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(57)【要約】
【課題】　省スペース化、対応機器のみへの充電、充電
と通信の同時実現が可能な非接触充電および信号伝送シ
ステムを提供すること。
【解決手段】　非接触充電および信号伝送システム１０
は、電力伝送、信号送受信、情報処理機能を備える、携
帯端末などの電力・信号伝送モジュール１１と、充電器
などの非接触充電モジュール２１とからなり、互いに電
磁誘導により非接触で電力伝送、信号送受信する構成で
ある。電力・信号伝送モジュール１１は、二次電池１２
の充電を制御するための第１の電力制御回路１３と、信
号送受信を制御する第１の信号制御・情報処理回路１４
とは、電力伝送と信号送受信とを分離、結合する機能を
有する第１の分離結合回路１５を介して第１のコイル１
６に接続され、非接触充電モジュール２１は、電源部２
２からの電力を制御する第２の電力制御回路２３と、第
２の信号制御・情報処理回路２４とは、第２の分離結合
回路２５を介して第２のコイル２６に接続される。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力伝送機能、信号送受信機能及び情報処理機能を備えた携帯機器用の電力・信号伝送
モジュールであって、二次電池の充電または負荷回路を制御するための第１の電力制御回
路と、信号送受信を制御するための第１の信号制御・情報処理回路と、電力伝送と信号送
受信とを分離、結合するための第１の分離結合回路とを備え、前記第１の電力制御回路と
前記第１の信号制御・情報処理回路とはともに、前記第１の分離結合回路を介して第１の
コイルに接続されたことを特徴とする電力・信号伝送モジュール。
【請求項２】
　前記第１の電力制御回路と前記第１の信号制御・情報処理回路とに接続し、電力伝送と
信号送受信の搬送波を互いに同期して形成させるための基本駆動信号を生成する第１の発
振子を備えることを特徴とする請求項１に記載の電力・信号伝送モジュール。
【請求項３】
　電力伝送機能、信号送受信機能及び情報処理機能を備えた非接触充電モジュールであっ
て、電源部からの電力を制御するための第２の電力制御回路と、信号送受信を制御するた
めの第２の信号制御・情報処理回路と、電力伝送と信号送受信とを分離・結合するための
第２の分離結合回路を備え、前記第２の電力制御回路と前記第２の信号制御・情報処理回
路とはともに、前記分離結合回路を介して第２のコイルに接続されたことを特徴とする非
接触充電モジュール。
【請求項４】
　前記第２の電力制御回路と前記第２の信号制御・情報処理回路とに接続し、電力伝送と
信号送受信の搬送波を互いに同期して形成させるための基本駆動信号を生成する第２の発
振子を備えることを特徴とする請求項３に記載の非接触充電モジュール。
【請求項５】
　請求項１に記載の電力・信号伝送モジュールと、請求項３に記載の非接触充電モジュー
ルとからなり、各々前記第１のコイル及び前記第２のコイルを介して互いに電磁誘導によ
り非接触で電力伝送および信号送受信することを特徴とする非接触充電および信号伝送シ
ステム。
【請求項６】
　請求項１に記載の電力・信号伝送モジュールと、請求項４に記載の非接触充電モジュー
ルとからなり、各々前記第１のコイル及び前記第２のコイルを介して互いに電磁誘導によ
り非接触で電力伝送および信号送受信することを特徴とする非接触充電および信号伝送シ
ステム。
【請求項７】
　請求項２に記載の電力・信号伝送モジュールと、請求項３に記載の非接触充電モジュー
ルとからなり、各々前記第１のコイル及び前記第２のコイルを介して互いに電磁誘導によ
り非接触で電力伝送および信号送受信することを特徴とする非接触充電および信号伝送シ
ステム。
【請求項８】
　請求項２に記載の電力・信号伝送モジュールと、請求項４に記載の非接触充電モジュー
ルとからなり、各々前記第１のコイル及び前記第２のコイルを介して互いに電磁誘導によ
り非接触で電力伝送および信号送受信することを特徴とする非接触充電および信号伝送シ
ステム。
【請求項９】
　請求項３に記載の非接触充電モジュールに請求項１に記載の電力・信号伝送モジュール
のＩＤが登録され、請求項３に記載の非接触充電モジュール上に請求項１に記載の電力・
