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(57)【要約】
　表示システムを操作する充電表示システムおよび方法
であって、この方法は、表面に近接するまたは表面の上
にあるワイヤレス充電式装置の存在を感知するステップ
であって、表面を通してディスプレイの表示領域に画像
情報を表示することができるステップと、ワイヤレス充
電式装置のタイプを特定するステップと、表面に近接す
るまたは表面の上の、特定されたタイプの充電式装置の
存在によって占められることが可能な表示領域の一部分
に関連する特徴を有する装置表現を取得するステップと
、表面に近接するまたは表面の上にあるワイヤレス充電
式装置の位置および向きを決定するステップと、表示領
域を、ワイヤレス充電式装置部分と、決定されたワイヤ
レス充電式装置部分の外側のグラフィック表示部分とに
分割するステップと、を含む。無線電力信号は、充電式
装置部分を通して送信され、充電式装置部分に関するグ
ラフィック情報が、グラフィック表示部分に表示される
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充電表示システムを操作する方法であって、
　表面に近接するまたは表面の上にあるワイヤレス充電式装置の存在を感知するステップ
であって、前記表面を通してディスプレイの表示領域に画像情報を表示することができる
、ステップと、
　前記ワイヤレス充電式装置のタイプを特定するステップと、
　前記表面に近接するまたは前記表面の上にある、前記特定されたタイプの充電式装置の
存在によって占められることが可能な前記表示領域の一部分と関連する特徴を有する装置
表現を取得するステップと、
　前記表面に近接するまたは前記表面の上にある前記ワイヤレス充電式装置の位置および
向きを決定するステップと、
　前記表示領域を、前記取得された装置表現を前記決定された位置および向きにおいてマ
ッピングすることにより決定されたワイヤレス充電式装置部分と、前記決定されたワイヤ
レス充電式装置部分の外側のグラフィック表示部分とに分割するステップと、
　前記ワイヤレス充電式装置を充電するために前記ワイヤレス充電式装置部分を通して無
線電力信号を送信するステップと、
　少なくとも前記グラフィック表示部分の一部分において、前記ワイヤレス充電式装置に
関するグラフィック情報を表示するステップと、を含む方法。
【請求項２】
　さらに、前記ワイヤレス充電式装置部分の範囲内の前記ディスプレイを使用不能にする
ステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記グラフィック情報は、前記ワイヤレス充電式装置と前記充電ディスプレイと間のデ
ータ対話または充電対話の状態を表示する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記グラフィック情報は、人の制御可能な入力を表現する印表示を含み、さらに、前記
人の制御可能な入力を表現する印表示に関するユーザ入力アクションを感知するステップ
と、前記感知されたユーザ入力アクションに基づいて入力信号を生成するステップとを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　特定の部分が前記人の制御可能な入力に関連付けられており、前記人の制御可能な入力
は、前記ワイヤレス充電式装置と前記充電表示システムとの間の充電またはデータ転送を
制御する際に使用され、対話オプションは、前記充電ディスプレイと前記ワイヤレス充電
式装置との間の対話を定義する複数の使用可能な対話から選択されるか、または前記印表
示に関連する前記ユーザ入力オプションに基づいて実行される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記感知されたユーザ入力アクションは、前記ユーザ入力制御を表現する印表示が配置
される前記接触面の部分との接触を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記グラフィック情報は、前記表示部分の範囲内に収まるように構成されている、請求
項１に記載の方法。
【請求項８】
　さらに、前記決定されたタイプに基づいて前記ワイヤレス充電式装置を充電する方法を
決定するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも部分的には、前記グラフィック情報は、複数の対話オプションが前記充電表
示システムの物理的制御部と関連付けられた状態で、前記充電ディスプレイと前記ワイヤ
レス充電式装置１２との間の対話を定義する前記複数の対話オプションから選択された１
つの対話オプションによって決定され、グラフィック情報は、前記対話オプションに基づ
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いて決定され、前記決定されたグラフィック情報は、その関連する前記物理的制御部に近
接して表示される、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　ワイヤレス充電能力とデータ交換能力とを有する充電式装置とともに使用される充電表
示システムであって、
　前記ワイヤレス充電式装置を配置することができる接触面と、
　前記充電式装置の位置および向きのタイプを感知するように構成され、前記ワイヤレス
充電式装置の前記タイプと、位置と、向きとを決定することができる信号を生成する、セ
ンサシステムと、
　前記接触面を通して表示領域において見ることができるグラフィック情報を表示するデ
ィスプレイと、
　前記充電式装置へのコネクタを使用せずに、前記充電式装置を充電するように構成され
た無線電力信号を生成することができる電力信号生成回路と、
　前記充電式装置へのコネクタを使用せずに、前記充電式装置とデータを交換するよう構
成された通信システムと、
　前記センサシステムと協働して前記接触面に近接するまたは前記接触面の上にある前記
ワイヤレス充電式装置の前記タイプと、位置と、向きを決定し、
前記表示領域を、前記取得された装置グラフィック表現を前記決定された位置および向き
でマッピングすることによって決定されたワイヤレス充電式装置部分と、前記決定された
ワイヤレス充電式装置部分の外側のグラフィック表示部分とに分割するように構成された
表示制御システムと、を備え、
　前記表示制御システムは、さらに、前記電力信号制御回路が、充電式装置部分を通して
無線電力信号を送信するようにし、前記ディスプレイが、少なくとも前記グラフィック表
示部分の一部分において前記充電式装置に関連するグラフィック情報を表示するようにす
る、充電表示システム。
【請求項１１】
　前記接触面は、前記センサシステムと統合され、対象物との接触を感知するように構成
されている、請求項１０に記載の充電表示システム。
【請求項１２】
　前記センサシステムは、前記接触面の撓みによって影響を受ける経路に沿って進む光に
おける変化を検出することによって、前記接触面の撓みを感知する光学システムを備える
、請求項１０に記載の充電表示システム。
【請求項１３】
　前記ワイヤレス充電式装置は、誘導結合から電力を受信する回路の形態でワイヤレス充
電能力を有し、前記充電回路は、前記ワイヤレス充電式装置が電力を受信することができ
る電界を提供するように構成された導体配列を備え、前記感知回路は、前記導体のどれが
前記充電式装置に電力を供給しているかを検出する、請求項１０に記載の充電表示システ
ム。
【請求項１４】
　前記電力信号生成回路は、前記ディスプレイまたは前記センサシステムの機能を限定的
レベルでのみ妨害して前記ディスプレイおよび前記表面を通過するように前記電力信号を
生成するように構成されている、請求項１０に記載の充電表示システム。
【請求項１５】
　前記制御システムは、さらに、前記決定されたタイプのワイヤレス充電式装置と関連付
けられた少なくとも１つのユーザインターフェース特性を有するグラフィック情報を生成
するように構成される、請求項１０に記載の充電表示システム。
【請求項１６】
　前記接触面は、前記接触面を通して視認可能な表示可能領域に概して相当する接触感知
領域を前記接触面の一部分において提供するために前記接触面に統合された装置センサを
有する、請求項１０に記載の充電表示システム。
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【請求項１７】
　前記グラフィックインターフェースは、複数の特定機能のうち１つを、複数の物理的ユ
ーザ入力制御部の各々の制御部に対して割り当てることを意味するように配置されるユー
ザインターフェース印表示を含む、請求項１０に記載の充電表示システム。
【請求項１８】
　前記接触面および前記センサシステムは、さらに、少なくともユーザの指またはその他
の身体部分、あるいはスタイラスやその他の感知可能な対話素子に対して応答するように
構成され、前記センサシステムは、このような接触が生じたことを示す出力信号を生成す
る、請求項１０に記載の充電表示システム。
【請求項１９】
　前記表示されたグラフィック情報は、テキストおよび制御部をスクリーンに合うように
するために、複数の部分に分割される、請求項１５に記載の充電表示システム。
【請求項２０】
　前記充電回路は、第１の充電技術を有し、前記第１の充電技術は、前記第１の充電技術
と異なる第２の充電技術が組み入れられる、請求項１３に記載の充電表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、充電式装置を充電する充電システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯型音楽プレーヤー、携帯電話、コンピュータ、カメラ、キーホルダー型記憶装置な
どの消費者向け電子装置において小型化の傾向が続いている。この傾向は、主に、これら
の装置の電子部品の小型化における進歩を通じて可能になったものである。この傾向は、
例えば、数センチメートル単位に縮小された消費者向け電子機器の創作をもたらした。こ
のような小型装置により、消費者は膨大な量の電子容量を携帯することができる。
【０００３】
　残念なことに、電池およびその他のエネルギー蓄積技術は、この小型化傾向に遅れを取
っている。従って、装置の大きさが小さくなったので、このような携帯型消費者向け電子
装置にはより小さい電池が組み込まれている。つまり、このような装置は、より頻繁に充
電する必要があり、また、よく毎日のように充電する必要があるということが言える。
【０００４】
　当然のことながら、消費者向け製品の成功において、ユーザの利便性は重要な特徴であ
る。小さなコネクタを見つけてこれらの小さな消費者向け電子装置を充電したり、複数の
コネクタや充電器をより分けて当該の装置に適当なものを見つけ出し、それから接続のた
めにコンピュータまで歩いて行ったりする時間や手間は、なかなかかけられないものであ
る。さらに、異なる装置の充電器を、家中のいたるところや、装置の使用に関連する場所
に置くことはよくあることである。例えば、携帯電話用の典型的な充電器は、台所や化粧
台に置かれるが、一方、画像鑑賞装置、動画鑑賞装置、携帯型音楽装置、ＰＤＡは、居間
や書斎にパーソナルコンピュータにごく近接して置かれる。これらの携帯型消費者向け電
子装置を毎日充電のためにそれぞれの場所に置いたり、家を出る時間に集めてまわったり
するのは不便なことが多い。
【０００５】
　また、当然のことながら、一部の小型装置が、比例して小型化されるディスプレイや小
型化ユーザ制御を組み込むというように、ユーザインターフェース技術もこの傾向に合わ
せて調整されている。そのため、その小さなディスプレイ上で、その電子装置に関する状
態情報を一度にすべて表すことはますます困難になっている。例えば、通常、消費者は、
電子装置が動いているのか、充電中など充電器と交信状態にあるのか、その装置へ及び／
