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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受電器に第１の識別情報および送電条件を送信し、受電器から第２の識別情報および受
電条件を受信し、前記送電条件および前記受電条件に基づいて、受電器に無線で送電し、
受電器に無線で送電した電力の量を表す送電量情報を生成する少なくとも１つの送電器と
、
　対応する前記送電器から前記第１の識別情報および前記送電条件を受信し、対応する前
記送電器に前記第２の識別情報および前記受電条件を送信して、前記送電条件および前記
受電条件に基づいて、対応する前記送電器から無線で受電し、無線で受電した電力の量を
表す受電量情報を生成し、前記第１の識別情報、前記第２の識別情報および前記受電量情
報をネットワークを介して送信する少なくとも１つの受電器と、
　契約者の無線給電による送電量情報および受電量情報を管理する情報処理装置であって
、前記第１の識別情報、前記第２の識別情報および前記送電量情報をネットワークを介し
て受信し、前記第２の識別情報および前記受電量情報をネットワークを介して受信する情
報処理装置と、
を含む、電力供給システム。
【請求項２】
　前記１つの送電器は、前記送電条件と前記少なくとも１つの受電器の前記受電条件が整
合する場合に、前記少なくとも１つの受電器に異なる共振周波数で順次無線で仮送電し、
　前記１つの送電器は、前記仮送電において、前記少なくとも１つの受電器から前記異な
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る共振周波数における受電電力を含む受電状態を表す情報を受信し、前記１つの送電器に
おける前記異なる共振周波数における送電電力を生成し、前記異なる共振周波数における
前記送電電力および前記受電電力に基づいて前記異なる共振周波数における送電効率を決
定し、前記送電効率に基づいて前記異なる共振周波数の中の１つの共振周波数を決定し、
前記決定された１つの共振周波数を表す情報を前記少なくとも１つの受電器に送信し、前
記決定された１つの共振周波数で前記少なくとも１つの受電器に無線で送電し、
　前記少なくとも１つの受電器は、前記決定された１つの共振周波数を表す情報を受信し
、前記１つの送電器から前記決定された１つの共振周波数で受電するものであることを特
徴とする、請求項１に記載の電力供給システム。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの受電器は複数の受電器であり、
　前記少なくとも１つの送電器は、前記送電条件と前記複数の受電器のそれぞれの前記受
電条件が整合する場合に、同時に受電する前記複数の受電器に異なる共振周波数で順次無
線で仮送電し、
　前記少なくとも１つの送電器は、前記仮送電において、前記複数の受電器から前記異な
る共振周波数における受電電力を含む受電状態を表す情報を受信し、前記少なくとも１つ
の送電器における前記異なる共振周波数における送電電力を生成し、前記異なる共振周波
数における前記送電電力および前記受電電力に基づいて前記異なる共振周波数における送
電効率を決定し、前記送電効率に基づいて前記異なる共振周波数の中の１つの共振周波数
を決定し、前記決定された１つの共振周波数を表す情報を前記複数の受電器に送信し、前
記決定された１つの共振周波数で前記複数の受電器に送電し、
　前記複数の受電器は、前記決定された１つの共振周波数を表す情報を受信し、前記少な
くとも１つの送電器から前記決定された１つの共振周波数で同時に受電するものであるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の電力供給システム。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの受電器は複数の受電器であり、
　前記少なくとも１つの送電器は、前記送電条件と前記複数の受電器のそれぞれの前記受
電条件が整合する場合に、同時に受電する前記複数の受電器に異なる共振周波数で順次無
線で仮送電し、
　前記１つの送電器は、前記仮送電において、前記複数の受電器から前記異なる共振周波
数における受電電力を含む受電状態を表す情報を受信し、前記１つの送電器における前記
異なる共振周波数における送電電力を生成し、前記異なる共振周波数における前記送電電
力および前記受電電力に基づいて前記異なる共振周波数における１組の送電効率を決定し
、前記１組の送電効率が閾値以下の場合に前記複数の受電器の中の低い優先度を有するも
のによる受電を終了させ、同時に受電する前記複数の受電器の中の他の受電器に前記異な
る共振周波数で順次無線で再び仮送電して、前記閾値より高い送電効率が得られる前記異
なる共振周波数の中の１つの共振周波数を決定し、前記高い送電効率に基づいて前記異な
る共振周波数の中の１つの共振周波数を決定し、前記決定された１つの共振周波数を表す
情報を前記他の受電器に送信し、前記決定された１つの共振周波数で前記他の受電器に送
電し、
　前記他の受電器は、前記決定された１つの共振周波数を表す情報を受信し、前記１つの
送電器から前記決定された１つの共振周波数で同時に受電するものであることを特徴とす
る、請求項１に記載の電力供給システム。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの送電器は複数の送電器であり、
　前記少なくとも１つの受電器は、前記複数の送電器の前記送電条件と前記少なくとも１
つの受電器の前記受電条件とが整合する場合に、前記複数の送電器は、同時に前記少なく
とも１つの受電器に無線で仮送電し、
　前記少なくとも１つの受電器は、前記仮送電において、前記複数の送電器から送電電力
を含む送電状態を表す情報を受信し、前記少なくとも１つの受電器における受電電力を生
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成し、前記送電電力および前記受電電力に基づいて受電効率を決定し、前記受電効率が閾
値より高い場合には前記複数の送電器に受電の継続または開始を表す情報を送信して、前
記複数の受電器から同時に受電するものであることを特徴とする、請求項１乃至４のいず
れかに記載の電力供給システム。
【請求項６】
　前記送電器は、
　前記少なくとも１つの受電器としての第１と第２の受電器に前記第１の識別情報および
前記送電条件を送信し、前記第１と第２の受電器から、それぞれ前記第２の識別情報と第
３の識別情報、前記受電条件としての第１と第２の受電条件、および第１の第２の受電電
力情報を受信する送受信部と、
　送電共振コイルと、前記送電共振コイルに誘導電流の電力を供給する電力供給部とを含
む送電部と、
　前記送電条件と前記第１と第２の受電条件とが整合する場合に、前記送電条件および前
記第１と第２の受電条件に基づいて、前記第１と第２の受電器に無線で送電するよう前記
送電部を制御し、前記送電部の送電電力情報および前記送電量情報を生成し、前記送電電
力情報および前記第１と第２の受電電力情報に基づいて前記第２の受電器への送電を制御
し、前記第１の識別情報、前記第２の識別情報、前記第３の識別情報および前記送電量情
報を前記通信機に供給する制御部と、
を具えるものであることを特徴とする、請求項１乃至５のいずれかに記載の電力供給シス
テム。
【請求項７】
　前記受電器は、
　前記少なくとも１つの送電器としての第１と第２の送電器からそれぞれ前記第１の識別
情報と第３の識別情報、第１と第２の送電条件、および第１と第２の受電電力情報を受信
し、前記第１と第２の送電器に前記第２の識別情報および受電条件を送信する第１の送受
信部と、
　受電共振コイルと、前記受電共振コイルの誘導電流の電力を取り出す電力取出部とを有
し、前記受電共振コイルを介して前記第１と第２の送電器から無線で受電する受電部と、
　前記第１と第２の送電条件と前記受電条件とが整合する場合に、前記第１と第２の送電
条件および前記受電条件に基づいて、前記第１と第２の送電器から無線で受電するよう前
記受電部を制御し、前記受電部の受電電力情報および前記受電量情報を生成し、前記第１
と第２の送電電力情報および前記受電電力情報に基づいて前記第２の送電器からの受電を
制御する制御部と、
　ネットワークを介して前記第２の識別情報および前記受電量情報を送信する第２の送受
信部と、
を具えるものであることを特徴とする、請求項１乃至６のいずれかに記載の電力供給シス
テム。
【請求項８】
　さらに、前記第２の識別情報および前記送電量情報をネットワークを介して送信する少
なくとも１つの通信機を含む、請求項１乃至７のいずれかに記載の電力供給システム。
【請求項９】
　第１と第２の受電器に第１の識別情報および送電条件を送信し、前記第１と第２の受電
器から、それぞれ第２と第３の識別情報、第１と第２の受電条件および第１の第２の受電
電力情報を受信する送受信部と、
　送電共振コイルと、前記送電共振コイルに誘導電流の電力を供給する電力供給部とを含
む送電部と、
　前記送電条件と前記第１と第２の受電条件とが整合する場合に、前記送電条件および前
記第１と第２の受電条件に基づいて、前記第１と第２の受電器に無線で送電するよう前記
送電部を制御し、前記送電部の送電電力情報および無線で送電した電力の量を表す送電量
情報を生成し、前記送電電力情報および前記第１と第２の受電電力情報に基づいて前記第
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２の受電器への送電を制御し、前記第１の識別情報、前記第２の識別情報、前記第３の識
別情報および前記送電量情報を通信機に供給する制御部と、
を具える送電器。
【請求項１０】
　第１と第２の送電器からそれぞれ第１と第２の識別情報、第１と第２の送電条件、およ
び第１と第２の受電電力情報を受信し、前記第１と第２の送電器に第３の識別情報および
受電条件を送信する第１の送受信部と、
　受電共振コイルと、前記受電共振コイルの誘導電流の電力を取り出す電力取出部とを有
し、前記受電共振コイルを介して前記第１と第２の送電器から無線で受電する受電部と、
　前記第１と第２の送電条件と前記受電条件とが整合する場合に、前記第１と第２の送電
条件および前記受電条件に基づいて、前記第１と第２の送電器から無線で受電するよう前
記受電部を制御し、前記受電部の受電電力情報および無線で受電した電力の量を表す受電
量情報を生成し、前記第１と第２の送電電力情報および前記受電電力情報に基づいて前記
第２の送電器からの受電を制御する制御部と、
　ネットワークを介して前記第３の識別情報および前記受電量情報を送信する第２の送受
信部と、
を具える受電器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力供給システムに関し、特に、送電器から受電器に無線で電力を供給でき
る電力供給システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線による既知の電力供給技術として、電磁誘導による電力供給、および電波による電
力供給がある。一方、近年、磁気共鳴による電力供給が提案されている。
【０００３】
　磁気共鳴による無線電力供給方式では、例えば、送電装置に或る共振周波数を有する共
振コイルが配置され、受電装置にそれと同じ共振周波数を有する共振コイルが配置される
。その送電装置と受電装置の間に磁気共鳴により電磁エネルギ転送を可能にする磁界の結
合が形成され、その磁界結合によって送電装置の共振コイルから受電装置の共振コイルへ
と無線で効率良く電力が伝送される。
【０００４】
　磁気共鳴による電力供給方式は、電波による電力供給方式に比べて大きい電力を供給す
ることができ、電磁誘導による電力供給方式に比べて送電距離が長く、または送電用のコ
イルが小さくできるであろう。
【０００５】
　或る既知の非接触式電力供給装置は、地上側に第１のコイル、供給電源、電源制御装置
および供給司令部を備えた電気供給スタンドとして具現される。車両に、第２のコイル、
充電制御回路およびバッテリが搭載される。バッテリを充電する時には、第２のコイルが
第１のコイルの直上に位置するように車両を停車させ、供給司令部の操作によって電源制
御装置から供給電源へと制御信号を出力し、供給電源から第１のコイルに交流の励磁電流
が供給され、誘導磁束が発生させる。この誘導磁束によって第２のコイルに誘起される交
流の誘導起電力が充電制御回路によって直流へと変換され、得られる直流電流がバッテリ
へと供給されてバッテリが充電される。制御表示部は、供給された電力量または料金を算
出して表示しまたは無線で伝送する。
【０００６】
　或る既知の電力供給システムにおいて、電力を送電する車両のＥＣＵ（電子制御装置）
は、電力を受電する車両に対して無線で電力を送電するステップを含むプログラムを実行
する。電力を受電する車両のＥＣＵは、電力を送電する車両から送電された電力を受電す
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ると、受電した電力を駆動用モータに供給し、駆動用モータを駆動するステップを含むプ
ログラムを実行する。それによって、車両の移動中に電力の送受ができる。電力供給シス
テムは、送電された電力および／または受電された電力に基づいて料金を算出する。
【０００７】
　或る既知の送電装置は、充電可能な電源である高速大容量蓄積モジュールを有する携帯
電子装置の接近を検知し、その接近を検知したことに応答して、高速大容量蓄電モジュー
ルを充電するために送電を行う。それによって、認証装置に近づけることによる非接触の
認証処理のための操作などの際に、その電源を充電できる。充電システムが、充電量に応
じて課金処理を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平８－２３７８９０号公報
【特許文献２】特開２００５－１６８０８５号公報
【特許文献３】特開２００６－３５３０４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　発明者たちは、予め定められた送電条件および受電条件に基づいて送電器から受電器に
無線で送電を行い、送電器における送電量および受電器における受電量等の情報を収集し
、それらの情報に基づいて受電器における受電量に対して適正に課金できるようにする必
要がある、と認識した。
【００１０】
　本発明の実施形態の目的は、送受電条件に基づく送電器から受電器への無線での送電を
実現することである。
　実施形態の別の目的は、送電器から受電器への無線で送電した場合において送電量およ
び／または受電量に基づいて料金を決定できるようにすることである。
　実施形態のさらに別の目的は、送電器から複数の受電器へ無線で送電した場合において
送電量および／または受電量に基づいて各受電器の受電量に対して料金を決定できるよう
にすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の実施形態の一観点によれば、電力供給システムは、少なくとも１つの送電器と
、少なくとも１つの受電器と、情報処理装置と、を含んでいる。その少なくとも１つの送
電器は、受電器に第１の識別情報および送電条件を送信し、受電器から第２の識別情報お
よび受電条件を受信し、その送電条件およびその受電条件に基づいて、受電器に無線で送
電し、受電器に無線で送電した電力の量を表す送電量情報を生成する。その少なくとも１
つの受電器は、対応するその送電器からその第１の識別情報およびその送電条件を受信し
、対応するその送電器にその第２の識別情報およびその受電条件を送信して、その送電条
件およびその受電条件に基づいて、対応するその送電器から無線で受電し、無線で受電し
た電力の量を表す受電量情報を生成し、その第１の識別情報、その第２の識別情報および
その受電量情報をネットワークを介して送信する。その情報処理装置は、契約者の無線給
電による送電量情報および受電量情報を管理し、その第１の識別情報、その第２の識別情
報およびその送電量情報をネットワークを介して受信し、その第２の識別情報およびその
受電量情報をネットワークを介して受信する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の実施形態の一観点によれば、送受電条件に基づく送電器から受電器への無線で
の送電を実現することでき、また、送電器から受電器への無線で送電した場合において送
電量および／または受電量に基づいて料金を決定することができ、さらに、１つの送電器
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から複数の受電器へ無線で送電した場合において送電量および／または受電量に基づいて
各受電器の受電量に対して料金を決定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、実施形態による、無線電力供給および課金のための電力供給システムの
概略的構成の例を示している。
【図２】図２は、別の実施形態による、無線電力供給および課金のための別の電力供給シ
ステムの概略的構成の例を示している。
【図３】図３は、図１および２の各送電器の概略的構成の例を示している。
【図４】図４は、図１および２の各受電器の概略的構成の例を示している。
【図５Ａ】図５Ａおよび５Ｂは、図１および２における、契約者情報管理サーバと、複数
組の通信機および送電器と複数の受電器との間の電力供給のための処理および通信手順の
例を示している。
【図５Ｂ】．
【図６Ａ】図６Ａおよび６Ｂは、図５Ａの処理手順の後および図５Ｂの処理手順の前にお
ける、送電器と受電器の間の電力供給のための処理および通信手順の例を示している。
【図６Ｂ】.