信号伝送モジュールが配置された際、非接触通信によりデータ通信を行い、請求項１に記
載の電力・信号伝送モジュールのＩＤを識別し、予め請求項３に記載の非接触充電モジュ
ールに登録されたＩＤと一致した場合にのみ充電を開始する認証機能を有する請求項５に
記載の非接触充電および信号伝送システム。
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【請求項１０】
　請求項４に記載の非接触充電モジュールに請求項１に記載の電力・信号伝送モジュール
のＩＤが登録され、請求項４に記載の非接触充電モジュール上に請求項１に記載の電力・
信号伝送モジュールが配置された際、非接触通信によりデータ通信を行い、請求項１に記
載の電力・信号伝送モジュールのＩＤを識別し、予め請求項４に記載の非接触充電モジュ
ールに登録されたＩＤと一致した場合にのみ充電を開始する認証機能を有する請求項６に
記載の非接触充電および信号伝送システム。
【請求項１１】
　請求項３に記載の非接触充電モジュールに請求項２に記載の電力・信号伝送モジュール
のＩＤが登録され、請求項３に記載の非接触充電モジュール上に請求項２に記載の電力・
信号伝送モジュールが配置された際、非接触通信によりデータ通信を行い、請求項２に記
載の電力・信号伝送モジュールのＩＤを識別し、予め請求項３に記載の非接触充電モジュ
ールに登録されたＩＤと一致した場合にのみ充電を開始する認証機能を有する請求項７に
記載の非接触充電および信号伝送システム。
【請求項１２】
　請求項４に記載の非接触充電モジュールに請求項２に記載の電力・信号伝送モジュール
のＩＤが登録され、請求項４に記載の非接触充電モジュール上に請求項２に記載の電力・
信号伝送モジュールが配置された際、非接触通信によりデータ通信を行い、請求項２に記
載の電力・信号伝送モジュールのＩＤを識別し、予め請求項４に記載の非接触充電モジュ
ールに登録されたＩＤと一致した場合にのみ充電を開始する認証機能を有する請求項８に
記載の非接触充電および信号伝送システム。
【請求項１３】
　電力伝送時、信号送受信時に前記第１のコイルに励起される電圧波形が同一であること
を特徴とする請求項５乃至１２のいずれかに記載の非接触充電および信号伝送システム。
【請求項１４】
　信号送受信は１３．５６ＭＨｚ帯の周波数を利用したデータ通信であることを特徴とす
る請求項５乃至１３のいずれかに記載の非接触充電および信号伝送システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線データ通信機能を有する携帯機器において、無線通信に用いるコイルを
共用して、非接触充電を行う電力・信号伝送モジュール、非接触充電モジュールならびに
非接触充電および信号伝送システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　フェリカ（登録商標）などのＲＦＩＤ機能を搭載した携帯電話が広く普及しており、ま
た、主に数百ｋＨｚ帯において電磁誘導方式を利用した携帯機器などの非接触充電システ
ムが従来技術として知られている。
【０００３】
　非接触充電システムは、被充電対象となる携帯機器などに内蔵されている二次電池を充
電する目的などに使用されており、二次電池の状態に応じて適正に充電を実施するために
、二次電池の情報を一次側すなわち充電器側にフィードバックする技術が用いられている
。
【０００４】
　例えば、特許文献１では、非接触式充電機器において、負荷となる二次電池の状態によ
る一次側電流を所定の閾値と比較し、これを二次側からの信号とみなして電池の充電制御
を行っている。この例のように、非接触充電における充電制御信号は一般的には通信では
なく二次側の負荷変動情報を用いている。
【０００５】
　また、特許文献２では、携帯端末や電子時計などの携帯電子機器において、通常の動作
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時および充電時でアラームなどの機能の告知方法を変える手段を用いているものであって
、充電とデータ通信とは時間的に分離されている。
【０００６】
　また、特許文献３では、携帯端末や電子時計などの携帯電子機器において、一次側によ
