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(57)【要約】
【課題】無線電力システム内に配置され得る受信器デバ
イスに電力を割り当てる方法を提供する。
【解決手段】例示的実施形態は無線電力伝達を対象にす
る。送信器(202)は、送信アンテナ(204)を使用して、共
振周波数で送信アンテナの近接場内に結合モード領域を
生成するように電磁場を生成する。この送信器は、電磁
場をオンオフキーイングすることにより、繰返し期間の
始めを、繰返し期間の同期部分を通じて定義する。この
送信器は、繰返し期間の送電部分を通じて、電磁場の一
部分を、結合モード領域内の様々な受信器デバイスの別
々の受信アンテナに結合する。この送信器は、また、結
合モード領域内に配置された様々な受信器デバイスに対
する繰返し期間内の電力割当てを求めて、受信器デバイ
スから受け取られた電力要求に応じて近接場放射の電力
レベルを調節する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線電力送信器であって、
　複数の受信器デバイスに対して電力を誘導的に伝達するように構成された送信アンテナ
と、
　前記送信アンテナに動作可能に結合されると共に、前記複数の受信器デバイスのうちの
第１の受信器デバイスに、前記送信アンテナから前記電力を受け取ることを可能にするこ
とをもたらし、前記第１の受信器デバイスが有効にされている間、残りの前記受信器デバ
イスのうちの少なくとも一部に、前記電力を受け取ることを不可能にすることをもたらす
ように構成されたコントローラと
を備える、無線電力送信器。
【請求項２】
　前記コントローラが、前記複数の受信器デバイスに送信されたメッセージに基づいて、
前記第１の受信器デバイスに、有効にされることをもたらし、残りの前記受信器デバイス
のうちの前記少なくとも一部に、無効にされることをもたらすように構成される、請求項
１に記載の無線電力送信器。
【請求項３】
　前記コントローラが、オン／オフキーイング通信プロトコルまたは個別の通信チャンネ
ルによって、前記メッセージを前記複数の受信器デバイスに送信するように更に構成され
る、請求項２に記載の無線電力送信器。
【請求項４】
　前記個別の通信チャンネルが、ブルートゥース、ジグビー、またはセルラーネットワー
クを含む、請求項３に記載の無線電力送信器。
【請求項５】
　前記コントローラが、前記第１の受信器デバイスの充電レベルに基づいて、前記第１の
受信器デバイスが有効にされる時間量を調節するように更に構成される、請求項１に記載
の無線電力送信器。
【請求項６】
　前記コントローラが、前記第１の受信器デバイスが受け取られた前記電力によって実質
的に十分に充電された場合に、前記第１の受信器デバイスに、前記電力を受け取ることを
不可能にすることをもたらすように更に構成される、請求項５に記載の無線電力送信器。
【請求項７】
　前記コントローラが、前記複数の受信器デバイスのうちの第２の受信器デバイスに、前
記送信アンテナから前記電力を受け取ることを可能にすることをもたらし、前記第２の受
信器デバイスが有効にされている間、残りの前記受信器デバイスのうちの少なくとも一部
に、前記電力を受け取ることを不可能にすることをもたらすように更に構成される、請求
項６に記載の無線電力送信器。
【請求項８】
　前記コントローラが、前記複数の受信器デバイスに、順次に前記電力を受け取ることを
可能にすることをもたらし、前記受信器デバイスの各々が有効にされる時間量を実質的に
均等に割り当てるように更に構成される、請求項１に記載の無線電力送信器。
【請求項９】
　前記コントローラが、前記複数の受信器デバイスに、順次に前記電力を受け取ることを
可能にすることをもたらし、前記受信器デバイスの各々が有効にされる時間量を実質的に
不均等に割り当てるように更に構成される、請求項１に記載の無線電力送信器。
【請求項１０】
　無線電力伝達の方法であって、
　複数の受信器デバイスに対して電力を誘導的に伝達することと、
　前記複数の受信器デバイスのうちの第１の受信器デバイスに、前記電力を受け取ること
を可能にすることをもたらし、前記第１の受信器デバイスが有効にされている間、残りの
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前記受信器デバイスのうちの少なくとも一部に、前記電力を受け取ることを不可能にする
ことをもたらすことと
を含む、方法。
【請求項１１】
　前記複数の受信器デバイスにメッセージを送信することを更に含み、前記もたらすこと
が、前記メッセージに基づいて実行される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記メッセージが、オン／オフキーイング通信プロトコルまたは個別の通信チャンネル
によって、前記複数の受信器デバイスに送信されると共に、前記個別の通信チャンネルが
、ブルートゥース、ジグビー、またはセルラーネットワークを含む、請求項１１に記載の
方法。
【請求項１３】
　前記第１の受信器デバイスの充電レベルに基づいて、前記第１の受信器デバイスが有効
にされる時間量を調節することを更に含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の受信器デバイスが実質的に十分に充電された場合に、前記第１の受信器デバ
イスに、前記電力を受け取ることを不可能にすることをもたらすことと、
　前記複数の受信器デバイスのうちの第２の受信器デバイスに、送信アンテナから前記電
力を受け取ることを可能にすることをもたらし、前記第２の受信器デバイスが有効にされ
ている間、残りの前記受信器デバイスのうちの前記少なくとも一部に、前記電力を受け取
ることを不可能にすることをもたらすことと
を更に含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記複数の受信器デバイスが、順次に有効にされることをもたらされると共に、前記受
信器デバイスの各々が有効にされる時間量に関して均等に割り当てられる、請求項１０に
記載の方法。
【請求項１６】
　前記複数の受信器デバイスが、順次に有効にされることをもたらされると共に、前記受
信器デバイスの各々が有効にされる時間量に関して不均等に割り当てられる、請求項１０
に記載の方法。
【請求項１７】
　無線電力受信器であって、
　受信アンテナであって、複数の受信器デバイスに対して電力を誘導的に伝達するように
構成されると共に、前記受信アンテナから離れて間隔を置いて配置された送信器から、前
記電力を誘導的に受信するように構成された受信アンテナと、
　前記受信アンテナに動作可能に結合されると共に、前記複数の受信器デバイスの少なく
とも一部が前記送信器から前記電力を受け取ることを不可能にされている間、前記受信ア
ンテナに、前記送信器から前記電力を受け取ることを可能にすることをもたらすように構
成されたコントローラと
を備える、無線電力受信器。
【請求項１８】
　前記コントローラが、前記送信器から受信されたメッセージに基づいて、前記受信アン
テナに、有効にされることをもたらすように構成される、請求項１７に記載の無線電力受
信器。
【請求項１９】
　前記受信アンテナが、オン／オフキーイング通信プロトコルまたは個別の通信チャンネ
ルによって、前記メッセージを受信するように構成されると共に、前記個別の通信チャン
ネルが、ブルートゥース、ジグビー、またはセルラーネットワークを含む、請求項１８に
記載の無線電力受信器。
【請求項２０】



(4) JP 2015-8628 A 2015.1.15

10

20

30

40

50

　前記コントローラが、前記受信アンテナに、前記無線電力受信器が受け取られた前記電
力によって実質的に十分に充電されるまで有効にされることをもたらすように構成される
、請求項１７に記載の無線電力受信器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に無線充電に関し、より詳細には、無線電力システム内に配置され得る
受信器デバイスに電力を割り当てることに関係するデバイス、システム、および方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　米国特許法第119条による優先権主張
　本出願は、米国特許法第119条(e)による以下の出願に対する優先権を主張するものであ
る。
　2009年1月22日に出願された「POWER SHARING FOR WIRELESS POWER DEVICES」という名
称の米国仮特許出願第61/146,586号。
　2009年2月9日に出願された「DYNAMIC POWER CONTROL METHODOLOGY FOR WIRELESS CHARG
ING」という名称の米国仮特許出願第61/151,156号。
　2009年6月3日に出願された「ADAPTIVE POWER CONTROL FOR WIRELESSLY CHARGING DEVIC
ES」という名称の米国仮特許出願第61/183,907号。
【０００３】
　一般に、無線電子デバイスなどの各電池式デバイスは、それ自体の充電器と通常は交流
(AC)電力出力である電源とを必要とする。多くのデバイスの充電が必要なとき、このよう
な配線式の構成は使いにくくなる。
【０００４】
　送信器と充電される電子デバイスに結合された受信器との間の無線式送電すなわち無線
送電を使用する手法が開発されている。このような手法は、一般に2つのカテゴリに分類
される。1つは、送信アンテナと充電されるデバイスの受信アンテナとの間の平面波放射(
遠視野放射とも称される)の結合に基づくものである。受信アンテナは、放射された電力
を収集して、バッテリーを充電するために整流する。アンテナは、カップリング効率を向
上させるために、一般に共振長である。この手法は、電力結合がアンテナ間の距離に伴っ
て急速に減少するため、適切な距離(例えば1から2メートル未満)を超えると充電すること
が困難になるという事実に苦しむ。さらに、送信システムが平面波を放射するので、無作
為の放射がフィルタリングによって適切に制御されなければ、他のシステムと干渉するこ
とがある。
【０００５】
　無線エネルギー伝送技術の他の手法は、例えば“充電”マットまたは表面に埋め込まれ
た送信アンテナと、充電される電子デバイスに埋め込まれた受信アンテナ(および整流回
路)との間の電磁結合に基づくものである。この手法には、送信アンテナと受信アンテナ
との間の間隔が、非常に近くなければならない(例えば1000分の1メートル以内)という不
都合がある。この手法には、同時に同一の領域の複数のデバイスを充電する能力があるが
、この領域は一般に非常に小さく、デバイスを特定の領域に正確に配置することをユーザ
