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(57)【要約】
【課題】　無線給電装置の充電動作に起因して車載器と
電子キーとの無線通信が妨害されることを防止すること
ができる車載携帯端末充電装置の提供。
【解決手段】　本発明による車載携帯端末充電装置は、
車室内に設けられる無線給電装置と、前記無線給電装置
を制御する制御装置とを備え、前記制御装置は、前記無
線給電装置による携帯端末の充電動作が行われている状
況下で、車室内において車載通信装置と電子キーとの間
で無線通信が実行される場合に、前記無線給電装置によ
る携帯端末の充電動作を一時的に停止することを特徴と
する。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車室内に設けられる無線給電装置と、
　前記無線給電装置を制御する制御装置とを備え、
　前記制御装置は、前記無線給電装置による携帯端末の充電動作が行われている状況下で
、車室内において車載通信装置と電子キーとの間で無線通信が実行される場合に、前記無
線給電装置による携帯端末の充電動作を一時的に停止することを特徴とする、車載携帯端
末充電装置。
【請求項２】
　前記無線給電装置による携帯端末の充電動作を一時的に停止することは、前記無線給電
装置内部の制御部に対して充電停止信号を送信すること、又は、車載バッテリから前記無
線給電装置への電源ラインを一時的に遮断すること含む、請求項１に記載の車載携帯端末
充電装置。
【請求項３】
　前記無線給電装置は、携帯端末が載置されたときに、前記充電動作に先立って前記携帯
端末の検出及び認証処理を行うように構成され、
　前記無線給電装置は、前記携帯端末の充電動作の一時停止後に前記携帯端末の充電動作
を再開する際に、前記検出及び認証処理を省略するように構成される、請求項１又は２に
記載の車載携帯端末充電装置。
【請求項４】
　前記無線給電装置による携帯端末の充電動作を一時的に停止することは、前記無線給電
装置内部の制御部に対して充電停止信号を送信することを含み、
　前記充電停止信号は、前記車載通信装置から電子キーに向けた電波送信時に生成される
前記車載通信装置のアンテナに対する駆動信号を取り出して生成される、請求項１に記載
の車載携帯端末充電装置。
【請求項５】
　前記無線給電装置による携帯端末の充電動作を一時的に停止することは、充電のための
送電電力を、車室内における車載通信装置と電子キーとの間の無線通信に影響を与えない
レベルまで一時的に低下することを含む、請求項１～４のうちのいずれか１項に記載の車
載携帯端末充電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末の充電動作を行う無線給電装置を備える車載携帯端末充電装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、携帯端末の無線点充電が可能な無線給電装置は知られている（例えば、特許
文献１参照）。
【０００３】
　また、無接点電力伝送の一次側機器（無線給電装置）が備えた一次側コイルとの間で電
磁誘導を利用した電力伝送を行うための二次側コイルと、非接触により情報通信を行うた
めの非接触通信アンテナとを備えた携帯端末が知られている（例えば、特許文献２参照）
。この携帯端末は、非接触通信アンテナを通じて他端末との間で情報通信を開始するのに
先立ち、一次側機器に対して無接点電力伝送の実行停止を要求する情報を送信するように
構成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１８７５８号公報
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【特許文献２】特開２００８－２０６２９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、無線給電装置を車室内に搭載した場合、携帯端末の充電中に、車室内に
おいて車載通信装置と電子キーとの間で無線通信が実行される場合に、電波干渉により通
信エラーが発生する虞がある。即ち、携帯端末を充電中の無線給電装置から発生する電波
によって、車室内において車載通信装置と電子キーとの間の無線通信が妨害される虞があ
る。
【０００６】
　そこで、本発明は、無線給電装置の充電動作に起因して車載通信装置と電子キーとの間
の無線通信が妨害されることを防止することができる車載携帯端末充電装置の提供を目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の一局面によれば、車室内に設けられる無線給電装置
と、
　前記無線給電装置を制御する制御装置とを備え、
　前記制御装置は、前記無線給電装置による携帯端末の充電動作が行われている状況下で
、車室内において車載通信装置と電子キーとの間で無線通信が実行される場合に、前記無
線給電装置による携帯端末の充電動作を一時的に停止することを特徴とする、車載携帯端
