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(57)【要約】
【課題】飲食店のオーナーと客の双方にとってメリット
のあるサービスを実現可能なサービスを提供する。
【解決手段】コーヒーカップ６０に取り付けられた表示
装置５０に対し、給電装置２０から無線で電力を供給す
るステップと、給電装置２０が、電力の供給を行ってい
る表示装置５０に対し、予め決められた情報を送信する
ステップと、表示装置５０が、給電装置２０から供給さ
れた電力を用いて、前記情報を給電装置２０から受信し
て表示デバイス５９に表示するステップと、を備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　飲食物の容器に取り付けられた無線受電可能な表示装置に対し、無線により情報を出力
する情報出力部と、
　前記表示装置に対し無線により電力を送信する無線電力送信部と、
　前記無線電力送信部による電力の送信状況を検出する電力送信状況検出部と、
　前記電力送信状況検出部により検出される電力の送信状況により、前記情報出力部の出
力を制御する制御部と、を備える無線電力送信装置。
【請求項２】
　請求項１記載の無線電力送信装置であって、
　前記制御部は、前記電力送信状況検出部により電力の送信状況の変化が検出されたとき
に、前記情報出力部から出力させる情報を変更する無線電力送信装置。
【請求項３】
　請求項２記載の無線電力送信装置であって、
　前記無線電力送信部が複数の無線電力送信ユニットからなり、
　前記電力送信状況検出部は、前記無線電力送信ユニットから送信される電力を受電可能
な電子機器に対し前記無線電力送信ユニットからの電力送信が開始された場合に、電力の
送信状況が変化したことを検出する無線電力送信装置。
【請求項４】
　請求項３記載の無線電力送信装置であって、
　前記電子機器に対し前記無線電力送信ユニットからの電力送信が開始された場合に、当
該電子機器の所有者に関する所有者情報を取得する所有者情報取得部を備え、
　前記制御部は、前記所有者情報に応じた情報を前記情報出力部から出力させる無線電力
送信装置。
【請求項５】
　請求項４記載の無線電力送信装置であって、
　前記所有者情報取得部により複数の所有者情報が取得された場合に、前記制御部は、複
数の前記所有者情報の組み合わせに応じた情報を前記情報出力部から出力させる無線電力
送信装置。
【請求項６】
　請求項３～５のいずれか１項記載の無線電力送信装置であって、
　前記制御部は、前記複数の無線電力送信ユニットのいずれかの無線電力送信ユニットに
より前記表示装置に電力を送信している状態で、前記いずれかの無線電力送信ユニットを
除く無線電力送信ユニットから送信する電力の総量が予め決められた値を超える場合に、
前記表示装置への電力送信を停止する無線電力送信装置。
【請求項７】
　飲食物の容器に取り付けられ、無線により電力を受電可能な無線電力受信装置であって
、
　情報を表示する表示デバイスと、
　無線で電力を送信する無線電力送信装置から送信されてきた電力を受信する電力受信部
と、
　前記無線電力送信装置から送信されてきた情報を受信する情報受信部と、
　前記情報を前記表示デバイスに表示させる表示制御部と、を備える無線電力受信装置。
【請求項８】
　請求項７記載の無線電力受信装置であって、
　バッテリを搭載せず、前記電力受信部で受信した電力のみによって動作する無線電力受
信装置。
【請求項９】
　請求項７又は８記載の無線電力受信装置であって、
　前記容器内の温度を検出する温度検出部と、
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　前記温度検出部により検出される温度が予め決められた第一の閾値を超えないように、
前記無線電力送信装置から受信する電力を制御する受信電力制御部と、を備える無線電力
受信装置。
【請求項１０】
　請求項７又は８記載の無線電力受信装置であって、
　前記容器内の温度を検出する温度検出部と、
　前記容器内の温度に関する第二の閾値を外部操作によって入力された値に設定する第二
の閾値設定部と、
　前記温度検出部により検出される温度が前記第二の閾値となるように、前記無線電力送
信装置から受信する電力を制御する受信電力制御部と、を備える無線電力受信装置。
【請求項１１】
　請求項１０記載の無線電力受信装置であって、
　前記表示制御部は、前記温度検出部により検出される温度を前記表示デバイスに表示さ
せる無線電力受信装置。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１記載の無線電力受信装置であって、