またはその装置からデータを送っているのか、を知る必要がある。状態アイコンなど種々
のインジケータは、そのような情報をユーザに表示すために使用される。ディスプレイが
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小さくなるほど、インジケータの大きさも小さくしなければならない。しかし、人がイン
ジケータおよびディスプレイによって表示されるその他の情報形態を読む能力は、実際に
は一定のままである。したがって、メーカーは、ディスプレイ上に一度に示されるインジ
ケータを選択してその数を減らしてきた。このため、ユーザは、ユーザが希望するように
は、一目でその装置の状態を判断することができない。また、同時に複数の装置を充電す
る場合、個々の装置の状態を個別にチェックしなければならない。
【０００６】
　さらに、人の指の平均的大きさや、人の指使いにおける平均的な器用さは、このような
装置おける制御の縮小化に合うように改善されてはいない。このため、装置の操作の際に
は不満が生じる。また、記載の装置は、小型ハードディスクや着脱可能なメモリカードの
形態で大容量のメモリ記憶容量を獲得した。この新しい容量を利用して、カメラ、音楽プ
レーヤー、パーソナルメディアプレーヤーなどの小型携帯型装置は、文字通り、何千もの
歌や写真および何百時間もの動画を保持することが可能になった。ごく小さな画面と限ら
れたユーザインターフェースしかない場合に、この量のコンテンツから個別の媒体要素を
検索したり、スクロールしたり、選択したりするのは気が遠くなる作業である。
【０００７】
　したがって、多くの小型消費者向け電子装置では、単に、装置からディスプレイ技術を
省略し、および／または装置に組み込む制御部の数を減らしている。これらの傾向はいず
れも、これらの消費者向け電子装置をより対話（情報のやり取り）しにくいものにしてい
る。この問題を解決するために、上記装置用に、電子装置とパーソナルコンピュータなど
の別端末との間に通信および電力送信のリンクを確立するコネクタを有するドッキングス
テーションが提供される。これによって、上記装置のユーザは、装置の電池の充電をしな
がらパーソナルコンピュータなどの別端末を介して上記電子機器と対話ができる。
【０００８】
　ドッキングシステムが使用される場合は、通常、単一の種類かつ単一のモデルの装置と
対話するように設計される。ＥＡＳＹＳＨＡＲＥ　Ｃａｍｅｒａ　Ｄｏｃｋ　６０００な
どの一部のドッキングシステムは、互換性のあるカメラモデルの限定的な組み合わせを収
容するための機械アダプタおよび電気機械アダプタを備える。このアプローチでは、ユー
ザは指定のカメラを充電し、カメラをパーソナルコンピュータとインターフェース接続さ
せるために、適切なアダプタを配置して、それを使用してドックを設定しなければならな
い。複数の装置に対して、複数のドックが必要になり、ケーブルの数は増え、使用可能な
ＣＯＭポートの数は減少し、使用可能なテーブルまたはデスク面を減少させることになる
。
【０００９】
　さらに、小型電子装置が、充電および特定のコンピュータとの同期化用に設定されてい
る場合、かつ、そのコンピュータが別のユーザによって使用中の場合、無線データ転送で
あっても、そのコンピュータが利用可能になるまで待たなければならない。ワイヤレス充
電器の場合、機器とのインターフェース接続を行うために、ユーザは、その小型電子装置
の装置ディスプレイが機能する程度に十分にその装置が充電されるまで待つ必要があるだ
ろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許出願公開２００６／１７６０１５明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　必要なのは、どんな複数の装置も中心の位置から充電することができ、また、パーソナ
ルコンピュータと近接する必要がなく、消費者が小型装置とよりよく対話できるような新
しいアプローチである。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
　表示システムを操作する充電表示システムおよび方法であって、この方法は、表面に近
接するまたは表面の上にあるワイヤレス充電式装置の存在を感知するステップであって、
表面を通してディスプレイの表示領域に画像情報を表示することができるステップと、ワ
イヤレス充電式装置のタイプを特定するステップと、表面に近接するまたは表面の上の、
特定されたタイプの充電式装置の存在によって占められることが可能な表示領域の一部分
に関連する特徴を有する装置表現を取得するステップと、表面に近接するまたは表面の上
にあるワイヤレス充電式装置の位置および向きを決定するステップと、表示領域を、取得
された装置表現を決定された位置および向きにおいてマッピングすることにより決定され
たワイヤレス充電式装置部分と、決定されたワイヤレス充電式装置部分の外側のグラフィ
ック表示部分とに分割するステップと、を含む。無線電力信号は、充電式装置部分を通し
て送信され、充電式装置部分に関するグラフィック情報が、グラフィック表示部分の少な
くとも一部分に表示される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】充電表示システムの一実施形態を示す分解斜視図である。
【図２】充電表示システムの接触面を伴う図１の実施形態を示す斜視図である。
【図３Ａ】光電力信号を生成する充電表示システムに接近して光電力信号へ晒されること
により充電されることが可能な充電式装置を示す斜視図である。
【図３Ｂ】充電式装置が充電表示システムの接触面上にある、図３Ａの充電表示システム
を示す分解図である。
【図３Ｃ】ディスプレイが実質的に透明なＯＬＥＤである充電表示システムの実施形態を
示す図である。
【図３Ｄ】マトリックス状の分散型誘導技術と光電力伝送技術を備えるコネクタのない充
電器を有する充電表示システムの実施形態を示す図である。
【図４Ａ】充電表示システムの一実施形態と充電式装置の例とを示す略ブロック図である
。
【図４Ｂ】充電表示システムの別の実施形態と充電式装置とを示す略ブロック図である。
【図５】充電表示システムの操作方法の一実施形態を示すフロー図である。
【図６Ａ】ディスプレイ表面上の充電式装置の第１の位置に基づくグラフィック出力信号
を示す表示と、これに付随する充電式装置領域の外側のグラフィック出力を示す表示とを
伴う、充電表示システムの上に置かれた充電式装置を示す俯瞰図である。
【図６Ｂ】ディスプレイ表面上の充電式装置の第２の位置に基づくグラフィック出力信号
を示す表示と、これに付随する充電式装置領域の外側のグラフィック出力を示す表示とを
伴う、充電表示システムの上に置かれた充電式装置を示す俯瞰図である。
【図７Ａ】電源接続および複数ネットワーク接続タイプであり、出力信号を表示するディ
スプレイと装置位置に基づく仮想キー操作部とを備えた、充電式装置を示す斜視図である
。
【図７Ｂ】装置と装置位置とに基づいて割り当てられた制御部を備えた充電式装置を示す
斜視図である。
【図８】マッピングされたデータと、メニューと、装置位置に関連して割り当てられたイ
ンターフェースとを備えた充電式装置を示す斜視図である。
【図９】装置位置に基づく感知接触ユーザインターフェースを有する充電式装置を示す斜
視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、充電表示システム１０の一実施形態の分解斜視図を示し、図２は、図１の実施
形態の非分解図であってワイヤレス充電式装置１２がその上に置かれた状態の斜視図を示
す。図１および図２で示される実施形態において、充電表示システム１０は、充電式装置
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１２の電力受信素子１３を配置する接触面１１を有する。ワイヤレス充電システム２０は
、ここではＡＣコンセントとして図示される電源５から電力を受信するが、このＡＣコン
セントは、ワイヤレス電力システム２０と電源７を経由して接続されており、ワイヤレス
電力システム２０は、接触面１１を通って電力受信素子１３によって受信される電力信号
へと受信電力を変換する電力信号生成回路２２を含む。電力受信素子１３は、電力信号を
受信し、かつ電力信号をワイヤレス充電式装置１２の電力供給部１６に保存できる形式に
変換する、変換器回路またはその他の電力信号受信回路を有する。
【００１５】
　電力信号は、電力信号が電力信号生成回路２２と電力受信素子１３との間を移動するた
めの物理的な管路を提供するコネクタまたはその他の機械構造を必要とせずに、電力を電
力信号生成回路２２から電力受信素子１３へ伝送できる形式の信号であればどんな信号で
もよい。例えば、電力信号は、これらに限定されないが、ブロードキャスト信号、ナロー
キャスト信号、または誘導信号の形態を取ることができ、例えば、誘導信号、光信号、高
周波信号、キネティック（kinetic）信号、磁気信号、および／または電磁信号などの周
知の電力搬送信号のうちの１つまたはこれらの組み合わせを使用することができる。
【００１６】
　誘導型の電力信号を生成することができる回路やシステムの例としては、例えば、サン
ビーム社（SUNBEAM CORP）に譲渡された米国特許第３８４０７９５号「携帯型電池操作装
置およびその充電手段」、およびセンチュリオンインターナショナル社（CENTURION INTL
 INC）に譲渡された米国特許第５９５９４３３号「誘電型ユニバーサル電池充電システム
」に説明がある。ノートパソコンや、携帯電話、スマートフォン、携帯型音楽プレーヤー
、デジタルカメラなどの小型装置を同時に充電するのに十分な９０ワットまでの電力を供
給することができることで知られる、米国、アリゾナ州スコッツデールのワイルドチャー
ジ社によって市販されているＷｉｌｄ　Ｃｈａｒｇｅｒ（商標）パッドなどの誘電充電器
がある。英国ケンブリッジのスプラッシュパワー社のＳｐｌａｓｈｐａｄ（商標）や、米
国、ミシガン州エイダのフルトンイノベーション社のｅＣｏｕｐｌｅｄなど、他のワイヤ
レス充電システムも同様の能力を提供する。このような誘導タイプのワイヤレス充電器を
使用することにより、充電受信器が充電パッドにごく近接して存在する限り、複数の互換
性のある装置をどんな向きでも充電パッド上に置くことができる。
【００１７】
　このような電力信号を生成することが可能なその他の周知システムとしては、放射可視
光または非可視光の形態を取る電力信号の使用が説明されている。このタイプの例として
は、Maxentric Technologies LLCに譲渡された、米国特許第６７０７２７４号「光電池充
電器」、および米国特許第７０７９７２２号の「透明または実質的に透明な媒体を通して
電力を伝送する装置および方法」がある。これらは、それぞれ、電力信号を生成して光起
電セルまたはセルアレイを採用した電力受信素子を備えるワイヤレス充電式装置１２へエ
ネルギーを伝送する、電灯などの人工光源を内蔵した電力信号発生回路２２を使用するか
、あるいは、ワイヤレス充電式装置１２の電力供給部１６に保存することができる電力へ
と光を変換するその他のタイプの回路またはシステムを使用する。電気誘導技術により、
光起電アプローチは、電気接続、物理的な直接接触、または向きの固定化を必要しないの
で、複数のワイヤレス充電式装置を同時に充電するのに使用可能である。電力信号が光起
電セルに対して向けられるか、または、その他の光が電力変換回路またはワイヤレス充電
式装置１２の電力受信要素１３に向けられる間に、電力が伝送される。例えば、米国特許
第７０７９７２２号では、十分な量の電力を透明または実質的に透明な媒体を通じて光の
形態で伝送することができると説明している。
【００１８】
　現在、無線データ転送用に使用されている電磁波放射の高周波およびその他の周波数も
、ワイヤレス充電を可能にする電力信号を提供するのに使用可能である。例えば、ブルー
