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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動磁場又は振動電場を発生させる送電部と、
　前記送電部の振動磁場又は振動電場を受電アンテナにより受けて電力に変換する受電部
と、
　前記送電部により発生される振動磁場又は振動電場の周波数を時間経過と共に変更する
周波数変更手段と、
　前記振動磁場又は振動電場の周波数の変更に応じて前記受電アンテナの共振周波数を変
更する共振周波数変更手段とを備え、
　前記周波数変更手段は、前記振動磁場又は振動電場の周波数を増減して変更する際にそ
の減少速度に対し増加速度を大きくすること
を特徴とする無線エネルギ伝送装置。
【請求項２】
　前記周波数変更手段は、前記振動磁場又は振動電場の周波数をランダムに変更すること
、
を特徴とする請求項１に記載の無線エネルギ伝送装置。
【請求項３】
　少なくとも前記送電部により変更される振動磁場又は振動電場の周波数の情報を前記共
振周波数変更手段に送信する通信手段を備えたこと、
を特徴とする請求項１または請求項２に記載の無線エネルギ伝送装置。
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【請求項４】
　前記通信手段は、前記送電部により変更される振動磁場又は振動電場の周波数の情報を
暗号化して前記共振周波数変更手段に送信することを特徴とする請求項３に記載の無線エ
ネルギ伝送装置。
【請求項５】
　前記送電部は、前記振動磁場又は振動電場を発生させる送電アンテナと、前記振動磁場
又は振動電場の周波数の周波数の変更に応じて前記送電アンテナの共振周波数を変更する
共振周波数変更手段とを備えることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の無
線エネルギ伝送装置。
【請求項６】
　振動磁場又は振動電場を発生させて受電部に送電する無線エネルギ伝送装置であって、
　前記振動磁場又は振動電場を発生させる送電部と、
　前記送電部により発生される振動磁場又は振動電場の周波数を時間経過と共に変更する
周波数変更手段とを備え、
　前記周波数変更手段は、前記振動磁場又は振動電場の周波数を増減して変更する際にそ
の減少速度に対し増加速度を大きくすること
を特徴とする無線エネルギ伝送装置。
【請求項７】
　前記周波数変更手段は、前記振動磁場又は振動電場の周波数をランダムに変更すること
、
を特徴とする請求項６に記載の無線エネルギ伝送装置。
【請求項８】
　前記振動磁場又は振動電場の周波数を変更する際に、変更される周波数の情報を前記受
電部に送信する通信手段を備えたこと、
を特徴とする請求項６または請求項７に記載の無線エネルギ伝送装置。
【請求項９】
　前記通信手段は、前記変更される周波数の情報を暗号化して前記受電部に送信すること
を特徴とする請求項８に記載の無線エネルギ伝送装置。
【請求項１０】
　前記送電部は、前記振動磁場又は振動電場を発生させる送電アンテナと、前記振動磁場
又は振動電場の周波数の周波数の変更に応じて前記送電アンテナの共振周波数を変更する
共振周波数変更手段とを備えることを特徴とする請求項６～９のいずれか一項に記載の無
線エネルギ伝送装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電線などを用いることなく無線でエネルギ伝送を行う無線エネルギ伝送装置
及び無線エネルギ伝送方法に関するものである。
 
【背景技術】
【０００２】
　従来、無線でエネルギ伝送を行うシステムとして、例えば特開２００８－２２４２９号
公報に記載されるように、所定の周波数の電磁波を送電アンテナから送電し、その送電し
た電磁波を受電アンテナで受けて電力を取り出すものが知られている。
【特許文献１】特開２００８－２２４２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、このような無線伝送のシステムにあっては、伝送しているエネルギが容
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易に盗まれてしまうという問題点がある。例えば、エネルギを盗もうとする者が盗電用の
受電アンテナとして所定の共振周波数のものを用意し、その盗電用の受電アンテナを所定
の位置に配置することにより、送電アンテナから送電される電磁波を受けることができ、
電力を盗むことができる。この場合、電線などによりエネルギ伝送しているわけではない
ので、電線の接続などが不要であり、エネルギを盗むことが容易に行えてしまう。
【０００４】
　そこで本発明は、無線伝送されたエネルギの盗みを抑制できる無線エネルギ伝送装置及
び無線エネルギ伝送方法を提供することを目的とする。
 
