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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信機に電気パワーを誘導的に送信する送信機であって、
　スタンバイモードから活性化モードへ前記送信機を活性化するための前記受信機からの
信号であって、前記受信機が前記送信機からのパワーを要求することなく、或る時間の間
前記送信機上に位置付けられて、前記送信機がスタンバイモードとなった後の、前記受信
機が前記送信機からパワーを受け取ろうとする状況を生じさせるイベントによってトリガ
されて生成された信号を受け取る信号受信コイルと、
　前記信号受信コイルによって受け取られる前記信号を検出する検出器と、
　前記信号の検出に応じて、スタンバイモードから活性化モードへ前記送信機を活性化す
るユニットと、
を有する送信機。
【請求項２】
　パワーを送信する一次コイルを有し、前記一次コイルが、前記信号受信コイルとして使
用される、請求項１に記載の送信機。
【請求項３】
　送信機からの電気パワーを誘導的に受け取る受信機であって、
　前記受信機が前記送信機からのパワーを要求することなく、或る時間の間前記送信機上
に位置付けられて、前記送信機がスタンバイモードとなった後の、前記受信機が前記送信
機からパワーを受け取ろうとする状況を生じさせるイベントによってトリガされて、信号
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を生成する信号生成器であって、前記信号は、スタンバイモードから活性化モードへ前記
送信機を活性化することを企図する、信号生成器と、
　前記送信機に前記信号を送信する信号送信コイルと、
を有する受信機。
【請求項４】
　前記信号生成器は、電気エネルギーを供給するための電力源として、
　バッテリ、及び
　機械エネルギーを電気エネルギーに変換するエネルギー変換器、
のうち少なくとも一方を有する、請求項３に記載の受信機。
【請求項５】
　前記エネルギー変換器は、圧電素子又は磁気エレメントを有する、請求項４に記載の受
信機。
【請求項６】
　前記信号生成器は、前記電気エネルギーを前記信号に変調するユニットを更に有する、
請求項４又は５に記載の受信機。
【請求項７】
　前記受信機は、前記送信機からパワーを受信する二次コイルを有し、前記二次コイルが
、前記信号送信コイルとして使用される、請求項３乃至５のいずれか１項に記載の受信機
。
【請求項８】
　送信機から受信機に誘導的にパワーを送信するシステムであって、
　前記受信機が、
　前記受信機が前記送信機からのパワーを要求することなく、或る時間の間前記送信機上
に位置付けられて、前記送信機がスタンバイモードとなった後の、前記受信機が前記送信
機からパワーを受け取ろうとする状況を生じさせるイベントによってトリガされて、信号
を生成する信号生成器であって、前記信号は、スタンバイモードから活性化モードへ前記
送信機を活性化することを企図する、信号生成器と、
　前記送信機に前記信号を送信する信号送信コイルと、を有し、
　前記送信機が、
　スタンバイモードから活性化モードへ前記送信機を活性化するための前記信号を前記受
信機から受け取る信号受信コイルと、
　前記信号受信コイルによって受け取られる前記信号を検出する検出器と、
　前記信号の検出に応じて、スタンバイモードから活性化モードへ前記送信機を活性化す
るユニットと、
を有するシステム。
【請求項９】
　送信機から受信機へ誘導的にパワーを送信する方法であって、前記送信機は信号受信コ
イルを有し、前記方法が、
　前記信号受信コイルによって前記受信機から受け取られた信号であって、前記受信機が
前記送信機からのパワーを要求することなく、或る時間の間前記送信機上に位置付けられ
て、前記送信機がスタンバイモードとなった後の、前記受信機が前記送信機からパワーを
受け取ろうとする状況を生じさせるイベントによってトリガされて生成された信号を、前
記送信機によって検出するステップと、
　前記信号の検出に応じて、スタンバイモードから活性化モードへ前記送信機を活性化す
るステップと、
を含む方法。
【請求項１０】
　前記送信機は、パワーを送信する一次コイルを有し、前記一次コイルが、前記信号受信
コイルとして使用される、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
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　送信機から受信機に誘導的に電気パワーを送信する方法であって、前記受信機は信号送
信コイル及び信号生成器を有し、前記方法は、
　前記受信機が前記送信機からのパワーを要求することなく、或る時間の間前記送信機上
に位置付けられて、前記送信機がスタンバイモードとなった後の、前記受信機が前記送信
機からパワーを受け取ろうとする状況を生じさせるイベントによってトリガされて、前記
信号生成器によって信号を生成するステップであって、前記信号は、スタンバイモードか
