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明 細 苫

充電池ユニットとそのための電力伝送システム及び電力伝送方法

技術分野

０００1 本発明は、充電池ュニットとそのための電力伝送システム及び電力伝送方法に係り

、より詳細には種類の典なる様々な充電池ュニットとこの充電池ュニットに対して無接

点で適切に電力を伝送し供給するための電力伝送システム及び電力伝送方法に関

する。

背景技術

０００2 携帯型の電子機器は、通常電源として内藏する 次電池や2次電池により駆動され

、2次電池を内藏した電子機器には充電器が接続され、内部の2次電池に電力が供

給されてその電源を維持する。電動曲ブラシ、コードレス電話、P S等それほど電力

消費を必要としない小型の電子機器は、現在でも電力受給のための接続端子を持

たずに無接点で充電されるよぅに構成され、それに対応して無接点で電力供給する

充電装置が使用されている。

０００3 このよぅな無接点で電力を伝送して供給する電力伝送システムを携帯電話やノート

パソコンのよぅな比較的電力消費が大きな電子機器に適用しよぅといぅ動きが、電力

伝送効率の向上に目処がついたこともあり近年活発化している。比較的大きな電力

伝送方式としてはコイル問を質く磁束の強さの変化によって生じる起電力を利用する

電磁誘導型 (トランス結合 ) が使用されている。

０００4 更に、無接点の充電器を個々の電子機器にそれぞれ対応させるといぅだけではな

く、ュビキタス時代を反映して街中の店舗等のテーブル等に、どの電子機器にも充

電可能なュニバーザルな充電装置を細み込み、電磁調理器のよぅに平板上の充電

台に載せるだけで充電できるよぅにしよぅとする動きもある。電力供給のための接続端

子を持たずに無接点で充電するシステムとしては、例えば特許文献 に非接触充電

型電池システム、充電装置および電池パックが開示されている。

特許文献 1 :特開2００6 556 2号公報

発明の開示



発明が解決しようとする課題

０００5 しかしながめ、旧費電力、内藏する2次電池の電圧や容呈、形状等様々に典なる電

子機器に対して内部の電子部品を破壊することなく適切な電力を供給し充電を行ぅ

ためには、それぞれの電子機器に適合した電力伝送を行ぅ必要があり、その電子機

器 自身もそれぞれが適切に受給できるょぅにするためのそれぞれの制御システムが

必要となるといぅ問題点がある。更に加えて、例えば平板上の充電機器装置とは典な

る金属等の典物が載置された場合も考慮して発熱、発煙、発火等に対応した安全面

での配慮も必要になるといぅ問題点がある。

０００6 そこで、本発明は上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目

的は、電力供給のための接続端子を持たずに無接点で充電され、様々な電子機器

に装若されてュニバーザル化が可能な充電池ュニットと、この充電池ュニットに対し

て適切に電力を伝送し供給することができる電力伝送システム及び電力伝送方法を

提供することにある。

課題を解決するための手段

０００7 上記 目的を達成するためになされた本発明にょる充電池ュニットは、電子機器に装

若され、電力供給装置から無接点で電力が供給されて充電される充電池ュニットで

あって、

前記電池ュニットを特定するための識別情報を少なくとも含み、無線信号を用いて

前記電力供給装置と電力伝送に伴ぅ情報の授受を行ぅ通信手段と、前記電力供給

装置から無接点で電力を受給する電力受給手段と、前記電力受給手段で受給した

電力を貯藏する2次電池と、前記電力受給手段で受給した電力を前記2次電池に充

電する充電手段と、前記2次電池の充電状態を監視する充電状態監視手段と、監視

された前記2次電池の充電状態に応じて前記充電手段を制御する充電制御手段と、

前記電力受給手段で受給する電力受給状態を監視する受給電力監視手段と、監視

された受給電力を該充電池ュニットに対応して適切に制御するための電力受給情報

を前記電力供給装置に前記通信手段を介して送信する受給情報送信手段と、を備

えることを特徴とする。

０００8 本発明の充電池ュニットは、前記充電状態監視手段で監視された前記2次電池の



充電状態に応じて前記電力供給装置から供給される電力を制御するための充電制

御情報を前記電力供給装置に前記通信手段を介して送信する充電制御情報送信

手段を更に備えることができる。

本発明の充電池ュニットにおける前記通信手段は、近距離無線通信、赤外線通信

、及び電力伝送の際の電磁界又は電磁波を介して行ぅ通信の中から選択されるいず

れか つ以上の通信方式により行なわれる。

また、本発明の充電池ュニットは、前記2次電池に対して充電容呈が単位時間当た

り2倍以上となる充電率で急速充電が可能な電気二重層キャパシタを更に備え、前

記充電手段は、前記電力受給手段で受給した電力を前記電気二重層キャパシタに

充電する第 充電手段と、該第 充電手段で充電された前記電気二重層キャパシタ

の電力を前記2次電池に充電する第2充電手段と、を含むことができる。

上記 目的を達成するためになされた本発明による電力伝送システムは、電力供給

装置から電子機器に装若される充電池ュニットに無接点で電力を伝送し供給するシ

前記充電池ュニットは、前記充電池ュニットを特定するための識別情報を少なくとも

含み、無線信号を用いて前記電力供給装置と電力伝送に伴ぅ情報の授受を行ぅ通

信手段と、前記電力供給装置から無接点で電力を受給する電力受給手段と、前記

電力受給手段で受給した電力を貯藏する2次電池と、前記電力受給手段で受給した

電力を前記2次電池に充電する充電手段と、前記2次電池の充電状態を監視する充

電状態監視手段と、監視された前記2次電池の充電状態に応じて前記充電手段を

制御する充電制御手段と、前記電力受給手段で受給する電力受給状態を監視する

受給電力監視手段と、監視された受給電力を該充電池ュニットに対応して適切に制

御するための電力受給情報を前記電力供給装置に前記通信手段を介して送信する

受給情報送信手段と、を備え、

前記電力供給装置は、前記通信手段を介して前記充電池ュニットから送信された

前記識別情報を読み取る識別情報読み取り手段と、前記識別情報読み取り手段に

より前記充電池ュニットの識別情報を読み取り該充電池ュニットを特定する充電池ュ
ニット識別手段と、前記充電池ュニットに無接点で電力を供給する電力供給手段と、



前記識別情報に対応する充電池ュニット毎の電力供給制御情報を保持する制御情

報保持手段と、前記通信手段を介して前記充電池ュニットから送信された電力受給

情報を受信する受給情報受信手段と、前記電力供給制御情報及び前記電力受給

情報を某に前記電力供給手段を制御して対応する充電池ュニットに適合した電力を

供給する電力供給制御手段と、を備えることを特徴とする。

００1０ 本発明の電力伝送システムにおける前記充電池ュニットは、前記充電状態監視手

段で監視された前記2次電池の充電状態に応じて前記電力供給装置から供給され

る電力を制御するための充電制御情報を前記電力供給装置に前記通信手段を介し

て送信する充電制御情報送信手段を更に備え、

前記電力供給装置は、前記通信手段を介して前記充電池ュニットから送信された

充電制御情報を受信する充電制御情報受信手段を更に備え、

前記電力供給制御手段は、前記電力供給制御情報、前記電力受給情報、及び前

記充電制御情報を某に前記電力供給手段の供給電力を制御することができる。

また、本発明の電力伝送システムにおける前記通信手段は、近距離無線通信、赤

外線通信、及び電力伝送の際の電磁界又は電磁波を介して行ぅ通信の中から選択