に要求する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国実用特許出願第12/249,873号
【特許文献２】米国実用特許出願第12/249,861号
【特許文献３】米国実用特許出願第12/249,866号
【特許文献４】米国実用特許出願第12/249,875号
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　多くの無線充電システムについては、ソースから伝送される電力が単一レベルに固定さ
れており、したがって、一般に、電力レベルは、別々の最大ピーク電力レベルを有するデ
バイスに適合するように調節され得ない。これは、充電され得るデバイスのタイプを限定
する。固定された放射電力レベルは、デバイスの現在のバッテリーレベルの関数として調
節され得ないという別の問題がある。バッテリーが充電するのにつれて、充電を完了する
のに必要な電力がますます低減するので、これは電力を浪費する。デバイスによって吸収
されない送信器からの放射電力は、特定の吸収率(SAR)のレベルを増加させる可能性があ
る。固定された送信器電力は、充電されているデバイスの送信器への結合が弱いとき生じ
る最悪の場合に対してSAR要件が満たされなければならないことを要求する。したがって
、優れた結合を有するデバイスが、弱い結合を有するデバイスによって規定された電力レ
ベルに限定され、このことは、優れた結合を有するデバイスに対して充電時間の増加をも
たらす可能性がある。複数のデバイスを充電する場合に、固定された送信器電力は、各デ
バイスにとってどのような充電レベルが最適であるかということにかかわらず、すべての
デバイスに同一の電力レベルが与えられなければならないことを意味する。前述のように
、これは、放射電力の浪費をもたらす可能性がある。
【０００８】
　無線送電に関して、送電効率を向上するために、様々な電力レベルおよび時分割で無線
電力を伝送し、かつ中継するための装置および方法の必要性がある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】無線電力伝達システムの簡易ブロック図である。
【図２】無線電力伝達システムの簡易概略図である。
【図３】本発明の例示的実施形態で使用するループアンテナの概略図である。
【図４】本発明の例示的実施形態による送信器の簡易ブロック図である。
【図５】本発明の例示的実施形態による受信器の簡易ブロック図である。
【図６】送信器と受信器との間のメッセージ伝達を実行するための送信回路の一部分の簡
易概略図である。
【図７】送信器の電力レベルを調節するための送信回路の一部分の簡易概略図である。
【図８】送信器に電力を供給するのに使用され得るAC/DC電源の簡易ブロック図である。
【図９】2つのNチャンネルトランジスタを駆動して同期式バックコンバータを形成するパ
ルス幅変調器(PWM)コントローラを示す図である。
【図１０】マイクロコントローラを使用する例示の同期式バックコンバータを示す図であ
る。
【図１１】送信アンテナを有し、かつ近くに配置された受信器デバイスを含むホストデバ
イスを示す図である。
【図１２Ａ】送信器と受信器との間の通信用および送電用のメッセージプロトコルを示す
簡易タイミング図である。
【図１２Ｂ】送信器と受信器との間の通信用および送電用のメッセージプロトコルを示す
簡易タイミング図である。
【図１３Ａ】送信アンテナを有するホストデバイスと、送信アンテナに対して別々の位置
に配置された受信器デバイスを含めて示す図である。
【図１３Ｂ】送信アンテナを有するホストデバイスと、送信アンテナに対して別々の位置
に配置された受信器デバイスを含めて示す図である。
【図１３Ｃ】送信アンテナを有するホストデバイスと、送信アンテナに対して別々の位置
に配置された受信器デバイスを含めて示す図である。
【図１４Ａ】複数の受信器デバイスに電力を送出するための適応型電源制御を示す簡易タ
イミング図である。
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【図１４Ｂ】複数の受信器デバイスに電力を送出するための適応型電源制御を示す簡易タ
イミング図である。
【図１４Ｃ】複数の受信器デバイスに電力を送出するための適応型電源制御を示す簡易タ
イミング図である。
【図１４Ｄ】複数の受信器デバイスに電力を送出するための適応型電源制御を示す簡易タ
イミング図である。
【図１４Ｅ】複数の受信器デバイスに電力を送出するための適応型電源制御を示す簡易タ
イミング図である。
【図１４Ｆ】複数の受信器デバイスに電力を送出するための適応型電源制御を示す簡易タ
イミング図である。
【図１４Ｇ】複数の受信器デバイスに電力を送出するための適応型電源制御を示す簡易タ
イミング図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　「例示的」という単語は、本明細書では「実例、例、または具体例として役立つ」こと
を意味するのに用いられる。本明細書で「例示的」として説明されるいかなる実施形態も
、必ずしも他の実施形態より好ましい、または有利であるように解釈されるべきではない
。
【００１１】
　以下で添付図に関連して示される詳細な説明は、本発明の例示的実施形態の説明として
意図されており、本発明が実施され得る唯一の実施形態を表すようには意図されていない
。この説明の全体にわたって用いられる用語「例示的」は、「実例、例、または具体例と
して役立つ」を意味し、必ずしも他の例示的実施形態より好ましい、または有利であるよ
うに解釈されるべきではない。詳細な説明は、本発明の例示的実施形態の十分な理解をも
たらすために特定の詳細を含んでいる。本発明の例示的実施形態が、これら特定の詳細な
しで実施され得ることが当業者には明らかであろう。いくつかの例では、本明細書で示さ
れる例示的実施形態の斬新性が不明瞭にならないようにするために、周知の構造体および
デバイスがブロック図の形態で示されている。
【００１２】
　単語「無線電力」は、本明細書では、電場、磁場、電磁場、またはそうでなければ送信
器から受信器の間で、物理的な電磁気の導体を使用することなく伝送されるものに関連し
たエネルギーのあらゆる形態を意味するように用いられる。
【００１３】
　図1は、本発明の様々な例示的実施形態による、無線の伝送または充電のシステム100を
示す。エネルギー伝達をもたらすための放射場106を生成するために、入力電力102が送信
器104に供給される。受信器108は、放射場106へ結合し、出力電力110に結合されたデバイ
ス(図示せず)による蓄積または消費のための出力電力110を生成する。送信器104および受
信器108の両方が、距離112だけ離されている。例示の一実施形態では、送信器104および
受信器108は、相互に共振する関係によって構成されており、受信器108の共振周波数と送
信器104の共振周波数が非常に近いと、放射場106の「近接場（near field）」に受信器10
8が配置されるとき、送信器104と受信器108との間の伝送損失は最小限である。
【００１４】
　送信器104は、エネルギー伝送の手段をもたらすための送信アンテナ114をさらに含み、
受信器108は、エネルギーを受け取るための手段をもたらすための受信アンテナ118をさら
に含む。送信アンテナおよび受信アンテナは、関連する用途およびデバイスに従ったサイ
ズに作製される。前述のように、効率的なエネルギー伝達は、非近接場へ大部分の電磁波
のエネルギーを伝搬させるのではなく、送信アンテナの近接場で受信アンテナへエネルギ
ーの大部分を結合することにより生じる。この近接場では、送信アンテナ114と受信アン
テナ118との間で結合モードが拡張され得る。この近接場結合が生じ得るアンテナ114およ
び118の辺りの領域は、本明細書では結合モード領域と称される。
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【００１５】
　図2は、無線電力伝達システムの簡易概略図を示す。送信器104は、発振器122、電力増
幅器124ならびにフィルタおよび整合回路126を含む。発振器は、所望の周波数を生成する
ように構成され、それは、調節信号123に応答して調節され得る。発振器の信号は、電力
増幅器124によって増幅され得ると共に、増幅量は制御信号125に応答し得る。フィルタお
よび整合回路126は、高調波または他の望ましくない周波数をフィルタリングし、かつ送
信器104のインピーダンスを送信アンテナ114に一致させるために含まれ得る。
【００１６】
　受信器108は、整合回路132ならびに整流器およびスイッチング回路134を含み得ると共
に、図2に示されるように、バッテリー136を充電するか、または受信器(図示せず)に結合
されたデバイスに給電するために、直流電力出力を生成し得る。受信器108のインピーダ
ンスを受信アンテナ118に整合させるために、整合回路132が含まれ得る。受信器108と送
信器104は、個別の通信チャンネル119(例えばブルートゥース、ジグビー、セルラーなど)
で通信することができる。
【００１７】
　図3に示されるように、例示的実施形態に使用されるアンテナは、「ループ」アンテナ1
50として構成され得ると共に、本明細書では「磁気」アンテナとも称され得る。ループア
ンテナは、空気磁心またはフェライト磁心などの物理的磁心を含むように構成され得る。
空気磁心ループアンテナは、磁心の近傍に配置された異質の物理的デバイスをより許容す
ることができる。さらに、空気磁心ループアンテナによれば、コア領域の内部に他の構成
要素を配置することが可能になる。また、空気磁心ループによれば、送信アンテナ114(図
2)の結合モード領域がより強力であり得る送信アンテナ114(図2)の面内に、受信アンテナ
118(図2)をより容易に配置することが可能になる。
【００１８】
　前述のように、送信器104と受信器108との間の効率的なエネルギー伝達は、送信器104
と受信器108との間の一致した、またはほぼ一致した共振の期間中に生じる。しかし、送
信器と受信器108との間で共振が一致しないときにさえ、エネルギーは低効率で伝達され
得る。エネルギー伝達は、送信アンテナからのエネルギーを自由空間へ伝搬させるのでは
なく、その送信アンテナの近接場からのエネルギーをこの近接場が確立される近隣に存在
する受信アンテナに結合することにより生じる。
【００１９】
　ループアンテナまたは磁気アンテナの共振周波数は、インダクタンスとキャパシタンス
に基づくものである。一般に、ループアンテナのインダクタンスは、単純にループによっ
て生成されたインダクタンスであるが、キャパシタンスは、所望の共振周波数で共振する
