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(57)【要約】
送信機アセンブリは、複数の受信機への無線電力の送達
を最適化するのに有益である。各受信機は、独自の電力
バッテリ需要を測定し、その測定値を要求として送信機
に送信する。送信機はバッテリ需要要求を正規化し、比
較するように構成される。その後、送信機はバッテリ需
要に応じて、要求する受信機間で無線電力のパルスを配
分する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
電力送信機アセンブリを用いてパルス無線電力を複数の受信機に送達するコンピュータで
処理する方法であって、
少なくとも１つの電力受信機からバッテリ充電需要要求を受信することと、
前記対応するバッテリ充電需要要求に応じて前記少なくとも１つの要求する電力受信機に
複数の無線電力パルスを配分することと、
を備える方法。
【請求項２】
前記電力パルスの配分が、送信位相、周波数、タイミング、振幅、方向のうちの少なくと
も１つを変更することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記配分が、より緊急の充電需要を有する複数の電力受信機のサブセットに対して行われ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記複数の無線電力パルスが周波数変調パルスを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記無線電力パルスが、バッテリ、コンデンサ、超コンデンサのうち少なくとも１つの充
電を支持することを目的とする、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記バッテリ充電需要要求が少なくとも１つのメトリックを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項７】
前記少なくとも１つのメトリックが、充電状態、消費量、受信電力のうち少なくとも１つ
を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
前記少なくとも１つのメトリックが符号化され、前記メトリックがデータパケット内で前
記電力送信機によって無線で受信される、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
前記少なくとも１つのメトリックが暗号化される、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
前記少なくとも１つの電力受信機からビーコン信号を受信することをさらに備え、前記ビ
ーコン信号が前記電力受信機の存在を知らせることを目的とする、請求項１に記載の方法
。
【請求項１１】
前記少なくとも１つの電力受信機から前記バッテリ充電需要要求を正規化することをさら
に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
前記電力送信機アセンブリが位相マイクロ波送信アレイを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
前記少なくとも１つの電力受信機のそれぞれに配分される無線電力パルスの数が最適化さ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
前記少なくとも１つの電力受信機への無線電力パルスの配分が予測モデリングに基づく、
請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
複数の電力受信機にパルス無線電力を送達するコンピュータ無線電力送信機アセンブリで
あって、
少なくとも１つの電力受信機からバッテリ充電需要要求を受信するように構成された受信
機と、
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前記対応するバッテリ充電需要要求に応じて、前記少なくとも１つの要求する電力受信機
