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(57)【要約】
　電力をワイヤレスで受信するように構成されたカメラ
システム及び方法が、記載される。いくつかの例による
ワイヤレスエネルギー伝送システムは、携帯電話などの
通信デバイス内に配置された、又は前記通信デバイスに
取り付けられたワイヤレスエネルギーの送信機と、ウェ
アラブルカメラ１２００などの通信デバイスではない電
子ウェアラブルデバイス内に配置された、距離を離した
受信機とを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カメラであって、
　画像取り込みデバイスと、
　ベースユニットを含むワイヤレス電力伝送システムの距離を離した送信コイルから電力
をワイヤレスで受信するように構成された受信機と、
　ワイヤレスで受信された電力を蓄えるために前記受信機に結合された再充電可能なバッ
テリと、
　前記画像取り込みデバイスによって取り込まれた画像を記憶するように構成されたメモ
リと、
　を備え、
　前記カメラが、前記画像取り込みデバイスによって取り込まれた１つ以上の画像を含む
データを別のコンピューティングデバイスに転送するように構成される、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項２】
　請求項１に記載のカメラであって、
　前記受信機が磁性コアを有する受信コイルを備える、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項３】
　請求項２に記載のカメラであって、
　前記受信コイルが、前記受信コイルと送信コイルの間の配向に関係無く、電力を前記送
信コイルから受信するように構成される、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項４】
　請求項２に記載のカメラであって、
　前記磁性コアがフェライトコアを備える、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項５】
　請求項１に記載のカメラであって、
　前記カメラがウェアラブルカメラである、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項６】
　請求項１に記載のカメラであって、
　少なくとも前記画像取り込みデバイス、受信コイル、プロセッサ、及び前記メモリが、
ウェアラブル物品に移動可能に連結されるように構成されたハウジング内に封入される、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項７】
　請求項６に記載のカメラであって、
　前記ハウジングが、ウェアラブルカメラをアイウェアに磁力により取り付けるための１
つ以上の磁石を備えるガイドを含む、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項８】
　請求項１に記載のカメラであって、
　前記カメラが防水性である、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項９】
　請求項１に記載のカメラであって、
　前記別のコンピューティングデバイスが前記ベースユニットである、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項１０】



(3) JP 2018-509788 A 2018.4.5

10

20

30

40

50

　請求項１に記載のカメラであって、
　マイクロフォンをさらに備える、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のカメラであって、
　前記カメラが、可聴コマンドを検出し、前記可聴コマンドに応答して画像を取り込むよ
うに構成される、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項１２】
　請求項１に記載のカメラであって、
　前記メモリ内に記憶された前記画像の１つ以上を前記ワイヤレス電力伝送システムに送
信するように構成された送信機をさらに備える、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項１３】
　請求項１に記載のカメラであって、
　近接するワイヤレス電力受信機を検出するために近接信号をブロードキャストするよう
にさらに構成される、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項１４】
　請求項１に記載のカメラであって、
　前記ハウジングが、第１の開口部及び前記第１の開口部上に広がる光透過性材料を含み
、
　前記ハウジングが、第２の開口部及び前記第２の開口部上に広がる音響透過性材をさら
に含む、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項１５】
　請求項１に記載のカメラであって、
　ユーザ入力を受信するための少なくとも１つのユーザ制御装置をさらに備える、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項１６】
　請求項１に記載のカメラであって、
　前記少なくとも１つのユーザ制御装置が静電容量スイッチを備える、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項１７】
　請求項１に記載のカメラであって、
　状態指示器、プライバシー指示器、又はこれらの組み合わせをさらに備える、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項１８】
　請求項１に記載のカメラであって、
　前記カメラが固定リングと係合するための開口を備える、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のカメラであって、
　前記カメラが、アイウェアフレーム内のテンプルガイドと係合するように構成されたガ
イドを含み、
　前記開口の直径の平面は前記ガイドの長手方向に平行である、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のカメラであって、
　透明プラスチック材料で作製された前記固定リングをさらに備える、
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　ことを特徴とするカメラ。
【請求項２１】
　請求項１９に記載のカメラであって、
　０．０１ｍｍより大きくかつ２ｍｍ未満のコア直径を含む前記固定リングをさらに備え
る、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項２２】
　請求項２１に記載のカメラであって、
　前記コア直径が１ｍｍ未満である、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項２３】
　請求項１に記載のカメラであって、
　前記カメラがビューファインダ無しである、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項２４】
　システムであって、
　ワイヤレス電力供給に合わせて構成され、磁性コアを有する送信コイルを備える送信機
と、前記送信機に結合されたバッテリとを備えるベースユニットと、
　前記ベースユニットから分離されたウェアラブルカメラであって、前記ベースユニット
から充電距離内に留まる間電力を前記ベースユニットから受信するために前記送信機に誘
導結合され、磁性コアを有する受信コイルを含む受信機を含むウェアラブルカメラと、
　を備え、
　前記送信コイルの寸法は、前記受信コイルの寸法の少なくとも２倍である、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２５】
　請求項２４に記載のシステムであって、
　前記送信コイルの前記寸法が、前記送信コイルの直径、前記送信コイルの巻線を形成す
るワイヤの長さ若しくは直径、前記送信コイルの巻線の数、又は、前記送信コイルの前記
コアの長さ、直径若しくは表面積であり、
　前記受信コイルの前記寸法が、それぞれ、前記受信コイルの直径、前記受信コイルの巻
線を形成するワイヤの長さ若しくは直径、前記受信コイルの巻線の数、又は、前記受信コ
イルの前記コアの長さ、直径若しくは表面積である、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２６】
　請求項２４に記載のシステムであって、
　前記送信機及び送信機が１００未満のＱ値で作動するように構成される、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２７】
　請求項２４に記載のシステムであって、
　前記送信機及び受信機が、５０ｋＨｚ又は５００ｋＨｚの範囲内の周波数で作動するよ
うに構成され、
　前記送信機及び受信機は、弱共振で作動するように構成され、
　前記システムは、ある量の誘導された磁束を用いて作動するように構成される、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２８】
　請求項２４に記載のシステムであって、
　前記ベースユニットが携帯用通信デバイスに機械的に連結される、
　こと特徴とするシステム。
【請求項２９】
　請求項２４に記載のシステムであって、
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　前記送信機が、前記ベースユニットに対する電子デバイスの配向に関係無く、前記ウェ
アラブルカメラを含む１つ以上の電子デバイスに電力を送信するように構成された無指向
性アンテナを備える、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項３０】
　請求項２４に記載のシステムであって、
　前記ウェアラブルカメラが、磁力によりアイウェアに取り付けられるように構成される
、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項３１】
　方法であって、
　ウェアラブルカメラにワイヤレスで電力を送信するために前記ウェアラブルカメラ内の
受信コイルと誘導結合されるように構成された送信コイルを備えるベースユニットをウェ
アラブルカメラに近接して置くステップと、
　前記ベースユニットによって前記ウェアラブルカメラを検出するステップと、
　電子デバイスが前記ベースユニットの充填範囲内に留まる間、又はウェアラブルカメラ
の充電状態信号が前記ウェアラブルカメラの完全に充填された状態に対応するまで、電力
を前記ベースユニットから前記ウェアラブルカメラにワイヤレスで送信するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項３２】
　請求項３１に記載の方法であって、
　前記ウェアラブルカメラによって検出された可聴コマンドに応答して画像を取り込むス
テップ、
　をさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項３３】
　請求項３１に記載の方法であって、
　前記カメラによって取り込まれた画像を前記ベースユニットにワイヤレスで送信するス
テップ、
　をさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項３４】
　請求項３１に記載の方法であって、
　前記ウェアラブルカメラを検出する前記ステップが、信号を前記ウェアラブルカメラか
ら自動的に検出するステップを含み、
　前記信号は、前記ウェアラブルカメラによってブロードキャストされ、また前記ベース
ユニットからの問い合わせ信号に応答して前記ベースユニットに送信される、
　ことを特徴とする方法。
【請求項３５】
　請求項３１に記載の方法であって、
　電力を前記ベースユニットからワイヤレスで送信するステップが、電力信号を体に安全
なレベルでブロードキャストするステップを含む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項３６】
　請求項３１に記載の方法であって、
　電力を前記ベースユニットからワイヤレスで送信するステップが、５０ｋＨｚ又は５０
０ｋＨｚの範囲の周波数で電力信号をブロードキャストするステップを含む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項３７】
　画像センサ、バッテリ、及びメモリを備えるカメラであって、
　ビューファインダ無しとし、アイウェアに取り付け可能とし、前記アイウェアから取り
外し可能とするように構成され、
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　前記カメラの前記アイウェアからの偶発的な取り外しの発生時、前記カメラの損失を防
止するための安全特徴をさらに備える、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項３８】
　請求項３７に記載のカメラであって、
　前記バッテリが、再充電可能なバッテリであり、
　前記カメラは、前記バッテリに動作可能に結合され、
　前記バッテリを充電するために電力信号をワイヤレスで受信するように構成された受信
機をさらに備える、
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項３９】
　方法であって、
　第１の画像を取り込むステップと、
　前記第１の画像をコンピューティングシステムにワイヤレスで送信するステップと、
　前記第１の画像を前記コンピューティングシステムのディスプレイ上に表示するステッ
プと、
　前記第１の画像の中心の場所又は前記第１の画像の配向に対する調整の指示を受信する
ステップと、
　前記第１の画像の前記中心の前記場所又は前記第１の画像の前記配向に対する前記調整
に対応する構成パラメータを生成するステップと、
　前記構成パラメータを前記コンピューティングシステムのメモリ内に記憶するステップ
と、
　カメラから第２の画像を受信した後、前記構成パラメータを検索するステップと、
　前記第２の画像を前記構成パラメータにしたがって自動的に調整するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項４０】
　請求項３９に記載の方法であって、
　前記第２の画像を自動的に修正するステップが、前記第２の画像を前記構成パラメータ
に基づいて自動的にトリミングするステップを含む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項４１】
　請求項３９に記載の方法であって、
　前記第１の画像を取り込むステップが、ビューファインダ無しであるカメラによって前
記第１の画像を取り込むステップを含む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項４２】
　方法であって、
　ビューファインダ無しであるカメラによって画像を取り込むステップと、
　前記画像をコンピューティングシステムにワイヤレスで送信するステップと、
　前記コンピューティングシステムを用いて、前記画像内の対象物の数を特定するステッ
プと、
　前記数の対象物から中央の対象物を決定するステップと、
　修正された画像を生成するために前記中央の対象物上で前記画像を自動的に中央に配置
するステップと、
　前記修正された画像を記憶するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項４３】
　請求項４２に記載の方法であって、
　前記対象物が人の頭部である、
　ことを特徴とする方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、カメラなどの１つ以上の電子デバイスに電力をワイヤレスで供給するための
システム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２０１４年１２月２３日に出願された「ＣＡＭＥＲＡ　ＳＹＳＴＥＭ　ＣＯ
ＭＰＲＩＳＩＮＧ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＰＯＷＥＲ　ＡＮＤ　ＤＡＴＡ　ＴＲＡＮＳＦＥ
Ｒ」と題する米国仮特許出願第６２／０９５，９２０号の先の出願日の、米国特許法第１
１９条の下での利益を主張する。前述の仮特許出願は、あらゆる目的のためにその全体を
本願に引用して援用する。
【０００３】
　本出願は、２０１５年１月１６日に出願された「ＥＮＨＡＮＣＥＤ　ＣＡＭＥＲＡ　Ｓ
ＹＳＴＥＭ　ＣＯＭＰＲＩＳＩＮＧ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＰＯＷＥＲ　ＡＮＤ　ＤＡＴＡ
　ＴＲＡＮＳＦＥＲ」と題する米国仮特許出願第６２／１０４，４１８号の先の出願日の
、米国特許法第１１９条の下での利益を主張する。前述の仮特許出願は、あらゆる目的の
ためにその全体を本願に引用して援用する。
【０００４】
　本出願は、２０１５年２月９日に出願された「ＥＮＨＡＮＣＥＤ　ＣＡＭＥＲＡ　ＳＹ
ＳＴＥＭ　ＣＯＭＰＲＩＳＩＮＧ　ＨＩＧＨＬＹ　ＲＥＳＯＮＡＮＴ　ＣＯＵＰＬＩＮＧ
」と題する米国仮特許出願第６２／１１３，５７３号の先の出願日の、米国特許法第１１
９条の下での利益を主張する。前述の仮特許出願は、あらゆる目的のためにその全体を本
願に引用して援用する。
【０００５】
　本出願は、２０１５年２月１６日に出願された「ＦＵＲＴＨＥＲ　ＥＮＨＡＮＣＥＤ　
ＣＡＭＥＲＡ　ＳＹＳＴＥＭ　ＣＯＭＰＲＩＳＩＮＧ　ＨＩＧＨ　ＲＥＳＯＮＡＮＴ　Ｃ
ＯＵＰＬＩＮＧ」と題する米国仮特許出願第６２／１１６，６４８号の先の出願日の、米
国特許法第１１９条の下での利益を主張する。前述の仮特許出願は、あらゆる目的のため
にその全体を本願に引用して援用する。
【０００６】
　本出願は、２０１５年３月３日に出願された「ＨＩＧＨＬＹ　ＲＥＳＯＮＡＮＴ　ＣＯ
ＵＰＬＥＤ　ＣＭＡＥＲＡ　ＳＹＳＴＥＭ」と題する米国仮特許出願第６２／１２７，６
２２号の先の出願日の、米国特許法第１１９条の下での利益を主張する。前述の仮特許出
願は、あらゆる目的のためにその全体を本願に引用して援用する。
【０００７】
　本出願は、２０１５年３月４日に出願された「ＣＡＭＥＲＡ　ＥＹＥＷＥＡＲ　ＳＹＳ
ＴＥＭ」と題する米国仮特許出願第６２／１２８，３６２号の先の出願日の、米国特許法
第１１９条の下での利益を主張する。前述の仮特許出願は、あらゆる目的のためにその全
体を本願に引用して援用する。
【０００８】
　本出願は、２０１５年４月２８日に出願された「ＣＡＭＥＲＡ　ＳＹＳＴＥＭ　ＣＡＰ
ＡＢＬＥ　ＯＦ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＥＮＥＲＧＹ　ＴＲＡＮＳＦＥＲ」と題する米国仮
特許出願第６２／１５３，９９９号の先の出願日の、米国特許法第１１９条の下での利益
を主張する。前述の仮特許出願は、あらゆる目的のためにその全体を本願に引用して援用
する。
【０００９】
　本出願は、２０１５年４月２８日に出願された「ＣＡＭＥＲＡ　ＥＹＥＷＥＡＲ　ＳＹ
ＳＴＥＭ」と題する米国仮特許出願第６２／１５４，０１９号の先の出願日の、米国特許
法第１１９条の下での利益を主張する。前述の仮特許出願は、あらゆる目的のためにその
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全体を本願に引用して援用する。
【００１０】
　本出願は、２０１５年５月２８日に出願された「ＦＵＲＴＨＥＲ　ＥＮＨＡＮＣＥＤ　
ＣＡＭＥＲＡ　ＳＹＳＴＥＭ　ＣＡＰＡＢＬＥ　ＯＦ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＥＮＥＲＧＹ
　ＴＲＡＮＳＦＥＲ」と題する米国仮特許出願第６２／１６７，７３９号の先の出願日の
、米国特許法第１１９条の下での利益を主張する。前述の仮特許出願は、あらゆる目的の
ためにその全体を本願に引用して援用する。
【００１１】
　本出願は、２０１５年６月１０日に出願された「ＲＯＢＵＳＴ　ＣＡＭＥＲＡ　ＳＹＳ
ＴＥＭ　ＣＡＰＡＢＬＥ　ＯＦ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＥＮＥＲＧＹ　ＴＲＡＮＳＦＥＲ」
と題する米国仮特許出願第６２／１７３，７８８号の先の出願日の、米国特許法第１１９
条の下での利益を主張する。前述の仮特許出願は、あらゆる目的のためにその全体を本願
に引用して援用する。
【００１２】
　本出願は、２０１５年６月１６日に出願された「ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＥＮＥＲＧＹ　Ｔ
ＲＡＮＳＦＥＲ　ＣＡＭＥＲＡ　ＳＹＳＴＥＭ」と題する米国仮特許出願第６２／１８０
，１９９号の先の出願日の、米国特許法第１１９条の下での利益を主張する。前述の仮特
許出願は、あらゆる目的のためにその全体を本願に引用して援用する。
【００１３】
　本出願は、２０１５年６月２９日に出願された「ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＥＮＥＲＧＹ　Ｔ
ＲＡＮＳＦＥＲ　ＣＡＭＥＲＡ　ＳＹＳＴＥＭ」と題する米国仮特許出願第６２／１８６
，３４１号の先の出願日の、米国特許法第１１９条の下での利益を主張する。前述の仮特
許出願は、あらゆる目的のためにその全体を本願に引用して援用する。
【００１４】
　本出願は、２０１５年７月８日に出願された「ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＥＮＥＲＧＹ　ＴＲ
ＡＮＳＦＥＲ　ＣＡＭＥＲＡ　ＳＹＳＴＥＭ　ＣＯＭＰＲＩＳＩＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ　Ｈ
ＡＲＶＥＳＴＩＮＧ」と題する米国仮特許出願第６２／１８９，９１６号の先の出願日の
、米国特許法第１１９条の下での利益を主張する。前述の仮特許出願は、あらゆる目的の
ためにその全体を本願に引用して援用する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　市販の電子ウェアラブルデバイスの数及びタイプは、拡大し続けている。電子ウェアラ
ブルデバイス市場は、この先数十年で４倍を上回ることが予測されている。この成長を実
現するには、いくつかのハードルが依然として存在している。２つの大きなハードルは、
既存の電子ウェアラブルデバイスの美観／美的性及びそれらの限定されたバッテリ寿命で
ある。消費者は、一般的に、電子ウェアラブルデバイスを小さくし、あまり目立たなくし
、頻繁に充電しなくてよいことを望んでいる。一般的に、消費者は、機能性を損なって所
望の小さいフォームファクタ及び延長されたバッテリ寿命を得ようとは考えていない。よ
り小さいフォームファクタ及びより長いバッテリ寿命を得ようとする望みは、互いに真っ
向から矛盾しており、従来のデバイスが対処に苦しんでいる目標である。したがって、こ
の分野でのさらなる解決策が、望ましくなり得る。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本開示のいくつかの例によるカメラは、画像取り込みデバイスと、ベースユニットを含
むワイヤレス電力伝送システムの距離を離した送信コイルから電力をワイヤレスで受信す
るように構成された受信機と、ワイヤレスで受信された電力を蓄えるために受信機に結合
された再充電可能なバッテリと、画像取り込みデバイスによって取り込まれた画像を記憶
するように構成されたメモリとを含み得る。いくつかの例では、別のコンピューティング
デバイスは、ワイヤレス電力伝送システムのベースユニットであってよい。カメラを、画



