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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異物を検出する無線電力受信装置において、
　無線電力送信装置に備えられた主コイルとカップリングされて無線電力を受信する補助
コイル、及び、
　無線充電に必要な要求電力を示す要求電力情報を生成し、前記要求電力情報を前記無線
電力送信装置に送信し、前記受信される無線電力を測定する電力測定ユニット、を含み、
　前記電力測定ユニットは、測定された無線電力と前記要求電力との間の差分値に基づい
て受信電力測定結果を構成して前記無線電力送信装置に送信することを特徴とする無線電
力受信装置。
【請求項２】
　異物を検出する無線電力受信装置による無線電力受信方法において、
　無線充電に必要な要求電力を示す要求電力情報を生成するステップ、
　前記要求電力情報を無線電力送信装置に送信するステップ、
　前記無線電力送信装置に備えられた主コイルとカップリングされた補助コイルを利用し
て無線電力を受信するステップ、
　前記受信される無線電力を測定するステップ、
　測定された無線電力と前記要求電力との間の差分値に基づいて受信電力測定結果を構成
するステップ、及び、
　前記受信電力測定結果を前記無線電力送信装置に送信するステップ、を含むことを特徴
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とする無線電力受信方法。
【請求項３】
　異物を検出する無線電力送信装置において、
　無線電力受信装置の充電に必要な要求電力を示す要求電力情報を前記無線電力受信装置
から受信し、前記要求電力を提供するための制御信号を発生させて電気駆動ユニットに送
信する制御ユニット、
　前記制御信号に基づいて主コイルに電気駆動信号を印加する前記電気駆動ユニット、及
び、
　前記電気駆動ユニットに連結され、前記無線電力受信装置に備えられた補助コイルとカ
ップリングされて無線電力を送信する前記主コイル、を含み、
　前記制御ユニットは、前記無線電力受信装置で測定された無線電力と前記要求電力との
間の差分値に基づいて構成された受信電力測定結果を前記無線電力受信装置から受信する
ことを特徴とする無線電力送信装置。
【請求項４】
　異物を検出する無線電力送信装置による無線電力送信方法において、
無線電力受信装置の充電に必要な要求電力を示す要求電力情報を前記無線電力受信装置か
ら受信するステップ、
　前記要求電力を提供するための制御信号を発生させて前記無線電力送信装置に備えられ
た主コイルに電気駆動信号を印加するステップ、
　前記電気駆動信号の印加によって前記主コイルで生成される無線電力を前記主コイルに
カップリングされる補助コイルを備えた前記無線電力受信装置に送信するステップ、及び
、
　前記無線電力受信装置で測定された無線電力と前記要求電力との間の差分値に基づいて
構成された受信電力測定結果を前記無線電力受信装置から受信するステップ、を含むこと
を特徴とする無線電力送信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線電力送信に関し、より詳しくは、無線電力送信システムにおける異物感
知装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、バッテリパック(Ｂａｔｔｅｒｙ ｐａｃｋ)は、外部の充電器から電力(電気
エネルギ)の供給を受けて充電した状態で携帯用端末機(携帯電話、ＰＤＡ等)の作動のた
めの電源を供給するためのものであり、電気エネルギを充電するバッテリセルと前記バッ
テリセルの充電及び放電(携帯用端末機に電気エネルギを供給)のための回路などが構成さ
れている。
【０００３】
　このような携帯用端末機に使われるバッテリパックに電気エネルギを充電させるための
充電器とバッテリパックの電気的連結方式には、常用電源の供給を受けてバッテリパック
に対応する電圧及び電流に変換し、該当バッテリパックの端子を介してバッテリパックに
電気エネルギを供給する端子供給方式がある。
【０００４】
　しかし、このような端子供給方式は、端子間の互いに異なる電位差による瞬間放電現象
、異物による焼損及び火災発生、自然放電、バッテリパックの寿命及び性能低下などの問
題点を有していた。
【０００５】
　最近、前記のような問題点を解決するために、無線電力送信方式を利用した無接点方式
の充電システムと制御方法が提示されている。
【０００６】
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　前記のような無接点方式の充電システムは、無線電力送信方式により電気エネルギを供
給する無接点電力送信装置、及び前記無接点電力送信装置から供給される電気エネルギを
受信してバッテリセルを充電する無接点電力受信装置などで構成されている。
【０００７】
　一方、前記のような無接点方式の充電システムは、無接点方式の特性によって、無接点
電力受信装置が無接点電力送信装置に置かれた状態で充電される。
【０００８】
　この時、無接点電力送信装置に金属などの異物が置かれた場合、異物によって電力送信
が円滑に行われないことはもちろん、過負荷による製品の焼損などの問題点が発生された
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の技術的課題は、無線電力送信システムにおける異物感知装置及び方法を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様によると、異物を検出する無線電力受信装置を提供する。前記装置は、
無線電力送信装置に備えられた主コイル(ｐｒｉｍａｒｙ ｃｏｉｌ)とカップリング(ｃｏ
ｕｐｌｉｎｇ)されて無線電力を受信する補助コイル(ｓｅｃｏｎｄａｒｙ ｃｏｉｌ)、及
び無線充電に必要な要求電力を示す要求電力情報を生成し、前記要求電力情報を前記無線
電力送信装置に送信し、前記受信される無線電力を測定する電力測定ユニットを含む。
【００１１】
　前記電力測定ユニットは、前記要求電力と前記測定された無線電力とを比較分析(ｃｏ
ｍｐａｒａｔｉｖｅ ａｎａｌｙｓｉｓ)した受信電力測定結果を構成して前記無線電力送
信装置に送信する。
【００１２】
　本発明の他の態様によると、異物を検出する無線電力受信装置を提供する。前記装置は
、無線電力送信装置に備えられた主コイルとカップリングされて無線電力を受信する補助