末充電装置が提供される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、無線給電装置の充電動作に起因して車載通信装置と電子キーとの間の
無線通信が妨害されることを防止することができる車載携帯端末充電装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明による車載携帯端末充電装置１の要部を、その関連する構成と共
に示す構成図である。
【図２】無線給電装置７０の構造の一例を示す要部断面図である。
【図３】本実施例の車載携帯端末充電装置１の照合ＥＣＵ１０により実現される主要処理
の一例を示すフローチャートである。
【図４】図３に示す主要処理に対応するタイミングチャートである。
【図５】無線給電装置７０に対する電源ライン７５の接続態様の一例を示す図である。
【図６】充電停止信号／充電再開信号の生成方法の他の実施例を示す図である。
【図７】図６に関連した各種状態を示す波形図である。
【図８】充電停止信号／充電再開信号の生成方法の更なる他の実施例を示す図である。
【図９】無線給電装置７０の無線給電制御部７２により実行される主要処理の一例を示す
フローチャートである。
【図１０】図９に示す処理に対応するタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態の説明を行う。
【００１１】
　図１は、本発明の一実施例による車載携帯端末充電装置１の要部を、その関連する構成
と共に示す構成図である。
【００１２】
　車載携帯端末充電装置１は、スマートキーシステムを制御する照合ＥＣＵ１０を中心と
して構成される。照合ＥＣＵ１０は、図示しないバスを介して互いに接続されたＣＰＵ、
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ＲＯＭ、及びＲＡＭ等からなるマイクロコンピュータとして構成されている。ＲＯＭには
、ＣＰＵが実行する各種プログラムが格納されている。
【００１３】
　照合ＥＣＵ１０には、車室外に電子キー４０を検知するための検知領域を形成する車室
外キー検知用発信機１２が接続される。車室外キー検知用発信機１２は、車室外キー検知
用アンテナ１２ａを備え、車室外キー検知用アンテナ１２ａを介して車室外にリクエスト
信号を発信することで、電子キー４０を検知するための検知領域を車室外に形成する。尚
、車室外キー検知用発信機１２及び車室外キー検知用アンテナ１２ａは、複数個設定され
てよく、例えば車両の各ドアのドアアウトサイドハンドルにそれぞれ１つずつ内蔵されて
もよい。
【００１４】
　照合ＥＣＵ１０には、車室内に電子キー４０を検知するための検知領域を形成する車室
内キー検知用発信機１４が接続される。車室内キー検知用発信機１４は、車室内キー検知
用アンテナ１４ａを備え、車室内キー検知用アンテナ１４ａを介して車室内にリクエスト
信号を発信することで、電子キー４０を検知するための検知領域を車室内に形成する。例
えば、このリクエスト信号の周波数は、１２５ｋHzや１３４ｋＨｚであってよい。尚、車
室内キー検知用発信機１４及び車室内キー検知用アンテナ１４ａは、複数個設定されてよ
く、例えば車両の前部座席空間、後部座席空間及びラゲージスペースに対応して、計３つ
設定されてもよい。
【００１５】
　照合ＥＣＵ１０には、電子キー４０からの応答信号（送信電波）を受信する受信機１８
が接続される。受信機１８は、車室外キー検知用アンテナ１２ａ及び車室内キー検知用ア
ンテナ１４ａの検知領域内の電子キー４０から送信される応答信号を受信できるような位
置に配置され、例えば車両後部座席の側方に配置されてもよい。受信機１８は、ラゲージ
スペース内に追加的に配置されてもよいし、個数や配置位置は任意である。受信機１８は
、電子キー４０からの応答信号を受信すると、電子キー４０から受信した応答信号に対し
て増幅・復調等の所定の処理を施した後、当該復調した応答信号を照合ＥＣＵ１０に供給
する。照合ＥＣＵ１０は、受信された応答信号に含まれる暗号コードと、所定のメモリ（
図示せず）に記憶された暗号コードとを比較し、これらが一致する場合には、正規な電子
キー４０であるとの認証結果（キー認証が取れた旨の認証結果）を出力する。
【００１６】
　電子キー４０は、車両側の送受信機（要素１２，１４，１８等）との間で微弱電波によ
り双方向通信を行う送受信機（トランスポンダ）と、送受信アンテナとを備え、電子キー
４０には、所与の正当な暗号コード（ＩＤコード）を記憶するメモリが内蔵される。尚、
電子キー４０は、ユーザの操作により車両のドアの施錠及び開錠が可能なメカニカルキー
を備えるメカニカルキー内蔵型のキーであってもよい。或いは、電子キー４０は、メカニ
カルキーとは独立したキーであってもよい。
【００１７】
　電子キー４０は、上述の如く車室外キー検知用アンテナ１２ａを介して送信されるリク
エスト信号を受信したとき、当該リクエスト信号に応じた応答信号を送信する。この応答
信号には、暗号コードと共に、車室外キー検知用アンテナ１２ａに対する応答であること
を表すコードが、組み込まれてもよい。また、電子キー４０は、上述の如く車室内キー検