されるいずれか つ以上の通信方式により行なわれる。

また、本発明の電力伝送システムにおける前記充電池ュニットは、前記2次電池に

対して充電容呈が単位時間あたり 以上の充電率で急速充電が可能な電気二重

層キャパシタを更に備え、

前記充電手段は、前記電力受給手段で受給した電力を前記電気二重層キャパシ

タに充電する第 充電手段と、該第 充電手段で充電された前記電気二重層キャパ

シタの電力を前記2次電池に充電する第2充電手段と、を含むことができる。

００11 ここで、前記電力供給手段で供給される電力は、前記電力供給装置の 次側電力

供給部と前記充電池ュニットの2次側電力受給部との間の電磁誘導により伝送され、

前記電力供給装置は、前記 次側電力供給部と2次側電力受給部との間の結合度

を検出する結合度検出手段を更に備えることが好ま 、。

前記結合度検出手段は、前記 次側電力供給部の消費電力、周波数特性、及び

位相特性の中から選択されるいずれか一つ以上の特性の変化により検出することが



できる。

また、前記電池ュニットは、前記2次側電力受給部の負荷状態を変ィヒさせる手段を

有し、前記結合度検出手段は、前記2次側電力受給部の負荷状態の変化に応じた

前記 次側電力供給部の特性の変化により検出することができる。

前記電力供給装置は、前記結合度検出手段により検出された前記 次側電力供給

部と2次側電力受給部の結合度を某に前記電力供給制御手段の制御情報を補正す

る制御情報補正手段を更に備えることができる。

前記電力供給装置は、 次側電力供給部にそれぞれ独立して制御及び駆動が可

能な複数の駆動部を有し、前記結合度検出手段は、前記それぞれの駆動部の結合

度を某に前記充電池ュニットに電力を供給する駆動部を選択することができる。

前記電力供給装置は、前記識別情報読み取り手段及び充電池ュニット識別手段

で複数の前記充電池ュニットが特定され、前記結合度検出手段で検出された前記

駆動部の結合度が前記複数の充電池ュニットに対応して所定の範囲内にある場合、

前記複数の充電池ュニットに時分割で電力を伝送し供給することができる。

００12 また、前記電力供給手段で供給される電力は、前記電力供給装置の 次側電力供

給部と前記充電池ュニットの2次側電力受給部との間の電磁誘導により伝送され、前

記電力供給装置は、前記 次側電力供給部の電流を検出する電流検出手段を更に

備えることが好ま 、。

前記電力供給装置は、該電力供給装置に物体が載置されたことを電圧、電流、抵

抗値、静電容呈、磁束、圧力、音、光、及び温度の中から選択されるいずれか一つ

以上の変化により検出することができる。

また、前記電力供給装置は、外部装置と情報の授受を行ぅための外部通信手段と

、前記外部通信手段を介し前記制御情報保持手段の電力供給制御情報を受信して

更新する制御情報更新手段と、を更に備えることが好ま 、。

００13 上記 目的を達成するためになされた本発明による電力伝送方法は、識別情報を有

し無線信号を用いて情報の授受を行ぅ通信手段と2次電池及びその充電部とを具備

する充電池ュニットに、電力供給装置から無接点で電力を伝送し供給する方法であ

って、



前記通信手段を介して前記充電池ュニットの識別情報を読み取り当該充電池ュニ

ットを特定する充電池ュニット識別段階と、前記2次電池の充電状態を監視しその充

電状態に応じて前記電力供給装置の供給電力を制御するための充電制御情報を前

記充電池ュニットから前記電力供給装置に前記通信手段を介して送信する充電制

御情報送信段階と、前記電力供給装置で前記充電池ュニットから前記通信手段を

介して前記充電制御情報を受信する充電制御情報受信段階と、前記識別情報によ

り特定された充電池ュニット毎の電力供給制御情報及び前記充電制御情報受信段

階で受信した前記充電制御情報を某に前記充電池ュニットへの供給電力を制御す

る電力供給制御段階と、を有することを特徴とする。

００14 前記充電池ュニット識別段階で前記識別情報が読み取れず充電池ュニットを特定

することができない場合、その後の処理を中止して少なくとも音又は表示出力のいず

れかによって利用者に注意喚起することが好ま 、。

前記電力供給装置から前記充電池ュニットへの電力供給は、前記電力供給装置

の 次側電力供給部と前記充電池ュニットの2次側電力受給部との間の電磁誘導に

より行われ、前記 次側電力供給部と前記2次側電力受給部との間の結合度を検出

する結合度検出段階を更に有し、前記結合度検出段階で検出された結合度と前記

充電池ュニット毎に特定された電力供給制御情報の結合度とを比較した値が所定の

範囲内にない場合、電力供給を中止して少なくとも音又は表示出力のいずれかによ

って利用者に注意喚起することが好ま 、。

発明の効果

００15 本発明の充電池ュニットとそのための電力伝送システム及び電力伝送方法によれ

ば、接続端子を持たずに無接点で電力伝送を行ぅシステムをュニバーザル化が可能

な充電池ュニットに適用することで、2次電池が細み込まれる電子機器それぞれに対

応した制御システムを必要とせずに様々な電子機器に装着することができるよぅにな

る。更に、金属等の典物をも考慮した装置が提供されるので、街中の店舗や喫茶店

等に設置される場合でも、その場所を選ばずュ一ザが所有する電子機器に装若され

る充電池ュニットに電力を供給することができ、内藏する2次電池に安全に充電をす

ることができるといぅ効果がある。



発明を実施するための最良の形態

００16 以下、本発明による充電池ュニットとそのための電力伝送システム及び電力伝送方

法を実施するための最良の形態の具体例を、図面を参照しながら説明する。

図 は、本発明の一実施形態による充電池ュニットとこれに用いる電力供給装置の

概略構成図である。

００17 図 に示すよぅに、本発明の一実施形態による充電池ュニットとこれに用いる電力

供給装置として、具体的には、電力伝送の対象となる充電池ュニットに内藏された2

次電池への充電を想定しているが、充電システム以外に応用可能なことは明らかで

ある。また、図 に示した電力供給装置 ０及び充電池ュニット3０の各手段は、それ

ぞれの装置に実装される電子回路、機構部品、 P 、メモり、ファームウェア、及び

アプリケーションプログラム等が連携して作動することにより実現されるものであり、本

発明に直接関係する内容以外の図面及びその説明は省略する。

００18 図 に示す充電池ュニット3０は、電子機器に実装されてその電子機器内部の電子

回路を作動させるための2次電池33を内藏しており、電力受給手段 32で受給した電

力は充電手段 34によって2次電池33に充電される。充電制御手段 36は、充電電圧

、充電電流、充電時の温度等に応じて2次電池33への充電を制御し、その充電状態

は充電状態監視手段 3 5により監視される。電力受給手段 32は、受給した電力をそ

のまま急速に充電することが可能な電気二重層キャパシタ4０を備えてもよく、例えば

充電手段 34の第 充電手段により電気二重層キャパシタ4０に高い電圧のまま急速

に一且充電しておき、第2充電手段によりスイッチング電源等 (図示せず)で2次電池

33の電圧及び充電レートにあわせて降圧しながら徐々に充電するよぅに構成するこ

ともできる。このよぅに構成することで充電池ュニット3０の急速充電が可能になり、電

気二重層キャパシタ4０の容呈に応じた時間だけ充電池ュニット3０の使用が可能に

なって、緊急時の用途等の今すぐに少しの時間だけでも使用したいといぅよぅな要求

に応えることができる。なお、ここでは電気二重層キャパシタ4０の機能等の詳しい説

明については省略するが、少なくとも2次電池33に対して充電容呈が単位時間当た

り2倍以上となる充電率で急速充電が可能なものを用いる。

