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(57)【要約】
　デジタル電力ネットワークは、以下を含む少なくとも
１つのデジタル電力ルーティングデバイスを含む：（ａ
）少なくとも１つのＤＣ電力バス、（ｂ）
少なくとも２組の電力端子をそれぞれ備える少なくとも
２つの電力制御要素であって、電力端子の少なくとも１
組がパケットエネルギー伝達フォーマットの電力を受け
入れ、且つ、各電力制御要素が１組の電力端子のＤＣ電
力バスへの接続を可能にする電気接続を有する、電力制
御要素、及び（ｃ）デジタル電力ネットワーク内の少な
くとも１つの電力制御要素から少なくとも１つの他の電
力制御要素に電力を送るために電力制御要素内の制御機
能を実行することができる少なくとも１つのネットワー
クコントローラ。デジタル電力ネットワークは、少なく
とも１つの電源及び少なくとも１つの負荷をさらに含む
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル電力ネットワークであって、
　電力制御要素間の電力のルーティングを容易にするように構成された少なくとも１つの
デジタル電力ルーティングデバイスであって、
ａ）少なくとも１つのＤＣ電力バスと、
ｂ）少なくとも２組の電力端子をそれぞれ備える少なくとも２つの電力制御要素であって
、前記電力端子の組の少なくとも１つがパケットエネルギー伝達フォーマットの電力を受
け入れ、且つ、各電力制御要素がその電力端子の１組を前記ＤＣ電力バスに接続すること
を可能にするように構成された電気接続を有する電力制御要素と、
ｃ）前記電力要素内の制御機能を実行してデジタル電力ネットワーク内の少なくとも１つ
の電力制御要素から少なくとも１つの他の電力制御要素に電力を送り込むように動作でき
る少なくとも１つのネットワークコントローラと
を含むデジタル電力ルーティングデバイスと、
　少なくとも１つの前記電力制御要素に結合される少なくとも１つの電源と、
　少なくとも１つの前記電力制御要素に結合される少なくとも１つの負荷と
を含むデジタル電力ネットワーク。
【請求項２】
　前記ネットワークコントローラ機能が前記電力制御要素の１つに配置される、請求項１
に記載のデジタル電力ネットワーク。
【請求項３】
　前記デジタル電力ルーティングデバイスが、前記ＤＣバスとは別の少なくとも１つのデ
ジタル電力バスを含み、前期デジタル電力バスは、１つの電力制御要素から少なくとも１
つの別の電力制御要素へのパケットエネルギー伝達フォーマットの電力の直接送電を容易
にする、請求項１に記載のデジタル電力ネットワーク。
【請求項４】
　第１デジタル電力ルーターの前記デジタル電力バスに接続されている第１電力制御要素
が、同一デジタル電力ルーター中の同一デジタル電力バスに接続されている第２電力制御
要素にパケットエネルギー伝達フォーマットの電力を与え、且つ、前記第２電力制御要素
が第２デジタル電力ルーターに接続されている第３電力制御要素に前記デジタル電力を送
る、請求項３に記載のデジタル電力ネットワーク。
【請求項５】
　１つの電力制御要素から別の電力制御要素に電力を送るための各選択肢に重み付け値を
割り当てるアルゴリズムを実行して、安全性、弾力性及び効率性の属性に基づいてルーテ
ィング決定を最適化することを可能にする、請求項１に記載の少なくとも１つのネットワ
ークコントローラ。
【請求項６】
　第１デジタル電力ルーティングデバイスに含まれている前記ネットワークコントローラ
が、第２デジタル電力ルーティングデバイスに配置されている第２ネットワークコントロ
ーラとルーティング情報を交換し、それにより前記第１デジタル電力ルーティングデバイ
スに接続されているネットワーク電力制御要素間のルーティング決定が、前記第２デジタ
ル電力ルーティングデバイスに配置されている前記ネットワークコントローラにより行わ
れることを可能にする、請求項１に記載のデジタル電力ネットワーク。
【請求項７】
　電力制御要素間のデジタル電力のルーティング方法であって、
　少なくとも２組の電力端子及びパケットエネルギー伝達フォーマットの電力を送電する
少なくとも１組の電力端子をそれぞれ有する複数の電力制御要素間のデジタル電力のルー