　前記温度検出部により検出される温度が前記第二の閾値に達するまでの予測時間を算出
する予測時間算出部を備え、
　前記表示制御部は、前記予測時間を前記表示デバイスに表示させる無線電力受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飲食店のオーナーと客の双方にとってメリットのあるサービスを実現するた
めに用いられる無線電力送信装置及び無線電力受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内部に配置されるコイルに流れる電流により、所定の種類の金属製の調理器具を自己発
熱させるＩＨ調理器が普及している。このＩＨ調理器の原理を応用すれば、特定の物体を
外部から配線等を接続することなくワイヤレスで温めることが可能になる。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、発光素子及び該発光素子に給電する回路を内蔵する手袋と、
該回路に対して無線で電力を供給する充電装置とを用い、充電装置から供給する電力によ
って手袋内の発光素子を発光させて発熱させ、この熱により手袋を温める方法が開示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実用新案登録第３１６７８４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１は、人の体を温めることを目的として考案されたものであるが、ＩＨ調理器
の原理はこのような目的以外にも幅広く応用することができる。例えば、カフェ等の飲食
店においての利用も考えられる。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、飲食店のオーナーと客の双方にとっ
てメリットのあるサービスを実現するために用いる無線電力送信装置及び無線電力受信装
置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明の無線電力送信装置は、飲食物の容器に取り付けられた無線受電可能な表示装置
に対し、無線により情報を出力する情報出力部と、前記表示装置に対し無線により電力を
送信する無線電力送信部と、前記無線電力送信部による電力の送信状況を検出する電力送
信状況検出部と、前記電力送信状況検出部により検出される電力の送信状況により、前記
情報出力部の出力を制御する制御部と、を備えるものである。
【０００８】
　本発明の無線電力受信装置は、飲食物の容器に取り付けられ、無線により電力を受電可
能な無線電力受信装置であって、情報を表示する表示デバイスと、無線で電力を送信する
無線電力送信装置から送信されてきた電力を受信する電力受信部と、前記無線電力送信装
置から送信されてきた情報を受信する情報受信部と、前記情報を前記表示デバイスに表示
させる表示制御部と、を備えるものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、飲食店のオーナーと客の双方にとってメリットのあるサービスを実現
するために用いられる無線電力送信装置及び無線電力受信装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態を説明するための飲食店用サービス提供システム１００の概
略構成を示す図
【図２】図１に示す飲食店用サービス提供システム１００に用いられる表示装置５０の内
部構成を示す図
【図３】図１に示す飲食店用サービス提供システム１００に用いられる給電装置２０の内
部構成を示す図
【図４】図１に示す飲食店用サービス提供システム１００の動作を説明するためのシーケ
ンスチャート
【図５】図１に示す飲食店用サービス提供システム１００の第一の変形例である飲食店用
サービス提供システム１００ａの構成を示す図
【図６】図５に示す電子機器１の内部構成を示すブロック図
【図７】図５に示す飲食店用サービス提供システム１００ａにおけるデータベース４０に
記録されるテーブルの一例を示す図
【図８】図５に示す飲食店用サービス提供システム１００ａにおいて表示デバイス５９に
表示される情報が変更される状態を示す図
【図９】図５に示す飲食店用サービス提供システム１００ａにおいて表示デバイス５９に
表示される情報が、電子機器１の機種の組み合わせによって決定されることを説明するた
めの図
【図１０】飲食店用サービス提供システム１００における表示装置５０の変形例である表
