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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　給電装置から無線で電力を受け取る受電手段と、
　無線通信を行う第１の通信手段と、
　無線通信を行う第２の通信手段を有する通信装置を接続する接続手段と、
　前記通信装置と前記接続手段とが接続された状態で前記給電装置からの給電の認証要求
を受け付けた場合、前記通信装置が無線給電に対応するか否かを判断し、前記通信装置が
無線給電に対応していない場合、前記第２の通信手段への電力供給を制限するための処理
を行う制御手段とを有する電子機器。
【請求項２】
　前記第２の通信手段への電力供給を制限するための処理が行われた場合、前記制御手段
は、認証データを前記第１の通信手段を介して前記給電装置に送信させることを特徴とす
る請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記第２の通信手段への電力供給を制限するための処理が行われた場合、前記制御手段
は、前記受電手段によって受電される電力が所定値以上か否かを判断し、前記受電手段に
よって受電される電力が所定値以上でない場合、前記第２の通信手段への電力供給の制限
を解除するよう制御することを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記第２の通信手段への電力供給を制限するための処理が行われた場合、前記制御手段
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は、電池の残容量に基づいて、前記第２の通信手段への電力供給の制限を解除するか否か
を制御することを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記第２の通信手段への電力供給を制限した状態で、前記給電装置からの電力の供給が
停止した場合、前記第２の通信手段への電力供給の制限を解除するよう制御することを特
徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記給電装置から受電する電力は、前記第２の通信手段が無線通信を行うために用いら
れる通信電力よりも大きい電力であることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記第１の通信手段の通信プロトコルは、前記第２の通信手段のプロトコルと同一であ
ることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項８】
　前記第１の通信手段の通信プロトコルは、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ）規格に準拠することを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項９】
　前記通信装置は、着脱可能な記録媒体であることを特徴とする請求項１に記載の電子機
器。
【請求項１０】
　前記通信装置はＳＩＭカード（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌ
ｅ　Ｃａｒｄ）であることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記通信装置は、
　通信アンテナと、
　前記通信アンテナと直列に接続されるスイッチとを有し、
　前記第２の通信手段への電力供給を制限するための処理は、前記通信アンテナと前記第
２の通信手段の接続を切断するように前記スイッチを制御する処理を含むことを特徴とす
る請求項１に記載の電子機器。
【請求項１２】
　前記制御手段は、前記通信装置と前記接続手段とが接続されている場合、前記通信装置
から前記通信装置に関するデータを取得し、該データに基づき、前記通信装置が無線給電
に対応するか否かを判定することを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項１３】
　通信装置と接続する接続手段とを有する電子機器を制御するための制御方法であって、
　給電装置から無線で電力を受け取るステップと、
　無線通信を行うステップと、
　前記通信装置と前記接続手段とが接続されている場合、前記通信装置が無線給電に対応
するか否かを判断するステップと、
　前記通信装置が無線給電に対応していない場合、前記通信装置の通信手段への電力供給
を制限するための処理を行う制御ステップとを有する電子機器の制御方法。
【請求項１４】
　コンピュータを、請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の電子機器の各手段として機
能させるための、コンピュータが読み取り可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線で供給される電力を受けとる電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コネクタで接続することなく無線で電力を出力する給電装置と、給電装置から無
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線で供給される電力によって、電池を充電する電子機器とを含む無線給電システムが知ら
れている。
【０００３】
　このような無線給電システムにおいて、給電装置と電子機器との間で、無線通信と、電
力の伝送とが交互に行われることが知られている（特許文献１）。
【０００４】
　このような無線給電システムにおいて、電子機器は、給電装置から送信されたコマンド
に対してレスポンスを送信する通信部を有していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１１３５１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このよう無線給電システムにおいて、給電装置は、電子機器内部の通信部から得られた
レスポンスに応じて、電子機器への給電を制御していた。
【０００７】
　近年、無線通信を行うための機能が搭載されたメモリカードが知られている。例えば、
電子機器に上記のメモリカードが装着された場合、給電装置が電子機器への給電を制御す
るために必要な無線通信を行ったとしても、メモリカードが無線給電と関係のないレスポ
ンスを給電装置に送信してしまうような事態があった。この場合、給電装置は、電子機器
への無線給電を適切に制御することができなかった。
【０００８】
　また、給電装置から電子機器への無線給電を行うために、給電装置のアンテナに発生す
る磁界が電子機器に装着されるメモリカードにダメージを与えるような場合があり、給電
装置は、電子機器への無線給電を適切に行うことができなかった。
【０００９】
　そこで、本発明は、無線通信を行うことが可能な通信装置が電子機器に接続されたとし
ても、給電装置から電子機器への無線給電が適切に行われるようにすることを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る電子機器は、給電装置から無線で電力を受け取る受電手段と、無線通信を
