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(57)【要約】
一次機能を実行するための一次電気負荷を有する電気装
置であって、さらに、外部電気負荷に配線された二次誘
電コイルと誘電的に結合するための誘導電力アウトレッ
トからなる電気装置。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
電源と一次電気負荷に対する接続部からなる電気装置であって、
前記電気装置は付加的に、少なくとも１つの誘導電力アウトレットからなり、
前記誘導電力アウトレットは、
ａ．前記電源に接続可能で、振動電圧を供給するための少なくとも１つのドライバと、
ｂ．前記ドライバに接続し、二次電気負荷に配線された外部の二次誘電コイルと誘電的に
結合するための少なくとも１つの一次誘電コイルとからなる電気装置。
【請求項２】
前記電源は電源からなる請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記電源は前記電気装置と一体化されている請求項１に記載の装置。
【請求項４】
前記電源は少なくとも１つの電気化学動力電池からなる請求項１に記載の装置。
【請求項５】
前記誘導電力アウトレットは付加的に、前記一次誘電コイルと前記二次誘電コアの間に磁
束誘導を提供するための少なくとも１つの第一の強磁性体コアからなる請求項１に記載の
装置。
【請求項６】
前記一次負荷は、電気ヒータ、電気モータ、冷却装置、コンプレッサ、表示装置、ラウド
スピーカ、電気時計、電磁変換器、およびコンピュータからなるグループから選択される
請求項１に記載の装置。
【請求項７】
冷蔵庫、冷凍庫、皿洗い機、オーブン、電子レンジ、洗濯機、乾燥機、コピー機、コンピ
ュータ、プリンタ、スキャナ、テレビ、家庭用娯楽機器、オーディオプレーヤ、およびビ
デオプレーヤからなるグループから選択される請求項１に記載の装置。
【請求項８】
前記誘導電力アウトレットは、前記電気装置のほぼ平坦な部分に組み込まれている請求項
１に記載の装置。
【請求項９】
さらに、前記外部二次誘電コイルを前記一次誘電コイルと一直線上になるように機械的に
取り付けるための取り付け手段からなる請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
前記誘導電力アウトレットは付加的に、前記電力アウトレットと、前記二次コイルからな
る二次装置との間でデータを交換させるデータチャネルからなる請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
前記誘導電力アウトレットの配列からなる請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
前記ドライバは、前記複数の一次誘電コイルに接続される請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
前記電源は、前記装置に配線され、二次電源に配線された外部一次誘電コイルと結合する
ためのさらなる二次誘電コイルからなる請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
第一の電気負荷に配線された電源から配電するための方法であって、
前記方法は、
ａ．少なくとも１つの誘電電力アウトレットを、前記第一の電気負荷と並列に配線させる
工程であって、前記誘電電力アウトレットは、
ｉ．少なくとも１つの一次誘電コイルと、
ｉｉ.振動電圧を前記一次誘電コイルに供給するための少なくとも１つのドライバとから
なり、
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ｂ．前記一次誘電コイルを第二の電気負荷に配線された外部二次誘電コイルに誘電的に結
合させる工程とからなる方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、誘導電力設備に関連し、さらに詳細には、ホスト電気装置に載置された誘導
電動アウトレットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気装置を作動させるためには、電源に接続する必要がある。バッテリなどの内部電源
を担持していない限り、この電気装置は電力を供給するために重要なインフラストラクチ