【図７Ａ】図７Ａおよび７Ｂは、図５Ａの処理手順の後および図５Ｂの処理手順の前にお
ける、送電器と受電器の間の電力供給のための別の処理および通信手順の例を示している
。
【図７Ｂ】.
【図８】図８は、契約者情報管理サーバによって行われる、送電器から受電器への送電距
離に対する送電効率の変化、送電効率に基づく受電量に対する電力料金の計算のしかたの
例を示している。
【図９】図９Ａおよび９Ｂは、異なる電共振周波数および受電共振周波数についての、送
電距離Ｄに対する送電効率の変化の例を示している。
【図１０】図１０は、図１または２において、図６Ａおよび６Ｂまたは図７Ａおよび７Ｂ
の処理手順に従って、１つの送電器から同時受電する受電器のいずれかに送電する場合の
送電手順の例を示している。
【図１１】図１１は、図１または２において、図７Ａおよび７Ｂの処理手順に従って、１
つの送電器から同時に受電する２つの受電器に送電する場合の別の送電手順の例を示して
いる。
【図１２Ａ】図１２Ａ～１２Ｃは、図２において、図６Ａおよび６Ｂの処理手順に従って
、複数の送電器の中の１つまたは２つの送電器からいずれかの受電器に同時に送電する場
合の別の送電手順の例を示している。
【図１２Ｂ】.
【図１２Ｃ】.
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　発明の目的および利点は、請求の範囲に具体的に記載された構成要素および組み合わせ
によって実現され達成される。
　前述の一般的な説明および以下の詳細な説明は、典型例および説明のためのものであっ
て、本発明を限定するためのものではない、と理解すべきである。
【００１５】
　本発明の非限定的な実施形態を、図面を参照して説明する。図面において、同様のコン
ポーネントおよび素子には同じ参照番号が付されている。
【００１６】
　図１は、実施形態による、無線電力供給および課金のための電力供給システム２０の概
略的構成の例を示している。
　図２は、別の実施形態による、無線電力供給および課金のための別の電力供給システム
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２２の概略的構成の例を示している。
【００１７】
　図１において、電力供給システム２０は、例えば電力会社のような電力供給業者の契約
者情報管理サーバ１００と、電力使用に関するそれぞれの契約者ａ、ｂの給電設備または
宅内に設けられた、電力計２０２、３０２、通信機２０４、３０４、および送電器２１０
、３１０とを含んでいる。図１において、アルファベットａ、ｂは、電力量計２０２、３
０２、送電器２１０、３１０、または受電器２３０、３３０に関係する電力使用に関する
個々の契約者を表す。電力契約者または電力消費者ａ、ｂは、給電設備または宅内におい
て、送電器２１０、３１０から受電器２３０、３３０に無線電力供給方式で電力を伝送す
ることができる。受電器２３０、３３０は、送電器３１０から無線電力供給方式でそれぞ
れの異なる期間にまたは同時に並行して受電することができる。送電器２１０、３１０は
、受電器２３０、３３０に無線電力供給方式でそれぞれの異なる期間にまたは同時に並行
して送電することができる。
【００１８】
　契約者情報管理サーバ１００は、情報処理装置であって、プロセッサ１０２、データベ
ース（ＤＢ）１０６を格納する記憶装置１０４、およびネットワーク・インタフェース（
ＮＷ／ＩＦ）を含んでいる。プロセッサ１０２は、記憶装置１０４に格納されたプログラ
ムに従って課金処理システムの機能を実現するための処理を実行する。
【００１９】
　受電器２３０、３３０は、それぞれ結合された装置２６０、３６０に電力を供給するこ
とができる。装置２６０、３６０は、充電回路と充電可能なバッテリとを含んでいてもよ
い。装置２６０、３６０は、例えば、テレビジョン装置、オーディオ装置、ラジオ、冷蔵
庫、空調機器、洗濯機、アイロン、ファクシミリまたは電話機のような家庭用電気器具で
あってもよい。また、装置２６０、３６０は、例えば、ＰＨＳ電話機、コードレス電話機
子機、携帯型無線送受信機、携帯型パーソナルコンピュータ、ハンドヘルド型パーソナル
コンピュータ、パームサイズ・パーソナルコンピュータ、携帯型情報端末、ＰＤＡ、携帯
ゲーム機のような情報機器であってもよい。さらに、装置２６０、３６０は、例えば、電
気自動車、電気自動二輪車であってもよい。
【００２０】
　図１において、契約者情報管理サーバ１００の電力供給業者は、発電所から送電線４０
によって電力を伝送し、送電線４０に接続された電力計２０２、３０２を介して各契約者
ａ、ｂの宅内の給電設備の配線に電力を供給する（１）。電力計２０２、３０２は、測定
した総供給電力量またはメータの値を通信機２０４、３０４に周期的または定期的に供給
する（２）。一方、電力計２０２、３０２から契約者ａ、ｂの給電設備の配線を介して送
電器２１０、３１０およびその他の電気機器に電力が供給される（３）。
【００２１】
　送電器２１０、３１０は、受電器２３０、３３０との間で、それぞれの契約者ａ、ｂと
受電器２３０、３３０の識別情報（ＩＤ）、送電条件および受電条件、等に関する情報を
無線通信で交換する（４～８）。次いで、送電器２１０、３１０は、受電器２３０、３３
０との間で、送電および受電状態を無線で送受信し監視しながら、送電条件および受電条
件に基づいて受電器２３０、３３０に電力を無線電力供給方式で送電する（４～１５）。
送電器２１０、３１０と受電器２３０、３３０の間の無線通信は、例えばブルートゥース
規格（ＩＥＥＥ２０８．１１ａ／ｂ／ｃ）または無線ＬＡＮ規格（ＩＥＥＥ８０２．１５
．１）のような近距離無線通信規格に準拠するものであってもよい。
【００２２】
　さらに、契約者ａの受電器２３０は、他の契約者ｂの送電器３１０との間で識別情報（
ＩＤ）および送電条件および受電条件に関する情報を無線で交換し、送受電状態を無線で
送受信し監視しながら、送電器３１０から電力を無線電力供給方式で受け取ってもよい（
４’～１５’）。送電器２１０および３１０による受電器２３０への送電は或る時間期間
において同時に並行して行われてもよい。また、受電器２３０と３３０による送電器３１
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０からの受電は或る時間期間において同時に並行して行われてもよい。
【００２３】
　送電器２１０、３１０は、送電が終了すると、送電情報を通信機２０４、３０４に供給
する（１６）。送電情報は、例えば、送電器２１０、３１０の契約者ａ、ｂの識別情報、
受電器２３０、３３０の契約者ａ、ｂの識別情報、送電開始および終了時刻、同時送電の
開始および終了時刻、各時間期間における、適用した送電条件および受電条件、送電およ
び受電状態、および送電量（データ）に関する情報を含んでいる。送電情報は、受電器２
３０、３３０における受電量（データ）に関する情報を含んでいてもよい。通信機２０４
、３０４は、電力計２０２、３０２の契約者ａ、ｂの識別情報、総供給電力量またはメー
タの値、送電器２１０、３１０の送電情報、等をそのメモリ（図示せず）に格納する。通
信機２０４、３０４は、その契約者ａ、ｂの識別情報、総供給電力量、送電情報、等を、
ネットワーク５０を介して電力供給業者の契約者情報管理サーバ１００に送信する（１７
）。
【００２４】
　一方、受電器２３０、３３０は、受電が終了すると、例えば移動体通信網の無線通信チ
ャネル上で無線基地局（ＡＰ）５２を介して受電情報を電力供給業者の契約者情報管理サ
ーバ１００に送信する（１８）。受電情報は、例えば、受電器２３０、３３０の契約者ａ
、ｂの識別情報、送電器２１０、３１０の契約者ａ、ｂの識別情報、受電開始および終了
時刻、同時受電の開始および終了時刻、各時間期間における、適用した送電条件および受
電条件、送電および受電状態、および受電量等を含んでいる。その移動体通信網は、例え
ば、ＰＨＳ（Personal Handy-phone System）、第２世代携帯電話通信用のＰＤＣ（Perso
nal Digital Cellular）、第２．５世代携帯電話通信用のＩＳ－９５Ｂ（ＣｄｍａＯｎｅ
）、第３世代携帯電話通信用のＩＭＴ２０００（ＨＳＤＰＡ（High Speed Downlink Pack
et Access））のような規格に準拠するものであってもよい。無線基地局５２は、その受
電情報を、例えば、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）および／またはパケット交換データ網（
ＰＳＤＮ）、ＩＳＤＮ（Integrated Services Digital Network）またはインターネット
、等を含むネットワーク５０を介して契約者情報管理サーバ１００に送信する（１９）。
但し、受電情報を送信するネットワーク５０は、送電情報を伝送するネットワーク５０と
は異なるネットワークであってもよい。
【００２５】
　契約者情報管理サーバ１００は、受信した、契約者ａ、ｂの識別情報、送電情報および
受電情報と、データベース１０６の契約者ａ、ｂの契約情報とに基づいて、受電器２３０
、３３０によって受電された電力量に対する電力料金を計算して、その契約者ａ、ｂに課
金する（２０）。
【００２６】
　図２において、電力供給システム２２は、電力供給業者の契約者情報管理サーバ１００
と、契約者の各給電設備または各宅内に設けられた、電力計２０２、３０２、４０２、通
信機２０４、３０４、４０４、および送電器２１０、３１０、４１０とを含んでいる。図
２において、アルファベットｘ１は、電力量計２０２、３０２、４０２、または送電器２
１０、３１０、４１０に関する電力使用に関する契約者を表し、アルファベットａ、ｂ、
ｃは、受電器２３０、３３０、４３０に関係する電力使用に関する個々の契約者を表す。
受電に関する電力契約者または電力消費者ａ、ｂ、ｃは、送電に関する契約者ｘ１の共用
可能な給電設備において、受電器２３０、３３０、４３０によってそれぞれ送電器２１０
から無線電力供給方式でそれぞれの異なる期間にまたは同時に並行して受電することがで
きる。また、送電器２１０、３１０、４１０は、受電器２３０、３３０、４３０のいずれ
かに無線電力供給方式でそれぞれの異なる期間にまたは同時に並行して同時に送電しても
よい。
【００２７】
　例えば、送電器２１０は、受電器２３０、３３０、４３０との間で、契約者ｘ１、ａ、
ｂ、ｃと受電器２３０、３３０、４３０の識別情報（ＩＤ）、および送電条件および受電
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条件、等に関する情報を無線通信で交換する（４～８）。次いで、送電器２１０は、受電
器２３０、３３０、４３０との間で、送電および受電状態を無線で送受信し監視しながら
、送電条件および受電条件に基づいて受電器２３０、３３０、４３０に電力を無線電力供
給方式で送電する（９～１５）。
【００２８】
　送電器２１０は、送電が終了すると、送電情報を通信機２０４に供給する（１６）。送
電情報は、例えば、送電器２１０の契約者ｘ１の識別情報、受電器２３０、３３０、４３
０の契約者ａ、ｂ、ｃの識別情報、送電開始および終了時刻、送電に対する複数受電器に
よる同時受電の開始および終了時刻、各時間期間における、適用した送電条件および受電
条件、送電および受電状態および送電量に関する情報を含んでいる。送電情報は、受電器
２３０、３３０、４３０における受電量、複数送電器による同時送電の開始および終了時
刻に関する情報を含んでいてもよい。通信機２０４は、その契約者ｘ１の識別情報、総供
給電力量またはメータの値、送電情報、等をそのメモリ（図示せず）に格納する。通信機
２０４は、その契約者ｘ１の識別情報、総供給電力量、送電情報、等を、ネットワーク５
０を介して電力供給業者の契約者情報管理サーバ１００に送信する（１７）。
【００２９】
　一方、受電器２３０、３３０、４３０は、受電が終了すると、例えば移動体通信網の無
線通信回線またはチャネル上で無線基地局（ＡＰ）５２を介して受電情報を契約者情報管
理サーバ１００に送信する（１８）。受電情報は、例えば、送電器２１０の契約者ｘ１の
識別情報、受電器２３０、３３０、４３０の契約者ａ、ｂ、ｃの識別情報、受電開始およ
び終了時刻、複数送電器による同時送電の開始および終了時刻、各時間期間における、送
電条件、受電条件、送電および受電状態、および受電量等を含んでいる。無線基地局５２
は、その受電情報を、ネットワーク５０を介して契約者情報管理サーバ１００に送信する
（１９）。但し、受電情報を送信するネットワーク５０は、送電情報を伝送するネットワ
ーク５０とは異なるネットワークであってもよい。図２のシステム２２のその他の動作お
よび手順は、図１のシステム２０のものと同様である。
【００３０】
　図３は、図１および２の送電器２１０、３１０および４１０の各々の概略的構成の例を
示している。
【００３１】
　送電器２１０、３１０および４１０の各々は、制御部２１２、メモリまたは記憶部２１
３、変調部または発振部（ＭＯＤ）２１４、増幅器２１５、送電部２２０、および温度セ
ンサ２２８を含んでいる。送電器２１０、３１０および４１０の各々は、さらに、操作用
