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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送電用の第１コイルを有する送電装置と、受電用の第２コイルを有する受電装置とを備
え、
　前記第１コイルおよび前記第２コイルは、各々の平面が対向するようになっている第１
平面コイルおよび第２平面コイルからなり、
　前記第１平面コイルおよび前記第２平面コイルは、その両者が対向する面の反対側の面
に、磁性シートをそれぞれ設け、
　前記第１平面コイルおよび前記第２平面コイルに設けた各磁性シートの外側面に、さら
に、金属シートをそれぞれ重ねて設けたことを特徴とする非接触電力伝送装置。
【請求項２】
　前記第１平面コイルおよび前記第２平面コイルは、それぞれ渦巻き状であることを特徴
とする請求項１に記載の非接触電力伝送装置。
【請求項３】
　前記受電装置は、携帯電話に搭載させたことを特徴とする請求項１または請求項２に記
載の非接触電力伝送装置。
【請求項４】
　第１コイルを含む送電装置と、第２コイルおよび第１の２次電池を含む送電・受電兼用
装置と、第３コイルおよび第２の２次電池を含む受電装置とを備え、
　前記送電装置は、
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　前記第１コイルが前記第２コイルまたは前記第３コイルと電磁結合するときに、前記第
１コイルに供給する交流を生成する送電手段を有し、
　前記送電・受電兼用装置は、
　前記受電装置の前記第２の２次電池の使用ができなくなって前記第２コイルが前記第３
コイルと電磁結合するときに、前記第１の２次電池を電源として用いて前記第２コイルに
供給する交流を生成する送電手段と、
　前記第２コイルが前記第１コイルと電磁結合するときに、前記第２コイルに誘起される
交流を直流に変換し、この変換された直流により前記第１の２次電池の充電を行う受電手
段とを有し、
　前記受電装置は、
　前記第３コイルが前記第１コイルまたは前記第２コイルと電磁結合するときに、前記第
３コイルに誘起される交流を直流に変換し、この変換された直流により前記第２の２次電
池の充電を行う受電手段を有し、
　前記第１コイル、前記第２コイル、および前記第３コイルは、各々の平面が相互に対向
するようになっている第１平面コイル、第２平面コイル、および第３平面コイルからなり
、
　前記第１平面コイル、第２平面コイル、および前記第３平面コイルは、対向する面の反
対側の面に磁性シートをそれぞれ設け、
　前記第１平面コイル、前記第２平面コイル、および前記第３平面コイルに設けた各磁性
シートの外側面に、さらに、金属シートをそれぞれ重ねて設けたことを特徴とする非接触
電力伝送装置。
【請求項５】
　前記送電・受電兼用装置を構成する前記第２コイル、前記送電手段、前記受電手段、お
よび前記第１の２次電池のうち、少なくとも前記第２コイルと前記第１の２次電池を一体
化し、
　かつ、前記受電装置を構成する前記第３コイル、前記受電手段、および前記第２の２次
電池のうち、少なくとも前記第３コイルと前記第２の２次電池を一体化したことを特徴と
する請求項４に記載の非接触電力伝送装置。
【請求項６】
　前記送電・受電兼用装置を構成する前記第２コイル、前記送電手段、前記受電手段、お
よび前記第１の２次電池のうち、少なくとも前記第２コイルと前記第１の２次電池は、所
定のケース内に収容し又は固形化するようにし、
　かつ、前記受電装置を構成する前記第３コイル、前記受電手段、および前記第２の２次
電池のうち、少なくとも前記第３コイルと前記第２の２次電池は、所定のケース内に収容
し又は固形化するようにしたことを特徴とする請求項４に記載の非接触電力伝送装置。
【請求項７】
　前記送電・受電兼用装置および前記受電装置は、それぞれ携帯電話に搭載させたことを
特徴とする請求項４乃至請求項６のうちのいずれか１の請求項に記載の非接触電力伝送装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば携帯電話のような携帯端末と充電器との間などで、非接触電力伝送を
