設定２５３
０を変更した結果として起こる可能性の高いエネルギー移行の値に対して更新された予測
を反映するように変更され得る。節約補正通知２５３２も表示され、変更前の予測から変
更後の予測への値の変更が示される。
【０２５７】
　図２５Ｅは、いくつかのＤＲ事象によって変更された設定２５１０をＤＲの途中に含む
Ｉ／Ｏ要素を示し、ＤＲ事象によって変更された設定に対してエネルギー消費者によって
行なわれた変更が加えられ、エネルギー移行が増加している。この例は、図２５Ｄを参照
して記載されたものと同様であるが、この場合において、午後７時のＤＲ事象によって変
更された設定が７６°Ｆから７８°Ｆへ２°Ｆだけ増加している。この状況において、こ
のような増加によってエネルギー移行が増加し、結果として、成功実施表示２５２０は、
設定２５３０について依然として表示されたままとなり得る。さらに、節約予測２５１２
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は、設定２５３０を変更した結果として起こる可能性の高いエネルギー移行の値に対して
更新された予測を反映するように変更され、節約補正通知２５３２も表示され、変更前の
予測から変更後の予測への値の変更が示される。
【０２５８】
　図２５Ｆは、ＤＲ事象が完了した後のいくつかのＤＲ事象によって変更された設定２５
１０を含むＩ／Ｏ要素２５００を示す。この特定の例において、エネルギー消費者は、Ｄ
Ｒ事象実施プロフィールに従ってすべてのＤＲ事象を完了する。これにより、成功実施表
示２５２０は、各事象によって変更された設定２５１０について表示される。さらに、一
部の実施形態において、ＤＲ事象へ参加することによって得られるエネルギーコストとな
る実際の節約の量２５４０が計算されて表示され得る。なお、図２５Ａから図２５Ｆに示
される特定のＩ／Ｏ要素は、実施形態に係る特定のＩ／Ｏ要素を記載したものであること
を理解すべきである。
【０２５９】
　図２５Ａから図２５Ｆを参照して記載されたＩ／Ｏ要素は、識別されたエネルギー消費
者に関連付けられたさまざまな電子装置のうちの１つ以上において実施され得る、および
それによって行なわれ得る。たとえば、それらは、サーモスタット２０２、危険検知ユニ
ット２０４、入力インタフェース装置２０６、壁照明スイッチ２０８、壁プラグインター
フェイス２１０、機器２１２、アクセス装置２６６、または識別されたエネルギー消費者
に関連付けられた他の電子装置のうちの１つ以上において実施され得る、およびそれによ
って行なわれ得る。さまざまなメッセージおよび入力要素は、必ずしも異なる時間に表示
されるわけではなく、一部のメッセージは、同じディスプレイ上に同時に提示され得る。
一部のメッセージは、他の通信メカニズムを使用して伝達され、応答は、他の通信メカニ
ズムを使用して同様に受け取られ得る。たとえば、可聴、タッチ、もしくは他の入出力メ
カニズムが使用され得る。さらに、付加的もしくは代替的な情報が登録および参加レベル
を要求するために提示され得て、図２５Ａから図２５Ｆに示される情報のすべてが提示さ
れる必要がないことを認識すべきである。たとえば、一部の実施形態において、エネルギ
ー消費者には、ＤＲ事象によって変更された設定を変更する機会が全く与えられない場合
がある。たとえば、図２５Ｂを参照すると、ＤＲ事象によって変更された設定２５１０の
すべてが抹消され得る、またはそれ以外にエネルギー消費者から隠され得る。または、一
部の実施形態において、単にエネルギー消費者によって変更不能となり得る。他の例につ
いて、一部の実施形態において、消費者には、ＤＲ事象について全く通知されない場合が
ある。これは、ＤＲ事象通知がＤＲ事象の開始の少し前にサーモスタットへ伝達される「
即時の」ＤＲ事象については特に有利であり得る。これらの場合もしくは他の場合におい
て、ＤＲ事象について消費者に通知され得ず（たとえば、図２６Ａを参照して記載される
「ＤＲ事象」通知）、サーモスタットがＤＲ実施プロフィールを積極的に実施するという
明示的な通知を表示することなく、ＤＲ実施プロフィールによって定義される温度設定を
サーモスタットが表示し得る。これにより、一部の場合において、Ｉ／Ｏ要素２６００は
、ＤＲ実施プロフィールの実施中であっても初めに予定された設定を表示し得るが、他の
場合において、Ｉ／Ｏ要素２６００は、ＤＲ実施プロフィールの実施時にＤＲプロフィー
ル設定を代替的もしくは付加的に表示し得る。少なくとも１つの実施形態において、ユー
ザーに示される設定は、ユーザーがこれらの設定をＤＲ事象前、ＤＲ事象中、もしくはＤ
Ｒ事象後に見ようと試みているかどうかに基づいて変更され得る。たとえば、ＤＲ事象の
前および間において、ユーザーの典型的に予定された設定が表示され得るが、ＤＲ事象の
後においては、ＤＲ実施プロフィール設定が表示され得る。当業者は、多くの変化、変更
、および代替を認識および理解し得る。
【０２６０】
　予定された設定温度を変更することに加え、もしくはこれとは代替的に、エネルギー消
費者は、即時の設定温度を変更し得る。サーモスタットの即時の設定温度を変更するため
のさまざまな技術は、同一の譲受人によって譲受された、２０１２年１月２４日に出願さ
れた米国特許出願第１３／３５６，７６２号（顧客参照番号ＮＥＳ０１７６）に記載され
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、その内容の全体はあらゆる目的のために本願明細書において援用される。このような即
時の設定温度は、ＤＲ事象前、ＤＲ事象中、またはＤＲ事象後に変更され得る。ＤＲ事象
中にこのような設定温度を変更することによって予測されたエネルギー移行が変更される
場合、エネルギー消費者に通知され得て、変更の確認が必要となり得る。
【０２６１】
　図２６Ａから図２６Ｄは、実施形態に係る、ＤＲ事象時における即時の設定変更に応答
するための単純化されたグラフィカルユーザーインターフェイスを示す。グラフィカルユ
ーザーインターフェイス（ＧＵＩ）は、図３Ａから図３Ｃを参照して記載された装置３０
０などの円形の装置上に表示され得るインターフェイスの形態で示されているが、実施形
態はこれに限定されず、他の形状の他の装置上に同様のＧＵＩが表示され得る。
【０２６２】
　図を見ると、図２６Ａは、入出力（Ｉ／Ｏ）要素２６００を示しており、これは、たと
えば、ユーザーインターフェイス３０４（図３Ａ）、出力装置６０６、および／もしくは
入力装置６０８（図６）、またはＤＲ事象時にエネルギー消費者によって使用される電子
装置の他の好適なＩ／Ｏ要素２６００であり得る。Ｉ／Ｏ要素２６００は、識別されたエ
ネルギー消費者に対して即時の設定を表示する、現在の設定温度２６０２を含む。また、
Ｉ／Ｏ要素２６００は、構造内の現在の温度を示す現在温度表示２６０４を含み、一部の
場合において、即時の設定を示し、現在温度表示２６０４に対してグラフィカルに表示さ
れる現在の設定温度表示２６０８を含む。また、Ｉ／Ｏ要素２６００は、エネルギー消費
者のエネルギー消費が現在管理されていることを示すＤＲ事象表示２６１０も含み得る。
この特定の例において、ＤＲ事象表示２６１０は、「ＤＲ事象」をテキストで表示してい
るが、他の実施形態においては、ＤＲ事象表示２６１０は、「混雑時」などの他の形態も
しくはテキスト配列を採り得る。このような表示は、ＤＲ事象期間中に表示され得るが、
事象前期間および／または事象後期間など、エネルギー消費が管理される他の期間におい
ても表示され得る。また、Ｉ／Ｏ要素２６００は、表示２５２０と同様の成功実施表示２
６１２も含み得る。
【０２６３】
　図２６Ｂは、エネルギー消費者が即時の設定を変更してエネルギー移行を減少させる入
出力（Ｉ／Ｏ）要素を示す。この特定の例において、エネルギー消費者は、即時の設定温
度を７５°Ｆから６８°Ｆへ７°Ｆだけ減少させた。エネルギー消費者には、変更の確認
を要求する確認メッセージ２６２０および選択可能な入力メカニズム２６２２が提示され
、これによってユーザーは変更を受諾もしくは拒否することができる。また、エネルギー
消費者には、エネルギー消費者による即時の設定の変更が受け入れられた場合に得られる
可能性の高いエネルギー移行の値の変更を示す節約補正通知２６２４も提示され得る。一
部の実施形態においては、即時の設定温度に対する所望の変更により、エネルギー消費者
がＤＲ事象から選択的に辞退し得る（たとえば、変更によって構造が任意のエネルギー移
行を実現しないなど）。このような場合において、エネルギー消費者には、変更によって
ＤＲ事象から選択的に辞退することになる旨を示すメッセージ、および選択的に辞退する
ことを望むかについての確認を要求する確認メッセージが提示され得る。
【０２６４】
　図２６Ｃは、エネルギー消費者が即時の設定を変更してエネルギー移行が増加する入出
力（Ｉ／Ｏ）要素２６００を示す。この特定の例において、エネルギー消費者は、即時の
設定温度を７５°Ｆから７８°Ｆへ３°Ｆだけ増加させた。この例におけるエネルギー消
費者には、確認メッセージは提示されないが、エネルギー移行を増加させたことから即時
に所望の変更が受け入れられる。他の例において、エネルギー消費者には、確認メッセー
ジが提示され得る。エネルギー消費者には、エネルギー消費者が即時の設定へ変更するこ
とによって得られる可能性の高いエネルギー移行の値の変更を示す節約補正通知２６２４
が提示され得る。一部の場合において、実施表示２６１２などの情報がディスプレイから
削除され得る。
【０２６５】
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　図２６Ｄは、ＤＲ事象の完了時のＩ／Ｏ要素２６００を示す。Ｉ／Ｏ要素２６００は、
ＤＲ事象が完了したことをエネルギー消費者へ通知する事象完了メッセージ２６４０を含
む。また、Ｉ／Ｏ要素２６００は、エネルギー消費者がＤＲ事象に参加することによって
実際に実現されるエネルギー節約の値を示す実際の節約通知２６４２、およびエネルギー
消費者がＤＲ事象に参加することによって実現されると予測されるエネルギー節約の値を
示す予測された節約通知２６４４も含み得る。
【０２６６】
　なお、図２６Ａから図２６Ｄに示される特定のＩ／Ｏ要素は特定の実施形態に係る特定
のＩ／Ｏ要素を記載するものであることを理解すべきである。図２６Ａから図２６Ｄを参
照して記載されたＩ／Ｏ要素は、識別されたエネルギー消費者に関連付けられたさまざま
な電子装置のうちの１つ以上において実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。
たとえば、それらは、サーモスタット２０２、危険検知ユニット２０４、入力インターフ
ェイス装置２０６、壁照明スイッチ２０８、壁プラグインターフェイス２１０、機器２１
２、アクセス装置２６６、または識別されたエネルギー消費者に関連付けられた電子装置
のうちの１つ以上において実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。さまざまな
メッセージおよび入力装置は必ずしも異なる時間に表示されるものではなく、一部のメッ
セージは同じディスプレイ上に同時に提示され得る。一部のメッセージは、他の通信メカ
ニズムを使用して伝達され得て、応答は、他の通信メカニズムを使用して同様に受け取ら
れ得る。たとえば、可聴、タッチ、もしくは他の入出力メカニズムが使用され得る。さら
に、登録および参加レベルを要求するためにふかてきもしくは代替的な情報が提示され得
て、図２６Ａから図２６Ｄに示される情報のすべてを提示する必要はないことを認識すべ
きである。たとえば、一部の実施形態において、消費者にはＤＲ事象が全く通知され得な
い。これは、ＤＲ事象が開始される直前にサーモスタットにＤＲ事象通知が伝達される「
即時の」ＤＲ事象について特に有利であり得る。これらの場合もしくは他の場合において
、ＤＲ事象の消費者に通知は無い（たとえば、図２６Ａを参照して記載された「ＤＲ事象
」通知がない）が、サーモスタットは、サーモスタットが積極的にＤＲ実施プロフィール
を実施しているという明示的な通知を表示することなく、サーモスタットはＤＲ実施プロ
フィールによって定義された温度設定を表示し得る。一部の場合において、明示的な通知
が提供されない一方で、サーモスタットが積極的にエネルギーを移行していることを示す
暗黙の通知が提供され得る（たとえば、ＤＲ実施プロフィールの実施中に実施表示２６１
２を一定に表示することによる）。当業者は、多くの変化、変更、および代替を認識およ
び理解し得る。
【０２６７】
　動作１２１８を参照して記載されたように、構造の在室者の傾向および好み（たとえば
、一日のうちの異なる時間、異なる在室者などについての、好ましい温度や湿度など）が
学習され得て、具体的な学習アルゴリズムは、上記の米国特許仮出願第６１／５５０，３
４６にさらに記載される。一部の実施形態において、通常の（すなわち、非ＤＲ事象）期
間中に好ましい温度や湿度などを学習することに加え、ＤＲ事象への参加に対する在室者
の傾向および好みも学習され得る。たとえば、ＤＲ事象実施プロフィールは、特定のエネ
ルギー消費者について実施され得る。ＤＲ事象中に、エネルギー消費者は、ＤＲ事象への
参加によって得られる（たとえば、ＤＲ事象実施プロフィール設定を変更することによる
）エネルギー移行の量の増加もしくは減少を示し得る。ＤＲ事象中に行われるこのような
変更は、後続のＤＲ事象についてのＤＲ事象実施プロフィールの生成に使用され得る。た
とえば、第１のＤＲ事象への参加によって得られるエネルギー移行の量の増加をエネルギ
ー消費者が示す場合、第２の後続の事象についてのＤＲ実施プロフィールは、第１の事象
について最初に生成されたＤｒ実施プロフィールと比較してより積極的にエネルギー移行
を行なうように作られ得る。図２７は、ＤＲ事象中にエネルギー消費者の好みを学習する
ための特定の処理を示すものであるが、学習処理の一部もしくはすべては上記の米国特許
仮出願第６１／５５０，３４６号に記載された学習処理が本願明細書においても同様に適
用され得ることを理解すべきである。
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【０２６８】
　具体的に、図２７は、実施形態に係る、ＤＲ事象中に示されるユーザー選択を学習する
ための処理２７００を示す。動作２７０２において、ＤＲ実施プロフィールの適用前の予
定された設定（すなわち、初めに予定された設定）が判定され得る。たとえば、図２５Ｄ
を参照し、これらは初めに予定された設定２５０２であり得る。初めに予定された設定の
判定に際し、エネルギー消費者によって設定されたスケジュールが取得され得る。たとえ
ば、エネルギー管理システム１３０は、サーモスタット２０２およびアクセス装置２６６
のうちの１つ以上からＨＶＡＣスケジュールを受け取り得る。一部の場合において、スケ
ジュールは、エネルギー消費者によって明示的に設定され得ず、サーモスタット２０２お
よび／またはエネルギー消費者に関連付けられた他の電子装置によって学習され得る（た
とえば、上記の米国特許仮出願第６１／５５０，３４６号に記載の学習処理の一部もしく
はすべてを使用して）。このような場合において、学習された、および／または手動で設
定された設定が取得され得る。
【０２６９】
　動作２７０４において、ＤＲ事象によって変更された設定が判定される。たとえば、図
２５Ｄを参照し、これらはＤＲ事象によって変更された設定２５１０であり得る。これら
は、ＤＲ実施プロフィールから判定され得る。
【０２７０】
　動作２７０６において、エネルギー消費者がＤＲ事象によって変更された設定のいずれ
かを変更しているかどうかが判定され得る。変更が設定値の増加もしくは減少であるかど
うかが判定され得る。たとえば、図２５Ｄを参照し、エネルギー消費者がＤＲ事象によっ
て変更された設定を７６°Ｆから７２°Ｆへ減少させた場合、ＤＲ事象によって変更され
た設定の減少が起こったと判定され得る。他の例について、図２６Ｂを参照し、エネルギ
ー消費者がＤＲ事象によって変更された設定（この例においては、現在の設定）を７２°
