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(57)【要約】
　ワイヤレス電力システムは、電源、電力受信機、およ
びそのコンポーネントを含む。本システムは、様々なモ
ードで電源への結合を改善することができる無給電アン
テナをも含むことができる。アンテナは、可変キャパシ
タと可変インダクタの両方を有することができ、整合の
特性を変化させるためにそれらの両方を変化させること
ができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変インダクタンスを有するインダクタと、可変キャパシタンスを有するキャパシタと
を含む磁気共鳴アンテナと、
　前記磁気共鳴アンテナに結合され、前記アンテナを介して磁気共鳴ワイヤレス電力と接
続する電力変換回路と、を備え、前記回路は、ワイヤレス電力伝達の尺度を判断し、前記
ワイヤレス電力からの情報がどのくらいよく結合されており、前記磁気共鳴アンテナに制
御信号を供給するかに関する前記尺度を示す制御信号を生成し、前記磁気共鳴アンテナは
、前記信号に基づいて前記インダクタと前記キャパシタ値とのうちの少なくとも１つを調
節する、
ワイヤレス電力システム。
【請求項２】
　前記キャパシタは、固定キャパシタ部分と可変キャパシタ部分とを含む、
請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記キャパシタ部分は、複数の切替え可能部分をもつスイッチドキャパシタを含み、各
前記部分は、総キャパシタンスを変化させる、
請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記可変インダクタンスは、コイルを含み、少なくとも１つのスイッチは、前記アンテ
ナコイル上のタップのうちの１つを選択する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記回路は、機械的に調節可能なフェライトコアを含む、
請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記機械的に調節可能なフェライトコアは、前記インダクタンスを変化させるために移
動される部分を有する、
請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記磁気共鳴アンテナは、キャパシタンスレベルを同調するためにＤＣバイアス電圧を
使用する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記同調することは、インダクタンスを同調するためにＤＣバイアス電圧を使用する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記アンテナは、送信機中で使用される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記アンテナは、受信機中で使用される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　インダクタとキャパシタとを含む、ワイヤレス電力のために同調される磁気共鳴アンテ
ナと、なお、前記インダクタは、前記インダクタの別の部分に対して移動されるフェライ
トコアを含む可変インダクタであり、前記フェライトコアの移動は、前記アンテナ中のイ
ンダクタンスの量を変化させる、
　前記磁気共鳴アンテナに接続された、電力を処理する電力回路と、
を備えるワイヤレス電力システム。
【請求項１２】
　前記フェライトコアは、マイクロアクチュエータによって移動される、
請求項１１に記載のシステム。
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【請求項１３】
　前記フェライトコアの移動する必要がある量を判断する電子回路をさらに備える、
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記フェライトコアは、平坦なコアである、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記フェライトコアは、円筒形コアである、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記フェライトコアは、モバイルデバイスのカバーに組み込まれる、
請求項１４に記載のシステム。
【請求項１７】
　アンテナコイルと、
　前記アンテナコイルと直列のキャパシタと、なお、前記アンテナコイルおよび前記キャ
パシタは、電力のワイヤレス送信を受信するために同調される、
　前記アンテナコイルに結合され、そこから電力を受信し、前記電力を変換する電力変換
回路と、
　前記コイルおよび前記キャパシタと直列であり、可変インピーダンスを有する同調可能
なロードインピーダンスと、
　前記キャパシタおよび前記コイルとの整合を改善するために、前記同調可能なロードイ
ンピーダンスを変更する回路と、
を備えるワイヤレス電力システム。
【請求項１８】
　ワイヤレス電力を結合する方法であって、
　インダクタを形成するコイル部分の形状をしている磁気共鳴アンテナのキャパシタンス
およびインダクタンスと、可変キャパシタンスとの両方を変更することと、
　前記磁気共鳴アンテナを使用して、電力をワイヤレスで送信するために、または電力を
ワイヤレスで受信するために、前記磁気共鳴アンテナを介して電力をリモートソースと或
いはリモートソースから結合することと、
　前記送信または前記受信によって実施されるワイヤレス電力伝達の尺度を判断し、前記
ワイヤレス電力からの情報がどのくらいよく結合されるかに関する前記尺度を示す制御信
号を生成することと、
　前記磁気共鳴アンテナに制御信号を供給することと、を備え、前記磁気共鳴アンテナは
、前記信号に基づいて前記キャパシタンスまたは前記インダクタンスのうちの１つを変更
させる、
方法。
【請求項１９】
　前記キャパシタンスは、固定キャパシタ部分と可変キャパシタ部分とを含み、前記変更
することは、前記可変キャパシタ部分のみを変更する、
請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記変更することは、複数の異なる切替え可能部分のうちの１つを選択することを備え
、前記部分各々は、総キャパシタンスを変化させる、
請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記可変インダクタンスは、複数のタップをもつコイルを含み、前記タップのうちの少
なくとも１つに接続することを選択することをさらに備え、少なくとも１つのスイッチは
、前記アンテナコイル上の前記タップのうちの少なくとも１つを選択する、
請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
　前記可変インダクタンス回路は、機械的に調節可能なフェライトコアを含み、前記変更
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することは、前記コアの調節を変化させることを備える、
請求項１８に記載の方法。
【請求項２３】
　前記アンテナは、送信機中で使用される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２４】
　前記アンテナは、受信機中で使用される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２５】
　電力を送信機から受信機にワイヤレスで送信することと、
　前記送信機中で、前記送信機と前記受信機との間の結合係数の変化を検出することと、
　前記検出することに基づいて、前記送信することの偏波を変化させることによって、前
記送信機を適応させることと
を備える方法。
【請求項２６】
　前記検出することは、前記受信機から生成されたフィードバックを感知する、
請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記フィードバックは、通信のために前記受信機によっても使用される短距離通信プロ
トコルによって送信される、
請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　受信機からのフィードバックの感知と、前記デバイスの識別の両方のためにインターフ
ェースを使用することをさらに備える、
請求項２５に記載の方法。
【請求項２９】
　前記検出することは、結合係数の前記変化を検出するために、前記送信機中で前記受信
機のローカルモデルを使用する、
請求項２５に記載の方法。
【請求項３０】
　前記検出することは、第１の動作モードで前記受信機から生成されたフィードバックを
感知し、前記検出することは、第２の動作モードで結合係数の前記変化を検出するために
、前記送信機中で前記受信機のローカルモデルを使用する、
請求項２５に記載の方法。
【請求項３１】
　前記送信することのために使用されるアンテナを同調することをさらに備え、前記同調
することは、インダクタンスまたはキャパシタンスのうちの少なくとも１つを同調するこ
とを備える、
請求項２５に記載の方法。
【請求項３２】
　前記送信することのために使用されるアンテナを同調することさらに備え、前記同調す
ることは、インダクタンスとキャパシタンスの両方を同調することを備える、
請求項２５に記載の方法。
【請求項３３】
　外来物体、極めて近接した離調電力受信機、またはロードインピーダンスのばらつきの
うちの１つに対して、前記送信するために使用されるアンテナを同調することをさらに備
える、
請求項３１に記載の方法。
【請求項３４】
　電力を送信機から受信機にワイヤレスで送信することと、
　前記受信機によるローディングに依存する前記送信機のための同調情報を、前記送信機
中で検出することと、
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　前記検出することに基づいて、前記ローディングに応じて前記受信機への結合を改善す
るように前記送信機を同調させることによって前記送信機を適応することと、
を備える方法。
【請求項３５】
　前記検出することは、前記受信機からのフィードバックを感知する、
請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記フィードバックは、通信のために前記受信機によっても使用される短距離通信プロ
トコルを使用する、
請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　受信機からのフィードバックの感知と、前記デバイスの識別の両方のためにインターフ
ェースを使用することをさらに備える、
請求項３４に記載の方法。
【請求項３８】
　前記検出することは、結合係数の前記変化を検出するために、前記送信機中で前記受信
機のローカルモデルを使用する、
請求項３４に記載の方法。
【請求項３９】
　前記送信することのために使用されるアンテナを同調することをさらに備え、前記同調
することは、前記アンテナのインダクタンスまたはキャパシタンスのうちの少なくとも１
つを同調することを備える、
請求項３４に記載の方法。
【請求項４０】
　前記送信することのために使用されるアンテナを同調することをさらに備え、前記同調
することは、前記アンテナのインダクタンスとキャパシタンスとの両方を同調することを
備える、
請求項３４に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本出願は、その内容全体が参照により本明細書に組み込まれる、２００８年３月５日に
出願された仮出願第６１／０３４，１１６号の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　日常生活で使用されるバッテリ電源式電子デバイスおよびガジェットの数は、着実に増
加している。そのような重要なデバイスは、　
・通信ハンドセット：携帯電話、コードレスフォン　
・インフォテインメント：音楽（ＭＰ３）プレーヤ（ｄｉｓｋｍａｎ、ｉｐｏｄなど）、
モバイルＴＶ、携帯型オーディオ　
ブロードキャスト受信機　
・写真／ビデオ：デジタル／ビデオカム　
・ワイヤレス周辺装置：Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ヘッドセット、コードレスマイ
クロフォンなど　
・時間およびナビゲーション：腕時計／リストコンピュータ、ＧＰＳデバイス　
・ＩＴ：ＰＡＤ、ラップトップ、コードレスキーボードおよびマウスなど　
・家庭用：電子クロック、温度計、ウェザーステーション、ポケット計算機など　
・医療用：補聴器、心臓ペースメーカなど　
・スポーツ：ストップウォッチ、雪崩ビーコン、バイクコンピュータ、バイクランプ、ポ
ケットランプ、　
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パルスモニタなど　
を含む。
【０００３】
　ワイヤレス通信は、通信用のワイヤからのある程度の解放をもたらした。しかしながら
、それらのデバイスを再充電するには、依然としてワイヤが必要である。多くの他の電子
デバイスは、環境負荷を生じる頻繁な交換を必要とする再充電不可能なバッテリを使用す
る。さらに悪いことには、適正な標準充電インターフェースが存在しない。多くの様々な
再充電可能なデバイスは、それら自体のウォールチャージャを必要とする。
【０００４】
　バッテリ技術は向上したが、パーソナル電子デバイス（ＰＥＤ）は、機能の追加および
使用の増加（たとえば、デジタルカメラ、カラースクリーン、ゲームおよびＭＰ３プレー
ヤを搭載した携帯電話）により、平均してより電力不足になり、その結果、事実上、自律
時間が拡大するのではなく減少している。
【０００５】
　ポータブルデバイスへの電力を得ることが、従来の充電のフラストレーションを解決し
ようと試みる一連の最近の製品の焦点であった。これは、手巻き式充電器、亜鉛空気パワ
ーパック、ＵＳＢ充電器およびマルチチップ汎用充電器を含む。これらは、すきま産業セ
クタを形成しているが、いずれも広範には成功していない。
【０００６】
　その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２００８年１月２２日に出願された「
Wireless Apparatus and Methods」と題する米国特許出願第１２／０１８，０６９号を限
定はしないが含む、本発明の前の出願および仮出願には、電力のワイヤレス伝達が記載さ
れている。
【０００７】
　送信アンテナおよび受信アンテナは、好ましくは、たとえば、共振の１０％、共振の１
５％、または共振の２０％内で実質的に共振する共振アンテナである。アンテナは、好ま
しくは、アンテナ用の利用可能なスペースが制限されることがあるモバイル、ハンドヘル
ドデバイスに取り付けられるように小型である。一実施形態では、電力が送信および受信
されるための特定の特性および環境のための高効率アンテナについて説明する。
【０００８】
　一実施形態では、エネルギーを進行電磁波の形態で自由空間中に送信するのではなく、
送信アンテナの近距離中にエネルギーを蓄積することによって、２つのアンテナ間の効率
的な電力伝達を使用する。本実施形態は、アンテナの品質ファクタ（Ｑ）を高める。これ
により、放射抵抗（Ｒｒ）および損失抵抗（Ｒｌ）を低減することができる。
【０００９】
　一実施形態では、２つの高いＱアンテナが、粗結合変圧器に同様に反応し、一方のアン
テナが他方のアンテナ中に電力を誘起するように配置される。アンテナは、好ましくは、
１０００よりも高いＱファクタを有する。
【発明の概要】
【００１０】
　本出願では、ワイヤレス電力の使用および適用例について説明する。
【００１１】
　態様は、ワイヤレスアンテナの同調、およびそれらのアンテナのパッケージングを含む
。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】ワイヤレス制御のためのエネルギー送信機のブロック図。
【図２】ワイヤレス電力のためのエネルギー受信機のブロック図。
【図３】一般的なエネルギーリレー、無給電アンテナおよびリピータを示す図。
【図４】コンピュータのワイヤレスデスクトップを示す図。
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【図５】デスクトップデバイス間の共面磁界結合を示す図。
【図６】ワイヤレス充電ステーション中のワイヤレスデバイスを示す図。
【図７】ワイヤレス充電ステーションの第１の実施形態を示す図。
【図８】第１の実施形態の原理を示す図。
【図９】第２の実施形態によるワイヤレス充電ステーションおよびポータブルデバイスを
示す図。
【図１０】ワイヤレス充電ステーションの第３の実施形態を示す図。