ら活性化モードへ前記送信機を活性化することを企図する、ステップと、
　前記信号送信コイルによって、前記送信機に前記信号を送信するステップと、
を含む方法。
【請求項１２】
　前記生成するステップは更に、
　電気エネルギーを供給するステップと、
　前記電気エネルギーを前記信号に変調するステップと、
を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記受信機は、前記送信機から電気パワーを受信する二次コイルを有し、前記二次コイ
ルが、前記信号送信コイルとして使用される、請求項１１又は１２に記載の方法。
【請求項１４】
　送信機から受信機に誘導的に電気パワーを送信する方法であって、前記受信機は信号送
信コイル及び信号生成器を有し、前記送信機は信号受信コイルを有し、前記方法が、
　前記受信機が前記送信機からのパワーを要求することなく、或る時間の間前記送信機上
に位置付けられて、前記送信機がスタンバイモードとなった後の、前記受信機が前記送信
機からパワーを受け取ろうとする状況を生じさせるイベントによってトリガされて、前記
信号生成器によって信号を生成するステップであって、前記信号は、スタンバイモードか
ら活性化モードへ前記送信機を活性化することを企図する、ステップと、
　前記信号送信コイルによって、前記送信機に前記信号を送信するステップと、
　前記送信機によって、前記信号受信コイルにより前記受信機から受け取られた前記信号
を検出するステップと、
　前記信号の検出に応じて、スタンバイモードから活性化モードへ前記送信機を活性化す
るステップと、
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、誘導パワー伝送システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、誘導パワー伝送システムは、多くのアプリケーションにおいてしばしば使用さ
れている。それらは、電気接点を用いずに、装置にパワー供給し又はバッテリを充電する
ことを可能にする。
【０００３】
　誘導パワー伝送システムは、例えば国際公開第２００８／０５０２６０号パンフレット
から知られているように、誘導結合の助けを借りて、実現される。このようなシステムは
、概して、少なくとも１つの送信機コイル（一次コイルとも呼ばれる）を有する送信機（
「送信装置」とも呼ばれる）を有する。送信機コイルは、作動されることができ、それに
よって交番磁界を生成する。誘導パワーシステムは更に、充電され又はパワー供給される
ことができる受信機（「受信装置」とも呼ばれる）を有する。パワーを受け取るために、
受信機は、送信機コイルと結合される受信機コイル（二次コイルとも呼ばれる）を備える
。少なくとも１つの送信機コイルにより供給される交番磁界は、受信機コイルに電圧を誘
導する。この電圧は、受信機の負荷を駆動することができ、例えばバッテリを充電し、又
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は照明を点灯させ、又はモバイル装置にパワー供給することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　通常、パワーを節約するために、送信機がいずれの受信機にもパワーを送信しない場合
、送信機は、「スリーピングモード」又は「非活性モード」とも呼ばれることができるス
タンバイモードにセットされる。スタンバイモードでは、送信機全体がパワーオフされ、
又はコンポーネントの少なくとも大部分がパワーオフされる。送信機が、例えばパワー送
信を開始するためにスタンバイモードにあるとき、送信機又は送信機の検出ユニットは、
受信機の存在を検出するために定期的にパワーオンされることができる；受信機の検出に
応じて、送信機は、受信機と通信し受信機を検証するために、活性化される。受信機が有
効な装置である場合、送信機は、パワー送信を始める。「スタンバイモード」とは異なり
、送信機が受信機と通信するために及び／又は受信機にパワーを送信するためにパワーオ
ンされるステータスは、「活性化モード(activated mode)」と呼ばれる。
【０００５】
　受信機が、パワーを要求することなく非常に長い時間の間送信機上に位置付けられる状
況がありうる。送信機は、受信機がパワーを必要とするかどうかをチェックするために、
規則的に活性化される必要がある。これは、装置がパワーを必要とするかどうかをチェッ
クするために、例えば５分又はそれ以上の長い時間間隔を適用することによって、パワー
を節約することができる。ユーザ又はアプリケーションがワイヤレスパワーの速い又は瞬
時の活性化を必要とする場合、これは便利でない。ユーザは、例えば、移動電話が送信機
上に位置付けられている限り、移動電話を完全に充電させることを望みうる。発呼が到来
する場合、移動電話は、そのバッテリからパワーを消費し始める。ハンズフリーモードが
オンにされる場合、電力消費は増大する。この場合、送信機は、バッテリが部分的に放電