コイル、及び無線充電に必要な要求電力を示す要求電力情報を生成し、前記無線電力送信
装置により生成された無線電力を指示する生成電力測定報告を前記無線電力送信装置から
受信し、前記要求電力と前記生成された無線電力とを比較分析した受信電力測定結果を構
成し、前記要求電力情報と前記受信電力測定結果を前記無線電力送信装置に送信する電力
測定ユニットを含む。
【００１３】
　本発明の他の態様によると、異物を検出する無線電力受信装置による無線電力受信方法
を提供する。前記方法は、無線充電に必要な要求電力を示す要求電力情報を生成するステ
ップ、前記要求電力情報を無線電力送信装置に送信するステップ、前記無線電力送信装置
に備えられた主コイルとカップリングされた補助コイルを利用して無線電力を受信するス
テップ、前記受信される無線電力を測定するステップ、前記要求電力と前記測定された無
線電力とを比較分析した受信電力測定結果を構成するステップ、及び前記受信電力測定結
果を前記無線電力送信装置に送信するステップを含む。
【００１４】
　本発明の他の態様によると、異物を検出する無線電力送信装置を提供する。前記装置は
、無線電力受信装置の充電に必要な要求電力を示す要求電力情報を前記無線電力受信装置
から受信し、前記要求電力を提供するための制御信号を発生させて電気駆動ユニットに送
信する制御ユニット、前記制御信号に基づいて主コイルに電気駆動信号を印加する前記電
気駆動ユニット、及び前記電気駆動ユニットに連結され、前記無線電力受信装置に備えら
れた補助コイルとカップリングされて無線電力を送信する前記主コイルを含む。
【００１５】
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　前記制御ユニットは、前記無線電力受信装置で測定された無線電力と前記要求電力とを
比較分析した受信電力測定結果を前記無線電力受信装置から受信する。
【００１６】
　本発明の他の態様によると、異物を検出する無線電力送信装置を提供する。前記装置は
、無線電力受信装置の充電に必要な要求電力を示す要求電力情報を前記無線電力受信装置
から受信し、前記要求電力を提供するための制御信号を発生させて電気駆動ユニットに送
信する制御ユニット、前記制御信号に基づいて主コイルに電気駆動信号を印加する前記電
気駆動ユニット、前記電気駆動ユニットに連結され、前記無線電力受信装置に備えられた
補助コイルとカップリングされて無線電力を送信する前記主コイル、及び前記主コイルで
生成される無線電力を測定する電力測定ユニットを含む。
【００１７】
　前記制御ユニットは、前記生成される無線電力を指示する生成電力測定報告を構成して
前記無線電力受信装置に送信し、前記生成される無線電力と前記要求電力とを比較分析し
た受信電力測定結果を前記無線電力受信装置から受信する。
【００１８】
　本発明の他の態様によると、異物を検出する無線電力送信装置による無線電力送信方法
を提供する。前記方法は、無線電力受信装置の充電に必要な要求電力を示す要求電力情報
を前記無線電力受信装置から受信するステップ、前記要求電力を提供するための制御信号
を発生させて前記無線電力送信装置に備えられた主コイルに電気駆動信号を印加するステ
ップ、前記電気駆動信号の印加によって前記主コイルで生成される無線電力を前記主コイ
ルにカップリングされる補助コイルを備えた前記無線電力受信装置に送信するステップ、
及び前記無線電力受信装置で測定された無線電力と前記要求電力とを比較分析した受信電
力測定結果を前記無線電力受信装置から受信するステップを含む。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は、無線電力送信装置と無線電力受信装置との間に置かれた異物を感知し、ユー
ザが異物を除去するようにすることで、異物による機器の損傷を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一例に係る無線電力送信システムの構成要素を示す。
【図２】本発明を利用する無線電力受信装置が異物を感知する方法の一例を示す。
【図３】本発明を利用する無線電力送信装置が異物を感知する方法の一例を示す。
【図４】本発明を利用する無線電力送信装置が異物を感知する方法の他の例を示す。
【図５】本発明の他の例に係る無線電力送信システムの構成要素を示す。
【図６】本発明の他の例に係る無線電力送信システムの構成要素を示す。
【図７】本発明を利用する無線電力受信装置が異物を感知する方法の他の例を示す。
【図８】本発明を利用する無線電力送信装置が異物を感知する方法の他の例を示す。
【図９】本発明を利用する無線電力送信装置と無線電力受信装置との間の動作フローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下で使われる“無線電力”という用語は、物理的な電磁気伝導体の使用なしに送信機
から受信機に送信される電場、磁場、電磁場などと関連した任意の形態のエネルギを意味
する。無線電力は、電力信号(ｐｏｗｅｒ ｓｉｇｎａｌ)と呼ばれることもあり、主コイ
ルと副コイルにより囲まれた(ｅｎｃｌｏｓｅｄ)振動磁束(ｏｓｃｉｌｌａｔｉｎｇ ｍａ
ｇｎｅｔｉｃ ｆｌｕｘ)を意味することもある。例えば、携帯電話、コードレス電話機、
ｉＰｏｄ、ＭＰ３プレーヤ、ヘッドセットなどを含むデバイスを無線に充電するためにシ
ステムでの電力変換がここに説明される。一般的に、無線エネルギ伝達の基本的な原理は
、例えば、磁気誘導カップリング方式や、３０ＭＨｚ未満の周波数を使用する磁気共振カ
ップリング(即ち、共振誘導)方式の両方とも含む。しかし、比較的高い放射レベルでの、
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例えば、１３５ｋＨｚ(ＬＦ)未満又は１３.５６ＭＨｚ(ＨＦ)でのライセンス－免除動作
が許容される周波数を含む多様な周波数が利用されることもできる。
【００２２】
　図１は、本発明の一例に係る無線電力送信システムの構成要素を示す。
【００２３】
　図１を参照すると、無線電力送信システム１は、無線電力送信装置１０と少なくとも一
つの無線電力受信装置３０を備える。無線電力送信装置１０は、主コイル(ｐｒｉｍａｒ
ｙ ｃｏｉｌ)１２、及び主コイル１２に連結されて電磁場を発生するために前記主コイル
に電気駆動信号を印加するための電気駆動ユニット１４を有する。制御ユニット１６が電
気駆動ユニット１４に連結される。この制御ユニット１６は、主コイル１２が誘導磁場を