【課題を解決するための手段】
【０００５】
すなわち、本発明に係る無線エネルギ伝送装置は、振動磁場又は振動電場を発生させる送
電部と、前記送電部の振動磁場又は振動電場を受電アンテナにより受けて電力に変換する
受電部と、前記送電部により発生される振動磁場又は振動電場の周波数を時間経過と共に
変更する周波数変更手段と、前記振動磁場又は振動電場の周波数の変更に応じて前記受電
アンテナの共振周波数を変更する共振周波数変更手段とを備えて構成されている。
　
【０００６】
この発明によれば、送電部で発生する振動磁場又は振動電場の周波数を時間経過と共に変
更することにより、送電される電力を盗もうとしても効率よく受電することが困難となり
、盗電を抑制することができる。また、振動磁場又は振動電場の周波数の変更に応じて受
電アンテナの共振周波数を変更することにより、送電される振動磁場又は振動電場の周波
数が変更されても効率よく受電することができ、適正なエネルギ伝送が行える。
　
【０００７】
　また本発明に係る無線エネルギ伝送装置において、少なくとも前記送電部により変更さ
れる振動磁場又は振動電場の周波数の情報を前記共振周波数変更手段に送信する通信手段
を備えることが好ましい。
【０００８】
　この発明によれば、送電部により変更される振動磁場又は振動電場の周波数の情報を共
振周波数変更手段に送信することにより、共振周波数変更手段において受電アンテナの共
　振周波数を振動磁場又は振動電場の周波数と合うように変更することができる。
【０００９】
　また本発明に係る無線エネルギ伝送装置において、前記通信手段は、前記送電部により
変更される振動磁場又は振動電場の周波数の情報を暗号化して前記共振周波数変更手段に
送信することが好ましい。
【００１０】
　この発明によれば、送電部により変更される振動磁場又は振動電場の周波数の情報を暗
号化して共振周波数変更手段に送信することにより、盗電する者に変更される振動磁場又
は振動電場の周波数の情報を知られることを防止することができ、盗電の抑制が図れる。
【００１１】
　また本発明に係る無線エネルギ伝送装置において、前記周波数変更手段は、前記振動磁
場又は振動電場の周波数を増減して変更する際にその減少速度に対し増加速度を大きくす
ることが好ましい。
【００１２】
　この発明によれば、振動磁場又は振動電場の周波数を増減して変更する際にその減少速
度に対し増加速度を大きくすることにより、盗電者の受電効率を著しく低くすることがで
き、盗電の抑制が図れる。
【００１３】
また本発明に係る無線エネルギ伝送装置において、前記送電部は、前記振動磁場又は振動
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電場を発生させる送電アンテナと、前記振動磁場又は振動電場の周波数の周波数の変更に
応じて前記送電アンテナの共振周波数を変更する共振周波数変更手段とを備えることが好
ましい。
 
