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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】パワーオーバーイーサネット制御システムを提
供する。
【解決手段】パワーオーバーイーサネット（ＰｏＥ）制
御システム１０は、イーサネット接続１６を介して電圧
信号を受信するように構成される電力供給されるデバイ
ス（ＰＤ）１４を含む。ＰＤは、受信した電圧信号を介
して公称電力レベルを示すように構成されるＰｏＥ信号
レシーバ２０を含む。更に、該システムは、電圧信号を
生成し、公称電力レベルを判定するために電圧信号のク
ラス電流を測定する給電側機器（ＰＳＥ）デバイス１２
を含む。ＰＳＥデバイス１２は、電圧信号を介してＰｏ
Ｅ信号レシーバ２０への公称電力レベルの関数として電
力設定コマンドを提供するＰｏＥコントローラ１８を含
む。そのため、ＰＤは、電力設定コマンドに基づく電力
レベルで動作する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パワーオーバーイーサネット（ＰｏＥ）制御システムであって、
　イーサネット接続を介して電圧信号を受信するように構成される電力供給されるデバイ
ス（ＰＤ：ｐｏｗｅｒｅｄ　ｄｅｖｉｃｅ）であって、前記受信した電圧信号を介して公
称（ｎｏｍｉｎａｌ）電力レベルを示すように構成されるＰｏＥ信号レシーバを含む、前
記ＰＤ、及び
　前記電圧信号を生成するように、及び前記公称電力レベルを判定するため前記電圧信号
のクラス電流を測定するように構成される給電側機器（ＰＳＥ：ｐｏｗｅｒ　ｓｏｕｒｃ
ｉｎｇ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）デバイス、
　を含み、
　前記ＰＳＥデバイスが、前記公称電力レベルの関数として電力設定コマンドを前記電圧
信号を介して前記ＰｏＥ信号レシーバに提供するように構成されるＰｏＥコントローラを
含み、そのため、前記ＰＤが前記電力設定コマンドに基づく電力レベルで動作し得る、シ
ステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記ＰＳＥデバイスが、前記公称電力レベルの所望のパーセンテージに対応するコード
に関連付けられるクラス事象の量として前記電圧信号を提供することに基づいて前記公称
電力レベルの関数として前記電力設定コマンドを提供するように構成される、システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記ＰｏＥ信号レシーバが、前記電圧信号に関連付けられる前記クラス電流の大きさに
対応するクラスシグネチャーを介して前記公称電力レベルを示すように構成され、
　前記ＰＳＥデバイスが、前記ＰｏＥ信号レシーバが前記公称電力レベルを示した後前記
電力設定コマンドを提供するように構成される、システム。
【請求項４】
　請求項３に記載のシステムであって、
　前記クラスシグネチャーが、複数の所定の公称電力レベルの一つに対応するクラス値を
有する、システム。
【請求項５】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記ＰｏＥ信号レシーバが、前記電圧信号に関連付けられる第１の事象クラシフィケー
ションに応答して前記クラス電流の第１のクラスシグネチャーを、及び第２の事象クラシ
フィケーションに応答して第２のクラスシグネチャーを、及び第３の事象クラシフィケー
ションに応答して第３のクラスシグネチャーを提供するように構成され、前記第２のクラ
スシグネチャーが、前記第１のクラスシグネチャーとは異なるクラス値を有し、前記第３
のクラスシグネチャーが、前記ＰＤが前記ＰＳＥデバイスによるＰｏＥ制御のための容量
を有することを示すために前記第２のクラスシグネチャーとは異なっている、システム。
【請求項６】
　請求項５に記載のシステムであって、
　前記第３のクラスシグネチャーが、複数の公称電力レベルの一つに対応するクラス値を
有し、そのため、前記第３のクラスシグネチャーが、前記ＰＤの前記公称電力レベルを前
記ＰＳＥデバイスに示す、システム。
【請求項７】
　請求項５に記載のシステムであって、
　前記第１のクラスシグネチャーがＣｌａｓｓ４で前記ＰＤから提供され、前記第２のク
ラスシグネチャーがＣｌａｓｓ５で前記ＰＤから提供され、前記第３のクラスシグネチャ
ーが、前記公称電力レベルに対応するクラスレベルで前記ＰＤから提供される、システム
。
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【請求項８】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記ＰＤが、第１のＰｏＥ信号レシーバ及び第２のＰｏＥ信号レシーバを含み、　前記
ＰＳＥデバイスが、第１の電圧信号を前記第１のＰｏＥ信号レシーバに、及び第２の電圧
信号を前記第２のＰｏＥ信号レシーバに提供するように構成され、
　前記第１のＰｏＥ信号レシーバが、前記第１の電圧信号の第１の事象クラシフィケーシ
ョンに応答して前記クラス電流の第１のクラスシグネチャーを提供するように構成され、
　前記第２のＰｏＥ信号レシーバが、前記第２の電圧信号に関連付けられる第２の事象ク
ラシフィケーションに応答して第２のクラスシグネチャーを提供するように構成され、
　前記ＰＤが前記ＰＳＥデバイスによるＰｏＥ制御のための容量を有することを示すため
前記第２のクラスシグネチャーが前記第１のクラスシグネチャーより一層大きいクラス値
を有する、システム。
【請求項９】
　請求項８に記載のシステムであって、
　前記第２のＰｏＥ信号レシーバが、前記第２の電圧信号に関連付けられる第３の事象ク
ラシフィケーションに応答して第３のクラスシグネチャーを提供するように構成され、前
記第３のクラスシグネチャーが前記第２のクラスシグネチャーとは異なるクラス値を有し
、前記第３のクラスシグネチャーが、前記ＰＤが前記ＰＳＥデバイスによるＰｏＥ制御の
ための容量を有することを示すため前記第２のクラスシグネチャーより小さく、前記第３
のクラスシグネチャーが、前記ＰＳＥデバイスへの前記公称電力レベルに対応する、シス
テム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のシステムであって、
　前記ＰＳＥデバイスが、前記第３のクラスシグネチャーを介して前記公称電力レベルを
示した後、前記公称電力レベルの所望のパーセンテージに対応するクラス事象の量として
前記第１及び第２の電圧信号の少なくとも一つを提供することに基づいて前記公称電力レ
ベルの関数として前記電力設定コマンドを提供するように構成される、システム。
【請求項１１】
　請求項１の前記ＰｏＥ制御システムを含むＰｏＥ照明システム。
【請求項１２】
　パワーオーバーイーサネット（ＰｏＥ）制御システムにおいて電力制御を提供する方法
であって、
　給電側機器（ＰＳＥ）デバイスからイーサネット接続を介して電圧信号の事象クラシフ
ィケーションを提供すること、
　前記電圧信号のクラス電流に基づいて、電力供給されるデバイス（ＰＤ）のＰｏＥ信号
レシーバを介するクラスシグネチャーに基づく公称電力レベルを示すこと、
　前記ＰＳＥデバイスから前記ＰｏＥ信号レシーバへの前記電圧信号のクラス事象の量に
関連付けられる電力設定コマンドを提供することであって、前記電力設定コマンドが前記
公称電力レベルのパーセンテージに対応すること、及び
　前記電力設定コマンドに基づいて前記公称電力レベルの前記パーセンテージで動作する
ように前記ＰＤをアクティブにすること、
　を含む、方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法であって、
　複数のクラスシグネチャーに基づいて前記ＰＳＥデバイスによるＰｏＥ制御のための容
量を示すことを更に含み、前記公称電力レベルを示すことが、前記複数のクラスシグネチ
ャーの最後のクラスシグネチャーに基づいて前記公称電力レベルを示すことを含む、方法
。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法であって、