Ｆから６８°Ｆへ減少させた場合、ＤＲ事象によって変更された設定の減少が起こったと
判定され得る。
【０２７１】
　ＤＲ事象変更設定に対する変更がないと判定された場合、処理は動作２７１０へ続き得
て、ＤＲ事象によって変更された設定をユーザーが受諾したことを示す情報が保存される
。対照的に、ＤＲ事象変更設定に対する変更がある場合、処理は動作２７０８へ続き得る
。
【０２７２】
　動作２７０８において、変移の時間および大きさが判定される。たとえば、図２５Ｄを
参照し、ＤＲ事象によって変更された設定をエネルギー消費者が７６°Ｆから７２°Ｆへ
減少させた場合、午後７時という設定変更の時間および４°Ｆという変更の大きさが判定
され得る。一部の場合においては、対応する初めに予定された設定（すなわち、７４°Ｆ
）であり得るものとして、変更前および変更後のＤＲ事象によって変更された設定の値（
すなわち７６°Ｆおよび７２°Ｆ）も判定され得る。そして、処理は動作２７１０へ続き
得て、時間、大きさ、および他の情報が保存され得る。
【０２７３】
　上記の変移を識別する情報は、エネルギー管理システム１３０、１つ以上の住居１５０
Ａ～１５０Ｎ、ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０など、シ
ステム１００の任意の好適な要素に記憶され得る。このような記憶された情報は、後続の
ＤＲ事象プロフィールについてのＤＲ実施プロフィールを判定する際に後に使用され得る
。たとえば、動作１６０２を参照して記載したように、過去のＤＲ事象挙動は、ＤＲ実施
プロフィールについての基礎を識別する際に使用され得る。記憶された変移を使用するた
めの１つの特定の処理は、図２８を参照して記載される。
【０２７４】
　具体的に、図２８は、実施形態に係る、以前のＤＲ事象中に示されたユーザーの好みに
基づいてＤＲ実施プロフィールを変更するための特定の処理を示す。動作２８０２におい
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て、１つ以上の以前のＤＲ事象についてＤＲ事象によって変更された設定に対する変移（
もしくはその欠如）を示す情報が識別される。たとえば、これは動作２７１０において記
憶された情報であり得る。
【０２７５】
　動作２８０４において、以前のＤＲ事象についてＤＲ事象によって変更された設定に対
する変移があるかどうかが判定される。変移が無い場合、処理は動作２８０６へ続き得て
、現在のＤＲ事象についてのＤＲ実施が変更されない。一部の実施形態において、過去の
ＤＲ事象について変移が無くとも、現在のＤＲ事象についてのＤＲ実施が変更され得る。
たとえば、現在のＤＲ事象についてのＤＲ実施は、特定のエネルギー消費者によって引き
起こされたエネルギー移行の量をゆっくりと増加させるようより積極的にエネルギーを移
行するために変更され得る。
【０２７６】
　他方、動作２８０４において変移があると判定された場合、処理は動作２８０８へ続き
得る。動作２８０８において、変移がエネルギー移行のより大きな増加（たとえば、より
積極的な）を示すかどうかが判定される。たとえば、図２５Ｅを参照し、ＤＲ事象によっ
て変更された設定２５３０の温度の増加により、エネルギー移行が増加する、または少な
くともより積極的なエネルギー移行を行なう望みが表示される。これにより、変移がエネ
ルギー移行の増加を示すと判定された場合、処理は動作２８１０へ続き得る。
【０２７７】
　動作２８１０において、現在のＤＲ事象についてのＤＲ実施プロフィールが変更され、
より積極的なエネルギーとなり得る。たとえば、図２５Ｂを参照し、ＤＲ事象期間設定を
７６°Ｆに設定する代わりに、ＤＲ実施プロフィールは、ＤＲ事象期間設定を７７°Ｆに
設定することによってより積極的なエネルギー移行へと押し上げられる。対照的に、動作
２８０８において変移がエネルギー移行の増加を示さないと判定されず、エネルギー移行
の減少（たとえば、積極性の小さい）を示す場合、処理は動作２８１２へ続き得る。
【０２７８】
　動作２８１２において、現在のＤＲ事象についてのＤＲ実施プロフィールが変更され、
積極性の小さいエネルギー移行となる。たとえば、図２５Ｂを参照し、ＤＲ事象期間設定
を７６°Ｆに設定する代わりに、ＤＲ実施プロフィールは、ＤＲ事象期間設定７５°Ｆに
設定することによって、積極性の小さいエネルギー移行が許容され得る。
【０２７９】
　なお、図２７および図２８に示された具体的な動作は、実施形態に係る、エネルギー消
費者のＤＲ事象の好みを学習および適用するための特定の処理を提供するものであること
を理解すべきである。図２７および図２８を参照して記載されたさまざまな動作は、本願
明細書において記載されるさまざまな電子装置もしくは構成部分のうちの１つ以上におい
て実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。たとえば、それらは、サーモスタッ
ト２０２、アクセス装置２６６、または、スマートホーム環境２００に従って記載された
他の電子装置、エネルギー管理システム１３０、ユーティリティプロバイダーコンピュー
ティングシステム１２０などにおいて実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。
他の動作のシーケンスも、代替的な実施形態に従って行われ得る。たとえば、本発明の代
替的な実施形態では、上記の動作が異なる順序で行なわれ得る。また、図２７および図２
８に示される個別の動作は、個別の動作に適したさまざまなシーケンスで行なわれ得る複
数の下位動作を含み得る。さらにまた、特定の用途に応じて、追加の動作が加えられ得る
、または既存の動作が除かれ得る。当業者は、多くの変化、変更、および代替を認識およ
び理解し得る。
【０２８０】
　図１に戻り、多くの実施例において、エネルギー管理システム１３０は、１つ以上の住
居１５０Ａ～１５０Ｎにおいてエネルギー消費を管理し得る。このようなエネルギー管理
は、ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０に関連付けられたユ
ーティリティプロバイダーによって定義された特性を有するＤＲ事象について、またはそ
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の間に行われ得る（特定の電気グリッド上でのＤＲ事象中のエネルギー消費の所望の減少
など）。一部の実施形態において、エネルギー管理システム１３０は、ユーティリティプ
ロバイダーコンピューティングシステム１２０を介して、ユーティリティプロバイダーに
対して、エネルギー管理システム１３０によって実施されるエネルギー減少メカニズムの
ステータスおよび進行についての情報を提供し得る。たとえば、エネルギー管理システム
１３０は、どの特定の住居１５０Ａ～１５０ＮがＤＲ事象に参加しているか、各住居がど
の程度のエネルギー移行を実際に行ったか、ＤＲ事象期間中のエネルギー減少の実際の合
計がユーティリティプロバイダーによって最初に指示された所望のエネルギー減少の合計
に近いかどうかなどをユーティリティプロバイダーが見ることができるようにし得る。一
実施形態において、このような情報は、ユーティリティポータルを介してユーティリティ
プロバイダーへ提示され得る。ユーティリティポータルは、エネルギー管理システム１３
０もしくは他の第三者主体によってホスティングされるウェブサイトであり得る、ユーテ
ィリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０において実行されるアプリケー
ションであり得る、ユーティリティプロバイダーの１つ以上のメンバーに提供されるポー
タブル電子装置上で実行可能なアプリケーションであり得る、またはユーティリティプロ
バイダーがこのような情報を取得および管理できる、ならびにこのような情報に対して応
答できる他のタイプのインターフェイスであり得る。少なくとも１つの実施形態において
、ユーティリティプロバイダーに対して提供されるさまざまな情報は、エネルギー管理シ
ステム１３０によって採用されるエネルギー減少メカニズムの特性および有効性をユーテ
ィリティプロバイダーが監視し得るようにリアルタイムで提供され得る。
【０２８１】
　図２９Ａは、実施形態に係る、ユーティリティポータルの概要を含む入出力（Ｉ／Ｏ）
要素２９００を示す。エネルギー管理システム１３０によって採用されるエネルギー管理
メカニズムに関するさまざまな情報は、Ｉ／Ｏ要素２９００を介してユーティリティプロ
バイダーに提示され得る。このような情報は、最初に、エネルギー管理システム１３０お
よび／または住居１５０Ａ～１５０Ｎにおける電子装置に記憶され得る。一実施形態にお
いて、情報は、住居１５０Ａ～１５０Ｎの各々に関連付けられたさまざまな電子装置から
エネルギー管理システム１３０のサーバーによって取得され、総計され得る。そして、情
報は、ユーティリティポータルを介してユーティリティプロバイダーに対してリアルタイ
ムで提示され得て、一部の実施形態においては、データと対話するためにユーティリティ
プロバイダーコンピューティングシステム１２０が使用され得る。
【０２８２】
　図２９Ａに示される特定の入出力要素２９００において、ユーティリティポータルは、
特定のＤＲ事象に関する情報の概要を含む。概要は、特定のＤＲプログラムに参加したエ
ネルギー消費者の数２９０２、近く起こるＤＲ事象に関する情報２９０４、選択によって
リフレッシュされる情報を表示するリフレッシュリンク２９０６（ユーザー入力なしに、
たとえば１分ごと、３０分ごと、６０分ごとなど、周期的に情報がリフレッシュされ得る
ことが認識される）、表示された情報を選択によって１つ以上のさまざまなファイル形式
でエクスポートするエクスポートリンク２９０８、およびユーティリティプロバイダーに
関連付けられたアカウントを固有に識別するユーティリティアカウント識別名１９１０を
含む。
【０２８３】
　近く起こるＤＲ事象２９０４に関する情報は、近く起こるＤＲ事象に関するさまざまな
情報を含み得る。たとえば、このような情報は、ＤＲ事象の日付２９１２、ＤＲ事象の時
間２９１４、エネルギー移行の望ましい量２９１４、ＤＲ事象２９１８の参加者の数など
を含み得る。日付、時間、および望ましいエネルギー移行など、この情報の多くは、エネ
ルギー管理システム１３０によってＤＲ事象から取得され得る。参加者の数などの他の情
報は、エネルギー管理システムによって生成され得て（たとえば、図８を参照して記載さ
れた動作による）、ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０に伝
送され得る。
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【０２８４】
　ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０は、エネルギー管理シ
ステム１３０によって提示されたさまざまなデータと対話するために使用され得る。たと
えば、登録されたエネルギー消費者の数２９０２を選択することにより、ユーティリティ
ポータルは、すべての登録された消費者に関する追加の情報を提示し得る。同様に、参加
者の数を選択することにより、ユーティリティポータルは、近く起こるＤＲ事象に参加す
る（または、現在参加している）ことを示すエネルギー消費者に関する追加の情報を提示
し得る。
【０２８５】
　一部の実施形態において、ユーティリティポータルは、以前のＤＲ事象情報２９２０を
含み得る。以前のＤＲ事象情報は、過去のＤＲ事象を識別するとともに、これらのＤＲ事
象への選択可能なリンクを含み得る。これらのリンクのうちの１つに対する選択を受け取
ると、ユーティリティポータルは、図２９Ａおよび図２９Ｂを参照して記載されるものと
同様の過去のＤＲ事象に関するさまざまな情報を提供し得る。
【０２８６】
　図２９Ｂは、実施形態に係る、詳細なエネルギー消費者情報を提供するユーティリティ
ポータルを含むＩ／Ｏ要素２９５０を示す。このような詳細な情報は、ユーティリティプ
ロバイダーコンピューティングシステム１２０のユーザーが図２９Ａを参照して記載され
た登録されたエネルギー消費者の数２９０２または参加者の数２９１８を選択することに
応答するなど、いくつかの方法で提供され得る。一実施形態において、登録されたエネル
ギー消費者の数２９０２が選択されることに応答して、全ての登録されたエネルギー消費
者およびエネルギー消費を管理するために使用されるエネルギー消費者の装置のリストが
生成され得る。同様に、ＤＲ事象への参加者の数２９１８が選択されることに応答して、
特定のＤＲ事象に参加するエネルギー消費者のみのリストが生成され得る。
【０２８７】
　この特定の例におけるＩ／Ｏ要素２９５０は、エネルギー消費者を識別するユーザー識
別名２９５２、エネルギー消費者に関連付けられた電子装置（たとえば、サーモスタット
２０２）を固有に識別してエネルギー管理に使用される機器識別名２９５４、電子装置が
エネルギー管理システム１３０（たとえば、リモートサーバー２６４）に接続されている
かどうかを示す接続ステータス２９５６、機器がＤＲ事象に参加する資格を有するかどう
かを示す資格情報２９５８、機器がＤＲ事象通知を受け取ったかどうかを示す通知情報２
９６０、ＤＲ事象に従って機器が現在エネルギー管理を行なっている（たとえば、ＤＲ実
施プロフィールを現在実施している）かどうかを示すＤＲ実行情報２９６２、機器に起因
するＤＲ事象期間中のエネルギー減少（または、ＤＲ事象期間から他の期間へのエネルギ
ー移行）の合計の予測を示すエネルギー減少の合計の予測２９６４、ＤＲ実施プロフィー
ルに従ってＤＲ事象期間の開始からＤＲ事象中の特定の時間までに実現されることが予測
された機器のエネルギー減少の量の予測を示す現在のエネルギー減少の予測２９６６、お
よびＤＲ事象期間の開始からＤＲ事象中の特定の時間までに実現されたエネルギー減少の
実際の量を示す実際の現在のエネルギー減少２９８８を含む。
【０２８８】
　装置ごとにさまざまな情報を提供することに加え、合計値も生成され、ユーティリティ
ポータルへ提供され得る。たとえば、ユーティリティポータルは、ＤＲ事象の開始からＤ
Ｒ事象中の特定の時間までに実現されることが予測されるすべての参加機器におけるエネ
ルギー減少の合計量を示す現在のエネルギー減少の合計の予測２９７０、ＤＲ事象の開始
からＤＲ事象中の特定の時間までに実際に実現されたすべての参加機器におけるエネルギ
ー減少の合計量を示す実際の現在のエネルギー減少の合計２９７２、ＤＲ事象を現在実行
している機器の割合２９７４、およびＤＲ事象における残りの時間の量２９７６も含み得
る。
【０２８９】
　なお、上記の情報の多くは以前に記載された処理の多くに従ってエネルギー管理システ
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ム１３０によって生成され得ることを認識すべきである。たとえば、予測されたエネルギ
ー減少の合計２９６４が動作１４０８に従って計算され得る一方、予測された現在のエネ
ルギー減少２９６６、予測された現在のエネルギー減少の合計２９７０、実際の現在のエ
ネルギー減少２９６８、および実際の現在のエネルギー減少の合計２９７２は、動作１５
０４および１５１０に従って計算され得る。
【０２９０】
　また、図２９Ａおよび図２９Ｂに示される特定のＩ／Ｏ要素は、特定の実施形態に係る
特定のＩ／Ｏ要素を記載したものであることを理解すべきである。さまざまな情報および
選択可能な要素は、必ずしも異なる時間に表示され得るものではなく、一部のメッセージ
は、同じディスプレイ上で同時に提示され得る。同様に、情報および選択可能な要素は、
必ずしも同時に表示され得るものではなく、異なる時間に表示され得る。一部のメッセー
ジは他の通信メカニズムを使用して伝達され得て、応答は同様に他の通信メカニズムを使
用して受け取られ得る。たとえば、可聴、タッチ、もしくは他の入出力メカニズムを使用
し、ユーティリティプロバイダーに対して情報が伝達され、ユーティリティプロバイダー
が情報と対話することが可能となり得る。さらに、付加的もしくは代替的な情報が提示さ