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、無線伝送されたエネルギが盗まれることを抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお、図面の説明に
おいて同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１６】
　図１は本発明の第一実施形態に係る無線エネルギ伝送装置の構成概要図である。
【００１７】
　図１に示すように、本実施形態に係る無線エネルギ伝送装置１は、送電部２から受電部
３に無線で電力エネルギを伝送する装置である。
【００１８】
　送電部２は、振動磁場を発生させるものであり、送電アンテナ２１、送電発信部２２、
周波数制御部２３、通信部２４を備えている。送電アンテナ２１は、交流電力を入力され
ることにより振動磁場を発生するアンテナであって、例えばコイルアンテナが用いられる
。
【００１９】
　送電発信部２２は、送電アンテナ２１に対し交流電力を与えるものであり、例えば発振
周波数を変更可能な発振器を備えたものが用いられる。周波数制御部２３は、振動磁場の
周波数を制御するものであり、送電発信部２２に対し周波数制御信号を入力し、その周波
数制御信号に応じた周波数の交流電力を送電発信部２２から出力させる。この場合、周波
数制御部２３は、送電部２により発生される振動磁場の周波数を変更する周波数変更部と
して機能する。
【００２０】
　通信部２４は、受電部３側と情報の通信を行う通信手段であって、少なくとも送電部２
により変更される振動磁場の周波数の情報を送信する。送信された情報は、受電部３の通
信部３４を通じて共振周波数制御部３３に入力される。周波数の情報信号は、暗号化して
送信することが好ましい。この場合、盗電する者に変更される振動磁場の周波数の情報を
知られることを防止することができ、盗電の抑制が図れる。
【００２１】
　通信部２４の通信媒体は、情報通信を行えるものであればいずれのものであってもよく
、例えば電波、光、赤外線などが用いられる。この通信部２４により送電部２により変更
される振動磁場の周波数の情報を受電部３側に送信することにより、受電部３において受
電アンテナ３１の共振周波数を振動磁場の周波数に合わせることが可能となる。
【００２２】
　受電部３は、送電部２の振動磁場を受けて電力に変換するものであり、受電アンテナ３
１、受電電力変換部３２、共振周波数制御部３３、通信部３４、共振周波数変更部３５を
備えている。
【００２３】
　受電アンテナ３１は、送電部２の振動磁場を受けて電力に変換するアンテナであって、
例えばコイルアンテナが用いられる。この受電アンテナ３１は、共振周波数を変更可能に
構成されており、送電部２の振動磁場の周波数に合わせて共振周波数が変更される。また
、受電アンテナ３１は、送電アンテナ２１と同一の共振周波数のものを用いることが好ま
しい。受電アンテナ３１の共振周波数の変更と同時に送電アンテナ２１の共振周波数も変
更することが好ましい。
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【００２４】
　受電電力変換部３２は、受電アンテナ３１で受電した電力を入力して変換するものであ
り、例えば受電アンテナ３１で受電した交流電力を直流電力に変換する。また、受電電力
変換部３２は、振動磁場と同じ周波数で受電アンテナ３１に交流信号を送信する場合もあ
る。この場合、通信部３４から周波数情報を入力して行えばよい。
【００２５】
　共振周波数制御部３３は、受電アンテナ３１の共振周波数を制御するものであり、送電
部２の振動磁場の周波数の変更に応じて受電アンテナ３１の共振周波数を制御する共振周
波数制御手段として機能する。この共振周波数制御部３３は、変更すべき共振周波数の情
報を通信部３４から取得し、その共振周波数になるように共振周波数変更部３５に制御信
号を出力する。
【００２６】
　通信部３４は、送電部２側と情報の通信を行う通信手段であって、少なくとも送電部２
により変更される振動磁場の周波数の情報を受信する。その際、受信した情報信号が暗号
化されている場合には、暗号の解読機能を備えたものが用いられる。
【００２７】
　共振周波数変更部３５は、受電アンテナ３１の共振周波数を変更するものであり、送電
部２の振動磁場の周波数の変更に応じて受電アンテナ３１の共振周波数を変更する共振周
波数変更手段として機能する。この共振周波数変更部３５としては、例えば受電アンテナ
３１のインダクタンスを変更することにより共振周波数を変更するものが用いられる。受
電アンテナ３１の近傍に鉄などの強磁性体３５ｂをコアとしたコイル３５ａが配置され、
このコイル３５ａに流す直流電流の大きさを変えることにより強磁性体３５ｂの透磁率を
変化させて受電アンテナ３１のインダクタンスを変化させる。これにより、受電アンテナ
３１の共振周波数を変更することができる。また、コイル３５ａ及び強磁性体３５ｂを用
いずに、受電アンテナ３１のコイル３１ａに直流電流を流すことにより受電アンテナ３１
のインダクタンスを変化させて共振周波数を変更してもよい。
【００２８】
　また、共振周波数変更部３５は、受電アンテナ３１のキャパシタを変更することにより
共振周波数を変更するものであってもよい。例えば、受電アンテナ３１にバリキャップ（
図示なし）を付加し、そのバリキャップの容量を変化させることにより、受電アンテナ３
１の共振周波数を変更してもよい。
【００２９】
　また、受電電力変換部３２において、受電して取り出す電流を共振周波数と同期して変
化させることによりコンデンサやコイルが存在するのと等価な状態を作り出すことができ
る。これによって受電アンテナ３１の共振周波数を変更させてもよい。具体的には、受電
電力変換部３２に流入する電流とその端子間の電圧の位相がずれるように電流を制御する
ことにより共振回路にコンデンサやコイルが存在するのと等価な状態にすればよい。
【００３０】
　受電アンテナ３１の共振周波数の変更と同時に送電アンテナ２１の共振周波数も変更す
る場合、例えば図２に示すように、送電部２に共振周波数変更部２５を設けることが好ま
しい。この共振周波数変更部２５は、送電アンテナ２１の共振周波数を変更するものであ
り、受電部３の共振周波数変更部３５と同様に構成され、例えば送電アンテナ２１のイン
ダクタンスを変更することにより共振周波数を変更するものが用いられる。送電アンテナ
２１の近傍に鉄などの強磁性体２５ｂをコアとしたコイル２５ａが配置され、このコイル
２５ａに流す直流電流の大きさを変えることにより強磁性体２５ｂの透磁率を変化させて
送電アンテナ２１のインダクタンスを変化させる。これにより、送電アンテナ２１の共振
周波数を変更することができる。また、コイル２５ａ及び強磁性体２５ｂを用いずに、送
電アンテナ２１のコイル２１ａに直流電流を流すことにより送電アンテナ２１のインダク
タンスを変化させて共振周波数を変更してもよい。
【００３１】
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　また、共振周波数変更部２５は、送電アンテナ２１のキャパシタを変更することにより
共振周波数を変更するものであってもよい。例えば、送電アンテナ２１にバリキャップ（
図示なし）を付加し、そのバリキャップの容量を変化させることにより、送電アンテナ２
１の共振周波数を変更してもよい。
【００３２】
　次に本実施形態に係る無線エネルギ伝送装置の動作及び本実施形態に係る無線エネルギ
伝送方法について説明する。
 