る送信で二次側に信号が誘起された状態でコイルの抵抗負荷を変動させることで低消費電
力化でき、その結果二次側の負担を軽減している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－２７５２６６号公報
【特許文献２】特開２０００－２７０４８６号公報
【特許文献３】特開平１１－２７４９８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来技術において、例えば電磁誘導による無線通信と非接触電力伝送の
機能を合わせ持つ機器を実現するためには、ＲＦＩＤ機能とそのための第１のコイル、充
電機能とそのための第２のコイルをそれぞれ搭載することが考えられるが、第１のコイル
は１３．５６ＭＨｚ帯に対応したサイズおよびターン数のもの、第２のコイルは例えば１
２５ｋＨｚ帯対応のサイズおよびターン数のものがそれぞれ必要となり、携帯電話端末な
どコンパクトに非常に高密度に部品が実装されたデバイスにおいては本来の電話機能にか
かわるアンテナの他に、上記の異なる２つのコイルを搭載するスペースを確保することは
困難である。
【０００９】
　仮に、充電に関わる動作周波数をＲＦＩＤ機能とあわせて１３．５６ＭＨｚで実現する
など、電磁誘導に用いるコイルを共通化した場合には省スペース化できるが、一つのコイ
ルに通信と充電の機能を混載するために、スイッチなどにより、これらの機能を時間的に
分離する必要が有り、充電と通信は同時にはできないことになる。ここで、例えばＮＦＣ
（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）やフェリカに代表される１３．
５６ＭＨｚ帯の情報通信と非接触充電とをひとつのコイルで共用化した具体的な開示はな
い。
【００１０】
　さらに、非接触充電の際にコイルを共通化した上で通信によるＩＤ認証機能を用いた充
電制御方法についても開示例がなく、この場合、充電器と被充電機器間でＩＤ認証を行え
ないため、誤って充電器に非対応機器や異物を配置した場合には過熱する恐れがあった。
【００１１】
　また、コイルが共用であっても充電と通信は時間的に分離されているか、時間的には同
時であっても充電用と通信用のコイルとは互いに空間的に分離された異なるものであった
。
【００１２】
　あるいは、充電に関わる動作周波数をＲＦＩＤ機能とあわせて１３．５６ＭＨｚで実現
するなど、電磁誘導に用いるコイルを共通化した場合には省スペース化できるが、ひとつ
のコイルに通信と充電の機能を混載するため、スイッチなどにより、これらの機能を時間
的に分離しなければならないという課題があった。
【００１３】
　本発明は、上記の課題を解決し、省スペース化が可能で、その上、対応機器にのみ充電
可能であり、さらに充電と通信が同時に実現可能な電力・信号伝送モジュール、非接触充
電モジュールならびに非接触充電および信号伝送システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
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　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、ＲＦＩＤなどデータ通信
と非接触充電に用いるコイルを共用とすることで省スペース化をし、ＩＤ認証により対応
機器にのみ充電可能であり、さらに充電と通信が同時にできる非接触充電および信号伝送
システムを実現するものである。
【００１５】
　すなわち、本発明によれば、電力伝送機能、信号送受信機能及び情報処理機能を備えた
携帯機器用の電力・信号伝送モジュールであって、二次電池の充電または負荷回路を制御
するための第１の電力制御回路と、信号送受信を制御するための第１の信号制御・情報処
理回路と、電力伝送と信号送受信とを分離、結合するための第１の分離結合回路とを備え
、前記第１の電力制御回路と前記第１の信号制御・情報処理回路とはともに、前記第１の
分離結合回路を介して第１のコイルに接続されたことを特徴とする電力・信号伝送モジュ
ールが得られる。
【００１６】
　また、本発明によれば、前記第１の電力制御回路と前記第１の信号制御・情報処理回路
とに接続し、電力伝送と信号送受信の搬送波を互いに同期して形成させるための基本駆動
