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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯型電子デバイスに電力を供給するバッテリーを有する独立した前記携帯型電子デバ
イスとともに使用する誘導電力受信装置であって、独自には電磁誘導により無線で電力受
信できない前記携帯型電子デバイスを電磁誘導により無線で電力受信可能にする誘導電力
受信装置であり、
　前記携帯型電子デバイスに取付けられるカバーであって、拡張部を形成するために前記
携帯型電子デバイスの面を超えて延びるとともに、少なくとも前記携帯型電子デバイスの
背面を覆うカバーと、
　前記カバーの内部に組み込まれるか又は前記カバーの表面に設けられ、電力送信機と互
いに近接する場合に前記電力送信機から電磁誘導により無線で電力を受信するように構成
された誘導電力受信素子と、
　前記装置が使用される際に前記電力受信素子と電気的に結合され、前記素子により受信
された電力を前記携帯型電子デバイスに供給するために前記携帯型電子デバイスの１また
はそれ以上の対応する電源コネクタに接続されるように構成された１またはそれ以上の誘
導電力受信装置電源コネクタと
　を備え、
　前記１またはそれ以上の誘導電力受信装置電源コネクタは、前記拡張部に保持されてお
り、前記拡張部は、前記誘導電力受信装置電源コネクタが前記携帯型電子デバイスの前記
電源コネクタに電気的に結合することを許容することを特徴とする誘導電力受信装置。
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【請求項２】
　前記携帯型電子デバイスの前記電源コネクタは、前記誘導電力受信装置が前記携帯型電
子デバイスに取付けられているときに、アクセスできないようになっていることを特徴と
する請求項１記載の誘導電力受信装置。
【請求項３】
　前記カバーは、前記装置が使用される際に、バッテリー区画の少なくとも一部をカバー
するために、前記電力受信素子を機械的に前記デバイスに取り付けるように構成された機
械的付着手段を含むことを特徴とする請求項１記載の誘導電力受信装置。
【請求項４】
　前記機械的付着手段は、クリップ形態、スナップフィット形態、及び滑り形態からなる
グループから選択されていることを特徴とする請求項３記載の誘導電力受信装置。
【請求項５】
　前記機械的付着手段は、前記電力受信素子と前記携帯型電子デバイスの少なくとも１の
電源コネクタとの間に位置する硬質接続部を含むことを特徴とする請求項３記載の誘導電
力受信装置。
【請求項６】
　前記携帯型電子デバイスへの供給に先立って前記電力受信素子から受信した電力を調整
するように機能する電力調整回路をさらに備えることを特徴とする請求項１記載の誘導電
力受信装置。
【請求項７】
　前記電力受信素子は、前記携帯型電子デバイスに比較して小型であることを特徴とする
請求項１記載の誘導電力受信装置。
【請求項８】
　前記電力受信素子は、前記携帯型電子デバイスに比較して薄型であることを特徴とする
請求項１記載の誘導電力受信装置。
【請求項９】
　前記電力受信素子によって占められる体積は、前記携帯型電子デバイスによって占めら
れる体積に比較して小さいことを特徴とする請求項１記載の誘導電力受信装置。
【請求項１０】
　前記電力受信素子は、携帯型電子デバイスに取り付けられる際に、実質的に前記デバイ
スのエルゴノミクスを変更しないほど十分に小さい外形寸法を有することを特徴とする請
求項１記載の誘導電力受信装置。
【請求項１１】
　前記装置の動作状態の所定の指示を行う指示器をさらに備えることを特徴とする請求項
１記載の誘導電力受信装置。
【請求項１２】
　前記電力受信素子は、実質的に平板状であることを特徴とする請求項１記載の誘導電力
受信装置。
【請求項１３】
　前記電力受信装置は、可撓性を有することを特徴とする請求項１記載の誘導電力受信装
置。
【請求項１４】
　請求項１記載の携帯型電子デバイスと誘導電力受信装置とを含むシステム。
【請求項１５】
　前記誘導電力受信装置電源コネクタの１つは、前記誘導電力受信装置が前記携帯型電子
デバイスに接続される場合に前記携帯型電子デバイスが貫通方法に適するように構成され
得るように、前記携帯型電子デバイスの１またはそれ以上の電源コネクタと同様の接点を
含むことを特徴とする請求項１４記載のシステム。
【請求項１６】
　前記携帯型電子デバイスの１またはそれ以上の電源コネクタは、外部機器の１またはそ
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れ以上の電源コネクタに接続されるように構成され、
　前記誘導電力受信装置は、外部機器に電気的に接続されるように構成された１またはそ
れ以上の外部機器電源コネクタをさらに含み、
　前記誘導電力受信装置は、前記１又はそれ以上の誘導電力受信装置電源コネクタを前記
１またはそれ以上の外部機器電源コネクタに電気的に接続する貫通端子装置さらに含むこ
とを特徴とする請求項１４記載のシステム。
【請求項１７】
　前記貫通端子装置は、信号およびデータを伝送する接点を含むことを特徴とする請求項
１６記載のシステム。
【請求項１８】
　前記拡張部が超えて延びる前記携帯型電子デバイスの前記面は、前記携帯型電子デバイ
スの下端の面であることを特徴とする請求項１記載の誘導電力受信装置。
【請求項１９】
　携帯型電子デバイスに電力を供給するバッテリーを保持するように構成されたバッテリ