知用アンテナ１４ａを介して送信されるリクエスト信号を受信したとき、当該リクエスト
信号に応じた応答信号を送信する。この応答信号の周波数は、例えば３１４MHzであって
よい。この応答信号には、暗号コードと共に、車室内キー検知用アンテナ１４ａに対する
応答であることを表すコードが、組み込まれてもよい。
【００１８】
　照合ＥＣＵ１０には、ドアロックさせるためのロック操作に応答してオン／オフするロ
ックスイッチ２２と、ドアアウトサイドハンドルへのタッチ操作を検出するためのタッチ
センサ２４とが接続されている。ロックスイッチ２２及びタッチセンサ２４は、ドアアウ
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トサイドハンドル付近に設けられ、タッチセンサ２４は、ドアアウトサイドハンドルの裏
側へのタッチ操作を検出するように配置されてよい。
【００１９】
　照合ＥＣＵ１０には、双方向多重通信線３０を介して、ボデーＥＣＵ３２が接続される
。ボデーＥＣＵ３２には、ドアロック機構を駆動するドアロックアクチュエータ３４が接
続される。ドアロックアクチュエータ３４は、ボデーＥＣＵ３２からの制御信号に応じて
、ドアロック機構をドアロック状態とドアアンロック状態の間で切り替える。また、照合
ＥＣＵ１０には、双方向多重通信線３０を介して、エンジンＥＣＵ３６が接続される。
【００２０】
　ここで、簡単に、車両乗り込み時のスマート通信について概説する。照合ＥＣＵ１０は
、車室外キー検知用発信機１２からのリクエスト信号に応答して電子キー４０から送られ
てくる応答信号に基づいて、暗号コードの照合を行い、コード照合が成功すると、ドアロ
ックの開錠を許可する。この許可状態で、ドアアウトサイドハンドルの裏側へのタッチ操
作が検出されると、ボデーＥＣＵ３２は、ドアロックアクチュエータ３４を介してドアロ
ックを開錠する。照合ＥＣＵ１０は、車室内キー検知用発信機１４からのリクエスト信号
に応答して電子キー４０から送られてくる応答信号に基づいて、暗号コードの照合を行い
、コード照合が成功すると、エンジン始動を許可する。この許可状態で、ブレーキペダル
が踏み込まれ且つエンジンスタートスイッチが操作されると、エンジンＥＣＵ３６は、エ
ンジンを始動する。尚、この際、イグニッションスイッチ６２がオン状態となる。
【００２１】
　照合ＥＣＵ１０には、無線給電装置７０が接続される。照合ＥＣＵ１０と無線給電装置
７０との間の接続態様は、特に言及しない限り、任意であってよく、例えば無線又は有線
若しくはそれらの組み合わせによる接続であってもよいし、直接的な接続態様や間接的な
接続態様であってもよい。
【００２２】
　無線給電装置７０は、電圧＋Ｂが印加される電源ライン７５およびＧＮＤラインに接続
され、電源ライン７５を通じて印加される電圧＋Ｂに基づいて動作する。尚、無線給電装
置７０は、照合ＥＣＵ１０を介して又は他のＥＣＵを介して、電源ラインおよびＧＮＤラ
インに接続されてもよい。
【００２３】
　無線給電装置７０は、コイルによる電磁誘導を利用して、車載バッテリ６０からの電力
により携帯端末を充電する装置である。無線給電装置７０は、無線給電制御部７２と、給
電部７４とを含む。無線給電制御部７２は、主に、給電部７４を介した携帯端末の充電動
作を制御する。給電部７４は、無接点電力伝送コイル（一次側コイル）を含む。無線給電
装置７０で扱う送電周波数は、例えば１００から２００ｋＨｚの範囲内であってよい。
【００２４】
　尚、無線給電制御部７２の機能の一部又は全部は、照合ＥＣＵ１０により実現されても
よい。或いは、逆に、照合ＥＣＵ１０の機能の一部が無線給電制御部７２により実現され
てもよい。また、無線給電制御部７２の機能の一部又は全部は、照合ＥＣＵ１０と他のＥ
ＣＵにより協動して実現されてよく、或いは、照合ＥＣＵ１０以外の他のＥＣＵより実現
されてもよい。
【００２５】
　図２は、無線給電装置７０の構造の一例を示す要部断面図である。図２には、無線給電
装置７０に載置された携帯端末９０についても図示されている。
【００２６】
　無線給電装置７０は、クレードルとして具現化されてもよい。無線給電装置７０は、内
部に構成要素（給電部７４等）を収容するケーシング７１を備える。ケーシング７１の表
面７１ａは、携帯端末９０が載置（セット）される表面を構成する。ケーシング７１の表
面７１ａの裏側には、無接点電力伝送コイルを含む給電部７４が設けられる。
【００２７】
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　携帯端末９０が無線給電装置７０に載置されると、携帯端末９０側の無接点電力伝送コ
イル９２が給電部７４に対向する関係に位置する。そして、給電部７４に所定周波数の交
流電流が供給されると、電磁誘導により携帯端末９０側の無接点電力伝送コイル９２に交
流電流が生成され、携帯端末９０側のバッテリ（図示せず）への充電が実現される。この
ようにして、ワイヤ接続や接点接続を必要としない無接点（非接触）態様で携帯端末９０
が充電される。