行う第１の通信手段と、無線通信を行う第２の通信手段を有する通信装置を接続する接続
手段と、前記通信装置と前記接続手段とが接続されている場合、前記通信装置が無線給電
に対応するか否かを判断し、前記通信装置が無線給電に対応していない場合、前記第２の
通信手段への電力供給を制限するための処理を行う制御手段とを有することを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、無線通信を行うことが可能な装置が電子機器に接続されたとしても、
給電装置から電子機器への無線給電が適切に行われるようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例１及び２に係る給電システムの一例を示す図である。
【図２】実施例１及び２に係る給電装置の一例を示すブロック図である。
【図３】実施例１及び２に係る電子機器の一例を示すブロック図である。
【図４】実施例１及び２に係る通信装置の構成の一例である。
【図５】実施例１及び２に係る給電装置によって行われる給電処理の一例を示すフローチ
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ャート図である。
【図６】実施例１及び２に係る電子機器によって行われる制限処理の一例を示すフローチ
ャート図である。
【図７】実施例１に係る電子機器によって行われる受電処理の一例を示すフローチャート
図である。
【図８】実施例２に係る電子機器によって行われる受電処理の一例を示すフローチャート
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明に係る実施例について、添付の図面に基づいて詳細に説明する。なお、
本発明は、以下に説明する実施例１及び２に限定されるものではないものとする。
【００１４】
　［実施例１］
　以下、本発明の実施例１について、図面を参照して説明する。
【００１５】
　図１に示すように、実施例１に係る給電システムは、給電装置１００と電子機器２００
とを有する。実施例１における給電システムにおいて、給電装置１００における所定の範
囲３００内に電子機器２００が存在する場合、給電装置１００は、電子機器２００に無線
で給電を行う。また、電子機器２００が所定の範囲３００内に存在する場合、電子機器２
００は、給電装置１００から出力される電力を無線で受け取ることができる。また、電子
機器２００が所定の範囲３００内に存在しない場合、電子機器２００は、給電装置１００
から電力を受け取ることができない。なお、所定の範囲３００とは、給電装置１００が電
子機器２００と通信を行うことができる範囲である。所定の範囲３００を給電装置１００
の筺体上の範囲としたが、これに限られない。なお、給電装置１００は、複数の電子機器
に対して無線で給電を行うものであってもよい。
【００１６】
　電子機器２００は、撮像装置や再生装置であってもよく、携帯電話やスマートフォンの
ようなモバイル機器であってもよい。また、電子機器２００は、電池を含む電池パックで
あってもよい。また、電子機器２００は、自動車やディスプレイであってもよく、パーソ
ナルコンピュータであってもよい。
【００１７】
　（給電装置１００）
　次に、図２を参照して、実施例１に係る給電装置１００の構成の一例について説明を行
う。給電装置１００は、図２に示すように、制御部１０１、給電部１０２、メモリ１０８
、表示部１０９、及び操作部１１０を有する。給電部１０２には、電力生成部１０３、検
出部１０４、整合回路１０５、通信部１０６及び給電アンテナ１０７が含まれる。
【００１８】
　制御部１０１は、メモリ１０８に記録されているコンピュータプログラムを実行するこ
とによって、給電装置１００を制御する。制御部１０１は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒ
ａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）やＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
　Ｕｎｉｔ）を含む。なお、制御部１０１は、ハードウェアにより構成される。また、制
御部１０１は、タイマー１０１ａを有する。
【００１９】
　給電部１０２は、磁界共鳴方式に基づいて無線給電を行うために用いられる。磁界共鳴
方式とは、給電装置１００と電子機器２００との間で共振が行われる状態において、給電
装置１００から電子機器２００に電力を伝送するものである。給電装置１００と電子機器
２００との間で共振が行われる状態とは、給電装置１００の給電アンテナ１０７の共振周
波数と、電子機器２００の受電アンテナ２０３の共振周波数とが一致している状態である
。
【００２０】
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　電力生成部１０３は、給電装置１００に接続される不図示のＡＣ電源や電池から供給さ
れる電力を用いて、給電アンテナ１０７を介して外部に出力するための電力を生成する。
【００２１】
　電力生成部１０３によって生成される電力には、通信電力と、給電電力とがある。通信
電力は、通信部１０６と電子機器２００とが通信を行うために用いられる。通信電力は、
例えば、１Ｗ以下の微弱な電力である。なお、通信電力は、通信部１０６の通信規格に規
定されている電力であってもよい。給電電力は、電子機器２００が充電や特定の動作を行
うために用いられる。給電電力は、例えば、２Ｗ以上の電力であるものとする。また、給
電電力は、通信電力よりも大きい電力であれば、２Ｗ以上の電力に限られない。給電電力
の値は、電子機器２００から取得したデータに基づいて、制御部１０１によって設定され
る。
【００２２】
　電力生成部１０３によって生成される電力は、検出部１０４及び整合回路１０５を介し
て給電アンテナ１０７に供給される。
【００２３】
　検出部１０４は、給電装置１００と電子機器２００との共振の状態を検出するために、
電圧定在波比ＶＳＷＲ（Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｓｔａｎｄｉｎｇ　Ｗａｖｅ　Ｒａｔｉｏ）を
検出する。さらに、検出部１０４は、検出したＶＳＷＲを示すデータを制御部１０１に供
給する。ＶＳＷＲは、給電アンテナ１０７から出力される電力の進行波と、給電アンテナ
１０７から出力される電力の反射波との関係を示す値である。制御部１０１は、検出部１
０４から供給されたＶＳＷＲのデータを用いて、給電装置１００と電子機器２００との共
振の状態の変化や異物の存在を検出することができる。
【００２４】
　整合回路１０５は、給電アンテナ１０７の共振周波数を設定する回路と、電力生成部１
０３と給電アンテナ１０７との間のインピーダンスマッチングを行うための回路とを含む
。
【００２５】
　給電装置１００が給電アンテナ１０７を介して通信電力及び給電電力のいずれか一つを
出力する場合、制御部１０１は、給電アンテナ１０７の共振周波数を所定の周波数ｆに設
定するように整合回路１０５を制御する。所定の周波数ｆは、例えば、１３．５６ＭＨｚ
である。また、所定の周波数ｆは、６．７８ＭＨｚであってもよく、通信部１０６の通信
規格に規定されている周波数であってもよい。