のキー２１６、表示部２１７、近距離無線通信用の送受信機（ＴＸ／ＲＸ）２１８、およ
びインタフェース（ＩＦ）２１９を含んでいる。制御部２１２は、要素２１３～２２０、
２２８に接続されており、要素２１３～２２０、２２８に制御信号を供給し、要素２１３
～２２０、２２８との間で情報およびデータの送受を行う。制御部２１２は、専用のプロ
セッサであっても、メモリ２１３に格納されたプログラムに従って動作する例えばマイク
ロプロセッサまたはマイクロコンピュータのようなプロセッサであってもよい。
【００３２】
　送電部２２０は、送電用の電力供給部または回路２２２、および送電共振コイル２２６
を含んでいる。送電部２２０における電力供給部２２２は、増幅器２１５を介して変調部
２１４に接続されており、好ましくは電力供給コイルまたは電磁誘導コイル２２４を含ん
でいる。変調部２１４は、契約者ａ、ｂ、ｘ１の給電設備の電力配線に結合された直流ま
たは交流電源に接続されている。
【００３３】
　送受信機２１８は、例えばブルートゥース規格または無線ＬＡＮ規格のような近距離無
線通信規格に準拠した送受信機であり、受電器２３０、３３０、４３０との間で無線通信
を行う。インタフェース２１９は、通信機２０４、３０４と間のインタフェースを形成す
る。
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【００３４】
　メモリ２１３は、送電器２１０、３１０、４１０の契約者ａ、ｂ、ｘ１の識別情報、送
電器２１０、３１０、４１０の識別情報、受電器２３０、３３０、４３０の契約者ａ、ｂ
、ｃの識別情報、受電器２３０、３３０、４３０の識別情報に関する送電情報を格納する
。また、メモリ２１３は、送電開始および終了時刻、送電に対する複数受電器による同時
受電の開始および終了時刻、各時間期間における、送電条件、受電条件、送電および受電
状態、送電量、受電量、等に関する送電情報およびその他の情報を格納することができる
。通信機２０４、３０４、４０４は、電力計２０２、３０２、送電器２１０、３１０、４
１０（メモリ２１３）および／または自己のメモリから、契約者ａ、ｂ、ｘ１の識別情報
、送電器２１０、３１０、４１０の識別情報を取得することができる。
【００３５】
　制御部２１２は、送受信機２１８を介して、定期的に問い合わせ信号を送信し応答を受
信することによって、受電器２３０、３３０または４３０の存在および不存在を検出しそ
の認証を行う。制御部２１２は、さらに、送受信機２１８を介して、受電器２３０、３３
０、４３０との間で送電条件および受電条件を送受信し、その送電条件および受電条件に
基づいて、受電器２３０、３３０、４３０に無線送電方式で電力を伝送するように変調部
２１４、増幅器２１５および送電部２２０を制御する。
　制御部２１２は、送電共振コイル２２６の温度を検出する温度センサ２２８の温度を周
期的に取得して、その温度が閾値を超えていないかどうか、即ち正常か異常かを判定する
。その温度が閾値を超えて異常を示す場合には、制御部２１２は、送電停止と判定して、
表示部２１７によって警報を発生して、変調部２１４、増幅器２１５および送電部２２０
の動作を停止してもよい。温度センサ２２８は、例えば、熱電対と電圧測定を用いた温度
検出器であってもよい。
　表示部２１７は、ディスプレイおよび／またはスピーカを含んでいる。制御部２２は、
表示部２１７に送電共振コイル２２６の電力供給状態を可視表示または可聴表示する。電
力供給状態とは、例えば、制御部２２における認証中、送受信機２１８の通信確立中、通
信確立、送電部２２０の送電準備完了状態、非送電状態、送電状態、異常、警報、正常、
送電終了であってもよい。
【００３６】
　制御部２１２は、送電部２２０に接続された電圧計（Ｖ）および電流計（Ｉ）を用いて
送電部２２０に供給される電力の電圧および電流を検出して電力を測定し、その電力を時
間に対して積算して電力量を求め、メモリ２１３に格納する。制御部２１２は、インタフ
ェース２１９を介して送電情報を通信機２０４、３０４に供給する。
【００３７】
　図４は、図１および２の受電器２３０、３３０、４３０の各々の概略的構成の例を示し
ている。
【００３８】
　受電器２３０、３３０および４３０の各々は、制御部２３２、メモリまたは記憶部２３
３、整流部２３５、受電部２４０、および温度センサ２４８を含んでいる。受電器２３０
、３３０および４３０の各々は、さらに、操作用のキー２３６、表示部２３７、近距離無
線通信用の送受信機（ＴＸ／ＲＸ）２３８、移動体通信用の送受信機（ＴＸ／ＲＸ）２３
９、および受電部２４０を含んでいる。制御部２３２は、要素２３３～２４０に接続され
ており、要素２３３～２４０に制御信号を供給し、要素２３３～２４０との間で情報およ
びデータの送受を行う。制御部２３２は、専用のプロセッサであっても、メモリ２３３に
格納されたプログラムに従って動作する例えばマイクロプロセッサまたはマイクロコンピ
ュータのようなプロセッサであってもよい。
【００３９】
　受電部２４０は、受電共振コイル２４６、および電力取出し用の電力取出部または回路
２４２を含んでいる。受電部２４０において、電力取出部２４２は、受電共振コイル２４
６から電力を取り出す電力取出しコイルまたは電磁誘導コイルを含んでいることが好まし
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く、受電共振コイル２４６から取り出した電力を交流電流として整流部２３５に供給する
。整流部２３５は整流器および平滑器を含んでいてもよい。整流部２３５は、電力を使用
または消費する装置２６０、３６０または４６０に接続されている。
【００４０】
　装置２６０、３６０または４６０は、それぞれの機能を実現するための電気回路を含ん
でおり、さらに、充電回路２６２、および充電バッテリ２６４を含んでいてもよい。整流
部２３５は、装置２６０、３６０または４６０の充電回路２６２および／または電気回路
に結合されている。充電回路２６２は、充電バッテリ２６４に直流電圧を供給する。充電
バッテリ２６４はその電気回路に直流電圧を供給する。
【００４１】
　送受信機２１８は、例えばブルートゥース規格または無線ＬＡＮ規格のような近距離無
線通信規格に準拠した送受信機であり、送電器２１０、３１０、４１０との間で無線通信
を行う。送受信機２３９は、無線基地局５２との間で無線通信を行う。
【００４２】
　メモリ３１３は、受電器２３０、３３０、４３０の契約者ａ、ｂ、ｃの識別情報、受電
器２３０、３３０、４３０の識別情報、送電器２１０、３１０、４１０の契約者ａ、ｂ、
ｘ１の識別情報、送電器２１０、３１０、４１０の識別情報に関する送電情報を格納する
。また、メモリ３１３は、送電開始および終了時刻、複数受電器による同時受電の開始お
よび終了時刻、各時間期間における、送電条件、受電条件、送電および受電状態、送電量
、受電量、等に関する受電情報およびその他の情報を格納することができる。
【００４３】
　制御部２３２は、送受信機２３８を介して、送電器２１０、３１０または４１０から識
別情報を含む問い合わせ信号を受け取り、送電器２１０、３１０または４１０に受電器２
３０、３３０または４３０の識別情報を含む応答を送信して、認証を行う。制御部２３２
は、送受信機２３８を介して、送電器２１０、３１０、４１０との間で送電条件および受
電条件を送受信し、その送電条件および受電条件に基づいて、送電器２１０、３１０から
無線送電方式で電力を受け取るように受電部２４０および整流部２３５を制御する。
　制御部２３２は、受電共振コイル２４６の温度を検出する温度センサ２４８の温度を周
期的に取得して、その温度が閾値を超えていないかどうか、即ち正常か異常かを判定する
。その温度が閾値を超えて異常を示す場合には、制御部２３２は、受電停止と判定して、
表示部２３７によって警報を発生して、警報を発生して、整流部２３５、および受電部２
４０の動作を停止してもよい。温度センサ２４８は、例えば、熱電対と電圧測定を用いた
温度検出器であってもよい。
　表示部２３７は、ディスプレイおよび／またはスピーカを含んでいる。制御部２３２は
、表示部２３７に受電共振コイル２４６の電力供給状態を可視表示または可聴表示する。
電力供給状態とは、例えば、送受信機２３８の受信準備完了状態、通信確立中、通信確立
、受電部２４０の受電準備完了状態、非受電状態、受電状態、異常、警報、正常、受電終
了であってもよい。
【００４４】
　制御部２３２は、受電部２４０に接続された電圧計（Ｖ）および電流計（Ｉ）を用いて
受電部２４０から供給される電力の電圧（Ｖ）および電流（Ｉ）を検出して電力を測定し
、その電力を時間に対して積算して電力量を求め、メモリ２３３に格納する。制御部２３
２は、受電情報を送受信機２３９に供給する。送受信機２３９は、無線通信回線またはチ
ャネル上で無線基地局（ＡＰ）５２を介して受電情報を契約者情報管理サーバ１００に送
信する。
【００４５】
　図３および４において、所定の距離範囲において送電共振コイル２２６と受電共振コイ
ル２４６の間に磁気共鳴による磁界結合または結合磁界３０が形成される。送電共振コイ
ル２２６の共振周波数ｆｔと受電共振コイル２４６の共振周波数ｆｒとは同じまたは実質
的に同じである。送電共振コイル２２６は、電磁エネルギまたは電力を、磁気共鳴による
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結合によって受電共振コイル２４６に伝送することができる。磁気共鳴による結合は、送
電共振コイル２２６と受電共振コイル２４６の間の距離が、電磁誘導を生じる距離より長
くても、有効である。
【００４６】
　共振周波数ｆｔ、ｆｒが実質的に同じである範囲は、電磁誘導よりも高い伝送効率を達
成する周波数範囲であればよく、例えば、共振点のＱ値が最大値の半値となる周波数の範
囲であってもよい。
【００４７】
　送電共振コイル２２６は、例えば、銅で形成された直径５～２０ｃｍのヘリカル型コイ
ルであってもよい。受電共振コイル２４６は、例えば、銅で形成された最大径１～４ｃｍ
の巻回形状が円形、楕円形または四角形（長方形）のヘリカル型コイルであってもよい。
送電共振コイル２２６と受電共振コイル２４６の間の距離は、例えば２～４０ｃｍであっ
てもよい。共振周波数ｆｔ、ｆｒは、例えば５～２０ＭＨｚであってもよい。
【００４８】
　送電共振コイル２２６と受電共振コイル２４６の各々は、例えば１つのコイルで形成さ
れ、共振条件を満たすインダクタンスＬおよび容量Ｃを有する。容量Ｃは、送電共振コイ
ル２２６または受電共振コイル２４６の浮遊容量によって形成することができる。容量Ｃ
は、送電共振コイル２２６または受電共振コイル２４６に結合されたキャパシタの容量に
よって調整されてもよい。送電共振コイル２２６の共振周波数ｆｔと受電共振コイル２４
６の共振周波数ｆｒは、インダクタンスＬおよび容量Ｃを調整することによって選択また
は変えることができる。
【００４９】
　送電共振コイル２２６と受電共振コイル２４６の各々のインピーダンスＺは、次の式で
表される。
　Ｚ ＝ Ｒ ＋ ｉ（ωＬ － １／ωＣ）
ここで、Ｒは、送電共振コイル２２６または受電共振コイル２４６の内部抵抗および／ま
たはキャパシタの内部抵抗の合成抵抗を表し、ωは角周波数または角速度を表す。
【００５０】
　送電共振コイル２２６と受電共振コイル２４６の各々のＬＣ共振周波数ｆ（Ｈｚ）＝ω
／２πは、次の式で表される。
　ｆ ＝ １／（２π（ＬＣ）１／２）
【００５１】
　Ｑ値（＝１／Ｒ×（Ｌ／Ｃ）１／２）を高くするために、送電共振コイル２２６に電力
供給部２２２が直接接続されなくてもよい。共振の鋭さを表すＱ値は、コイルおよびキャ
パシタの抵抗と放射抵抗によって決まり、これらの合成抵抗値Ｒが小さいほど大きい値を
有する。
【００５２】
　共振条件（ｆｔ＝ｆｒ）を満たす送電共振コイル２２６と受電共振コイル２４６を近接
させると、送電共振コイル２２６によって形成される磁界３０に受電共振コイル２４６が
共鳴して交流電流を発生する。
【００５３】
　送電部２２０において、変調部２１４および増幅器２１５は、電力供給コイル２２４に
電力を供給する。変調部２１４および増幅器２１５は、例えば、磁気共鳴のための共振周
波数ｆｔで電力供給を電力供給コイル２２４に直接的または間接的に供給する。変調部２
１４の周波数は、送電共振コイル２２６の共振周波数ｆｔと異なる周波数であってもよい
。
【００５４】
　電力供給コイル２２４は、変調部２１４および増幅器２１５から供給された電力を、電
磁誘導により、送電共振コイル２２６に供給してもよい。この場合、送電共振コイル２２
６と電力供給コイル２２４は、電磁誘導によって電力供給が可能な近距離に配置され、電
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力供給コイル２２４の共振周波数は考慮する必要がない。
【００５５】
　このようにして、送電共振コイル２２６によって、磁気共鳴によって受電共振コイル２
４６に電力が効率良く供給される。
【００５６】
　受電器２３０、３３０、４３０において、受電共振コイル２４６は送電共振コイル２２