００19 通信手段 3 は、電力供給装置 ０から充電池ュニット3０に無接点で電力を供給す



る際に、電力供給装置 ０が充電池ュニット3０に電源がなくてもその種類等を特定で

きるよぅに、充電池ュニット3０への電力供給が開始される前にその識別情報を送信

するよぅにしており、充電池ュニット3０が電力を最適な制御下で受給するためにはそ

れぞれの充電池ュニット3０に固有な一意の (ュニークな)識別情報 (1 )を有すること

が望ま 、。充電池ュニット3０の種類を分類するだけでも十分な場合は、その種類

毎の を有するものであっても構わない。本実施形態では、2次電池の容呈が空の

場合も想定し、内藏電源を必要としない方式として SO 5693の近傍型の通

称無線タグ ( )を用いた近距離通信方式のものを一例としているが、充電開始

前に電力供給装置 ０から適切な電力を供給することで、 S e等の赤外

線通信を用いることや、或いは電力伝送の際の電磁界又は電磁波を介して識別情

報を受け取るよぅに構成することも可能である。

００2０ このよぅに、電力供給装置 ０から充電池ュニット3０に電力が供給される前に充電

池ュニット3０から通信手段3 を介して送信される識別情報は、充電池ュニット3０そ

れぞれに適合した電力が適切に供給されるよぅに、充電池ュニット3０内の2次電池3

3の容呈がゼロであっても、この識別情報を電力供給装置 ０で読み取ることによって

充電池ュニット3０が識男 され、それぞれの充電池ュニット3０に対応した電力が伝送

されるよぅにして適切な充電を可能にするものである。

００21 受給電力監視手段37は、電力受給手段32で受給する電力の受給状態を監視す

るもので、監視された電力の受給状態、即ちその電圧や電流を電力受給情報として

受給情報送信手段 38によって電力供給装置 ０にほぼリアルタイムに送信してフィー

ドバックし、電力供給装置 ０から充電池ュニット3０に適切かつ安全に電力を供給で

きるよぅする。電力受給情報は、通信手段3 を介し、一例として電力伝送の際の電磁

界又は電磁波に重畳され、双方向通信の実現により充電池ュニット3０と電力供給装

置 ０との間で送受信される。

００22 充電制御情報送信手段39は、充電状態監視手段35で常時監視される2次電池3

3の充電状態とその充電制御情報を電力供給装置 ０にほぼリアルタイムに送信して

フィードバックし、充電池ュニット3０の2次電池33をより適切かつ安全に充電できるよ

ぅにする。本実施形態では、情報通信機能を充電制御 Cに細み込むことも考慮し、



充電制御情報を電力伝送の際の電磁界又は電磁波に重畳して送受信し、双方向通

信を実現して充電に関する情報の授受が行われるよぅにする。これとは典なり、上記1

、 S e等の赤外線通信により充電制御情報を送受信する構成や、例えば1

4443や1S 8０92の近接型等の非接触 Cヵ一ドにおける拡張

仕様のアドホック通信モードを用いて双方向通信を実現し、これにより充電制御情報

を送受信するよぅに構成してもよい。本実施形態の通信手段3 は、このよぅに電力伝

送の際の電力受給情報や充電制御情報の送受信も担っており、その際の通信媒体

を、無線タグ ( ) によるものと電力伝送の際の電磁界又は電磁波に重畳して送

受信するものとに分けて構成しているが、赤外線通信や近接型等通信方式を用いて

一つの方式で統一することも可能である。

００23 電力供給装置 ０は、充電池ュニット3０から通信手段3 を介して送信された (識

別情報)を読み取る識別情報読み取り手段 を備えており、電力供給装置 ０内の

制御情報保持手段 4に予め登録された情報テーブル (図示せず)を参照し、充電池

ュニット識別手段 2によって、識別情報読み取り手段 で読み取られた を検索

キ一として各種充電池ュニット3０に対応する電力供給制御情報を得て、対応する充

電池ュニット3０に適切に電力伝送と電力供給を行ぅことができるよぅにしている。その

際、無線周波数が典なる等の他の規格の無線タグ等にも対応できるよぅに構成し、識

別情報読み取り手段 を複数の規格に対応させて順に応答を確認するよぅにしても

良い。

００24 電力供給手段 3は、電気的な接続端子を持たずに電磁界を利用して充電池ュニ

ット3０に無接点で電力を伝送し電力を供給するものであり、本実施形態では、効率

面を考慮し、電力供給装置 ０の 次側電力供給部として 次側コイルを、充電池ュ
ニット3０の2次側電力受給部として2次側コイルを設け、 次側コイルと2次側コイルと

の間の磁束の強さの変化によって生じる起電力 (トランス結合 )を利用して電力を伝

送する電磁誘導方式を用いる。他にも伝送効率としては落ちるが、 帯で使用さ

れる無線タグのよぅな電波受信方式や、実用化が期待される磁気共鳴を利用したも

の等が知られており、使用環境や使用条件に応じてこれらの方式を用いることも勿論

構わない。



００25 電力供給制御手段 6ほ、充電池ュニット識別手段 2によって、識別情報読み取り

手段 で読み取られた を検索キ一として制御情報保持手段 4の情報テーブル

が参照され、対応する充電池ュニット3０が特定されて電力伝送の対象となる充電池

ュニット3０への電力供給の制御情報を得て、この電力供給制御情報を某に電力供

給手段 3の供給電力を制御する。

００26 受給情報受信手段 5ほ、充電池ュニット3０の受給電力監視手段 3 7で2次側電力

受給部の電圧や電流等の受給状態が監視され、受給情報送信手段38によって充

電池ュニット3０から通信手段 3 を介し、電力伝送の際の電磁波に重畳されて送信さ

れた電力受給情報を受信するものであり、受信した電力受給情報は電力供給制御

手段 6にフィードバックされてほぼリアルタイムに充電池ュニット3０への供給電力が

制御される。

００27 充電制御情報受信手段 7は、充電池ュニット3０内の充電状態監視手段 3 5で監

視され充電制御情報送信手段 39によって充電池ュニット3０から通信手段 3 を介し

、電力伝送の際の電磁波に重畳されて送信された2次電池33の充電状態とその充

電制御情報をほぼリアルタイムに受信するものであり、受信した充電制御情報は電力

供給制御手段 6にフィードバックされて充電池ュニット3０への電力供給制御に反映

される。2次電池33に対する充電制御情報のフィードバックは、2次側電力受給部の

電力受給情報のフィードバックに代わるものとして用いることもできるが、本実施形態

では、電力受給状態に加えて充電状態に応じた電力を供給できるよぅに総合的な制

御を行ぅために用いる。

００28 結合度検出手段 8は、 次側コイルと2次側コイルの結合度合いを検出することで

、電力供給装置 ０に充電池ュニット3０が適切に載置されたか否かを判別するだけ

でなく、電力伝送の対象物ではない典物等の判別にも用いられる、また同種又は典

種の充電池ュニット3０が複数載置された場合の判別にも使用される。結合度検出手

段 8の検出手法としては、識別情報読み取り手段 で読み取られた により予め

充電池ュニット3０の種類を特定できるので、その電力供給制御情報も充電池ュニッ
ト識別手段 2によって特定された充電池ュニット3０毎に取得でき、これにより予め想

定される範囲の結合度の値と実際に充電池ュニット3０が載置されている状態での結



合度の値を比較することで、充電池ュニット識別手段 2で特定された充電池ュニット

3０が適切に載置されたか、或いは典物が載置されたことを判別することができる。

００29 また、 次側コイルは複数の駆動部即ち複数のコイルで構成され、例えば、図4に

示すよぅに、4つのコイルとそれらを取り囲む つのコイルの計 5つのコイルからなり、