【００２６】
　通信部１０６は、例えば、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎ）規格に基づいて、無線通信を行う。通信部１０６は、通信電力が給電アンテナ１０７
から出力されている場合、給電アンテナ１０７を介して電子機器２００と無線給電を行う
ためのデータの送受信を行うことができる。しかし、給電電力が給電アンテナ１０７から
出力されている期間において、通信部１０６は、給電アンテナ１０７を介して電子機器２
００と通信を行わない。
【００２７】
　通信部１０６は、電子機器２００にデータを送信する場合、電力生成部１０３から供給
される通信電力にデータを重畳する処理を行う。データが重畳された通信電力は、給電ア
ンテナ１０７を介して電子機器２００に送信される。
【００２８】
　通信部１０６が、電子機器２００からデータを受信する場合、給電アンテナ１０７に流
れる電流を検出し、この電流の検出結果に応じて、電子機器２００からデータを受信する
。これは、電子機器２００が給電装置１００にデータを送信する場合に、電子機器２００
が負荷変調を行うことによって、データの送信を行うからである。電子機器２００が負荷
変調を行った場合、給電アンテナ１０７に流れる電流が変化するので、通信部１０６は、
給電アンテナ１０７に流れる電流を検出することで、電子機器２００からデータを受信す
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ることができる。
【００２９】
　通信部１０６と電子機器２００との間で送受信するデータは、ＮＤＥＦ（ＮＦＣ　Ｄａ
ｔａ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｆｏｒｍａｔ）に対応するデータである。
【００３０】
　なお、通信部１０６は、ＮＦＣ規格に規定されているリーダライタとして動作する。
【００３１】
　給電アンテナ１０７は、通信電力及び給電電力のいずれか一つを電子機器２００に出力
するためのアンテナである。また、給電アンテナ１０７は、通信部１０６がＮＦＣ規格を
用いた無線通信を電子機器２００と行うために用いられる。
【００３２】
　メモリ１０８は、給電装置１００を制御するためのコンピュータプログラムを記録する
。さらに、メモリ１０８は、給電装置１００の識別データ、給電装置１００に関する給電
パラメータや給電を制御するためのフラグ等を記録する。また、メモリ１０８は、電子機
器２００から通信部１０６が取得したデータを記録する。
【００３３】
　表示部１０９は、メモリ１０８から供給される映像データを表示する。
【００３４】
　操作部１１０は、給電装置１００を操作するためのユーザインターフェースを提供する
。制御部１０１は、操作部１１０を介して入力された入力信号に従って給電装置１００を
制御する。
【００３５】
　給電装置１００は、無線で電力を電子機器２００に供給するようにした。しかし、「無
線」を「非接触」や「無接点」と言い換えられる。
【００３６】
　（電子機器２００）
　次に、図３を参照して、電子機器２００の構成の一例について説明を行う。電子機器２
００は、制御部２０１、受電部２０２、電力検出部２０７、レギュレータ２０８、負荷部
２０９、充電部２１０、電池２１１、メモリ２１２、操作部２１３、表示部２１４及び通
信装置４００を有する。受電部２０２には、受電アンテナ２０３、整合回路２０４、整流
平滑回路２０５、及び第１の通信部２０６が含まれる。
【００３７】
　制御部２０１は、メモリ２１２に記録されているコンピュータプログラムを実行するこ
とによって、電子機器２００を制御する。制御部２０１は、例えば、ＣＰＵやＭＰＵを含
む。なお、制御部２０１は、ハードウェアにより構成される。また、制御部２０１は、タ
イマー２０１ａを有する。
【００３８】
　受電部２０２は、磁界共鳴方式に基づいて給電装置１００から電力を無線で受け取るた
めに用いられる。
【００３９】
　受電アンテナ２０３は、給電装置１００から供給される電力を受け取るためのアンテナ
である。また、受電アンテナ２０３は、第１の通信部２０６がＮＦＣ規格を用いた無線通
信を行うために用いられる。受電アンテナ２０３を介して給電装置１００から電子機器２
００が受け取った電力は、整合回路２０４を介して整流平滑回路２０５に供給される。
【００４０】
　整合回路２０４は、受電アンテナ２０３の共振周波数を設定する回路を含む。制御部２
０１は、整合回路２０４を制御することによって受電アンテナ２０３の共振周波数を設定
することができる。
【００４１】
　整流平滑回路２０５は、受電アンテナ２０３によって受電された電力から直流電力を生
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成する。さらに、整流平滑回路２０５は、生成した直流電力を電力検出部２０７を介して
レギュレータ２０８に供給する。受電アンテナ２０３によって受電された電力にデータが
重畳されている場合、受電アンテナ２０３によって受電された電力から取り除かれたデー
タを第１の通信部２０６に供給する。
【００４２】
　第１の通信部２０６は、通信部１０６と同一の通信規格に基づいて、給電装置１００と
通信を行う。第１の通信部２０６は、メモリ２０６ａを有する。メモリ２０６ａには、Ｗ
ＰＴ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｐｏｗｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ）用ＲＴＤ（Ｒｅｃｏｒｄ　Ｔ
ｙｐｅ　Ｄｅｆｉｎｉｔｏｎ）データが記録されている。ＷＰＴ用ＲＴＤデータには、Ｎ
ＤＥＦに対応するデータが複数格納されている。ＷＰＴ用ＲＴＤデータには、給電装置１
００と電子機器２００との間で無線給電を行うために必要なデータが格納される。
【００４３】
　ＷＰＴ用ＲＴＤデータには、少なくとも無線給電の認証を給電装置１００と行うために
用いられる認証データが格納されている。認証データには、レコードタイプ名、電子機器
２００が対応している給電方法や給電の制御プロトコルを示すデータや電子機器２００の
識別データ、電子機器２００の受電能力データ、電子機器２００が持っているタグの種類
を示すデータ等が含まれる。レコードタイプ名とは、ＷＰＴ用ＲＴＤデータに格納されて
いるデータの内容や構造を識別するためのレコードタイプ（ｒｅｃｏｒｄ　ｔｙｐｅ）を
示すデータである。レコードタイプ名（ｒｅｃｏｒｄ　ｔｙｐｅ　ｎａｍｅ）は、ＷＰＴ
用ＲＴＤデータを識別するためのデータである。受電能力データは、電子機器２００の受
電能力を示すデータであり、例えば、電子機器２００の受電可能な電力の最大値を示す。
【００４４】
　ＷＰＴ用ＲＴＤデータには、さらにステータスデータが格納されていてもよい。ステー
タスデータには、電子機器２００の状態を示すデータが含まれる。例えば、ステータスデ
ータには、給電装置１００に要求する要求電力の値、電子機器２００が給電装置１００か
ら受け取った電力の値、電池２１１の残容量や電池２１１の充電に関するデータ、電子機
器２００のエラーに関するエラーデータ等が含まれる。
【００４５】
　第１の通信部２０６は、整流平滑回路２０５から供給されたデータを解析する。その後