行うことができる非接触電力伝送装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の非接触電力伝送装置としては、携帯用通信機の本体底部の形状に関係な
く、充電部の送電コイルと被充電部の受電コイルとの間の電磁誘導による非接触電力伝送
の効率向上を図るようにしたものが知られている（例えば、特許文献１、特許文献２を参
照）。
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　そして、送電コイルは送電コイル用コアに巻かれ、受電コイルは受電コイル用コアに巻
かれている。また、送電コイル用コアと受電コイル用コアとはいずれも棒状体で構成され
、使用時には、その両コアの端面同士が対向するようになっている。
【特許文献１】特開平１０－４６３９号公報
【特許文献２】特開平１０－１４１２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、従来の非接触電力伝送装置に使用される送電コイルと受電コイルは、いずれ
もコアに巻かれている。この場合には、コイルから発生する磁界はその殆どがコアに集中
するため、磁界による不要な輻射はごくわずかであり、不要輻射を抑える対策が特に必要
ではない。しかし、コイルから発生する磁界をコアに集中させるためには、上記のように
、使用時にその両コアの端面同時を対向するような構造にする必要がある。
【０００４】
　このため、従来のように、送電コイルと受電コイルとを異なるコアに巻いて使用する場
合には、両コイルの形態や構造に制約があるので、薄型化や平面化を図るのが困難である
という不具合がある。
　そこで、送電コイルと受電コイルの薄型化を実現するには、その両コイルの平面化を図
ることが考えられるが、それを平面化した場合にはコアの使用ができないので、コイルか
ら発生する磁界による不要輻射の抑制、および電力伝送の効率化を図る必要がある。
【０００５】
　本発明の目的は、上記の点に鑑み、非接触電力伝送に使用される送電コイルと受電コイ
ルの平面化を図る際に、そのコイルからの不要輻射の抑制、および電力伝送の効率化を図
ることができる非接触電力伝送装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決し本発明の目的を達成するために、各発明は、以下のような構成から
なる。
　すなわち、第１の発明は、送電用の第１コイルを有する送電装置と、受電用の第２コイ
ルを有する受電装置とを備え、前記第１コイルおよび前記第２コイルは、各々の平面が対
向するようになっている第１平面コイルおよび第２平面コイルからなり、前記第１平面コ
イルおよび前記第２平面コイルは、その両者が対向する面の反対側の面に、磁性シートを
それぞれ設け、前記第１平面コイルおよび前記第２平面コイルに設けた各磁性シートの外
側面に、さらに、金属シートをそれぞれ重ねて設けるようにした。
【０００７】
　第２の発明は、第１の発明において、前記第１平面コイルおよび前記第２平面コイルは
、それぞれ渦巻き状とした。
【０００８】
　第３の発明は、第１または第２の発明において、前記受電装置は、携帯電話に搭載させ
るようにした。
【０００９】
　第４の発明は、第１コイルを含む送電装置と、第２コイルおよび第１の２次電池を含む
送電・受電兼用装置と、第３コイルおよび第２の２次電池を含む受電装置とを備え、前記
送電装置は、前記第１コイルが前記第２コイルまたは前記第３コイルと電磁結合するとき
に、前記第１コイルに供給する交流を生成する送電手段を有し、前記送電・受電兼用装置
は、前記受電装置の前記第２の２次電池の使用ができなくなって前記第２コイルが前記第
３コイルと電磁結合するときに、前記第１の２次電池を電源として用いて前記第２コイル
に供給する交流を生成する送電手段と、前記第２コイルが前記第１コイルと電磁結合する
ときに、前記第２コイルに誘起される交流を直流に変換し、この変換された直流により前
記第１の２次電池の充電を行う受電手段とを有し、前記受電装置は、前記第３コイルが前
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記第１コイルまたは前記第２コイルと電磁結合するときに、前記第３コイルに誘起される