示装置５０ａを示すブロック図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態を説明するための飲食店用サービス提供システム１００の
概略構成を示す図である。
【００１３】
　飲食店用サービス提供システム１００は、無線電力送信装置としての給電装置２０が組
み込まれたテーブル１０と、インターネット等のネットワーク３０と、データベース４０
と、を備える。
【００１４】
　給電装置２０とネットワーク３０は無線又は有線により接続されている。また、ネット
ワーク３０には、データベース４０が無線又は有線により接続されている。データベース
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４０は、給電装置２０からアクセス可能な場所にあればよく、給電装置２０に内蔵してあ
ってもよいし、給電装置２０にネットワーク３０を介さずに接続されていてもよい。
【００１５】
　テーブル１０は、カフェや居酒屋等の飲食物を提供する飲食店に設置される。テーブル
１０に内蔵される給電装置２０は、後述する飲食物容器に搭載される表示装置５０に対し
て、無線で電力を送信する。
【００１６】
　図２は、図１に示す飲食店用サービス提供システム１００に用いられる無線電力受信装
置としての表示装置５０の内部構成を示す図である。表示装置５０は、飲食物容器である
コーヒーカップ６０に予め組み込まれたものであってもよいし、コーヒーカップ６０に対
して後付で装着できるものであってもよい。図１に示したコーヒーカップ６０は、テーブ
ル１０が設置される店舗において客に提供される。
【００１７】
　表示装置５０は、受電回路５１と、表示装置５０全体を統括制御する制御部５２と、メ
モリ５３と、近距離無線通信部５４と、無線タグ５５と、操作部５６と、電源回路５７と
、表示ドライバ５８と、表示デバイス５９と、を備える。
【００１８】
　受電回路５１は、不図示の受電コイルを含み、後述する給電装置２０の給電回路２１か
ら無線で供給される電力を受けて、その電力を電源回路５７に伝達する。
【００１９】
　受電回路５１に含まれる受電コイルは、給電回路２１から電力を受けることで発熱する
。この受電コイルは、コーヒーカップ６０における飲み物を収容する収容部の外周に沿っ
て配置される。このため、受電コイルで発生した熱により、コーヒーカップ６０の収容部
が温められ、その結果、収容部内にある飲料を温めることができる。
【００２０】
　なお、発熱をより顕著なものとするために、受電コイルと重なる位置に鉄等の発熱体を
配置しておいてもよい。
【００２１】
　電源回路５７は、受電回路５１から伝達された電力から表示装置５０に必要な電圧を生
成し、生成した電圧を、制御部５２を介して各部に供給する。
【００２２】
　近距離無線通信部５４は、ネットワーク３０を介することなく、別の機器と無線で通信
を行うものである。近距離無線通信部５４は、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
等の規格に準拠した通信モジュール等により構成される。
【００２３】
　表示デバイス５９は、各種情報を表示する表示媒体であり、液晶や有機ＥＬ等により構
成される。表示デバイス５９は、その表示面がコーヒーカップ６０の外周面に露出してい
る。このため、表示デバイス５９に表示される情報は、コーヒーカップ６０の周りにいる
人によって観察可能となっている。
【００２４】
　表示ドライバ５８は、制御部５２の指令にしたがって表示デバイス５９を駆動し、表示
デバイス５９に各種情報を表示させる。
【００２５】
　メモリ５３は、ワークメモリとしてのＲＡＭ、各種プログラムを記憶するＲＯＭを含む
。
【００２６】
　無線タグ５５には、表示装置５０に固有のＩＤが記憶されている。
【００２７】
　操作部５６は、制御部５２に外部から指示等を入力するためのインターフェースであり
、例えば、表示デバイス５９に重ねて配置されたタッチパネルにより構成される。操作部
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５６が操作されると、操作に応じた信号が制御部５２に入力される。
【００２８】
　制御部５２は、給電装置２０から近距離無線通信部５４を経由して情報を受信し、受信
した情報を表示デバイス５９に表示させる制御を行う。
【００２９】
　図３は、図１に示す飲食店用サービス提供システム１００に用いられる給電装置２０の
内部構成を示す図である。
【００３０】
　給電装置２０は、複数の給電回路２１（電力送信ユニットに対応）と、全体を統括制御