ティングを行うために少なくとも１つのデジタル電力ルーティングデバイスを使用するこ
とを含む方法であって、前記デジタル電力ルーティングデバイスが、
ａ）少なくとも１つのＤＣ電力バスと、
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ｂ）少なくとも２つの電力制御要素であって、各電力制御要素の少なくとも１つの電力端
子が前記ＤＣ電力バスに接続される電力制御要素と、
ｃ）デジタル電力ネットワーク内の少なくとも１つの電力制御要素から少なくとも１つの
他の電力制御要素に電力を送るために前記電力制御要素内の制御機能を実行する少なくと
も１つのネットワークコントローラと
を含む方法。
【請求項８】
　前記ネットワークコントローラ機能が前記電力制御要素の１つに配置される、請求項７
に記載の方法。
【請求項９】
　前記デジタル電力ルーティングデバイスが前記ＤＣバスとは別の少なくとも１つのデジ
タル電力バスを含み、前記デジタル電力バスがパケットエネルギー伝達フォーマットの電
力を１つの電力制御要素から少なくとも１つの別の電力制御要素に直接送る、請求項７に
記載の方法。
【請求項１０】
　第１デジタル電力ルーターの前記デジタル電力バスに接続されている第１電力制御要素
が同一デジタル電力ルーター中の同一デジタル電力バスに接続されている第２電力制御要
素にパケットエネルギー伝達フォーマットの電力を与え、且つ、前記第２電力制御要素が
第２デジタル電力ルーターに接続されている第３電力制御要素にデジタル電力を送る、請
求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記コントローラが１つの電力制御要素から別の電力制御要素に電力を送るための各選
択肢に重み付け値を割り当てるアルゴリズムを実行することにより、安全性、弾力性及び
効率性の属性に基づいてルーティング決定を最適化する、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　第１デジタル電力ルーティングデバイスに配置されている前記ネットワークコントロー
ラが第２デジタル電力ルーティングデバイスに配置されているネットワークコントローラ
とルーティング情報を交換することにより、前記第１デジタル電力ルーティングデバイス
に接続されているネットワーク電力制御要素間のルーティング決定が前記第２デジタル電
力ルーティングデバイスに配置されている前記ネットワークコントローラにより行われる
ことを可能にする、請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　ＰＥＴプロトコルを使用する典型的デジタル送電システムが米国特許第８，７８１，６
３７号明細書（Ｅａｖｅｓ　２０１２）に記載されている。
【０００２】
　在来のアナログ電力システムとの比較におけるデジタル送電システムの主要な識別要素
は、電気エネルギーが別々の装置に分散されること及びそれらの個別エネルギー装置に安
全性、効率性、弾力性、制御又はルーティングを最適化するために使用できるアナログ及
び／又はデジタル情報を関連付け得ることである。
【０００３】
　Ｅａｖｅｓ　２０１２により記述されているように、電源コントローラ及び負荷コント
ローラは、送電導体により接続されている。Ｅａｖｅｓ　２０１２の電源コントローラは
、送電導体を電源から周期的に切り離し（切断し）、且つ、導体の切り離しの直前及び直
後において、少なくとも、電源コントローラ端子に存在する電圧特性を分析する。導体上
の電圧の立ち上がり及び立ち下がりの速度は、送電システム導体上に故障状態が存在する
か否かを示す。測定可能な故障は、短絡、高い線路抵抗又は誤って導体に接触している人
間の存在を含むが、それらに限定されない。Ｅａｖｅｓ　２０１２は、安全をさらに高め
るか又は全エネルギー又は負荷コントローラ端子における電圧などのエネルギー伝達の一
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般的特性を与えるために、電源コントローラと負荷コントローラの間において送電導体経
由で送受されるデジタル情報についても記述している。ＰＥＴシステムにおけるエネルギ