【図１１】ワイヤレス電力ブリッジを示す図。
【図１２】ワイヤレス電力ブリッジを示す図。
【図１３】ワイヤレス電力デバイスの送信サブシステムを示す図。
【図１４】ワイヤレス電力デバイス中で使用されるアンテナを示す図。
【図１５】ワイヤレス電力デバイスの受信サブシステムを示す図。
【図１６】アンテナの同調を変更する様々な方法を示す図。
【図１７】アンテナの同調を変更する様々な方法を示す図。
【図１８】アンテナの同調を変更する様々な方法を示す図。
【図１９Ａ】アンテナの同調を変更する様々な方法を示す図。
【図１９Ｂ】アンテナの同調を変更する様々な方法を示す図。
【図２０】アンテナの同調を変更する様々な方法を示す図。
【図２１Ａ】アンテナの同調を変更する様々な方法を示す図。
【図２１Ｂ】アンテナの同調を変更する様々な方法を示す図。
【図２２】電子抵抗を示す図。
【図２２Ａ】カバーまたはキーボード部分へのアンテナループの組み込みを示す図。
【図２２Ｂ】カバーまたはキーボード部分へのアンテナループの組み込みを示す図。
【図２２Ｃ】カバーまたはキーボード部分へのアンテナループの組み込みを示す図。
【図２２Ｄ】カバーまたはキーボード部分へのアンテナループの組み込みを示す図。
【図２３】複数の受信機シナリオを示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　人々は、一般に、電子デバイスを使用したいだけで、それらの充電に関して心配しよう
としない。たいていの人々にとって、バッテリを充電および交換することは、日々のルー
チンにおけるもう１つの退屈な仕事になっている。
【００１４】
　人々は、忘れずにバッテリを取り替える必要があり、また適正な充電器を手元に有して
いる必要がある。人々は、差し込むべきコンセントを空ける必要がある。放電したバッテ
リは、電話、マウスおよびキーボードの信頼性をなくすことになる。複数のデバイスを充
電するために、ユーザは、複数の異なる充電器およびケーブルを持ち運ぶ。
【００１５】
　本発明者らは、規格として一般に使用できる持続可能なインフラストラクチャの必要を
認識する。ポータブルデバイスに電力供給するための汎用規格は、消費者とＯＥＭの両方
に対して膨大な利益を有し、ＯＥＭは、製品を販売するときに充電器を省略することによ
って価格を下げることができる。
【００１６】
　汎用電力規格を確立することは、過去において、デバイスコネクタまたは充電接触子の
機構によって部分的に制約されていた。これらはデバイス間で異なることがある。また、
異なるデバイスは異なる電力要件を有することがある。
【００１７】
　本出願によって定義されるワイヤレス電力は、これらの問題の多くを回避することがで
きる。一実施形態では、時変（ＡＣ）磁界に基づく誘導結合について説明する。ワイヤレ
ス電力は、電力供給スタンドとデバイスとの間のワイヤ、コネクタまたは接触子を回避す
る。別の利点は、本システムが気密シール（防水）電子デバイスを提供することである。
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この解決策は、異なる電力要件をもつ複数のデバイスをすべて同時に充電することができ
る。
【００１８】
　ワイヤレス電力技術は、共有された場所において人々が電子デバイスを再充電する機会
を有するような新しいインフラストラクチャを生成することができる。ゾーン内の人は誰
でも、複数の充電器を必要とすることなく再充電することができる。ワイヤレス充電ゾー
ンは、友人の住宅、カフェ、レストラン、ホテル、または空港ラウンジの中にあることが
できる。人々は、どこに行っても、すべてのデバイスに再電力供給できることがわかるで
あろう。
【００１９】
　一般的なワイヤレスエネルギーソースは、図１に示す以下のサブシステム部分および機
能からなる。電源１００は、たとえば、コンセントから電力ソースを受け取る。これは、
ＲＦ電源１１０上で電力を変調するために使用され、ＲＦ電源１１０は、指定されたＲＦ
周波数において電力を生成する。整合回路１２０は、インピーダンス不整合を最小限に抑
えるために、ＲＦ出力を共鳴アンテナ１３０に整合させる。アンテナは、それ自体、送信
の特性を制御することができる同調１４０および配向制御１５０を有することができる。
【００２０】
　制御システム１６０は、動作を制御する。ワイヤレスインターフェース１７０は、ワイ
ヤレス電力を結合することができる。
【００２１】
　これらのサブシステムの各々について本明細書で詳細に説明する。
【００２２】
　電源１００は、一般に、ＲＦ電力ステージ１１０を駆動するＤＣ電圧を生成するための
高効率スイッチモード電源とすることができる。極めて高い変換効率（＞９５％）を達成
することができる。適用例に応じて、（たとえば、自動車の利用では）ＡＣ／ＤＣ変換器
またはＤＣ／ＤＣ変換器が使用できる。送信機自体の制御機能に対して、定電圧であるが
、低いワット数、たとえば、５Ｖまたは１２Ｖ電源を使用することもできる。
【００２３】
　特殊な解決策／適用例では、電源は、省略するか、または整流器のみとすることができ
る。
【００２４】
　適応システムは、制御システム１６０を使用してこの電圧レベルを適応制御することが
できる。
【００２５】
　ＲＦ電源１１０は、方形波発振器によって駆動される電力スイッチ（トランジスタ、Ｆ
ＥＴなど）を使用した非線形高効率電力ステージとすることができる。より強い磁界強度
で動作する近傍結合システムでは、水晶発振器などから生成された周波数基準を使用する
ことが、周波数調整の問題に関して好ましいことがある。共通周波数は、たとえば、　
・ＨＦ帯における１３．５６ＭＨｚ（ＩＳＭ帯）　
・ＬＦ帯における約１３５ｋＨｚ（ＩＳＭ帯）　
におけるかかる適用のための国際的な基盤で定義され得る。
【００２６】
　しかしながら、周波数生成は、制御システムの一部として考えることができる。
【００２７】
　ＶＬＦ／ＬＦ範囲内で動作する送信機では、電力効率的なハーフブリッジ「インバータ
」回路が一般に使用される。このステージは、矩形波形をもつ低インピーダンスソース（
電圧ソース）によってモデル化できるが、代替的に、これは他のどんな種類の波形でもよ
い。
【００２８】
　矩形電圧波形によって生成されたアンテナ電流は、共振アンテナ回路によってシヌソイ
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ドに平滑化される。共振回路は、本質的に調波放射を抑圧することができる。
【００２９】
　しかしながら、いくつかの場合、たとえば、密な近接結合をもつ受信機などでは、ロー
ドされるＱファクタが極めて低くなり得るので、有意な波形整形効果がない。これは、デ
バイスの帯域幅を増大させる。しかしながら、そのような場合、送信機および受信機上の
アンテナ電流は、部分的にそれ自体も補償しながら低レベルに下がるので、より小さい調
波放射が予想される。調波放射が任意の不要放射限界を下回るように常に保つことができ
るように、ある程度まで、調波放射電位と波形整形効果は関連している。
【００３０】
　電力制御および効率制御は、ＤＣ供給電力、および／または「インバータ」を駆動して
いる信号、たとえば、方形波のデューティサイクルを変えることによって達成できる。
【００３１】
　一実施形態では、アンテナ整合システムが使用される。
【００３２】
　別の実施形態では、送信機において、特定のアンテナ整合回路を必要としなくすること
ができる。ループ／コイルアンテナを仮定すると、ループ／コイルの誘導リアクタンスを
補償するための逆リアクタとしてキャパシタを使用すれば補償するのに十分とすることが
できる。低インピーダンスＲＦ電源の出力は、共振タンク回路（直列共振回路）に直接接
続できる。高効率を維持するために、これは、生成された電力のうちのほんのわずかな割
合がソース抵抗で損失されるように、ＲＦ電力段のソースインピーダンス（抵抗）がタン
ク回路の共振抵抗よりもかなり低いことを必要とする。ソース対共振抵抗比は、ある程度
アンテナ設計パラメータ（Ｌ／Ｃ比）を介して制御され得る。
【００３３】
　本システムはまた、共鳴アンテナ１３０を使用する。磁気的に（誘導的に）結合される
システムにおいて、アンテナは一般に多巻きループ（コイル）である。より高い周波数で
は、単巻きループが使用できる。アンテナコイルは、送信機サブシステムがアンロードで
ある場合、たとえば、レンジ内に受信機がない場合に生じる高電圧および高電流に耐える
ように設計され得る。このＱファクタがサービスカバレージおよびレンジのへりにおける
伝達効率を限定するので、アンテナコイルはできるだけ高いＱファクタを与えなければな
らない。
【００３４】
　実用的なシステム実装形態において、ＬＦ周波数レンジでは最高３００までのＱファク
タ、およびＨＦ周波数レンジ（１３．６ＭＨｚ）では最高６００までのＱファクタが達成
され得ると予想される。非組み込み実験室サンプルでは、２倍の大きさのＱファクタが達
成され得る。
【００３５】
　銅管または銀めっき銅管は、ＨＦループを構築するために、を適切な材料になり得る。
ＬＦでは、ターゲットＬ／Ｃ比および電力定格に応じて細い高絶縁ワイヤまたはより太い
撚線（リッツワイヤ）が使用され得る。ＬＦでは、アンテナコイルは、整合または同調の
ためのタップを設けることができる。ＨＦでは、（昇圧変圧器として振る舞う）特殊な結
合ループ／コイルの使用がアンテナのインピーダンスに整合し、回路のローディング効果
を防ぐために、用いられ得る。
【００３６】
　たとえば、水晶制御されるような固定され定義された動作周波数を仮定すると、共振周
波数アンテナの同調は：　
・外部からの物体（ＬＦにおける金属物体およびＨＦにおける金属物体および誘電物体）
　
・極めて近接の離調された電力受信機、および／または　
・ソースインピーダンスの変動　
によってもたらされる離調効果を補償することができる
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　同調は、また、コンポーネントの許容差、経年劣化などを補償することができる。
【００３７】
　一実施形態では、同調は、定義された手順に従って送信機の制御システムによって自動
的に実行される。＋／－１０％のオーダーのわずかな同調範囲が望ましく、また、たいて
いのシナリオで十分とすることができる。
【００３８】
　同調は、容量性、または誘導性、またはその両方とすることができる。
【００３９】
容量性同調は、たとえば、ミニモータ／アクチュエータによって駆動される機械的に同調
可能なキャパシタを使用することによって達成され得る。それは、誘電体の誘電率同調を
使用して、またはバラクタダイオードのような電圧依存のキャパシタンスを使用して同調
する電気的に同調可能なキャパシタを使用することができる。それは、キャパシタバンク
、およびＲＦリレーのような電子的または機械的スイッチであり得る。
【００４０】
　バラクタダイオード同調は、高電圧において制限され、アンテナＱファクタを劣化させ
、調波を生じることがある。
【００４１】
　ＬＦにおける誘導的な同調は、アンテナコイルをタップし、タップ選択器として機械的
または電子的スイッチを使用することによって達成できる。ミニモータ／アクチュエータ
によって駆動される可動フェライトコアを使用する同調可能なインダクタまたはＤＣ電流
バイアスを使用する透磁率同調（permeability tuning）は、微同調のために使用され得
る。
【００４２】
　微同調の別の実施形態は、第２のループ／コイルを導入し、いわゆるバリオメータ原理
を使用して形状または配向による主ループ／コイルに対する結合ファクタを変更し得る。
【００４３】
　別の実施形態は、フェライトコアに対してインダクタを物理的に移動させることなしに
、電子的にフェライトコアとインダクタとの間の結合を変え得る、またはいくつかの他の
方法で変え得る。物理的移動は、結合を変化させる１つの方法であるが、磁界、または結
合を調整するいくつかの他の方法が使用され得る。
【００４４】
　また、電子的にエミュレートされたリアクタンス同調が使用され得る。これは、正およ
び負のリアクタンスをエミュレートするようにして、タンク回路の共振周波数を減少およ
び増加させる。
【００４５】
　いくつかの適用例では、任意に配置または配向される受信機へのエネルギー伝達を最大
にするように送信ループの配向を制御することが望ましいことがある。配向制御１７０は
、送信の物理的またはシミュレートされた配向を変化させることができる。代替的に、直
交偏波を用いた２つまたは３つの磁界成分が生成され得る。合計場ベクトル（sum field 
vector）は、回転して、任意の受信機配向および位置における受信最小値を防止する。
【００４６】
　制御システム１６０は：
・アンテナ同調制御　
・電力制御および効率制御　
・周波数生成　
・他のハウスキーピング機能（たとえば、システム較正など）　
・放射曝露制御　
の全てを処理する。
【００４７】
　多くの適用例において、（１つまたは複数の）受信機の位置および配向（結合係数）は
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、変化し得る。その場合、システムは、各受信機の（１つまたは複数の）電力要求を満た
し、全体的なシステム効率を最大にするために様々なシナリオに適合し得る。単一の受信
機システムでは、送信機と受信機の両方が独立に適合して、最大伝達効率に収束し得る。
一実施形態は、送信機パラメータを最適に調整するための受信機からのフィードバックシ
グナリングなしに動作することができる。送信機制御システムは、ＬＣ回路のローカルモ
デルを使用してシミュレートし、また受信機回路の値をシミュレートまたは推定し得る。
送信機制御システムは、アンテナ電流および電圧、入力電力、ならびに較正ルーチンなど
、特定の測定を使用してモデルパラメータを判断し得る。このモデルは、伝達効率を最適
化し、および／または受信機の何らかの最小電力要求を満たすために使用できる。たとえ
ば、送信アンテナ中の電流の流れを感知することによって、このモデルは受信システムに
関する情報を判断し得る。
【００４８】
　複数の受信機シナリオは、より複雑なシステムを強いる。１つの解決策は、受信機から
のフィードバックシグナリングを含み得る。
【００４９】
　このシステムはまた、放射曝露を制御することができる。たとえば、このシステムは、
人が送信アンテナに接近しているときに送信電力を低減することを制御することができる
。
【００５０】
　ワイヤレスインターフェース１７０は、たとえば、　
・デバイス検出、識別、認証、または　
・電力送信機と電力受信機（デバイス）との間の通信／シグナリング　
のために提供され得る。
【００５１】
　エネルギー受信デバイスの検出、識別、および認証は、ＲＦＩＤシステムなどのリモー
トセンシングシステムの類似物として使用され得る。通信は、双方向でもまたは単方向で
もよい。
【００５２】
　エネルギーソースおよびエネルギーシンクとの間のデータ通信／シグナリングは、通信
キャリアとして電力キャリアを使用し得る。より高いＱファクタチャネルは、制限された
利用可能帯域幅のみを有し、それにより変調指数および／または送信速度が制限される。
【００５３】
　別のシグナリングの代替策は、他の帯域で動作するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ、Ｚｉｇｂｅｅ
などのワイヤレス通信を使用し得る。多くのポータブルデバイスは、それら自体の通信に
使用するためにすでにそのようなワイヤレスインターフェースをサポートしている。別の
実施形態では、これらのインターフェースは、ポータブルデバイスによる通信用のそれら
の使用に加えて、フィードバック用のエネルギー伝達システムによって使用される。
【００５４】
　受信機が、図２に一般的に示されており、図１の送信機と同様の部分を本質的に逆の順
序で含む。具体的に言うと、受信機は、共鳴アンテナ２１０と、同調２２０と、整合２４
０と、整流器２５０と、負荷２６０と、制御システム２７０と、ワイヤレスインターフェ
ース２３０とを含む。これらのサブシステムの各々について本明細書で詳細に説明する。
【００５５】
　磁気／誘導結合されたシステムでは、アンテナ２１０は一般にワイヤの多巻きループで
ある。ＬＦにおいて、磁気アンテナは、強磁性またはフェリ磁性コア、たとえば、フェラ
イトロッドアンテナを含み得る。より高い周波数（ＨＦ）において、多巻きループが使用
され得る。アンテナコイルは、受信機サブシステムが最高の負荷Ｑで動作する場合、また
は送信機に極めて近接している場合に生じる高電圧および高電流に耐えなければならない
。Ｑファクタは、伝達効率を設定し、より高いＱファクタは、電力が受信できる距離を向
上させる。受信アンテナの周囲の渦電流および誘電損失は、そのＱファクタを劣化させる