れ得て、図２５Ａから図２５Ｆにおいて示された情報のすべてを提示する必要は無いこと
を認識すべきである。たとえば、一部の実施形態において、ユーザー識別名２９５２およ
び／または機器識別名２９５４は、エネルギー消費者の姓名、アドレス、課金情報、構造
情報（構造のタイプ、構造の容積、構造の熱保持特性、構造の冷房／暖房容量など）など
、エネルギー消費者に関する追加の情報、または他のユーザー／アカウント／機器に関連
する情報を生成および表示するために選択され得る。他の例として、一部の実施形態にお
いて、ＤＲ事象後、ユーティリティポータルは、どの機器がＤＲ事象への参加を完了した
か、どの機器がＤＲ事象への参加を開始すらしていないか、この機器がＤＲ事象中の参加
レベルをキャンセルもしくは変更したか、ならびにいつこのような変更が行なわれたか、
ならびにこのような変更の影響（たとえば、エネルギー移行の増加、エネルギー移行の減
少、選択的な辞退）を識別する情報を生成および表示し得る。当業者は、多くの変化、変
更、および代替を認識および理解し得る。たとえば、付加的なユーティリティポータルの
実施形態は、図３４から図３８と関連付けて以下に記載される。
【０２９１】
　一部の例において、エネルギー消費者は、ＤＲ事象への参加に関連付けられた報酬を得
ながらＤＲ実施プロフィールの適用を回避しようと試み得る。たとえば、エネルギー消費
者は、サーモスタット２０２がＨＶＡＣ２０３を制御することを防止し得るが、依然とし
てサーモスタットがＤＲ事象についてのＤＲ実施プロフィールをダウンロードおよび実施
することを許容し得る。一部の場合において、サーモスタット２０２は、ＤＲ事象の継続
期間の全体にわたってＤＲ実施プロフィールを実行し得るとともに、ユーザーがＤＲ事象
への参加の外観のみを提示しているにも関わらず、 エネルギー消費者はＤＲ事象への参
加によって報酬を得る。エネルギーを実際に移行させる代わりに、エネルギー消費者は、
ＨＶＡＣを手動で制御し、エネルギー移行が起こらないようにし得る、またはサーモスタ
ットによって報告されるエネルギー移行よりも小さくし得る。一部の実施形態において、
エネルギー消費者がＤＲプログラム（すなわち、ＤＲ実施プロフィールの適用）を回避し
ようと試みている、またはそれを試みたかどうかを判定するための技術が開示される。こ
のような判定を行なうに際し、ＨＶＡＣの電子装置（たとえば、サーモスタット２０２）
に対するワイヤー接続のステータスが監視され、ＨＶＡＣが切断されたかどうかがみられ
る。そうである場合、これは干渉を示し得る。一部の実施形態において、干渉についての
決定的な判定を行なう前に、エネルギー消費者がＤＲプログラムに参加したかどうか、Ｄ
Ｒ事象に参加しているかどうかなど、１つ以上の付加的な要因も考慮に入れられ得る。
【０２９２】
　図３０Ａは、実施形態に係る、ＤＲ事象への参加にエネルギー消費者が従っているかど
うかを判定するための処理３０００を示す。理解を容易にするために、処理３０００は、
図１および図２を参照して記載されるが、処理３０００の実施形態は図１および図２を参
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照して記載される例示的なシステムおよび装置に限定されないことを理解すべきである。
【０２９３】
　動作３００２において、装置の設置時に確率されたＨＶＡＣワイヤー接続が識別される
。装置は、ＨＶＡＣ２０３に接続されているサーモスタット２０２など、ＨＶＡＣに接続
された任意の装置もしくは他の環境管理システムであり得る。サーモスタット２０２は、
ＨＶＡＣ２０３の動作を制御するちょうにＨＶＡＣ２０３に概して接続され得る。１つの
特定の実施形態において、および図３Ｃを参照し、暖房呼線Ｗ１、冷房呼線Ｙ１など、Ｈ
ＶＡＣ２０３を制御するためのＨＶＡＣ２０３からのさまざまな電線は、サーモスタット
２０３に接続され得る。ＨＶＡＣをサーモスタットに接続するための１つの特定の技術は
、同一の譲受人によって譲受された上記の米国特許出願第１３／０３４，６７４号に記載
されている。れにより、一実施形態において、プロセッサ３３０（または装置３００に関
連付けられた他の処理回路／ソフトウェア）は、ワイヤーコネクター３３８を介してＨＶ
ＡＣへの１つ以上の接続を識別し得る。
【０２９４】
　動作３００４において、ＨＶＡＣワイヤー接続が監視される。たとえば、ワイヤーコネ
クター３３８は、ワイヤーの接続および切断について監視しされ得る。一実施形態におい
て、ポート感知回路３４２は、関連付けられたワイヤーコネクター３３８へワイヤーが挿
入されていない場合に電気リード３４４を共に短絡させるよう閉じられる二位置スイッチ
を含み得て、二位置スイッチは、関連付けられたワイヤーコネクター３３８へワイヤーが
挿入されている場合は、電気リード３４４を電気的に分離するために開位置へ機械的に促
され得る。これにより、二位置スイッチは、ワイヤーが特定のワイヤーコネクター３３８
に対して接続もしくは切断されたかどうかを判定するために監視され得る。
【０２９５】
　動作３００６において、ＨＶＡＣワイヤー接続が干渉されたかどうかが判定される。一
部の実施形態において、ＨＶＡＣワイヤー接続が取り除かれたかどうかが判定され得る。
たとえば、動作３００４において二位置スイッチを監視した結果として、ワイヤーコネク
ター３３８を介してＨＶＡＣに接続されたワイヤーがワイヤーコネクター３３８から取り
除かれたかどうかが判定され得る。ＨＶＡＣワイヤー接続が干渉されなかったと判定され
た場合、処理は動作３００８へ続き得て、装置が従順であると判定される。そうでない場
合、処理は動作３０１０へ続き得る。
【０２９６】
　動作３０１０において、干渉がＤＲプログラムを回避する試みを示すかどうかが判定さ
れる。一部の実施形態において、１つ以上のワイヤーが単に切断されたことが干渉を示す
と判定され得る。一部の場合において、干渉を示すためには特定のワイヤー（たとえば、
冷房呼線Ｙ１）が取り除かれなければならない。他の実施形態において、干渉がＤＲプロ
グラムを回避する試みを示すかどうかを判定する際に、１つ以上の付加的な要因が考慮さ
れ得る。いくつかのこのような要因は、図３０Ｂを参照してさらに記載される。干渉がＤ
Ｒプログラムを回避する試みを示さないと判定された場合、処理は動作３００８へ続き得
て、装置が従順であると判定される。そうでない場合には、処理は動作３０１２へ続き得
て、装置が従順であると判定される。
【０２９７】
　上述のように、図３０Ｂは、実施形態に係る、ＨＶＡＣワイヤーへの干渉がＤＲプログ
ラムを回避する試みを示すかどうかを判定するための処理３０５０を示す。動作３０５２
において、装置に関連付けられた（たとえば、装置と対になる）エネルギー消費者がＤＲ
プログラムに参加しているかどうかが判定される。そうである場合、エネルギー消費者は
ＤＲプログラムを回避する動機を有し得ることから、これは従順性の判定に反するものと
して重み付けされ得る。動作３０５４において、装置に関連付けられたエネルギー消費者
がＤＲ事象に参加しているかどうかが判定される。そうである場合、エネルギー消費者は
ＤＲプログラムを回避する動機を有し得ることから、これは従順性の判定に反するものと
して重み付けされ得る。動作３０５６において、ＤＲ事象通知後に干渉が起こったかどう
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かが判定される。そうである場合、エネルギー消費者は近く起こるＤＲ事象について通知
されたとともに、近く起こるＤＲプログラムを回避する動機を有していたことから、これ
は従順性の判定に反するものとして重み付けされ得る。動作３０５８において、ＨＶＡＣ
に変更があったかどうかが判定される。たとえば、新しいＨＶＡＣが設置された、または
装置が異なるＨＶＡＣに設置されたかどうかが判定され得る。そうである場合、干渉の発
生には正当な理由があることから、これは従順性の判定に有利なものとして重み付けされ
得る。動作３０６０において、装置の所有権の変更があったかどうかが判定される。たと
えば、装置と対になったユーザーアカウントが対でなくなったかどうか、および／または
新しいユーザーアカウントが装置と対になったかどうかが判定され得る。そうである場合
、干渉の発生には正当な理由があることから、これは従順性の判定に有利なものとして重
み付けされ得る。動作３０６２において、構造における環境条件（たとえば、温度、湿度
など）が予測どおりにＤＲ事象において変化したかどうかが判定される。たとえば、ＤＲ
実施プロフィール、構造的特性（すなわち、熱保持特性）、ＨＶＡＣ容量、および外の気
候に基づき、ＨＶＡＣによるプログラムされた環境的（温度／湿度）変更に応答した構造
の内部の環境状況の変更が予測され得る。構造における環境センサは、予測通りに構造内
の実際の環境条件が変更されたかどうかを判定するために使用され得る。そうである場合
、予測通りにＨＶＡＣが制御された場合に行なわれるべき構造内の環境条件の変更が行な
われたことから、従順性の判定に有利なものとして重み付けされ得る。動作３０６４にお
いて、他の要因が非従順性を示唆するかどうかが判定される。これは、構造に人が居るこ
とをリアルタイム在室センサが示しているかどうか、エネルギー消費者が、干渉が検知さ
れる直前に積極性の小さいエネルギー移行を行なうようにＤＲ事象によって変更された設
定を変更したかどうか、または干渉の検知直後にかなり積極的なエネルギー移行を行なう
ように設定を変更したかどうかなど、さまざまな要因のうちの１つ以上であり得る。
【０２９８】
　なお、図３０Ａを参照して記載された処理は従順もしくは非従順の決定的な判定を行な
うことを含むが、一部の実施形態において、非従順（たとえば、０％）から完全な従順（
１００％）にぶ従順の可能性が判定され得て、要因の各々が非従順もしくは従順の確率的
な発見に影響を与え得ることを認識すべきである。要因は、均一もしくは不均一に重みづ
けられ得る。さらに、図３０Ａおよび図３０Ｂに示された具体的な動作は、実施形態に係
る、エネルギー消費者がＤＲ事象への参加に従順かどうかを判定するための特定の処理を
提供するものであることを理解すべきである。図３０Ａから図３０Ｂを参照して記載され
た動作は、本願明細書において記載されるさまざまな電子装置もしくは構成部分のうちの
１つ以上において実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。たとえば、それらは
、サーモスタット２０２、アクセス装置２６６、またはスマートホーム環境２００に従っ
て記載された他の電子装置、またはエネルギー管理システム１３０における１つ以上の電
子的構成要素、ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０、または
システム１００の他の主体において実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。他
の動作のシーケンスも、代替的な実施形態に従って行われ得る。たとえば、本発明の代替
的な実施形態では、上記の動作が異なる順序で行なわれ得る。また、図３０Ａおよび図３
０Ｂに示される個別の動作は、個別の動作に適したさまざまなシーケンスで行なわれ得る
複数の下位動作を含み得る。さらにまた、特定の用途に応じて、追加の動作が加えられ得
る、または既存の動作が除かれ得る。当業者は、多くの変化、変更、および代替を認識お
よび理解し得る。
【０２９９】
　図１を参照して記載されるように、エネルギー管理システム１３０は、いくつかの異な
る住居１５０Ａ～１５０Ｎについてのエネルギー消費を管理し得る。エネルギー消費の管
理に際し、エネルギー管理システム１３０は、エネルギー管理によって得られる所与の期
間にわたるエネルギー減少の可能性の高い量を予測し得る。エネルギー管理システム１３
０自体は必ずしもエネルギーを生成しない一方、エネルギー管理システム１３０に関連付
けられたエネルギー管理者は、エネルギーの減少分を販売するために、ユーティリティプ
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ロバイダーコンピューティングシステム１２０に関連付けられたユーティリティプロバイ
ダーとさまざまな異なる合意を結び得る。図３１Ａおよび図３１Ｂは、エネルギー管理シ
ステム１３０およびユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０がエ
ネルギーを管理し得るさまざまな処理を示す。
【０３００】
　具体的に、図３１Ａは、実施形態に係る、エネルギー管理システムに関連付けられたエ
ネルギー管理者とユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム（たとえば、
ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１３０）に関連付けられたユー
ティリティプロバイダーとの間の双務契約に従ってエネルギー管理システム（たとえば、
エネルギー管理システム１３０）がエネルギーを管理するための処理３１００を示す。理
解を容易にするために、処理３１００は、図１および図２を参照して記載されるが、 処
理３１００の実施形態は図１および図２を参照して記載される例示的なシステムおよび装
置に限定されないものであることを理解すべきである。
【０３０１】
　動作３１０２において、エネルギー管理プロバイダーは、１つ以上の需要応答事象につ
いてグリッドから特定量の負荷を取り除く契約をユーティリティプロバイダーと結ぶ。た
とえば、ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０に関連付けられ
たユーティリティプロバイダーおよびエネルギー管理システム１３０に関連付けられたエ
ネルギー管理者は、特定の継続期間（すなわち、ＤＲ事象期間）にわたって特定のｋＷｈ
だけ配電網１６０上のエネルギー消費をエネルギー管理システム１３０が減少させる契約
を結び得る。
【０３０２】
　動作３１０４において、エネルギー管理システムは、同意された量の負荷をグリッドか
ら取り除く可能性が高いグリッド上のエネルギー消費者の全体を識別する。たとえば、エ
ネルギー管理システム１３０は、ＤＲ事象期間にわたって契約された量のｋＷｈだけ配電
網１６０上でエネルギー消費を減少させる可能性が全体として高い、ＤＲプログラムおよ
びＤＲ事象に参加する住居１５０Ａ～１５０Ｎの一部を識別し得る。
【０３０３】
　動作３１０６において、需要応答事象が開始される。たとえば、ＤＲ事象プロフィール
によって定義されたＤＲ事象期間の開始に達し得る。なお、ＤＲ事象期間の開始は、事象
前エネルギー管理機関の開始を含み得ることを認識すべきである。
【０３０４】
　動作３１０８において、エネルギー管理プロバイダーは、同意された量の負荷を取り除
くためにグリッド上のエネルギー消費者を管理する。たとえば、エネルギー管理システム
１３０は、参加しているエネルギー消費者に関連付けられた住居１５０Ａ～１５０Ｎにつ
いてのＤＲ実施プロフィールを適用し得る。ＤＲ実施プロフィールは、動作３１０２を参
照して記載された契約において同意および定義された量だけ参加しているエネルギー消費
者がエネルギー消費を全体として減少させるように生成され得る。
【０３０５】
　動作３１１０において、需要応答事象は終了する。たとえば、ＤＲ事象プロフィールに
よって定義されたＤＲ事象期間の終了に達し得る。なお、ＤＲ事象期間の終了は、事象後
エネルギー管理期間の終了を含み得ることを認識すべきである。
【０３０６】
　動作３１１２において、エネルギー管理プロバイダーは、各参加しているエネルギー管
理者の寄与したエネルギー減少を判定する。たとえば、少なくとも部分的にＤＲ事象に参
加したエネルギー消費者に関連付けられた各住居１５０Ａ～１５０Ｎについて、エネルギ
ー管理プロバイダーは、ＤＲ事象に参加しなかった場合にエネルギー消費者が消費したで
あろうエネルギーの量と比較した、ＤＲ事象期間中の住居におけるエネルギー減少の量を
判定し得る。
【０３０７】