する制御部２２と、ＲＡＭ及びＲＯＭ等を含むメモリ２３と、近距離無線通信部２４と、
ネットワーク通信部２５と、を備える。
【００３１】
　給電回路２１は、給電コイル（不図示）と、表示装置５０の無線タグ５５の情報を読み
取る無線タグリーダ（不図示）とを含む。
【００３２】
　各給電回路２１は、テーブル１０の板状部材である天板内の同一面に二次元状に配置さ
れている。複数の給電コイルのいずれかと表示装置５０の受電コイルとが重なることで、
給電コイルから受電コイルへ電力の供給が可能となる。
【００３３】
　このように、飲食店用サービス提供システム１００に用いられるテーブル１０は、給電
コイルが配置されている場所であれば、どこにコーヒーカップ６０を置いても、コーヒー
カップ６０に付属する表示装置５０に電力を供給できるようになっている。
【００３４】
　近距離無線通信部２４は、ネットワーク３０を介することなく、表示装置５０を含む別
の機器と通信を行うものである。近距離無線通信部２４は、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
等の規格に準拠した通信モジュール等により構成される。
【００３５】
　ネットワーク通信部２５は、ネットワーク３０を介して他の機器と通信を行うための通
信インターフェースである。
【００３６】
　制御部２２は、近距離無線通信部２４により、テーブル１０の天板に置かれた表示装置
５０の近距離無線通信部１６と通信を行い、表示装置５０に対して予め決められた情報を
送信する。
【００３７】
　図１に示す飲食店用サービス提供システム１００におけるデータベース４０には、表示
装置５０に送信される情報である配信情報が多数記録されている。配信情報は、例えば、
テーブル１０が設置されている店舗や別の店舗の割引クーポン情報、宣伝、広告情報等で
ある。
【００３８】
　また、データベース４０には、飲食店用サービス提供システム１００に用いられる全て
の表示装置５０のＩＤが予め記録される。
【００３９】
　給電装置２０の制御部２２は、ネットワーク通信部２５を介してデータベース４０にア
クセスし、上記配信情報を取得する。そして、取得した配信情報を、給電回路２１から電
力を送信している表示装置５０に近距離無線通信部２４から送信する。
【００４０】
　以上のように構成された飲食店用サービス提供システム１００の動作を説明する。
【００４１】
　図４は、図１に示す飲食店用サービス提供システム１００の動作を説明するためのシー
ケンスチャートである。
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【００４２】
　テーブル１０に案内された客が例えばコーヒーをオーダーすると、店舗の店員が、コー
ヒーの入ったコーヒーカップ６０を運んできて、これをテーブル１０に置く。この結果、
図１に示す状態となる。
【００４３】
　コーヒーカップ６０がテーブル１０の天板に置かれると、テーブル１０に内蔵される給
電装置２０の制御部２２が、表示装置５０を含むコーヒーカップ６０がテーブル１０に置
かれたことを検知する（ステップＳ１：ＹＥＳ）。
【００４４】
　例えば、制御部２２は、送電コイルと受電コイルが近づくことにより送電コイルに発生
する電流若しくは電圧の変化を検出することで、コーヒーカップ６０がテーブル１０に置
かれたことを検知する。
【００４５】
　給電装置２０の制御部２２は、コーヒーカップ６０がテーブル１０に置かれたことを検
知すると、コーヒーカップ６０の表示装置５０に内蔵される無線タグ５５から表示装置５
０のＩＤを読み取る（ステップＳ２）。
【００４６】
　そして、給電装置２０の制御部２２は、読み取ったＩＤがデータベース４０に記録され
ているか否かを判定し（ステップＳ３）、記録されていた場合（ステップＳ３：ＹＥＳ）
に、給電回路２１から受電回路５１への電力供給を開始する（ステップＳ４）。ＩＤがデ
ータベース４０に記録されていない場合（ステップＳ３：ＮＯ）、給電装置２０の制御部
２２は、給電を開始せず、再び表示装置５０を検出するまで待機する。
【００４７】
　ステップＳ４における電力供給の開始により、表示装置５０の電源が起動する（ステッ
プＳ５）。
【００４８】
　表示装置５０への電力供給を開始した後、給電装置２０の制御部２２は、データベース
４０にアクセスして、予め決められた情報（ここではテーブル１０が設置されている店舗
に関する広告情報とする）を取得し（ステップＳ６）、この広告情報を、近距離無線通信
部２４から表示装置５０に送信させる（ステップＳ７）。