トゥース、ＩｒＤＡ、ワイヤレスネットワークなどの無線データ転送技術で知られている
周波数およびプロトコルを、電力信号の形態を決定するのに使用することができる。一部



(8) JP 2010-525785 A 2010.7.22

10

20

30

40

50

の実施形態では、このタイプの電力信号を、充電表示システム１０とワイヤレス充電式装
置１２との間でデータを転送するのに使用することも可能である。例えば、フルトンイノ
ベーション社の前述のｅＣｏｕｐｌｅｄなど、変調されたか、そうでなければデータ転送
の機能を実行するように構成された電力信号を使用する。
【００１９】
　図１と図２の実施形態において、充電表示システム１０は、ワイヤレス充電式装置１２
との高周波無線通信用の任意のアンテナ１５と、ワイヤレス充電式装置１２との光無線通
信用の赤外線通信ポート２５とを備えている。充電表示システム１０と、コンピュータま
たはその他のデータネットワーク、あるいは携帯電話またはその他の電話通信ネットワー
クなどの通信ネットワークとの間の通信を促進する有線コネクタ３５が示されている。
【００２０】
　図１および図２に示されるように、ディスプレイ２６は電力信号生成回路２２と接触面
１１との間に配置されている。したがって、情報や電力は、接触面１１上に配置されるワ
イヤレス充電式装置１２の近くで提供されることになる。
【００２１】
　図１および図２において、接触面１１に組み込まれるか、あるいは、接触面１１に近接
するまたは接触面１１の上にあるワイヤレス充電式装置１２の存在を感知するように配置
される、装置センサ２９を有するセンサシステム２８が提供される。装置センサ２９は、
ワイヤレス充電式装置１２が接触面１１に対する充電位置の範囲内（ワイヤレス充電式装
置１２が電力信号生成回路２２によって生成された無線信号によって充電可能な範囲内）
にワイヤレス充電式装置１２の位置と向きを感知するように構成される。以下に詳述する
ように、センサシステム２８は、少なくとも１つの装置センサ２９とセンサシステム管理
回路３１とを備える。これは、信号から特定の情報を引き出し、信号を好適なアナログま
たはデジタル形態に変換し、および／または充電表示制御システム３０へ通信するのに好
適な形態に上記信号をまとめることを含む。以下に詳述するように、一部の例では、装置
センサ２９は、特に、ワイヤレス充電式装置１２またはその他の対象物を検出するという
目的のために生成される信号または信号中の変化を感知し、上記実施形態において、セン
サシステム管理回路３１は、信号を生成するように構成された周知の設計の回路、または
信号を生成させる周知の設計の回路を含む。
【００２２】
　多くの場合、単にワイヤレス充電式装置１２を接触面１１の上に直接置くのが最も便利
である。しかし、当然のことながら、多くの場合、ワイヤレス充電式装置１２は、保護カ
バーなどのホルダー内に収容されており、ワイヤレス充電式装置１２の充電は、上記装置
をこのようなホルダーやカバーから取り出すことなく行うのが望ましい。また、場合によ
っては、ユーザが、充電位置の範囲内でワイヤレス充電式装置１２を特定の方法で保持す
るように形成された台を提供するように望むこともある。したがって、センサシステム２
８は、接触面１１と直接の接触がなくても、位置範囲内（電力信号生成回路２２が、ワイ
ヤレス充電式装置１２を充電することができる充電信号を生成することができる位置の範
囲内）にあるワイヤレス充電式装置１２の位置と向きを感知するように構成されることが
可能である。
【００２３】
　センサシステム２８は、通常、ディスプレイ２６の表示可能領域内に何を表示すべきか
を決定するために、表示領域に関するワイヤレス充電式装置１２の位置および向きを感知
するように構成される。感知されたワイヤレス充電式装置１２の位置及び向きは、通常、
センサシステム２８によって生成されるセンサシステム出力信号によってその特性が決定
される。以下に詳述するように、センサシステム出力信号は、図４Ａおよび図４Ｂに関し
て図示および説明されるような表示制御システムに表示可能領域を決定させることができ
る形式であればいかなる形式でもよい。
【００２４】
　一部の実施形態では、センサシステム２８および接触面１１は一体化されて、ワイヤレ
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ス充電式装置１２が接触面１１上に位置していること、または接触面１１に関して充電位
置の範囲内に位置していることを感知する基準面を提供する。
【００２５】
　例えば、接触面１１は、センサシステム２８とともに、対象物と接触面１１との接触を
感知する統合タッチスクリーンインターフェースの形態で構成されてもよい。このような
接触タイプのセンサシステム２８は、その接触の領域または代表領域を検出し、ワイヤレ
ス充電式装置１２などの対象物の位置および向きを判断するための出力信号を提供するよ
うに構成される。タッチスクリーンハードウェアやソフトウェアが過去３０年以上にわた
って成熟してきたのにしたがって、このような多様なタッチスクリーンの技術が当技術分
野で周知となった。この成熟により、タッチスクリーン技術の信頼性と限界費用は、この
技術が、今日、飛行機、自動車、ゲーム機、機械制御システム、家電、およびあらゆる種
類の携帯表示システムにおいて見られるタッチスクリーン付きの多様な製品に日常的に組
み込まれるまでに至った。これらのタッチスクリーン面の形態は、いずれも、図１の実施
形態において、ワイヤレス充電式装置１２と接触面１１との間の接触を感知するのに使用
することができる。上記多様な接触感知面は、http://en.wikipedia.org/wiki/Touchscre
enにおいて詳細に説明されており、その一部を以下の各セクションにおいてセクションの
全体あるいは一部で説明する。
【００２６】
　一実施形態において、接触面１１、センサシステム２８、ディスプレイ２６は、統合タ
ッチスクリーンディスプレイを形成することが可能であり、タッチスクリーンディスプレ
イはその多くの種類が当技術分野において知られており、それにはELO Systems社やThe M
innesota Mining and Manufacturing Company社によって市販されているものが含まれる
が、これらに限定されない。この接触タイプのセンサシステム２８の例では、抵抗式スク
リーンパネル２８が使用される。通常、このような抵抗式タッチスクリーンは、導電性お
よび電気抵抗性の薄膜金属層でコーティングされた表面をもつディスプレイを有する。対
象物がこの表面に接すると、電流に変化が生じる。この変化は、パネルのある領域に接触
があったことを示す。センサシステム２８は、この変化を検出し、変化に基づいたセンサ
システム出力信号を生成する。センサシステム出力信号は、通常、対象物が現在接触して
いるスクリーンのある領域を示す。以下に詳述するように、充電表示制御システム３０は
、接触領域に基づいて位置および向きを判断することが可能である。
【００２７】
　別の接触感知の実施形態では、接触面１１は、接触を検出するのに表面波を利用したセ
ンサシステム２８を使用することもできる。一実施形態では、対象物が接触面１１に接触
するときに波の一部分が吸収されるようにして、超音波が接触面１１を通過する。この変
化は、接触面１１の接触のあった部分を示し、センサシステム２８はその変化に基づいて
センサシステム出力信号を生成する。ここでもまた、センサシステム出力信号は、通常、
対象物が現在接触している接触面１１の領域を示す。
【００２８】
　このタイプの他の実施形態では、接触面１１は、容量性タッチスクリーンを利用するセ
ンサシステム２８を含むことも可能である。この実施形態では、接触面１１は、連続電流
を充電表示システム１０によって表示される表示可能領域の全域へ導く材料（通常は、酸
化インジウムスズ）によってコーティングされている。その他の電気装置も蓄積された電
荷を有するので静電容量を示す。接触面において生成された蓄積電荷の電界へと充電式装
置を導入するなど、異なる容量電界によってセンサの「ノーマル」静電容量または「基準
」静電容量が変化する場合、センサシステム２８の電子回路は、基準電界の正弦波特性に
おいて発生する、結果としての「歪み」を測定することによって、「ノーマル」静電容量
または「基準」静電容量からの静電容量における変化を検出することができる。上記変化
は、接触面１１の接触のあった部分を示し、その変化に基づいてセンサシステム出力信号
が生成される。センサシステム出力信号は、通常、対象物が現在接触しているスクリーン
のある領域を示す。以下に詳述するように、充電表示制御システム３０は、接触領域に基
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づいて位置および向きを判断することができる。
【００２９】
　さらに、接触面１１は、接触面１１に対する接触を感知するために、接触面１１に対す
る接触を感知するひずみゲージ構成を有するセンサシステム２８を組み込むことができ、
この場合、スクリーンが四隅にバネで取り付けられており、スクリーン対する接触があっ
た場合には、ひずみゲージを使用して接触面１１が撓むのに従って変化する信号を提供す
る。この技術でＺ軸を測定することも可能である。この例としては、モリらによって１９
８４年５月３１日に出願された米国特許第４５５８７５７号「座標入力装置」があるが、
これに限定されない。上記変化は、接触面１１の接触のあった部分を示し、その変化に基
づいてセンサシステム出力信号が生成される。センサシステム出力信号は、通常、対象物
が現在接触しているスクリーンのある領域を示す。
【００３０】
　またさらに別の実施例では、接触面１１およびセンサシステム２８は、赤外線（ＩＲ）
エミッタおよび接触面１１に対して並行に配置されたセンサなど、光線エミッタとセンサ
とからなる垂直配列および平行配列の形式（図示せず）で組み合わせることも可能である
。この実施形態では、対象物が接触面１１の近くへ移動した場合、接触面１１近くの光線
が遮断される。上記光線の赤外線波長またはその他の波長は、接触面１１内またはその真
下から発生または感知されてもよい。
【００３１】
　別の画像化手段としては、タッチスクリーン技術における比較的新しい発展があって、
その技術では、２つ以上の画像センサがスクリーンの縁部（通常は、隅）またはその真下
に配置される。赤外線バックライトが、スクリーンの反対側のカメラの視野に配置されて
いる。接触や装置の存在は影として現れ、各対のカメラは、接触または装置の場所を探す
ためにセンサシステム２８によって三角形に配置される。この技術は、特に大規模装置に
対する、拡張性、多用性、対応可能性によって人気が高まっている。さらに、センサシス
テム２８は、３Ｄ画像を生成し、振幅、飛行時間、可変焦点、および類似の周知測定技術
を使用して対象物を抽出することが可能となった赤外線画像技術を備えてもよい。当然の
ことながら、感知接触面１１の照明システムは、任意で、ディスプレイ２６用のバックラ
イト、および／またはワイヤレス充電式装置１２への電力供給など、追加の機能を提供す
るのに使用されてもよい。
【００３２】
　さらに別の実施形態では、センサシステム２８は、ディスプレイ２６やワイヤレス充電
システムと組み込むことができる、離散信号技術や音響パルス認識などのその他の技術を
使用してもよい。離散信号技術では、センサを使用して、接触によって発生するガラスの
機械エネルギーを検出する。次に、複合アルゴリズムによってこの情報を読み取り、その
接触の実際の位置を提供する。この技術は、埃や、その他の外部の要素からの影響（傷な
ど）を受けにくい。スクリーンに要素を追加する必要がないため、表示およびエネルギー
伝送に対して優れた光学的透明度を提供することもできる。さらに、接触現象を検出する
のに機械的振動が使用されるため、これらの現象を生成するのに指やスタイラスを含むあ