されることを防ぐために、迅速に活性化される必要がある。
【０００６】
　別の例は、直接的なパワーを必要とする装置であって、バッテリを有さず又はエネルギ
ーを蓄積するためにほんの小さなバッテリ等を有する装置である。例えば、装置は、ユー
ザによってスイッチオンされるランプ又は同様のものでありうる。その場合、受信機は、
瞬時に活性化されなければならない。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の目的は、受信機によって、スタンバイモードにある送信機を活性化モードに活
性化する方法及びシステムを提案することである。
【０００８】
　このために、第１の見地により、送信機から受信機に誘導的にパワーを送信する方法が
提案される。この方法において、受信機は、信号発生器及び信号送信コイルを有し、送信
機は、信号受信コイルを有する。方法は、
  受信機が送信機からパワーを受け取ろうとする状況を生じさせるイベントによってトリ
ガされて、前記信号発生器によって信号を生成するステップであって、前記信号は、スタ
ンバイモードから活性化モードへ前記送信機を活性化することを企図する、ステップと、
  前記信号送信コイルに前記信号を送信するステップと、
  信号受信コイルに電圧又は電流を誘導することを通じて前記信号受信コイルにより受信
される信号を、前記送信機によって検出するステップと、
  前記信号の検出に応じて、スタンバイモードから活性化モードへ送信機を活性化するス
テップと、
を含む。
【０００９】
　要するに、本発明は、送信機の活性化（本発明のコンテクストにおいて、「ウェークア
ップする」及び「活性化する」という語は交換可能である）が受信機側から起動されるこ
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とを実現するために、送信機の信号受信コイルと結合される受信機の信号送信コイルを使
用するソリューションを提案する。送信機の活性化が、送信機自体によって、例えば受信
機の存在を検出することによって起動されるソリューションと比較して、受信機が送信機
のウェークアップを起動するソリューションは、幾つかの状況においてより便利である。
例えば：
ａ．受信機を有するランプ－ランプがそれ自体のスイッチを使用してスイッチオンされる
場合、受信機が、送信機をウェークアップさせる；
ｂ．移動電話－到来する発呼が、送信機をウェークアップさせる；
ｃ．アラームクロック／ラジオ／ウェークアップ照明－装置は、或る特定の時間にウェー
クアップされる；
ｄ．ラップトップ－ラップトップがオンにされ、又はスタンバイ状態からウェークアップ
される；ラップトップのステータス変化が、送信機のウェークアップをトリガする。
【００１０】
　受信機が常駐する上述のモバイル装置が、送信機上に位置付けられており、多くの時間
量の間パワーを必要とせず、送信機が、パワーを節約するためにスタンバイモードに入る
と、上述のイベントは、ユーザからの追加のアクションが求められることなく、送信機の
ウェークアップをトリガするために使用されることができる。
【００１１】
　本発明は更に、送信機及び受信機を有し、受信機によって送信機のウェークアップを起
動するシステムを提案する。
【００１２】
　このために、スタンバイモードから活性化モードへ前記送信機を活性化するための信号
を受信する信号受信コイルと、前記信号受信コイルにより受信される信号を検出する検出
器と、前記信号の検出に応じて、スタンバイモードから活性化モードへ送信機を活性化す
るユニットと、を有する送信機が提案される。
【００１３】
　受信機が送信機からパワーを受け取ろうとする状況を生じさせるイベントによって受信
機がトリガされる場合に信号を生成する信号発生器であって、前記信号は、スタンバイモ
ードから活性化モードへ前記送信機を活性化することを企図する、信号生成器と、前記送
信機に前記信号を送信する信号送信コイルと、を有する受信機が提案される。
【００１４】
　有利には、本発明は、送信機の一次コイルを信号受信コイルとして使用し、受信機の二
次コイルを信号送信コイルとして使用することにより、送信機及び受信機によって必要と
されるコンポーネントを低減することを提案する。
【００１５】
　信号を生成するために、受信機は、電気エネルギーを必要とする。本発明は更に、バッ
テリ又は電源内蔵型素子、すなわち機械エネルギーを電気エネルギーに変換するエネルギ
ー変換器を使用することを提案する。
【００１６】
　本発明の詳細な説明及び他の見地が以下に与えられる。
【００１７】
　本発明の特定の見地は、以下に記述され、添付の図面に関連して考察される実施形態を
参照して説明される。図面において、同一の部分又はサブステップは同様に示されている
。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態による送信システムのブロック図。
【図２】本発明の一実施形態による受信機により送信機を活性化するためのフローチャー
ト。
【図３】送信機を活性化するための送信機の回路の例を示す図。