ャに依存することになる。電力供給インフラストラクチャは典型的に、電源に接続された
電動アウトレットからなる。電気装置に接続された電気ケーブルは典型的に、プラグ・ソ
ケット・コネクタを介して電源から電力を取る。
【０００３】
　最近は家庭および職場環境の両方に電気装置が急速に普及してきている。現代のキッチ
ンにおいては、例えば、オーブン、冷蔵庫、皿洗い機、洗濯機、および乾燥機などの多く
の高出力装置に、また今では贅沢品ではなく必要品とみなされることが多いトースタ、電
気ケトル、ミキサなどの種々の調理台の器具にも電力を供給する必要がある。これらの高
出力装置は通常、高電流の電源コンセントに固定され、配線で接続されている。一方、器
具は多くの場合、移動可能であり、食器棚にしまいこまれ、必要な場合に調理台の上に出
される。
【０００４】
　これらの装置への電力供給を要求されるインフラストラクチャは必ずしも増加する電力
需要に追いついているとは言えない。多くのキッチンにおいて、このような装置は、単一
の電動アウトレットを共有する必要がある場合が多い。多数の電気装置を電源コンセント
に接続するために、電源コードが使われることがある。電源コードは、単一のプラグ・ソ
ケット・コネクタを介してすべてが電源コンセントに接続される多数のソケットを備えて
いる。
【０００５】
　電力ケーブルは便利ではあるが、重大な危険を呈する可能性がある。単一のプラグ・ソ
ケット・コネクタは通常、単一の装置に電力を供給するように設計されている。多数の器
具のプラグを単一のコネクタに差し込むと、このコネクタには過剰な負担がかかり、熱を
帯びたり、火災さえも起こしたりすることがある。これは、装置が定期的にソケットに差
し込まれたり、ソケットから抜かれたりする場合に特に問題となる。プラグ・ソケット・
コネクタから装置を引き抜いて電源から電気負荷を切り離すことによって、コネクタを損
傷する火花が生成される可能性があり、これによってコネクタが過剰に過熱することがあ
る。電気ケトルなどの小型の器具は、高電流を要求するにもかかわらず引き抜く必要があ
る。特にキッチン環境においては、電力ソケットの数が増えれば増えるほど、水が電力ソ
ケットにこぼれる機会も増える。この危険を減少させるために、導電電力コネクタではな
く誘導電力コネクタを使用することが提案されてきた。
【０００６】
　誘電電力カップリングは、伝導経路を介さずにエネルギーを電源から電気負荷に伝達す
る。誘導コイルとドライバは電源に配線されている。このドライバは誘電カップルの一次
コイルとして機能する誘電コイルに振動電位を印加する。振動電位は一次コイルに近接し
て設置された二次コイルに振動電流を誘導する振動磁界を誘導する。このようにして電気
エネルギーは、２つのコイルが伝導的に接続されることなく、電磁誘導によって一次コイ
ルから二次コイルに送られる。二次コイルに直列に配線された電気負荷は、二次コイルが
一次コイルに伝導的に接続されたとき、電源からエネルギーを引き出す。
【０００７】
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　コネクタ間には伝導経路が存在しないため、誘電電力コネクタは火花を散らさない。さ
らに水分が接続に浸透することを防ぐために誘電電力アウトレットの電気成分を密封する
ため、誘電電力アウトレットは湿った環境でも安全である。それでもなお誘電電力アウト
レットは、一般的に既存の電力線によって利用可能ではないドライバや誘電コイルなどの
付加的なインフラストラクチャを要求する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　付加的なインフラストラクチャを必要とせず、また既存のメインズ動力線と一体化可能
な誘電電力アウトレットが必要となる。本発明はこの必要性について取り上げる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の目的は、解決策として、電源と一次電気負荷に対する接続部からなる電気装置
を提供することにある。ここで、この電気装置は付加的に、少なくとも１つの誘導電力ア
ウトレットからなり、この誘導電力アウトレットは、電源に接続可能で振動電圧を供給す
るための少なくとも１つのドライバと、このドライバに接続し、二次電気負荷に配線され
た外部の二次誘電コイルと誘電的に結合するための少なくとも１つの一次誘電コイルとか
らなる。
【００１０】