交流を直流に変換し、この変換された直流により前記第２の２次電池の充電を行う受電手
段を有し、前記第１コイル、前記第２コイル、および前記第３コイルは、各々の平面が相
互に対向するようになっている第１平面コイル、第２平面コイル、および第３平面コイル
からなり、前記第１平面コイル、第２平面コイル、および前記第３平面コイルは、対向す
る面の反対側の面に磁性シートをそれぞれ設け、前記第１平面コイル、前記第２平面コイ
ル、および前記第３平面コイルに設けた各磁性シートの外側面に、さらに、金属シートを
それぞれ重ねて設けるようにした。
【００１０】
　第５の発明は、第４の発明において、前記送電・受電兼用装置を構成する前記第２コイ
ル、前記送電手段、前記受電手段、および前記第１の２次電池のうち、少なくとも前記第
２コイルと前記第１の２次電池を一体化し、かつ、前記受電装置を構成する前記第３コイ
ル、前記受電手段、および前記第２の２次電池のうち、少なくとも前記第３コイルと前記
第２の２次電池を一体化した。
【００１１】
　第６の発明は、第４の発明において、前記送電・受電兼用装置を構成する前記第２コイ
ル、前記送電手段、前記受電手段、および前記第１の２次電池のうち、少なくとも前記第
２コイルと前記第１の２次電池は、所定のケース内に収容し又は固形化するようにし、か
つ、前記受電装置を構成する前記第３コイル、前記受電手段、および前記第２の２次電池
のうち、少なくとも前記第３コイルと前記第２の２次電池は、所定のケース内に収容し又
は固形化するようにした。
【００１２】
　第７の発明は、第４乃至第６のうちのいずれかの発明において、前記送電・受電兼用装
置および前記受電装置は、それぞれ携帯電話に搭載させるようにした。
　以上のような構成からなる本発明によれば、非接触電力伝送に使用される送電用コイル
や受電用コイルなどが平面コイルからなり、使用の際には、それらは変圧器を形成するが
、両コイルが発生する磁界等による不要輻射を抑制でき、かつ、電力伝送の効率化が図れ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
【００１４】
（第１実施形態）
　本発明の非接触電力伝送装置の第１実施形態の構成について、図１を参照しながら説明
する。
　この第１実施形態に係る非接触電力伝送装置は、例えば携帯電話に適用したものであり
、図１に示すように、充電器として機能する送電装置１１と、携帯電話本体１２の電源と
なる２次電池を含む受電装置１３とを備えている。
【００１５】
　送電装置１１と受電装置１３とは、電磁的に結合することにより、後述のように非接触
で電力伝送を行う非接触電力伝送装置を形成するようになっている。
　送電装置１１は、図１に示すように、ＡＣ／ＤＣコンバータ１１１と、送電回路１１２
と、送電コイル１１３とを備えている。
　ＡＣ／ＤＣコンバータ１１１は、例えば家庭に供給される１００〔Ｖ〕の交流電圧を所
定の直流電圧に変換するものであり、その変換された直流電圧を送電回路１１２に供給す
るようになっている。送電回路１１２は、ＡＣ／ＤＣコンバータ１１１からの直流電圧を
使用して所定の周波数の交流電圧を生成する回路であり、この生成した交流電圧を送電コ
イル１１３に供給するようになっている。
【００１６】
　受電装置１３は、図１に示すように、受電コイル１３１と、受電回路１３２と、充放電
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制御回路１３３と、２次電池１３４とを備えている。
　この受電装置１３は、構成要素である受電コイル１３１、受電回路１３２、充放電制御
回路１３３、および２次電池１３４を、一体に１つの容器に収容させたり、または熱硬化
性の合成樹脂などを用いて一体にモジュール化（固形化）させ、受電装置モジュール（電
池パック）として形成するようにした。
【００１７】
　受電コイル１３１は、送電装置１１の送電コイル１１３と接近させて使用する場合には
、その両コイル１３１、１１３が、電磁結合して両者の間で変圧器を形成するようになっ
ている。電磁結合により受電コイル１３１に誘起される交流電圧は、受電回路１３２に供
給されるようになっている。