に複数の無線電力パルスを配分するように構成されたプロセッサと、
前記要求する電力受信機に前記複数の無線電力パルスを送信するように構成された無線電
力アンテナと、
を備える無線電力送信機アセンブリ。
【請求項１６】
電力送信機アセンブリからパルス無線電力を受信するコンピュータで処理する方法であっ
て、
無線電力送信機アセンブリの受信機にバッテリ充電需要要求を送信することと、
前記バッテリ充電需要要求に応じて、前記電力送信機アセンブリのアンテナから複数の無
線電力パルスの配分を受信することと、
を備える方法。
【請求項１７】
電力送信機アセンブリからパルス無線電力を受信するコンピュータ無線電力受信機であっ
て、
無線電力送信機アセンブリの受信機にバッテリ充電需要要求を送信する送信機と、
前記バッテリ充電需要要求に応じて、前記電力送信機アセンブリのアンテナから複数の無
線電力パルスの配分を受信するように構成された無線電力受信アンテナと、
を備える無線電力受信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
【背景技術】
【０００２】
　多くの有益な用途は無線パルスの送信に基づく。たとえば、送信および反射されるパル
スマイクロ波信号を使用するレーダ検知や、目標身体組織を切除するのにパルスマイクロ
波を使用する医療切除術などである。
【０００３】
　電力を無線で送達するパルス信号に関しては、Ｐｏｗｅｒｃａｓｔ社が２００７年１月
に特許文献１を提出している。この出願は無線給電を最適化するためのパルシングについ
て記載している。
【０００４】
　上記特許文献１は、無線給電用のパルシングの利点を以下のように述べている。
・整流器の効率向上
・出力電圧の増大
・少ない平均送信電力で同量の直流電力を取得
【０００５】
　少ない平均送信電力は以下の利点を有する。
・人体安全距離の低減
・広帯域での動作が可能
・連続波力送信よりも少ない平均出力での再充電
・より高い電力レベルでの距離増大ならびにＲＦの浸透－平均出力電力を上げずに対象を
減衰させる。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１は、無線電力送達から生じる独自の課題を開示しておらず、
これらの独自の課題に対する解決策も開示していない。課題とは次の通りである。
・順次送達
・受信の減衰
・充電状態が可変
・貯蔵消費量
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　これらの課題をそれぞれ以下説明する。
【０００７】
　順次送達とは、無線電力システムにおいて、通常は送信機によって生成される電力の大
半または全部が一度に１つまたは数個の受信機に送達されるという事実を指す。１つの理
由は、逆二乗法則（信号強度が距離の自乗に比例して低下する）により信号強度が距離と
共に大幅に低下するためである。つまり、どの時点でも、送信機電力の大半または全部が
１つまたは数個のみの受信機に優先的に送達される。
【０００８】
　受信の減衰とは、受信機によって送達される電力信号の強度が、送信機からの距離、送
信機と受信機間の障害物、受信機の配向などの各種要因によって低下する可能性があると
いう事実を指す。
【０００９】
　可変充電状態は、受信機内の電荷保持装置の状態に関する。通常、この装置はバッテリ
であるが、コンデンサとすることもできる。この電荷保持装置は、ゼロからフルまでの充
電状態を呈する。
【００１０】
　貯蔵消費量は、電荷保持装置（たとえば、バッテリ）が電荷を失う量に関する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】米国特許出願第２００７０１４９１６２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、こうした無線電力送達の主要な問題の解決策について述べる。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明によると、無線電力の複数の受信機への送達を最適化するのに有益である送信機
アセンブリを用いて、パルス無線電力を最適に送達するシステムおよび方法が提供される