【００２８】
　無線給電装置７０は、車室内に設けられる。無線給電装置７０は、例えばインストルメ
ントパネルに設けられてもよい。尚、携帯端末９０は、無線給電装置７０による充電が可
能な構成を有すれば任意であり、例えばスマートフォンを含む携帯電話やタブ等であって
よい。
【００２９】
　図３は、本実施例の車載携帯端末充電装置１の照合ＥＣＵ１０により実現される主要処
理の一例を示すフローチャートである。図３に示す処理ルーチンは、例えばイグニッショ
ンスイッチ６２がオン状態にあるときに所定周期毎に実行されてもよい。
【００３０】
　ステップ３００では、車室内キー照合処理のための通信イベントが発生したか否かが判
定される。即ち、車室内キー照合処理を行うタイミングが到来したか否かが判定される。
車室内キー照合処理を行う条件は、任意であってよい。車室内キー照合処理は、例えば、
所定時間毎や所定走行距離毎に実行されてもよい。また、車室内キー照合処理は、例えば
ＩＧオン状態でドアの開閉操作が検出された場合に実行されてもよいし、車両停止中に所
定時間毎に実行されてもよい。或いは、車室内キー照合処理は、車両の走行状態から車両
の停止状態への移行が検出された場合に実行されてもよいし、車両の停止状態で窓の開状
態又は窓の開操作が検出された場合に実行されてもよいし、車両の低速走行状態が所定時
間以上連続して又は累積して継続した場合に実行されてもよい。車室内キー照合処理のた
めの通信イベントが発生した場合は、ステップ３０２に進む。
【００３１】
　ステップ３０２では、無線給電装置７０において携帯端末９０の充電動作が実行されて
いるか否かが判定される。即ち、給電部７４への電源供給が実行されているか否かが判定
される。尚、この無線給電装置７０の状態（充電中か否かは）は、無線給電装置７０の無
線給電制御部７２からの情報に基づいて判断されてもよい。無線給電装置７０において携
帯端末９０の充電動作が実行されている場合は、ステップ３０６に進み、無線給電装置７
０において携帯端末９０の充電動作が実行されていない場合は、ステップ３０４に進む。
【００３２】
　ステップ３０４では、車室内キー照合処理が実行される。具体的には、照合ＥＣＵ１０
は、車室内キー検知用発信機１４及び車室内キー検知用アンテナ１４ａを介してリクエス
ト信号を発信する。この際、電子キー４０が車室内に存在する場合は、電子キー４０がリ
クエスト信号に応答して、応答信号を送信し、この応答信号が受信機１８により受信され
ることになる。受信機１８が電子キー４０からの応答信号を受信すると、応答信号に含ま
れる暗号コードが復調され、応答信号に含まれる暗号コードが照合ＥＣＵ１０に供給され
る。他方、電子キー４０が車室内に存在しない場合は、電子キー４０がリクエスト信号に
応答できず、電子キー４０からの応答信号が受信機１８により受信されることはない。照
合ＥＣＵ１０は、応答信号に含まれる暗号コードを受信すると、応答信号に含まれる暗号
コードと、所定のメモリに記憶された暗号コードとを比較する。これらが一致する場合に
は、コード照合が成功（ＯＫ）であると判断して（即ち正規な電子キー４０が車室内に存
在すると判断して）、今回の通信イベントの発生に対する処理を終了する。
【００３３】
　他方、電子キー４０からの応答信号が受信機１８により受信されない場合、又は、電子
キー４０からの応答信号が受信機１８により受信されたが、暗号コードが一致しない場合
、コード照合が不成功（ＮＧ）であると判断して、所定時間（例えば、３秒）後、再度、
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リクエスト信号を発信してもよい（即ちリトライ）。リトライ後、コード照合が成功する
と、今回の通信イベントの発生に対する処理を終了する。尚、所定回数リトライしても、
コード照合が不成功に終わる場合は、電子キー４０の車外への持ち出しを警報することと
してもよい。
【００３４】
　ステップ３０６では、無線給電装置７０による携帯端末９０の充電動作を停止させるた
めの充電停止処理が実行される。この処理は、例えば無線給電装置７０の無線給電制御部
７２に充電停止信号を送信すること、又は、車載バッテリ６０から無線給電装置７０への
電源ライン７５を一時的に（例えばスイッチやリレー等により）遮断することにより実現
されてもよい。前者の場合、無線給電制御部７２は、充電停止信号に応答して、実行中の
充電動作を停止する。後者の場合、無線給電装置７０への給電が絶たれるので、強制的に
充電動作が停止される。充電停止処理が終了すると、ステップ３０８に進む。
【００３５】
　ステップ３０８では、車室内キー照合処理が実行される。具体的には、上記ステップ３
０４と同様、照合ＥＣＵ１０は、車室内キー検知用発信機１４及び車室内キー検知用アン
テナ１４ａを介してリクエスト信号を発信する。照合ＥＣＵ１０は、応答信号に含まれる
暗号コードを受信すると、応答信号に含まれる暗号コードと、所定のメモリに記憶された
暗号コードとを比較する。これらが一致する場合には、コード照合が成功（ＯＫ）である