発生させる時、必要なＡＣ信号を制御する制御信号１０６を生成する。
【００２４】
　無線電力送信装置１０は、任意の適する形態を有することができるが、好ましい形態は
、電力送信表面を有する平坦なプラットホームであり、このプラットホーム上に又はその
近くに各々の無線電力受信装置３０が置かれることができる。
【００２５】
　無線電力受信装置３０は、無線電力送信装置１０から分離可能であり、無線電力受信装
置３０が無線電力送信装置１０の近くにある時、無線電力送信装置１０により発生される
電磁場と結合される補助コイル(ｓｅｃｏｎｄａｒｙ ｃｏｉｌ)３２を有する。この方式
により、直接的な電気接触なしに無線電力送信装置１０から無線電力受信装置３０に電力
が送信されることができる。この時、主コイル１２と補助コイル３２は、互いに磁気誘導
カップリング又は共振誘導カップリングされたという。
【００２６】
　主コイル１２と補助コイル３２は、任意の適する形態を有することができ、例えば、フ
ェライト又は非晶質金属のような高透磁率の形成物の周囲に巻かれた銅線である。補助コ
イル３２は、単一コイル形態であってもよく、デュアル(ｄｕａｌ)コイル形態であっても
よい。または、補助コイル３２は、２個以上のコイルを含むこともできる。
【００２７】
　無線電力受信装置３０は、普通外部負荷(図示せず。ここでは無線電力受信装置の実際
負荷とも呼ばれる)に連結され、無線電力送信装置１０から受信された無線電力を外部負
荷に供給する。無線電力受信装置３０は、携帯型電気又は電子デバイス又は再充電可能バ
ッテリ又は電池のような電力を要求する物体で運搬されることができる。
【００２８】
　図１の無線電力送信システム１の無線電力受信装置３０は、補助コイル３２に連結され
た電力測定ユニット３１をさらに備える。
【００２９】
　電力測定ユニット３１は、無線電力受信装置３０が要求する電力を示す要求電力情報３
３を生成し、これを制御ユニット１６に送信する。要求電力情報３３は、無線電力受信装
置３０が供給を受ける無線電力を制御するための制御情報である。図１の無線電力送信シ
ステム１は、無線電力受信装置３０から無線電力送信装置１０への経路にのみ制御情報が
送信される単方向通信方式をサポートする。
【００３０】
　一例として、要求電力情報３３は、無線電力受信装置３０が必要な電力の量を数値的に
指示することができる。例えば、無線電力受信装置３０が１０Ｗの電力を必要とする場合
、電力測定ユニット３１は、１０Ｗを指示する要求電力情報３３を生成することができる
。
【００３１】
　制御ユニット１６は、要求電力情報３３を確認し、要求電力情報３３で指示した電力が
生成されるように制御信号１０６を発生させる。例えば、要求電力情報３３が１０Ｗを指
示する時、制御ユニット１６は、１０Ｗが送信されるように制御信号１０６を発生させる
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。電気駆動ユニット１４は、主コイル１２の近くで誘導又は共振磁場を発生するために、
制御信号１０６を受信し、主コイル１２でのＡＣ電流信号に変換する。
【００３２】
　電力測定ユニット３１は、ＡＣ電流信号によって主コイル１２から補助コイル３２に伝
達される(ｔｒａｎｓｆｅｒｒｅｄ)無線電力(又は、受信される無線電力)の測定を実行す
る。電力測定ユニット３１により測定された電力は、主コイル１２から補助コイル３２に
伝達される無線電力とシステム１の周辺に存在する寄生負荷など、異物による他の損失の
差で算出されることができる。
【００３３】
　例えば、要求電力情報３３によって主コイル１２から１０Ｗの無線電力が生成され、補
助コイル３２に伝達され、異物により２Ｗの電力が流失されると仮定する。この時、補助
コイル３２に実際伝達される電力(即ち、補助コイル３２が実際受信する電力)は、８Ｗで
ある。補助コイル３２が実際受信する電力を受信電力(ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｐｏｗｅｒ)と
いい、受信電力は、無線電力送信装置により生成される磁場(ｍａｇｎｅｔｉｃ ｆｉｅｌ
ｄ)により無線電力受信装置内で消散される(ｄｉｓｓｉｐａｔｅｄ)総電力の量がである
。
【００３４】
　電力測定ユニット３１は、要求電力と測定された(又は、実際受信される)電力とを比較
分析した電力測定実行の結果を報告する受信電力測定結果(ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｒｅ
ｓｕｌｔ)３４を制御ユニット１６に送信又は提供する。
【００３５】
　一実施例として、電力測定ユニット３１は、要求電力と測定された電力との間の差分値
を受信電力測定結果３４で表すことができる。この場合、受信電力測定結果３４は、２Ｗ
を指示する。
【００３６】
　他の実施例として、電力測定ユニット３１は、測定された電力値自体を受信電力測定結
果３４で表すことができる。この場合、受信電力測定結果３４は、８Ｗを指示する。
【００３７】
　他の実施例として、電力測定ユニット３１は、要求電力と測定された電力との間に差が
あるかどうかを指示するフラッグ(ｆｌａｇ)形態(０又は１)を受信電力測定結果３４で表
すことができる。例えば、要求電力と測定された電力との間に差がある場合、フラッグ＝
１に設定され、差がない場合、フラッグ＝０に設定される。もちろん、この反対の場合も
可能である。前記例の場合、受信電力測定結果３４は、１を指示する。
【００３８】
　他の実施例として、電力測定ユニット３１は、要求電力と測定された電力との間の差が
閾値(ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ)より大きいか、又は等しいか、又は小さいかを判断し、この判
断の結果を受信電力測定結果３４で表すことができる。例えば、要求電力と測定された電
力との間の差が閾値より大きい場合、受信電力測定結果＝１に設定され、要求電力と測定
された電力との間の差が閾値より小さいか、又は等しい場合、受信電力測定結果＝０に設
定されることができる。前記例において、もし、閾値が１Ｗとすると、流失される電力２
Ｗは、１Ｗより大きいため、受信電力測定結果３４は、１を指示する。要求電力と測定さ
れた電力との間の差が閾値より大きい場合、これは異物が感知されたことを意味するため
、受信電力測定結果＝１は、ＦＯＤ(ｆｏｒｅｉｇｎ ｏｂｊｅｃｔ ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ)