(6) JP 5792168 B2 2015.10.7

10

20

30

40

50

【図４】受信機によって送信機を活性化するシステムの例を示す図。
【図５】受信機によって送信機を活性化するシステムの例を示す図。
【図６】受信機によって送信機を活性化するシステムの例を示す図。
【図７】受信機によって送信機を活性化するシステムの例を示す図。
【図８】送信機内のコントローラを活性化する信号検出回路の例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は、本発明の一実施形態による送信システムのブロック図を示している。システム
は、送信機１１及び受信機１０を有する。本発明を説明するために、受信機１０は、送信
機１１からのパワーを要求することなく、或る時間の間送信機１１の表面上に位置付けら
れており、送信機１１は、パワーを節約するためにスタンバイモードにあるものとする。
【００２０】
　送信機１１は、受信機１０にパワーを誘導的に送信するためのパワー送信ユニット１１
６を有する。送信機１１がスタンバイモードにあるとき、パワー送信ユニット１１６はス
イッチオフされる。
【００２１】
　受信機１０は、送信機１１から誘導的に電気パワーを受け取るためのパワー受信ユニッ
ト１０１を有する。モバイル装置に含まれた又はモバイル装置に接続された受信機１０は
、送信機１１からワイヤレスでパワーを受け取り、受け取ったパワーをモバイル装置の負
荷に供給するために使用される。モバイル装置は、例えばバッテリ、移動電話、ラップト
ップ、ランプ等でありうる。
【００２２】
　受信機１０は更に、信号送信コイル１０３を有し、送信機１１は、信号受信コイル１１
２を含む。信号送信コイル１０３は、信号受信コイル１１２に結合され、すなわち２つの
コイルは、非常に接近している。
【００２３】
　モバイル装置が、受信機１０が送信機１１からパワーを受け取ることを必要とする場合
、最初に、送信機が、スタンバイモードから活性化される必要があり、すなわち、送信機
１１が、「ウェークアップされる」ことを必要とする。言い換えると、送信機１１のステ
ータスが、スタンバイモードから活性化モードへ変更されなければならない。活性化モー
ドは、スタンバイモードとは相反するものである。活性化モードでは、例えば送信ユニッ
ト１１６のような送信機の主要なコンポーネントがパワーオンされ、送信機１１は、受信
機１０と通信する及び／又は受信機１０にパワーを送信することが可能である。
【００２４】
　本発明に従って受信機によって送信機１１の活性化を起動するために、受信機１０は、
信号発生器１０２及び信号送信コイル１０３を有する。
【００２５】
　図２は、受信機１０によってスタンバイモードから活性化モードへ送信機１１を活性化
するためのフローチャートを示している。ステップ２０１において、信号生成器１０２は
、受信機１０がパワーを要求する状況を生じさせるイベントによってトリガされることに
より、信号を生成するように構成される。信号は、送信機１１を、スタンバイモードから
活性モードへ活性化する（ウェークアップさせる）ことを企図する。生成された信号は、
信号送信コイル１０３に供給される。ステップ２０２において、信号は、信号送信コイル
１０３と信号受信コイル１１２との間の誘導結合を通じて、受信機１０から送信機１１に
送信される。
【００２６】
　受信機１０に生じるイベントは、多くのそれぞれ異なるイベントの如何なるものであっ
てもよい。例えば、受信機１０が移動電話に常駐する場合、到来する発呼が、パワーの要
求を生じさせるイベントでありうる。受信機１０がラップトップに常駐する場合、ラップ
トップのステータス変更（例えばスタンバイモードからウェークアップモードへの変更）