ー区画を有する独立した前記携帯型電子デバイスとともに使用する誘導電力受信装置であ
って、独自には電磁誘導により無線で電力受信できない前記携帯型電子デバイスを電磁誘
導により無線で電力受信可能にする誘導電力受信装置であり、前記携帯型電子デバイスは
、１またはそれ以上の機械的コネクタを有する前記携帯型電子デバイスに従来のバッテリ
ー区画カバーを取外し可能に取付けることができる機械構造を含んでおり、
　前記誘導電力受信装置は、
　前記携帯型電子デバイスの前記機械構造と機械的に相互に作用して、前記誘導電力受信
装置を前記携帯型電子デバイスに取外し可能に取付ける取替えカバーと、
　前記取替えカバーの内部に組み込まれるか又は前記取替えカバーの表面に設けられ、電
力送信機と互いに近接する場合に前記電力送信機から電磁誘導により無線で電力を受信す
るように構成された誘導電力受信素子と、
　前記装置が使用される際に前記電力受信素子と電気的に結合され、前記素子により受信
された電力を前記携帯型電子デバイスに供給するために前記携帯型電子デバイスの１また
はそれ以上の対応する電源コネクタに接続されるように構成された１またはそれ以上の誘
導電力受信装置電源コネクタと
　を備え、
　前記誘導電力受信装置は、独自には電磁誘導により無線で電力受信できない前記携帯型
電子デバイスが、電磁誘導により無線で電力受信できる携帯型電子デバイスに変わるよう
に、前記携帯型電子デバイスの前記従来のバッテリー区画カバーと取って代わるように構
成されていることを特徴とする誘導電力受信装置。
【請求項２０】
　前記１またはそれ以上の誘導電力受信装置電源コネクタは、バッテリーのバッテリー端
子と前記１又はそれ以上の携帯型電子デバイス電源コネクタとの間に介在される請求項１
９記載の誘導電力受信装置。
【請求項２１】
　前記誘導電力受信装置は、前記バッテリーの前記バッテリー端子と前記１またはそれ以
上の携帯型電子デバイス電源コネクタとの間に貫通端子を含み、前記バッテリーからの電
力は、前記誘導電力受信素子が無線にて電力を受信しないときに、前記携帯型電子デバイ
ス電力コネクタに供給されることを特徴とする請求項２０記載の誘導電力受信装置。
【請求項２２】
　誘導電力受信機能を備えない携帯型電子デバイスが前記誘導電力受信機能を備えるよう
にする構成方法であって、前記携帯型電子デバイスはバッテリーを保持するように構成さ
れたバッテリー区画を備え、前記携帯型電子デバイスは、前記バッテリー区画の背面を形
成するとともに電磁誘導により電力受信できない従来のバッテリー区画カバーを、１また
はそれ以上の機械的コネクタを有する前記携帯型電子デバイスに取外し可能に取付けるこ
とができる機械構造を含んでおり、
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　前記従来の取替えカバーの１またはそれ以上の機械的コネクタを前記携帯型電子デバイ
スの前記機械構造から取り外すことにより、前記従来の取替えカバーを取外し、
　電力送信機と互いに近接する場合に前記送信機から電磁誘導により無線で電力を受信す
るように構成された誘導電力受信素子を含む別の取替えカバー部を、前記別の取替えカバ
ー部の１またはそれ以上の機械的コネクタを前記携帯型電子デバイスの前記機械構造に取
付けることにより、前記バッテリー区画の背面を形成するように前記デバイスに取り付け
、
　前記誘導電力受信素子に電気的に接続される１またはそれ以上の電源コネクタを、前記
誘導電力受信素子によって受信される電力が前記携帯型電子デバイスに供給されるように
、前記携帯型電子デバイスの１またはそれ以上の対応する電源コネクタに接続すること
　を含み、
　前記別の取替えカバー部は、独自には電磁誘導により無線で電力受信できない前記携帯
型電子デバイスが、電磁誘導により無線で電力受信できる携帯型電子デバイスに変わるよ
うに、前記携帯型電子デバイスの前記従来のカバーと取って代わるように構成されている
ことを特徴とする構成方法。
【請求項２３】
　前記カバーは、独自には電磁誘導により無線で電力受信できない前記携帯型電子デバイ
スが、電磁誘導により無線で電力受信できる携帯型電子デバイスに変わるように、前記携
帯型電子デバイスの従来のバッテリー区画カバーに取って代わるように構成された取替え
カバーであることを特徴とする請求項１記載の誘導電力受信装置。
【請求項２４】
　前記誘導電力受信装置は、前記携帯型電子デバイスへの供給に先立って前記電力受信素
子から受信した電力を調整するように機能する電力調整回路をさらに備えることを特徴と
する請求項１４記載の組合せ。
【請求項２５】
　前記電力受信素子と前記１またはそれ以上の電源コネクタとの間に延びる１またはそれ
以上の電気的連結部を備え、前記装置が使用されないときに、前記１またはそれ以上の電
気的連結部は前記電力受信素子および／または前記１またはそれ以上の電源コネクタから
取り外し可能であることを特徴とする請求項１９記載の誘導電力受信装置。
【請求項２６】
　前記カバーは、前記携帯型電子デバイスの外板であることを特徴とする請求項１記載の
誘導電力受信装置。
【請求項２７】
　携帯型電子デバイスに電力を供給するバッテリーを有する独立した前記携帯型電子デバ
イスとともに使用する誘導電力受信装置であって、独自には電磁誘導により無線で電力受
信できない前記携帯型電子デバイスを電磁誘導により無線で電力受信可能にする誘導電力
受信装置であり、
　前記携帯型電子デバイスに取付けられるカバーであって、少なくとも前記携帯型電子デ
バイスの背面を覆うカバーと、