らゆる物体を使用することができる。もう一つの、著しく有用な透明化技術としては、音
響パルス認識があり、この技術では、センサシステム２８は、スクリーンのある位置に配
置された少なくとも２つの圧電変換器を使用して、接触（振動）の機械エネルギーを電子
信号に変換する。次に、この信号は、音声ファイルに変換され、そしてスクリーンの各位
置に対する既存の音声プロファイルと比較される。このシステムは、スクリーンを通る格
子状の線がなくても機能し、タッチスクリーン自体が耐久性をもつ純粋ガラスで作られて
もよい。また、その他の高品質な透明な材料を使用してもよい。
【００３３】
　またさらに別の実施形態では、ワイヤレス充電システム２０とセンサシステム２８の機
能を統合してもよい。例えば、電力信号生成回路２２が、誘電充電を使用してワイヤレス
充電式装置１２を充電するシステムでは、ワイヤレス充電式装置１２を導入すると、電力
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信号生成回路２２の負荷において測定可能な変化が生成される。誘電充電要素の配列は、
接触面１１と合致するように分配され、例えば、垂直配列および／または平行配列に配置
される（図示せず）。どの誘導充電素子が負荷における変化に影響されるかをマッピング
することによって、電力信号生成回路２２が、ワイヤレス充電式装置１２の位置および向
きを示す出力信号を生成し、センサシステム２８の機能を実行することが可能となる。
【００３４】
　ワイヤレス充電式装置１２が接触面１１に置かれている間、ディスプレイ２６によって
生成または変調された光がワイヤレス充電式装置１２を見ている人に見えるように、接触
面１１を概して透明にしてこの光を接触面１１に通過させることにより、接触面１１はよ
り大きなシステム性能を可能にすることができる。図示されたように、ディスプレイ２６
は、概して薄型のディスプレイ技術であればどんなものでもよく、例えば、液晶ディスプ
レイ、有機ＬＥＤ、あるいはその他の実質的に薄型のディスプレイを、電磁性のワイヤレ
ス光充電システム２０またはそれと同じタイプのワイヤレス充電システム２０と併せて使
用してもよい。種々のディスプレイ技術をディスプレイ２６に対して使用してもよく、放
射性、透過性、または反射性の画素を使用するタイプのディスプレイが含まれるがこれら
に限定されない。
【００３５】
　ディスプレイ２６は、接触面１１のごく近接してまたは接触面１１と接触して配置され
る。また、ディスプレイ２６は、接触面１１と一体になった１つの装置として構成されて
もよく、任意で、積層構造として形成または組み立てられてもよい。さらに、ディスプレ
イ２６は、任意で、電子コーティング、電子印刷、導体、ガラス絶縁構造などの積層構造
を担う可能性がある、電力信号生成回路２２、および／またはワイヤレス充電システム２
０のその他の構成要素と一体になった１つの装置として構成、形成、または組み立てられ
てもよい。
【００３６】
　充電表示システム１０は、通常、電力信号生成回路２２と接触面１１との間のディスプ
レイ２６の存在が、電力信号の強度を著しく悪化させることがないように、また、逆に、
ディスプレイ２６の操作が電力信号によって悪影響を受けないように構成される。本来、
ディスプレイ２６は、電力信号に対して概して透明でなければならない。これは、容易に
妨害されない特定の特性を有する電力信号を選択することによって達成することができる
。例えば、電力信号は、電力信号が最小の妨害でディスプレイ２６および接触面１１を通
過することを可能にする波長、周波数、またはその他の特性を有する。さらに、ディスプ
レイ２６は、デザイン、材料の選択が可能であり、および／または電力信号に対して反応
しにくいように、あるいは電力信号に対して保護されるように製造することができる。
【００３７】
　図３Ａは、複数の個別制御可能なワイヤレス充電式素子２４を含む電力信号生成回路２
２を有する充電表示システム１０であり、ワイヤレス充電式装置１２が光起電タイプの電
力受信素子１３を備える一実施形態の斜視図を示している。
【００３８】
　図３Ｂは、図３Ａの充電表示システム１０の実施形態の分解図であり、ディスプレイ第
１照明システム２３と連結されたディスプレイ２６と、光の形態で電力信号を発するワイ
ヤレス充電素子２４と、ディスプレイ２６用の導光板２７と、接触面１１から離間した任
意の複数の装置センサ２９を有するセンサシステム２８とを図示している。この実施形態
において、装置センサ２９は、光ダイオード、光インタラプタ、またはＣＭＯＳあるはＣ
ＣＤタイプの撮像装置などの撮像アレイでもよい。装置センサ２９は、接触面１１に近接
するまたは接触面１１の上にあるワイヤレス充電式装置１２の存在を感知するように構成
される。装置センサ２９によって生成された信号は、以下に記載するように、装置同定決
定のために、あるいは、充電表示システム１０がワイヤレス充電式装置１２から電力信号
またはデータ信号を受信することを可能にするために使用されてもよい。
【００３９】
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　この実施形態では、ディスプレイ第１照明システム２３やワイヤレス充電素子２４など
の照明光源から電力受信素子１３と対向するかそうでなければ電力受信素子１３に光を当
てる接触面１１の選択部分を通して発光タイプの電力信号が進むように、充電表示システ
ム１０が電力信号の動的マスキングを提供するように構成されてもよい。
【００４０】
　これについては、ワイヤレス充電式装置１２の接触面１１における位置と向きを決定す
ることができるように、ワイヤレス充電式装置１２によって反射された光を検出するよう
に構成された装置センサ２９が提供される。
【００４１】
　したがって、センサシステム２８は、装置センサ２９からの信号を使用して、ディスプ
レイ２６や接触面１１を通して電力受信素子１３への光を複数のワイヤレス充電素子２４
のいずれから発するべきかを決定することが可能なセンサシステム出力信号を生成するこ
とができる。例えば、装置センサ２９は、ワイヤレス充電式装置１２によってある強度レ
ベルで反射された光のパターンと、充電式装置の電力受信素子１３によって、第２の強度
、つまり、低い強度で反射された光とを感知することができる。分解能の精度が十分であ
れば、装置の存在は画素レベルでマッピングされる。この装置マッピングが画素毎に実施
されると、その装置の装置表現が生成される。電力を保存するために、電力信号を発する
のに使用される発光ワイヤレス充電素子２４のパターンを、感知された反射光によって示
される電力受信素子１３の位置、パターン、向きと一致させることが可能である。どのワ
イヤレス充電素子２４が、電力受信素子１３によって反射された光を示すように装置セン
サ２９へ反射される光を発しているのかを決定することと、またワイヤレス充電式装置１
２へ電力を供給するのに上記決定された充電素子２４使用することとを反復してこのプロ
セスは実行される。
【００４２】
　別の実施形態では、特定のワイヤレス充電素子２４の駆動が充電表示システム１０の装
置位置にある電力受信素子１３によって受信される電力信号の強度を増加させているかど
うかを判断するために、充電表示システム１０がワイヤレス充電式装置１２と通信してい
る間に、ワイヤレス充電素子２４を一つずつサイクル動作させることができる。このプロ
セスも、同様に、ワイヤレス充電式装置１２が最大強度に達しつつある電力信号の受信を
感知するまで、または、ワイヤレス充電式装置１２の充電に有意な貢献をしている充電素
子のみを点灯させた状態ですべての充電素子の選択的な操作が完了するまで、反復的に繰
り返される。
【００４３】
　実際のマスキングを通しても同様の結果を得ることができる。例えば、ディスプレイ２
６がバックライトを変調する液晶タイプであれば、同様のプロセスを使用して、ディスプ
レイ２６のどの部分を変調しないかを決定し、電力信号における信号損失がほとんどない
状態でワイヤレス充電式装置１２の充電を可能にすることができる。
【００４４】
　残りのワイヤレス充電素子２４は、ディスプレイ２６のために別の照明光源が必要とな
らないように、ディスプレイ２６のバックライト用に減弱したレベルで照射できるのが望
ましい。あるいは、ディスプレイ用のディスプレイ第１照明システム２３がＬＣＤタイプ
のディスプレイ２６のためにバックライトを提供している間は、残りの照明光源をオフす
ることができる。その他のディスプレイ照明用光源としては、ワイヤレス充電素子２４と
連動して、または連動せずに動作する実質的に透明な有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）構
造がある。
【００４５】
　充電プロセスにおいて遭遇する問題として、ディスプレイ２６によって電力信号からの
電力が吸収されること、それによってディスプレイ２６が歪むことまたはディスプレイ２
６の寿命が短くなることがある。このような問題は、少なくとも部分的には、ディスプレ
イ２６のデザイン、材料、製造における上述の配慮によって解消される。なお一層の保護
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を提供するために、上記吸収による予想外の結果に対して高度な保護を提供するようにデ
ィスプレイ２６を操作することが可能である。例えば、生成回路２２からの電力信号が通
過するディスプレイ２６の部分を、動作不能にしたり、またはディスプレイ２６の上記領
域の比較的透明な位置に調整したりすることができる。あるいは、ディスプレイ２６を操
作するのに使用されるリフレッシュ信号の動作周波数を、電力信号の生成に関連する周波
数、位相、期間、および電荷があるために位相がずれた動作など、電力信号の生成に付随
する周波数位相および期間になるように、選択または調整する。
【００４６】
　図３Ｃは、充電表示システム１０の実施形態であり、ディスプレイ２６は、別々に発光
されることが可能な複数の個別発光ダイオード（図示せず）を有する実質的に透明なＯＬ
ＥＤディスプレイである。装置の存在を確認するために、個別のＯＬＥＤ要素から光が発
せられ、装置センサ２９は、ＯＬＥＤによって発せられワイヤレス充電式装置１２によっ
て反射された光を検出する。また、当分野では、ＯＬＥＤエミッタは、光にさらされると
電流を生成する能力を有することが知られている。このように、上記ＯＬＥＤディスプレ
イのエミッタは、装置検出、ディスプレイ照明、ワイヤレス充電の機能を提供することが
できる。任意のワイヤレス充電素子２４を使用して、電力受信素子１３に対して光を当て
、ＯＬＥＤの素子を介してワイヤレス充電式装置１２に電力を供給することも可能である
。さらに、図３Ｃでは、ワイヤレス充電式装置１２の無線通信システム１４は、図４Ａに
図示され、以下に詳述される、無線通信システム９４などの無線通信システムと通信する
ことが可能である。充電表示システム１０は、上記無線通信システムからの信号を使用し
て、どのワイヤレス充電素子２４（すなわちランプおよび／またはＯＬＥＤ素子）がワイ
ヤレス充電式装置１２の充電に貢献しているかに関する入力を、ディスプレイ制御器３２
に対して提供することができる。
【００４７】
　図３Ｃは、また、センサシステム２８および電力信号生成回路２２が、これに限定され
ないが、人の指を含むその他の対象物が、接触面１１に近接してまたは接触面１１の上に
配置されたことを感知するように構成された照明機能を備える、充電表示システム１０の
実施形態を示している。この実施形態では、ワイヤレス充電素子２４は、指またはワイヤ
レス充電式装置１２などの他の対象物が接触面１１に近接してまたはその上に置かれた場
合に反射されることが可能な光を発する。この実施形態では、そのような指またはワイヤ
レス充電式装置１２によって反射された光の量は、装置センサ２９ａ～２９ｉの配列を含
むセンサシステム２８によって感知される。