。各受信機は、自身のバッテリの電力需要を測定して、その測定値を送信機に要求として
送信する。送信機はバッテリ需要要求を正規化し、比較するように構成される。その後、
送信機はバッテリ需要に応じて、要求する受信機間で無線電力のパルスを配分する。
【００１４】
　なお、上述した本発明の各種特徴は単独でまたは組み合わせて実施することができる。
本発明のこれらのおよびその他の特徴を、以下の図面と併せて発明の詳細な説明において
より詳細に説明する。
【００１５】
　本発明をより明瞭に認識できるように、いくつかの実施形態を例として添付図面を参照
して以下説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】無線送信機および複数の受信機を示す高レベルブロック図である。
【図２Ａ】バッテリの充電状態を算出するように構成される回路を示す図である。
【図２Ｂ】バッテリの電力消費量を算出するように構成される回路を示す図である。
【図３】バッテリの受信電力を算出するように構成される回路を示す図である。
【図４】バッテリの受信電力を算出するように構成される別の回路を示す図である。
【図５】充電状態、電力消費量、バッテリによる受信電力を算出するように構成される回
路を示す図である。
【図６】バッテリが過充電されているか否かを検出するように構成される回路を示す図で
ある。
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【図７】複数の受信機と通信する送信機のための一連のパルスを示す図である。
【図８】電力バーストを形成する一連の電力パルスを示す図である。
【図９】受信機が送信機によって検出されない送信機－受信機通信スキームの１例を示す
図である。
【図１０】１つの受信機が送信機によって検出される送信機－受信機通信スキームの１例
を示す図である。
【図１１】送信機によって検出される受信機が認可受信機として認められる送信機－受信
機通信スキームの１例を示す図である。
【図１２】認可受信機が無線電力を受信している送信機－受信機通信スキームの１例を示
す図である。
【図１３－１】送信機が少なくとも２つの受信機を認識し電力を供給する送信機－受信機
通信スキームの１例を示す図である。
【図１３－２】送信機が少なくとも２つの受信機を認識し電力を供給する送信機－受信機
通信スキームの１例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明を、添付図面に示すようないくつかの実施形態を参照して以下詳細に説明する。
以下の説明では、本発明の実施形態を十分に理解してもらうために、具体的な細部を多数
記載する。しかしながら、当業者にとっては、そうした具体的な細部の一部または全部が
なくても実施形態を実施できることは自明である。他の例では、本発明を不要に曖昧にし
ないために、十分に既知な工程ステップおよび／または構造は詳細に説明しない。実施形
態の特徴および利点は、図面および以下の説明を参照することでより深く理解できる。
【００１８】
　本発明の例示の実施形態の側面、特徴、利点は、添付図面と併せて以下の説明に関連し
て理解されるであろう。当業者にとっては、説明される本発明の実施形態は単に例示であ
り限定ではなく、例としてのみ提示されていることは自明である。本明細書に開示するす
べての特徴は、特段明記されない限り、同一または類似の目的に供する別の特徴と置き換
えることができる。したがって、その他多数の変更された実施形態も、本明細書で定義す
る本発明の範囲およびその等価物に含まれるものと考えられる。本願に開示される実施形
態は単に例であるため、「ｗｉｌｌ」、「ｗｉｌｌ　ｎｏｔ」、「ｓｈａｌｌ」、「ｓｈ
ａｌｌ　ｎｏｔ」、「ｍｕｓｔ」、「ｍｕｓｔ　ｎｏｔ」、「ｆｉｒｓｔ」、「ｉｎｉｔ
ｉａｌｌｙ」、「ｎｅｘｔ」、「ｓｕｂｓｅｑｕｅｎｔｌｙ」、「ｂｅｆｏｒｅ」、「ａ
ｆｔｅｒ」、「ｌａｓｔｌｙ」、「ｆｉｎａｌｌｙ」などの絶対的用語および／または順
序を示す用語は本発明の範囲を限定することを意図していない。
【００１９】