　前記カバーの内部に組み込まれるか又は前記カバーの表面に設けられ、電力送信機と互
いに近接する場合に前記電力送信機から電磁誘導により無線で電力を受信するように構成
された誘導電力受信素子と、
　前記カバーが前記デバイス上に配置されたときに、前記素子により受信された電力を前
記携帯型電子デバイスに供給するために前記携帯型電子デバイスの１またはそれ以上の対
応する電源コネクタに接続される１またはそれ以上のデバイス電源コネクタを保持する電
源コネクタ部と
　を備え、
　前記電源コネクタ部は、前記誘導電力受信装置に固定または準固定されており、
　前記カバーを前記電子デバイス上に取付けることは、自動的に、前記電源コネクタ部の
前記１またはそれ以上のデバイス電源コネクタを、前記携帯型電子デバイスの前記１また
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はそれ以上の対応する電源コネクタに電気的に接続させることを特徴とする誘導電力受信
装置。
【請求項２８】
　前記電源コネクタ部は、前記誘導電力受信装置が前記携帯型電子デバイスに接続される
場合に前記携帯型電子デバイスが貫通方法に適するように構成され得るように、前記携帯
型電子デバイスの１またはそれ以上の電源コネクタと同様の接点を含むことを特徴とする
請求項２７記載の誘導電力受信装置。
【請求項２９】
　前記携帯型電子デバイスの前記１またはそれ以上の電源コネクタは、外部機器の１また
はそれ以上の対応する電源コネクタに接続されるように構成され、
　前記電源コネクタ部は、外部機器に電気的に接続されるように構成された１またはそれ
以上の外部機器電源コネクタをさらに含み、
　前記電源コネクタ部は、前記１又はそれ以上のデバイス電源コネクタを前記１またはそ
れ以上の外部機器電源コネクタに電気的に接続する貫通端子装置さらに含むことを特徴と
する請求項２７記載の誘導電力受信装置。
【請求項３０】
　前記バッテリーの端子と前記１またはそれ以上の携帯型電子デバイス電源コネクタとの
間に貫通端子を含み、前記バッテリーからの電力は、前記誘導電力受信素子が無線にて電
力を受信しないときに、前記携帯型電子デバイス電力コネクタに供給されることを特徴と
する請求項２７記載の誘導電力受信装置。
【請求項３１】
　前記カバーは、移動体通信ネットワークの端末用の取替えカバー部であることを特徴と
する請求項２７記載の誘導電力受信装置。
【請求項３２】
　前記カバーは、前記携帯型電子デバイスの外板であることを特徴とする請求項２７記載
の誘導電力受信装置。
【請求項３３】
　前記取替えカバーは、拡張部を形成するために前記携帯型電子デバイスの面を超えて延
び、前記１またはそれ以上の誘導電力受信装置電源コネクタは、前記拡張部に保持されて
おり、前記拡張部は、前記誘導電力受信装置電源コネクタが前記携帯型電子デバイスの前
記電源コネクタに電気的に結合することを許容することを特徴とする請求項１９記載の誘
導電力受信装置。
【請求項３４】
　前記別の取替えカバー部を取付けることは、自動的に、前記誘導電力受信素子の１また
はそれ以上の電源コネクタを、前記携帯型電子デバイスの１またはそれ以上の対応する電
源コネクタに電気的に接続させることを特徴とする請求項２２記載の構成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線により電力を受信する携帯型電子機器の構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日の携帯型デバイスの多くは、外部のアダプタを一時的にデバイスの電源コネクタに
取り付けることによって再充電することができる内蔵二次電池またはバッテリーを含む。
しかしながら、このことはユーザにとっては多少やっかいである。なぜなら、手先の器用
さが必要であり、両手が必要であり、特に、異なる製造者が互換性のないコネクタを用い
、正しいアダプタをそれぞれのデバイスに設置しなければならないからである。
【０００３】
　外部アダプタを取り付けることなくデバイスを充電するために、種々の手段が提案され
ている。これらは、以下のものを含む。
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　・デバイスの受信接点と結合する接点配列を設けることによって電力を供給する面。そ
の例は、以下のものを含む。
　・学術の世界においては、英国ケンブリッジ大学工学部通信工学研究室のＪａｍｅｓ　
ＳｃｏｔｔおよびＦｒａｎｋ　Ｈｏｆｆｍａｎによって導かれたネットワークサーフィス
。
　・産業の世界においては、米国Ｍｏｂｉｌｅ　Ｗｉｓｅによって提案された無線電力基
板
　・例えば下記の特許文献１に開示されているような、接触することなく誘導によりデバ
イスに電力を供給する面。このシステムにおいては、その機器は、誘導により電力を受信
し、電力を調整し、その機器のバッテリーおよび電子機器に電力を供給するための実質的
に平板状のエレメントを組み入れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際特許公開第０３／９６５１２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これらの解決策は、一般的には、製造工程において電力受信素子を組み入れるために、
製造会社によってデバイスのデザインが修正される必要がある。しかしながら、すでに不
可能になっている携帯用機器が非常に多く存在する。それにより、ユーザが単純に電力受