宣言と同じ意味を有する。例えば、所定時間受信電力測定結果＝１が持続的に維持されて
変わらない場合には異物が継続存在することを示すため、無線電力送信装置１０は、無線
電力送信を中断又は遮断することができる。
【００３９】
　他の実施例として、電力測定ユニット３１は、要求電力と測定された電力との間に差が
ある場合、これはＦＯＤと同じ意味を有し、これを示す受信電力測定結果３４を制御ユニ
ット１６に提供し、差がない場合、何らの信号を制御ユニット１６に提供しない。
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【００４０】
　受信電力測定結果３４を受けた制御ユニット１６は、無線電力送信装置１０の近くに相
当な寄生負荷が存在すると判断されると、主コイル１２の駆動が減少又は中断される遮断
モードに入って寄生負荷の発熱を防止することができる。これにより、非効率的な誘導電
力の供給が制限又は中断されることができる。これは異物が検出されたことに対して、無
線電力送信装置１０が措置を行うことである。または、電力測定ユニット３１が主コイル
１２の駆動を減少又は中断させる遮断モードに入って寄生負荷の発熱を防止することがで
きる。これは異物が検出されたことに対して、無線電力受信装置３０が措置を行うことで
ある。
【００４１】
　このように無線電力受信装置３０が単に無線電力送信装置１０に信号を送信のみするこ
とではなく、電力測定ユニット３１を別途に備えて無線電力送信装置１０で送出される電
力を測定し、その測定値と自分が要求する電力値を比較し、その結果を無線電力送信装置
１０に送信する単方向電力制御技術が提供されることができる。
【００４２】
　図２は、本発明を利用する無線電力受信装置が異物を感知する方法の一例を示す。
【００４３】
　図２を参照すると、無線電力受信装置３０は、無線電力受信装置３０が要求する電力を
示す要求電力情報を生成する(Ｓ２００)。
【００４４】
　無線電力受信装置３０は、要求電力情報を無線電力送信装置１０に送信する(Ｓ２０５)
。無線電力送信装置１０が要求電力情報に合わせて主コイル１２で電力を生成すると、無
線電力受信装置３０は、補助コイル３２を利用して磁気誘導(ｍａｇｎｅｔｉｃ ｉｎｄｕ
ｃｔｉｏｎ)又は磁気共振(ｍａｇｎｅｔｉｃ ｒｅｓｏｎａｎｃｅ)に基づいた無線電力を
無線電力送信装置１０から受信する(Ｓ２１０)。
【００４５】
　無線電力受信装置３０は、要求電力情報に対応して受信される無線電力を測定する(Ｓ
２１５)。この時、測定された電力は、無線電力送信装置１０から無線電力受信装置３０
に伝達される初期(ｉｎｉｔｉａｌ)無線電力(又は、要求電力)と周辺に存在する寄生負荷
など、異物による他の損失の差で算出されることができる。
【００４６】
　無線電力受信装置３０は、要求電力と測定された電力とを比較分析した結果を報告する
受信電力測定結果を無線電力送信装置１０に提供する(Ｓ２２５)。
【００４７】
　一実施例として、無線電力受信装置３０は、要求電力と測定された電力との間の差分値
を受信電力測定結果３４で表すことができる。
【００４８】
　他の実施例として、無線電力受信装置３０は、測定された電力値自体を受信電力測定結
果３４で表すことができる。
【００４９】
　他の実施例として、無線電力受信装置３０は、要求電力と測定された電力との間に差が
あるかどうかを指示するフラッグ(ｆｌａｇ)形態(０又は１)を受信電力測定結果で表すこ
とができる。
【００５０】
　他の実施例として、無線電力受信装置３０は、要求電力と測定された電力との間の差が
閾値(ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ)より大きいか、又は等しいか、又は小さいかを判断し、この判
断の結果を受信電力測定結果で表すことができる。
【００５１】
　他の実施例として、無線電力受信装置３０は、要求電力と測定された電力との間に差が
ある場合、これを示す受信電力測定結果を無線電力送信装置１０に提供し、差がない場合
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、何らの信号を無線電力送信装置１０に提供しない。この場合、ステップＳ２２５は省略
されることができる。
【００５２】
　他の実施例として、無線電力受信装置３０は、測定された電力が要求電力より大きいか
、又は小さいかを判断し、これを受信電力測定結果で表すことができる。例えば、受信電
力測定結果は‘ｈｉｇｈ’又は‘ｌｏｗ’のように表示される。‘ｈｉｇｈ’は、測定さ
れた電力が要求電力より大きいことを意味し、‘ｌｏｗ’は、測定された電力が要求電力
より小さいことを意味する。または、受信電力測定結果は、‘ｈｉｇｈ’又は‘ｌｏｗ’
又は‘ｅｑｕａｌ’のように三つの状態で表示されることもできる。
【００５３】
　図３は、本発明を利用する無線電力送信装置が異物を感知する方法の一例を示す。
【００５４】
　図３を参照すると、無線電力送信装置１０は、要求電力情報を無線電力受信装置３０か
ら受信する(Ｓ３００)。要求電力情報により表示された要求電力に合わせ、無線電力送信
装置１０は、磁気誘導又は磁気共振方式に基づいて無線電力を無線電力受信装置３０に送
信する(Ｓ３０５)。
【００５５】
　無線電力送信装置１０は、要求電力によって送信した無線電力が無線電力受信装置３０
により実際測定された結果を報告する受信電力測定結果を無線電力受信装置３０から受信
する(Ｓ３１０)。
【００５６】
　受信電力測定結果を分析した結果、異物が検出されたと判断されると、無線電力送信装
置１０は、主コイル１２の駆動が減少又は中断される遮断モードに進入する。これにより
、寄生負荷の発熱が防止され、非効率的な誘導電力の供給が制限又は中断されることがで
きる。
【００５７】
　図４は、本発明を利用する無線電力送信装置が異物を感知する方法の他の例を示す。
【００５８】
　図４を参照すると、ステップＳ４００乃至ステップＳ４１０は、各々、ステップＳ３０
０乃至ステップＳ３１０の手順と同様に実行される。一方、ステップＳ４１０は、下記の
多様な実施例により限定されることができる。
【００５９】
　一例として、受信電力測定結果が、測定された電力が要求電力より大きいか(ｈｉｇｈ)
、又は小さいか(ｌｏｗ)を指示する実施例において、無線電力送信装置１０は、‘ｌｏｗ
’又は‘ｈｉｇｈ’を指示する受信電力測定結果を同一に連続的にＮ回受信したかを判断
