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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】モバイル装置で使用される展開アンテナの提供
。
【解決手段】展開アンテナは、ハウジングと同一平面と
なる収納位置に折り畳み可能である。また、それは、好
ましくは傾斜角に開いて、少なくとも１５センチメート
ル（６インチ）離れたところから無線電力を受信するた
めに使用できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリ電力に基づいて動作する電子装置と、
　前記電子装置内で結合され、少なくとも約１５．２４センチメートル（６インチ）離れ
た距離から、前記電子装置を駆動する無線電力を受信することを許容する無線受信回路と
、
　前記電子装置の少なくとも一部を保持するハウジングと、
　前記ハウジングに折り畳み可能に付着され、無線受信アンテナを含み、折り畳まれうる
電気的接続を介して前記無線受信回路に結合された折り畳み可能なフラップと、
　を備えたシステム。
【請求項２】
　前記折り畳み可能なフラップは、完全に開かれた位置にあるときに、主ハウジングに対
して傾斜角を形成するように折り畳み可能である、請求項１のシステム。
【請求項３】
　前記折り畳み可能なフラップは、ループ・アンテナを含み、前記ループ・アンテナはコ
ンデンサと直列に結合されている、請求項１のシステム。
【請求項４】
　前記電子装置は携帯電話である、請求項１のシステム。
【請求項５】
　前記電子装置はポータブル・ラップトップ・コンピュータである、請求項１のシステム
。
【請求項６】
　前記電子装置はＰＤＡであり、前記折り畳み可能なフラップは前記ＰＤＡのカバーの一
部分である、請求項１のシステム。
【請求項７】
　前記無線受信回路は共振接続を介して磁気エネルギを受信する、請求項１のシステム。
【請求項８】
　バッテリ電力に基づいて電子装置を動作させること、
　前記電子装置に関連したフラップを開いて、前記電子装置に対して、前記フラップの一
部分を少なくとも１ミリメートルだけ前記電子装置から離れて配置すること、
　少なくとも１５センチメートル（６インチ）離れたところから無線電力を受信するため
に前記フラップ内のアンテナを使用すること、
　および、前記電子装置において前記無線電力を使用すること、
　を備える方法。
【請求項９】
　前記開くことは、主ハウジングに対して傾斜角を形成するように前記折り畳み可能なフ
ラップを開くことを備える、請求項８の方法。
【請求項１０】
　前記折り畳み可能なフラップ内のアンテナを遠隔の送信アンテナに対して共振するよう
に維持することをさらに備える、請求項８の方法。
【請求項１１】
　前記電子装置は携帯電話である、請求項８の方法。
【請求項１２】
　前記電子装置はポータブル・ラップトップ・コンピュータである、請求項８の方法。
【請求項１３】
　前記電子装置はＰＤＡであり、前記折り畳み可能なフラップは前記ＰＤＡのカバーの一
部分である、請求項８の方法。
【請求項１４】
　前記フラップが前記ハウジングに対して押し付けられかつ前記ハウジングと同一平面で
ある位置まで前記フラップを開くことをさらに備える、請求項８の方法。
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【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本出願と共通に譲渡された先行出願は、例えば、受信機に電力を無線で誘起するために
磁界を用いて、送信機から受信機に電力を無線で送ることを記載している。
【０００２】
　送信および受信アンテナとそれらの設計がこの種のシステムにおいて重要となる。
【発明の概要】
【０００３】
　本出願は、無線電力に対して使用するための展開アンテナについて記述する。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】図１は、携帯電話で使用されるシステムを示す。
【図２】図２は、ラップトップ・コンピュータで使用されるシステムを示す。
【図３】図３は、ＰＤＡで使用されるシステムを示す。
【図４】図４は、傾斜角に広げられたフラップを示す。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　無線電力の概念が、２００７年７月９日に提出された「結合アンテナを使用する無線エ
ネルギ転送」という名称の我々の特許出願第11/775,168号に詳細に記載されており、その
出願の主題は参照により明示的にここに取り入れられる。一般に、これは、典型的には約
１５．２４センチメートル（６インチ）から約３０．４８センチメートル（１２インチ）