構造体を作製するために、一般にループアンテナのインダクタンスに追加される。限定的
でない実例として、共振信号156を生成する共振回路を作製するために、コンデンサ152お
よびコンデンサ154がアンテナに追加され得る。したがって、より大きな直径のループア
ンテナについては、共振を誘起するために必要とされるキャパシタンスのサイズは、ルー
プの直径またはインダクタンスが増加するのにつれて縮小する。さらに、ループアンテナ
または磁気アンテナの直径が増加するのにつれて、近接場の効率的なエネルギー伝達領域
が拡大する。もちろん、他の共振回路が可能である。別の限定的でない実例として、ルー
プアンテナの2つの端子間に並列にコンデンサが配置され得る。また、当業者なら、送信
アンテナについては、共振信号156がループアンテナ150に対する入力であり得ることを理
解するであろう。
【００２０】
　本発明の例示的実施形態は、互いの近接場に存在する2つのアンテナ間の結合電力を含
んでいる。前述のように、近接場はアンテナの辺りの領域であり、ここでは、電磁場が存
在するがアンテナから離れて伝搬または放射し得ない。近接場は、一般にアンテナの物理
的ボリューム（physical volume）に近いボリューム（volume）に制限される。磁気タイ
プアンテナの場合、磁気近接場の振幅が電気タイプのアンテナ(例えば小さなダイポール)
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の電気近接場に比べてより大きい傾向があるので、本発明の例示的実施形態では、送信(T
x)アンテナシステムおよび受信(Rx)アンテナシステムのどちらにも単一巻ループアンテナ
および多重巻ループアンテナなどの磁気タイプアンテナが使用される。これによって、こ
の対の間の潜在的により高い結合が可能になる。さらに、「電気」アンテナ(例えばダイ
ポールおよびモノポール)または磁気アンテナと電気アンテナの組合せも企図される。
【００２１】
　送信アンテナは、以前に言及された非近接場および誘導の手法で可能とされる距離より
かなり大きな距離において、小さな受信アンテナに対して優れた結合(例えば>-4dB)を達
成することができるほど十分に低い周波数および十分に大きいアンテナサイズで作動させ
られ得る。送信アンテナが正確なサイズに作製されれば、駆動された送信ループアンテナ
の結合モード領域(すなわち近接場)内にホストデバイス上の受信アンテナが配置されると
き、高い結合レベル(例えば-1dBから-4dB)が達成され得る。
【００２２】
　図4は、本発明の例示的実施形態による送信器200の簡易ブロック図である。送信器200
は、送信回路202および送信アンテナ204を含む。一般に、送信回路202は、周期的に振動
している信号を供給することによって送信アンテナ204にRF電力を供給し、結果として送
信アンテナ204のまわりに近接場エネルギーが生じることになる。一例として、送信器200
は、13.56MHzのISMバンドで作動することができる。
【００２３】
　例示的送信回路202は、送信回路202のインピーダンス(例えば50オーム)を送信アンテナ
204に整合させるための一定のインピーダンス整合回路206、および高調波の放射を、受信
器108(図1)に結合されたデバイスの自己妨害を防止するレベルまで低減するように構成さ
れた低域通過フィルタ(LPF)208を含んでいる。他の例示的実施形態は、特定の周波数成分
を減衰させる一方で他の周波数成分を通すノッチフィルタ含むがこれに限定されない様々
なフィルタトポロジーを含み得ると共に、また、アンテナへの出力電力または電力増幅器
によるDC電流引き込みなどの測定可能な伝送メトリクスに基づいて変更され得る適応型イ
ンピーダンス整合を含み得る。送信回路202は、発振器212によって決定されるRF信号を駆
動するように構成された電力増幅器210をさらに含む。送信回路は、個別のデバイスまた
は回路、あるいは一体化された組立体から成り得る。送信アンテナ204からの例示的RF電
力出力は、2.5ワットから8.0ワット程度であり得る。
【００２４】
　送信回路202は、特定の受信器向けの送信段階(またはデューティサイクル)の期間中発
振器212を有効にするため、発振器の周波数を調節するため、出力電力レベルを調節する
ため、隣接のデバイスに取り付けられている受信器を介して同デバイスと相互作用するた
めに通信プロトコルを実施するためのコントローラ214をさらに含む。
【００２５】
　送信回路202は、送信アンテナ204によって生成された近接場の近傍における活動状態の
受信器の有無を検出するための負荷検知回路216をさらに含み得る。一例として、負荷検
知回路216は、送信アンテナ204によって生成された近接場の近傍における活動状態の受信
器の有無によって影響を受ける、電力増幅器210へ流れる電流を監視する。電力増幅器210
に対する負荷の変化の検出は、活動状態の受信器と通信するためのエネルギーを伝送する
ために発振器212を有効にするべきか否かを判断するのに使用されるコントローラ214によ
って監視される。
【００２６】
　送信アンテナ204は、抵抗性の損失を低く保つように選択された厚さ、幅および金属タ
イプを有するアンテナストリップ（strip：細長片）として実施され得る。従来型の実装
形態では、送信アンテナ204は、一般に、テーブル、マット、ランプまたはそれほど携帯
性のない他の構成などのより大きな構造体との関連向けに構成され得る。したがって、送
信アンテナ204は、一般に、実用的な寸法であるために「巻」を必要としないことになる
。送信アンテナ204の例示的実装形態は、「電気的に小さく」(すなわち波長の数分の1)、
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共振周波数を定義するために、コンデンサを使用することにより、より低い使用可能な周
波数で共振するように調整され得る。受信アンテナに比較して、送信アンテナ204の直径
がより大きい、あるいは正方形のループの場合には側面の長さがより大きい(例えば0.50
メートル)ものであり得る例示的用途では、送信アンテナ204は、適切なキャパシタンスを
得るのに必ずしも多くの巻数を必要としないことになる。
【００２７】
　送信器200は、送信器200と関連づけられ得る受信器デバイスの状態および所在の情報を
収集し、かつ追跡することができる。したがって、送信回路202は、コントローラ214(本
明細書ではプロセッサとも称される)に接続された、存在検出器280、密閉検出器290、ま
たはそれらの組合せを含み得る。コントローラ214は、存在検出器280および密閉検出器29
0からの存在信号に応答して、増幅器210によって送出される電力量を調節することができ
る。送信器は、例えば建築物にある従来型の交流電力を変換するためのAC/DCコンバータ(
図示せず)、従来型の直流電源を送信器200に適切な電圧に変換するためのDC/DCコンバー
タ(図示せず)などの複数の電源を介して、あるいは従来型の直流電源(図示せず)から直接
、電力を受け取ることができる。
【００２８】
　限定的でない実例として、存在検出器280は、送信器の有効範囲領域に挿入された充電
されるデバイスの初期の存在を検知するのに利用される動き検出器でよい。検出後に送信
器がオンにされ得ると共に、デバイスによって受け取られたRF電力が、所定のやり方で受
信器デバイスのスイッチを切り換えるのに利用されることができ、このことが、結果とし
て送信器の駆動ポイントインピーダンスの変化をもたらす。
【００２９】
　別の限定的でない実例として、存在検出器280は、例えば赤外線検出、動き検出、また
は他の適切な手段により、人間を検出することができる検出器でよい。いくつかの例示的
実施形態では、送信アンテナが特定の周波数で伝送することができる電力量を制限する規
定が存在することがある。場合によっては、これらの規定は、電磁放射から人間を保護す
るように意図されている。しかし、例えば車庫、作業現場、店などの、人に占有されない
、または希にしか人に占有されない領域に送信アンテナが配置される環境があり得る。こ
れらの環境に人が居ない場合、平常の電力制限規定を上回って送信アンテナの電力出力を
増加することが許され得る。換言すれば、コントローラ214は、人の存在に応じて送信ア
ンテナ204の電力出力を規定レベル以下に調整し、人が送信アンテナ204の電磁場からの規
定距離外へ出たとき、送信アンテナ204の電力出力を、規定レベルを上回るレベルへ調節
する。
【００３０】
　限定的でない実例として、密閉検出器260(本明細書では密閉隔室検出器または密閉空間
検出器とも称されることがある)は、囲壁が閉じた状態であるか開いた状態であるかを判
断するための検知スイッチなどのデバイスでよい。送信器が、密閉状態の囲壁内にあると
き、送信器の電力レベルが増加され得る。
【００３１】
　例示的実施形態では、送信器200が無期限にオンのままではない方法が用いられ得る。
この場合、送信器200は、ユーザによって決定された時間の後に停止するようにプログラ
ムされ得る。この機能は、送信器200、特に電力増幅器210が、その周辺の無線デバイスが
完全に充電されたずっと後にも動作するのを防止する。周辺の無線デバイスが完全に充電
されたずっと後にも送信器200が動作する事象は、中継器または受信コイルのいずれかか
ら送られる、デバイスが完全に充電されたことを示す信号を検出する回路の故障によるも
のであり得る。送信器200が、その周辺に別のデバイスが配置された場合に自動停止する
のを防止するために、送信器200の自動停止機能は、その周辺で動きが検出されない設定
時間の後に初めて起動され得る。ユーザは、非活動時間間隔を決定し、必要に応じて変化
させることができる。限定的でない実例として、その時間間隔は、特定のタイプの無線デ
バイスが最初は完全放電しているという仮定の下に、同デバイスを完全充電するのに必要
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とされる時間より長くしてよい。
【００３２】
　図5は、本発明の例示的実施形態による受信器300の簡易ブロック図である。受信器300
は、受信回路302および受信アンテナ304を含んでいる。受信器300は、デバイス350へ受信
電力を供給するために、デバイス350にさらに結合する。受信器300は、デバイス350の外
部にあるように示されているが、デバイス350に一体化されてもよいことに留意されたい
。一般に、エネルギーは受信アンテナ304へ無線で伝搬され、次いで受信回路302を介して
デバイス350に結合される。
【００３３】
　受信アンテナ304は、送信アンテナ204(図4)と、同一周波数で、または同一周波数の近