(12) JP 2011-514781 A 2011.5.6

10

20

30

40

50

。これは、アンテナがデバイスに組み込まれる場合に特に当てはまる。
【００５６】
　最高１５０までのＱファクタは、ＬＦにおいて典型的であり、ＨＦ周波数レンジ（１３
．６ＭＨｚ）における最高２００までのＱファクタが典型的であり得る。非組み込み実験
室サンプルでは、２倍の高さのＱファクタが達成可能であり得る。
【００５７】
　上述と同様の材料が使用されることができる。
【００５８】
　ＬＦにおける、アンテナコイルは、整合または同調のためのタップを設けることができ
る。ＨＦにおける、特殊な結合ループ／コイルの使用がアンテナのインピーダンスに整合
するために用いられ得る。
【００５９】
　エネルギー送信機によって規定された固定の動作周波数を仮定すると、アンテナの共振
周波数の同調は：　
・外来物体（ＬＦにおける金属物、ならびにＨＦにおける金属物体および誘電物体）　
・極めて近接した離調された電力受信機　
・ロードインピーダンスの変動　
によって引き起こされた離調効果を補償し得る。
【００６０】
　同調は、また、構成要素の許容差、経年劣化などを補償することができる。
【００６１】
　同調は、定義された手順に従って受信機の制御システムによって自動的に実行され得る
。
【００６２】
　＋／－１０％のオーダーのわずかな同調範囲が望ましく、また、たいていのシナリオで
十分であり得る。
【００６３】
　共鳴アンテナは、逆リアクタンス（キャパシタンス）、またはアンテナシステムの誘導
部分のリアクタンスを変えることによって変化することができる。
【００６４】
　容量性同調は：　
・（ミニモータ／アクチュエータによって駆動される）機械的に同調可能なキャパシタ　
・電気的に同調可能なキャパシタ（誘電体の誘電率同調）、または　
・キャパシタバンク（ライブラリ）、および電子的または機械的スイッチ（ＲＦリレー）
　
によって達成され得る。
【００６５】
　また、誘電性同調は、上記のように、たとえば、アンテナコイルをタップし、機械的ま
たは電子的スイッチ（タップ選択器）を使用することによって使用されることができる。
ミニモータ／アクチュエータによって駆動される可動フェライトコアを使用する同調可能
なインダクタ、またはＤＣ電流バイアスを使用する透磁率同調は、微同調のために使用さ
れ得る。
【００６６】
　また、上記のように、電子的にエミュレートされたリアクタンス同調が使用され得る。
【００６７】
　また、整合は上記のように使用され得る。
【００６８】
　高い結合係数の条件において、整流器／ロードは、送信機と同様の方法で直列タンク回
路に挿入され得る。しかしながら、低い結合係数の条件において、ロードへの電力を最大
にする最適な負荷抵抗は、受信機タンク回路の共振抵抗に近づく。この値は、タンク回路
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のＬ／Ｃ比に応じて数オーム程度と低くすることができる。特殊な結合ループおよび／ま
たはタップされたアンテナコイル、および／または容量性電圧分割器のいずれかを使用し
た特殊な整合が整流器／ロードによって課されたインピーダンスを変換するために、使用
され得る。
【００６９】
　整流器２５０は、受信機アンテナに誘起されたＡＣ電力をＤＣ電力に変換する。整流器
は、低いしきい値電圧をもつダイオードのような電流整流電子コンポーネント、または受
信されたＡＣに同期してスイッチングするトランジスタのような電子回路を使用する。
【００７０】
　整流器はできるだけ小量の電力を損失しなければならない。したがって、特に単純なダ
イオード整流器を使用する場合、適切なアンテナ整合構成、および負荷インピーダンス適
応が使用され得る。
【００７１】
　同期整流は、より複雑であるが、特に低い整流器入力電圧、低インピーダンスの場合に
おいて低電力損失のポテンシャルを提供する。
【００７２】
　負荷は以下を含む　
・伝達エネルギーを消費するターゲット負荷（たとえば、デバイス、デバイス回路のバッ
テリ）　
・エネルギー受信機自体の供給（制御機能）によって強いられる負荷　
・たとえば、理想的には最小の電力損失をもつＤＣ／ＤＣ変換器を使用した、負荷インピ
ーダンス適応、および負荷電力制御。負荷特性に応じて、これは、ステップダウンまたは
ステップアップコンバータとして振る舞うことができる。
【００７３】
　受信機の制御システム２６０は：　
・アンテナ同調制御　
・電力制御および効率制御　
・たとえば、負荷が６０Ｈｚ電力周波数以外を必要とする場合における、周波数生成、な
らびに　
・システム較正のような他のハウスキーピング機能　
を実行する。
【００７４】
　多くの適用例において、受信機の位置および配向（結合係数）は変化し得る。負荷への
電力を所望のレベルに制御および維持し、受信機効率を最大にするために、受信機が自動
的に異なる状態に適合するようにすることには利点が存在し得る。
【００７５】
　単一の受信機システムでは、受信機は、たとえば、特定の測定（たとえば、アンテナ電
流および電圧、入力電力など）ならびに較正ルーチンを使用してモデルパラメータを判断
する上述のモデルを使用して、送信機とは独立に適合し得る。このローカルモデルに基づ
いて、受信機のパラメータは、伝達効率を最大にし、受信機の電力要求を満たすように最
適化できる。複数の受信機がある場合、上記のモデル技法を使用するか、あるいはエネル
ギー受信機および／または送信機は他方にデータをフィードバックすることができる。
【００７６】
　さらに、このシステムは、人が寄生アンテナに接近している場合、たとえば、その電力
を低減することによって放射曝露制御を実行することができる。
【００７７】
送信機の場合のように、ワイヤレスインターフェース２７０は、省略するか、あるいはデ
バイス検出、識別、認証、または電力送信機と電力受信機との間の通信／シグナリングの
ために使用され得る。
【００７８】
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　エネルギー受信デバイスの検出、識別、および認証は、現在のＲＦＩＤ規格のいずれか
を使用する現在のＲＦＩＤシステムのように使用され得る。送信機について説明した技法
のいずれも使用され、通信キャリアとして電力キャリアを使用すること、または他のＩＳ
Ｍバンドにおいて動作するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ、Ｚｉｇｂｅｅなどのワイヤレス規格を使
用することを含む。
【００７９】
　図３に、エリア中でワイヤレス電力を中継するために無給電アンテナを使用するエネル
ギーリレーシステムを示す。
【００８０】
　一般的なワイヤレスエネルギーリレーは、中継されている周波数と共鳴する共鳴無給電
アンテナ３１０を使用する。同調回路３２０は、キャパシタおよびインダクタから形成で
きる。このシステムは、整合３３０と、整流器３４０と、選択的負荷と、を使用する。制
御システム３５０は、動作を制御する。このエネルギーリレーは、ワイヤレスエネルギー
伝達システムのカバレージ／レンジを拡張するために使用できる。エネルギーリレーは、
エネルギー送信機からエネルギーを受信し、そのエネルギーをエネルギー受信機に中継す
る。エネルギーリレーはまた、電界強度をローカルで増幅する無給電アンテナとして考え
ることができる。
【００８１】
　磁気的に／誘導的に結合されるシステムにおいて、アンテナ３１０は、一般にキャパシ
タと直列の多巻きループ（コイル）である。より高い周波数（ＨＦ）では、単巻きループ
が使用できる。アンテナコイルは、エネルギーリレーサブシステムが無負荷である（範囲
内に受信機がない）場合、および／またはリレーがエネルギー送信機に近接している場合
に生じる高電圧および高電流に耐えることができなければならない。Ｑファクタにより、
拡張されたサービスカバレージおよびレンジのふちにおける伝達効率が限定されるので、
アンテナコイルはできるだけ高いＱファクタを供給しなければならない。
【００８２】
　最高３００までのＱファクタは、ＬＦ周波数レンジにおいて達成され、ＨＦ周波数レン
ジ（１３．６ＭＨｚ）では最高６００までのＱファクタが達成される。非組み込み実験室
サンプルでは、Ｑファクタを２倍にすることができる。無給電アンテナを構築するのに必
要とされる材料およびコンポーネントは、エネルギー送信機で使用される材料およびコン
ポーネントと同じまたは同様とすることができる。無給電アンテナ３１０は、上記で議論
された同様の方法で離調され得る。
【００８３】
　同様にして、整合３３０は上記の技法を使用することができる。
【００８４】
整流器３４０は、ローカルで、たとえば、制御システムおよび他の回路によって消費され
るＤＣ電力を抽出するために使用される。これは、上記と同様の構造を使用することがで
きる。制御システム３５０は、アンテナ同調制御、および／または電力制御および効率制
御のために使用できる。いくつかの適用例では、リレーの位置および配向（結合係数）は
変化し得る。これは、リレーが様々な条件に自動的に適合するべきであることを示し得る
。
【００８５】
　一実施形態において、リレーは、上記の技法のいずれかを使用してエネルギー送信機と
は独立に適合し得る。
【００８６】
　また、ワイヤレスインターフェースは、エネルギーリレーを検出し、識別し、認証する
ため、エネルギーリレーを活性および不活性にするため、および／またはエネルギーリレ
ーの動作状態に関する情報を送信するために、上述のように使用され得る。
【００８７】
　ワイヤレス電力システムは、図４に示すような完全にワイヤレスのデスクトップＩＴ環
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境を提供するために使用されることができる。ハンドヘルド通信端末およびＩＴ周辺装置
は、中央電源からワイヤレスエネルギー伝達を介して電力供給または再充電される。ワイ
ヤレスエネルギー伝達のための好ましい技法は、磁界アンテナ、たとえば、ＬＦ周波数レ
ンジまたはＨＦ周波数レンジのいずれかで動作するループまたはコイルを使用して結合さ
れた磁気共鳴に基づく。
【００８８】
　図４は、スクリーン４００とともにパーソナルコンピュータを使用したワイヤレスデス
クトップ実施形態を示す。スクリーン４００は、アンテナ４０４が埋め込まれたベース４
０２を有する。ベースは、ディスク形であり、実質的に垂直に偏向した磁界を生成するた
めに円形ワイヤループアンテナを埋め込み得る。
【００８９】
　ワイヤレス電力対応デバイスは、デスクトップ上に配置され、電力送信機ユニットから
電力を受信することができる。電力送信機ユニットならびにディスプレイ４００は、ＡＣ
電力、たとえば、１１０ＶＡＣで動作する。これは、内部アンテナ４１２をもつキーボー
ド４１０、アンテナ４２２をもつマウス４２０のようなデスクトップデバイス、および携
帯電話、音楽プレーヤ、ＰＤＡなどの他の個人電子デバイスなどに電力供給するために使
用されることができる。デスクトップ上のこれらのアイテムの配置は、送信ループアンテ
ナ４０４に対するそれらの内部アンテナ、たとえば、４１２、４２２の優先的に共面配向
を生じる。
【００９０】
　再充電スタンド上に通常配置されるコードレス電話、デジタルカメラなどの他のデバイ
スについては、ワイヤレス電力受信機およびそのアンテナは、４３０などの再充電スタン
ドの一体部分とすることができる。
【００９１】
　また、図５に示すように、より効果的なアンテナを組み込むのに十分なスペースを提供
する電力受信デバイスは、それらのデバイスの近くに配置された他の低電力デバイス用の
電力リレーとして働くこともできる。
【００９２】
　他の実施形態は、低電力ポータブル電子デバイス用のワイヤレス電力供給または充電ス
タンドの変形のために使用され得る。ポータブル電子デバイス（たとえば、コードレス電
話）をもつワイヤレス電力供給または充電スタンドの一例を図６および図７に示す。本実
施形態は、ワイヤレス電力をポータブルデバイス７１０の内部アンテナ７０５に中継する
充電ベースに無給電アンテナを埋め込むことができる。本実施形態では、内部アンテナ７
０５はフェライトロッドアンテナである。デバイス７１０およびその内部アンテナ７０５