　受電回路１３２は、受電コイル１３１に誘起される交流電圧を整流して直流電圧を出力
する回路である。受電回路１３２から出力される直流電圧は、充放電制御回路１３３を介
して２次電池１３４に供給され、２次電池１３４を充電するようになっている。
【００１８】
　充放電制御回路１３３は、受電回路１３２からの出力により２次電池１３４を充電する
場合にはその充電の制御を行い、２次電池１３４で負荷である携帯電話本体１２を動作さ
せる場合には放電の制御を行う回路である。
　２次電池１３４は、例えばリチウムイオン電池のように、放電後に充電により繰り返し
て使用できる電池である。
【００１９】
　次に、送電装置１１の送電コイル１１３、および受電装置１３の受電コイル１３１の具
体的な構造について、図２および図３を参照して説明する。
　送電コイル１１３は、図２示すように、平面渦巻き型コイル１１３ａと、磁性シート１
１３ｂと、金属シート１１３ｃとからなる。そして、図３に示すように、平面渦巻き型コ
イル１１３ａの外面側に、その外面側全体を覆うように、磁性シート１１３ｂと金属シー
ト１１３ｃとが重ねた状態で設けられている。
【００２０】
　従って、送電コイル１１３の構成要素は、図３に示すように、平面渦巻き型コイル１１
３ａ、磁性シート１１３ｂ、および金属シート１１３ｃの順序で大きくなるように構成さ
れ、これらは接着剤などの適宜手段で一体に密着、または固定されている。
　また、受電コイル１３１は、図２に示すように、平面渦巻き型コイル１３１ａと、磁性
シート１３１ｂと、金属シート１３１ｃとからなる。そして、図３に示すように、平面渦
巻き型コイル１３１ａの外面側に、その外面側全体を覆うように、磁性シート１３１ｂと
金属シート１３１ｃとが重ねた状態で設けられている。
【００２１】
　従って、受電コイル１３１の構成要素は、図３に示すように、平面渦巻き型コイル１３
１ａ、磁性シート１３１ｂ、および金属シート１３１ｃの順序で大きくなるように構成さ
れ、これらは接着剤などの適宜手段で一体に密着または固定されている。
　さらに、送電コイル１１３側の平面渦巻き型コイル１１３ａと、受電コイル１３１側の
平面渦巻き型コイル１３１ａとは、使用時には、図３に示すようにその内面側同士が対向
して変圧器を形成するようになっている。このため、使用時には、磁性シート１１３ｂ、
１３１ｂは、平面渦巻き型コイル１１３ａ、１３１ａが発生する磁界による不要輻射を抑
制でき、金属シート１１３ｃ、１３１ｃは、平面渦巻き型コイル１１３ａ、１３１ａが発
生する電界による不要輻射を抑制できるようになっている。
【００２２】
　ここで、平面渦巻き型コイル１１３ａ，１３１ａは、単線または撚り線のような絶縁さ
れた電線からなり、その電線を図２および図３に示すように同一平面内で渦巻き状に巻い
たものである。
　また、磁性シート１１３ｂ，１３１ｂは、板状またはシート状の磁性材料からなり、け
い素鋼板、アモルファス金属の磁性シートなどが使用される。
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【００２３】
　さらに、金属シート１１３ｃ，１３１ｃは、板状またはシート状の金属材料からなり、
アルミニウムなどが使用される。
　次に、図１～図３に示すような構成からなる送電装置１１と受電装置１３とを、充電器
のケースと携帯電話のケースにそれぞれ組み込んだ場合の具体例について、図４を参照し
て説明する。
【００２４】
　図１に示す送電装置１１を構成する各要素は、図４に示す充電器のケース２１内に組み
込まれ、図１に示す受電装置１３を構成する各要素は、図４に示す携帯電話のケース３１
内に組み込まれている。
　充電器のケース２１は、図４に示すように、その上部側に、携帯電話の充電時に携帯電
話のケース３１が収容される携帯電話収容部２１１を備えている。また、充電器のケース
２１は、その携帯電話収容部２１１の下部側に送電コイル収納部２１２を備え、その送電
コイル収納部２１２内に、図３に示す送電コイル１１３が例えば密封された状態で収納さ
れている。さらに、充電器のケース２１内には、送電装置１１のＡＣ／ＤＣコンバータ１
１１や送電回路１１２などの構成部品を搭載した回路基板２２が収容されている。