信素子をデバイスに後から取り付けることによって、現存するデバイスを可能なものにす
る解決策があると便利である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、携帯型電子デバイスとともに使用し、携帯型電子デバイ
スを無線による電力受信可能にする無線電力受信装置が提供されている。この無線電力受
信装置は、携帯型電子デバイスに取り付けられるように構成され、また、電力送信機と互
いに近接する場合に電力送信機から無線により電力を受信するように構成された電力受信
素子と、無線電力受信装置が使用される際に電力受信素子と電気的に結合され、電力受信
素子により受信された電力を携帯型電子デバイスに供給するための携帯型電子デバイスの
１またはそれ以上の対応する電源コネクタに結合されるように構成された１またはそれ以
上の電源コネクタとを備える。
【０００７】
　本発明の利点は、ユーザが現存する携帯型デバイスに容易に無線電力転送機能を付加さ
せることができることである。
【０００８】
　使用の際、ユーザは単に電力受信素子を携帯型デバイスに取り付け、電源コネクタを携
帯型デバイスの対応する電源コネクタに接続する。それにより、デバイスは、例えば電磁
誘導法により電力送信機（例えば、外部充電器）から無線で電力を受信できるようになる
。
【０００９】
　電力受信素子のデバイスへの取り付け手段は、接着でもよく、クリップのような機械的
な手段でもよい。電力受信素子は、あるいは、デバイスにスナップフィットすることもで
き、デバイス上を滑ることもできる。素子は、取り外し可能であってもよく、一度適用さ
れれば取り外しできなくてもよい。
【００１０】
　携帯型電子デバイスへの電力受信素子のさらに他の取り付け方法は、電力受信素子と少
なくとも１つの電源コネクタとの間の固定接続を備えることである。この場合、携帯型電
子デバイスの対応する電源コネクタへのその電源コネクタまたはそれらの電源コネクタの
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接続が、接着またはクリップのようないかなる取り付け手段を必要とすることなく、デバ
イスに電力受信素子を機械的に取り付ける機能を果たす。
【００１１】
　電力受信素子の携帯型電子デバイスへの他の取り付け方法は、携帯型電子デバイスの取
替えカバー部の一部としての電力受信素子を形成することである。携帯電話のようなデバ
イスは、ユーザがデバイスの外観または外板を変えることができるように、取替え可能カ
バー部を備える。
【００１２】
　任意で、電源コネクタは、可撓性を有する接続部材により電力受信素子に取り付けられ
てもよく、それにより、便利な将来利用のために電力受信素子が取り付けられている間に
電源コネクタは、挿入されデバイスの電力入力部から取り外すことができる。好ましくは
、可撓性を有する接続部材は、１またはそれ以上の電源コネクタを電気的に電力受信素子
に接続する役目を果たす。
【００１３】
　一実施例において、電力受信素子と電源コネクタとの間に延びる電気的接続部（例えば
、配線）は、装置が使用されていない間、電力受信素子からおよび／または電源コネクタ
から取り外すことができる。これにより、電力受信素子が取り付けられている間、電気的
接続部および電源コネクタは、起こりうる損傷から保護するために取り外すことができる
。
【００１４】
　電気的接続部を取り外し可能にすることにより、異なる携帯型電子デバイスとの使用の
ための数種類の異なる形態の電源コネクタ（または電源コネクタにフライヤリードのよう
な電気的接続部材が加わったもの）の他に１つの形態の電力受信素子を提供することもで
きる。
【００１５】
　任意に、電源コネクタは、デバイスに接続される場合にデバイスが貫通方法により従来
のアダプタに接続されるように、デバイスの電力受信入力部と同様の接続手段を組み込ん
でいてもよい。
【００１６】
　携帯型電子デバイスは、外部機器の対応する第２の接続手段と接続するように構成され
る第１の接続手段を備えていてもよい。第１の接続手段は、信号またはデータの入力／出
力以外の他の目的のために１またはそれ以上のさらなるコネクタとともに、携帯型電子デ
バイスの１またはそれ以上の対応する電源コネクタを備える。この場合、無線電力受信装
置は、デバイスの第１の接続手段と接続されるように構成されかつ無線電力受信装置の１
またはそれ以上の電源コネクタを備える第３の接続手段と、外部機器の第２の接続手段と
接続されるように構成された第４の接続手段と、第３の接続手段および第４の接続手段の
対応するコネクタのうち少なくとも１つのコネクタを相互接続させる貫通端子装置とを備
える。
【００１７】
　第３および第４の接続手段は、電源コネクタ部または電源コネクタブロックが外部機器
（例えば、携帯電話用の車のハンドフリークレードル）と携帯型電子デバイスとの間に挟
まれるように、電源コネクタブロックまたは電源コネクタブロックの対面に設けられてい
てもよい。電力を外部機器から供給できることが好ましいが、貫通端子装置は、第３およ
び第４の接続手段の電源コネクタを相互接続させる必要はない。貫通端子装置は、第３お
よび第４の接続手段の信号またはデータコネクタを相互接続させる役目を果たすことがで
きる。
【００１８】
　電力受信素子によって受信される電力がデバイスに供給される前に電力調整されなけれ
ばならないのであれば、電力調整回路は、電力受信素子または電源コネクタに任意に組み
込まれていてもよい。