、第１の通信部２０６は、データの解析結果を用いて、ＷＰＴ用ＲＴＤデータから読み出
したデータを給電装置１００に送信したり、給電装置１００から受信したデータをＷＰＴ
用ＲＴＤデータに書き込んだりする。さらに、第１の通信部２０６は、整流平滑回路２０
５から供給されたデータに対応する応答データを給電装置１００に送信する。
【００４６】
　第１の通信部２０６は、ＷＰＴ用ＲＴＤデータから読み出したデータや応答データを給
電装置１００に送信するために、負荷変調を行う。
【００４７】
　なお、第１の通信部２０６は、ＮＦＣ規格に規定されているタグとして動作する。
【００４８】
　電力検出部２０７は、受電アンテナ２０３を介して受け取った電力である受電電力を検
出し、検出した電力を示すデータを制御部２０１に供給する。
【００４９】
　レギュレータ２０８は、制御部２０１からの指示に応じて、整流平滑回路２０５から供
給される電力及び電池２１１から供給される電力の少なくとも一つを電子機器２００の各
部に供給する。
【００５０】
　負荷部２０９は、被写体の光学像から静止画や動画等の映像データの生成を行う撮像部
や映像データの再生を行う再生部等を有する。
【００５１】
　充電部２１０は、電池２１１を充電する。充電部２１０は、制御部２０１からの指示に
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応じて、レギュレータ２０８から供給される電力を用いて電池２１１を充電するか、電池
２１１から放電される電力をレギュレータ２０８に供給するかを制御する。充電部２１０
は、定期的に電池２１１の残容量を検出し、電池２１１の残容量を示すデータや電池２１
１の充電に関するデータを制御部２０１に供給する。
【００５２】
　電池２１１は、電子機器２００に接続可能な電池である。また、電池２１１は、充電可
能な二次電池であり、例えば、リチウムイオン電池等である。なお、電池２１１は、リチ
ウムイオン電池以外のものであっても良い。
【００５３】
　メモリ２１２は、電子機器２００を制御するコンピュータプログラム及電子機器２００
に関するパラメータ等のデータを記憶する。
【００５４】
　操作部２１３は、電子機器２００を操作するためのユーザインターフェースを提供する
。制御部２０１は、操作部２１３を介して入力された入力信号に従って電子機器２００を
制御する。
【００５５】
　表示部２１４は、制御部２０１から指示に応じて画像データを表示する。
【００５６】
　通信装置４００は、第２の通信部４０１及び通信アンテナ４０２を有する。通信装置４
００は、例えば、ＮＦＣ規格の通信を行うことが可能なＳＤカードやＳＩＭカード（Ｓｕ
ｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ　Ｃａｒｄ）のようなデバイスであ
る。通信装置４００は、第２の通信部４０１及び通信アンテナ４０２を用いて、例えば、
リーダライタとして動作する装置と通信装置４００との間で電子決済を行うことができる
。また、例えば、通信装置４００は、第２の通信部４０１及び通信アンテナ４０２を用い
て、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）やＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）のための認証をリーダライタとして動作する装置と行うことができる。なお、通信
装置４００は、電子機器２００に内蔵されているデバイスであっても良く、電子機器２０
０に着脱可能な外部デバイスであっても良い。
【００５７】
　第２の通信部４０１は、第１の通信部２０６と同様に、ＮＦＣ規格に基づいて、通信ア
ンテナ４０２を介して無線通信を行う。なお、第２の通信部４０１は、第１の通信部２０
６の通信プロトコルと同一の通信プロトコルに対応する。なお、第２の通信部４０１は、
ＮＦＣ規格に規定されているタグとして動作する。
【００５８】
　第２の通信部４０１は、メモリ４０１ａを有する。メモリ４０１ａには、通信装置４０
０の機能に対応するＲＴＤデータが記録されている。制御部２０１は、メモリ４０１ａか
らデータを読み出したり、メモリ４０１ａにデータを書き込んだりすることができる。な
お、通信装置４００と制御部２０１とが不図示の接続インターフェースを介して接続され
ている場合、制御部２０１は、不図示の接続インターフェースを介してメモリ４０１ａか
らデータを読み出したり、データを書き込んだりすることができる。
【００５９】
　第２の通信部４０１は、リーダライタから取得したデータをメモリ４０１ａに記録した
り、メモリ４０１ａから読み出されたデータをリーダライタに送信することができる。
【００６０】
　また、制御部２０１は、第２の通信部４０１を制御することができる。
【００６１】
　通信アンテナ４０２は、第２の通信部４０１がＮＦＣ規格を用いた無線通信を行うため
に用いられる。
【００６２】
　次に、図４（ａ）及び（ｂ）を参照し、通信装置４００の構成の一例について説明を行
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う。
【００６３】
　図４（ａ）において、第２の通信部４０１は、通信アンテナ４０２に対して並列に接続
されたスイッチ４０１ｂを有する。制御部２０１は、第２の通信部４０１を介してスイッ
チ４０１ｂを制御することができる。
【００６４】
　制御部２０１によってスイッチ４０１ｂがオンになるように制御された場合、通信アン
テナ４０２によって受電された電力はメモリ４０１ａに供給されない。このため、給電装
置１００から出力される給電電力を通信アンテナ４０２が受電したとしても、メモリ４０
１ａに過剰な電力が供給されないので、第２の通信部４０１に無線給電による影響を与え
ないようにすることができる。また、給電装置１００から出力される通信電力を通信アン
テナ４０２が受電したとしても、通信アンテナ４０２によって受電された電力はメモリ４
０１ａに供給されない。これにより、第２の通信部４０１は、通信アンテナ４０２によっ
て受電された電力を使ってメモリ４０１ａからデータを読み出すこともできず、通信アン
テナ４０２によって受電された電力を使って負荷変調を行うこともできなくなる。そのた
め、第２の通信部４０１は、給電装置１００から出力される通信電力に重畳されたデータ
に対して応答データを送信できなくなる。この場合、無線給電のために行われる通信に第
２の通信部４０１による影響を与えないようにすることができる。
【００６５】
　制御部２０１によってスイッチ４０１ｂがオフになるように制御された場合、通信アン
テナ４０２によって受電された電力はメモリ４０１ａに供給される。この場合、第２の通
信部４０１は、通信アンテナ４０２によって受電された電力を用いてメモリ４０１ａから
データを読み出すことができ、通信アンテナ４０２によって受電された電力を用いて負荷
変調を行うことで読み出されたデータを送信することができる。
【００６６】
　図４（ｂ）において、第２の通信部４０１は、通信アンテナ４０２に対して直列に接続
されたスイッチ４０１ｃ及び４０１ｄを有する。制御部２０１は、第２の通信部４０１を
介してスイッチ４０１ｃ及び４０１ｄを制御することができる。
【００６７】
　制御部２０１によってスイッチ４０１ｃ及び４０１ｄがオフになるように制御された場