信号を生成する第１の発振子を備えることを特徴とする上記の電力・信号伝送モジュール
が得られる。
【００１７】
　また、本発明によれば、電力伝送機能、信号送受信機能及び情報処理機能を備えた非接
触充電モジュールであって、電源部からの電力を制御するための第２の電力制御回路と、
信号送受信を制御するための第２の信号制御・情報処理回路と、電力伝送と信号送受信と
を分離・結合するための第２の分離結合回路を備え、前記第２の電力制御回路と前記第２
の信号制御・情報処理回路とはともに、前記分離結合回路を介して第２のコイルに接続さ
れたことを特徴とする非接触充電モジュールが得られる。
【００１８】
　また、本発明によれば、前記第２の電力制御回路と前記第２の信号制御・情報処理回路
とに接続し、電力伝送と信号送受信の搬送波を互いに同期して形成させるための基本駆動
信号を生成する第２の発振子を備えることを特徴とする上記の非接触充電モジュールが得
られる。
【００１９】
　また、本発明によれば、上記の電力・信号伝送モジュールと上記の非接触充電モジュー
ルからなり、各々前記第１のコイル及び前記第２のコイルを介して互いに電磁誘導により
非接触で電力伝送および信号送受信することを特徴とする非接触充電および信号伝送シス
テムが得られる。すなわち、電力伝送と信号送受信の駆動を同期させるための共通な発振
子を有する電力・信号伝送モジュール、発振子を有しない電力・信号伝送モジュールと、
発振子を有する非接触充電モジュール、発振子を有しない非接触充電モジュールとの組み
合わせで４組の非接触充電および信号伝送システムが得られる。
【００２０】
　また、本発明によれば、上記の非接触充電モジュールに上記の電力・信号伝送モジュー
ルのＩＤが登録され、上記の非接触充電モジュール上に上記の電力・信号伝送モジュール
が配置された際、非接触通信によりデータ通信を行い、上記の電力・信号伝送モジュール
のＩＤを識別し、予め上記の非接触充電モジュールに登録されたＩＤと一致した場合にの
み充電を開始する認証機能を有する上記の非接触充電および信号伝送システムが得られる
。すなわち、この場合も、電力伝送と信号送受信の駆動を同期させるための共通な発振子
を有する電力・信号伝送モジュール、発振子を有しない電力・信号伝送モジュールと、発
振子を有する非接触充電モジュール、発振子を有しない非接触充電モジュールとの組み合
わせで４組の非接触充電および信号伝送システムが得られる。
【００２１】
　また、本発明によれば、電力伝送時、信号送受信時に前記第１のコイルに励起される電
圧波形が同一であることを特徴とする上記の非接触充電および信号伝送システムが得られ
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る。
【００２２】
　また、本発明によれば、信号送受信は１３．５６ＭＨｚ帯の周波数を利用したデータ通
信であることを特徴とする上記の非接触充電および信号伝送システムが得られる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の電力・信号送受信モジュール、非接触充電モジュールならびに非接触充電およ
び信号伝送システムは、ＲＦＩＤなどデータ通信と非接触充電に用いるコイルを共用とす
ることで省スペース化をし、ＩＤ認証により対応機器にのみ充電可能であり、さらに充電
と通信が同時に実現可能なる。
【００２４】
　即ち、新規に充電用のコイルを追加することなく、データ通信用のコイルと共用して非
接触充電できる点、ＩＤ認証を行って充電を開始できる点、充電と通信が同時に実現可能
となる特徴を有しており、さらに置いておくだけで安全に充電可能な非接触充電システム
を実現することができる。
【００２５】
　具体的には、１３．５６ＭＨｚ帯を利用し、電磁誘導を利用した非接触充電システムで
あり、フェリカやＮＦＣなどの無線データ通信で用いるコイルを充電用のコイルとして利
用している。充電と通信は同じ電圧波形を使用しており、これらが時間的空間的に同一で
ある。さらに、ＩＤ認証機能を有しており、非接触充電を行う際、認証された機器のみに
充電を行うことができ、通信機能を活用したＩＤ認証方式により充電対応物を安全に識別