(4) JP 2019-71070 A 2019.5.9

10

20

30

40

50

　前記事象クラシフィケーションを提供することが、第１の事象クラシフィケーション、
第２の事象クラシフィケーション、及び第３の事象クラシフィケーションを提供すること
を含み、
　ＰｏＥ制御のための前記容量を示すことが、前記第１の事象クラシフィケーションに応
答して提供される前記複数のクラスシグネチャーの第１のクラスシグネチャーと前記第２
の事象クラシフィケーションに応答して提供される前記複数のクラスシグネチャーの第２
のクラスシグネチャーとに基づいて、及び前記複数のクラスシグネチャーの前記第２のク
ラスシグネチャーより小さいクラス値を有する前記複数のクラスシグネチャーの第３のク
ラスシグネチャーに基づいて、前記ＰＳＥデバイスによるＰｏＥ制御のための前記容量を
示すことを含み、前記複数のクラスシグネチャーの前記第１及び第２のクラスシグネチャ
ーが異なるクラス値を有する、方法。
【請求項１５】
　請求項１２に記載の方法であって、
　前記公称電力レベルを示すことが、複数の所定の公称電力レベルの一つに対応する前記
複数のクラスシグネチャーの前記最後のクラスシグネチャーの値に基づいて前記公称電力
レベルを示すことを含み、
　前記電力設定コマンドを提供することが、前記複数の所定の公称電力レベルの前記一つ
の公称電力レベルのパーセンテージに対応する前記電力設定コマンドを提供することを含
む、方法。
【請求項１６】
　請求項１２に記載の方法であって、
　前記事象クラシフィケーションを提供することが、前記イーサネット接続の第１のポー
トを介して第１の事象クラシフィケーションを提供することと、前記イーサネット接続の
第２のポートを介して第２の事象クラシフィケーションを提供することとを含み、
　前記公称電力レベルを示すことが、第１の電圧信号のクラス電流に基づく前記ＰＤの第
１のＰｏＥ信号レシーバを介する第１のクラスシグネチャーと、第２の電圧信号のクラス
電流に基づく前記ＰＤの第２のＰｏＥ信号レシーバを介する第２のクラスシグネチャーと
に基づいて前記公称電力レベルを示すことを含み、
　前記電力設定コマンドを提供することが、前記第１のＰｏＥ信号レシーバ及び第２のＰ
ｏＥ信号レシーバのそれぞれの少なくとも一つへの前記第１の電圧信号及び前記第２の電
圧信号の少なくとも一つのクラス事象の量に関連付けられる前記電力設定コマンドを提供
することを含む、方法。
【請求項１７】
　パワーオーバーイーサネット（ＰｏＥ）制御システムであって、
　イーサネット接続を介して電圧信号を受信するように構成される電力供給されるデバイ
ス（ＰＤ）であって、前記受信した電圧信号のクラス電流を介する第１の事象クラシフィ
ケーションと、前記クラス電流を介する第２のクラスシグネチャーと、第３のクラスシグ
ネチャーとに応答して第１のクラスシグネチャーを提供するように構成されるＰｏＥ信号
レシーバを含む前記ＰＤであって、前記第２のクラスシグネチャーが、前記第１のクラス
シグネチャーとは異なるクラス値を有し、前記第３のクラスシグネチャーが、前記ＰＤが
ＰｏＥ制御のための容量を有することを示すために前記第２のクラスシグネチャーより小
さいクラス値を有し、前記第３のクラスシグネチャーが前記ＰＤの公称電力レベルを示す
、前記ＰＤ、及び
　前記電圧信号を生成するように、及びＰｏＥ制御のための前記容量及び前記公称電力レ
ベルを判定するために前記電圧信号の前記クラス電流を測定するように構成される給電側
機器（ＰＳＥ）デバイスであって、前記ＰＳＥデバイスが、前記公称電力レベルの関数と
して電力設定コマンドを前記電圧信号を介して前記ＰｏＥ信号レシーバに提供するように
構成されるＰｏＥコントローラを含み、そのため、前記ＰＤが、前記電力設定コマンドに
基づく電力レベルで動作し得る、前記ＰＳＥデバイス、
　を含む、システム。
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【請求項１８】
　請求項１７に記載のシステムであって、
　前記ＰＳＥデバイスが、前記公称電力レベルの所望のパーセンテージに対応するコード
に関連付けられるクラス事象の量として前記電圧信号を提供することに基づいて前記公称
電力レベルの関数として前記電力設定コマンドを提供するように構成される、システム。
【請求項１９】
　請求項１７に記載のシステムであって、
　前記ＰＤが、第１のＰｏＥ信号レシーバ及び第２のＰｏＥ信号レシーバを含み、前記Ｐ
ＳＥデバイスが、第１の電圧信号を前記第１のＰｏＥ信号レシーバに及び第２の電圧信号
を前記第２のＰｏＥ信号レシーバに提供するように構成され、前記第１のＰｏＥ信号レシ
ーバが、前記第１の電圧信号の第１の事象クラシフィケーションに応答して前記クラス電
流の第１のクラスシグネチャーを提供するように構成され、前記第２のＰｏＥ信号レシー
バが、前記第２の電圧信号に関連付けられる第２の事象クラシフィケーションに応答して
第２のクラスシグネチャーを提供するように構成され、前記第２のクラスシグネチャーが
、前記第１のクラスシグネチャーより大きいことに基づいて、前記ＰＤが前記ＰＳＥデバ
イスによるＰｏＥ制御のための容量を有することを示すように構成される、システム。
【請求項２０】
　請求項１８に記載のシステムであって、
　前記第２のＰｏＥ信号レシーバが、前記公称電力レベルに対応する前記第３のクラスシ
グネチャーを介して前記公称電力レベルを前記ＰＳＥデバイスに示すように構成され、
　前記ＰＳＥデバイスが、前記公称電力レベルの所望のパーセンテージに対応するクラス
シグネチャーに関連付けられるクラス事象の量として前記第１及び第２の電圧信号の少な
くとも一つを提供することに基づいて前記公称電力レベルの関数として前記電力設定コマ
ンドを提供するように構成される、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、概して電子的システムに関し、特にパワーオーバーイーサネット制御システム
に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　照明デバイス又は電力を消費するその他の種類のデバイスなどの電力消費機器に電力及
び制御を提供するために、種々の制御システムが実装され得る。このような制御システム
の一つは、ＩＥＥＥ８０２．３ａｔ規格により定義されるようなパワーオーバーイーサネ
ット（ＰｏＥ）などである。ＩＥＥＥ８０２．３ａｔ規格は、電力供給されるデバイス（
ＰＤ：ｐｏｗｅｒｅｄ　ｄｅｖｉｃｅ）に給電側機器（ＰＳＥ：ｐｏｗｅｒ　ｓｏｕｒｃ
ｉｎｇ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）を介してケーブルで安全に電力を提供し、ＰＤが切断され
る場合に電力を取り除く様式である。一例において、このプロセスは、アイドル状態と、
検出、クラシフィケーション（ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ）、及びオペレーションの
３つの動作状態とを介して進む。検出の間、ＰＳＥは、アイドル状態でケーブルを電力供
給されないままとし得る一方で、ＰＤがプラグインされたか否かを判定する。検出の間用
いることができる低い電力レベルは、ＰｏＥのために設計されないデバイスを損傷させる
可能性は少ない。クラシフィケーションの間有効なＰＤシグネチャー（ｓｉｇｎａｔｕｒ
ｅ）が存在する場合、ＰＳＥは、ＰＤがどのくらいの電力を必要とするかについて問い合
わせし得る。ＰＳＥはその後、それが充分な電力提供容量を有する場合、必要とされる電
力をＰＤに提供し得る。
【発明の概要】
【０００３】
　記載される例において、パワーオーバーイーサネット（ＰｏＥ）制御システムが、イー
サネット接続を介して電圧信号を受信するように構成される電力供給されるデバイス（Ｐ
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Ｄ）を含み、ＰＤは、受信した電圧信号を介して公称（ｎｏｍｉｎａｌ）電力レベルを示
すように構成されるＰｏＥ信号レシーバを含む。このシステムは更に、電圧信号を生成す
るように、及び公称電力レベルを判定するため電圧信号のクラス電流を測定するように構
成される給電側機器（ＰＳＥ）デバイスを含む。ＰＳＥデバイスは、電圧信号を介してＰ
ｏＥ信号レシーバに公称電力レベルの関数として電力設定コマンドを提供するように構成
されるＰｏＥコントローラを含み、そのため、ＰＤは電力設定コマンドに基づく電力レベ
ルで動作し得る。
【０００４】
　別の例が、ＰｏＥ制御システムにおいて電力制御を提供する方法を含む。この方法は、
ＰＳＥデバイスからイーサネット接続を介して電圧信号の事象クラシフィケーションを提
供することを含む。この方法はまた、電圧信号のクラス電流に基づいて、電力供給される
デバイス（ＰＤ）のＰｏＥ信号レシーバを介するクラスシグネチャーに基づく公称電力レ
ベルを示すことを含む。この方法はまた、ＰＳＥデバイスからＰｏＥ信号レシーバへの電
圧信号のクラス事象の量に関連付けられる電力設定コマンドを提供することを含む。電力
設定コマンドは、公称電力レベルのパーセンテージに対応し得る。この方法は更に、電力
設定コマンドに基づく公称電力レベルのパーセンテージで動作するようにＰＤをアクティ
ブにすることを含む。
【０００５】
　別の例において、ＰｏＥ制御システムが、イーサネット接続を介して電圧信号を受信す
るように構成される電力供給されるデバイス（ＰＤ）を含み、ＰＤは、受信した電圧信号
のクラス電流を介して第１の事象クラシフィケーションに応答して第１のクラスシグネチ
ャーを、及びクラス電流を介して第２のクラスシグネチャーを提供するように構成される
ＰｏＥ信号レシーバを含む。第２のクラスシグネチャーは、第１のクラスシグネチャーと
は異なるクラス値を有する。第３のクラスシグネチャーが、ＰＤがＰｏＥ制御のための容
量を有することを示すため第２のクラスシグネチャーより小さいクラス値を有する。第３
のクラスシグネチャーは、ＰＤの公称電力レベルを示し得る。このシステムは更に、電圧
信号を生成するように、及びＰｏＥ制御のための容量及び公称電力レベルを判定するため
に電圧信号のクラス電流を測定するように構成されるＰＳＥデバイスを含む。ＰＳＥデバ
イスは、電圧信号を介してＰｏＥ信号レシーバに公称電力レベルの関数として電力設定コ
マンドを提供するように構成されるＰｏＥコントローラを含み、そのためＰＤは、電力設
定コマンドに基づく電力レベルで動作し得る。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】例示のパワーオーバーイーサネット（ＰｏＥ）制御システムのブロック図である
。
【０００７】
【図２】別の例のＰｏＥ制御システムの概略である。
【０００８】
【図３】例示のタイミング図である。
【０００９】
【図４】更に別の例のＰｏＥ制御システムの概略である。
【００１０】
【図５】別の例のタイミング図である。
【００１１】
【図６】ＰｏＥ制御システムにおいて電力制御を提供する例示の方法のフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　パワーオーバーイーサネット（ＰｏＥ）制御システムが、ＲＪ－４５ケーブルなどのイ
ーサネット接続を介して電気的に結合される、給電側機器（ＰＳＥ）デバイス及び電力供
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給されるデバイス（ＰＤ）を含み得る。例えば、ＰＤは、照明システム、又は変化する量
の電力を消費する種々の他の電子デバイスの任意のものに対応し得る。ＰＳＥデバイスは
、ＰｏＥ制御のフェーズに応じて振幅が変化し得る電圧信号を提供するように構成される
ＰｏＥコントローラを含む。ＰＤは、ＰＳＥデバイスによって提供される電圧信号に応答
して電流源として構成されるＰｏＥ信号レシーバを含み得る。ＰｏＥコントローラは、ク
ラスシグネチャーを判定するために電圧信号のクラス電流を監視し得る。このようにして
、ＰＤは、ＰＤがＰｏＥ制御のための容量を有することをＰＳＥデバイスに示すためにＰ
ｏＥ信号レシーバを含み得、電圧信号のクラス電流を介してＰＤの公称電力レベルをＰＳ
Ｅデバイスに示し得る。従って、ＰＳＥデバイスは、電力設定コマンドとして電圧信号を
介してパルスをＰＤに提供し得、そのため、ＰＤは、電力設定コマンドに基づく電力レベ
ルで動作し得る。
【００１３】
　例えば、検出フェーズの間、ＰＤが接続されているか否かをＰＳＥデバイスが判定し、
検出フェーズの後、ＰＳＥデバイスはクラシフィケーションフェーズにおいて動作し得る
。クラシフィケーションフェーズの間、ＰＳＥデバイスは、一つ又は複数のクラス事象及
び対応するマーク事象を含む事象クラシフィケーションを（１－Ｅｖｅｎｔ又は２－Ｅｖ
ｅｎｔクラシフィケーション方式でなど）電圧信号を介してＰＤに提供するためにクラシ
フィケーション振幅で電圧信号を提供し得、そのため、ＰＤは、それぞれのクラスシグネ
チャーをＰＳＥデバイスに提供するために電圧信号のクラス電流を制御し得る。例えば、
ＰＤは、第１のクラスシグネチャー及び第２のクラスシグネチャーを提供し得、第１及び
第２のクラスシグネチャーは異なる。第２のクラスシグネチャーの後、ＰＤは、ＰＳＥデ
バイスによるＰｏＥ制御のための容量を示すために第２のクラスシグネチャーより小さい
第３のクラスシグネチャーをＰＳＥデバイスに提供し得る。別の例において、第３のクラ
スシグネチャーは、ＰＤの公称電力レベルをＰＳＥデバイスに示し得る。例えば、第３の
クラスシグネチャーは、複数の所定の公称電力レベルの一つに対応する値を有し得、その
ため、ＰＳＥデバイスは、第３のクラスシグネチャーの値に基づく公称電力レベルを識別
し得る。
【００１４】
　公称電力レベルを示した後、ＰＳＥデバイスは、公称電力レベルの所定のパーセンテー
ジに対応するパルスの量で、電力設定コマンドに対応するコードに対応し得る多数のクラ
ス事象を提供し得る。ＰＳＥデバイスは、最大振幅でアクティベーションフェーズにおい
て電圧信号を提供し得、そのため、ＰＤは、電力コマンド設定に基づく公称電力レベルの
パーセンテージで動作し得る。従って、本明細書に記載されるＰｏＥ制御システムは、簡
易及び可変な方式でＰＤの物理（ＰＨＹ）層電力制御を提供するように動作し得る。
【００１５】
　図１は、例示のパワーオーバーイーサネット（ＰｏＥ）制御システム１０を示す。Ｐｏ
Ｅ制御システム１０は、照明など、種々の電力供給応用例において実装され得る。例えば
、ＰｏＥ制御システム１０は、イーサネットデータ通信容量（データ／リンク層、パケッ
ト化を用いてなど）なしに既存のイーサネットケーブル（ＲＪ－４５ケーブルなど）を介
して電力制御を提供するように実装され得る。従って、ＰｏＥ制御システム１０は物理（
ＰＨＹ）層方式でＰｏＥ電力制御を提供する。
【００１６】
　ＰｏＥ制御システム１０は、イーサネット接続１６を介して電気的に結合される、給電
側機器（ＰＳＥ）デバイス１２と電力供給されるデバイス（ＰＤ）１４とを含む。一例に
おいて、イーサネット接続１６は、ツイストペア導体（４つのツイストペアなど）を実装
するＲＪ－４５ケーブルであり得る。ＰＳＥデバイス１２は、ＰＳＥデバイス１２とＰＤ
１４との間の双方向通信を実装するようにイーサネット接続１６を介して電圧信号ＶＰＯ