と判断して（即ち正規な電子キー４０が車室内に存在すると判断して）、車室内キー照合
処理を終了して、ステップ３１０に進む。他方、電子キー４０からの応答信号が受信機１
８により受信されない場合、又は、電子キー４０からの応答信号が受信機１８により受信
されたが、暗号コードが一致しない場合、コード照合が不成功（ＮＧ）であると判断して
、所定時間（例えば、３秒）後、再度、リクエスト信号を発信してもよい。このリトライ
後、コード照合が成功すると、車室内キー照合処理を終了して、ステップ３１０に進む。
尚、所定回数リトライしても、コード照合が不成功に終わる場合は、ステップ３１０に進
むと共に、電子キー４０の車外への持ち出しを警報することとしてもよい。
【００３６】
　ステップ３１０では、上記ステップ３０６で停止させていた無線給電装置７０による携
帯端末９０の充電動作を再開（許可）するための充電再開処理が実行される。この処理は
、例えば無線給電装置７０の無線給電制御部７２に充電再開信号を送信すること、又は、
車載バッテリ６０から無線給電装置７０への電源ライン７５を導通すること（遮断状態か
ら導通状態に変更すること）により実現されてもよい。前者の場合、無線給電制御部７２
は、充電再開信号に応答して、停止中の充電動作を再開する。後者の場合、無線給電装置
７０への給電が復活されるので、充電動作が再開される。充電再開処理が終了すると、今
回の通信イベントの発生に対する処理を終了する。
【００３７】
　尚、図３に示す処理では、照合ＥＣＵ１０は、ステップ３０２において、無線給電装置
７０において携帯端末９０の充電動作が実行されているか否かを判定している。しかしな
がら、照合ＥＣＵ１０側で、無線給電装置７０において携帯端末９０の充電動作が実行さ
れているかどうかが不明な構成であってもよい。この場合は、ステップ３００の肯定判定
時は、ステップ３０２の処理はスキップされ、ステップ３０６の処理へ進む。そして、無
線給電装置７０は、充電中である場合にのみ、ステップ３０６の処理で生成される充電停
止信号に応答すればよい。
【００３８】
　図４は、図３に示す処理に対応するタイミングチャートである。図４では、上から順に
、照合ＥＣＵ１０の状態（車室内キー照合処理の実行状態）、充電停止信号／充電再開信
号の状態、無線給電装置７０による携帯端末９０の充電動作の状態が時系列で示される。
【００３９】
　図４に示すように、通信イベントが発生すると、充電停止信号が発生し、これに応じて
、無線給電装置７０による携帯端末９０の充電動作がオフとなる。そして、無線給電装置
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７０による携帯端末９０の充電動作がオフの間、通信（車室内キー照合処理）が実行され
、通信完了と同時に、充電再開信号が発生し、これに応じて、無線給電装置７０による携
帯端末９０の充電動作がオンとなる。
【００４０】
　ところで、充電動作時には無線給電装置７０から電波（ノイズ）が発生し、この電波が
車室内キー照合処理のための無線通信を阻害しうる。例えば、充電動作時に無線給電装置
７０から発生する電波の周波数が１５０ｋＨＺであるとき、主に、車室内キー検知用アン
テナ１４ａから送信されるリクエスト信号との干渉が生じうる。
【００４１】
　これに対して、図３に示す処理によれば、無線給電装置７０による携帯端末９０の充電
動作が行われている状況下で、車室内において車室内キー検知用発信機１４及び受信機１
８と電子キー４０との間で無線通信が実行される場合に、無線給電装置７０による携帯端
末９０の充電動作が一時的に停止される。即ち、車室内キー照合処理のための無線通信が
実行される際に、無線給電装置７０による携帯端末９０の充電動作が行われている場合に
は、当該充電動作が一時的に停止される。これにより、充電動作時に無線給電装置７０か
ら発生する電波（ノイズ）に起因した通信障害（即ち、車室内キー照合処理のための無線
通信における電波干渉等）を防止することができる。
【００４２】
　図５は、無線給電装置７０に対する電源ライン７５の接続態様の一例を示す図である。
【００４３】
　無線給電装置７０に接続される電源ライン７５には、図５に示すように、スイッチ（ス
イッチボックス）７６が設けられてもよい。このスイッチ７６は、照合ＥＣＵ１０からの
充電停止信号に従って開状態となる。これにより、車載バッテリ６０から無線給電装置７
０への電源ライン７５が遮断され（無線給電装置７０への電源供給がカットされ）、無線
給電装置７０による充電動作が停止される。また、スイッチ７６は、照合ＥＣＵ１０から
の充電停止信号に従って閉状態となる。これにより、車載バッテリ６０から無線給電装置
７０への電源ライン７５が導通され、無線給電装置７０による充電動作が可能となる。尚
、スイッチ７６は、スイッチボックスに代えて、リレーなどの他のスイッチ手段により実
現されてもよい。
【００４４】
　図５に示す構成によれば、無線給電装置７０側に、充電動作を停止／再開するための特
別な機能を設けることなく、電源接続側にスイッチ７６を接続するだけで、車室内キー照