は、無給電アンテナ７００に対して指定の場所に維持されるので、電力の中継は、正確な
場所に同調され、したがって電力伝達が極めて効率的になることができる。
【００９３】
　一実施形態は、ソースからの電力を受信機に伝達するために磁気結合共鳴を使用する。
通常の誘導結合とは対照的に、優先的には高い品質ファクタの粗結合共鳴ループ／コイル
アンテナがエネルギー伝達のために使用される。動作周波数は、好ましくはＬＦ周波数レ
ンジまたはＨＦ周波数レンジのいずれかにある。
【００９４】
　図７に示す変形１において、ワイヤレス充電スタンド６９９とポータブルデバイス７２
０の両方が共鳴磁気アンテナを組み込む。充電スタンド６９９は、好ましくはスタンドの
ソケット中のスペースを効率的に利用してループ／コイルアンテナ７００を収容し、一方
、ポータブルデバイスは、一体型フェライトロッドアンテナ、または適切な形状ファクタ
をもつ別のループ／コイル構造を使用する。ワイヤレス充電スタンドアンテナ７００は、
８００などの電力ベーススタンド一次アンテナから電気エネルギーを受信する二次アンテ
ナである。次いで、これは三次アンテナ７０５であるポータブルデバイス７１０のアンテ
ナ７０５に中継される。この原理を図８に示す。
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【００９５】
　ポータブルデバイス７１０はまた、電力ベーススタンド８００からエネルギーを直接受
信することができる。ポータブルデバイス７１０に組み込まれたアンテナ７０５は、充電
スタンドに組み込まれたアンテナ７００よりも効率的でないことがある。一次アンテナ８
００と二次アンテナ７００との間の距離が増加するにつれて、直接受信できる電力がより
少なくなる。二次アンテナは、本質的に充電スタンドの近傍の磁界をローカルに増強して
、ポータブルデバイス中の受信アンテナの全体的な効率を高める。したがって、本実施形
態は、ワイヤレス電力供給とワイヤレス充電の距離を増大させるために使用できる。しか
しながら、ユニットが一次アンテナの十分に近くに配置された場合、ポータブルデバイス
は電力ベーススタンドから電気エネルギーを直接受信することもでき、したがって特殊な
充電スタンドを必要としない。さらに、充電スタンドとポータブルデバイスとの間の磁気
結合は、特別な利点を有し得る。すなわち、上述のように、それは、汚れおよび酸化を回
避させ、ポータブルデバイスの複数の様々な設計に使用できる。
【００９６】
　別の実施形態を図９に示す。本実施形態では、ワイヤレス充電スタンドによって受信さ
れた電気エネルギーは、接触子９００、９０２を介した導電結合を使用してポータブルデ
バイスに伝達される。
【００９７】
　図１０に示す別の実施形態は、有線接続を通して、たとえば、ワイヤ１０１０を介して
１１０／２３０Ｖ　ＡＣソースから電力を直接受け取る。ただし、電力は、送信アンテナ
１０２０と受信アンテナ１０３０との間の磁気結合共鳴に基づいてポータブルデバイスに
伝達される。
【００９８】
　ワイヤレス電力の別の適用例はワイヤレス電力ブリッジであり、これは、いくつかの状
況では、壁または窓を通して電力を送信することが都合のよいことがあることを認識する
。
【００９９】
　第１の実施形態は、ＡＣソケットがないテラスまたはバルコニー上で限定された自律性
をもつラップトップＰＣまたは他のバッテリ動作デバイスに電力供給するためにこのデバ
イスを使用し得る。ＡＣソケットを取り付けることは不都合なことがあり、唯一の代替策
は延長コードである。この例では、壁または窓を通して電力を伝達することを可能にする
ワイヤレス解決策が使用できる。このワイヤレス電力伝達システムの屋内コンポーネント
は、永久に設置されたままにすることができ、屋外コンポーネントは、トランスポートバ
ッグに入れて容易に搬送できる軽量アクセサリまたはラップトップＰＣである。
【０１００】
　別の実施形態は、住宅の外壁に取り付けられたセンサ（たとえば、盗難警報機システム
）に電力供給するために本システムを使用し、さもなければ、それらのデバイスに電力供
給することが困難なことがある。
【０１０１】
　ワイヤレス電力ブリッジは、標準ＡＣソケットまたはＤＣ電源出力（たとえば、１２Ｖ
ＤＣ）を供給し得る。ワイヤレス電力ブリッジのこれらの２つの変形は、それぞれ図１１
および図１２に略示されている。また、送信サブシステムは、互換性がある受信デバイス
を使用して壁の反対側からの電力への容易なアクセスを可能にする、目に見えないローカ
ル電力ホットスポットを生成することができる。
【０１０２】
　ワイヤレス電力ブリッジは、共鳴送信アンテナと共鳴受信アンテナとの間の磁界誘導結
合に基づく。これは、壁または窓を通したワイヤレス送信に適切である非変調キャリア周
波数、たとえば、５０Ｈｚを使用する。好ましい周波数は、２０ｋＨｚから１３５ｋＨｚ
まで（ＶＬＦ、ＬＦ）の範囲内にある。別の実施形態は、ワイヤレスエネルギー伝達のた
めにＡＣ電力周波数、典型的には６０Ｈｚを直接使用する。一実施形態は、同じくアンテ
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ナのサイズに応じて数ｍｍから４０センチメートルまでの範囲内の厚さの非金属壁を通し
て電力を効率的に伝達する。これは、高いＱファクタ（一般に＞２００）をもつ結合共振
を適用して２つの共鳴アンテナを使用することにより達成される。
【０１０３】
　システムの寸法決め、および送信アンテナと受信機アンテナの隔たり（伝送距離）に応
じて、システムは、最高１００Ｗまたはそれと同様の電力を伝達することができる。これ
は、たとえば、同様の電力消費をもつラップトップコンピュータまたは他のデバイスに供
給するために使用できる。
【０１０４】
　本システムは、一般に以下のコンポーネントから構成される。
【０１０５】
　・標準ＡＣソケット（たとえば１１０ＶＡＣ／６０Ｈｚまたは２２０ＶＡＣ／５０Ｈｚ
）に接続する電力コード。
【０１０６】
　・供給ＡＣ電圧および周波数（たとえば１１０ＶＡＣ／６０Ｈｚまたは２２０ＶＡＣ／
５０Ｈｚ）を、壁または窓を通したワイヤレス送信により適切であり得る別の電圧および
別の周波数（一般に＞５０Ｈｚ）に変換する送信電力変換器ユニット。一実施形態では、
送信電力変換器ユニットは、電力送信として標準的な６０Ｈｚ周波数を使用する。　
　・動作周波数で共鳴する送信アンテナユニット（フラットパネル）。
【０１０７】
　・所望の動作周波数における共鳴を達成するために多巻きループ（コイル）とキャパシ
タとを組み込む受信アンテナユニット（フラットパネル）。
【０１０８】
　・ワイヤレス送信に使用される周波数を所要のＤＣ電圧または標準ＡＣ供給電圧および
周波数に再変換するＡＣ／ＤＣまたはＡＣ／ＡＣ周波数変換器を組み込む受信電力変換器
ユニット。
【０１０９】
　図１１に、壁および窓を通して電力を送信するための構成を示す。送信アンテナと受信
アンテナとの間の距離は変化することができ、したがって結合係数は変化する。一実施形
態において、システムは、受信側の電力要件を満たし、伝達効率を最大にするために実際
の状態に自動的に適合する。
【０１１０】
　さらに、システムは、環境またはコンポーネントの許容差によって引き起こされた離調
効果を補償するための自動アンテナ同調を提供し得る。
【０１１１】
　送信アンテナおよび受信アンテナは、最大伝達効率を得るために同軸に整合できる。受
信電力変換器ユニットに組み込まれたインジケータ（たとえば、より低い電力のＬＥＤ）
を使用することができ、このＬＥＤは、結合が改善するにつれてより明るくなる。この技
法は、最大伝達効率を生じる受信アンテナの最適位置を発見するために使用されることが
できる。
【０１１２】
　図１３に、本出願で説明するワイヤレス電力実施形態のいずれかとともに使用できる送
信サブシステムのブロック図を示す。このサブシステムは、送信電力変換器ユニット１３
００と、送信アンテナユニット１３１０とを含む。
【０１１３】
　送信電力変換器ユニット１３００はいくつかのサブユニットを有する。整流器およびフ
ィルタアセンブリ１３２０は、後続のステージによって使用される生のＤＣ電圧を生成す
る。これは、最終的に送信アンテナユニット１３１０に供給される電力を提供するＤＣ／
ＤＣ変換器１３３０によって使用できる。補助ＤＣ／ＤＣ変換器１３４０は、周波数生成
および制御サブユニットに電力を供給するために使用できる。また、同調ネットワーク１
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３５０は、正確な共振最大化アンテナ電流を維持するために電力供給されることができる
。アンテナ電流センス１３６０は、同様に、変換器からの電力に基づいて大きさおよび位
相に関してアンテナ電流を測定することができる。
【０１１４】
　周波数生成および制御サブユニット１３７０は、以下を含む多くの様々な機能を実行す
る。　
－　電力ステージ、たとえば、ハーフブリッジインバータ１３８０を駆動するワイヤレス
電力送信のために使用される周波数を生成すること、　
－　ワイヤレス電力ブリッジの電力および効率を制御するために、本明細書で説明するよ
うに送信サブシステムの機能を自動制御すること、　
－　送信サブシステムの手動制御のためのヒューマンインターフェースを制御すること。
これは、たとえば、活性化／不活性化、電力制御などを含むことができる。
【０１１５】
　ワイヤレス電力ブリッジは、最高１００Ｗの電力を伝達するように構成でき、たとえば
、ラップトップコンピュータまたは他の同様の電力デバイスに供給するのに使用される外
部電源と同様の形状ファクタおよび外側の外観をもつ送信電力変換器ユニットを使用する
ことができる。
【０１１６】
　整流器およびフィルタサブユニット１３２０は、周波数生成および制御サブユニットに
よって制御インターフェースＡを介して制御される機能を含むことができる。一般に、Ｄ
Ｃ／ＤＣ変換器１３３０は、その入力電圧よりもより低い出力ＤＣ電圧を提供するステッ
プダウン変換器である。一般に、ＤＣ／ＤＣ変換器１３３０によって生成される出力電圧
は、可変であり、電力制御のために、および最大エネルギー伝達効率を達成するために周
波数生成および制御サブユニットによって制御インターフェースＢを介して制御される。
【０１１７】
　一実施形態では、このＤＣ／ＤＣ変換器は省略でき、その場合、電力ステージ（ハーフ
ブリッジインバータ）は、整流器およびフィルタサブユニットによって直接供給される。
一実施形態では、スイッチング電源を使用することができる。
【０１１８】
　補助ＤＣ／ＤＣ変換器サブユニット１３４０は、周波数生成および制御サブユニット１
３７０、ならびに他の電力供給されるユニットに供給するための固定のＤＣ出力電圧を提
供する。
【０１１９】
　ワイヤレス電力送信に使用される電力キャリアを生成する電力ステージは、好ましくは
２つの電子的電力スイッチ、たとえば、「プッシュプル」構成のＦＥＴまたはトランジス
タを使用するハーフブリッジインバータ１３８０である。電力ステージは、周波数生成お
よび制御サブユニットによって制御インターフェースＢを介して駆動し、制御される。電
力および伝達効率制御は、電力ステージのＤＣ供給電圧と、周波数生成およびコントロー
ルサブユニットによって生成されるスイッチング波形のデューティサイクル／パルス幅と
を変更することによって達成される。
【０１２０】
　ＤＣ／ＤＣ変換器が固定のＤＣ出力電圧を供給する一実施形態では、電力および伝達効
率はスイッチング波形のデューティサイクルのみによって制御される。
【０１２１】
　標準ＡＣ供給周波数がワイヤレス電力送信のために直接使用される別の実施形態では、
電力ステージは、周波数生成およびコントロールサブユニットによって制御される位相制
御変調器から形成される。
【０１２２】
　同調ネットワーク１３５０は、共振において動作されるアンテナを維持するためのパラ
メータを調整するために使用できる。一実施形態では、固定で水晶安定化された送信周波
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数を使用することができる。これにより、他のシステムに有害な電磁干渉の危険を低減す
るという周波数調整の問題の助けとなり得る。
【０１２３】