ＲＴを電力供給されるデバイスに提供するように構成される。例えば、電圧ＶＰＯＲＴは
、ＰＳＥデバイス１２において生成される固定電圧ＶＰＯＥに対応し得、これは、振幅で
変調される。例えば、ＰＤ１４は、ＩＥＥＥ８０２．３規格に従ってＴｙｐｅ２ＰＤとし
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て構成され得る。
【００１７】
　電圧信号ＶＰＯＲＴは、事象クラシフィケーション方式においてＰＳＥデバイス１２か
らＰＤ１４への事象クラシフィケーションを提供するように変化する電圧信号に対応し得
、そのため、ＰＤ１４は、例えばＩＥＥＥ８０２.３規格に基づいて、クラスシグネチャ
ーをＰＳＥデバイス１２に提供するように電圧信号ＶＰＯＲＴの電流を変えることによっ
てクラス事象に応答し得る。「事象クラシフィケーション」という用語は、ＰＳＥデバイ
ス１２が、クラスシグネチャーの形式でＰＤ１４に通信を提供するために（及び／又はＰ
Ｄ１４から通信応答を引き出すために）一つ又は複数のクラス事象及び対応するマーク事
象をＰＤ１４に提供することを示す。「クラス事象」という用語は、所定の振幅での電圧
信号ＶＰＯＲＴのパルスを示し、クラス事象の終わりを知らせるマーク事象（パルスの後
の減少された電圧など）がそれに続く。「クラスシグネチャー」という用語は、本明細書
においてＣｌａｓｓ０～Ｃｌａｓｓ５として示されるクラスレベルに対応するクラス電流
の大きさの形式の一つ又は複数のクラス事象を含む事象クラシフィケーションのＰＤ１４
による応答を指し、ここで、クラス値が、クラス値の低いものから高いものへとクラス電
流の増大する振幅に対応する。
【００１８】
　図１の例において、ＰＳＥデバイス１２はＰｏＥコントローラ１８を含み、ＰＤ１４は
ＰｏＥ信号レシーバ２０を含む。ＰｏＥコントローラ１８は、ＰＤ１４に通信を提供する
ために、ＰｏＥ制御システム１０の所与の動作フェーズに基づくなど、電圧信号ＶＰＯＲ