６から磁気共鳴による磁界結合によって電力を受け取る。受電共振コイル２４６は、受け
取った電力または電流を電力取出部２４２に供給する。電力取出部２４２は、電磁誘導に
より電力取出コイル２４４によって受電共振コイル２４６から電力を受け取ってもよい。
この場合、受電共振コイル２４６と電力取出コイル２４４は、電磁誘導により電力が供給
される近距離に配置され、電力取出コイル２４４の共振周波数は考慮する必要がない。
【００５７】
　電力取出部２４２は、負荷としての整流部２３５に交流電流を供給する。装置２６０、
３６０、４６０の充電回路２６２は、バッテリ２６４に直流電圧を供給するように適合化
されている。バッテリ２６４は、装置２６０、３６０、４６０における所要の直流電圧を
供給する。
【００５８】
　図５Ａおよび５Ｂは、図１および２における、契約者情報管理サーバ１００と、複数組
の通信機２０４、３０４、４０４および送電器２１０、３１０、４１０と、複数の受電器
２３０、３３０、４３０との間の電力供給のための処理および通信手順の例を示している
。
【００５９】
　図５Ａを参照すると、ステップ５０２において、契約者情報管理サーバ１００の電力供
給業者は、発電所から送電線４０によって電力を伝送し、電力計２０２、３０２、４０２
を介して各契約者ａ、ｂ、ｘ１の給電設備に電力を供給する（１）。
【００６０】
　ステップ５１２において、電力計２０２、３０２、４０２は、測定した総供給電力量を
定期的にまたは周期的に通信機２０４、３０４に供給する（２）。ステップ５１４におい
て、契約者ａ、ｂ、ｃ、ｘ１によってキー２１６が操作されて送電器２３０、３３０、４
３０が起動されて、電力計２０２、３０２、４０２から供給された電力を用いて送電器２
１０、３１０、４１０に電力が供給される（３）。ステップ５１６において、送電器２１
０、３１０、４１０の送受信機２１８は、契約者ａ、ｂ、ｘ１および送電器２１０、３１
０、４１０の識別情報を含む問い合わせ信号を、例えば１～４秒のような周期で繰り返し
送信し、受電器２３０、３３０、４３０からの応答の受信を待つ（４）。それらの識別情
報は、メモリ２１３に格納されている。その後、手順は、図６Ａまたは７Ａのステップ６
０２に進む。
【００６１】
　ステップ５３６において、受電器２３０、３３０、４３０の送受信機２３８は、送電器
２１０、３１０、４１０から契約者ａ、ｂ、ｘ１および送電器２１０、３１０、４１０の
識別情報を含む問い合わせ信号を受信する（５）。受電器２３０、３３０、４３０は、制
御部２３２の制御の下で常に受信および受電準備完了状態であっても、または契約者ａ、
ｂ、ｃによる受電器２３０、３３０、４３０のキー２３６の操作に従って受信および受電
準備完了状態に設定されてもよい。
【００６２】
　ステップ５３８において、制御部２３２は、その問い合わせ信号に応答して、送電器２
１０、３１０、４１０から受電するかどうかを判定する。制御部２３２は、受電器２３０
、３３０、４３０が受電準備完了状態であれば、受電すると判定する。受電すると判定さ
れた場合は、手順は図６Ａまたは７Ａのステップ７０２に進む。ステップ５３８において
受電しないまたは受電準備完了状態でないと判定された場合は、ステップ５４０において
、制御部２３２は、その問い合わせ信号に応答することなく、受電しない。



(14) JP 5459392 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

【００６３】
　図６Ａおよび６Ｂは、図５Ａの処理手順の後および図５Ｂの処理手順の前における、送
電器２１０、３１０、４１０と受電器２３０、３３０、４３０の間の電力供給のための処
理および通信手順の例を示している。説明のために、送電器２１０と受電器２３０の間で
送電および受電が行われるものとする。図６Ａおよび６Ｂの処理および通信手順は、他の
送電器３１０、４１０、および受電器３３０、４３０にも適用される。
【００６４】
　図６Ａを参照すると、ステップ７０２において、受電器２３０は受電準備完了状態にあ
り、その制御部２３２は、受電器２３０の契約者ａの識別情報と受電器２３０の識別情報
とを含む応答を、送受信機２３８を介して送電器２１０に送信し、それによって送電器２
１０との間に通信を確立する（６）。
【００６５】
　ステップ６０２において、送電器２１０の制御部２１２は、送受信機２１８を介して契
約者ａと受電器２３０の識別情報を受信し、それによって受電器２３０との間に通信を確
立する（６）。ステップ６０４において、制御部２１２は、受電器から応答を受信したか
どうか、または受電器が存在するかを判定する。応答を受信しなかったまたは受電器が存
在しないと判定された場合は、手順は図５Ａのステップ５１６に戻る。応答を受信したま
たは受電器が存在すると判定された場合は、手順はステップ６０６に進む。
【００６６】
　ステップ６０６において、送電器２１０の制御部２１２は、受電器２３０との間で通信
が確立されたかどうかを判定する。通信が確立されなかったと判定された場合は、手順は
図５Ａのステップ５１６に戻る。通信が確立されたと判定された場合は、手順はステップ
６０８に進む。
【００６７】
　ステップ６０８において、送電器２１０の制御部２１２は、メモリ２１３に予め格納さ
れた受電器２３０、３３０、４３０の契約者ａ、ｂ、ｃおよび／または受電器２３０、３
３０、４３０の識別情報に基づいて、受電器２３０の認証を行う（７）。メモリ２１３中
にはない識別情報を含む応答を受信した場合、制御部２１２は、通信機２０４を介して契
約情報管理サーバ１００のデータベース１０６にアクセスして、受信した識別情報（ａ）
に対応する識別情報、送信条件および受信条件等の情報を含む契約者情報を取得して、受
電器２３０の認証を行ってもよい。認証が失敗したと判定された場合は、手順は図５Ａの
ステップ５１６に戻る。認証が成功したと判定された場合は、手順はステップ６２０に進
む。
【００６８】
　ステップ６２０において、送電器２１０の制御部２１２は、送受信機２１８を介して、
メモリ２１３に格納された送電条件を受電器２３０に送信し、受電器２３０から受電器２
３０の受電条件を受信する（８）。ステップ７２０において、受電器２３０の制御部２１
２は、送受信機２３８を介して、メモリ２３３に格納された受電条件を送電器２１０に送
信し、送電器２１０から送電器２１０の送電条件を受信する（８）。
【００６９】
　送電器２１０における送電条件には、例えば、送電器２１０の契約者ａ、ｘ１および送
電器２１０の識別情報が含まれていてもよい。これらの識別情報は、送電条件とは別のも
のとして、送電条件とともに送受信されてもよい。
　送電条件には、例えば、選択可能な少なくとも１つの送電共振周波数ｆｔ、送電共振コ
イルの外径、送電効率ｋｔの範囲（下の閾値ｋｔｈ）、複数の送電器による同時送電また
は複数の受電器による同時受電を許容するかどうか、に関する情報が含まれていてもよい
。閾値ｋｔｈは、例えば、６０～８０％の範囲の或る値であってもよい。その送電条件に
は、さらに、送電電圧（Ｖ）の範囲、送電電力（Ｗ）の範囲、最大の送電量または受電量
（Ｗｈ）、許容可能な送電または受電の時間長さ（秒）、等に関する情報が含まれていて
もよい。その送電条件には、さらに、現時点において他の受電器へ送電中であるかどうか
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、他の受電器への送電を開始しようとしているか、または現在の送電先の受電器が同時送
電を許容するかどうか、に関する情報が含まれていてもよい。
　送電効率ｋｔは、送電器２１０、３１０または４１０における、特定の送電先の受電器
の受電電力に寄与する送電電力分Ｐｔに対するその送電電力分による受電電力分Ｐｒの割
合を表す。他の送電先の受電器の受電電力に寄与する送電電力分は除外される。他の送信
元の送電器の送電電力が寄与する受電電力分は除外される。
【００７０】
　受電器２３０における受電条件には、例えば、契約者ａおよび受電器２３０の識別情報
が含まれていてもよい。これらの識別情報は、受電条件とは別のものとして受電条件とと
もに送受信されてもよい。
　受電条件には、例えば、選択可能な少なくとも１つの受電共振周波数ｆｒ、受電共振コ
イルの外径、許容可能な受電効率ｋｒの範囲（下の閾値ｋｔｈ）、複数の送電器による同
時送電または複数の受電器による同時受電を許容するかどうか、に関する情報が含まれて
いてもよい。その受電条件には、さらに、受電電圧（Ｖ）の範囲、受電電力（Ｗ）の範囲
、最大の受電量（Ｗｈ）、許容可能な受電の時間長さ（秒）、等に関する情報が含まれて
いてもよい。その受電条件には、さらに、現時点において他の送電器から受電中であるか
どうか、他の送電器からの受電を開始しようとしているか、現在の送電元の送電器が同時
受電を許容するかどうか、に関する情報が含まれていてもよい。受電器２３０が、現在、
他の送電器（例えば、３１０）から受電中である場合には、受電条件として、その送電器
（３１０）からの送電電力、現在の受電電力および受電効率（ｋｒ）を含んでいてもよい
。
　受電効率ｋｒは、受電器２３０、３３０または４３０における、受電電力に寄与する特
定の送電元の送電電力分Ｐｔに対するその送電電力分による受電電力分Ｐｒの割合を表す
。他の送信元の送電器の送電電力が寄与する受電電力分は除外される。他の送電先の受電
器の受電電力に寄与する送電電力分は除外される。
【００７１】
　ステップ６２１において、送電器２１０の制御部２１２は、送電条件と受電条件が整合
または一致するかどうかを判定する。整合すると判定された場合は、手順はステップ６２
２に進む。整合しないと判定された場合は、手順は図６Ｂのステップ６４０に進む。ステ
ップ７２１において、制御部２３２は、送電条件と受電条件が整合または一致するかどう
かを判定する。整合すると判定された場合は、手順はステップ７２２に進む。整合しない
と判定された場合は、手順は図６Ｂのステップ７４１に進む。
【００７２】
　例えば、送電共振周波数ｆｔのいずれかと受電共振周波数ｆｒのいずれかとが実質的に
一致し得ると判定できる場合には、共振周波数について送電条件と受電条件が整合すると
判定される。例えば、そうでない場合には、送電条件と受電条件が整合しないと判定され
る。例えば、送電器２１０の契約者ａと受電器４３０の契約者ｃの組み合わせが許容され
る場合には、送電器と受電器の契約者の組み合わせについて送電条件と受電条件が整合す
ると判定される。例えば、そうでない場合には、送電条件と受電条件が整合しないと判定
される。
【００７３】
　例えば、送電器２１０と受電器２３０の双方が複数の受電器による同時受電を許容する
場合には、同時受電について送電条件と受電条件が整合すると判定される。例えば、送電
器２１０が複数の受電器による同時受電を許容し、受電器２３０がそれを許容せず、送電
器２１０が他の受電器へ送電中か送電しようとしている場合には、送電条件と受電条件が
整合しないと判定される。例えば、送電器２１０が複数の受電器による同時受電を許容し
、受電器２３０がそれを許容しないが、送電器２１０が他の受電器へ送電中でなく送電し
ようとしてもいない場合には、送電条件と受電条件が整合すると判定されてもよい。この
場合、送電器２１０は、その後、他の受電器（３３０）が送電器２１０から同時受電しよ
うとしても他の受電器（３３０）との間で送電条件と受電条件が整合しないこととなる。
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【００７４】
　例えば、送電器２１０と受電器２３０の双方が複数の送電器による同時送電を許容する
場合には、同時受電について送電条件と受電条件が整合すると判定される。例えば、受電
器２３０が複数の送電器による同時送電を許容し、送電器２１０がそれを許容せず、受電
器２３０が他の送電器から受電中か受電しようとしている場合には、送電条件と受電条件
が整合しないと判定される。例えば、受電器２３０が複数の送電器による同時送電を許容
し、送電器２１０がそれを許容しないが、受電器２３０が他の送電器から受電中でなく受
電しようともしていない場合には、送電条件と受電条件が整合すると判定されてもよい。
この場合、受電器２３０は、その後、他の送電器（３１０）が受電器２３０に同時送電し
ようとしても他の送電器（３１０）との間で送電条件と受電条件が整合しないこととなる
。
【００７５】
　ステップ６２２において、送電器２１０の制御部２１２は、送受信機２１８を介して受
電器２３０に仮送電を行うこと表す情報を送信する。次いで、制御部２１２は、変調部２
１４、増幅器２１６および送電共振コイル２２６を起動し、その周波数およびレベルを調
整して電力を電力供給部２２２に供給し、送電共振コイル２２６を介して仮にまたは一時
的に電力を伝送する（９）。制御部２１２は、電力供給部２２２に供給する電圧および電
流を測定して送電電力を求める。ステップ７２２において、受電器２３０の制御部２３２
は、送受信機２３８を介して送電器２１０から仮送電を行うことを表す情報を受信する。
制御部２３２は、その受信に応答して、整流部２３６および受電共振コイル２４６を起動