合、通信アンテナ４０２によって受電された電力はメモリ４０１ａに供給されない。この
ため、給電装置１００から出力される給電電力を通信アンテナ４０２が受電したとしても
、メモリ４０１ａに過剰な電力が供給されないので、第２の通信部４０１に無線給電によ
る影響を与えないようにすることができる。また、給電装置１００から出力される通信電
力を通信アンテナ４０２が受電したとしても、メモリ４０１ａに通信アンテナ４０２によ
って受電された電力が供給されない。これにより、第２の通信部４０１は、通信アンテナ
４０２によって受電された電力を使ってメモリ４０１ａからデータを読み出すこともでき
ず、通信アンテナ４０２によって受電された電力を使って負荷変調を行うこともできなく
なる。そのため、第２の通信部４０１は、給電装置１００から出力される通信電力に重畳
されたデータに対して応答データを送信できなくなる。この場合、無線給電のために行わ
れる通信に第２の通信部４０１の影響を与えないようにすることができる。
【００６８】
　制御部２０１によってスイッチ４０１ｃ及び４０１ｄがオンになるように制御された場
合、通信アンテナ４０２によって受電された電力はメモリ４０１ａに供給される。この場
合、第２の通信部４０１は、通信アンテナ４０２によって受電された電力を用いてメモリ
４０１ａからデータを読み出すことができ、通信アンテナ４０２によって受電された電力
を用いて負荷変調を行うことで読み出されたデータを送信することができる。
【００６９】
　（給電処理）
　次に、給電装置１００によって行われる給電処理について、図５のフローチャートを用
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いて説明する。図５に示される給電処理は、制御部１０１がメモリ１０８に記憶されてい
るコンピュータプログラムを実行することにより実現することができる。
【００７０】
　Ｓ５０１において、制御部１０１は、通信電力を給電アンテナ１０７を介して出力する
ように給電部１０２を制御する。その後、本フローチャートは、Ｓ５０２に進む。
【００７１】
　Ｓ５０２において、制御部１０１は、無線給電を開始するために必要な認証データを要
求するためのデータを送信するように通信部１０６を制御する。その後、本フローチャー
トは、Ｓ５０３に進む。
【００７２】
　Ｓ５０３において、制御部１０１は、電子機器２００との認証が成功したか否かを判定
する。制御部１０１は、通信部１０６によって電子機器２００から受信された認証データ
を用いて、電子機器２００が給電装置１００の無線給電に対応しているか否かを判定する
。制御部１０１は、電子機器２００が給電装置１００の無線給電に対応している場合、電
子機器２００との認証が成功したと判定し（Ｓ５０３でＹｅｓ）、本フローチャートは、
Ｓ５０４に進む。制御部１０１は、電子機器２００が給電装置１００の無線給電に対応し
ていない場合、電子機器２００との認証が失敗したと判定し（Ｓ５０３でＮｏ）、本フロ
ーチャートは、Ｓ５０９に進む。制御部１０１は、通信部１０６によって認証データが電
子機器２００から受信されなかった場合も、電子機器２００との認証が失敗したと判定し
、本フローチャートは、Ｓ５０９に進む。
【００７３】
　Ｓ５０４において、制御部１０１は、ステータスデータを要求するためのデータを送信
するように通信部１０６を制御する。その後、本フローチャートは、Ｓ５０５に進む。
【００７４】
　Ｓ５０５において、制御部１０１は、通信部１０６によって電子機器２００から受信さ
れたステータスデータを用いて、電子機器２００に対して給電可能か否かを判定する。例
えば、ステータスデータを用いて電池２１１が満充電であることが検出された場合、制御
部１０１は、電子機器２００に対して給電可能でないと判定する。また、ステータスデー
タを用いて電池２１１が満充電でないことが検出された場合、制御部１０１は、電子機器
２００に対して給電可能であると判定する。
【００７５】
　また、例えば、ステータスデータを用いて電子機器２００が給電装置１００に給電を要
求していないことが検出された場合、制御部１０１は、電子機器２００に対して給電可能
でないと判定する。ステータスデータを用いて電子機器２００が給電装置１００に給電を
要求していることが検出された場合、制御部１０１は、電子機器２００に対して給電可能
であると判定する。
【００７６】
　制御部１０１は、電子機器２００に対して給電可能である場合（Ｓ５０５でＹｅｓ）、
本フローチャートは、Ｓ５０６に進む。制御部１０１は、電子機器２００に対して給電可
能でない場合（Ｓ５０５でＮｏ）、本フローチャートは、Ｓ５０９に進む。制御部１０１
は、通信部１０６によってステータスデータが電子機器２００から受信されなかった場合
も、本フローチャートは、Ｓ５０９に進む。
【００７７】
　Ｓ５０６において、制御部１０１は、電子機器２００に対して給電電力の供給を開始す
ることを通知するための給電開始データを送信するように通信部１０６を制御する。その
後、本フローチャートは、Ｓ５０７に進む。
【００７８】
　Ｓ５０７において、制御部１０１は、給電電力を一定期間、給電アンテナ１０７を介し
て出力するように給電部１０２を制御する。給電電力が出力されてから一定期間経過した
後、本フローチャートは、Ｓ５０８に進む。
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【００７９】
　Ｓ５０８において、制御部１０１は、Ｓ５０１と同様に通信電力を給電アンテナ１０７
を介して出力するように給電部１０２を制御する。その後、本フローチャートは、Ｓ５０
４に戻る。
【００８０】
　Ｓ５０９において、制御部１０１は、電子機器２００に対して給電電力の供給を停止す
ることを通知するための給電停止データを送信するように通信部１０６を制御する。さら
に、制御部１０１は、給電アンテナ１０７を介した電力の出力を停止するように給電部１
０２を制御する。その後、本フローチャートは終了する。
【００８１】
　（制限処理）
　次に、電子機器２００によって行われる制限処理について、図６のフローチャートを用
いて説明する。図６に示される制限処理は、制御部２０１がメモリ２１２に記憶されてい
るコンピュータプログラムを実行することにより実現することができる。図６の制限処理
は、通信装置４００が電子機器２００に接続された場合に、通信装置４００の通信機能を
制限するための処理である。
【００８２】
　Ｓ６０１において、制御部２０１は、通信装置４００が検出されたか否かを判定する。
例えば、制御部２０１は、メモリ４０１ａからデータを読み出す処理を行う。その後、制
御部２０１は、メモリ４０１ａからデータが読み出されたか否かに応じて、通信装置４０
０の検出を行う。メモリ４０１ａからデータが読み出された場合、制御部２０１は、電子
機器２００と通信装置４００とが接続されていると判定し、通信装置４００が検出された
と判定する（Ｓ６０１でＹｅｓ）。この場合（Ｓ６０１でＹｅｓ）、本フローチャートは
、Ｓ６０２に進む。メモリ４０１ａからデータが読み出されなかった場合、制御部２０１
は、電子機器２００と通信装置４００とが接続されていないと判定し、通信装置４００が
検出されていないと判定する（Ｓ６０１でＮｏ）。この場合（Ｓ６０１でＮｏ）、第２の