【００４９】
　表示装置５０の制御部５２は、近距離無線通信部５４によって受信した広告情報を取得
し、この広告情報を表示デバイス５９に表示させる（ステップＳ８）。
【００５０】
　ステップＳ８の処理が行われた状態では、受電コイルが発する熱と表示デバイス５９が
発する熱等により、コーヒーカップ６０の収容部が温められ、収容部内のコーヒーの保温
が行われる。
【００５１】
　以上のように、本システム１００によれば、コーヒーカップ６０に設けられた表示装置
５０により、コーヒーカップ６０に注がれたコーヒーを温めることができ、いつまでも適
温を保ったコーヒーを客に提供することができる。
【００５２】
　飲食店のテーブルには、広告情報等を載せた媒体が置かれるのが一般的であり、この媒
体がテーブルの使用できる面積を小さくしてしまっている。本システム１００では、コー
ヒーカップ６０に付属する表示デバイス５９に広告情報を表示させることができるため、
テーブルを広く使用することができ、快適なコーヒータイムを客に過ごしてもらうことが
可能になる。
【００５３】
　また、本システム１００によれば、表示装置５０に表示させる情報を他のものに変える
ことは容易であるため、広告にかかる費用を削減することができる。
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【００５４】
　本システム１００に用いる表示装置５０は、バッテリを搭載せず、給電装置２０からの
電力によって起動する。このため、給電装置２０が配置されている場所以外での表示装置
５０の使用を不可とすることができ、コーヒーカップ６０の盗難防止効果を期待すること
ができる。また、表示装置５０がバッテリを搭載しないことで、コーヒーカップ６０が重
くなるのを防ぐことができる。また、バッテリを搭載しないことによるコスト削減、メン
テナンスフリーを実現することができる。
【００５５】
　飲食店用サービス提供システム１００において、給電装置２０の制御部２２は、表示装
置５０の位置が変更されたこと（給電回路２１による電力の送信状況の変化）を検出した
場合に、表示装置５０に送信する情報を他のものに変更する制御を行ってもよい。これに
より、コーヒーカップ６０のテーブル１０上での位置が変わるたびに、表示装置５０に表
示される情報が変化することになり、客を飽きさせないサービス提供が可能になる。
【００５６】
　次に、飲食店用サービス提供システム１００の変形例について説明する。
【００５７】
　（第一の変形例）
　この変形例のシステムでは、給電装置２０により、表示装置５０だけでなく、スマート
フォンに代表される携帯電話機、タブレット端末、及びノートパソコン等のバッテリを搭
載する電子機器のバッテリ充電も可能となっている。
【００５８】
　図５は、図１に示す飲食店用サービス提供システム１００の第一の変形例である飲食店
用サービス提供システム１００ａの構成を示す図である。図５に示すシステム１００ａは
、電子機器１が構成に追加された点を除いては飲食店用サービス提供システム１００と同
じである。
【００５９】
　図６は、図５に示す電子機器１の内部構成を示すブロック図である。
【００６０】
　電子機器１は、バッテリ１ａと、バッテリ１ａを充電する充電回路１ｂと、全体を統括
制御する制御部１ｃと、ＲＡＭ及びＲＯＭ等を含むメモリ１ｄと、無線タグ１ｅと、を備
える。
【００６１】
　充電回路１ｂは、受電コイルを含み、給電装置２０の給電回路２１から無線で供給され
る電力を受けて、その電力によりバッテリ１ａを充電する。
【００６２】
　無線タグ１ｅには、電子機器１固有のＩＤ、電子機器１の所有者に関する所有者情報が
記録される。所有者情報は、例えば、所有者を識別するための所有者ＩＤ、所有者の年齢
、所有者の性別等の情報である。この所有者情報は手入力できるようにしてもよい。
【００６３】
　データベース４０には、給電装置２０によって給電を受けるための登録を行った電子機
器１の所有者ＩＤが登録される。
【００６４】
　飲食店用サービス提供システム１００ａでは、テーブル１０に内蔵される給電装置２０
の制御部２２が、電子機器１がテーブル１０に置かれたことを検知すると、この電子機器
１の無線タグ１ｅから所有者情報を読み取る。そして、給電装置２０の制御部２２は、読
み取った所有者情報に含まれる所有者ＩＤがデータベース４０に登録されているか否かを
判定し、登録されている場合に、電子機器１に電力の供給を開始する。
【００６５】
　飲食店用サービス提供システム１００ａにおけるデータベース４０には、システムを利