【００３３】
　図１において、送電部２の周波数制御部２３が所定の周波数情報を送電発信部２２及び
通信部２４に出力する。周波数制御部２３が出力する周波数は、時間経過と共に変更され
る。例えば、図３に示すように、周波数を増減させて変更させる際に、その周波数の時間
的な減少率（減少速度）に対し増加率（増加速度）を大きくすることが好ましい。具体的
は、周波数が徐々に低くされ急激に高くされて周波数変更が行われる。
【００３４】
　これにより、送電部２の振動磁場の周波数を徐々に低くし急激に高くして変更すること
ができ、盗電者の受電効率を著しく低くすることができ、盗電の抑制が図れる。すなわち
、図４に示すように、送電部２の振動磁場の周波数に対し受電部側の周波数が低いと受電
効率が低くなる。このため、送電部２の振動磁場の周波数を急激に高くすることにより、
盗電者の受電周波数を低くすることで受電効率を低くすることができる。
【００３５】
　また、周波数制御部２３が出力する周波数は、ランダムに変更することが好ましい。例
えば、その周波数を一定周期で又は一定量の周波数分だけ変更するのではなく、その周期
及び変更量をランダムにすることが好ましい。これにより、盗電しにくくすることができ
る。
【００３６】
　図１において、周波数情報を受けた送電発信部２２は、その周波数に応じた交流電力を
送電アンテナ２１に出力する。これにより、送電アンテナ２１は、その周波数に応じた振
動磁場を生じさせる。周波数情報を受けた通信部２４は、その周波数情報を受電部３の通
信部３４に送信する。その送信により、受電部３側は、振動磁場の周波数情報を取得する
ことができる。
【００３７】
　受電部３側では、送電アンテナ２１により生じた振動磁場を受電アンテナ３１が受信す
る。その際、受電アンテナ３１の共振周波数が振動磁場の周波数と合うように変更されて
いるため、効率よく受電することができる。すなわち、通信部３４が周波数情報を受信し
、その周波数情報を共振周波数制御部３３に出力する。共振周波数制御部３３が受電アン
テナ３１の共振周波数が周波数情報の周波数と同一になるように共振周波数変更部３５に
制御信号を出力する。これにより、受電アンテナ３１の共振周波数が振動磁場の周波数と
合うように変更され、振動磁場の周波数が変更されても効率よく受電を行うことができる
。
【００３８】
　このように送電部２から受電部３に電力伝送を行う場合、送電部２が形成する磁界が受
電部３で共振して結合することにより、送電部２から高い指向性で送電しなくても受電部
３において効率よく受電することができ、送電部２と受電部３が離れて配置されていても
磁界エネルギを高めなくても電力の伝送が可能となる。
【００３９】
　このように送電部２から受電部３に電力伝送を行っている際に、送電部２が発せられる
電力を盗電者Ａが盗もうとすると、送電部２の振動磁場の周波数が変更されるため、盗電
者は効率よく電力を受電することができない。
【００４０】
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　また、送電部２の振動磁場の周波数が徐々に低くされ急激に高くされることにより、受
電者がアンテナの共振周波数を追従しようとしても追従しきれず、振動磁場の周波数より
アンテナの共振周波数が低くなる傾向となる。このため、盗電者の受電効率を著しく低く
することができ、盗電の抑制が図れる。
【００４１】
　以上のように、本実施形態に係る無線エネルギ伝送装置１及び無線エネルギ伝送方法に
よれば、送電部２で発生する振動磁場の周波数を変更することにより、送電される電力を
盗もうとしても効率よく受電することが困難となり、盗電を抑制することができる。また
、振動磁場の周波数の変更に応じて受電アンテナの共振周波数を変更することにより、送
電される振動磁場の周波数が変更されても効率よく受電することができ、適正なエネルギ
伝送が行える。
 