くで共振するように調整される。受信アンテナ304は、送信アンテナ204に似た寸法に設定
され得るか、または関連するデバイス350の寸法に基づいて違ったサイズに設定され得る
。一例として、デバイス350は、送信アンテナ204の直径または長さより小さい直径または
長さを有する携帯用電子デバイスでよい。このような実例では、受信アンテナ304は、同
調コンデンサ(図示せず)のキャパシタンス値を低減し、かつ受信アンテナのインピーダン
スを増加するために、多重巻アンテナとして実施され得る。一例として、受信アンテナ30
4は、アンテナ直径を最大化し、かつ受信アンテナのループの巻き(すなわち巻線)の数お
よび巻線間キャパシタンスを低減するためにデバイス350の実質的な周囲のまわりに配置
され得る。
【００３４】
　受信回路302は、受信アンテナ304にインピーダンス整合をもたらす。受信回路302は、
受信したRFエネルギー源をデバイス350用の充電電力に変換するための電力変換回路306を
含んでいる。電力変換回路306は、RF/DCコンバータ308を含み、DC/DCコンバータ310も含
み得る。RF/DCコンバータ308は、受信アンテナ304で受け取られたRFエネルギー信号を非
交番電力へと整流し、DC/DCコンバータ310は、整流されたRFエネルギー信号をデバイス35
0に適合するエネルギー電位(例えば電圧)に変換する。半波整流器および全波整流器、レ
ギュレータ、ブリッジ、2乗器、ならびに線形コンバータおよびスイッチングコンバータ
を含む様々なRF/DCコンバータが企図される。
【００３５】
　受信回路302は、受信アンテナ304を電力変換回路306に接続するため、あるいは電力変
換回路306を切り離すためのスイッチング回路312をさらに含むことができる。電力変換回
路306から受信アンテナ304を切り離すことは、デバイス350の充電を一時停止するだけで
なく、送信器200(図2)「から見た」「負荷」を変化させる。
【００３６】
　上記で開示されたように、送信器200は、送信器の電力増幅器210に供給されるバイアス
電流の変化を検出する負荷検知回路216を含んでいる。したがって、送信器200は、いつ受
信器が送信器の近接場に存在するのかを判断するための機構を有する。
【００３７】
　送信器の近接場に複数の受信器300が存在するとき、他の受信器がより効率的に送信器
に結合することを可能にするために1つまたは複数の受信器のローディング（loading：（
送信器に）負荷をかけること）とアンローディング（unloading）を時分割するのが望ま
しいことであり得る。受信器は、近くの他の受信器への結合を解消するか、または近くの
送信器に対するローディングを低減するためにクローキング（cloaking：隠すこと）され
得る。この、受信器の「アンローディング」は、本明細書では「クローキング」としても
知られている。さらに、この、受信器300によって制御され、送信器200によって検出され
るアンローディングとローディングとの間のスイッチングは、以下でより十分に説明され
るように、受信器300から送信器200への通信機構をもたらす。さらに、プロトコルは、受
信器300から送信器200へのメッセージ送信を可能にするスイッチングと関連づけられ得る
。一例として、スイッチング速度は100μsec程度でよい。
【００３８】
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　例示的実施形態では、送信器と受信器との間の通信は、従来型の双方向通信ではなく、
デバイスの検知および充電の制御機構を意味する。換言すれば、送信器は、近接場に有効
なエネルギーがあるかどうかということに合わせて、送信される信号のオン/オフのキー
イングを用いる。受信器は、エネルギーのこれらの変化を送信器からのメッセージとして
解釈する。受信器側では、受信器は、どれだけの電力が近接場から受け取られているかと
いうことに合わせて受信アンテナの同調および離調を用いる。送信器は、近接場から消費
される電力におけるこの差を検出し、これらの変化を受信器からのメッセージとして解釈
することができる。
【００３９】
　受信回路302は、受信エネルギーの変化を識別するのに使用される信号伝達検出器およ
びビーコン回路314をさらに含み得ると共に、これは、送信器から受信器への情報の信号
伝達に対応することができる。さらに、無線充電向けに受信回路302を構成するために、
信号伝達およびビーコンの回路314は、低減されたRF信号エネルギー(すなわちビーコン信
号)の伝送を検出するのに、また、低減されたRF信号エネルギーを、受信回路302の内部の
電力供給されていない回路または電力が消耗された回路を喚起するための公称電力へと整
流するのに、使用され得る。
【００４０】
　受信回路302は、本明細書で説明された受信器300のプロセスを、本明細書で説明された
スイッチング回路312の制御を含めて調整するためのプロセッサ316をさらに含む。受信器
300のクローキングは、デバイス350に充電電力を供給する外部の配線式充電電源(例えば
壁/USB電力)の検出を含む他の事象が発生したときにも生じることがある。プロセッサ316
は、受信器のクローキングの制御に加えて、ビーコンの状態を求め、かつ送信器から送ら
れたメッセージを抽出するために、ビーコン回路314を監視することもできる。プロセッ
サ316は、性能を改善するためにDC/DCコンバータ310を調節することもできる。
【００４１】
　いくつかの例示的実施形態では、受信回路302は、例えば所望の電力レベル、最大電力
レベル、所望の電流レベル、最大電流レベル、所望の電圧レベル、および最大電圧レベル
の形で、以下により詳しく説明するように、送信器に電源条件を信号伝達することができ
る。これらのレベルおよび送信器から受け取られた実際の電力量に基づいて、プロセッサ
316は、DC/DCコンバータ310の動作を調節することができ、その出力を、電流レベルを調
節すること、電圧レベルを調節すること、またはそれらの組合せのような形で安定化する
ことができる。
【００４２】
　図6は、送信器と受信器との間のメッセージ伝達を実行するための送信回路の一部分の
簡易概略図を示す。本発明のいくつかの例示的実施形態では、送信器と受信器との間で通
信のための手段が有効にされ得る。図6で、電力増幅器210は、放射場を生成するために送
信アンテナ204を駆動する。電力増幅器は、送信アンテナ204用の所望の周波数で周期的に
振動しているキャリア信号220によって駆動される。電力増幅器210の出力を制御するため
に送信変調信号224が利用される。
【００４３】
　送信回路は、電力増幅器210に関するオン/オフのキーイングプロセスを用いることによ
り、受信器へ信号を送ることができる。換言すれば、送信変調信号224がアサートされる
とき、電力増幅器210は、送信アンテナ204上に現れるキャリア信号220の周波数を駆動す
ることになる。送信変調信号224が無効にされるとき、電力増幅器は、送信アンテナ204に
対していかなる周波数も送り出さないことになる。
【００４４】
　図6の送信回路は、電力増幅器210に電力を供給し、受信信号235の出力を生成する負荷
検知回路216も含んでいる。負荷検知回路216では、抵抗RSの両端の電圧降下が、電力入力
信号226と電力増幅器210への電源228との間に生じる。電力増幅器210によって消費される
電力のいかなる変化も、差動増幅器230によって増幅される電圧降下に変化をもたらすこ
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とになる。送信アンテナが受信器(図6では図示せず)内にある受信アンテナとの結合モー
ドにあるとき、電力増幅器210に引き込まれる電流の量が変化することになる。換言すれ
ば、送信アンテナ204に対して結合モード共振が存在しなければ、放射される電磁場を駆
動するのに必要な電力は、第1の量になるはずである。結合モード共振が存在すれば、電
力の多くが受信アンテナに結合されるので、電力増幅器210によって消費される電力量は
上昇することになる。したがって、受信信号235は、送信アンテナ204に結合された受信ア
ンテナの存在を示すことができ、受信アンテナから送られた信号を検出することもできる
。さらに、受信器の電流引き込みの変化は、送信器の電力増幅器の電流引き込みで観測で
きるはずであり、この変化は、受信アンテナからの信号を検出するのに用いられ得る。
【００４５】
　クローキング信号、ビーコン信号、およびこれら信号を生成するための回路のいくつか
の例示的実施形態の詳細は、そのすべてが、参照によって全体が本明細書に組み込まれる
、2008年10月10日に出願された「REVERSE LINK SIGNALING VIA RECEIVE ANTENNA IMPEDAN
CE MODULATION」という名称の米国実用特許出願第12/249,873号、および2008年10月10日
に出願された「TRANSMIT POWER CONTROL FOR A WIRELESS CHARGING SYSTEM」という名称
の米国実用特許出願第12/249,861号において見られ得る。
【００４６】
　例示の通信のメカニズムおよびプロトコルの詳細は、その内容の全体が参照により本明
細書に組み込まれる、2008年10月10日に出願された「SIGNALING CHARGING IN WIRELESS P
OWER ENVIRONMENT」という名称の米国実用特許出願第12/249,866号において見られ得る。
【００４７】
　図7は、送信器の電力レベルを調節するための送信回路の一部分の簡易概略図を示す。
いくつかの例示的実施形態では、供給された直流入力415に関連して電力入力信号226に送
出される電力量を制御するために、コントローラ214が、電圧レギュレータ240、電流リミ
ッタ242、またはそれらの組合せに結合され得る。また、いくつかの例示的実施形態は、
電力入力信号226に結合され、電力消費に関するフィードバックをコントローラにもたら
すために使用される電流検出器252および電圧検出器250を含み得る。図6の負荷検知回路2
16は、適切な電流検出器の一例である。
【００４８】
　図1、図2、および図4を参照しながら前述されたように、送信アンテナの結合モード領
域の近傍に受信器デバイスを配置することにより、充電を必要とする受信器デバイスに、
送信回路202および送信アンテナ204を使用して電力が送出され得る。本明細書で論じられ
る例示的実施形態では、送信器は、電力レベル、時間などに基づいて、充電される受信器
デバイスのすべてに対して順次に電力を循環させることができる。受信器デバイスは、デ
バイスの電力要求および他の情報を送信器に通知することができる。送信器は、この電力