Ｔのアクティベーション時間及び振幅を制御するように構成され得る。ＰｏＥコントロー
ラ１８はまた、電圧信号ＶＰＯＲＴに関連付けられるクラス電流を測定するように、及び
それ従ってクラスシグネチャーのクラスレベルを判定するように構成され得る。ＰｏＥ信
号レシーバ２０は、電圧信号ＶＰＯＲＴを受信するように、及び電圧信号ＶＰＯＲＴに関
してクラス電流源として作用するように構成され得、そのため、ＰｏＥ信号レシーバ２０
は、電圧信号ＶＰＯＲＴに応答してＰＳＥデバイス１２に通信を提供するように電圧信号
ＶＰＯＲＴのクラス電流を調節し得る。一例において、ＰｏＥコントローラ１８は、ＩＥ
ＥＥ８０２.３などの規格を介してＰｏＥ信号レシーバ２０との通信を実装し得る。例え
ば、ＰｏＥコントローラ１８は、単一のクラス事象を提供するため１－Ｅｖｅｎｔ　Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒクラシフィケーションとして、又は一連の（２つなど）クラス
事象及びその後続くそれぞれのマーク事象を提供するように２－Ｅｖｅｎｔ　Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｌａｙｅｒクラシフィケーションとして、事象クラシフィケーションを提供する
ように構成され得る。応答において、ＰＤ１４は、対応するクラスシグネチャーを提供し
得る。
【００１９】
　例えば、ＰＳＥデバイス１２は初期的に検出フェーズで動作し得、そのため、ＰＳＥデ
バイス１２は、周期的インタバルで有効なテスト電圧振幅（約２．８ボルト～約１０ボル
トなど）で電圧信号ＶＰＯＲＴを提供し得る。ＰＤ１４がイーサネット接続１６を介して
ＰＳＥデバイス１２に電気的に結合される場合、ＰｏＥ信号レシーバ２０は、ＰＤ１４が
イーサネット接続１６を介して結合されていることをＰＳＥデバイス１２に示すために電
圧信号ＶＰＯＲＴに関して充分な抵抗を提供することによって応答することができる。検
出フェーズの後、ＰＳＥデバイス１２は、クラシフィケーションフェーズに切り替わる。
【００２０】
　クラシフィケーションフェーズの間、ＰＳＥデバイス１２は、ＰｏＥコントローラ１８
により制御されるように、電圧信号ＶＰＯＲＴを介してＰＤ１４にクラス事象（１－Ｅｖ
ｅｎｔクラシフィケーション及び／又は２－Ｅｖｅｎｔクラシフィケーションなど）を提
供するようにクラシフィケーション振幅（約１５．５ボルト～約２０．５ボルトなど）で
電圧信号ＶＰＯＲＴを提供し得る。こういったクラス事象に応答して、ＰｏＥ信号レシー
バ２０は、それぞれのクラスシグネチャーをＰＳＥデバイス１２に提供するように電圧信
号ＶＰＯＲＴのクラス電流を制御し得、そのため、各クラスシグネチャーは、所定のＣｌ
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ａｓｓ（ＩＥＥＥ８０２．３ａｔにより規定されるなど）に対応するクラス電流振幅の範
囲を有する。ＰｏＥコントローラ１８は、各クラス事象における電圧信号ＶＰＯＲＴのク
ラス電流を測定し得、そのため、ＰｏＥコントローラ１８は、ＰｏＥ信号レシーバ２０に
よって提供されるクラスシグネチャーを判定し得る。従って、例示の実施例において、Ｐ
ＳＥデバイス１２及びＰＤ１４は互いと通信し得る。
【００２１】
　例えば、クラシフィケーションフェーズにおいて、ＰｏＥ信号レシーバ２０は、第１の
事象クラシフィケーションに応答して第１のクラスシグネチャーを提供し得、第２の事象
クラシフィケーションに応答する第２のクラスシグネチャー、及び第３の事象クラシフィ
ケーションに応答する第３のクラスシグネチャーが続く。ＰｏＥ信号レシーバ２０は、第
１のクラスシグネチャーとは異なるクラスで（一層大きい電流でなど）第２のクラスシグ
ネチャーを提供し得、ＰＳＥデバイス１２によるＰＤ１４のＰｏＥ制御の容量を示すため
第２のクラスシグネチャーより小さいクラスで第３のクラスシグネチャーを提供し得る。
例えば、第１のクラスシグネチャーはＣｌａｓｓ４で（第１の事象クラシフィケーション
の２つのクラス事象の各々に応答してなど）提供され得、第２のクラスシグネチャーはＣ
ｌａｓｓ５で提供され得、第３のクラスシグネチャーは、Ｃｌａｓｓ５より小さいクラス
の範囲（Ｃｌａｓｓ０～４など）で提供され得る。クラスシグネチャーに関して「Ｃｌａ
ｓｓ５」という用語は、ＩＥＥＥ８０２．３規格において実装されるなどの、Ｃｌａｓｓ
４クラスシグネチャーより高いクラス電流を有するクラスシグネチャーである。従って、
ＰｏＥ信号レシーバ２０によって提供されるクラスのシーケンスにおける値に応答して、
ＰｏＥコントローラ１８は、ＰＳＥデバイス１２によるＰｏＥ制御のための容量をＰＤ１
４が有することを識別し得る。
【００２２】
　ＰＳＥデバイス１２によるＰＤ１４のＰｏＥ制御のための容量の判定に応答して、ＰＤ
１４は、ＰＤ１４の公称電力レベルの指示をＰＳＥデバイス１２に提供し得る。ＰＤ１４
の公称電力レベルは、フル及び通常動作条件（ＰｏＥ照明システムのためのフル光レベル
など）でのＰＤ１４の最大電力消費に対応する。例えば、第２のクラスシグネチャーより
小さい第３のクラスシグネチャーは、複数の所定の公称電力レベルの一つに対応するクラ
ス値（Ｃｌａｓｓ０～４の一つなど）を有し得、そのため、ＰｏＥコントローラ１８は、
第３のクラスシグネチャーの値に基づく公称電力レベルを識別し得る。ＰＤ１４の公称電
力レベルを識別することに応答して、ＰｏＥコントローラ１８は、公称電力レベルの関数
としてＰＤ１４の電力レベルを制御するように構成され得、そのため、ＰＤ１４の電力出
力は、ＰｏＥコントローラ１８により可変に制御され得る。
【００２３】
　例えば、公称電力レベルの指示の後、ＰｏＥコントローラ１８は、電力設定コマンドに
対応するコードに関連付けられる電圧信号ＶＰＯＲＴを介して多数のクラス事象を提供し
得る。一例において、電力設定コマンドは、公称電力レベルの所定のパーセンテージに対
応するクラス事象のパルスの量に基づいて符号化され得る。このコードに応答して、Ｐｏ
Ｅ信号レシーバ２０は、ＰｏＥコントローラ１８によりＰＤ１４から出力されることが所
望される公称電力レベルの部分（例えば、パーセンテージ）を識別し得る。そのため、Ｐ
ＳＥデバイス１２は、振幅での最大電力（関連する電力供給の最大電圧により規定される
ように、約４４ボルト～約５７ボルトなど）でアクティベーションフェーズにおいて電圧
信号ＶＰＯＲＴを提供し得る。ＰＤ１４は、電力コマンド設定に基づく公称電力レベルの
パーセンテージで動作し得る。従って、ＰｏＥ制御システム１０は、簡易及び可変な方式
でＰＤ１４のＰＨＹ層電力制御を提供するように動作し得る。
【００２４】
　図２は別の例示のＰｏＥ制御システム５０を示す。ＰｏＥ制御システム５０は、ＰｏＥ
照明アプリケーションにおいてなど、図１の例におけるＰｏＥ制御システム１０に対応し
得る。例えば、ＰｏＥ制御システム５０は、イーサネットデータ通信容量（データ／リン
ク層、パケット化を用いてなど）なしで既存のイーサネットケーブル（ＲＪ－４５ケーブ
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ルなど）を介して電力制御を提供するように実装され得る。
【００２５】
　ＰｏＥ制御システム５０は、イーサネット接続５６を介して電気的に結合される、ＰＳ
Ｅデバイス５２及びＰＤ５４を含む。図２の例において、イーサネット接続５６は、４つ
のツイストペア導体を実装するＲＪ－４５ケーブルとして例示される。従って、イーサネ
ット接続５６は、図２の例において、ＰＯＲＴ１及びＰＯＲＴ２である２つの通信ポート
を含むように示される。ＰＳＥデバイス５２は、電圧信号ＶＰＯＥを生成するように構成
される電圧源５８を含む。図２の例において、ＰＳＥデバイス５２は、（動作フェーズに
応じてなど）電圧信号ＶＰＯＥの振幅を制御するように、及び電圧信号ＶＰＯＥのクラス
電流を測定するように、電圧制御信号Ｐ＿ＣＴＬを電圧源５８に提供するＰｏＥコントロ
ーラ６０を含む。ＰｏＥコントローラ６０はまた、それぞれ、電圧信号ＶＰＯＥ及び低電
圧（接地など）接続を、図１の例において電圧ＶＰＯＲＴとしてイーサネット接続５６を
介してＰＤ５４に提供するためスイッチＳ１及びＳ２のセットを制御するためにスイッチ
ング信号ＳＷを生成するように構成される。スイッチング信号ＳＷに応答して、ＰＯＲＴ
１及びＰＯＲＴ２の各々を介する電圧ＶＰＯＥに基づいて電圧信号ＶＰＯＲＴがＰＤ５４
に提供される。従って、ＰｏＥコントローラ６０は、通信をＰＤ５４に提供するため、Ｐ
ｏＥ制御システム５０の所与の動作フェーズに基づいてなど、電圧信号ＶＰＯＲＴのアク
ティベーション時間及び振幅を制御するように構成され得る。一例において、電圧信号Ｖ

ＰＯＥは、可変電圧ＶＰＯＲＴとして電圧源５８を介して提供され得る。別の例において
、電圧信号ＶＰＯＥは一定であり得（約４４ボルト～約５７ボルトなど）、ＰＳＥデバイ
ス５２は、ＰＤ５４に提供される可変電圧ＶＰＯＲＴを提供するためにスイッチＳ１のイ
ンピーダンスを変調するように構成され得る。
【００２６】
　図２の例において、ＰＤ５４は整流器６２の対を含み、整流器６２の対は、各々それぞ
れのポートＰＯＲＴ１及びＰＯＲＴ２においてイーサネット接続５６に結合される。整流
器６２は、キャパシタＣＰＤを介する電圧信号ＶＰＯＲＴを提供するように構成される。
図２の例において、ＰＤ５４は、キャパシタＣＰＤを介する電圧信号ＶＰＯＲＴに対応す
る電圧ＶＰを受け取るＰｏＥ信号レシーバ６４（ＰｏＥ　ＲＸ）を含む。そのため、Ｐｏ
Ｅ信号レシーバ６４は、電圧ＶＰを受け取り、電圧ＶＰ、及び電圧信号ＶＰＯＲＴに関す
る電流源として作用し、そのため、ＰｏＥ信号レシーバ６４は、電圧信号ＶＰＯＲＴに応
答して通信をＰＳＥデバイス５２に提供するように電圧信号ＶＰＯＲＴのクラス電流を調
節し得る。また、ＰＤ５４は、ＰｏＥ信号レシーバ６４が制御信号ＣＴＲＬを提供し得る
電力コントローラ６６を含む。従って、ＰｏＥコントローラ６０によりＰｏＥ信号レシー
バ６４に提供される電力設定コマンドに応答して、ＰｏＥ信号レシーバ６４は、ＰＤ５４
の公称電力レベルの関数（例えば、パーセンテージ）であるなどの、所望の出力電力レベ
ルを制御信号ＣＴＲＬを介して電力コントローラ６６に示し得る。従って、アクティベー
ションフェーズの間、電力コントローラ６６は、ＰＳＥデバイス５２によって提供される
電圧信号ＶＰＯＲＴのフル振幅に応答して電力設定コマンドにより規定される所望の出力
電力を提供し得る。
【００２７】
　図３は例示のタイミング図１００を示す。タイミング図１００は、時間の関数として電
圧信号ＶＰの振幅を例示する。タイミング図１００は、ＰｏＥ制御システム５０のオペレ
ーションに対応し得る。従って、図３の下記の詳細な説明において図２の例を参照する。
【００２８】
　時間Ｔ０の前、電圧信号ＶＰは、実質的に最小の電圧（ゼロボルトなど）に対応して、
振幅ＶＭＩＮを有し得る。例えば、振幅ＶＭＩＮは、電圧信号ＶＰの実際の電圧振幅に対
応し得、又はスイッチＳ１及びＳ２が開であることに対応し得る。時間Ｔ０に、ＰＳＥデ
バイス５２は検出フェーズにおいて動作することを始め得、そのため、電圧信号ＶＰは低
振幅ＶＶＡＬＩＤ１まで増大する（約２．８ボルト～約１０ボルトなど）。ＰＤ５４はイ
ーサネット接続５６を介してＰＳＥデバイス５２に電気的に結合されるので、ＰｏＥ信号
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レシーバ６４は、ＰＤ５４がイーサネット接続５６を介して結合されていることをＰＳＥ
デバイス５２に示すために電圧信号ＶＰに関して充分な抵抗を提供することによって応答
することができる。時間Ｔ１に、電圧信号ＶＰは振幅ＶＶＡＬＩＤ２（約２．８ボルト～
約１０ボルトなどであるが、振幅ＶＶＡＬＩＤ１とは異なる（例えば、振幅ＶＶＡＬＩＤ