ーは離散量すなわち定量として伝達されるので、それは、「デジタル電力」と称すること
ができる。
【０００４】
　Ｅａｖｅｓ　２０１２が単一電源から負荷デバイスへの電力伝達に重点的に取り組んで
いる部分に続く検討において、複数の負荷、電源、エネルギー貯蔵デバイス及びその他の
従来型電力グリッドを含むデジタル電力ネットワーク要素を最適に調整してデジタル電力
ネットワークを形成するための方法が記述された。開示されたデジタル電力ネットワーク
アーキテクチャは、電力の安全な弾力的且つ効率的伝達のための基盤を与え、且つ、これ
らの属性を最適化する優先順位構造をもたらす。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書では、デジタル電力ネットワーク及び電力制御要素間におけるデジタル電力の
ルーティング方法について記述する。この記述において、装置及び方法の様々な実施形態
は、以下において記述する要素、特徴及びステップの一部又はすべてを含み得る。
【０００６】
　デジタル電力ネットワークは、電力制御要素間における電力のルーティングを容易にす
るためのデジタル電力ルーティングデバイスを少なくとも１つ含む。デジタル電力ルーテ
ィングデバイスは、以下を含む：（ａ）少なくとも１つのＤＣ電力バス、（ｂ）それぞれ
少なくとも２組の電力端子を備える少なくとも２つの電力制御要素であって、電力端子の
これらの組のうち少なくとも１つはパケットエネルギー伝達フォーマットの電力を受け入
れ、且つ、各電力制御要素がその電力端子の１つの組をＤＣ電力バスに接続することがで
きるように構成された電気接続（たとえば、これらの端子をＤＣ電力バスに選択的に接続
するワイヤ及び／又は電子スイッチ）を有する電力制御要素、及び（ｃ）デジタル電力ネ
ットワーク内の少なくとも１つの電力制御要素から少なくとも１つの他の電力制御要素に
電力を送るためにネットワーク電力制御要素内の制御機能を実行できる少なくとも１つの
ネットワークコントローラ。デジタル電力ネットワークは、電力制御要素の少なくとも１
つに結合された少なくとも１つの電源及び電源制御要素の少なくとも１つに結合された少
なくとも１つの負荷をさらに含む。
【０００７】
　特定の実施形態では、ネットワークコントローラ機能は、ネットワーク電力制御要素の
１つに置かれる。別の実施形態においては、デジタル電力ルーターはＤＣバスとは別のデ
ジタル電力バスを少なくとも１つ含んでおり、このデジタル電力バスは、１つの電力制御
要素から少なくとも１つの他の電力制御要素へのパケットエネルギー伝達フォーマットの
電力の直接送電を容易にしている。
【０００８】
　特定の実施形態では、コントローラは、１つの電力制御要素から他の電力制御要素へ送
電するための各選択肢に重み付け値を割り当てるアルゴリズムを実行し、それにより安全
性、弾力性及び効率性の属性に基づいてルーティング決定の最適化を可能にする。別の実
施形態においては、第１デジタル電力ルーティングデバイスに置かれているネットワーク
コントローラは、第２デジタル電力ルーティングデバイスに置かれているネットワークコ
ントローラとルーティング情報を交換し、それにより第２デジタル電力ルーティングデバ
イスに置かれているネットワークコントローラが第１デジタル電力ルーティングデバイス
に接続されているネットワーク電力制御要素間のルーティングを決定することを可能にす
る。
【０００９】
　特定の実施形態では、第１電力制御要素は、第１デジタル電力ルーターのデジタル電力
バスに接続されており、同一デジタル電力ルーター中の同一デジタル電力バスに接続され
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ている第２電力制御要素にパケットエネルギー伝達フォーマットの電力を供給する。次に
この第２電力制御要素は、第２デジタル電力ルーターに接続されている第３電力制御要素
にデジタル電力を送る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本明細書において記述されるデジタル電力ネットワークの概要を示す。
【００１１】
　添付図において、同様な参照文字は、種々の図を通じて同一又は同様な部分を指してい