　これは、最大送信範囲および効率を必要とし、したがって高い「負荷されたＱファクタ
」で動作されるすべての適用例に特に当てはまる。
【０１２４】
　同調ネットワークは、また、送信アンテナの近傍における受信サブシステムおよび／ま
たは外来物体によって、ならびに電力ステージのソースインピーダンスの無効成分によっ
て引き起こされ得る離調効果を補償し得る。
【０１２５】
　同調ネットワークは、また、送信アンテナユニットおよびそのフィーダケーブルのコン
ポーネントの許容差（経年劣化）を補償し得る。
【０１２６】
　同調ネットワークは、また、コントロールＣを介してコントロールサブユニットおよび
周波数生成によって制御され得る。
【０１２７】
　いくつかの実施形態は、限られた送信範囲（たとえば、送信アンテナと受信アンテナと
の間の高い結合係数）のみを必要とすることがある。その場合、同調ネットワークは、必
要としないことができる。
【０１２８】
　アンテナ電流センスは、周波数生成および制御サブユニットによって大きさおよび位相
に関してアンテナ電流を測定するために使用される（センスインターフェースＤ）。電流
センスは、アンテナシステムのＱファクタを劣化させない方法で行われなければならない
。一実施形態では、受信情報を送信機に供給する受信デバイス上の電圧センサが使用され
る。適応型電力送信機は、ステップの電力をランプアップし、誘発された電力レベルを感
知する。
【０１２９】
　周波数生成および制御サブユニットは、電力ステージを形成しているハーフブリッジイ
ンバータを駆動するための周波数およびスイッチング波形を生成する。このサブユニット
はまた、アンテナ電流センスを使用して送信アンテナ電流を測定し、（指定の範囲内で）
受信機による電力要求を満たすように送信電力変換器の動作パラメータを調整する。この
ようにして、電力変換器は最大エネルギー伝達効率を達成することができる。一実施形態
では、最大動作は、その開示の内容全体が参照により本明細書に組み込まれる、２００９
年２月２６日に出願された本発明者らの同時係属出願番号第１２／３９４，０３３号に記
載されている技法に従って実行できる。
【０１３０】
　一実施形態では、周波数生成および制御サブユニットは、受信サブシステムの他のエン
ティティと通信しない。両方のサブシステムは、独立して働いて、受信サブシステムに接
続された外部ロードによる電力要求をどのように満たすべきかを判断して、最大エネルギ
ー伝達効率に収束するように送信側と受信側の両方に対する動作パラメータを最適化する
。
【０１３１】
　周波数および制御サブユニット１３７０はまた、送信電力変換器ユニットを活性化／不
活性化し、パラメータを手作業で変更するためのユーザインターフェースを含むことがで
きる。
【０１３２】
　送信アンテナユニット１３１０は、送信電力変換器ユニットによってアンテナフィーダ
ケーブル１３０９を介して給電される純粋に受動的なデバイスである。ケーブル１３０９
は、典型的には１ｍ長とし、標準の二線式ＡＣケーブルと同様の品質であり、それと同様
の電圧定格を有することができる。
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【０１３３】
　送信アンテナユニットは、直列タンク回路の主部分を形成している多巻きループ（コイ
ル）と高電圧キャパシタとを含む。多巻きループは、最悪の場合に生じる可能性があるア
ンテナ電圧に耐えるように設定された、十分に絶縁された銅線から製造される。典型的な
設計では、二乗平均電圧は、システム実効電力定格および指定の最大伝送距離に応じて１
０００Ｖを上回ることがある。
【０１３４】
　２０ｋＨｚと１３５ｋＨｚとの間のレンジの動作周波数を仮定すると、表皮効果および
近接効果による渦電流損を低減し、無負荷のＱファクタを最大にするために、好ましくは
リッツワイヤのような適切により線を使用することができる。
【０１３５】
　典型的な設計において、キャパシタは、システムの実効電力定格と、回路の実際のＱフ
ァクタと、指定の最大伝送距離とに応じて二乗平均電圧＞１０００Ｖに耐えるように大き
さを決めなければならない。
【０１３６】
　フラットパネル送信アンテナユニットの典型的なレイアウトを図１４に示す。アンテナ
１４００は、コイル部分１４０５と高電圧キャパシタ１４１０とから形成される。高電圧
キャパシタ１４１０は、スペースを節約し、所与の外部輪郭形状ファクタに対する最大ル
ープサイズを提供するために、ループの内部に取り付けられる。ＨＶキャパシタはアンテ
ナユニットに統合されるので、高いＱファクタ（高いロードされたＱ）での共振からもた
らされる高電圧は、その内部に保持され、フィーダケーブル上にも、また送信電力変換器
ユニット中にも現れない。したがってこれは、設計を単純化し、いくつかの要件を緩和す
る。
【０１３７】
　送信アンテナユニット１００は、壁または窓に対する平面アンテナの永続的な取付けま
たは一時的なサスペンディングを簡単にする特殊な固定具を設けることができる。図１４
は、吸着カップ１４２０およびサスペンディングハンドル１４２２を示している。
【０１３８】
　受信サブシステムを図１５に示す。送信サブシステムの場合のように、受信サブシステ
ムは、受信アンテナユニットと、受信電力変換器ユニット１５１０とから形成される。こ
れらのユニットの多くは上述のユニットに極めて類似している。
【０１３９】
　受信アンテナユニット１５００は、送信アンテナユニット１３１０と同じであり得る。
別の実施形態では、受信アンテナの寸法は、このデバイスに適合するために、形状ファク
タ、構成、および電気的特性に関して異なり得る。
【０１４０】
　受信アンテナユニットは、ケーブル１３０９と同様のアンテナフィーダケーブル１５０
１を介して受信電力変換器ユニットに給電する。
【０１４１】
　受信電力変換器ユニット１５１０は、アンテナ電流センス１５２０と、アンテナ電流を
最大にすることによって受信アンテナの正確な共鳴を維持し、整流器を受信アンテナに整
合させるための同調および整合ネットワーク１５３０と、後続のステージによって必要と
される生のＤＣ電圧を生成する整流器１５４０とのうちのいずれかまたはすべてを含み得
る。
【０１４２】
　ＤＣ／ＤＣまたはＤＣ／ＡＣ変換器１５５０は、受信サブシステムに接続された外部ロ
ード１５９９の要件を満たす電圧および電流をもつＤＣまたは標準ＡＣ供給出力をそれぞ
れ生成するために使用され得る。それはまた、周波数生成および制御サブユニットと他の
電力消費ユニットとに供給するための補助ＤＣ／ＤＣ変換器１５５５を含み得る。
【０１４３】
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　電圧センス１５６０、および電流センス１５６５は、外部ロード１５９９への出力電圧
および出力電流を測定するために使用され得る。
【０１４４】
　送信ユニットの場合のように、ワイヤレス電力ブリッジの電力および効率を制御するた
めに、送信サブシステムについて関係するすべての機能およびパラメータを自動制御する
周波数生成および制御サブユニット１５７０が存在する。これはまた、たとえば、ヒュー
マンインターフェースを介して設定の手動制御および変更を制御するユーザインターフェ
ースを含み得る。これは、活性化／不活性化、電力、電圧および電流定格などを含むこと
ができる。
【０１４５】
　ユニット１５７０はまた、外部ロードに対して指定された標準ＡＣ供給周波数を生成す
ることができる。
【０１４６】
　最高１００Ｗまでの伝達電力に寸法決定されたワイヤレス電力ブリッジを仮定すると、
受信電力変換器ユニットは、一般に、ラップトップコンピュータまたは同様の電力定格の
他の機器に供給するのに使用される外部電源と同様の形状ファクタと外側の外観とを有す
ることができる。
【０１４７】
　アンテナ電流センスは、周波数生成および制御サブユニットによってセンスインターフ
ェースＤを介して受信アンテナ電流を測定するために使用される。電流センスは、好まし
くは、アンテナシステムのＱファクタを劣化させてはならない。
【０１４８】
　同調および整合ネットワークは、一般に、受信アンテナが共鳴において動作され、整流
器の入力インピーダンスが受信アンテナに最適に整合されるようにするために使用される
。これは、最大送信レンジおよび効率を必要とするすべての適用例に特に当てはまる。
【０１４９】
　上記のように、同調および整合ネットワークは、受信アンテナの近傍における送信サブ
システムおよび／または外来物体と、整流器のロードインピーダンスとによって引き起こ
され得る離調効果を補償する。同調および整合ネットワークは、受信アンテナユニットお
よびそのフィーダケーブルのコンポーネントの許容差（経年劣化）を補償する。
【０１５０】
　同調および整合ネットワークは、周波数生成および制御サブユニットによって制御イン
ターフェースＣを介して制御され、また再構成できる。
【０１５１】
　ワイヤレス電力ブリッジの一実施形態は、送信アンテナと受信アンテナとの間の結合係
数が高い場合のように、限られた送信レンジのみを必要とする。この場合、同調および整
合ネットワークは省略できる。
【０１５２】
　整流器は、受信アンテナに誘起されたＡＣ電圧を整流し、フィルタ処理して、生のＤＣ
供給を後続のステージに与える。整流器およびフィルタサブユニットは、上記のように、
周波数生成および制御サブユニットによって制御インターフェースＡを介して制御される
機能を含むことができる。
【０１５３】
　ＤＣ／ＤＣまたはＤＣ／ＡＣ変換器は、適用例に応じて、受信サブシステムに接続され
た外部ロードの要件を満たす出力電圧および電流を供給するステップダウンまたはステッ
プアップ変換器とすることができる。一般に、ＤＣ／ＤＣまたはＤＣ／ＡＣ変換器によっ
て生成される出力電圧または電流は、可変であり、周波数生成および制御サブユニットに
よって制御インターフェースＢを介して制御される。一実施形態では、この変換器は省略
でき、その場合、外部ロードは整流器によって直接給電される。
【０１５４】
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　標準ＡＣ本線周波数がワイヤレス電力送信のために直接使用される一実施形態では、Ｄ
Ｃ／ＤＣまたはＤＣ／ＡＣ変換器は、たとえば、外部ロードへの出力電圧および電流を制
御する位相制御変調器と交換され得る。
【０１５５】
　補助ＤＣ／ＤＣ変換器サブユニットは、周波数生成および制御サブユニットに供給する
ための固定のＤＣ出力電圧を提供する。
【０１５６】
　周波数生成および制御サブユニットは、外部ロードの電圧および電流要件を満たし、エ
ネルギー伝達効率を最大にするために、受信サブシステムについて関係するすべての機能
およびパラメータを自動制御する。必要な場合、周波数生成および制御サブユニットは、
外部ロードの要求に応じて標準ＡＣ周波数を生成し、この周波数を制御インターフェース
Ａを介してＤＣ／ＡＣ変換器サブユニットに供給する。
【０１５７】
　さらに、これは、アンテナ電流センスによるアンテナ電流と、電圧および電流センスに
よるＤＣまたはＡＣ出力電圧および電流とをそれぞれ測定する。（指定の範囲内で）受信
機による電力要求を満たし、エネルギー伝達効率を最大にするために、これらの測定を使
用して、受信電力変換器ユニットの関係する動作パラメータおよび構成を計算および／ま
たは調整することができる。
【０１５８】
　受信サブシステムは、伝達効率を最大にするために受信動作パラメータを最適化しなが
ら、外部ロードによる要件を満たすために送信サブシステムとは独立して作動する。
【０１５９】
　周波数および制御サブユニットはまた、受信電力変換器ユニットを活性化／不活性化し
、パラメータまたは構成を手作業で変更するためのヒューマンインターフェースを提供す
ることができる。
【０１６０】
　磁気結合共鳴に基づく効率的なワイヤレスエネルギー伝達は、エネルギー送信機とエネ
ルギー受信機の両方において最高の可能な品質ファクタをもつ共振アンテナ回路を使用す
るときにより効率的になり得る。
【０１６１】
　Ｑファクタは次のように表すことができるので、数ワットのオーダーのエネルギー伝達
に関連する高いＱファクタは、ＬＣタンク回路における高い無効電力（reactive power）
を意味する。　
【数１】