　典型的に、電源はメインズ動力線からなる。あるいは電源は電気装置と一体化されてい
る。例えばこの電源は少なくとも１つの電気化学動力電池から構成される。
【００１１】
　好適には、寄生電力アウトレットは付加的に、一次誘電コイルと二次誘電コアの間に磁
束誘導を提供するための少なくとも１つの第一の強磁性体コアからなる。
【００１２】
　種々の実施形態によると、一次負荷は、電気ヒータ、電気モータ、冷却装置、コンプレ
ッサ、表示装置、ラウドスピーカ、電気時計、電磁変換器、およびコンピュータからなる
グループから選択されてもよい。
【００１３】
　本発明の特定の実施形態によると、電気装置は、冷蔵庫、冷凍庫、皿洗い機、オーブン
、電子レンジ、洗濯機、乾燥機、コピー機、コンピュータ、プリンタ、スキャナ、テレビ
、家庭用娯楽機器、オーディオプレーヤ、およびビデオプレーヤからなるグループから選
択される。寄生電力アウトレットは随意に、電気装置のほぼ平坦な部分に組み込まれてい
る。
【００１４】
　電気装置は随意に、外部二次誘電コイルを一次誘電コイルと一直線上になるように機械
的に取り付けるための取り付け手段からなる。
【００１５】
　所定の実施形態において、寄生電力アウトレットは付加的に、電力アウトレットと、二
次コイルからなる二次装置との間でデータを交換させるデータチャネルからなる。
【００１６】
　本発明のさらなる実施形態によれば、請求項１の装置は、寄生電力アウトレットの配列
からなる。ドライバは随意的に、複数の一次誘電コイルに接続されてもよい。
【００１７】
　本発明のさらなる実施形態によれば、電源は、装置に配線され、二次電源に配線された
外部一次誘電コイルと結合するためのさらなる二次誘電コイルからなる。
【００１８】
　本発明の第二の目的は、第一の電気負荷に配線された電源から配電するための方法を提
供することにある。本方法は、ａ．少なくとも１つの誘電電力アウトレットを、第一の電
気負荷と並列に配線させる工程と、ｂ．一次誘電コイルを第二の電気負荷に配線された外
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部二次誘電コイルに誘電的に結合させる工程とからなり、ここで誘電電力アウトレットは
、少なくとも１つの一次誘電コイルと、振動電圧を一次誘電コイルに供給するための少な
くとも１つのドライバとからなる。
【００１９】
　本発明をより良く理解するために、また本発明がどのようにして実行されるかを示すた
めに、添付の図面を一例として説明する。
【００２０】
　特に詳細な図面に関連して、個々の項目は一例として示されており、本発明の好適な実
施形態を図示する目的のためにのみ用いられていることを強調したい。また、これらの項
目は、本発明の原理および概念的側面のもっとも有用で理解しやすい説明を提供するため
に示されている。この点で、本発明の詳細な構成を本発明の基本的理解に必要な範囲を超
えてより詳細に示す試みはなされていない。図面を用いた説明によって、当業者にとって
、本発明のいくつかの形態をどのように実行すればよいかが明白となる。
添付の図面は以下のとおりである。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第一の実施形態による、電気装置に載置された誘電電力アウトレットの
主要な要素を示すブロック図である。
【図２】本発明の他の実施形態による、大型キッチン用器具の平面に組み込まれた複数の
コイルを持つ誘電電力アウトレットからなるキッチンの概略図である。
【図３】本発明のさらに他の実施形態による、携帯電話を充電させるために用いられる誘
電電力アウトレットからなるラップトップ型コンピュータの概略図である。
【図４】それ自身もリモートコントローラを充電するために用いられる誘導電力アウトレ
ットであるＤＶＤプレーヤに、電力を供給するために用いられる誘導電力アウトレットか
らなるテレビシステムの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
本発明の第一の実施形態による、ホスト電気装置１００に載置された誘電電力アウトレッ
ト２００の主要な要素を示すブロック図である図１について説明する。装置１００は特定
の機能を果たすように設計され、電源２４０と接続可能な一次電気負荷１２０から構成さ
れる。
【００２３】
　電源２４０は、メインズ動力線（図示せず）に接続された従来のプラグ・ソケット・コ