【００４２】
　また、本実施形態に係る無線エネルギ伝送装置１及び無線エネルギ伝送方法において、
送電部２により変更される振動磁場の周波数の情報を共振周波数変更部３３に送信するこ
とにより、共振周波数変更部３３において受電アンテナ３１の共振周波数を振動磁場の周
波数と合うように変更することができる。
 
【００４３】
　また、本実施形態に係る無線エネルギ伝送装置１及び無線エネルギ伝送方法において、
送電部２により変更される振動磁場の周波数の情報を暗号化して共振周波数変更部３３に
送信することにより、盗電する者に変更される振動磁場の周波数の情報を知られることを
防止することができ、盗電の抑制が図れる。
 
【００４４】
　さらに、本実施形態に係る無線エネルギ伝送装置１及び無線エネルギ伝送方法において
、振動磁場の周波数を増減して変更する際にその減少速度に対し増加速度を大きくするこ
とにより、盗電者の受電効率を著しく低くすることができ、盗電の抑制が図れる。
 
【００４５】
　なお、上述した実施形態は本発明に係る無線エネルギ伝送装置及び無線エネルギ伝送方
法の一例を示すものである。本発明に係る無線エネルギ伝送装置及び無線エネルギ伝送方
法は、このようなものに限られるものではなく、各請求項に記載した要旨を変更しないよ
うに実施形態に係る無線エネルギ伝送装置及び無線エネルギ伝送方法を変形し、又は他の
ものに適用したものであってもよい。
 
【００４６】
　例えば、本実施形態に係る無線エネルギ伝送装置及び無線エネルギ伝送方法では、通信
部２３、３４を通じて振動磁場の周波数を送電部２から受電部３に送信するものについて
説明したが、送電部２及び受電部３において予め周波数の変更を時刻などに応じて設定し
ておき、その設定に応じて振動磁場の周波数及び受電アンテナ３１の共振周波数を変更し
てもよい。
 
【００４７】
　また、本実施形態に係る無線エネルギ伝送装置及び無線エネルギ伝送方法では、振動磁
場により電力を伝送する場合について説明したが、送電部２により振動電場を形成しその
振動電場により電力を伝送するものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施形態に係る無線エネルギ伝送装置の構成概要図である。
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【図２】図１の無線エネルギ伝送装置の変形例の説明図である。
【図３】図１の無線エネルギ伝送装置における送電周波数の説明図である。
【図４】図１の無線エネルギ伝送装置における受電効率の説明図である。
【符号の説明】
【００４９】
　１…無線エネルギ伝送装置、２…送電部、３…受電部、２１…送電アンテナ、２２…送
電発信部、２３…周波数制御部、２４…通信部、３１…受電アンテナ、３２…受電電力変
換部、３３…共振周波数制御部、３４…通信部、３５…共振周波数変更部、Ａ…盗電者。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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