【００４８】
　図３Ｄに図示されるように、ディスプレイ照明は、誘電タイプのワイヤレス充電素子２
４と組み合わされて、充電素子２４が組み入れられていてもよい。例えば、この実施形態
では、ワイヤレス充電素子２４を、複数の種類のワイヤレス充電式装置１２へと電力伝送
を提供する誘電技術と併せて使用してもよい。この誘電コイル１７と照明素子とからなる
行列によって、複数の充電技術を含む、異なる装置に対する充電表示システム１０におけ
る装置充電の柔軟性がさらに高まる。
【００４９】
　図４Ａは、充電表示システム１０とワイヤレス充電式装置１２との理論的および電気的
接続の一実施形態を描写する概略図を示している。図４Ａに示されるように、充電表示シ
ステム１０は、充電ディスプレイ制御器３２を含む制御システム３０を含む。充電ディス
プレイ制御器３２は、電力信号生成回路２２と協働して、充電ディスプレイ制御器３２お
よび電力信号生成回路２２を通じたデータ通信および電力交換に適した信号を生成する。
充電ディスプレイ制御器３２は、これらに限定されないが、マイクロプロセッサ、マイク
ロコントローラ、ＡＳＩＣ、プログラム可能なアナログ装置、または別々の電子機器の組
み合わせを含む、本明細書で説明されるような充電表示システム１０の操作を制御する能
力を有する回路またはシステムであればどんなものでもよい。
【００５０】
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　充電ディスプレイ制御器３２は、充電式装置メモリ３８と充電表示システムメモリ４０
との間のデータの転送を可能にするように構成されている。一実施形態では、これは、デ
ータを運ぶために変調された電力信号を、電力信号生成回路２２を使用して送信し、装置
センサ２９を使用して受信して実行される。このためには、無線信号および電力を受信す
るように構成されたいかなる既存のタイプの通信システムまたは通信回路も使用すること
ができる。あるいは、ワイヤレス充電式装置１２の中の無線通信システム１４とデータ交
換するのに無線通信システム９４を使用することができる。本明細書において使用される
ように、データという用語は、１つまたは複数の静止画像、静止画像シーケンス、動画像
シーケンス、動画ストリーム、音声シーケンスを表すデータ、また、上記静止画像、静止
画像シーケンス、動画像シーケンス、動画ストリーム、音声シーケンスについての情報を
含むメタデータ、および充電式装置メモリ３８に保存することができる当技術分野におけ
るあらゆるその他既存のテキストまたはデータも含む。
【００５１】
　充電表示システム１０は、パーソナルコンピュータまたは同様の装置が含まれていなく
てもデータのアップロードおよび／またはダウンロード、および電力充電を実行するよう
に構成された充電ディスプレイ制御器３２を有するが、パーソナルコンピュータが含まれ
るのが望ましい。充電システム４８は、１１０ボルトのＡＣ電源またはその他の電圧のＡ
Ｃ電源への接続を提供して、電力コード７などのＡＣ電源から電力を受信する。
【００５２】
　別の実施形態では、充電表示システム１０は、任意の充電式電源４６を備えた電力供給
部４４を有し、この電力供給部４４は、電力を貯蔵したり、ワイヤレス充電式装置１２に
保存されたデータのダウンロードや充電式装置電力供給部１６の充電に十分な電力をワイ
ヤレス充電式装置１２に対して提供したりすることができる。
【００５３】
　当然のことながら、通常、充電操作の制御は、充電装置電力供給部１６の過熱および／
または損傷を避けるために、充電表示制御器３２によって管理される。したがって、電力
供給部制御回路５２が、充電操作を管理するために提供される。図４Ａに示された実施形
態では、充電表示制御器３２がこの機能を実行する。具体的には、充電表示制御器３２は
、ワイヤレス充電式装置１２のバッテリーに残存した電力の量を感知し、必要な場合に充
電ストラテジーを実行するように構成されている。一実施形態では、充電表示制御器３２
は、充電式装置制御器３７との間でデータを交換し、ワイヤレス充電式装置１２からデー
タを得て電力状態を決定する。別の実施形態では、充電表示制御器３２は、充電式装置電
力供給部１６に接続された電圧センサ回路（図示せず）と協働する。この電圧センサ回路
は、電圧レベルを感知し、また充電操作を行うかどうかを制御器が決定することができる
ような信号を提供する、当技術分野で周知の多様な形態のうちいずれの形態を取ってもよ
い。
【００５４】
　充電表示制御器３２が、充電式電力供給部１６を充電することが必要であると決定した
場合、制御器３２は、電力信号生成回路２２を操作して、電力受信素子１３によって受信
可能で電力供給部１６を充電するのに使用可能な電力信号を生成する。場合によっては、
ワイヤレス充電式装置１２は、ニッケルカドミウム電池を含む電力供給部１６を有する。
このようなバッテリーが確実に長い耐用寿命をもつように、またバッテリーがその貯蔵容
量を確実に維持するように、上記バッテリーは、まず、実質的に全ての貯蔵電力を消耗し
た場合にのみ充電されなければならない。したがって、充電表示システム１０がこのよう
なニッケルカドミウム電池を有するワイヤレス充電式装置１２に接続される可能性が高い
と充電表示制御器３２が判断するような一実施形態では、電力信号生成回路２２に電力信
号を生成させて充電式電力供給部１６を充電する前に、まず、そのようなニッケルカドミ
ウムタイプの電力供給部１６が確実に相当な量の電力を消耗するような充電ストラテジー
を実行するように、制御器３２が構成されてもよい。これは、充電プロセスを逆にして、
ワイヤレス充電式装置１２が、例えば、無線通信システム１４を使用して充電表示システ
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ム１０へ電力信号を伝送するようにするか、または、可能であれば、電力受信素子１３の
操作を反転させて実行される。充電表示システム１０が充電式電源４６を含むようなこの
タイプの一実施形態において、充電式装置電力供給部４２を充電するプロセスでは、まず
、充電式装置電力供給部４２を放電し、その電力を充電式電源４６に貯蔵し、次に、その
貯蔵電力を後続の充電オプションにおいて使用することを含む。
【００５５】
　図４Ｂは、図４Ａの実施形態に概して類似する、充電表示システム１０の別の実施形態
を図示している。ただし、この実施形態おいて、充電表示制御システム３０は、充電表示
電力供給部４４から電力信号生成回路２２までの任意の直接路３０に沿って電力潮流を制
御することができる電力供給制御回路５２を含む。電力供給制御回路５２は、充電表示制
御器３２から分離されており、また電力供給制御回路５２は、電力伝送を開始して電力の
量または速度を制御することができ、電力伝送を終了させることができる制御可能な装置
または回路であればいかなる形態でもよい。このようにして、充電式装置電力供給部４２
の充電は、充電表示制御器３２および／または充電式装置制御器３７が動作していないと
きなどに実行されることができる。例えば、充電式装置電力供給部４２を充電するのに必
要な時間は、通常、データを充電式装置メモリ３８から充電表示システムメモリ４０へダ
ウンロードするのに必要な時間より大幅に長い。このように、充電表示制御システム３０
を操作して、充電表示制御器３２および／または充電式装置制御器３７がデータ転送を制
御するのに使用されているときのみ使用可能になるようにすることによって、またその後
、制御器３２および／または充電式装置制御器３７を使用不能にして、データが転送され
ていない充電動作中に、制御器３２と充電式装置制御器３７とが電力を消費したりしない
ようにするか、または電力節約モードで動作するようにすることによって、充電および一
連のダウンロードの際にエネルギーを節約することができる。
【００５６】
　図４Ａに戻る。充電表示制御器３２は、データ交換および／または充電シーケンスをい
つ開始するか、データ交換および／または充電セッションをいつ取り消すか、またはデー
タ交換および／または転送シーケンスをいつ調整するかを決定するなどの目的のためにも
使用される。ディスプレイ２６は、これに限定されないが、充電表示システム１０および
／またはワイヤレス充電式装置１２における状況の状態を含む情報を、充電表示システム
１０のユーザに対して提供するのに使用される。例えば、ディスプレイ２６は、電力と充
電作業表示との比較量か、または充電式装置電力供給部４２を充電するプロセスの完了程
度のうち１つをユーザが決定することができるような、少なくとも１つの可視的な指示を
提供することができる。通常、充電表示制御器３２がディスプレイ２６を操作するように
構成されている。
【００５７】
　図４Ａおよび図６Ａを参照する。ディスプレイ２６は、充電式装置メモリ３８と充電表
示システムメモリ４０との間のデータ転送アクションの状態の可視的指示を提供する。充
電表示制御器３２は、通常、充電状況インジケータ１６０を操作してデータおよび電力伝
送の正確な表示を提供するように構成されている。
【００５８】
　充電表示システムメモリ４０は、多様な形態のうちいずれをとってもよい。充電表示シ
ステムメモリ４０は、充電表示システム１０に内蔵されワイヤレス充電システム２０から
取り除くことが難しい内部メモリ装置でもよいし、または充電表示システムメモリ４０は
、充電表示システム１０から容易に取り外せるようなメモリ、あるいはそれらの組み合わ
せでもよい。例えば、一実施形態では、メモリ４０は、大容量ディスクドライブを備えた
ＩＢＭマイクロドライブ（商標）などのハードディスクと、例えば、コンパクトフラッシ
ュ（登録商標）またはＳＤメモリカードのような１０ＧＢより大きいリムーバルメモリの
両方を含む。充電表示システムメモリ４０は、その他の形態でもよく、例えば、充電表示
システム１０によって受信された画像関連のコンテンツを、デジタル多用途ディスクやコ
ンパクトディスクなどのディスクに記憶される光学的に符号化されたデータに変換するよ
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うに構成された光ディスクライターでもよい。充電表示システムメモリ４０は、半導体メ
モリの形態、および／またはその他のデジタルデータを保存できるメモリ形態を取ること
もできる。当然ながら、充電表示システムメモリ４０のメモリ記憶容量と充電式装置メモ
リ３８のメモリ記憶容量との間の関係によって、一般的に、充電表示システムメモリ４０
が完全に使用される前に、充電式装置メモリ３８からの画像関連データを充電表示システ
ムメモリ４０へダウンロードする回数が決定される。
【００５９】
　充電表示システム１０は、通常、充電式装置メモリ３８のメモリ容量の数倍あるメモリ
容量など、複数のダウンロードセッションにおいてワイヤレス充電式装置１２によって提
供されるすべてのデータを十分に記憶するメモリ容量をもつメモリ４０を有する。しかし
ながら、他の実施形態では、充電表示システム１０は、充電式装置メモリ３８のメモリ容
量と等しいかまたは少ないメモリ容量をしかないメモリ４０を有する。それでも、このよ
うな仕組みは、軽量、安価および／または小型の充電表示システム１０を提供しつつ、ワ
イヤレス充電式装置１２のユーザに対して、画像の保存、撮影、表示の容量を有意な程度
まで効果的に拡張することを可能にするのに役立つ。いずれの実施形態においても、充電
表示システムメモリ４０のメモリ容量は、共有または保存によって効果的に増強すること
ができる。
【００６０】
　ユーザは、ワイヤレス充電式装置１２に保存されたどのコンテンツを充電表示システム
１０へアップロードするかを手動で指定する。これは、ディスプレイ２６に、接触面１１
と連動するユーザインターフェースを表示し、情報を充電表示システム１０へ読み込むた
めの対話メニューを提供して実行される。あるいは、充電表示システム１０は、ワイヤレ
ス充電式装置１２が充電式装置メモリ３８に保存されているが充電表示システムメモリ４