する(Ｓ４１５)。ここで、Ｎは、無線電力送信装置１０が無線電力の送信を中断するとき
に要求される連続的な‘ｌｏｗ’又は‘ｈｉｇｈ’の受信回数を示し、Ｎ＝２である。例
えば、‘ｌｏｗ’を指示する受信電力測定結果を同一に引き続き２回受信する場合、無線
電力送信装置１０は、異物検出に対する措置として電力送信を中断することができる(Ｓ
４２０)。反対に、‘ｈｉｇｈ’を指示する受信電力測定結果を同一に引き続き２回受信
する場合にも、無線電力送信装置１０は、異物検出に対する措置として電力送信を中断す
ることができる(Ｓ４２０)。
【００６０】
　反面、‘ｌｏｗ’又は‘ｈｉｇｈ’を指示する受信電力測定結果が連続的に２回未満に
受信される場合、無線電力送信装置１０は、再び無線電力受信装置３０に無線電力を送信
する(Ｓ４０５)。例えば、以前に‘ｌｏｗ’を指示する受信電力測定結果を受信し、現在
‘ｈｉｇｈ’を指示する受信電力測定結果を受信する場合、同一の受信電力測定結果が２
回連続して受信されるものではないため、この場合、無線電力送信装置１０は、無線電力
の送信を中断しない。
【００６１】
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　他の例として、受信電力測定結果が要求電力と測定された電力との間に差があることを
指示する実施例において、無線電力送信装置１０が‘差がある’を指示する受信電力測定
結果を同一に連続的にＮ回受信する場合、無線電力送信装置１０は、異物検出に対する措
置として電力送信を中断することができる(Ｓ４２０)。
【００６２】
　他の例として、受信電力測定結果が要求電力と測定された電力との間の差が閾値(ｔｈ
ｒｅｓｈｏｌｄ)より大きいか、又は等しいか、又は小さいかを判断した結果である実施
例において、無線電力送信装置１０が‘大きい’又は‘小さい’を指示する受信電力測定
結果を同一に連続的にＮ回受信する場合、無線電力送信装置１０は、異物検出に対する措
置として無線電力の送信を中断することができる(Ｓ４２０)。
【００６３】
　図５は、本発明の他の例に係る無線電力送信システムの構成要素を示す。
【００６４】
　図５を参照すると、無線電力送信システム４は、無線電力送信装置４０と少なくとも一
つの無線電力受信装置５０を備える。無線電力送信装置４０は、主コイル４４、及び主コ
イル４４に連結されて電磁場を発生するために主コイル４４に電気駆動信号を印加するた
めの電気駆動ユニット４３を有する。制御ユニット４２が電気駆動ユニット４３に連結さ
れる。この制御ユニット４２は、制御信号４５を発生する。電気駆動ユニット４３は、主
コイル４４の近くで誘導又は共振磁場を発生するために、制御信号４５を受信し、主コイ
ル４４でのＡＣ電流信号に変換する。
【００６５】
　無線電力送信装置４０は、任意の適する形態を有することができるが、好ましい形態は
、電力送信表面を有する平坦なプラットホームであり、このプラットホーム上に又はその
近くに各々の無線電力受信装置５０が置かれることができる。
【００６６】
　無線電力受信装置５０は、無線電力送信装置４０から分離可能であり、無線電力受信装
置５０が無線電力送信装置４０の近くにある時、無線電力送信装置４０により発生される
電磁場と結合される補助コイル５２を有する。この方式により、直接的な電気接触なしに
無線電力送信装置４０から無線電力受信装置５０に電力が伝達されることができる。
【００６７】
　主コイル４４と補助コイル５２は、任意の適する形態を有することができ、例えば、フ
ェライト又は非晶質金属のような高透磁率の形成物の周囲に巻かれた銅線である。補助コ
イル５２は、単一コイル形態であってもよく、デュアル(ｄｕａｌ)コイル形態であっても
よい。または、補助コイル５２は、２個以上のコイルを含むこともできる。
【００６８】
　図５の無線電力送信システム４の無線電力受信装置５０は、補助コイル５２に連結され
た補助電力測定ユニット(ｓｅｃｏｎｄａｒｙ ｐｏｗｅｒ ｍｅａｓｕｒｉｎｇ ｕｎｉｔ
)５１をさらに備える。
【００６９】
　電力測定ユニット５１は、無線電力受信装置５０が要求する電力を示す要求電力情報５
３を生成し、これを制御ユニット４２に送信する。要求電力情報５３は、無線電力受信装
置５０が供給を受ける電力を制御するための制御情報である。
【００７０】
　一例として、要求電力情報５３は、無線電力受信装置５０が必要な電力の量を数値的に
指示することができる。例えば、無線電力受信装置５０が１０Ｗの電力を必要とする場合
、電力測定ユニット５１は、１０Ｗを指示する要求電力情報５３を生成することができる
。
【００７１】
　制御ユニット４２は、要求電力情報５３を確認し、要求電力情報５３で指示した電力が
生成されるように制御信号４５を発生させる。例えば、要求電力情報５３が１０Ｗを指示
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する時、制御ユニット４２は、１０Ｗが送信されるように制御信号４５を発生させる。電
気駆動ユニット４３は、主コイル４４の近くで誘導又は共振磁場を発生するために、制御
信号４５を受信し、主コイル４４でのＡＣ電流信号に変換する。
【００７２】
　無線電力送信装置４０は、主電力測定ユニット(ｐｒｉｍａｒｙ ｐｏｗｅｒ ｍｅａｓ
ｕｒｉｎｇ ｕｎｉｔ)４１をさらに含む。主電力測定ユニット４１は、ＡＣ電流信号によ
って主コイル４４で生成される電力を測定する。例えば、要求電力情報５３が１０Ｗを指
示するが、実際生成される電力は１２Ｗで測定されることができる。即ち、要求電力情報
５３の指示(ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ)のように無線電力受信装置５０が実際受信する電力が
１０Ｗになるために、主コイル４４ではその以上である１２Ｗを生成することである。こ
れは主コイル４４から補助コイル５２に無線電力が送信される過程でシステム４の周辺に
存在する寄生負荷など、異物によって２Ｗの損失が発生したためであると判断することが
できる。
【００７３】
　制御ユニット４２は、主電力測定ユニット４１により測定された生成電力を指示する生
成電力測定報告(ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｒｅｐｏｒｔ ｏｆ ｔｈｅ ｇｅｎｅｒａｔｅ
ｄ ｐｏｗｅｒ)５４を構成(又は、生成)し、電力測定ユニット５１に送信する。このよう
に無線電力送信システム４は、無線電力受信装置５０から無線電力送信装置４０への経路
