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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力管理を、入力電力を複数の電源出力からなる電源出力群及び複数の負荷からなる負
荷群に供給する電源に対して行なう方法であって、該方法は：
　前記電源から前記電源出力群及び前記負荷群に供給される入力電力を測定するステップ
と、
　前記入力電力が第１設定電力値を上回り、かつ該第１設定電力値よりも大きい第２設定
電力値を下回る場合に、第１電力制限モードに入るステップと、
　前記入力電力が前記第２設定電力値を上回る場合に、第２電力制限モードに入るステッ
プとを含み、
　前記第１電力制限モードは、
　　未使用電源出力のそれぞれを無効化するステップと、
　　前記負荷群及び残りの電源出力群に供給された、結果として得られる第１入力電力を
測定するステップと、
　　前記結果として得られる第１入力電力が前記第２設定電力を上回る場合に、前記第２
電力制限モードに入るステップと、
　　前記結果として得られる第１入力電力が、前記第１設定電力値よりも小さい第１解除
電力値を下回る状態を、第１解除タイマー値よりも長い第１時間区間に亘って保持する場
合に、前記無効電源出力群のそれぞれを有効化するステップと、
　　前記結果として得られる第１入力電力が、前記第１解除電力値を前記第１時間区間に
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亘って上回る場合に、前記結果として得られる第１入力電力を測定するステップ及び前記
第２電力制限モードに入るステップを繰り返し、前記結果として得られる第１入力電力が
前記第１解除電力値を下回る状態を、前記第１解除タイマー値よりも長い次の時間区間に
亘って保持する場合に、前記無効電源出力群のそれぞれを有効化し、かつ前記第１電力制
限モードから脱するステップと、を含み、
　前記第２電力制限モードは、
　　すべての前記電源出力群を無効化するステップと、
　　前記負荷群に供給された、結果として得られる第２入力電力を測定するステップと、
　　前記結果として得られる第２入力電力が、前記第２設定電力値よりも小さく、かつ前
記第１解除電力値よりも小さい第２解除電力値を下回る状態を、第２解除タイマー値より
も長い第２時間区間に亘って保持する場合に、前記無効電源出力群のそれぞれを有効化し
、かつ前記第２電力制限モードを脱するステップと、
　　前記結果として得られる第２入力電力が前記第２解除電力値を前記第２時間区間に亘
って上回る場合に、前記結果として得られる第２入力電力を測定するステップを繰り返し
、前記結果として得られる第２入力電力が前記第２解除電力値を下回る状態を、第２解除
タイマー値よりも長い次の第２時間区間に亘って保持する場合に、前記無効電源出力群の
それぞれを有効化し、かつ前記第２電力制限モードを脱するステップと、を含む、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　更に：
　前記第１設定電力値を、前記電源の最大電力基準制限値の第１所定百分率に等しい値と
して設定し、前記第１解除電力値を、前記第１設定電力値から第１所定電流オフセットを
減算した値に等しい値として設定し、そして前記第１解除タイマー値を、第１所定秒とし
て設定するステップ、及び
　前記第２設定電力値を、前記電源の最大電力基準制限値の第２所定百分率に等しい値と
して設定し、前記第２解除電力値を、前記第２設定電力値から第２所定電流オフセットを
減算した値に等しい値として設定し、そして前記第２解除タイマー値を、第２所定秒とし
て設定するステップ、
のうちの少なくとも１つのステップを含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記入力電力を測定する前記ステップでは、多相電源から前記電源出力群及び前記負荷
群に供給される多相入力電力を、前記電源の各電力相について測定し、
　前記結果として得られる第１入力電力を測定する前記ステップでは、前記負荷群及び前
記残りの電源出力群に供給され、かつ結果として得られる第１入力電力を、前記電源の各
電力相について測定し、
　前記結果として得られる第２入力電力を測定する前記ステップでは、前記負荷群に供給
され、かつ結果として得られる第２入力電力を、前記電源の各電力相について測定する、
請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　少なくとも１つの電源出力および負荷は、前記電源の各電力相に接続され、そして
　前記電源出力群のそれぞれおよび前記負荷群のそれぞれには、前記入力電力の選択相か
ら出力され、かつ単相出力電力を含む出力電力が供給される、
請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　更に、前記入力電力を、前記電源出力群及び前記負荷群に適する少なくとも１つの出力
電力に変換するステップを含む、
請求項１から４の何れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　電力管理を行なうコンピュータプログラム製品であって、該コンピュータプログラム製
品は、１つ以上の機械可読記憶媒体に符号化され、そして請求項１から５の何れか一項に
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記載の方法を実行する命令を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項７】
　電源と、
　前記電源から出力電力として複数の電源出力からなる電源出力群及び複数の負荷からな
る負荷群に供給される入力電力を分配する電力分配システムと、
　前記電力分配システムを介した前記電源出力群及び前記負荷群への前記出力電力の分配
を、請求項１から５の何れか一項に記載の方法に従って管理する電力制御システムと、
を備える、電力管理システム。
【請求項８】
　前記電源は、複数の電源サブシステムを有する多相電源を含み、前記電源サブシステム
群の各電源サブシステムは、主電力の選択相を入力し、そして前記入力電力の選択相を供
給する、請求項７に記載の電力管理システム。
【請求項９】
　前記電源出力群は複数のグループに分けられ、前記電力分配システムは、前記入力電力
を前記電源から入力し、そして前記入力電力を、前記複数のグループのうちの１つにおけ
る前記電源出力に対応する前記出力電力に変換する少なくとも１つの電力変換システムを
含む、請求項７又は８に記載の電力管理システム。
【請求項１０】
　前記電力変換システムは多相電力を入力し、そして前記多相電力の各相を、該当する前
記電源出力群に対応する前記出力電力に変換する、請求項９に記載の電力管理システム。
【請求項１１】
　前記電力制御システムは、前記電源サブシステム群及び／又は前記電力変換システムに
おける前記入力電力を測定する、請求項８から１０の何れか一項に記載の電力管理システ
ム。
【請求項１２】
　乗客輸送手段に搭載して取り付けるために適するビークル情報システムであって：
　ヘッドエンドシステムと通信するエリア分配ボックスと、
　前記エリア分配ボックスに接続される複数の座席電子機器ボックスと、を備え、前記座
席電子機器ボックス群及び複数の電源出力の各々は、該当する乗客座席グループに接続さ
れ、
　前記ヘッドエンドシステムは、電源から出力電力として前記座席電子機器ボックス群及
び前記電源出力群に供給される入力電力の分配を、請求項７から１１の何れか一項に記載
の通りに管理する、
ビークル情報システム。
【請求項１３】
　更に：
　前記ヘッドエンドシステムと通信する第２エリア分配ボックスと、
　前記第２エリア分配ボックスに接続される複数の第２座席電子機器ボックスと、を備え
、前記第２座席電子機器ボックス群及び複数の第２電源出力の各々は、該当する第２乗客
座席グループに接続され、
　前記ヘッドエンドシステムは、前記電源から出力電力として前記第２座席電子機器ボッ
クス群及び前記第２電源出力群に供給される入力電力の分配を管理する、
請求項１２に記載のビークル情報システム。
【請求項１４】
　各該当する乗客座席グループの前記座席電子機器ボックス及び前記電源出力群、及び／
又は各該当する第２乗客座席グループの前記第２座席電子機器ボックス及び前記第２電源
出力群はそれぞれ、前記入力電力を、前記電源の該当する電源サブシステムから入力する
、
請求項１２又は１３に記載のビークル情報システム。
【請求項１５】
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　前記ヘッドエンドシステムは、前記入力電力を、前記乗客座席グループ群の前記座席電
子機器ボックス群及び前記電源出力群に供給する各電源サブシステムに対応する設定電力
値、解除電力値、及び解除タイマー値を設定し、そして前記入力電力を、前記第２乗客座
席グループ群の前記第２座席電子機器ボックス群及び前記第２電源出力群に供給する各電
源サブシステムに対応する第２設定電力値、第２解除電力値、及び第２解除タイマー値を
設定する、
請求項１２から１４の何れか一項に記載のビークル情報システム。
【請求項１６】
　前記乗客座席グループ群に対応する前記設定電力値、前記解除電力値、及び前記解除タ
イマー値のうちの少なくとも１つは、前記第２乗客座席グループ群に対応する前記第２設
定電力値、前記第２解除電力値、及び前記第２解除タイマー値のうちの少なくとも１つと
は異なる、
請求項１２から１５の何れか一項に記載のビークル情報システム。
【請求項１７】
　胴体と、
　前記胴体内に配置され、かつ選択乗客座席グループに接続される座席電子機器ボックス
に接続される複数の乗客座席であって、前記乗客座席群の各乗客座席が電源出力を含む、
前記複数の乗客座席と、
　前記胴体に接続され、かつ電源から出力電力として前記座席電子機器ボックス及び前記
電源出力群に供給される入力電力の分配を、請求項１２から１６の何れか一項に記載の通
りに管理するビークル情報システムと、
を備える、航空機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の実施形態は概して、電力管理システムに関するものであり、特に、これに限ら
れる訳ではないが、乗客輸送手段に搭載して取り付けられる情報システムへの使用に適し
た動的電力管理システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車及び航空機のような乗客輸送手段は多くの場合、コンテンツを旅行中に視聴した
いという乗客の欲求を満たす情報システムを提供する。
【０００３】
　従来の乗客情報システムは、選択視聴コンテンツを提示するために個別のコントロール
が可能な頭上客室視聴システム、及び／又は背もたれ視聴システムを含む。視聴コンテン
ツは通常、オーディオマテリアル及び／又はビデオマテリアルのような娯楽コンテンツを
含み、そして多種多様なコンテンツソースから抽出することができる。例えば、動画及び
音楽のような事前記録視聴コンテンツは、輸送手段の内部に搭載されるオーディオシステ
ム及びビデオシステムのような内部コンテンツソースから供給することができる。外部コ
ンテンツソースは同様に、衛星放送テレビ番組またはラジオ番組、及びインターネットコ
ンテンツを含む視聴コンテンツを輸送手段に無線通信システムを介して送信することがで
きる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　これらの情報システムは通常、厳しい電力需給、厳しい重量制限、及び他の制約の下で
、乗客輸送手段に搭載して取り付けられる場合に動作するように設計する必要がある。航
空機用途では、例えば最新の民間航空機設計のトレンドとして、より少ない消費電力で動
作する電力発生モデルを取り入れて、航空機の飛行性能及び動作特性を向上させようとし
ている。しかしながら、より少ない消費電力で動作する電力発生モデルは、電力容量を低
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く抑えるので、客室全体において使用されるために適正化することができる電力量を更に
低く制限してしまう。益々厳しくなる電力制限を遵守する必要があるにも拘わらず、機内
娯楽分野では近年、乗客による電力使用量が、パーソナル電子（または、メディア）機器
（ＰＥＤ）電源だけでなく、乗客座席におけるユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）及び
ラップトップ接続のような多数の商用既製（ｃｏｍｅｒｃｉａｌ　ｏｆｆ－ｔｈｅ－ｓｈ
ｅｌｆ：ＣＯＴＳ）テクノロジーを導入することにより指数関数的に増えていることが報
告されている。
【０００５】
　高性能情報システム、及び低下する電力可用性に対する要求につながる電力使用量の増
大によって、民間航空機客室内の状態に介入する必要が生じている。現在市販されている
省電力化方式では通常、複数のマスターコントロールユニット、及び列別の一方向の３値
信号を利用して、ＰＥＤ電力のみを管理する。しかしながら、このような管理方式は、大
雑把であり、境界がなく、かつＰＥＤ電力を乗客座席別に管理することができない。これ
らの管理方式では同様に、客室内の他の機器に対する制御を行なうことができない。スタ
ンドアローン型システムとして提供される場合、これらの従来の管理方式は、煩わしく、
かつ客室内における広域電力分配を管理することができない。
【０００６】
　輸送手段の電力管理方式では、電力制限閾値を使用して、乗客座席への電力供給を中央
制御する、例えばシステムを、電力閾値を上回るときに、制限モード（または、無効モー
ドの何れか）にすることができ、この場合、特定の電源出力を無効化して、更に多くの電
力が流れてしまうのを制限する。電力消費量が閾値を下回ると、当該システムを有効動作
モードに戻すことができる。このような電力管理方式は、合計電力量が所定の制限値に収
まるように当該電力量を管理するために有効となり得るが、幾つかの環境では、特に特定
の電源出力が、動的に変化する負荷に応答して急激に無効化され、そして／または有効化
される場合に不具合を呈することが判明している。
【０００７】
　異なる電力分配方法は、電力分配グリッドのエネルギー需給モニタリング方法に適用す
ることができる、例えば個々の電力管理装置を使用して、それぞれの負荷に供給される電
力量を減らすことができ、この場合、各電力管理装置は、それぞれの負荷に電力分配グリ
ッドから供給される電気エネルギーを、電気エネルギーを供給するシステム頻度の低下が
検出されると選択的に供給する、停止する、または減らすように構成され、この場合、異
なる閾値を異なる装置に使用して、電力管理操作の効果を広める。このような電力分配方
法は、集中制御が普通、行なうことができない、または不可能であるような地上の電力供
給グリッドに適用される場合に行なうことができるが、集中制御が、ハードウェアの最小
化を行ない、かつ厳しい電力量制限値を確実に維持するために望ましいような内蔵型電力
管理システムにおいて行なうことができる可能性には劣っている。
【０００８】
　これまで説明してきたことを鑑みるに、電力管理を行なって、客室内における電力分配
及び電力使用量を最適化し、これによって、現在市販されている省電力化方式における前
述の障害及び不具合を解決する改良型システム及び方法が必要になる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本明細書において開示される第１の態様によれば、電源の電力管理を行なって、電源か
らの入力電力を複数の負荷に分配する方法が開示され、該方法は：
　前記入力電力を測定するステップと、
　前記測定入力電力が設定電力値を上回る場合に、前記複数の負荷のうちの少なくとも１
つの負荷を含む負荷グループを無効化するステップと、
　前記負荷グループを無効化した後の前記測定入力電力が、前記設定電力値よりも小さい
解除電力値を下回る状態を、解除タイマー値よりも長い時間区間に亘って保持する場合に
、前記負荷グループの前記無効負荷群の各無効負荷を有効化するステップと、を含む。
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【００１０】
　本開示の方法のこの実施形態の利点は、複数の負荷に供給される電力を集中管理して、
利用可能な入力電力量を前記負荷群に効率的に分配することができることである。個々の
電力管理装置がそれぞれの負荷を制御する構成の他の電力管理方法とは異なり、本開示の
方法の実施形態によって、負荷グループ群に対する集中制御が可能になり、これは、電力
量が厳しく制限され、かつ電力量を集中制御する必要がある乗客輸送手段におけるような
応用形態において特に有利である。
【００１１】
　乗客輸送手段に搭載される他のシステムよりも優れた本開示の方法の別の利点は、時間
区間及び解除タイマー値を使用して、無効負荷群を有効化することである。この利点によ
って、有効状態と無効状態との間の移行が、電力要求が短時間で大きく変化すると急激に
生じ得る構成の他のシステム及び方法に関連する深刻な問題を解決する。例示的な例とし
て、航空機乗客座席に供給される電力は、ビデオディスプレイ及び頭上照明のようなシス
テムに供給されるだけでなく、座席の位置を調節するためのモータ駆動コントロールに供
給される。彼／彼女の座席の位置を調節する選択を行なう乗客は、最適な位置を探しなが
ら大量の電力を短時間で流そうとすることにより、電力量が大きく変動して閾値を一時的
に超えてしまう虞がある。他のシステムでは、これによって、電力管理システムが状態を
急激に、かつ繰り返し変化させて、幾つかの電源出力が繰り返しオン及びオフして、当該
システムの他のユーザによる操作の邪魔になり、そして他のユーザがイライラする可能性
がある。
【００１２】
　必要に応じて、本開示の方法は、前記負荷グループを無効化した後の前記入力電力を、
前記測定入力電力が前記解除電力値を前記時間区間に亘って上回る場合に繰り返し測定す
るステップと、そして前記無効負荷群の各無効負荷を、前記測定入力電力が前記解除電力
値を下回る状態を、前記解除タイマー値よりも長い次の時間区間に亘って保持する場合に
有効化するステップと、を含むことができる。
【００１３】
　前記設定電力値が第１設定電力値である場合、前記解除電力値は第１解除電力値であり
、そして前記負荷グループは第１負荷グループであり、前記方法は更に：
　前記測定入力電力を、前記第１設定電力値を上回る第２設定電力値と比較するステップ
を含むことができ、そして
　前記測定入力電力が前記第２設定電力値を上回る場合に、前記負荷群のうちの少なくと
も１つの負荷を含む第２負荷グループを無効化するステップと、
　前記第２負荷グループを無効化した後に、残りの負荷群に供給される前記入力電力を測
定するステップと、
　前記無効負荷群の各無効負荷を、前記入力電力が第２解除電力値を下回る状態を、第２
解除タイマー値よりも長い第２時間区間に亘って保持する場合に有効化するステップであ
って、前記第２解除電力値が前記第２設定電力値を下回り、かつ任意であるが、前記第１
解除電力値を下回る、前記有効化するステップと、そして
　前記入力電力を測定する前記ステップを、前記入力電力が前記第２解除電力値を前記第
２時間区間に亘って上回る場合に繰り返し、そして前記無効負荷群の各無効負荷を、前記
入力電力が前記第２解除電力値を下回る状態を、第２解除タイマー値よりも長い次の第２
時間区間に亘って保持する場合に有効化するステップと、を含むことができる。
【００１４】
　第１設定電力値を上回る第２設定電力値を使用する利点は、入れ子状制御ループ（ｎｅ
ｓｔｅｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｌｏｏｐ）を実行することができることであり、この制御ル
ープでは、第１負荷グループが無効化される場合に１つの状態に入ることができ、そして
電力量がこの状態にも拘わらず、上昇し続ける場合に、第２負荷グループが無効化される
第２状態に入ることができる。これにより、他のシステムに関連する問題を解決すること
ができるので、電力量が上昇すると、１つの、または別の電力制限状態に入るべきかどう
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かについて決定することができる。これにより、本発明のこの選択機能に基づく本方法は
、流れる電力の変化する量を処理することができるので更にロバストな方法になる。
【００１５】
　入力電力は、電源からの電流の値を測定することにより測定することができ、この電流
値は、一定電圧が供給される場合に、電源から流れる電力の指標に直接比例する。従って
、例示的な実施形態では、電力の指標は、電源からの電流の指標に等しくすることができ
る。
【００１６】
　前記方法は更に：
　前記第１設定電力値を、前記電源の最大電力基準制限値の所定百分率に等しい値として
設定するステップ、
　前記第１解除電力値を、前記設定電力値から所定電流オフセットを減算した値に等しい
値として設定するステップ、及び
　前記第１解除タイマー値を、所定秒として設定するステップ、
のうちの少なくとも１つのステップを含むことができる。
【００１７】
　特定の例示的な実施形態では、前記所定百分率は、前記電源の前記最大電力基準制限値
の８０％と８５％との間の値に等しくすることができる。前記所定電流オフセットは、例
えば５アンペアに等しくすることができ、そして前記解除タイマー値は１０秒に等しくす
ることができる。
【００１８】
　前記第２設定電力値は、前記電源の前記最大電力基準制限値の第２所定百分率に等しい
値として設定することができ、前記第２解除電力値は、前記第２設定電力値から第２所定
電流オフセットを減算した値に等しい値として設定することができ、そして前記第２解除
タイマー値は、第２所定秒として設定することができる。
【００１９】
　特定の例示的な実施形態では、前記第２所定百分率は、前記電源の前記最大電力基準制
限値の９０％に等しくすることができ、前記第２所定電流オフセットは、１０アンペアに
等しくすることができ、そして前記第２解除タイマー値は６０秒に等しくすることができ
る。
【００２０】
　前記入力電力を測定する前記ステップは、多相電源から前記負荷群に供給される多相入
力電力を、前記電源の各電力相について測定するステップであって、前記多相入力電力が
任意であるが、３相電力を含む、前記測定するステップを含むことができ、
　負荷グループを無効化した後に前記入力電力を測定する前記ステップは、残りの負荷群
に供給される前記入力電力を、前記電源の各電力相について測定するステップを含む。
【００２１】
　少なくとも１つの負荷は、前記電源の各電力相に接続することができ、そして前記負荷
群の各負荷には、前記入力電力の選択相から出力され、かつ単相出力電力を含む出力電力
を供給することができる。
【００２２】
　入力電力を、多相電源から供給される各電力相について測定する利点は、３相電源の各
相に対応して流れる電力が必ずしも同じにはならないときに、負荷群の各負荷に供給され
る電力量をさらに細かく制御することができることである。従って、本発明のこの態様に
よって、多相電源の電力量を、更に均一にバランスさせることができる。
【００２３】
　１つの実施形態における前記負荷群は、複数の電源出力を含むことができる。前記負荷
グループを無効化する前記ステップは、各未使用電源出力を無効化するステップを含むこ
とができ、そして／または前記第２負荷グループを無効化する前記ステップは、前記電源
出力群の各電源出力を無効化するステップを含むことができる。
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【００２４】
　前記方法は更に、前記入力電力を、前記負荷群に適する少なくとも１つの出力電力に変
換するステップを含むことができ、前記出力電力は任意であるが、単相交流電力及び／又
は直流電力を含む。
【００２５】
　本発明の第２の態様によれば、電力管理を行なうコンピュータプログラム製品が提供さ
れ、該コンピュータプログラム製品は、１つ以上の機械可読記憶媒体に符号化され、そし
て本発明の第１の態様による方法を実行する命令を備える。
【００２６】
　本発明の第３の態様によれば、電力管理システムが提供され、該電力管理システムは：
　電源と、
　前記電源から出力電力として複数の負荷に供給される入力電力を分配するように構成さ
れる電力分配システムと、
　前記電力分配システムを介した前記負荷群への前記出力電力の分配を管理するように構
成される電力制御システムと、を備え、該電力制御システムは：
　前記入力電力を測定し、
　前記複数の負荷のうちの少なくとも１つの負荷を含む負荷グループを、前記測定入力電
力が設定電力値を上回る場合に無効化し、そして
　前記負荷グループの前記無効負荷群の各無効負荷を、前記負荷グループを無効化した後
の前記測定入力電力が、前記設定電力値よりも小さい解除電力値を下回る状態を、解除タ
イマー値よりも長い時間区間に亘って保持する場合に有効化するように構成される。
【００２７】
　第１の態様の特徴に対応する特徴を有する本発明の第３の態様は、同じ問題を解決し、
そして上に挙げた少なくとも同じ理由で、有利である。
【００２８】
　前記電源は、複数の電源サブシステムを有する多相電源を含むことができ、前記電源サ
ブシステム群の各電源サブシステムは、主電力の選択相を入力し、そして前記入力電力の
選択相を供給するように構成され、前記多相電源は任意であるが、３の倍数の数の電源サ
ブシステムを含むことにより、前記多相電源が３相入力電力を供給するように構成される
。
【００２９】
　前記電力分配システムは、少なくとも１つの電力変換システムを含むことができ、該電
力変換システムは、前記入力電力を前記電源から入力し、そして前記入力電力を、前記負
荷群の負荷グループに対応する前記出力電力に変換するように構成され、前記電力変換シ
ステムは任意であるが、前記入力電力を前記電源から中間電源接続システム及び／又は中
間電力変換システムを介して入力するように構成される。
【００３０】
　前記電力変換システムは、多相電力を入力し、そして前記多相電力の各相を、該当する
負荷グループに対応する前記出力電力に変換するように構成することができ、前記負荷グ
ループ群の各負荷グループは、少なくとも１つの電源出力を含み、前記出力電力は任意で
あるが、単相交流電力及び／又は直流電力を含む。
【００３１】
　前記電力制御システムは、前記電源サブシステム群及び／又は前記電力変換システムに
おける前記入力電力を測定するように構成することができる。
【００３２】
　本発明の第４の態様によれば、乗客輸送手段に搭載して取り付けるために適するビーク
ル情報システムが提供され、該ビークル情報システムは：
　前記乗客輸送手段のヘッドエンドシステムと通信するエリア分配ボックスと、
　前記エリア分配ボックスに接続される複数の座席電子機器ボックス及び電源出力と、を
備え、前記座席電子機器ボックス群及び複数の電源出力の各々は、該当する乗客座席グル