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【００１９】
　本発明のすべての構成要素、特に接着材は、実質的に耐水性を任意に備えていてもよい
。
【００２０】
　電力受信素子は、デバイスに接着される場合にデバイスの一部に見えるように、任意に
色づけられ、織り目加工されてもよい。あるいは、またはさらに、電力受信手段は、例え
ば、ロゴや広告のような文字または絵を有していてもよい。
【００２１】
　電力受信素子は、その絵等が滑り込めるような、実質的に透明なポケットを含んでいて
もよい。
【００２２】
　他の実施例においては、送信機と近接するように配置されなければならない電力受信素
子の一部は、区別して、印が付されるか色づけられるかまたはラベルが貼られる。このよ
うに、ユーザは、電力が送信機から電力受信素子に効果的に転送されるように、（携帯型
電子デバイスに取り付けられた）電力受信素子を送信機と比較関連して配置させるまたは
正しい位置に置く方法を知ることができる。
【００２３】
　電力が受信され、および／またはデバイスに供給される場合に指示するために、電力指
示器が電力受信素子または電源コネクタに任意に設けられていてもよい。指示器は、光（
ＬＥＤまたは電子発光パネルでもよい）、音または振動を発してもよい。
【００２４】
　電力受信素子は、デバイスの外部に設けられる代わりにデバイスの内部（例えば、バッ
テリー区画の背面）に設けられてもよい。
【００２５】
　電源コネクタは、デバイス内の内部電源端子、可能であればバッテリーおよび／または
バッテリー端子に接続されていてもよい。
【００２６】
　電力受信素子は、実質的に平板状であることが好ましい。あるいは、好ましくはさらに
、電力受信素子は可撓性を有している。これらの特徴により、電力受信素子を適切な内面
部分または外面部分において携帯型電子デバイスに取り付けることが容易になる。内面部
分に取り付けられる場合、電力受信素子を平板状のおよび／または可撓性を有するものに
することにより、バッテリー区画のような閉じられた空間においてさえ都合よく素子を取
り付けることができる。外面部分に取り付けられる場合、これらの特徴により携帯型電子
デバイスの全体形状および／またはエルゴノミクスにほとんど影響を与えることなく電力
受信素子を取り付けることができる。
【００２７】
　本発明の第２の態様によれば、前述の本発明の第１の態様に係る携帯型電子デバイスと
無線電力受信装置との組合せが提供される。
【００２８】
　以下の不完全な表は、本発明を用いることができるデバイスの例を示す。可能なデバイ
ス、下記のデバイスに限定されるものではない。
【００２９】
　・例えば、ラジオ、携帯電話またはトランシーバーのような移動体通信デバイス
　・例えば、携帯情報端末、パームトップコンピュータまたはラップトップコンピュータ
のような携帯型コンピュータデバイス
　・例えば、音楽プレーヤー、ゲーム機または玩具のような携帯型電子娯楽機器
　・例えば、歯ブラシ、シェーバーまたはヘアカーラーのような個人ケア用品
　・例えば、ビデオレコーダーまたはカメラのような携帯型撮像装置
　・例えば、例えば、コーヒーマグカップ、皿、料理鍋、マニキュアおよび化粧品容器の
ような加熱を必要とする内容物の容器
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　・例えば、トーチ、時計および扇風機のような消費者用デバイス
　・上記のいずれかへ組み入れるためのバッテリーパック
　・標準サイズの電池
　電池のような非知的２次装置の場合においては、高機能な充電制御手段が、電池への誘
導電力を測定する必要があり、デバイスの多数の電池が異なる荷電状態を有している状態
を処理する必要がある。さらに、電力送信機が「充電された」状態を指示できることがよ
り重要になる。他の電子デバイスに配置された場合に２次電池またはバッテリーが容易に
目に見えないかもしれないからである。
【００３０】
　本発明の第３の態様によれば、携帯型電子デバイスの表面部に付着して取り付けられる
ように構成されたステッカー形状の電力受信素子であって、電力送信機と互いに近接する
場合に電力送信機から無線により電力を受信するように構成され、デバイスの電源コネク
タと電気的接続がなされる接続手段を備える電力受信素子が提供される。
【００３１】
　電力受信素子をステッカー形状にすることにより、ユーザは、電力受信素子を携帯型電
子デバイスに後から容易に取り付けることができる。
【００３２】
　転送および取り付けを便利にするために、ステッカーは、接着面に取り外し可能な裏紙
であって、素子をデバイスに取り付ける時点において取り外されるものを備えていること
が好ましい。
【００３３】
　ステッカーの接着面と反対側の面は、ステッカーがデバイスに取り付けられる場合にそ
の反対側の面に隣接する携帯型電子デバイスの表面部に外見上一致する。これにより、ス
テッカー形状の電力受信素子は携帯型電子デバイスの外部に目立たないようにまたは見え
ないように取り付けることができる。
【００３４】
　他の実施例においては、ステッカーは、接着面とは反対側の面において、挿入物を有す
る実質的に透明なポケットを備える。挿入物は、例えばロゴや広告のような文字または絵
を有する。
【００３５】
　本発明の第４の態様によれば、携帯型電子デバイスの取替えカバー部であって、電力送
信機と互いに近接する場合に送信機から無線により電力を受信するように構成された電力