に制御情報５３が送信されることもでき、無線電力送信装置４０から無線電力受信装置５
０への経路に制御情報５４、５５が送信されることもできる双方向通信方式をサポートす
る。
【００７４】
　電力測定ユニット５１は、生成電力測定報告５４により指示される(ｉｎｄｉｃａｔｅ
ｄ)電力と要求電力との間の差を比較分析し、異物感知宣言(ＦＯＤ宣言)をするかどうか
を判断する。
【００７５】
　一実施例として、電力測定ユニット５１は、生成電力測定報告５４により指示される電
力と要求電力との間の差が閾値より大きいか、又は等しいか、又は小さいかを判断し、こ
の判断の結果を受信電力測定結果(ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｒｅｓｕｌｔ)５５で表すこ
とができる。例えば、生成電力測定報告５４により指示される電力と要求電力との間の差
が閾値より大きい場合、電力測定ユニット５１は、受信電力測定結果＝１に設定し、生成
電力測定報告５４により指示される電力と要求電力との間の差が閾値より小さいか、又は
等しい場合、電力測定ユニット５１は、受信電力測定結果＝０に設定することができる。
または、生成電力測定報告５４により指示される電力と要求電力との間の差が閾値より大
きいか、又は等しい場合、電力測定ユニット５１は、受信電力測定結果＝１に設定し、生
成電力測定報告５４により指示される電力と要求電力との間の差が閾値より小さい場合、
電力測定ユニット５１は、受信電力測定結果＝０に設定することもできる。もちろん、受
信電力測定結果５５の値０と１が各々指示することは互いに変わることもできる。
【００７６】
　例えば、閾値が１Ｗと仮定する。前記の例のように、生成電力測定報告５４により指示
される電力が１２Ｗであり、要求電力は１０Ｗである場合、その差は２Ｗであり、これは
閾値である１Ｗより大きい。この場合、受信電力測定結果３４は、１を指示する。生成電
力測定報告５４により指示される電力と要求電力との間の差が閾値より大きい場合、これ
は異物が感知されたことを意味する。
【００７７】
　前記では電力測定ユニット５１が異物感知宣言をするにあたって、生成電力測定報告５
４により指示される電力と要求電力との間の差を比較分析すると説明した。しかし、電力
測定ユニット５１は、生成電力測定報告５４により指示される電力と無線電力受信装置５
０が実際受信する電力との間の差を比較分析して異物感知宣言をすることもできる。この
時、比較分析の方式は、生成電力測定報告５４により指示される電力と要求電力との間の
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差を比較分析する方式と同様に実行されることができる。
【００７８】
　無線電力送信装置４０が異物による損失のため要求電力(又は、無線電力受信装置５０
が実際受信する電力)に比べて一定量以上大きい無線電力又は過度な無線電力を送信して
要求電力を満たす場合、これは無線電力効率を減少させるため、ＦＯＤ宣言をして電力送
信を中断又は遮断することが好ましい。これにより、受信電力測定結果＝１は、ＦＯＤ宣
言と同じ意味を有することもできる。例えば、所定時間受信電力測定結果＝１が持続的に
維持されて変わらない場合には異物が引き続き存在することを意味し、無線電力送信装置
４０は、無線電力送信を中断又は遮断することができる。
【００７９】
　受信電力測定結果５５を受けた制御ユニット４２は、無線電力送信装置４０の近くに相
当な寄生負荷が存在すると判断されると、主コイル４４の駆動が減少又は中断される遮断
モードに入って寄生負荷の発熱を防止することができる。これにより、非効率的な誘導電
力の供給が制限又は中断されることができる。これは異物が検出されたことに対して、無
線電力送信装置４０が措置を行うことである。または、電力測定ユニット５１が主コイル
４４の駆動を減少又は中断させる遮断モードに入って寄生負荷の発熱を防止することがで
きる。これは異物が検出されたことに対して、無線電力受信装置５０が措置を行うことで
ある。
【００８０】
　このように、本発明は、無線電力送信装置４０が無線電力受信装置５０に無線電力を送
信のみすることではなく、制御ユニット４２が無線電力送信装置４０で生成又は送信され
る電力を指示する生成電力測定報告を無線電力受信装置５０に送信する双方向電力制御技
術を提供する。
【００８１】
　図６は、本発明の他の例に係る無線電力送信システムの構成要素を示す。
【００８２】
　図６を参照すると、無線電力送信装置６０は、図１の無線電力送信装置１０と同一の構
成要素を有する。一方、無線電力受信装置７０は、図１の無線電力受信装置３０と比較し
て測定用コイル７１をさらに備え、残りの構成要素は同じである。電力測定ユニット３１
は、測定用コイル７１に連結される。測定用コイル７１は、補助コイル５２の外側を囲む
形態で備えられることもでき、補助コイル５２の内側を囲む形態で補助コイル５２の内側
に備えられることもできる。
【００８３】
　主コイル１２と補助コイル５２との間の磁気誘導又は磁気共振により補助コイル５２に
一時的に磁場又は電流又は電圧が誘導されると、測定用コイル７１に２次的に磁場又は電
流又は電圧が誘導される。電力測定ユニット３１は、測定用コイル７１に２次的に誘導さ
れる磁場又は電流又は電圧を利用して受信される無線電力を測定することができる。
【００８４】
　図６では、測定用コイル７１が図１の無線電力受信装置３０に追加的に構成される例示
を説明したが、測定用コイル７１は、図５での無線電力受信装置５０にも同様に含まれる
ことができることはもちろんである。
【００８５】
　図７は、本発明を利用する無線電力受信装置が異物を感知する方法の他の例を示す。
【００８６】
　図７を参照すると、無線電力受信装置５０は、無線電力受信装置５０が要求する電力を
示す要求電力情報を生成する(Ｓ７００)。
【００８７】
　無線電力受信装置５０は、要求電力情報を無線電力送信装置４０に送信する(Ｓ７０５)
。無線電力送信装置４０が要求電力情報に合わせて電力を生成すると、無線電力受信装置
５０は、磁気誘導又は共振誘導方式に基づいた無線電力を無線電力送信装置４０から受信
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する(Ｓ７１０)。
【００８８】
　無線電力受信装置５０は、無線電力送信装置４０が生成する電力を測定した生成電力測
定報告を無線電力送信装置４０から受信する(Ｓ７１５)。ここで、無線電力送信装置４０