(9) JP 5602876 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

ープに接続され、前記座席電子機器ボックス群は任意であるが、前記エリア分配ボックス
の周りにスターネットワーク構成で配置され、
　前記ヘッドエンドシステムは、電源から出力電力として前記座席電子機器ボックス群及
び前記電源出力群に供給される入力電力の分配を管理するように構成され、前記ヘッドエ
ンドシステムは電力制御システムを備え、該電力制御システムは、前記座席電子機器ボッ
クス群及びエリア分配ボックス群を含む複数の負荷への前記出力電力の分配を、前記電力
分配システムを介して管理するように構成され、前記電力制御システムは：
　前記入力電力を測定し、
　前記複数の負荷のうちの少なくとも１つの負荷を含む負荷グループを、前記測定入力電
力が設定電力値を上回る場合に無効化し、そして
　前記負荷グループの前記無効負荷群の各無効負荷を、前記負荷グループを無効化した後
の前記測定入力電力が、前記設定電力値よりも小さい解除電力値を下回る状態を、解除タ
イマー値よりも長い時間区間に亘って保持する場合に有効化するように構成される。
【００３３】
　前記ビークル情報システムは更に：
　前記ヘッドエンドシステムと通信する第２エリア分配ボックスと、
　前記第２エリア分配ボックスに接続される複数の第２座席電子機器ボックスと、を備え
、前記第２座席電子機器ボックス群及び複数の第２電源出力の各々は、該当する第２乗客
座席グループに接続され、前記第２座席電子機器ボックス群は任意であるが、前記第２エ
リア分配ボックスの周りにスターネットワーク構成で配置され、
　前記ヘッドエンドシステムは、前記電源から出力電力として前記第２座席電子機器ボッ
クス群及び前記第２電源出力群に供給される入力電力の分配を管理するように構成される
。
【００３４】
　各該当する乗客座席グループの前記座席電子機器ボックス及び前記電源出力群、及び／
又は各該当する第２乗客座席グループの前記第２座席電子機器ボックス及び前記第２電源
出力群は任意であるがそれぞれ、前記入力電力を、前記電源の該当する電源サブシステム
から入力する。
【００３５】
　前記ヘッドエンドシステムは任意であるが、前記入力電力を、前記乗客座席グループ群
の前記座席電子機器ボックス群及び前記電源出力群に供給する各電源サブシステムに対応
する設定電力値、解除電力値、及び解除タイマー値を設定し、そして前記入力電力を、前
記第２乗客座席グループ群の前記第２座席電子機器ボックス群及び前記第２電源出力群に
供給する各電源サブシステムに対応する第２設定電力値、第２解除電力値、及び第２解除
タイマー値を設定するように構成される。
【００３６】
　前記乗客座席グループ群に対応する前記設定電力値、前記解除電力値、及び前記解除タ
イマー値のうちの少なくとも１つは、前記第２乗客座席グループ群に対応する前記第２設
定電力値、前記第２解除電力値、及び前記第２解除タイマー値のうちの少なくとも１つと
は異ならせることができ、前記乗客座席グループ群及び前記第２乗客座席グループ群は任
意であるが、異なる客室クラスに接続される。
【００３７】
　本発明の第５の態様によれば、航空機が提供され、該航空機は：
　胴体と、
　前記胴体内に配置され、かつ選択乗客座席グループに接続される座席電子機器ボックス
に接続される複数の乗客座席であって、前記乗客座席群の各乗客座席が電源出力を含む、
前記複数の乗客座席と、
　前記胴体に接続される本発明の第４の態様によるビークル情報システムと、を備える。
【００３８】
　本出願は、２００９年１２月１４日出願の米国仮特許出願第６１／２８６，３４３号の
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優先権を請求する。この米国仮特許出願の優先権は明確に請求され、そして当該仮特許出
願の開示内容は、本明細書において、これらの内容全体が、全ての目的のために参照され
ることにより本明細書に組み込まれる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】複数の負荷の間の電力分配及び使用を動的に最適化するために適する電力管理シ
ステムの１つの実施形態を示す例示的な最上位ブロック図である。
【図２】選択電源から供給される電力を図１の負荷群に動的に割り当てる電力管理方法の
１つの実施形態を示す例示的な最上位フロー図であり、この実施形態では、本方法は、不
所望な電力状態を解消する電力制限モードをサポートする。
【図３】図２の電力管理方法の別の実施形態を示す例示的なフローチャートであり、この
実施形態では、電力制限モードにおいて、少なくとも１つの有効負荷を１つ以上の所定基
準に従って無効化する。
【図４】図２の電力管理方法の更に別の実施形態を示す例示的な最上位フロー図であり、
この実施形態では、電力制限モードにおいて、不所望な電力状態を解消する追加の補正操
作を行なうことができる。
【図５Ａ】図４の電力管理方法の別の実施形態を示す例示的なフローチャートであり、こ
の実施形態では、本方法は、複数の電力制限モードをサポートする。
【図５Ｂ－１】図４の電力管理方法の更に別の実施形態を示す例示的な最上位フローチャ
ートであり、この実施形態では、第２電力制限モードにおいて、少なくとも１つの有効負
荷を１つ以上の第２所定基準に従って無効化する。
【図５Ｂ－２】図５Ｂ－１の続きである。
【図６Ａ】図１の電力管理システムの別の実施形態を示す例示的な最上位ブロック図であ
り、この実施形態では、電力管理システムは、電力を負荷群に供給する複数の電源を含む
。
【図６Ｂ】図６Ａの電力管理システムの別の実施形態を示す例示的な最上位ブロック図で
あり、この実施形態では、複数の電源は、単一電源の電源サブシステム群を備える。
【図７Ａ】乗客輸送手段に搭載して取り付けられるビークル情報システムを示す例示的な
最上位図面である。
【図７Ｂ】図７Ａのビークル情報システムを示す例示的な最上位図面であり、当該ビーク
ル情報システムは、航空機に搭載して取り付けられ、そして地上コンテンツソースと通信
するように構成される。
【図８】図７Ａ～Ｂのビークル情報システムのコンテンツ分配システムの１つの好適な実
施形態を示す例示的な詳細図面である。
【図９Ａ】図７Ａ～Ｂのビークル情報システムが搭載されている乗客輸送手段の客室を示
す例示的な最上位図面である。
【図９Ｂ】図９Ａのビークル情報システムの１つの実施形態を示す例示的な最上位図面で
あり、当該ビークル情報システムは電力をパーソナル電子（または、メディア）機器に供
給することができる。
【図１０】図１の電力管理システムの更に別の実施形態を示す例示的な最上位ブロック図
であり、この実施形態では、電力管理システムは、図７Ａ～Ｂ、８、及び図９Ａ～Ｂのビ
ークル情報システムに接続される。
【図１１Ａ】図１０の電力管理システムの別の実施形態を示す例示的なブロック図であり
、この実施形態では、負荷群は、少なくとも１つの座席電子機器ボックス、及び少なくと
も１つの電源コネクタを含む。
【図１１Ｂ】図１０の電力管理システムの別の実施形態を示す例示的なブロック図であり
、この実施形態では、負荷群は、図７Ａ～Ｂ、８、及び図９Ａ～Ｂのビークル情報システ
ムの何れかの選択システムリソースを含むことができる。
【図１２】図１０の電力管理システムの更に別の実施形態を示す例示的なブロック図であ
り、この実施形態では、電力管理システムは、多相電力を入力し、そして多相電力を、複
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数の乗客座席グループに対応する出力電力に変換する電力変換システムを含む。
【図１３－１】図５Ｂの電力管理方法の１つの実施形態を示す例示的な最上位フローチャ
ートであり、この実施形態では、本方法において、乗客座席グループ群に対応する出力電
力への図１２の多相電力の変換を制御する。
【図１３－２】図１３－１の続きである。
【図１４】図１３の電力管理方法による第１及び第２電力制限モードに対応する選択動作
パラメータ群を設定する電流計を示す例示的な詳細図面である。
【図１５Ａ】図１２の電力管理システムの別の実施形態を示す例示的なブロック図であり
、この実施形態では、電力管理システムは、出力電力を、それぞれのエリア分配ボックス
に接続される複数の乗客座席グループに供給する複数の電力変換システムを含む。
【図１５Ｂ】図１２の電力管理システムの更に別の実施形態を示す例示的なブロック図で
あり、この実施形態では、電力管理システムは、出力電力を、共通エリア分配ボックスに
接続される複数の乗客座席グループに供給する複数の電力変換システムを含む。
【図１６－１】図１２の電力管理システムの更に別の実施形態を示す例示的なブロック図
であり、この実施形態では、電力管理システムは複数の電力変換システムを含み、各電力
変換システムは、それぞれの電源サブシステムに接続される。
【図１６－２】図１６－１の続きである。
【図１７－１】図１２の電力管理システムの更に別の実施形態を示す例示的なブロック図
であり、この実施形態では、電力管理システムは更に、電源を電力変換システムに接続す
る電源接続システムを含む。
【図１７－２】図１７－１の続きである。
【図１８－１】図５Ｂの電力管理方法の１つの実施形態を示す例示的な最上位フローチャ
ートであり、この実施形態では、本方法において、乗客座席グループ群への図１７の多相
電力の分配を制御する。
【図１８－２】図１８－１の続きである。
【図１９】図１８の電力管理方法による第１及び第２電力制限モードに対応する選択動作
パラメータ群を設定する電流計を示す例示的な詳細図面である。
【図２０】図３の電力管理方法の１つの実施形態を示す例示的な最上位フローチャートで
あり、この実施形態では、本方法において、乗客座席グループ群への図１７の多相電力の
分配を、入力電力の選択入力電力相に応じて制御する。
【図２１Ａ－１】図１７の電力管理システムの別の実施形態を示す例示的なブロック図で
あり、この実施形態では、電源接続システムは、電源を複数の電力変換システムに直列構
成で接続する。
【図２１Ａ－２】図２１Ａ－１の続きである。
【図２１Ｂ－１】図１７の電力管理システムの別の実施形態を示す例示的なブロック図で
あり、この実施形態では、電源接続システムは、電源を複数の電力変換システムに並列構
成で接続する。
【図２１Ｂ－２】図２１Ｂ－１の続きである。
【図２２Ａ】図１７の電力管理システムの更に別の実施形態を示す例示的なブロック図で
あり、この実施形態では、電力管理システムは複数の電源を含む。
【図２２Ｂ】図２２Ａの電力管理システムの別の実施形態を示す例示的なブロック図であ
り、この実施形態では、選択電源は、ビークル情報システムのシステムリソース群に対応
する入力電力を供給する。
【図２２Ｃ】図２２Ａの電力管理システムの更に別の実施形態を示す例示的なブロック図
であり、この実施形態では、選択電源は、ビークル情報システムの選択周辺システムに対
応する入力電力を供給する。
【図２３】図１７の電力管理システムの更に別の実施形態を示す例示的なブロック図であ
り、この実施形態では、電力管理システムは、多相電力を複数の主電源から入力する。
【００４０】
　これらの図は寸法通りには描かれておらず、そして同様の構造または機能の構成要素群
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は、図示をこれらの図全体を通じて行なうために、同様の参照番号で総称されていること
に留意されたい。また、これらの図は、好適な実施形態についての説明を容易にするため
にのみ用いられることに留意されたい。これらの図は、記載の実施形態の全ての態様を示
している訳ではなく、かつ本開示の範囲を限定するものでもない。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　現在市販されている省電力化方式は、高性能情報システムの広域電力分配管理を行なう
ことができないので、低下する電力可用性が低下し、かつ電力使用量が増大しているのに
も拘らず、電力分配及び使用量を最適化する電力管理システム及び方法が望ましいことが
判明しており、そして当該電力管理システム及び方法は、自動車、航空機、及び他の種類
の輸送手段に搭載されて旅行中に使用されるビークル情報システムのような広範囲のシス
テムアプリケーションの基礎を提供することができる。この結果は、本明細書において開
示される１つの実施形態によれば、図１に示す電力管理システム１００によって得られる
。
【００４２】
　図１を参照するに、電力管理システム１００は、少なくとも１つの電源２００を含むも
のとして示され、この電源２００は、１つ以上の負荷５００に電力分配システム３００を
介して接続することができる。言い換えると、電力管理システム１００は、電力分配シス
テム３００全体における電力分配をサポートする電源群２００から成るネットワークを備
えることができる。電源２００は、入力電力６１０を電力分配システム３００に供給する
従来の電源を備えることができる。入力電力６１０は、直流（ＤＣ）電力及び／又は交流
（ＡＣ）電力を含むことができ、各電力は、何れかの適切な電圧値及び／又は電流値を有
する。交流電力として供給される場合、入力電力６１０は、必要に応じて、何れかの従来
の電力周波数で、かつ何れかの従来の数の電力相で供給することができる。例示的な電力
相の交流電力として、単相交流電力及び／又は三相交流電力を挙げることができるのに対
し；例示的な電力周波数として、５０ヘルツ、６０ヘルツ、及び／又は４００ヘルツを挙
げることができる。電源２００から取り出し可能な合計入力電力６１０は通常、電源２０
０の最大電力定格（及び／又は、電力バジェット）により制限される。
【００４３】
　電力分配システム３００は、入力電力６１０を電源２００から入力し、そして入力電力
６１０を負荷群５００に分配する。別の表現をすると、電力分配システム３００は、入力
電力６１０を負荷群５００に出力電力６２０として供給する。従来の電力負荷群を備える
場合、負荷群５００には、出力電力６２０を電力分配システム３００から供給することが
できるので、負荷群５００は、各該当する負荷５００に関連する少なくとも１つの負荷機
能を果たすことができる。入力電力６１０について上に詳細に説明したように、出力電力
６２０は、直流（ＤＣ）電力及び／又は交流（ＡＣ）電力を含むことができ、各電力は、
電力相群の何れかの適切な電圧値、電流値、電力周波数、及び／又は相数を有する。各負
荷５００に供給される（そして／または、各負荷５００に流れる）出力電力６２０は通常
、関連する負荷５００に対応する公称（及び／又は、最大）電力定格（及び／又は、電力
バジェット）により設定され、そして負荷群５００に供給される合計出力電力６２０の和
は、電源２００の最大電力定格を如何なる所定の時点においても超えないようにすること
が好ましい。
【００４４】
　図１に示すように、例えば電力分配システム３００は、出力電力６２０Ａ～Ｎを、電力
管理システム１００に接続されるそれぞれの負荷５００Ａ～Ｎに供給することができる。
出力電力６２０Ａ～Ｎは、負荷５００Ａ～Ｎの間で同じとする、そして／または異ならせ
ることができる。言い換えると、第１出力電力６２０Ａの電力相群の電圧値、電流値、電
力周波数、及び／又は相数は、第２出力電力６２０Ｂの電力相群の電圧値、電流値、電力
周波数、及び／又は相数と同じとすることができ、そして第３出力電力６２０Ｃの電力相
群の電圧値、電流値、電力周波数、及び／又は相数とは異ならせることができる。これに
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より、電力分配システム３００は、１つ以上の電力変換システム３１０（図１１Ａ～Ｂに
示す）を含むことにより、入力電力６１０を出力電力６２０Ａ～Ｎの各出力電力に変換す
ることができる。電力変換システム３１０の例示的な種類として、これらには限定されな
いが、ステップダウントランスフォーマ、ステップアップトランスフォーマ、ＤＣ－ＤＣ
電圧コンバータ、電力フィルタ、電力周波数コンバータ、電圧整流器、及び／又は電圧レ
ギュレータを挙げることができる。必要に応じて、選択される電力変換システム３１０は
、電源２００に一体化することができる、そして／または電力分配システム３００内の何
れかの適切な位置に配置することができる。
【００４５】
　図１は、所定数の負荷５００を電力分配システム３００に接続することができることを
示している。所定数として、負荷群５００の何れかの適切な数を挙げることができ、そし
て当該所定数は、例えば選択されるシステムアプリケーションに基づいて設定することが
できる。好適な実施形態では、電力分配システム３００は、可変数の負荷５００をサポー
トすることができる。別の表現をすると、負荷群５００のうちの少なくとも１つの負荷は
、電力分配システム３００に取り外し可能に接続することができる。これにより、１つ以
上の選択負荷５００は、電力分配システム３００から切り離すことができる、そして／ま
たは少なくとも１つの追加負荷５００は、電力分配システム３００に必要に応じて接続す
ることができる。電力分配システム３００は、例えば従来の電源出力のような少なくとも
１つの電源コネクタ（または、ポート）１３６８Ｐ（図９Ｂに示す）を含むことにより、
選択負荷を電力分配システム３００に接続することができる。選択電源コネクタ１３６８
Ｐに現在接続されている電流負荷５００に、出力電力６２０を流すことができ、この出力
電力６２０は、選択電源コネクタ１３６８Ｐに前に接続されていた前の負荷５００に流れ
ていた出力電力６２０と同じである、そして／または当該出力電力６２０とは異なる。
【００４６】
　電力分配システム３００に接続される負荷群５００は同様に、必要に応じて、時間の経
過とともに作動状態にする、そして／または非作動状態にすることができる。別の表現を
すると、少なくとも１つの負荷５００に、出力電力６２０を継続的に流すことができるの
に対し；１つ以上の他の負荷５００に、出力電力６２０（及び／又は、余剰の出力電力６
２０）を間欠的に流すことができる。例えば、他の負荷群５００に出力電力６２０を周期
的に、そして／または必要に応じて流すことができる。これにより、電力分配システム３
００から供給される出力電力６２０は、負荷群５００の所定数、それぞれの電力定格（及
び／又は、電力バジェット）、及び／又はそれぞれの作動状態がそれぞれ時間とともに変
化し得るので、動的に変化させることができる。従って、電源２００から供給される入力
電力６１０は同様に、動的に変化させることができる。
【００４７】
　電源２００は通常、電力管理に関して限定された能力しか持っていない。入力電力６１
０及び／又は出力電力６２０の動的変化の管理を容易にするために、電力管理システム１
００は、電力制御システム４００を含むことにより、電源２００からの入力電力６１０を
負荷群５００に割り当てることができる。電力制御システム４００は、ステータスデータ
７２０を電力分配システム３００から受信するものとして示されている。ステータスデー
タ７２０は、電源２００及び／又は負荷群５００の作動状態に関するリアルタイム情報を
含むことができる。電源２００に関する例示的な作動状態情報として、入力電力６１０の
少なくとも１つの現在電圧値及び／又は現在電流値、及び／又は電源２００の最大電力定
格（及び／又は、電力バジェット）を挙げることができるのに対し；負荷群５００に関す
る例示的な作動状態情報として、電力分配システム３００に現在接続されている負荷群５
００の所定数、負荷群５００のそれぞれの電力定格（及び／又は、電力バジェット）、及
び／又は各負荷５００に供給される出力電力６２０の現在電圧値及び／又は現在電流値を
挙げることができる。
【００４８】
　有利な点として、電力制御システム４００は、ステータスデータ７２０を適用して、電
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力制御データ７１０を生成することができる。電力制御データ７１０は、入力電力６１０
を、入力電力６１０及び／又は出力電力６２０の動的変化を考慮に入れて負荷群５００に
動的に割り当てるための情報を含むことができる。電力制御システム４００は、電力制御
データ７１０を電力分配システム３００に供給するものとして示されている。これにより
、電力分配システム３００は、出力電力６２０を負荷群５００に電力制御データ７１０に
従って供給することができる。電力分配システム３００と通信するものとして例示のため
にのみ示され、かつ説明されているが、電力制御システム４００は、電源２００及び／又
は負荷群５００と、これらには限定されないが、何れかの従来の直接的な方法、及び／又
は間接的な方法により通信することができる。
【００４９】
　例えば、電力制御システム４００は、電力制御データ７１０及び／又はステータスデー
タ７２０を、電源２００及び／又は負荷群５００との間で授受することができ、そして／
または１つ以上の中間システム構成要素を介して間接的に授受することができる。更に、
そして／または別の構成として、電力管理システム１００は、第１直接通信リンク（図示
せず）を電力制御システム４００と少なくとも１つの選択負荷５００との間に確立するこ
とができ、そして／または第２直接通信リンク（図示せず）を２つの（または、２つより
も多くの）選択負荷５００の間に確立することができる。第１直接通信リンクによって、
電力制御システム４００が、電力制御データ７１０及び／又はステータスデータ７２０を
選択負荷５００と直接授受することができるのに対し；第２直接通信リンクによって、電
力制御データ７１０及び／又はステータスデータ７２０を２つの選択負荷５００の間で授
受することができる。
【００５０】
　１つの例示的な状況では、例えば電力分配システム３００に接続される負荷群５００の
合計電力定格は、電源２００の最大電力定格を超える虞がある。別の表現をすると、作動
状態になっている場合の負荷群５００から要求される合計出力電力６２０の和は、電源２
００から取り出すことができる最大入力電力６１０を上回ってしまう。電源２００は、こ
のような過電力状態に一時的に耐えるように設計することができるが、電源２００は通常
、過電力状態を無制限に継続することはできない。従って、電力制御システム４００は、
何れかの過電力状態または他の不所望な電力状態を含む、電力管理システム１００の作動
状態を、電力分配システム３００から受信するステータスデータ７２０をモニタリングす
ることによりリアルタイムに検出することができ、そして必要に応じて、制御電力データ
７１０を供給して、不所望な電力状態を動的に解消することができる。必要に応じて、電
力制御システム４００は不所望な電力状態を、１つ以上の選択負荷５００に供給される出
力電力６２０を少なくとも一時的に低く抑える（そして／または、一時停止する）、また
はそれ以外には、選択負荷群５００を無効化する方法を含む何れかの従来の方法により解
消しようとすることができる。
【００５１】
　別の構成として、そして／または更に、電力制御システム４００は、電源２００からの
入力電力６１０を負荷群５００に、負荷群５００のうちの１つ以上の負荷と通信すること
により割り当てることができる。電力制御システム４００は、別の表現をすると、電力分
配システム３００、少なくとも１つの負荷５００、または両方と通信することにより、入
力電力６１０を割り当てることができる。電力制御システム４００と電力分配システム３
００との間の通信について上に説明したように、電力制御システム４００は負荷群５００
と、各負荷５００と直接通信する、そして／または間接的に通信する方法を含む何れかの
従来の方法により通信することができる。図１に示すように、例えば電力制御システム４
００は、直列（及び／又は、デイジーチェーン）負荷構成の負荷群５００と通信すること
ができる。負荷群５００は同様に、必要に応じて、電力制御システム４００と電力分配シ
ステム３００を介して通信することができる。電力制御システム４００と各負荷５００と
の間の通信は、何れかの種類の単方向通信及び／又は双方向通信を含むことができる。
【００５２】
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　電力制御システム４００は、負荷状態データ７４０を負荷群５００の各負荷から受信す
るものとして示されている。負荷状態データ７４０は、負荷群５００の作動状態に関する
リアルタイム情報を含むことができる。上に説明したように、負荷群５００に関する作動
状態情報は、電力分配システム３００に現時点で接続されている負荷群５００の所定数、
負荷群５００のそれぞれの電力定格（及び／又は、電力バジェット）、及び／又は各負荷
５００に供給される出力電力６２０の現在電圧値及び／又は現在電流値を含むことができ
る。電力制御システム４００は、負荷状態データ７４０を負荷群５００から収集すること
ができ、そして負荷状態データ７４０を適用して、負荷制御データ７３０を生成すること
ができ、この負荷制御データ７３０を負荷群５００に供給することができる。別の表現を
すると、電力制御システム４００及び負荷群５００は、負荷状態データ７４０及び負荷制
御データ７３０を授受する。負荷制御データ７３０は、各負荷５００に、そして／または
負荷制御データ７３０を適用することができる１つ以上の関連する負荷５００に供給する
ことができる。
【００５３】
　上に詳細に説明したように、負荷制御データ７３０は、入力電力６１０を負荷群５００
に、入力電力６１０及び／又は出力電力６２０の動的変化を考慮に入れて動的に割り当て
るための情報を含むことができる。電力制御システム４００は、負荷制御データ７３０を
負荷群５００に供給する。負荷５００Ａは、負荷制御データ７３０を電力制御システム４
００から直接受信するものとして、そして負荷制御データ７３０を負荷５００Ｂに中継す
るものとして示されている。負荷５００Ｂが今度は、負荷制御データ７３０を負荷５００
Ｃに供給することができ、そして同様の動作が、負荷制御データ７３０が最後の負荷５０
０Ｎに転送されるまで続く。これにより、負荷群５００は、出力電力６２０の消費量を負
荷制御データ７３０に従って調整することができる。
【００５４】
　不所望な電力状態を解消する例示的な電力管理方法８００を図２に示す。図２を参照す
るに、電力管理方法８００では、選択電源２００（図１に示す）から供給される電力を１
つ以上の負荷５００（図１に示す）に動的に割り当てることができ、そして電力制限モー
ドをサポートして、不所望な電力状態を解消することができる。方法８００は、ステップ
８１０において、通常動作モードに入るものとして示されている。通常動作モードでは、
図１を参照して上に詳細に説明したように、選択電源２００を複数の負荷５００に接続す
ることができる。所定数の負荷５００を有効化して、これらの負荷５００に入力電力６１
０を選択電源２００から供給することができる。別の表現をすると、有効負荷群５００に
は、一旦、有効化されると、入力電力６１０を選択電源２００から供給することができる
のに対し；有効化されていない負荷５００には絶対、入力電力６１０を供給することがで
きない。
【００５５】
　有効負荷群５００は、電源２００に接続される負荷群５００のうちの全ての部分、また
は選択部分を含むことができる。必要に応じて、有効化される負荷群５００のうちの選択
部分は、時間の経過とともに動的に変化することができる。言い換えれば、有効化される
選択負荷５００は、続いて無効化することができるのに対し；無効負荷５００は、後の時
点で有効化することができる。有効化されている状態では、有効負荷群５００は、関連す
る負荷機能を実行するために利用することができ、そしてこれらの負荷５００に電力を、
有効負荷群５００のそれぞれ電力定格に従って供給することができる。
【００５６】
　必要に応じて、有効負荷群５００を複数の負荷クラスに接続することができる。幾つか
の有効負荷５００は、例えば第１負荷クラスに属することができ、この場合、有効負荷群
５００は、これらの負荷に入力電力６１０を選択電源２００から供給する前に作動状態に
なっている必要がある。第１負荷クラスの各有効負荷５００は、個別に作動状態になり、
そして／または非作動状態になることができ、これにより、電源２００から供給される入
力電力６１０の量を効果的な値にすることができる。作動状態になると、有効負荷５００
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は、何れかの関連する負荷機能を実行するために利用することができるので、当該有効負
荷に入力電力６１０を供給することができる。選択有効負荷５００に流すことができる入
力電力６１０の量は、関連する負荷機能の性質によって異ならせることができる。
【００５７】
　有効負荷５００は、非作動状態になると、低電力（または休眠）状態に入り、そして好
ましくは、当該有効負荷には、流れるとした場合に、公称電力量の入力電力６１０が選択
電源２００から流れる。有効負荷５００に流れる入力電力６１０の量は、一旦、非作動状
態になると、通常、作動状態になるときの有効負荷５００に流れる入力電力６１０の量よ
りも小さい。第２負荷クラスの各有効負荷５００は、何れかの関連する負荷機能を実行す
るために利用することができ、そして当該有効負荷に入力電力６１０を、当該負荷が有効
化されると供給することができる。有効負荷群５００及び／又は作動負荷群５００の数は
、時間の経過とともに動的に変化することができるので、電源２００から流れる入力電力
６１０は同様に、動的に変化することができる。更に、より多くの有効負荷５００が作動
状態になると、入力電力６１０が上昇してしまい、そして電源２００の最大電力定格に近
付いてしまう。
【００５８】
　図２の電力管理方法８００では、ステップ８２０において、選択電源２００から有効負