(7) JP 5792168 B2 2015.10.7

10

20

30

40

50

が、パワーの要求を生じさせるイベントでありうる。受信機１０がランプに常駐する場合
、ランプをオンにすることが、パワーの要求を生じさせるイベントでありうる。要するに
、受信機がパワーを必要とする状況を生じさせる如何なるイベントも、信号生成器１０２
をトリガして信号を生成し、信号送信コイル１０３に生成された信号を供給するイベント
として、使用されることができる。
【００２７】
　信号生成器１０２により生成される信号は、例えば電圧パルス、一連の電圧パルス、電
圧ステップ又は任意の他のタイプの交番電圧でありうる；信号送信コイル１０３に供給さ
れる信号は、信号送信コイル１０３に磁界を生成する。
【００２８】
　信号を生成するために、生成ステップ２０１は、電力源１０４によって電気エネルギー
を供給するステップ２１１を有する。送信機１１を活性化するために受信機１０により生
成される信号は、強いものである必要はなく、長時間の間信号を供給する必要はない。従
って、信号を生成するために必要とされる電気エネルギーは非常に低いものである。
【００２９】
　電力源１０４は、例えば信号生成器１０２にパワーを供給するための専用の小さいバッ
テリでありうる。
【００３０】
　代替として、電力源１０４は、受信機１０が常駐するモバイル装置の負荷バッテリであ
りうる。このような負荷バッテリは、受信機によって送信機１１から受け取られるパワー
を蓄積するために使用され、これは、通常、信号を生成するのに充分な残りの電気エネル
ギーを有する。負荷バッテリが信号生成器と接続されている場合、それは、受信機１０の
パワー受信ユニット１０１から分離されなければならない。
【００３１】
　代替として、電力源１０４は、機械エネルギーを電気エネルギーに変換するエネルギー
変換器でありうる。このようなエネルギー変換器は、例えば圧電素子又は磁気エレメント
を有する。
【００３２】
　圧電素子は、機械エネルギーから電気エネルギーを生成するために圧電効果を使用する
。圧電効果（ピエゾ電気）は、印加される機械ストレスに応じて電界又は電位を生成する
ための、材料（特に結晶、特定のセラミック、及び骨、ＤＮＡ及びさまざまなタンパク質
のような生物学的物質）の性能である。効果は、材料のボリューム内の分極密度の変化に
密接に関連する。材料が短絡されない場合、印加されたストレスは、材料の両端に電圧を
誘導する。
【００３３】
　例えば、受信機１０がランプに常駐する場合、圧電素子がランプのスイッチに機械的に
接続され、又はスイッチが圧電素子を有し、従って、スイッチがユーザにより押されると
（ユーザがランプをスイッチオンしたいことを意味する）、圧電素子もまた押される。そ
の結果、電気エネルギーが生成される。この例において、ユーザによるスイッチの押圧は
、受信機がパワーを必要とすることを生じさせるイベントであり、よって、電気エネルギ
ーが機械エネルギーから変換され、電気エネルギーは処理されて信号になり、すなわち、
受信機は、イベントの出現時に信号を生成する。
【００３４】
　磁気エレメントは、一般に、互いに相対的に移動するコイル及び磁石を有する。例えば
、磁石が、コイルに向かって移動される。磁界の変化は、コイルに電流を誘導する。上述
の例において、ランプのスイッチは、磁気エレメント、すなわち磁石及びコイル、を有す
るとともに、磁石が、スイッチのボタン又は動作ハンドルと直接的又は間接的に接続され
ている場合、ユーザがボタンを押すと、磁石は、コイルと相対的に移動し、それゆえ電気
エネルギーを生成させる。
【００３５】
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　これらの例では、ランプのスイッチ、又は機械エネルギーを受け取り変換する同様のコ
ンポーネントは、電力源１０４のコンポーネントでもある。
【００３６】
　電気エネルギーは、それが信号の必要とされる特性を有する場合、送信機を活性化する
ための信号として、信号生成器１０２によって直接的に出力されることができる。信号の
特性は、例えばパワーの大きさ、電流又は電圧の振幅、電圧パルスの周波数等でありうる
。
【００３７】
　代替として、信号生成器１０２は、ユニット１０５を含むことができ、すなわち電力源
１０４により供給される電気エネルギーを変調（ステップ２２１）する変調器を含むこと
ができる。生成されたエネルギーは、適切な信号を生成するように変調されることができ
る。変調器１０５は、例えば、コントローラにより制御されるスイッチでありうる。スイ
ッチのオン／オフ頻度に依存して、電気エネルギーは、電圧パルス又は他のタイプの信号
に変調されることができる。信号生成器１０２は、信号送信コイル１０３に信号を出力す
る。
【００３８】
　送信機１１は、受信機にパワーを送信するためのパワー送信ユニット１１６を含む。送
信機１１は更に、受信機とデータ通信するための通信ユニットを含みうる。送信機１１が