し、その周波数を調整して、受電共振コイル２４６を介して電力取出部２４２から電力を
取り出して仮にまたは一時的に電力を受け取る（９）。制御部２３２は、電力取出部２４
２から供給される電圧および電流を測定して受電電力を求める。
【００７６】
　図６Ｂを参照すると、ステップ６２４において、送電器２１０の制御部２１２は、送受
信機２１８を介して、送電状態に関する情報を受電器２３０に送信し、受電状態に関する
情報を受電器２３０から受信する（１０）。ステップ７２４において、受電器２３０の制
御部２３２は、送受信機２３８を介して、受電状態に関する情報を送電器２１０に送信し
、送電状態に関する情報を送電器２１０から受信する（１０）。
【００７７】
　送電器２１０の送電状態は、現在の送電電力（合計）、同時送電前の送信宛先（通信相
手）の受電器への送電電力、同時送電前の送信宛先でない他の受電器への送電電力および
その受電電力を含んでいる。また、送電状態は、送信宛先の受電器への現在の（推定）送
電電力、送信宛先でない他の受電器への現在の（推定）送電電力、送信宛先の受電器への
送電電力分Ｐｔの現在の（推定）送電効率ｋｔを含んでいてもよい。送電状態は、さらに
、送電器２１０の合計の送電電力Ｐｔに対するその送電電力が寄与する送電先の合計の（
推定）受電電力分に対する（推定）送電効率ｋｔ、送信宛先の以外の受電器への送電電力
分Ｐｔの現在の（推定）送電効率ｋｔを含んでいてもよい。送電状態は、さらに、例えば
、送電終了、送電停止および送電状態の正常性（正常か異常か）のような情報を含んでい
てもよい。
【００７８】
　受電器２３０の受電状態は、現在の受電電力（合計）、同時受電前の送信宛先の送電器
からの受電電力、同時受電前の送信宛先でない他の送電器からの送電電力および受電電力
を含んでいる。また、受電状態は、送信宛先の送電器からの現在の（推定）受電電力、送
信宛先でない他の送電器からの現在の（推定）送電電力および（推定）受電電力、送信宛
先の送電器からの受電電力分Ｐｒの現在の（推定）送電効率ｋｒを含んでいてもよい。受
電状態は、さらに、同時受電前の送信宛先でない他の送電器から受電中であることを表す
情報を含んでいてもよい。受電状態は、さらに、受電器２３０の受電電力に寄与する送電
元の全ての送電器からの合計の（推定）送電電力分に対する合計の受電電力の受電効率ｋ
ｒを含んでいてもよい。受電状態は、さらに、例えば、受電終了、受電停止および受電状
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態の正常性（正常か異常か）のような情報を含んでいてもよい。
【００７９】
　ステップ６２６において、送電器２１０の制御部２１２は、送電器２１０の送電状態お
よび受電器２３０の受電状態が正常かどうかを判定する。送電状態および受電状態が正常
であると判定された場合は、手順はステップ６２８に進む。送電状態または受電状態が異
常であると判定された場合は、手順はステップ６４０に進む。
【００８０】
　ステップ７２６において、受電器２３０の制御部２３２は、送電器２１０の送電状態お
よび受電器２３０の受電状態が正常かどうかを判定する。送電状態および受電状態が正常
であると判定された場合は、手順はステップ７２８に進む。送電状態または受電状態が異
常であると判定された場合は、手順はステップ７４１に進む。
【００８１】
　ステップ６２６および７２６における送電状態および受電状態が正常かどうかは、例え
ば、次のように判定されてもよい。
　例えば、送電効率ｋｔが閾値ｋｔｈ以下の場合には、送信状態が異常と判定されてもよ
い。
　例えば、受電効率ｋｒが閾値ｋｔｈ以下の場合には、受電状態が異常と判定されてもよ
い。
　例えば、複数の受電器による同時の仮受電における全体のまたは後の送電効率ｋｔまた
は受電効率ｋｒが選択可能な全ての共振周波数ｆｒ＝ｆｔについて閾値ｋｔｈ以下になっ
た場合には、低い優先度を有する後の受電器（例えば、３３０）の受電状態だけが異常と
判定されてもよい。この場合、例えば、後の受電器の受電環境が不適切である可能性があ
る。
　例えば、複数の送電器による同時の仮送電における全体のまたは後の送電の送電効率ｋ
ｔが選択可能な全ての共振周波数ｆｔ＝ｆｒについて閾値ｋｔｈ以下になった場合には、
低い優先度を有する後の送電器（例えば、３１０）の送電状態だけが異常と判定されても
よい。例えば、２つの送電器２１０、３１０の送電磁界の位相が互いに逆相であった場合
には、仮送電において全体のまたはそれぞれの送電効率ｋｔが大幅に低下する可能性があ
る。
　例えば、温度センサ２２８または２４８の温度が閾値を超えて上昇した場合、送電状態
または受電状態が異常と判定されてもよい。
【００８２】
　ステップ６２８において、送電器２１０の制御部２１２は、送電の開始または継続を表
す情報を送信し、さらに、選択された受電共振周波数ｆｒを表す情報を送信してもよい。
制御部２１２は、必要に応じて、変調部２１４、増幅器２１５、送電部２２０を制御し、
送電共振コイル２２６の送電共振周波数ｆｔを調整し、受電器２３０への送電を開始しま
たは送電を継続してもよい（１１）。ステップ７２８において、受電器２３０の制御部２
３２は、送電の開始または継続を表す情報、受電共振周波数ｆｒを表す情報を受信し、必
要に応じて、送電された電力を受電するよう受電部２４０および整流部２３５を制御し、
受電を開始または継続する（１１）。制御部２３２は、受信した受電共振周波数ｆｒを表
す情報に従って、受電共振コイル２４６の受電共振周波数ｆｒを調整してもよい。
【００８３】
　ステップ６３０において、送電器２１０の制御部２１２は、送受信機２１８を介して、
送電状態に関する情報を受電器２３０に送信し、上述の受電状態に関する情報を受電器２
３０から受信する（１２）。ステップ７３０において、受電器２３０の制御部２３２は、
送受信機２３８を介して、受電状態に関する情報を送電器２１０に送信し、上述の送電状
態に関する情報を送電器２１０から受信する（１２）。
【００８４】
　送電器２１０の制御部２１２は、ステップ６２８または６３０において、さらに、送受
信機２１８を介して、受電器２３０に認証のために送電器２１０の契約者ａおよび送電器
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２１０の識別情報を送信し、受電器２３０から認証のための識別情報を受信し、受電器２
３０の認証を行ってもよい。受電器２３０の制御部２３２は、ステップ７２８または７３
０において、さらに、送受信機２３８を介して、送電器２１０に認証のために受電器２３
０の契約者ａおよび受電器２３０の識別情報を送信し、送電器２１０から認証のための識
別情報を受信し、送電器２１０の認証を行ってもよい。
【００８５】
　ステップ６３６において、送電器２１０の制御部２１２は、送電状態情報および受電状
態および認証結果に基づいて、送電器２１０から受電器２３０への送電または受電器２３
０による受電は可能かどうかを判定する。それが可能でないと判定された場合は、手順は
ステップ６４０に進む。それが可能であると判定された場合は、ステップ６３８において
、制御部２１２は送電を終了するかどうかを判定する。
【００８６】
　ステップ６３８において終了しないと判定された場合は、手順はステップ６２８に戻る
。ステップ６３８において送電を終了すると判定された場合は、手順はステップ６４０に
進む。ステップ６４０において、制御部２１２は変調部２１４および増幅器２１５を停止
するよう制御して送電を停止する（１４）。
【００８７】
　ステップ７４０において、受電器２３０の制御部２３２は、受電を停止するかどうかを
判定する。それを停止すると判定された場合は、手順はステップ７４１に進む。それを停
止しないと判定された場合は、手順はステップ７２８に戻る。ステップ７４１において、
制御部２３２は、受電部２４０および整流部２３６を停止するよう制御して受電を終了す
る（１４）。
【００８８】
　ステップ６３６において受電可能でないと判定されるのは、例えば、次のような場合で
ある。例えば、ステップ６２８における送電状態および受電状態が上述のように正常でな
い場合、受電器２３０の認証に失敗した場合、受電状態に関する情報を閾値の時間（例え
ば、２秒）を超えて受信しなかった場合である。
　例えば、送電効率ｋｔが閾値ｋｔｈ以下の場合には、送信状態が異常と判定されて受電
可能でないと判定されてもよい。
　例えば、複数の受電器による同時の受電中における全体のまたは後の送電の送電効率ｋ
ｔが閾値ｋｔｈ以下になった場合には、低い優先度を有する後の受電器（例えば、３３０
）の受電状態だけが異常で受電可能でないと判定されてもよい。
【００８９】
　ステップ６３８において、送電を終了すると判定されるのは、例えば、次のような場合
である。例えば、送電器２１０のユーザが送電器２１０のキー２１６を操作して送電を停
止した場合、送電器２１０が受電器２３０から受電停止を表す情報を受信した場合である
。
【００９０】
　ステップ７４０において受電を終了すると判定されるのは、例えば、次のような場合で
ある。
　例えば、ステップ７２８における送電状態および受電状態が上述のように正常でない場
合、送電器２１０の認証に失敗した場合、送電状態に関する情報を閾値の時間（例えば、
２秒）を超えて受信しなかった場合、装置２６０の受電またはバッテリ充電が終了した場
合である。また、例えば、受電器２３０のユーザが受電器２３０のキーを操作して受電を
停止した場合、受電器２３０が送電器２１０から送電停止を表す情報を受信した場合であ
る。
　例えば、受電効率ｋｒが閾値ｋｔｈ以下の場合には、受電状態が異常と判定されて受電
停止と判定されてもよい。
　例えば、複数の送電器による同時の送電中における全体のまたは後の送電効率ｋｔまた
は受電効率ｋｒが閾値ｋｔｈ以下になった場合には、低い優先度を有する後の送電器（例



(19) JP 5459392 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

えば、３１０）からの受電状態だけが異常と判定されてその送電器からの受電を停止して
もよい。この場合、その送電器（３１０）からの送電だけが停止されればよい。
　例えば、送電および受電開始後に送電条件と受電条件が整合しなくなった場合に、電状
態または受電状態が異常と判定されて送電を停止してもよい。
【００９１】
　受電器２３０は、送信宛先の送電器２１０から送電停止を表す情報を受信した場合であ
っても、他の送電器（３１０）からの受電が継続されるときは、その受電を継続する。送
電器２１０は、通信宛先の受電器２３０から受電停止を表す信号を受信した場合であって
も、他の受電器（３３０）への送電が継続されるときは、その送電を継続する。
【００９２】
　ステップ６４４において、送電器２１０の制御部２１２は送受信機２１８を介した通信
を終了する。送受信機２１８は、受電器２３０に対して通信の終了を通知してもよい。ス
テップ７４４において、受電器２３０の制御部２３２は送受信機２３８を介した通信を終
了する。送受信機２３８は、送電器２１０に対して通信の終了を通知してもよい。
【００９３】
　その後、送電器２１０において、手順は、図５Ａのステップ５１６に戻り、同時に図５
Ｂのステップ５２２に進む。受電器２３０において、手順は図５Ｂのステップ５４６に進
む。
【００９４】
　図５Ｂを参照すると、ステップ５２２において、送電器２１０の制御部２１２は、イン
タフェース２１９を介して、送電器２１０の契約者ａ、ｘ１の識別情報、受電器２３０の
契約者ａの識別情報、各時間期間における送電量、等を含む送電情報を通信機２０４に供
給する（１６）。送電情報は、メモリ２１３に格納したものである。通信機２０４は、そ
の送電情報をそのメモリに格納する。
　ステップ５２４において、通信機２０４は、そのメモリに格納された、電力計２０２に
関する契約者ａまたはｘ１の識別情報、測定時刻における電力計２０２の総供給電力量、
および送電情報を、ネットワーク５０を介して契約者情報管理サーバ１００に送信する（
１７）。送電器２１０は、さらに、通信機２０４およびネットワーク５０を介して、ステ
ップ６３０において受信した受電器２３０の受電情報を契約者情報管理サーバ１００に送
信してもよい。送電器２１０が受電器２３０の受電情報を契約者情報管理サーバ１００に
送信することによって、受電器２３０によって送信される受電情報の正確さを契約者情報
管理サーバ１００において検証することができる。
　その後、手順は図５Ａのステップ５１２または５１６に戻る。
【００９５】
　ステップ５１４において、契約者情報管理サーバ１００のプロセッサ１０２は、通信機
２０４から電力計２０２に関する契約者ａまたはｘ１の識別情報、電力計２０２の総供給
電力量および送電情報を受信して、記憶装置１０４に格納する。
【００９６】
　ステップ５４６において、受電器２３０の制御部２３２は、送電器２１０の契約者ａま
たはｘ１の識別情報、受電器２３０の契約者ａの識別情報、受電器２３０の識別情報、受
電量、等を含む受電情報を、送受信機２３９、無線基地局５２およびネットワーク５０を
介して契約者情報管理サーバ１００に送信する（１８）。