荷群５００に供給される入力電力６１０を測定することができる。入力電力６１０は、必
要に応じて、電力分配システム３００（図１に示す）内の何れかの適切なノードにおいて
測定することができる。例えば、入力電力６１０は、電源２００に隣接して測定すること
ができる、そして／または負荷群５００に隣接して測定される場合には、出力電力６２０
の合計を含むことができる。別の構成として、そして／または更に、電源２００は同様に
、入力電力６１０に関する測定情報、及び他の作動情報を供給することができ、そして／
または負荷群５００は、出力電力６２０に関する測定情報、及び他の作動情報を供給する
ことができる。電源２００から流れる入力電力６１０は時間の経過とともに動的に変化す
ることができるので、入力電力６１０は、継続的に測定されることが好ましい。これによ
り、選択電源２００の作動状態をリアルタイムに検出する、そして／またはモニタリング
することができる。
【００５９】
　測定入力電力６１０を、ステップ８３０において、電力制限モードに関連する少なくと
も１つの動作パラメータと比較することができる。これらの動作パラメータは、何れかの
適切な方法で決定することができ、そして電源２００の電力定格に少なくとも部分的に基
づいて設定されることが好ましい。必要に応じて、これらの動作パラメータは、静的値と
、そして／または例えば、有効負荷群５００の所定数、作動状態になっている有効負荷群
の数、及び／又は有効負荷群５００の電力定格の変化に応じて時間の経過とともに変化す
ることができる動的値と、を含むことができる。測定入力電力６１０が、電力制限モード
に関連する動作パラメータに違反していない場合、通常動作モードを維持することができ
、そしてステップ８２０において、選択電源２００から有効負荷群５００に供給される入
力電力６１０を再度測定することができる。
【００６０】
　測定入力電力６１０が、動作パラメータに違反している場合、ステップ８４０において
、電力制限モードに入ることができる。電力制限モードでは、ステップ８５０において、
有効負荷群５００のうちの少なくとも１つの有効負荷を１つ以上の所定基準に従って無効
化することができる。好適には、無効化される有効負荷群５００は、第１負荷クラスの有
効負荷群５００を含み、そして有効負荷群５００を無効化するステップ８５０では、第１
負荷クラスの有効負荷群５００を非作動モードにする。無効化される有効負荷群５００は
同様に、必要に応じて、他の負荷クラスの１つ以上の有効負荷５００を含むことができる
。所定基準は、無効化される有効負荷群５００を選択する何れかの適切な基準を含むこと
ができ、そして何れかの事前選択数の要素に基づいて設定することができる。例示的な要
素として、各有効負荷５００の負荷タイプ、負荷クラス、負荷電力定格、物理的な負荷位
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置、及び／又は他の何れかの負荷特性を挙げることができる。
【００６１】
　有効負荷群５００のうちの１つ以上の有効負荷が無効化された後、選択電源２００から
残りの有効負荷群５００に供給される入力電力６１０は、ステップ８６０で測定すること
ができる。入力電力６１０を測定するステップ８６０は、ステップ８２０に関連して上に
詳細に説明したように行なうことができ、このステップ８２０の方法により、有効負荷群
５００に供給される入力電力６１０を測定することができる。結果として得られる測定入
力電力６１０は、ステップ８７０において、電力制限モードに関連する動作パラメータと
、比較するステップ８３０に関連して上に詳細に説明したように比較することができる。
【００６２】
　結果として得られる測定入力電力６１０が動作パラメータに違反している場合、電力制
限モードを維持することができ、そしてステップ８６０において、選択電源２００から残
りの有効負荷群５００に供給される入力電力６１０を再度測定することができる。必要に
応じて、ステップ８５０において、１つ以上の追加の有効負荷５００を、結果として得ら
れる測定入力電力６１０が動作パラメータに違反し続ける場合に所定基準に従って無効化
することができる。結果として得られる測定入力電力６１０が、動作パラメータの当該違
反を解消する場合、ステップ８１０において、通常動作モードに再度入ることができ、こ
のステップ８１０では、上に説明したように、所定数の負荷５００を有効化して、これら
の有効負荷に入力電力６１０を選択電源２００から供給することができる。これにより、
電源管理方法８００は、不所望な電力状態を解消しようとする動的方法を備える。
【００６３】
　電力管理方法８００の１つの好適な実施形態を図３に示す。図３の方法８００における
選択プロセス群は、図２の電力管理方法８００における選択プロセス群に関連する参照記
号と同じ参照記号により表示されている。同じ参照記号を電力管理方法８００内で使用し
ているのは、関連するプロセス群が等価なプロセス群を含むことができることを表すため
である。図３を参照するに、電力管理方法８００は、ステップ８０５を含むものとして示
され、このステップ８０５では、電力制限モードに関連する１つ以上の動作パラメータを
設定する。これらの動作パラメータは、図２のステップ８３０に関連して上に詳細に説明
されている。図３に示すように、電力制限モードに関してステップ８０５Ａで選択される
動作パラメータ群は、設定電力値、解除電力値、及び／又は解除タイマー値を含むことが
できる。
【００６４】
　設定電力値は所定電力量を含むことができ、電源２００から供給される入力電力６１０
が設定電力値を上回る場合に電力制限モードに入ることができる。必要に応じて、設定電
力値は、電源２００の最大電力定格の事前選択百分率（及び／又は、事前選択百分率範囲
）として設定することができる。例示的な事前選択百分率範囲として、電源２００の最大
電力定格の５０％～１００％の範囲を挙げることができ、この範囲は、これらに限定され
ないが、事前選択百分率範囲内の５％サブ範囲（すなわち、６５％～７０％の範囲）、及
び／又は１０％サブ範囲（すなわち、６０％～７０％の範囲）のような何れかの百分率サ
ブ範囲を含む。設定電力値は１つの電力値を含むことができ、当該電力値を固定する、そ
して／または時間の経過とともに動的に変化させて、例えば変化するシステム状態に適合
させることができ、例えばシステム負荷状態が、１つ以上の負荷５００が追加される、取
り除かれる、作動状態になる、非作動状態になるなどにより変化するときに、電源２００
から流れる入力電力６１０の量を増やす、そして／または減らすことができる。
【００６５】
　同様に、解除電力値は第２所定電力量を含むことができ、この場合、電力制限モードは
、電源２００から供給される入力電力６１０が解除電力値を上回る状態を保持している限
り、維持される。解除電力値は、電源２００の最大電力定格の第２事前選択百分率（及び
／又は、第２事前選択百分率範囲）として設定することができ、そして好ましくは、設定
電力値に関して設定される所定電力量を下回る電力量を含む。例示的な事前選択百分率範
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囲として、電源２００の最大電力定格の５０％～１００％の範囲を挙げることができ、こ
の範囲は、これらに限定されないが、事前選択百分率範囲内の５％サブ範囲（すなわち、
６５％～７０％の範囲）、及び／又は１０％サブ範囲（すなわち、６０％～７０％の範囲
）のような何れかの百分率サブ範囲を含む。
【００６６】
　別の構成として、そして／または更に、解除電力値は、設定電力値からオフセットした
電力値として設定することができる。別の表現をすると、解除電力値は、設定電力値から
所定電力オフセット値を減算した値に設定される所定電力量に等しくなるように設定する
ことができる。解除電力値は１つの電力値を含むことができ、当該電力値を固定する、そ
して／または時間の経過とともに動的に変化させて、例えば変化するシステム状態に適合
させることができ、例えばシステム負荷状態が、１つ以上の負荷５００が追加される、取
り除かれる、作動状態になる、非作動状態になるなどにより変化するときに、電源２００
から流れる入力電力６１０の量を増やす、そして／または減らすことができる。
【００６７】
　解除タイマー値は、所定期間を表わす何れかの適切な非ゼロ値（（及び／又は、値範囲
）を含むことができる。解除タイマー値は、例えば必要に応じて、１秒～５分の範囲の所
定期間を含むことができる。解除タイマー値は、１つの時間区間を含むことができ、この
時間区間は固定される、そして／または時間の経過とともに動的に変化することにより、
例えば変化するシステム状態に適合させることができる、例えばシステム負荷状態が、１
つ以上の負荷５００が追加される、取り除かれる、作動状態になる、非作動状態になるな
どにより変化するときに、電源２００から流れる入力電力６１０の量を増やす、そして／
または減らすことができる。
【００６８】
　一旦、当該モードに入ってしまうと、当該電力制限モードは、不所望な電力状態が解消
されるまで維持することができる。１つの実施形態では、電力制限モードは、電源２００
から供給される入力電力６１０が解除電力値を下回る状態を、解除タイマー値よりも長い
時間区間に亘って保持するまで維持することができる。入力電力６１０が解除電力値を下
回る状態を当該時間区間に亘って保持する場合、電力制限モードから脱することができ、
そして通常動作モードに再度入ることができる。そうではない場合、電力制限モードは、
当該時間区間が経過するまでに入力電力６１０が解除電力値を下回る状態を保持すること
ができるまで継続する。必要に応じて、本明細書において使用される「ｇｒｅａｔｅｒ　
ｔｈａｎ」及び「ｌｅｓｓ　ｔｈａｎ」という比較用語は、「ｇｒｅａｔｅｒ　ｔｈａｎ
　ｏｒ　ｅｑｕａｌ　ｔｏ」及び「ｌｅｓｓ　ｔｈａｎ　ｏｒ　ｅｑｕａｌ　ｔｏ」とい
う用語をそれぞれ含むものとして解釈することができる。
【００６９】
　一旦、電力制限モードに対応する選択動作パラメータ群が設定されると、図２を参照し
て上に説明したように、ステップ８１０において、通常動作モードに入ることができる。
通常動作モードでは、ステップ８１５において、電源２００に接続される負荷群５００の
うちの１つ以上の負荷を有効化することができる。有効負荷群５００は、電源２００に接
続される負荷群５００のうちの全ての部分、または選択部分を含むことができ、そして図
２を参照して上に説明したように、ステップ８１５において有効化される負荷群５００の
うちの選択部分は、時間の経過とともに動的に変化することができる。必要に応じて、有
効負荷群５００のうちの少なくとも１つの有効負荷を個別に非作動状態にする、そして／
または作動状態にすることにより、電源２００から供給される或る量の入力電力６１０を
有効活用することができる。より多くの数の有効負荷５００が作動状態になると、入力電
力６１０が増えてしまい、そして電源２００の最大電力定格に近付いてしまう。
【００７０】
　電力管理方法８００では、ステップ８２０において、選択電源２００から有効負荷群５
００に供給される入力電力６１０を測定する。ステップ８２０における入力電力６１０の
測定は、図２の測定するステップ８２０に関連して上に詳細に説明されている。ステップ
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８３０では、図２の比較するステップ８３０に関連して上に説明したように、測定入力電
力６１０を電力制限モードに関連する少なくとも１つの動作パラメータと比較することが
できる。図３に示すように、例えば少なくとも１つの動作パラメータは設定電力値を含む
ことができる。従って、電源２００から供給される入力電力６１０が設定電力値を下回る
場合、通常動作モードを維持することができ、そしてステップ８２０において、選択電源
２００から有効負荷群５００に供給される入力電力６１０を再度測定することができる。
【００７１】
　測定入力電力６１０が設定電力値を上回る場合、ステップ８４０において、電力制限モ
ードに入ることができる。電力制限モードでは、図２を参照して上に説明したように、ス
テップ８５０において、有効負荷群５００のうちの少なくとも１つの有効負荷を所定基準
に従って無効化することができる。有効負荷群５００のうちの１つ以上の有効負荷が無効
化された後、ステップ８６０において、選択電源２００から残りの有効負荷群５００に供
給される入力電力６１０を測定し、そしてステップ８７０において、結果として得られる
測定入力電力６１０を解除電力値と比較することができる。結果として得られる測定入力
電力６１０が解除電力値を上回る場合、電力制限モードを維持することができ、そしてス
テップ８６０において、選択電源２００から残りの有効負荷群５００に供給される入力電
力６１０を再度測定することができる。
【００７２】
　結果として得られる測定入力電力６１０が解除電力値を下回る場合、ステップ８１０に
おいて、通常動作モードに再度入ることができ、このステップ８１０では、上に説明した
ように、所定数の負荷５００を有効化して、これらの負荷に入力電力６１０を選択電源２
００から供給することができる。結果として得られる測定入力電力６１０は好ましくは、
通常動作モードに再度入ってしまう前に、解除電力値を下回る状態を、少なくとも所定時
間区間に亘って保持する必要がある。図３に示すように、電力制限モードは、電源２００
から供給される入力電力６１０が解除電力値を下回る状態を、解除タイマー値よりも長い
時間区間に亘って保持するまで維持することができる。入力電力６１０が解除電力値を下
回る状態を時間区間全体に亘って保持する場合、電力制限モードから脱することができ、
そして通常動作モードに再度入ることができる。そうではない場合、電力制限モードが、
当該時間区間が経過するまでに入力電力６１０が解除電力値を下回る状態を保持すること
ができるまで継続する。これにより、電力管理方法８００は、不所望な電力状態を解消し
ようとする動的方法を備えることになる。
【００７３】
　次に、図４を参照するに、図２の電力管理方法８００は、更に任意のプロセスをステッ
プ８８０に含むものとして示され、このステップ８８０では、追加の補正操作を行って、
不所望な電力状態を解消することができる。ステップ８５０において、少なくとも１つの
有効負荷５００を無効化するだけでは、電力制限モードに関連する動作パラメータの違反
を解消するためには不十分であることが判明する場合、電力管理方法８００では、追加の
補正操作をステップ８８０において行なって、不所望な電力状態を解消することができる
。追加の補正操作は、選択電源２００から供給される入力電力６１０を更に減らす何れか
の適切なプロセスを含むことができる。図４に示すように、例えば追加の補正操作は、選
択電源２００から供給される入力電力６１０を更に減らす何れかの適切なプロセスを含む
ことができる。図４に示すように、例えば追加の補正操作は、図２の無効化するステップ
８５０に関連して上に詳細に説明したように、少なくとも１つの追加有効負荷５００を無
効化することができる。既に無効化されている負荷５００、及び無効化される追加有効負
荷５００を、必要に応じて、１つ以上の同一の負荷特性、及び／又は異なる負荷特性に関
連付けることができる。
【００７４】
　図４は、ステップ８７０において、図２の比較するステップ８３０に関連して上に詳細
に説明したように、結果として得られる測定入力電力６１０を電力制限モードに関連する
動作パラメータと比較することができる。結果として得られる測定入力電力６１０が、動
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作パラメータの違反を解消する場合、ステップ８１０において、通常動作モードに再度入
ることができ；そうではない場合、電力制限モードを維持することができ、そしてステッ
プ８８０において、不所望な電力状態を解消する追加の補正操作を行なう必要がある。追
加の補正操作が必要ではない場合、ステップ８８０において、選択電源２００から残りの
有効負荷群５００に供給される入力電力６１０を再度測定することができる。
【００７５】
　追加の補正操作が必要である場合、電力制限モードを維持することができ、そしてステ
ップ８５０において、少なくとも１つの追加有効負荷５００を、所定基準に従って無効化
することができる。図２の無効化するステップ８５０に関連して上に詳細に説明したよう
に、追加有効負荷５００を無効化することができる。次に、ステップ８６０において、選
択電源２００から残りの有効負荷群５００に供給される入力電力６１０を再度測定するこ
とができ、そしてステップ８７０において、電力制限モードに関連する動作パラメータの
違反が解消されているかどうかについて判断を下すことができる。これにより、電力管理
方法８００は、複数の不連続電力制限モードをサポートすることができる。別の表現をす
ると、電力管理方法８００は、電力管理を選択電源２００に対して行なう漸進的プロセス
及び／又は階層的プロセスを含むことができる。
【００７６】
　図５Ａ～Ｂは、図４の漸進的及び／又は階層的電力管理方法８００の例示的かつ好適な
実施形態を示している。第１及び第２電力制限モードを含むものとして例示のためにのみ
示され、かつ説明されているが、電力管理方法８００は、必要に応じて、何れかの適切な
数の電力制限モードを含むことができる。別の構成として、そして／または更に、図５Ａ
～Ｂの方法８００内の選択プロセス群は、図２～４の電力管理方法８００内の選択プロセ
ス群に関連する参照記号と同じ参照記号により表示されている。同じ参照記号を電力管理
方法８００内で使用しているのは、関連するプロセス群が等価なプロセス群を含むことが
できることを表わすためである。
【００７７】
　図５Ａを参照するに、電力管理方法８００は、ステップ８０５を含むものとして示され
、このステップ８０５では、各電力制限モードに関連する１つ以上の動作パラメータを設
定する。図３の設定するステップ８０５に関連して詳細に説明したように、電力管理方法
８００は、ステップ８０５Ａにおいて、第１電力制限モードに対応する設定電力値、解除
電力値、及び／又は解除タイマー値を設定し、そしてステップ８０５Ｂにおいて、第２電
力制限モードに対応する設定電力値を設定するものとして示されている。第２電力制限モ
ードに対応する設定電力値は、第１電力制限モードに対応する設定電力値について上に説
明したように設定することができ、そして好ましくは、第１電力制限モードに対応する設
定電力値に関連する所定電力量を上回る第２所定電力量を含むことができる。
【００７８】
　一旦、選択動作パラメータ群が各電力制限モードに対応して設定されると、図２を参照
して上に説明したように、ステップ８１０において、通常動作モードに入ることができる
。通常動作モードでは、ステップ８１５において、電源２００に接続される負荷群５００
のうちの１つ以上の負荷を有効化することができる。有効負荷群５００は、電源２００に
接続される負荷群５００のうちの全ての部分、または選択部分を含むことができ、そして
ステップ８１５において有効化される負荷群５００のうちの選択部分は、図２を参照しな
がら上に説明したように、時間の経過とともに動的に変化することができる。必要に応じ
て、有効負荷群５００のうちの少なくとも１つの有効負荷は、個別に非作動状態にする、
そして／または作動状態にすることができ、これにより、電源２００から供給される或る
量の入力電力６１０を有効活用することができる。より多くの数の有効負荷５００が作動
状態になると、入力電力６１０が増えてしまい、そして電源２００の最大電力定格に近付
いてしまう。
【００７９】
　電力管理方法８００では、ステップ８２０において、選択電源２００から有効負荷群５
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００に供給される入力電力６１０を測定する。ステップ８２０における入力電力６１０の
測定は、図２の測定するステップ８２０に関連して上に詳細に説明されている。図２の比
較するステップ８３０に関連して上に説明したように、ステップ８２５において、測定入
力電力６１０を第２電力制限モードに関連する設定動作パラメータと比較することができ
る。図５Ａに示すように、例えば設定動作パラメータは、第２電力制限モードに対応する
設定電力値を含むことができる。電源２００から供給される入力電力６１０が、第２電力
制限モードに対応する設定電力値を上回る場合、ステップ８８０において、第２電力制限
モードに入ることができ、このステップ８８０では、追加の補正操作を行なって、不所望
な電力状態を解消することができる。
【００８０】
　そうではなく、電源２００から供給される入力電力６１０が、第２電力制限モードに対
応する設定電力値を下回る場合、通常動作モードを維持することができ、そして図２の比
較するステップ８３０に関連して上に説明したように、ステップ８３０において、選択電
源２００から供給される入力電力６１０を第１電力制限モードに関連する少なくとも１つ
の動作パラメータと比較することができる。図５Ａに示すように、例えば設定動作パラメ
ータは、第１電力制限モードに対応する設定電力値を含むことができる。従って、電源２
００から供給される入力電力６１０が、第１電力制限モードに対応する設定電力値を下回
る（従って、第２電力制限モードに対応する設定電力値を下回る）場合、通常動作モード
を維持することができ、そしてステップ８２０において、選択電源２００から有効負荷群
５００に供給される入力電力６１０を再度測定することができる。
【００８１】
　測定入力電力６１０が、第１電力制限モードの設定電力値を上回る場合（かつ、第２電
力制限モードの設定電力値を下回る場合）、ステップ８４０において、第１電力制限モー
ドに入ることができる。第１電力制限モードでは、図２を参照して上に説明したように、
ステップ８５０において、有効負荷群５００のうちの少なくとも１つの有効負荷を所定基
準に従って無効化することができる。有効負荷群５００のうちの１つ以上の有効負荷を無
効化した後、ステップ８６０において、選択電源２００から残りの有効負荷群５００に供
給される入力電力６１０を測定することができ、そして比較するステップ８２５に関連し
て上に説明したように、ステップ８６５において、結果として得られる測定入力電力６１
０を第２電力制限モードに関連する設定動作パラメータと比較することができる。図５Ａ
に示すように、設定動作パラメータは、第２電力制限モードに対応する設定電力値を含む
ことができる。
【００８２】
　電源２００から供給される入力電力６１０が、第２電力制限モードに対応する設定電力
値を上回る場合、ステップ８８０において、第２電力制限モードに入ることができ、ステ
ップ８８０では、追加の補正操作を行なって、不所望な電力状態を解消することができる
。そうではなく、電源２００から供給される入力電力６１０が、第２電力制限モードに対
応する設定電力値を下回る場合、ステップ８７０において、結果として得られる測定入力
電力６１０を第１電力制限モードの解除電力値と比較することができる。結果として得ら
れる測定入力電力６１０が、第１電力制限モードの解除電力値を上回る場合（かつ、第２
電力制限モードに対応する設定電力値を下回る場合）、第１電力制限モードを維持するこ
とができ、そしてステップ８６０において、選択電源２００から残りの有効負荷群５００
に供給される入力電力６１０を再度測定することができる。
【００８３】
　結果として得られる測定入力電力６１０が、第１電力制限モードの解除電力値を下回る
（従って、第２電力制限モードに対応する設定電力値を下回る）場合、ステップ８１０に
おいて、通常動作モードに再度入ることができ、このステップ８１０では、上に説明した
ように、所定数の負荷５００を有効化して、これらの負荷に入力電力６１０を選択電源２
００から供給することができる。好適には、結果として得られる測定入力電力６１０は、
通常動作モードに再度入ってしまう前に、解除電力値を下回る状態を、少なくとも所定時
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間区間に亘って保持する必要がある。図５Ａに示すように、第１電力制限モードは、電源
２００から供給される入力電力６１０が解除電力値を下回る状態を、解除タイマー値より
も長い時間区間に亘って保持するまで維持することができる。入力電力６１０が解除電力
値を下回る状態を時間区間全体に亘って保持する場合、第１電力制限モードから脱するこ
とができ、そして通常動作モードに再度入ることができる。そうではない場合、第１電力
制限モードは、時間区間が経過するまでに、そして／または入力電力６１０が第２電力制
限モードに対応する設定電力値を上回るまでに入力電力６１０が解除電力値を下回る状態
を保持することができるまで継続する。これにより、電力管理方法８００は、所望の電力
状態を解消しようとする漸進的及び／又は階層的な動的方法を備えることができる。
【００８４】
　図５Ａの電力管理方法８００の１つの好適な実施形態を図５Ｂに示す。図５Ｂの方法８
００内の選択プロセス群は、図２，３，４，及び／又は図５Ａの電力管理方法８００内の
選択プロセス群に関連する参照記号と同じ参照記号により表示されている。同じ参照記号
を電力管理方法８００内で使用しているのは、関連するプロセス群が等価なプロセス群を
含むことができることを表わすためである。図５Ｂを参照するに、電力管理方法８００は
、ステップ８０５において、第１及び第２電力制限モードに関連する１つ以上の動作パラ
メータを設定するものとして示されている。これらの動作パラメータは、図２のステップ
８３０に関連して上に詳細に説明されている。
【００８５】
　図５Ｂに示すように、ステップ８０５Ａにおいて第１電力制限モードに対応して選択さ
れる動作パラメータ群は、図５Ａに示す設定するステップ８０５Ａに関連して上に詳細に
説明したように、設定電力値、解除電力値、及び／又は解除タイマー値を含むことができ
る。ステップ８０５Ｃにおいて第２電力制限モードに対応して選択される動作パラメータ
群は同様に、第１電力制限モードに関連して上に説明したように、設定電力値、解除電力
値、及び／又は解除タイマー値を含むことができる。例えば、第２電力制限モードに対応
する設定電力値は所定電力量を含むことができ、この場合、電源２００から供給される入
力電力６１０が第２電力制限モードの設定電力値を上回る場合に第２電力制限モードに入
ることができる。必要に応じて、第２電力制限モードの設定電力値は、電源２００の最大
電力定格の事前選択百分率のように、第１電力制限モードに対応する設定電力値に関連し
て上に詳細に説明したように設定することができ、そして好ましくは、第１電力制限モー
ドに対応する設定電力値に関連する所定電力量を上回る所定電力量を含む。
【００８６】
　同様に、第２電力制限モードに対応する解除電力値は第２所定電力量を含むことができ
、この場合、第２電力制限モードは、電源２００から供給される入力電力６１０が、第２
電力制限モードの解除電力値を上回る状態を保持する限り維持することができる。第２電
力制限モードの解除電力値は、電源２００の最大電力定格の第２事前選択百分率のように
、第１電力制限モードに対応する解除電力値に関連して上に詳細に説明したように設定す
ることができる。好ましくは、第２電力制限モードの解除電力値は、第２電力制限モード
の設定電力値を下回る所定電力量を含む。第１電力制限モードの解除電力値、及び第２電
力制限モードの解除電力値は、必要に応じて、何れかの適切な所定の関係を有することが
できる。
【００８７】
　第２電力制限モードの解除タイマー値は、第１電力制限モードに対応する解除タイマー
値について上に詳細に説明したように設定することができる。第２電力制限モードの解除
タイマー値は、所定期間を表わす何れかの適切な非負値を含むことができ、この所定期間
は、第１電力制限モードの解除タイマー値よりも長くする、短くする、そして／または当
該解除タイマー値に等しくすることができる。一旦、当該モードに入ってしまうと、当該
第２電力制限モードは、不所望な電力状態が解消されるまで維持することができる。
【００８８】
　１つの好適な実施形態では、第２電力制限モードは、電源２００から供給される入力電
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力６１０が、第２電力制限モードの解除電力値を下回る状態を、第２電力制限モードの解
除タイマー値よりも長い時間区間に亘って保持するまで維持することができる。入力電力
６１０が、第２電力制限モードの解除電力値を下回る状態を当該時間区間に亘って保持す
る場合、第２電力制限モードから脱することができ、そして通常動作モードに再度入るこ
とができる。そうではない場合、第２電力制限モードは、当該時間区間が経過するまでに
入力電力６１０が第２電力制限モードの解除電力値を下回る状態を保持することができる
まで継続する。第１電力制限モードの解除タイマー値、及び第２電力制限モードの解除タ
イマー値は、必要に応じて、何れかの適切な所定の関係を有することができる。
【００８９】
　一旦、第１及び第２電力制限モードに対応して選択される動作パラメータ群が設定され
ると、図２を参照して上に説明したように、ステップ８１０において通常動作モードに入
ることができる。通常動作モードでは、電源２００に接続される負荷群５００のうちの１
つ以上の負荷をステップ８１５において有効化することができる。有効負荷群５００は、
電源２００に接続される負荷群５００のうちの全ての部分、または選択部分を含むことが
でき、そしてステップ８１５において有効化される負荷群５００のうちの選択部分は、図
２を参照して上に説明したように、時間の経過とともに動的に変化することができる。必