要求の情報を用いて、伝送される電力量を調節すること、電力が伝送される時間を調節す
ること、またはそれらの組合せにより、各受信器デバイスに送出される電力量を調整する
ことができる。
【００４９】
　送信器の電力レベルを調節するための適切な回路を実施するために、電圧レギュレータ
240および電流リミッタ242の組合せが用いられ得る。可調整電圧レギュレータ回路は、例
えば、可調整ポテンショメータ、整流器、場合により平滑回路、および場合によりバンド
ギャップ基準回路を含むことができる。本発明の実施形態と共に使用するのに適切ないく
つかの電圧レギュレータ回路の実例が、図8、図9、および図10を参照しながら以下に説明
されて論じられる。
【００５０】
　充電を必要とする受信器デバイスは、例えば電流および電圧の単位で、その電力要求の
必要性を送信器に信号伝達する。例えば、充電を望む各受信器デバイスがそのピークの電
圧および電流のレベルを含むその電力定格を信号伝達するプロトコルが含まれ得る。さら
に、推奨される電流および電圧のレベルも信号伝達され得る。さらに、充電される各デバ
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イスの識別子が、同様に信号伝達され得る。
【００５１】
　次いで、プロセッサ214は、例えば、電力入力信号226によって電力増幅器210(図6)に送
出される電力を制御することができる。
【００５２】
　いくつかの例示的実施形態では、電圧検出器250が、例えば図7に示されるように別個に
、または電圧レギュレータ240の一部分として、含まれ得る。電圧検出器250は、電力入力
信号226の電力レベルを調節するために、コントローラ214に対するフィードバック経路を
形成する。したがって、電流の制御に関連して、コントローラ214は、充電されるデバイ
スに対して最適の充電をもたらすために、電圧レギュレータ240の内部でレベルを指定限
界内に調節することができる。したがって、その最適レベルは、電力が電圧と電流の積で
あるという事実によって決定されるデバイスの電力定格を上回らないように設定され得る
。
【００５３】
　いくつかの例示的実施形態では、電流検出器252が、例えば図7に示されるように別個に
、または電流レギュレータ242の一部分として、含まれ得る。電圧検出器250は、電力入力
信号226の電力レベルを調節するために、コントローラ214に対するフィードバック経路を
形成する。したがって、電圧の制御に関連して、コントローラ214は、充電されるデバイ
スに対して最適の充電をもたらすために、電流リミッタ242の内部でレベルを指定限界内
に調節することができる。したがって、その最適レベルは、電力が電圧と電流の積である
という事実によって決定されるデバイスの電力定格を上回らないように設定され得る。
【００５４】
　各受信器デバイスによって引き込まれる電力は、電流検出器252および電圧検出器250を
用いて、電力成分(電圧または電流)のしきい値検出をもたらす電圧検出器および電流検出
器に関連して監視され得る。したがって、コントローラ214は、充電プロセスを通じて、
充電されている各受信器デバイスに対して電圧および電流を様々なレベルに調節すること
ができる。
【００５５】
　受信器デバイスは、上記で論じたように無線充電信号伝達プロトコルを介して電力要求
の必要性を信号伝達することができる。また、電力要求を信号伝達するのに個別の通信チ
ャンネル119(例えばブルートゥース、ジグビー、セルラーなど)が使用されてもよい。
【００５６】
　本発明の例示的実施形態は、電力増幅器210(図6)を駆動するのに、駆動電圧、駆動電流
、またはそれらの組合せの適応制御を利用することによる、動的送信放射電力レベルの制
御を対象にする。駆動レベルを変化させると、PAから出力されるRF電力が変化し、その結
果、充電されている受信デバイスに伝送される電力が変化する。
【００５７】
　電力レベルを定義するのに用いられるいくつかの例示的情報は、以下の項目を含むこと
ができる。
【００５８】
　１－デバイスのタイプおよび受信器デバイスにとって望ましい最適のRF電力レベル。
【００５９】
　２－充電されているデバイスの現在のバッテリー充電レベル。
【００６０】
　３－各デバイスが現在受け取っている送信ソースからのRF電力レベル。
【００６１】
　デバイスのタイプおよび充電するためのその好ましいRF電力レベル（項目１）を知ると
、送信ソースは、以下でより十分に説明されるように、デバイスが充電されている時間帯
を通じて、この好ましいRF電力レベルに調節されることができる。したがって、各デバイ
スに送出される電力レベルは、他のデバイスのいかなるものにも影響を与えることなく、
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そのデバイス向けに独立してカスタム化され得る。さらに、充電されているデバイスの現
在のバッテリー充電レベル（項目２）についての情報は、放射されるRFレベルがデバイス
の現在のバッテリー充電レベルに基づいて最適化されることを可能にする。どちらの技法
も、固定された送信電力レベルが実施された場合には通常は浪費されることになる電力を
最小化するのに役立つ。
【００６２】
　RFの安全問題を扱う際に、各デバイスによって吸収された電力レベル（項目３）を送信
器から伝送された電力と比較すると、局部的環境に放射された電力の全体の指標が得られ
、これは、換言すれば送信器のSARレベルに比例する。これによって、許容できるSARレベ
ルを依然として維持する一方で、各デバイスの送信器への結合率に基づいて各デバイスに
放射される電力を最大化する手段が可能になる。その結果、送信器への結合が弱いデバイ
スによって規定されたより低い固定電力レベルに制限されるのではなく、各デバイスに個
々に送出される電力を改善することができる。最後に、可調整の放射電力によって、充電
モードでないときの送信器の交流電力消費を低減し、局所に位置している電子部品に対す
る干渉も低減する、より低電力のビーコンモードが可能になる。
【００６３】
　図8、図9、および図10は、電力増幅器210および他の送信回路202向けに電力レベルを安
定化し調節するのに使用され得る例示的回路を示す。図8で、AC/DC電源400は、交流120ボ
ルト405を、例えば送信回路202を作動させるための5ボルト/100mAの補助電力、および送
信アンテナ204を駆動する電力増幅器210を作動させるための5～12ボルト/500mAの主電力
など、送信器によって必要とされ得る様々な直流電圧に変換する。
【００６４】
　AC/DCコンバータ410は、回路レギュレータ420およびPAレギュレータ450向けの中間直流
電圧415(本明細書では「直流入力」とも称される)を生成する。回路レギュレータ420は、
送信回路202に対して全体的な電力425を供給し、PAレギュレータは、PA210を駆動するた
めに、電力入力信号226に対して可変電力レベルを提供する。
【００６５】
　AC/DCコンバータ410は、低コストを保ちながら、例えばアンダーライターズラボラトリ
ーズ(Underwriter Laboratories：UL)およびカナダ規格協会(Canadian Standards Associ
ation：CSA)に認可された電源がシステムの「保証された」部分になることを可能にする
従来型の「電源アダプタ」でよい。準安定(例えば約10%)電源アダプタは、廉価であり、
多種多様な供給業者から入手可能である。
【００６６】
　限定的でない実例として、回路レギュレータ420およびPAレギュレータ450は、バック電
圧コンバータとして実施され得る。回路レギュレータ420およびPAレギュレータ450のデュ
アルバック設計は、追加のスイッチモードコントローラ、電界効果トランジスタ(FET)、
コンデンサ、およびコイルを使用して効率を高く保つことができる。
【００６７】
　したがって、回路レギュレータ420は、図4に示されたように、コントローラ214および
他の回路向けに5ボルトを供給する低電力で固定出力のバックコンバータでよい。PAレギ
ュレータ450は、送信器の電力出力を制御するために電力増幅器に変化する電圧を供給す
る、より大電力で可変出力のバックコンバータでよい。電力増幅器の電源226は、送信回
路202からPAレギュレータ450への制御信号452によって制御可能であり、制御信号452は、
送信されるRF電力を例えば約50mWから約5ワットの範囲にわたって変化させる。
【００６８】
　図9は、2つのNチャンネルトランジスタを駆動して同期式バックコンバータを構成する
パルス幅変調器(PWM)コントローラ460(Linear Technology社製のLTC3851など)として実施
されたPAレギュレータ450Aを示す。小さなコイル、ラダー抵抗、および出力コンデンサが
トランジスタの出力をフィルタリングしてバックコンバータを完成する。バックコンバー
タは、直流入力電圧415を直流出力電圧226に変換して調整する。
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【００６９】
　電力出力は、例えば制御信号452によって制御されるデジタル(プログラマブル)ポテン
ショメータ465によって制御され得る。制御信号452は、直流出力電圧226が例えば直流の5
ボルトから12ボルトまでのいかなる値にも設定され得るように、コントローラ214(図4)に
よって駆動され得る。PAレギュレータ450Aは、非常に小さなコントローラオーバヘッドを
使用し、負荷が急速に変化する状況下において、90%を超える効率でループ安定性を保証
するように構成され得る。
【００７０】
　あるいは、図10は、マイクロコントローラ470を使用する同期式バックコンバータとし
てPAレギュレータ450Bを示す。マイクロコントローラ470は、同期式バックコンバータ機
能専用でよい。しかし、いくつかの例示的実施形態では、送信器200(図4)のコントローラ
214が、それが遂行している他の機能と同様に同期式バックコンバータ機能に使用されて
もよい。バックコンバータは、直流入力電圧415を直流出力電圧226に変換して調整する。
【００７１】
　したがって、マイクロコントローラ470は、PチャンネルFETおよびNチャンネルFETを直
接駆動することができ、バックコンバータに対するスイッチ制御をもたらす。小さなコイ
ル、ラダー抵抗、および出力コンデンサがトランジスタの出力をフィルタリングしてバッ
クコンバータを完成する。フィードバックは、電圧検知動作として、マイクロコントロー
ラ470のA/D入力に直接入り得る。したがって、制御信号452は、直流出力226の電圧のサン
プリングされたバージョンとして実施され得る。マイクロコントローラ470は、直流出力2