ネクタを介してホスト装置１００に接続されてもよい。誘導電力アウトレット２００は、
冷蔵庫、冷凍庫、皿洗い機、ホブ、オーブン、電子レンジ、洗濯機、乾燥機、テレビ、家
庭用娯楽機器、ビデオプレーヤ、オーディオプレーヤなどの家庭用電気器具に組み込まれ
ていてもよい。職場環境においては、このような誘導電力アウトレット２００は、例えば
、コピー機、コンピュータ、プリンタ、およびスキャナなどの機器に組み込まれていても
よい。
【００２４】
　本装置の機能によれば、この装置の一次負荷１２０は、例えば、電気ヒータ、電気モー
タ、冷却装置、コンプレッサ、表示装置、ラウドスピーカ、電気時計、電磁変換器、およ
びコンピュータプロセッサから構成される。
【００２５】
　他の実施形態において、電源２４０は、例えば、ラップトップ型コンピュータの内部動
力電池あるいは内燃機関によって駆動される発電機などのホスト装置と一体化されている
。
【００２６】
　本発明の実施形態における特徴とは、誘導電力アウトレット２００が、ドライバ２３０
を介して電源２４０と接続した少なくとも１つの一次誘電コイル２２０から構成されるこ
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とである。ドライバ２３０は一次コイル２２０を駆動するために必要な電子機器を供給す
るように構成されている。駆動電子機器は典型的に、高周波振動電圧を供給するための切
替え装置からなる。
【００２７】
　典型的に外部可動二次装置３００に収納された二次電気負荷３４０に配線された二次誘
導コイル３２０は、誘導電力アウトレット２００と近接している。一次誘電コイル２２０
は、それと一直線上に配置された二次誘導コイル３２０と誘電的に結合されるように構成
されている。二次電気負荷３４０は、二次誘導コイル３２０から電力を取るように構成さ
れている。
【００２８】
　本発明の好適な実施形態によると、誘導電力アウトレット２００は、一次誘電コイル２
２０と二次誘電コイル３２０との間に磁束誘導を与える強磁性体コアからなる。
【００２９】
　本発明が家庭のキッチン環境での特定の使用に供されることが理解されよう。現代のキ
ッチンでは、一般的に多数の省電装置が使用される。特に、ミキサ、ブレンダー、卵白泡
だて器、パン焼き器、果汁絞り器、オレンジジュース抽出機、野菜ジューサ、フードプロ
セッサ、電動ナイフ、トースタ、サンドイッチトースタ、ワッフル焼き器、電気バーベキ
ュー・グリル、スロークッカ、ホットプレート、深底揚げ鍋、電気フライパン、電動ナイ
フ砥ぎ器、家庭用消毒器、ケトル、沸かし器、ラジオ、テレビ、コンピュータ、カセット
プレーヤ、ＣＤプレーヤ、メディアプレーヤ、蒸し器、電気ゆで卵器、コーヒーメーカ、
炊飯器、および電動缶きり器などの装置である。しかしながら、従来の電気ソケットには
水が容易に入ってしまうため、キッチンは電気を使用するには危険な環境である。従来の
ソケットと比べて、誘導電力アウトレットは密封して防水状態にすることが可能である。
これによって、水が誘導電力アウトレット内の伝導性の要素に触れるのを防ぐことができ
る。特に、誘電的に電力を受けるように構成された電気装置は、皿洗い機に装填して洗浄
されるように設計されていることもある。
【００３０】
　キッチン環境で専用に使用するための誘導電力アウトレット表面を備えることは有益で
あるが、付加的な動力アウトレットが要求されないという理由から、すでにメインズ動力
アウトレットにプラグが差し込まれている既存の電気器具に対して、このような動力供給
表面を組み入れることは特に有益である。
【００３１】
　家庭のキッチン環境で用いられる本発明の実施形態が図２に示される。誘導電力アウト
レット１２００の配列は、例えば、それ自身が従来のプラグ・ソケット電力アウトレット
１１４０ａに接続されている皿洗い機などの家庭用台所用品１１００の平らな表面１１１
０に組み込まれている。誘導電力アウトレット１２００は、例えば、ケトル１３０１やト
ースタ１３０２などの調理台の台所用品に電力を供給するために使用される。
【００３２】
　誘導電力アウトレット１２０２の二次配列は、冷凍冷蔵庫１１０２の側面１１１２に組
み込まれ、また、従来のプラグ・ソケット電力アウトレット１１４０ｂに接続されている
。誘導電力アウトレット１３２０は、冷凍冷蔵庫１１０２の側面１１１２に磁気的に、あ
るいは吸引手段などを介して取り付けられてもよい。例えば、このような誘導電力受電器