受信素子を有しまたは組み入れており、デバイスの電源コネクタと電気的接続がなされる
接続手段を備える取替えカバー部が提供される。取替えカバー部は、置き換わったカバー
部と実質的に同じ大きさおよび同じ形状を有することが好ましい。あるいは、取替えカバ
ー部は、置き換わったカバー部より薄くてもよく、接続手段を電源コネクタと接続させる
ために、電源コネクタを収容する携帯型電子デバイスの面を越えて延びていてもよい。
【００３６】
　一実施例において、取替えカバー部は、デバイスに配置される場合に携帯型電子デバイ
スの１またはそれ以上の対応する電源コネクタに接続されるように配置される１またはそ
れ以上の電源コネクタを備える電源コネクタ部を備える。電源コネクタ部は、取替えカバ
ー部の取り付けが取替えカバー部の１またはそれ以上の電源コネクタと携帯型電子デバイ
スの１またはそれ以上の対応する電源コネクタとを自動的に電気的接続するように、取替
えカバー部の残りの部分に固定または半固定（例えば、弾力的に）される。
【００３７】
　他の実施例においては、取替えカバー部は、携帯型電子デバイスのバッテリー区画を覆
い、デバイスの１またはそれ以上の対応するバッテリーコネクタおよび／またはデバイス
に組み込まれたバッテリーの１またはそれ以上の端子に接続されるように構成される１ま
たはそれ以上のバッテリーコネクタを備える。例えば、取替えカバー部の１またはそれ以
上のバッテリーコネクタは、バッテリー端子とデバイスの対応するバッテリーコネクタと
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の間に介在するように構成されていてもよい。
【００３８】
　他の実施例においては、取替えカバー部は、携帯型電子デバイスのバッテリー区画を覆
い、少なくとも１つの再充電可能なバッテリーを備えるまたは組み込んでいる。取替えカ
バー部がデバイスに配置される場合、バッテリーは、バッテリー区画に動作可能に組み込
まれる。電力受信素子は、電力が無線により送信機から受信される際にバッテリーの充電
のためにバッテリーに動作可能に接続される。
【００３９】
　取替えカバー部は、例えば、移動体通信ネットワークの端末用の取替えカバー部である
。
【００４０】
　本発明の第５の態様によれば、無線による電力受信機能を備えない携帯用電子デバイス
の構成方法であって、電力送信機と互いに近接する場合に送信機から無線により電力を受
信するように構成される電力受信素子をデバイスに取り付け、素子に電気的に接続される
１またはそれ以上の電源コネクタを素子によって受信される電力がデバイスに供給される
ようにデバイスの１またはそれ以上の対応する電源コネクタに接続する構成方法が提供さ
れる。
【００４１】
　本発明のさらなる態様によれば、電力受信用の取り付け手段であって、
　ｉ）エルゴノミクスをほとんど変更することなく、現存する携帯型デバイスに取り付け
られるほど十分に小さい外形寸法を備える実質的に平板状の電力受信手段
　ｉｉ）現存する携帯型デバイスの電力入力部に取り付けることができる電源コネクタ
　ｉｉｉ）携帯型デバイスに上記事柄の一部または全てを取り付ける手段
　を備える手段が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】図１ａは携帯型電子デバイスおよび本発明に係る無線電力受信装置の第１の例の
側面図、図１ｂは図１ａの端面図、図１ｃは図１ａに対応する平面図である。
【図２】図２ａ～２ｃは、それぞれ、携帯型電子デバイスおよび本発明に係る無線電力受
信装置の第２の例の側面図、端面図および平面図である。
【図３】図３ａおよび３ｂは、それぞれ、本発明に係る電力受信素子の平面図および側面
図である。
【図４】本発明の一実施例に係る装置に含まれる回路部分の回路図である。
【図５】本発明の一実施例に係る装置の電力コネクタの断面図である。
【図６】本発明の一実施例に係るステッカー形状の電力受信素子の斜視図である。
【図７】本発明の他の実施例に係る電力受信素子の斜視図である。
【図８】移動体通信ネットワーク用の端末の部品、バッテリーパックおよび本発明の一実
施例に係る端末用取替えカバー部の斜視図である。
【図９】図８の端末、バッテリーパックおよび本発明の他の実施例に係る端末用取替えカ
バー部の斜視図である。
【図１０】図８の端末および本発明のさらに他の実施例に係る端末用取替えカバー部の斜
視図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　図１は、本発明の第１実施例に係る装置１５０の部品と、その装置とともに用いられる
携帯型電子デバイス（携帯電話機）１００の一例とを示す。従来のデバイスは、無線によ
り電力を受信する機能を持っていない。
【００４４】
　図１ａの側面図に示すように、デバイス１００は、本例においてはソケットとなる電源
コネクタ１０１を備える。装置１５０は、実質的に平板状の電力受信素子２００、接着層
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２０１、可撓性を有する接続部材（可撓性を有する配線）２０２およびそのデバイスの電
源コネクタ１０１に差し込むことができる電源コネクタ２０３を備える。
【００４５】
　図１ｂおよび図１ｃは、図１ａの装置の端面図および平面図である。携帯型のデバイス
１００の裏面（下面）は、図１ａでは最上部であり、素子２００が取り付けられるのはこ
の面である。
【００４６】
　図２ａ～２ｃは、本発明の第２実施例に係る装置１６０を除けば、図１ａ～図１ｃに一