可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施の形態１に係る非接触充電および信号伝送システムの概略図。
【図２】本発明の実施の形態１に係る携帯機器用の電力・信号伝送モジュールの概略図。
【図３】本発明の実施の形態１に係る非接触充電モジュールの概略図。
【図４】本発明の実施の形態１に係る非接触充電および信号伝送システムのコイル両端に
発生する電圧動作波形を示す図。
【図５】従来例の非接触充電システムにおけるコイル両端に発生する電圧動作波形を示す
図。
【図６】他の従来例の非接触充電システムにおけるコイル両端に発生する電圧動作波形を
示す図。
【図７】本発明の実施の形態２に係る非接触充電および信号伝送システムの概略図。
【図８】本発明の実施の形態３に係る非接触充電および信号伝送システムの概略図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いながら詳細に説明する。
【００２８】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る非接触充電および信号伝送システムの概略図を示
している。図１に示すように、本発明の実施の形態１に係る非接触充電および信号伝送シ
ステム１０は、携帯端末などの電力・信号伝送モジュール１１と、充電器などの非接触充
電モジュール２１とからなり、各々のコイル、すなわち第１のコイル１６、第２のコイル
２６を介して互いに電磁誘導により非接触で電力伝送および信号送受信する構成となって
いる。
【００２９】
　図２は、本発明の実施の形態１に係る携帯機器用の電力・信号伝送モジュールの概略図
を示している。図２に示すように、携帯機器用の電力・信号伝送モジュール１１は、電力
伝送機能と信号送受信機能と情報処理機能を各々備え、二次電池１２の充電またはその他
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の負荷回路を制御するための第１の電力制御回路１３と、信号送受信を制御するための第
１の信号制御・情報処理回路１４とはともに、電力伝送と信号送受信とを分離、結合する
機能を有する第１の分離結合回路１５を介して単一コイルである第１のコイル１６の両端
に共通に接続されている。
【００３０】
　図３は、本発明の実施の形態１に係る非接触充電モジュールの概略図を示している。図
３に示すように、非接触充電モジュール２１は、電力伝送機能と信号送受信機能と情報処
理機能を各々備え、電源部２２と、これを制御するための第２の電力制御回路２３と、信
号送受信を制御するための第２の信号制御・情報処理回路２４とからなり、これらはとも
に電力伝送と信号送受信とを分離、結合する機能を有する第２の分離結合回路２５を介し
て単一コイルである第２のコイル２６の両端に共通に接続されている。
【００３１】
　次に、本発明について、非接触充電および信号伝送システムの動作状態における、充電
および信号波形に着目して、具体的な事例を説明する。システムの構成は図１に示した構
成とし、具体的な動作周波数はＮＦＣを想定した１３．５６ＭＨｚとしており、これは充
電に関わる周波数も共通とした。
【００３２】
　図４に、本発明の実施の形態１に係る非接触充電および信号伝送システムのコイル両端
に発生する電圧動作波形を示す。充電およびデータ通信には同一のコイルを共用し、これ
らは同じ周波数で実施している。
【００３３】
　図４に示すように、電圧波形６１は、ＲＦＩＤのデータ通信に関わるコイル両端にかか
る電圧波形であり、充電のための伝送電圧波形でもある。つまりこれらの電圧波形も共通
化されていることが特徴であり、電力伝送と信号送受信に関わる送信コイルに励起される
電圧波形が同一である。時間Ｔ１は、データ通信および充電がいずれも行われておらずオ
フの状態である。ここで、充電の開始に当たって、充電モジュールにあらかじめ登録され
た被充電機器の個別ＩＤと被充電機器のＩＤを照合する。そこでは非接触通信によりデー
タ通信を行うことでＩＤ認証を実行し、予め非充電機器に登録されたＩＤと一致するなど
の条件を満たせば充電を開始する過程を踏んでいる。時間Ｔ２は、前記認証が確認できた
後に、データ通信と充電との両方が行われており、１３．５６ＭＨｚの搬送波にデータが
重畳した変調波形を示している。時間Ｔ３は、充電のみ実施されている状態である。ここ