スタンバイモードにあるとき、送信ユニット１１６及び通信ユニットは、作動されない。
送信機１１をウェークアップするために、通信ユニット及び／又は送信ユニット１１６が
、作動される（スイッチオンされる）べきである。
【００３９】
　上述したように、送信機１１は、受信機１０から送られる信号を受け取るための信号受
信コイル１１２を含む。受信機１０から送られる信号を受け取ると、送信機１１は、スタ
ンバイモードから活性化モードへ変わる。
【００４０】
　生成器１０２により生成された信号は、信号送信コイル１０３に磁界を生成し、従って
信号が、信号受信コイル１０３に結合されている信号受信コイル１１２に誘導される。誘
導される信号は、例えば電圧パルスでありうる。
【００４１】
　送信機１１は、信号受信コイル１１２によって受け取られる信号を検出（ステップ２０
３）するための検出器１１４を含む。
【００４２】
　上述の例において、ユーザがランプをスイッチオンすると、信号生成器１０２は、信号
送信コイル１０３に信号を送り、信号送信コイル１０３が磁界を生成する。この磁界は、
信号受信コイル１１２に電圧を誘導する。検出器１１４は、この電圧を検出することが可
能である。
【００４３】
　送信機１１は、前記信号の検出に応じて、スタンバイモードから活性化モードへ送信機
を活性化（ステップ２０４）するためのウェークアップユニット１１５を更に含む。言い
換えると、ウェークアップユニット１１５は、信号受信コイル１１２における信号の検出
によってトリガされる。検出器１１４及びウェークアップユニット１１５は、例えば信号
受信コイル１１２に接続されるＦＥＴ（電界効果トランジスタ）のようなスイッチにより
実現されることができる。信号受信コイル１１２に誘導される（受信される）信号は、送
信機１１が活性化されるように電界効果トランジスタを切り替える。検出器１１４は、任
意の検出回路又はセンサにより実現されることができ、ウェークアップユニット１１５は
、ソフトウェア又はマイクロプロセッサにより制御されるスイッチを有する回路によって
実現されることができる。
【００４４】
　図３は、送信機を活性化するためのウェークアップユニット１１５の例を示している。
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図３に示されるように、送信機がスタンバイモードにあるとき、スタンバイ電力消費をし
ばしば支配するバイアス電源３０３はＡＣスイッチＫ１によってスイッチオフされる。こ
の状態の間、コントローラ３０１及び検出回路３０２（検出器）のみが、キャパシタＣ１
に蓄積されているエネルギーからパワー供給される。このサブシステムは、これらの２つ
のコンポーネントのみが蓄積キャパシタからパワー供給されることを確実にするために、
スイッチＫ２によって送信機の残りのエレクトロニクスから切り離されている。コントロ
ーラ上で走る小さいプログラムが、その供給電圧、すなわちキャパシタ両端の電圧がなお
充分に高いかどうかを周期的にチェックする。充分に高くない場合、両方のスイッチが、
蓄積キャパシタＣ１を充電し直すために短い期間の間閉じられる。このようにして、コン
トローラ３０１及び検出器３０２は、常にパワー供給されるが、コンポーネントの残りの
ものはスタンバイモードではパワー供給されない。
【００４５】
　常閉スイッチの使用は、コールドスタート問題を軽減する。すなわち送信機が電源プラ
グにまず接続されるときに、送信機表面上のデバイスがパワーを要求せず又は送信機表面
上にデバイスが存在しない場合、送信機は、システムがスタンバイモードに入るべきであ
るとコントローラが判定するまで、充分にパワー供給される。
【００４６】
　例えば或る信号である刺激信号ＳＷＫが送信機に印加され、検出回路３０２により検出
されると、検出回路３０２は、コントローラ３０１に、送信機がウェークアップされるべ
きであることを示す信号を送り、送信機がウェークアップされる。コントローラ３０１は
、送信機エレクトロニクス全体にパワー供給するために、両方のスイッチＫ１及びＫ２を
閉じる。
【００４７】
　有利には、印加される刺激信号ＳＷＫは、ワイヤレスパワー送信機において、送信機表
面上に受信機が配置されていることを示すべきである。
【００４８】
　信号送信コイル１０３及び信号受信コイル１１２は、信号を送信するための専用のコイ
ル及び信号を受け取るための専用のコイルでありうる。
【００４９】
　好適には、送信機はスタンバイモードにあり、それゆえ一次コイルは、パワーを送信す
るために使用されないので、一次コイルは、信号受信コイルとして使用されることができ
る。同様に、送信機１１がスタンバイモードにある場合、受信機１０は、送信機１１から
パワーを受け取らないので、受信機１０の二次コイルが、信号送信コイル１０３として使
用されることができる。言い換えると、受信機１０の二次コイル及び送信機１１の一次コ