　本発明は、パルス無線電力の送受信システムおよび方法に関する。図１は、無線通信３
と無線電力４を送信する送信機２を示す高レベルブロック図１である。複数の受信機５ａ
、５ｂ、５ｃ、５ｎは、無線信号６ａ、６ｂ、６ｃ、６ｎをそれぞれ通じて送信機２と通
信する。受信機５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｎは、送信機２によって送信される必要な無線電力
７ａ、７ｂ、７ｃ、７ｎを回収する。
【００２０】
　無線電力信号のパルシングは、送信機の位相、周波数、時間、振幅、または方向を変更
することによって個々のパルスを異なる受信機に配分することができるために連続的送達
を簡易化する。本願の詳細な説明は位相合わせパルシングに関するが、本発明は別の信号
変調アプローチにも同等に適用可能である。
【００２１】
　さらに、後述の説明は、一度に１つの受信機へのパルスの送達に関する。ただし、本発
明は、一度に受信機のサブセットに電力を供給することを含むアプローチを含む。たとえ
ば、周波数変調パルシングアプローチでは、数サブセットの受信機が特定の周波数を受信
するように調整され得る。送信機がその周波数のパルスを送達すると、この２つ以上のサ
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ブセットの受信機が同時に充電される。
【００２２】
　本発明の１実施形態では、送信機による複数の受信機への無線電力の送達が開示される
。後述の説明は、これらの受信機の電荷貯蔵手段であるバッテリに関する。しかし、本発
明は、コンデンサおよび超コンデンサなどの任意の貯蔵手段にも同等に適用される。
【００２３】
　さらに、バッテリの電力需要以外にも、一部の受信機は他の受信機よりも重大／緊急の
電力需要を有する場合がある。たとえば、救命受信機（たとえば心臓ポンプ）は重大でな
い受信機（たとえば玩具）よりも差し迫った電力需要を有し、その需要は２つの装置の各
バッテリ電力需要とは無関係である。
【００２４】
　上述の発明の１実施形態は可変バッテリ需要に関する。
　１つまたはそれ以上の受信機の可変バッテリ需要を満足させることは、以下の機能を含
む。
・バッテリ需要の測定
・バッテリ需要の通信
・バッテリ需要の受信
・バッテリ需要の充足
【００２５】
　バッテリ需要の測定の際、受信機が送信機に送信する前に自身の需要を判定するのに使
用するスキームがいくつかある。これらのスキームは、単純な電圧測定から高度な計算ま
で多岐にわたる。後者の場合、予測的ですらあり、将来の予測状況の概算を提示し、発生
した場合に予測需要が満たされるように電力量を判定する。
【００２６】
　受信機は様々な測定を行わなければならず。いくつかの実施形態では、必要な情報を送
信機に送信できる前に様々な計算を行う。
【００２７】
　受信機内に配置される、あるいは受信機に関連付けられる電子回路は、バッテリ需要の
算出に必要である主要なメトリックを測定する。バッテリ需要を測定するのに有効な３つ
の連続的に変動するメトリック（「バッテリ需要メトリック」）は、
・バッテリがどの程度充電されているかを表す充電状態（「充電状態」）
・バッテリ充電がどの程度の量で消費されているかを表す消費量（「消費量」）
・バッテリがどの程度の電力を受信しているかを表す受信電力（「受信電力」）
である。
【００２８】
　２つのバッテリ間で他の条件が同じであれば、
・充電状態が他方よりも低い
・消費量が他方よりも高い、あるいは
・受信電力が他方よりも低い
場合、２つのうち一方の電力需要が大きい。
【００２９】
　標準的なバッテリの場合、３つのバッテリ需要メトリックはそれぞれ比較的頻繁に（た
とえば、数秒内または数分の１秒内）変動する傾向がある。
【００３０】
　受信機内の電子回路はバッテリ需要メトリックの一部または全部を測定する。以下、こ
れらの回路の別の実施形態を説明する。
【００３１】
　これらの実施形態のうち第１の実施形態は、メトリック毎の個々の回路を開示する。図
２Ａは、バッテリの充電状態を算出するように構成される回路１０を示す。回路１０では
、電圧源１１はバッテリ１２を充電する受信電力を表す。バッテリ１２は抵抗器１３を介