１３２０に配線されたフードプロセッサ１３０３などの電気装置は、電力アウトレット１
２２２から電力を取ってもよい。
【００３３】
　大型の電気器具１１００および１１０２に組み込まれた誘導電力アウトレット１２００
および１２０２の設備は、特別なインフラストラクチャを必要としない。この電力は、従
来のプラグ・ソケット電力アウトレット１１４０ａおよび１１４０ｂを介して電源から取
られる。
【００３４】
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　複数コイル電力アウトレット１２００において、過負荷を防ぐために、駆動装置２３０
（図１）が一次コイル１２２０に供給される電力を規制してもよい。コントローラ（図示
せず）は、複数コイル電力アウトレット１２００に供給される電力を監視することが可能
であり、システムによって取り込まれる総電力が許容域内に残留するように、１つ以上の
一次コイル１２２０に電力を供給する。複数のコイルは、例えば必要に応じて、同時に、
並列に、あるいは断続的に起動されてもよい。
【００３５】
　例えば職場環境において用いられる本発明の他の実施形態が図３に示される。誘導電力
アウトレット２２２０は、コンピュータ２１００に組み込まれる。このコンピュータ２１
００の一次誘導コイル２２２０は、二次誘電コイル２３２０に配線された携帯電話２３０
０、ＰＤＡ、メディアプレーヤなどの外部装置を充電するために用いられてもよい。便宜
上、電力アウトレット２２００はコンピュータ２１００から延長する引き出し２１２０に
備えられていてもよい。または、電力アウトレット２２２０は、コンピュータ２１００に
備え付けられているＤＶＤ／ＣＤに組み込まれていてもよい。
【００３６】
　ラップトップ型コンピュータ２１００がメインズ動力線から切り離されると、内部電池
２２４０は、電力アウトレット２２００用の電源として機能してもよい。類似用途はすで
にコンピュータ２１００で行われており、一般的にＵＳＢ（ユニバーサル・シリアル・バ
ス）ポートを介するような専用ケーブルを使用して、メディアプレーヤ、携帯電話、マウ
ス、ブルートゥース装置などの外部装置を充電する。誘導電力アウトレット２２００の１
つの利点は、このような専用ケーブルが必要ないという点にある。
【００３７】
　誘導電力アウトレット２２００は付加的に、コンピュータ２１００と外部装置２３００
の間を導通させるデータチャネルから構成されている。したがって信号伝達システムはア
ウトレット２２００に組み込まれていてもよい。種々の送信器および受信器は、この信号
伝達システムとともに用いられる。例えば、発光ダイオードは、受信器として機能する光
トランジスタに近距離で符号化された光信号を送る送信器として機能を果たす。送信器と
受信器間の配列に問題があるようなシステムにおいては、圧電素子あるいはブルートゥー
スやＷｉＦｉなどの無線信号によって送信される超音波信号などの代替のシステムが好適
である。あるいは一次および二次コイルは、それ自身が送信器および受信器として機能し
てもよい。
【００３８】
　図４を参照して、ホスト装置がテレビ受像機３１００である本発明の他の実施形態が示
される。このテレビ受像機３１００は、従来のプラグ・ソケット電力アウトレット３１４
０を介してメインズ動力線に接続されている。誘導電力アウトレット３２００は、二次誘
導コイル３３２０を介して誘電的に電力を受電するように構成されたＤＶＤプレーヤなど
の、補助装置３１０２に電力を誘電的に供給するためのテレビ受像機３１００に組み込ま
れている。随意的に、補助装置３１０２は付加的に、例えば、リモートコントローラ３３
００などの１つ以上のさらなる補助装置と結合するための第二の誘導電力アウトレット３
２０２を含む。上述の実施形態は、電力が単一の電源コンセントからすべての装置に供給
されるようなデイジーチェーン構成であるさらなるホスト装置を含むものであってもよい
ことが明らかになるであろう。
【００３９】
　このように、誘導電力配電器は、電源に接続されたホスト装置に組み込まれていると記
載されている。この誘導電力配電器は便利で安全であり、また既存の電力インフラストラ
クチャと一体的に構成することが可能である。
【００４０】
　本発明の範囲は添付の請求項によって定義され、前述の記載を読んだ当業者が想定しう
る変更や改良と同様に、前述の種々の特徴の組み合わせおよび下位の組み合わせの両方を
含む。