要に応じて、有効負荷群５００のうちの少なくとも１つの有効負荷を個別に非作動状態に
する、そして／または作動状態にすることができ、これにより、電源２００から供給され
る或る量の入力電力６１０を有効活用することができる。より多くの数の有効負荷５００
が作動状態になると、入力電力６１０が増えてしまい、そして電源２００の最大電力定格
に近付いてしまう。
【００９０】
　電力管理方法８００では、ステップ８２０において、選択電源２００から有効負荷群５
００に供給される入力電力６１０を測定する。ステップ８２０における入力電力６１０の
測定は、図２の測定するステップ８２０に関連して上に詳細に説明されている。ステップ
８３０では、測定入力電力６１０を第１電力制限モードに関連する少なくとも１つの動作
パラメータと比較することができ、そして上に説明したように、ステップ８２５では、第
２電力制限モードに関連する少なくとも１つの動作パラメータと比較することができる。
図５Ｂに示すように、例えば第１及び第２電力制限モードに対応する動作パラメータは、
それぞれの設定電力値を含むことができる。
【００９１】
　これにより、選択電源２００から供給される入力電力６１０が、第１電力制限モードに
対応する設定電力値を下回る場合、通常動作モードを維持することができ、そしてステッ
プ８２０において、選択電源２００から有効負荷群５００に供給される入力電力６１０を
再度測定することができる。電源２００から供給される入力電力６１０が、第２電力制限
モードに対応する設定電力値を上回る場合、ステップ８８０において、第２電力制限モー
ドに入ることができるのに対し；電源２００から供給される入力電力６１０が、第１電力
制限モードに対応する設定電力値を上回り、かつ第２電力制限モードに対応する設定電力
値を下回る場合、ステップ８４０において、第１電力制限モードに入ることができる。
【００９２】
　第１電力制限モードでは、図２を参照しながら上に説明したように、ステップ８５０に
おいて、有効負荷群５００のうちの少なくとも１つの有効負荷を無効化することができる
。有効負荷群５００のうちの１つ以上の有効負荷を無効化した後、ステップ８６０におい
て、選択電源２００から残りの有効負荷群５００に供給される入力電力６１０を測定する
ことができ、そしてステップ８６５において、結果として得られる測定入力電力６１０を
第２電力制限モードに対応する設定電力値と比較することができる。結果として得られる
測定入力電力６１０が、第２電力制限モードに対応する設定電力値を上回る場合、ステッ
プ８８０において、第２電力制限モードに入ることができる。そうではなく、結果として
得られる測定入力電力６１０が、第２電力制限モードに対応する設定電力値を下回る場合
、ステップ８７０において、結果として得られる測定入力電力６１０を、第１電力制限モ
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ードに対応する解除電力値と比較することができる。結果として得られる測定入力電力６
１０が、第１電力制限モードに対応する解除電力値を上回る場合（かつ、第２電力制限モ
ードに対応する設定電力値を下回る場合）、第１電力制限モードを維持することができ、
そしてステップ８６０において、選択電源２００から残りの有効負荷群５００に供給され
る入力電力６１０を再度測定することができる。
【００９３】
　ステップ８７０において、結果として得られる測定入力電力６１０が、解除電力値を下
回る場合、ステップ８１０において、通常動作モードに再度入ることができ、このステッ
プ８１０では、上に説明したように、所定数の負荷５００を有効化して、これらの負荷に
入力電力６１０を選択電源２００から供給することができる。好適には、結果として得ら
れる測定入力電力６１０は、通常動作モードに再度入ってしまう前に、解除電力値を下回
る状態を、少なくとも所定時間区間に亘って保持する必要がある。図５Ｂに示すように、
第１電力制限モードは、電源２００から供給される入力電力６１０が解除電力値を下回る
状態を、解除タイマー値よりも長い時間区間に亘って保持するまで維持することができる
。入力電力６１０が解除電力値を下回る状態を当該時間区間全体に亘って保持する場合、
第１電力制限モードから脱することができ、そして通常動作モードに再度入ることができ
る。そうではない場合、第１電力制限モードは、当該時間区間が経過するまでに、そして
／または入力電力６１０が、第２電力制限モードに対応する設定電力値を上回るまでに入
力電力６１０が解除電力値を下回る状態を保持することができるまで継続する。
【００９４】
　ステップ８８０において、第２電力制限モードに入ると、図５Ｂに示すように、ステッ
プ８８２において、有効負荷群５００のうちの少なくとも１つの有効負荷５００を１つ以
上の第２所定基準に従って無効化することができる。第２基準は、図２の無効化するステ
ップ８５０における第１所定基準に関連して上に説明したように設定することができる。
有効負荷群５００のうちの１つ以上の有効負荷５００を無効化した後、ステップ８８４に
おいて、選択電源２００から残りの有効負荷群５００に供給される入力電力６１０を測定
することができ、そしてステップ８８６において、結果として得られる測定入力電力６１
０を、第２電力制限モードに対応する解除電力値と比較することができる。結果として得
られる測定入力電力６１０が、第２電力制限モードに対応する解除電力値を上回る場合、
第２電力制限モードを維持することができ、そしてステップ８８４において、選択電源２
００から残りの有効負荷群５００に供給される入力電力６１０を再度測定することができ
る。必要に応じて、結果として得られる測定入力電力６１０が第２電力制限モードに対応
する解除電力値を上回る状態を継続する場合に、ステップ８８２において、１つ以上の追
加有効負荷５００を第２所定基準に従って無効化することができる。
【００９５】
　ステップ８８６において、結果として得られる測定入力電力６１０が第２電力制限モー
ドの解除電力値を下回る場合、ステップ８１０において、通常動作モードに再度入ること
ができ、ステップ８１０では、上に説明したように、所定数の負荷５００を有効化して、
これらの負荷に入力電力６１０を選択電源２００から供給することができる。好適には、
通常動作モードに再度入ってしまう前に、結果として得られる測定入力電力６１０が第２
電力制限モードの解除電力値を下回る状態を、少なくとも所定時間区間に亘って保持する
必要がある。図５Ｂに示すように、例えば第２電力制限モードは、電源２００から供給さ
れる入力電力６１０が、第２電力制限モードの解除電力値を下回る状態を第２電力制限モ
ードの解除タイマー値よりも長い時間区間に亘って保持するまで維持することができる。
【００９６】
　入力電力６１０が、第２電力制限モードの解除電力値を下回る状態を、第２電力制限モ
ードの時間区間全体に亘って保持する場合、第２電力制限モードから脱することができ、
そして通常動作モードに再度入ることができる。そうではない場合、第２電力制限モード
は、当該時間区間が経過するまでに入力電力６１０が第２電力制限モードの解除電力値を
下回る状態を保持することができるまで継続する。必要に応じて、第２電力制限モードは
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、第１電力制限モードに適切な環境下で移行することができる。これにより、電力管理方
法８００は、不所望な電力状態を解消しようとする漸進的及び／又は階層的な動的方法を
備えることになる。
【００９７】
　図１の電力管理システム１００の例示的な別の実施形態を図６Ａ～６Ｂに示す。図６Ａ
～Ｂの電力管理システム１００は、入力電力６１０を複数の負荷５００に分配システム３
００を介して供給する複数の電源２００を含むものとして示されており、この場合、電力
制御システム４００が、電源群２００からの入力電力６１０を負荷群５００に割り当てる
。電源群２００、分配システム３００、電力制御システム４００、及び負荷群５００はそ
れぞれ、図１の電力管理システム１００に関連して上に詳細に説明したように配設するこ
とができる。
【００９８】
　図６Ａを参照するに、各電源２００は、入力電力６１０を選択負荷グループ５０２の負
荷群５００に供給するものとして示されている。電源２０４は、例えば入力電力６１４を
出力電力６２４として第１選択負荷グループ５０２Ａの負荷５０４Ａ～Ｍに供給するもの
として示されている。同様に、電源２０６が入力電力６１６を出力電力６２６として第２
選択負荷グループ５０２Ｂの負荷５０６Ａ～Ｎに供給することができるのに対し；電源２
０８は、入力電力６１８を出力電力６２８としてＰ番目の負荷グループ５０２Ｐの負荷５
０８Ａ～Ｐに供給することができる。電力管理システム１００は、何れかの適切な数の電
源２００と、そして負荷グループ群５０２と、を含むことができ、そして／または各負荷
グループ５０２は、何れかの所定数の負荷５００を含むことができる。必要に応じて、選
択電源２０４，２０６，２０８は、入力電力６１０を、１つよりも多くの負荷グループ５
０２の負荷群５００に供給することができ、そして／または１つよりも多くの電源２０４
，２０６，２０８は、入力電力６１０を選択負荷グループ５０２の負荷群５００に供給す
ることができる。
【００９９】
　各電源２００から供給される入力電力６１０、及び／又は負荷グループ群５０２の負荷
群５００に供給される出力電力６２０は、上に説明したように、動的に変化することがで
きる。例えば、上に説明したように、第１選択負荷グループ５０２Ａの負荷５０４Ａ～Ｍ
はそれぞれ、必要に応じて無効化及び／又は有効化することにより、これらの有効負荷に
出力電力６２４Ａ～Ｍを供給することができる。負荷５０６Ａ～Ｎ、５０８Ａ～Ｔは同様
にそれぞれ、無効化及び／又は有効化することにより、これらの有効負荷に出力電力６２
６Ａ～Ｎ、６２８Ａ－ＲＳＴを供給することができる。更に、各有効負荷５００は必要に
応じて、作動状態にする、そして／または非作動状態にすることができる。入力電力６１
０及び／又は出力電力６２０の動的変化を管理し易くするために、電力制御システム４０
０は、各それぞれの電源２００から供給される入力電力６１０を関連する負荷グループ５
０２の負荷群５００に割り当てることができる。電力制御システム４００は、例えば１つ
以上の有効負荷５００を、不所望な電力状態が上に説明したように発生する場合に、動的
に無効化することができる。
【０１００】
　負荷群５００は、電力分配システム３００に何れかの従来の構成で接続することができ
る。図６Ａに示すように、第２負荷グループ５０２Ｂの負荷５０６Ｂ及び負荷５０６Ｃは
、電力分配システム３００に並列負荷構成で接続される。これにより、電力分配システム
３００は出力電力６２６ＢＣを並列負荷構成の負荷５０６Ｂ、５０６Ｃに供給する。これ
により、負荷５０６Ｂには、出力電力６２６ＢＣの第１部分または出力電力６２６Ｂが供
給されるのに対し；出力電力６２６ＢＣの第２部分または出力電力６２６Ｃは、負荷５０
６Ｃに供給される。同様に、Ｐ番目の負荷グループ５０２Ｐの負荷５０８Ｒ、５０８Ｓ、
５０８Ｔは、電力分配システム３００に直列（及び／又はデイジーチェーン）負荷構成で
接続されるものとして示されている。これにより、出力電力６２６ＲＳＴを負荷５０８Ｒ
、５０８Ｓ、５０８Ｔに供給し、そして分配することができる。
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【０１０１】
　必要に応じて、電源２０４，２０６，２０８は、図６Ａに示すように、個別電源２００
として配設することができる。別の構成として、そして／または更に、図６Ｂに示すよう
に、電源２０４，２０６，２０８のうちの１つ以上の電源を一体化して１つの選択電源２
００とすることができる。図６Ｂを参照するに、電源２００は、複数の電源サブシステム
２０２を備えることができる。電源サブシステム群２０２は、例えば電源２０４，２０６
，２０８について上に説明したように配設することができるので、入力電力６１０をそれ
ぞれの負荷グループ５０２の負荷群５００に供給することができる。言い換えると、図６
Ｂの電源２００は、入力電力６１４，６１６，６１８を、それぞれの負荷グループ５０２
の負荷５０４，５０６，５０８に電力分配システム３００を介して供給する複数の電源コ
ネクタ（または、ポート）（図示せず）を含むことができる。
【０１０２】
　図１を参照して上に説明したように、図６Ａ～Ｂの電力管理システム１００は、第１直
接通信リンク（図示せず）を電力制御システム４００と少なくとも１つの選択負荷５００
との間に確立することができ、そして／または第２直接通信リンク（図示せず）を２つの
（または、２つよりも多くの）選択負荷５００の間に確立することができる。第１直接通
信リンクによって電力制御システム４００が、電力制御データ７１０及び／又はステータ
スデータ７２０を選択負荷５００と直接授受することができるのに対し；第２直接通信リ
ンクによって電力制御データ７１０及び／又はステータスデータ７２０を２つの選択負荷
５００の間で授受することができる。更に、そして／または別の構成として、電力管理シ
ステム１００は、図１を参照して上に詳細に説明したように、電力制御システム４００と
負荷群５００（及び／又は、負荷グループ群５０２）との間の負荷ステータスデータ７４
０及び負荷制御データ７３０の授受をサポートすることができる。
【０１０３】
　１つの好適な実施形態では、電力管理システム１００は、電力分配及び電力使用量を情
報システム１１００（図７Ａ～Ｂに示す）内で管理し、そして／または制御することがで
きる。情報システム１１００は、何れかの従来の構成で設けることができ、そして例えば
、同時係属中の２００４年２月４日出願の「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯ
Ｒ　ＤＯＷＮＬＯＡＤＩＮＧ　ＦＩＬＥＳ（ファイルをダウンロードするシステム及び方
法）」と題する米国特許出願第１０／７７２，５６５号；２００５年５月６日出願の「Ｓ
ＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＭＡＮＡＧＩＮＧ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＯＮ
　ＭＯＢＩＬＥ　ＰＬＡＴＦＯＲＭＳ（コンテンツを移動プラットフォームで管理するシ
ステム及び方法）」と題する米国特許出願第１１／１２３，３２７号；２００５年６月１
５日出願の「ＰＯＲＴＡＢＬＥ　ＭＥＤＩＡ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　Ｆ
ＯＲ　ＰＲＥＳＥＮＴＩＮＧ　ＶＩＥＷＩＮＧ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＵＲＩＮＧ　ＴＲＡ
ＶＥＬ（視聴コンテンツを旅行中に提示するポータブルメディアデバイス及び方法）」と
題する米国特許出願第１１／１５４，７４９号；２００５年１１月７日出願の「ＳＹＳＴ
ＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＲＥＣＥＩＶＩＮＧ　ＢＲＯＡＤＣＡＳＴ　ＣＯ
ＮＴＥＮＴ　ＯＮ　Ａ　ＭＯＢＩＬＥ　ＰＬＡＴＦＯＲＭ　ＤＵＲＩＮＧ　ＩＮＴＥＲＮ
ＡＴＩＯＮＡＬ　ＴＲＡＶＥＬ（放送コンテンツを移動プラットフォームで国際旅行中に
受信するシステム及び方法）」と題する米国特許出願第１１／２６９，３７８号；２００
８年９月１５日出願の「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＩＮＴＥＲＦＡ
ＣＩＮＧ　Ａ　ＰＯＲＴＡＢＬＥ　ＭＥＤＩＡ　ＤＥＶＩＣＥ　ＷＩＴＨ　Ａ　ＶＥＨＩ
ＣＬＥ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥＭ（ポータブルメディアデバイスをビーク
ル情報システムにインターフェース接続するシステム及び方法）」と題する米国特許出願
第１２／２１０，６２４号；２００８年９月１５日出願の「ＰＯＲＴＡＢＬＥ　ＵＳＥＲ
　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＶＥＨＩＣＬＥ　Ｉ
ＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥＭＳ（ビークル情報システムに関するポータブルユー
ザ制御デバイス及び方法）」と題する米国特許出願第１２／２１０，６８９号；２００８
年９月２４日出願の「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＲＥＣＥＩＶＩＮ
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Ｇ　ＢＲＯＡＤＣＡＳＴ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＯＮ　Ａ　ＭＯＢＩＬＥ　ＰＬＡＴＦＯＲＭ
　ＤＵＲＩＮＧ　ＴＲＡＶＥＬ（放送コンテンツを移動プラットフォームで旅行中に受信
するシステム及び方法）」と題する米国特許出願第１２／２３７，２５３号；及び２００
８年１０月３日出願の「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＰＲＥＳＥＮＴ
ＩＮＧ　ＡＤＶＥＲＴＩＳＥＭＥＮＴ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＯＮ　Ａ　ＭＯＢＩＬＥ　ＰＬ
ＡＴＦＯＲＭ　ＤＵＲＩＮＧ　ＴＲＡＶＥＬ（広告コンテンツを移動プラットフォームで
旅行中に提示するシステム及び方法）」と題する米国特許出願第１２／２４５，５２１号
の各明細書に説明されている構成で設けることができ、これらの特許出願は、本出願の譲
受人に譲渡され、そしてこれらの特許出願のそれぞれの開示内容は、本明細書において、
これらの内容全体が、全ての目的のために参照されることにより本明細書に組み込まれる
。
【０１０４】
　情報システム１１００は、建物のような固定箇所に配置することができるが、情報シス
テム１１００は同様に、ポータブルシステム用途に適用することができるので有利である
。図７Ａ～Ｂを参照するに、例えば情報システム１１００は、ビークル情報システム１３
００を備えるものとして示され、このビークル情報システム１３００は、非常に多種多様
な乗客輸送手段１３９０に搭載して取り付けられるように構成することができる。例示的
な種類の乗客輸送手段として、これらには限定されないが、自動車１３９０Ａ（図７Ａに
示す）、航空機１３９０Ｂ（図７Ｂに示す）、バス（ｂｕｓ）、レクリエーショナルビー
クル、客船、旅客列車、及び／又は他の何れかの種類の乗客輸送手段を挙げることができ
る。例えば、図７Ｂに示す航空機１３９０Ｂに取り付けられる場合、ビークル情報システ
ム１３００は、カリフォルニア州レイクフォレスト市にあるパナソニックアビオニクスコ
ーポレーション（以前の松下アビオニクスシステムズコーポレーションとして知られる）
が製造するＳｅｒｉｅｓ２０００、３０００、ｅＦＸ、及び／又はｅＸ２機内娯楽システ
ムのような従来の航空機乗客機内娯楽システムを備えることができる。
【０１０５】
　図７Ａ～Ｂに示すように、ビークル情報システム１３００は、少なくとも１つの従来の
コンテンツソース１３１０と、そしてリアルタイムコンテンツ配信システム１３２０を介
して通信する１つ以上のユーザ（または、乗客）インターフェースシステム１３６０と、
を備える。コンテンツソース群１３１０は、乗客輸送手段１３９０に搭載して取り付けら
れるメディア（または、コンテンツ）サーバシステム１３１０Ａのような１つ以上の内部
コンテンツソース、及び／又は乗客輸送手段１３９０の外部に設けることができる少なく
とも１つのリモート（または、地上）コンテンツソース１３１０Ｂを含むことができる。
メディアサーバシステム１３１０Ａは、情報システムコントローラを備えることにより、
ビークル情報システム１３００の総合システム制御機能を提供することができ、そして／
または予め書き込まれている視聴コンテンツ、及び／又はダウンロードされる視聴コンテ
ンツ１２１０Ｄのような視聴コンテンツ１２１０を格納して、選択、配信、及び提示を行
なうことができる。視聴コンテンツ１２１０は、これらには限定されないが、格納（また
は、時間遅延）視聴コンテンツ、及び／又は生放送（または、リアルタイム）視聴コンテ
ンツのような何れかの従来の種類のオーディオ及び／又はビデオ視聴コンテンツを含むこ
とができる。必要に応じて、メディアサーバシステム１３１０Ａは同様に、ビークル情報
システム１３００の復調機能、及び／又はデジタル著作権管理（ＤＲＭ）機能をサポート
することができる。
【０１０６】
　１つ以上の選択コンテンツソース１３１０から供給される視聴コンテンツ１２１０を配
信し、そして／または提示するように構成される状態では、ビークル情報システム１３０
０は、コンテンツソース群１３１０とリアルタイムに、かつ有線及び／又は無線通信によ
る方式を含む何れかの従来の方式で通信することができる。ビークル情報システム１３０
０及び地上コンテンツソース１３１０Ｂは、例えば直接通信、及び／又は衛星通信システ
ム１３７０Ａのような中間通信システム１３７０を介した間接通信を含む何れかの従来の
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無線方式で通信することができる。これにより、ビークル情報システム１３００は、ダウ
ンロード視聴コンテンツ１２１０Ｄを選択地上コンテンツソース１３１０Ｂから受信し、
そして／またはアップロード視聴コンテンツ１２１０Ｕを地上コンテンツソース１３１０
Ｂに送信することができる。必要に応じて、地上コンテンツソース１３１０Ｂは、他の地
上コンテンツソース群（図示せず）と通信するように構成することができる。地上コンテ
ンツソース１３１０Ｂは図７Ｂに、インターネット１３１０Ｃにアクセスを行なうものと
して示されている。衛星通信システム１３７０Ａを備えるものとして例示のためにのみ示
され、そして説明されているが、通信システム１３７０は、携帯電話通信システム（図示
せず）及び／又はＡＧＩＳ（Ａｉｒｃｒａｆｔ　Ｇｒｏｕｎｄ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　Ｓｙｓｔｅｍ：航空機地上情報システム）通信システム（図示せず）のような何れかの
従来の種類の無線通信システムを備えることができる。
【０１０７】
　地上コンテンツソース群１３１０Ｂとの通信を容易にするために、図７Ｂに示すように
、ビークル情報システム１３００は、アンテナシステム１３３０及びトランシーバシステ
ム１３４０を含むことにより、視聴コンテンツ１２１０をリモート（または、地上）コン
テンツソース群１３１０Ｂから受信することができる。アンテナシステム１３３０は好ま
しくは、航空機１３９０Ｂの胴体１３９２の何れかの適切な外側表面１３９４のような、
乗客輸送手段１３９０の外部に配置される。アンテナシステム１３３０は、視聴コンテン
ツ１２１０を地上コンテンツソース１３１０Ｂから受信し、そしてトランシーバシステム
１３４０によって処理された受信視聴コンテンツ１２１０をビークル情報システム１３０
０のコンピュータシステム１３５０に供給することができる。コンピュータシステム１３
５０は、受信視聴コンテンツ１２１０を、必要に応じて、メディアサーバシステム１３１
０Ａに、そして／またはユーザインターフェース群１３６０のうちの１つ以上のユーザイ
ンターフェース１３６０に供給することができる。個別システム群であるとして例示のた
めにのみ示され、そして説明されているが、コンピュータシステム１３５０及びメディア
サーバシステム１３１０Ａは、必要に応じて、少なくとも部分的に一体化することができ
る。
【０１０８】
　図８は、ビークル情報システム１３００に対応する例示的なコンテンツ配信システム１
３２０を示している。図８のコンテンツ配信システム１３２０は、コンテンツソース群１
３１０を含むヘッドエンドシステム１３１０Ｈと複数のユーザインターフェースシステム
１３６０との間の通信を接続し、そしてサポートする。言い換えれば、ビークル情報シス
テム１３００のコンテンツソース群１３１０及びユーザインターフェースシステム群１３
６０を含む構成要素群は、コンテンツ配信システム１３２０を介して通信するものとして
示されている。図８に示す配信システム１３２０は、同時係属中の２００６年３月２９日
出願の「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＲＯＵＴＩＮＧ　ＣＯＭＭＵＮ
ＩＣＡＴＩＯＮ　ＳＩＧＮＡＬＳ　ＶＩＡ　Ａ　ＤＡＴＡ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ　
ＮＥＴＷＯＲＫ（通信信号を、データ配信ネットワークを介してルーティングするシステ
ム及び方法）」と題する米国特許出願第１１／２７７，８９６号、及び「ＩＮＴＥＧＲＡ
ＴＥＤ　ＶＩＤＥＯ　ＡＮＤ　ＡＵＤＩＯ　ＳＩＧＮＡＬ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ　
ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＵＳＥ　ＯＮ　ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬ　
ＡＩＲＣＲＡＦＴ　ＡＮＤ　ＯＴＨＥＲ　ＶＥＨＩＣＬＥＳ（民間航空機及び他の輸送手
段に使用される統合ビデオ及びオーディオ信号配信システム及び方法）」とそれぞれ題す
る米国特許第５，５９６，６４７号、第５，６１７，３３１号、及び第５，９５３，４２
９号の各明細書に説明されている態様で設けられ、これらの特許出願は、本出願の譲受人
に譲渡され、そしてこれらの特許出願のそれぞれの開示内容は、本明細書において、これ
らの内容全体が、全ての目的のために参照されることにより本明細書に組み込まれる。別
の構成として、そして／または更に、配信システム１３２０は、同時係属中の２００９年
２月６日出願の「ＯＰＴＩＣＡＬ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ
　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＮＧ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＡＢＯＡＲＤ　
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Ａ　ＭＯＢＩＬＥ　ＰＬＡＴＦＯＲＭ　ＤＵＲＩＮＧ　ＴＲＡＶＥＬ（コンテンツを移動
プラットフォームで旅行中に配信する光通信システム及び方法）」と題する米国特許出願
第１２／３６７，４０６号明細書に説明されている態様で設けることができ、この特許出
願は、本出願の譲受人に譲渡され、そしてこの特許出願の開示内容は、本明細書において
、この内容全体が、全ての目的のために参照されることにより本明細書に組み込まれる。
【０１０９】
　図８に示すように、配信システム１３２０は、複数のエリア配信ボックス（または、Ａ
ＤＢ）１３２２、複数のフロア通信切断ボックス（または、ＦＤＢ）１３２３、及び複数
の座席電子機器ボックス（または、ＳＥＢ）（及び／又は、ビデオ座席電子機器ボックス
（または、ＶＳＥＢ）及び／又はプレミアム座席電子機器ボックス（または、ＰＳＥＢ）
）１３２４として設けることができ、これらのボックスは、複数の有線及び／又は無線通
信接続１３２５を介してリアルタイムに通信するように構成される。配信システム１３２
０は同様に、配信システム１３２０とヘッドエンドシステム１３１０Ｈとの間のインター
フェースとなるスイッチングシステム１３２１を含むことができる。スイッチングシステ
ム１３２１は、イーサネット（登録商標）スイッチングシステムのようなスイッチングシ
ステムを含むことができ、そしてヘッドエンドシステム１３１０Ｈをエリア配信ボックス
群１３２２に接続するように構成される。エリア配信ボックス群１３２２の各エリア配信
ボックスは、スイッチングシステム１３２１に接続され、そしてスイッチングシステム１
３２１と通信する。
【０１１０】
　エリア配信ボックス群１３２２の各エリア配信ボックスは同様に、少なくとも１つの座
席電子機器ボックス１３２４に接続され、そして少なくとも１つの座席電子機器ボックス
１３２４と通信する。エリア配信ボックス群１３２２及び接続先の座席電子機器ボックス
群１３２４は、何れかの従来の構成で接続することができる。１つ以上の組の座席電子機
器ボックス１３２４は、例えば選択エリア配信ボックス１３２２からの延長線上に設ける
ことができる。１つの実施形態では、各組は、デイジーチェーン構成で接続される複数の
座席電子機器ボックス１３２４を備え、この場合、複数組の座席電子機器ボックス１３２
４は、スター型ネットワーク接続形態で、中心エリア配信ボックス１３２２の周りに配置
される。別の表現をすると、デイジーチェーン接続される数組の座席電子機器ボックス１
３２４は、中心エリア配信ボックス１３２２からの延長線上にスター型ネットワーク構成
で接続することができる。
【０１１１】
　エリア配信ボックス群１３２２は、座席電子機器ボックス群１３２４に直接接続するこ
とができる、または図８に示すように、フロア通信切断ボックス１３２３のような少なく
とも１つの中間システムを介して間接的に接続することができる。エリア配信ボックス群
１３２２及び接続先のフロア通信切断ボックス群１３２３は、何れかの従来の構成で接続
することができるが、接続先のフロア通信切断ボックス群１３２３は、図８に示すように
、スター型ネットワーク接続形態で、中心エリア配信ボックス１３２２の周りに配置され