イルの機能が逆転する。この実施形態は、コンポーネントを節約する利点を有する。
【００５０】
　一次コイルが、信号受信コイルとして使用され、２以上の送信機コイルがある場合、受
信機に極めて近いただ１つの送信機コイルが、信号を受け取る。通常、ただ１つのコイル
がこの電圧を受け取るので、誘導された電圧は、送信機１１をウェークアップするだけで
なく、受信機１０の位置情報をも提供する。
【００５１】
　送信機システムが、２以上の送信機コイルを含む場合、２以上の送信機コイルがウェー
クアップされることが起こりうる。幾つかの可能性が存在する：
－ウェークアップ信号を受け取るすべてのセルが、アクティブになり、パワー送信に寄与
する。利点は、この方法を実現するのが簡単であることである。しかしながら、受信機に
よってシールドされていないコイルが活性化され、従って、不所望の磁気放出を生成する
ことが起こりうる。更に、パワー効率は、非常に弱いものでありうる。なぜなら、あるコ
イルは、パワー送信に貧弱にしか寄与しないことがあるからである。
－最も大きい信号を受け取るセルがアクティブになる。
－セルは、受信機と交渉し始め、その後にのみ、当該セルがアクティブになる。
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【００５２】
　図４は、信号受信コイル及び信号送信コイルとして送信機の一次コイル及び受信機の二
次コイルをそれぞれ使用するシステムの例を示している。
【００５３】
　図４において、送信機４１の一部が示され、受信機４０の一部が示されている。図４は
、ただ１つの送信機コイルに限られているが、より多くの送信機コイルが、送信機内に常
駐しうる。送信機コイルＬｔは、受信機コイルＬｒに疎結合されている。送信機は、送信
機コイルと共に共振回路を形成するためのキャパシタＣｔを含む。
【００５４】
　受信機４０は、パワー伝達効率を改善するための共振回路を形成するように直列キャパ
シタＣｒを含む。
【００５５】
　送信機４１は更に、複数の目的を有する電流センサＡを含む。電流センサは、パワー伝
達を受信機のニーズに適応させるために、制御ループ内で必要とされる動作ポイントを測
定するために使用される。電流センサは更に、データ通信のための受信機による負荷の変
調を検出するために、電流変化を測定するように利用される。
【００５６】
　送信機４１は更に、共振回路Ｃｔ、Ｌｔを駆動するためのハーフブリッジＳ１、Ｓ２と
、パワー伝達のための動作パラメータを設定するようにハーフブリッジに制御信号に供給
するコントローラ（図示せず）と、を有する。
【００５７】
　受信機４０は、図４に、４つのダイオード及びキャパシタＣとして図示される整流器を
含む。受信機４０は更に、送信機に制御データを通信する目的で、図４においてＲ１及び
Ｓ４として示される負荷変調エンティティを含む。スイッチＳ３は、モバイル装置の標的
負荷に接続されることができ、標的負荷は、例えばバッテリＢ、バッテリ用の充電ユニッ
ト（図示せず）、又は１又は複数のパワーＬＥＤ用のドライバ（図示せず）でありうる。
【００５８】
　スイッチＳ５及びＳ６は、送信機４１を活性化するための信号（ウェークアップ信号）
を生成する目的で付加されている。
【００５９】
　スイッチＳ５が短時間の間閉じられていて、スイッチＳ６も閉じられている場合、受信
機の共振回路を動作させるウェークアップパルス電流が生成される。Ｌｒ及びＬｔが結合
されるので、ウェークアップ信号は、送信機Ｌｔ、Ｃｔの共振回路へ伝達される。その結
果、電流が、送信機コイルＬｔを通じて流れ、これは、電流センサＡにより検出される。
好適には、スイッチＳ２は、この目的で、閉じられた状態に保たれる。電流の検出は、図
３に示されるように、ウェークアップ回路をトリガする。代替として、誘導された電圧は
、ウェークアップ回路をトリガするために直接的に使用される。その場合、スイッチＳ２
は、好適には、開いた状態に保たれる。図４において、信号を生成するためのエネルギー
が、バッテリＢから導かれる。バッテリＢに代わって、例えば上述したようなエネルギー
変換器でありうる別の電力源を使用することも可能である。
【００６０】
　信号は、（結合された）送信機共振回路によって決められる共振周波数に対応するパル
ス周波数に拡張されることができる。これは、送信機において信号レベルを増大すること
を可能にする。更に、送信機は、前記信号の周波数を通過させ、他の周波数を阻止するよ
うに設計される周波数フィルタを含むことができる。図５は、半同期整流器を有する実施
形態を示す。下半分のダイオードが、スイッチ（Ｓ６及びＳ７）と置き換えられている。
コントローラ回路（図示せず）は、整流の目的でこれらのスイッチの切り替えを制御する
。この実施形態において、ただ１つの追加のスイッチが、ウェークアップ信号を生成する
ために必要とされる。スイッチＳ５が信号を生成するために短時間閉じられている間、ス
イッチＳ６が、閉じられる必要がある。