【００２５】
　携帯電話のケース３１は、図４に示すように、その下部側に、図１に示す受電装置１３
をモジュール化した受電装置モジュール３２を収容する収容部３１１と、その受電装置モ
ジュール３２の交換の際にその収容部３１１の開閉を行う蓋３１２と、を備えている。
　ここで、受電装置モジュール３２は、上記のように、受電装置１３を構成する、受電コ
イル１３１、受電回路１３２、充放電制御回路１３３、および２次電池１３４を、一体に
１つの容器に収容し、または熱硬化性の合成樹脂などを用いて一体にモジュール化したも
のである。
【００２６】
　図４に示す受電装置モジュール３２は、同図に示すように、例えば薄型の直方形のケー
ス３２１内に受電回路１３２、充放電制御回路１３３、および２次電池１３４が収納され
、かつそのケース３２１の下面に受電コイル１３１がケース３２１に一体に取り付けられ
ている。
　また、携帯電話のケース３１内には、携帯電話本体１２を構成する各種の電子回路の構
成部品を搭載した回路基板３３が収容されている。
【００２７】
　次に、このような構成からなる第１実施形態の動作例について、図１および図３を参照
して説明する。
　受電装置１３の２次電池１３４を、送電装置１１を用いて充電する場合について説明す
る。この場合には、受電装置１３の受電コイル１３１を送電装置１１の送電コイル１１３
に接近させて、両コイル１３１、１１３を電磁結合する状態にさせる。このときには、送
電コイル１１３と受電コイル１３１とは、例えば図３または図４に示す状態になる。
【００２８】
　このように、送電コイル１１３と受電コイル１３１が電磁結合されると、受電装置１３
の２次電池１３４は、送電装置１１による充電が開始される。この充電時には、受電回路
１３２により２次電池１３４の充電が行われる。
　この充電時には、送電コイル１１３と受電コイル１３１には磁界や電界が発生し、その
不要輻射がある。しかし、図３に示すように、磁性シート１１３ｂ、１３１ｂは、平面渦
巻き型コイル１１３ａ、１３１ａが発生する磁界による不要輻射を抑制し、金属シート１
１３ｃ、１３１ｃは、平面渦巻き型コイル１１３ａ、１３１ａが発生する電界による不要
輻射を抑制する。
【００２９】
　充放電制御回路１３３は、２次電池１３４の充電状態を監視し、その充電が終了すると
、受電回路１３２による２次電池１３４の充電を停止させる。
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　このようにして、２次電池１３４に充電が終了した場合には、受電装置１３の受電コイ
ル１３１を送電装置１１の送電コイル１１３から離し、これにより、携帯電話本体１２は
、その充電された２次電池１３４を電源として使用できる。
【００３０】
　以上説明したように、この第１実施形態では、非接触電力伝送に使用される送電コイル
１１３および受電コイル１３１が平面コイルからなり、使用の際には、それらは変圧器を
形成するが、両コイルからの磁界や電界による不要輻射を抑制でき、かつ効率的な電力伝
送ができる。
【００３１】
（第２実施形態）
　本発明の非接触電力伝送装置の第２実施形態の構成について、図５を参照しながら説明
する。
【００３２】
　この第２実施形態に係る非接触電力伝送装置は、例えば携帯電話に適用したものであり
、図５に示すように、充電器として機能する送電装置１１と、携帯電話本体１２の電源と
なる２次電池を含む受電装置１３と、充電器として機能するとともに携帯電話本体１５の
電源となる２次電池を含む送電・受電兼用装置１４とを備えている。
　そして、送電装置１１は、送電・受電兼用装置１４または受電装置１３と電磁的に結合
することにより非接触電力伝送装置をそれぞれ形成し、送電・受電兼用装置１４と結合し
た場合にはそれに含まれる２電池を充電でき、受電装置１３と結合した場合にはそれに含
まれる２次電池を充電できるようになっている。また、送電・受電兼用装置１４は、受電
装置１３と電磁的に結合することにより非接触電力伝送装置を形成し、このときには受電
装置１３に含まれる２電池を充電できるようになっている。
【００３３】
　次に、この第２実施形態の各部の具体的な構成について、図５を参照して説明する。