(9) JP 2018-509788 A 2018.4.5

10

20

30

40

50

像取り込みデバイスによって取り込まれた１つ以上の画像を含むデータを別のコンピュー
ティングデバイスに転送するように構成することができる。いくつかの例では、カメラは
ウェアラブルカメラであってよい。いくつかの例では、カメラは防水性であり得る。いく
つかの例では、カメラはビューファインダ無しとすることができる。
【００１７】
　いくつかの例では、カメラの受信機は、磁性コアを有する受信コイルを含み得る。いく
つかの例では、磁性コアは、フェライトコアを含み得る。いくつかの例では、受信コイル
は、受信コイルと送信コイルの間の配向に関係無く電力を送信コイルから受信するように
構成される。いくつかの例では、少なくとも画像取り込みデバイス、受信コイル、プロセ
ッサ及びメモリは、ウェアラブル物品に移動可能に連結されるように構成されたハウジン
グ内に封入される。いくつかの例では、ハウジングは、ウェアラブルカメラをアイウェア
に磁力により取り付けるための１つ以上の磁石を備えるガイドを含む。いくつかの例では
、ハウジングは、第１の開口部及び第１の開口部上に広がる光透過性材料と、第２の開口
部及び第２の開口部上に広がる音響透過性材料とを含み得る。
【００１８】
　いくつかの例では、カメラはマイクロフォンを含み得る。いくつかの例では、カメラを
、可聴コマンドを検出し、可聴コマンドに応答して画像を取り込むように構成することが
できる。いくつかの例では、カメラは、メモリ内に記憶された画像の１つ以上をワイヤレ
ス電力伝送システムに送信するように構成された送信機を含み得る。いくつかの例では、
カメラを、近接するワイヤレス電力受信機を検出するために近接信号をブロードキャスト
するように構成することができる。いくつかの例では、カメラは、ユーザ入力を受信する
ための少なくとも１つのユーザ制御装置を含み得る。いくつかの例では、少なくとも１つ
のユーザ制御装置は、静電容量スイッチを含み得る。いくつかの例では、カメラは、状態
指示器、プライバシー指示器、又はこれらの組み合わせを含み得る。いくつかの例では、
カメラは、固定リングと係合するための開口を含み得る。さらなる例では、カメラは、ア
イウェアフレーム内のテンプルガイドと係合するように構成されたガイドを含むことがで
き、開口の直径の平面は、ガイドの長手方向に平行である。いくつかの例では、固定リン
グを、透明プラスチック材料で作製できる。いくつかの例では、固定リングは、０．０１
ｍｍより大きくかつ２ｍｍ未満のコア直径を含み得る。いくつかの例では、コア直径は１
ｍｍ未満とすることができる。
【００１９】
　本開示によるシステムは、ワイヤレス電力供給に合わせて構成された送信機と、送信機
に結合されたバッテリとを含むベースユニットであって、送信機は、磁性コアを有する送
信コイルを含む、ベースユニットを含み得る。システムは、ベースユニットから分離され
た、ウェアラブルカメラであってよいカメラであって、ベースユニットから充電距離内に
留まる間電力をベースユニットから受信するために送信機に誘導結合された受信機を含み
、受信機は、磁性コアを有する受信コイルを含み、送信コイルの寸法は、受信コイルの寸
法の少なくとも２倍である、カメラをさらに含み得る。いくつかの例では、送信コイルの
寸法は、送信コイルの直径、送信コイルの巻線を形成するワイヤの長さ若しくは直径、送
信コイルの巻線の数、又は送信コイルのコアの長さ、直径若しくは表面積とすることがで
き、受信コイルの寸法は、それぞれ受信コイルの直径、受信コイルの巻線を形成するワイ
ヤの長さ若しくは直径、受信コイルの巻線の数、又は受信コイルのコアの長さ、直径若し
くは表面積とすることができる。いくつかの例では、送信機及び受信機を、１００未満の
Ｑ値で作動するように構成することができる。いくつかの例では、送信機及び受信機を、
５０ｋＨｚ又は５００ｋＨｚの範囲内の周波数で作動するように構成することができ、こ
の場合送信機及び受信機は、弱共振で作動するように構成され、システムは、ある量の誘
導された磁束を用いて作動するように構成される。いくつかの例では、ベースユニットを
携帯用通信デバイスに機械的に連結することができる。いくつかの例では、送信機は、ベ
ースユニットに対する電子デバイスの配向に関係無く、カメラを含む１つ以上の電子デバ
イスに電力を送信するように構成された無指向性アンテナを含み得る。いくつかの例では
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、ウェアラブルカメラであってよいカメラを、磁力によりアイウェアに取り付けられるよ
うに構成することができる。
【００２０】
　いくつかの例による方法は、ベースユニットをウェアラブルカメラに近接して置くステ
ップであって、ベースユニットは、ウェアラブルカメラに電力をワイヤレスで送信するた
めにウェアラブルカメラ内の受信コイルと誘導結合されるように構成された送信コイルを
備える、ステップと、ベースユニットによってウェアラブルカメラを検出するステップと
、電子デバイスがベースユニットの充填範囲内に留まる間、又はウェアラブルカメラの充
電状態信号がウェアラブルカメラの完全に充填された状態に対応するまで、電力をベース
ユニットからウェアラブルカメラにワイヤレスで送信するステップとを含み得る。一部の
例では、方法は、ウェアラブルカメラによって検出された可聴命令に応答して画像を取り
込むステップをさらに含み得る。いくつかの例では、方法は、カメラによって取り込まれ
た画像をベースユニットにワイヤレスで送信するステップをさらに含み得る。いくつかの
例では、ウェアラブルカメラを検出するステップは、信号をウェアラブルカメラから自動
的に検出するステップを含み、信号は、ウェアラブルカメラによってブロードキャストさ
れ、又はベースユニットからの問い合わせ信号に応答してベースユニットに送信される。
いくつかの例では、電力をベースユニットからワイヤレスで送信するステップは、電力信
号を体に安全なレベルでブロードキャストするステップを含む。いくつかの例では、電力
をベースユニットからワイヤレスで送信するステップは、５０ｋＨｚ又は５００ｋＨｚの
範囲内の周波数で電力信号をブロードキャストするステップを含む。
【００２１】
　本発明の特徴、態様、及び付随する利点は、添付の図面と併せて解釈されるとき、現在
企図されている本発明の実施の最良の形態を含む、様々な実施形態の以下の詳細な説明か
ら明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本明細書におけるいくつかの例によるカメラの等角図である。
【図２】線２－２で切り取られた図１におけるカメラの断面図である。
【図３Ａ】図１におけるカメラの分解図である。
【図３Ｂ】図１におけるカメラの分解図である。
【図４Ａ】図１におけるカメラの等角図である。
【図４Ｂ】図１におけるカメラの頂面図である。
【図４Ｃ】図１におけるカメラの底面図である。
【図４Ｄ】図１におけるカメラの前面図である。
【図４Ｅ】図１におけるカメラの後面図である。
【図４Ｆ】図１におけるカメラの左側面図である。
【図４Ｇ】図１におけるカメラの右側面図である。
【図５】本開示の例によるワイヤレス電力伝送システムのブロック図である。
【図６】本開示による、アイウェアに取り付けられた電子デバイスの例を示す図である。
【図７】図１におけるカメラなどの電子デバイスの受信コイル及び本開示によるベースユ
ニット用の送信コイルの例を示す図である。
【図８】本開示の例による携帯電話ケースのフォームファクタの形態で実装されるベース
ユニットのブロック図である。
【図９Ａ】本開示のさらなる例による、携帯電話として実施されるベースユニットの等角
図である。
【図９Ｂ】本開示のさらなる例による、携帯電話として実施されるベースユニットの分解
等角図である。
【図１０】本明細書におけるいくつかの例によるプロセスの流れ図である。
【図１１】本開示によるウェアラブルカメラとベースユニットの典型的な使用シナリオを
示す図である。