それぞれのコイルが独立して駆動及び制御されるよぅに構成することができる。それ

ぞれのコイルの結合度を検出することで、その結合度を某に充電池ュニット3０が載

置された位置を特定することができ、載置位置に応じて最も適切ど判断されたコイル

を駆動して充電池ュニット3０に電力を供給することができる。これにより複数の充電

池ュニット3０が載置された場合に、適切に載置されていると判断された対応する各コ

イルを同時に或いは時分割で駆動することで、載置された複数の充電池ュニット3０

に同時に或いは実質同時に電力を伝送し供給することができる。同時に或いは実質

同時に電力供給される複数の充電池ュニット3０は同種、典種どちらにも対応できる。

コイルの駆動は、同時又は時分割のどちらかに限定されるわけではなくそれらを細み

合わせても良い。時分割は充電池ュニット3０の組合せに応じて予め測定されたタイミ

ングによって決定され、その情報は制御情報保持手段 4の情報テーブル (図示せ

ず) 内に記録されている。これとは典なり時分割のタイミングを充電池ュニット3０の種

類に拘わらず固定値とすることもできる。

００3０ 各充電池ュニット3０との通信及びその情報の識別は、予め制御情報保持手段 4

の情報テーブルに記録された充電池ュニット3０毎に固有の識別情報、或いは電力

供給装置 ０内で発生させた乱数等を送受信の際のそれぞれのへツダ情報に用いる

ことで行ぅことができる。 次側コイルの形状は、図4のよぅな形態に限定されず、コイ

ルの個数も5つに限定されるわけではない。勿論駆動コイルが一つだけの形態もあり

得る。また、コイルは、平面状に配置されるだけでなく、充電台の形状や、充電池ュ
ニット3０の形態に応じて様々な変形があり得る。

００3 1 結合度検出の具体的手法としては、 次側コイルと2次側コイルの結合度が変化す

ることにより生じる電力供給装置 ０の 次側コイルの自己共振周波数やインピーダン

ス等の周波数特性の変化、位相の変化、充電池ュニット3０毎の 次側コイルに流れ

る電流の想定値と実際に充電池ュニット3０が載置された時の電流値との差、磁界を



電気信号に変換するホール素子を用いた磁界の変化値等を数値化して利用するこ

とができる。また、結合度検出の際に充電池ュニット3０の2次側コイルの負荷を変化

させたり充電回路の電圧や電流を変ィヒさせたりして電力受給に関するパラメータを変

ィヒさせ、結合度の変化や想定値と実際の値との差も考慮してその精度を上げるよぅに

することもできる。

００32 充電池ュニット3０の2次側コイルの負荷を変ィヒさせる場合は、2次電池3 3の容呈が

空の場合を想定して初期状態で予め定められた負荷がかかるよぅに設定し、充電の

経過に伴い負荷を切り替えるよぅに構成することが望ま 、。充電時にも電力供給装

置 ０は電力伝送の際の電磁界又は電磁波を介して充電池ュニット3０と通信し、2次

側コイルの負荷状態を変ィヒさせて結合度に応じた電力供給制御をすることも可能で

ある。

００33 図3に充電池ュニット3０の2次側コイルの負荷を変ィヒさせる回路構成の説明図を示

す。充電池ュニット3０は、2次電池33の容呈が空の場合を想定して初期状態ではス

イッチS 2を導通させて予め定められた値の抵抗 2を負荷に設定し、2次電池33側

の充電回路にはスイッチ を開放して比較的大きな抵抗 を通し電力供給を制限

して2次電池33に初期充電する。このとき結合度検出手段 8は初期設定時の結合

度を得る。初期状態で抵抗 2を負荷として設定しておくことは、整流ダイオードや充

電回路の電子部品に不用意な電圧が加わることを防止でき保護回路としての役割も

００34 2次電池33がある程度充電されると、スイッチS 2を開放しスイッチ を導通して抵

抗 を短絡し、充電回路に電力をそのまま供給して2次電池33を本充電する。電力

供給装置 ０は、結合度検出手段 8により、本充電中も充電池ュニット3０と通信して

スイッチS S 2の導通、開放を指示し、負荷状態を変ィヒさせて結合度の検出に利用

することができる。なお、図3に示した抵抗 2やスイッチS S 2等は原理的な

説明のために用いたもので実際には半導体によるスイッチや電流源等を細み合わせ

て実現する。

００35 制御情報補正手段 9は、結合度検出手段 8によって 次側コイルと2次側コイル

の結合度を検出し、検出した結合度合いに応じて電力供給制御手段 6の制御情報



を補正し、充電池ュニット3０の載置位置等により典なる伝送電力がなるべく同じにな

るよぅに補正する。補正限界値を超え所定の効率以下になった場合は、その電力伝

送を停止し、図示していないが による警告表示、ブザーによる警告音、或いは

C や による文字や画像による表示、音声ガイダンス等によって正規の充電池ュ
ニット3０を正しく載置するよぅに利用者に促す。

００36 電流検出手段2０は、 次側コイルに流れる電流を常時監視して充電池ュニット3０

毎に設定された所定の電流値を超えたこと即ち過電流を検出する。検出される充電

池ュニット3０毎の電流値とその許容範囲は、制御情報保持手段 4の情報テーブル
(図示せず)内に記録されている。過電流を検出した場合は、電力伝送を停止し、警

告表示、警告音、文字や画像による表示、音声ガイダンス等によって正規の充電池

ュニット3０を正しく載置するよぅに利用者に促す。

００37 載置検出手段2 は、電力伝送の対象となる充電池ュニット3０だけでなく、何らか

の物体が電力供給装置 ０に載置されたことを検出する。電力供給装置 ０の充電台

はブレート等の平板状のものを想定しており、載置検出手段2 としては、電子計呈

器やタッチパネル等に利用される動作原理のものが用いられ、この充電台に、圧電、

磁気歪み、超音波、 、レーザー、抵抗値、静電容呈、温度等のいずれか或いは

複数を細み合わせて利用し、その変化を検出する電子部品を埋め込み、物体が載

置されたことを検出する。温度を利用する場合は、発熱、発煙、発火を防止するため

の安全装置として機能させることもできる。

００38 外部通信手段22は、制御情報保持手段 4で記憶され保存される各種充電池ュニ

ット3０に対応した電力供給制御のための制御情報の新規登録や更新、電力供給装

置 ０のファームウェア、制御プログラム、ュ一ザインタフェース等のアプリケーション

プログラムを更新するために設けられたものであり、具体的には、商用電源を介して

通信ネットワークに接続されるP C (電力線搬送波 )アダプタ機能、 S

394 8０2 等の無線 8０2 5等の無線P S 8０

92や1S 4443の Cヵ一ドインタフェース等の通信規格に準じた通信媒体、或いは

メモリヵ一ド等の媒体を媒介としてその情報を得る。

００39 本実施形態では、電力供給装置 ０が一般的に C電源を必要とすることからP C



を介して制御情報等を取得することが望ましいが、充電池ユニット3０が携帯電話であ

る場合は、アドホック通信モードが利用できる S 8０92等の無線タグ ( )イン

タフェースや1 8０2 5等の近距離無線通信、或いは S を介して情報の授受

を行ぅことができる。 S の場合はPC (パーソナルコンピュータ)と接続することで容

易に情報の取得や更新ができる。またメモリヵ一ドインタフェースを実装することで更

に容易に情報の取得や更新が可能になる。

００4０ 制御情報更新手段23は、外部通信手段22を介して取得した電力供給制御手段

6の制御情報を更新する手段であり、制御情報保持手段 4の情報テーブル (図示せ

ず)の電力供給制御情報を更新することで新機種として製造される充電池ユニット3０

や充電池ユニット3０の改版に対応できるよぅにする。

００41 以下、本システムを、図2に示す本発明の電力伝送システムの一実施例による構成