０にはまだ保存されていないデータを有することを、単独でまたは充電式装置制御器３７
との組み合わせで決定するように構成され、上記データを自動的にメモリ４０に保存する
ように構成された、制御器３２を有することもできる。特定の実施例においては、さらに
、画像関連データが問題なく充電表示システムメモリ４０へ転送された後、選択されたデ
ータを充電式装置メモリ３８から削除するように充電表示制御器３２を構成することも可
能である。
【００６１】
　当然ながら、一実施形態では、充電表示システム１０は、ワイヤレス充電式装置１２が
接触面１１に近接してまたは接触面１１の上に位置する場合に、充電式装置１２を保護す
る手段を備える。例えば、図１の充電表示システム１０は、充電表示システム１０が自動
車用途に使用される場合、振動に対する安定性を提供するように構成されたカバー（図示
せず）と本体２１とを有する。
【００６２】
　充電表示システム１０は、任意で、追加の機能を提供することもできる。例えば、図４
Ａに示されるように、充電表示システム１０は、図４Ａに示されたパーソナルコンピュー
タ、キオスク（図示せず）、画像ビューア（図示せず）、コンピュータネットワーク（図
示せず）、有線電話などの通信システム（図示せず）、ＰＤＡ（図示せず）、または同様
の回路またはシステムなどの外部データ装置に連結するように構成された追加のコネクタ
９０またはワイヤレス接続を備える。
【００６３】
　これには、例えば、従来のＲＳ２３２接続、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）コネ
クタ、イーサネット（登録商標）接続、ファイヤーワイヤー接続、従来の電話線などが含
まれる。これによって、充電表示システム１０は、充電表示システムメモリ４０から画像
をアップロードするパーソナルコンピュータ、キオスクなどの装置へ直接接続されること
が可能になる。
【００６４】
　一部の実施形態では、充電表示システム１０は、追加のコネクタ９０を使用して、充電
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式電源４６を有する充電表示システム１０の一実施形態に対して充電電力を供給する外部
データ装置９２から、直接電力を受信することもできる。例えば、ＵＳＢシステムは、限
定量の電力をパーソナルコンピュータまたはＵＳＢ使用可能な装置からＵＳＢ接続を介し
て伝送することができる導線を提供する。この限定量の電力は、充電式電源４６を時間を
かけて充電するのに使用することができる。
【００６５】
　さらに、充電表示システム１０は、外部データ装置９２と接続され、ワイヤレス充電式
装置１２から外部データ装置９２へデータを手軽に転送することができるように機能する
。さらに、充電式電源４６には、例えば、外部電力５によって供給された電力、または外
部データ装置９２から供給された電力、あるいはそれらの組み合わせによって供給された
電力が充電される。
【００６６】
　さらに、図４Ａに、携帯電話またはページング通信システムなどの無線通信システム９
４を図示する。このようなシステムは、充電表示システム１０が、システムメモリ４０か
ら画像関連データをリモートサーバまたはワイヤレス充電式装置１２へ自動的にアップロ
ードするのに使用される。このようにして、充電表示制御器３２は、充電表示システムメ
モリ４０に保存されたデータ量が閾値を超えるときを判断し、後に得られた画像関連デー
タの保存用に追加のメモリ容量を使用可能にするために、データを、充電表示システム１
０からコンピュータ、ネットワーク、キオスク、またはその他の同様の装置へ自動的に転
送するようにする。
【００６７】
　あるいは、無線通信システム９４は、高周波、非高周波、その他の無線電磁信号、赤外
線などの無線通信システム、または、ディスプレイ２６にフィードバックをもち接触面１
１と連動するユーザインターフェースを使用して、ワイヤレス充電式装置１２と通信して
制御することができるその他の無線通信システムでもよい。また、無線通信システム９４
、および接触面１１と連動するユーザインターフェースは、データを転送するパーソナル
コンピュータやキオスクなどと通信してもよい。
【００６８】
　また、動画信号生成器９８が提供され、充電表示制御システム３０によって生成された
、または充電表示システムメモリ４０に保存された、画像データやその他データを表現す
る動画出力信号を生成するように構成され、さらに、動画信号生成器９８は、ディスプレ
イ２６または外部表示装置１００がそれらの動画出力信号を受信するのを可能にして、外
部表示装置１００を使用して充電表示システムメモリ４０に保存された画像を表現する画
像をテレビやその他の外部ビデオに表示するように構成される。
【００６９】
　また、図４Ａに示されるように、充電表示システム１０は、ディスプレイメモリに保存
された音または携帯型充電装置に存在する音を示す音声出力信号を生成するように構成さ
れた音声信号生成器１０２と、外部装置が、充電表示システムメモリ４０または充電式装
置メモリ３８に保存された音データなど、音声データを表す音を示すことができるように
、外部装置に対して音声出力を受信することを可能にする出力回路とを含んでもよい。
【００７０】
　図４Ａにさらに示されるように、充電表示システム１０は、データを保存するために使
用されるデータ圧縮ストラテジーを調節するか、またはデータの場面時間のコンテンツ（
content of the data scene duration）を調節することなどによって、画像、音声、その
他のデータを修正するように構成された信号処理器１０４を有することができる。このよ
うなコンテンツに基づく調整の例としては、これらに限定されないが、場面シーケンス、
縦横比、回転、見せかけ倍率、またはトリミング調整、色補正、露出補正、赤目補正、お
よび／またはテキスト、グラフィックス、メタデータを画像に挿入することによる画像関
連データの調整がある。充電表示制御器３２は、このような目的のために使用することも
できる。
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【００７１】
　図４Ａにさらに示されるように、充電表示システム１０は、さらに、感知接触面１１に
組み込まれた感知技術と関連付けられた検出用電子機器または任意の照明用電子機器のた
めの制御機能および統合機能を備える。
【００７２】
　充電表示システム１０は、さらに、格納式の電力コード７、データケーブル、携帯型充
電式電子装置の操作マニュアルなど、その他のアイテムを収納する空間を備えてもよいこ
とに留意されたい。
【００７３】
　図５は、ワイヤレス充電式装置１２が接触面１１に近接してまたは接触面１１の上に配
置されるときに、ワイヤレス充電式装置１２を充電することができる充電システムを有す
る充電表示システム１０を操作する方法の一実施形態のフロー図である。ステップ１１５
において、接触面１１の近くまたは接触面１１の上にあるワイヤレス充電式装置１２の存
在が検出される。これは、前述のように、関連するタッチセンシング技術または画像化技
術によって実行される。ワイヤレス充電式装置１２は、充電表示システム１０が検出する
ことができる存在指示信号であって、充電表示システム１０が、充電式装置１２が接触面
１１上にあることを決定するのに使用できる存在指示信号を送信することもできる。その
他の実施形態では、ワイヤレス充電式装置１２は、充電表示システム１０において、熱セ
ンサ、音センサ、高周波センサ、静電容量センサ、湿度センサ、またはその他の周知セン
サなどである装置センサ２９および／またはその他の周知のセンサ１１０によって感知可
能な、音響、電磁、振動、光学、またはその他の信号を定期的に生成することができる。
例えば、携帯電話は、その地域の携帯電話塔に対してその携帯電話を特定する短い信号を
定期的に発している。これらが充電表示システム１０によって感知され、ワイヤレス充電
式装置１２の存在を決定するのに使用される。
【００７４】
　さらに別の実施形態では、電力信号生成回路２２、センサシステム２８、および／また
は装置センサ２９が、ワイヤレス充電式装置１２の存在を感知するのに使用される。例え
ば、誘導充電を利用する場合、電力信号は、電力信号生成回路２２によって導体に沿って
定期的に供給され、ワイヤレス充電式装置１２の存在は誘導負荷の存在から感知すること
ができる。ワイヤレス充電式装置は、負荷特性、負荷パターン、および／または負荷のそ
の他の側面についての分析によって特定される。あるいは、ワイヤレス充電式装置１２は
、伝送された信号を感知し、フィードバック信号を、充電表示システム１０がその信号を
受信して読み取り、ワイヤレス充電式装置１２の存在を決定することができる形態で生成
することができる。
【００７５】
　別の実施形態では、ワイヤレス充電式装置１２からの応答を生じさせるように構成され
た局所信号を充電表示システム１０が定期的に生成するようにして、その生じた応答を検
出することによって、ワイヤレス充電式装置１２の存在を検出する。例えば、充電表示シ
ステム１０は、ブルートゥース信号を生成し、ワイヤレス充電式装置１２が、無線通信シ
ステム９４によって感知可能なブルートゥース信号を使って応答するようにする。同様に
、充電表示システム１０は、ワイヤレス充電式装置１２の実施例である携帯電話に、検出
可能な出力信号を生成させる生成刺激信号を生成する。例えば、刺激信号は、着信電話を
似せた信号であって、ワイヤレス充電式装置１２に、充電表示システム１０のその他のセ
ンサ１１０によって検出可能な電話音または振動などの出力信号を生成させる信号である
。
【００７６】
　次に、充電表示システム１０は、ワイヤレス充電式装置１２のタイプを特定する（ステ
ップ１２０）。これは、充電表示システム１０とワイヤレス充電式装置１２との間でのあ
らゆる通信形態を使用した多様な方法で実行することができ、これに限定されないが、感
知接触面１１上のタッチポイントを感知して、装置を特定できるルックアップテーブルに
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対してそのタッチポイントのマップを照会することなどを含む。また、高周波、赤外線、
ＲＦＩＤ、バーコード、固有反射面組み合わせ（unique reflective surface combinatio
ns）、などの無線通信スキームの使用により、制御システムによって読み取ることが可能
な装置ＩＤを通信することができる。当然のことながら、画像を表示するため、ワイヤレ
ス充電式装置１２を充電するため、またはワイヤレス充電式装置１２と無線通信するため
に充電表示システム１０によって使用される１つまたは複数の要素を使用して、ワイヤレ
ス充電式装置１２のタイプを特定するのに十分なデータを交換することができる。
【００７７】
　一部の実施形態では、接触面１１に近接してまたは接触面１１上にワイヤレス充電式装
置１２が存在することを決定するのに使用された上述のものと同じシステム、信号、およ
び／または方法を使用して、ワイヤレス充電式装置１２を特定することができる。任意で
、このような特定情報を、ワイヤレス充電式装置１２の存在を検出する一環として符号化
または決定することができ（ステップ１１５）、またこのような存在の検出に関して、上
述の方法を使用して、充電式装置１２の画像化または輪郭描写を行い、その装置の画像ま
たは輪郭を画像と装置とのルックアップテーブルに関連付けることによって、または、そ
の装置に印刷または表示されたあらゆるデータを画像化素子と連動した光学文字認識技術
を使用して読み取ることによって、装置の種類を決定することができる。
【００７８】
　ワイヤレス充電式装置１２のタイプを特定することができる方法はいくらでもあり、こ
れらに限定されないが、電子製造番号またはその他の形態の特定データを検出または読み
取ること、製造番号、ＥＳＮ、またはその他の装置固有のＩＤなど装置または装置タイプ