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して演算増幅器（「オペアンプ」）１４に接続される。第２の抵抗器１５はオペアンプ１
４のゲインを設定する。オペアンプ正「＋」端子は、少なくとも２つの方法で設定するこ
とができる電圧基準（「ＶＲＥＦ」）１６に接続される。
【００３２】
　電圧基準（ＶＲＥＦ）１６を設定する少なくとも２つの方法のうち第１の方法では、電
圧がバッテリの最大予測電圧値よりも高く設定される。これにより、オペアンプ１４は、
バッテリの充電状態に関係なくアナログ－デジタル変換器（「ＡＤＣ」）１７にとって正
の値の範囲を生成する。ＡＤＣ１７はオペアンプ１４からの信号をデジタル化し、マイク
ロプロセッサ１８に８ビットのデータを提供する。マイクロプロセッサ１８は、バッテリ
電圧とバッテリの％フルを列挙した表１９を生成するように構成することができる。
【００３３】
　電圧基準（ＶＲＥＦ）１６を設定する少なくとも２つの方法のうち第２の方法では、電
圧は、バッテリがもはや安全に電力を供給できないときに達するよりもわずかに高い電圧
値に合致するように設定される。この変化した符号はマイクロプロセッサ１８によって容
易にテストされる状態であり、ソフトウェアをより書きやすくすることができる。
【００３４】
　図２Ｂは、バッテリの消費量を算出するように構成される回路２０を示す。回路２０は
、受信電力を表す電圧源２１に接続される「＋」電力端子と２つの抵抗器２３および２５
に接続される「－」電力端子とを有する電子装置２２と、オペアンプ２４とを備える。２
つの抵抗器２３および２５はオペアンプ２４のゲインを設定する。
【００３５】
　抵抗器２３はオペアンプ２４の正「＋」入力端子と負「－」入力端子を共に接続し、非
常に低い抵抗（たとえば、１～５ミリオーム程度）を有する。
【００３６】
　抵抗器２５はオペアンプ２４の負「－」入力をオペアンプ２４の出力端子に接続する。
オペアンプ２４の出力信号はＡＤＣ２７の入力に接続される。ＡＤＣ２７はオペアンプ２
４からの信号をデジタル化し、８ビットのデータをマイクロプロセッサ２８に提供する。
【００３７】
　抵抗器２５は、（電子装置２２による）最大予測電力抽出が、オペアンプ２４からの出
力電圧をＡＤＣ２７入力段が読み取ることのできる最大値近傍とするように選択されるべ
きである。
【００３８】
　受信電力は図３に示す回路３０を用いて算出することができる。アンテナ３１は変圧器
３２の一次側に接続される。変圧器３２の二次側は整流ダイオード３６とコンデンサ３９
に接続される。コンデンサ３９間の電圧はほぼ直流（いくらかのリプルを有する直流）で
あり、アンテナによって受信される電力に比例するように構成される。
【００３９】
　受信電力を算出する別の実施形態を図４に示す。回路４０は、コンデンサ３９間の電圧
に加えて、「電子装置」２２に流れ込む電流も測定するように構成される。地点Ａでのア
ナログ電圧「ＶＡ」は「電子装置」２２に流れる電流に比例する。地点Ｂでのアナログ電
圧「ＶＢ」はコンデンサ３９間の電圧に比例する。アナログ電圧ＶＡおよびＶＢはミキサ
４７で掛け合わされる。よって、地点Ｃでのミキサ４７の出力電圧「ＶＣ」はアンテナが
受信する電力に比例する。電圧ＶＣはＡＤＣ３７でデジタル化されてから、マイクロプロ
セッサ１８に供給される。回路４０は、ワット単位で電力を供給し、それを無線で受信機
に送達するように構成することができる。
【００４０】
　受信電力を測定するさらに別の実施形態では、図４のアナログ電圧ＶＡおよびＶＢは、
図示しない２つのアナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ）を用いてデジタル化することがで
きる。その後、２つのＡＤＣの出力はデジタルで容易に掛け合わせることができ、デジタ
ル結果はマイクロプロセッサ１８によって利用可能である。
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【００４１】
　別の実施形態では、単独の電子回路がバッテリ需要メトリックの３つすべてを測定する