図を参照して、より具体的に説明する。

００42 充電池ユニット3０は、通信手段3 に、充電のための電力伝送とは別に、電磁界を

介して電力が供給されると共に電磁波を介して情報の読み取り菩き換えが可能な無

線タグ ( )を備えており、内藏電源を必要としない無線タグには、例えば S

C 5693として規格ィヒされている近傍型のものを使用する。上述したよぅに無線タ

グ ( )に代わり、適切な電力供給制御を行ぅことで通信手段3 を赤外線通信や

近接型等通信方式を用いた一つの方式で統一することも可能である。

００43 電力供給装置 ０の充電台はどのよぅな形でも構わないが、ここでは平板状の充電

台を想定している。この充電台に充電池ユニット3０を載置することで充電を行ぅ。充

電池ユニット3０が電力供給装置 ０に載置された時に、無線タグに記録されている1

(識別情報)を読み取り、電力供給装置 ０内のメモり即ち制御情報保持手段 4に

記録されている情報テーブル (図示せず)を参照して対応する充電池ユニット3０の種

類等を特定する。

００44 電力供給装置 ０から充電池ユニット3０への電力伝送には電磁誘導方式を用いて

おり、電力供給装置 ０の 次側コイル ( 次側電力供給部 :図2では送電部) ０ に

流れる電流によって発生する磁束が充電池ユニット3０の2次側コイル (2次側電力受

給部 :図2では受電部)3０ を貫通し、その磁束の強さの変化によって2次側 (受電部



) コイル3０ に電流が流れて起電力を生じること(トランス結合 )を利用する。

００45 充電池ユニット3０を識別して特定するための通信手段 3 に、本実施例では2次電

池33の容呈が空の場合を想定して充電池ユニット3０側に電源が不要な無線タグ方

式を用いているが、赤外線通信や近接型等通信方式を用いること以外にも電力供給

装置 ０から充電池ユニット3０に電磁誘導方式により電力伝送する際の電磁界又は

電磁波にその識別情報を重畳して行ぅことでも実現できる。

００46 電磁誘導方式の電力伝送によって2次側 (受電部) コイル3０で発生した交流電圧

は整流部3０2で整流され (図 に示す電力受給手段 32) 、充電制御部3０3によって

、適切な電圧及び電流が維持されるよぅに充電状態を監視しながらその充電制御情

報に従って2次電池33に充電される。充電制御部3０3は、 C Cコンバータを有

し、 P と充電制御プログラム或いは制御ロジックにより適切な電圧及び電流が供

給されるよぅに制御して2次電池33を充電する。充電制御部3０3は、図 に示した充

電手段 34 、充電制御手段 36、充電状態監視手段 3 5、及び電力供給装置 ０から充

電池ユニット3０に電磁誘導方式により電力伝送する際の電磁界又は電磁波に重畳

して充電時の充電制御情報を送信する充電制御情報送信手段 39を備えている。情

報の重畳方式は、 S S 、或いは副搬送波を利用したもの等

、通信を実現できるどのよぅな方式を用いてもよい。

００47 充電制御部3０3は、充電制御に関する処理の他にも、図 に示したよぅに受給電力

監視手段 3 7で2次側 (受電部 ) の受電状態を監視し、その情報を電力伝送する際の

電磁界又は電磁波に重畳して電力供給装置 ０に送信する受給情報送信手段 38を

備えている。これら充電池ユニット3０側から電力供給装置 ０への電力供給に伴ぅ電

力受給情報や充電制御情報のフィードバックは、電力伝送の際の電磁界又は電磁

波に重畳せず、上述したよぅに赤外線通信や近接型等通信方式を用いて一つの方

式で統一することも可能である。

００48 充電池ユニット3０の通信手段 3 で送信される1 認証情報は、充電池ユニット3０を

より細かく特定して充電に関する詳細な情報を得るためのもので、電力伝送の初期

に送信される識別情報、即ちデジタルヵメラや携帯電話、或いほノートPC (パーソナ

ルコンピュータ)等に使用される充電池ユニット3０を識別するための情報だけではな



く、内藏する2次電池の種類、セル数、電圧、最大容呈、充電レート等を特定するた

めにも用いられる。通信手段 3 は、1 (識別情報 ) と電力供給及び充電に関する情

報の送受信機能を備えており、充電池ュニット3０側でも電力供給装置 ０を識別する

機能を有し、通信手順でアクノリッジ信号が返ってこない等、適合しない電力供給装

置 ０と判断した場合は、図示していないが、警告表示、警告音、文字や画像による

表示、音声ガイダンス等によって正規の電力供給装置 ０を用いるよぅに利用者に促

す。本実施例で通信手段 3 は、電力供給装置 ０と電力伝送する際の電磁界又は

電磁波に重畳して行われる通信機能を司る。

００49 一方、電力供給装置 ０は、充電池ュニットの通信手段 3 で送信された無線タグの

を読み取って必要な情報を菩き込むための 送受信部 ０2を有しており、電力

供給装置 ０に充電池ュニット3０が載置されたことを検出してその動作を開始する。1

送受信部 ０2を間欠的に作動させて消費電力をセーブし、無線タグの を読み取

ることができた場合に充電池ュニット3０が載置されたと判断することも勿論可能であ

る。 送受信部 ０2は、図 に示した識別情報読み取り手段 を有している。間欠

動作は無線タグの読み取りに限らず載置検出においても行って電力供給装置 ０全

体の待機雷力を減らす。その際、使用時間に応じて間欠動作によるセンシング間隔

を変更し、長時間使用しない場合にセンシング間隔を長くして待機雷力がより少なく

なるよぅにする。

００5０ 認証・典物検出部 ０3は、図 に示した充電池ュニット識別手段 2、載置検出

手段 2 、結合度検出手段 8、電流検出手段 2０、及び受給情報受信手段 5のそれ

ぞれの判定部と、制御情報補正手段 9を備えており、 送受信部 ０2で読み取っ
た無線タグの や通信手段 3 を介して送信された他の情報等から電力伝送及び充

電対象となる正規の充電池ュニット3０であるか否かを識別し、応答がない場合、或

いは予め記録された情報テーブル (図示せず)を参照して得られた電力供給のため

の制御情報と実際の制御値とを比較し、例えば実際の電力伝送の際の結合度や電

流の比較値が所定の範囲内でない場合に、充電池ュニット3０以外の典物、又は適

合対象外の充電池ュニット3０、或いは正しく載置されなかったものと判断する。

００5 1 電流検出部 ０4は、図 に示した電流検出手段 2０及び結合度検出手段 8を備え



ており、 次側コイル ０ の電流や2次側コイル3０ との結合度を常時検出し、その

電流値は 認証・典物検出部 ０3で監視され、充電池ュニット3０毎の電流値及び

充電に伴ぅその変化値が情報テーブル (図示せず) に記録されているので、その値と

比較することで過電流検出等の典常な状態を判断する。典常と判断した場合は、電

力伝送を停止し、警告表示、警告音、文字や画像による表示、音声ガイダンス等によ

って適合対象となる正規の充電池ュニット3０を正しい位置に載置するよぅに利用者

に促す。また、電流検出部 ０4は、充電池ュニット3０から送信された電力供給に伴ぅ

００5 2 認証・典物検出部 ０3は、図 に示した制御情報補正手段 9を有しており、 次

側コイル ０ と2次側コイル3０ との結合度に応じて制御用信号処理回路 ０5の制

御パラメータを更新し、充電池ュニット3０に供給される電力が同じになるよぅに補正

する。また、 認証・典物検出部 ０3は、 送受信部 ０2を介して、充電池ュニット

3０から送信された電力受給情報や充電制御情報のフィードバック制御情報を取得

する。取得した電力受給情報や充電制御情報は、制御用信号処理回路 ０5にフィ