ではデータ通信に伴う変調波形はない。時間Ｔ４ではいずれもオフ状態である。
【００３４】
　このように、充電およびデータ通信に同一のコイルを共用し、時間的、空間的に同時に
実行するために、電力伝送と信号送受信とを分離・結合する機能を有する分離結合回路を
介して単一コイルの両端に共通に接続されている。このため、同一のコイルで通信中も充
電可能となっている。
【００３５】
　図５は、従来例の非接触充電システムにおけるコイル両端に発生する電圧動作波形を示
している。図５に示すように、電圧波形４１は、ＲＦＩＤのデータ通信に関わるコイル両
端にかかる電圧波形であり、電圧波形４２は、充電のための伝送電圧波形である。時間Ｔ
１は、データ通信および充電がいずれも行われておらずオフの状態である。時間Ｔ２は、
データ通信および充電が同時に行われており、電圧波形４１のデータ通信は１３．５６Ｍ
Ｈｚの搬送波にデータが重畳した変調波形を示し、電圧波形４２の充電は１２５ｋＨｚの
動作周波数で実施されている。これらは互いに異なる回路網およびコイルによりなされる
ものである。時間Ｔ３では充電のみ実施している状態である。時間Ｔ４ではいずれもオフ
状態である。
【００３６】
　図６は、他の従来例の非接触充電システムにおけるコイル両端に発生する電圧動作波形
を示している。充電およびデータ通信には同一のコイルを共用し、これらが同じ周波数帯
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で実施されているケースである。
【００３７】
　図６に示すように、電圧波形５１は、ＲＦＩＤのデータ通信に関わるコイル両端にかか
る電圧波形であり、電圧波形５２は、充電のための伝送電圧波形である。時間Ｔ１は、デ
ータ通信および充電がいずれも行われておらずオフの状態である。時間Ｔ２は、データ通
信が行われており、電圧波形５１のデータ通信は１２５ｋＨｚの搬送波にデータが重畳し
た変調波形を示している。時間Ｔ３は、充電のみ実施されている状態である。時間Ｔ４で
はいずれもオフ状態である。
【００３８】
　このように、従来例では、充電およびデータ通信に同一のコイルを共用するために、充
電およびデータ通信を実行するタイミングを時間的に分離している。
【００３９】
　（実施の形態２）
　次に他の実施の形態を説明する。図７は、本発明の実施の形態２に係る非接触充電およ
び信号伝送システムの概略図を示している。図７に示すように、実施の形態２に係る非接
触充電および信号伝送システム７０は、図１と同じく、携帯端末などの電力・信号伝送モ
ジュール７１と、充電器などの非接触充電モジュール８１とからなり、各々のコイル、第
１のコイル７６、第２のコイル８６を介して互いに電磁誘導により非接触で電力伝送およ
び信号送受信する構成となっている。
【００４０】
　携帯機器用の電力・信号伝送モジュール７１は、電力伝送機能と信号送受信機能と情報
処理機能を各々備え、二次電池７２の充電またはその他の負荷回路を制御するための第１
の電力制御回路７３と、信号送受信を制御するための第１の信号制御・情報処理回路７４
とはともに、電力伝送と信号送受信とを分離、結合する機能を有する第１の分離結合回路
７５を介して単一コイルである第１のコイル７６の両端に共通に接続されている。
【００４１】
　また、電力伝送機能と信号送受信機能と情報処理機能を各々備えた非接触充電モジュー
ル８１は、電源部８２と、これを制御するための第２の電力制御回路８３と、信号送受信
を制御するための第２の信号制御・情報処理回路８４とからなり、これらはともに電力伝
送と信号送受信とを分離、結合する機能を有する第２の分離結合回路８５を介して単一コ
イルである第２のコイル８６の両端に共通に接続されている。これらが各々の第１のコイ
ル７６、第２のコイル８６を介して互いに電磁誘導により非接触で電力伝送および信号送
受信される非接触充電および信号伝送システム７０を構成している。ここで、発振子８８
は、第２の電力制御回路８３と第２の信号制御・情報処理回路８４とに接続されている。
前記電力伝送と前記信号送受信に関わる搬送波は共通の発振子８８が生成する基本駆動信
号により互いに同期して形成される。この例の場合も実施の形態１と同様に、充電および