１より小さい））まで低減する。従って、ＰＳＥデバイス５２は、個別の振幅ＶＶＡＬＩ

Ｄ１及びＶＶＡＬＩＤ２のΔΙ／ΔＶに基づいてＰｏＥ信号レシーバ６４の抵抗値を判定
し得る。時間Ｔ２に、振幅＝ＶＭＩＮであり、それにより、検出フェーズを終了させる。
検出フェーズは、図３の例では振幅ＶＶＡＬＩＤ１及びＶＶＡＬＩＤ２における電圧信号
ＶＰの単一の差動測定のみを含むように示されるが、検出フェーズは、ＩＥＥＥ８０２．
３ａｔ規格に規定されるようになど、検出フェーズ電圧振幅レンジにおける差動測定及び
／又は付加的な振幅を含み得る。
【００２９】
　時間Ｔ３に、ＰＳＥデバイス５２はクラシフィケーションフェーズに切り替わる。クラ
シフィケーションフェーズの間、ＰｏＥコントローラ６０は、ＰＤ５４がＰｏＥ制御のた
めの容量を有するか否かを判定し得、ＰＤ５４の公称電力レベルを判定し得、電力設定コ
マンドをＰｏＥ信号レシーバ６４に提供し得る。時間Ｔ３の始めに、ＰＳＥデバイス５２
は、２－Ｅｖｅｎｔクラシフィケーションとして１０２で例示される、第１の事象クラシ
フィケーションを提供する。時間Ｔ３に、電圧信号ＶＰは第１のクラス事象において振幅
ＶＣＬＡＳＳで提供される。振幅ＶＣＬＡＳＳは、クラシフィケーション振幅レンジ振幅
（約１５．５ボルト～約２０．５ボルトなど）における電圧振幅に対応し得る。時間Ｔ３

に第１のクラス事象の電圧信号ＶＰを受信することに応答して（電圧ＶＰを介してなど）
、ＰｏＥ信号レシーバ６４は、第１のクラス値（Ｃｌａｓｓ４など）を示し得る。時間Ｔ

４に、電圧信号ＶＰは、マーク事象に対応して、振幅ＶＭＲＫまで低減し得る。例えば、
マーク事象は、第１のクラス事象の終わりを（ＰｏＥ信号レシーバ６４に）知らせ得る。
同様に、時間Ｔ５に、ＰＳＥデバイス５２は、どのＰｏＥ信号レシーバ６４が第２のクラ
ス値（Ｃｌａｓｓ４など）を提供し得るかに応答して、第１の事象クラシフィケーション
の（２Ｅｖｅｎｔクラシフィケーションのなど）第２のクラス事象において振幅ＶＣＬＡ

ＳＳで電圧信号ＶＰを提供し、その後、時間Ｔ６に別のマーク事象が続く。例えば、第１
及び第２のクラス値は等しくし得る（Ｃｌａｓｓ４など）。そのため、ＰＤ１４は、第１
の事象クラシフィケーション１０２のそれぞれの２つのクラス事象に対する２つのＣｌａ
ｓｓ４電流応答を含むクラスシグネチャーで第１の事象クラシフィケーションに応答し得
る。図３の例は、第１の事象クラシフィケーション１０２が、クラシフィケーション振幅
レンジで電圧信号ＶＰの実質的に一定の振幅の線形応答を確実にするなど、２－Ｅｖｅｎ
ｔクラシフィケーション方式で２つのクラス事象を含むことを例示する。しかし、ＰｏＥ
コントローラ６０は、単一のクラス事象を提供することによって、又は２つ以上のクラス
事象を提供することに基づいて、１－Ｅｖｅｎｔクラシフィケーションとして第１の事象
クラシフィケーションを提供するように構成され得る。
【００３０】
　時間Ｔ７に、ＰＳＥデバイス５２は再び、１０４で例示される第２の事象クラシフィケ
ーション（１‐Ｅｖｅｎｔクラシフィケーションなど）において振幅ＶＣＬＡＳＳで電圧
信号ＶＰを提供する。第２の事象クラシフィケーション１０４のクラス事象において（電
圧ＶＰを介してなど）電圧信号ＶＰを受信することに応答して、ＰｏＥ信号レシーバ６４
は、第２のクラスシグネチャー（Ｃｌａｓｓ５など）を提供し得る。時間Ｔ８に、電圧信
号ＶＰは、第２の事象クラシフィケーション１０４のマーク事象に対応して、振幅ＶＭＲ

Ｋまで低減し得、それにより、第２の事象クラシフィケーション１０４のクラス事象の終
わりを（ＰｏＥ信号レシーバ６４に）知らせる。第２のクラスシグネチャーは、第１のク
ラスシグネチャーとは異なる（例えば第１のクラスシグネチャーより大きい）値でＰｏＥ
信号レシーバ６４によって提供され得、それにより、ＰＤ５４がＰｏＥ制御のための容量
を有し得ることをＰｏＥコントローラ６０に潜在的に知らせる。
【００３１】
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　時間Ｔ９に、ＰＳＥデバイス５２は再び、１０６で例示される第３の事象クラシフィケ
ーションにおいて振幅ＶＣＬＡＳＳで電圧信号ＶＰを提供する。第３の事象クラシフィケ
ーション１０６において電圧信号ＶＰを受信すること（電圧ＶＰを介してなど）に応答し
て、ＰｏＥ信号レシーバ６４は、第２のクラスシグネチャーより小さい値（Ｃｌａｓｓ０
～４など）で第３のクラスシグネチャーを提供し得る。時間Ｔ１０に、電圧信号ＶＰは、
マーク事象に対応して、振幅ＶＭＲＫまで低減し得、それにより、第３の事象クラシフィ
ケーション１０６の終わりを（ＰｏＥ信号レシーバ６４に）知らせる。第３のクラスシグ
ネチャーは、ＰＤ５４がＰｏＥ制御のための容量を有することをＰｏＥコントローラ６０
に示すために第２のクラスシグネチャーより小さい値でＰｏＥ信号レシーバ６４によって
提供され得る。また、第３のクラスシグネチャー１０６の特定のクラス値は、ＰＤ５４の
公称電力レベルを（ＰｏＥコントローラ６０に）示し得る。例えば、第３のクラスシグネ
チャーのクラス値は、複数の所定の公称電力レベルの一つに対応し得、そのため、ＰｏＥ
コントローラ６０は、下記表１において提供されるものなど、第３のクラスシグネチャー
の値に基づいて公称電力レベルを識別し得る。

【表１】

表１における所定の公称電力レベルは例として提供される。種々のその他の所定の公称電
力レベルのうちの任意のものが、第３のクラスシグネチャーを介してＰｏＥ信号レシーバ
６４からＰｏＥコントローラ６０への通信において提供され得る。
【００３２】
　ＰＤ５４の公称電力レベルを識別することに応答して、ＰｏＥコントローラ６０は、公
称電力レベルの関数としてＰＤ５４の電力レベルを制御するように構成され得、そのため
、ＰＤ５４の電力出力は、ＰｏＥコントローラ６０により可変に制御され得る。時間Ｔ１

１に、ＰｏＥコントローラ６０は、電力設定コマンドに対応するコードに関連付けられる
電圧信号ＶＰを介して多数の事象クラシフィケーション（１‐Ｅｖｅｎｔクラシフィケー
ションなど）を提供することを開始し得る。例えば、電力設定コマンドは、下記表２にお
いて提供されるものなど、公称電力レベルの所定のパーセンテージに対応するクラス事象
の量に基づいて符号化され得る。
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【表２】

【００３３】
　表２における公称電力レベルの所定のパーセンテージ値は、例として提供されている。
ＰｏＥコントローラ６０は、公称電力レベルの関連するパーセンテージに対応する種々の
所定の量のうちの任意のものを提供するように構成され得る。図３の例は、時間Ｔ１１に
おけるその後の関連するマーク事象を備えた単一のクラス事象を例示する。しかし、Ｐｏ
Ｅコントローラ６０は、ＰＤ５４の所望の電力レベルを知らせるためにゼロクラス事象を
提供するように構成され得る。
【００３４】
　コードに応答して、ＰｏＥ信号レシーバ６４は、ＰｏＥコントローラ６０によりＰＤ５
４から出力されることが所望される公称電力レベルのパーセンテージを識別し得る。その
ため、時間Ｔ１２に、ＰＳＥデバイス５２は、アクティベーションフェーズにおいて動作
することを開始し、最大振幅ＶＰＯＲＴ＿ＰＳＥ（関連する電力供給の最大電圧により規
定されるように、約４４ボルト～約５７ボルトなど）で電圧信号ＶＰを提供する。ＰＤ５
４は、電力コマンド設定に基づいて公称電力レベルのパーセンテージで動作し得る。従っ
て、ＰｏＥ制御システム５０は、簡易及び可変な方式でＰＤ５４のＰＨＹ層電力制御を提
供するように動作し得る。
【００３５】
　図４は、ＰｏＥ制御システム１５０の更に別の例を示す。ＰｏＥ制御システム１５０は
、ＰｏＥ照明アプリケーションにおいてなど、図１の例でのＰｏＥ制御システム１０に対
応し得る。例えば、ＰｏＥ制御システム１５０は、イーサネットデータ通信能力（データ
／リンク層、パケット化を用いるなど）なしに既存のイーサネットケーブル（ＲＪ－４５
ケーブルなど）を介して電力制御を提供するように実装され得る。
【００３６】
　ＰｏＥ制御システム１５０は、イーサネット接続１５６を介して電気的に結合される、
ＰＳＥデバイス１５２及びＰＤ１５４を含む。図４の例において、イーサネット接続１５
６は、４つのツイストペア導体を実装するＲＪ－４５ケーブルとして例示されている。従
って、イーサネット接続１５６は、図４の例において、ＰＯＲＴ１及びＰＯＲＴ２である
２つの通信ポートを含むように示されている。ＰＳＥデバイス１５２は、可変電圧信号Ｖ