ードバックされてその制御パラメータに反映され、これにより効率的な充電及び電力

伝送が行われる。

００5 3 制御用信号処理回路 ０5は、図 に示した電力供給制御手段 6を実現している回

路であり、 認証・典物検出部 ０3により補正、更新され反映された制御パラメータ

に某づいてドライバ制御部 ０8及びドライブ部 ０9を制御及び駆動し、 次側コイル

０ の駆動電流を制御する。 次側コイル ０ は上述したよぅに複数個設けられ、対

応して設けられたそれぞれのドライバ制御部 ０8及びドライブ部 ０9により制御及び

駆動され、載置された充電池ュニット3０に応じて最適な位置のドライブ部 ０9が選択

されて電力伝送される。また、独立して制御及び駆動されるドライバ制御部 ０8及び

ドライブ部 ０9を複数個設けたので典なる或いは同種の複数の充電池ュニット3０を

同時、時分割、或いはその細み合わせ等により実質同時に駆動することができる。

００54 各充電池ュニット3０の駆動時の制御情報の識別は、予め 認証・典物検出部 ０

(図 に示す制御情報保持手段 ) に保持された充電池ュニット3０毎に固有の識



別情報、或いは 送受信部 ０2で発生させた乱数等を、電力伝送の際に重畳させ

て送受信される信号のそれぞれのへツダ情報に用いることで行ぅことができる。ここで

０6 は商用電源の C電源から C電源を生成する C C変換回路であり、 ０7

は電力供給装置 ０内の制御回路や付随する電子回路へそれぞれに適合した電圧

を供給するための C電源である。

００5 5 また、電力供給装置 ０は、図示していないが、電力供給制御用の制御情報の新規

登録や更新、ファームウェア、制御プログラム、ュ一ザインタフェース等のアプリケー

ションプログラムを更新するための外部インタフェース (図 に示した外部通信手段 2 2

) を備えており、通信ネットワーク等を介してこれらの情報を取得できるよぅにしている

。これにより新機種として製造された充電池ュニット3０や改版された充電池ュニット3

0 に対応することができるよぅになる。また外部インタフェースとして S 接続端子を

備えているので、 S メモりや Cを介して情報を取得することも可能である。

００5 6 次に、図5 に示す本発明の一実施形態による電力伝送方法のフロー図の一例を参

照し、電力供給装置 ０から充電池ュニット3０に電力を伝送し充電池ュニット3０内の

2次電池3 3 に充電する際の電力供給装置 ０側の処理手順について説明する。この

フロー図は、 つの充電池ュニット3０を対象として正常に電力伝送される際の手順を

記したものであって、複数の充電池ュニット3０に電力伝送する手順、及び典常時或

いはェラ一時の処理については省略する。また、充電池ュニット3０の識別は、無線

タグ ( ) により行われることを想定している。充電池ュニット3０側のフロー図も省

略する。

００5 7 電源投入により電力供給装置 ０の載置検出手段 2 が機能し、充電池ュニット3０

が電力供給装置 ０の充電台に載置されるのを待つ。充電池ュニット3０が充電台に

載置されたことを検出すると(ステップ ) 、識別情報読み取り手段 により充電池

ュニット3０から通信手段 3 を介して送信された無線タグ ( )の1 (識別情報 ) を

読み取る (ステップS 2 )。読み取られた を某に、充電池ュニット識別手段 2 により

その を有する充電池ュニット3０の機種が半拙 され特定される (ステップS 4 )

００5 8 応答がない、或いは C ( e a e c o ed e )を受信した場合等1

を読み取ることができない場合には、典物、或いは適合する充電池ュニット3０では



ないと判断して典常処理に移行する (ステップS 3)。典常処理としては、例えば警告

表示、警告音、文字や画像による表示、音声ガイダンス等によって正規の充電池ュ
ニット3０を正しく載置するよぅに利用者に促す。

００59 充電池ュニット識別手段 2は、充電池ュニット3０が特定されると、制御情報保持

手段 4の情報テーブルを参照して該当する充電池ュニット3０に対する電力供給制

御のための制御情報を取得し(ステップS 5) 、電力供給制御手段 6の制御パラメ

ータ等を設定する。電力供給制御手段 6は、設定された制御情報に従い初期電力

供給を開始し、結合度検出手段 8により 次側コイル ０ と2次側コイル3０ の結合

度を検出し(ステップS 6 ) 、同時に電流検出部 ０4により 次側コイル ０ の駆動電

流の監視を開始する。初期電力供給時には結合度の検出に必要な最低限度の電力

を供給する。その際複数からなる 次側コイル ０ の結合度及び電流値から最適とな

る一次側のコイルを選定して電力を伝送する。

００6０ 次側コイル ０ の駆動電流は電力供給中に常時監視され、図示していないが、

電流検出手段 2０により駆動電流が予め設定された許容値を超えて過電流と判断さ

れた場合は電力の供給を中止して典常処理に移行する。また、結合度の情報は制

御情報補正手段 9により電力供給制御の補正情報として反映され (ステップS 7 、

充電台への載置状態が多少典なっていても充電池ュニット3０に供給される電力が

同じになるよぅに補正されるが、その際に予め設定された許容値を超えた場合も、電

力の供給を中止して典常処理に移行する。複数の充電池ュニット3０が載置された場

合は、同様にしてステップ からステップS 7迄の手順をシーケンシャルに行ぅか、

ステップS 2からステップS 7迄の各ステップを各充電池ュニット3０に対して交互に

行ぅか、或いは時分割でそれぞれのステップを同時に行ぅ。

００6 1 電力供給の制御パラメータが決定されると、充電台に載置された充電池ュニット3０

に適合する次の段階の電力供給を開始する (ステップS 8)。電流検出部 ０4で監

視される 次側コイル ０ の電流値より、充電池ュニット3０の2次電池33が或る程度

充電され、充電が開始されたと想定される所定時間のウェイトを設定し(図示せず) 、

受給情報受信手段 5によって充電池ュニット3０から送信された電力受給情報の読

み取りを開始する (ステップ52０)。充電池ュニット3０からの応答がない場合は、電カ



の供給及びその後の処理を中止して典常処理に移る (ステップS g)

００62 読み取られた電力受給情報は、随時電力供給制御手段 6の制御パラメータに反

映され(ステップS 2 ) 、電力受給状態が正常 (ステップS 22) と判断されるまで、その

動作が続けられる。電力受給状態が正常か否かの判断は充電池ュニット3０から送信

される電力受給情報により通知されるか、予め電力供給装置 ０に登録された情報テ

ーブルの制御情報に従って決定される。本実施形態では、充電池ュニット3０から受

電中の電力受給情報が通知されてフィードバックにより電力供給装置 ０の電力供給

制御を行っているが、充電池ュニット3０からの電力受給情報が得られない場合等を

考慮し、電力供給装置 ０内に記憶された充電池ュニット3０毎の制御情報に従って

次側コイル ０ の駆動電流や結合度の変化を参照しながら電力供給装置 ０側だ

けで電力制御を行ぅよぅにしてもよい。

００63 電力供給の制御パラメータが決定されると、充電台に載置された充電池ュニット3０

に適合する次の段階の電力供給に移行し(図示せず) 、充電池ュニット3０の2次電

池33が或る程度充電され、充電制御情報が充電池ュニット3０から送信されると想定

される時間のウェイトを設定し(図示せず) 、充電制御情報受信手段 7によって充電

制御情報の読み取りを開始する (ステップ524) 。充電池ュニット3０からの応答がな

い場合は、電力の供給及びその後の処理を中止して典常処理に移る (ステップ523)