より大きい、より一般的には約７．６２センチメートル（３インチ）と約１５．２４セン
チメートル（６インチ）の間の距離だけ電力を送信できる無線電力送信機および受信機を
記述する。
【０００６】
　しかし、本発明者等は、無線電力受信アンテナを導電性平面に対して非常に接近させる
ことは、受信される電力を減少させることになりうることを見だした。ＰＤＡｓ、ラップ
トップ・コンピュータ、およびセルフォン（cell phones）のような導電性要求（conduct
ive claim）を有する種々のアイテム（items）でこのタイプの電力受信用アンテナを使用
することが望ましいかもしれない。しかし、これらの装置のそれぞれは、それ自体で導電
性平面を形成する表示されたまたは印刷された回路基板を有していてもよい。セルフォン
は、それのタンテナの一部として接地平面（ground plane）を使用してもよいので、より
大きな問題とさえなりうる。
【０００７】
　本システムの１つの態様は、共振アンテナの一部または全部を、装置から１／１０波長
より大きく離して維持する展開アンテナを使用することである。
【０００８】
　１つの態様によれば、無線電力受信アンテナは、ケースのカバー・フラップに埋め込ま
れる。１つの位置に、そのアンテナは収容されるので、外側ハウジングに対してしっかり
と押し付けられ、余分な空間を占めない。しかし、アンテナは受信位置に広げられうる。
図１は、この装置を携帯電話として示す。携帯電話１００は、ヒンジ付けされたケース部
分を含む。閉じた場合には、そのヒンジ付けされたケース部分はキーボードの一部または
全部を被か、あるいは、背面部分の一部分を被うために背面部分に折り重ねられることも
できる。しかし、例えば、意図しないダイヤリングを防止するために、これらのヒンジ付
けされた「フリップ・フォン」（"flip phones”）がキーボードの一部または全部を被う
のが慣例である。この実施の形態では、ヒンジ付けされた部分１０５は、我々の同時係属
出願に記載されているタイプの受信アンテナ１１０を含んでおり、そのアンテナは、導電
性ループ・アンテナ、およびコンデンサを含んでもよい。そのヒンジ付けされた部分は、
受信アンテナからの距離を維持するために、好ましくはそのヒンジ付けされた部分の縁端
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部の方に配置されたマイクロフォン部分１１５を含んでもよい。
【０００９】
　図２は、ラップトップ・コンピュータ２００に使用された実施の形態を示す。このラッ
プトップ・コンピュータでは、コンピュータは、２０５で示された第３のリーフを含み、
そのリーフはそこに埋め込まれたループ・アンテナ２１０を含む。第３のリーフは、通常
はラップトップ・コンピュータの下に配置されてもよく、そして、その下から電力を受信
するための延長された位置に畳まれてもよい。
【００１０】
　図３は、この装置をＰＤＡとして示しており、ここでは、ＰＤＡ３００のケースは、ア
ンテナ３０５を入れたフラップ・カバー・ピースを形成するために開くことができる。各
実施の形態においける装置のそれぞれは、アンテナと移動装置内に配置される受信回路と
の間に、可撓性リボンケーブルまたは他の可撓性電子接続を含む。
【００１１】
　動作において、使用者が充電ゾーン内ある場合には、彼らは図４に示されているように
ラップトップ４０５からアンテナを展開することができる。広げられた場合には、図４に
おいて４００で示されているフラップは、ラップトップ・コンピュータの５つ全部の場合
に主ハジングに対して０度または９０度以外の角度である傾斜角を形成する。この傾斜角
の使用は、直交誘起干渉（orthogonal-induced interference）のような他の場合に生ず
る可能性のあるある種の干渉を防止することができる。これは、そのゾーンにある間にお
ける充電を可能にする。したがって、無線電力アンテナは、オリジナル装置内に集積され
うる。これは、オリジナル装置内に集積された場合に、アンテナが正確に適切な共振周波
数を有するようにできる。共振周波数は、装置が製造されている間に、その装置内のすべ
ての要素のすべてのインピーダンスを斟酌できる。
【００１２】
　上記ではいくつかの実施の形態が詳細に開示されたにすぎないが、他の実施の形態が可
能であり、かつ本発明者等はこれらがこの明細書内に含まれることを意図する。本明細書
は、他の方法で実現可能なより一般的なゴールを達成するための特定の実施例を記述する
。この開示は、例示として意図されており、請求項は当業者にとって予測可能でありうる
任意の修正または代替を包含すると意図されている。例えば、これは、電力入力を使用す
る他の電子装置または他の装置内に集積されてもよい。他の態様は、例えば、自動車から