合処理のための無線通信時に、充電動作を停止させることが可能である。即ち、無線給電
装置７０側に特別な機能を必要とすることなく、車室内キー照合処理のための無線通信に
対して妨害となるノイズの発生源を停止させて、確実な通信を実現させることができる。
従って、例えば、無線給電装置７０としては、市販の汎用品を利用することも可能である
。
【００４５】
　図６は、充電停止信号／充電再開信号の生成方法の他の実施例を示す図である。図７は
、図６に関連した各種状態を示す波形図であり、上から、車室内キー検知用アンテナ１４
ａに対する駆動信号の状態、充電停止信号／充電再開信号の状態、無線給電装置７０によ
る携帯端末９０の充電動作の状態が時系列で示される。
【００４６】
　図６に示す例では、充電停止信号は、車室内キー照合処理時（無線通信時）に生成され
る車室内キー検知用アンテナ１４ａに対する駆動信号を取り出して生成される。具体的に
は、車室内キー検知用アンテナ１４ａを駆動するライン８０には、信号生成回路８２がラ
イン８３により直接接続される。信号生成回路８２は、直流カット用のキャパシタＣ１と
検波用ダイオードＤを備える。また、検波用ダイオードＤの後段には、平滑回路としてキ
ャパシタＣ２及び抵抗Ｒが並列接続される。これにより、車室内キー検知用アンテナ１４
ａに対する駆動信号（交流信号）は、検波用ダイオードＤによって取り出された波形の正
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の部分がキャパシタＣ２の充放電により平滑されて、充電停止信号として取り出される。
ここで、キャパシタＣ１は、車室内キー検知用アンテナ１４ａへの影響（インピーダンス
への影響）が小さくなるように選択されてよい。また、キャパシタＣ２及び抵抗Ｒは、一
定のオフ期間（図７のＰ参照）で直ぐに信号反転しない時定数を有するように選択されて
もよい。尚、オフ期間は、変調のために生じる駆動信号における振幅ゼロの期間に対応し
てよい。
【００４７】
　図６に示す構成によれば、図７に示すように、通信イベントが発生すると、車室内キー
検知用アンテナ１４ａに対する駆動信号が発生し、これに伴い、充電停止信号がオン（Ｈ
ｉｇｈ）となる（充電停止信号が発生する）。この充電停止信号に応じて、無線給電装置
７０による携帯端末９０の充電動作がオフとなる。そして、無線給電装置７０による携帯
端末９０の充電動作がオフの間、通信（車室内キー照合処理）が実行される。通信が完了
すると（この場合は、車室内キー検知用アンテナ１４ａからのリクエスト信号の送信が完
了すると）、車室内キー検知用アンテナ１４ａに対する駆動信号の停止に伴い、充電停止
信号がオフ（Ｌｏｗ）となり（充電再開信号が発生し）、これに応じて、無線給電装置７
０による携帯端末９０の充電動作がオンとなる。
【００４８】
　図８は、充電停止信号／充電再開信号の生成方法の更なる他の実施例を示す図である。
【００４９】
　図８に示す例では、図６に示した例と同様、充電停止信号は、車室内キー照合処理時（
無線通信時）に生成される車室内キー検知用アンテナ１４ａに対する駆動信号を取り出し
て生成される。具体的には、車室内キー検知用アンテナ１４ａを駆動するライン８０には
、信号生成回路８２がＬＣ共振回路部８４を介して接続される。ＬＣ共振回路部８４は、
駆動信号の周波数に対応する共振周波数を有し、車室内キー検知用アンテナ１４ａに近接
して配置される。車室内キー検知用アンテナ１４ａを構成するコイルに駆動信号が流れる
と、ＬＣ共振回路部８４により、駆動信号に対応する交流信号が生成される。この交流信
号は、図６に示した例と同様、検波用ダイオードＤによって取り出された波形の正の部分
がキャパシタＣ２の充放電により平滑されて、充電停止信号として取り出される。
【００５０】
　このように、図６及び図８に示す充電停止信号／充電再開信号の生成方法によれば、充
電停止信号として新たな指示信号を出力しなくても、等価な効果を得ることができる。即
ち、車室内キー検知用アンテナ１４ａを駆動する駆動信号（１２５ｋＨｚや１３４ｋＨｚ
）を検波・平滑化することで、充電停止信号／充電再開信号を生成して、無線給電装置７
０による携帯端末９０の充電動作を制御することができる。
【００５１】
　尚、図６及び図８に示す例では、キャパシタＣ２が大きいと、初期の信号の切り替わり
タイミング（充電停止信号の発生タイミング）が、車室内キー検知用アンテナ１４ａに対
する駆動信号の発生タイミングに対して僅かに遅延しうるが、仮にこれに起因して初回の
車室内キー照合処理の結果がＮＧとなっても、上述の如くリトライを行う構成であれば、
２回目には確実に通信を成立させることができる。
【００５２】
　図９は、無線給電装置７０の無線給電制御部７２により実行される主要処理の一例を示
すフローチャートである。図９に示す処理ルーチンは、例えばイグニッションスイッチ６
２がオン状態にあるときに所定周期毎に実行されてもよい。
【００５３】
　ステップ９００では、携帯端末の検出処理が実行される。具体的には、無線給電装置７