００64 読み取られた充電制御情報は、随時電力供給制御手段 6の制御パラメータに反

映され(ステップ525) 、充電完了(ステップ526) と判断されるまで、その動作が続け

られる。充電完了は充電池ュニット3０から送信される充電制御情報により通知される

か、予め電力供給装置に登録された情報テーブルの制御情報に従って決定される。

本実施形態では、充電池ュニット3０から充電中の充電制御情報が通知されてフィー

ドバックにより電力供給装置 ０の電力供給制御を行っているが、充電池ュニット3０

からの充電情報が得られない場合等を考慮し、電力供給装置 ０内に記憶された充

電池ュニット3０毎の制御情報に従って 次側コイル ０ の駆動電流や結合度の変

化を参照しながら電力供給装置 ０側だけで電力制御を行ぅよぅにしてもよい。

００65 また、本実施形態では、電力供給装置 ０から充電池ュニット3０へ電力伝送する際



の電力供給制御を、充電池ュニット3０での電力受給状態及び充電状態を電力供給

装置 ０にフィードバックして行っているが、上述したフィードバック情報が得られない

場合の処理の他にも、電力受給状態又は充電状態のどちらか一方のフィードバック

制御により行ぅことも可能である。

００66 最後に、図6に示す本発明の他の実施形態による電力伝送システムの概略構成図

を参照して、充電池ュニット3０以外の2次電池を持たない電子装置5０を対象とした

実施形態について説明する。2次電池を持たない電子装置5０としては、例えば、電

力供給装置 ０が埋め込まれたテーブル等に載置された 型の電気スタンド、ス

ポットライト、電飾、卓上型の扇風機等様々なものが想定される。ここで図 と同じ構成

のものには同一符号を付け、重複する機能の説明は省略する。

００67 図6に示す電子装置5０は、2次電池33、充電手段 34、充電制御手段 3 6、充電状

態監視手段 3 5、及び充電制御情報送信手段 39を持たず、代わりに電子装置5０内

部の電子回路等に電力を供給するための電源部 5 を備える点で図 の充電池ュニ

ット3０と典なる。電子装置5０は、図 と同様に内藏電源がなくても読み取り可能な無

線タグ ( )等により識別情報を送信する通信手段 3 有し、電力供給装置 ０の

識別情報読み取り手段 で電子装置5０の識別情報が読み取られ、電子装置識別

手段 52で特定された電子装置5０に対応する電力供給制御情報が参照されてその

制御情報に従って電力供給装置 ０から適切な電力が供給され、その電力は電力受

給手段 32によって受給される。

００68 電力受給手段 32は、特に専用の充電回路がなくても受給した電力をそのまま急速

に充電することが可能な電気二重層キャパシタ4０を備えており、電気二重層キャパ

シタ4０に充電された電力は電源部 5 に供給され、これによって電源部 5 から電子

装置5０内部の電子回路等に適切な電圧や電流を安定的に供給することができるよ

ぅになる。

００69 電子装置5０は、充電池ュニット3０と典なり充電制御を必要としないので、図 に対

応するものとして、電力受給手段 32で受給する電力の受給状態、例えば電源部 5

に供給される電圧や電流を監視する受給電力監視手段 3 7を備えており、監視され

た電力の受給状態、即ちその電圧や電流を電力受給情報として受給情報送信手段



38によって電力供給装置 ０にほぼリアルタイムに送信してフィードバックし、電力供

給装置 ０から電子装置5０に適切かつ安全に電力を供給できるよぅする。電力受給

情報は、充電池ュニット3０の場合と同様、電力伝送の際の電磁界又は電磁波に重

畳されるか、赤外線通信や近接型等通信方式を用いることで、双方向通信の実現に

より電子装置5０と電力供給装置 ０との間で送受信される。

００7０ 受給電力監視手段 3 7で監視され受給情報送信手段 38によって送信された電力受

給情報は、宙力供給装置 ０の受給情報受信手段 5で受信され、宙力供給制御手

段 6にフィードバックされて、ほぼリアルタイムで電子装置5０への供給電力が制御さ

れる。受給情報受信手段 5は、図 の充電池ュニット3０の場合とその役割もほぼ同

等である。電力供給装置 ０内のその他の各手段も図 と同様の機能を有するのでそ

の説明は省略する。電力供給装置 ０の電力供給制御手段 6は、上述したよぅに複

数のコイルを同時に或いほ時分割等により実質同時に駆動し且つそれぞれ独立して

制御することができるので、本実施形態でも同種又は典種の電子装置5０に複数同

時又は実質同時に電力を供給することができる。更に、一実施形態として図 に示し

たよぅな充電池ュニット3０が充電手段を有する場合、他の実施形態として図6に示し

たよぅな充電手段を有しない場合の組合せだけでなく、両方の実施形態を細み合わ

せた場合でも同時に或いは実質同時に複数の電子装置5０に電力を伝送して供給

することができる。

００7 1 以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は、上述の実施形態に限られるも

のではなく、本発明の技術的範囲から逸脱しない範囲内で多様に変史実施すること

が可能である。

図面の簡単な説明

００72 図 本発明の一実施形態による充電池ュニットとこれに用いる電力供給装置の概略

構成図である。

図2 本発明の電力伝送システムの一実施例による構成図である。

図3 充電池ュニットの2次側コイルの負荷を変ィヒさせる回路構成の説明図である。

図4 充電池ュニットの 次側コイルの形状及び配置を示す構成図である。

図5 本発明の一実施形態による電力伝送方法のフロー図である。



[図6]本発明の他の実施形態による電力伝送 ステムの概略構成図である。

符号の説明

10 電力供給装置

11 識別情報読み取り手段

12 充電池 ット識別手段

13 電力供給手段

14 制御情報保持手段

15 受給情報受信手段

16 電力供給制御手段

17 充電制御情報受信手段

18 結合度検出手段

19 制御情報補正手段

20 電流検出手段

21 載置検出手段

22 外部通信手段

23 制御情報更新手段

30 充電池 ット

31 通信手段

32 電力受給手段

33 2次電池

34 充電手段

35 充電状態監視手段

36 充電制御手段

37 受給電力監視手段

38 受給情報送信手段

39 充電制御情報送信手段

40 電気二重層キャ タ

50 電子装置



電源部

電子装置識別手段

1次側 イ 送電部

ID 送受信部

ID認証・典物検出部

電流検出部

制御用信号処理回路

AC DC変換回路

DC電源

ドライ 制御部

ドライ 部

2次側 イ) (受電部

整流部

充電制御部



請求の範囲

電子機器に装若され、電力供給装置から無接点で電力が供給されて充電される充

電池ュニットであって、

前記電池ュニットを特定するための識別情報を少なくとも含み、無線信号を用いて

前記電力供給装置と電力伝送に伴ぅ情報の授受を行ぅ通信手段と、

前記電力供給装置から無接点で電力を受給する電力受給手段と、

前記電力受給手段で受給した電力を貯藏する2次電池と、

前記電力受給手段で受給した電力を前記2次電池に充電する充電手段と、

前記2次電池の充電状態を監視する充電状態監視手段と、

監視された前記2次電池の充電状態に応じて前記充電手段を制御する充電制御

手段と、

前記電力受給手段で受給する電力受給状態を監視する受給電力監視手段と、

監視された受給電力を該充電池ュニットに対応して適切に制御するための電力受

給情報を前記電力供給装置に前記通信手段を介して送信する受給情報送信手段と

、を備えることを特徴とする充電池ュニット。

2 前記充電状態監視手段で監視された前記2次電池の充電状態に応じて前記電力

供給装置から供給される電力を制御するための充電制御情報を前記電力供給装置

に前記通信手段を介して送信する充電制御情報送信手段を更に備えることを特徴と

する請求項 に記載の充電池ュニット。

3 前記通信手段は、近距離無線通信、赤外線通信、及び電力伝送の際の電磁界又

は電磁波を介して行ぅ通信の中から選択されるいずれか つ以上の通信方式により

行なわれることを特徴とする請求項 に記載の充電池ュニット。