ように構成することができる。本実施形態は６つの測定を行う（「生メトリック」）：
・Ｖ［ＲＦ］（ＲＦからのボルト）
・Ａ［ＲＦ］（ＲＦからのアンペア）
・Ｖ［Ｓ］（貯蔵でのボルト）
・Ａ［Ｓ］（貯蔵でのアンペア）
・Ｖ［Ｄ］（装置でのボルト）
・Ａ［Ｄ］（装置でのアンペア）
【００４２】
　これら６つの生メトリックは、図５に示す回路５０を用いて測定される。整流アンテナ
（レクテナ）５１は電流計Ａ［ＲＦ］５３を通じて蓄電池５２（たとえば、バッテリ）に
電力を供給する。蓄電池は電流計Ａ［Ｓ］５５およびＡ［Ｄ］５７を通じて電子装置２２
に電力を供給する。電圧計Ｖ［ＲＦ］５４はレクテナ５１の平滑化電圧を測定し、電圧計
Ｖ［Ｓ］５６は蓄電池５２間の電圧を測定し、電圧計Ｖ［Ｄ］５８は電子装置２２間の電
圧を測定する。
【００４３】
　優先的に、これら６つの測定は、掛け合わされたときの関連する変動電圧と電流の測定
値間の時間遅延によるエラーを最小化するのに十分なほど同時に行われる。
【００４４】
　いったんこれら６つの生メトリックの測定が実行されれば、バッテリ需要メトリックを
取得する計算が実行される。まず、消費量が
消費量＝Ａ［Ｄ］
として算出される。
【００４５】
　受信電力は、以下のようにレクテナからの電圧と電流を掛け合わせることによって取得
することができる。
受信電力＝Ｗ［ＲＦ］＝Ｖ［ＲＦ］＊Ａ［ＲＦ］
【００４６】
　第３のバッテリ需要メトリック－充電状態－は、総貯蔵装置容量のパーセントである。
このメトリックは複数の方法で測定することができる。
【００４７】
　第１の方法では、充電状態は、貯蔵装置のわずかに変動する電圧を観察し、参照表を使
用してＳＯＣ値を求めることによって取得することができる。
充電状態～＝ｆ｛Ｖ［Ｓ］｝
【００４８】
　第２の方法では、充電状態は、貯蔵装置に供給される（あるいは貯蔵装置から取り出さ
れる）瞬時電流を連続的に合計し、適切な補正率を適用することによって判定することが
できる。これは「クーロン計算」として当該技術において既知である。
充電状態～＝ｇ｛Ｓｕｍ（Ａ［Ｓ］）｝
【００４９】
　充電状態を測定する２つの方法はいずれも、継続的な研究と改良の対象である周知の課
題を抱えている。いずれの場合も、充電状態は単位なしの数字－装置の総充電容量のパー
セントに変換される。
【００５０】
　Ａ［Ｓ］の測定値が提供されない場合、Ｖ［Ｓ］のみとなる欠点の１つが、参照表が、
バッテリが休止期間を経た後の「無負荷」状態に関してのみ正確な値を提供することであ
る。追加の電流計を用いて、第２の式（充電状態～＝ｇ｛Ｓｕｍ（Ａ［ＲＦ］－Ａ［Ｄ］
）｝）は以下の式と置き換えることができる。
充電状態～＝ｈ｛Ｓｕｍ（Ｖ［Ｓ］＊Ａ［Ｓ］）｝
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【００５１】
　なお、関数ｇ｛｝はアンペアを提供し、関数ｈ｛｝は、ｈ｛｝がどのように算出される
かに応じてワットまたはワット＊秒を提供する。
【００５２】
　連続的に変動するバッテリ需要メトリックに加えて、本発明のいくつかの実施形態は、
緩やかに変動するメトリックも利用する。これらの後者のメトリックは貯蔵容量と最大充
電量（「バッテリ定格メトリック」）を含む。
【００５３】
　バッテリの貯蔵容量（「貯蔵容量」）は、バッテリが保持できる最大電荷に関する。こ
のメトリックはバッテリの充電状態を算出するために使用される。充電状態は貯蔵容量に
おけるパーセントで表すことができる。
　通常、貯蔵容量はアンペア＊時間で測定される。定格貯蔵容量を超えてバッテリを充電
しようとすると、通常は発熱し、場合によってはバッテリに損傷を及ぼす。
【００５４】
　貯蔵容量に加えて、バッテリは、どのくらい速くバッテリが電荷を吸収できるかを示す
尺度である最大充電量（「最大充電量」）を有する。あまりにも短時間にバッテリに大き
すぎるエネルギーを送り込むと、バッテリに損傷をもたらす可能性がある。最大充電量は
秒当たりのワット＊秒（ジュール）で測定することができ、ワット（すなわち、Ｗ＊ｓ／
ｓ＝Ｗ）と等価である。
【００５５】
　貯蔵容量はバッテリ間で大きく変動する。さらに、バッテリは通常、静的貯蔵容量で評