　受電器２３０がその受電情報を契約者情報管理サーバ１００に送信することによって、
正確な受電器２３０の受電情報を送信することができ、受電器２３０のユーザは受電情報
の送信を確認することができる。また、それによって、送電器２１０のみによって受電情
報が送信される場合に、例えば受電器２３０と送電器２１０の間の無線通信が中断しまた
は正常終了しなかったときなどに発生する可能性のある受電情報の誤りを防止することが
できる。
　受電器２３０は、さらに、ステップ７３０において受信した送電器２１０の送電情報を
無線基地局５２およびネットワーク５０を介して契約者情報管理サーバ１００に送信して
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もよい。受電器２３０がその送電情報を契約者情報管理サーバ１００に送信することによ
って、送電器２１０によって送信された送電情報の正確さを契約者情報管理サーバ１００
において検証することができる。
　その後、手順は図５Ａのステップ５３６に戻ってもよい。
【００９７】
　ステップ５１６において、契約者情報管理サーバ１００のプロセッサ１０２は、受電器
３３０からネットワーク５０を介して受電情報を受信して、記憶装置１０４に格納する（
１９）。
【００９８】
　ステップ５１８において、契約者情報管理サーバ１００のプロセッサ１０２は、送電器
２１０の契約者ａ、ｘ１の識別情報、受電器２３０の契約者ａの識別情報、送電量を含む
送電情報、および受電量を含む受電情報を記憶装置から取り出す。プロセッサ１０２は、
送電器２１０と受電器２３０の間の送電量および受電量に基づいて、受電器２３０に適用
される受電量に対する電力料金を計算し、受電器２３０の契約者に課金する（２０）。
【００９９】
　図６Ａおよび６Ｂの処理および通信手順は、複数の送電器２１０、３１０、４１０と複
数の受電器２３０、３３０、４３０の間の任意の組み合わせの送電に適用してもよい。複
数の送電器２１０、３１０、４１０は、可能な場合には、１つ以上の受電器２３０、３３
０または４３０へ同時に送電してもよい。また、複数の受電器２３０、３３０、４３０は
、可能な場合には、１つ以上の送電器２１０、３１０または４１０から同時に受電しても
よい。
【０１００】
　例えば、送電器２１０が第１のスレッドで受電器２３０へ送電している間に、第２のス
レッドで図６Ａのステップ６０８において、送電器２１０が別の受電器３３０の認証に成
功したとする。この場合、送電器２１０の制御部２１２は、ステップ６２１において、同
時受電に関して、送電器２１０と受電器２３０の間の送電条件と受電条件について条件が
整合するかどうか、さらに、送電器２１０と受電器３３０の間の送電条件と受電条件につ
いて条件が整合するかどうか、を判定する。それらの条件が整合すると判定された場合は
、手順はステップ６２２に進む。それらの条件が整合しないと判定された場合は、手順は
ステップ６４０に進む。図６Ｂのステップ６４０において、制御部２１２は、送受信機２
１８を介して送電停止を表す情報を別の受電器３３０に送信する。受電器３３０の制御部
２３２は、送受信機２３８を介して送電停止を表す情報を受信すると、ステップ７４０に
おいて、受電停止と判定する。
【０１０１】
　例えば、受電器２３０が第１のスレッドで送電器２１０から受電している間に、第２の
スレッドで図６Ａのステップ６０８において、別の送電器３１０による認証に成功したと
する。この場合、受電器２３０の制御部２３２は、ステップ７２１において、同時送電に
関して、送電器２１０と受電器２３０の間の送電条件と受電条件について条件が整合する
かどうか、さらに、送電器３１０と受電器２３０の間の送電条件と受電条件について条件
が整合するかどうか、を判定する。それらの条件が整合すると判定された場合は、手順は
ステップ７２２に進む。それらの条件が整合しないと判定された場合は、手順はステップ
７４１に進む。図６Ｂのステップ７４１において、制御部２３２は、送受信機２３８を介
して受電終了を表す情報を別の送電器３１０に送信する。送電器３１０の制御部２１２は
、送受信機２１８を介して受電終了を表す情報を受信すると、ステップ６３８において、
送電終了と判定する。
【０１０２】
　図７Ａおよび７Ｂは、図５Ａの処理手順の後および図５Ｂの処理手順の前における、送
電器２１０、３１０、４１０と受電器２３０、３３０、４３０の間の電力供給のための別
の処理手順の例を示している。説明のために、送電器２１０と受電器２３０の間で送電お
よび受電が行われるものとする。図７Ａおよび７Ｂの処理手順は、他の送電器３１０、４
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１０、および受電器３３０、４３０にも適用される。
【０１０３】
　図７Ａを参照すると、ステップ６０２～６０８およびステップ７０２は、図６Ａのもの
と同様である。
【０１０４】
　ステップ６１０において、送電器２１０の制御部２１２は、送電器２１０が別の受電器
（例えば、３３０）へ送電中かまたは送電しようとしているかどうかを判定する。別の受
電器へ送電中でも送電しようともしてないと判定された場合には、手順はステップ６２０
に進む。別の受電器へ送電中であるかまたは送電しようとしていると判定された場合には
、ステップ６１２において、制御部２１２は、送受信機２１８を介して、同時受電を行う
ことを表す情報を受電器２３０に送信する（８ｔ）。その後、手順はステップ６２０に進
む。同時受電を表す情報が送信された場合には、ステップ７１２において、受電器２３０
の制御部２３２は、送受信機２３８を介して、送電器２１０による同時受電を表す情報を
受信する（８ｔ）。その後、手順はステップ７２０に進む。
【０１０５】
　ステップ６２０～６２２および７２０～７２２は、図６Ａのものと同様である。ステッ
プ６２１および７２１において、送電条件と受電条件が同時受電を許容するかどうかに関
して条件が整合しなかった場合には、手順は図６Ｂのステップ６４０および７４１に進む
。この場合、受電器２３０によって受電が行われることなく受電が終了する。送電器２１
０と受電器２３０および３３０との間の送電条件と受電条件が同時受電を許容するかどう
かに関して条件が整合した場合には、手順はステップ６２２および７２２に進む。送電条
件と受電条件が同時受電を許容するかどうかに関して、受電器２３０の受電条件が同時受
電を許容しても、先の別の受電器（３３０）による受電に高い優先度があって別の受電器
（３３０）の受電条件が同時受電を許容しない場合は、条件が整合せず、後の受電器２３
０による受電が拒否または停止される。
【０１０６】
　図７Ｂを参照すると、ステップ６２４～６３０、およびステップ７２４～７３０は、図
６Ｂのものと同様である。
【０１０７】
　ステップ６３２において、送電器２１０の制御部２１２は、送電器２１０による受電器
２１０への送電中に、別の受電器（例えば、３３０）による別の受電の開始または終了が
生じたかどうかを判定する。別の受電器（３３０）による受電の開始があるかどうかの判
定は、送電器２１０が別の受電器（３３０）の認証に成功した後、送電器２１０と受電器
２３０の間および送電器２１０と受電器３３０の間の送電条件および受電条件が整合する
かどうかを判定することによって、判定される。また、受電器２３０および３３０が送電
器２１０から同時に受電している間に、他の受電器３３０による受電が終了した（ステッ
プ７４０）場合に、別の受電器による別の受電の終了が生じたと判定される。別の受電器
３３０による受電の開始または終了が生じたと判定された場合には、手順はステップ６２
２に戻る。
【０１０８】
　送電条件と受電条件が同時受電を許容するかどうかに関して、送電器２１０と受電器２
３０および受電器３３０との間の送電条件および受電条件が整合し、同時受電が可能な場
合にも、手順は図７Ａのステップ６２２に戻る。それによって、ステップ６２２および７
２２において送電器２１０と受電器２３０および３３０の間の仮送電および仮受電が開始
される。
【０１０９】
　代替形態として、ステップ６３２のＹＥＳ（肯定）分岐の後、手順はステップ６１２に
戻ってもよい。この場合、ステップ６１２において送電器２１０は送電器２３０にも同時
受電の開始または終了を通知し、送電器２１０と送電器２３０の間でステップ６２０およ
び７２０が再び実行される。
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【０１１０】
　別の受電器３３０による受電の開始があるかどうかの判定に関して、送電器２１０と受
電器２３０および受電器３３０との間の送電条件および受電条件が整合しない場合には、
別の受電器３３０による受電が拒否または停止されることとなる。また、先の受電器２３
０による受電に優先権があり同時受電を許容しない場合にも、送電条件および受電条件が
整合せず、後の別の受電器３３０による受電が拒否または停止される。送電条件および受
電条件が整合しないと判定された場合には、手順はステップ６３６に進む。
【０１１１】
　ステップ６３６～６４４およびステップ７４０～７４４は、図６Ｂのものと同様である
。
【０１１２】
　図８は、契約者情報管理サーバ１００によって行われる、送電器２１０、３１０、４１
０から受電器２３０、３３０、４３０への送電距離Ｄに対する送電効率ｋの変化、送電効
率ｋに基づく受電量Ｐｒに対する電力料金の計算のしかたの例を示している。
【０１１３】
　送電効率ｋは、送電量Ｐｔに対する受電量Ｐｒの百分率で表される。図８において、一
般的に、送電器２１０と受電器２３０の間の送電距離Ｄが大きくなるに従って、実線の曲
線で表されているように送電効率ｋが徐々に低下する。送電量Ｐｔ（即ち１００％）と受
電量Ｐｒ（即ちｋ％）の差Ｐｔ－Ｐｒ（即ち１００－ｋ％）は損失となる。
　この損失分は、電力供給会社と受電器２３０の契約者ａの間で、或る割合で負担されて
もよい。例えば、その損失分は、電力供給会社と受電器２３０の契約者ａの間でｐ：ｓ＝
５０％：５０％の比率で負担されるようにしてもよい。あるいは、例えば、電力供給会社
がより多く負担するように、その比率はｐ／ｓ＞１であってもよい。あるいは、例えば、
契約者ａがより多く負担するように、その比率はｐ／ｓ＜１であってもよい。
　契約者情報管理サーバ１００のプロセッサ１０２は、受電器２３０の受電量Ｐｒに対す
る料金Ｃを次の式で計算することができる。
　Ｃ＝Ｐｔ×（ｋ＋ｓ）％×Ｙ＝（Ｐｒ×１００／ｋ）×（ｋ＋ｓ）％×Ｙ。
プロセッサ１０２は、その料金を契約者ａに課金することができる。ここで、Ｙは単位電
力量Ｐｕに対する料金または料率を表している。従って、送電量Ｐｔ×ｐ％は電力供給業
者の損失分または負担となる。比率（ｋ＋ｓ）％は契約者ａの負担比率を表す。
【０１１４】
　１つの送電器２１０から複数の受電器（２３０、３３０、４３０）へ同時に給電した場
合には、合計の受電量Ｐｒに基づいてそれぞれの受電量（Ｐｒ１、Ｐｒ２、Ｐｒ３）に応
じて料金を比例配分してもよい。この場合、受電器２３０の受電量Ｐｒ１に対する料金Ｃ
１は、例えば次の式で計算することができる。
　Ｃ１＝（Ｐｒ×１００／ｋ）×（ｋ＋ｓ）％×Ｙ×（Ｐｒ１／Ｐｒ）。
【０１１５】
　代替形態として、先に受電を開始した受電器２３０に対しては、同時受電開始前の受電
量Ｐｒ１に対する送電効率ｋ１に基づいて同時受電中の実際の受電量Ｐｒ１ａに対する料
金を適用し、同時受電により後で受電を開始した受電器３３０に対しては、同時受電中の
受電量Ｐｒ２に対して、残りの受電量Ｐｒ２に対する推定の送電効率ｋ２に基づいて料金
を適用してもよい。
【０１１６】
　例えば、先の１つの受電器２３０に対する送電効率ｋ１、２つの受電器２３０、３３０
に対する送電効率ｋ１２について、同時受電開始前において送電量Ｐｔ１＝Ｐｒ１×１０
０／ｋ１と表されるので、同時受電中の受電器２３０の受電量Ｐｒ１ａに対する料金Ｃ１
は、次の式で表される。
　Ｃ１＝Ｐｔ１ａ×（ｋ１＋ｓ）％×Ｙ
＝（Ｐｒ１ａ×１００／ｋ１）×（ｋ１＋ｓ）％×Ｙ。
ここで、Ｐｔ１ａは受電量Ｐｒ１ａに寄与する推定送電量を表している。
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【０１１７】
　この場合、同時受電中の受電器３３０の受電量Ｐｒ２に対する料金Ｃ２は、全体の受電
量Ｐｒに対する料金Ｃと受電量Ｐｒ１ａに対する料金Ｃ１の差額として、例えば、次の式
で表される。
　Ｃ２＝Ｐｔ２×（ｋ２＋ｓ２）％×Ｙ
＝Ｐｔ×（ｋ１２＋ｓ）％×Ｙ－（Ｐｒ１ａ×１００／ｋ１）×（ｋ１＋ｓ）％×Ｙ
＝（（Ｐｒ１ａ＋Ｐｒ２）×１００／ｋ１２）×（ｋ１２＋ｓ）％×Ｙ－（Ｐｒ１ａ×１
００／ｋ１）×（ｋ１＋ｓ）％×Ｙ。
ここでｓ２は、送電損失分の受電量Ｐｒ２に対する推定負担率を表している。
【０１１８】
　代替形態として、同時受信開始前の受電器２３０に対する送電量の送電効率ｋ１に基づ
いて、電力業者が同じ料率で課金できるようにしてもよい。この場合、合計の送電量Ｐｔ
に基づいて同時受電中の受電器３３０の受電量Ｐｒ２に対する料金Ｃ２は、例えば、次の
式で表される。
　Ｃ２＝Ｐｔ２×（ｋ２＋ｓ２）％×Ｙ
＝（Ｐｔ－Ｐｔ１）×（ｋ１＋ｓ）％×Ｙ