【０１６２】
高い無効電力は、アンテナインダクタおよびその逆リアクタ／キャパシタの両端間の／を
通る高い交流電圧／電流を意味する。
【０１６３】
　アンテナは、適用例に応じて様々な設計を有することができる。ＬＦでは、典型的な解
決策は多巻きワイヤループまたはコイルとすることができる。高いＱコイルは様々な方法
のうちの１つで得ることができる。１つの方法は、コイルのために細い銅線および多数の
巻きを使用することである。別の手法は、より低い巻き数を用いてより太く適切な撚線（
リッツワイヤ）を使用することとすることができる。リッツワイヤは、動作周波数に対し
て最適な直径をもつ個々に絶縁されたストランドから形成される。別の方法は、少数の巻
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数を用いて適切なフェライトコアおよびリッツワイヤを使用することである。
【０１６４】
　この細い／より多数の巻き技法は、高インピーダンスコイルを与えることができる。こ
れは、高リアクタンスおよび比較的高損失の直列抵抗を意味する。これは、コイルのリア
クタンスの大きさよりもＱ倍低い。ここで、Ｑは、タンク回路の全Ｑファクタとして通常
は仮定できるコイルのＱファクタを指す。
【０１６５】
　リッツワイヤ手法２は、より低いインピーダンスコイルを用いた解決策になる。これは
、たとえば、コイルのリアクタンスの大きさよりもＱ倍低い、より低いリアクタンスおよ
び比較的低損失の直列抵抗を意味する。
【０１６６】
　フェライト手法は、高い磁界強度（飽和）と、コア材料中のヒステリシス損失により生
じる低いコイルＱファクタとを作り出すことができる。
【０１６７】
　等しいＱを仮定すると、細いワイヤ／多数の巻き手法は、共振においてより高い電圧を
供給することができる。これは、今度は、特により細いワイヤが使用されることに関して
アーク放電／放電の危険をより高くする。リッツワイヤは、より良い電力伝達能力での解
決策を提供し得る。他方では、あまりに低いインピーダンスが目標にされる場合、等価直
列抵抗が十分に低く、特にスペース制約の下に高電流をサポートすることができるキャパ
シタを見つけるのがより困難になり得る。
【０１６８】
　アンテナはまた、電力ステージに整合されなければならない。比較的単純で安定した送
信機解決策は、ハーフブリッジインバータおよび直列タンク回路を用いて電圧源から形成
された低インピーダンス出力電力段を使用することによって得られる。高効率のためには
、このタンク回路が電力ステージのソース抵抗よりも高い直列共振抵抗を有することが必
要である。
【０１６９】
　ＨＦ（たとえば、１３．６ＭＨｚ）の場合は、同様の考察を行って同様の結論を得るこ
とができる。ただし、必要とされる巻数はＨＦでは概してより低くなり、代わりに、表皮
効果および近接効果を緩和するのにはるかにより太いワイヤおよびより大きいワイヤ間隔
が必要となる。１ＭＨｚを上回る周波数用に最適化されたリッツワイヤは、市販されてお
らず、他の設計制約のためにおそらくより有用でない。
【０１７０】
　しばしば見落とされる、Ｑファクタを劣化させる別の効果は、アンテナの周囲の損失物
質におけるエネルギー吸収である。アンテナによって生成された磁界および電界は、不完
全導電材料における渦電流損失、磁性材料における磁気分極ヒステリシス損失、および誘
電材料における電気分極損失を引き起こすことがある。
【０１７１】
　ＬＦにおいて、誘電損失は通常無視することができる。Ｑファクタ劣化は、主にそれぞ
れ導電材料および磁気材料における渦電流損失およびヒステリシス損失による。
【０１７２】
　ＨＦにおいて、主に渦電流損失および誘電損失がＱファクタ劣化の原因である。
【０１７３】
　ワイヤレス電力の多くの適用例では、磁気アンテナの周囲エリアは誘電材料が大半を占
める。そのような環境では、より高い電流（磁界）を生成するがより低い電圧（電界）を
生成する低インピーダンスアンテナが一般により良好に動作する。
【０１７４】
　アンテナをデバイスに（たとえば、ＰＣスクリーンの足に）統合しなければならない場
合、Ｑ劣化のこの態様は特に重要である。
【０１７５】
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　要約すると、高いＱ送信アンテナを設計する場合に、以下の態様が考慮され得る。
【０１７６】
　最低抵抗における最大インダクタンス（最大のＱファクタ）を得るために、巻線は、で
きるだけ密でなければならなく、これは巻線の断面積ができるだけ小さくなければならな
いことを意味する。しかしながら、これは、表皮効果および近接効果と、生じた高電圧に
耐えなければならないワイヤ絶縁および（たとえば、銅の損失による）電力損失に必要と
される体積とに矛盾する。
【０１７７】
　上記の考察は、実際の設計が送信アンテナの効率に影響を及ぼすすべての設計制約（体
積、形状ファクタ、コスト、電力定格、受動の（ｐａｓｓｉｖｅ）および動作中の電子部
品の特性および有効性、ならびに統合の態様）を考慮に入れつつ、詳細な分析、複雑なト
レードオフおよび最適化を要求することを示している。
【０１７８】
　大部分のワイヤレス電力適用例において、エネルギー受信機のサイズは、小形デバイス
に制限される。さらに、電子デバイスにおいてワイヤレス電力を使用可能にするために必
要とされる追加のコストが、理想的には、全体的な全製造コストを著しく増加させてはな
らない。小形デバイスの受信機中で処理すべき電力は、一般に１～２ワットを超えない。
【０１７９】
　ＬＦにおいて、極細の十分に絶縁されたワイヤまたは適切なリッツワイヤのいずれかで
製造されたループ形コイルが使用される。しかしながら、有効ループ面積は、エネルギー
受信機のパフォーマンスに大きく影響する。したがって、できるだけ大きい有効ループ面
積を得なければならない。多巻きループは、理想的には、デバイスの周辺を十分に包含し
なければならない。
【０１８０】
　しかしながら、電子回路全体が、磁界が最も大きい、ループの内側にあるので、デバイ
スのすべての導電部品における渦電流損失による深刻なＱ劣化が予想される。多くの動機
がこのシステムの金属ハウジングを回避するために存在する。また、強い磁界強度は、電
子回路への干渉を回避するための特殊な手段を要求し得る。
【０１８１】
　いくつかの実施形態では、広げることができるループアンテナが好ましい。しかしなが
ら、デバイスの機械的複雑さおよび製造コストの増加が、その適用例を制限することがあ
る。
【０１８２】
　フェライトアンテナおよび他の磁気透過性材料は、コイルの有効面積を人工的に増大さ
せ、さらに磁力線をフェライトコアに集中させるので、特に興味深い。最高１００までの
Ｑファクタは、１３５ｋＨｚで、１Ｗの電力に対して適切なフェライト材料を用いて達成
され得る。しかしながら、デバイス最大周囲を包含しているワイヤ構造に相当する有効面
積を達成するために、フェライトロッドアンテナは、比較的長くなければならないので、
したがって、かさばり、また重くなる。
【０１８３】
　上記の手法の組合せを使用することもできる。たとえば、アンテナは、フェライトバッ
キング上のフラットなディスク形多巻きループを使用することができる。このフェライト
基板は、数ｍｍの厚さにすることができる。しかしながら、フェライトバッキングは、ア
ンテナの有効面積を損ない得る。
【０１８４】
　磁気結合共振に基づく効率的なワイヤレスエネルギー伝達は、エネルギー送信機とエネ
ルギー受信機の両方において高いＱファクタをもつ共振アンテナ回路を使用する。
【０１８５】
　高いＱファクタは、低い帯域幅を意味し、したがって、製造公差、経年劣化、環境効果
（たとえば透過性磁性材料の使用に関連する、温度、ＬＣ回路を囲む磁界または電界と相
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互作用する外来物体、非線形効果およびメモリ効果）によるＬ値およびＣ値のばらつきに
対する許容差が小さいことを意味する。
【０１８６】
　したがって、実際の高いＱ設計では、共振周波数の同調を再調整することが、高いＱを
保持するのに役立ち得る。自動的に同調可能な共鳴アンテナシステムは、同調可能な（１
つまたは複数の）キャパシタおよび／または同調可能なインダクタンス、たとえば、電気
的に同調可能なリアクタを使用することができる。両方とも、高電圧または高電流のいず
れかに耐えることができなければならず、アンテナのＱファクタを損なわない材料から製
造されなければならない。
【０１８７】
　容量性同調は、有効キャパシタンスを調整するために開閉されるＲＦスイッチとの直列
または並列構成で、キャパシタのセット、たとえば、キャパシタバンクを使用することが
できる。本方法は、機械的可変キャパシタがよりかさばるようになるＬＦにおいて特に有
用である。
【０１８８】
　図１６に、並列構成であるが、主キャパシタ１６１０（ｐｒｉｎｃｉｐａｌ　ｃａｐａ
ｃｉｔｏｒ）に対して直列である同調キャパシタバンク１６００をもつ直列共振送信機回
路の一実施形態を示す。リレー、またはＦＥＴなどのバイポーラ半導体をスイッチング要
素１６０２として使用して、個々のキャパシタ１６０４を追加または除去することができ
る。
【０１８９】
　よりＱの高い回路では、所要の同調範囲を維持しながら微同調機能を提供するために、
キャパシタバンク中の同調キャパシタおよび同調スイッチの数を増加する必要がある。さ
らに、ＬＣタンク回路のＱが増加するにつれて、キャパシタバンクによってサポートされ
る電圧は高くなる。同調キャパシタおよび同調スイッチは、好ましくは、より高い電圧に
対して定格化される。その上、キャパシタバンクがアンテナ回路と直列であるの離調キャ
パシタおよび同調スイッチは、同調範囲に応じて高電流および比較的高い電圧をサポート
しなければならない。
【０１９０】
　キャパシタバンク同調は、微同調のために連続的に同調可能なリアクタンス１６２０と
結合され得る。
【０１９１】
　ＨＦでは、図１７に示すように主キャパシタに対して並列な、小さい値の同調キャパシ
タを用いて同調を実現することができる。一実施形態では、ミニアクチュエータ１７０４
によって駆動される機械的可変キャパシタ１７０２を使用することができる。
【０１９２】
　ＨＦおよびＬＦでのキャパシタンス同調の代替案は、図１８に示すように可変インダク
タを使用することである。これは、　
・タップ選択器を形成する、タップ付アンテナコイルおよび電気機械または電子スイッチ
　
・ミニアクチュエータによって駆動される機械的に調節可能なフェライトコア　
・ＤＣバイアス電流を使用するフェライトコアの透磁率同調　
によって達成され得る。
【０１９３】
　ＤＣバイアス電圧を使用するキャパシタの誘電率同調（permittivity tuning）は、透
磁率同調に対する物理的二元性と考えられ、また、ＨＦとＬＦの両方に対するオプション
とすることができる。
【０１９４】
　微同調に対する別の手法は、第２のループ／コイルを導入すること、およびバリオメー
タ原理を使用してその形状または配向を変えることによって主ループ／コイルに対する結
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合係数を変更することである。
【０１９５】
　図１９に、たとえば粗同調のためのキャパシタバンクに関連して微同調のために考えら
れる、さらなる方法を示す。この純粋に電子的な方法は、いかなる同調可能リアクタンス
コンポーネントをも回避する。代わりに、この方法は、電力ステージ（たとえばハーフブ
リッジインバータ）の出力電圧を高めることによって、オフ共振状態でのアンテナ電流低
下を補償する。
【０１９６】
　電力ステージは、同調可能なソースリアクタンスを用いて定電圧ソースの出力において
得られた電圧をエミュレートするものと考えられる。
【０１９７】
　有用な同調範囲を与えるために比較的高い出力電圧が必要であり、したがって、効率を
保持すべき場合、電力ステージの電子スイッチング要素により厳しい要件を設定する。
【０１９８】
　微同調制御ループは、アンテナ電流を感知し、所望のアンテナ電流が得られるように出
力電圧を制御する。
【０１９９】
　送信アンテナに対して説明した一般原理、方法、考察、および結論は、受信アンテナの
同調問題にも当てはまる。しかしながら、受信機の適用例では、特に小型ポータブルデバ
イスへの組み込みに関して、スペースおよびコストの制約が、一般に送信機の場合よりも
はるかに厳しい。一方、小型受信アンテナは一般に送信アンテナよりも、低い電力に対し
て定格化され、低いＱファクタを与えるので、アンテナ電圧および電流に関する緩い要件
が期待できる。
【０２００】
　一般にＬＦで使用されるキャパシタバンク同調は、スペース制約に関してあまり有利で
ない。
【０２０１】
　ＨＦでは、図１７に示すように主キャパシタに対して並列な小さいキャパシタンスの同
調可能キャパシタを用いて同調を実現することができる。その実現は、ミニアクチュエー
タによって駆動される機械的可変キャパシタとすることができる。
【０２０２】
　ＤＣバイアス電圧を使用する誘電率同調可能キャパシタは、ＬＦおよびＨＦに対して使
用され得る。
【０２０３】
　一実施形態では、図２０に示すタイプの可変インダクタを使用することができる。これ
は、キャパシタ２０１０をもつタップ付アンテナコイル２０００中で使用できる。電気機
械スイッチまたは電子スイッチが粗同調用のタップ選択器２０３０を形成する。機械的に
調節可能なフェライトコア２０４０はミニアクチュエータ２０５０によって駆動される。
【０２０４】
　別の実施形態では、微同調用のＤＣバイアス電流を使用するフェライトコアの透磁率同
調を使用することができる。
【０２０５】
　図２１Ａおよび図２１Ｂに示す別の実施形態では、様々な位置にスライドし、ミニアク
チュエータ２１０５によって駆動される機械的可動コイル２１００を使用してアンテナの
インダクタンスを変更することができる。フェライト上のコイルの位置は、そのインダク
タンスを設定する。
【０２０６】
　フェライトロッドアンテナの機械的同調は、タンク回路中に追加の構成要素を必要とせ
ず、それによってＱファクタを維持するという利点を有する。
【０２０７】
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　図２２に、たとえば、粗同調用のキャパシタバンクとともに、受信アンテナを微調整す
るために使用されるさらなる方法を示す。この純粋に電子的な方法は、いかなる同調可能
リアクタンスコンポーネントをも回避する。２２００として示されるスイッチモード電力
変換は、抵抗（実数）部とそのリアクタンス（虚数）部の両方に関して変更できるアンテ
ナ負荷インピーダンスを生成する。リアクタンス部は、直列タンク回路にリアクタンスを
追加し、それによって、その共振周波数を変化させる。
【０２０８】
　本実施形態では、同調の必要を示す信号、たとえば、不一致、または電力低下、または
インダクタンスなどを示す信号を形成することができる。この信号は、可変キャパシタま
たは可変インダクタ、あるいはその両方を調整するために使用されることができる。
【０２０９】
　追加の構成要素のために利用できるスペースが制限されることがあるので、小型電子デ
バイスへの受信アンテナの組み込みが特段の設計課題である。また、小さいフォームファ
クタは、アンテナ面積を制限し、したがってアンテナパフォーマンスを制限する。また、
アンテナＱファクタを低くする損失性誘電体および金属構造を含んでいるＰＣＢおよび他
のコンポーネントには、誘電損失および渦電流損失がある。また、いくつかのデバイス機
能への電磁干渉の可能性がある。
【０２１０】
　理想的には、たとえば、ワイヤレス充電する目的で広げることができる部分において、
高Ｑ共振ループ／コイルアンテナをデバイス本体から分離しなければならない。広げるこ
とができ、図２２Ａに示すワイヤレス電力アンテナを組み込むデバイス／キーボードカバ
ーを、クラムシェルスタイル電話において使用することができる。
【０２１１】
　別の実施形態では、たとえば、携帯電話のキーボード部分に含まれている金属および／
または誘電体構造がより少ないので、アンテナを一部分に組み込むことにより、損失がよ
り少なくなり、磁界がより良く浸透するようになる（図２２Ｂ参照）。これは、「コンパ
クト」構成と考えられる。
【０２１２】
　ＬＦでは、金属構造に誘起される渦電流が主な損失の原因となり得る。ＨＦでは、渦電
流と誘電損の両方がＱファクタを低下させ得る。
【０２１３】
　ＬＦでは、小型のコンパクトデバイスへの組み込みに関して、フェライトロッドアンテ
ナが特に興味深い。フェライトコアは、磁界をコア中に集中させる傾向があり、周囲の磁
界強度を低減し、それによってデバイス中の渦電流損失を低下させる。
【０２１４】
　図２２Ｃおよび図２２Ｄに、それぞれクラムシェルデバイスおよびコンパクトデバイス
に組み込まれたフェライトコアを示す。フェライトロッドアンテナは、最大誘導を目的と
する空気コイルの磁界に対して直角な磁界を使用する。したがって、送信アンテナまたは
デバイスのいずれかの配向は、集積エアループ受信アンテナをもつデバイスを使用するシ
ステムに対して変化しなければならない。
【０２１５】
　磁気結合共振に基づくワイヤレスエネルギー伝達は、一般に、送信サブシステムと受信
サブシステムの両方においていくつかの電力変換ステージを必要とする。これは、たとえ
ば、図１３および図１５に示すワイヤレス電力ブリッジのブロック図からわかる。高いエ
ンドツーエンド伝達効率を達成するために、各ステージは、チェーン上に損失が蓄積する
のを防ぐために最適化されなければならない。送信側では、送信アンテナを駆動する電力
ステージを特に重視することができる。一般に、直列アンテナタンク回路と連結するハー
フブリッジインバータは、ＬＦにおけるワイヤレス電力送信のために使用される。この回
路が共振において最大出力電流を生じ、共振外状態および概して低い調波レベルにおいて
電流低下を生じるので、これは特に有利である。