　送電装置１１および受電装置１３は、図１に示す送電装置１１および受電装置１３と同
様に構成されるので、同一の構成要素には同一符号を付して、ここではその構成の説明は
省略する。
　送電・受電兼用装置１４は、図５に示すように、送電回路１４１と、受電回路１４２と
、２次電池１４３と、充放電制御回路１４４と、送電・受電コイル１４５と、切り換えス
イッチＳＷ１～ＳＷ３と、設定器１４６と、制御回路１４７と、表示器１４８とを備えて
いる。
【００３４】
　この送電・受電兼用装置１４は、構成要素である送電回路１４１、受電回路１４２、２
次電池１４３、充放電制御回路１４４、送電・受電コイル１４５、切り換えスイッチＳＷ
１～ＳＷ３、設定器１４６、制御回路１４７、および表示器１４８のうち、設定器１４６
および表示器１４８を除く他の各構成要素を、一体に１つの容器に収容させたり、または
熱硬化性の合成樹脂などを用いて一体にモジュール化（固形化）させ、送電・受電兼用装
置モジュールとして形成するようにした。
【００３５】
　ここで、その送電・受電兼用装置モジュールは、図１に示す受電装置１３をモジュール
化した受電装置モジュールと基本的に同様のものであり、例えば図４に示す受電装置モジ
ュール３２と同様に形成される。
　送電回路１４１は、動作時に、２次電池１４３から供給される直流電圧を使用して所定
の周波数の交流電圧を生成し、この生成した交流電圧を送電・受電コイル１４５に供給す
る回路である。受電回路１４２は、送電・受電コイル１４５が送電装置１１の送電コイル
１１３と電磁結合して送電装置１１から電力が送電される場合に、送電・受電コイル１４
５に誘起される交流電圧を整流して直流電圧を生成する回路、すなわち交流－直流変換回
路である。受電回路１４２で生成される直流電圧は、充放電制御回路１４４を介して２次
電池１４３に供給され、２次電池１４３を充電するようになっている。
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【００３６】
　２次電池１４３は、例えばリチウムイオン電池のように、放電後に充電により繰り返し
て使用できる電池である。充放電制御回路１４４は、受電回路１４２により２次電池１４
３を充電する場合にはその充電の制御（監視）を行い、２次電池１４３で送電回路１４１
や負荷である携帯電話本体１５を動作させる場合には放電の制御（監視）を行う回路であ
る。
【００３７】
　送電・受電コイル１４５は、送電装置１１の送電コイル１１３と接近させて使用する場
合には、その両コイル１４５、１１３は、電磁結合して両者の間で変圧器を形成するよう
になっている。また、送電・受電コイル１４５は、受電装置１３の受電コイル１３１と接
近させて使用する場合には、その両コイル１４５、１３１は、電磁結合して両者の間で変
圧器を形成するようになっている。すなわち、送電コイル１１３、送電・受電コイル１４
５、および受電コイル１３１は、相互に電磁結合でき、かつ相互に分離できるようになっ
ている。
【００３８】
　切り換えスイッチＳＷ１，ＳＷ２は、送電・受電コイル１４５と、送電回路１４１また
は受電回路１４２との選択的な接続を行うものである。また、切り換えスイッチＳＷ３は
、２次電池１４３と、送電回路１４１または受電回路１４２との選択的な接続を行うもの
である。これらの切り換えスイッチＳＷ１～ＳＷ３の各接点は、通常は、例えば図示のよ
うに受電回路１４２側に接続されている。
【００３９】
　設定器１４６は、使用者が、送電回路１４１または受電回路１４２の使用を選択的に設
定するものであり、その設定データが制御回路１４７に入力されるようになっている。制
御回路１４７は、その設定器１４６からの設定データに従って、その動作状態を表示器１
４８を表示させるとともに、切り換えスイッチＳＷ１～ＳＷ３の接点の切り換えを制御す
る回路である。表示器１４８は、液晶表示器などからなり、上記のように所定の情報が表
示されるようになっている。
【００４０】
　次に、図５に示す送電コイル１１３、受電コイル１３１、および送電・受電コイル１４
５の具体的な構成について、図３を参照して説明する。
　図５に示す送電コイル１１３および受電コイル１３１は、図３に示す第１実施形態の送