を特徴付けるようなその他のデータを検出または読み取ること、あるいは、装置の所有者
、操作者、賃借人のＩＤを検出または読み取ることなどによって、充電式装置１２を一意
的に特定することが含まれる。ワイヤレス充電式装置１２のタイプは、本明細書の他の部
分に説明されるように、装置の特性を検出することによって決定することもできる。
【００７９】
　ステップ１２５において、特定されたタイプのワイヤレス充電式装置１２の存在によっ
て占められている表示領域部分に関連した特徴を有する装置の表現が得られる。装置表現
は、既存の多様な形態のうちいずれでもよく、これらに限定されないが、外形、周囲図（
perimeter map）、輪郭、影、画像など、または、その他のワイヤレス充電式装置１２の
表示可能な表現でよい。装置タイプに基づいて、装置表現の少なくとも１つの特徴が判断
される。当てはまった場合には、画像化システムを使用して接触面１１の近くまたはその
上にあるワイヤレス充電式装置１２の存在を感知するタイプのセンサシステム２８から得
られた画像を使用して装置表現が作成される。さらに、上記装置のタッチポイントおよび
／または電力受信素子１３の位置に関して、上記装置によって生成される信号を介して、
装置表現が得られる。タッチポイントは、装置をテーブルに置く際のキズ防止パッドなど
、他の用途に使用されるスタンドオフパッドでもよい。同様に、表現は、電子装置または
充電表示システム１０によってアクセス可能な通信ネットワークを介しても得られる。
【００８０】
　ステップ１３０において、ワイヤレス充電式装置１２の接触面１１に対する位置と向き
が決定される。これは、様々な方法で実行できる。例えば、接触面１１とワイヤレス充電
式装置１２との間の接触への接近度は、上記センサシステム２８のタッチセンシングの実
施例を使用することによって感知することができる。ワイヤレス充電式装置１２の位置と
向きを決定するのに無線通信システム９４を使用することができる。同様に、上記に詳述
されたように、センサシステム２８は、ワイヤレス充電式装置１２の位置および向きを感
知するように配置され構成される装置センサ２９を有する。また、ワイヤレス充電式装置
が接触面１１に近接してまたは接触面１１の上にある場合に、そのワイヤレス充電式装置
を見ることができる領域の画像を捉える１つまたは複数の画像を形成するように、装置セ
ンサ２９が内蔵されている。これによって、この領域を画素単位で画像化することができ
る。次に、これらの画素値は、ディスプレイ２６の表面にマッピングされる。
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【００８１】
　ステップ１３５において、充電表示制御器３２および／または動画信号生成器９８を使
用して、表示領域をワイヤレス充電式装置部分とグラフィック表示部分とに分割する。図
示された実施形態では、これは、決定された位置で得られた装置表現を決定された位置に
マッピングし、メニュー、データ、装置制御部、ユーザインターフェースの感知接触制御
部を表示する際に使用されるグラフィック表示部分として表示領域の残りの使用可能な部
分の少なくとも一部の位置を割り当てることによって実行される。
【００８２】
　ステップ１３７において、装置充電は、ワイヤレス充電式装置のバッテリーを充電する
部分を介した、またはその部分へのワイヤレス充電信号の送信によって可能になる。電力
受信素子１３の位置のデータは、装置周囲図ファイルに組み込まれてよいし、ワイヤレス
充電式装置１２のタッチポイントに関して組み込まれてもよい。さらに、装置充電の強化
と最適化が、電力受信素子１３に概して近接する、関連充電素子の反復充電によって成し
遂げられる。電力信号生成回路２２からの最適な充電電力出力には、第１の充電素子にご
く近接している関連素子をパルスさせることが含まれる。ワイヤレス充電式装置１２から
のフィードバックにより、充電状態に関連する情報が電力信号生成回路２２に提供される
。ワイヤレス充電素子２４は、スイッチをオンおよびオフして最適充電を可能にするので
、充電領域にごく接近しているディスプレイ画素を充電と連動して使用不能にする任意の
ステップによって、ディスプレイの寿命は延び、充電効率が増加する。同様に、ディスプ
レイ操作子および充電操作子は、それぞれのシステムへの効果が実現されると、交代して
もよい。
【００８３】
　次に、充電式装置に関するグラフィック情報が、グラフィック表示部分の少なくとも一
部分に表示される（ステップ１４０）。通常、このプロセスには、ディスプレイ２６のグ
ラフィック表示部分における表示用のグラフィック情報を決定し、その表示用グラフィッ
ク情報をグラフィック表示部分内に配置し、得られたグラフィック情報に基づいて表示可
能な出力信号を生成することが含まれる。グラフィック情報は、何らかの方法で充電式装
置に関連付けられている。グラフィック情報は、例えば、これらに限定されないが、１つ
または複数の対話オプションのグループが、実行可能である、実行中である、追加情報を
要求している、ユーザ対話を要求している、または実行完了したことを、促進させるまた
は指示する情報を提供することができる。
【００８４】
　一実施形態では、グラフィック情報は、少なくとも部分的に、充電表示システム１０と
ワイヤレス充電式装置１２のタイプとの間で発生する種々の対話を定義する対話オプショ
ンのグループの１つに基づくことにより、または関連付けられることにより、充電式装置
に関連付けられている。各対話オプションは、ワイヤレス充電式装置１２と充電表示シス
テム１０とが実行することができる機能または能力の一部に関連しており、これらに限定
されないが、充電、データ転送、優先設定メインフレームなどが含まれる。
【００８５】
　これを実行する方法は種々ある。一実施形態では、これは、得られた装置タイプを使用
して１つまたは複数の対話オプションを決定し、かつ、各対話オプションを、決定された
一連の対話オプションに関連付けられたグラフィック情報ライブラリと比較して、そのラ
イブラリから得られたグラフィック情報に基づいて表示可能な出力信号を決定することに
よって実行される。このようなライブラリは、ルックアップテーブル、または決定された
装置タイプと一連の対話オプションとを関連付けるその他の論理構造を含み、充電表示シ
ステム１０の充電表示システムメモリ４０か、またはワイヤレス充電式装置１２のメモリ
３８に配置される。さらに別の実施形態では、決定された対話オプションは、グラフィッ
ク情報が含まれる位置であって、表示可能な出力信号を生成することが可能な位置へ提供
される。例えば、充電表示システム１０、または充電表示システム１０が接続される外部
データ装置９２などのコンピュータにおける特定のメモリ位置では、グラフィック情報を
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含むことが可能であり、対話オプションに関連するこのグラフィック情報をリクエストに
応じて提供することができる。同様に、決定された対話オプションは、１つまたは複数の
対話オプションと関連付けられたグラフィック情報を得るのにネットワークインターフェ
ース１０１が使用できるネットワークアドレスと関連付けられる。あるいは、充電表示制
御器３２が、決定された対話オプションに基づいて自動的にグラフィック情報を生成する
アルゴリズムを実行する。
【００８６】
　グラフィック情報は、例えば、静的なフォーマットおよび充電状態情報またはダウンロ
ード状態情報などの様々な情報を表示することができるラベル定義領域などを含む、静的
および動的に調整可能な情報を含む。グラフィック情報は、存在が決定されタイプが特定
されたワイヤレス充電式装置１２に適応した、表示特性、メニュー、ユーザインターフェ
ースを用いることにより完全に動的であってもよい。
【００８７】
　上記から、対話オプションはワイヤレス充電式装置１２のタイプに基づいて決定され、
また、本明細書に概して定義されるように、そのような対話オプションは、充電式装置１
２と充電表示システム１０との組み合わせに想定されるあらゆる対話に関連してよいこと
を理解されたい。オプションには、診断的検査、ソフトウェア、ファームウェアおよび／
または操作システムのアップグレード、充電操作など、ワイヤレス充電式装置１２の操作
に関する操作対話が含まれる。対話オプションには、充電式装置上のダウンロード可能な
データの存在またはワイヤレス充電式装置１２への転送の対象となるデータの利用可能性
を示すような、データ交換オプションおよびデータ転送オプションが含まれる。このよう
なデータは、どんな形態のデジタルデータを含んでもよく、これらに限定されないが、静
止画像データ、テキストデータ、その他の静止グラフィック画像の形態を特徴付けるデー
タ、静止画像のシーケンスを表現するデータ、動画データであって、ＭＰＥＧ４、クイッ
クタイム（商標）、その他の動画像データを含むがこれらに限定されない動画データ、ワ
イヤレス充電式装置１２によって使用された消耗品の量を表す消耗品消費データであって
、インク、顔料、プリンタによって使用された受像材料、真空バッグなど期限付きの装置
の操作時間数などを示すデータ、または装置に関する使用のパターン、損傷、その他の因
子などを特徴付けるその他の情報を含むデータが含まれる。
【００８８】
　上述されたように、上記対話オプションは、充電作業を支援する際に現れてもよく、デ
ィスプレイ２６でのグラフィック情報の表示を含む、または引き起こす。より具体的には
、充電が開始する前、充電中、または充電後に、充電表示制御器３２は、表示可能出力信
号を生成し、この表示可能出力信号は、ディスプレイ２６に、充電様式、電圧要求、バッ
テリータイプ、バッテリー状態充電レベル、充電状態を示すグラフィックデータをディス
プレイ２６のグラフィック表示領域において示すようにさせるか、または、充電表示シス
テム１０の接触面１１上のワイヤレス充電式装置１２の位置を含む、またはこの位置に関
連する、あるいはこの位置の結果として生じる、充電式装置１２と充電表示システム１０
との間のあらゆる対話を促進する、支援する、あるいはこれらの対話に関係するがこれら
に限定されないいかなる形態の通信も含む、充電プロセスおよび／またはその他の対話に
関するあらゆる形態の情報をユーザに対して示す。
【００８９】
　対話オプションには、ワイヤレス充電式装置１２の具体的な使用を促すような指示の供
給も含まれる。例えば、充電式装置１２のユーザ制御システム６０を使用して特定のコー
ドをワイヤレス充電式装置１２入力したときにのみ、充電式装置１２が特定の機能を実行
可能にするように、充電式装置の中にはパスワード保護されているものもある。したがっ
て、利用可能な対話オプションには、ユーザが、いつパスワードを入力すべきかまたどの
ようにしてこれを行うかをより簡単に知ることができるような具体的な情報またまたは具
体的な要求の表示が含まれる。こうした結果は、ワイヤレス充電式装置１２を最初に使用
する際または最初に充電する際に特に役に立つ。
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【００９０】
　同様に、対話オプションは、診断用の対話を含んでもよく、診断用の対話では、上記入
力に対して充電式装置１２の反応があれば、その反応を、反応の存在またはその不在を検
出可能にする充電表示システム１０の無線通信システム９４または装置センサ２９などに
よって感知することができるように、ユーザは、ワイヤレス充電式装置１２のユーザ制御
システム６０に具体的な登録を行うよう要求される。
【００９１】
　最後に、対話オプションは、装置の機能性の統合に関連する操作を含んでもよいことを
理解されたい。例えば、対話オプションは、ワイヤレス充電式装置１２および充電表示シ
ステム１０の特性が協働して、どちらか一方の装置が提供することができる機能よりも優
れた機能を提供する対話を含む。例えば、無線通信システム１４は、無線通信システム９