致する図である。この場合、デバイス電源接点（第１の接続手段）１１１ａ，ｂは、ソケ
ットの代わりの接触片である。これらのデバイス電源接点１１１ａ，ｂは、充電器のよう
な外部機器（図示せず）の対応する合わせ片（第２の接続手段（図示せず））に接続する
ように構成されている。その装置の電源コネクタ部２１３は、内面２１４に設けられかつ
デバイスの電源接点１１１ａ，ｂと電気的に接触するように対応する合わせ片（第３の接
続手段）２１５ａ，ｂを備える。また、第２の接続手段を備える例えば車内ハンドフリー
ユニットまたは充電器のような他の機器が接続されるように、さらにコネクタ（第４の接
続手段）２１７ａ，ｂが電源コネクタ部２１３の外面２１６に設けられている。これらの
コネクタ２１７ａ，ｂは、電源コネクタ部２１３に組み込まれた貫通端子装置によって、
対応する接点２１５ａ，ｂに電気的に接続される。コネクタ２１５ａ，ｂおよび２１７ａ
，ｂは、例えば信号およびデータの入力／出力を行うといった電力供給以外の目的のため
に用いられるコネクタを含んでいてもよい。
【００４７】
　図３ａおよび図３ｂは、それぞれ、本発明の実施例に用いられる実質的に平板状の電力
受信素子２００の一例の平面図および側面図である。磁気コアは、それぞれ５０×３０×
０．０２ｍｍの寸法を持つ６つのアモルファス金属４００が積み重なって構成される。こ
れらの周りには、例えば銅線、テープ、型打ちされたまたはプレス加工が施された金属か
らなるコイル３００が巻かれている。この場合、そのコイルは、センタータップとともに
磁気コアを３０周回り、図４で述べる回路に接続される３つの接続部２０２に電流を供給
する。素子全体は、０．２ｍｍ以下の厚さにすることができることから、容易に曲がりや
すく、そのため適用されるデバイスの非平板状のどの部分にも順応し、また割れにくい。
【００４８】
　図３ａ，３ｂに示す電力受信素子の例および適切な電力受信素子の他の例に関するさら
なる情報は、国際特許公開第０３／０９６３６１号および国際特許公開第０３／０９６５
１２号に記載されており、参照することによって本明細書において組み込まれる。電力受
信素子に用いるのに適した無線電力送信機の種々の形態も、これらの特許文献に開示され
ている。
【００４９】
　図４は、電力受信素子から与えられる交流を携帯型電子デバイス用に適した電力に変換
することができる回路４５０を示す。平行共鳴コンデンサ５０１は、コイルを調整し、そ
れにより、増加した電力伝達が許容される。１００ｎＦの値は、コアの正確な材料および
コイルの構造に依存し、したがってインダクタンスに依存する。交流は、ダイオード５０
０により全波整流される。０．３Ｖの順電圧降下のショットキーダイオードは、最良の性
能を発揮する。コンデンサ５０２は、直流を平滑化する。この地点における電圧は、調整
されていないが、携帯型デバイス内の次の電子機器に送られるには十分である。任意の電
圧調整器５０３は、調整されていない電力を利用できないデバイス用に電圧を制限する。
この調整器は、線形モードのものでも切替モードのものでもよく、また、任意に他の保護
回路またはシステム管理回路を含んでいてもよい。任意の指示器５０４は、電力が受信さ
れていることを指示する。
【００５０】
　図３ａ，図３ｂおよび図４の他の構成は、ダイオード５００の代わりに完全ブリッジ整
流回路を用い、それによってセンタータップの必要性を取り除くが、全体の電力ロスが大
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きくなる。この構成では、同調コンデンサは、平行共鳴であっても直列共振であってもよ
い。
【００５１】
　図５は、電源コネクタ６００の一実施例の詳細図である。たる型の突起は、携帯型デバ
イスの電力入力ソケット内で接点と接する２つの誘導リング６０１，６０２を有する。図
４の回路４５０は電源コネクタに含まれ、任意の電力指示器５０４は、外部に見えるよう
になっている。コネクタ６００は可撓性を有する配線２０２の端部６０３から任意に取り
外し可能であり、それによって、異なる電源コネクタを適切な回路（パワーエレクトロニ
クス）４５０とともに特殊なデバイスに取り付けることができる。
【００５２】
　あるいは、可撓性を有する配線２０２の一端は電力受信素子２００から取り外し可能で
あり、他端は電源コネクタ６００に永久接続されていてもよい。これにより、電源コネク
タ６００および可撓性を有する配線２０２をユニットとして販売することが可能となり、
電力受信素子を他のユニットとして販売することが可能となる。また、これにより、ただ
１つの形態の電力受信素子を提供しつつ、異なる携帯型電子デバイスとともに動作するよ
うな異なる種類の電源コネクタおよび可撓性を有する配線を提供することができる。可撓
性を有する配線および電源コネクタおよび／または電力受信素子の間の取り外し可能な接
点は、プラグまたはソケットのような適切な電気的接続装置によって形成することができ
る。
【００５３】
　本発明の好ましい実施形態は、図６に模式的に描かれている。この実施形態においては
、電力受信素子はステッカー７００の形状を有する。素子７００は、一面７０１上に接着
層７０２を備える。その素子は、携帯型電子デバイスへの取り付けに先立って接着層７０
２を保護する取り外し可能な裏紙７０３とともに提供される。裏紙７０３は、ユーザが一
面７０１上の接着層７０２を露出させることによってはがされる。裏紙をはがした後に、
ユーザは、接着層７０２側の電力受信素子を携帯用電子デバイスに対して単純に押し付け