る。また、アポストロフィは、同じ参照番号を共有する同一又は同様な項目の多重出現を
区別するために使用されている。図面は、必ずしも原寸に比例しておらず、むしろ下記に
おいて説明する例示における特定の原理を説明するために強調表示される。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の様々な態様の前記及びその他の特徴及び長所は、本発明の広い範囲内における
様々なコンセプト及び特定の実施形態について以下に示すより詳細な説明から明らかにな
るであろう。上記において紹介され、以下においてより詳しく説明される主題事項の様々
な態様は、その主題事項がいずれの特定の実現方法にも限定されていないので多数の方法
のいずれかによっても実現可能である。幾つかの特定の実現例及び応用例は、主として説
明を目的として示される。
【００１３】
　本明細書において特に別段の定義、使用又は特徴付けがされていない限り、本明細書に
おいて使用される用語（技術用語及び科学用語を含む）は、関連技術の文脈において受け
入れられているそれらの意味と一致する意味を有するものとして解釈されるべきであり、
且つ、本明細書において理想化又は過度に形式化された意味を有するものとして明確に定
義されていない限り、そのように解釈されるべきでない。たとえば、特定の組成に言及す
る場合、実際の不完全な現実に適用されるのであるから、その組成は、完全には純粋でな
くとも、実質的には純粋とされ得る。たとえば、少なくとも微量不純物（たとえば１又は
２％未満）の潜在的存在は、この記述の範囲内にあるものと解され得る。同様に、特定の
形状に言及する場合、その形状は、たとえば、製造許容誤差のために理想的形状から変化
した不完全な形状を含むことを意図する。本明細書において表現されるパーセンテージ又
は濃度は、重量によって又は容積によって表すことができる。後述するプロセス、製法及
び現象は、別段の指定のない限り、環境気圧（たとえば、約５０～１２０ｋＰａ－たとえ
ば、約９０～１１０ｋＰａ）及び環境温度（たとえば、２０～５０℃－たとえば、約１０
～３５℃）において発生し得る。
【００１４】
　用語、第１の、第２の、第３の等は、本明細書においては様々な要素を記述するために
使用され得るが、これらの要素は、これらの用語により限定されないものとする。これら
の用語は、単に１つの要素を他の要素から区別するために使用される。したがって、後述
される第１要素は、例示的な実施形態の教示から逸脱することなく第２要素と名付けられ
得る。
【００１５】
　「上」、「下」、「左」、「右」、「前」、「後」等の空間的関係を表す用語は、本明
細書においては、図面において示されているように、１つの要素の他の要素に対する関係
を示す記述を容易にするために使用される。空間的関係を表す用語及び図示配置は、使用
されるか又は作動する装置について、本明細書において記述され、且つ、図面に描かれる
方向のほかに他の種々の方向を包含することが理解される。たとえば、図面中の装置が反
転された場合、他の要素又は物に対して「下に」又は「真下に」に位置するとして記述さ
れた要素は、それらの他の要素又は物に対して「上に」位置することになる。したがって
、例示した用語、「上に」は、上及び下の両方の方向を含み得る。装置は、別の方向に向
けることができるので（たとえば、９０度又は他の方向に回転させる）、本明細書におい
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て使用されている空間的関係記述子は、それに従って解釈される。
【００１６】
　さらに又、本開示においては、１つの要素が他の要素「の上に」、「に接続されて」、
「に結合されて」、「と接触して」等のように記述された場合、その要素は、別段の指定
のない限り、他の要素に対して直接に又は別の要素を挟んでその上に置かれているか、接
続されているか、結合されているか、又は接触して、存在し得る。
【００１７】
　本明細書において使用される用語は、特定の実施形態を記述するために使用されている
のであって、例示的な実施形態を限定することを意図しているものではない。本明細書に
おいて使用されている「１つの（ａ）」及び「１つの（ａｎ）」のような単数形は、文脈