０上に充電可能な状態（位置関係等）で携帯端末が載置されているか否かを判定する。携
帯端末が載置されている場合には、ステップ９０２に進み、それ以外の場合は、所定周期
後にステップ９００の判定を再度実行する。
【００５４】
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　ステップ９０２では、載置されている携帯端末の認証処理が実行される。この認証処理
は、無線給電装置７０と携帯端末との間の無線通信を介して得られる情報に基づいて実行
されてもよい。例えば固有のコード情報（ＩＤコード）の通信及びその照合により実現さ
れてもよい。認証が成功した場合は、ステップ９０４に進み、認証が成功しない場合は、
そのまま終了する。尚、認証が成功しない場合は、ユーザに対して携帯端末の置き直し等
を促すように、その旨の情報が出力されてもよい。
【００５５】
　ステップ９０４では、充電動作が開始される。即ち、載置されている携帯端末の充電が
給電部７４により開始される。
【００５６】
　ステップ９０６では、照合ＥＣＵ１０から充電停止信号が受信されたか否かが判定され
る。尚、充電停止信号は、上述の如く多様な態様で生成又は入力されることができる。例
えば、充電停止信号は、通信線（専用線であっても、ＣＡＮ，ＬＩＮなどの通信線であっ
てもよい）を介して照合ＥＣＵ１０から入力されてもよいし、電源ライン７５を遮断させ
る信号であってもよい。照合ＥＣＵ１０から充電停止信号が受信された場合には、ステッ
プ９１０に進む。他方、照合ＥＣＵ１０から充電停止信号が受信されない場合は、ステッ
プ９０８に進む。
【００５７】
　ステップ９０８では、充電動作が完了したか否かが判定される。例えば携帯端末のバッ
テリが満充電となった場合や、携帯端末が無線給電装置７０から離間した場合（即ち物理
的に充電不能な位置関係となった場合）等に、充電動作が完了したと判定されてもよい。
充電動作が完了した場合は、終了し、充電動作が完了していない場合は、ステップ９０６
に戻り、充電動作が継続されうる。このようにして、途中で充電停止信号が受信されない
限り、充電動作が完了するまで、充電動作が継続される。
【００５８】
　ステップ９１０では、充電動作が停止される。尚、充電停止信号が電源ライン７５を遮
断させる信号である場合、無線給電制御部７２の動作も停止するので、無線給電制御部７
２がステップ９１０の処理を実行できないが、この場合、電源ライン７５が遮断されると
充電動作が強制的に停止されるので、実質的にステップ９１０の処理が実行されることに
なる。
【００５９】
　ステップ９１２では、充電再開信号が受信されたか否かが判定される。尚、充電再開信
号は、上述の如く多様な態様で生成又は入力されることができる。例えば、充電再開信号
は、通信線（専用線であっても、ＣＡＮ，ＬＩＮなどの通信線であってもよい）を介して
照合ＥＣＵ１０から入力されてもよいし、電源ライン７５を導通させる信号であってもよ
い。照合ＥＣＵ１０から充電再開信号が受信された場合には、ステップ９０４に進む。他
方、照合ＥＣＵ１０から充電再開信号が受信されない場合は、所定周期後にステップ９１
２の判定を再度実行する。
【００６０】
　ここで、充電再開信号が受信されると、ステップ９００に戻り、再度、携帯端末の検出
処理及び認証処理を経た上で、ステップ９０４にて充電動作が開始（再開）されてもよい
が、好ましくは、図９に示すように、直接、ステップ９０４にて充電動作が開始（再開）
される。即ち、携帯端末の検出処理及び認証処理を省略して、充電動作が再開される。こ
れは、一時的な車室内キー照合処理に要する時間（一般的には１秒以内）に充電している
携帯端末が取り外される可能性が低いことを考慮したものである。これにより、車室内キ
ー照合処理のための無線通信が実行される毎に、携帯端末の検出処理及び認証処理を行う
ことが防止され、車室内キー照合処理に起因した携帯端末の充電停止時間を低減すること
ができる。但し、このような携帯端末の検出処理及び認証処理を省略する構成においても
、リトライ等に起因して、充電停止信号の発生時から、それに対応する充電再開信号の発
生時点までの時間が長くなった場合には、携帯端末の検出処理及び認証処理を経た上で、
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ステップ９０４にて充電動作が開始（再開）されてもよい。
【００６１】
　尚、充電動作の一時停止中は、携帯端末９０において、充電中であることを表す表示（
例えば、携帯端末９０のランプの所定色での点灯状態）が維持されてもよい。これにより
、充電動作の一時停止時に、ユーザが充電が完了したと勘違いしてしまうこと（それに伴
い、充電が完了していないにも拘らず携帯端末９０を無線給電装置７０から取り外してし
まうこと）を防止することができる。
【００６２】
　図１０は、図９に示す処理に対応するタイミングチャートである。図１０では、上から
順に、照合ＥＣＵ１０の状態（車室内キー照合処理の実行状態）、充電停止信号／充電再
開信号の状態、車両電源状態、携帯端末の認証状態、無線給電装置７０による携帯端末９