ることが好ましい。各フロア通信切断ボックス１３２３は、デイジーチェーン接続される
複数の座席電子機器ボックス１３２４に接続され、そしてデイジーチェーン接続される複
数の座席電子機器ボックス１３２４を担当する。座席電子機器ボックス群１３２４は今度
は、ユーザインターフェースシステム群１３６０と通信するように構成される。各座席電
子機器ボックス１３２４は、ユーザインターフェースシステム群１３６０のうちの１つ以
上のユーザインターフェースシステムをサポートすることができる。
【０１１２】
　ビークル情報システム１３００のスイッチングシステム群１３２１、エリア配信ボック
ス群１３２２、フロア通信切断ボックス群１３２３、座席電子機器ボックス群１３２４、
アンテナシステム１３３０、トランシーバシステム１３４０、コンテンツソース１３１０
、メディアサーバシステム１３１０Ａ、ヘッドエンドシステム１３１０Ｈ、ビデオインタ
ーフェースシステム群１３６２（図９Ａ～Ｂに示す）、オーディオインターフェースシス
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テム群１３６４（図９Ａ～Ｂに示す）、ユーザ入力システム群１３６６（図９Ａ～Ｂに示
す）、及び他のリソース群（及び／又は、構成要素群）は好ましくは、ライン交換可能ユ
ニット群（またはＬＲＵ）１３２６として設けられる。ライン交換可能ユニット群１３２
６を使用すると、故障したライン交換可能ユニット１３２６を容易にビークル情報システ
ム１３００から取り外し、そして新品の（または、異なる）ライン交換可能ユニット１３
２６に置き換えることができるので、ビークル情報システム１３００のメンテナンスが容
易になる。その後、故障したライン交換可能ユニット１３２６を修理して、次の機会に取
り付けることができる。有利な点として、ライン交換可能ユニット群１３２６を使用する
と、コンテンツ配信システム１３２０を構成する際の柔軟性を、コンテンツ配信システム
１３２０のシステムリソース群の数、配置、及び／又は構成を直ぐに変更することができ
ることにより高めることができる。コンテンツ配信システム１３２０は同様に、古くて使
えなくなったライン交換可能ユニット群１３２６を全て、新品のライン交換可能ユニット
群１３２６に置き換えることにより容易にアップグレードすることができる。
【０１１３】
　必要に応じて、フロア通信切断ボックス群１３２３は、ルーティングシステム群として
設けることができ、そして／または上に参照した同時係属中の２００６年３月２９日出願
の「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＲＯＵＴＩＮＧ　ＣＯＭＭＵＮＩＣ
ＡＴＩＯＮ　ＳＩＧＮＡＬＳ　ＶＩＡ　Ａ　ＤＡＴＡ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ　ＮＥ
ＴＷＯＲＫ（通信信号を、データ配信ネットワークを介してルーティングするシステム及
び方法）」と題する米国特許出願第１１／２７７，８９６号明細書に説明されている方式
で相互接続することができるので有利である。配信システム１３２０は、少なくとも１つ
のＦＤＢ（フロア通信切断ボックス）内部ポートバイパス接続１３２５Ａ及び／又は少な
くとも１つのＳＥＢ（座席電子機器ボックス）ループバック接続１３２５Ｂを含むことが
できる。各ＦＤＢ内部ポートバイパス接続１３２５Ａは、異なるエリア配信ボックス１３
２２に接続されるフロア通信切断ボックス群１３２３を直接通信させることができる通信
接続１３２５である。各ＳＥＢループバック接続１３２５Ｂは、図８に示すように、それ
ぞれデイジーチェーン接続される座席電子機器ボックス群１３２４に含まれる最後の座席
電子機器ボックス１３２４を１つの選択フロア通信切断ボックス１３２３に対応して直接
接続する通信接続である。従って、各ＳＥＢループバック接続１３２５Ｂは、関連するフ
ロア通信切断ボックス１３２３に接続されるデイジーチェーン接続座席電子機器ボックス
群１３２４の間のループバック経路を形成する。
【０１１４】
　図９Ａは、自動車１３９０Ａ（図７Ａに示す）及び／又は航空機１３９０Ｂ（図７Ｂに
示す）のような乗客輸送手段１３９０の例示的な客室１３８０の図を示しており、この乗
客輸送手段に、ビークル情報システム１３００が搭載されて取り付けられている。客室１
３８０は、複数の乗客座席１３８２を含むものとして示され、そして各乗客座席１３８２
は、選択ユーザインターフェースシステム１３６０に接続される。各ユーザインターフェ
ースシステム１３６０は、ビデオインターフェースシステム１３６２及び／又はオーディ
オインターフェースシステム１３６４を含むことができる。例示的なビデオインターフェ
ースシステム群１３６２は、コントロールを集中管理する構成の頭上客室ディスプレイシ
ステム群１３６２Ａと、各システムを個人がコントロールする構成の背もたれディスプレ
イシステム群１３６２Ｂまたは肘掛けディスプレイシステム群（図示せず）と、乗務員デ
ィスプレイパネル群と、そして／またはハンドヘルドビデオ提示システム群と、を含むこ
とができる。
【０１１５】
　ユーザインターフェースシステム群１３６０のオーディオインターフェースシステム１
３６４は、何れかの従来の構成で設けることができ、そして頭上スピーカシステム１３６
４Ａと、ハンドヘルドオーディオ提示システム群と、そして／または例えば乗客座席１３
８２の肘掛け１３８８に設けられるオーディオジャックに接続されるヘッドホン群と、を
含むことができる。乗客座席１３８２の台座１３８４Ｂ内に配置されるスピーカシステム
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１３６４Ｂ及び／又は乗客座席１３８２のヘッドレスト１３８４Ｃ内に配置されるスピー
カシステム１３６４Ｃのような１つ以上のスピーカシステムを同様に、乗客座席１３８２
に接続することができる。好適な実施形態では、オーディオインターフェースシステム１
３６４は任意であるが、ノイズキャンセラシステムを含むことにより、オーディオインタ
ーフェースシステム１３６４で再生する音質を更に向上させることができる。
【０１１６】
　図９Ａに示すように、ユーザインターフェースシステム１３６０は同様に、入力システ
ム１３６６を含むことにより、ユーザ（または、乗客）はビークル情報システム１３００
と通信することができる。入力システム１３６６は、何れかの従来の構成で設けることが
でき、そして通常、キーボードまたはキーパッドのような１つ以上のスイッチ（または、
プッシュボタン）、及び／又はマウス、トラックボール、及び／又はスタイラスのような
ポインティングデバイスを含む。必要に応じて、入力システム１３６６は、接続先のビデ
オインターフェースシステム１３６２及び／又はオーディオインターフェースシステム１
３６４と少なくとも部分的に一体化することができる、そして／またはこれらのシステム
とは別体のシステムとすることができる。例えば、ビデオインターフェースシステム１３
６２及び入力システム１３６６は、タッチスクリーンディスプレイシステムとして設ける
ことができる。入力システム１３６６は同様に、１つ以上の周辺通信コネクタ１３６６Ｐ
（または、ポート）（図１１Ｂに示す）を含むことにより、フルサイズコンピュータキー
パッド、外付けマウス、及び／又はゲームパッドのような周辺入力デバイス（図示せず）
をビークル情報システム１３００に接続することができる。
【０１１７】
　好適には、ユーザインターフェースシステム群１３６０のうちの少なくとも１つのユー
ザインターフェースシステムは、従来の通信ポート（または、コネクタ）のような有線及
び／又は無線アクセスポイント１３６８を含むことにより、パーソナル電子（またはメデ
ィア）機器１２００（図９Ｂに示す）をビークル情報システム１３００に接続することが
できる。これにより、乗客輸送手段１３６８に搭乗して旅行している乗客（図示せず）は
、個人的に選択する視聴コンテンツを旅行中に楽しむことができる。アクセスポイント１
３６８は、接続先の乗客座席１３８２に近接して位置し、そして背もたれ１３８６、壁１
３９６、天井、及び／又はバルクヘッドのような何れかの適切な客室表面に設けることが
できる。
【０１１８】
　図９Ｂを参照するに、ビークル情報システム１３００は、１つ以上のパーソナル電子機
器１２００と通信するものとして示されている。各パーソナル電子機器１２００は、オー
ディオ及び／又はビデオ視聴コンテンツ１２１０を格納することができ、そしてラップト
ップコンピュータ、パームトップコンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、携帯電話機、
ｉＰｏｄ（登録商標）デジタル電子メディアデバイス、ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）デジタ
ル電子メディアデバイス、及び／又はＭＰＥＧ　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ　３（ＭＰＥＧ
オーディオレイヤ３：ＭＰ３）デバイスのようなハンドヘルドデバイスとして設けること
ができる。例示的なパーソナル電子機器群１２００は、上に参照した同時係属中の２００
４年２月４日出願の「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＤＯＷＮＬＯＡＤ
ＩＮＧ　ＦＩＬＥＳ（ファイルをダウンロードするシステム及び方法）」と題する米国特
許出願第１０／７７２，５６５号；２００５年６月１５日出願の「ＰＯＲＴＡＢＬＥ　Ｍ
ＥＤＩＡ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＰＲＥＳＥＮＴＩＮＧ　ＶＩ
ＥＷＩＮＧ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＵＲＩＮＧ　ＴＲＡＶＥＬ（視聴コンテンツを旅行中に
提示するポータブルメディアデバイス及び方法）」と題する米国特許出願第１１／１５４
，７４９号；及び２００５年１１月７日出願の「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　
ＦＯＲ　ＲＥＣＥＩＶＩＮＧ　ＢＲＯＡＤＣＡＳＴ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＯＮ　Ａ　ＭＯＢ
ＩＬＥ　ＰＬＡＴＦＯＲＭ　ＤＵＲＩＮＧ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＴＲＡＶＥＬ
（放送コンテンツを移動プラットフォームで国際旅行中に受信するシステム及び方法）」
と題する米国特許出願第１１／２６９，３７８号；２００８年９月１５日出願の「ＳＹＳ
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ＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＩＮＧ　Ａ　ＰＯＲＴＡＢＬ
Ｅ　ＭＥＤＩＡ　ＤＥＶＩＣＥ　ＷＩＴＨ　Ａ　ＶＥＨＩＣＬＥ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯ
Ｎ　ＳＹＳＴＥＭ（ポータブルメディアデバイスをビークル情報システムにインターフェ
ース接続するシステム及び方法）」と題する米国特許出願第１２／２１０，６２４号；２
００８年９月１５日出願の「ＭＥＤＩＡ　ＤＥＶＩＣＥ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＳＹＳＴ
ＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＶＥＨＩＣＬＥ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＳＹ
ＳＴＥＭＳ（ビークル情報システムに関するメディアデバイスインターフェースシステム
及び方法）」と題する米国特許出願第１２／２１０，６３６号；２００８年９月１５日出
願の「ＭＥＤＩＡ　ＤＥＶＩＣＥ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴ
ＨＯＤ　ＦＯＲ　ＶＥＨＩＣＬＥ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥＭＳ（ビークル
情報システムに関するメディアデバイスインターフェースシステム及び方法）」と題する
米国特許出願第１２／２１０，６５２号；及び２００８年９月１５日出願の「ＰＯＲＴＡ
ＢＬＥ　ＵＳＥＲ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　Ｖ
ＥＨＩＣＬＥ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥＭＳ（ビークル情報システムに関す
るポータブルユーザコントロールデバイス及び方法）」と題する米国特許出願第１２／２
１０，６８９号の各明細書に示され、かつ説明されている。
【０１１９】
　図９Ｂに示すパーソナル電子機器群１２００は、視聴コンテンツ１２１０を視覚的に提
示するビデオディスプレイシステム１２４０、及び／又は視聴コンテンツ１２１０を聴覚
的に提示するオーディオ提示システム１２５０を含む。各パーソナル電子機器１２００は
同様に、ユーザ制御システム１２６０を含むことができ、このユーザ制御システム１２６
０は、何れかの従来の構成で設けることができ、そして通常、キーボードまたはキーパッ
ドのような１つ以上のスイッチ（または、プッシュボタン）、及び／又はマウス、トラッ
クボール、またはスタイラスのようなポインティングデバイスを含む。これにより、パー
ソナル電子機器群１２００は、所望の視聴コンテンツ１２１０を選択することができ、そ
して選択視聴コンテンツ１２１０が受信され、そして／または提示される方式を制御する
ことができる。
【０１２０】
　パーソナル電子機器群１２００の各パーソナル電子機器は同様に、少なくとも１つの通
信ポート（または、コネクタ）１２７０を含むことができる。通信ポート群１２７０によ
ってパーソナル電子機器群１２００は、ビークル情報システム１３００と、それぞれのユ
ーザインターフェースシステム１３６０のアクセスポイント１３６８を介して通信するこ
とができる。例えば、パーソナル電子機器１２００Ａに関連して示されているように、選
択通信ポート１２７０及びアクセスポイント１３６８が無線通信をサポートすることがで
きるのに対し；通信ケーブルアセンブリ１３８７は、別の選択通信ポート１２７０とパー
ソナル電子機器１２００Ｂに接続されるアクセスポイント１３６８との間の有線通信のサ
ポートを行なう。アクセスポイント１３６８とパーソナル電子機器１２００Ｂに対応する
通信ポート１２７０との間の有線通信では、作動電力１２２０をパーソナル電子機器１２
００Ｂに供給することが好ましい。
【０１２１】
　別の表現をすると、各パーソナル電子機器１２００は、デバイス電源コネクタ（または
、ポート）１２７０Ｐを含むことができ、このデバイス電源コネクタ１２７０Ｐは、関連
アクセスポイント１３６８が提供する従来の電源出力のようなシステム電源コネクタ（ま
たは、ポート）１３６８Ｐに接続することができる。システム電源コネクタ１３６８Ｐは
、関連する乗客座席１３８２に隣接配置することができ、そしてデバイス電源コネクタ１
２７０Ｐに通信ケーブルアセンブリ１３８７を介して接続されると、作動電力１２２０を
ビークル情報システム１３００からパーソナル電子機器１２００に供給することができる
。必要に応じて、視聴コンテンツ１２１０及び作動電力１２２０をパーソナル電子機器１
２００に別の通信ケーブルアセンブリ群１３８７を介して供給することができる。通信ポ
ート１２７０及びアクセスポイント１３６８が通信している場合、ビークル情報システム
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１３００は、簡単設定方式をサポートすることにより、接続先のパーソナル電子機器１２
００をビークル情報システム１３００に、ユーザによる操作が容易な通信インターフェー
スを使用して組み込むことができる。
【０１２２】
　パーソナル電子機器１２００を用いる使用形態が必要ではなくなると、そして／または
それ以外には、パーソナル電子機器１２００に直接物理的に触れる必要がなくなると、パ
ーソナル電子機器１２００をシステム電源コネクタ１３６８Ｐから遮断することができ、
そして乗客座席１３８２に収納することができる。乗客座席１３８２は、パーソナル電子
機器１２００の収納を行なう収納箇所１３８９を含むことができる。乗客座席１３８２Ｂ
に関連して示されているが、パーソナル電子機器１２００は、乗客座席１３８２Ｂの肘掛
け１３８８に形成される収納ポケット１３８９Ｂに収納することができる。収納箇所１３
８９は同様に、乗客座席１３８２の背もたれ１３８６及び／又はヘッドレスト１３８４に
設けることができる。必要に応じて、収納箇所１３８９は、頭上収納棚、ドア収納部、乗
客座席１３８２の下に設けられる収納箇所、または乗客輸送手段１３９０において利用す
ることができる小物入れ、トランク、またはクローゼットのような他の何れかの種類の従
来の収納箇所を含むことができる。
【０１２３】
　図１０は、図１の電力管理システムを示しており、この場合、電力管理システム１００
は、図７Ａ～Ｂ、８、及び９Ａ～Ｂのビークル情報システム１３００に接続される。図１
０に示すように、ヘッドエンドシステム１３１０Ｈは、電力制御システム４００を備える
ことにより、図１を参照して上に詳細に説明したように、電源２００からの入力電力６１
０を負荷群５００に割り当てることができるのに対し；ビークル情報システム１３００の
選択リソース群（及び／又は、構成要素群）は負荷群５００を備えることができる。負荷
群５００は、図８を参照して上に説明したように、例えば１つ以上のエリア配信ボックス
１３２２、フロア通信切断ボックス群１３２３、及び／又は座席電子機器ボックス群１３
２４を含むことができる。必要に応じて、負荷群５００は同様に、少なくとも１つの電源
コネクタ１３６８Ｐを含むことにより、選択パーソナル電子機器１２００（図９Ｂに示す
）に接続することができ、そして出力電力６２０Ｎを選択パーソナル電子機器１２００に
供給することができる。
【０１２４】
　図１０に、電力分配システム３００を介して間接的に通信するものとして例示のために
のみ示されているが、電力制御システム４００及び負荷群５００は、何れかの従来の直接
方式及び／又は間接方式で通信することができる。図１０の電力管理システム１００は、
図１を参照して上に説明したように、例えば第１直接通信リンク（図示せず）を、電力制
御システム４００と少なくとも１つの選択負荷５００との間に含むことができ、そして／
または第２直接通信リンク（図示せず）を、２つ（または２つよりも多くの）の選択負荷
５００の間に含むことができる。従って、第１直接通信リンクによって、電力制御システ
ム４００が電力制御データ７１０及び／又はステータスデータ７２０を選択負荷５００と
直接授受することができるのに対し；第２直接通信リンクによって、電力制御データ７１
０及び／又はステータスデータ７２０を２つの選択負荷５００の間で授受することができ
る。
【０１２５】
　電力管理システム１００は好ましくは、ソフトウェアによって部分的に、そして／また
は完全に駆動することができる。例えば、電力管理システム１００は、ビークル情報シス
テム１３００のヘッドエンドシステム１３１０Ｈで実行されるアプリケーションを備える
ことができる。基本的に、電力管理システム１００は、ソフトウェアアプリケーションを
ヘッドエンドシステム１３１０Ｈで実行することができる。ソフトウェアアプリケーショ
ンは、民間航空機客室機器のような関連輸送手段客室機器に関する現時点における一般的
かつ主要な管理手法を取り入れる。客室機器負荷を輸送手段の主電源群（または、バスバ
ー群）２５０（図１２に示す）の間で分散させ、そして配分する差し障りのない動的方法
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に関する方式は、例えば電力管理システム１００に取り込むことができる。電力管理シス
テム１００は好ましくは、ビークル情報システム１３００の種々のシステムリソースのよ
うな現在電力消費している全ての機器の間で行なわれる輸送手段客室１３８０（図９Ａ～
Ｂに示す）内における負荷配分（ｌｏａｄ　ｓｈａｒｉｎｇ）を、未使用電力を、追加電
力を必要とする客室領域における現在電力消費している機器群に再割り当てすることによ
りサポートする。
【０１２６】
　電力管理システム１００は、上に説明したように、電力ステータスデータ７２０を乗客
輸送手段１３９０、及び／又はビークル情報システム１３００のコンテンツ配信システム
１３２０から受信し、そして／または当該電力ステータスデータ７２０を処理することに
より、電力制御データ７１０を生成することができる。これにより、電力管理システム１
００は、当該システムの管理機能及び客室機器制御機能をサポートすることができる。有
利な点として、電力管理システム１００は、仮想動作パラメータ群を利用して、動的機能
をサポートすることができる。これらの仮想動作パラメータによって、電力管理システム
１００は、「ソフト」動作限界を、構造のうち現在電力消費を行なっている構成要素群に
対して設定することができる。現在使用量を最適化するために、電力管理システム１００
は、設定基準値を、当該システムによる管理タスクの実行中に、輸送手段負荷状態を適正
に保持する必要がある客室領域において動的に変更することができることが好ましい。
【０１２７】
　必要に応じて、電力管理システム１００は、負荷割り当て方式を構造のうち現在電力消
費を行なっている構成要素群に対して適用することができ、現在電力消費を行なっている
これらの構成要素は、最大動作負荷状態を計算し、そして／または基準動作限界を各構成
要素に対して設定する機構として機能することができる。当該システムの動的管理構造の
一部として、電力管理システム１００は、所定の負荷分散優先度、または特定の輸送手段
客室クラス／ゾーン、及び負荷タイプをサポートする能力を持つことができる。これによ
り、電力管理システム１００は、差し障りのない動的方式を用いて、乗客輸送手段１３９
０（図７Ａ～Ｂに示す）内の電力分配及び電力使用量を最適化することができるので有利
である。別の表現をすると、電力管理システム１００は、輸送手段電力負荷状態を適正に
保持する必要がある場合に、複数の異なる量の複数形態の電力を、乗客輸送手段１３９０
全体を通じて、例えば選択乗客座席１３８２（図９Ａ～Ｂに示す）の位置で、そして／ま
たは選択乗客座席グループ１３８３（図１２に示す）内で動的に管理することができる。
【０１２８】
　図１１Ａを参照するに、電力管理システム１００の電力分配システム３００は、少なく
とも１つの電力変換システム３１０を含むものとして示されている。図１を参照して上に
詳細に説明したように、電力変換システム３１０は入力電力６１０を各それぞれの出力電
力６２０Ａ～Ｎに変換することができる。これにより、電力変換システム３１０は、適切
な電力特性を持つ出力電力６２０Ａ～Ｎを所定数の負荷５００に供給することができる。
好適な実施形態では、負荷群５００は、少なくとも１つの電源コネクタ１３６８Ｐ及び／
又は少なくとも１つの座席電子機器ボックス１３２４を含むことができる。図１１Ａの電
力変換システム３１０は、出力電力６２０Ａ～Ｃを複数の電源コネクタ１３６８Ｐに供給
するものとして、そして出力電力６２０Ｄ～６２０Ｎ－１、６２０Ｎを複数の座席電子機
器ボックス１３２４に供給するものとして示されている。
【０１２９】
　電力変換システム３１０は、何れかの事前選択電力特性を持つ出力電力６２０Ａ～Ｎを
供給することができるが、同様の種類の負荷群５００に供給される出力電力６２０Ａ～Ｎ
は同じであることが好ましい。必要に応じて、電源コネクタ群１３６８Ｐに供給される出
力電力６２０Ａ～Ｎは同じであることが好ましく、そして座席電子機器ボックス群１３２
４に供給される同一出力電力６２０Ｄ～６２０Ｎ－１、６２０Ｎとは異ならせることがで
きる。１つの好適な実施形態では、電力変換システム３１０は、多相入力電力６１０を入
力し、そして多相入力電力６１０を、電源コネクタ１３６８Ｐに取り出すことができる単
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相出力電力６２０Ａ～Ｃに変換することができる。例えば、入力電力６１０が１１５ＶＡ
Ｃ、３６０～８００Ｈｚの３相可変周波数電力を含む場合、電力変換システム３１０は、
入力電力６１０を、電源コネクタ群１３６８Ｐに接続することができるパーソナル電子機
器群１２００（図９Ｂに示す）が利用する複数組の１１０ＶＡＣ，６０Ｈｚの単相電力を
含む出力電力６２０Ａ～Ｃに変換することができる。電力変換システム３１０は同様に、
２８ＶＤＣ、１５０Ｗのような直流（ＤＣ）電力を含む出力電力６２０Ｄ，．．．，６２
０Ｎ－１、６２０Ｎを座席電子機器ボックス群１３２４に供給することができる。必要に
応じて、電力変換システム３１０は、多相入力電力６１０を、ビークル情報システム１３
００内の別の電力変換システム３１０を含む他のシステムリソース群に供給する（または
、流す）ことができる。
【０１３０】
　ヘッドエンドシステム１３１０Ｈは、何れかの従来の方式で、ステータスデータ７０２
を電源２００と授受することができ、そして／または電力制御データ７１０を負荷群５０
０と授受することができる。ヘッドエンドシステム１３１０Ｈ及び負荷群５００は、図１
１Ａに、電力制御データ７１０を、エリア分配ボックス１３２２を介して授受するものと
して示されている。座席電子機器ボックス群１３２４は好ましくは、ローカルエリア分配
ボックス１３２２及び／又は隣接する座席電子機器ボックス１３２４との、何れかのタイ
プの高速「イーサネット」（１００Ｂａｓｅ－Ｘ及び／又は１００Ｂａｓｅ－Ｔ）通信及
び／又はギガビット（１０００Ｂａｓｅ－Ｘ及び／又は１０００Ｂａｓｅ－Ｔ）「イーサ
ネット」通信のような「イーサネット」通信を、上に参照した同時係属中の２００５年５
月６日出願の「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＭＡＮＡＧＩＮＧ　ＣＯ
ＮＴＥＮＴ　ＯＮ　ＭＯＢＩＬＥ　ＰＬＡＴＦＯＲＭＳ（コンテンツを移動プラットフォ
ームで管理するシステム及び方法）」と題する米国特許出願第１１／１２３，３２７号明
細書に説明されている方式でサポートする。
【０１３１】
　必要に応じて、選択第１グループの負荷５００は、第１エリア分配ボックス１３２２を
介して、ヘッドエンドシステム１３１０Ｈに接続することができ、そして電力制御データ
７１０をヘッドエンドシステム１３１０Ｈと授受することができるのに対し；選択第２グ
ループの負荷５００は、第２エリア分配ボックス１３２２を介して、ヘッドエンドシステ
ム１３１０Ｈに接続することができ、そして電力制御データ７１０をヘッドエンドシステ
ム１３１０Ｈと授受することができる。図１１Ａは、負荷群５００の各負荷が、共通エリ
ア分配ボックス１３２２に直列接続されるものとして図示しているが、負荷群５００は、
エリア分配ボックス１３２２に何れかの従来の構成で接続することができる。１つの好適
な実施形態では、ヘッドエンドシステム１３１０Ｈは、上に説明したように、電力制御デ
ータ７１０及び／又はステータスデータ７０２を１つ以上の選択電力変換システム３１０
と授受することができる。
【０１３２】
　図１１Ｂは、図１１Ａの電力管理システム１００の別の実施形態を示しており、この場
合、出力電力６２０Ａ～Ｎを選択電力変換システム３１０から供給することができる供給
先の負荷群５００は、ビークル情報システム１３００の何れかの選択システムリソース（
または、構成要素）を含むことができる。選択座席電子機器ボックス１３２４は、例えば
ネットワークデータ及びデジタルオーディオ／ビデオコンテンツのような視聴コンテンツ
１２１０（図７Ａ～Ｂに示す）を接続先の各乗客座席１３８２（図９Ａ～Ｂに示す）に供
給することができる。電力変換システム３１０は、出力電力６２０Ｄをビデオインターフ
ェースシステム１３６２に、そして／または出力電力６２０Ｅをオーディオインターフェ
ースシステム１３６４に供給することにより、視聴コンテンツ１２１０を提示することが
できる。同様に、視聴コンテンツ１２１０の提示を制御するユーザ入力システム１３６６
、及び／又は周辺通信コネクタ１３６６Ｐは、出力電力６２０Ｆ、６２０Ｈをそれぞれ入
力するものとして示されている。
【０１３３】
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　ビークル情報システム１３００の他のシステムリソース群は同様に、出力電力６２０を
電力変換システム３１０から入力することができる。ビークル情報システム１３００の他
のシステムリソース群は、例えば座席電子機器システム１３８５を含むことにより、乗客
による旅行体験を高めることができる。通常、プレミアムシートクラスに接続される乗客
座席１３８２（図９Ａ～Ｂに示す）内に配置される場合、座席電子機器システム１３８５
は、座席内メッセージシステム（図示せず）及び／又は少なくとも１つのアクチュエータ
システム（図示せず）を含むことにより、乗客座席１３８２の位置を電気的に（または、
電子的に）調節することができる。座席電子機器システム１３８５は、出力電力６２０Ｇ
を電力変換システム３１０から入力するものとして示されている。ビークル情報システム
１３００のシステムリソース群が時間の経過とともに作動状態及び／又は非作動状態にな