により単数のみが指定される場合を除き、複数形も含むことを意図する。また、用語、「
含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ
）」及び「含む（ｃｏｍｐｒｉｎｇ）」は、記載された要素又はステップの存在を指定す
るものであるが、しかし１つ又は複数の他の要素又はステップの存在又は追加を排除しな
い。
【００１８】
　図示されている、開示されたデジタル電力ネットワークの主たる構成要素は、デジタル
電力ルーター（ルーティングデバイスとも呼ばれる）１である。ルーター１は、幾つかの
電力制御要素３ａ～３ｆを制御する。図に示されている例示電源／負荷電力制御要素３ｄ
’’’’は、エネルギー貯蔵デバイス、この場合には電池２を制御する。他の電源制御要
素３ａ’’’／３ｂ’’は、電源である太陽電池パネル８又は負荷であるＬＥＤ電灯９を
制御できる。デジタル電力ネットワーク内において電源制御要素に種々のレベルの重要度
を与えることができる。たとえば、医療用呼吸デバイス又は救急電話（９１１）用セルラ
ー無線機などの限界負荷１０に給電する電力制御要素３ｂ’には、他の要素より高い優先
度が割り当てられる。本システムは、記述されている例示の電源、負荷及びエネルギー貯
蔵デバイスに限定されない。これらは、デジタル電力ネットワークと相互作用できる無数
の装置のほんの一部にすぎないからである。
【００１９】
　電力制御要素３ａ～３ｆは、以下の機能の１つ又は複数を果たす：
・　パケットエネルギー伝達（ＰＥＴ）プロトコルによるエネルギーの安全な伝達を確認
する
・　ＰＥＴプロトコルによりアナログ電力をデジタル電力に、又はその逆に変換する
・　電圧及び／又は電流を変換及び／又は制御する、及び
・　ネットワーク内の１つのチャネルから他のチャネルに電力を切り換える。
【００２０】
　電力制御要素は、それぞれ、電力端子を含んでいる。電力端子の少なくとも１組は、電
力をパケットエネルギー伝達フォーマットから通常のＤＣ電力に逆変換する電力制御要素
内部の電子回路経由でパケットエネルギー伝達フォーマットの電力を受け入れることがで
きる。例外は、既にパケットエネルギー伝達フォーマット化されている電力を通常のＤＣ
電力に逆変換せずに他の電力制御要素に送るデジタル電力スイッチとして設計された電力
制御要素である。
【００２１】
　機能がデジタル電力伝達を含んでいる場合には常に、安全を確保するためにＰＥＴプロ
トコルが連続的に実行され、且つ、確認される。図において、図面凡例中及び図示した要
素機能ブロック内に示されているように、電力制御要素３ａ～３ｆは、それらの機能に従
って、電源３ａについてはＳとして、負荷３ｂについてはＬとして、スイッチ３ｃについ
てはＸとして標識されている。複合機能を有する電力制御要素は、複合電源／負荷要素３
ｄ、複合負荷／スイッチ要素３ｅ、及び複合電源／負荷／スイッチ要素３ｆを含む。
【００２２】
　Ｃと標識されているネットワークコントローラ要素６は、コマンドの発行、監視アルゴ
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リズムの実行及び電力制御要素３ａ～ｆ内又は他の外部ルーター内のネットワークコント
ローラ要素内に配置され得る他の処理デバイスからのデータの受信を行う。１つの実施形
態では、ネットワークコントローラは、デジタル電力ルーター内に配置されている通信バ
ス７経由でデジタル電力ルーター内の電力制御要素と通信するマイクロプロセッサを含む
。
【００２３】
　図を参照すると、電源要素３ａは、電源（Ｓ）関連機能を果たしている。この例につい
てさらに具体的に述べると、電源要素３ａ’’’は、太陽電池パネル８からのアナログＤ
Ｃ電力をより高いＤＣアナログ電圧に変換し、次にそのアナログ電圧をＰＥＴフォーマッ
トのデジタル電力に変換している。太陽電池パネル８の低電圧を高電圧に変換するために
当業者に周知の様々な電力変換アーキテクチャのいずれも使用し得る。太陽電池パネルの
動作電圧の典型的電圧はＤＣ３６～４８ボルト、及びＰＥＴデジタル電力の振幅はＤＣ３
００～４００ボルトとすることができるが、これらは本発明の範囲を限定するものではな