用するユーザ（電子機器１の所有者）の取り得るグループ毎に、そのグループに属する複
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数の所有者に適した配信情報が記録されている。配信情報は、例えば、テーブル１０が設
置されている店舗や別の店舗の割引クーポン情報、宣伝，広告情報等である。
【００６６】
　図７は、データベース４０に記録されるテーブルの一例を示す図である。図７の例では
、複数の所有者の取り得るグループを構成人数によって２つのグループ（２～１０人のグ
ループ、１１人以上のグループ）に分け、各グループを、男性と女性の混成からなる第一
グループ、男性のみからなる第二グループ、女性のみからなる第三グループに分けている
。そして、第二グループと第三グループを、それぞれに属する所有者の年齢層に応じて３
つのサブグループ（若年層グループ、中年層グループ、老年層グループ）に分けている。
【００６７】
　また、第一グループを、所有者の年齢層と男女比に応じて９つのサブグループ（若年層
かつ男性が多いグループ、若年層かつ女性が多いグループ、若年層かつ男女比が同じグル
ープ、中年層かつ男性が多いグループ、中年層かつ女性が多いグループ、中年層かつ男女
比が同じグループ、老年層かつ男性が多いグループ、老年層かつ女性が多いグループ、老
年層かつ男女比が同じグループ）に分けている。
【００６８】
　そして、これらサブグループ毎に、そのサブグループに属する所有者に適した配信情報
Ｊ１～Ｊ３０が記録されている。
【００６９】
　図７に例示されるテーブルは、システム１００ａの管理者によってデータベース４０に
予め記録される。このテーブルデータは管理者によっていつでも編集可能である。
【００７０】
　給電装置２０の制御部２２は、電子機器１への給電を開始すると、その電子機器１から
読み取った所有者情報をメモリ２３に記憶する。そして、給電装置２０の制御部２２は、
表示装置５０に送信する情報として、メモリ２３に記憶されている所有者情報の組み合わ
せにマッチする情報をデータベース４０から取得する。
【００７１】
　例えば図５に示すように、２つの電子機器１がテーブル１０に置かれており、この２つ
の電子機器１の所有者の所有者情報が、いずれも１０代男性である場合、給電装置２０の
制御部２２は、データベース４０から配信情報Ｊ１０を取得し、これを表示装置５０に送
信する。
【００７２】
　これにより、表示装置５０の表示デバイス５９には、若い男性の二人組に適した広告等
が表示される。
【００７３】
　このように、テーブル１０を取り囲む客のグループ構成に応じた情報を表示装置５０に
て表示させることで、宣伝効果を向上させることが可能になる。
【００７４】
　なお、上記の例では、配信情報Ｊ１０を表示装置５０に送信するものとしているが、配
信情報Ｊ１０は１つではなく複数の情報であってもよい。この場合、複数の情報を表示装
置５０にて同時に表示させてもよいが、これらの情報を別々に表示させた方が、情報を見
やすくすることができる。
【００７５】
　そこで、給電装置２０の制御部２２は、図８に示すように、テーブル１０にある電子機
器１の位置が変化したことを検知した（給電回路２１による電力の送信状況の変化を検出
した）場合に、これをトリガとして、表示装置５０に送信する情報を別のものに変更する
ようにしてもよい。または、所定時間経過する毎に表示させる情報を切り替えてもよい。
【００７６】
　また、電子機器１の機種を示す情報を所有者情報に含めておき、テーブル１０に置かれ
ている複数の電子機器１の機種の組み合わせに応じて、表示装置５０に表示させる情報を
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変えてもよい。この場合、データベース４０には、機種の組み合わせと、その組み合わせ
に対応する配信情報とを記録しておけばよい。
【００７７】
　また、上記の例では、給電装置２０の制御部２２が電子機器１から所有者情報を直接取
得するようにしているが、これに限らない。例えば、電子機器１の所有者が、所有者情報
をデータベース４０に予め登録しておき、給電装置２０の制御部２２が、電子機器１の無
線タグ１ｅから所有者ＩＤを読み取り、この所有者ＩＤに対応する所有者情報をデータベ
ース４０から取得するようにしてもよい。
【００７８】
　また、上記の例では、複数の所有者情報の組み合わせによって表示装置５０に送信する
情報を決めているが、テーブル１０に置かれる電子機器１が１つの場合には、その電子機
器１の所有者情報に応じた情報を表示装置５０に送信すればよい。この場合、データベー