ると、上に説明したように、電源２００から供給される入力電力６１０、及び／又は電力
変換システム３１０から供給される出力電力６２０Ａ～Ｎは動的に変化することができる
。
【０１３４】
　図１０の電力管理システム１００の更に別の実施形態を図１２に示す。図１２を参照す
るに、電源２００は、主電力６５０を入力するものとして、そして図６Ｂを参照して上に
詳細に説明したように設けられる複数の電源サブシステム２０２を備えるものとして示さ
れている。主電力６５０は、少なくとも１つの主電源（または、バスバー）２５０を介し
て供給することができ、そして所定数の主電力成分６５０Ａ～Ｃを含むことができる。各
主電源２５０から取り出すことができる合計主電力６５０は、主電源２５０の最大電力定
格（及び／又は、電力バジェット）によって制限される。主電力６５０が多相電力を含む
場合、各主電力成分６５０Ａ～Ｃは、選択相の多相主電力６５０を含むことができる。別
の表現をすると、各電源サブシステム２０２は、単相の交流（または、ＡＣ）電力を含む
入力電力６１０を供給するように構成することができる。１つの好適な実施形態では、主
電力６５０は３相電力を含み、そして電源２００の電源サブシステム群２０２は、事前選
択した３の倍数だけ設けられるので、主電力６５０の各相は、相数と同じ数の電源サブシ
ステム２０２に接続される。これにより、電源２００は、例えば３，６，９，１２，及び
／又は１５個の電源サブシステム２０２を含むことができる。
【０１３５】
　電源２００の電源サブシステム２０４，２０６，２０８は、主電力６５０のそれぞれの
主電力成分６５０Ａ～Ｃを入力するものとして、そしてそれぞれの主電力成分６５０Ａ～
Ｃを関連する入力電力６１０Ａ～Ｃに変換するものとして示されている。これにより、上
に説明したように、電源２００は、入力電力６１０Ａ～Ｃを電力変換システム３１０に供
給することができ、そして／またはステータスデータ７２０をヘッドエンドシステム１３
１０Ｈと授受することができる。
【０１３６】
　各電源サブシステム２０４，２０６，２０８は、ステータスデータ７２０の一部を授受
するものとして示されている。電源サブシステム２０４が、例えばステータスデータ７２
０Ａをヘッドエンドシステム１３１０Ｈと授受することができるのに対し；電源サブシス
テム２０６，２０８は、ステータスデータ７２０Ｂ、７２０Ｃをそれぞれ、ヘッドエンド
システム１３１０Ｈと授受することができる。これにより、ヘッドエンドシステム１３１
０Ｈは、個別化されたステータスデータ７２０Ａ、７２０Ｂ、７２０Ｃを、電源サブシス
テム２０４，２０６，２０８の各電源サブシステムとそれぞれ授受することができる。
【０１３７】
　図１２は更に、負荷群５００を、乗客輸送手段１３９０（図９Ａ～Ｂに示す）の客室１
３８０（図９Ａ～Ｂに示す）全体に分散させることができる１つ以上の乗客座席グループ
群１３８３の乗客座席１３８２（図９Ａ～Ｂに示す）に配置することができる様子を示し
ている。図１２に示すように、各乗客座席グループ１３８３は、少なくとも１つの座席電
子機器ボックス１３２４、及び／又は１つ以上の電源コネクタ１３６８Ｐに接続すること
ができる。好適には、電源コネクタ１３６８Ｐが、選択乗客座席グループ１３８３内の各
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乗客座席１３８２に隣接配置されるのに対し；座席電子機器ボックス１３２４は、当該選
択乗客座席グループ１３８３内の複数の乗客座席１３８２に接続することができる。これ
により、出力電力６２０を乗客座席グループ１３８３内の各乗客座席１３８２に取り出す
ことができるので、電源コネクタ群１３６８Ｐに接続されるパーソナル電子機器群１２０
０（図９Ｂに示す）に利用することができる。電力管理システム１００は、パーソナル電
子機器群１２００及び／又は座席電子機器システム群１３８５（図１１Ｂに示す）を含む
、乗客座席群１３８２に接続される全てのシステムリソース（及び／又は、構成要素群）
が利用する出力電力６２０を管理することができるので有利である。
【０１３８】
　各それぞれの乗客座席グループ１３８３に供給される出力電力６２０は、乗客座席グル
ープ１３８３に接続される、電子機器ボックス１３２４及び／又は電源コネクタ群１３６
８Ｐのような各システムリソース（及び／又は、構成要素群）への電源供給に適している
。別の表現をすると、乗客座席グループ１３８３Ａに供給される出力電力６２０Ａが、乗
客座席グループ１３８３Ａに接続されるシステムリソースに適合するのに対し；乗客座席
グループ１３８３Ｂ，．．．，１３８３Ｎに供給される出力電力６２０Ｂ，．．．，６２
０Ｎは、乗客座席グループ１３８３Ｂ，．．．，１３８３Ｎに接続されるシステムリソー
ス群に適合する。出力電力６２０は、乗客座席グループ群１３８３の間で同じとする、そ
して／または異ならせることができる。例えば、第１座席グループクラスに接続される乗
客座席グループ群１３８３は、第２座席グループクラスに接続される乗客座席グループ群
１３８３では利用することができない座席電子機器システム１３８５のようなプレミアム
システムリソース群を含むことができる。
【０１３９】
　電子機器ボックス１３２４は好ましくは、乗客座席グループ１３８３の座席内ネットワ
ークのマスターであり、そしてＲＳ－４８５インターフェースのような適切なインターフ
ェースを実装することにより、ＡＲＩＮＣ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．４８５
Ｐ２　Ｃａｂｉｎ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅｓ（ＡＲＩＮＣ仕様４８５
Ｐ２に準拠する客室機器インターフェース：ＣＥＩ）　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ－
Ｉｎ－Ｓｅａｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（物理レイヤ座席内プロトコル）に規定される座席内
ネットワーク要件をサポートすることができる。乗客座席グループ群１３８３及びヘッド
エンドシステム１３１０Ｈは、何れかの従来の方式で通信することができるが、電力変換
システム３１０に接続される乗客座席グループ１３８３Ａ，１３８３Ｂ，．．．，１３８
３Ｎは、ヘッドエンドシステム１３１０Ｈと共通エリア分配ボックス１３２２を介して通
信するものとして示されている。これにより、ヘッドエンドシステム１３１０Ｈは、電力
制御データ７１０を、乗客座席グループ１３８３Ａ，１３８３Ｂ，．．．，１３８３Ｎの
各乗客座席グループと授受する。電力制御データ７１０を授受することにより、ヘッドエ
ンドシステム１３１０Ｈは、図１及び２を参照して上に説明したように、所定の乗客座席
グループ１３８３Ａ，１３８３Ｂ，．．．，１３８３Ｎに接続される１つ以上のシステム
リソースを選択的に無効化して不所望な電力状態を解消しようとすることができる。
【０１４０】
　出力電力６２０への多相主電力６５０（図１２に示す）の変換を管理する例示的な方法
８００を図１３に示す。図１３の電力管理方法８００内の選択プロセス群は、図５Ｂの電
力管理方法８００内の選択プロセス群に関連する参照記号と同じ参照記号により表わされ
る。同じ参照記号を電力管理方法８００内で使用しているのは、関連するプロセス群が等
価なプロセス群を含むことができることを表わすためである。図１３を参照するに、電力
管理方法８００は、ステップ８０５において、第１及び第２電力制限モードに関連する１
つ以上の動作パラメータを設定するものとして示されている。これらの動作パラメータは
、電源２００の電源サブシステム２０４，２０６，２０８（図１２に示す）に対応する仮
想動作限界を電流で表わすことにより、電力変換を管理することができる。電力管理シス
テム１００（図１２に示す）が１つよりも多くの電源２００を含む場合、動作パラメータ
群は、各電源２００に対して設定することができ、そしてこれらの動作パラメータは、こ
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れらの電源２００の間で同じとする、そして／または異ならせることができる。
【０１４１】
　１つの実施形態では、動作パラメータ群は、選択電源２００に対応する（理論上の）絶
対最大電力基準制限値に基づいて、多相主電力６５０の全ての相について設定することが
できる。電力分配を電流量で管理し易くするために、動作パラメータ群は、（理論上の）
最大電力基準制限値、（理論上の）最大電流基準制限値、または最大電力基準制限値及び
最大電流基準制限値の両方に基づいて、選択電源２００に対応して設定される仮想動作パ
ラメータ群を含むことができる。（理論上の）最大電流基準制限値は、多相主電力６５０
の全ての相についての動作電流制限値を表わす。選択電源２００に対応する仮想動作パラ
メータ群は、例えば最大電力基準制限値及び／又は最大電流基準制限値の所定百分率を含
むことができる。所定百分率は、０％、１００％を含む０％～１００％の範囲の何れかの
適切な百分率値（または、百分率範囲）を含むことができる。例えば、所定百分率は、最
大電力基準制限値及び／又は最大電流基準制限値の９０％を含むことができる。本明細書
全体を通して列挙される数値は、例示のためにのみ用いられ、本発明を限定するために用
いられるのではない。
【０１４２】
　必要に応じて、選択電源２００に対応する仮想動作パラメータ群は、接続先の主電源（
または、バスバー）２５０（図１２に示す）の負荷状態を適正に保持する必要がある場合
に、より大きい値、及び／又はより小さい値に動的に、かつリアルタイムに調整すること
ができる。選択電源２００に対応する仮想動作パラメータ群は同様に、ビークル情報シス
テム１３００（図１２に示す）のリソース群（及び／又は、構成要素群）の起動優先度に
基づいて調整することができる。選択電源２００に対応する仮想動作パラメータ群によっ
て、電力管理システム１００を主電源２５０の動作制限値に収まるように安全に動作させ
ることができる限界値を設定することが好ましい。これにより、電源群２００が集合的に
、主電源２５０から取り出すことができる電力よりも多い電力を供給して分配してしまう
場合に、電力管理システム１００は、負荷割り当て方式を実行して、主電源２５０の利用
可能な電力バジェットを上回る動作負荷状態を回避することができるので有利である。
【０１４３】
　図１３に示すように、ステップ８０５Ａで選択され、かつ第１電力制限モードに対応す
る動作パラメータ群は、図５Ｂに示す設定するステップ８０５Ａを参照して上に詳細に説
明したように、設定電流値、解除電流値、及び／又は解除タイマー値を含むことができる
。ステップ８０５Ｃで選択され、かつ第２電力制限モードに対応する選択動作パラメータ
群は同様に、設定するステップ８０５Ｃを参照して上に説明したように、設定電流値、解
除電流値、及び／又は解除タイマー値を含むことができる。第１及び第２電力制限モード
の解除タイマー値はそれぞれ、図５Ｂを参照して上に説明した通りに設定することができ
る。選択電源２００の第１及び第２電力制限モードに対応する設定電流値及び解除電流値
を設定する１つの例示的な方法を、図１４を参照しながら示し、そして説明する。
【０１４４】
　図１４は、選択電源２００の例示的な電力（及び／又は電流）計２１０を示している。
電力計２１０は、選択電源２００から供給することができる入力電力６１０の合計電力（
及び／又は、電流）制限範囲を全ての電力相について表示する。入力電力６１０の電力（
及び／又は、電流）制限範囲は、選択電源２００の最大電力基準制限値及び／又は最大電
流基準制限値によって変わるものとして示されている。図１４に示すように、入力電力６
１０は、最大電力基準制限値及び／又は最大電流基準制限値の０％及び１００％を含む０
％～１００％の範囲とすることができる。これにより、各電力制限モードに対応する設定
電流値及び解除電流値は、選択電源２００の最大電力基準制限値及び／又は最大電流基準
制限値に収まるように設定することができる。第１電力制限モードに対応する設定電流値
及び解除電流値は、図１４に示すように、第２電力制限モードに対応する設定電流値及び
解除電流値の内側に位置することが好ましい。
【０１４５】
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　図１２及び１３を参照するに、上に説明したように、各電力制限モードに対応する設定
電流値及び解除電流値を各電源２００に対応して設定することにより、ビークル情報シス
テム１３００全体に亘る電力（及び／又は、電流）分配の管理を容易にする。好適には、
ステップ８０５において、設定電流値及び解除電流値を、１つ以上の接続先の電源コネク
タ１３６８Ｐに供給される管理対象の出力電力６２０に対して設定する。選択電源２００
の第１電力制限モードに対応する設定電流値及び解除電流値は、電流限界値を電源相ごと
に表わし、この電流限界値が検出されると、電力管理システム１００は第１段階の電力管
理を、出力電力６２０を選択電源２００から入力する全ての未使用電源コネクタ１３６８
Ｐを無効化することにより実施するようになる。選択電源コネクタ１３６８Ｐは、パーソ
ナル電子機器１２００（図９Ｂに示す）または他の電子機器が電源コネクタ１３６８Ｐに
接続されていないときに、そして／または出力電力６２０が電源コネクタ１３６８Ｐから
流れていないときに、未使用であると見なすことができる。同様に、第２電力制限モード
に対応する設定電流値及び解除電流値は、第２段階の電力管理を表わし、これらの電流値
が検出されると、出力電力６２０を選択電源２００から入力する全ての電源コネクタ１３
６８Ｐが無効化される。
【０１４６】
　上に説明したように、選択電源２００に対応する第１及び第２電力制限モードの設定電
流値及び解除電流値は、ステップ８０５において、選択電源２００の最大電力基準制限値
及び／又は最大電流基準制限値の所定百分率として、全ての電力相について設定すること
ができる。別の構成として、そして／または更に、解除電流値は、ステップ８０５におい
て、関連する設定電流値から所定電流オフセットだけずれた値として設定することができ
る。各電力制限モードの解除タイマー値をステップ８０５において設定することにより、
関連電力制限モードから脱することができ、そして通常動作モードに再度入ることができ
る時点を決定することができる。ステップ８７０において、結果として得られる測定入力
電流６１０が解除電流値を下回るようになる場合でも、結果として得られる測定入力電流
６１０は、通常動作モードに再度入ってしまう前に、解除電流値を下回る状態を少なくと
も所定時間区間に亘って保持する必要がある。別の表現をすると、所定時間区間が経過す
る前に、結果として得られる測定入力電流６１０が解除電流値を上回るようになる場合に
は、当該所定時間区間は終了し、そして当該所定時間区間は、一旦、結果として得られる
測定入力電流６１０が次に、解除電流値を下回るようになると、再び開始される。
【０１４７】
　好適な実施形態では、選択電源２００に対応する第１及び第２電力制限モードの設定電
流値及び解除電流値は、ステップ８０５において、出力電力６２０を選択電源２００から
入力する乗客座席グループ群１３８３に接続される座席クラスに少なくとも部分的に基づ
いて設定することができる。別の表現をすると、選択電源２００の場合、関連電力制限モ
ードの設定電流値が、第１座席クラスの乗客座席グループ群１３８３に対応する最大電力
（及び／又は、電流）基準制限値の第１百分率を含むことができるのに対し；関連電力制
限モードの設定電流値は、第２座席クラスの乗客座席グループ群１３８３に対応する最大
電力（及び／又は、電流）基準制限値の第２百分率を含むことができる。第１及び第２百
分率は同じ百分率を含むことができるが、プレミアム座席クラスの乗客座席グループ群１
３８３に対応する設定電流値は、エコノミー座席クラスの乗客座席グループ群１３８３に
対応する設定電流値に関連付けられる最大電力（及び／又は、電流）基準制限値の所定百
分率を下回る、最大電力（及び／又は、電流）基準制限値の所定百分率を含むことが好ま
しい。
【０１４８】
　例えば、第１電力制限モードの設定電流値をステップ８０５Ａにおいて、プレミアム座
席クラスの乗客座席グループ群１３８３に対応して、最大電力（及び／又は、電流）基準
制限値の８０％に設定することができるのに対し；第１電力制限モードの設定電流値をス
テップ８０５Ａにおいて、エコノミー座席クラスの乗客座席グループ群１３８３に対応し
て、最大電力（及び／又は、電流）基準制限値の８５％に設定することができる。第１電
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力制限モードの解除電流値がステップ８０５Ａにおいて、設定電流値から５アンペアの所
定電流オフセットだけずれた値として設定される場合、第１電力制限モードの解除電流値
をステップ８０５Ａにおいて、プレミアム座席クラスの乗客座席グループ群１３８３に対
応して、最大電力（及び／又は、電流）基準制限値の８０％から５アンペアの電流オフセ
ットを減算した値に設定することができる。
【０１４９】
　同様に、ステップ８０５Ａにおいて、第１電力制限モードの解除電流値を、エコノミー
座席クラスの乗客座席グループ群１３８３に対応して、最大電力（及び／又は、電流）基
準制限値の８５％から５アンペアの電流オフセットを減算した値に設定することができる
。１つの実施形態では、設定電流値及び解除電流値の選択によって、設定電流値と解除電
流値との差に等しいヒステリシス値の幅を有するように第１電力制限モードに入り、そし
て／または第１電力制限モードから脱するヒステリシス効果を利用することができるので
有利である。ヒステリシスを利用することにより、電力管理システム１００（及び／又は
、電力管理方法８００）内の不安定を解消し易くなる。第１電力制限モードの解除タイマ
ー値は、上に説明したように、ステップ８０５Ａにおいて、各座席クラスに対応して同じ
になるように、何れかの適切な所定期間に設定することができ、そして当該解除タイマー
値として、単なる例示に過ぎないが、１０秒を挙げることができる。
【０１５０】
　必要に応じて、第２電力制限モードに対応する設定電流値、解除電流値、及び／又は解
除タイマー値は、ステップ８０５Ｂにおいて、各座席クラスに対応して同じになるように
設定することができる。第２電力制限モードに対応する設定電流値の例示的な値として、
最大電力（及び／又は、電流）基準制限値の９０％を挙げることができるのに対し；第２
電力制限モードに対応する解除電流値は、設定電流値から１０アンペアの所定電流オフセ
ットだけずれた値として設定することができる。１つの実施形態では、設定電流値及び解
除電流値の選択によって、設定電流値と解除電流値との差に等しいヒステリシス値の幅を
有するように第２電力制限モードに入り、そして／または第２電力制限モードから脱する
ヒステリシス効果を利用することができるので有利である。ヒステリシスを利用すること
により、電力管理システム１００（及び／又は、電力管理方法８００）内の不安定を解消
し易くなる。第２電力制限モードの解除タイマー値は、上に説明したように、何れかの適
切な所定期間に設定することができ、そして当該解除タイマー値として、単なる例示に過
ぎないが、６０秒を挙げることができる。上に説明したように、第１及び第２電力制限モ
ードに対応する設定電流値、解除電流値、及び解除タイマー値に対応する数値は、例示の
ためにのみ挙げているに過ぎず、本発明を限定するために挙げているのではない。
【０１５１】
　通常動作状態では、特に電源群２００が集合的に、主電源２５０から取り出して分配す
ることができる電力よりも多い電力を供給してしまう場合に、電源群２００は通常、第１
電力制限モードに定期的に入ることができる。しかしながら、電源群２００は普通、第２
電力制限モードに頻繁に入るということはない。プレミアム座席クラスの乗客座席グルー
プ群１３８３に接続される電源群２００は、例えば座席電子機器システム１３８５（図１
１Ｂに示す）及び他の間欠負荷群５００が、電力消費量の測定可能な短期変動を提示して
しまうことに起因して、第２電力制限モードに入ることができる。電力消費量の変動の期
間が短いので、これらの電源２００は通常、第２電力制限モードになっている状態を、第
２電力制限モードに対応する解除タイマー値で設定される所定期間に亘ってのみ保持する
ことになる。
【０１５２】
　一旦、第１及び第２電力制限モードに対応する選択動作パラメータ群が設定されると、
図５Ｂを参照して上に説明したように、ステップ８１０において、通常動作モードに入る
ことができる。通常動作モードでは、電源２００に接続される少なくとも１つの電源コネ
クタ１３６８Ｐを含む負荷群５００のうちの１つ以上の負荷は、ステップ８１５において
有効化することができる。有効電源コネクタ群１３６８Ｐは、電源２００に接続される電
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源コネクタ群１３６８Ｐのうちの全ての部分、または選択部分を含むことができ、そして
ステップ８１５において有効化される負荷群５００のうちの選択部分は、図５Ｂを参照し
て上に説明したように、時間の経過とともに動的に変化することができる。必要に応じて
、有効電源コネクタ群１３６８Ｐを含む有効負荷群５００のうちの少なくとも１つの有効
負荷は、個別に非作動状態及び／又は作動状態とすることができ、これにより、電源２０
０から供給される入力電流６１０の値に影響を与えることができる。より多くの数の有効
負荷５００が作動状態になると、入力電流６１０は増加してしまい、そして電源２００の
最大電力定格に近付いてしまう。
【０１５３】
　電力管理方法８００では、ステップ８２０において、選択電源２００から有効負荷群５
００に供給される入力電流６１０を、全ての電力相について測定する。ステップ８２０に
おける入力電流６１０の測定は、図５Ｂの測定するステップ８２０に関連して上に詳細に
説明されている。上に説明したように、ステップ８３０では、入力電流６１０を第１電力
制限モードに関連する少なくとも１つの動作パラメータと比較することができ、そしてス
テップ８２５では、第２電力制限モードに関連する少なくとも１つの動作パラメータと比
較することができる。図１３に示すように、例えば第１及び第２電力制限モードに対応す
る動作パラメータ群は、それぞれの設定電流値を含むことができる。
【０１５４】
　これにより、選択電源２００から供給される入力電流６１０が第１電力制限モードに対
応する設定電流値を下回る場合、通常動作モードを維持することができ、そしてステップ
８２０において、選択電源２００から有効負荷群５００に供給される入力電流６１０を再
度測定することができる。電源２００から供給される入力電流６１０が第２電力制限モー
ドに対応する設定電流値を上回る場合、ステップ８８０において、第２電力制限モードに
入ることができるのに対し；電源２００から供給される入力電流６１０が、第１電力制限
モードに対応する設定電流値を上回り、かつ第２電力制限モードに対応する設定電流値を
下回る場合には、ステップ８４０において、第１電力制限モードに入ることができる。
【０１５５】
　第１電力制限モードでは、ステップ８５０において、未使用有効電源コネクタ群１３６
８Ｐのうちの１つ以上の未使用有効電源コネクタを無効化することができる。未使用有効
電源コネクタ群１３６８Ｐのうちの１つ以上の未使用有効電源コネクタが無効化された後
、ステップ８６０において、選択電源２００から残りの有効負荷群５００に供給される入
力電流６１０を全ての電力相について測定することができ、そしてステップ８６５におい
て、結果として得られる測定入力電流６１０を第２電力制限モードに対応する設定電流値
と比較することができる。結果として得られる測定入力電流６１０が、第２電力制限モー
ドに対応する設定電流値を上回る場合、ステップ８８０において、第２電力制限モードに
入ることができる。そうではなく、結果として得られる測定入力電流６１０が、第２電力
制限モードに対応する設定電流値を下回る場合、ステップ８７０において、結果として得
られる測定入力電流６１０を、第１電力制限モードに対応する解除電流値と比較すること
ができる。結果として得られる測定入力電流６１０が、第１電力制限モードに対応する解
除電流値を上回る場合（かつ、第２電力制限モードに対応する設定電流値を下回る場合）
、第１電力制限モードを維持することができ、そしてステップ８６０において、選択電源
２００から残りの有効負荷群５００に供給される入力電流６１０を再度測定することがで
きる。
【０１５６】
　ステップ８７０において、結果として得られる測定入力電流６１０が解除電流値を下回
る場合、ステップ８１０において、通常動作モードに再度入ることができ、このステップ
８１０では、上に説明したように、無効電源コネクタ群１３６８Ｐを再度有効化して、こ
れらの電源コネクタに入力電流６１０を選択電源２００から入力することができる。好適
には、結果として得られる測定入力電流６１０は、通常動作モードに再度入ってしまう前
に、解除電流値を下回る状態を、少なくとも所定時間区間に亘って保持する必要がある。
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図１３に示すように、第１電力制限モードは、電源２００から供給される入力電流６１０
が解除電流値を下回る状態を、解除タイマー値よりも長い時間区間に亘って保持するまで
維持することができる。入力電流６１０が解除電流値を下回る状態を当該時間区間全体に
亘って保持する場合、第１電力制限モードから脱することができ、そして通常動作モード
に再度入ることができる。そうではない場合、当該時間区間が経過するまでに、そして／
または入力電流６１０が、第２電力制限モードに対応する設定電流値を上回るようになる
までに入力電流６１０が解除電流値を下回る状態を保持することができるまで第１電力制
限モードが継続する。
【０１５７】
　ステップ８８０において、第２電力制限モードに入ると、ステップ８８２において、有
効電源コネクタ群１３６８Ｐの各有効電源コネクタを無効化する。有効電源コネクタ群１
３６８Ｐが使用中であるかどうかに関係なく、ステップ８８２において、有効電源コネク
タ群１３６８Ｐを無効化することができる。有効電源コネクタ群１３６８Ｐが無効化され
た後、ステップ８８４において、選択電源２００から残りの有効負荷群５００に供給され
る入力電流６１０を全ての電力相について測定することができ、そしてステップ８８６に
おいて、結果として得られる測定入力電流６１０を、第２電力制限モードに対応する解除
電流値と比較することができる。結果として得られる測定入力電流６１０が、第２電力制
限モードに対応する解除電流値を上回る場合、第２電力制限モードを維持することができ
、そしてステップ８８４において、選択電源２００から残りの有効負荷群５００に供給さ
れる入力電流６１０を再度測定することができる。
【０１５８】
　ステップ８８６において、結果として得られる測定入力電流６１０が、第２電力制限モ
ードの解除電流値を下回る場合、ステップ８１０において、通常動作モードに再度入るこ
とができ、このステップ８１０では、上に説明したように、無効電源コネクタ群１３６８
Ｐを再度有効化して、これらの電源コネクタに入力電流６１０を選択電源２００から入力
することができる。好適には、結果として得られる測定入力電流６１０は、通常動作モー
ドに再度入ってしまう前に、第２電力制限モードの解除電流値を下回る状態を、少なくと
も所定時間区間に亘って保持する必要がある。図１３に示すように、例えば第２電力制限
モードは、電源２００から供給される入力電流６１０が、第２電力制限モードの解除電流
値を下回る状態を、第２電力制限モードの解除タイマー値よりも長い時間区間に亘って保
持するまで維持することができる。
【０１５９】
　入力電流６１０が、第２電力制限モードの解除電流値を下回る状態を、第２電力制限モ
ードの時間区間全体に亘って保持する場合、第２電力制限モードから脱することができ、
そして通常動作モードに再度入ることができる。そうではない場合、当該時間区間が経過
するまでに入力電流６１０が第２電力制限モードの解除電流値を下回る状態を保持するこ
とができるまで第２電力制限モードが継続する。必要に応じて、第２電力制限モードを第
１電力制限モードに、適切な環境下で移行させることができる。これにより、電力管理方
法８００は、不所望な電力状態を解消しようとする漸進的及び／又は階層的な動的方法を
備えることができる。出力電流６２０を選択電源２００から入力する１つ以上の有効電源
コネクタ１３６８Ｐを無効化するものとして、図１２及び１３を参照しながら例示のため
にのみ示され、そして説明されているが、電力管理方法８００は、選択電力制限モードに
入ると、必要に応じて、ビークル情報システム１３００の図１１Ｂに示すシステムリソー
ス群を含む何れかの適切なシステムリソース（及び／又は、構成要素）を無効化するよう
に構成することができる。
【０１６０】
　図１５Ａ～Ｂを参照するに、図１２の電力管理システム１００が、複数の電力変換シス
テム３１０を備える電力分配システム３００を含むものとして示されている。電力変換シ
ステム群３１０はそれぞれ、図１２を参照して上に詳細に説明したように設けることがで
き、そして電源２００に従来の直列構成で接続されるものとして示されている。図１５Ａ
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～Ｂに示すように、電力変換システム３１０Ａは電源２００に接続することができる。こ
れにより、電力変換システム３１０Ａは、多相入力電力６１０を電源２００から入力する