電コイル１１３および受電コイル１３１と同様に構成される。また、図５に示す送電・受
電コイル１４５は、例えば図３に示す送電コイル１１３または受電コイル１３１と同様に
構成される。
【００４１】
　このような構成により、図５に示す送電コイル１１３、送電・受電コイル１４５、およ
び受電コイル１３１は、使用時に、そのうちの２つのコイルが相互に電磁結合して変圧器
を形成し、その際に各コイルで生成される電界や磁界による不要輻射を抑制して効率的な
電力伝送ができる。
　次に、このような構成からなる第２実施形態の動作例について、図５を参照して説明す
る。
【００４２】
　ここで、第２実施形態では、第１実施形態の場合と同様に、受電装置１３の２次電池１
３４を送電装置１１で充電する場合があるが、この場合はすでに説明済みであるので、以
下では他の場合の動作について説明する。
　まず、携帯電話本体１５に搭載される送電・受電兼用装置１４の２次電池１４３を、送
電装置１１を用いて充電する場合について説明する。この場合には、送電・受電兼用装置
１４の送電・受電コイル１４５を送電装置１１の送電コイル１１３に接近させて、両コイ
ル１４５、１１３が電磁結合する状態にさせる。
【００４３】
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　この状態で、設定器１４６により、送電装置１１を用いて２次電池１４３の充電を行う
旨の設定を行うと、その設定データが制御回路１４７に入力される。制御回路１４７は、
その設定データに従い、その旨の表示を表示器１４８に表示させるとともに、切り換えス
イッチＳＷ１～ＳＷ３の接点を、図５に示す位置、すなわち、受電回路１４２側に接続さ
せる。
【００４４】
　この結果、送電・受電兼用装置１４の２次電池１４３は、送電装置１１による充電が開
始される。この充電時には、受電回路１４２により２次電池１４３の充電が行われる。
　また、この充電時には、送電コイル１１３と送電・受電コイル１４５により磁界や電界
が生成され、その不要輻射がある。しかし、このときには、送電コイル１１３と送電・受
電コイル１４５とは、上記のように図３に示す送電コイル１１３および受電コイル１３１
と同様に構成される。このため、送電コイル１１３と送電・受電コイル１４５は、図３に
示す送電コイル１１３および受電コイル１３１と同様に、コイルが発生する磁界や電界に
よる不要輻射を抑制できる。
【００４５】
　充放電制御回路１４４は、２次電池１４３の充電状態を監視し、その充電が終了すると
、受電回路１４２による２次電池１４３の充電を停止させる。
　次に、携帯電話本体１２に搭載される受電装置１３の２次電池１３４が使用不能となり
、その２次電池１３４の充電を、携帯電話本体１５に搭載される送電・受電兼用装置１４
を用いて充電する場合について説明する。
【００４６】
　この場合には、受電装置１３の受電コイル１３１を送電・受電兼用装置１４の送電・受
電コイル１４５に接近させて、両コイル１３１、１４５が電磁結合する状態にさせる。こ
の状態で、送電・受電兼用装置１４により２次電池１３４を充電させる旨の設定を設定器
１４６で行うと、その設定データが制御回路１４７に入力される。制御回路１４７は、そ
の設定データに従い、その旨の表示を表示器１４８に表示させるとともに、切り換えスイ
ッチＳＷ１～ＳＷ３の接点を、図に示す位置とは反対の位置、すなわち、送電回路１４１
側に切り換える。
【００４７】
　この結果、受電装置１３の２次電池１３４は、送電・受電兼用装置１４による充電が開
始される。この充電時には、受電回路１３２により２次電池１３４の充電が行われる。
　また、この充電時には、受電コイル１３１と送電・受電コイル１４５により磁界や電界
が生成され、その不要輻射がある。しかし、このときには、受電コイル１３１と送電・受
電コイル１４５とは、上記のように図３に示す送電コイル１１３および受電コイル１３１
と同様に構成される。このため、、受電コイル１３１と送電・受電コイル１４５は、図３
に示す送電コイル１１３および受電コイル１３１と同様に、コイルが発生する磁界や電界
による不要輻射を抑制できる。
【００４８】
　充放電制御回路１３３は、２次電池１３４の充電状態を監視し、その充電が終了すると