(11) JP 2018-509788 A 2018.4.5

10

20

30

40

50

【図１２Ａ】本明細書におけるさらなる例によるカメラの図である。
【図１２Ｂ】本明細書におけるさらなる例によるカメラの図である。
【図１２Ｃ】本明細書におけるさらなる例によるカメラの図である。
【図１２Ｄ】本明細書におけるさらなる例によるカメラの図である。
【図１２Ｅ】本明細書におけるさらなる例によるカメラの図である。
【図１２Ｆ】本明細書におけるさらなる例によるカメラの図である。
【図１３】本明細書におけるさらに別の例によるカメラの等角図である。
【図１４】本明細書におけるいくつかの例による、カメラによって取り込まれた画像の自
動処理のプロセスの流れ図である。
【図１５】本明細書におけるいくつかの例による、画像の自動処理のためのシステムを示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　電子デバイス、例えばウェアラブルカメラなどのカメラにワイヤレスで電力供給するた
めのシステム、方法、及び装置が記載される。いくつかの例によれば、電子デバイス、例
えばウェアラブルカメラを、ワイヤレス電力伝送システムの一部であってよいベースユニ
ットの距離を離した送信機から電力をワイヤレスで受信するように構成することができる
。ベースユニット及び／又はウェアラブル電子デバイスは、任意の数のエネルギー送信デ
バイス（例えばベースユニット）及び任意の数のエネルギー受信デバイス（例えばウェア
ラブル電子デバイス）を含み得るエコシステムの一部であってよい。電子デバイス（例え
ばカメラ）を、ベースユニットの充電ゾーン（例えばホットスポット）内に置くことがで
き、電子デバイスがホットスポット内に留まる間電力をベースユニットからワイヤレスで
受信するように構成することができる。電子デバイスは、受信機（例えば受信コイル）を
含むことができ、ベースユニットは、送信機（例えば送信コイル）を含むことができる。
ウェアラブル電子デバイスの受信機及びベースユニットの送信機を、ウェアラブル電子デ
バイスがベースユニットから電力をワイヤレスで受信できるように誘導結合することがで
きる。送信機及び受信機を、体に安全な周波数で作動するように構成することができる。
例えば、送信機及び受信機を、約５０ｋＨｚ又は約５００ｋＨｚの範囲内の周波数で作動
するように構成することができる。いくつかの例では、送信機及び受信機を、約７５ｋＨ
ｚから約１７５ｋＨｚの範囲内の周波数で作動するように構成することができる。いくつ
かの例では、送信機及び受信機を、弱共振で作動するように構成することができる。いく
つかの例では、送信機及び受信機を、１００未満のＱ値で作動するように構成することが
できる。いくつかの例では、ワイヤレス電力伝送システムは、ある量の誘導された磁束を
用いて作動することができる。
【００２４】
　記載されるように、本明細書におけるいくつかの例による電子デバイスは、カメラであ
ってよい。図１～４は、本開示のいくつかの例によるカメラ１２００の図を示す。カメラ
１２００を、視聴覚データを記録するように構成することができる。カメラ１２００は、
画像取り込みデバイス１２１０と、バッテリ１２２０と、受信機１２３０と、メモリ１２
４０と、制御装置１２５０とを含み得る。画像取り込みデバイス１２１０は、画像センサ
１２１２と、光学的構成要素（例えばカメラレンズ１２１４）とを含み得る。画像取り込
みデバイスを、多様な視覚データ、例えば静止画像、動画などを取り込むように構成する
ことができる。したがって、画像又は画像データは、カメラ１２００によって取り込まれ
る（動画を含む）あらゆる画像を指すために交換可能に用いることができる。いくつかの
例では、カメラ１２００を、音声データを記録するように構成することができる。例えば
、カメラ１２００は、マイクロフォン１２８６を含むことができ、マイクロフォン１２８
６は、これによって検出された音声を記憶するためのメモリ１２４０に動作可能に結合さ
れる。
【００２５】
　制御装置１２５０は、ハードウェア及び／又はソフトウェアにおいて実施され得る。例
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えば、制御装置１２５０は、１つ以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を用いて実施
され得る。いくつかの例では、制御装置１２５０の機能の一部又はすべては、カメラに搭
載されたメモリ（例えばメモリ１２４０）内に記憶され得るプロセッサ実行可能命令にお
いて実施され得る。いくつかの例では、カメラは、カメラの特定の機能を実行するための
命令、例えば画像／動画の取り込みを開始する、データ転送を開始する、カメラのパラメ
ータを設定するなどの命令をワイヤレスで受信することができる。プロセッサ実行可能命
令は、カメラ１２００に搭載されたプロセッサ１２５２によって実行されたとき、以下で
記載されるような機能を実行するようにカメラ１２００をプログラムすることができる。
ハードウェア及び／又はソフトウェア構成要素の任意の組み合わせを用いて、本開示によ
るカメラ（例えばカメラ１２００）の機能を実施することができる。
【００２６】
　バッテリ１２２０は、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ）又
はリチウムイオンポリマー（Ｌｉ－ｉｏｎポリマー）バッテリなどの再充電可能なバッテ
リであってよい。バッテリ１２２０を、距離を離したワイヤレス電力伝送システムからワ
イヤレスで受信された電力を蓄えるために受信機に動作可能に結合することができる。い
くつかの例では、バッテリを、カメラに搭載したエネルギー発生器（例えば、環境発電デ
バイス）に結合することができる。環境発電デバイスは、限定することなく、運動エネル
ギー環境発電デバイス、太陽電池、熱電発電装置、又は無線周波環境発電デバイスを含み
得る。
【００２７】
　受信機１２３０は、ワイヤレス電力伝送システム（例えばシステム１０）内のベースユ
ニット（例えばベースユニット１００、３００）の一部であってよい、距離を離した送信
コイル（例えばＴｘコイル１１２、Ｔｘコイル３１２）と誘導結合されるように構成され
た受信コイル１２３２を含み得る。受信コイル１２３２は、導電性巻線１２３６を備えた
磁性コア１２３４を含み得る。巻線は、（銅巻線とも呼ばれる）銅ワイヤを含み得る。い
くつかの例では、銅ワイヤは、モノリシック銅ワイヤ（例えば一本鎖ワイヤ）であってよ
い。いくつかの例では、銅ワイヤは、複鎖銅ワイヤ（例えばＬｉｔｚワイヤ）であってよ
く、複鎖銅ワイヤは、いくつかの例では表皮効果によって抵抗性を低減することができ、
受信コイルと送信コイルの間の電力伝送を改良することができる。いくつかの例では、磁
性コア１２３４は、フェライトコア（交換可能にフェライト棒と呼ばれる）であってよい
。フェライトコアは、中程度の透磁性フェライト、例えばＦａｉｒ－Ｒｉｔｅ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎによって供給される７８材料を含み得る。いくつかの例では、フェライト
コアは、ドイツ国のＶａｃｕｕｍｓｃｈｍｅｌｚｅによって供給されるＶｉｔｒｏｐｅｒ
ｍ　５００Ｆなどの高透磁性材料を含み得る。他のフェライト材料を含むフェライトコア
が、用いられてよい。いくつかの例では、フェライトは、約２３００のマイクロ－ｉ（μ
）の中程度の透磁性を有し得る。いくつかの例では、フェライトは、約２００から約５０
００の範囲のマイクロ－ｉ（μ）の透磁性を有し得る。いくつかの例では、異なる磁性材
料が磁性コアに用いられてよい。
【００２８】
　いくつかの例では、受信機１２３０を、送信機（例えば、ベースユニット１００の送信
機１１０）に緩く誘導結合するように構成することができる。例えば、受信コイル１２３
２を、ベースユニットの送信コイルに緩く誘導結合するように構成することができる。以
下でさらに記載されるように、送信コイルは、巻線を有する磁性コアを含み得る。同様の
材料が、送信コイルのコア及び巻線に用いられてよいが、受信コイル及び送信コイルは、
図Ｘに例示され、さらに記載されるようにサイズが大きく異なってよい。いくつかの例で
は、受信コイルを、受信コイルと送信コイルの間の相対配向に関係無く、電力を送信コイ
ルから受信するように構成することができる。通常、本明細書における例によるベースユ
ニットの送信コイルは、磁性コアを利用することができ、この磁性コアは、いくつかの例
では、送信コイルによって与えられた磁場を、力線が磁性コアを優先的に通り抜けるよう
に成形することができ、このようにして、部分的に誘導された磁束を用いることができ、
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ここでは磁束の一部分は、磁性コアによって誘導される。いくつかの例では、電子デバイ
スの受信コイル１２３２を、送信コイルに共振的に誘導結合するように構成することがで
きる。
【００２９】
　いくつかの例では、カメラのメモリ１２４０は、本明細書に記載されるカメラの機能を
実行するためのプロセッサ実行可能命令を記憶することができる。そのような例では、マ
クロプロセッサは、メモリに動作可能に結合されてよく、カメラに機能を実行させる、例
えば近接するワイヤレス電力受信機の検出時に電力を選択的に受信する、画像取り込みコ
マンドを受信したときに画像を取り込む、及び／又は画像をメモリ内に記憶するなどのプ
ロセッサ実行可能命令を実行するように構成することができる。いくつかの例では、メモ
リ１２４０を、画像データ（例えば、カメラ１２００によって取り込まれた画像）を含む
ユーザデータを記憶するように構成することができる。いくつかの例では、ユーザデータ
は、構成パラメータを含み得る。メモリ１２４０及びプロセッサ１２５２などの特定の電
子構成要素は、単数で論じられているが、カメラは、任意の数のメモリデバイス及び任意
の数のプロセッサならびに他の適切に構成された電子構成要素を含み得ることが理解され
るであろう。
【００３０】
　メモリ１２４０及びプロセッサ１２５２を、主回路基板１２６０（例えば主ＰＣＢ）に
接続することができる。主回路基板１２６０は、ワイヤレス通信デバイス（例えば、ワイ
ファイ又はブルーツースチップ）、マイクロフォン及び関連する回路構成１２６８などの
１つ以上の追加の構成要素などを支持することができる。いくつかの例では、これらの構
成要素の１つ以上を、主回路基板１２６０に動作可能に結合された別個の回路基板（例え
ば補助基板１２６４）によって支持することができる。いくつかの例では、カメラの機能
のいくつかを、複数の別個のＩＣチップに組み込むか又は単一の処理ユニットに一体化す
ることができる。
【００３１】
　カメラ１２００の電子構成要素を、家電産業において既知の多様な剛性プラスチック材
料から作製できるハウジング１２８０内にパッケージ化することができる。いくつかの例
では、カメラハウジング１２８０の厚さは、約０．３ｍｍから約１ｍｍの範囲とすること
ができる。いくつかの例では、厚さは約０．５ｍｍとすることができる。いくつかの例で
は、厚さは１ｍｍを超えることができる。本開示によるカメラは、小型化された自己完結
型電子デバイス、例えば小型化された自動露出カメラであってよい。カメラ１２００は、
約８ｍｍから約５０ｍｍの長さを有し得る。いくつかの例では、カメラ１２００は、約１
２ｍｍから約４２ｍｍの長さを有し得る。いくつかの例では、カメラ１２００は、４２ｍ
ｍを超えない長さを有し得る。いくつかの例では、カメラ１２００は、約１２ｍｍの長さ
とすることができる。カメラ１２００は、約８ｍｍから約１２ｍｍの幅を有し得る。いく
つかの例では、カメラ１２００は、約９ｍｍの幅とすることができる。いくつかの例では
、カメラ１２００は、約１０ｍｍを超えない幅を有し得る。いくつかの例では、カメラ１
２００は、約８ｍｍから約１５ｍｍの高さを有し得る。いくつかの例では、カメラ１２０
０は、約９ｍｍの高さとすることができる。いくつかの例では、カメラ１２００は、約１
４ｍｍを超えない高さを有し得る。いくつかの例では、カメラ１２００は、約５グラムか
ら約１０グラムの重さとすることができる。いくつかの例では、カメラ１２００は、約７
グラム以下の重さとすることができる。いくつかの例では、カメラ１２００は、約６，０
００立方ミリメートル以下の体積を有し得る。いくつかの例では、カメラ１２００は防水
性カメラであってよい。いくつかの例では、カメラは、例えばカメラ１２００の外部表面
の少なくとも一部分を形成する又はコーティングする、伸展性材料を含み得る。これは、
ユーザに機能性（例えば防水筐体からのボタンへのアクセス性）及び／又は快適感を与え
ることができる。
【００３２】
　電子構成要素を１つ以上の回路基板（例えば主ＰＣＢ１２６０、補助回路基板１２６４
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）に接続することができ、基板及び／又はその上の構成要素間の電気接続を既知の技法を
用いて形成することができる。いくつかの例では、回路を可撓性回路基板上に、又は成形
された回路基板上に設け、それによって空間の使用を最適にし、小さいフォームファクタ
内のカメラのパッケージ化を可能にすることができる。例えば、成形された相互接続デバ
イス１２６６を用いて、１つ以上の基板上の１つ以上の電子構成要素間に接続をもたらす
ことができる。電子構成要素を、小型化された筐体内に最適に嵌合するようにハウジング
内に積み重ね、及び又は配置することができる。例えば、主回路基板１２６０を別の構成
要素（例えばバッテリ１２２０）に隣接して設け、接着層１２６５を介してこれに取り付
けることができる。いくつかの例では、主ＰＣＢは、基板の両側でＩＣチップを支持する
ことができ、この場合、接着層を、ＩＣチップのパッケージ材、主ＰＣＢ上に設けられた
スペーシング構造の表面及び／又は主ＰＣＢの表面に取り付けることができる。他の例で
は、主ＰＣＢ及び他の回路基板を、固定具などの他の従来の機械的手段によって取り付け
ることができる。
【００３３】
　いくつかの例では、カメラ１２００は、防水性とすることができる。ハウジング１２８
０は、内部電子装置（例えば、画像取り込みデバイス１２１０、バッテリ１２２０、受信
機１２３０、及び回路）のための防水性筐体を提供することができる。内部構成要素がハ
ウジング１２８０内に組み付けられた後、カバー１２８２を、例えば糊付け又はレーザ溶
接などによって取り外せないように取り付けることができる。例示される例では、カバー
１２８２はカメラの後面１２８９に設けられる。他の例では、カバーを、ベース１２８３
又はカメラの側壁１２８７に沿ってなど、他の場所に配置することができる。いくつかの
例では、カバー１２８２は、（例えば、バッテリの取り換え及び／又は内部電子装置の保
全作業のために）取り外し可能とすることができ、１つ以上のシールを含み得る。
【００３４】
　いくつかの例では、ハウジング１２８０は、内部構成要素を周囲環境に光的に及び／又
は音響結合するための１つ以上の開口部を含み得る。いくつかの例では、カメラは、カメ
ラ１２００の前面１２８１に第１の開口部１２８４を含み得る。光透過性（又はほぼ光透