る。
【００５４】
　図７は、本発明の他の実施例に係る電力受信素子の斜視図である。この実施例において
は、電力受信素子８００は、デバイスに取り付けられる場合にユーザに見える側の面８０
１上に、透明なポケット８０２を有する。紙またはカードの紙片等の挿入物８０３は、ポ
ケット８０２内に備わる。その挿入物には、ロゴや広告等の文字または絵が描かれていて
もよい。
【００５５】
　本発明に係る装置の他の好ましい実施形態は、携帯型電子デバイス自身の取替えカバー
部の形態である。取替えカバー部を有する数種類の携帯型電子デバイスは、市販されてい
る。いくつかの大手製造業者によって製造された移動体通信ネットワーク用の携帯電話は
、一例である。そのようなデバイス用の取替えカバー部は、少なくとも本発明に係る装置
の電力受信素子を有利に備えまたは組み入れている。
【００５６】
　図８は、携帯電話９００の斜視図である。携帯電話９００は、取り外し可能なバッテリ
ーパック９０４を保持するためのバッテリー区画９０２を備える。取り外し可能なバッテ
リーパック９０４は、例えば、再充電可能なバッテリーパックである。バッテリーパック
９０４は、バッテリーパック９０４がバッテリー区画に取り付けられる際に、バッテリー
区画９０２内において携帯電話９００の対応するバッテリーコネクタ９０６に接続される
端子（図示せず）を備える。携帯電話９００はまた、下端９１０に電源コネクタ９０８を
備える。
【００５７】
　本発明の一実施例に係る取替えカバー部９５０は、携帯電話９００に取り付けられるよ
うに構成される。本実施例における取替えカバー部は、裏面カバー部であり、他の部品と
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内蔵するように電力受信素子９５２を備える。素子９５２は、例えば、上述した電力受信
素子２００と同様のものでもよい。カバー部９５０は、携帯電話９００の下端９１０を越
える一端９５４まで延びるように形成されている。一端９５４においては、カバー部９５
０は、１またはそれ以上の電源コネクタ９５８を備える電源コネクタ部９５６を備える。
１またはそれ以上のその電源コネクタは、直接または図４の回路４５０のような電力調整
回路を経由して、適切な方法により（図示せず）電力受信素子９５２に接続される。１ま
たはそれ以上の電源コネクタ９５８は、携帯電話の電源コネクタ９０８の対応する電源コ
ネクタに接続されるように構成される。この装置は、携帯電話９００へのカバー部９５０
の取り付けがその携帯電話の電力受信素子９５２と電源コネクタ９０８との間に必要な電
気的接続を自動的に行う点において便利である。もし必要であれば、カバー部９５０の電
源コネクタ部９５６は、カバー部９５０の残りの部分に、固定されずに半固定的に（弾力
的に）接続されていてもよい。これにより、カバー部の電源コネクタ９５８は、携帯電話
に取り付けられる際に、携帯電話９００の対応する電源コネクタに容易に接続されるよう
になる。
【００５８】
　図９は、電力受信素子が取替えカバー部に備わるまたは組み入れられる場合の他の実施
例を示す。図９においては、取替えカバー部１０００は、図８のカバー部９５０の延長端
９５４も電源コネクタ９５６も備えていない。代わりに、内部の電源コネクタ部１００２
が、好ましくは図４の回路４５０のような電力調整回路を経由して電力受信素子９５２に
接続されている。この接続は、可撓性を有する配線１００４を用いてなされる。電源コネ
クタ部１００２は、バッテリーパック９０４のバッテリー端子と携帯電話９００のバッテ
リー区画９０２内において形成される電源コネクタ９０６との間に介在できるくらいに十
分に薄い。図２で述べた方法と同様の方法により、電源コネクタ部１００２は、両方の主
面にそれぞれ１組の接点を備える。その２組の接点は、貫通端子装置によって同時に接続
されている。これにより、電力受信素子が送信機から無線により電力を受信していない場
合に、バッテリーパック９０４から電源コネクタ９０６に電力が供給される。
【００５９】
　図１０は、取替えカバー部１０５０が電力受信素子９５２に加えて再充電可能バッテリ
ーパック１０５４を備えるまたは組み込む場合の他の実施例を示す。電力受信素子９５２
とバッテリーパック１０５４との間の電気的接続は、カバー部１０５０に取り付けられる
または組み込まれる適切な手段（図示せず）によってなされる。取替えカバー部１０５０
の携帯電話９００への取り付けによって、バッテリーパック１０５４のバッテリー端子は
携帯電話９００の電源コネクタ９０６に接続される。
【００６０】
　本発明の好ましい特性は、本発明のどのような態様に対しても適用でき、考えられるあ
らゆる組合せで使用される。
【００６１】
　本明細書の説明と特許請求の範囲を通じて、語「～を具備する（comprise）」、「～を
包含する（contain）」およびこれらの語の変形、例えば、「～を備えている（comprisin
g）」および「～を備える（comprises）」は、「～を含んでいるが、～に限定されない」
という意味であり、列挙されていない構成要素、整数、一部分、添加物またはステップを
除外することを意図していない（かつ、除外するものではない）。
【００６２】
　なお、添付図面は、本発明をよりよく理解し、かつ、本発明が実施される形態を説明す
るために、次に、一例としての目的のためだけに参照されるものである。
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