(11) JP 5792168 B2 2015.10.7

10

20

30

40

50

【００６１】
　図６は、全同期整流器を有する一実施形態を示している。すべてのダイオードが、スイ
ッチ（Ｓ５、Ｓ６、Ｓ７、Ｓ８）と置き換えられている。スイッチＳ６に加えて、スイッ
チＳ５がパルスを生成するために短時間閉じられる間、スイッチＳ３が閉じられる必要が
ある。この実施形態において、信号を生成するための追加のコンポーネントは必要とされ
ない。
【００６２】
　図７は、本発明の別の実施形態をしている。スイッチＬｓｗｉｔｃｈは、この例では、
例えば圧電素子を有するスイッチのような誘導性スイッチである。スイッチＬｓｗｉｔｃ
ｈは、電気スイッチＳ１に機械的に結合されている。通常、Ｓ１は、負荷がパワーを受け
取ることができるように、ＲＬにより表される受信機の負荷を、受信機コイルＬＲｘ及び
共振キャパシタＣＲｘを含む受信機回路に接続する。スイッチＬｓｗｉｔｃｈは分離され
ており、従ってパワーを消費しない。スイッチＬｓｗｉｔｃｈが使用される場合、Ｓ１も
変更される。次に、受信機コイルは、スイッチＬｓｗｉｔｃｈに接続されるが、負荷から
分離されている。このように、生成された電圧は、受信機ＬＲｘのコイルに流れるが、そ
れは、負荷ＲＬに影響を及ぼさない。
【００６３】
　電圧パルスは、磁気パルスを生成し、これは、送信機ＬＴｘのコイルの電圧を誘導する
。スタンバイモードにおいて、スイッチＳ２は開いており、トランジスタＴｓｗは、ベー
ス電圧をもたず、開いている。回路は、パワーを消費しない。更に、電界効果トランジス
タ（ＦＥＴ）ＴＨ及びＴＬにより表される生成器の２つのスイッチは開いている。誘導さ
れた電圧パルスは、ＣＴｘ及びダイオードＤ１を通過し、キャパシタＣ１を充電させ、そ
れにより、電圧が、Ｔｓｗのベースダイオードの閾値電圧より高くなるようにして、Ｔｓ
ｗが導通状態になるようにする。誘導された電圧パルスが終わった場合でも、キャパシタ
Ｃ１は、しばらくの間電圧を供給し続ける。Ｔｓｗが導通している場合、スイッチＳ２は
閉じられ、送信機回路は、格子電圧Ｖｇｒｉｄからパワー供給される。すぐに、コントロ
ーラは、Ｔｓｗを導通状態に保つように、Ｄ２に沿って他の電圧を供給する。コントロー
ラは、送信機回路に交流電流を生成し伝達パワーを生成するために、パワートランジスタ
ＴＨ及びＴＬを交互にスイッチングし始める。より進歩した実施形態において、コントロ
ーラは、直ちにパワー送信を始めないが、パワーが本当にスイッチオンされるべきかどう
かを判定するために受信機と通信する。通信手段は、図面に示されていない。受信機が有
効な受信機としてそれ自体を識別することができ、すべての他の必要なパラメータが交換
される場合、パワーがスイッチオンされる。受信機がそれ自体を検証することができない
場合、送信機セルは、再び待機状態に入る。図７に示される実施形態において、コントロ
ーラは、Ｄ２において、電圧をスイッチオフする。すぐに、Ｃ１が放電され、Ｔｓｗが開
く。従って、システムはスタンバイモードになる。
【００６４】
　図８は、検出器の例示の実現例を示している。ウェークアップ信号が存在しない場合、
コントローラへの信号は、ＤＣ電圧Ｖに等しい。弱いウェークアップ信号Ｓｗｋは、演算
増幅器Ａにより増幅される。増幅された信号は、ダイオードＤを介してキャパシタＣを充
電させる。キャパシタの電圧が閾値に達する場合、トランジスタＴは、電圧をグラウンド
に引き下げるとともに、コントローラをトリガして送信機をパワーオンする（活性化する
）。
【００６５】
　本発明は、プログラム可能なコンポーネントを用いてハードウェア及び／又はソフトウ
ェアにおいて実現されることができることに留意すべきである。
【００６６】
　上述の説明において、明確さのために、本発明の実施形態は、それぞれ異なるコンポー
ネント、機能ユニット及びプロセッサに関して記述されていることが分かるだろう。しか
しながら、それぞれ異なる機能ユニット又はプロセッサの間の機能の任意の適切な分配が
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、本発明から逸脱することなく使用されることができる。例えば、別個のユニット、プロ
セッサ又はコントローラにより実施されるように示されている機能は、同じプロセッサ又
はコントローラにより実施されることができる。それゆえ、特定の機能ユニットの言及は
、厳密な論理的若しくは物理的構造又は組織化の標示としてではなく、記述された機能を
提供するための適切な手段の言及としてのみ理解されることができる。
【００６７】
　本発明は、幾つかの実施形態に関連して記述されているが、ここに示される特定の形態
に限られることを意図しない。付加的に、特徴は、特定の実施形態に関連して記述されて
いるようにみえうるが、当業者であれば、記述された実施形態のさまざまな特徴が本発明
に従って組み合わせられることが可能であることを認めるであろう。請求項において、有
する、含む、という語は、他の構成要素又はステップの存在を除外しない。
【００６８】
　更に、個別に列挙されているが、複数の手段、構成要素又は方法ステップは、例えば単
一ユニット又はプロセッサにより実現されることができる。付加的に、個別の特徴が、そ
れぞれ異なる請求項に含まれうるが、これらは、有利に組み合わせられることが可能であ
りえ、異なる請求項における包含は、特徴の組み合わせが実現可能でない及び／又は有利
でないことを示さない。更に、１つのカテゴリ請求項における特徴の包含は、このカテゴ
リに対する限定を示さず、特徴が必要に応じて他の請求項のカテゴリにも等しく適用でき
ることを示す。更に、請求項における特徴の順序は、特徴が機能しなければならない特定
の順序を示すものではなく、特に、方法の請求項における個別のステップの順序は、それ
らのステップがこの順序で実施されなければならないことを示すものではない。そうでは
なく、ステップは、如何なる適切な順序で実施されることもできる。更に、単数形の言及
は、複数性を除外しない。「a」、「an」、「第１」、「第２」の言及は、複数性を妨げ
ない。明確にする例として与えられているだけである参照符号は、いかなる形であれ請求
項の範囲を制限するものとして解釈されるべきでない。
【図１】 【図２】
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