過性）材料１２８５を、第１の開口部１２８４を渡して設けることができ、このことによ
り画像取り込みデバイス１２１０用のカメラ窓１２８７を画定する。カメラ窓１２８７を
、例えば外側被覆プロセスによってハウジング１２８０とシール式に一体化することがで
き、この外側被覆プロセスでは、光透過性材料１２８５は、ハウジング１２８０を形成す
るプラスチック材料で外側被覆される。画像取り込みデバイス１２１０を、そのレンズ１
２１４を前方に向けて光透過性材料１２８５を貫通させて、カメラ窓１２８７の後方に位
置付けることができる。いくつかの例では、画像取り込みデバイス１２１０の位置合わせ
又は配向は、調整可能とすることができる。
【００３５】
　第２の開口部１２８６をハウジング１２８０の側壁１２８７に沿って設けることができ
る。第２の開口部１２８６を、周囲環境にマイクロフォン１２６８を音響結合するように
配置することができる。実質的に音響透過性の材料１２８８を第２の開口部１２８６を渡
して設けて、マイクロフォンの作動を大きく妨げることなく、（例えばマイクロフォンを
水又は破片による汚染又は損傷から保護するために）マイクロフォン保護プラグ１２８９
としての役割を果たすことができる。音響透過性材料１２８８を、第２の開口部１２８６
からの水侵入を防止又は低減するように構成することができる。例えば、音響透過性材料
１２８８は、水不浸透性メッシュを含み得る。メッシュは、水がメッシュを通過すること
を防止するように選択されたメッシュ密度を有するマイクロメッシュサイズとすることが
できる。いくつかの例では、メッシュは、疎水性材料を含み得る（例えば、疎水性材料で
形成するか又はコーティングする）。
【００３６】
　マイクロフォン１２６８を、カメラ１２００の特定の作動を制御するために用いられ得
る可聴コマンドなどの音を検出するように構成することができる。いくつかの例では、カ
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メラ１２００を、可聴コマンドに応答して画像を取り込むように構成することができる。
いくつかの例では、可聴コマンドは、話し言葉であってよく、又はこれは、歯をカチッと
鳴らす音、舌をカチッと鳴らす音、又は舌鼓音などの非音声であってよい。カメラ１２０
０は、（例えば、可聴音の形態の）可聴コマンドを検出し、画像を取り込む、データを転
送するなどの動作を実行することができる。
【００３７】
　いくつかの例では、カメラ１２００を、別の電子デバイス、例えばワイヤレス電力伝送
システムのベースユニットにデータをワイヤレスで転送するように構成することができる
。例えば、カメラ１２００は、画像取り込みデバイスによって取り込まれた画像を、処理
及び／又は記憶のために、ベースユニット及び／又は別のコンピューティングデバイス（
例えば、パーソナルコンピュータ、ラップトップ、携帯電話、タブレット、又はクラウド
記憶装置などの遠隔記憶デバイス）上などの他の場所に転送することができる。カメラ１
２００によって取り込まれた画像は、さらに記載されるように、他のコンピューティング
デバイスによって処理（例えばバッチ処理）され得る。データを、別個のワイヤレス通信
デバイス（例えばワイファイ又はブルーツース対応機種）を介して、又はカメラ１２００
の受信機／送信機を介して他の電子デバイス（例えばベースユニット、パーソナルコンピ
ューティングデバイス、クラウド）に転送することができ、カメラ１２００の受信機／送
信機を、そのような場合、信号（例えば電力信号）を受信することに加えて信号を送信す
るように構成することができる。換言すれば、いくつかの例では、受信機１２３０はまた
、いくつかの例では、受信機１２３０が送信モードと共に受信モードでも動作可能である
ような送信機として構成することもできる。他の例では、別個の送信機（例えば、磁性コ
ア及び導電性巻線を含む別個の送信コイル）もまた、代替的に又は追加的に設けることが
できる。
【００３８】
　カメラ１２００は、ウェアラブルカメラであってよい。この点に関して、カメラ１２０
０を、アイウェア（例えば図１１に示される）などのウェアラブル物品に取り付けられる
ように構成することができる。いくつかの例では、カメラをウェアラブル物品に取り外し
可能に取り付けることができる。すなわち、カメラは、ウェアラブル物品（例えばアイウ
ェア）に取り付け可能とすることができ、ウェアラブル物品（例えばアイウェア）から取
り外し可能とすることができ、ウェアラブル物品に取り付けたままで移動可能になるよう
に構成することができる。いくつかの例では、ウェアラブル物品は、ユーザが着用する任
意の物品であってよく、例えば単なる例として、指輪、バンド（例えばアームバンド、リ
ストバンドなど）、ブレスレット、ネックレス、帽子又は他のかぶりもの、ベルト、ハン
ドバッグストラップ、ホルスタなどであってよい。アイウェアという用語は、限定するこ
となく、めがね、ゴーグルなどの安全及びスポーツアイウェア、又は任意の他のタイプの
美的、処方又は安全アイウェアを含む、すべてのタイプのアイウェアを含む。いくつかの
例では、カメラ１２００を、例えば、アイウェア上の対応するガイド、例えば図６におけ
るトラック６と係合するように構成されたガイド１２９０を介して、アイウェアなどのウ
ェアラブル物品に移動可能に取り付けられるように構成することができる。カメラ上のガ
イド１２９０を、アイウェア上のガイドと摺動可能に係合するように構成することができ
る。いくつかの例では、アイウェア上のガイドを、アイウェアフレーム上に、例えばアイ
ウェアのテンプル上に設けることができる。カメラ１２００を、アイウェアフレームに取
り付け可能とし、取り外し可能とし、再取り付け可能とするように構成することができる
。いくつかの例では、ガイド１２９０を、磁力によりカメラ１２００をアイウェアに取り
付けるように構成することができる。この点に関して、１つ以上の複数の磁石をガイド１
２９０内に埋め込むことができる。ガイド１２９０を、カメラ１２００の（ベース１２８
３とも呼ばれる）底面１２８３に沿って設けることができる。ガイド１２９０は、アイウ
ェア上の（雌トラック又は単にトラックとも呼ばれる）溝と協働して枢動嵌合するように
構成された突起部（雄レール又は単にレールとも呼ばれる）突起部として実装され得る。
１つ以上の磁石を、突起部上に又はベース１２８３に沿って他の場所に設けることができ
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る。アイウェアは、カメラ上の１つ以上の磁石を磁力により引きつけるための金属材料を
（例えばアイウェアのテンプルに沿って）含み得る。カメラは、２０１５年８月３日に出
願された、「Ｗｅａｒａｂｌｅ　Ｃａｍｅｒａ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａ
ｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ａｔｔａｃｈｉｎｇ　Ｃａｍｅｒａ　Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ　ｏｒ　Ｏｔｈｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｔｏ　Ｗｅａｒａｂ
ｌｅ　Ａｒｔｉｃｌｅ」と題する米国特許出願第１４／８１６，９９５号に記載されてい
る例のいずれかによってアイウェアに連結するように構成することができ、この出願は、
あらゆる目的のためにその全体を本願に引用して援用する。
【００３９】
　記載されるように、カメラ１２００を、例えばワイヤレス電力システムのベースユニッ
トから電力をワイヤレスで受信するように構成することができる。ワイヤレス電力伝送シ
ステムの一例は、さらに図５～１１を参照して例示され記載される。
【００４０】
　図５は、本開示の一部の例による１つ以上の電子デバイスにワイヤレスで電力供給する
ためのシステムのブロック図を示す。システム１０は、ベースユニット１００と、１つ以
上の電子デバイス２００とを含む。ベースユニット１００は、ある距離だけベースユニッ
トから分離され得る電子デバイス２００の１つ以上に電力をワイヤレスで供給するように
構成される。ベースユニット１００は、電子デバイスがベースユニット１００の閾値距離
（例えば充電範囲又は充電ゾーン１０６）内に留まる間電子デバイス２００に電力をワイ
ヤレスで供給するように構成される。ベースユニット１００を、ベースユニット１００に
近接する範囲（例えば充電範囲）内に検出された任意の数の電子デバイス（例えば、１、
２、３、４、５、６、７、８、９、又は１０個であるが、いくつかの例では１０以上の数
のデバイスが充電されてよい）に選択的に電力をワイヤレスで送信するように構成するこ
とができる。電子デバイス２００は、通常、ベースユニット１００から距離を離したまま
充電することができる（例えば充電のためにベースユニットに結合することができる）が
、電子デバイス２００がベースユニット１００に隣接しているか又は接触しているときに
、ベースユニット１００が電子デバイス２００に電力をワイヤレスで供給するように作動
できることも、企図され、本開示の範囲内である。
【００４１】
　ベースユニット１００は、送信機１１０と、バッテリ１２０と、制御装置１３０とを含
む。送信機１１０は、少なくとも１つの送信コイル１１２（交換可能にＴｘコイルと呼ば
れる）を含む。送信コイル１１２は、導電性巻線を有する磁性コアを含み得る。巻線は、
銅ワイヤ（銅巻線とも呼ばれる）を含み得る。いくつかの例では、銅ワイヤは、モノリシ
ック銅ワイヤ（例えば一本鎖ワイヤ）であってよい。いくつかの例では、銅ワイヤは、複
鎖銅ワイヤ（例えばＬｉｔｚワイヤ）であってよく、複鎖銅ワイヤは、いくつかの例では
表皮効果によって抵抗性を低減することができ、それによって抵抗損失がより小さくなる
ことができるためより高い送信電力が可能になり得る。いくつかの例では、磁性コアは、
フェライトコア（交換可能にフェライト棒と呼ばれる）であってよい。フェライトコアは
、中程度の透磁性フェライト、例えばＦａｉｒ－Ｒｉｔｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによ
って供給される７８材料を含み得る。いくつかの例では、フェライトコアは、ドイツ国の
Ｖａｃｕｕｍｓｃｈｍｅｌｚｅによって供給されるＶｉｔｒｏｐｅｒｍ　５００Ｆなどの
高透磁性材料を含み得る。他のフェライト材料を含むフェライトコアが、用いられてよい
。いくつかの例では、フェライトは、約２３００のマイクロ－ｉ（μ）の中程度の透磁性
を有し得る。いくつかの例では、フェライトは、約２００から約５０００の範囲のマイク
ロ－ｉ（μ）の透磁性を有し得る。いくつかの例では、異なる磁性材料が磁性コアに用い
られてよい。通常、本明細書に記載する送信コイルは、磁性コアを利用することができ、
この磁性コアは、いくつかの例では、送信コイルによって与えられた磁場を、力線が磁性
コアを優先的に通り抜けるように成形することができ、このようにして、部分的に誘導さ
れた磁束を用いることができ、ここでは磁束の一部分は、磁性コアによって誘導される。
【００４２】
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　送信コイル１１２は、電子デバイス２００内の受信コイル２１０と誘導結合するように
構成される。いくつかの例では、送信機１１０を、追加的に、受信機として構成すること
ができ、したがって送信機／受信機と交換可能に呼ぶことができる。例えば、送信機／受
信機の送信コイルは、追加的に、受信コイルとして構成することができる。いくつかの例
では、送信機／受信機は、追加的に受信コイルを含み得る。さらに別の例では、ベースユ
ニットは、受信コイルを備える別個の受信機１４０を含み得る。以下でさらに記載される
ように、ベースユニットの送信機／受信機又は別個の受信機を、電力（１０２）及び／又
はデータ（１０４）をワイヤレスで受信するように構成することができる。
【００４３】
　いくつかの例では、送信機１１０は、単一の送信コイル１１２を含み得る。最適な充電
ゾーン１０６を提供するために、送信コイル１１２を最適な場所及び／又は配向に置くこ
とができる。いくつかの例では、送信コイルを、デバイスの一般的な使用中、多くの充電
機会を提供するように選択されたベースユニット内の場所に置くことができる。例えば、
送信コイル１１２を、最も頻繁に電子デバイスに近づくベースユニットの側面（例えば、
図９の例に例示されるような携帯電話ケースとして実装されるベースユニットの頂面）の
近くに置くことができる。
【００４４】
　いくつかの例では、送信機１１０は、複数の送信コイル１１２を含む。送信コイル１１
２は、事実上どのようなパターンで配置されてもよい。例えば、ベースユニットは、互い
に対して角度を付けられたコイルの対を含み得る。いくつかの例では、コイルを、９０度
より小さい角度で、例えば１５～７５度の範囲で配置することができる。いくつかの例で
は、コイルを、互いに対して４５度で配置することができる。他の組み合わせ及び配置を
用いることができ、そのいくつかの例が以下でさらに記載される。
【００４５】
　いくつかの例では、送信コイルを、ほぼ無指向性の充電ゾーン１０６（充電球体又はホ
ットスポットとも呼ばれる）を提供するように配置することができる。ベースユニットの
充電ゾーン１０６を、ベースユニット周りの三次元空間によって画定することができ、こ
の三次元空間は、３つすべての方向（例えばＸ、Ｙ、及びＺ方向）にベースユニットから
閾値距離だけ延在する。ベースユニットの充電範囲に対応する三次元（３Ｄ）空間を、本
明細書では球体と呼ぶことができるが、充電範囲に対応する三次元（３Ｄ）空間は、厳密
に球体形状でなくてよいことが理解されるであろう。いくつかの例では、充電球体は、楕
円形又は異なる形状とすることができる。
【００４６】
　充電ゾーン１０６内のワイヤレス電力伝送の効率性は、例えば、送信コイル及び受信コ
イルの特定の組み合わせ及び／又はコイルの特定の配置、又はベースユニット及び電子デ
バイス内のコイルの相対配置に応じて可変となり得る。１つ以上の送信コイル１１２を、
充電ゾーン１０６の無指向性を改良し、及び／又はゾーン１０６内の電力送信の効率性を
改良するようにしてベースユニットのハウジング内に配置することができる。いくつかの
例では、１つ以上の送信コイル１１２を、ベースユニットの通常の使用中に充電する機会
を増大するようにしてハウジング内に配置することができる。例えば、送信コイルは、電
子デバイス近くに最も多くもっていかれるベースユニットの１つ以上の側面（例えば、ア
イウェアカメラ又はデジタル腕時計などのウェアラブル電子デバイスと近接して頻繁に移
動され得る携帯電話ケースのベースユニットの頂面又は側面）に沿って少なくとも部分的
に延在することができる。いくつかの例では、ベースユニットを通常の使用中に表面（例
えばテーブル又は机）上に置くことができ、電子デバイスをベースユニットの周りに置く
ことができる。そのような例では、送信コイルを、ベースユニットハウジングの周囲に沿
って配置することができる。
【００４７】