の開いたアンテナ（foldout antenna）が、それに関連した電子バッテリを充電できるよ
うにする。
【００１３】
　また、本発明者等は、「ための手段」（"means for”）という用語を使用する請求項だ
けが、３５ＵＳＣ１１２、第６パラグラフに基づいて解釈されるように意図されることを
意図している。さらに、明細書からの限定は、それらの限定が請求項に明示的に含まれな
いかぎり、どの請求項にも読み込まれることは意図されていない。ここに記述されたコン
ピュータは、汎用またはワークステーションのようなある専用コンピュータの任意の種類
のコンピュータであってもよい。
【００１４】
　コンピュータは、ウインドウズＸＰまたはリナックス（登録商標）で動作するインテル
（例えば、ペンテイアムまたはコア２デユオ）であってもよく、あるいは、マッキントッ
シュ（登録商標）・コンピュータであってもよい。コンピュータはまた、ＰＯＡ、セルフ
ォン、またはラップトップのようなハンドヘルド・コンピュータであってもよい。
【００１５】
　プログラムは、シー（Ｃ）、パイソン（Python）（登録商標）、またはジャバ（Java）
（登録商標）、Brew（登録商標）、または任意の他のプログラミング言語で書かれてもよ
い。プログラムは、例えば磁気的または光学的の記憶媒体上に常駐してもよい。
【００１６】
　例えば、コンピュータ・ハード・ドライブ、メモリ・ステイックまたはＳＤメデイアの
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ようなリムーバブル・デイスクまたはメデイア、有線または無線ネットワーク・ベースま
たはブルートウース（Bluetooth）（登録商標）ベース・ネットワーク・アタッチド・ス
トレイジ（Network Attached Storage）（NAS）、または他のリモーバブル・メデイア。
プログラムは、例えば、ローカル・マシンに信号を送るサーバまたは他のマシンによって
、ネットワーク上で動作されてもよく、これは、ローカル・マシンがここに記述された動
作を実行できるようにする。[0019]特定の数値がここで述べられる場合には、その値は、
ある異なる範囲が特に述べられないかぎり、本願の教示内に依然としてとどまりつつ、２
０％だけ増加または減少されてもよい。特定の論理符号（specified logical sense）が
使用される場合には、反対の論理符号も包含されることが意図されている。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年9月24日(2012.9.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子装置と；
　前記電子装置に結合され、無線フィールドを介して電力を受信するように構成された無
線電力受信回路と；
　ハウジングと；
　前記ハウジングに付着され、電気的接続を介して前記無線電力受信回路に結合された無
線電力受信アンテナを含んでいる展開可能な構成要素と、なお、前記展開可能な構成要素
は、前記無線フィールドを介して電力を受信するために、第１の位置から第２の位置へと
移動するように構成され、前記第１の位置は、前記無線電力受信アンテナを通じた電力受
信の第１レベルによって特徴づけられ、前記第２の位置は、前記無線電力受信アンテナを
通じた電力受信の第２レベルによって特徴づけられ、前記第２レベルは前記第１レベルよ
りも大きい；　を備えたシステム。
【請求項２】
　前記電子装置は、少なくとも１つの回路基板を備え、前記展開可能な構成要素は、完全
に展開された位置にあるときに、前記ハウジングに対して傾斜角を形成するように折り畳
み可能である、請求項１のシステム。
【請求項３】
　前記展開可能な構成要素は、ループ・アンテナを含み、前記ループ・アンテナはコンデ
ンサと直列に結合されている、請求項１のシステム。
【請求項４】
　前記電子装置は携帯電話である、請求項１のシステム。
【請求項５】
　前記電子装置はポータブル・ラップトップ・コンピュータである、請求項１のシステム
。
【請求項６】
　前記電子装置はＰＤＡであり、前記展開可能な構成要素は前記ＰＤＡのカバーの一部分
である、請求項１のシステム。
【請求項７】
　前記無線電力受信回路は共振接続を介して磁気エネルギを受信する、請求項１のシステ
ム。
【請求項８】
　前記無線電力受信アンテナは、前記無線電力受信アンテナから少なくとも６インチ離れ
た距離における送信機から前記無線フィールドを介して電力を受信するように構成される
、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記無線フィールドは、電磁界を備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記無線電力受信アンテナは、対応する波長を有する周波数にチューニングされ、第２