い。電力制御要素がＰＥＴフォーマットに変換するために使用する方法は、Ｅａｖｅｓ　
２０１２に記述されている。
【００２４】
　電力制御要素３ｂは負荷要素Ｌとして動作し、Ｅａｖｅｓ　２０１２の方法を使用して
ＰＥＴデジタル電力をデジタル電力ルーター１内で使用されるアナログＤＣ電圧レベルに
逆変換している。デジタル電力ルーター内部の典型的ＤＣ電圧は、ＤＣ３００～４００ボ
ルトのレベルであるが、これは本発明の範囲を限定するものではない。
【００２５】
　電源制御要素３ｅは、スイッチング（Ｘ）機能のほかに負荷（Ｌ）機能を含んでいるが
、これは、エネルギー源（この例では、太陽電池パネル８）を制御する場合に有益である
。スイッチング機能を使用することにより、電力制御要素３ｅは、デジタル電力からアナ
ログ電力への変換を回避し、デジタル電力をルーター１内部のアナログＤＣバス１１上の
アナログＤＣに変換するのではなく、スイッチング機能も有する他の要素にデジタル電力
を直接送ることができる。たとえば、電力制御要素３ｅは、電力を送電バス４に切り換え
て電源／負荷／スイッチ機能を有する電力制御要素３ｆにさらに送ることができる。次に
電力制御要素３ｆは、デジタル電力を電源／負荷要素３ｄ’’’’に送る。続いて電源／
負荷電力制御要素３ｄ’’’’は、デジタル電力を電池２に充電するために要求される適
切なアナログ電力レベルに変換する。電力制御要素３ｅ及び３ｆに変換ではなくスイッチ
ング機能を実行させることにより、損失が低減し、したがって転送効率が向上する。
【００２６】
　スイッチング及びルーティングに関する決定は、ネットワークコントローラ６により行
われる。しかし、ここで注目するべきは、ルーター１の外部に存在するネットワークコン
トローラ６の別の例でもその決定を下すことがあるという事実である。その理由は、具体
的には、電力の送電は、デジタル電力を第２電力ルーターに送り込むことができるスイッ
チング要素３ｃ’への接続により示されているように、全く別のデジタル電力ルーティン
グ装置へのデジタル電力の送電を含み得るからである。図に示されている別の内部送電バ
ス５は、複数の送電経路及び接続の同時設定を可能にする。応用の必要に応じて、３つ以
上の内部送電バスを設けることができる。
【００２７】
方針決定
　本システムは、送電の安全性、弾力性及び効率性の最適化に基づいて電力の変換及びル
ーティングに関する決定を下すことを可能にする。電力制御要素（たとえば、電源及び負
荷）に割り当てられる優先度に基づいて追加するべき考慮事項がある。たとえば一般照明
９に対比して医療救命デバイス１０により高い優先度を与えることである。
【００２８】
　本システム中の利用可能な電力制御要素、それらの状態及びルーティング指令に関する
情報は、ルーティングテーブルにより管理される。このテーブルは、今日のデータルータ
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ー産業の当業者によく知られているツール（家庭又はデータセンターで使用されているイ
ーサネット(登録商標)ルーターなど）である。
【００２９】
　ルーティングテーブルは、様々なルーティング決定に「コスト」を割り当てる機能を含
んでいる。前出の例においては、太陽電池パネル８からのデジタルＰＥＴフォーマットの
電力は、先ずデジタル電力ルーター１内でアナログ電力に逆変換される代わりに、電池２
に直接送り込まれ、それにより変換損失の低減及び効率の改善を実現した。この決定は、
変換方策決定をそれに代わるスイッチング及びルーティングの方策決定より不利にするコ
スト変数をスイッチング動作に割り当てることにより行われる。しかし電池２が完全充電
されており、もはやエネルギーを受け入れることができない場合、コスト変数が更新され
、太陽電池パネル８からの電力を他の場所に送るか又はこの電力をデジタル電力ルーター
１により使用される内部アナログＤＣ電力に変換するように決定が変更される。ルーティ
ングテーブルは、コントローラ６に接続されている図示される外部通信リンク１１経由で
自己のコスト変数を第１ルーター１にすでに伝えてある第２デジタル電力ルーターに電力
を送り込む際のルーティングコストも含み得る。同様に、第１デジタル電力ルーター１は