データ通信に同一のコイルを共用し、時間的、空間的に同時に実行するために、電力伝送
と信号送受信とを分離・結合する機能を有する分離結合回路を介して単一コイルの両端に
共通に接続されているため、同一のコイルで通信中も充電可能となっている。
【００４２】
　（実施の形態３）
　次にさらに他の実施の形態を説明する。図８は、本発明の実施の形態３に係る非接触充
電および信号伝送システムの概略図を示している。図８に示すように、実施の形態３に係
る非接触充電および信号伝送システム９０は、図１、７と同じく、携帯端末などの電力・
信号伝送モジュール９１と、充電器などの非接触充電モジュール１０１とからなり、各々
のコイル、第１のコイル９６、第２のコイル１０６を介して互いに電磁誘導により非接触
で電力伝送および信号送受信する構成となっている。
【００４３】
　携帯機器用の電力・信号伝送モジュール９１は、電力伝送機能と信号送受信機能と情報
処理機能を各々備え、二次電池９２の充電またはその他の負荷回路を制御するための第１
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とはともに、電力伝送と信号送受信とを分離、結合する機能を有する第１の分離結合回路
９５を介して単一コイルである第１のコイル９６の両端に共通に接続されている。また、
第１の発振子９８は、第１の電力制御回路９３と第１の信号制御・情報処理回路９４とに
接続されている。
【００４４】
　また、電力伝送機能と信号送受信機能と情報処理機能を各々備えた非接触充電モジュー
ル１０１は、電源部１０２と、これを制御するための第２の電力制御回路１０３と、信号
送受信を制御するための第２の信号制御・情報処理回路１０４とからなり、これらはとも
に電力伝送と信号送受信とを分離、結合する機能を有する第２の分離結合回路１０５を介
して単一コイルである第２のコイル１０６の両端に共通に接続されている。また、第２の
発振子１０８は、第２の電力制御回路１０３と第２の信号制御・情報処理回路１０４とに
接続されている。これらが各々の第１のコイル９６、第２のコイル１０６を介して互いに
電磁誘導により非接触で電力伝送および信号送受信される非接触充電および信号伝送シス
テム９０を構成している。ここで、前記電力伝送と前記信号送受信に関わる搬送波は共通
の、第１の発振子９８、第２の発振子１０８が生成する基本駆動信号により互いに同期し
て形成される。この例の場合も実施の形態１、２と同様に、充電およびデータ通信に同一
のコイルを共用し、時間的、空間的に同時に実行するために、電力伝送と信号送受信とを
分離・結合する機能を有する分離結合回路を介して単一コイルの両端に共通に接続されて
いるため、同一のコイルで通信中も充電可能となっている。
【００４５】
　なお、上記の例以外にも、発振子を有する電力・信号伝送モジュールと、発振子を有し
ない非接触充電モジュールとの組み合わせで非接触充電および信号伝送システムを構成す
ることも可能である。
【００４６】
　本発明は、フェリカやＮＦＣなどの無線データ通信機能を有する機器において、通信に
用いるコイルを共用して例えば１３．５６ＭＨｚ帯の周波数による非接触充電が可能とな
る装置に適用することができる。
【符号の説明】
【００４７】
１０、７０、９０　　非接触充電および信号伝送システム
１１、７１、９１　　電力・信号伝送モジュール
１２、７２、９２　　二次電池
１３、７３、９３　　第１の電力制御回路
１４、７４、９４　　第１の信号制御・情報処理回路
１５、７５、９５　　第１の分離結合回路
１６、７６、９６　　第１のコイル
２１、８１、１０１　　非接触充電モジュール
２２、８２、１０２　　電源部
２３、８３、１０３　　第２の電力制御回路
２４、８４、１０４　　第２の信号制御・情報処理回路
２５、８５、１０５　　第２の分離結合回路
２６、８６、１０６　　第２のコイル
４１　　（ＲＦＩＤのデータ通信に関わるコイル両端にかかる）電圧波形
４２　　（充電のための伝送）電圧波形
５１、６１　　（ＲＦＩＤのデータ通信に関わるコイル両端にかかる）電圧波形
５２　　（充電のための）伝送電圧波形
８８、１０８　　（第２の）発振子
９８　　第１の発振子
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