の位置は、前記無線電力受信アンテナが前記電子装置から前記波長の少なくとも１／１０
離れている位置に対応する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記無線電力受信回路は、前記電子装置に電力を転送するようにさらに構成される、請
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求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記電子装置に結合されたバッテリをさらに備え、前記電子装置は、前記バッテリで作
動される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記展開可能な構成要素は、折り畳み可能なフラップを備える、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項１４】
　ハウジングと、展開可能な構成要素を含む電子装置で無線フィールドを介して電力を受
信する方法であって、前記展開可能な構成要素は、無線電力受信アンテナを含み、
　前記展開可能な構成要素を、前記無線電力受信アンテナを通じた第１レベルの電力受信
によって特徴づけられた第１の位置から、前記第１の位置からずれている第２の位置へと
移動すること、なお、前記第２の位置は、前記無線電力受信アンテナを通じた第２レベル
の電力受信によって特徴づけられ、前記第２レベルは、前記第１レベルより大きい；
　前記無線電力受信アンテナで無線フィールドを介して電力を受信すること；
　および、前記電子装置を前記受信された電力を使用して作動させること；
　を備える方法。
【請求項１５】
　前記展開することは、前記ハウジングに対して傾斜角を形成するように前記展開可能な
構成要素を開くことを備える、請求項１４の方法。
【請求項１６】
　前記無線電力受信アンテナと遠隔の無線電力送信アンテナとの間の共振を維持すること
をさらに備える、請求項１４の方法。
【請求項１７】
　前記電子装置は携帯電話である、請求項１４の方法。
【請求項１８】
　前記電子装置はポータブル・ラップトップ・コンピュータである、請求項１４の方法。
【請求項１９】
　前記電子装置はＰＤＡであり、前記展開可能な構成要素は前記ＰＤＡのカバーの一部分
である、請求項１４の方法。
【請求項２０】
　前記展開可能な構成要素を前記ハウジングの近くの位置まで展開することをさらに備え
る、請求項１４の方法。
【請求項２１】
　前記無線電力受信アンテナから少なくとも６インチ離れた距離における送信機から前記
無線フィールドを介して電力を受信することを備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
　前記無線フィールドは、電磁界を備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項２３】
　対応する波長を有する周波数に前記無線電力受信アンテナをチューニングすることをさ
らに備え、前記第２の位置は、前記無線電力受信アンテナが前記電子装置から前記波長の
少なくとも１／１０離れている位置に対応する、請求項１４に記載の方法。
【請求項２４】
　前記電子装置に結合されたバッテリから受信された電力で前記電子装置を作動させる、
請求項１４に記載の方法。
【請求項２５】
　前記展開可能な構成要素は、折り畳み可能なフラップを備える、請求項１４に記載の方
法。
【請求項２６】
　電力を受信するためのシステムであって、前記システムは、
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　電子装置を作動させるために無線電力受信アンテナで無線フィールドを介して電力を受
信するための手段、
　前記電力を受信するための手段を展開するための手段であって、前記展開するための手
段は、前記無線電力受信アンテナを通じた第１レベルの電力受信によって特徴づけられた
第１の位置から、前記第１の位置からずれている第２の位置へと移動するように構成され
、前記第２の位置は、前記無線電力受信アンテナを通じた第２レベルの電力受信によって
特徴づけられ、前記第２レベルは、前記第１レベルより大きい、手段、および
　前記受信電力により前記電子装置を作動させるための手段
　を備えたシステム。
【請求項２７】
　前記無線フィールドを介して電力を受信するための手段は、無線電力受信アンテナを備
え、前記展開するための手段は、展開可能な構成要素を備え、前記電子装置を作動させる