ス４０には、所有者情報毎の情報を記録しておけばよい。
【００７９】
　なお、給電装置２０から表示装置５０に電力を送信している状態で、テーブル１０に複
数の電子機器１が置かれると、これら電子機器１に対して給電装置２０から電力が送信さ
れるが、テーブル１０に置かれる電子機器１の数が多い場合や、電子機器１のバッテリ容
量が大きい場合には、電子機器１に対して優先的に電力を送信することが好ましい。
【００８０】
　そこで、給電装置２０の制御部２２は、複数の給電回路２１のいずれかの給電回路２１
により表示装置５０に電力を送信している状態で、このいずれかの給電回路２１を除く給
電回路２１から送信する電力の総量が予め決められた値を超える場合には、表示装置５０
への電力送信を停止することが好ましい。
【００８１】
　具体的には、給電装置２０の制御部２２は、テーブル１０に電子機器１が置かれたこと
を検知した時点で、給電回路２１から電子機器１に対して電力を送信すべき総電力量（既
に電力を送信している電子機器１がある場合はそれを含めた量）を判定し、その総電力量
が予め決められた値を超えていた場合は、表示装置５０への電力送信を停止し、停止した
分の電力を、電子機器１に振り分ける制御を行う。
【００８２】
　このようにすることで、電子機器１の充電のために電力を優先的に振り分けることがで
き、電子機器１の充電を行う客に対してより良いサービスを提供することができる。
【００８３】
　（第二の変形例）
　この変形例は、表示装置５０の機能に変更を加えている。
【００８４】
　図１０は、飲食店用サービス提供システム１００における表示装置５０の変形例である
表示装置５０ａを示すブロック図である。表示装置５０ａは、これが取り付けられる飲食
物容器における飲食物の収容部内の温度を検出する温度センサ５０ｃを追加した点を除い
ては図２に示す構成と同じである。温度センサ５０ｃは検出した温度情報を制御部５２に
送信する。
【００８５】
　表示装置５０ａのメモリ５３には、飲食物の収容部内の温度の上限値が予め記憶される
。この上限値は、飲食を行う客の安全性を考慮して適当な値が決められている。
【００８６】
　表示装置５０ａの制御部５２は、温度センサ５０ｃにより検出される温度が上記上限値
を超えないように、受電回路５１で受ける電力を制御する。
【００８７】
　例えば、表示装置５０ａの制御部５２は、送信電力を下げることを要求する信号を近距
離無線通信部５４から給電装置２０に送信することで、受電回路５１で受ける電力を制御
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する。給電装置２０の制御部２２は、表示装置５０ａから上記信号を受信すると、上記信
号を送信してきた表示装置５０ａに給電している給電回路２１を制御して、表示装置５０
ａに送信する電力を変更する。
【００８８】
　以上のように、第二の変形例によれば、表示装置５０ａを搭載する飲食物容器の温度が
危険な温度を超えて上昇するのを防ぐことができ、客の安全性を確保することができる。
【００８９】
　なお、上記上限値とは別に、任意の温度を客が設定できるようにしてもよい。例えば、
表示装置５０ａの操作部５６（タッチパネル）によって客が任意の温度を入力すると、表
示装置５０ａの制御部５２は、温度センサ５０ｃによって検出される温度が、客から入力
された温度となるように、受電回路５１で受ける電力を制御する。
【００９０】
　このような構成により、コーヒーカップ６０に注がれているコーヒーの温度を客の希望
する温度に保つことができる。
【００９１】
　更に、表示装置５０ａの制御部５２が、温度センサ５０ｃによって検出される温度を、
客によって入力された希望温度と共に、表示デバイス５９に表示させるようにしてもよい
。また、制御部５２が、希望温度に達するまでの時間を演算により予測し、予測した時間
を表示デバイス５９に表示させてもよい。これらの情報を表示装置５０ａに表示させるこ
とで、客に対するサービスの価値向上を図ることができる。
【００９２】
　なお、温度センサ５０ｃによって検出される温度の表示は、希望温度以外と、希望温度
とで例えば色分けして表示させてもよい。これにより、希望温度に達したかどうかを客に
認識させやすくすることができる。
【００９３】
　ここまでの説明では、表示装置５０，５０ａがバッテリを搭載せず、給電装置２０から
送信されてくる電力によって動作するものとした。しかし、表示装置５０，５０ａにはバ
ッテリが搭載してあってもよい。例えば、受電回路５１と電源回路５７との間にバッテリ