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【００４１】
　請求の範囲において、「構成する」という語句およびこの語句の変形は、記載されてい
る構成要素が含まれていることを示すが、他の構成要素を除外しているわけではない。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成23年2月1日(2011.2.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ホスト装置に組み込まれた誘導配電システムであって、
前記ホスト装置は、電源に接続された一次電気負荷からなり、
前記システムは前記ホスト装置に載置された少なくとも一つの誘導電力アウトレットから
なる誘導配電システム。
【請求項２】
前記誘導電力アウトレットは、前記ホスト装置のほぼ平坦な部分に組み込まれている請求
項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記電源は、メインズ電力線あるいは電気化学動力電池のうちの少なくとも一つから選択
される請求項１または２に記載のシステム。
【請求項４】
前記電源は前記電気装置と一体化されている請求項１から３のいずれか一項に記載のシス
テム。
【請求項５】
前記ホスト装置は誘導電力受電器からなり、前記電源は外部誘導電力アウトレットからな
る請求項１から４のいずれか一項に記載のシステム。
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【請求項６】
前記ホスト装置は、冷蔵庫、冷凍庫、皿洗い機、オーブン、電子レンジ、洗濯機、乾燥機
、コピー機、コンピュータ、プリンタ、スキャナ、テレビ、家庭用娯楽機器、オーディオ
プレーヤ、およびビデオプレーヤからなるグループから選択される請求項１から５のいず
れか一項に記載のシステム。
【請求項７】
前記一次負荷は、電気ヒータ、電気モータ、冷却装置、コンプレッサ、表示装置、ラウド
スピーカ、電気時計、電磁変換器、およびコンピュータからなるグループから選択される
請求項１から６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項８】
さらに、誘導電力受電器を前記誘導電力アウトレットに機械的に取り付けるための取り付
け手段からなる請求項１から７のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項９】
前記誘導電力アウトレットは付加的に、前記誘導電力アウトレットと誘導電力受電器との
間でデータを交換させるデータチャネルからなる請求項１から８のいずれか一項に記載の
システム。
【請求項１０】
前記誘導電力アウトレットは、
前記電源に接続され、振動電圧を供給するように動作可能に構成された少なくとも一つの
ドライバと、
前記ドライバに接続し、二次電気負荷に配線された外部の二次誘電コイルと誘電的に結合
するように構成された少なくとも一つの一次誘電コイルとからなる請求項１から９のいず
れか一項に記載のシステム。
【請求項１１】
前記誘導電力アウトレットはさらに、前記一次誘電コイルと前記二次誘電コアの間に磁束
誘導を提供するための少なくとも一つの第一の強磁性体コアからなる請求項１０に記載の
システム。
【請求項１２】
前記ドライバは、前記複数の一次誘電コイルに接続される請求項１０あるいは１１に記載
のシステム。
【請求項１３】
請求項１から１２のいずれか一項に記載の誘導配電システムの前記少なくとも一つの誘導
電力アウトレットからなる電気装置。
【請求項１４】
前記誘導電力アウトレットの配列からなる請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
誘電的に配電するための方法であって、
前記方法は、
一次負荷からなるホスト装置を提供し、前記ホスト装置に載置される少なくとも一つの誘
導電力アウトレットを有し、
前記ホスト装置を電源に接続させ、
誘導電力受電器を提供し、
前記誘導電力受電器を、前記少なくとも一つの誘導電力アウトレットに誘電的に結合させ
、
電圧が前記誘導電力受電器の二次誘電コイルに誘導されるように、振動電圧を前記誘導電
力アウトレットの一次誘電コイルに提供することからなる方法。
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