が生成する電力は、異物による他の損失が介入されないものであり、無線電力受信装置５
０が実際受信する無線電力と異なる。例えば、異物による他の損失が介入される場合、無
線電力受信装置５０が実際受信する無線電力は、生成電力より低く測定されることができ
る。
【００８９】
　無線電力受信装置５０は、要求電力(又は、実際受信された電力)と生成電力測定報告に
より指示される電力とを比較分析して異物感知宣言(ＦＯＤ宣言)をするかどうかを判断す
る(Ｓ７２０)。
【００９０】
　一実施例として、無線電力受信装置５０は、生成電力測定報告により指示される電力と
要求電力との間の差が閾値より大きいか、又は等しいか、又は小さいかを判断し、この判
断の結果を受信電力測定結果で表すことができる。例えば、生成電力測定報告により指示
される電力と要求電力との間の差が閾値より大きい場合、無線電力受信装置５０は、受信
電力測定結果＝１に設定し、生成電力測定報告により指示される電力と要求電力との間の
差が閾値より小さいか、又は等しい場合、無線電力受信装置５０は、受信電力測定結果＝
０に設定することができる。または、生成電力測定報告により指示される電力と要求電力
との間の差が閾値より大きいか、又は等しい場合、無線電力受信装置５０は、受信電力測
定結果＝１に設定し、生成電力測定報告により指示される電力と要求電力との間の差が閾
値より小さい場合、無線電力受信装置５０は、受信電力測定結果＝０に設定することもで
きる。もちろん、受信電力測定結果の値０と１が各々指示するものは互いに変わることも
できる。
【００９１】
　例えば、閾値が１Ｗと仮定する。前記の例のように、生成電力測定報告により指示され
る電力が１２Ｗであり、要求電力は１０Ｗである場合、その差は２Ｗであり、これは閾値
である１Ｗより大きい。この場合、受信電力測定結果は、１を指示する。生成電力測定報
告により指示される電力と要求電力との間の差が閾値より大きい場合、これは異物が感知
されたことを意味する。
【００９２】
　無線電力受信装置５０は、比較分析の結果を報告する受信電力測定結果を無線電力送信
装置４０に送信する(Ｓ７２５)。
【００９３】
　図８は、本発明を利用する無線電力送信装置が異物を感知する方法の他の例を示す。
【００９４】
　図８を参照すると、無線電力送信装置４０は、要求電力情報を無線電力受信装置５０か
ら受信する(Ｓ８００)。要求電力情報により表示された要求電力に合わせ、無線電力送信
装置４０は、磁気誘導方式に基づいて無線電力を生成する。即ち、無線電力送信装置４０
は、要求電力情報を確認し、要求電力情報で指示した電力が誘導されるように制御信号を
発生させる。例えば、要求電力情報が１０Ｗを指示する時、無線電力送信装置４０は、１
０Ｗが送信されるように制御信号を発生させる。無線電力送信装置４０は、主コイル４４
の近くで誘導電磁場を発生するために、制御信号を受信し、主コイル４４でのＡＣ電流信
号に変換する。
【００９５】
　無線電力送信装置４０は、生成される無線電力を無線電力受信装置５０に送信する(Ｓ
８０５)。
【００９６】
　この時、無線電力送信装置４０は、ＡＣ電流信号によって主コイル４４で生成される電
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力を測定する(Ｓ８１０)。例えば、要求電力情報が１０Ｗを指示するが、実際生成される
電力は１２Ｗで測定されることができる。即ち、要求電力情報の指示(ｉｎｄｉｃａｔｉ
ｏｎ)のように１０Ｗを無線電力受信装置に伝達するために、主コイル４４ではその以上
である１２Ｗを生成することである。これは主コイル４４から補助コイル５２に無線電力
が送信される過程で寄生負荷など、異物によって２Ｗの損失が発生したためであると判断
することができる。
【００９７】
　無線電力送信装置４０は、測定された生成電力を指示する生成電力測定報告を構成し、
無線電力受信装置５０に送信する(Ｓ８１５)。このように無線電力送信装置４０から無線
電力受信装置５０への経路に制御情報が送信されることもでき、無線電力受信装置５０か
ら無線電力送信装置４０への経路に制御情報が送信されることもできる双方向通信方式が
可能となる。
【００９８】
　無線電力送信装置４０は、要求電力(又は、実際受信された電力)と生成電力測定報告に
より指示される電力とを比較分析した結果である受信電力測定結果を無線電力受信装置５
０から受信する(Ｓ８２０)。
【００９９】
　受信電力測定結果は、生成電力測定報告により指示される電力と要求電力との間の差が
閾値より大きいか、又は等しいか、又は小さいかを指示する情報である。例えば、生成電
力測定報告により指示される電力と要求電力との間の差が閾値より大きい場合、補助受信
電力測定結果＝１に設定され、生成電力測定報告により指示される電力と要求電力との間
の差が閾値より小さいか、又は等しい場合、受信電力測定結果＝０に設定されることがで
きる。または、反対に、生成電力測定報告により指示される電力と要求電力との間の差が
閾値より大きいか、又は等しい場合、受信電力測定結果＝１に設定され、生成電力測定報
告により指示される電力と要求電力との間の差が閾値より小さい場合、受信電力測定結果
＝０に設定されることもできる。もちろん、受信電力測定結果の値０と１が各々指示する
ものは互いに変わることもできる。
【０１００】
　例えば、閾値が１Ｗと仮定する。前記の例のように、生成電力測定報告により指示され
る電力が１２Ｗであり、要求電力は１０Ｗである場合、その差は２Ｗであり、これは閾値
である１Ｗより大きい。この場合、受信電力測定結果は、１を指示する。生成電力測定報
告により指示される電力と要求電力との間の差が閾値より大きい場合、これは異物が感知
されたことを意味する。したがって、無線電力送信装置４０は、これを異物感知宣言であ
ると認識することができる。
【０１０１】
　受信電力測定結果を分析した結果、異物が検出されたと判断されると、無線電力送信装
置４０は、異物検出に対する措置を実行する(Ｓ８２５)。例えば、無線電力送信装置４０
は、主コイル１２の駆動が減少又は中断される遮断モードに進入することができる。これ
により、寄生負荷の発熱が防止され、非効率的な誘導電力の供給が制限又は中断されるこ
とができる。
【０１０２】
　図９は、本発明を利用する無線電力送信装置と無線電力受信装置との間の動作フローチ
ャートである。
【０１０３】
　図９を参照すると、無線電力受信装置は、無線電力受信装置が要求する電力を示す要求