ＰＯＥを生成するように構成される電圧源１５８を含む。図３の例に類似して、ＰＳＥデ
バイス１５２は、イーサネット接続１５６を介する電圧ＶＰＯＲＴとして電圧ＶＰＯＥを
可変な方式で提供し得る。
【００３７】
　図４の例において、ＰＳＥデバイス１５２は、（動作フェーズに応じてなど）電圧信号
ＶＰＯＥの振幅を制御するために、及び電圧信号ＶＰＯＲＴのクラス電流を測定するため
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に、電圧制御信号Ｐ＿ＣＴＬを電圧源１５８に提供するＰｏＥコントローラ１６０を含む
。ＰｏＥコントローラ１６０はまた、それぞれ、電圧信号ＶＰＯＥ及び低電圧（接地など
）接続を、イーサネット接続１５６を介してＰＤ１５４に提供するため、スイッチＳ１及
びＳ２のそれぞれのセットを制御するためにスイッチング信号ＳＷ１及びＳＷ２の対を生
成するように構成される。従って、スイッチング信号ＳＷ１に応答して、電圧信号ＶＰＯ

ＲＴがＰＯＲＴ１を介してＰＤ１５４に提供される。同様に、スイッチング信号ＳＷ２に
応答して、電圧信号ＶＰＯＲＴがＰＯＲＴ２を介してＰＤ１５４に提供される。従って、
ＰｏＥコントローラ１６０は、ＰＤ１５４に通信を提供するため、ＰｏＥ制御システム１
５０の所与の動作フェーズに基づいてなど、ＰＯＲＴ１及び２の各々で個別に、電圧信号
ＶＰＯＲＴのアクティベーション時間及び振幅を制御するように構成され得る。
【００３８】
　図４の例において、ＰＤ１５４は、ＰＯＲＴ１でイーサネット接続１５６に結合される
第１の整流器１６２、及びＰＯＲＴ２でイーサネット接続１５６に結合される第２の整流
器１６３を含む。第１の整流器１６２は、第１のキャパシタＣＰＤ１を介する電圧信号Ｖ

ＰＯＲＴを提供するように構成され、第２の整流器１６３は、第２のキャパシタＣＰＤ２

を介する電圧信号ＶＰＯＲＴを提供するように構成される。図４の例において、ＰＤ１５
４は、第１のキャパシタＣＰＤ１を介する電圧信号ＶＰＯＲＴに対応する電圧ＶＰ１を受
け取る第１のＰｏＥ信号レシーバ１６４（ＰｏＥ　ＲＸ１）と、第２のキャパシタＣＰＤ

２を介する電圧信号ＶＰＯＲＴに対応する電圧ＶＰ２を受け取る第２のＰｏＥ信号レシー
バ１６５（ＰｏＥ　ＲＸ２）とを含む。
【００３９】
　そのため、第１のＰｏＥ信号レシーバ１６４は、電圧ＶＰＤ１を受け取り、電圧ＶＰＤ

１、及び電圧信号ＶＰＯＲＴに関する電流源として作用し、そのため、第１のＰｏＥ信号
レシーバ１６４は、電圧信号ＶＰＯＲＴに応答してＰＳＥデバイス１５２に通信を提供す
るように電圧信号ＶＰＯＲＴのクラス電流を調節し得る。同様に、第２のＰｏＥ信号レシ
ーバ１６５は、電圧ＶＰＤ２を受け取り、電圧ＶＰＤ２、及び電圧信号ＶＰＯＲＴに関す
る電流源として作用し、そのため、第２のＰｏＥ信号レシーバ１６４は、電圧信号ＶＰＯ

ＲＴに応答して通信をＰＳＥデバイス１５２に提供するように電圧信号ＶＰＯＲＴのクラ
ス電流を調節し得る。また、ＰＤ１５４は電力コントローラ１６６を含み、第１及び第２
のＰｏＥ信号レシーバ１６４及び１６５は、それぞれの制御信号ＣＴＲＬ１及びＣＴＲＬ
２を電力コントローラ１６６に提供し得る。従って、ＰｏＥコントローラ１６０によりＰ
ｏＥ信号レシーバ１６４及び１６５の少なくとも一つに提供される電力設定コマンドに応
答して、ＰｏＥ信号レシーバ１６４及び１６５は、ＰＤ１５４の公称電力レベルの関数（
例えば、パーセンテージ）であるなどの所望の出力電力レベルを、制御信号ＣＴＲＬ１及
びＣＴＲＬ２を介して電力コントローラ１６６に示し得る。従って、アクティベーション
フェーズの間、電力コントローラ１６６は、ＰＳＥデバイス１５２によって提供される電
圧信号ＶＰＯＲＴのフル振幅に応答して電力設定コマンドにより規定される所望の出力電
力を提供し得る。
【００４０】
　図５は、例示のタイミング図２００及び２０１を示す。タイミング図２００は、時間の
関数として電圧ＶＰ１の振幅を例示し、タイミング図２０１は、時間の関数として電圧Ｖ

Ｐ２の振幅を例示する。タイミング図２００及び２０１は、ＰｏＥ制御システム１５０の
オペレーションに対応し得る。従って、図５の下記の詳細な説明において図４の例を参照
する。そのため、電圧ＶＰ１は、スイッチング信号ＳＷ１を介するスイッチＳ１のアクテ
ィベーションに応答して電圧ＶＰＯＲＴに対応し、電圧ＶＰ２は、スイッチング信号ＳＷ

２を介するスイッチＳ２のアクティベーションに応答して電圧ＶＰＯＲＴに対応する。
【００４１】
　時間Ｔ０の前、電圧ＶＰ１及びＶＰ２は各々、実質的に最小の電圧（ゼロボルトなど）
に対応して、振幅ＶＭＩＮを有し得る。例えば、振幅ＶＭＩＮは、電圧ＶＰ１及びＶＰ２

の実際の電圧振幅に対応し得るか、又は、スイッチＳ１及びＳ２が開であることに対応し
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得る。時間Ｔ０に、ＰＳＥデバイス１５２は検出フェーズにおいて動作することを始め得
、そのため、電圧ＶＰ１は振幅ＶＶＡＬＩＤ１まで増大する。ＰＤ１５４がイーサネット
接続１５６を介してＰＳＥデバイス１５２に電気的に結合されるので、第１のＰｏＥ信号
レシーバ１６４は、ＰＤ１５４がイーサネット接続１５６を介して結合されていることを
ＰＳＥデバイス１５２に示すために、電圧ＶＰ１に関して充分な抵抗を提供することによ
って応答することができる。時間Ｔ１に、電圧ＶＰ１は振幅ＶＶＡＬＩＤ１まで低減し、
電圧ＶＰ２は振幅ＶＶＡＬＩＤ１まで増大する。時間Ｔ２に、電圧ＶＰ１は振幅ＶＭＩＮ

まで低減する。同様に、時間Ｔ２に、電圧ＶＰ２は振幅ＶＶＡＬＩＤ２まで低減する。Ｐ
Ｄ１５４がイーサネット接続１５６を介してＰＳＥデバイス１５２に電気的に結合される
ので、第２のＰｏＥ信号レシーバ１６５は、ＰＤ１５４がイーサネット接続１５６を介し
て結合されていることをＰＳＥデバイス１５２に示すために、電圧ＶＰ２に関して充分な
抵抗を提供することによって応答することができる。従って、ＰＳＥデバイス１５２は、
個別の振幅ＶＶＡＬＩＤ１及びＶＶＡＬＩＤ２のΔΙ／ΔＶに基づいてＰｏＥ信号レシー
バ１６４及び１６５の抵抗値を判定し得る。時間Ｔ３に、電圧ＶＰ２は振幅ＶＭＩＮまで
低減し、それにより、ＰｏＥコントローラ１６０が、ＰＯＲＴ１及びＰＯＲＴ２両方がそ
れぞれの第１及び第２のＰｏＥ信号レシーバ１６４及び１６５に結合されることを識別す
ることに基づいて、検出フェーズを終わりにする。図５の例において、検出フェーズは単
一振幅ＶＶＡＬＩＤで電圧ＶＰ１及びＶＰ２の単一パルスのみを含むように示されている
が、検出フェーズは、電圧ＶＰ１及びＶＰ２の各々に対し、ＩＥＥＥ８０２．３ａｔ規格
により規定されるなど、検出フェーズ電圧振幅レンジにおける付加的なパルス及び／又は
付加的な振幅を含み得る。
【００４２】
　時間Ｔ４に、ＰＳＥデバイス１５２はクラシフィケーションフェーズに切り替わり、ク
ラシフィケーションフェーズの間、ＰｏＥコントローラ１６０は、ＰＤ１５４がＰｏＥ制
御のための容量を有するか否かを判定し得、ＰＤ１５４の公称電力レベルを判定し得、電
力設定コマンドをＰｏＥ信号レシーバ１６４及び１６５に提供し得る。時間Ｔ４の始めに
、ＰＳＥデバイス１５２は、２‐Ｅｖｅｎｔクラシフィケーションとして１０２で例示さ
れる第１の事象クラシフィケーションを第１のＰｏＥ信号レシーバ１６４に提供する。そ
のため、時間Ｔ４に、電圧ＶＰ１が第１のクラス事象において振幅ＶＣＬＡＳＳまで増大
する。振幅ＶＣＬＡＳＳは、クラシフィケーション振幅レンジ振幅（約１５．５ボルト～
約２０．５ボルトなど）における電圧振幅に対応し得る。第１の事象クラシフィケーショ
ン２０２における第１のクラス事象の電圧ＶＰ１の増大に応答して、ＰｏＥ信号レシーバ
１６４は、第１のクラス値（Ｃｌａｓｓ４など）を提供し得る。時間Ｔ５に、電圧ＶＰ１

は、マーク事象に対応して、振幅ＶＭＲＫまで低減し得る。例えば、マーク事象は、事象
クラシフィケーション２０２の第１のクラス事象の終わりを（第１のＰｏＥ信号レシーバ
１６４）に知らせ得る。同様に、時間Ｔ６に、電圧ＶＰ１は事象クラシフィケーション２
０２の第２のクラス事象において振幅ＶＣＬＡＳＳまで増大し、これに応答して、ＰｏＥ
信号レシーバ１６４は第２のクラス値（Ｃｌａｓｓ４など）を提供し得、その後時間Ｔ７