ための手段は、無線電力受信回路を備える、請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　記憶されたコードを有する非一時的なコンピュータ読取可能媒体であって、実行される
とき、
　電子装置を作動させるために無線電力受信アンテナで無線フィールドを介して電力を受
信すること；
　前記展開可能な構成要素を、前記無線電力受信アンテナを通じた第１レベルの電力受信
によって特徴づけられた第１の位置から、前記第１の位置からずれている第２の位置へと
移動すること、なお、前記第２の位置は、前記無線電力受信アンテナを通じた第２レベル
の電力受信によって特徴づけられ、前記第２レベルは、前記第１レベルより大きい；
　前記受信された電力を使用して前記電子装置を作動させること；
　を備える方法を実施する、コンピュータ読取可能媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　例えば、コンピュータ・ハード・ドライブ、メモリ・ステイックまたはＳＤメデイアの
ようなリムーバブル・デイスクまたはメデイア、有線または無線ネットワーク・ベースま
たはブルートウース（Bluetooth）（登録商標）ベース・ネットワーク・アタッチド・ス
トレイジ（Network Attached Storage）（NAS）、または他のリモーバブル・メデイア。
プログラムは、例えば、ローカル・マシンに信号を送るサーバまたは他のマシンによって
、ネットワーク上で動作されてもよく、これは、ローカル・マシンがここに記述された動
作を実行できるようにする。[0019]特定の数値がここで述べられる場合には、その値は、
ある異なる範囲が特に述べられないかぎり、本願の教示内に依然としてとどまりつつ、２
０％だけ増加または減少されてもよい。特定の論理符号（specified logical sense）が
使用される場合には、反対の論理符号も包含されることが意図されている。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］
　バッテリ電力に基づいて動作する電子装置と、
　前記電子装置内で結合され、少なくとも約１５．２４センチメートル（６インチ）離れ
た距離から、前記電子装置を駆動する無線電力を受信することを許容する無線受信回路と
、
　前記電子装置の少なくとも一部を保持するハウジングと、
　前記ハウジングに折り畳み可能に付着され、無線受信アンテナを含み、折り畳まれうる
電気的接続を介して前記無線受信回路に結合された折り畳み可能なフラップと、
　を備えたシステム。
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［２］
　前記折り畳み可能なフラップは、完全に開かれた位置にあるときに、主ハウジングに対
して傾斜角を形成するように折り畳み可能である、［１］のシステム。
［３］
　前記折り畳み可能なフラップは、ループ・アンテナを含み、前記ループ・アンテナはコ
ンデンサと直列に結合されている、［１］のシステム。
［４］
　前記電子装置は携帯電話である、［１］のシステム。
［５］
　前記電子装置はポータブル・ラップトップ・コンピュータである、［１］のシステム。
［６］
　前記電子装置はＰＤＡであり、前記折り畳み可能なフラップは前記ＰＤＡのカバーの一
部分である、［１］のシステム。
［７］
　前記無線受信回路は共振接続を介して磁気エネルギを受信する、［１］のシステム。［
８］
　バッテリ電力に基づいて電子装置を動作させること、
　前記電子装置に関連したフラップを開いて、前記電子装置に対して、前記フラップの一
部分を少なくとも１ミリメートルだけ前記電子装置から離れて配置すること、
　少なくとも１５センチメートル（６インチ）離れたところから無線電力を受信するため
に前記フラップ内のアンテナを使用すること、
　および、前記電子装置において前記無線電力を使用すること、
　を備える方法。
［９］
　前記開くことは、主ハウジングに対して傾斜角を形成するように前記折り畳み可能なフ
ラップを開くことを備える、［８］の方法。
［１０］
　前記折り畳み可能なフラップ内のアンテナを遠隔の送信アンテナに対して共振するよう
に維持することをさらに備える、［８］の方法。
［１１］
　前記電子装置は携帯電話である、［８］の方法。
［１２］
　前記電子装置はポータブル・ラップトップ・コンピュータである、［８］の方法。
［１３］
　前記電子装置はＰＤＡであり、前記折り畳み可能なフラップは前記ＰＤＡのカバーの一
部分である、［８］の方法。
［１４］
　前記フラップが前記ハウジングに対して押し付けられかつ前記ハウジングと同一平面で
ある位置まで前記フラップを開くことをさらに備える、［８］の方法。
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