(78) JP 6396985 B2 2018.9.26

10

20

30

40

50

　動作３１１４において、各エネルギー消費者について、実際のエネルギー減少が一部の
閾値量よりも大きいかどうかが判定される。閾値量は、ゼロまたはゼロよりいくぶん大き
いエネルギー値であり得る。エネルギー減少の実際の量が閾値を超えないと判定された場
合、処理は動作３１１６へ続き得て、エネルギー消費者に報酬が分配されないと判定され
る。対照的に、エネルギー減少の実際の量が閾値を超える場合、処理は動作３１１８へ続
き得て、エネルギー消費者に対する報酬が判定および分配される。報酬はエネルギー消費
者が実現したエネルギー減少の量に相関しており、消費されたエネルギーが他の消費者と
比して大量に減少した場合、他の消費者と比して大きな報償が与えられ得る。他の実施形
態においては、エネルギー減少の一部の閾値を満たしたすべてのエネルギー消費者は、同
じ報酬を受け取り得る。
【０３０８】
　図３１Ｂは、実施形態に係る、エネルギー減少の市場ベースの販売に従ってエネルギー
管理システム（たとえば、エネルギー管理システム１３０）がエネルギーを管理するため
の処理３１５０を示す。理解を容易にするために、処理３１５０は、図１および図２を参
照して記載されるが、処理３１５０の実施形態は図１および図２を参照して記載される例
示的なシステムおよび装置に限定されないものであることを理解すべきである。
【０３０９】
　動作３１５２において、エネルギー管理システム１３０は、特定の時間間隔においてグ
リッドについてどの程度のエネルギー減少を実現し得るかを判定する。たとえば、エネル
ギー管理システム１３０は、構造１５０Ａ～１５０Ｎに関連付けられた１つ以上のエネル
ギー消費者によってどの程度のエネルギー消費が減少され得るかを判定し得る。
【０３１０】
　動作３１５４において、エネルギー管理プロバイダーは、オプション市場においてエネ
ルギー減少を提示する。エネルギー管理プロバイダーは、特定の時間間隔（たとえば、特
定の日付および時間間隔）において特定のグリッド（たとえば、配電網１６０）上で実現
され得るエネルギー減少の量（たとえば、ｋＷｈの数字）としてエネルギー減少を提示し
得る。一部の場合において、提示されたエネルギー減少には、実現されている減少の可能
性（たとえば、特定の日の午後２時から午後６時の期間にわたってグリッド上で５０ｋＷ
ｈのエネルギーが減少され得る可能性が９５％である）も伴い得る。
【０３１１】
　動作３１５６において、１つ以上の第三者主体が、提示されたエネルギー減少を受諾す
る。主体は、ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０に関連付け
られたユーティリティプロバイダー、発電機１１０Ａ～１１０Ｎに関連付けられた１つ以
上の電力オペレーターなど、さまざまな主体のうちの１つ以上であり得る。第三者主体が
提示を受諾することにより、第三者主体およびエネルギー管理プロバイダーは、動作３１
０２において記載されたものと同様の、住居１５０Ａ～１５０Ｎにおいて消費されたエネ
ルギー消費の量をエネルギー管理プロバイダーが減少させる契約を結び得る。さらに、ひ
とたび契約が結ばれると、動作３１５８～３１７０に記載されるように、ＤＲ事象が開始
され得て、エネルギー管理システム１３０がエネルギーを管理し得て、そして報酬が分配
され得る。これらの動作は動作３１０６～３１１８と同様であることから、さらなる記載
は省かれる。
【０３１２】
　なお、１つ以上の主体は、エネルギー消費者に対する報酬を判定して提供することを認
識すべきである。たとえば、エネルギー管理システム１３０は報酬を判定および提供し得
る、および／またはユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０は報
酬を判定および提供し得る。一部の場合において、報酬は金銭によるものであり得る。た
とえば、エネルギー管理システム１３０は、エネルギー消費についてエネルギー消費者に
送られるエネルギー請求書に対してクレジットを提供し得る。他の場合において、報酬は
ポイントであり得る。たとえば、エネルギー管理システム１３０は、後に商品もしくはサ
ービスと交換され得るポイントを与え得る。
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【０３１３】
　少なくとも１つの実施形態において、ポイントは正規化するものとして使用され得る。
たとえば、エネルギー消費者は、エネルギー消費者が実際に快適である点よりもエネルギ
ー効率の悪い（たとえば、暑い日に温度を下げる）点に予定された設定を置くことにより
、ＤＲプログラムを回避しようと試み得る。結果として得られるＤＲ実施プロフィールは
、エネルギー消費者の予定された設定のみを見ると、エネルギー消費者が快適と思われる
温度に設定が設定されていると推定され、これらの温度から設定が調節される。これによ
り、エネルギー消費者は、ＤＲ事象期間にわたって快適であり得る温度よりも高い温度に
置かれた設定において得られる不快適さに対して補償されることとなる。しかしながら、
エネルギー消費者が予定された設定を彼らが実際に快適である温度よりも低い温度に設定
した場合、ＤＲ実施プロフィールは、エネルギー消費者が実際に快適である温度にＤＲ事
象によって変更された設定を不意に設定し得る。
【０３１４】
　このような挙動を回避するために、「平均」設定温度が判定され得る。これは、同様の
状況にあるエネルギー消費者（たとえば、同様の熱保持特性、同様の冷房容量、同様の外
部気候パターン、同様の在室プロフィールなど）の設定温度を使用して判定され得る。平
均設定温度は、多くの人が「快適」と思う温度に一致する可能性の高い設定温度が判定さ
れ得るように、いくつかの同様の状況にあるエネルギー消費者を使用して判定され得る。
エネルギー消費者が平均設定よりも大きいエネルギーを消費するように（たとえば、暑い
気候において、平均よりも低く設定し得る）予定された設定を設定した場合、エネルギー
消費者は「悪人」である可能性が高いと考えられ得て、平均設定と同じもしくはそれより
少ないエネルギーを消費するように予定された設定を設定するエネルギー消費者よりもＤ
Ｒ事象の良好な完了時に与えられるポイントが小さくされる。このため、ポイントは、エ
ネルギー消費者の挙動を正規化するための方法として使用され得る。このような挙動を回
避するための他の技術もまた、もしくはこれに代えて実施され得る。たとえば、ユーザー
の予定された設定の履歴が変更された設定と比較され得て、変更された設定が大きく異な
る場合（たとえば、数度以上）、エネルギー消費者が「悪人」である可能性が高いと考え
られ得る。
【０３１５】
　少なくとも１つの実施形態において、ポイントは、個人の良い挙動を報酬で奨励するの
みならず、さらにもしくはこれに代えてグループの良い挙動を報酬で奨励するためのイン
センティブとして使用され得る。たとえば、エネルギー消費者は、グループに対応付けら
れ得る。グループは、たとえば、友人、同僚、地理的に定義されたもの（同じＺＩＰコー
ド内）、構造的に定義されたもの（アパートのすべてのテナント）などであり得る。グル
ープは、エネルギー消費者によって定義され得る（たとえば、１つのエネルギー消費者自
身が他のエネルギー消費者と関連付け得る）、または第三者によって定義され得る（たと
えば、エネルギー管理システム１３０が、指定したエネルギー消費者を含むグループを定
義し得る）。グループが、特定の量だけ特定のＤＲ事象についてのエネルギー消費の合計
を減少させるなど、一部の特定の目標を達成した場合、エネルギー減少に対する個人の貢
献について受け取られる報酬に加えた付加的な報酬を受け取り得る。
【０３１６】
　一部の場合においては、必ずしもエネルギー消費の減少の量のみに基づいてポイントを
与える必要はない。むしろ、ポイント（または価値のある他の商品もしくはサービス）は
、エネルギー消費者の良い挙動に基づいて与えられ得る。たとえば、ポイントは、ユーザ
ーが１つ以上のＤＲ事象に参加した場合、プログラム中の少なくとも特定の割合のＤＲ事
象に良好に参加した場合、特定の期間にわたっていくつかの平均温度に温度を維持した場
合（ここで、平均は、同様の状況にあるエネルギー消費者によって定義され得る）、ＤＲ
事象中にわたっていくつかの閾値量のエネルギーよりも小さいエネルギーを消費した場合
（ここで閾値は、同様の状況にある消費者、ユーティリティの容量などに基づいた平均量
として設定され得る）、または他の良好な挙動に対して与えられ得る。
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【０３１７】
　一部の実施形態において、ポイントは通貨として使用され得る。たとえば、ポイントは
、商品もしくはサービスと交換され得る。少なくとも１つの場合において、ポイントは、
検証への参加に使用され得る。たとえば、エネルギー管理プロバイダーは、特定の商品も
しくはサービスについての懸賞を開催し得て、１つ以上の懸賞への参加のために特定数の
ポイントがエネルギー消費者によってエネルギー管理プロバイダーに対して交換され得る
。さらに、ポイントは、ランクもしくはステータスを与えるために使用され得る。たとえ
ば、特定のステータスもしくはレベルが異なるポイントの合計数に関連付けられ得て、レ
ベルの上昇によってステータスの上昇が識別されるが、これは特定の閾値のポイントが蓄
積された後にのみ実現される。
【０３１８】
　少なくとも１つの実施形態において、ＤＲプログラムもしくはＤＲ事象への参加のイン
センティブを与えるためのさまざまなモデルが使用され得る。これらは、たとえば、罰則
モデル、報酬モデル、および加入モデルを含み得る。罰則モデルにおいて、エネルギー消
費者は、ＤＲ事象が良好に完了したことに対する高い報酬を受け取り、限られた数の選択
的辞退が与えられる。しかしながら、これらの限られた選択的辞退を費やした後、各追加
の選択的辞退については罰則が与えられる（たとえば、報酬の減少、高いユーティリティ
料など）。報酬モデルにおいて、エネルギー消費者は、良好に完了した各ＤＲ事象につい
て中間サイズの報酬を受け取り得る。この場合において、選択的辞退についての罰則は与
えられないが、各良好なＤＲ事象について高い報酬は受け取れない。加入モデルにおいて
、顧客は、ＤＲプログラムへの参加について、一定の低い期間報酬を受け取り得る。顧客
は、ＤＲ事象のすべてに参加し得ない、または任意のＤＲ事象に参加し得ない。しかしな
がら、監視、報酬、および罰則などはない。
【０３１９】
　なお、図３１Ａおよび図３１Ｂに示された具体的な動作は、異なるタイプの契約に従っ
てエネルギー管理システムがエネルギーを管理するための特定の処理を提供するものであ
ることを理解すべきである。図３１Ａおよび図３１Ｂを参照して記載されたさまざまな動
作は、本願明細書において記載されるさまざまな電子装置もしくは構成部分のうちの１つ
以上において実施され得る、およびそれによって行なわれ得る。たとえば、それらは、エ
ネルギー管理システム１３０、ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム
１２０、１つ以上の住居１５０Ａ～１５０Ｎなどにおいて実施され得る、およびそれによ
って行なわれ得る。他の動作のシーケンスも、代替的な実施形態に従って行われ得る。た
とえば、本発明の代替的な実施形態では、上記の動作が異なる順序で行なわれ得る。また
、図３１Ａおよび図３１Ｂに示される個別の動作は、個別の動作に適したさまざまなシー
ケンスで行なわれ得る複数の下位動作を含み得る。さらにまた、特定の用途に応じて、追
加の動作が加えられ得る、または既存の動作が除かれ得る。当業者は、多くの変化、変更
、および代替を認識および理解し得る。
【０３２０】
　図２を参照して記載されたように、いくつかの知的ネットワーク接続装置（たとえば、
サーモスタット２０２）は、スマートホーム環境２００に組み込まれ得る、およびスマー
トホーム環境２００とユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０に
関連付けられたユーティリティプロバイダーとの間に介在して設けられたエネルギー管理
システム１３０（たとえば、リモートサーバー２６４）と通信し得る。概して言えば、典
型的なスマートホームは、インターネットサービスプロバイダー（ＩＳＰ）によって提供
され得るものや、無線ルーター２６０とネットワーク２６２（たとえば、インターネット
）との間の上記の図２に示されるリンクによって示されるものなど、外界に対する少なく
とも１つの高速ブロードバンド接続を通常有する。概して言えば、特にホームエンターテ
インメントおよび他のデータ通信需要について高速ブロードバンドへの消費者の依存の高
まりがある点において、これらの外界に対する高速ブロードバンド接続は、非常に高速で