における別のマーク事象が続く。例えば、第１及び第２の初期クラス値は等しく（Ｃｌａ
ｓｓ４など）し得る。そのため、第１のＰｏＥレシーバ１６４は、第１の事象クラシフィ
ケーション２０２のそれぞれの２つのクラス事象への２つのＣｌａｓｓ４電流応答を含む
クラスシグネチャーを備えた第１の事象クラシフィケーションに応答し得る。図５の例は
、第１の事象クラシフィケーション２０２が、クラシフィケーション振幅レンジで電圧信
号ＶＰＯＲＴの実質的に一定の振幅に対する線形応答を確実にするなど、２‐Ｅｖｅｎｔ
クラシフィケーション方式で２つのクラス事象を含むことを例示する。しかし、ＰＳＥデ
バイス１５２は、単一のクラス事象を提供することにより、又は２つ以上のクラス事象を
提供することに基づいて、１‐Ｅｖｅｎｔクラシフィケーションとして第１の事象クラシ
フィケーションを提供するように構成され得る。
【００４３】
　時間Ｔ８に、ＰＳＥデバイス１５２は、２０４で例示される第２の事象クラシフィケー
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ションをＰＯＲＴ２を介して提供し、時間Ｔ８に電圧ＶＰ２はクラス事象において振幅Ｖ

ＣＬＡＳＳまで増大する。第２の事象クラシフィケーション２０４のクラス事象に応答し
て、第２のＰｏＥ信号レシーバ１６５は、第２のクラスシグネチャー（Ｃｌａｓｓ５など
）を提供し得る。時間Ｔ９に、電圧ＶＰ２は、マーク事象に対応して振幅ＶＭＲＫまで低
減し得、それにより、事象クラシフィケーション２０４のクラス事象の終わりを（第２の
ＰｏＥ信号レシーバ１６５に）知らせる。第２のクラスシグネチャーは、第１のクラスシ
グネチャーとは異なる値で第２のＰｏＥ信号レシーバ１６５によって提供され得、それに
より、ＰＤ１５４がＰｏＥ制御のための容量を有し得ることをＰｏＥコントローラ１６０
に潜在的に知らせる。
【００４４】
　時間Ｔ１０に、ＰＳＥデバイス１５２は、２０６で例示される第３の事象クラシフィケ
ーションをＰＯＲＴ２を介して提供し、電圧ＶＰ２は時間Ｔ１０にクラス事象において振
幅ＶＣＬＡＳＳまで増大する。第３の事象クラシフィケーション２０６のクラス事象に応
答して、第２のＰｏＥ信号レシーバ１６６は、第２のクラスシグネチャーより小さい第３
のクラスシグネチャー（Ｃｌａｓｓ０～４など）を提供し得る。時間Ｔ１１に、電圧ＶＰ

２は、マーク事象に対応して振幅ＶＭＲＫまで低減し得、それにより、第３の事象クラシ
フィケーション２０６のクラス事象の終わりを（第２のＰｏＥ信号レシーバ１６５）に知
らせる。第３のクラスシグネチャーは、ＰＤ１５４がＰｏＥ制御のための容量を有するこ
とをＰｏＥコントローラ１６０に示すために第２のクラスシグネチャーより小さい値で第
２のＰｏＥ信号レシーバ１６６によって提供され得る。また、第３のクラスシグネチャー
２０６の特定のクラス値は、表１におけるものなど、ＰＤ１５４の公称電力レベルを（Ｐ
ｏＥコントローラ１６０に）示し得る。
【００４５】
　ＰＤ１５４の公称電力レベルを識別することに応答して、ＰｏＥコントローラ１６０は
、公称電力レベルの関数としてＰＤ１５４の電力レベルを制御するように構成され得、そ
のため、ＰＤ１５４の電力出力は、ＰｏＥコントローラ１６０により可変に制御され得る
。時間Ｔ１１に、ＰｏＥコントローラ１６０は、電力設定コマンドに対応するコードに関
連付けられる電圧ＶＰ１及びＶＰ２の一方又は両方を介して多数のクラス事象を提供する
ことを始め得る。電力設定コマンドは、表２におけるものなど、公称電力レベルの所定の
パーセンテージに対応するクラス事象のパルスの量に基づいて符号化され得る。例えば、
公称電力レベルのパーセンテージを示す付加的なクラス事象が、電圧ＶＰ１のみを介して
、電圧ＶＰ２のみを介して、又は電圧ＶＰ１及びＶＰ２の組み合わせに基づいて、提供さ
れ得る。コードは、電圧ＶＰ１及びＶＰ２を介して提供されるクラス事象の量の和に基づ
き得、或いは、コードは、電圧ＶＰ１及びＶＰ２を介して提供されるクラス事象のバイナ
リ及び／又は時間ベース符号化に基づき得る。そのため、公称電力レベルのパーセンテー
ジを示す付加的なクラス事象は、種々の方式の任意の方式で提供され得る。
【００４６】
　コードに応答して、第１及び／又は第２のＰｏＥ信号レシーバ１６４及び１６５は、Ｐ
ｏＥコントローラ１６０によりＰＤ１５４から出力されることが所望とされる公称電力レ
ベルのパーセンテージを識別し得る。そのため、時間Ｔ１３に、ＰＳＥデバイス１５２は
、アクティベーションフェーズにおいて動作することを開始し、振幅ＶＰＯＲＴ＿ＰＳＥ