＝（（Ｐｒ１ａ＋Ｐｒ２）×１００／ｋ１２－Ｐｒ１×１００／ｋ１）×（ｋ１＋ｓ）％
×Ｙ。
【０１１９】
　複数の送電器（２１０、３１０、４１０）から１つの受電器２３０へ同時に給電した場
合には、合計の送電量Ｐｔおよび合計の受電量Ｐｒに基づいてそれぞれの送電量（Ｐｔ１
、Ｐｔ２、Ｐｔ３）に応じて料金を比例配分して、それぞれの受電の料金を別々に計算し
もよい。この場合、受電量Ｐｒ１に対する料金Ｃ１は、例えば次の式で計算することがで
きる。
　Ｃ１＝Ｐｔ×（ｋ＋ｓ）％×Ｙ×（Ｐｔ１／Ｐｔ）
＝（Ｐｒ×１００／ｋ）×（ｋ＋ｓ）％×Ｙ×（Ｐｔ１／Ｐｔ）。
この場合、送電器２１０からの推定受電量Ｐｒ１は、例えば次の式で表される。
　Ｐｒ１＝Ｐｒ×（Ｐｔ１／Ｐｔ）
【０１２０】
　代替形態として、先に送電を開始した送電器２１０に対しては、同時送電開始時の送電
量Ｐｔ１に対する送電効率ｋに基づいて同時送電中の実際の送電量Ｐｔ１ａに対する料金
を適用し、同時送電により後で送電を開始した送電器３１０に対しては、残りの送電量Ｐ
ｔ２に対する推定の送電効率ｋ２に基づいて料金を適用してもよい。
【０１２１】
　例えば、先の１つの送電器２１０に対する送電効率ｋ１、２つの送電器２１０、３１０
に対する送電効率ｋ１２について、同時送電開始前においてＰｔ１＝Ｐｒ１×１００／ｋ
１なので、同時送電中の送電器２１０の送電量Ｐｔ１ａに対応する推定受電量Ｐｒ１に対
する料金Ｃ１は、次の式で表される。
　Ｃ１＝Ｐｔ１ａ×（ｋ１＋ｓ）％×Ｙ。
【０１２２】
　この場合、同時送電中の送電器３１０の送電量Ｐｔ２に対応する推定受電量Ｐｒ２に対
する料金Ｃ２は、全体の送電量Ｐｔに対する料金Ｃと送電量Ｐｔ１ａに対する料金Ｃ１の
差額として、例えば、次の式で表される。
　Ｃ２＝Ｐｔ２×（ｋ２＋ｓ２）％×Ｙ
＝Ｐｔ×（ｋ１２＋ｓ）％×Ｙ－Ｐｔ１ａ×（ｋ１＋ｓ）％×Ｙ
＝Ｐｔ×（ｋ１２＋ｓ）％×Ｙ－（Ｐｒ１ａ×１００／ｋ１）×（ｋ１＋ｓ）％×Ｙ
ここでｓ２は、送電損失分の送電量Ｐｔ２に対する推定負担率を表している。
【０１２３】
　代替形態として、同時送電開始前の送電器２１０の送電量の送電効率ｋ１に基づいて、
電力業者が同じ料率で課金できるようにしてもよい。この場合、合計の送電量Ｐｔに基づ
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いて同時送電中の送電器３１０の送電量Ｐｔ２に対する料金Ｃ２は、例えば、次の式で表
される。
　Ｃ２＝Ｐｔ２×（ｋ２＋ｓ２）％×Ｙ
＝（Ｐｔ－Ｐｔ１）×（ｋ１＋ｓ）％×Ｙ。
【０１２４】
　複数の送電器の各々が複数の受電器に同時に送電しかつ複数の受電器の各々が複数の送
電器から同時に受電する場合、複数の送電器の合計の送電量（Ｐｔ＝Ｐｔ１＋Ｐｔ２＋．
．．）と複数の受電器の合計の受電量（Ｐｒ＝Ｐｒ１＋Ｐｒ２＋．．．）に基づいて、各
送電量（Ｐｔ１、Ｐｔ２、．．．）と各受電量（Ｐｒ１、Ｐｒ２、．．．）を比例配分で
推定してもよい。代替形態として、各１つの送電器と各１つの受電器の間の同時送電およ
び同時受電の開始と終了の順序を分析して、同時送電または受電開始前の料金を、先の受
電器に適用し、同時送電中の料金と同時送電または受電開始前の料金の差額を後の受電器
に課金してもよい。
【０１２５】
　図９Ａおよび９Ｂは、異なる電共振周波数および受電共振周波数ｆ＝Ｆ１、Ｆ２につい
ての、送電距離Ｄに対する送送電効率ｋの変化の例を示している。
【０１２６】
　送電距離Ｄ＝ｄ１において、図９Ａにおける共振周波数Ｆ１に対する送電効率ｋは、図
９Ｂにおける共振周波数Ｆ２に対する送電効率ｋより高い。距離Ｄ＝ｄ２において、図９
Ａにおける共振周波数Ｆ１に対する送電効率ｋは、図９Ｂにおける共振周波数Ｆ２に対す
る送電効率ｋより幾分か低い。距離Ｄ＝ｄ３において、図９Ａにおける共振周波数Ｆ１に
対する送電効率ｋは、図９Ｂにおける共振周波数Ｆ２に対する送電効率ｋより大幅に低い
。
【０１２７】
　従って、図６Ａおよび７Ａのステップ６２２において、送電器２１０の制御部２１２は
、異なる時間期間に異なる複数の共振周波数ｆｔ＝ｆｒ＝Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３の値を受電器
２３０に順次送信する。選択可能な異なる共振周波数ｆｔ＝ｆｒの数だけ時間期間を設け
ても、または代表的な共振周波数ｆｔ＝ｆｒの数だけ時間期間を設けて隣接の周波数間の
周波数について送電効率ｋを補間してもよい。図６Ａおよび７Ａのステップ７２２におい
て、受電器２３０の制御部２３２は、第１と第２の時間期間にそれぞれ異なる複数の共振
周波数ｆｔ＝ｆｒ＝Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３の値を送電器２１０から順次受信する。
　第１の時間期間において、送電器２１０は、送電共振コイル２２６を送電共振周波数ｆ
ｔ＝Ｆ１に調整して、送電部２２０を介して仮送電する。第１の時間期間において、受送
電器２３０は、受電共振コイル２４６を受電共振周波数ｆｒ＝Ｆ１に調整して、受電部２
４０を介して仮受電する。
　第２の時間期間において、送電器２１０は、送電共振コイル２２６を送電共振周波数ｆ
ｔ＝Ｆ２に調整して、送電部２２０を介して仮送電する。第２の時間期間において、受電
器２３０は、受電共振コイル２４６を受電共振周波数ｆｒ＝Ｆ２に調整して、受電部２４
０を介して仮受電する。
　第３の時間期間において、送電器２１０は、送電共振コイル２２６を送電共振周波数ｆ
ｔ＝Ｆ３に調整して、送電部２２０を介して仮送電する。第３の時間期間において、受電
器２３０は、受電共振コイル２４６を受電共振周波数ｆｒ＝Ｆ３に調整して、受電部２４
０を介して仮受電する。
　但し、複数の受電器の中に優先度の高いものがある場合、例えば先に受電を開始した受
電器（例えば、２３０）がより高い優先度を有する場合には、送電器２１０は、ステップ
６２２において先の受電器（２３０）への送電における共振周波数だけを後の受電器（３
３０）に送信し、その共振周波数だけで仮送電してもよい。
　ステップ７２４において、受電器２３０は、第１と第２の時間期間における各受電量を
送電器２１０に送信する。ステップ６２４において、送電器２１０は、各時間期間におけ
る各受電量を受電器２３０から受信する。送電器２１０（制御部２１２）は、送電共振周
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波数ｆｔ＝ｆｒ＝Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３について、それぞれの送電量と受電量に基づいて送電
効率ｋを計算し、閾値以下の送電効率ｋを生じさせた送電共振周波数ｆｔを除外し、より
高い送電効率ｋを生じさせた送電共振周波数ｆｔ＝ｆｒを選択する。
　ステップ６２２において、送電器２１０が同時に複数の受電器２３０、３３０、４３０
に対して仮送電を行う場合には、送電器２１０の合計の送電量に対するそれらの受電器２
３０、３３０、４３０の合計の受電量の最も高い送電効率ｋを生じさせる送電および受電
共振周波数ｆｔ、ｆｒを選択してもよい。
【０１２８】
　ステップ６２８において、送電器２１０は、送電の開始を表す情報を送信し、例えば受
電共振周波数ｆｒ＝Ｆ１を表す情報を送信し、送電を開始する。ステップ７２８において
、受電器２３０は、送電の開始を表す情報を受信し、例えば受電共振周波数ｆｒ＝Ｆ１を
表す情報を受信し、受電を開始する。
【０１２９】
　図１０は、図１または２において、図６Ａおよび６Ｂまたは図７Ａおよび７Ｂの処理手
順に従って、１つの送電器２１０または３１０から同時受電する受電器２３０、３３０、
４３０のいずれかに送電する場合の送電手順の例を示している。説明のために、送電器２
１０と受電器２３０、３３０、４３０の間で送電および受電が行われるものとする。
【０１３０】
　送電器２１０は、第１のスレッドで、図５Ａのステップ５１６を実行し、問い合わせ信
号を送信する。受電器２３０は、ステップ５３６（図５Ａ）において、受電器２３０は、
送電器２１０から問い合わせ信号を受信する。その後、送電器２１０は、第１のスレッド
で、ステップ８０２即ちステップ６０２～６３８の処理（図６Ａおよび６Ｂまたは図７Ａ
および７Ｂ）を実行し、その間、受電器２３０は、ステップ９０２即ちステップ７０２～
７４０の処理（図６Ａおよび６Ｂまたは図７Ａおよび７Ｂ）を実行する。
【０１３１】
　送電器２１０は、第１のスレッドで受電器２３０に送電している間に、第２のスレッド
でステップ５１６（図５Ａ）を実行し、問い合わせ信号を送信する。受電器３３０は、ス
テップ５３６（図５Ａ）において、送電器３１０から問い合わせ信号を受信する。その後
、送電器２１０は、第２のスレッドで、ステップ８１２即ちステップ６０２～６３８の処
理（図６Ａおよび６Ｂまたは図７Ａおよび７Ｂ）を実行し、その間、受電器３３０は、ス
テップ９１２即ちステップ７０２～７４０の処理（図６Ａおよび６Ｂまたは図７Ａおよび
７Ｂ）を実行する。従って、送電器２１０は、第１のスレッドで受電器２３０に送電して
いる間に、第２のスレッドで受電器３３０に送電する。
【０１３２】
　その後、送電器２１０は、第１のスレッドで、ステップ６４０（図６Ｂまたは７Ｂ）を
実行し、受電器２３０に対して送電停止を表す情報を送信する。ステップ７４１（図６Ｂ
または７Ｂ）において、受電器２３０は、送電停止を表す情報の受信に応答して受電を終
了する。ステップ６４４（図６Ｂまたは７Ｂ）において、送電器２１０は、第１のスレッ
ドで、受電器２３０との無線通信を終了する。ステップ７４４（図６Ｂまたは７Ｂ）にお
いて、受電器２３０は、送電器２１０との無線通信を終了する。
【０１３３】
　送電器２１０は、第２のスレッドで受電器３３０に送電している間に、第３のスレッド
で図５Ａのステップ５１６を実行し、問い合わせ信号を送信する。受電器４３０は、ステ
ップ５３６において、送電器３１０から問い合わせ信号を受信する。その後、送電器２１
０は、第３のスレッドで、ステップ８２２即ちステップ６０２～６３８の処理（図６Ａお
よび６Ｂまたは図７Ａおよび７Ｂ）を実行し、その間、受電器４３０は、ステップ９２２
即ちステップ７０２～７４０の処理（図６Ａおよび６Ｂまたは図７Ａおよび７Ｂ）を実行
する。従って、送電器２１０は、第２のスレッドで受電器２３０に送電している間に、第
３のスレッドで受電器３３０に送電する。
【０１３４】
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　その後、送電器２１０は、第２のスレッドで、図６Ｂまたは７Ｂのステップ６４０を実
行し、受電器３３０に対して送電停止を表す情報を送信する。ステップ７４１（図６Ｂま
たは７Ｂ）において、受電器３３０は、送電停止を表す情報の受信に応答して受電を終了
する。ステップ６４４（図６Ｂまたは図７Ｂ）において、送電器２１０は、第２のスレッ
ドで、受電器３３０との無線通信を終了する。ステップ７４４（図６Ｂまたは図７Ｂ）に
おいて、受電器３３０は、送電器２１０との無線通信を終了する。
【０１３５】
　その後、送電器２１０は、第３のスレッドで、ステップ６４０（図６Ｂまたは図７Ｂ）
を実行し、受電器４３０に対して送電停止を表す情報を送信する。ステップ７４１（図６
Ｂまたは図７Ｂ）において、受電器４３０は、送電停止を表す情報の受信に応答して受電
を終了する。ステップ６４４（図６Ｂまたは図７Ｂ）において、送電器２１０は、第３の
スレッドで、受電器４３０との無線通信を終了する。ステップ７４４（図６Ｂまたは図７
Ｂ）において、受電器４３０は、送電器２１０との無線通信を終了する。
【０１３６】
　図１１は、図１または２において、図７Ａおよび７Ｂの処理手順に従って、１つの送電
器２１０または３１０から同時に受電する２つの受電器２３０、３３０に送電する場合の
別の送電手順の例を示している。説明のために、送電器２１０と受電器２３０、３３０の
間で送電および受電が行われるものとする。
【０１３７】
　送電器２１０は、第１のスレッドで、図５Ａのステップ５１６を実行し、問い合わせ信
号を送信する。受電器２３０は、ステップ５３６において、送電器２１０から問い合わせ
信号を受信する。その後、送電器２１０は、第１のスレッドで、ステップ８０２即ちステ
ップ６０２～６３８の処理（図７Ａおよび７Ｂ）を実行し、その間、受電器２３０は、ス
テップ９０２即ちステップ７０２～７４０の処理（図７Ａおよび７Ｂ）を実行する。
【０１３８】
　その後、送電器２１０は、第１のスレッドで受電器２３０に送電している間に、第２の
スレッドでステップ５１６（図５Ａ）を実行し、問い合わせ信号を送信する。受電器３３
０は、ステップ５３６において、送電器３１０から問い合わせ信号を受信する。その後、
送電器２１０は、第２のスレッドで、ステップ８６２即ちステップ６０２～６１０（図７
Ａ）の認証と無線通信確立の処理を実行し、その間、受電器３３０は、ステップ９６２即
ちステップ７０２（図７Ａ）の無線通信確立の処理を実行する。
【０１３９】
　送電器２１０は、第１のスレッドで受電器２３０に送電している間に、第２のスレッド
でステップ６１２（図７Ａ）を実行し、同時受電が開始することを表す情報を受電器２３