　いくつかの例では、ベースユニットを、接着剤取り付け具、弾性取り付け具、ばねクラ
ンプ、吸引カップ、機械的圧力などの取り付け機構を介して携帯電話に取り付けることが
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できる。いくつかの例では、ベースユニットを、全体的に平面形状（例えば矩形プレート
）を有することができる筐体（ハウジングとも呼ばれる）内に封入するか、又は埋め込む
ことができる。ベースユニットを携帯電話、テーブル、又は他の通信デバイスに取り外し
可能に取り付けることができるように、取り付け機構をハウジングに連結することができ
る。一例では、取り付け機構は、単なる例として、矩形プレートの形態のベースユニット
に向かって携帯電話を付勢するように構成されたクリップなどの付勢部材であってよい。
例えば、クリップをベースユニットの側面に近接して設けることができ、ベースユニット
を、紙又はノート／ノートパッドをクリップボードに取り付けるのと同様のやり方で、ク
リップを介して携帯電話に取り付ける（クリップ留めする）ことができる。いくつかの例
では、ベースユニットを通信デバイス及び／又は通信デバイスのケースに接着式に又は弾
性的に取り付けることができる。
【００４８】
　さらなる例では、ベースユニットは、通信デバイスとは別個のものであってよい。別の
さらなる例では、ベースユニットを、通信デバイス内に組み込む（例えば一体化する）こ
とができる。例えば、送信機１１０を一般的な携帯電話の他の構成要素と一体化すること
ができる。制御装置１３０は、携帯電話内の別個のＩＣであってよく、又はその機能をプ
ロセッサ及び／又は携帯電話の他の回路に組み込むことができる。一般的な携帯電話は、
ベースユニットのバッテリ１２０として機能することもできる再充電可能なバッテリを含
む。このようにして、携帯電話を、分離された電子ウェアラブルデバイスなどの電子デバ
イスに電力をワイヤレスで供給するように構成することができる。
【００４９】
　すでに指摘されたように、ベースユニット１００はバッテリ１２０を含み得る。バッテ
リ１２０は、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ）又はリチウム
イオンポリマー（Ｌｉ－ｉｏｎ　ポリマー）バッテリなどの再充電可能なバッテリであっ
てよい。ベースユニット１００のバッテリ１２０は、電子デバイス２００のバッテリと比
較してより多くのエネルギー容量を含み得る。すなわち、メモリ１２０は、より多くの電
力、いくつかの例では、電子デバイスに搭載されたバッテリ（例えば、ウェアラブルカメ
ラ１２００のバッテリ１２２０）よりかなり多くの電力を蓄えることができる。ウェアラ
ブルデバイスであってよい電子デバイスは、ベースユニット１００よりかなり小さいフォ
ームファクタを有することができ、したがって、かなり小さいバッテリを収容することが
でき得る。（例えば電子デバイスがベースユニットの充電範囲内にあるとき）ベースユニ
ットから電子デバイスへの電力の周期的なワイヤレス伝送は、性能に大きな犠牲を与える
ことなくウェアラブル電子デバイスに適した小さいフォームファクタを可能にし得る。バ
ッテリ１２０を他の構成要素に結合して電力を受信することができる。例えば、バッテリ
１２０をエネルギー発生器１５０に結合することができる。エネルギー発生器１５０は、
環境発電デバイスを含むことができ、この環境発電デバイスは、環境発電されたエネルギ
ーを、蓄えるために、また電子デバイスを充電する際に用いるために、バッテリに供給す
ることができる。環境発電デバイスは、運動エネルギー発電デバイス、太陽電池、熱電発
電装置、又は無線周波環境発電デバイスを含むことができるが、これらに限定されない。
いくつかの例では、バッテリ１２０をユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポートなどの
入力／出力コネクタ１８０に接続することができる。本明細書におけるＵＳＢポートとい
う用語は、現在既知の又は今後開発される任意のタイプのＵＳＢインタフェース、例えば
ミニ及びマイクロＵＳＢタイプのインタフェースを含むことが理解されるであろう。現在
既知の又は今後開発される他のタイプのコネクタも、追加的に又は代替的に用いることが
できる。Ｉ／Ｏコネクタ１８０（例えばＵＳＢポート）を用いて、ベースユニット１００
を、外部デバイスに、例えば外部電源又はコンピューティングデバイス（例えばパーソナ
ルコンピュータ、ラップトップ、タブレット又は携帯電話）に接続することができる。
【００５０】
　送信機１１０は、バッテリ１２０に動作可能に結合されて、バッテリから選択的に電力
を受信し、電子デバイス２００にワイヤレスで電力を送信する。本明細書に記載されるよ
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うに、いくつかの例では、送信機は、送信機及び受信機の機能を組み合わせることができ
る。そのような例では、送信機を、外部電源から電力をワイヤレスで受信するように構成
することもできる。送信中、電力を送信機によってワイヤレスでブロードキャストし、近
接する（例えば送信機のブロードキャストされる距離内）の任意の受信デバイスによって
受信することができることが理解されるであろう。
【００５１】
　送信機１１０を、いくつかの例では、電子デバイス２００内の受信機に弱く結合するこ
とができる。送信機１１０と電子デバイス２００内の受信機の間の密結合は存在しなくて
よい。高い共振結合は、密結合と考えることができる。弱い（又は緩い）結合は、（例え
ば携帯電話内又は携帯電話上のベースユニットからアイウェア上のウェアラブルデバイス
まで、又は表面上に置かれたベースユニットからベースユニット上ではなくその近くの表
面上に置かれたウェアラブルデバイスまでの）距離にわたる電力送信を可能とし得る。そ
のため、例えば、送信機１１０を受信機から距離を離すことができる。距離は、いくつか
の例では１ｍｍより大きく、いくつかの例では１０ｍｍより大きく、いくつかの例では１
００ｍｍより大きく、いくつかの例では１０００ｍｍより大きくなり得る。他の例では他
の距離を用いることができ、これらの距離にわたって電力を送信することができる。
【００５２】
　送信機１１０及び電子デバイス２００内の受信機は、インダクタンス、静電容量、及び
抵抗を各々有するインピーダンス整合回路を含み得る。インピーダンス整合回路は、通常
の予想される負荷下において送信機１１０のインピーダンスを受信機のインピーダンスに
より良好に整合するように調整するように機能することができるが、本明細書に記載され
る例では、送信機及び受信機は、異なるサイズ及び／又は他の特性を有する送信コイル及
び受信コイルをそれぞれ有するため、受信機及び送信機のインピーダンスを、インピーダ
ンス整合回路によって整合することはできないが、インピーダンス整合回路は、送信機及
び受信機のインピーダンスの相違を減じることができる。送信機１１０は、通常、ワイヤ
レス電力信号を提供することができ、このワイヤレス電力信号は、体に安全な周波数、例
えばいくつかの例では５００ｋＨｚ未満、いくつかの例では３００ｋＨｚ未満、いくつか
の例では２００ｋＨｚ未満、いくつかの例では１２５ｋＨｚ、いくつかの例では１００ｋ
Ｈｚ未満で提供することができるが、他の周波数が用いられてよい。
【００５３】
　電力の送信／ブロードキャストは、制御装置が、電力がブロードキャストされていると
きに制御することから選択的とすることができる。ベースユニットは、バッテリ１２０及
び送信機１１０に結合された制御装置１３０を含み得る。制御装置１３０を、さらに記載
されるように、送信機１１０に選択的に電力を送信させるように構成することができる。
充電器回路をバッテリ１２０に接続してバッテリを過充電から保護することができる。充
電器回路は、バッテリ１２０内の充電レベルを監視し、バッテリ１２０が完全に充電され
たことをこれが検出したとき、充電を切ることができる。充電器回路の機能を、いくつか
の例では、制御装置１３０内に組み込むことができ、又はこれは、別個の回路（例えば別
個のＩＣチップ）であってもよい。
【００５４】
　いくつかの例では、ベースユニットはメモリ１６０を含み得る。メモリ１６０を、ベー
スユニット１００に送信されそこから送信されるデータの記憶のために送信機１１０及び
／又は任意の追加の送信機及び／又は受信機（例えば受信機１４０）に結合することがで
きる。例えば、ベースユニット１００を、データを電子デバイス２００とワイヤレスでや
りとりする、例えばウェアラブルカメラの形態の電子デバイスによって取得された画像を
受信する、又は実行可能命令、構成データ若しくは他のデータを電子デバイスに送信する
ことを行うように構成することができる。ベースユニット１００は、電子デバイス２００
と比較してより大容量のメモリを含み得る。すなわち、メモリ１６０を、より多くのデー
タ、いくつかの例では、電子デバイスに搭載されたメモリデバイス（例えばウェアラブル
カメラ１２００のメモリ１２４０）よりかなり多くのデータを記憶するように構成するこ
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とができる。ウェアラブルデバイスであってよい電子デバイスは、ベースユニットよりか
なり小さいフォームファクタを有することができ、それにしたがって、かなり小さいメモ
リデバイスを収容することができ得る。（例えば電子デバイスが、充電中など、ベースユ
ニットの範囲内にあるとき）電子デバイスからベースユニットへのデータの周期的なワイ
ヤレス伝送は、性能に大きな犠牲を与えることなくウェアラブル電子デバイスに適したよ
り小さいフォームファクタを可能にし得る。ベースユニットは、制御装置に動作可能に結
合され得る１つ以上のセンサ１７０を含み得る。センサ１７０は、送信機が、制御装置１
３０からの制御下で電力を選択的及び／又は調整可能に供給することができるように、ベ
ースユニットの状態を検出することができる。
【００５５】
　電子デバイス２００を、例えばカメラ（例えばカメラ１２００）として構成された電子
デバイスのように、事実上あらゆる機能を提供するように構成することができる。この点
に関して、電子デバイス２００は、ワイヤレス充電に関連付けられた回路構成を含み得る
。例えば、電子デバイス２００は、少なくとも１つの受信コイル２１２を含み得る受信部
を含み得る。記載されるように、受信コイル２１２を電子デバイス２００に搭載された再
充電可能な動力電池に結合することができる。電子デバイスの通常の使用中、ユーザに無
侵襲的又は最小侵襲的であるやり方における頻繁な充電は、本明細書における例にしたが
って受信コイルと送信コイルの間のワイヤレス結合を介して達成され得る。いくつかの例
では、電子デバイスは、電子ウェアラブルデバイス（例えばウェアラブルカメラ）として
本明細書では交換可能に呼ばれ得る、ウェアラブル電子デバイスであってよい。電子デバ
イスは、ユーザがこれを容易に携帯できるほど十分に小さいフォームファクタを有し得る
。電子デバイス２００は、ユーザが着用する衣類又はアクセサリ、例えばアイウェアに取
り付け可能とすることができる。例えば、電子デバイス２００を、例えば図６に例示され
るようなアイウェア内に組み込まれたガイド６（例えばトラック）を用いてアイウェアに
取り付けることができる（図を乱雑にしないように、アイウェアの少なくとも一部分だけ
、すなわちテンプルのみが例示される）。図６は、本開示による、ワイヤレスで電力を受
信するように構成され得る電子デバイス２００の例を示す。いくつかの例では、電子デバ
イス２００は、いくつかの例ではアイウェアに取り付けられ得る小型化されたカメラシス
テムであってよい。他の例では、電子デバイスは、アイウェアに取り付けられた任意の他
のタイプの電子システム、例えば画像ディスプレイシステム、空気質センサ、ＵＶ／ＨＥ
Ｖセンサ、歩数計、夜間照明、ブルーツースヘッドフォンなどのブルーツース対応通信デ
バイス、補聴器又はオーディオシステムであってよい。いくつかの例では、電子デバイス
を、例えば手首周りなどの体の他の場所に着用することができる（例えば、電子時計又は
歩数計などの生体測定デバイス）。電子デバイス２００は、例示される特有の例以外の別
のタイプの電子デバイスであってよい。電子デバイス２００は、事実上、任意の小型化さ
れた電子デバイスであってよく、例えば、限定することなく、カメラ、画像取り込みデバ
イス、ＩＲカメラ、スチルカメラ、ビデオカメラ、画像センサ、中継器、共振器、センサ
、音声増幅器、指向性マイクロフォン、電子コンポーネントを支持するアイウェア、分光
器、指向性マイクロフォン、マイクロフォン、カメラシステム、赤外線視覚システム、暗
視補助器、夜間照明、照射システム、センサ、歩数計、ワイヤレスセルフォン、携帯電話
、ワイヤレス通信システム、プロジェクタ、レーザ、ホログラフィックデバイス、ホログ
ラフィックシステム、ディスプレイ、ワイヤレス機器、ＧＰＳ、データ記憶装置、メモリ
記憶装置、電源、スピーカ、転倒検出器、覚醒モニタ、測位、パルス検出、ゲーム、視標
追跡、瞳孔監視、アラーム、ＣＯセンサ、ＣＯ検出器、ＣＯ２センサ、ＣＯ２検出器、空
気粒子センサ、空気粒子計、ＵＶセンサ、ＵＶ計、ＩＲセンサ、ＩＲ計、熱センサ、温度
計測器、不良空気センサ、不良空気モニタ、口臭センサ、口臭モニタ、アルコールセンサ
、アルコールモニタ、運動センサ、運動モニタ、温度計、煙センサ、煙検出器、錠剤リマ
インダ、音声再生デバイス、音声レコーダ、スピーカ、音声増幅デバイス、音声キャンセ
ルデバイス、補聴器、補聴支援デバイス、情報イヤホン、スマートイヤホン、スマート耳
掛け式物品、動画再生デバイス、動画レコーダデバイス、画像センサ、転倒検出器、覚醒
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センサ、覚醒モニタ、情報警告モニタ、ヘルスセンサ、ヘルスモニタ、フィットネスセン
サ、フィットネスモニタ、生理機能センサ、生理機能モニタ、ムードセンサ、ムードモニ
タ、ストレスモニタ、歩数計、運動検出器、測位、パルス検出、ワイヤレス通信デバイス
、ゲームデバイス、電子コンポーネントを備えるアイウェア、拡張現実システム、仮想現
実システム、視標追跡デバイス、瞳孔センサ、瞳孔モニタ、自動リマインダ、照明、アラ
ーム、セルフォンデバイス、電話機、携帯通信デバイス、不良空気品質警告デバイス、睡
眠検出器、眠気検出器、アルコール検出器、温度計、屈折誤差測定デバイス、波面測定デ
バイス、収差計、ＧＰＳシステム、煙検出器、錠剤リマインダ、スピーカ、運動エネルギ
ー源、マイクロフォン、プロジェクタ、仮想キーボード、顔認識デバイス、声認識デバイ
ス、音声認識システム、放射能検出器、放射線検出器、ラドン検出器、水分検出器、湿度
検出器、大気圧表示器、音量表示器、ノイズ表示器、音響センサ、レンジファインダー、
レーザシステム、トポグラフィセンサ、モータ、マイクロモータ、ナノモータ、スイッチ
、バッテリ、ダイナモ、熱出力源、燃料セル、太陽電池、運動エネルギー源、熱電気出力
源、スマートバンド、スマートウォッチ、スマートイヤリング、スマートネックレス、ス
マートクロージング、スマートベルト、スマートリング、スマートブラ、スマートシュー