通信部４０１を無効にせずに、本フローチャートは終了する。
【００８３】
　Ｓ６０２において、制御部２０１は、Ｓ６０１でメモリ４０１ａから読み出されたデー
タに応じて、通信装置４００が無線給電に対応しているか否かを判定する。通信装置４０
０が無線給電に対応している場合（Ｓ６０２でＹｅｓ）、第２の通信部４０１を無効にせ
ずに、本フローチャートは終了する。通信装置４００が無線給電に対応していない場合（
Ｓ６０２でＮｏ）、本フローチャートは、Ｓ６０３に進む。
【００８４】
　なお、Ｓ６０２において、制御部２０１は、メモリ４０１ａに記録されているＲＴＤデ
ータが無線給電に対応するか否かを判定しても良い。この場合、メモリ４０１ａに記録さ
れているＲＴＤデータが無線給電に対応する場合、制御部２０１は、通信装置４００が無
線給電に対応すると判定する。メモリ４０１ａに記録されているＲＴＤデータが無線給電
に対応していない場合、制御部２０１は、通信装置４００が無線給電に対応していないと
判定する。
【００８５】
　Ｓ６０３において、制御部２０１は、第２の通信部４０１を無効にするための処理を行
う。通信装置４００が図４（ａ）のような構成を持つ場合、Ｓ６０３において、制御部２
０１は、第２の通信部４０１を介してスイッチ４０１ｂをオンにすることで第２の通信部
４０１を無効にする。通信装置４００が図４（ｂ）のような構成を持つ場合、Ｓ６０３に
おいて、制御部２０１は、第２の通信部４０１を介してスイッチ４０１ｃ及び４０１ｄを
オフにすることで第２の通信部４０１を無効にする。第２の通信部４０１が無効にされた
場合、第２の通信部４０１は、給電装置１００または他の装置と無線通信を行うことがで
きなくなる。第２の通信部４０１が無効にされた場合、本フローチャートは終了する。
【００８６】
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　（受電処理）
　次に、電子機器２００によって行われる受電処理について、図７のフローチャートを用
いて説明する。図７に示される受電処理は、制御部２０１がメモリ２１２に記憶されてい
るコンピュータプログラムを実行することにより実現することができる。
【００８７】
　Ｓ７０１において、制御部２０１は、第１の通信部２０６によって認証データを要求す
るためのデータが給電装置１００から受信されたか否かを判定する。第１の通信部２０６
によって認証データを要求するためのデータが受信された場合（Ｓ７０１でＹｅｓ）、本
フローチャートは、Ｓ７０２に進む。第１の通信部２０６によって認証データを要求する
ためのデータが受信されていない場合（Ｓ７０１でＮｏ）、本フローチャートは、Ｓ７０
１に戻る。
【００８８】
　Ｓ７０２において、制御部２０１は、上述の制限処理を行う。図６の制限処理が行われ
た場合、本フローチャートは、Ｓ７０３に進む。
【００８９】
　Ｓ７０３において、制御部１０１は、Ｓ７０１で給電装置１００から受信されたデータ
に対して認証データを送信するように第１の通信部２０６を制御する。この場合、メモリ
２０６ａのＷＰＴ用ＲＴＤデータから読み出された認証データが第１の通信部２０６によ
って送信される。その後、本フローチャートは、Ｓ７０４に進む。
【００９０】
　Ｓ７０４において、制御部２０１は、第１の通信部２０６によってステータスデータを
要求するためのデータが給電装置１００から受信されたか否かを判定する。第１の通信部
２０６によってステータスデータを要求するためのデータが受信された場合（Ｓ７０４で
Ｙｅｓ）、本フローチャートは、Ｓ７０５に進む。第１の通信部２０６によってステータ
スデータを要求するためのデータが受信されていない場合（Ｓ７０４でＮｏ）、本フロー
チャートは、Ｓ７０４に戻る。
【００９１】
　Ｓ７０５において、制御部２０１は、充電部２１０から供給されるデータから電池２１
１の残容量を検出し、電池２１１の残容量が第１の所定値以上であるか否かを判定する。
電池２１１の残容量が第１の所定値以上である場合（Ｓ７０５でＹｅｓ）、制御部２０１
は、電池２１１の充電が必要ではないと判定し、本フローチャートはＳ７１３に進む。電
池２１１の残容量が第１の所定値以上でない場合（Ｓ７０５でＮｏ）、制御部２０１は、
電池２１１の充電が必要であると判定し、本フローチャートは、Ｓ７０６に進む。なお、
第１の所定値は、例えば、電池２１１が満充電であるか否かを判定するための閾値であっ
ても良く、電池２１１の総容量の５０～８０％に対応する値であっても良い。また、第１
の所定値は、電池２１１が負荷部２０９に必要な電力を供給できるか否かを判定するため
の閾値であっても良い。
【００９２】
　Ｓ７０６において、制御部１０１は、Ｓ７０４で給電装置１００から受信されたデータ
に対してステータスデータを送信するように第１の通信部２０６を制御する。この場合、
メモリ２０６ａのＷＰＴ用ＲＴＤデータから読み出されたステータスデータが第１の通信
部２０６によって送信される。Ｓ７０６において給電装置１００に対して送信されるステ
ータスデータは、電子機器２００に対して給電可能であると給電装置１００に判定させる
ためのデータである。その後、本フローチャートは、Ｓ７０７に進む。
【００９３】
　Ｓ７０７において、制御部２０１は、第１の通信部２０６によって給電開始データが給
電装置１００から受信されたか否かを判定する。第１の通信部２０６によって給電開始デ
ータが受信された場合（Ｓ７０７でＹｅｓ）、本フローチャートは、Ｓ７０８に進む。第
１の通信部２０６によって給電停止データが受信されていない場合（Ｓ７０７でＮｏ）、
本フローチャートは、Ｓ７０７に戻る。
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【００９４】
　Ｓ７０８において、制御部２０１は、電力検出部２０７から供給されるデータから受電
電力を検出し、受電電力が第２の所定値以上であるか否かを判定する。受電電力が第２の
所定値以上である場合（Ｓ７０８でＹｅｓ）、制御部２０１は、電池２１１の充電に必要
な電力が給電装置１００から供給されていると判定し、本フローチャートはＳ７０９に進
む。受電電力が第２の所定値以上でない場合（Ｓ７０８でＮｏ）、制御部２０１は、電池
２１１の充電に必要な電力が給電装置１００から供給されていないと判定する。この場合
（Ｓ７０８でＮｏ）、制御部２０１は、第２の所定値以上でない受電電力が供給されてか
ら経過した時間を計測するようにタイマー２０１ａを制御し、本フローチャートは、Ｓ７
１２に進む。なお、第２の所定値は、例えば、給電装置１００から供給される電力が給電
電力であるか否かを識別するための値であっても良い。また、第２の所定値は、充電部２
１０に電池２１１の充電を行わせるために必要な電力に対応する値であっても良い。また
、第２の所定値は、給電装置１００から通信装置４００に供給されている電力が通信装置
４００に影響を与えない程度の電力であるか否かを判定するための閾値であっても良い。
例えば、通信装置４００に影響を与えない程度の電力とは、例えば、１Ｗ以下の微弱な電
力であるものとする。
【００９５】
　Ｓ７０９において、制御部２０１は、レギュレータ２０８から充電部２１０に供給され
る電力を用いて電池２１１の充電を行うように充電部２１０を制御する。なお、制御部２