あり、ネットワークレイテンシーが低く、概して信頼性が高いことによって特徴付けられ
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る。一部の実施形態において、スマートホーム環境２００は、スマートメーター２１８を
含む。スマートメーター２１８は、構造２５０の内部および周辺において装置によって消
費される一部もしくはすべてのエネルギー（電気、ガスなど）を監視し、いくつかのタイ
プのデータ通信リンクを使用してユーティリティプロバイダーに対してこのような生デー
タを提供し得る。しかしながら、スマートメーターのインフラストラクチャーの過去の開
発および採用パターンが比較的不均一であることに大きく起因する可能性が高いが、スマ
ートメーター２１８とユーティリティプロバイダーとの間のデータ通信リンク（これは、
電話回線、専用無線都市内ネットワーク、電力線通信などの形態をとり得る）は、遅いデ
ータ速度、長いレイテンシー、および不均一な信頼性によって特徴づけられる場合があり
得る。したがって、たとえば、当該技術において公知の一部の無線実施は、長い時間間隔
の後のみにユーティリティプロバイダーに対してスマートメーター２１８がアップデート
を提供する点において、問題が生じる傾向にある。さらに、当該技術において公知の一部
の無線実施は、受信ステーションへ到達するためにスマートメーター２１８によって伝播
される強いＲＦ場によって健康上の問題を生じる点において、問題が生じる傾向にある。
本願明細書における１つ以上の実施形態によって、スマートメーター２１８とスマートホ
ーム内の知的ネットワーク接続装置の１つ以上（たとえば、サーモスタット２０２）との
間に代替的なデータ通信チャネルを形成することによって、スマートメーター２１８と関
連付けられたユーティリティプロバイダーとの間のデータ通信を向上させる方法が提供さ
れ、スマートホーム装置は、スマートホームの高速ブロードバンド接続を通じて生データ
をユーティリティプロバイダーに送信する。一部の実施形態において、代替的なデータ通
信チャネルは、スマートメーター２１８とスマートホーム環境２００の１つ以上の電子装
置（たとえば、サーモスタット２０２）との間に低電力ＲＦ接続（たとえば、ZigBee、6L
owPAN、WiFi、NFCなど）を実施することによって提供され得る。他の実施形態において、
有線接続経路が使用され得る。このような場合において、リアルタイムのステータスアッ
プデートが、スマートホーム環境２００における他の電子装置（たとえば、サーモスタッ
ト２０２）、ルーター２６０、ネットワーク２６２、およびリモートサーバー２６４／エ
ネルギー管理システム１３０を介してスマートメーター２１８からユーティリティプロバ
イダーコンピューティングシステム１２０へ効果的に伝送され得る。
【０３２１】
　図３２は、実施形態に係る、エネルギー管理システムを介してエネルギー消費メーター
からユーティリティプロバイダーコンピューティングシステムへ情報を受け渡しおよび補
充するための処理３２００を示す。たとえば、スマートメーター２１８によって生成され
てそこに記憶される情報は、サーモスタット２０２によって読み取られ、サーモスタット
２０２からエネルギー管理システム１３０へ伝送され、エネルギー管理システム１３０か
らユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０へ伝送され得る。
【０３２２】
　動作３２０２において、構造についてのエネルギー消費の合計を測定するエネルギーメ
ーターとの無線接続が確立される。たとえば、無線接続は、サーモスタット２０２とスマ
ートメーター２１８との間で確立され得る。
【０３２３】
　動作３２０４において、エネルギー関連情報が無線接続を介してエネルギーメーターか
ら受け取られる。たとえば、構造における任意の所与の期間についてのエネルギー消費の
合計を示す情報は、スマートメーター２１８からサーモスタット２０２へ伝達され得る。
【０３２４】
　動作３２０６において、値追加データがエネルギー関連情報に添付される。エネルギー
管理システムは、構造の現在の内部気温もしくは湿度、構造の熱保持特性、構造に関連付
けられたＨＶＡＣのＨＶＡＣ容量、ＤＲ事象の前、間、もしくは後の構造に関連付けられ
た予測されたもしくは実際のエネルギー減少、構造がＤＲプログラムに登録されたか、も
しくはＤＲ事象に自主的に参加したかどうか、構造の住人の負荷移行に対する従順性、基
準線など、さまざまなエネルギー関連情報を監視および生成する。この情報の一部もしく
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はすべては、スマートメーター２１８によって生成された基本的情報（すなわち、エネル
ギー消費の合計）に添付される。この追加の情報は、ＤＲ事象を発行するかどうか、ＤＲ
事象の範囲、ＤＲ事象の大きさなどを決定するなど、さまざまな機能を行なうためにユー
ティリティプロバイダーコンピューティングシステムによって使用され得る。これにより
、動作３２０６において、スマートメーター２１８から取得されたエネルギー関連情報に
対してこのような情報が追加され得る（構造において、またはエネルギー管理システム１
３０において）。
【０３２５】
　動作３２０８において、構造に対するエネルギーの供給を管理するユーティリティプロ
バイダーが識別される。たとえば、エネルギー管理システム１３０は、配電網１６０にわ
たってスマートホーム環境２００（すなわち、特定の住居１５０Ａ～１５０Ｎ）に対して
ユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０が電力を提供すると判定
し得る。一実施形態において、ユーティリティプロバイダーの識別は、スマートメーター
２１８から伝送される情報に含まれ得る。
【０３２６】
　動作３２１０において、エネルギー関連情報および添付された値追加データは、ユーテ
ィリティプロバイダーに対して伝送される。たとえば、エネルギー管理システム１３０は
、スマートメーター２１８から受け取った情報に値追加データを添付した後、両方の上方
のセットをユーティリティプロバイダー１２０へ伝送し得る。一部の実施形態において、
このような情報は、リアルタイムで、または非常に短い間隔で（たとえば、３０秒ごと）
伝送され得て、スマートホーム環境２００のエネルギー消費特性についてのリアルタイム
の感知がユーティリティプロバイダーに提供される。
【０３２７】
　なお、図３２に示された具体的な動作は、実施形態に係る、エネルギー管理システムを
介してエネルギー消費メーターからユーティリティプロバイダーコンピューティングシス
テムへ情報を送信および補充するための特定の処理を提供するものであることを理解すべ
きである。図３２を参照して記載されたさまざまな動作は、本願明細書において記載され
るさまざまな電子装置もしくは構成部分のうちの１つ以上において実施され得る、および
それによって行なわれ得る。たとえば、それらは、エネルギー管理システム１３０、１つ
以上の住居１５０Ａ～１５０Ｎなどにおいて実施され得る、およびそれによって行なわれ
得る。他の動作のシーケンスも、代替的な実施形態に従って行われ得る。たとえば、本発
明の代替的な実施形態では、上記の動作が異なる順序で行なわれ得る。また、図３２に示
される個別の動作は、個別の動作に適したさまざまなシーケンスで行なわれ得る複数の下
位動作を含み得る。さらにまた、特定の用途に応じて、追加の動作が加えられ得る、また
は既存の動作が除かれ得る。当業者は、多くの変化、変更、および代替を認識および理解
し得る。
【０３２８】
　図３３Ａ～図３３Ｅは、自身の構造（たとえば、住居）にネットワーク接続装置（たと
えば、サーモスタット２０２）を有するエネルギー消費者のための需要応答プログラム登
録処理を示すいくつかのスクリーンショットを示す。これらの例示的なスクリーンショッ
トは、図７の登録ステップ７０２を表現するものであり得て、エネルギー管理システム（
たとえば、図１のシステム１３０）によって管理され得る。ユーティリティ会社（たとえ
ば、図１のユーティリティプロバイダーコンピューティングシステム１２０）の代わりに
、エネルギー管理システムに登録処理を管理させることにより、ユーティリティ会社の管
理軽費が減少する。ユーティリティは、可能性のある申請人を承認もしくは否認すること
が可能であり得るが、エネルギー管理システムは、登録処理のすべての他の局面を管理す
ることができる。
【０３２９】
　需要応答プログラムへ参加するためのリンクの選択に応答し、ユーザーには、画面３３
１０が提示され得る。たとえば、リンクは、電子メールにおいて提供され得る、ウェブサ
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イト上の通知として表示され得る、またはアプリケーションにおけるオプションとして表
示され得る。画面３３１０は、登録処理を開始するためにユーザーのログイン資格を入力
するようにユーザーに要求し得る。画面３３１０は、需要応答プログラムを提示する位置
１３１２のユーティリティ会社を識別し得る。ユーザーがログイン情報を入力した後、エ
ネルギー管理システムは、ユーザーのネットワークが適切に設置されていること、オンラ
インであること（たとえば、ネットワーク１４０に接続されている）、ＨＶＡＣユニット
を制御すること、および／またはソフトウェアの特定のバージョンを実行していることを
確認し得る。ひとたび確認されると、画面１３２０が提示され得る。画面３３２０は、需
要応答プログラムに関する情報を含み得る。
【０３３０】
　画面３３３０は、ユーティリティ会社に対して顧客のアカウントに関するアカウント情
報を提供するように顧客に要求する。示されるように、名前、住所、市、州、ＺＩＰコー
ド、およびアカウント番号についての欄が提供され得る。加えて、ユーザーには、プログ
ラムへ申し込む前に利用規約に同意する（ボックスを選択することによる）よう要求され
得る。ユーザーが情報を入力し、利用規約に同意した後、画面３３４０が表示され得る。
画面３３４０は、報酬チェックをどこに郵送すべきかについての情報を入力するようにユ
ーザーに要求し得る。ユーザーは、「アカウントの住所と同じ」ボックスを選択すること
ができる、または新しい住所を入力することができる。
【０３３１】
　図３３Ｅの画面３３５０は、ユーザーがアカウント情報の入力に成功し、ユーティリテ
ィ会社による適格な顧客としての確認待ちであることを示す情報を表示し得る。ユーザー
が登録に適格であるとユーティリティ会社が承認した後、エネルギー管理システムは、電
子メールを送り得て、ユーザーに通知し、エネルギー節約サービスを起動する。一実施形
態において、顧客の適格性の承認は手動で行なわれ得る。ユーティリティ会社が手動で顧
客の適格性を承認することについては、図３４Ａおよび図３４Ｂに関連して以下により詳
細に記載される。
【０３３２】
　他の実施形態において、顧客の適格性の承認は、自動的に行なわれ得る。この実施形態
において、アプリケーションプログラムインターフェイス（ＡＰＩ）は、ユーティリティ
会社についてのログインおよびパスワード情報を顧客が含むことを可能とする登録画面（
たとえば、画面３３３０の異なるバージョン）に統合され得る。ＡＰＩは、顧客が適格か
どうかについてリアルタイムで確認するためにログインおよびパスワード情報を使用し得
る。適格性のリアルタイムの確認により、最初の登録処理の一部として顧客の適格性を実
際に確認する確認画面（たとえば、画面３３４０の代替として）をエネルギー管理システ
ムが法事することが可能となる。この実施形態において、確認電子メールは必要でないが
、礼儀として提供され得る。
【０３３３】
　図３４Ａは、実施形態に係る、ユーティリティポータルを含む入出力（Ｉ／Ｏ）要素３
４００を示す。図２９Ａおよび図２９Ｂに関連して上記で参照されたように、ユーティリ
ティポータルはエネルギー管理システム１３０によって管理され得て、ポータルに関連付
けられたすべての情報は、エネルギー管理システム１３０に対応付けられた１つ以上のサ
ーバー上に収容され得る。Ｉ／Ｏ要素３４００は、エネルギー管理システム１３０によっ
て管理されるインターフェイスにユーティリティオペレータがログインした後にユーティ
リティオペレータに提示される。たとえば、ユーティリティオペレータは、ウェブサイト
を経由してログイン名およびパスワードを入力することによってインターフェイスにログ
インできる。ユーティリティオペレータは、入力装置（たとえば、マウス）を操作するこ
とにより、異なるページもしくはモジュールへ行き、Ｉ／Ｏ要素３４００内の下位要素と
対話することができる。
【０３３４】
　図３４Ａに示される特定のＩ／Ｏ要素において、ユーティリティポータルは、情報バー