(28) JP 2011-514781 A 2011.5.6

10

20

30

40

50

【０２１６】
　インバータのソースインピーダンスの実数部がアンテナタンク回路の等価直列損失抵抗
よりもかなり小さい場合、高効率が得られる。また、送信機のソース抵抗における電力損
失がほとんどない場合、効率が改善される。すべての生成されたエネルギーは、受信機に
伝達されるか、または送信アンテナの損失抵抗において部分的に損失される。
【０２１７】
　送信機の電力および効率制御は、ハーフブリッジインバータのＤＣ供給電圧、または駆
動波形のデューティサイクルのいずれかによって、あるいはその両方によって実行できる
。
【０２１８】
　受信側では、整流器およびロード適応が重要である。電圧降下およびオーム損失の極め
て小さい整流器を構築することができる。整流器は、アンテナ回路に、たとえば送信機に
類似する直列タンク回路に直接挿入できる。この場合も、整流器における抵抗損失が最小
限に抑えられる場合、効率が改善される。標準的な整流器、たとえばショットキーダイオ
ードは、損失が大きすぎることがあり、したがって、同期スイッチングトランジスタに基
づく、いわゆる同期整流器が好適である。
【０２１９】
　ロード適応および電流制御（ワイヤレスバッテリ充電の場合）は、効率的なステップダ
ウンコンバータまたはステップアップコンバータを用いて実行できる。
【０２２０】
　複数受信機シナリオにおいて、広範囲にわたる適応性が有用であるので、これらの受信
機は、任意の結合係数において、最悪の場合には送信機の支援なしに、ロードへの電力を
維持することが可能である。
【０２２１】
　単一受信機シナリオにおいて、送信アンテナと受信アンテナとの間の距離は、広範囲に
わたって変化し得る。したがって、受信端部におけるロードへの電力伝達が制御され得る
。これは、多くのワイヤレス電力供給および充電適用例において当てはまるであろう。
【０２２２】
　全体的なシステム効率は、受信電力とは全く別個の問題である。電力制御と効率制御の
両方を実行するシステムは、全体的な送信効率が最大値になる状態に収束するという目的
を有する。この状態では、受信アンテナは、受信電力制御のみを実行するシステムの場合
とは別様に装荷される。
【０２２３】
　受信電力は、アンテナのロードインピーダンスを適応させることによって制御されるこ
とができる。負荷適応は、高度に適応性のある回路を使用することができ、受信機が、ア
ンテナローディングを広範囲にわたって変更することが可能でなければならないことを意
味する。また、結合共振に基づくシステムにおいて、各アンテナがそのローディングとは
無関係に、動作周波数に正しく同調されるという条件で、アンテナ間の結合係数が変化し
ている場合にアンテナ周波数同調を再調整する必要がないことを理論的に示すことができ
る。したがって、システムを様々な結合係数に適応させるという問題は、負荷適応に帰着
する。
【０２２４】
　一般に、様々な結合状態にあり、また様々な電力需要を有する様々な受信機が存在する
ので、複数受信機シナリオはより複雑になる。たとえば、前述の実施形態で説明したワイ
ヤレスデスクトップＩＴ適用例を生じることがある複数受信機シナリオの例を図５～図９
に示す。
【０２２５】
　複数受信機シナリオにおいて、電力および受信アンテナロード制御がより重要である。
【０２２６】
　一実施形態は、受信機が１つしかない場合にモデル補償技法を使用し、受信機が２つ以