ズ、スマートフットウェア、スマートグローブ、スマートハット、スマートヘッドホン、
スマートアイウェア、及び他のそのようなスマートデバイスであってよい。いくつかの例
では、電子デバイス２００はスマートデバイスであってよい。いくつかの例では、電子デ
バイス２００は、マイクロウェアラブルデバイス又は埋め込み式デバイスであってよい。
【００５６】
　電子デバイス２００は、ベースユニット１００の送信機（例えばＴｘコイル１１２）に
誘導結合するように構成された受信機（例えばＲｘコイル２１２）を含み得る。受信機を
、電子デバイス、したがって受信機がベースユニットに近接するとき（例えば、電子デバ
イスがベースユニットから所定距離にある、又は充電範囲内にあるとき）ベースユニット
から電力を自動的に受信するように構成することができる。電子デバイス２００は、電子
デバイスに搭載された動力電池内に余分の電力を蓄えることができる。電子デバイスに搭
載された動力電池は、ベースユニットのバッテリよりかなり小さくなり得る。動力電池の
頻繁な再充電は、通常の使用中、電子デバイスがベースユニットに頻繁に近接することに
よってもたらされ得る。例えば、アイウェアに連結されたウェアラブル電子デバイス及び
セルフォンケースの形態のベースユニットの場合、通常の使用中、セルフォンを、電話を
かけるためにユーザの頭部に頻繁に近接させることができ、この電話の間、ウェアラブル
電子デバイスに搭載された動力電池の再充電を達成することができる。ウェアラブル電子
デバイスが、リストバンド又はアームバンドに連結された電子時計又は生体センサを備え
るいくつかの例では、ユーザが自身のセルフォンを手に取り、セルフォンケースの形態の
ベースユニットがウェアラブル電子デバイスに近接することによってウェアラブル電子デ
バイスを頻繁に再充電することができる。いくつかの例では、電子デバイスは、環境発電
システムを含み得る。
【００５７】
　いくつかの例では、電子デバイス２００は、バッテリを含まなくてよく、その代わりに
ベースユニット１００から受信されたワイヤレス電力によって直接的に電力供給され得る
。いくつかの例では、電子デバイス２００は、Ｒｘコイル２１２に動作可能に結合された
コンデンサ（例えばスーパコンデンサ又はウルトラコンデンサ）を含み得る。
【００５８】
　通常、ワイヤレス電力伝送を適用する既存のシステムでは、送信コイル及び受信コイル
は、同じ、又はほぼ同じコイル比を有し得る。しかし、本開示による小型化された電子デ
バイスのフォームファクタがより小さい場合、そのような実施は実用的ではない場合があ
る。本明細書のいくつかの例では、受信コイルは、例えば図７に例示されるように、送信
コイルよりかなり小さくなり得る。いくつかの例では、Ｔｘコイル１１２は、Ｒｘコイル
２１２のそれぞれの寸法（例えば、巻線２１６を形成するワイヤの長さ、コイル２１２の
直径、巻線２１６の数、コア２１７の長さ、コア２１７の表面積）より大きい、例えば２
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倍以上大きい寸法（例えば、巻線１１６を形成するワイヤの長さ、巻線１１６を形成する
ワイヤの直径、コイル１１２の直径、巻線１１６の数、コア１１７の長さ、コア１１７の
直径、コア１１７の表面積）を有し得る。いくつかの例では、Ｔｘコイル１１２の寸法は
、Ｒｘコイル２１２のそれぞれの寸法より２倍以上大きく、５倍以上大きく、１０倍以上
大きく、２０倍以上大きく、又は５０倍以上大きくなり得る。いくつかの例では、Ｔｘコ
イル１１２の寸法は、Ｒｘコイル２１２のそれぞれの寸法の最大１００倍までとすること
ができる。例えば、受信コイル２１２（Ｒｘコイル）は、約０．２ｍｍのワイヤ直径を有
する導電性ワイヤを備え得る。ワイヤは一本鎖ワイヤであってよい。この例のＲｘコイル
は、約２．４ｍｍの直径及び約１３ｍｍの長さを有し得る。Ｒｘコイルは、約１．５ｍｍ
の直径及び約１５ｍｍの長さを有するフェライト棒を含み得る。Ｒｘコイルの巻線の数は
、単なる例として、約１３０の巻線であってよい。送信コイル１１２（Ｔｘコイル）は、
約１．７ｍｍのワイヤ直径を有する導電性ワイヤを備え得る。ワイヤは複鎖ワイヤであっ
てよい。この例のＴｘコイルは、約１４．５ｍｍの直径及び約６７ｍｍの長さを有し得る
。Ｔｘコイルは、約８ｍｍの直径及び約６８ｍｍの長さを有するフェライト棒を含み得る
。凡そ７４の巻線がＴｘコイルに用いられてよい。例えば他の例では、他の組み合わせを
Ｔｘ及びＲｘコイルに用いて、約３０ｃｍ以上を超える距離であっても電力伝送効率を最
適化することができる。いくつかの例では、伝送距離は１２インチ（３０．４８ｃｍ）を
超えることができる。本明細書におけるいくつかの例では、Ｔｘ及びＲｘコイルは、従来
のワイヤレス電力伝送システムで一般的であるようなインピーダンス整合は行われなくて
よい。したがって、いくつかの例では、ベースユニット及び電子デバイスそれぞれのＴｘ
コイル及びＲｘコイルは、緩く結合されると言うことができる。いくつかの例によれば、
ベースユニットは、低いＱ係数のワイヤレス電力伝送に合わせて構成される。例えば、ベ
ースユニットを、いくつかの例では５００未満、いくつかの例では２５０未満、いくつか
の例では１００未満、いくつかの例では８０未満、いくつかの例では６０未満のＱ係数に
おけるワイヤレス電力伝送に合わせて構成することができ、他のＱ係数が用いられてよい
。インピーダンス整合は必要とされないが、コイルが少なくとも部分的にインピーダンス
整合される例もまた企図され、本開示の範囲内に含まれる。本明細書に記載されるワイヤ
レス電力伝送システム内のＴｘコイル及びＲｘコイルを、通常、緩く結合することができ
るが、本開示は、Ｔｘコイル及びＲｘコイルがインピーダンス整合される例を排除しない
。
【００５９】
　受信コイル（例えばＲｘコイル２１２）は、導電性巻線、例えば銅巻線を含み得る。銅
以外の導電性材料が用いられてよい。いくつかの例では、巻線は、モノリシック（一本鎖
）又は複鎖ワイヤを含み得る。いくつかの例では、コアは、フェライトなどの磁性材料を
含む磁性コアであってよい。コアを棒の形態で成形することができる。Ｒｘコイルは、Ｔ
ｘコイルの寸法より小さい寸法を有することができ、例えば、コア（例えば棒）の直径、
長さ、表面積、及び／又は質量は、Ｔｘコイルのコア（例えば棒）の直径、長さ、表面積
及び／又は質量より小さくなり得る。いくつかの例では、Ｔｘコイルの磁性コア（例えば
フェライト棒）は、Ｒｘコイルの磁性コア（例えばフェライト棒）の表面積の２倍以上で
ある表面積を有し得る。いくつかの例では、Ｔｘコイルは、巻き出されたとき、Ｒｘコイ
ルの巻線のワイヤの数又は長さより多い数の巻線及び／又は巻線内のより長い長さのワイ
ヤを含み得る。いくつかの例では、Ｔｘコイルの巻き出されたワイヤの長さは、Ｒｘコイ
ルの巻き出されたワイヤの長さの少なくとも２倍とすることができる。
【００６０】
　いくつかの例では、Ｒｘコイル２１２は、約１０ｍｍから約９０ｍｍまでの長さと、約
１ｍｍから約１５ｍｍまでの半径とを有し得る。１つの例では、２０ｍｍの長さ及び２．
５ｍｍの直径のフェライド棒を有し、その上に１５０の導電性巻線が巻き付けられたＲｘ
コイル２１２の性能を、約１２５ＫＨｚの周波数において電力をブロードキャストするよ
うに構成されたＴｘコイル１１２によってシミュレーションした。Ｔｘコイル１１２は、
約６７．５ｍｍの長さ及び約１２ｍｍの直径を有するフェライト棒を含んだ。最大２００
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ｍｍのコイル間距離において位置合わせされた配向において、最大２０％の送信効率を得
た。コイルが平行配向に配置されたときに性能においていくつかの改善が観察され、この
場合Ｒｘコイルは、約３００ｍｍの距離まで送信された電力を受信し続けた。本開示によ
るワイヤレスエネルギー伝送システムの例を、Ｑｉ１．０規格にしたがって構成されたシ
ステムによって達成可能な効率性と比較した。１つのシミュレーションされたシステム内
のＴｘコイルのサイズは、５２ｍｍ×５２ｍｍ×５．６ｍｍであり、シミュレーションさ
れた１つのＲｘコイルのサイズは、４８．２ｍｍ×３２．２ｍｍ×１．１ｍｍであり、負
荷インピーダンスは１ＫＯｈｍであった。
【００６１】
　次に、図８～９も参照すれば、図９Ａ及び９Ｂに示されるような携帯電話ケースのフォ
ームファクタに組み込まれ得るベースユニット３００が、記載される。ベースユニット３
００は、図５を参照して上記で記載されたベースユニット１００の構成要素のいくつか又
はすべてを含み得る。例えば、ベースユニット３００は、（Ｔｘコイルとも呼ばれる）送
信コイル３１２を含み得る。送信コイル３１２は、電子装置パッケージ３０５に結合され
、この電子装置パッケージは、ワイヤレス電力を１つ以上の電子デバイスに選択的及び／
又は調整可能に供給することを含む、本開示によるベースユニットの機能を実行するよう
に構成された回路構成を含む。いくつかの例では、電子デバイスは、ベースユニットから
分離された電子デバイス（例えばカメラ１２００）であってよい。いくつかの例では、電
子デバイスは、ケースの形態のベースユニット３００が取り付けられた携帯電話２０であ
ってよい。
【００６２】
　ベースユニット３００は、ベースユニットに近接して置かれた、又はベースユニットに
近接するようになる（例えば充電球体内の）電子デバイスをワイヤレスで充電するための
可動式ワイヤレスホットスポット（例えば充電球体１０６）を提供することができる。了
解されるように、携帯電話ケースの形態で実装された場合のベースユニット３００を、携
帯電話に取り付け、ユーザが運ぶことができ、したがってワイヤレス電力のホットスポッ
トを可動式にし、ユーザがどこに行っても電子デバイスが利用できるようにする。例では
、ベースユニットは、携帯電話と一体化されてよい。ワイヤレス電力のホットスポットは
、ユーザが頻繁に又は常時持ち歩くユーザの携帯電話に接続されることによってこうして
ユーザと共に移動することが有利である。さらに了解されるように、ユーザが着用する電
子デバイス上の動力電池を再充電する機会は、使用のためにウェアラブルデバイス（例え
ば、ユーザが電話をかける場合のアィウエアデバイス、及びユーザが閲覧する、又は携帯
電話の他の機能を用いる場合の手首着用デバイス）の近傍に頻繁にもっていくことができ
る携帯電話の通常の使用中、頻繁にある。
【００６３】
　Ｔｘコイル３１２及び電子装置（例えば電子装置パッケージ３０５）は、ハウジング３
１５内に封入され得る。ハウジング３１５は、携帯可能なフォームファクタを有し得る。
この例では、ハウジングは、携帯電話（例えば、携帯電話、セルラーフォン、スマートフ
ォン、送受信兼用ワイヤレス機、トランシーバなど）、タブレットなどの通信デバイスに
取り付けられるように構成された取り付け部材の形態で実装される。この点に関して、ベ
ースユニットのハウジング３１５は、携帯電話／タブレットケース又はカバーとして実装
され得る。ハウジング３１５は、通信デバイス（例えば携帯電話２０）と機械的に係合す
るための特徴を含み得る。さらなる例では、ベースユニットのハウジングは、ハンドバッ
グ、ベルトなどのアクセサリに取り付けられるように適合された取り付け部材として実装
され得る。他のフォームファクタが用いられてよい。ベースユニット３００は、これが接
続される通信デバイス以外の電子デバイス、例えばカメラ１２００に電力供給することが
できる。
【００６４】
　図８及び９の例では、ベースユニット３００は、送信コイル３１２を含む。送信コイル
３１２は、導電性巻線３１６を備えた磁性コア３１７を含む。コア３１７は、集約的に本
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明細書では磁性材料と称される、強磁性材料（例えばフェライト）、磁性金属、又はこれ
らの合金若しくは組み合わせで作製できる。例えば、フェライトならびにイオン及びニッ
ケルの様々な合金などの磁性材料が用いられてよい。コイル３１２は、コア３１７の周り
に設けられた導電性巻線３１６を含む。この開示の文脈において、巻線３１６をコア３１
７上に直接設けることができるが、そうである必要がないことが理解されるであろう。換
言すれば、巻線３１６を、巻線３１６によって画定された空間内に置かれ得るコア材料か
ら離間することができる。いくつかの例では、巻線がこの例のようにコア上に直接的に巻
き付けられることによって、改善された性能を達成することができる。
【００６５】
　コア３１７は、細長い部材として成形されてよく、事実上、任意の断面、例えば矩形又
は円形の断面を有し得る。細長いコアは、棒３１４、例えば円筒形又は矩形棒と交換可能
に呼ばれ得る。棒という用語は、コアの特定の断面形状に関係無く、本出願による細長い
コアを指すために用いられてよい。コアは、単一の棒又は記載されるようなパターンで配
置された任意の数の個別の棒（例えば２、３、４、５、６、７、８、９、１０、又は１０
以上の任意の他の数）を含み得る。図８及び９の例では、限定することなく、送信コイル
は、ハウジング３１５の第１の側面（例えば頂面３２１）に沿って少なくとも部分的に位
置付けられた単一の円筒形棒を備える。他の例では、１つ以上のコイルは、代替的に又は
追加的には、他の側面に沿って、例えばハウジング３１５の底面３２３、左側面３２５、
及び／又は右側面３２７に沿って位置付けられ得る。
【００６６】
　電子装置パッケージ３０５（電子装置又は回路構成と交換可能に呼ばれる）を、ハウジ
ング３１５内に埋め込むか、又はカバー３０７内に設けることができる。いくつかの例で
は、カバー３０７は、取り外し可能とすることができる。いくつかの例では、バッテリ３
２０を取り換えることが有利となり得る。そのような例では、バッテリ３２０は、残りの
回路構成から分離可能な構成要素とすることができる。バッテリ３２０は、カバー３０７
を取り外すことによってアクセスすることができる。いくつかの例では、電子装置パッケ
ージ３０５は、外部電源からのエネルギーを蓄えるためのバッテリを含み得る。いくつか
の例では、ベースユニット３００は、代替的に又は追加的に、距離を離した電子デバイス
に電力供給するときに携帯電話から電力を受信することができる。いくつかの例では、ベ
ースユニットは、バッテリを必要としなくてよく、こうして、さらにより小さいフォーム
ファクタを達成することができる。
【００６７】
　ベースユニットには、１つ以上のＩ／Ｏデバイス３８０を設けることができる。Ｉ／Ｏ
デバイスは、ベースユニットと別のデバイスとの間の有線接続を介して電力及び／又はデ
ータを受信し及び／又は送信するために用いられ得る。例えば、ベースユニットは、ＵＳ
Ｂコネクタの形態のＩ／Ｏデバイス３８０を含み得る。Ｉ／Ｏデバイス３８０（例えばＵ
ＳＢコネクタ）は、ベースユニットを外部デバイス（例えば、配電網などの電源及び／又
は別の電子デバイス）に結合するための第１の接続側面３８２（例えば雌ポート）を含み
得る。Ｉ／Ｏデバイス３８０は、ベースユニットを携帯電話に、例えば携帯電話のＵＳＢ
ポートを介して結合するための第２の接続側面３８４（例えば雄型コネクタ）を含み得る
。Ｉ／Ｏデバイスの信号線３８５の１つ以上を、ベースユニット回路構成内の電力、接地