０１は、レギュレータ２０８から供給される電力を用いて負荷部２０９を起動させても良
い。その後、本フローチャートは、Ｓ７１０に進む。
【００９６】
　Ｓ７１０において、制御部２０１は、第１の通信部２０６によって給電停止データが給
電装置１００から受信されたか否かを判定する。第１の通信部２０６によって給電停止デ
ータが受信された場合（Ｓ７１０でＹｅｓ）、本フローチャートは、Ｓ７１１に進む。第
１の通信部２０６によって給電停止データが受信されていない場合（Ｓ７１０でＮｏ）、
本フローチャートは、Ｓ７０４に戻る。
【００９７】
　Ｓ７１１において、制御部２０１は、第２の通信部４０１を有効にするための処理を行
う。通信装置４００が図４（ａ）のような構成を持つ場合、Ｓ７１１において、制御部２
０１は、第２の通信部４０１を介してスイッチ４０１ｂをオフにすることで第２の通信部
４０１を有効にする。通信装置４００が図４（ｂ）のような構成を持つ場合、Ｓ７１１に
おいて、制御部２０１は、第２の通信部４０１を介してスイッチ４０１ｃ及び４０１ｄを
オンにすることで第２の通信部４０１を有効にする。第２の通信部４０１が有効にされた
場合、第２の通信部４０１は、給電装置１００または他の装置と無線通信を行うことがで
きるようになる。第２の通信部４０１が有効にされた場合、本フローチャートは終了する
。
【００９８】
　Ｓ７１２において、制御部２０１は、第２の所定値以上でない受電電力が供給されてか
ら所定の時間が経過したか否かを判定する。Ｓ７０８でＮｏの場合にタイマー２０１ａに
よって計測された時間が所定の時間に達した場合、制御部２０１は、第２の所定値以上で
ない受電電力が供給されてから所定の時間が経過したと判定する（Ｓ７１２でＹｅｓ）。
この場合（Ｓ７１２でＹｅｓ）、制御部２０１は、電池２１１の充電に必要な電力が給電
装置１００から供給されていないと判定し、本フローチャートは、Ｓ７１１に進む。Ｓ７
０８でＮｏの場合にタイマー２０１ａによって計測された時間が所定の時間に達していな
い場合、制御部２０１は、第２の所定値以上でない受電電力が供給されてから所定の時間
が経過していないと判定する（Ｓ７１２でＮｏ）。この場合（Ｓ７１２でＮｏ）、本フロ
ーチャートは、Ｓ７０８に戻る。
【００９９】
　Ｓ７１３において、制御部２０１は、Ｓ７０４で給電装置１００から受信されたデータ
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に対してステータスデータを送信するように第１の通信部２０６を制御する。Ｓ７１３に
おいて給電装置１００に対して送信されるステータスデータは、電子機器２００に対して
給電可能でないと給電装置１００に判定させるためのデータである。その後、本フローチ
ャートは、Ｓ７１１に進む。
【０１００】
　このように、実施例１に係る電子機器２００は、無線給電に対応していない通信装置４
００と接続されている場合、通信装置４００の第２の通信部４０１を無効にしてから給電
装置１００と無線給電を行うための認証を行うようにした。これにより、電子機器２００
は、給電装置１００との通信を通信装置４００に行わせないようにすることができるので
、無線給電に関係のないデータを給電装置１００に送信しないようにすることができる。
さらに、電子機器２００は、給電装置１００による無線給電の影響を通信装置４００に与
えないようにしてから、給電装置１００に無線給電を行わせるようにすることができる。
【０１０１】
　また、電子機器２００は、給電装置１００から給電停止データが受信された場合、通信
装置４００の第２の通信部４０１を有効にするので、給電装置１００からの無線給電が終
了した際、通信装置４００に通信を行わせることができる。
【０１０２】
　また、電子機器２００は、電池２１１の残容量が第１の所定値以上である場合、通信装
置４００の第２の通信部４０１を有効にするので、給電装置１００によって無線給電が行
われない場合に、通信装置４００に通信を行わせることができる。
【０１０３】
　また、電子機器２００は、電池２１１の充電に必要な電力が給電装置１００から供給さ
れていない場合、通信装置４００の第２の通信部４０１を有効にする。このため、電子機
器２００は、給電装置１００から供給される電力が通信装置４００に影響を与えない程度
の小さい電力であれば、通信装置４００に通信を行わせることができる。
【０１０４】
　したがって、電子機器２００は、通信装置４００が電子機器２００に接続されたとして
も、給電装置１００から電子機器２００への無線給電が適切に行われるようにすることが
できる。
【０１０５】
　Ｓ７０８において、制御部２０１は、受電電力が第２の所定値以上であるか否かに応じ
て、電池２１１の充電に必要な電力が給電装置１００から供給されているか否かを判定す
るようにした。しかしながら、これに限られないものとする。例えば、制御部２０１は、
Ｓ７０８において、受電アンテナ２０３のアンテナ端の電圧を検出し、アンテナ端の電圧
が第３の所定値以上であるか否かに応じて、電池２１１の充電に必要な電力が給電装置１
００から供給されているか否かを判定しても良い。この場合、制御部２０１は、受電アン
テナ２０３のアンテナ端の電圧が第３の所定値以上である場合、電池２１１の充電に必要
な電力が給電装置１００から供給されていると判定し、Ｓ７０９の処理を行う。また、制
御部２０１は、受電アンテナ２０３のアンテナ端の電圧が第３の所定値以上でない場合、
電池２１１の充電に必要な電力が給電装置１００から供給されていないと判定し、Ｓ７１
２の処理を行う。
【０１０６】
　第１の通信部２０６によって認証データを要求するためのデータが受信された場合（Ｓ
７０１でＹｅｓ）、Ｓ７０２において、制御部２０１は、図６の制限処理を行うようにし
た。しかしながら、これに限られないものとする。例えば、図７の受電処理において、制
御部２０１は、図６の制限処理を行った後に、Ｓ７０１の処理を行うようにしても良い。
この場合、図６の制限処理を行われた後に第１の通信部２０６によって認証データを要求
するためのデータが受信された場合（Ｓ７０１でＹｅｓ）、制御部２０１は、Ｓ７０３の
処理を行う。
【０１０７】
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　［実施例２］
　実施例２では、実施例１において説明された処理や構成と共通する箇所は説明を省略し
、実施例１において説明された処理や構成と異なる箇所については、説明を行うものとす
る。
【０１０８】
　実施例１において、電子機器２００は、無線給電に対応していない通信装置４００が電
子機器２００に接続された場合、通信装置４００の通信を制限してから無線給電を行うた
めに必要な認証データを給電装置１００に送信するようにした。
【０１０９】
　これに対して、実施例２において、電子機器２００は、認証データを給電装置１００に
送信した後に、給電装置１００に無線給電を要求するか否かに応じて、通信装置４００の
通信を制限する。
【０１１０】
　（受電処理）
　次に、電子機器２００によって行われる受電処理について、図８のフローチャートを用
いて説明する。図８に示される受電処理は、制御部２０１がメモリ２１２に記憶されてい
るコンピュータプログラムを実行することにより実現することができる。なお、図８にお
けるＳ７０１、及びＳ７０３～Ｓ７１３は、図７におけるＳ７０１、及びＳ７０３～Ｓ７