ことができ、そして多相入力電力６１０を、接続先の乗客座席グループ１３８３内の負荷
群５００による使用に適する出力電力６２０に変換することができる。電力変換システム
３１０Ａは同様に、多相入力電力６１０を、電力変換システム３１０Ｂを含む他のシステ
ムリソース群に供給する（または、流す）ことができる。これにより、電力変換システム
３１０Ｂもまた、多相入力電力６１０を入力することができ、そして多相入力電力６１０
を、接続先の乗客座席グループ１３８３内の負荷群５００による使用に適する出力電力６
２０に変換することができる。
【０１６１】
　ヘッドエンドシステム１３１０Ｈは、図１２を参照して上に詳細に説明したように、ス
テータスデータ７０２を電源２００と、そして／または電力制御データ７１０を、それぞ
れの乗客座席グループ１３８３内の負荷群５００と授受することができる。図１５Ａに示
すように、ヘッドエンドシステム１３１０Ｈ、及び電力変換システム３１０Ａに接続され
る乗客座席グループ１３８３内の負荷群５００が電力制御データ７１０を、第１エリア分
配ボックス１３２２を介して授受することができるのに対し；ヘッドエンドシステム１３
１０Ｈ、及び電力変換システム３１０Ｂに接続される乗客座席グループ１３８３内の負荷
群５００は電力制御データ７１０を、第２エリア分配ボックス１３２２を介して授受する
ことができる。図１５Ｂは、ヘッドエンドシステム１３１０Ｈが電力制御データ７１０を
、両方の乗客座席グループ１３８３内の負荷群５００と、共通エリア分配ボックス１３２
２を介して授受する様子を示している。直列構成の２つの電力変換システム３１０Ａ、３
１０Ｂを備えるものとして図１５Ａ～Ｂを参照しながら例示のためにのみ示され、そして
説明されているが、電力分配システム３００は、何れかの従来の構成で設けることができ
る何れかの適切な数の電力変換システム３１０を含むことができる。各電力変換システム
３１０は好ましくは、上に説明したように、入力した多相入力電力６１０を、該当する乗
客座席グループ１３８３内の負荷群５００による使用に適する出力電力６２０に変換する
ように構成される。
【０１６２】
　図１６の電力管理システム１００は同様に、複数の電力変換システム３１０を備える電
力分配システム３００を含むものとして示されている。各電力変換システム３１０は、図
１２を参照して上に詳細に説明したように設けることができ、そして図１６に示すように
、電源２００の１つ以上のそれぞれの電源サブシステム２０２に接続することができる。
別の表現をすると、電源２００は、複数の電源サブシステム２０２を含むことができ、そ
して各電源サブシステム２０２は、関連する電力変換システム３１０に接続することがで
きる。電源２００が、多相入力電力６１０を供給する場合、各電力変換システム３１０は
、複数の電源サブシステム２０２に接続することができ、この場合、各電源サブシステム
２０２は、多相入力電力６１０の選択入力電力相６１０Ａ，６１０Ｂ，６１０Ｃを電力変
換システム３１０に供給する。
【０１６３】
　１つの好適な実施形態では、主電力６５０は３相電力を含み、そして電源２００の電源
サブシステム群２０２は、事前選択した３の倍数だけ設けることにより、主電力６５０の
各相が、相数と同じ数の電源サブシステム２０２に接続される。これにより、電源２００
の電源サブシステム群２０２は、複数組の３個の電源サブシステム２０２にグループ化す
ることができる。これにより、各組の３個の電源サブシステム２０２は、関連する電力変
換システム３１０に接続することができ、この場合、当該組の各電源サブシステム２０２
は、多相入力電力６１０のそれぞれの入力電力相６１０Ａ，６１０Ｂ，６１０Ｃを電力変
換システム３１０に供給する。
【０１６４】
　図１６に示すように、例えば電源２００は、入力電力相６１０Ａを電力変換システム３
１０Ａに供給する電源サブシステム２０４と、入力電力相６１０Ｂを電力変換システム３
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１０Ａに供給する電源サブシステム２０６と、そして入力電力相６１０Ｃを電力変換シス
テム３１０Ａに供給する電源サブシステム２０８と、含む。これにより、電力変換システ
ム３１０Ａは、多相入力電力６１０を電源２００から入力することができ、そして多相入
力電力６１０を、接続先の乗客座席グループ１３８３内の負荷群５００による使用に適す
る出力電力６２０に変換することができる。同様に、電源サブシステム２１４，２１６，
２１８は、入力電力相６１０Ａ，６１０Ｂ，６１０Ｃを電力変換システム３１０Ｃにそれ
ぞれ供給するものとして示されている。これにより、電力変換システム３１０Ｃもまた、
多相入力電力６１０を入力することができ、そして多相入力電力６１０を、接続先の乗客
座席グループ１３８３内の負荷群５００による使用に適する出力電力６２０に変換するこ
とができる。
【０１６５】
　ヘッドエンドシステム１３１０Ｈは、図１２を参照して上に詳細に説明したように、ス
テータスデータ７０２を電源２００と、そして／または電力制御データ７１０を、それぞ
れの乗客座席グループ１３８３内の負荷群５００と授受することができる。上に説明した
ように、各電源サブシステム２０２は、ステータスデータ７２０の一部を授受するものと
して示されている。電源サブシステム２０４が、例えばステータスデータ７２０Ａをヘッ
ドエンドシステム１３１０Ｈと授受することができるのに対し；電源サブシステム２０６
，２０８は、ステータスデータ７２０Ｂ、７２０Ｃをそれぞれ、ヘッドエンドシステム１
３１０Ｈと授受することができる。同様に、電源サブシステム２１４，２１６，２１８は
、ステータスデータ７２０Ｒ，７２０Ｓ，７２０Ｔをそれぞれ、ヘッドエンドシステム１
３１０Ｈと授受することができる。これにより、ヘッドエンドシステム１３１０Ｈは、個
別化されたステータスデータ７２０Ａ、７２０Ｂ、７２０Ｃ、７２０Ｒ，７２０Ｓ，７２
０Ｔを、電源サブシステム２０４，２０６，２０８，２１４，２１６，２１８の各電源サ
ブシステムと授受することができる。図１６に示すように、ヘッドエンドシステム１３１
０Ｈ、及び電力変換システム３１０Ａに接続される乗客座席グループ１３８３内の負荷群
５００が、電力制御データ７１０を、第１エリア分配ボックス１３２２を介して授受する
ことができるのに対し；ヘッドエンドシステム１３１０Ｈ、及び電力変換システム３１０
Ｃに接続される乗客座席グループ１３８３内の負荷群５００は、電力制御データ７１０を
、第２エリア分配ボックス１３２２を介して授受することができる。２つの電力変換シス
テム３１０Ａ、３１０Ｃを備えるものとして図１６を参照しながら例示のためにのみ示さ
れ、そして説明されているが、電力分配システム３００は、何れかの適切な数の電力変換
システム３１０を含むことができる。各電力変換システム３１０は好ましくは、上に説明
したように、多相入力電力６１０を、それぞれの組の電源サブシステム２０２から入力し
、そして入力した多相入力電力６１０を、該当する乗客座席グループ１３８３内の負荷群
５００による使用に適する出力電力６２０に変換するように構成される。別の表現をする
と、主電力６５０が３相電力を含む場合、電源２００は、各電力変換システム３１０に対
応する３個の電源サブシステム２０２を提供することができ、この場合、これらの電源サ
ブシステム２０２は、それぞれの入力電力相６１０Ａ，６１０Ｂ，６１０Ｃを関連する電
力変換システム３１０に供給する。例えば、電源２００は、電力分配システム３００内に
配置される電力変換システム３１０の所定数によって異なるが、３個、６個、９個、１２
個、１５個などの個数の電源サブシステム２０２を含むことができる。
【０１６６】
　図１７を参照するに、図１６の電力管理システム１００が、電力分配システム３００を
含み、この電力分配システム３００が更に、少なくとも１つの電源接続システム３２０を
備えるものとして示されている。各電源接続システム３２０は、電源２００と１つ以上の
接続先の電力変換システム３１０との間に配置することができ、そして電源２００からの
多相入力電力６１０を、接続先の電力変換システム群３１０に、そして乗客輸送手段１３
９０（図９Ａ～Ｂに示す）の客室１３８０（図９Ａ～Ｂに示す）内の他の選択箇所に分配
することができる。図１７に示すように、電源接続システム３２０Ａが、電源２００の電
源サブシステム２０４，２０６，２０８を電力変換システム３１０Ａに接続するのに対し
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；電源２００の電源サブシステム２１４，２１６，２１８、及び電力変換システム３１０
Ｃは、電源接続システム３２０Ｃを介して接続される。これにより、電源接続システム３
２０Ａは、電源サブシステム２０４，２０６，２０８から供給される多相入力電力６１０
Ａ，６１０Ｂ，６１０Ｃを電力変換システム３１０Ａに供給することができ、そして電源
接続システム３２０Ａは、電源サブシステム２１４，２１６，２１８から供給される多相
入力電力６１０Ａ，６１０Ｂ，６１０Ｃを電力変換システム３１０Ｃに供給することがで
きる。電力変換システム３１０Ａ、３１０Ｃは、上に詳細に説明したように、多相入力電
力６１０を、それぞれの接続先の乗客座席グループ群１３８３内の負荷群５００による使
用に適する出力電力６２０に変換することができる。
【０１６７】
　乗客座席グループ群１３８３への多相入力電力６１０の分配を管理する例示的な方法８
００を図１８に示す。図１８の電力管理方法８００内の選択プロセス群は、図５Ｂの電力
管理方法８００内の選択プロセス群に関連する参照記号と同じ参照記号により表わされる
。同じ参照記号を電力管理方法８００内で使用しているのは、関連するプロセス群が等価
なプロセス群を含むことができることを表わすためである。図１８を参照するに、電力管
理方法８００は、ステップ８０５において、第１及び第２電力制限モードに関連する１つ
以上の動作パラメータを設定するものとして示されている。これらの動作パラメータは、
各電源接続システム３２０に対応し、かつ電源接続システム３２０の各入力電力相６１０
Ａ，６１０Ｂ，６１０Ｃに対応する仮想動作限界値を電流で表わすことにより、電力分配
を管理することができる。電力管理システム１００（図１７に示す）が１つよりも多くの
電源接続システム３２０を含む場合、動作パラメータ群は、各電源接続システム３２０に
対応して設定することができ、そしてこれらの動作パラメータは、電源接続システム群３
２０の間で同じとする、そして／または異ならせることができる。
【０１６８】
　１つの実施形態では、動作パラメータ群は、選択電源接続システム２００に対応する（
理論上の）絶対最大電力基準制限値に基づいて、多相入力電力６１０の全ての相について
設定することができる。電力分配を電流量で管理し易くするために、動作パラメータ群は
、（理論上の）最大電力基準制限値、（理論上の）最大電流基準制限値、または最大電力
制限値及び最大電流制限値の両方に基づいて、選択電源接続システム３２０に対応して設
定される仮想動作パラメータ群を含むことができる。（理論上の）最大電流基準制限値は
、多相入力電力６１０の全ての相に対応する動作電流制限値を表わす。選択電源接続シス
テム３２０に対応する仮想動作パラメータ群は、例えば最大電力基準制限値及び／又は最
大電流基準制限値の所定百分率を含むことができる。所定百分率は、０％及び１００％を
含む０％～１００％の範囲の何れかの適切な百分率値（または、百分率範囲）を含むこと
ができる。例えば、所定百分率は、最大電力基準制限値及び／又は最大電流基準制限値の
９０％を含むことができる。上に説明したように、本明細書全体を通して列挙される数値
は、例示のためにのみ用いられ、本発明を限定するために用いられるのではない。
【０１６９】
　必要に応じて、選択電源接続システム３２０に対応する仮想動作パラメータ群は、接続
先の主電源（または、バスバー）２５０（図１７に示す）の負荷状態を適正に保持する必
要がある場合に、より大きい値、及び／又はより小さい値に動的に、かつリアルタイムに
調整することができる。選択電源接続システム３２０に対応する仮想動作パラメータ群は
同様に、ビークル情報システム１３００（図１７に示す）のリソース群（及び／又は、構
成要素群）の起動優先度に基づいて調整することができる。選択電源接続システム３２０
に対応する仮想動作パラメータ群によって、電力管理システム１００を主電源２５０の動
作制限値内で安全に動作させることができる限界値を設定することが好ましい。これによ
り、電源接続システム群３２０が集合的に、主電源２５０から取り出すことができる電力
よりも多い電力を分配することができる場合に、電力管理システム１００は、負荷割り当
て方式を実行して、主電源２５０の利用可能な電力バジェットを上回る動作負荷状態を回
避することができるので有利である。
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【０１７０】
　図１８に示すように、ステップ８０５Ａにおいて第１電力制限モードに対応して選択さ
れる動作パラメータ群は、図５Ｂに示す設定するステップ８０５Ａに関連して上に詳細に
説明したように、設定電流値、解除電流値、及び／又は解除タイマー値を含むことができ
る。ステップ８０５Ｃにおいて第２電力制限モードに対応して選択される動作パラメータ
群は同様に、設定するステップ８０５Ｃに関連して上に説明したように、設定電流値、解
除電流値、及び／又は解除タイマー値を含むことができる。第１及び第２電力制限モード
の解除タイマー値はそれぞれ、図５Ｂを参照して上に説明した通りに設定することができ
る。選択電源接続システム３２０の第１及び第２電力制限モードに対応する設定電流値及
び解除電流値を設定する１つの例示的な方法を、図１９を参照しながら示し、そして説明
する。
【０１７１】
　図１９は、選択電源接続システム３２０の例示的な電力（及び／又は、電流）計２２０
を示している。電力計２２０は、選択電源接続システム３２０から分配することができる
入力電力６１０の合計電力（及び／又は、電流）制限範囲を全ての電力相について表示す
る。入力電力６１０の電力（及び／又は、電流）制限範囲は、選択電源接続システム３２
０の最大電力基準制限値及び／又は最大電流基準制限値によって変わるものとして示され
ている。図１９に示すように、入力電力６１０は、最大電力基準制限値及び／又は最大電
流基準制限値の０％及び１００％を含む０％～１００％の範囲とすることができる。これ
により、各電力制限モードに対応する設定電流値及び解除電流値は、選択電源接続システ
ム３２０の最大電力基準制限値及び／又は最大電流基準制限値に収まるように設定するこ
とができる。第１電力制限モードに対応する設定電流値及び解除電流値は、図１９に示す
ように、第２電力制限モードに対応する設定電流値及び解除電流値の内側に位置すること
が好ましい。
【０１７２】
　図１７及び１８を参照するに、上に説明したように、各電力制限モードに対応する設定
電流値及び解除電流値を各電源接続システム３２０に対応して設定することにより、ビー
クル情報システム１３００全体に亘る電力（及び／又は、電流）分配の管理を容易にする
。好適には、ステップ８０５において、設定電流値及び解除電流値を、１つ以上の接続先
の電源コネクタ１３６８Ｐに供給される管理対象の出力電力６２０に対して設定する。選
択電源接続システム３２０の第１電力制限モードに対応する設定電流値及び解除電流値は
、電流限界値を電力分配相ごとに表わし、この電流限界値が検出されると、電力管理シス
テム１００は第１段階の電力管理を、出力電力６２０を、選択電源接続システム３２０を
介して入力する全ての未使用電源コネクタ１３６８Ｐを無効化することにより実施するよ
うになる。同様に、第２電力制限モードに対応する設定電流値及び解除電流値は、第２段
階の電力管理を表わし、当該電流値が検出されると、出力電力６２０を、選択電源接続シ
ステム３２０を介して入力する全ての電源コネクタ１３６８Ｐが無効化される。
【０１７３】
　上に説明したように、ステップ８０５において、選択電源接続システム３２０に対応す
る第１及び第２電力制限モードの設定電流値及び解除電流値は、選択電源接続システム３
２０の最大電力基準制限値及び／又は最大電流基準制限値の所定百分率として、全ての電
力相について設定することができる。別の構成として、そして／または更に、ステップ８
０５において、解除電流値は、関連する設定電流値から所定電流オフセットだけずれた値
として設定することができる。ステップ８０５において、各電力制限モードの解除タイマ
ー値を設定することにより、関連電力制限モードから脱することができ、そして通常動作
モードに再度入ることができる時点を決定することができる。ステップ８７０において、
結果として得られる測定入力電流６１０が解除電流値を下回るようになる場合でも、結果
として得られる測定入力電流６１０は、通常動作モードに再度入ってしまう前に、解除電
流値を下回る状態を少なくとも所定時間区間に亘って保持する必要がある。別の表現をす
ると、結果として得られる測定入力電流６１０が、所定時間区間が経過する前に、解除電
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流値を上回るようになる場合には、当該所定時間区間は終了し、そして当該所定時間区間
は、一旦、結果として得られる測定入力電流６１０が次に、解除電流値を下回るようにな
ると、再び開始される。
【０１７４】
　好適な実施形態では、選択電源接続システム３２０に対応する第１及び第２電力制限モ
ードの設定電流値及び解除電流値は、ステップ８０５において、出力電力６２０を、選択
電源接続システム３２０を介して入力する乗客座席グループ群１３８３に接続される座席
クラスに少なくとも部分的に基づいて設定することができる。別の表現をすると、選択電
源接続システム３２０の場合、関連電力制限モードの設定電流値が、第１座席クラスの乗
客座席グループ群１３８３に対応する最大電力（及び／又は、電流）基準制限値の第１所
定百分率を含むことができるのに対し；関連電力制限モードの設定電流値は、第２座席ク
ラスの乗客座席グループ群１３８３に対応する最大電力（及び／又は、電流）基準制限値
の第２所定百分率を含むことができる。第１及び第２所定百分率は同じ百分率を含むこと
ができるが、プレミアム座席クラスの乗客座席グループ群１３８３に対応する設定電流値
は、エコノミー座席クラスの乗客座席グループ群１３８３に対応する設定電流値に関連す
る最大電力（及び／又は、電流）基準制限値の所定百分率を下回る最大電力（及び／又は
、電流）基準制限値の所定百分率を含むことが好ましい。
【０１７５】
　例えば、ステップ８０５Ｃにおいて、第２電力制限モードの設定電流値を最大電力（及
び／又は、電流）基準制限値の１００％に設定することができる。ステップ８０５Ｃにお
いて、第２電力制限モードの解除電流値が設定電流値から５アンペアの所定電流オフセッ
トだけずれた値として設定される場合、ステップ８０５Ｃにおいて、第２電力制限モード
の解除電流値を、最大電力（及び／又は、電流）基準制限値の１００％から５アンペアの
電流オフセットを減算した値に設定することができる。ステップ８０５Ａにおいて、第１
電力制限モードの設定電流値及び／又は解除電流値を、第２電力制限モードに対応してス
テップ８０５Ｃにおいて設定される設定電流値及び／又は解除電流値に対して設定するこ
とができる。
【０１７６】
　第１電力制限モードの設定電流値は、例えば第２電力制限モードに対応して設定される
設定電流値の９０％として設定することができる。別の表現をすると、第２電力制限モー
ドの設定電流値が、最大電力（及び／又は、電流）基準制限値の１００％である場合、第
１電力制限モードの設定電流値は、最大電力（及び／又は、電流）基準制限値の９０％に
設定することができる。ステップ８０５Ａにおいて、第１電力制限モードの解除電流値が
、設定電流値から１アンペアの所定電流オフセットだけずれた値として設定される場合、
ステップ８０５Ａにおいて、第１電力制限モードの解除電流値を、最大電力（及び／又は
、電流）基準制限値の９０％から１アンペアの電流オフセットを減算した値に設定するこ
とができる。図１２及び１３を参照して上に説明したように、ステップ８０５において、
第１及び第２電力制限モードの解除タイマー値を何れかの適切な所定期間に設定すること
ができ、そしてこれらの解除タイマー値として、単なる例示に過ぎないが、それぞれ１０
秒及び６０秒を挙げることができる。
【０１７７】
　一旦、第１及び第２電力制限モードに対応して選択される動作パラメータ群が設定され
ると、図５Ｂを参照して上に説明したように、ステップ８１０において、通常動作モード
に入ることができる。通常動作モードでは、ステップ８１５において、電源接続システム
３２０に接続される少なくとも１つの電源コネクタ１３６８Ｐを含む負荷群５００のうち
の１つ以上の負荷を有効化することができる。有効電源コネクタ群１３６８Ｐは、電源接
続システム３２０に接続される電源コネクタ群１３６８Ｐのうちの全ての部分、または選
択部分を含むことができ、そしてステップ８１５において有効化される負荷群５００のう
ちの選択部分は、図５Ｂを参照して上に説明したように、時間の経過とともに動的に変化
することができる。
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【０１７８】
　電力管理方法８００では、ステップ８２０において、選択電源接続システム３２０から
有効負荷群５００に分配される入力電流６１０を、全ての電力相について測定する。ステ
ップ８２０における入力電流６１０の測定は、図５Ｂの測定するステップ８２０に関連し
て上に詳細に説明されている。上に説明したように、ステップ８３０では、測定入力電流
６１０を第１電力制限モードに関連する少なくとも１つの動作パラメータと比較すること
ができ、そしてステップ８２５では、第２電力制限モードに関連する少なくとも１つの動
作パラメータと比較することができる。図１８に示すように、例えば第１及び第２電力制
限モードに対応する動作パラメータ群は、それぞれの設定電流値を含むことができる。
【０１７９】
　これにより、電源接続システム３２０から分配される入力電流６１０が第１電力制限モ
ードに対応する設定電流値を下回る場合、通常動作モードを維持することができ、そして
ステップ８２０において、選択電源接続システム３２０から有効負荷群５００に分配され
る入力電流６１０を再度測定することができる。電源接続システム３２０から分配される
入力電流６１０が第２電力制限モードに対応する設定電流値を上回る場合、ステップ８８
０において、第２電力制限モードに入ることができるのに対し；電源接続システム３２０
から分配される入力電流６１０が、第１電力制限モードに対応する設定電流値を上回り、
かつ第２電力制限モードに対応する設定電流値を下回る場合、ステップ８４０において、
第１電力制限モードに入ることができる。
【０１８０】
　第１電力制限モードでは、ステップ８５０において、未使用有効電源コネクタ群１３６
８Ｐのうちの少なくとも１つの未使用有効電源コネクタを無効化することができる。未使
用有効電源コネクタ群１３６８Ｐのうちの１つ以上の未使用有効電源コネクタが無効化さ
れた後、ステップ８６０において、選択電源接続システム３２０から残りの有効負荷群５
００に分配される入力電流６１０を全ての電力相について測定することができ、そしてス
テップ８６５において、結果として得られる測定入力電流６１０を第２電力制限モードに
対応する設定電流値と比較することができる。結果として得られる測定入力電流６１０が
、第２電力制限モードに対応する設定電流値を上回る場合、ステップ８８０において、第
２電力制限モードに入ることができる。そうではなく、結果として得られる測定入力電流
６１０が、第２電力制限モードに対応する設定電流値を下回る場合、ステップ８７０にお
いて、結果として得られる測定入力電流６１０を、第１電力制限モードに対応する解除電
流値と比較することができる。結果として得られる測定入力電流６１０が、第１電力制限
モードに対応する解除電流値を上回る場合（かつ、第２電力制限モードに対応する設定電
流値を下回る場合）、第１電力制限モードを維持することができ、そしてステップ８６０
において、選択電源接続システム３２０から残りの有効負荷群５００に分配される入力電
流６１０を再度測定することができる。
【０１８１】
　ステップ８７０において、結果として得られる測定入力電流６１０が解除電流値を下回
る場合、ステップ８１０において、通常動作モードに再度入ることができ、このステップ
８１０では、上に説明したように、無効電源コネクタ群１３６８Ｐを再度有効化して、こ
れらの電源コネクタに入力電流６１０を選択電源接続システム３２０から入力することが
できる。好適には、結果として得られる測定入力電流６１０は、通常動作モードに再度入
ってしまう前に、解除電流値を下回る状態を、少なくとも所定時間区間に亘って保持する
必要がある。図１８に示すように、第１電力制限モードは、電源接続システム３２０から
分配される入力電流６１０が解除電流値を下回る状態を、解除タイマー値よりも長い時間
区間に亘って保持するまで維持することができる。入力電流６１０が解除電流値を下回る
状態を当該時間区間全体に亘って保持する場合、第１電力制限モードから脱することがで
き、そして通常動作モードに再度入ることができる。そうではない場合、当該時間区間が
経過してしまうまでに、そして／または入力電流６１０が、第２電力制限モードに対応す
る設定電流値を上回るようになるまでに、入力電流６１０が解除電流値を下回る状態を保
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持することができるまで第１電力制限モードが継続する。
【０１８２】
　ステップ８８０において、第２電力制限モードに入ると、ステップ８８２において、有
効電源コネクタ群１３６８Ｐの各有効電源コネクタを無効化する。有効電源コネクタ群１
３６８Ｐが使用中であるかどうかに関係なく、ステップ８８２において、有効電源コネク
タ群１３６８Ｐを無効化することができる。有効電源コネクタ群１３６８Ｐが無効化され
た後、ステップ８８４において、選択電源接続システム３２０から残りの有効負荷群５０
０に分配される入力電流６１０を全ての電力相について測定することができ、そしてステ
ップ８８６において、結果として得られる測定入力電流６１０を、第２電力制限モードに
対応する解除電流値と比較することができる。結果として得られる測定入力電流６１０が
、第２電力制限モードに対応する解除電流値を上回る場合、第２電力制限モードを維持す
ることができ、そしてステップ８８４において、選択電源接続システム３２０から残りの
有効負荷群５００に分配される入力電流６１０を再度測定することができる。
【０１８３】
　ステップ８８６において、結果として得られる測定入力電流６１０が、第２電力制限モ
ードの解除電流値を下回る場合、ステップ８１０において、通常動作モードに再度入るこ
とができ、このステップ８１０では、上に説明したように、無効電源コネクタ群１３６８
Ｐを再度有効化して、これらの電源コネクタに入力電流６１０を選択電源接続システム３
２０から入力することができる。好適には、結果として得られる測定入力電流６１０は、
通常動作モードに再度入ってしまう前に、第２電力制限モードの解除電流値を下回る状態
を、少なくとも所定時間区間に亘って保持する必要がある。図１８に示すように、例えば
第２電力制限モードは、電源接続システム３２０から分配される入力電流６１０が、第２
電力制限モードの解除電流値を下回る状態を、第２電力制限モードの解除タイマー値より
も長い時間区間に亘って保持するまで維持することができる。
【０１８４】
　入力電流６１０が第２電力制限モードの解除電流値を下回る状態を、第２電力制限モー
ドの時間区間全体に亘って保持する場合、第２電力制限モードから脱することができ、そ
して通常動作モードに再度入ることができる。そうではない場合、当該時間区間が経過し
てしまうまでに入力電流６１０が第２電力制限モードの解除電流値を下回る状態を保持す
ることができるまで、第２電力制限モードが継続する。必要に応じて、第２電力制限モー
ドを第１電力制限モードに、適切な環境下で移行させることができる。これにより、電力
管理方法８００は、不所望な電力状態を解消しようとする漸進的及び／又は階層的な動的
方法を備えることができる。
【０１８５】
　動作状態では、電源接続システム３２０Ａに接続される乗客座席グループ１３８３をプ
レミアム座席クラスに接続することができるのに対し；電源接続システム３２０Ｃに接続
される乗客座席グループ１３８３をエコノミー座席クラスに接続することができる。電力
管理システム１００は、パーソナル電子機器群１２００（図９Ｂに示す）がプレミアムク
ラスにおいて接続されて使用される状態になるときに、電源接続システム３２０から分配
される多相入力電力６１０Ａ，６１０Ｂ，６１０Ｃの量をモニタリングすることができる
。各電源接続システム３２０に関して、第１電力制限モードの設定電流値によって、どの
位多くのパーソナル電子機器１２００が出力電力６２０を、電源コネクタ群１３６８Ｐを
介して入力することができるかについて規定することができる。関連電源接続システム３
２０が第１電力制限モードに入ると、未使用電源コネクタ群１３６８Ｐを無効化すること
により、電力管理システム１００が通常動作モードに戻るまで、確実に、更に別のパーソ
ナル電子機器群１２００が出力電力６２０を、電源コネクタ群１３６８Ｐを介して入力す
ることが全くできないようにすることができる。
【０１８６】
　電源接続システム３２０の第２電力制限モードは、第１電力制限モードの設定電流値を
上回る設定電流値を有する。第１電力制限モードの設定電流値と第２電力制限モードの設