26の実際の出力を所望の出力と比較し、それに応じてPWM信号を補正することができる。
周波数が、マイクロコントローラ470の実装形態に対して非常に低い可能性があるので、
より大きなコイルが必要とされることがあるが、送信器における大問題ではない。個別の
PWMコントローラが必要ではないので、マイクロコントローラ470の実装形態はかなり安価
なものであり得る。
【００７２】
　前述のように、動的に調整可能な送信電力を可能にすることには、以下の利点がある。
【００７３】
　１－個々のデバイスタイプに送出される電力をカスタム化することにより、単一の充電
器設計でより多くのデバイスタイプの充電が可能になる。
【００７４】
　２－他のデバイスの充電時間に影響を与えないやり方で、現在のバッテリー充電レベル
の関数として複数のデバイスに送出される電力レベルを変化させるのを可能にすることに
より、放射される電力の浪費が回避される。
【００７５】
　３－引き続きSAR要件を満たすやり方で、放射される電力レベルが、個々のデバイスの
送信器への結合レベルに基づくことを可能にすることにより、充電時間が改善される。
【００７６】
　４－充電器がデバイスを充電していないとき(ビーコンモード)の電力消費が低減され、
近くの電子部品への干渉が低減される。
【００７７】
　図11は、送信回路202を有するホストデバイス510および送信アンテナ204を示す。受信
器デバイス520が、送信アンテナ204の結合モード領域内に配置して示されている。示され
ていないが、受信器デバイスは、図5に示されるように受信アンテナ304および受信回路30
2を含むことができる。図11で、ホストデバイス510は充電マットとして示されているが、
家具、あるいは壁、天井、および床などの建築部位に一体化され得る。さらに、ホストデ
バイス510は、例えば送信器が組み込まれた、ハンドバック、バックパック、または書類
カバンなどの品目でもよい。あるいは、ホストデバイスは、充電バッグなど、ユーザが運
搬して受信器デバイス520を充電するように特別に設計された携帯用送信器でもよい。
【００７８】
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　本明細書で用いられる「同一平面上の」は、送信アンテナと受信アンテナが実質的に整
列した(すなわち、実質的に同一方向を指す表面法線を有する)面を有し、また、送信アン
テナの面と受信アンテナの面との間の距離がない(または小さな距離である)ことを意味す
る。本明細書で用いられる「共軸の」は、送信アンテナと受信アンテナが実質的に整列し
た(すなわち、実質的に同一方向を指す表面法線を有する)面を有し、また、2つの面の間
の距離が自明でなく、さらに、送信アンテナおよび受信アンテナの表面法線が実質的に同
一ベクトルに沿って存在するか、または両法線が雁行状である。
【００７９】
　同一平面上の配置は、比較的高い結合効率を有することができる。しかし、結合は、送
信アンテナに対して受信アンテナがどこに配置されるかということ次第で変化する可能性
がある。例えば、送信ループアンテナの外側の同一平面上の配置ポイントは、送信ループ
の内側の同一平面上の配置ポイントほど効率的に結合し得ない。さらに、送信ループ内の
同一平面上の配置ポイントであるが同ループに対して別々の位置は、別々の結合効率を有
することがある。
【００８０】
　共軸の配置は、より低い結合効率を有する可能性がある。しかし、結合効率は、その出
願の内容の全体が参照によって本明細書に組み込まれる、2008年10月10日に出願された「
METHOD AND APPARATUS FOR AN ENLARGED WIRELESS CHARGING AREA」という名称の米国実
用特許出願第12/249,875号で説明されているような中継アンテナの使用で改善され得る。
【００８１】
　図12Aは、上記で論じられた信号伝達技法を用いる、送信器と受信器との間の通信用の
例示的メッセージプロトコルを示す簡易タイミング図である。例示の一手法では、送信器
から受信器への信号は、本明細書では「順方向リンク」と称され、通常の送電と低電力送
電との間の簡単なAM変調を用いる。他の変調技法も企図される。限定的でない実例として
、信号の存在は「1」と解釈され得ると共に、信号の非存在は「0」と解釈され得る(すな
わちオンオフキーイング（on-off keying：オンオフ変調）)。
【００８２】
　逆方向リンクの信号伝達は、受信デバイスによって引き込まれる電力の変調によっても
たらされ、送信器の負荷検知回路によって検出され得る。限定的でない実例として、より
高い電力の状態が1として解釈され、より低い電力の状態が0として解釈され得る。受信器
が逆方向リンクの信号伝達を遂行することができるように、送信器はオンでなければなら
ないことに留意されたい。また、受信器は、順方向リンクの信号伝達の期間中には逆方向
リンクの信号伝達を遂行するべきでない。さらに、2つの受信デバイスが逆方向リンクの
信号伝達の遂行を同時に試みる場合、衝突が生じる可能性があり、送信器は、適切な逆方
向リンクの信号を復号するのが不可能ではないにしても困難であろう。
【００８３】
　図12Aは、メッセージプロトコルの簡単な低電力の形態を示す。同期パルス620は、すべ
ての繰返し期間610(例示的実施形態では約1秒)毎に繰り返され、繰返し期間の始めを定義
する。限定的でない実例として、同時パルスのオン時間は約40mSでよい。送信器がオンで
ある間、繰返し期間610は、少なくとも同期パルス620を用いて無期限に繰り返され得る。
同期パルス620が、パルス期間620の間中安定した周波数であり得るので、「同期パルス」
は、いくぶん誤称であることに留意されたい。同期パルス620は、上記で論じられ、「ハ
ッチングされた」パルス620によって示されるようなオンオフキーイングを用いた共振周
波数における信号伝達も含み得る。図12Aは、同期パルス620の期間中共振周波数の電力が
供給され、電力期間650を通じて送信アンテナがオフである最小限の電力状態を示す。す
べての受信器デバイスは、同期パルス620の期間中電力を受け取ることが可能になる。
【００８４】
　図12Bは、同期パルス620、逆方向リンク期間630および電力期間650’を伴う繰返し期間
610を示しており、電力期間650’では、送信アンテナがオンであり、共振周波数で発振し
、いかなる信号伝達も遂行しないことにより、全電力を供給している。以下で説明される
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ように、電力期間650’は複数の受信器デバイス向けに別々の期間に細分化され得る。図1
2Bは、3つの別々の受信器デバイス向けの3つの電力セグメントPd1、Pd2、およびPdnを示
す。
【００８５】
　上記で論じられたオンオフキーイング通信プロトコルは、各受信器デバイスが、上記で
論じられたように、充電を要求して所望の電力パラメータを示すのを可能にするために、
拡張され得る。また、受信器デバイスは、例えば受信器デバイスを特定のユーザに関連づ
ける通し番号またはタグなどの一意の識別子を用いてそれ自体を識別することができる。
要求している受信器デバイスは、デバイスのクラス(例えばカメラ、携帯電話、メディア
プレーヤ、携帯情報端末)などのさらなる情報を通知することもできる。
【００８６】
　受信器の情報は、一意のデバイス識別子、デバイスのタイプ、交信情報、およびユーザ
にプログラムされたデバイスに関する情報などの項目を含むことができる。例えば、デバ
イスは、ユーザ名によって区別された、特定の製造業者からの音楽プレーヤであり得る。
別の実例として、デバイスは、ユーザ名によって区別された特定の通し番号を有する、特
定の製造業者からの電子ブックであり得る。
【００８７】
　受信器と送信器は、上記で論じられたオンオフキーイング通信プロトコルを用いる通信
に加えて、個別の通信チャンネル119(例えばブルートゥース、ジグビー、セルラーなど)
で通信することができる。個別の通信チャンネルを用いると、繰返し期間はいかなる通信
期間も含む必要がなく、全時間が電力期間650’の専用になり得る。送信器は、引き続き
各受信器デバイス(個別の通信チャンネルによって通信される)に時間スロットを割り当て
ることができ、各受信器デバイスは、その割り当てられた電力セグメントPdn向けのバス
にのみ繋がる。
【００８８】
　前述のように、各受信器デバイスが適切に給電されるように、多くの用途で、給電され
る各受信器デバイス間で特定の電力の割合を割り当てることができることが重要であり得
る。場合によっては、これはすべての受信器デバイス間で電力の均等分割になるであろう
。他の場合には、ある受信器デバイスが、恐らく周期的に遂行しなければならないより大
電力のタスクのために、より多くの電力を必要とすることがある。さらに別の場合には、
ある受信器デバイスが、恐らくバッテリーが十分に充電されていることにより、より少な
い電力を必要とすることがある。このような場合、システムが、その受信器デバイスの電
力割当てを他のデバイスに分配したくなることがある。
【００８９】
　電力共有には複数の手法がある。簡単なやり方の1つに、すべての受信器デバイスが同
時に電力を受け取り、したがって無線電力環境で利用可能な電力を共有するものがある。
この方法は、簡単で、廉価で、しかも頑健であるが、多くのRF/誘導の充電環境では、あ
る受信器デバイスが別の受信器デバイスより優れた送信アンテナに結合し得るという欠点
を有する可能性がある。その結果、第1の受信器デバイスが大部分の電力を得る可能性が
ある。もう1つの欠点は、十分に充電されたたバッテリーを有する受信器デバイスへの給
電を「抑制する」やり方がないことである。
【００９０】
　複数の受信器デバイス間で電力を割り当てる別のやり方には、一度に1つの受信器デバ
イスが電力を受け取ることができる時分割多重化がある。電力を受け取らないすべての受
信器デバイスは、電力受信を抑止され、その結果RF/誘導の環境と相互作用しない。時間
分配多重化には、いくつかの給電されるデバイス間の電力配分が可能で、しかも任意選択
で電力の不均等割当てを決定することができるコントローラが必要である。限定的でない
実例として、送信器は、十分に充電されたデバイスへの電力セグメントの長さを縮小する
かまたは解消することができる。同時に電力を受け取るすべての受信器デバイスの結合効
率の合計と順次に電力を受け取る各受信器デバイスの効率とが等しくない可能性があるの
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で、時分割多重化は、いくらかの効率を失うという欠点を有することがある。また、オフ