及び／又はデータ線に結合することができる。例えば、５本線を有するＵＳＢコネクタが
用いられる場合、２本の線をデータに用いることができ、２本の線を電力に用いることが
でき、１本の線を接地するか、又は冗長性のために用いることができる。第１及び第２の
接続側面の信号線３８５を、コネクタ回路３８６（例えばＵＳＢチップ）を介してベース
ユニット回路構成に結合することができる。任意の他のタイプのコネクタ、例えば限定す
ることなく、ＡＰＰＬＥライトニングコネクタを用いることができることが理解されるで
あろう。
【００６８】
　ベースユニット３００は、制御装置３３０を含み得る。制御装置３３０は、ベースユニ
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ット３００の作動を制御するための、例えば近接する電子デバイス（例えばカメラ１２０
０）の検出、電子装置デバイスの検出時のワイヤレス電力の選択的送信、ベースユニット
の状態の決定、及びベースユニットの状態に応じた送信モードの選択を制御するための機
能を含み得る。これらの機能を、コンピュータ可読媒体として実装することができ、又は
ＡＳＩＣ若しくは他の処理ハードウェアに有線接続することができる。制御装置３３０は
、ベースユニットプロセッサと交換可能に呼ばれ得る。
【００６９】
　ベースユニットは、１つ以上のメモリデバイス３６０を含み得る。ベースユニットは、
揮発性メモリ３６２（例えばＲＡＭ）及び非揮発性メモリ３６４（例えば、ＥＥＰＲＯＭ
，フラッシュ又は他の持続性電子記憶装置）を含み得る。ベースユニットは、外部電子デ
バイスとの有線又はワイヤレス接続によってデータ（例えばユーザデータ、構成データ）
を受信するように構成されてよく、データをベースユニット（例えば、メモリデバイス３
６０の１つ以上内）に搭載して記憶することができる。ベースユニットを、ベースユニッ
トに搭載されて記憶されたデータを所望の場合に外部の電子デバイスに送信するように構
成することができる。ユーザデータに加えて、メモリデバイスは、プロセッサ（例えばプ
ロセッサ３６０）によって実行されたとき、本明細書に記載される機能をベースユニット
に実行させる実行可能命令を記憶することができる。
【００７０】
　ベースユニット３００は、バッテリ３２０を過充電から保護するように構成され得る充
電器回路３３２を含み得る。充電器回路は、別個のチップであってよく、又は制御装置３
３０内に一体化されてよい。ベースユニットは、ワイヤレス電力送信に用いられるＴｘコ
イル３１２に加えて別個の送信機／受信機回路構成３４０を含み得る。送信機／受信機回
路構成３４０は、受信／送信コイル３４２、例えばＲＦコイルを含み得る。送信機／受信
機回路構成３４０は、送信のためのドライバ回路構成３４４（例えばＲＦドライバ回路）
と、信号の受信のための感知回路構成３４６（例えばＲＦ感知回路）とをさらに含み得る
。ベースユニット３００は、ワイヤレス通信のための追加の回路構成（例えば通信回路３
８８）を含み得る。通信回路３８８は、ブルーツース又はワイファイ通信に合わせて構成
された回路を含み得る。いくつかの例では、ベースユニット３００は、本明細書に記載さ
れるように、１つ以上のセンサ３７０及び／又は１つ以上のエネルギー発生器３５０を含
み得る。追加の機能を提供する追加の回路構成を含むことができる。例えば、ベースユニ
ット３００は、ウェアラブルカメラ（例えばアイウェアカメラ）から受信された画像の処
理及び／又は補正のための画像プロセッサを含み得る。画像処理機能を別個のＩＣ（例え
ばＤａ　Ｖｉｎｃｉチップセット）内に設けるか、又はこれを、制御装置３００の機能を
実施するプロセッサ内に組み込むことができる。
【００７１】
　いくつかの例では、ハウジングを、携帯電話などの通信デバイスに機械的に連結される
ように構成することができる。例えば、ハウジング３１５を、携帯電話ケースの機能をも
たらすように構成することができる。ハウジング３１５は、通信デバイス（例えば携帯電
話）の形状に対応する形状を有し得る。例えば、ハウジング３１５は、概ね矩形の形状と
することができ、通信デバイスを少なくとも部分的に受容し、又は少なくとも部分的に封
入するようなサイズとすることができる。いくつかの例では、ハウジング３１５を、通信
デバイスの１つの側面だけを覆うように構成することができる。いくつかの例では、ハウ
ジング３１５は、通信デバイスの２つ以上の側面を少なくとも部分的に覆うことができる
。ハウジング３１５は、携帯電話を少なくとも部分的にその内部に受容する及び／又は保
持するように構成されたレセプタクル３０９を含み得る。レセプタクル３０９は、ハウジ
ング３１５の前面にあってよい。ベースユニット電子装置をレセプタクルの反対側に近接
して設けることができる。コイルを、ハウジングの周囲周りに、例えば上面、底面、又は
左側面又は右側面の任意の場所に沿って置くことができる。
【００７２】
　いくつかの例では、送信機は、複数の個別のＴｘコイル（例えば２、３、４、５、６、
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７、８、９又は１０個のコイル）を含み、各々は、磁性コアを有し、その上に導電性巻線
が巻き付けられる。Ｔｘコイルの少なくともいくつかは、互いに角度を付けることができ
、例えば互いに対して２０度以上、３０度以上、４５度以上、７５度以上とすることがで
きる。いくつかの例では、Ｔｘコイルは、互いに対して概ね垂直であり得る。いくつかの
例では、２つ以上のＴｘコイルは、互いに対して概ね平行であり得る。いくつかの例では
、２つ以上のＴｘコイルをハウジングの同じ縁に沿って配設することができる。Ｔｘコイ
ルの直径θは、約５ｍｍから約２０ｍｍの範囲とすることができる。いくつかの例では、
Ｔｘコイルの直径θは、８ｍｍから１５ｍｍの間とすることができる。いくつかの例では
、Ｔｘコイルの直径θは、９ｍｍ、１０ｍｍ、１１ｍｍ、１２ｍｍ、１３ｍｍ、又は１４
ｍｍとすることができる。コイルに対して異なる直径が用いられてよい。いくつかの例で
は、磁性コアは、磁性材料から作製された細長い円筒形棒であってよい。いくつかの例で
は、棒をベースユニットのハウジングの周囲回りに配置することができる。いくつかの例
では、棒は、ハウジングの上側、底面、左側面及び／又は右側面の全長に沿って実質的に
延在することができる。ハウジングの長さ（ｌ）、幅（ｗ）、及び厚さ（ｔ）は、ハウジ
ングが取り付けられるように構成された通信デバイスの寸法に応じて変動し得る。いくつ
かの例では、ハウジングは、それぞれ約１５０～１８０ｍｍ、８０～９５ｍｍ、及び１５
～２５ｍｍの範囲とすることができる。他の長さ、幅、及び厚さが、例えば、所定の通信
デバイス（例えばスマートフォン）を収容し、及び／又は特定のコイルサイズを収容する
ために用いられてよい。いくつかの例では、ハウジングを、ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）ブ
ランド携帯電話又はＳＡＭＳＵＮＧブランド携帯電話に取り付けるように構成することが
できる。例えば、ｉＰｈｏｎｅ６携帯電話に取り付けるように構成されたハウジングは、
約１６０ｍｍの長さ、約８４ｍｍの幅、及び約１９ｍｍの厚さとすることができ、約９ｍ
ｍの直径を有するＴｘコイルを収容することができる。別の例では、ハウジングは、約１
６５ｍｍの長さ、約９４ｍｍの幅、及び約２１ｍｍの厚さを有して、約１４ｍｍの直径を
有するコイルを収容することができる。いくつかの例では、ハウジングを、ｉＰａｄ（登
録商標）ブランドテーブル又はＳＡＭＳＵＮＧブランドタブレットに取り付けるように構
成することができる。いくつかの例では、ハウジングを、通信デバイスの１つ、２つ、３
つ、及び／又はすべて又は周囲の側面に係合するように構成することができる。いくつか
の例では、ベースユニットハウジングを、通信デバイスの通信デバイス主要側面（例えば
ディスプレイ面又は後面）の１つ以上を覆う又は部分的に覆うように構成することができ
る。
【００７３】
　図１０は、本開示によるプロセスの流れ図を示す。プロセス１０００は、ブロック１０
０５に示すように、ベースユニット（例えばベースユニット１００）をカメラ（例えばカ
メラ１２００）に近接して置くステップを含み得る。カメラは、例えば、図１１に例示さ
れるように、アイウェア４上のトラックと係合するカメラ上のガイドを介してアイウェア
４に取り付けられ得るウェアラブルカメラであってよい。ベースユニット（例えばベース
ユニット１００）を、携帯電話などの通信デバイスに取り付けることができる。ベースユ
ニットは、ウェアラブルカメラにワイヤレスで電力を送信するためにカメラ内の受信コイ
ルと誘導結合するように構成された送信コイルを含み得る。プロセス１０００は、さらに
、ベースユニットによってウェアラブルカメラを検出するステップを含み得る。例えば、
ベースユニットは、ブロック１０１０に示すようにカメラの近接信号を検出することがで
きる。いくつかの例では、ベースユニットは、代替的に又は追加的に、ブロック１０１０
にさらに示されるように、カメラの充電状態信号を検出することができる。充電状態信号
は、カメラの動力電池（例えばカメラ１２００のバッテリ１２２０）の充電状態を示すこ
とができる。プロセス１０００はまた、ブロック１０１５に示すように、電力をベースユ
ニットからカメラにワイヤレスで送信するステップも含み得る。電力のワイヤレス伝送は
、カメラがベースユニットの充電範囲内に留まる間（例えば検出された近接信号に基づい
て）、又はカメラの充電状態信号がカメラの完全に充電された状態に対応するまで、続く
ことができる。いくつかの例では、ベースユニットを、電子デバイスの充電状態が、電子
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デバイス搭載バッテリの完全充電に満たないと示すときのみ、ワイヤレス電力をブロード
キャストするように構成することができる。この目的のために、ベースユニットは、ブロ
ック１０２０に示されるように、カメラの近接性及び／又は充電状態を監視することがで
きる。
【００７４】
　いくつかの例では、カメラを、選択的に電力を受信するように構成することができる。
換言すれば、ワイヤレス電力充電に関連する回路構成を、適切に調整されたワイヤレス電
力送信機の近接性指示に応答して選択的に起動することができる。ベースユニットを、電
力をブロードキャストするように構成することができ、カメラを、体に安全なレベルでブ
ロードキャストされた電力を受信するように構成することができる。ベースユニットを、
電力をブロードキャストするように構成することができ、カメラを、５０ｋＨｚ又は５０
０ｋＨｚ範囲内の周波数でブロードキャストされた電力を受信するように構成することが
できる。カメラは、ベースユニットによって検出され得る信号（例えば近接性信号、充電
状態信号）をブロードキャストすることができる。近接するカメラを検出したとき、ベー
スユニットは、電力信号をブロードキャストし始めることができ、カメラは、ワイヤレス
電力の受信に関連する回路構成（例えばカメラの充電回路）を起動することができる。い
くつかの例では、カメラは、ベースユニットからの問い合わせ信号に応答して信号（例え
ば、近接性信号、充電状態信号）をブロードキャストすることができ、ベースユニットは
、カメラからブロードキャストされた信号を自動的に検出することができ、及び／又はカ
メラからの信号を検出したとき、電力送信を自動的に開始することができる。
【００７５】
　いくつかの例では、プロセス１０００は、ブロック１０２５に示されるように、カメラ
によって画像を取り込み、及び／又はデータ（例えば画像）をワイヤレスに転送するステ
ップを含み得る。画像を、（例えばカメラ上のトリガボタンを介して）手動のユーザ入力
に応答して生成され得るコマンドに応答して取り込むことができる。いくつかの例では、
画像を、カメラによって検出された可聴コマンドに応答して制御装置によって生成された
コマンドに応答して取り込むことができる。例えば、カメラは、ボイスコマンド、若しく
は他の音声又は非音声音（ユーザの歯をカチッと鳴らす音）を含み得る可聴コマンドを検
出するように構成されたマイクロフォン（例えばマイクロフォン１２６８）を含み得る。
カメラを、例えばブロック１０３０に示されるように、ワイヤレス電力を受信する間画像
を取り込むように構成することができる。取り込まれた画像を、カメラに搭載して（例え
ばメモリ１２４０内に）記憶することができ、又はベースユニット若しくはコンピュータ
システム１４１０などの別の電子デバイスに転送することができる。画像若しくは他のデ
ータを、カメラからベースユニット、若しくは別のコンピューティングデバイス（例えば
図１４におけるコンピュータシステム１４１０）に自動的に又はユーザ入力に応答してワ
イヤレスで転送することができる。この目的のために、カメラは、ワイヤレス通信デバイ
ス（例えばワイファイ、ブルーツースなど）を含み得る。いくつかの例では、カメラのワ
イヤレス受信機（例えば受信機１２３０）を、データ（例えば画像）をカメラからベース
ユニット又は別のコンピューティングデバイスに送信するように動作可能な送信機として
構成することもできる。
【００７６】
　次に図１２～１３も参照すれば、本開示によるカメラの追加の特徴が記載される。記載
されるように、カメラ１２００’、１２００’’は、ウェアラブルカメラであってよく、
ガイド１２９０を含み得る。ガイド１２９０は、カメラをアイウェアに磁力により取り付
けるための１つ以上の磁石１２９２を含み得る。１つ以上の磁石をガイド１２９０内に埋
め込むことができる。ガイド１２９０を、カメラ１２００’、１２００’’の底面１２８
３（ベース１２８３とも呼ばれる）に沿って設けることができる。ガイド１２９０は、ア
イウエア上（雌トラック又は単にトラックとも呼ばれる）溝と協働して摺動嵌合するよう
に構成された突起部（雄レール又は単にレールとも呼ばれる）として実装され得る。１つ
以上の磁石を、突起部又はベース１２８３に沿った他の場所に設けることができる。例で
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は、磁石を、ガイドの底部表面の下方に位置付けることができる。いくつかの例では、磁
石は、ガイドの底部表面と実質的に同一平面とすることができる。コーティング又は保護
層を磁石の接触表面上に設けて、ガイドがアイウェアの外部／美的表面を傷付けることを
防止することができ、そうでなければ、これは、カメラガイドとアイウェアガイドの間の
摺動可能な係合の結果起こり得る。
【００７７】
　カメラ１２００’は、１つ以上のユーザ制御装置１２９４を含み得る。ユーザ制御装置
１２９４は、ボタン、スイッチなどの形態で実装され得る。カメラの防水特性を維持する
ために、いくつかの例では、そのようなボタン又はスイッチを、ハウジングの可撓性部分
の下方に設けることができる。すなわちハウジング１２８０の１つ以上の部分を、ハウジ
ングのその部分が可撓性部分の下方に配置されたボタンを作動させるために偏向すること
ができるように、ゴム、シリコンなどの弾性材料で形成することができる。いくつかの例