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３４１０とモジュール選択バー３４２０とを含み得る。情報バー３４１０は、ユーティリ
ティ会社名３４１２とユーティリティオペレータ名３４１４とを含み得る。モジュール選
択バー３４２０は、スケジュールモジュール３４２２と、顧客管理モジュール３４２４と
、係属顧客数３４２６とを含み得る。情報バー３４１０は、ユーティリティオペレータの
Ｉ／Ｏ要素３４００とのセッションの継続期間にわたって持続的に表示し続けられるさま
ざまな情報を含み得る。ユーティリティ会社名３４１２は、Ｉ／Ｏ要素３４００に対応付
けられるユーティリティ会社の名前を識別することができる。ユーティリティオペレータ
名３４１４は、Ｉ／Ｏ要素３４００にアクセスするためにログインした人の名前を識別す
ることができる。モジュール選択バー３４２０は、Ｉ／Ｏ要素３４００における異なるモ
ジュールへのナビゲーションツールとして機能することができる。たとえば、選択バー３
４２０の下に示される情報は、どのモジュールが選択されるかに依存する。示されるよう
に、顧客モジュール３４２４が選択され、モジュール３４２４に関係する情報が選択バー
３４２０の下に提供される。顧客モジュール３４２４に関するさまざまな局面がここで記
載され、スケジュールモジュール３４２２に関する局面は、以下により詳細に記載される
。
【０３３５】
　顧客管理モジュール３４２４が選択されると、タブバー３４３０が表示され得る。タブ
バー３４３０は、任意の好適な数のユーザー選択可能なタブを含み得て、タブが選択され
ると、そのタブに関係する情報が表示される。示されるように、係属要求タブ３４３２お
よび既存顧客タブ３４３４がタブバー３４３０に含まれ、現在は係属要求タブ３４３２が
選択されている。タブ３４３２が選択されると、需要応答プログラムへの入力についての
確認を待っている新しい登録者に関する情報が表示される。特に、係属顧客番号３４３５
、ダウンロードファイル オプション３４３６、最後のダウンロード通知３４３７、命令
３４３８、アップロードファイル オプション３４３９、および最後のアップロード通知
３４４０が表示され得る。ユーティリティオペレータがＩ／Ｏ要素３４００を見ている時
、オペレータは、１２人の顧客（係属顧客番号３４３５に示される）が需要応答プログラ
ムへ参加するためにユーティリティ会社による承認を待っていることを見ることができる
。加えて、ユーティリティオペレータには、最後にファイルがダウンロードされた時が通
知３４３７において通知され、最後にファイルがアップロードされた時が通知３４４０に
おいて通知される。この情報を見て、ユーティリティオペレータは、ダウンロードファイ
ルオプション３４３６を選択することができる。
【０３３６】
　ダウンロードファイルオプション３４３６が選択されると、ユーティリティオペレータ
には、エネルギー管理システム１３０によって供給されるファイルが提供され得る。ファ
イルは、各係属中の顧客を需要応答プログラムへ含むことを承認もしくは否認するかどう
かをユーティリティオペレータが決定することを可能にする任意の好適な情報を含み得る
。たとえば、ファイルは、コンマ区切り値（ＣＳＶ）ファイル、または１つの場所から他
の場所へ上方を安全に電子的に送信するのに適した任意の他のファイルタイプであり得る
。ファイルがダウンロードされた後、ユーティリティオペレータは、ファイルに対して変
更（命令３４３８による）を行ない、アップロードファイルオプション３４３９を選択す
ることによってそれをエネルギー管理システム１３０へアップロードし得る。
【０３３７】
　ここで図３５を参照すると、エネルギー管理システム１３０からダウンロードされたフ
ァイル３５００の例示的な内容が示される。ファイル３５００は、列３５０２および３５
０３にそれぞれ示されるように、２人の継続中の顧客についての情報を含み得る。ファイ
ル３５００は、列３５０１に配置されるいくつかの情報の欄を含み得る。さまざまな欄に
ついての顧客情報は、異なるソースによって埋められ得る。これらのソースは、エネルギ
ー管理システム１３０、顧客、およびユーティリティ会社を含み得る。エネルギー管理シ
ステム１３０によって埋められる欄は、月欄３５１０、日欄３５１１、事象タイプ欄３５
１２、電子メール欄３５１３、料金プラン欄３５１４、シリアル番号欄３５１５を含み得
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る。事象タイプ欄３５１２は、係属中顧客番号３４３５（図３４Ａ）を埋めるために使用
され得る。たとえば、欄３５１２にNEW_USERを有する顧客が１２人いる場合、数字３４３
５は、１２人の継続ちゅうの顧客がいることを示し得る。料金プラン欄３５１２は、顧客
がどのタイプの需要応答プログラムに登録したかを特定し得る。シリアル番号欄３５１５
は、顧客に関連付けられたネットワーク接続サーモスタットのシリアル番号を特定し得る
。これらの欄における情報は、需要応答プログラムへの登録の試みを行なう前に既に顧客
から取得したものであり得る。たとえば、この情報は、ネットワーク接続サーモスタット
の初期設置に集められたものであり得る。
【０３３８】
　エネルギー管理システム１３０によって埋められ得る他の欄は、DEVICE_ADDED、DEVICE
_REMOVED、およびSTRUCTURE_REMOVEDを含み得る。これらの付加的な欄により、エネルギ
ー管理システム１３０は、ユーザーが装置を加えたか取り外したかをユーティリティ会社
に知らせることが可能となり得る。ユーザーが１つ以上の装置を加えた、または取り外し
た場合、これはユーザーの割引に影響を与え得る。また、エネルギー管理システム１３０
は、特定のユーザー装置が所定の期間にわたってオフラインであったことをユーティリテ
ィ会社に知らせることができる。ユーティリティ会社は、この情報を使用して、その顧客
にどのように割引を与えるかを判定し得る。
【０３３９】
　顧客によって埋められる８つの欄は、名前欄３５２０、サービスアドレス欄３５２１、
サービス都市欄３５２２、サービス州欄３５２３、サービス郵便コード欄３５２４、郵便
アドレス欄３５２５、郵便都市欄３５２６、郵便州欄３５２７、郵便コード欄３５２８、
アカウント番号欄３５２９、および契約承認欄３５３０（顧客が利用規約に同意した日付
を示し得る）を含み得る。これらの欄における発明は、顧客自身が需要応答プログラムに
登録した時に顧客から取得され得る。たとえば、図３３Ａ～３３Ｅの処理時に集められた
情報は、これらの欄を埋めるために使用され得る。この情報は、エネルギー管理システム
１３０によってファイルに含まれ得て、最終的にそこに記憶および維持されるが、登録処
理時に最初に集められる。
【０３４０】
　ユーティリティオペレータによって埋められる欄は、承認済み欄３５３１、グループ指
定欄３５３２、グループ欄３５３３、否認理由欄３５３４、および否認備考欄３５３５を
含み得る。これらの欄のうちの１つ以上は、ユーティリティオペレータによって埋められ
得る。ユーティリティオペレータは、事前に定義された入力のリストから各欄についての
入力を選択することが可能であり得る、またはタイピングによって手動で入力を挿入する
ことが可能であり得る。たとえば、ユーティリティオペレータは、承認済み欄３５３１に
ついての入力を選択する際に、「はい」、「いいえ」、および「未決定」を含むリストか
ら選択し得る。グループ指定欄３５３２についての入力は、はいもしくはいいえであり得
る。ユーティリティオペレータが顧客を承認しない場合、オペレータは、否認理由欄３５
３４および否認備考欄３５３５に任意で入力を挿入し得る。否認理由欄３５３４における
入力は、なぜ顧客が需要応答プログラムに適格ではないかを説明する顧客への電子メール
において使用され得る。
【０３４１】
　グループ欄３５３３は、特定グループによって埋められ得る。たとえば、ユーティリテ
ィオペレータは、列３５０２における顧客についてはグループ番号１を選択し、列３５０
３における顧客についてはグループ番号２を選択し得る。ユーティリティオペレータは、
事前に定義されたグループのリストからグループを選択し得る、または新しいグループを
作成してグループの事前に定義されたリストへそれを含み得る。ユーティリティ会社は、
好きなだけ多くのグループを作成し、これらのグループのうちのいずれか１つに顧客を割
り当て得る。各グループについての動機もしくは理由づけは、すべてがユーティリティ会
社によって定義され得る。１つの手法において、ユーティリティ会社は、各グループを特
定の地理的位置（たとえば、都市もしくは近隣）に関連付け得る。他の手法において、ユ
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ーティリティは、各グループを特定の電力サブステーションもしくは配電ネットワーク領
域に関連付け得る。さらに他の手法において、ユーティリティは、各グループを負荷プロ
フィールに関連付け得る（たとえば、顧客は、平均電力消費、電力消費特性、および他の
好適な電力使用基準に基づいてグループに割り当てられ得る）。なお、顧客をグループに
関連付けるためにユーティリティ会社が使用し得る基準は実質的に無制限であるが、ファ
イルに挿入する必要のある唯一の情報は、特定の顧客と関連付けたいグループの名前であ
ることを理解すべきである。
【０３４２】
　ユーティリティオペレータがファイルの変更およびアップロードを終了した後、エネル
ギー管理システム１３０は、ファイルに対する変更を分析し、図３４ＢのＩ／Ｏ要素３４
０１に示されるように、サマリー情報３４５０を提供することができる。エネルギー管理
システム１３０は、ユーティリティオペレータがファイルへの情報の入力を誤ったかどう
かをチェックし、受け入れられた顧客の数を作表し、拒否された顧客の数を作表し得る。
サマリー情報３４５０は、９人の顧客が受け入れられ、１人が拒否され、２人についてエ
ラーがあったことを示している。各エラーは、顧客を識別する他の情報に加え、理由を提
供し得る。望ましい場合には、ユーティリティオペレータは、ファイルを再びダウンロー
ドし、エラーを解決するよう試み、そして再びファイルをアップロードし得る。
【０３４３】
　ユーティリティオペレータがスケジュールモジュール３４２２を選択した場合、ユーザ
ーには、図３４Ｃに示されるように、Ｉ／Ｏ要素３４０３が提示され得る。Ｉ／Ｏ要素３
４０３は、ユーティリティオペレータが需要応答事象を予定もしくはキャンセルするとと
もに稼働中かつ以前の需要応答事象を見ることができるインターフェイスを示す。特に、
Ｉ／Ｏ要素３４０３は、スケジューラ領域３４５０、稼働中需要応答領域３４７０、およ
び以前の需要応答領域３４８０を含む。スケジューリング領域３４５０は、未来の需要事
象の日付を定義する日付選択３４５１を含み得る。オペレータは、現在の日付、または未
来の需要事象をスケジューリングするための未来の日付を選択し得る。領域は、未来の需
要事象の継続期間を定義する需要事象期間選択３４５２を含み得る。オペレータは、開始
時間および終了時間を手動で入力することによって、またはドロップダウンメニューから
選択することによって、継続期間を定義することができる。一部の実施形態において、継
続期間は、特定のユーティリティ会社について固定され得る。すなわち、需要応答事象が
実行される予定の日に関わらず、その継続期間は同じである。
【０３４４】
　スケジューリング領域３４５０は、需要応答事象を要求すべき期限についてオペレータ
に知らせる、需要応答スケジューリング期限３４５３を含み得る。 一部の実施形態にお
いて、翌日の需要応答事象についての期限は、前日の夜の所定の時間（たとえば、午後１
１：５９）であり得る。他の実施形態において、期限は、需要応答事象の開始時間前の固
定の期間（たとえば、２時間）であり得る。さらに他の実施形態においては、期限は無く
、需要応答事象はオンデマンドでスケジューリングすることができる。
【０３４５】
　スケジューリング領域３４５０は、１行以上の情報によって埋められるカテゴリーの列
を含み得る。示されるように、カテゴリーは、グループ３４５４、合計ユニット３４５５
、準備完了ステータス３４５６、準備完了したユニットの割合（％）３４５７、利用可能
性３４５８、最後の需要事象３４５９、および残りの事象要求３４６０を含み得る。ユニ
ットは、顧客家屋制御ユニットもしくはネットワーク制御サーモスタットであり得る。行
３４６１、３４６２、および３４６３は、ユーティリティによって定義された特定のグル
ープに関連付けられた情報を示す。たとえば、グループは、図３５のファイルに使用され
るものであり得る。なお、任意の好適な数の列はユーティリティ会社によって定義された
多くのグループに対応するように示され得て、オペレータはより多くの行を見るために上
下にスクロールすることができる、またはページを上下に移動することができることが理
解される。グループ３４５４は、ユーティリティオペレータによって定義された（たとえ