０に送信する。ステップ７１２（図７Ａ）において、受電器３３０は、送電器２１０によ
る同時受電の開始を表す情報を受信する。
【０１４０】
　その後、送電器２１０は、第２のスレッドで、ステップ６２０（図７Ａ）を実行し、送
電条件を受電器３３０に送信し、受電器３３０から受電条件を受信する。受電器３３０は
、ステップ７２０を実行し、受電条件を送電器２１０に送信し、送電器２１０から送電条
件を受信する。
【０１４１】
　送電器２１０は、第１と第２のスレッドで、ステップ８７２中のステップ６２２（図７
Ａ）を実行し、送電器２１０は、受電器２３０に仮送電を行うこと表す情報を送信し、送
電共振コイル２２６を介して仮にまたは一時的に電力を伝送する。ステップ９７２および
９８２中のステップ７２２（図７Ｂ）において、受電器２３０、３３０の各々は、送電器
２１０から仮送電を行うことを表す情報を受け取り、受電共振コイル２４６を介して電力
を取り出して仮にまたは一時的に電力を受け取る。
【０１４２】
　送電器２１０は、第１と第２のスレッドで、ステップ８７２中のステップ６２４（図７
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Ｂ）を実行し、送電器２１０は、送電状態に関する情報を受電器２３０、３３０に送信し
、受電状態に関する情報を受電器２３０、３３０から受信する。ステップ９７２および９
８２中のステップ７２４（図７Ｂ）において、受電器２３０、３３０の各々は、受電状態
に関する情報を送電器２１０に送信し、送電状態に関する情報を送電器２１０から受信す
る。
【０１４３】
　その後、送電器２１０は、第１と第２のスレッドで、ステップ８７２即ちステップ６２
２～６３８（図７Ｂ）の送電と認証の処理を繰り返し実行し、その間、受電器２３０およ
び３３０は、ステップ９７２および９８２即ちステップ７２２～７４０（図７Ｂ）の受電
の処理を繰り返し実行する。
【０１４４】
　従って、送電器２１０は、第１のスレッドで受電器２３０に送電している間に、第２の
スレッドで受電器３３０に送電する。
【０１４５】
　その後、送電器２１０は、第２のスレッドで、ステップ６４０（図７Ｂ）を実行し、受
電器３３０に対して送電停止を表す情報を送信する。ステップ７４１（図７Ｂ）において
、受電器３３０は、送電停止を表す情報の受信に応答して受電を終了する。ステップ６４
４（図７Ｂ）において、送電器２１０は、第２のスレッドで、受電器３３０との無線通信
を終了する。ステップ７４４（図７Ｂ）において、受電器３３０は、送電器２１０との無
線通信を終了する。
【０１４６】
　その後、送電器２１０は、第１のスレッドで、ステップ８０４即ちステップ６２２～６
３８（図７Ｂ）の送電と認証の処理を実行し、その間、受電器２３０は、ステップ９０４
即ちステップ７２２～７４０（図７Ｂ）の受電の処理を実行する。ステップ６２２および
７２２（図７Ｂ）において、送電器２１０と受電器２３０は、再び仮送電および仮受電を
行う。
【０１４７】
　その後、送電器２１０は、第１のスレッドで、ステップ６４０（図７Ｂ）を実行し、受
電器２３０に対して送電停止を表す情報を送信する。ステップ７４１（図７Ｂ）において
、受電器２３０は、送電停止を表す情報の受信に応答して受電を終了する。ステップ６４
４（図７Ｂ）において、送電器２１０は、第１のスレッドで、受電器２３０との通信を終
了する。ステップ７４４（図７Ｂ）において、受電器２３０は、送電器２１０との通信を
終了する。
【０１４８】
　図１２Ａ～１２Ｃは、図２において、図６Ａおよび６Ｂの処理手順に従って、複数の送
電器２１０、３１０、４１０の中の１つまたは２つの送電器から受電器２３０、３３０、
４３０のいずれかに送電する場合の別の送電手順の例を示している。図１２Ａにおいて、
２つの送電器２１０、３１０は１つの受電器２３０に同時に送電する。
【０１４９】
　図１２Ａを参照すると、送電器２１０は、図５Ａのステップ５１６を実行し、問い合わ
せ信号を送信する。受電器２３０は、第１のスレッドで、ステップ５３６を実行し、送電
器２１０から問い合わせ信号を受信する。その後、送電器２１０は、ステップ８０６即ち
ステップ６０２～６３８の処理（図６Ａおよび６Ｂ）を実行し、その間、受電器２３０は
、ステップ９０６即ちステップ７０２～７４０の処理（図６Ａおよび６Ｂ）を実行する。
【０１５０】
　受電器２３０が第１のスレッドで送電器２１０から受電している間に、別の送電器３１
０が、図５Ａのステップ５１６を実行し、問い合わせ信号を送信する。受電器２３０は、
第２のスレッドで、ステップ５３６を実行し、送電器３１０から問い合わせ信号を受信す
る。その後、送電器３１０は、ステップ８１６即ちステップ６０２～６３８の処理（図６
Ａおよび６Ｂ）を実行し、その間、受電器３３０は、第２のスレッドで、ステップ９１６
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即ちステップ７０２～７４０の処理（図６Ａおよび６Ｂ）を実行する。それによって、２
つの送電器２１０、３１０から受電器２３０への同時送電が行われる。
【０１５１】
　受電器２３０は、第２のスレッドで、ステップ９１６のステップ７２０（図６Ａ）にお
いて、現在、他の送電器２１０から受電中であることを表す情報と、現在の受電共振周波
数ｆｒとを含む受電条件を送電器３１０に送信する。送電器３１０は、ステップ８１６の
ステップ６２１において、送電条件と現在の受電条件が整合または一致するかどうかを判
定する。受電器２１０は、第２のスレッドで、ステップ７２１（図６Ａ）を実行して、送
電条件と現在の受電条件が整合または一致するかどうかを判定する。
【０１５２】
　送電器３１０は、ステップ８１６のステップ６２６（図６Ｂ）において、送電器３１０
の送電状態と受電器２３０の受電状態とが正常かどうかを判定する。受電器２３０は、第
２のスレッドで、ステップ９１６のステップ７２６（図６Ｂ）において、送電器３１０の
送電状態と受電器２３０の受電状態とが正常かどうかを判定する。例えば、２つの送電器
２１０と３１０の結合磁界の位相が整合せず送電効率ｋが閾値ｋｔｈより低い場合には、
異常と判定され、送電器３１０から受電器２１０への送電（同時送電）が停止される（図
６Ｂ、ステップ６４０、７４１）。
【０１５３】
　図１２Ａにおいて、送電器２１０、３１０と受電器２３０において、ステップ６２１お
よび７２１（図６Ａ）において送電条件と受電条件が整合すると判定され、ステップ６２
６および７２６（図６Ａ）において仮送電および仮受電が正常と判定されるものとする。
この場合、ステップ６２８（図６Ｂ）における同時送電およびステップ７２８（図６Ｂ）
における受電が開始され継続される。
【０１５４】
　その後、送電および受電の環境が変化し、例えば受電器２３０が動いて送電および受電
環境が変化し、または受電器４３０が送電器３１０の送電可能範囲に入って来たために、
送電効率ｋｔまたは受電効率ｋｒが低下した場合に、受電不可能または受電停止と判定さ
れる（ステップ６３６、６３８、７４０）。
【０１５５】
　従って、送電器３１０は、ステップ６４０（図６Ｂ）において、受電器２３０に対して
送電停止を表す情報を送信する。ステップ７４１（図６Ｂ）において、受電器２３０は、
第２のスレッドで、送電停止を表す情報の受信に応答して受電を終了する。ステップ６４
４（図６Ｂ）において、送電器３１０は、受電器２３０との通信を終了する。ステップ７
４４（図６Ｂ）において、受電器２３０は、送電器３１０との通信を終了する。その後も
、送電器２１０から受電器２３０への送電は継続される。
【０１５６】
　図１２Ｂを参照すると、次いで、送電器３１０は、ステップ５１６（図５Ａ）を実行し
、問い合わせ信号を送信する。受電器３３０は、ステップ５３６（図５Ａ）において、送
電器３１０から問い合わせ信号を受信する。その後、送電器３１０は、ステップ８２６即
ちステップ６０２～６３８の処理（図６Ａおよび６Ｂ）を実行し、その間、受電器３３０
は、ステップ９２６即ちステップ７０２～７４０の処理（図６Ａおよび６Ｂ）を実行する
。
【０１５７】
　その後、送電器３１０は、ステップ６４０（図６Ｂ）において、受電器３３０に対して
送電停止を表す情報を送信する。ステップ７４１（図６Ｂ）において、受電器３３０は、
送電停止を表す情報の受信に応答して受電を終了する。ステップ６４４（図６Ｂ）におい
て、送電器３１０は、受電器３３０との通信を終了する。ステップ７４４（図６Ｂ）にお
いて、受電器３３０は、送電器３１０との通信を終了する。
【０１５８】
　その後、送電器２１０は、ステップ６４０（図６Ｂ）において、受電器２３０に対して
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送電停止を表す情報を送信する。ステップ７４１（図６Ｂ）において、受電器２３０は、
送電停止を表す情報の受信に応答して受電を終了する。ステップ６４４（図６Ｂ）におい
て、送電器２１０は、受電器２３０との通信を終了する。ステップ７４４（図６Ｂ）にお
いて、受電器２３０は、送電器２１０との通信を終了する。
【０１５９】
　図１２Ｃを参照すると、送電器３１０は、ステップ５１６（図５Ａ）を実行し、問い合
わせ信号を送信する。受電器４３０は、ステップ５３６（図５Ａ）において、送電器３１
０から問い合わせ信号を受信する。その後、送電器３１０は、ステップ８３６即ちステッ
プ６０２～６３８の処理（図６Ａおよび６Ｂ）を実行し、その間、受電器４３０は、ステ
ップ９３６即ちステップ７０２～７４０の処理（図６Ａおよび６Ｂ）を実行する。
【０１６０】
　その後、例えば送電および受電の環境が変化して送電効率ｋが低下したことによって、
送電器３１０は、ステップ６４０（図６Ｂ）において、受電器４３０に対して送電停止を
表す情報を送信する。ステップ７４１（図６Ｂ）において、受電器４３０は、送電停止を
表す情報の受信に応答して受電を終了する。ステップ６４４（図６Ｂ）において、送電器
３１０は、受電器４３０との通信を終了する。ステップ７４４（図６Ｂ）において、受電
器４３０は、送電器３１０との通信を終了する。
【０１６１】
　次いで、送電器４１０は、ステップ５１６（図５Ａ）を実行し、問い合わせ信号を送信
する。受電器４３０は、ステップ５３６（図５Ａ）において、送電器４１０から問い合わ
せ信号を受信する。その後、送電器４１０は、ステップ８３８即ちステップ６０２～６３
８の処理（図６Ａおよび６Ｂ）を実行し、その間、受電器４３０は、ステップ９３８即ち
ステップ７０２～７４０の処理（図６Ａおよび６Ｂ）を実行する。
【０１６２】
　その後、送電器４１０は、ステップ６４０（図６Ｂ）において、受電器４３０に対して
送電停止を表す情報を送信する。ステップ７４１（図６Ｂ）において、受電器４３０は、
送電停止を表す情報の受信に応答して受電を終了する。ステップ６４４（図６Ｂ）におい
て、送電器４１０は、受電器４３０との通信を終了する。ステップ７４４（図６Ｂ）にお
いて、受電器４３０は、送電器４１０との通信を終了する。
【０１６３】
　図１２Ａ～１２Ｃにおいて、図１０Ａおよび１０Ｂまたは図１１Ａおよび１１Ｂと組み
合わせて、複数の送電器２１０、３１０、４１０の各々が複数の受電器２３０、３３０、
４３０に同時に送電し、かつ複数の受電器２３０、３３０、４３０の各々が複数の送電器
２１０、３１０、４１０から同時に受電してもよい。
【０１６４】
　このように、実施形態によれば、それぞれの送電条件と受電条件に基づいて、任意の１
つ以上の送電器から任意の１つ以上の受電器に送電することができ、またそれぞれの受電
器における受電量に対して電力料金を計算することができる。
【０１６５】
　ここで挙げた全ての例および条件的表現は、発明者が技術促進に貢献した発明および概
念を読者が理解するのを助けるためのものであり、ここで具体的に挙げたそのような例お
よび条件に限定することなく解釈されるものである。また、明細書におけるそのような例
の編成は本発明の優劣を示すこととは関係ない。本発明の実施形態を詳細に説明したが、
本発明の精神および範囲から逸脱することなく、それに対して種々の変更、置換および変
形を施すことができる。
【符号の説明】
【０１６６】
　２０、２２　電力供給システム
　４０　送電線
　５０　ネットワーク
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　２０２、３０２　電力計
　３０４、４０４　通信機
　２１０、３１０　送電器
　２３０、３３０　受電器
　２６０、３６０　電力を使用する装置
　１００　契約者情報管理サーバ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図７Ａ】 【図７Ｂ】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２Ａ】
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【図１２Ｂ】 【図１２Ｃ】
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