(50) JP 5602876 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

定電流値との電力マージンを予め確保しておくことにより、電源接続システム３２０に接
続されるビークル情報システム１３００のリソース群（及び／又は、構成要素群）が必要
とする計算上の最大電流量に対応することができる。別の表現をすると、電力管理システ
ム１００は、ビークル情報システム１３００のリソース群に対して、電源コネクタ群１３
６８Ｐに接続されるパーソナル電子機器群１２００に対するよりも高い優先度を割り当て
る。電力割り当てを、システムリソース群の最大電流要求と第１電力制限モードの設定電
流値との間で行なって、パーソナル電子機器群１２００及び／又は座席電子機器システム
群１３８５（図１１Ｂに示す）による使用が可能になるようにする。エコノミー座席クラ
スにおける電力マージンは通常、プレミアム座席クラスにおける電力マージンを下回る。
従って、パーソナル電子機器群１２００がエコノミー座席クラスにおいて利用することが
できる電力は、パーソナル電子機器群１２００がプレミアム座席クラスにおいて利用する
ことができる電力を下回るようにすることができる。
【０１８７】
　電源接続システム３２０の第２電力制限モードには、１つ以上の座席電子機器システム
１３８５が作動するときに入ることができる。これにより、電源接続システム３２０から
分配される入力電力６１０が、第２電力制限モードの設定電流値に近付いてしまう。第２
電力制限モードに入ると、電源接続システム３２０に接続される全ての電源コネクタ１３
６８Ｐを無効化して、座席電子機器システム群１３８５の使用を許可することができる。
これにより、パーソナル電子機器群１２００が出力電力６２０を、無効電源コネクタ１３
６８Ｐを介して入力するのが阻止され、そして電力管理システム１００は、電源２００内
の有害となる可能性がある過負荷電力状態を回避する。電力管理システム１００は、第２
電力制限モードに入ると、電源接続システム３２０から分配される多相入力電力６１０の
量をモニタリングし続けることができる。
【０１８８】
　電力管理システム１００が第２電力制限モードの設定電流値を検出する場合、上に詳細
に説明したように、通常動作モードに再度入ってしまう前に、電源接続システム３２０か
ら分配される入力電力６１０の量が、第２電力制限モードの解除電流値を下回る状態を、
少なくとも解除電力値により定義される所定時間区間に亘って保持することが好ましい。
当該所定時間区間中は、作動状態の座席電子機器システム群１３８５が通常、徐々に減っ
て、システムリソース群のみが作動状態になり、かつ入力電力６１０を、電源接続システ
ム３２０を介して入力することができる。電力管理システム１００は、通常動作モードに
戻ると、電源接続システム３２０から分配される入力電力６１０の量をモニタリングし続
けることができる。電力管理システム１００は、再接続機能を有することが好ましい。こ
の再接続機能によって、電源コネクタ群１３６８Ｐを電源接続システム３２０に接続する
ことができる。これにより、パーソナル電子機器群１２００は、出力電力６２０を、有効
電源コネクタ群１３６８Ｐを介して入力する動作を再開することができる。必要に応じて
、電力管理システム１００は、電源接続システム３２０を、輸送手段の負荷状態を適正に
保持する必要がある選択電力制限モードに戻すことができる。
【０１８９】
　エコノミー座席クラスでは、通常、座席電子機器システム１３８５が作動する場合のよ
うに負荷が間欠的に発生するということがない。更に、エコノミー座席クラスのパーソナ
ル電子機器群１２００の使用率は普通、プレミアム座席クラスのパーソナル電子機器群１
２００の使用率よりも低い。従って、エコノミー座席クラスに接続される電源接続システ
ム３２０Ｃは、殆ど第２電力制限モードに入ることがない。プレミアム座席クラスに関連
して上に説明したように、電力管理システム１００は、ビークル情報システム１３００の
リソース群に対して、エコノミークラスの電源コネクタ群１３６８Ｐに接続されるパーソ
ナル電子機器群１２００に対するよりも高い優先度を割り当てる。エコノミー座席クラス
内の電力使用量に対する制約は、プレミアム座席クラス内の電力使用量に対する制約より
も厳しいが、電力割り当てを、システムリソース群の最大電流要求と電源接続システム３
２０Ｃの第１電力制限モードの設定電流値との間で行なって、エコノミー座席クラスのパ
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ーソナル電子機器群１２００による使用が可能になるようにする。
【０１９０】
　必要に応じて、電力管理システム１００は同様に、乗客座席グループ群１３８３に対す
る電源接続システム３２０による多相入力電力６１０の分配を相ごとに管理することがで
きる。別の表現をすると、電力管理システム１００は、少なくとも１つの電力制限モード
を、電源接続システム３２０から分配される入力電力６１０の電流相６１０Ａのような選
択入力電力（または、電流）相に応じてサポートすることができる。乗客座席グループ群
１３８３に対する多相入力電力６１０の分配を、選択される電流相６１０Ａに応じて管理
する例示的な方法８００を図２０に示す。図２０の電力管理方法８００内の選択プロセス
群は、図３の電力管理方法８００内の選択プロセス群に関連する参照記号と同じ参照記号
により表示されている。同じ参照記号を電力管理方法８００内で使用しているのは、関連
するプロセス群が等価なプロセス群を含むことができることを表すためである。選択電流
相６１０Ａを選択電源接続システム３２０によって分配するものとして示され、そして説
明されているが、電力管理システム１００は、複数の電源接続システム３２０の各電源接
続システムによる多相入力電力６１０の分配を、入力電力６１０の入力電力相６１０Ａ，
６１０Ｂ，６１０Ｃのうちの１つ以上の入力電力相に応じて管理することができる。
【０１９１】
　図２０を参照するに、電力管理方法８００は、ステップ８０５Ｄにおいて、１つの電力
制限モードに関連する１つ以上の動作パラメータを設定するものとして示されている。こ
れらの動作パラメータは、選択電流相６１０Ａに対応する仮想動作限界値を表わすことが
できる。必要に応じて、これらの動作パラメータは、入力電力６１０の各入力電力相６１
０Ａ，６１０Ｂ，６１０Ｃ（図１７に示す）に対応して設定することができ、そしてこれ
らの動作パラメータは、入力電力相６１０Ａ，６１０Ｂ，６１０Ｃの間で同じとする、そ
して／または異ならせることができる。電流相ごとの電力分配の管理を容易にするために
、動作パラメータ群は、多相入力電力６１０の選択電流相６１０Ａに対応する選択電源接
続システム３２０（図１７に示す）の選択公称（及び／又は、最大）電力定格（及び／又
は、電力バジェット）に基づいて設定される仮想動作パラメータ群を含むことができる。
選択電源接続システム３２０に対応する仮想動作パラメータ群は、例えば電源接続システ
ム３２０のサーキットブレーカ（図示せず）の最大電流定格に基づいて設定することがで
きる。
【０１９２】
　図２０に示すように、ステップ８０５Ａにおいて、電力制限モードに対応して選択され
る動作パラメータ群は、図３に示す設定するステップ８０５に関連して上に詳細に説明し
たように、相設定電流値及び相解除電流値を含むことができる。選択動作パラメータ群は
同様に、必要に応じて、解除タイマー値を含むことができる。好適には、ステップ８０５
Ｄにおいて、選択電流相６１０Ａに対応する相設定電流値及び相解除電流値を、１以上の
接続先の電源コネクタ１３６８Ｐに供給される管理対象の出力電力６２０に対して設定す
る。選択電源接続システム３２０の電力制限モードに対応する相設定電流値及び相解除電
流値は、電流限界値を電力分配相ごとに表わし、電流限界値が検出されると、電力管理シ
ステム１００が第１段階の電力管理を、出力電力６２０を、選択電源接続システム３２０
を介して入力する全ての未使用電源コネクタ１３６８Ｐを無効化することにより実施する
。
【０１９３】
　例えば、ステップ８０５Ｄにおいて、電力制限モードの相設定電流値を、選択電流相６
１０Ａに対応する選択電源接続システム３２０のサーキットブレーカの最大電流定格の所
定百分率として設定することができる。所定百分率は、０％及び１００％を含む０％～１
００％の範囲の何れかの適切な百分率値（または、百分率範囲）を含むことができる。例
えば、所定百分率は、最大電流定格の８５％を含むことができる。上に説明したように、
本明細書全体を通して列挙される数値は、例示のためにのみ用いられ、本発明を限定する
ために用いられるのではない。ステップ８０５Ｄにおいて、電力制限モードの相解除電流
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値が、相設定電流値から１アンペアの所定電流オフセットだけずれた値として設定される
場合、ステップ８０５Ｄにおいて、電力制限モードの相解除電流値を、最大電流定格の８
５％から１アンペアの電流オフセットを減算した値として設定することができる。
【０１９４】
　一旦、これらの電力制限モードに対応する選択動作パラメータ群が設定されると、図３
を参照して上に説明したように、ステップ８１０において、通常動作モードに入ることが
できる。通常動作モードでは、ステップ８１５において、負荷群５００のうち、少なくと
も１つの電源コネクタ１３６８Ｐを含み、かつ電源接続システム３２０から分配される多
相入力電力６１０の選択電流相６１０Ａに接続される１つ以上の負荷を有効化することが
できる。有効電源コネクタ群１３６８Ｐは、選択電流相６１０Ａに接続される電源コネク
タ群１３６８Ｐのうちの全ての部分または選択部分を含むことができ、そしてステップ８
１５において有効化される負荷群５００のうちの選択部分は、図３を参照して上に説明し
たように、時間の経過とともに動的に変化することができる。
【０１９５】
　電力管理方法８００では、ステップ８２０において、選択電源接続システム３２０から
有効負荷群５００に分配される選択電流相６１０Ａを測定する。ステップ８２０における
入力電流６１０の測定は、図３の測定するステップ８２０に関連して上に詳細に説明され
ている。上に説明したように、ステップ８３０では、選択電流相６１０Ａを電力制限モー
ドの相設定電流値と比較することができる。これにより、選択電源接続システム３２０か
ら分配される選択電流相６１０Ａが、電力制限モードに対応する相設定電流値を下回る場
合、通常動作モードを維持することができ、そしてステップ８２０において、選択電源接
続システム３２０から有効負荷群５００に分配される選択電流相６１０Ａを再度測定する
ことができる。選択電源接続システム３２０から分配される選択電流相６１０Ａが、電力
制限モードに対応する相設定電流値を上回る場合、ステップ８４０において、電力制限モ
ードに入ることができる。
【０１９６】
　電力制限モードでは、ステップ８５０において、未使用有効電源コネクタ群１３６８Ｐ
のうちの少なくとも１つの未使用有効電源コネクタを無効化することができる。未使用有
効電源コネクタ群１３６８Ｐのうちの１つ以上の未使用有効電源コネクタが無効化された
後、ステップ８６０において、選択電源接続システム３２０から残りの有効負荷群５００
に分配される選択電流相６１０Ａを測定することができ、そしてステップ８７０において
、結果として得られる測定電流相６１０Ａを電力制限モードに対応する相解除電流値と比
較することができる。結果として得られる測定電流相６１０Ａが、電力制限モードに対応
する相解除電流値を上回る場合、電力制限モードを維持することができ、そしてステップ
８６０において、選択電源接続システム３２０から残りの有効負荷群５００に分配される
選択電流相６１０Ａを再度測定することができる。ステップ８７０において、結果として
得られる測定電流相６１０Ａが相解除電流値を下回る場合、ステップ８１０において、通
常動作モードに再度入ることができ、このステップ８１０では、上に説明したように、無
効電源コネクタ群１３６８Ｐを再度有効化して、これらの電源コネクタに選択測定電流相
６１０Ａを選択電源接続システム３２０から入力することができる。これにより、電力管
理方法８００は、不所望な電力状態を解消しようとする漸進的及び／又は階層的な動的方
法を備えることができる。
【０１９７】
　図２１Ａ～Ｂを参照するに、図１７の電力管理システム１００は、各電源接続システム
３２０に接続される複数の電力変換システム３１０を備える電力分配システム３００を含
むものとして示されている。別の表現をすると、電源接続システム３２０Ａが電力変換シ
ステム３１０Ａ１，３１０ＡＮに接続されるのに対し；電源接続システム３２０Ｃは電力
変換システム３１０Ｃ１，３１０ＣＭに接続される。電力変換システム群３１０及び電源
接続システム群３２０はそれぞれ、上に詳細に説明したように設けることができる。図２
１Ａ～Ｂに示すように、電源接続システム３２０Ａは電源２００と接続先の電力変換シス
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テム３１０Ａ１，３１０ＡＮとの間に配置することができ、そして上に説明したように、
電源サブシステム２０４，２０６，２０８からの多相入力電力６１０を電力変換システム
３１０Ａ１，３１０ＡＮに分配することができる。電源接続システム３２０Ｃは同様に、
電源２００と接続先の電力変換システム３１０Ｃ１，３１０ＣＭとの間に配置されるもの
として、そして電源サブシステム２１４，２１６，２１８からの多相入力電力６１０を電
力変換システム３１０Ｃ１，３１０ＣＭに分配するものとして示されている。これにより
、電力変換システム群３１０は、上に詳細に説明したように、多相入力電力６１０を、そ
れぞれの接続先の乗客座席グループ１３８３内の負荷群５００による使用に適する出力電
力６２０に変換することができる。
【０１９８】
　各電源接続システム３２０は、何れかの従来の方式で、接続先の電力変換システム群３
１０に接続することができ、そして多相入力電力６１０を接続先の電力変換システム群３
１０に分配することができる。図２１Ａに示す電力変換システム群３１０は、例えばそれ
ぞれの電源接続システム３２０に直列構成で接続される。別の表現をすると、電力変換シ
ステム３１０Ａ１，３１０ＡＮが電源接続システム３２０Ａに直列接続されるのに対し；
電力変換システム３１０Ｃ１，３１０ＣＭは電源接続システム３２０Ｃに直列接続される
。電力変換システム群３１０は同様に、図２１Ｂに示すように、それぞれの電源接続シス
テム３２０に並列構成で接続することができる。電源接続システム３２０Ａは、例えば電
力変換システム３１０Ａ１，３１０ＡＮにそれぞれ接続される複数の通信コネクタ（また
は、ポート）（図示せず）を含むことができる。必要に応じて、電源接続システム３２０
Ｃは同様に、電力変換システム３１０Ｃ１，３１０ＣＭにそれぞれ接続される複数の通信
コネクタ（または、ポート）（図示せず）を含むことができる。
【０１９９】
　図２２Ａを参照するに、電力管理システム１００は、図１７を参照して上に説明したよ
うに設けられるものとして示されており、そして更に、複数の電源２００を備える。各電
源２００は、上に説明したように設けることができる。更に具体的には、電源群２００は
それぞれ、複数の電源サブシステム２０２を含むことができ、この場合、各電源サブシス
テム２０２は、多相入力電力６１０の選択入力電力相６１０Ａ，６１０Ｂ，６１０Ｃを電
力変換システム３１０に供給する。１つの好適な実施形態では、主電力６５０は３相電力
を含み、そして各電源２００の電源サブシステム群２０２は、事前選択した３の倍数だけ
設けることができるので、主電力６５０の各相が、相数と同じ数の電源サブシステム２０
２に接続される。
【０２００】
　電源２００Ａは、例えば６個の電源サブシステム２０２を含むものとして示されている
。電源サブシステム群２０２は、電源サブシステム２０４，２０６，２０８及び電源サブ
システム２１４，２１６，２１８を備えるものとして示されている。各電源サブシステム
２０２は、多相主電力６５０の選択主電力成分６５０Ａ～Ｃを入力することができ、そし
て上に説明したように、多相主電力６５０の接続先の入力電力相６１０Ａを供給すること
ができる。図２２Ａに示すように、電源サブシステム２０４は、主電力成分６５０Ａを入
力することができ、そして入力電力相６１０Ａを供給することができ、電源サブシステム
２０６は、主電力成分６５０Ｂを入力することができ、そして入力電力相６１０Ｂを供給
することができ、そして電源サブシステム２０８は、主電力成分６５０Ｃを入力すること
ができ、そして入力電力相６１０Ｃを供給することができる。電源サブシステム２１４，
２１６，２１８は同様に、主電力成分６５０Ａ、６５０Ｂ、６５０Ｃをそれぞれ入力する
ことができ、そして多相入力電力６１０の入力電力相６１０Ａ、６１０Ｂ、６１０Ｃを供
給することができる。
【０２０１】
　電源サブシステム２０４，２０６，２０８及び電源サブシステム２１４，２１６，２１
８は、多相入力電力６１０をそれぞれの電力変換システム３１０に、電源接続システム群
３２０を介して供給することができ、そして各電力変換システム３１０は、上に詳細に説
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明したように、多相入力電力６１０を、接続先の乗客座席グループ１３８３内の負荷群５
００による使用に適する出力電力６２０に変換することができる。別の表現をすると、電
源サブシステム２０４，２０６，２０８は、多相入力電力６１０を選択電力変換システム
３１０に供給することができ、そして電力変換システム３１０は、多相入力電力６１０を
、乗客座席グループ１３８３Ａ内の負荷群５００による使用に適する出力電力６２０に変
換することができる。電源サブシステム２１４，２１６，２１８は、多相入力電力６１０
を別の選択電力変換システム３１０に供給することができ、この電力変換システム３１０
は、多相入力電力６１０を、乗客座席グループ１３８３Ｂ内の負荷群５００による使用に
適する出力電力６２０に変換することができる。
【０２０２】
　図２２Ａの電源２００Ｂは１２個の電源サブシステム２０２を含む。電源サブシステム
群２０２は、電源サブシステム２０４，２０６，２０８、電源サブシステム２１４，２１
６，２１８、電源サブシステム２２４，２２６，２２８、及び電源サブシステム２３４，
２３６，２３８を備えることができる。電源２００Ａについて上に説明したように、各電
源サブシステム２０２は、多相主電力６５０の選択主電力成分６５０Ａ～Ｃを入力するこ
とができ、そして多相入力電力６１０の接続先の入力電力相６１０Ａを供給することがで
きる。電源サブシステム２０４，２１４，２２４，２３４は、例えばそれぞれ、多相主電
力６５０の主電力成分６５０Ａを入力することができ、そして多相入力電力６１０の接続
先の入力電力相６１０Ａを供給することができる。電源サブシステム２０６，２１６，２
２６，２３６、及び電源サブシステム２０８，２１８，２２８，２３８はそれぞれ、多相
主電力６５０の主電力成分６５０Ｂ、６５０Ｃを入力することができ、そして多相入力電
力６１０の接続先の入力電力相６１０Ｂ、６１０Ｃを供給することができる。
【０２０３】
　電源サブシステム２０４，２０６，２０８、電源サブシステム２１４，２１６，２１８
、電源サブシステム２２４，２２６，２２８、及び電源サブシステム２３４，２３６，２
３８は、結果として得られる多相入力電力６１０を、それぞれの電力変換システム３１０
に電源接続システム群３２０を介して供給することができ、そして各電力変換システム３
１０は、上に説明したように、多相入力電力６１０を、接続先の乗客座席グループ１３８
３内の負荷群５００による使用に適する出力電力６２０に変換することができる。図２２
Ａに示すように、電源サブシステム２０４，２０６，２０８は、多相入力電力６１０を選
択電力変換システム３１０に供給することができ、この電力変換システム３１０が多相入
力電力６１０を、乗客座席グループ１３８３Ｃ内の負荷群５００による使用に適する出力
電力６２０に変換することができるのに対し；電源サブシステム２１４，２１６，２１８
は、多相入力電力６１０を別の選択電力変換システム３１０に供給することができ、この
電力変換システム３１０が多相入力電力６１０を、別の乗客座席グループ１３８３Ｄ内の
負荷群５００による使用に適する出力電力６２０に変換することができる。電源サブシス
テム２２４，２２６，２２８、及び電源サブシステム２３４，２３６，２３８は同様に、
多相入力電力６１０を電力変換システム群３１０に供給することができ、これらの電力変
換システム３１０が多相入力電力６１０を、それぞれの乗客座席グループ１３８３Ｅ，１
３８３Ｆ内の負荷群５００による使用に適する出力電力６２０に変換することができる。
【０２０４】
　ヘッドエンドシステム１３１０Ｈは、図１６を参照して上に詳細に説明したように、ス
テータスデータ７０２を電源２００と、そして／または電力制御データ７１０を、それぞ
れの乗客座席グループ１３８３Ａ～１３８３Ｆ内の負荷群５００と授受することができる
。上に説明したように、各電源２００Ａ，２００Ｂ内の各電源サブシステム２０２は、ス
テータスデータ７２０の一部を授受することができる。１つの好適な実施形態では、上に
説明したように、ヘッドエンドシステム１３１０Ｈは、電力制御データ７１０及び／又は
ステータスデータ７０２を、１つ以上の選択電源接続システム３２０と授受することがで
きる。電力管理システム１００は、上に説明したように、システム動作中に起こり得る不
所望な電力状態を必ず解消しようとすることができる。各電源が事前選択数の電源サブシ
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ステム２０２を有する構成の２つの電源２００Ａ、２００Ｂを備えるものとして例示のた
めにのみ示され、そして説明されているが、電力管理システム１００は、何れの所定数の
電源２００を備えることもでき、この場合、各電源２００は、システム用途によって少な
くとも部分的に異なるが、何れかの適切な数の電源サブシステム２０２を含むことができ
る。
【０２０５】
　図２２Ｂの力管理システム１００は、図１７を参照して上に説明したように設けられる
ものとして示されており、そして図２２Ａを参照して上に説明したように、電源２００Ａ
、２００Ｂを含む。上に説明したように、電源２００Ｂは、電源サブシステム２０４，２
０６，２０８、電源サブシステム２１４，２１６，２１８、電源サブシステム２２４，２
２６，２２８、及び電源サブシステム２３４，２３６，２３８を含む。電源サブシステム
２０４，２０６，２０８は、多相入力電力６１０を選択電力変換システム３１０に供給す
ることができ、この電力変換システム３１０が多相入力電力６１０を、乗客座席グループ
１３８３Ｃ内の負荷群５００による使用に適する出力電力６２０に変換することができる
のに対し；電源サブシステム２１４，２１６，２１８は、多相入力電力６１０を別の選択
電力変換システム３１０に供給することができ、この電力変換システム３１０が多相入力
電力６１０を、別の乗客座席グループ１３８３Ｄ内の負荷群５００による使用に適する出
力電力６２０に変換することができる。電源サブシステム２２４，２２６，２２８、及び
電源サブシステム２３４，２３６，２３８は同様に、多相入力電力６１０を電力変換シス
テム群３１０に供給することができ、これらの電力変換システム３１０が多相入力電力６
１０を、それぞれの乗客座席グループ１３８３Ｅ，１３８３Ｆ内の負荷群５００による使
用に適する出力電力６２０に変換することができる。
【０２０６】
　ビークル情報システム１３００全体に亘る電力（及び／又は、電流）分配の管理を容易
にするために、ヘッドエンドシステム１３１０Ｈは、上に説明したように、ステータスデ
ータ７０２を電源２００と、そして／または電力制御データ７１０を、それぞれの乗客座
席グループ１３８３Ａ～１３８３Ｆ内の負荷群５００と授受することができる。ヘッドエ
ンドシステム１３１０Ｈ、及びそれぞれの乗客座席グループ１３８３Ａ～１３８３Ｆは、
エリア分配ボックス群１３２２を介して通信するものとして示されている。電源２００Ａ
は、電源サブシステム２０４，２０６，２０８、及び電源サブシステム２１４，２１６，
２１８を含むものとして示されている。図２２Ｂに示すように、電源サブシステム２０４
，２０６，２０８、及び電源サブシステム２１４，２１６，２１８はそれぞれ、主電力成
分６５０Ａ，６５Ｂ，６５０Ｃを入力することができ、そして多相入力電力６１０の入力
電力相６１０Ａ，６１０Ｂ，６１０Ｃを供給することができる。
【０２０７】
　電源サブシステム２０４，２０６，２０８、及び電源サブシステム２１４，２１６，２
１８は、多相入力電力６１０を、それぞれの電力変換システム３１０に電源接続システム
群３２０を介して供給することができる。各電力変換システム３１０は同様に、多相入力
電力６１０を、ヘッドエンドシステム１３１０Ｈとそれぞれの乗客座席グループ１３８３
Ａ～１３８３Ｆとの間の通信を可能にするエリア分配ボックス群１３２２による使用に適
する出力電力６２０に変換することができる。選択エリア分配ボックス群１３２２による
使用に適する出力電力６２０を供給するものとして例示のためにのみ示され、そして説明
されているが、電源２００Ａは、ビークル情報システム１３００の何れかの適切な数の選
択システムリソース（及び／又は、構成要素群）による使用に適する出力電力６２０を供
給することができる。ビークル情報システム１３００の例示的なシステムリソース群とし
て、これらには限定されないが、１つ以上のエリア分配ボックス１３２２、フロア通信切
断ボックス１３２３（図８に示す）、座席電子機器ボックス１３２４、ビデオ座席電子機
器ボックス、プレミアム座席電子機器ボックス、ライン交換可能ユニット１３２６（図８
に示す）、メディア（または、コンテンツ）サーバシステム１３１０Ａ（図８に示す）、
及び／又はスイッチングシステム１３２１（図８に示す）を挙げることができる。
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【０２０８】
　図２２Ｃの電力管理システム１００を参照するに、電源２００Ａが適切な出力電力６２
０を供給することができる供給先のビークル情報システム１３００の選択システムリソー
ス群（及び／又は、構成要素群）は、ビークル情報システム１３００の１つ以上の選択周
辺システム５００Ｐ１、５００Ｐ２，．．．，５００ＰＰを含むものとして示されている
。例示的な周辺システム５００Ｐ１、５００Ｐ２，．．．，５００ＰＰとして、これらに
は限定されないが、乗務員ディスプレイパネル、デジタルタッピングユニット（ｄｉｇｉ
ｔａｌ　ｔａｐｐｉｎｇ　ｕｎｉｔ：ＤＴＵ）、乗務員プリンタ、ＤＯＭ，ＩＦＥ（イン
フライトエンターテインメント）Ｐｉｌｏｔ　Ｒｅｓｔ（ＩＦＥパイロット休憩室），Ｉ
ＦＥ　Ａｔｔｅｎｄａｎｔ　Ｒｅｓｔ（ＩＦＥアテンダントレスト：客室乗務員休憩室）
を挙げることができる。上に説明したように、電源２００Ａは、電源サブシステム２０４
，２０６，２０８、及び電源サブシステム２１４，２１６，２１８を含むことができる。
電源サブシステム２０４，２０６，２０８、及び電源サブシステム２１４，２１６，２１
８はそれぞれ、主電力成分６５０Ａ，６５Ｂ，６５０Ｃを入力することができ、そして多
相入力電力６１０の入力電力相６１０Ａ，６１０Ｂ，６１０Ｃを供給することができる。
電源サブシステム２０４，２０６，２０８、及び電源サブシステム２１４，２１６，２１
８は、多相入力電力６１０を、それぞれの電力変換システム３１０に供給することができ
、これらの電力変換システム３１０が多相入力電力６１０を、選択周辺システム５００Ｐ
１、５００Ｐ２，．．．，５００ＰＰによる使用に適する出力電力６２０に変換すること
ができる。
【０２０９】
　必要に応じて、電力管理システム１００は複数の主電源（または、バスバー）２５０を
含むことができる。図２３を参照するに、例えば電力管理システム１００は主電源２５０
Ａと、そして主電源２５０Ｂと、を含むことができる。主電源２５０Ａ、２５０Ｂの各主
電源は、主電源２５０（図１２に示す）について上に詳細に説明したように設けることが
できる。これにより、主電源２５０Ａ、２５０Ｂはそれぞれ、主電力６５０を供給するこ
とができ、主電力６５０は所定数の主電力成分６５０Ａ～Ｃ（図１２に示す）を含むこと
ができる。各主電源２５０Ａ、２５０Ｂから取り出すことができる合計主電力６５０は通
常、関連主電源２５０Ａ、２５０Ｂの最大電力定格（及び／又は、電力バジェット）によ
って制限される。最大電力定格（及び／又は、電力バジェット）は、主電源２５０Ａ、２
５０Ｂの間で同じとする、そして／または異ならせることができる。主電力６５０が多相
電力を含む場合、上に説明したように、各主電力成分６５０Ａ～Ｃは、多相主電力６５０
の選択相を含むことができる。
【０２１０】
　図２３に示すように、電力管理システム１００は複数の電源２００を含むことができる
。これらの電源２００は、電源２００Ａ、２００Ｂ（図２２Ａ～Ｂに示す）について上に
説明したように設けられるものとして示されている。各電源２００Ａ、２００Ｂは、多相
主電力６５０を関連する主電源２５０Ａ、２５０Ｂから入力することができ、そして接続
先の多相入力電力６１０を電力分配システム３００に供給することができ、この電力分配
システム３００が、上に説明したように、入力電力６１０を１つ以上の接続先負荷５００
（図２２Ａ～Ｂに示す）に出力電力６２０として分配する。
【０２１１】
　電力分配システム３００は、上に説明したように設けることができ、そして単に図を分
かり易くするために過ぎないが、図２３には、複数の電源接続システム３２０によって表
わされ、これらの電源接続システム３２０は、乗客輸送手段１３９０（図９Ａ～Ｂに示す
）の客室１３８０（図９Ａ～Ｂに示す）全体に分散配置することができる。別の表現をす
ると、電力分配システム３００は、入力電力６１０を、１つ以上の乗客座席グループ１３
８３（図２２Ａ～Ｃに示す）内に配置される接続先負荷群５００による使用に適する出力
電力６２０に変換する１つ以上の電力変換システム３１０を含むことができる。ビークル
情報システム１３００全体に亘る電力（及び／又は、電流）分配の管理を容易にするため
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に、ヘッドエンドシステム１３１０Ｈ（図２２Ａ～Ｂに示す）は、上に説明したように、
ステータスデータ７０２（図２２Ａ～Ｂに示す）を各電源２００Ａ、２００Ｂと授受する
ことができ、そして／または電力制御データ７１０（図２２Ａ～Ｂに示す）を接続先負荷
群５００と授受することができる。
【０２１２】
　電力管理システム１００の電源群２００は、複数の電源２００Ａと、そして少なくとも
１つの電源２００Ｂと、を含むことができる。電源２００Ａ１は、例えば多相主電力６５
０を主電源２５０Ａから入力するものとして、そして多相入力電力６１０を電力分配シス
テム３００に供給して分配するものとして示されている。図２２Ａを参照して上に説明し
たように、電源２００Ａ１からの多相入力電力６１０は、少なくとも１つの電源接続シス
テム３２０に供給することができ、続いて１つ以上の乗客座席グループ１３８３内に配置
される接続先負荷群５００による使用に適する出力電力６２０に変換することができる。
図２３に示すように、電源２００Ａ６、２００Ａ７は同様に、多相主電力６５０を主電源
２５０Ａから入力することができ、そして多相入力電力６１０を電力分配システム３００
に供給して分配し、変換し、そして１つ以上のそれぞれの乗客座席グループ１３８３内に
配置される負荷群５００によって使用することができる。
【０２１３】
　同様に、図２３の電源２００Ａ２は、多相主電力６５０を主電源２５０Ｂから入力する
ものとして、そして多相入力電力６１０を電力分配システム３００に供給して分配するも
のとして示されている。電源２００Ａ１について上に説明したように、電源２００Ａ２か
らの多相入力電力６１０は、少なくとも１つの電源接続システム３２０に供給することが
でき、続いて１つ以上の関連する乗客座席グループ１３８３内に配置される負荷群５００
による使用に適する出力電力６２０に変換することができる。電源２００Ａ８、２００Ａ
９、及び電源２００Ｂは同様に、多相主電力６５０を主電源２５０Ｂから入力することが
でき、そして多相入力電力６１０を電力分配システム３００に供給して分配し、変換し、
そして１つ以上のそれぞれの乗客座席グループ１３８３内に配置される負荷群５００によ
って使用することができる。
【０２１４】
　電源２００Ａ４、２００Ａ５は、多相主電力６５０を主電源２５０Ｂ、２５０Ａからそ
れぞれ入力することができ、そして多相入力電力６１０を電力分配システム３００に供給
することができる。電力分配システム３００は、図２２Ｂを参照して上に説明したように
、多相入力電力６１０を分配し、そしてビークル情報システム１３００のエリア分配ボッ
クス群１３２２のような１つ以上のそれぞれの選択システムリソースによる使用に適する
出力電力６２０に変換することができる。図２３に示すように、電源２００Ａ３は、多相
主電力６５０を主電源２５０Ａから入力することができ、そして同様にして、多相入力電
力６１０を電力分配システム３００に供給することができる。電力分配システム３００は
、図２２Ｃを参照して上に説明したように、入力電力６１０を分配し、そしてビークル情
報システム１３００の１つ以上の選択周辺システム５００Ｐ１，．．．，５００ＰＰによ
る使用に適する出力電力６２０に変換することができる。
【０２１５】
　これらの開示の実施形態には、種々の変更を加え易く、そしてこれらの実施形態の別の
形態、及び特定の例を一例として、これらの図面に示し、そして本明細書において詳細に
説明している。しかしながら、これらの開示の実施形態は、開示される特定の形態または
方法に限定されるのではなく、これらの開示の実施形態は、全ての変更物、等価物、及び
代替物を包含するものであることを理解されたい。
【符号の説明】
【０２１６】
　　１００　　電力管理システム
　　２００，２０４，２０６，２０８　　電源
　　２０４，２０６，２０８，２１４，２１６，２１８，２２４，２２６，２２８，２３



(58) JP 5602876 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

４，２３６，２３８　　電源サブシステム
　　２１０　　電力計、電流計
　　２５０　　主電源、バスバー
　　３００　　電力分配システム
　　３１０　　電力変換システム
　　３２０　　電源接続システム
　　４００　　電力制御システム
　　５００，５０４，５０６，５０８　　負荷
　　５００Ｐ１～ＰＰ　　周辺システム
　　５０２　　負荷グループ
　　６１０，６１４，６１６，６１８　　入力電力
　　６１０Ａ～Ｃ　　入力電力相
　　６２０，６２４，６２６，６２８　　出力電力
　　６５０　　主電力
　　６５０Ａ～Ｃ　　主電力成分
　　７１０　　電力制御データ
　　７２０　　ステータスデータ
　　７３０　　負荷制御データ
　　７４０　　負荷状態データ
　　８００　　電力管理方法
　　１１００　　情報システム
　　１２００　　パーソナル電子機器
　　１２１０　　視聴コンテンツ
　　１２１０Ｄ　　ダウンロード視聴コンテンツ
　　１２１０Ｕ　　アップロード視聴コンテンツ
　　１２２０　　作動電力
　　１２４０　　ビデオディスプレイシステム
　　１２５０　　オーディオ提示システム
　　１２６０　　ユーザ制御システム
　　１２７０　　通信ポート
　　１２７０Ｐ　　デバイス電源コネクタ
　　１３００　　ビークル情報システム
　　１３１０　　コンテンツソース
　　１３１０Ａ　　メディアサーバシステム
　　１３１０Ｂ　　地上コンテンツソース、リモートコンテンツソース
　　１３１０Ｃ　　インターネット
　　１３１０Ｈ　　ヘッドエンドシステム
　　１３２０　　コンテンツ配信システム
　　１３２１　　スイッチングシステム
　　１３２２　　エリア配信ボックス
　　１３２３　　フロア通信遮断ボックス（ＦＤＢ）
　　１３２４　　座席電子機器ボックス（ＳＥＢ）
　　１３２５　　通信接続
　　１３２５Ａ　　ＦＤＢ内部ポートバイパス接続
　　１３２５Ｂ　　ＳＥＢループバック接続
　　１３２６　　ライン交換可能ユニット
　　１３３０　　アンテナシステム
　　１３４０　　トランシーバシステム
　　１３５０　　コンピュータシステム
　　１３６０　　ユーザインターフェース、ユーザインターフェースシステム
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　　１３６２　　ビデオインターフェースシステム
　　１３６２Ａ　　頭上客室ディスプレイシステム
　　１３６２Ｂ　　背もたれディスプレイシステム
　　１３６４　　オーディオインターフェースシステム
　　１３６４Ａ　　頭上スピーカシステム
　　１３６４Ｂ、１３６４Ｃ　　スピーカシステム
　　１３６６　　ユーザ入力システム
　　１３６６Ｐ　　周辺通信コネクタ
　　１３６８　　アクセスポイント
　　１３６８Ｐ　　電源コネクタ、システム電源コネクタ
　　１３７０　　中間通信システム
　　１３７０Ａ　　衛星通信システム
　　１３８０　　客室
　　１３８２　　乗客座席
　　１３８３　　乗客座席グループ
　　１３８４　　台座
　　１３８４Ｃ　　ヘッドレスト
　　１３８５　　座席電子機器システム
　　１３８６　　背もたれ
　　１３８７　　通信ケーブルアセンブリ
　　１３８８　　肘掛け
　　１３８９　　収納箇所
　　１３８９Ｂ　　収納ポケット
　　１３９０　　乗客輸送手段
　　１３９０Ａ　　自動車
　　１３９０Ｂ　　航空機
　　１３９２　　胴体
　　１３９４　　外側表面
　　１３９６　　壁



(60) JP 5602876 B2 2014.10.8

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(61) JP 5602876 B2 2014.10.8

【図５Ａ】 【図５Ｂ－１】

【図５Ｂ－２】 【図６Ａ】



(62) JP 5602876 B2 2014.10.8

【図６Ｂ】 【図７Ａ】

【図７Ｂ】 【図８】



(63) JP 5602876 B2 2014.10.8

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図１０】

【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】



(64) JP 5602876 B2 2014.10.8

【図１２】 【図１３－１】

【図１３－２】 【図１４】



(65) JP 5602876 B2 2014.10.8

【図１５Ａ】 【図１５Ｂ】

【図１６－１】 【図１６－２】



(66) JP 5602876 B2 2014.10.8

【図１７－１】 【図１７－２】

【図１８－１】 【図１８－２】



(67) JP 5602876 B2 2014.10.8

【図１９】 【図２０】

【図２１Ａ－１】 【図２１Ａ－２】



(68) JP 5602876 B2 2014.10.8

【図２１Ｂ－１】 【図２１Ｂ－２】

【図２２Ａ】 【図２２Ｂ】



(69) JP 5602876 B2 2014.10.8

【図２２Ｃ】 【図２３】



(70) JP 5602876 B2 2014.10.8

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  バローズ，グラント
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９２６２９　デーナ　ポイント　バルバドス　２４３１５
(72)発明者  ニルセン，ウェイン　ティー
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９２６７９　トラブコ　キャニオン　レインツリー　レイン
            　２０７８２

    審査官  赤穂　嘉紀

(56)参考文献  特開平１１－１２２８０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０２０２８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００１－５０６４７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１８７１９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－１８３２２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２２５４３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０１７６６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０４４６４７２４（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第０５４１４６４０（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００４／００５７１７７（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００７／０２９６２７３（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開平０３－１１７３２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              Patrick H.  Potega，航空機の座席にコンセントを付ける，日経エレクトロニクス  第７１５号
                NIKKEI ELECTRONICS，日本，日経ＢＰ社  Nikkei Business Publications,Inc.，１９９８年
              　５月　４日，第７１５号，１５５～１６３頁

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０２Ｊ　　　３／００　　　　
              Ｈ０２Ｊ　　１３／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