４と異なるタイプでもよい。このように、各装置によって別の無線通信形態が使用可能に
なるが、いずれか一方の装置が両方の通信形態を提供することはない。これらの装置が機
能的に統合された場合には、いずれか１つの無線通信形態が可能となる。装置が統合され
た場合には、多様なオプションが利用可能になることを理解されたい。
【００９２】
　対話オプションは、決定された装置タイプを使用して様々な方法で決定される。一実施
形態では、各タイプの装置は、ワイヤレス充電式装置１２を使用して使用可能な対話のタ
イプを示すデータを、もともと含んでいる。別の例では、決定された装置タイプを対話オ
プションとそれに関連するユーザインターフェースとの組み合わせに関連付けるルックア
ップテーブルまたは論理構造に対して、決定された充電式装置のタイプを適用させる。さ
らに別の実施形態では、決定されたタイプのワイヤレス充電式装置１２は、充電表示シス
テム１０が接続されている外部データ装置９２などのコンピュータにおいて、または対話
オプションを特定するグラフィック情報を得るのにネットワークインターフェース１０１
によって使用されるネットワークアドレスにおいて、充電表示システム１０における特定
のメモリ位置など、対話オプションに関する情報が見つけられる位置を指示する。図６～
図９に特定の対話オプションを支援する各種の表示可能な出力信号の例を挙げる。
【００９３】
　図６Ａは、接触面１１および充電表示システム１０に載せられたワイヤレス充電式装置
１２の俯瞰図であり、ディスプレイ２６上に表示されたグラフィックが見て取れる。図６
Ａに図示されたように、ディスプレイ２６は、上述のように、ワイヤレス充電式装置部分
１４２とグラフィック表示部分１５０とに分割される。この例では、充電、メッセージ報
告、画像および動画データ転送を含む対話オプションが決定されている。図６Ａに示され
るように、これらの対話オプションに関連するグラフィック情報が、グラフィック表示部
分１５０内に表示される。この実施形態の例に示されるように、グラフィック情報は、表
示メニュー１５５という背景の中で表示され、充電状態インジケータ１６０と、充電式装
置別コンテンツ表示インジケータの拡大バージョン１７０と、データ転送に関連付けられ
た視覚フィードバックを提供する矢印を有するアップロード・ダウンロードインジケータ
１７５と、充電プロセスが継続中であることを示しかつ接触面１１のある領域がこの目的
のために使用中であることを示すグラフィック表示を提供する動的充電インジケータ１４
５とを含む。
【００９４】
　図６Ｂは、充電表示システム１０の別の位置に置かれたワイヤレス充電式装置１２の俯
瞰図である。グラフィック表示部分１５０は、図６Ａのものと同一ではあるが、図６Ａで
示された場所から離間して配置されたディスプレイ２６のグラフィック表示位置１５０に
マッピングされている。当然ながら、上記位置は、ワイヤレス充電式装置１２の場所の変
化に基づいて変化したものである。同様に、図６Ｂのワイヤレス充電式装置部分１４２は
、図６Ａに図示された位置とは異なる位置にマッピングされている。これもまた、ワイヤ
レス充電式装置１２の場所と向きに基づいている。当然のことながら、グラフィック表示
部分１５０は、接触面１１上ワイヤレス充電式装置１２の位置に基づいて拡大または縮小
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（図示せず）できる。さらに、ワイヤレス充電式装置１２の場所および向きがその必要性
があることを示唆する場合には、グラフィック表示部分１５０や、コンテンツ表示インジ
ケータ１７０などの表示メニュー１５５の要素を、２つの小さい表示メニュー要素（図示
せず）に分割してもよい。
【００９５】
　図７Ａは、ディスプレイを内蔵した、またはコスト要件あるいはサイズ要件のためにデ
ィスプレイを内蔵していない、音楽プレーヤーの形態のワイヤレス充電式装置１２の別の
実施形態である。ここで、充電表示システム１０およびワイヤレス充電式装置１２の対話
オプションは、充電、音声ダウンロード、プレイリストの表示を含む。したがって、充電
表示制御システム３０は、ディスプレイ２６を、表示メニューを表示するグラフィック表
示部分１５０に囲まれたワイヤレス充電式装置部分１４２と、対話オプションに関する情
報を表示するＵＩ表示１９５とに分割する。ＵＩ表示１９５は、ワイヤレス充電式装置１
２が、無線通信アンテナ１５を介して家庭、公共、またはプライベートなワイヤレスネッ
トワークと通信するのを可能にする、あるいは、データ通信ケーブル４５を介して、歌、
ポッドキャスト、媒体、その他のデータなどを共有、交換、取得する目的でインターネッ
トなどの通信ネットワークと通信するのを可能にするような人の入力をユーザが行うのを
可能にするのに使用される。さらに、この実施形態では、充電表示システム１０には、例
えば、充電作業の前、作業の間、または作業の後に、ヘッドフォンなしで再生および操作
するために、音声信号生成器１０２と接続可能なスピーカ線１８５およびスピーカ１８０
が備えられている。図７Ａにさらに図示されるように、指定仮想音量制御部２００のグラ
フィックが表示され、この表示は、音楽プレーヤーの出力を制御する仮想ユーザ入力用の
視覚支援を提供する音量制御設定の視覚表示を提供するのに使用される、また／あるいは
、充電表示システム１０内の音声信号生成器１０２の音量は、感知接触面１１によって使
用可能となる。仮想電力制御部２１０も、充電表示システム１０または音楽プレーヤー１
９０に関連するユーザインターフェース機能の仮想ユーザ入力に対する、フィードバック
、状態表示、または仮想支援を提供することができる。
【００９６】
　図７Ｂは、接触面１１の上または接触面１１に近接して置かれた音楽プレーヤー１９０
の形態を取るワイヤレス充電式装置１２を有する充電表示システム１０の別の実施形態で
ある。この実施形態では、充電表示システム１０は、指定音量制御ツマミ２０５および制
御ボタン２１１としてここで示された物理的な制御部を有する。この例に示されるように
、対話オプションは、これらの物理的な制御部に関連付けられており、そこでは、グラフ
ィック情報は、物理的制御部と関連付けられ、その関連付けられた物理的制御に近接して
表示される。例えば、グラフィック情報２１５は、制御ボタン２１１が充電表示システム
１０のオンまたはオフの状態を決定するという割り当てられた役割を有していることがユ
ーザに理解できるように、これらの制御ボタンに隣接して配置される。この柔軟性によっ
て、装置のモードに基づく多様な制御割り当ても可能になる。例えば、プレイリストモー
ドになったとき、このツマミを使用してプレイリストをスクロールしてもよい（図示せず
）。次に、ユーザが再生する音楽を選択した後、ツマミは、指定音量制御ツマミ２０５に
近接して表示される「音量」グラフィック表示２０８によって示される。さらに当然なが
ら、タッチインターフェースおよびグラフィックの割り当ては、充電式装置が感知接触面
１１上を移動すると動的に更新される。
【００９７】
　図８は、プリンタ２４０の形態を取る充電表示システム１０の実施形態である。プリン
タ２４０は、染料昇華、インクジェット、またはハードコピー画像を提供するその他のい
かなる周知技術を使用してもよい。プリンタ２４０上に示されているのは、グラフィック
表示部分１５０に囲まれたワイヤレス充電式装置部分１４２を伴うワイヤレス充電式装置
１２である。表示メニュー１５５は、グラフィック表示部分１５０の、ワイヤレス充電式
装置１２の上にある部分に示される。グラフィック表示部分１５０は、ワイヤレス充電式
装置１２に基づいてディスプレイ２６の表面に動的に配置される。データ／媒体表現２３
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５は、アップロード・ダウンロードインジケータ１７５および印刷インジケータ２３０と
ともにグラフィック表示部分１５０に示される。指定制御部２２０は、充電表示システム
１０の特性と関連した制御割り当てグラフィック２２５の形態を取る装置機能に適用され
る。この実施形態において、媒体表示用の指定制御部２２０は、充電表示システム１０上
の機械スイッチまたはタッチパッドでもよい。ただし、この実施形態では、これらの機能
のための装置マップは、グラフィック表示部分１５０の範囲内にあるため、ユーザが、印
刷インジケータ２３０またはアップロード・ダウンロードインジケータ１７５の好適な使
用に近いやり方で接触面への接触することによりユーザ入力を行うことができるように、
接触面１１への指または物体の接触を感知するようにセンサシステム２８が構成されてい
る。また、プリンタ２４０は、印刷媒体の使用とその状態をユーザに対して示すようにグ
ラフィック情報を表示することもできる（図示せず）。
【００９８】
　図９は、ワイヤレス充電式装置１２としてコードレス電話を有する充電表示システム１
０の実施形態である。この実施形態では、表示メニュー１５５は、スピーカ１８０および
マイク２５０のハンズフリー操作を可能にする指定音量制御部２００を含む。さらに、充
電表示制御システム３０は、センサシステム２８が、見やすい拡大ユーザインターフェー
スを提供するようにしている。加えて、この実施形態に図示されたその他の対話には、充
電表示システムメモリ４０などの典型的な留守番電話表示２４５が含まれる（図４Ａ、図
４Ｂ）。これもまた、電話をかけたり、メッセージを検索したり、マイク２５０、無線通
信アンテナ１５、データ通信ケーブル４５を介して音声を記録したりするための仮想ユー
ザ入力用の視覚フィードバックおよび／または視覚支援を提供するのに使用される。
【符号の説明】
【００９９】
　５　電源、７　電源コード、１０　充電表示システム、１１　接触面、１２　ワイヤレ
ス充電式装置、１３　電力受信素子、１４　充電式装置無線通信システム、１５　無線通
信アンテナ、１６　充電式装置電力供給部、１７　誘電コイル、２０　ワイヤレス充電シ
ステム、２１　本体、２２　電力信号生成回路、２３　ディスプレイ第１照明システム、
２４　ワイヤレス充電素子、２５　赤外線通信ポート、２６　ディスプレイ、２７　導光
板、２９　装置センサ、２９ａ～ｉ　装置センサ、３０　充電表示制御システム、３１　
センサシステム管理回路、３２　充電表示制御器、３５　有線コネクタ、３７　充電式装
置制御器、３８　充電式装置メモリ、４０　充電表示システムメモリ、４２　充電式装置
電力供給部、４４　充電表示電力供給部、４５　データ通信ケーブル、４６　充電式電源
、４８　充電システム、５２　電力供給制御回路、５３　経路、６０　ユーザ制御システ
ム、９０　追加コネクタ、９２　外部データ装置、９４　無線通信システム、９８　動画
信号生成器、１００　外部表示装置、１０１　ネットワークインターフェース、１０２　
音声信号生成器、１０４　信号処理器、１１０　その他センサ、１１５　感知ステップ、
１２０　特定ステップ、１２５　装置表現取得ステップ、１３０　決定ステップ、１３５
　分割ステップ、１３７　充電実現ステップ、１４０　グラフィック情報表示ステップ、
１４２　ワイヤレス充電式装置部分、１４５　動的充電表示、１５０　グラフィック表示
部分、１５５　表示メニュー、１６０　充電状態インジケータ、１７０　コンテンツ表示
インジケータ、１７５　アップロード・ダウンロードインジケータ、１８０　スピーカ、
１８５　スピーカ線、１９０　音楽プレーヤー、１９５　ＵＩ表示、２００　指定仮想音
量制御部、２０５　指定音量制御ツマミ、２０８　音量グラフィック表示、２１０　仮想
電力制御部、２１１　制御ボタン、２１５　グラフィック情報、２２０　指定制御部、２
２５　制御割り当てグラフィック、２３０　印刷インジケータ、２３５　データ／媒体表
示、２４０　プリンタ、２４５　留守番電話表示、２５０　マイク。
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