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ば、エネルギー管理システム１３０からダウンロードされたファイルにおける）グループ
の名前を言う。これらは、ユーティリティオペレータによってユーティリティ顧客が割り
当てられたグループである（上述のように）。
【０３４６】
　合計ユニット３４５５は、特定のグループに関連付けられたネットワーク制御サーモス
タットの合計数を言う。たとえば、行３４６１において、４３８のユニットがグループＡ
に関連付けられる。これらのユニットの各々は、需要応答プログラムへの参加に合意して
ユーティリティ会社によって承認された顧客に属し得る。準備完了ステータス３４５６は
、需要応答命令（エネルギー管理システム１３０からの）を受け取って需要応答プログラ
ムを実行するために現在利用可能なユニットの数を示す。準備完了ユニットの割合３４５
７は、説明を要しない。ユニットが準備完了ユニットとして識別されるかどうかは、任意
の数の好適な要因に依存し得る。これらの要因は、たとえば、顧客の好みの設定、顧客が
未来の需要応答に参加することに同意したかどうか、需要応答の開始前にユニットがオン
ラインであるかもしくはオンラインとなる予定であるかどうかを含み得る。いくつかの要
因が伴い、人々の好みが変化し得ることから、準備完了ユニットの数は、１つの瞬間から
次の瞬間へ変更し得て、受け取った需要応答命令実施する実際のユニットの数を必ずしも
方向づけるものではない。一部の実施形態において、未来の需要応答の開始時間に時間が
かかると準備完了ユニットの数が増加することがみられ得る。
【０３４７】
　利用可能性３４５８は、グループが、未来の需要応答事象に含むために利用可能である
かどうか、未来の需要応答事象に既にスケジューリングされているかどうか、または未来
の需要応答事象において現在実行されているかどうかを特定し得る。Ｉ／Ｏ要素３４０３
に示されるように、すべてのグループは、利用可能であるとして指定されている。最後の
需要事象３４５９は、最後にグループが需要応答事象に利用された時を示し得る。たとえ
ば、グループＢが最後に実行されたのは、２月２２日の土曜日の２：００ＰＭから４：０
０ＰＭまでである。残りの事象需要３４６０は、所与の時間枠（たとえば、月もしくは季
節）内でグループが需要応答事象に利用され得る回数を特定し得る。
【０３４８】
　スケジューリング領域３４５０は、合計領域３４６５を含み得て、合計領域３４６５は
、グループ、合計ユニット、および準備完了ユニットを合計するとともに、未来の需要応
答事象に含むために選択される１つ以上のグループについての合計された準備完了ユニッ
トの割合を計算する。グループは、たとえば、各グループに隣接するボックスをチェック
することによって選択され得る。加えて、提出要求要素３４６６は、選択されたグループ
について定義された日付および事象期間での需要応答事象の開始をユーティリティオペレ
ータが要求することを可能にするために含まれ得る。
【０３４９】
　ここで図３４Ｄを参照すると、例示的なＩ／Ｏ要素３４０４が示される。Ｉ／Ｏ要素３
４０４は、未来の需要応答事象に含まれる可能性のあるグループＡおよびグループＢをユ
ーティリティオペレータが選択したことを示す。１つ以上のグループが選択されると、合
計領域３４６５は、適切な情報で埋められる。Ｉ／Ｏ要素３４０４において、合計領域３
４６５は、グループＡおよびグループＢが選択されたことを示すとともに、合計ユニット
が１００５であり、準備完了ユニットが７９１であり、割合が７９％であることを示す。
１つ以上のグループが選択された後、提出要求要素３４６６は、ユーティリティオペレー
タが需要応答事象を要求するために選択要素３４６６を選択することができることをユー
ティリティオペレータに知らせるために、任意の好適な方法（たとえば、色の変更）で変
化し得る。オペレータが提出要求要素３４６６を選択すると、ユーティリティポータルは
、図３４ＥのＩ／Ｏ要素３４０５を示し得る。
【０３５０】
　Ｉ／Ｏ要素３４０５は、グループＡおよびＢが稼働中需要応答領域３４７０に向けて下
方へ移動されたこと、およびグループＡおよびＢの利用可能性ステータス３４５８が利用
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可能から予定済みに変更されたことを示す。加えて、グループＡおよびＢは、もはや同じ
日付および事象期間について需要応答事象に含むために選択され得ない。これらの非選択
可能性は、たとえば、部分的にフェードアウトするなどを含む、いくつかの方法で示され
得る。稼働中需要応答領域３４７０は、各稼働中もしくはスケジュール需要応答事象につ
いての統計情報３４７１（たとえば、合計ユニット、確認済みユニット、および割合）、
日付および事象期間情報３４７２、ならびにステータス３４７３を含み得る。統計情報３
４７１は、ユニットの合計数が１００５で同じであること、および確認済みユニットの数
が８５６であることを示している。なお、確認済みユニットの数は準備完了ユニットの数
よりも大きい（Ｉ／Ｏ要素３４０４の合計領域３４６５に示されるように）。これは、提
出要求要素３４６６が選択されてから追加のユニットが需要応答事象への参加能力を確認
したためであり得る。ステータス３４７３は、ステータスが「実行中」に変更される、現
在の時間が日時に一致するまで需要応答が「予定済み」と示し得る。この変更は、図３４
ＦのＩ／Ｏ要素３４０６に示される。
【０３５１】
　ここでＩ／Ｏ要素３４０６を参照すると、利用可能性欄３４５８に示される情報は、需
要応答事象が実際に実行されると「予定済み」から「実行中」へ変更される。稼働中需要
応答領域３４７０に示される統計情報３４７１は、需要応答がひとたび開始されると不変
の状態を維持し得る。他の実施形態において、需要応答事象に参加しているユニットの数
に関連付けられたリアルタイム情報が領域３４７０において提供され得る。
【０３５２】
　以前の需要応答領域３４８０は、１つ以上の以前に実施された需要応答事象に関するデ
ータを含み得る。領域３４８０は、以前に実行された需要応答事象の各々についての統計
ユニット情報３４８１、日付および事象期間３４８２、および統計実行時間情報３４８３
を含み得る。２つの以前に実行された需要応答事象３４８５および３４８６が示される。
需要応答事象が既に実施されたことから、領域３４８０に示される統計情報は方向を決定
づけるものとなり得る。たとえば、統計ユニット情報３４８１は、需要事象のために選択
されたグループに関連付けられたユニットの合計数、需要事象に参加したユニットの数、
および参加の割合を特定し得る。一部の実施形態において、ユニットが参加者としてカウ
ントされるためには、ユニットは全事象期間にわたって実行されたものでなければならな
い。たとえば、ユニットが参加を開始したが、その後脱落した場合（たとえば、顧客の使
用による）、そのユニットは参加統計には含まれない。他の実施形態において、ユニット
は、ユニットが需要応答事象の受け取りを確認した後、および需要応答の継続期間中にオ
ンラインであり続けなくとも参加者としてカウントされ得る。ユニットが参加ユニットと
して識別されるかどうかを判定するために任意の好適な規則が適用され得ることが理解さ
れる。
【０３５３】
　統計実行時間情報３４８３は、需要応答の実施によって実現される、実際のエネルギー
節約もしくは相対的なエネルギー節約の表示を提供し得る。Ｉ／Ｏ要素３４０６は、需要
応答の結果として移行もしくは節約される時間の形式で相対的なエネルギー節約を示す。
特に、需要応答３４８５について、グループＡおよびＢについての蓄積した実行時間は、
需要応答で動作した場合には１４２９時間となる。需要応答が実施されなかった場合、２
２１０時間の蓄積時間がグループＡおよびＢについて必要となり得た。したがって、需要
応答３４８５を実施することにより、３５％の減少が実現された。減少は、需要応答期間
において移行したエネルギーを言う。望まれる場合、オペレータは、たとえば図３４Ｇの
Ｉ／Ｏ要素３４０７に示されるように、グループ特定統計情報を見るために１つ以上の需
要事象を拡大し得る。他の実施形態において、統計情報は、電力移行節約をｋＷｈもしく
はＭＷｈで示すことができる累積統計を含み得る。
【０３５４】
　一部の実施形態において、ユーティリティポータルは、需要応答事象が呼び出された場
合にどの程度のエネルギーを節約することができるかを示し得る。エネルギー節約は、需
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要応答期間においてどの程度のエネルギーが移行されたかを言うものであり、必ずしもエ
ネルギーの純粋な節約量をいうものではないことが理解される。エネルギー節約は、予測
された合計エネルギー減少、予測された現在のエネルギー減少、実際の現在のエネルギー
減少、予測された現在のエネルギー減少の合計、実際の現在のエネルギー減少の合計とし
てユーザーに提示され得る。これらの実施形態のさまざまな局面は、図２９Ａおよび図２
９Ｂを伴う記載に関連して上で記載された。ここで図３６ＡのＩ／Ｏ要素３６００を見る
と、予測されたエネルギー節約に基づいて選択されたグループを提供するユーティリティ
ポータルの例示的な例が提供される。
【０３５５】
　Ｉ／Ｏ要素３６００は、ここでスケジュールモジュール３６２２についてユーティリテ
ィ動作パラメータ領域３６３０を追加している点を除き、多くの局面において図３４Ａか
ら図３４ＧのＩ／Ｏ要素と類似している。Ｉ／Ｏ要素３６００は、スケジューリング領域
３６５０を保持し得て、これはスケジューリング領域３４５０（図３４Ｃ）と同じもしく
は同様の局面を表現し得る。稼働中需要応答領域および過去の需要応答領域などの他の領
域は、Ｉ／Ｏ要素３６００に含まれ得るが、図面が過密となることを避けるために省かれ
た。ユーティリティ操作パラメータ３６３０は、エネルギー生成容量欄３６３２、エネル
ギー需要プロフィールの入力要素３６３４、およびグラフ３６４０を含み得る。ユーティ
リティオペレータは、欄３６３２にユーティリティのエネルギー生成容量を入力し得る。
ここに入力された値は、最大エネルギー生成３６４２とラベル付けされた破線として表示
され得る。他の実施形態において、欄３６３２に入力された値は、エネルギー生成容量の
部分集合であり得る。この値は、需要応答プログラムに参加しているネットワーク制御サ
ーモスタットの数、または顧客の部分照合に対してどの程度の電力をユーティリティが割
り当てたいのかに基づいて選択され得る。
【０３５６】
　オペレータは、エネルギー需要プロフィールをアップロードもしくは定義するためにエ
ネルギー需要プロフィール３６３４を入力することができる。図３６Ｂから図３６Ｄと共
により詳細に記載される一実施形態において、エネルギー需要プロフィールは、所与の日
もしくは所与の日の特定の期間についてのユーティリティ会社が計画したエネルギー消費
であり得る。図３６Ｅから図３６Ｇと共により詳細に記載される他の実施形態において、
エネルギー需要プロフィールは、リアルタイムのエネルギー消費と計画されたエネルギー
消費とを合わせたものを含み得る。エネルギー需要プロフィールは、任意の数の好適な方
法で提供され得る。１つの手法において、ユーザーは、エネルギー消費データを含むファ
イルをアップロードし得る。このファイルがアップロードされると、エネルギー管理シス
テム１３０は、グラフ３６４０においてプロフィール３６４４として示される、エネルギ
ー需要プロフィールのグラフ表示を生成するために、データを抽出し得る。他の手法にお
いて、プロフィール３６４４を作成するために必要なデータを自動的に抽出するＡＰＩが
存在し得る。
【０３５７】
　グラフ３６４０は、所与の日もしくは所与の日のうちの期間についてのユーティリティ
会社のエネルギー位置についての比較的正確な評価をユーティリティオペレータに提供し
得る。グラフ３６４０に示されるように、オペレータは、期間ｔ１とｔ２との間で最大エ
ネルギー生成を超えるようにエネルギー需要プロフィール３６４４が計画されていること
を見ることができる。その期間におけるエネルギー需要を減少させるために、オペレータ
は需要応答を要求することができる。ユーティリティオペレータは、可能な需要応答事象
を構築するためにスケジュール領域３６５０に示されるグループのうちの１つ以上を選択
し得て、各選択されたグループについて、グラフ３６４０は、需要応答エネルギー消費プ
ロフィール（図３６Ａには示されていない）を表示し得る。需要応答エネルギー消費プロ
フィールはＩ／Ｏ要素３６４０に示されておらず、これは需要事象に含む可能性のために
グループが選択されなかったためである。どのグループもしくは複数のグループが選択さ
れたかに応じて異なる需要応答エネルギー消費プロフィールを示す例が、図３６Ｂから図