では、ユーザ制御装置１２９４は、１つ以上の静電容量表面を用いて実装され得る。例え
ば、平滑又は凹凸のある表面を含み得る静電容量スイッチ１２９５を、カメラの側壁に沿
って設けることができる。静電容量表面を、ハウジングと共に成形して一体的な耐水ユー
ザ制御装置を提供することができる。静電容量スイッチ１２９５は、画像を取り込むため
のトリガとして機能することができる。いくつかの例では、同じユーザ制御装置（例えば
、静電容量スイッチ１２９５）を、ユーザ制御装置の操作に応じて異なる機能を実行する
ように構成することができる。例えば、ユーザ制御装置を介した単一の入力（例えば単一
のタッチ又はクリック）は、１つの機能（例えば画像を取り込む）に対応することができ
、二回入力（例えば２回の連続するタッチ又は２回のクリック）は、別の機能（例えば画
像転送を開始する）に対応することができ、連続入力（例えばタッチ／クリック及びホー
ルド）は、さらに別の機能（例えば、カメラの設定又はパラメータを構成する、カメラの
電源をオンオフにする）に対応することができる。ユーザ制御装置の操作の機能又はタイ
プのこれらの特有の例は、例示的にすぎず、ユーザ制御装置の機能及び／又は操作の他の
組み合わせを用いることができる。
【００７８】
　ユーザ制御装置を、ハウジングの１つ以上の側面に沿って、例えば図１２に示されるよ
うに側壁に沿って、又は図１３に示されるように後壁に沿って設けることができる。カメ
ラはまた、１つ以上の固定特徴も含み得る。カメラを、アイウェアに連結され得る固定リ
ングと係合するように構成することができる。磁性取り付け具が機能しなくなった場合で
もカメラがアイウェアに連結されたままであることを確実にするために、固定リングを、
追加の取り付け手段を提供するように構成することができる。固定リングは、透明なプラ
スチック材料（例えば、透明ゴム又はシリコン）から作製することができ、０．０１ｍｍ
から約２ｍｍの間の範囲であるコアの直径を有し得る。カメラは、固定リングと係合する
ための図１２に示されるような固定ピン又は図１３に示されるような固定開口の形態であ
ってよい固定特徴を含み得る。図１３の例では、固定開口を、開口の直径の平面がカメラ
の後壁及び／又はベースに概ね垂直であるように配置することができる。いくつかの例で
は、開口の直径の平面は、ガイド１２９０の長手方向と概ね平行であり得る。
【００７９】
　カメラは、１つ以上の指示器１２９６を含み得る。指示器１２９６を、カメラ１２００
’、１２００”の１つ以上の側面に沿って、例えば図１２の例のようにカメラの頂面に沿
って、又は図１３のようにカメラの後面上に設けることができる。指示器は、１つ以上の
白又は色付けされたＬＥＤの形態で実装されてよく、照明の色、持続時間又はパターンに
基づいて、カメラ又はその構成要素の異なる機能又は状態に関する指示を提供することが
できる。指示器は、充電状態指示器、電源オン／オフ指示器、プライバシー指示器などを
含み得る。例えば、プライバシー指示器は、画像（例えば静止画像又は動画）が取り込ま
れているときに照明することができる１つ以上のＬＥＤを備え得る。照明は、画像が取り
込まれていることを知らせることができる。いくつかの例では、可聴的、振動的、又は他
の触覚的フィードバックを１つ以上の指示器に用いることができる。いくつかの例では、
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カメラを、可聴フィードバック音をユーザに提供するように構成することができる。例え
ば、カメラは、振動源、スピーカ、ブザー、又は他の音声生成デバイスを含むことができ
、指示を触覚又は可聴手段によって提供することができる。
【００８０】
　いくつかの例では、カメラはビューファインダ無しとすることができる。市販されてい
るカメラは、一般的に、ビューファインダを含み、このビューファインダは、デジタルカ
メラの場合、一般的にディスプレイの形態である。ビューファインダは、ユーザが、画像
センサによって取り込まれる画像を視覚化することを可能にし、このことにより、所望の
画像を取り込むためにカメラを向ける方向を調整する機会をユーザに与える。しかし、ビ
ューファインダは、デジタルカメラの場合、ビューファインダを提供するために追加のデ
ィスプレイデバイスを追加する必要があるため、カメラの全体サイズを大きく増大させる
。そのようなサイズの増大は、例えば本開示によるウェアラブル又は他の小さい若しくは
小型化されたフォームファクタカメラの場合などのいくつかの例では、望ましくないか、
又は実用的でない場合がある。いくつかの例では、カメラはビューファインダを含まず、
ユーザは、取り込まれる画像を、これを取り込む前にプレビューすることができない。本
開示のカメラによって取り込まれた画像の自動アライメント及び／又は自動センタリング
のための構成パラメータを、本明細書のさらなる例によって開発することができる。
【００８１】
　画像の自動処理のための例のシステム及びプロセスが、図１４及び１５を参照してさら
に記載される。図１４のブロック１４０５及び１４１０に示されるように、プロセス１４
００は、カメラ（例えば図１５におけるカメラ１５００）によって第１の画像を取り込む
ステップと、第１の画像をコンピュータシステム（例えば図１５におけるコンピューティ
ングシステム１）にワイヤレスで送信するステップとを含み得る。カメラ１５００は、画
像センサ１５０２と、メモリ１５０４とを含み得る。カメラ１５００を、本明細書の例に
よって電力をワイヤレスで受信するように構成することができる。この点に関して、カメ
ラ１５００は、本明細書に記載されるカメラ（例えばカメラ１２００、１２００’、１２
００”）の構成要素の一部又はすべてを含むことができ、したがって簡潔にするためにこ
れらの構成要素の記載は繰り返されない。カメラ１５００を、１つ以上のコンピューティ
ングシステムとワイヤレスで通信するように構成することができる。カメラ１５００は、
ワイファイ対応若しくはブルーツース対応の受信機／送信機、又は本明細書に記載される
ような、ワイヤレス電力の受信に合わせて追加的に構成された受信機／送信機などのワイ
ヤレス通信デバイス１５０６を含み得る。いくつかの例では、カメラは、ビューファイン
ダ無しとすることができ、したがって取り込まれた第１の画像を取り込み前にプレビュー
できていない場合がある。
【００８２】
　コンピューティングシステムは、パーソナルコンピュータ、ラップトップ、又はタブレ
ット若しくは携帯電話などのスマートデバイスであってよい。コンピューティングシステ
ム（例えばコンピューティングシステム１）は、メモリ１５３０と、プロセッサ１５２２
と、ディスプレイ１５２４と、ワイヤレス通信デバイス１５２６（例えばワイファイ対応
又はブルーツース対応の受信機／送信機及び／又はワイヤレス電力をブロードキャストし
、及び／又はデータを受信するようにも構成された送受信機）とを含み得る。いくつかの
例では、コンピューティングシステム１は、ベースユニット又はベースユニットが取り付
けられた通信デバイスであってよい。メモリを、プロセッサ実行可能命令、データ（例え
ばカメラから受信された画像）、及びカメラに関連する１つ以上の構成パラメータを記憶
するように構成することができる。
【００８３】
　カメラ１５００によって取り込まれた第１の画像を、設定又は参照画像として用いるこ
とができる。第１の画像を、図１４におけるブロック１４１５に示されるように、コンピ
ューティングシステムのディスプレイ（例えばコンピューティングシステム１のディスプ
レイ１５２４）上に表示することができる。ユーザは、第１の画像を、例えば画像の中心
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を変更する、又は画像の配向を変更することによって修正することができる。第１の画像
に対するこのユーザ指示された修正を、ブロック１４２０に示されるように、第１の画像
の中心の場所又は第１の画像の配向に対する調整の指示としてコンピューティングシステ
ムによって受信することができる。コンピューティングシステムは、ブロック１４２５に
示されるように、調整に対応する構成パラメータを生成し、この構成パラメータをメモリ
（例えばメモリ１５３０）内に記憶することができる。これで構成又は設定プロセスを完
了することができる。その後のステップにおいて、ユーザは、カメラ（例えばカメラ１５
００）によってさらなる画像を取り込むことができる。処理（例えばバッチ処理のために
）、画像をコンピューティングシステム（例えばコンピューティングシステム１）に送信
することができる。コンピューティングシステムは、図１４のブロック１４３０に示され
るように、カメラから第２の画像を受信した後で構成パラメータを検索し、第２の画像を
この構成パラメータにしたがって自動的に修正することができる。例えば、コンピューテ
ィングシステムは、画像を、第１の画像のような対応する量だけ自動的に中央に配置する
か、又は回転させることができる。この修正は、カメラから追加の画像を受信したときに
、自動的に（例えばさらなるユーザ入力無しに）及び／又は一括で実行することができ、
それによって、ユーザが画像に対してその後実行する必要があり得る処理ステップを低減
することができる。いくつかの例では、（例えばユーザ入力によって指示された）最初の
修正は、画像をトリミングするステップを含むことができ、これを構成パラメータに反映
することができる。したがって、いくつかの例では、その後の画像の自動修正もまた、第
２の画像を構成パラメータに基づいてトリミングするステップを含み得る。いくつかの例
では、カメラは、２つ以上のコンピューティングシステムに通信により結合されるように
動作可能とすることができる。例えば、カメラを、電力及びデータを第２のコンピューテ
ィングシステム（例えばコンピューティングシステム２）から受信し、及び／又はデータ
を第２のコンピューティングシステムに送信するように構成することができる。第２のコ
ンピューティングシステムは、パーソナルコンピュータ、ラップトップ、スマートデバイ
スであってよい。いくつかの例では、第２のコンピューティングシステムは、ワイヤレス
電力伝送システムのベースユニット又はそのようなベースユニットが結合される通信デバ
イスであってよい。いくつかの例では、第１のコンピューティングシステムを、構成パラ
メータをカメラに（例えばワイヤレスで）送信するように構成することができる。構成パ
ラメータを、カメラに搭載されたメモリ（例えばメモリ１５０４）内に記憶することがで
き、構成パラメータを生成した最初のコンピューティングデバイスとは異なる他のコンピ
ューティングデバイスに送信することができる。構成パラメータを、これらの他のコンピ
ューティングデバイスに、例えば画像をこれに転送する前に、又はそれと同時に送信する
ことができ、それによって最初の設定プロセスに用いたコンピューティングデバイス以外
の追加のコンピューティングデバイスによる画像の自動処理／修正を可能にし得る。第１
又は第２のようなコンピューティングシステムの指定は、例示を明確にするために提供さ
れ、例では、設定／構成ステップを第２のコンピューティングシステムによって実行する
ことができることが、了解されるであろう。２つのコンピューティングシステムが図１５
に例示されているが、本開示による実施形態が、任意の数のコンピューティングシステム
を含み得ることが、さらに理解されるであろう。
【００８４】
　いくつかの例では、画像の自動センタリングのためのプロセスは、カメラ（例えばカメ
ラ１５００）によって画像を取り込むステップを含み得る。カメラはビューファインダ無
しとすることができる。カメラ１５００は、画像をコンピューティングシステム（例えば
コンピューティングシステム１又はコンピューティングシステム２）にワイヤレスで送信
することができる。コンピューティングシステムは、画像を処理するため、例えば画像内
の対象物の数に基づいて画像を自動センタリングするためのプロセッサ実行可能命令（例
えば命令１５３２）を含み得る。例えば、コンピューティングシステムは、画像内の対象
物の数を特定するためのプロセッサ実行可能命令を含み得る。いくつかの例では、対象物
は、人の頭部であってよい１つ以上の頭部、又は建物、他の自然若しくは人造構造物など
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の他の対象物であってよい。対象物の数の特定に続いて、コンピューティングシステムは
、いくつかの対象物から中央の対象物を決定することができる。例えば、コンピューティ
ングシステムが、画像内に５つの頭部が存在すると決定する場合、３番目の頭部となり得
る中央の頭部を中央の頭部として選択することができ、コンピューティングシステムが、
７つの頭部が存在すると決定する場合、４番目の頭部を中央の頭部として決定することが
でき、これ以後同じように続くことができる。いくつかの例では、コンピューティングシ
ステムは、画像を２つの隣接する対象物間の中央に配置するための命令を含み得る。例え
ば、偶数の対象物が特定される場合、コンピューティングシステムを、中央の２つの隣接
する物体の間の相違を分割し、画像をそこで中央に配置するように構成することができる
。いくつかの例では、コンピューティングシステムは、任意の所与の数の物体に対して中
央の物体を特定することができるルックアップテーブルを参照することができる。コンピ
ューティングシステムは、次いで、画像を中央対象物上で、又は２つの隣接する中央対象
物間の中間点で自動的に中央に配置することができる。換言すれば、コンピューティング
システムを、取り込まれた画像内の頭部の数を計数し、取り込まれた画像を中央頭部上又
は２つの隣接する中央対象物間の中間点上で中央に配置するように構成することができる
。コンピューティングシステムは、本明細書の例にしたがって中央に配置された画像修正
された画像を記憶することができる。
【００８５】
　上記の例の詳細な説明は、包括的である、又はワイヤレス電力伝送のための方法及びシ
ステムを上記で開示された形態に厳密に限定するようには意図されない。ワイヤレス電力
伝送のための方法及びシステムの特有の実施形態及びその例が例示目的のために上記で記
載されたが、当業者が認識するように、様々な等価の変形がシステムの範囲内で可能であ
る。例えば、プロセス又はブロックは、所定の順番で提示されているが、代替的な実施形
態は、異なる順番で、工程を有するルーチンを実行し、ブロックを有するシステムを使用
することができ、いくつかのプロセス又はブロックを、削除し、移動させ、追加し、細分
し、組み合わせ、及び／又は変形することができる。プロセス又はブロックは、連続的に
実行されるものとして示されているが、そうではなくこれらのプロセス又はブロックを、
並行して実行するか、又は異なる時間に実行することができる。特有の例によるベースユ
ニット、電子デバイス、又はシステムの１つ以上の構成要素を、本明細書において記載さ
れる例の任意のベースユニット、電子デバイス、又はシステムの構成要素のいずれかと組
み合わせて用いることができることが、さらに了解されるであろう。
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