(29) JP 2011-514781 A 2011.5.6

10

20

30

40

50

上ある場合にフィードバック感知技法を使用する。
【０２２７】
　送信機に接近している受信機は、たとえば、大量の電力の吸引または送信機の不整合に
よって、他のより遠い受信機への電力伝送に理想的には悪影響を及ぼすべきではない。
【０２２８】
　図５～図９に、可変結合係数を補償するために、および公平な方法で、受信機の要求に
従って、受信機間で利用可能な電力を共有するために、電力および伝達効率の制御をどの
ように使用することができるかを示す。一実施形態では、デバイスは共面構成で構成でき
る。
【０２２９】
　２つの受信機が互いに接近しつつあり、相互に結合し始めた場合、同様の問題が生じる
ことがある。受信機におけるロード制御は、たとえば、離調の影響を回避するために同調
を調整することによって、これらの異なるシナリオを管理するために使用される。
【０２３０】
　複数受信機シナリオは、単一受信機シナリオよりもはるかに複雑になる。単一受信機の
場合、効率制御は簡単である。複数受信機シナリオの伝達効率制御は、はるかに複雑であ
り、また、システムパラメータを最適に調整するために送信機と受信機との間のデータ交
換（通信）を使用し得る。システムは最低結合係数をもつリンクを考える必要があるので
、効率制御もあまり有効でなくなり、したがってより好ましいリンクにおいて効率を改善
することができなくなる。言い換えれば、単一の遠い受信機は、複数受信機シナリオにお
いて全体的な伝達効率を劣化させることがある。
【０２３１】
　また、ライセンス問題が考えられる。あるクリティカルでないレベルを上回る電力を用
いたワイヤレス送信のための周波数の使用は、通常、この目的／サービスのためにその周
波数のライセンスおよび特定の割り当てを必要とする。
【０２３２】
　いわゆるＩＳＭ帯の周波数は、そのような規制から免除される。主にワイヤレス電力適
用例に使用できる周波数範囲にはいくつかのＩＳＭ帯が存在する。
【０２３３】
　たとえば、最高１ｍまでの距離にわたって動作するように設計された近傍結合システム
の場合、ＶＬＦ、ＬＦ、またはＨＦスペクトル中の周波数が特に興味深い。しかしながら
、現在、強い磁界強度レベルでのライセンス免除動作が可能なＩＳＭ帯はほんのいくつか
しかない。
【０２３４】
　これらの帯域のいくつかは、１３５ｋＨｚ（ＶＬＦ、ＬＦ）未満に割り振られる。別の
狭帯域は、１３．５６ＭＨｚ（＋／－３ｋＨｚ）におけるＨＦスペクトル中に存在する。
【０２３５】
　これらの周波数帯域中で適用可能な規制基準は、たとえば、放射源から指定された距離
において測定される磁界強度に関して放出限界を定義する。欧州のＥＣＣによって指定さ
れた距離は、米国のＦＣＣによって指定された距離とは異なり、したがって界強度限界を
容易に比較することができない。一見すると、ＬＦは、より高い放出レベルを可能にし、
したがってＨＦよりも有利であるように見える。しかしながら、同じ距離にわたって等し
い効率で等しい電力を伝達する等価なシステムを仮定すると、ＬＦにおいて得られた磁界
強度は、ＨＦにおける磁界強度よりも強くなる。理論的には、１３５ｋＨｚ（ＬＦ）にお
いて得られる界強度は、１３．５６ＭＨｚ（ＨＦ）に比較して２０ｄＢ強くなる。現在の
規制は、このことを部分的に考慮に入れている。ＬＦにおける限界は、ＨＦに対して定義
された限界よりも比較的限定的である。
【０２３６】
　その上、距離修正のための提案されたファクタを考慮に入れてＥＣＣ放出限界とＦＣＣ
放出限界とを比較すると、ＦＣＣは一般にＥＣＣよりも限定的であることが明らかになる
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が、欧州で使用されている多くの製品（たとえば、高電力ＲＦＩＤリーダ）が米国でも売
買され、稼働している。
【０２３７】
　世界的に高いレベルでライセンス免除動作が可能なＬＦにおいて非常に狭い周波数帯域
（たとえば、＋／－１００Ｈｚ）を確立することは、一実施形態において使用され得る。
しかしながら、そのような割り当ては、ワイヤレス電力およびＲＦＩＤ企業の様々なステ
イクホルダグループにロビー活動を要求し、ワイヤレス電力システムが、関係する無線サ
ービスに有害な干渉を生じないという証拠を要求とすることがある。同様の開発はすでに
１３．５６ＭＨｚで行われ、放出限界は、ＲＦＩＤロビーの圧力に基づいて、ほぼ２０ｄ
Ｂだけ増加された。ＲＦＩＤリーダは、非常に狭い帯域幅を必要とする強い持続波成分を
送信するので、この変更要求は規制機関によって容認された。
【０２３８】
　周波数規制の主目的は、相互干渉から無線サービスを保護することである。しかしなが
ら、　
・ワイヤ結合通信システム（主に、電力線、ＡＤＳＬ、ＶＤＳＬなどの不適正シールド線
を使用するシステム）　
・心臓ペースメーカなどのセーフティクリティカルシステム　
・クレジットカードなどのセキュリティクリティカルシステム　
のような電磁放射に対する耐性が制限されたいくつかの非無線システムが存在する。
【０２３９】
　これらのシステムは、周波数規制基準によって特に保護されていない。しかしながら、
ワイヤレス電力システムの実施形態は、本質的に非変調放射界を生成し、これらのＥＭＣ
態様に関して大きな利点を形成する。高電力ＲＦＩＤ、電磁調理などによって生成される
変調またはパルス放出からの潜在的な干渉は、一般にはるかに高くなることが知られてい
る。
【０２４０】
　無線システムの共存を規制する周波数規制基準に加えて、劣悪な生物学的影響から生物
学的存在を保護するために放射曝露限界がさらに確立された。生物学的限界は、それを上
回ると劣悪な健康影響が発生することがあるしきい値に基づいて設定される。それらは、
通常、安全マージンをも含む。ワイヤレス電力適用例のための当該の周波数レンジでは、
放射は非電離放射（ＮＩＲ）と呼ばれる。非電離放射保護に関係する１つの関連団体は、
１９９２年に確立されたＩＮＩＲＣである。それらの機能は、ＮＩＲの様々な形状に関連
する危険を調査し、ＮＩＲ曝露限界に関する国際ガイドラインを開発し、ＮＩＲ保護のす
べての態様を処理することである。ＩＣＮＩＲＰは、１４人のメンバーの主委員会と、４
つの科学常任委員会と、数人の顧問役の専門家とからなる、独立した科学専門家の団体で
ある。それらはまた、人間曝露限界の開発においてＷＨＯとともに密接に研究している。
【０２４１】
　ＩＣＮＩＲＰは、知られている劣悪な健康影響に対して保護を行うために、電磁界曝露
を制限するためのガイドラインを作成した［ＩＣＮ９８］。様々な科学的研究が世界的に
行われた。これらの研究の結果は、様々な劣悪な健康影響が発生することがあるしきい値
を判断するために使用された。次いで、基本的制限は、変動する安全係数を含むこれらの
しきい値から判断される。基本的制限および基準レベルが、以下の両方に対してＩＮＩＲ
Ｃによって設けられている：　
・一般の人々の曝露：年齢および健康状態が労働者のそれとは異なる一般的な集団に対す
る曝露。また、一般市民は、一般に、界への曝露の認識がなく、予防的な行為をとること
ができない（より限定的なレベル）。　
・職業上の曝露：必要とされる場合、予防の手段をとることが可能な既知の界への曝露（
あまり限定的でないレベル）。
【０２４２】
　時間的に変化する界が生物と相互作用する結合機構は、以下の３つのカテゴリに分割さ
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れる：
　・低周波電界への結合により、組織中に存在する電気双極子の再配向を生じる。
【０２４３】
　・低周波磁界への結合により、誘起電界および循環電流を生じる。
【０２４４】
　・電磁界からのエネルギーの吸収により、以下の４つのサブカテゴリに分割できる温度
上昇を生じる：
　　o　１００Ｈｚ～２０ＭＨｚ：エネルギー吸収は、首および脚において最も深刻であ
る。
【０２４５】
　　o　２０ＭＨｚ～３００ＭＨｚ：全身での高い吸収
　　o　３００ＭＨｚ～１０ＧＨｚ：著しい局部的な一様でない吸収
　　o　＞１０ＧＨｚ：エネルギー吸収が主に体表面において発生する。
【０２４６】
　以下は、異なる周波数レンジに対する基本的制限の判断においてＩＮＩＲＣによって使
用された科学的な基礎の説明である：
　・１Ｈｚ～１００ｋＨｚ：神経系機能に対する影響を防止するための制限は、電流密度
に基づく。
【０２４７】
　・１００ｋＨｚ～１０ＭＨｚ：全身の熱応力および過剰な局在組織の加熱を防止するた
めの制限は、特定エネルギー吸収レート（ＳＡＲ：Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ａ
ｂｓｏｒｐｔｉｏｎ　Ｒａｔｅ）に基づき、ならびに神経系機能に対する影響を防止する
ための制限は電流密度に基づく。
【０２４８】
　・１０ＭＨｚ～１０ＧＨｚ：全身の熱応力および過剰な局在組織の加熱を防止するため
の制限は、ＳＡＲのみに基づく。
【０２４９】
　基本的制限は、中枢神経系における急性の瞬間的影響に基づき、したがって、制限は、
短期曝露と長期曝露の両方に適用する。
【０２５０】
　各周波数レンジに対する生物学的な影響の概要を以下に示す。
【０２５１】
　１００ｋＨｚ以下の周波数：
　・低周波界への曝露は膜刺激に関連しており、中枢神経系に対する関係する影響は、神
経および筋肉刺激をもたらす。
【０２５２】
　・磁界が発ガン促進効果を有する証拠はほとんどなく、データは、これらの磁界が現在
存在するガン細胞の増殖を促進するかどうかを結論付けるには不十分である。
【０２５３】
　・実験室での研究は、誘起された電流密度が１０ｍＡ／ｍ２以下であるとき、確立した
劣悪な健康影響がないことを示している。
【０２５４】
　１００ｋＨｚを上回る周波数：
　・１００ｋＨｚ～１０ＭＨｚ間で、遷移領域が膜影響から加熱影響に発生する。
【０２５５】
　・１０ＭＨｚを上回ると、加熱影響が支配的である。
【０２５６】
　・１～２℃以上の温度上昇は、熱疲労および熱中症などの劣悪な健康影響を受けること
がある。
【０２５７】
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　・１℃の体温上昇は、４Ｗ／ｋｇの全身のＳＡＲを生じる電磁界に対するほぼ３０分の
曝露に起因することがある。
【０２５８】
　・パルス（被変調）放射は、ＣＷ放射に比較してより高い劣悪な生物学的反応を生じる
傾向がある。この例は、通常の聴覚をもつ人が、２００ＭＨｚ～６．５ＧＨｚの間の周波
数をもつパルス変調界を知覚することがある「マイクロ波聴覚」現象である。
【０２５９】
　健康／生物学的制限について、すべての組織および規制機関は、世界全体にわたって、
４Ｗ／ｋｇの全身ＳＡＲが劣悪な健康影響が生じることがあるしきい値であるという科学
的な所見に関して同意している。それらは、また、基本的制限について、全身ＳＡＲに対
する基本的制限は、職業上曝露の場合０．４Ｗ／ｋｇ、および一般的な人々の場合０．０
８Ｗ／ｋｇよりも高い値であってはならないように、安全係数１０を使用しなければなら
ないことに同意している。
【０２６０】
　人間曝露の場合のＨ界基準レベルに関して、異なる規格の不一致がある。ＩＥＥＥは、
様々な科学的研究に基づいて大部分の非限定的な制限を与える。ＩＥＥＥ制限は一般に、
（それらがまたＡＮＳＩによって承認されるので）北アメリカならびにＮＡＴＯにおいて
容認されている。大きい安全係数がこれらの制限に対して考慮されるので、最も限定的な
レベルはＩＣＮＩＲＰによって与えられる。日本の提案された制限は、ＩＥＥＥとＩＣＮ
ＩＲＰ制限との間のどこかにある。ＩＥＥＥＣ９５．１規格によって提案された制限が、
危険な曝露レベルを依然として与えることを示す証拠はない。
【０２６１】
　すべての場合において、０．０８Ｗ／ｋｇの全身ＳＡＲを超えない間、人間曝露Ｈ界基
準レベルを超えることがある。
【０２６２】
　近傍結合のためのワイヤレス電力適用例のための実施形態では、磁界強度は一般に、Ｉ
ＥＥＥ／ＮＡＴＯ制限以下である。しかしながら、磁界強度は、送信アンテナまたは受信
アンテナに十分近い位置において、ＩＣＮＩＲＰ制限を超えることがある。アンテナの近
距離中の磁界が距離の３乗とともに増加するにつれて、またアンテナサイズ、パフォーマ
ンスおよび電力／電流に応じて、ＩＣＮＩＲＰ制限を超えることがある範囲が常に存在す
る。
【０２６３】
　周波数規制制限とは対照的に、放射曝露限界は、界強度が準拠しなければならない放射
源からの距離を指定していない。それらは、生物学的物質が位置するすべての位置に適用
するものとして解釈されなければならないが、それは、準拠の定義をあいまいにする。
【０２６４】
　しかしながら、この問題は、ワイヤレス電力に固有のものではないが、電磁調理、誘導
溶接などのＲＦＩＤシステムなどの他のシステムの問題でもある。そのようなシステムは
、適任の機関による判断および証明を必要とする。
【０２６５】
　結論付けると、放射曝露は、特に欧州において、多くの人々の間で増加している電磁放
射の恐怖症のために特に本格的な調査を必要としている問題である。それは、主にマスマ
ーケット適用例においてワイヤレス電力を近傍結合することの大きい課題および潜在的な
リスクと考えられる。
【０２６６】
　その上、ユーザの認識は次のとおりである。たとえば、確立した制限に対するＡＣ磁界
の実際の強度とは無関係に、自分のオフィスの机で働きながらＡＣ磁界に絶えず曝露され
ることを好まない人もいる。
【０２６７】
　一実施形態は、送信アクティビティ制御を開示する。デバイスは、人間存在検出器（た
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とえば、マイクロ波の動き、もしくは赤外線センサ、またはその両方、または他の方法）
を使用して、不在の時間中（たとえば夜中）にのみ充電される。送信アンテナの近接また
は近傍に人間が存在している時間には、電力は、電源を切られるか、またはより低いレベ
ルに低減される。
【０２６８】
　デバイスは、それらが送信機から十分な電力を受信するような位置／配向中に保持され
るようにするための受信電力レベルインジケータを設けることができる。このインジケー
タ機能はまた、非活動的な時間中に、または、低減された電力モードの時間中に保持でき
る。
【０２６９】
　これは、以下の代替方法によって達成できる。
【０２７０】
　・ＥＭＩ問題を回避するためにソフト電力のランプアップまたはランプダウン（たとえ
ば、電話、スピーカシステムなどのオーディオインターフェースを有するデバイスにおけ
る「クリック」）を使用した、送信機の周期的な非常に低いデューティサイクルの作動
　・レベルインジケータを制御するために、低減されているが、デバイスによって検出さ
れるのに十分に高い電力レベルでの連続送信
　オフィス機器（パーソナルコンピュータ、モニタ、ファックス装置、スキャナ、複写機
、プリンタなど）は、第三セクタで大部分の電力消費をなくす。特に気候変動の領域にお
ける国際公約（特に京都議定書）に関して、および持続可能な発展としてそのような領域
におけるその目的があるとすれば、エネルギー効率構想は、特殊な重要性をもつ。この調
整された（エネルギースター（ＥＮＥＲＧＹ　ＳＴＡＲ）として知られている）ラベリン
グプログラムは、消費者がエネルギー効率の良い機器を識別できるようにし、したがって
、環境を保護するためにだけでなくエネルギー供給のセキュリティを保証するためにも役
立つ省電力をもたらさなければならない。このプログラムは、エネルギー効率の良い製品
の製造および販売を促進するためにも役立つ。
【０２７１】
　エネルギースターガイドラインは、すでに実施されており、また、ワイヤレス電力製品
の将来の市場導入にある程度まで影響を及ぼすことがある。
【０２７２】
　ここ数年で、学界によってサポートされるいくつかの企業がまた、主に消費者市場セク
タにおける適用例に関するワイヤレス電力の領域で研究開発活動を開始した。多くのこれ
らの構想は、技術的ベースとして誘導結合を使用する解決策に焦点を当てる。典型的な解
決策は、単一または複数のデバイスの無接点充電のために設計された誘導充電パッドであ
る。すべてのこれらの解決策では、電力は、非常に短い距離、たとえば、ミリメートルま
たはセンチメートルにわたって伝達される。ＲＦＩＤ界の用語を使用すると、これらのシ
ステム／解決策は、近接結合システムのカテゴリに入る。
【０２７３】
　ＲＦＩＤ適用例と同様に、ワイヤレス電力供給および充電のための近接結合解決策は、
常に実用的というわけではなく、ユーザによって予想される柔軟性／モビリティおよび自
由度を与えることができるわけではない。これが、デシメートル、さらにはメートルの範
囲でより長い距離にわたる電力送信の背後にある論理的根拠である。ＲＦＩＤ用語をここ
でも使用すると、そのようなシステムは、近傍結合システムのカテゴリに関連する。
【０２７４】
　より多くのレンジおよび柔軟性／モビリティに対する代償は、一般に　
・より高い放射レベル　
・複雑さおよびコスト（ＢＯＭ）に関してより高いデバイス組み込み影響　
・より低い伝達可能な電力　
・より低い伝達効率　
のものである。
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【０２７５】
　以下の表６－１では、重要と考えられる選択された態様に関して近接結合と近傍結合を
比較する。
【表１】
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【表３】

【０２７６】
　ほんのいくつかの実施形態を上記に詳細に開示したが、他の実施形態が可能であり、本
発明者らは、他の実施形態は本明細書内に包含されるものとする。本明細書では、別の方
法で達成できる、より一般的な目的を達成する特定の例について説明する。本開示は例示
的なものとし、特許請求の範囲は、当業者なら予測可能である、いかなる変更形態または
代替形態をもカバーするものとする。たとえば、他のサイズ、材料および接続が使用でき
る。他の構造を使用して磁界を受信することが使用できる。一般に、主結合機構として、
磁界の代わりに電界を使用することができる。他の種類のアンテナを使用することができ
る。また、本発明者らは、「手段」という語を使用する請求項のみは米国特許法第１１２
条第６項の下で解釈すべきものとする。さらに、本明細書からの限定は、それらの限定が
明白に特許請求の範囲内に含まれない限り、いずれの請求項にも読み込まれないものとす
る。
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【０２７７】
　特定の数値が本明細書で挙げられている場合、何らかの異なる範囲が明記されていない
限り、依然として本出願の教示内にとどまりながら、値は２０％増加また減少できると考
えるべきである。指定された論理方向が使用される場合、反対の論理方向も包含されるも
のとする。
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