4 前記2次電池に対して充電容呈が単位時間当たり 以上となる充電率で急速充

電が可能な電気二重層キャパシタを更に備え、

前記充電手段は、前記電力受給手段で受給した電力を前記電気二重層キャパシ

タに充電する第 充電手段と、該第 充電手段で充電された前記電気二重層キャパ

シタの電力を前記2次電池に充電する第2充電手段と、を含むことを特徴とする請求

項 に記載の充電池ュニット。



5 電力供給装置から電子機器に装若される充電池ュニットに無接点で電力を伝送し

供給するシステムであって、

前記充電池ュニットは、

前記充電池ュニットを特定するための識別情報を少なくとも含み、無線信号を用い

て前記電力供給装置と電力伝送に伴ぅ情報の授受を行ぅ通信手段と、

前記電力供給装置から無接点で電力を受給する電力受給手段と、

前記電力受給手段で受給した電力を貯蔵する2次電池と、

前記電力受給手段で受給した電力を前記2次電池に充電する充電手段と、

前記2次電池の充電状態を監視する充電状態監視手段と、

監視された前記2次電池の充電状態に応じて前記充電手段を制御する充電制御

手段と、 前記電力受給手段で受給する電力受給状態を監視する受給電力監視手

段と、

監視された受給電力を該充電池ュニットに対応して適切に制御するための電力受

給情報を前記電力供給装置に前記通信手段を介して送信する受給情報送信手段と

、を備え、

前記電力供給装置は、

前記通信手段を介して前記充電池ュニットから送信された前記識別情報を読み取

る識別情報読み取り手段と、

前記識別情報読み取り手段により前記充電池ュニットの識別情報を読み取り該充

電池ュニットを特定する充電池ュニット識別手段と、

前記充電池ュニットに無接点で電力を供給する電力供給手段と、

前記識別情報に対応する充電池ュニット毎の電力供給制御情報を保持する制御

情報保持手段と、

前記通信手段を介して前記充電池ュニットから送信された電力受給情報を受信す

る受給情報受信手段と、

前記電力供給制御情報及び前記電力受給情報を某に前記電力供給手段を制御

して対応する充電池ュニットに適合した電力を供給する電力供給制御手段と、を備

えることを特徴とする電力伝送システム。



6 前記充電池ュニットは、前記充電状態監視手段で監視された前記2次電池の充電

状態に応じて前記電力供給装置から供給される電力を制御するための充電制御情

報を前記電力供給装置に前記通信手段を介して送信する充電制御情報送信手段

を更に備え、

前記電力供給装置は、前記通信手段を介して前記充電池ュニットから送信された

充電制御情報を受信する充電制御情報受信手段を更に備え、

前記電力供給制御手段は、前記電力供給制御情報、前記電力受給情報、及び前

記充電制御情報を某に前記電力供給手段の供給電力を制御することを特徴とする

請求項5に記載の電力伝送システム。

7 前記通信手段は、近距離無線通信、赤外線通信、及び電力伝送の際の電磁界又

は電磁波を介して行ぅ通信の中から選択されるいずれか つ以上の通信方式により

行なわれることを特徴とする請求項5に記載の電力伝送システム。

8 前記充電池ュニットは、

前記2次電池に対して充電容呈が単位時間当たり 以上となる充電率で急速充

電が可能な電気二重層キャパシタを更に備え、

前記充電手段は、前記電力受給手段で受給した電力を前記電気二重層キャパシ

タに充電する第 充電手段と、該第 充電手段で充電された前記電気二重層キャパ

シタの電力を前記2次電池に充電する第2充電手段と、を含むことを特徴とする請求

項5に記載の電力伝送システム。

9 前記電力供給手段で供給される電力は、前記電力供給装置の 次側電力供給部

と前記充電池ュニットの2次側電力受給部との間の電磁誘導により伝送され、

前記電力供給装置は、前記 次側電力供給部と2次側電力受給部との間の結合度

を検出する結合度検出手段を更に備えることを特徴とする請求項5に記載の電力伝

送システム。

０ 前記結合度検出手段は、前記 次側電力供給部の消費電力、周波数特性、及び

位相特性の中から選択されるいずれか一つ以上の特性の変化により検出することを

特徴とする請求項9に記載の電力伝送システム。

前記電池ュニットは、前記2次側電力受給部の負荷状態を変ィヒさせる手段を有し、



前記結合度検出手段は、前記2次側電力受給部の負荷状態の変化に応じた前記

次側電力供給部の特性の変化により検出することを特徴とする請求項9に記載の

，目
2 前記電力供給装置は、前記結合度検出手段により検出された前記 次側電力供給

部と2次側電力受給部の結合度を某に前記電力供給制御手段の制御情報を補正す

る制御情報補正手段を更に備えることを特徴とする請求項9に記載の電力伝送シス

テム。

3 前記電力供給装置は、 次側電力供給部にそれぞれ独立して制御及び駆動が可

能な複数の駆動部を有し、前記結合度検出手段は、前記それぞれの駆動部の結合

度を某に前記充電池ュニットに電力を供給する駆動部を選択することを特徴とする

請求項9に記載の電力伝送システム。

4 前記電力供給装置は、前記識別情報読み取り手段及び充電池ュニット識別手段

で複数の前記充電池ュニットが特定され、前記結合度検出手段で検出された前記

駆動部の結合度が前記複数の充電池ュニットに対応して所定の範囲内にある場合、

前記複数の充電池ュニットに時分割で電力を伝送し供給することを特徴とする請求

項9に記載の電力伝送システム。

5 前記電力供給手段で供給される電力は、前記電力供給装置の 次側電力供給部

と前記充電池ュニットの2次側電力受給部との間の電磁誘導により伝送され、

前記電力供給装置は、前記 次側電力供給部の電流を検出する電流検出手段を

更に備えることを特徴とする請求項5に記載の電力伝送システム。

6 前記電力供給装置は、該電力供給装置に物体が載置されたことを電圧、電流、抵

抗値、静電容呈、磁束、圧力、音、光、及び温度の中から選択されるいずれか一つ

以上の変化により検出する載置検出手段を更に備えることを特徴とする請求項 5に

記載の電力伝送システム。

7 前記電力供給装置は、

外部装置と情報の授受を行ぅための外部通信手段と、

前記外部通信手段を介し前記制御情報保持手段の電力供給制御情報を受信して

更新する制御情報更新手段と、を更に備えることを特徴とする請求項5に記載の電



力伝送システム。

8 識別情報を有し無線信号を用いて情報の授受を行ぅ通信手段と2次電池及びその

充電部とを具備する充電池ュニットに、電力供給装置から無接点で電力を伝送し供

給する方法であって、

前記通信手段を介して前記充電池ュニットの識別情報を読み取り当該充電池ュニ

ットを特定する充電池ュニット識別段階と、

前記2次電池の充電状態を監視しその充電状態に応じて前記電力供給装置の供

給電力を制御するための充電制御情報を前記充電池ュニットから前記電力供給装

置に前記通信手段を介して送信する充電制御情報送信段階と、

前記電力供給装置で前記充電池ュニットから前記通信手段を介して前記充電制

御情報を受信する充電制御情報受信段階と、

前記識別情報により特定された充電池ュニット毎の電力供給制御情報及び前記充

電制御情報受信段階で受信した前記充電制御情報を某に前記充電池ュニットへの

供給電力を制御する電力供給制御段階と、を有することを特徴とする電力伝送方法

9 前記充電池ュニット識別段階で前記識別情報が読み取れず充電池ュニットを特定

することができない場合、その後の処理を中止して少なくとも音又は表示出力のいず

れかによって利用者に注意喚起することを特徴とする請求項 8に記載の電力伝送

方法。

2０ 前記電力供給装置から前記充電池ュニットへの電力供給は、前記電力供給装置

の 次側電力供給部と前記充電池ュニットの2次側電力受給部との間の電磁誘導に

より行われ、

前記 次側電力供給部と前記2次側電力受給部との間の結合度を検出する結合度

検出段階を更に有し、

前記結合度検出段階で検出された結合度と前記充電池ュニット毎に特定された電

力供給制御情報の結合度とを比較した値が所定の範囲内にない場合、電力供給を

中止して少なくとも音又は表示出力のいずれかによって利用者に注意喚起すること

を特徴とする請求項 8に記載の電力伝送方法。
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