０の充電動作の状態が時系列で示される。
【００６３】
　図１０に示すように、先ず、車両のＩＧ又はＡＣＣがオンとなると、初回の携帯端末の
認証処理が実行される。その後、通信イベントが発生すると、充電停止信号が発生し、こ
れに応じて、無線給電装置７０による携帯端末９０の充電動作がオフとなる。そして、無
線給電装置７０による携帯端末９０の充電動作がオフの間、通信（車室内キー照合処理）
が実行され、通信完了と同時に、充電再開信号が発生し、これに応じて、無線給電装置７
０による携帯端末９０の充電動作がオンとなる。この際、仮に、図１０にてＴ１にて示す
ように、充電再開信号の発生に応じて、再度、携帯端末の認証処理を実行すると、図１０
にてＴ２にて示すように、その分だけ、無線給電装置７０による携帯端末９０の充電動作
が遅れてオンとなる。
【００６４】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳説したが、本発明は、上述した実施例に制限
されることはなく、本発明の範囲を逸脱することなく、上述した実施例に種々の変形及び
置換を加えることができる。
【００６５】
　例えば、上述の実施例では、無線給電装置７０は、電磁誘導を利用して無線給電を行う
ものであったが、他のタイプ（例えば磁気共鳴型や電界型）であってもよい。
【００６６】
　また、上述の実施例では、車室内キー照合処理は、電子キー４０の車外への持ち出しを
監視するための処理であったが、車室内キー照合処理の目的は任意である。例えば、ＡＣ
Ｃ状態でエンジンが始動されないまま所定期間が経過した場合に、再度、エンジン始動許
可のための車室内キー照合処理を行う構成では、かかる車室内キー照合処理時にも、無線
給電装置７０による充電動作を一時停止することとしてもよい。
【００６７】
　また、上述の実施例では、車室内キー照合処理の開始時から完了時まで無線給電装置７
０による携帯端末９０の充電動作を停止しているが、これらのタイミングは、上述の電波
干渉を実質的に防止できる範囲で任意に設定することができる。例えば、無線給電装置７
０による携帯端末９０の充電動作は、好ましくは、リクエスト信号の送信前に停止されて
いればよい。従って、例えば、無線給電装置７０による携帯端末９０の充電動作の一時停
止開始時点は、停止に要する時間を考慮して、車室内キー照合処理の開始時より前であっ
てよい。また、例えば周波数の関係に起因して特にリクエスト信号のみが無線給電装置７
０からのノイズの影響を受けやすい構成（即ち、応答信号はノイズの影響を実質的に受け
ない構成）では、リクエスト信号の送信後であって応答信号の受信前に、無線給電装置７
０による携帯端末９０の充電動作を開始してもよい。また、充電開始時に実行されうる携
帯端末の検出処理及び認証処理時に生じる電波がノイズとして影響する場合には、この点
を考慮して、無線給電装置７０による携帯端末９０の充電動作の再開タイミングを設定し
てもよい。
【００６８】
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　また、上述した実施例では、充電動作時に無線給電装置７０から発せられる電波（ノイ
ズ）による車室内キー照合処理の阻害（干渉）を防ぐために、無線給電装置７０の充電動
作を一時的に完全に停止させている。しかしながら、無線給電装置７０の充電動作を一時
的に完全に停止させず、その代わりに、充電のための送電される電波の出力を車室内キー
照合処理に影響を与えないレベルに下げることとしてもよい。この場合も、無線給電装置
７０の充電動作を一時的に完全に停止させる場合と同様の効果が得られる。具体的には、
図３のステップ３０６にて示した充電停止処理を、充電レベルを下げる（低くする）処理
とすればよい。一例として、充電のための送信（送電）電力は、通常時の半分（５０％）
以下に下げられることで、目的とする携帯端末への充電能力は大きく低下することとなる
が、ステップ３１０で示す充電再開処理を、充電レベルを回復させる処理（通常時に戻す
処理）として実現することとしてよい。この場合も、充電能力低下時間は、一時的である
と同時に、車室内キー照合処理時の干渉を抑制することが可能である。
【符号の説明】
【００６９】
　１　　車載携帯端末充電装置
　１０　　照合ＥＣＵ
　１２　　車室外キー検知用発信機
　１２ａ　　車室外キー検知用アンテナ
　１４　　車室内キー検知用発信機
　１４ａ　　車室内キー検知用アンテナ
　１８　　受信機
　２２　　ロックスイッチ
　２４　　タッチセンサ
　３０　　双方向多重通信線
　３２　　ボデーＥＣＵ
　３４　　ドアロックアクチュエータ
　３６　　エンジンＥＣＵ
　４０　　電子キー
　６０　　車載バッテリ
　６２　　イグニッションスイッチ
　７０　　無線給電装置
　７１　　ケーシング
　７２　　無線給電制御部
　７４　　給電部
　７５　　電源ライン
　７６　　スイッチ
　９０　　携帯端末
　９２　　無接点電力伝送コイル
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