、受電回路１３２による２次電池１３４の充電を停止させる。
　以上説明したように、この第２実施形態では、非接触電力伝送に使用される送電コイル
１１３、送電・受電コイル１４５、および受電コイル１３１が平面コイルからり、使用の
際には、そのうちの２つのコイルにより変圧器が形成されるが、その変圧器を形成するコ
イルからの磁界や電界による不要輻射を抑制でき、かつ、電力伝送の効率化を図ることが
できる。
【００４９】
　また、この第２実施形態では、充電器として機能するとともに２次電池１４３を含む送
電・受電兼用装置１４を携帯電話本体１５に搭載し、２次電池１３４を含む受電装置１３
を携帯電話本体１２に搭載するようした。
　このため、第２実施形態によれば、受電装置１３を搭載する携帯電話が使用不能になっ
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３４を充電できるので、非常に便宜である。
【００５０】
　さらに、第２実施形態の送電・受電兼用装置１４では、２次電池として使用する場合ま
たは充電器として使用する場合に、その使用を任意に設定できる上に、その設定状態を使
用者が表示器により容易に認識できるので、その設定ミスによる誤動作を防止できる。
（その他の実施形態）
　第１実施形態では、図２および図３に示すように、送電コイル１１３は、平面渦巻き型
コイル１１３ａ、磁性シート１１３ｂ、および金属シート１１３ｃから構成し、受電コイ
ル１３１は、平面渦巻き型コイル１３１ａ、磁性シート１３１ｂ、および金属シート１３
１ｃから構成するようにした。しかし、送電コイル１１３および受電コイル１３１は、金
属シート１１３ｃ、１３１ｃをそれぞれ省略するようにしても良い。
【００５１】
　この点の構成については、第２実施形態における送電コイル１１３、送電・受電コイル
１４５、および受電コイル１３１の各構成についても同様である。
　また、第１実施形態では、受電装置１３は、構成要素である受電コイル１３１、受電回
路１３２、充放電制御回路１３３、および２次電池１３４を一体化し、受電装置モジュー
ルとして形成するようにしたが、この一体化は少なくとも受電コイル１３１と２次電池１
３４であれば良い。
【００５２】
　さらに、第２実施形態では、送電・受電兼用装置１４は、構成要素である送電回路１４
１、受電回路１４２、２次電池１４３、充放電制御回路１４４、送電・受電コイル１４５
、切り換えスイッチＳＷ１～ＳＷ３、設定器１４６、制御回路１４７、および表示器１４
８のうち、設定器１４６および表示器１４８を除く他の各構成要素を一体化し、送電・受
電兼用装置モジュールとして形成するようにした。しかし、この一体化は少なくとも送電
・受電コイル１３１と２次電池１４３であれば良い。
【００５３】
　また、第１実施形態および第２実施形態では、携帯電話に適用した場合について説明し
たが、これに代えて携帯用のコンピュータなどの携帯端末、またはビデオカメラのような
携帯機器に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の第１実施形態の構成を示すブロック図である。
【図２】送電コイルと受電コイルの各構成要素を分解した斜視図である。
【図３】送電コイルと受電コイルの構成を示す断面図である。
【図４】送電装置と受電装置とを、充電器のケースと携帯電話のケースに組み込んだ状態
を表す断面図である。
【図５】本発明の第２実施形態の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００５５】
　１１・・・送電装置、１２、１５・・・携帯電話本体、１３・・・受電装置、１４・・
・送電・受電兼用装置、３２・・・受電装置モジュール、１１３・・・送電コイル、１１
３ａ、１３１ａ・・・平面渦巻き型コイル、１１３ｂ、１３１ｂ・・・磁性シート、１１
３ｃ、１３１ｃ・・・金属シート、１１２、１４１・・・送電回路、１３１・・・受電コ
イル、１３２、１４２・・・受電回路、１３４、１４３・・・２次電池、１４５・・・送
電・受電コイル。
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