を接続し、受電回路５１で受けた電力をバッテリに充電し、バッテリの電力を電源回路５
７に供給する構成としてもよい。この構成の場合、表示装置のＩＤは無線タグではなく、
メモリ５３に記憶しておき、近距離無線通信部５４から給電装置２０に送信するようにし
てもよい。また、表示装置の電源起動は、マニュアルによって行えるようにしてもよい。
【００９４】
　以上説明してきたように、本明細書には以下の事項が開示されている。
【００９５】
　開示された無線電力送信装置は、飲食物の容器に取り付けられた無線受電可能な表示装
置に対し、無線により情報を出力する情報出力部と、前記表示装置に対し無線により電力
を送信する無線電力送信部と、前記無線電力送信部による電力の送信状況を検出する電力
送信状況検出部と、前記電力送信状況検出部により検出される電力の送信状況により、前
記情報出力部の出力を制御する制御部と、を備えるものである。
【００９６】
　開示された無線電力送信装置は、前記制御部が、前記電力送信状況検出部により電力の
送信状況の変化が検出されたときに、前記情報出力部から出力させる情報を変更するもの
である。
【００９７】
　開示された無線電力送信装置は、前記無線電力送信部が複数の無線電力送信ユニットか
らなり、前記電力送信状況検出部は、前記無線電力送信ユニットから送信される電力を受
電可能な電子機器に対し前記無線電力送信ユニットからの電力送信が開始された場合に、
電力の送信状況が変化したことを検出するものである。
【００９８】
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　開示された無線電力送信装置は、前記電子機器に対し前記無線電力送信ユニットからの
電力送信が開始された場合に、当該電子機器の所有者に関する所有者情報を取得する所有
者情報取得部を備え、前記制御部は、前記所有者情報に応じた情報を前記情報出力部から
出力させるものである。
【００９９】
　開示された無線電力送信装置は、前記所有者情報取得部により複数の所有者情報が取得
された場合に、前記制御部は、複数の前記所有者情報の組み合わせに応じた情報を前記情
報出力部から出力させるものである。
【０１００】
　開示された無線電力送信装置は、前記制御部が、前記複数の無線電力送信ユニットのい
ずれかの無線電力送信ユニットにより前記表示装置に電力を送信している状態で、前記い
ずれかの無線電力送信ユニットを除く無線電力送信ユニットから送信する電力の総量が予
め決められた値を超える場合に、前記表示装置への電力送信を停止するものである。
【０１０１】
　開示された無線電力受信装置は、飲食物の容器に取り付けられ、無線により電力を受電
可能な無線電力受信装置であって、情報を表示する表示デバイスと、無線で電力を送信す
る無線電力送信装置から送信されてきた電力を受信する電力受信部と、前記無線電力送信
装置から送信されてきた情報を受信する情報受信部と、前記情報を前記表示デバイスに表
示させる表示制御部と、を備えるものである。
【０１０２】
　開示された無線電力受信装置は、バッテリを搭載せず、前記電力受信部で受信した電力
のみによって動作するものである。
【０１０３】
　開示された無線電力受信装置は、前記容器内の温度を検出する温度検出部と、前記温度
検出部により検出される温度が予め決められた第一の閾値を超えないように、前記無線電
力送信装置から受信する電力を制御する受信電力制御部と、を備えるものである。
【０１０４】
　開示された無線電力受信装置は、前記容器内の温度を検出する温度検出部と、前記容器
内の温度に関する第二の閾値を外部操作によって入力された値に設定する第二の閾値設定
部と、前記温度検出部により検出される温度が前記第二の閾値となるように、前記無線電
力送信装置から受信する電力を制御する受信電力制御部と、を備えるものである。
【０１０５】
　開示された無線電力受信装置は、前記表示制御部が、前記温度検出部により検出される
温度を前記表示デバイスに表示させるものである。
【０１０６】
　開示された無線電力受信装置は、前記温度検出部により検出される温度が前記第二の閾
値に達するまでの予測時間を算出する予測時間算出部を備え、前記表示制御部は、前記予
測時間を前記表示デバイスに表示させるものである。
【符号の説明】
【０１０７】
１００　飲食店用サービス提供システム
１　電子機器
１０　テーブル
２０　給電装置
３０　ネットワーク
４０　データベース
５０　表示装置
５９　表示デバイス
６０　コーヒーカップ
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