、そのコスト変数を他の接続デジタル電力ルーターに伝え、その結果としてこれらのルー
ターとの間で電力を送受することができる。
【００３０】
　上述のルーティングコスト例において述べたように、電池を制御する要素のような外部
電力制御要素は、その状態をデジタル電力ルーター１に伝える必要がある場合もある。電
池２の例では、電池２の充電状態を示す状態変数を有する必要があった。デジタル電力ル
ーター１内部の電力制御要素とデジタル電力ルーター１の外部の電力制御要素間の通信は
、Ｅａｖｅｓ　２０１２において記述されているインライン変調技術を使用する送電用導
体と同一の導体により、又は電力制御要素とデジタル電力ルーターコントローラ６間の外
部有線又は無線通信経由で行うことができる。通信は、電力制御要素が識別コード、状態
、特性及び能力を含み得るデータを伝達できるデジタル電力ネットワークの「プラグアン
ドプレイ」設定を可能にするためにも有益である。しかし、自動設定なしの場合でも、デ
ジタル電力ルーティングテーブルは、オペレーター又は工場設定のインターフェースを使
用して行う電力制御要素の手動設定を可能にする。
【００３１】
　デジタル電力ルーターコントローラ６と電力制御要素間の通信機能はネットワーク要素
のタイプ又は状態の変化の動的更新も可能とし、且つ、電源機能の遂行と負荷又はスイッ
チ機能の遂行間の切り換えのようなネットワーク要素機能の変更を可能にする。
【００３２】
　本発明の実施形態の記述において、明確性を期して特定の専門用語を使用した。その記
述では、特定の述語は、少なくとも、同様な方法で機能して同様な結果を達成する技術的
且つ機能的な等価物を含むことを意図している。また、本発明の特定の実施形態が複数の
システム要素又は方法ステップを含む幾つかの例においては、これらの要素又はステップ
は、単一の要素又はステップにより置換され得る。同様に単一の要素又はステップは、同
一の目的を果たす複数の要素又はステップにより置換され得る。さらに、様々な特性のパ
ラメータ又はその他の値が本発明の実施形態のために本明細書において指定される場合、
これらのパラメータ又は値は、別段の指定のない限り、１／１００、１／５０、１／２０
、１／１０、１／５、１／３、１／２、２／３、３／４、４／５、９／１０、１９／２０
、４９／５０、９９／１００等に（又は１、２、３、４、５、６、８、１０、２０、５０
、１００倍等に）増減調整すること、又はその四捨五入近似値により置き換えることがで
きる。さらに、この発明は、その特定の実施形態に関連して教示及び記述されているが、
当業者は、本発明の範囲から逸脱することなく、これらの実施形態に対する形態及び詳細
における様々な置換及び変更を行い得ることを理解するであろう。さらに、他の特徴、機
能及び長所も本発明の範囲内に存在するが、本発明のすべての実施形態は、必ずしも上述
された長所のすべてを達成すること、又は上述された特徴のすべてを有することを要しな
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い。また、１つの実施形態に関連して本明細書において考察されたステップ、要素及び特
徴は、同様に他の実施形態に関連して使用され得る。本出願全体を通じて引用された参照
原本、学術論文、特許、特許出願等を含む参照文献の内容は、参照により本明細書に全面
的に包含される。そしてこれらの参照文献からの適切な構成要素、ステップ、及び特徴付
けは、この発明の実施形態に含まれることも、含まれないこともあり得る。さらにまた、
背景技術の項において示されている構成要素及びステップは、この開示の一環であり、且
つ、本発明の範囲内における開示中のいずれかの場所において記述された構成要素及びス
テップとともに使用されること又はそれに代わることができる。方法クレームにおいて段
階が特定の順序で記述される場合－参照を容易にするために追加される順序づけ前置記号
を伴って又は伴わずに－これらの段階は、用語又は表現により別段の指定又示唆がなされ
ていない限り、これらの記述された順序に時間的に限定されると解するべきではない。

【図１】
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