で電圧ＶＰ１及び／又はＶＰ２を提供するため最大振幅で電圧信号ＶＰＯＲＴを提供する
。ＰＤ１５４は、電力コマンド設定に基づく公称電力レベルのパーセンテージで動作し得
る。従って、ＰｏＥ制御システム１５０は、イーサネット接続１５６を介して複数のポー
トで簡易及び可変な方式でＰＤ１５４のＰＨＹ層電力制御を提供するように動作し得る。
【００４７】
　上述の構造的及び機能的特徴を考慮すると、例示の実施例の種々の態様に従った方法が
、図６を参照してよりよく分かるであろう。
【００４８】
　図６は、ＰｏＥ制御システムにおいて電力制御を提供する例示の方法２５０を示す。２
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５２において、電圧信号（電圧信号ＶＰＯＲＴなど）の事象クラシフィケーション（事象
クラシフィケーション１０２、１０４、及び１０６など）が、ＰＳＥデバイス（ＰＳＥデ
バイス１２など）からイーサネット接続（イーサネット接続１６など）を介して提供され
る。２５４において、公称電力レベルが、電圧信号のクラス電流に基づいて、電力供給さ
れるデバイス（ＰＤ１４など）のＰｏＥ信号レシーバ（ＰｏＥ信号レシーバ２０など）を
介するクラスシグネチャー（クラスシグネチャー１０６など）に基づいて示される。２５
６において、（図３の例の時間Ｔ１１においてなど）電圧信号のクラス事象の量に関連付
けられる電力設定コマンドが、ＰＳＥデバイスからＰｏＥ信号レシーバへ提供される。電
力設定コマンドは、公称電力レベル（表１など）のパーセンテージに対応し得る。２５８
において、ＰＤは、電力設定コマンドに基づく公称電力レベルのパーセンテージで動作す
るようにアクティブにされる。
【００４９】
　本発明の特許請求の範囲内で、説明した例示の実施例に変形が成され得、多くの他の実
施例が可能である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年12月14日(2018.12.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パワーオーバーイーサネット（ＰｏＥ）制御システムであって、
　イーサネット接続を介して電圧信号を受信するように構成される電力供給されるデバイ
ス（ＰＤ：ｐｏｗｅｒｅｄ　ｄｅｖｉｃｅ）であって、前記受信した電圧信号を介して公
称（ｎｏｍｉｎａｌ）電力レベルを示すように構成されるＰｏＥ信号レシーバを含む、前
記ＰＤと、
　前記電圧信号を生成し、前記公称電力レベルを判定するために前記電圧信号のクラス電
流を測定するように構成される給電側機器（ＰＳＥ：ｐｏｗｅｒ　ｓｏｕｒｃｉｎｇ　ｅ
ｑｕｉｐｍｅｎｔ）デバイスであって、前記ＰＤが電力設定コマンドに基づく電力レベル
で動作し得るように、前記公称電力レベルの関数としての前記電力設定コマンドを前記Ｐ
ｏＥ信号レシーバに前記電圧信号を介して提供するように構成されるＰｏＥコントローラ
を含む、前記ＰＳＥデバイスと、
　を含む、システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記ＰＳＥデバイスが、前記公称電力レベルの所望のパーセンテージに対応するコード
に関連付けられるクラス事象の量としての前記電圧信号を提供することに基づいて前記公
称電力レベルの関数としての前記電力設定コマンドを提供するように更に構成される、シ
ステム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記ＰｏＥ信号レシーバが、前記電圧信号に関連付けられる前記クラス電流の大きさに
対応するクラスシグネチャーを介して前記公称電力レベルを示すように更に構成され、
　前記ＰＳＥデバイスが、前記ＰｏＥ信号レシーバが前記公称電力レベルを示した後に前
記電力設定コマンドを提供するように更に構成される、システム。
【請求項４】
　請求項３に記載のシステムであって、
　前記クラスシグネチャーが、複数の所定の公称電力レベルの１つに対応するクラス値を
有する、システム。
【請求項５】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記ＰｏＥ信号レシーバが、前記電圧信号に関連付けられる第１の事象クラシフィケー
ションに応答する前記クラス電流の第１のクラスシグネチャーと、第２の事象クラシフィ
ケーションに応答する第２のクラスシグネチャーと、第３の事象クラシフィケーションに
応答する第３のクラスシグネチャーとを提供するように更に構成され、
　前記第２のクラスシグネチャーが前記第１のクラスシグネチャーとは異なるクラス値を
有し、前記第３のクラスシグネチャーが、前記ＰＤが前記ＰＳＥデバイスによるＰｏＥ制
御のための容量を有することを示すために前記第２のクラスシグネチャーとは異なってい
る、システム。
【請求項６】
　請求項５に記載のシステムであって、
　前記第３のクラスシグネチャーが、前記ＰＤの前記公称電力レベルを前記ＰＳＥデバイ
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スに示すように、前記第３のクラスシグネチャーが、複数の公称電力レベルの１つに対応
するクラス値を有する、システム。
【請求項７】
　請求項５に記載のシステムであって、
　前記第１のクラスシグネチャーがＣｌａｓｓ４で前記ＰＤから提供され、前記第２のク
ラスシグネチャーがＣｌａｓｓ５で前記ＰＤから提供され、前記第３のクラスシグネチャ
ーが、前記公称電力レベルに対応するクラスレベルで前記ＰＤから提供される、システム
。
【請求項８】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記ＰＤが、第１のＰｏＥ信号レシーバと第２のＰｏＥ信号レシーバとを含み、
　前記ＰＳＥデバイスが、第１の電圧信号を前記第１のＰｏＥ信号レシーバに、第２の電
圧信号を前記第２のＰｏＥ信号レシーバに提供するように更に構成され、
　前記第１のＰｏＥ信号レシーバが前記第１の電圧信号の第１の事象クラシフィケーショ
ンに応答して前記クラス電流の第１のクラスシグネチャーを提供するように構成され、前
記第２のＰｏＥ信号レシーバが前記第２の電圧信号に関連付けられる第２の事象クラシフ
ィケーションに応答して第２のクラスシグネチャーを提供するように構成され、前記ＰＤ
が前記ＰＳＥデバイスによるＰｏＥ制御のための容量を有することを示すために前記第２
のクラスシグネチャーが前記第１のクラスシグネチャーより一層大きいクラス値を有する
、システム。
【請求項９】
　請求項８に記載のシステムであって、
　前記第２のＰｏＥ信号レシーバが、前記第２の電圧信号に関連付けられる第３の事象ク
ラシフィケーションに応答して第３のクラスシグネチャーを提供するように更に構成され
、前記第３のクラスシグネチャーが前記第２のクラスシグネチャーとは異なるクラス値を
有し、前記第３のクラスシグネチャーが、前記ＰＤが前記ＰＳＥデバイスによるＰｏＥ制
御のための容量を有することを示すために前記第２のクラスシグネチャーより小さく、前
記第３のクラスシグネチャーが前記ＰＳＥデバイスへの前記公称電力レベルに対応する、
システム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のシステムであって、
　前記ＰＳＥデバイスが、前記第３のクラスシグネチャーを介する前記公称電力レベルの
前記指示の後に、前記公称電力レベルの所望のパーセンテージに対応するクラス事象の量
として前記第１及び第２の電圧信号の少なくとも１つを提供することに基づいて前記公称
電力レベルの関数としての前記電力設定コマンドを提供するように更に構成される、シス
テム。
【請求項１１】
　ＰｏＥ照明システムであって、
　請求項１の前記ＰｏＥ制御システムを含む、ＰｏＥ照明システム。
【請求項１２】
　パワーオーバーイーサネット（ＰｏＥ）制御システムにおいて電力制御を提供する方法
であって、
　給電側機器（ＰＳＥ）デバイスからイーサネット接続を介して電圧信号の事象クラシフ
ィケーションを提供することと、
　前記電圧信号のクラス電流に基づいて、電力供給されるデバイス（ＰＤ）のＰｏＥ信号
レシーバを介するクラスシグネチャーに基づく公称電力レベルを示すことと、
　前記ＰＳＥデバイスから前記ＰｏＥ信号レシーバへの前記電圧信号のクラス事象の量に
関連付けられる電力設定コマンドを提供することであって、前記電力設定コマンドが前記
公称電力レベルのパーセンテージに対応する、前記提供することと、
　前記電力設定コマンドに基づいて前記公称電力レベルの前記パーセンテージで動作する
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ように前記ＰＤをアクティブにすることと、
　を含む、方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法であって、
　複数のクラスシグネチャーに基づいて前記ＰＳＥデバイスによるＰｏＥ制御のための容
量を示すことを更に含み、
　前記公称電力レベルを示すことが、前記複数のクラスシグネチャーの最後のクラスシグ
ネチャーに基づいて前記公称電力レベルを示すことを含む、方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法であって、
　前記事象クラシフィケーションを提供することが、第１の事象クラシフィケーションと
第２の事象クラシフィケーションと第３の事象クラシフィケーションとを提供することを
含み、
　前記ＰｏＥ制御のための容量を示すことが、前記第１の事象クラシフィケーションに応
答して提供される前記複数のクラスシグネチャーの第１のクラスシグネチャーと、前記第
２の事象クラシフィケーションに応答して提供される前記複数のクラスシグネチャーの第
２のクラスシグネチャーと、前記複数のクラスシグネチャーの前記第２のクラスシグネチ
ャーより小さいクラス値を有する前記複数のクラスシグネチャーの第３のクラスシグネチ
ャーとに基づいて、前記ＰＳＥデバイスによるＰｏＥ制御のための前記容量を示すことを
含み、前記複数のクラスシグネチャーの前記第１及び第２のクラスシグネチャーが異なる
クラス値を有する、方法。
【請求項１５】
　請求項１２に記載の方法であって、
　前記公称電力レベルを示すことが、複数の所定の公称電力レベルの１つに対応する前記
複数のクラスシグネチャーの前記最後のクラスシグネチャーの値に基づいて前記公称電力
レベルを示すことを含み、
　前記電力設定コマンドを提供することが、前記複数の所定の公称電力レベルの前記１つ
の公称電力レベルのパーセンテージに対応する前記電力設定コマンドを提供することを含
む、方法。
【請求項１６】
　請求項１２に記載の方法であって、
　前記事象クラシフィケーションを提供することが、前記イーサネット接続の第１のポー
トを介して第１の事象クラシフィケーションを提供することと、前記イーサネット接続の
第２のポートを介して第２の事象クラシフィケーションを提供することとを含み、
　前記公称電力レベルを示すことが、第１の電圧信号のクラス電流に基づく前記ＰＤの第
１のＰｏＥ信号レシーバを介する第１のクラスシグネチャーと、第２の電圧信号のクラス
電流に基づく前記ＰＤの第２のＰｏＥ信号レシーバを介する第２のクラスシグネチャーと
に基づいて前記公称電力レベルを示すことを含み、
　前記電力設定コマンドを提供することが、前記第１のＰｏＥ信号レシーバと第２のＰｏ
Ｅ信号レシーバとのそれぞれの少なくとも１つへの前記第１の電圧信号と前記第２の電圧
信号との少なくとも１つのクラス事象の量に関連付けられる前記電力設定コマンドを提供
することを含む、方法。
【請求項１７】
　パワーオーバーイーサネット（ＰｏＥ）制御システムであって、
　イーサネット接続を介して電圧信号を受信するように構成される電力供給されるデバイ
ス（ＰＤ）であって、前記受信した電圧信号のクラス電流を介する第１の事象クラシフィ
ケーションと、前記クラス電流を介する第２のクラスシグネチャーと、第３のクラスシグ
ネチャーとに応答して第１のクラスシグネチャーを提供するように構成されるＰｏＥ信号
レシーバを含み、前記第２のクラスシグネチャーが前記第１のクラスシグネチャーとは異
なるクラス値を有し、前記第３のクラスシグネチャーが、前記ＰＤがＰｏＥ制御のための
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容量を有することを示すために前記第２のクラスシグネチャーより小さいクラス値を有し
、前記第３のクラスシグネチャーが前記ＰＤの公称電力レベルを示す、前記ＰＤと、
　前記電圧信号を生成し、ＰｏＥ制御のための前記容量と前記公称電力レベルとを判定す
るために前記電圧信号の前記クラス電流を測定するように構成される給電側機器（ＰＳＥ
）デバイスであって、前記ＰＤが電力設定コマンドに基づく電力レベルで動作し得るよう
に、前記公称電力レベルの関数としての前記電力設定コマンドを前記電圧信号を介して前
記ＰｏＥ信号レシーバに提供するように構成されるＰｏＥコントローラを含む、前記ＰＳ
Ｅデバイスと、
　を含む、システム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のシステムであって、
　前記ＰＳＥデバイスが、前記公称電力レベルの所望のパーセンテージに対応するコード
に関連付けられるクラス事象の量として前記電圧信号を提供することに基づいて前記公称
電力レベルの関数としての前記電力設定コマンドを提供するように更に構成される、シス
テム。
【請求項１９】
　請求項１７に記載のシステムであって、
　前記ＰＤが、第１のＰｏＥ信号レシーバと第２のＰｏＥ信号レシーバとを含み、
　前記ＰＳＥデバイスが、第１の電圧信号を前記第１のＰｏＥ信号レシーバに、第２の電
圧信号を前記第２のＰｏＥ信号レシーバに提供するように更に構成され、
　前記第１のＰｏＥ信号レシーバが前記第１の電圧信号の第１の事象クラシフィケーショ
ンに応答して前記クラス電流の第１のクラスシグネチャーを提供するように構成され、前
記第２のＰｏＥ信号レシーバが前記第２の電圧信号に関連付けられる第２の事象クラシフ
ィケーションに応答して第２のクラスシグネチャーを提供するように構成され、前記第２
のクラスシグネチャーが前記第１のクラスシグネチャーより大きいことに基づいて前記Ｐ
Ｄが前記ＰＳＥデバイスによるＰｏＥ制御のための容量を有することを示すように構成さ
れる、システム。
【請求項２０】
　請求項１８に記載のシステムであって、
　前記第２のＰｏＥ信号レシーバが、前記公称電力レベルに対応する前記第３のクラスシ
グネチャーを介して前記公称電力レベルを前記ＰＳＥデバイスに示すように更に構成され
、
　前記ＰＳＥデバイスが、前記公称電力レベルの所望のパーセンテージに対応するクラス
シグネチャーに関連付けられるクラス事象の量として前記第１及び第２の電圧信号の少な
くとも１つを提供することに基づいて前記公称電力レベルの関数として前記電力設定コマ
ンドを提供するように更に構成される、システム。
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