電力情報を生成する(Ｓ９００)。
【０１０４】
　無線電力受信装置は、要求電力情報を無線電力送信装置に送信する(Ｓ９０５)。無線電
力送信装置が要求電力情報に合わせて主コイルで電力を生成すると、無線電力受信装置は
、補助コイルを利用して磁気誘導(ｍａｇｎｅｔｉｃ ｉｎｄｕｃｔｉｏｎ)又は磁気共振(
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ｍａｇｎｅｔｉｃ ｒｅｓｏｎａｎｃｅ)に基づいた無線電力を無線電力送信装置から受信
する(Ｓ９１０)。
【０１０５】
　無線電力受信装置は、 前記無線電力を測定することもできる。この時、測定された電
力は、無線電力送信装置から無線電力受信装置に伝達される最初/初期(ｉｎｉｔｉａｌ)
無線電力(又は、要求電力)と周辺に存在する寄生負荷など、異物による他の損失の差で算
出されることができる。
【０１０６】
　無線電力受信装置は、要求電力と測定された電力とを比較分析した結果を報告する受信
電力測定結果を無線電力送信装置に提供する(Ｓ９２０)。
【０１０７】
　一実施例として、受信電力測定結果は、要求電力と測定された電力との間の差分値で定
義されることができる。
【０１０８】
　他の実施例として、受信電力測定結果は、測定された電力値自体で定義されることがで
きる。
【０１０９】
　他の実施例として、受信電力測定結果は、要求電力と測定された電力との間に差がある
かどうかを指示するフラッグ(ｆｌａｇ)形態(０又は１)で定義されることもできる。
【０１１０】
　他の実施例として、受信電力測定結果は、要求電力と測定された電力との間の差が閾値
(ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ)より大きいか、又は等しいか、又は小さいかに対する判断の結果で
定義されることができる。
【０１１１】
　他の実施例として、受信電力測定結果は、要求電力と測定された電力との間に差がある
場合にのみ、無線電力送信装置に送信される情報で定義されることができる。即ち、要求
電力と測定された電力との間に差がない場合、受信電力測定結果は、無線電力送信装置に
送信されない。この場合、ステップＳ９２０は省略されることができる。
【０１１２】
　他の実施例として、受信電力測定結果は、測定された電力が要求電力より大きいか、又
は小さいかに対する判断の結果で定義されることができる。例えば、受信電力測定結果は
、‘ｈｉｇｈ’又は‘ｌｏｗ’のように表示される。‘ｈｉｇｈ’は、測定された電力が
要求電力より大きいことを意味し、‘ｌｏｗ’は、測定された電力が要求電力より小さい
ことを意味する。または、受信電力測定結果は、‘ｈｉｇｈ’又は‘ｌｏｗ’又は‘ｅｑ
ｕａｌ’のように三つの状態で表示されることもできる。
【０１１３】
　受信電力測定結果を分析した結果、異物が検出されたと判断されると、異物検出に対す
る措置を実行する(Ｓ９２５)。例えば、無線電力送信装置は、主コイルの駆動が減少又は
中断される遮断モードに進入する。これにより、寄生負荷の発熱が防止され、非効率的な
誘導電力の供給が制限又は中断されることができる。
【０１１４】
　無線電力送信装置の異物検出に対する措置は、下記の実施例を含むことができる。一例
として、受信電力測定結果が、測定された電力が要求電力より大きいか(ｈｉｇｈ)、又は
小さいか(ｌｏｗ)を指示する実施例において、無線電力送信装置は、‘ｌｏｗ’又は‘ｈ
ｉｇｈ’を指示する受信電力測定結果を同一に連続的にＮ回受信したかを判断する。ここ
で、Ｎは、無線電力送信装置が無線電力の送信を中断するときに要求される連続的な‘ｌ
ｏｗ’又は‘ｈｉｇｈ’の受信回数を示し、Ｎ＝２である。例えば、‘ｌｏｗ’を指示す
る受信電力測定結果を同一に引き続き２回受信する場合、無線電力送信装置は、異物検出
に対する措置として電力送信を中断することができる。反対に、‘ｈｉｇｈ’を指示する
受信電力測定結果を同一に引き続き２回受信する場合にも、無線電力送信装置は、異物検



(15) JP 6261212 B2 2018.1.17

10

20

30

出に対する措置として電力送信を中断することができる。
【０１１５】
　反面、‘ｌｏｗ’又は‘ｈｉｇｈ’を指示する受信電力測定結果が連続的に２回未満に
受信される場合、無線電力送信装置は、異物が検出されなかったと判断し、再び無線電力
受信装置に無線電力を送信することができる。例えば、以前に‘ｌｏｗ’を指示する受信
電力測定結果を受信し、現在‘ｈｉｇｈ’を指示する受信電力測定結果を受信する場合、
同一の受信電力測定結果が２回連続に受信されるものではないため、この場合、無線電力
送信装置は、無線電力の送信を中断しない。
【０１１６】
　他の例として、受信電力測定結果が要求電力と測定された電力との間に差があることを
指示する実施例において、‘差がある’を指示する受信電力測定結果を同一に連続的にＮ
回受信する場合、無線電力送信装置は、異物検出に対する措置として電力送信を中断する
ことができる。
【０１１７】
　他の例として、受信電力測定結果が要求電力と測定された電力との間の差が閾値(ｔｈ
ｒｅｓｈｏｌｄ)より大きいか、又は等しいか、又は小さいかを判断した結果である実施
例において、無線電力送信装置が‘大きさ’又は‘小ささ’を指示する受信電力測定結果
を同一に連続的にＮ回受信する場合、無線電力送信装置は、異物検出に対する措置として
無線電力の送信を中断することができる。
【０１１８】
　前述した全ての機能は、前記機能を遂行するようにコーディングされたソフトウェアや
プログラムコードなどによるマイクロプロセッサ、制御器、マイクロ制御器、ＡＳＩＣ(
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ)など
のようなプロセッサにより実行されることができる。前記コードの設計、開発及び具現は
、本発明の説明に基づいて当業者に自明であるということができる。
【０１１９】
　以上、本発明に対して実施例を参照して説明したが、該当技術分野の通常の知識を有す
る者は、本発明の技術的思想及び領域から外れない範囲内で本発明を多様に修正及び変更
させて実施可能であることを理解することができる。したがって、本発明は、前述した実
施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲の範囲内の全ての実施例を含む。
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