の受信器デバイスは、次にオンになる期間まで長時間にわたって電力を保存しなければな
らず、したがって、より大きな/より高くつく電荷蓄積デバイスを必要とする可能性があ
る。
【００９１】
　本開示の例示的実施形態は、ハイブリッド技法を対象にする。本開示の例示的実施形態
では、複数の受信器デバイスが無線充電領域を共有する。最初に、すべての受信器デバイ
スが受信電力を同時に共有し得る。しばらくしてから、受信器デバイスからのフィードバ
ックを含むコントロールシステムが、各受信器デバイスが実際にどれだけの電力を受け取
っているかを確認し、必要に応じて、時分割多重手法、電力レベル調節手法、またはそれ
らの組合せによって電力を調節する。ほとんどの場合、各受信器デバイスがほとんどの時
間にわたって電力を受け取ることになる。何らかの時点で、いくつかの受信器デバイスが
オフになるかまたは電力受信を抑止され、それらが受け取る電力の合計が低減する。例え
ば、大部分の電力を受け取るように送信コイル上に配置された受信器デバイスが、他の受
信器デバイスがより多くの電力を受け取るように、時間の一部分にわたってオフにされ得
る。その結果、様々な受信器デバイスの配置によってもたらされた不平衡が補正され得る
。別の実例は、両方とも電力を共有すると共に、最初に両方が100%の時間オンになるよう
に配置された2つの受信器デバイスであり得る。1つのデバイスがそのバッテリーを充電し
終えたとき、そのデバイスは、より多くの電力がもう一方のデバイスに到達するのを可能
にするために、より大きな割合の時間にわたってオフになるのを開始することができる。
あるいは、送信器は、より多くの電力が他方の受信器デバイスに到達するのを可能にする
ために、ほとんど充電された受信器デバイスに割り当てる時間スロットを、より少なくし
始めることができる。
【００９２】
　図13A～図13Cは、送信アンテナ204を有するホストデバイス510を示し、送信アンテナ20
4に対して別々の位置に配置された受信器デバイス(Dev1およびDev2)を含む。話を簡単に
するために、本明細書では2つの受信器デバイスだけが論じられるが、複数のデバイスの
使用も本開示の教示の範囲内であるように企図されており、そのようなものに関する変更
形態は当業者には明らかであろう。
【００９３】
　図13Aは、両方の受信器デバイス(Dev1およびDev2)が送信アンテナの周辺からほぼ同じ
距離だけ離れてなど、送信アンテナ204から実質的に等しい量の電力を受け取るように配
置されるシナリオを示す。図13Aで、受信器デバイスDev1およびDev2は、両方とも送信ア
ンテナ204の中心の近くに配置されている。
【００９４】
　図13Bでは、受信器デバイス(Dev1およびDev2)が互いから離されるが、送信アンテナ204
の周辺からほぼ同じ距離に配置される。したがって、受信器デバイスDev1およびDev2は、
送信アンテナ204から同一の電力量を受け取るのに、互いに近い位置または給電領域内の
同一の地理位置にある必要性がない。図13Aの設定では、送信器からのデバイスの距離に
関連して結合効率が変化するために、受信器デバイスDev1およびDev2が送信アンテナ204
から受け取る電力は、図4Bの設定のものよりもより小さいことに留意されたい。しかし、
それぞれの設定において、一方のデバイスで受け取られる電力量は、他方のデバイスで受
け取られる電力量と実質的に等しい。
【００９５】
　図13Cは、受信器デバイスDev1とDev2が、送信アンテナ204から不均等の電力量を受け取
るように配置されているシナリオを示す。この実例では、受信器デバイスDev1は送信アン
テナ204の中心の近くに配置されており、送信アンテナ204により近く配置された受信器デ
バイスDev2より、受け取る電力が少ないはずである。このシナリオでは、Dev2はDev1より
速く充電され、したがってDev1より早く十分に充電されることになる。
【００９６】
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　図14A～図14Gは、複数の受信器デバイスに電力を送出するための適応型電源制御を示す
簡易タイミング図である。話を簡単にするために、本明細書では2つのデバイスだけが論
じられるが、複数のデバイスの使用も本開示の教示の範囲内であるように企図されており
、そのようなものに関する変更形態は当業者には明らかであろう。
【００９７】
　図14Aで、ケース0のシナリオは、単一の受信器デバイスが送信器アンテナ204の給電領
域内に配置されたときを図示する時間ライン700を示す。このシナリオでは、単一の受信
器デバイスは、各繰返し期間610を通じて、送信アンテナ204によって供給される電力の実
質的にすべてを受け取る。図12Aおよび図12Bを参照しながら上記で論じたように、繰返し
期間610の一部分620は、任意選択の信号伝達に消費され得る。
【００９８】
　図14Bで、ケース1のシナリオは、受信器デバイスDev1向けの時間ライン711および受信
器デバイスDev2向けの時間ライン712を示している。この場合、各受信器デバイスDev1お
よびDev2が、送信アンテナ204によって供給される電力の約50%を消費している。図14Bの
シナリオは、図13Aおよび図13Bなど、2つの受信器デバイスが送信アンテナ204の給電領域
内で対称に配置されたときにあり得るものである。したがって、受信器デバイスDev1およ
びDev2のそれぞれが、垂直軸によって示されるように電力の50%を受け取るなど、繰返し
期間610を通じて等量の電力を受け取る。信号伝達期間620は、送信器と受信器との間の通
信を可能にするように使用され得ると共に、両デバイスを充電するのに利用可能な時間を
短縮し得る。
【００９９】
　図14Cで、時間ライン721および722によって示されるケース2のシナリオは、時間多重化
を用いる。したがって、受信器デバイスDev1およびDev2のそれぞれが、繰返し期間610を
通じて等量の電力を受け取る。しかし、ケース2では、Dev1が繰返し期間610の50%にわた
って電力の100%を受け取ることができ、Dev2が繰返し期間610のもう一方の50%にわたって
電力の100%を受け取ることができる。信号伝達期間620は、送信器と受信器との間の通信
を可能にするように使用され得ると共に、両デバイスを充電するのに利用可能な時間を短
縮し得る。
【０１００】
　図14Dで、ケース3のシナリオは、受信器デバイスDev1およびDev2の両方が、信号伝達期
間610を通じて電力を受け取ることを可能にされ得る時間ライン731および732を示す。た
とえ信号伝達が生じているとしても、受信器デバイスDev1およびDev2は引き続き信号から
電力を得ることができる。したがって、ケース3では、受信デバイスのそれぞれが、信号
伝達期間620を通じて電力を受け取り、したがって信号伝達期間620を通じて電力の約50%
を受け取ることができる。繰返し期間610の電力部分(すなわち、繰返し期間610の、信号
伝達期間620によって使用されない部分)は、受信器デバイスDev1と受信器デバイスDev2と
の間の時分割多重化に均等に分割され得る。
【０１０１】
　図14Eで、ケース4のシナリオは、受信器デバイスDev1向けの時間ライン741および受信
器デバイスDev2向けの時間ライン742を示している。ケース4では、(図13Cに示されたよう
に)受信器デバイスDev1が、送信アンテナ204の中心の近くに配置され、送信アンテナ204
のより近くに配置された受信器デバイスDev2より受信する電力が少ないなど、受信器デバ
イスDev1およびDev2が送信アンテナ204から不均等の電力量を受け取るように配置されて
いる。各受信器デバイスDev1およびDev2は、給電領域において2つのデバイス間で電力を
配分するために、2つのデバイスの送信アンテナ204に対する結合に依存する。したがって
、電力分配が、単に送信アンテナ204に対する位置によって準最適に決定されるので、ケ
ース4では、受信器デバイスDev2などのよりよく配置された受信器デバイスが電力の約75%
を受け取る一方で、受信器デバイスDev1は電力の他の25%を受け取る。
【０１０２】
　図14Fで、ケース5のシナリオは、受信器デバイスDev1向けの時間ライン751および受信
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器デバイスDev2向けの時間ライン752を示している。ケース5では、受信器デバイスDev1お
よびDev2は、図14Eのものと似たやり方で送信アンテナから不均等の電力量を受け取るよ
うに配置されている。しかし、各受信器デバイスは、電力を配分するのに送信アンテナ20
4への相対的な結合に部分的には依存しているが、各受信器デバイスは、必要に応じて送
信アンテナ204からそれ自体を切り離すこともできる。50%ずつの電力分割が望まれる場合
、受信器デバイスDev2が、繰返し期間610のP2部分を通じてそれ自体の電力受信を抑止す
ることができ、一方、Dev1はP2部分の期間中電力の100%を受け取ることを許可され続ける
。
【０１０３】
　P1部分および信号伝達部分620の期間中、受信器デバイスDev1が電力の約25%を受け取り
、受信器デバイスDev2が電力の約75%を受け取るように、両受信器デバイスがオンであり
続ける。P1部分およびP2部分の時間長は、電力の約50%(または必要に応じて他の配分)が
各受信器デバイスDev1およびDev2に割り当てられるように調節され得る。ケース5は、ケ
ース2に類似しているが、オフ時間をより短縮する必要がある。例えばケース5では、受信
デバイスDev1は電力受信を抑止されることがなく、P2部分の期間中は受信器デバイスDev2
が抑止されるため、より大きな電力を単に受け取る。
【０１０４】
　図14Gで、ケース6のシナリオは、受信器デバイスDev1向けの時間ライン761および受信
器デバイスDev2向けの時間ライン762を示している。送信アンテナ204の電力出力が調節さ
れ得るという、図7～図10に関する上記議論を想起されたい。したがって、図14Gでは、電
力出力は、全電力の割合ではなくワット数を単位として示されている。ケース6では、受
信器デバイスDev1およびDev2は、送信アンテナ204からおおよそ均等な電力量を受け取る
ように配置される。したがって、信号伝達期間620を通じて、送信器は約4ワットを送出す
るように設定され得ると共に、受信器デバイスDev1とDev2のそれぞれが約2ワットを受け
取ることができる。P1部分を通じて、受信器デバイスDev1が電力受信を抑止されて送信ア
ンテナの電力出力が約3ワットに設定され、これは主として受信器デバイスDev2によって