１３と共通する処理であるため、説明を省略する。
【０１１１】
　図８のＳ７０１において、制御部２０１は、第１の通信部２０６によって認証データを
要求するためのデータが受信された場合（Ｓ７０１でＹｅｓ）、本フローチャートは、Ｓ
７０３に進む。
【０１１２】
　図８のＳ７０５において、制御部２０１は、電池２１１の残容量が第１の所定値以上で
ない場合（Ｓ７０５でＮｏ）、制御部２０１は、電池２１１の充電が必要であると判定し
、本フローチャートは、Ｓ８０１に進む。
【０１１３】
　ステータスデータを給電装置１００に送信する前に、図８のＳ８０１において、制御部
２０１は、図６の制限処理を行う。制限処理が行われた場合、本フローチャートは、Ｓ７
０６に進み、制御部１０１は、Ｓ７０６において、給電装置１００にステータスデータを
送信するように第１の通信部２０６を制御する。図８のＳ７０６において給電装置１００
に対して送信されるステータスデータは、電子機器２００に対して給電可能であると給電
装置１００に判定させるためのデータである。
【０１１４】
　このように、実施例２に係る電子機器２００は、無線給電に対応していない通信装置４
００と接続されている場合、電池２１１の充電が必要か否かに応じて通信装置４００の第
２の通信部４０１を無効にするようにした。電子機器２００は、給電装置１００から供給
される電力を用いて電池２１１の充電を行う場合、つまり、給電装置１００に無線給電を
要求する場合は、第２の通信部４０１を無効にする。この場合、無線給電に関係のないデ
ータを通信装置４００に送信させないようにすることができる。さらに、電子機器２００
は、給電装置１００から供給される電力を用いて電池２１１の充電を行う場合に、通信装
置４００に給電装置１００からの無線給電の影響を与えないようにすることができる。
【０１１５】
　また、電子機器２００は、給電装置１００から供給される電力を用いて電池２１１の充
電を行わない場合、つまり、給電装置１００に無線給電を要求しない場合は、第２の通信
部４０１を無効にしない。そのため、電子機器２００は、給電装置１００によって無線給
電が行われない場合は、通信装置４００の通信を制限しないようにすることができる。
【０１１６】
　したがって、電子機器２００は、通信装置４００が電子機器２００に接続されたとして
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も、給電装置１００から電子機器２００への無線給電が適切に行われるようにすることが
できる。
【０１１７】
　なお、実施例２に係る電子機器２００は、実施例１と同様の構成や処理については、実
施例１と同様の効果を有するものとする。
【０１１８】
　実施例１及び２において、給電装置１００は、給電アンテナ１０７を用いて電子機器２
００に給電電力を供給し、給電アンテナ１０７を用いて通信部１０６と電子機器２００と
の通信を行うようにしたが、これに限られない。例えば、給電装置１００は、電子機器２
００に給電電力を供給するためのアンテナと、通信部１０６と電子機器２００との通信を
行うためのアンテナとを別々に有する構成であってもよい。
【０１１９】
　また、実施例１及び２において、電子機器２００は、受電アンテナ２０３を用いて給電
装置１００から電力を受け取り、受電アンテナ２０３を用いて給電装置１００と第１の通
信部２０６との通信を行うようにしたが、これに限られない。例えば、電子機器２００は
、給電装置１００から電力を受け取るためのアンテナと、給電装置１００と第１の通信部
２０６との通信を行うアンテナとを別々に有する構成であってもよい。
【０１２０】
　なお、通信部１０６がリーダライタとして動作し、第１の通信部２０６及び第２の通信
部４０１がタグとして動作するものとして説明を行ったが、これに限られない。例えば、
通信部１０６、第１の通信部２０６及び第２の通信部４０１がＰ２Ｐ（Ｐｅｅｒ　Ｔｏ　
Ｐｅｅｒ）として動作するものであっても良い。また、例えば、通信部１０６及び第１の
通信部２０６がＰ２Ｐとして動作し、第２の通信部４０１がタグとして動作するものであ
っても良い。
【０１２１】
　なお、給電部１０２及び受電部２０２は、磁界共鳴方式に対応するものとして説明を行
ったが、これに限られない。給電部１０２及び受電部２０２が磁界共鳴方式と異なる給電
方法に対応するものであっても良い。
【０１２２】
　また、実施例１及び２において、通信部１０６、第１の通信部２０６及び第２の通信部
４０１は、ＮＦＣ規格に対応する通信を行うものとして説明を行ったが、これに限られな
い。通信部１０６、第１の通信部２０６及び第２の通信部４０１は、ＮＦＣ規格に対応す
る通信の代わりに、ＩＳＯ／ＩＥＣ　１８０９２規格に対応する通信を行うようにしても
良い。また、通信部１０６、第１の通信部２０６及び第２の通信部４０１は、ＮＦＣ規格
に対応する通信の代わりに、ＩＳＯ／ＩＥＣ　１４４４３規格に対応する通信を行うよう
にしても良い。また、通信部１０６、第１の通信部２０６及び第２の通信部４０１は、Ｎ
ＦＣ規格に対応する通信の代わりに、ＩＳＯ／ＩＥＣ　２１４８１規格に対応する通信を
行うものであってもよい。また、通信部１０６、第１の通信部２０６及び第２の通信部４
０１は、ＮＦＣ規格に対応する通信の代わりに、ＲＦＩＤ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）に対応する通信を行うものであってもよい。
【０１２３】
　（他の実施例）
　本発明に係る送電装置は、実施例１及び２で説明した電子機器２００に限定されるもの
ではない。例えば、電子機器は、複数の装置から構成されるシステムにより実現すること
も可能である。
【０１２４】
　また、実施例１及び２で説明した様々な処理及び機能は、コンピュータプログラムより
実現することも可能である。この場合、本発明に係る処理はコンピュータプログラムで実
行可能であり、実施例１及び２で説明した様々な機能を実現することになる。
【０１２５】
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　本発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（Ｏｐｅ
ｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）などを利用して、実施例１及び２で説明した様々な処理及
び機能を実現してもよいことは言うまでもない。
【０１２６】
　本発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータ読取可能な記録媒体から読み出
され、コンピュータで実行されることになる。コンピュータ読取可能な記録媒体には、ハ
ードディスク装置、光ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、メモリカード、ＲＯＭ等を用
いることができる。また、本発明に係るコンピュータプログラムは、通信インターフェー
スを介して外部装置からコンピュータに提供され、当該コンピュータで実行されるように
してもよい。

【図１】 【図２】
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