(90) JP 6396985 B2 2018.9.26

10

20

30

40

50

３６Ｄに示され、記載される。
【０３５８】
　図３６Ｂから図３６Ｄの各々は、大きく単純化されたＩ／Ｏ要素３６０１から３６０３
をそれぞれ示し、これらはどのグループもしくは複数のグループが選択されるか、および
対応するグラフを示す。図３６Ｂから図３６Ｄに示されていないが、グラフは、ユーティ
リティポータルの一部として含まれ得るとともに、たとえば、Ｉ／Ｏ要素３６００のグラ
フ３６４０を表現するものであり得る。これらの図面は、エネルギー需要プロフィールお
よび最大エネルギー生成が固定されているという推定に基づいて描かれている。Ｉ／Ｏ要
素３６０１は、グループＡが選択されていることを示しているが、その需要応答プロフィ
ール３６４６は（最大エネルギー生成の超過を超えることを回避するために）十分なエネ
ルギーを移行しなかった。Ｉ／Ｏ要素３６０２は、グループＡおよびＢが選択されている
ことを示しているが、需要応答プロフィール３６４６は十分なエネルギーを移行するのに
十分ではない。Ｉ／Ｏ要素３６０３は、グループＡ、Ｂ、およびＣが選択されていること
を示しており、需要応答エネルギープロフィール３６４６がユーティリティオペレータが
満足する十分なエネルギーを移行していることを示している。選択されたグループＡ、Ｂ
、およびＣの組み合わせが十分であることを確認すると、オペレータはこれらのグループ
を使用して需要応答を要求し得る。
【０３５９】
　図３６Ｅから図３６Ｇの各々は、大きく単純化されたＩ／Ｏ要素３６０４から３６０６
をそれぞれ示し、リアルタイムのエネルギー消費と予測されたエネルギー消費との組み合
わせを表わすエネルギー需要プロフィールを示す。要素３６０４から３６０６に示される
エネルギー需要プロフィールは、要素３４０１から３４０３に示されるものと異なってお
り、これは、これらのエネルギー需要プロフィールがリアルタイムのエネルギー消費デー
タを組み込んでおり、ユーティリティ会社によって提供される負荷の比較的正確な描写を
ユーティリティオペレータに提供しているためである。図３６Ｅから図３６Ｇに示されて
いないが、グラフは、ユーティリティポータルの一部として含まれ得るとともに、たとえ
ば、Ｉ／Ｏ要素３６００のグラフ３６４０を表現し得る。Ｉ／Ｏ要素３６０４から３６０
６の各々は、エネルギー需要プロフィール、最大エネルギー生成、ボックス３６４８にお
ける現在の時間、およびタイマー要素３６４９を示しており、タイマー要素３６４９はエ
ネルギー需要プロフィール上の現在の時間位置を示す。
【０３６０】
　Ｉ／Ｏ要素３６０４において、エネルギー需要プロフィールは、ボックス３６４８にお
いて示される時間（たとえば、１０：０５）において最大エネルギー生成を大きく下回る
状態で示されている。タイマー要素３６４９は、現在のエネルギー消費が位置３６５０に
あることを示している。しかしながら、Ｉ／Ｏ要素３６０４に示されるように、エネルギ
ー需要プロフィールは、需要の段階変化による増加を経験する。ボックス３６４８に示さ
れる時間（たとえば、１０：５０）において、タイマ要素３６４９は位置３６５１にあり
、プロフィールは、エネルギー需要が最大エネルギー生成を超え得ることを示している。
このグラフをみることにより、またはエネルギー管理システム１３０から電子メールもし
くはプッシュ通知を受け取ることにより、ユーティリティオペレータは、需要応答を開始
することを決定し得る。オペレータは、上記の１つ以上のグループを選択し、需要応答を
要求し得る。他の手法において、オペレータは、ユーティリティパートナーが代わりに需
要応答を実行することを要求し得る（図３７と合わせて以下により詳細に記載される）。
例示的な目的のために、オペレータが需要応答を１２：００から６：００に予定している
と推定される。Ｉ／Ｏ要素３６０６は、予定された需要応答に基づいてエネルギー消費の
需要応答プロフィールを示し、可能性のある過剰消費事象が回避されたことをユーティリ
ティオペレータに示す。
【０３６１】
　図３７は、実施形態に係る、要求モジュール３７２６を有するユーティリティポータル
の例示的なＩ／Ｏ要素３７００を示す。要求モジュール３７２６は、ユーティリティオペ



(91) JP 6396985 B2 2018.9.26

10

20

30

40

50

レータに対し、ユーティリティ会社のユーティリティパートナーからエネルギー減少を要
求するオプションを提供する。ユーティリティパートナーは、たとえば、エネルギー管理
システムを操作する組織であり得る。この実施形態において、エネルギー管理システム１
３０は、需要応答事象のためにどの需要応答プログラムの参加者が選択されるかを判定す
る。ユーティリティ会社は、要求された需要応答に属する任意の好適な数のパラメータを
提供し得るが、システム１３０は最終的にこれらのパラメータに基づいてどのネットワー
ク制御サーモスタットが需要応答を実施するよう命令されるかについて担当する。パラメ
ータは、たとえば、所望のエネルギー減少量３７３０、日付３７３２、および期間３７３
４を含み得る。他のパラメータは、パラメータ領域３７２９において定義され得るが、図
面が過密になることを回避するために示されていない。エネルギー減少量は、時間移行さ
れるエネルギーの量に等しく、必ずしも全体的な純粋な減少ではない。これは、機関３７
３４に適用されるエネルギーの減少である。
【０３６２】
　他のパラメータの例は、需要応答参加者間の優先的な好みを含み得る。一部の需要応答
プログラムにおいて、顧客はプログラムの複数の層のうちの１つに選択的に関与し得る。
たとえば、１つの層は、他の層よりも大きな金銭的インセンティブを有し得る。他の例と
して、１つの層は、他の層よりも大きな需要応答事象への参加を許容し得る。ユーティリ
ティ会社は、１つの層を第１の優先、他の層を第２の優先として考慮し得る。一部の実施
形態において、エネルギー管理システム１３０は、たとえば、顧客の在室、需要応答事象
への参加など、任意の好適な基準に基づいて層を定義し得る。
【０３６３】
　要求サマリー領域３７３５は、パラメータ領域３７２９にユーザーによって選択もしく
は入力されたパラメータを示し得る。示されるように、パラメータは、３月２５日の午後
１２時から午後６時における２ＭＷｈのエネルギー減少を含む。オペレータは、要素３７
３６を選択することにより、これらのパラメータでの需要応答を要求することができる。
要素３７３６が選択された後、パラメータは、エネルギー管理システム１３０に送信され
得て、要求をどのようにして満たすことができるかが判定される。判定を行った後、Ｉ／
Ｏ要素３７００は、解決法領域３７６０に解決法を提示し得る。任意の好適な情報が解決
法領域３７６０に表示され得る。たとえば、領域３７６０は、どの程度のエネルギーを減
少させることができるかをボックス３７６２において特定し、日付をボックス３７６４に
おいて特定し、期間をボックス３７６６において特定する。
【０３６４】
　解決法領域３７６０は、オペレータが要素３７６８を選択することによって需要要求を
確認した場合にどのグループもしくは複数のグループが要求された需要応答事象に参加し
得るかを示し得る。グループＡ、Ｂ、およびＣが示され、各々についてどの程度のエネル
ギーが節約されるか、合計ユニット、準備完了ユニット、および割合が示される。オペレ
ータは、要素３７６８を選択する前にいずれかのグループを選択解除もしくは選択するオ
プションを有し得る。グループが選択解除された場合、ボックス３７６２を埋める情報は
、その変更を反映するように更新され得る。
【０３６５】
　図３８は、実施形態に係る、提案モジュール３８２２を有するユーティリティポータル
の例示的なＩ／Ｏ要素３８００を示す。提案モジュール３８２８は、ユーティリティオペ
レータに対し、エネルギー管理システム１３によってどの程度の需要応答事象が現在提案
されているかについての表示を提供する。提案需要応答事象は、１つ以上の需要事象を実
行するオプションを有していることをユーティリティ会社に提案する方法として、ユーテ
ィリティポータルにおいて示され得る。３つの提案された需要応答事象の例が提案領域３
８３０に示される。オペレータは、提案された需要事象のうちの１つ以上を選択し、選択
された提案についての需要応答事象を開始するために要素３８４０を選択し得る。他の実
施形態において、提案された需要事象は、ユーティリティオペレータによって具体的にキ
ャンセルされない限り自動的に実行され得る。
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【０３６６】
　実施形態についての完全な理解を提供するために、上の記載で特定の詳細が与えられた
。しかしながら、実施形態はこれらの特定の詳細が無くとも実施され得ることが理解され
る。たとえば、不必要な詳細によって実施形態が不明確とならないように、回路はブロッ
ク図で示され得る。他の場合において、周知の回路、処理、アルゴリズム、構造、および
技術が、実施形態が不明確となることを回避するために不必要な詳細なしに示され得る。
さらに、実施形態は、２０１２年９月３０日に出願された米国特許出願第１３／６３２，
１１８号、２０１２年９月３０日に出願された米国特許出願第１３／６３２，０９３号、
２０１２年９月３０日に出願された米国特許出願第１３／６３２，０２８号、２０１２年
９月３０日に出願された米国特許出願第１３／６３２，０４１号、２０１２年９月３０日
に出願された米国特許出願第１３／６３２，０７０号、２０１２年９月２１日に出願され
た米国特許仮出願第６１／７０４，４３７号、２０１２年１月３日に出願されたＰＣＴ出
願第ＰＣＴ／ＵＳ１２／２００２６号、および２０１２年１月３日に出願されたＰＣＴ出
願第ＰＣＴ／ＵＳ１２／００００７号に記載されたシステム、方法、装置などの一部もし
くはすべてを含み得て、これらの全ては、その全体があらゆる目的のために本願明細書に
おいて引用により援用される。
【０３６７】
　上記の技術、ブロック、ステップ、および手段の実施は、さまざまな方法で行なわれ得
る。たとえば、これらの技術、ブロック、ステップ、および手段は、ハードウェア、ソフ
トウェア、またはこれらの組み合わせにより実施され得る。ハードウェアでの実施につい
ては、１つ以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ
）、デジタル信号処理装置（ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジック装置（ＰＬＤ）、フィ
ールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロ
コントローラ、マイクロプロセッサ、上記の機能を行なうために設計された他の電子ユニ
ット 作る、および／またはこれらの組み合わせにおいて、処理ユニットが実施され得る
。
【０３６８】
　また、実施形態は、フローチャート、フロー図、データフロー図、構造図、またはブロ
ック図として描かれる処理として記載され得る。フローチャートは動作を逐次処理として
記載し得るが、動作の多くは並列もしくは同時に行われ得る。加えて、動作の順序は再配
置され得る。処理は、動作が完了した時に終了するが、図に含まれていない付加的なステ
ップを有し得る。処理は、方法、関数、手順、サブルーチン、サブプログラムに対応し得
る。処理が関数に対応する場合、その終了は、関数を呼び出し関数もしくはメイン関数に
返すことに対応する。
【０３６９】
　さらにまた、実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、スクリプト言語、ファームウ
ェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語、および／またはこれらの
任意の組み合わせによって実施され得る。ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア
、スクリプト言語、および／またはマイクロコードで実施された場合、必要なタスクを行
なうためのプログラムコードもしくはコードセグメントが記憶媒体などの機械読取可能な
媒体に記憶され得る。コードセグメントまたはマシン実行可能命令は、手順、関数、サブ
プログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、パッケージソフト、ス
クリプト、クラス、もしくは命令の任意の組み合わせ、データ構造、および／またはプロ
グラム文を表わし得る。コードセグメントは、情報、データ、引数、パラメータ、および
／またはメモリ内容を送信および／または受信することによって他のコードセグメントも
しくはハードウェア回路に結合され得る。情報、引数、パラメータ、データなどは、メモ
リ共有、メッセージパッシング、トークンパッシング、ネットワーク 送信などを含む任
意の好適な手段を介して、受け渡し、転送、または送信され得る。
【０３７０】
　本開示の原理は特定の装置および方法と結び付けて上に記載されたが、この記載は例示
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のみであって本教示の範囲を限定するものではないことが明確に理解される。
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(96) JP 6396985 B2 2018.9.26
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【図２０】 【図２１】
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【図２４Ａ】
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【図２５Ｆ】

【図２６Ａ】
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【図２６Ｃ】
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【図２８】 【図２９Ａ】

【図２９Ｂ】 【図３０Ａ】
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【図３０Ｂ】 【図３１Ａ】

【図３１Ｂ】 【図３２】
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【図３３Ａ】 【図３３Ｂ】
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【図３３Ｅ】 【図３４Ａ】

【図３４Ｂ】 【図３４Ｃ】
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【図３４Ｄ】 【図３４Ｅ】

【図３４Ｆ】 【図３４Ｇ】
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【図３５】 【図３６Ａ】
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【図３６Ｃ】

【図３６Ｄ】
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【図３６Ｆ】

【図３６Ｇ】

【図３７】

【図３８】
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