消費される。P2部分を通じて、受信器デバイスDev2が電力受信を抑止されて送信アンテナ
の電力出力が約4ワットに設定され、これは主として受信器デバイスDev1によって消費さ
れる。
【０１０５】
　図14A～図14Gは、いくつかの可能なシナリオの実例として示されている。当業者なら、
より多くの受信器デバイスを含む多くの他のシナリオおよび様々な電力出力レベルが本発
明の範囲内で企図されることを理解するであろう。
【０１０６】
　当業者なら、情報および信号が、様々な別々の技術および技法のうち任意のものを用い
て表され得ることを理解するであろう。例えば、上記の説明の全体にわたって参照され得
るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電
流、電磁波、磁場または粒子、光場または粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって
表され得る。
【０１０７】
　当業者なら、本明細書で開示された例示的実施形態に関連して説明された様々な例示の
論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムのステップが、電子的ハードウェ
ア、コンピュータソフトウェアまたは両者の組合せとして実施され得ることをさらに理解
するであろう。ハードウェアおよびソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々
な例示の構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、一般にそれらの機
能の面から上で説明されてきた。このような機能が、ハードウェアとして実施されるかソ
フトウェアとして実施されるかということは、特定の用途および総合的なシステムに課さ
れる設計制約次第である。当業者なら、それぞれの特定の用途の説明された機能について
様々なやり方で実施することができるが、このような実装形態の決定が本発明の例示的実
施形態の範囲からの逸脱をもたらすと解釈されるべきではない。
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【０１０８】
　本明細書に開示された例示的実施形態に関連して説明された様々な例示的論理ブロック
、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用
途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)あるいは本明細書
に説明された機能を遂行するように設計された他のプログラマブルロジックデバイス、個
別のゲートまたはトランジスタロジック、個別のハードウェア構成要素、またはそれらの
任意の組合せを用いて実施されるかまたは遂行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロ
セッサであり得るが、別の方法として、プロセッサは、任意の従来型プロセッサ、コント
ローラ、マイクロコントローラまたはステートマシンであり得る。プロセッサは、コンピ
ューティングデバイスの組合せ、例えばDSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイ
クロプロセッサ、DSPコアと1つまたは複数のマイクロプロセッサの併用、または何らかの
他のこのような構成として実施され得る。
【０１０９】
　本明細書に開示された例示的実施形態に関連して説明された方法またはアルゴリズムの
ステップは、ハードウェアで直接的に実施され、プロセッサによって実行されるソフトウ
ェアモジュールで実施され、あるいはこの両者の組合せで実施され得る。ソフトウェアモ
ジュールは、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ(ROM)
、電気的プログラマブルROM(EPROM)、電気的消去可能プログラマブルROM(EEPROM)、レジ
スタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または当技術分野で既知の記憶
媒体の他の形態の中に存在し得る。例示的記憶媒体は、同記憶媒体に対してプロセッサが
情報を読み取り、かつ書き込むことができるようにプロセッサに結合される。別の方法と
して、この記憶媒体は、プロセッサに一体化され得る。プロセッサおよび記憶媒体は、AS
ICの中に存在し得る。ASICは、ユーザ端末の中に存在し得る。別の方法として、プロセッ
サおよび記憶媒体は、ユーザ端末の中に個別の構成要素として存在し得る。
【０１１０】
　1つまたは複数の例示的実施形態では、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、またはそれの任意の組合せで実施され得る。ソフトウェアで実施さ
れる場合、これらの機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読
媒体に蓄積されるかまたは伝送され得る。コンピュータ可読媒体は、コンピュータの記憶
媒体とコンピュータプログラムをある場所から別の場所に転送するのを容易にする任意の
媒体を含む通信媒体との両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得
る任意の入手可能な媒体であり得る。限定するものではない一例として、このようなコン
ピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROMまたは他の光ディスク記憶装置、磁気デ
ィスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは所望のプログラムコードを命令ま
たはデータ構造の形で搬送するかまたは記憶するために用いることができ、コンピュータ
によってアクセスされ得る任意の他の媒体を備えることができる。また、いかなる接続も
、適切にコンピュータ可読媒体と称される。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光
ファイバケーブル、撚り対線、デジタル加入者線(DSL)、あるいは赤外線、無線、および
マイクロ波などの無線技術を用いて、ウェブサイト、サーバ、または他の遠方のソースか
ら伝送される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、撚り対線、DSL、あるいは赤外
線、無線、およびマイクロ波などの無線技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用
される磁気ディスクおよび光学ディスク(Disk and disc)は、コンパクトディスク(CD)、
レーザーディスク（登録商標）、光ディスク、デジタル多用途ディスク(DVD)、フロッピ
ー（登録商標）ディスクおよびブルーレイディスクを含み、磁気ディスクが、通常、デー
タを磁気的に再現するのに対して、光学ディスクはレーザを用いてデータを光学的に再現
する。上記のものの組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【０１１１】
　開示された例示的実施形態の以前の説明は、いかなる当業者も本発明を作製するかまた
は用いることを可能にするために提供されている。これらの例示的実施形態に対する様々
な変更は、当業者には容易に明らかになるはずであり、本明細書に定義された一般的な原
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理は、本発明の趣旨または範囲から逸脱することなく他の実施形態に適用され得る。した
がって、本発明は、本明細書に示された実施形態に限定されるようには意図されておらず
、本明細書に開示された原理および新規の機能と一致する最も広い範囲を認められるべき
である。
【符号の説明】
【０１１２】
　　100　無線充電システム
　　102　入力電力
　　104　送信器
　　106　放射場
　　108　受信器
　　110　出力電力
　　112　距離
　　114　送信アンテナ
　　118　受信アンテナ
　　119　通信チャンネル
　　122　発振器
　　123　調節信号
　　124　電力増幅器
　　125　制御信号
　　126　フィルタおよび整合回路
　　132　整合回路
　　134　整流器およびスイッチング回路
　　136　バッテリー
　　150　ループアンテナ
　　152　コンデンサ
　　154　コンデンサ
　　156　共振信号
　　200　送信器
　　202　送信回路
　　204　送信アンテナ
　　206　インピーダンス整合回路
　　208　低域通過フィルタ
　　210　電力増幅器
　　212　発振器
　　214　コントローラ
　　216　負荷検知回路
　　220　キャリア信号
　　224　送信変調信号
　　226　電力入力信号
　　228　電源
　　230　差動増幅器
　　235　受信信号
　　240　電圧レギュレータ
　　242　電流リミッタ
　　250　電圧検出器
　　252　電流検出器
　　260　密閉検出器
　　280　存在検出器
　　300　受信器
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　　302　受信回路
　　304　受信アンテナ
　　306　電力変換回路
　　308　RF/DCコンバータ
　　310　DC/DCコンバータ
　　312　スイッチング回路
　　314　信号伝達検出器およびビーコン回路
　　316　プロセッサ
　　350　デバイス
　　400　AC/DC電源
　　405　交流120ボルト
　　410　AC/DCコンバータ
　　415　中間直流電圧
　　420　回路レギュレータ
　　425　全体的な電力
　　450　PA（電力増幅器）レギュレータ
　　450A　電力増幅器レギュレータ
　　450B　電力増幅器レギュレータ
　　452　制御信号
　　460　パルス幅変調器コントローラ
　　465　デジタルポテンショメータ
　　470　マイクロコントローラ
　　510　ホストデバイス
　　520　受信器デバイス
　　610　繰返し期間
　　620　同期パルス
　　630　逆方向リンク期間
　　650　電力期間
　　650’　電力期間
　　700　時間ライン
　　711　時間ライン
　　712　時間ライン
　　721　時間ライン
　　722　時間ライン
　　731　時間ライン
　　732　時間ライン
　　741　時間ライン
　　742　時間ライン
　　751　時間ライン
　　752　時間ライン
　　761　時間ライン
　　762　時間ライン
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