価される。これらの等級はバッテリの製造業者により算出および公開される。通常、製造
業者は、これらの表示値がいかに時間の経過と共に低下するかを示すグラフを公開する。
【００５６】
　貯蔵容量と同様、最大充電量は通常、バッテリの静的定格として評価され、製造業者は
この定格が時間の経過と共にどのように減少するかを示すデータシートを提供する。
【００５７】
　本発明の１実施形態は、これらの製造業者が提供する貯蔵容量および最大充電量の静的
定格を使用する。
【００５８】
　しかしながら、好適な１実施形態はバッテリ定格メトリックを直接算出する。これは、
これらのメトリックに関するバッテリの実際のパフォーマンスが非効率な再充電実施によ
り静的定格から変動する可能性があるためである。ただし、このバッテリパフォーマンス
の変動（大抵は低下）は、秒よりもずっと長い期間（たとえば、数週間、数ヶ月、さらに
は数年）をかけて発生する。
【００５９】
　今日、バッテリ定格メトリックは概して、使用されている機器の貯蔵装置では測定され
ない。
【００６０】
　最大充電量を超過する時点を検出する直接的な方法が有効であろう。図６は、バッテリ
６１の最大充電量を超過する時点を検出するように構成される電子回路６０を示す。２つ
のサーミスタＡ６２およびＢ６３が採用される。サーミスタは、標準的な抵抗器よりも抵
抗が温度と共に大きく変動する種類の抵抗器である。サーミスタは、回路保護のために電
流が制限される装置で広く使用される。
【００６１】
　サーミスタＡ６２は大気温度に晒されるが、サーミスタＢ６３はバッテリ６１に密接に
接触する。バッテリ６１が過充電により加熱されると、生じた熱によりサーミスタＢ６３
の抵抗が変動する結果、Ｂ６３間の電圧も変動する。比較回路６４はサーミスタＡ６２お
よびＢ６３間の電圧差を検出し、ＡＤＣ６５に供給される地点Ｃでのアナログ電圧ＶＣを
生成し、比較回路６４のアナログ電圧出力ＶＣをデジタル化する。その後、デジタル信号
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はマイクロプロセッサ１８に供給される。サーミスタＢ６３を確実にバッテリ６１に密接
させるため、円柱状クランプ６６を使用して、サーミスタＢ６３をバッテリ６１に保持す
ることができる。ブロット６７を使用して、クランプ６６をバッテリ６１の周囲に固定す
ることができる。
【００６２】
　２進値「過充電される」は曖昧であり、「最大充電量を超過する」あるいは「１００％
貯蔵容量を超えるまで充電される」ことを意味する。しかしながら、どちらの意味も有効
である（バッテリは過剰に急速に放電される場合も過熱するが、消費量の符号を確認する
ことによって充電か放電かを判定することは容易である。負の場合は充電であり、正の場
合は放電である）。
【００６３】
　いったんバッテリ需要メトリックが測定され、デジタル表示に変換されれば、瞬時バッ
テリ需要を算出することができる。瞬時バッテリ需要は、現在のバッテリ需要を表す単独
のメトリックである。
【００６４】
　関数ｆが瞬時バッテリ需要を表し、ｓ、ｄ、ｒがそれぞれ充電状態、消費量、受信電力
を表すとする。次に、関数ｆ（ｓ、ｄ、ｒ）は瞬時バッテリ需要である。
【００６５】
　関数ｆ（ｓ、ｄ、ｒ）に関するいくつかの制約は以下の通りである。２つの受信機、お
よび２つの測定で同一の受信機の場合、
ｄとｒが等しい場合、ｆは低ｓの受信機に対して高い。
ｄとｓが等しい場合、ｆは低ｒの受信機に対して高い。
ｒとｓが等しい場合、ｆは高ｄの受信機に対して高い。
【００６６】
　論理上の関数ｆの実質上の代替が「機能停止時間」（「ＴＴＤ」）である。ＴＴＤは、
貯蔵装置が現行レベルでエネルギーを提供し続ける時間の予測測定値である。その時間後
、貯蔵装置は、貯蔵していたすべてのエネルギーが尽きると予測される。その時点で、従
属している電子装置はもはやエネルギーを受信しないために機能を止める（すなわち「停
止」する）。
【００６７】
　ＴＴＤの算出の際、蓄電池（またはバッテリ）の残留電荷（「残留電荷」）を取得し、
枯渇までの時間を求めることが目的である。
ＴＴＤ＝残留電荷（Ａｓ）／消費量（Ａ）＝Ａ＊ｓ／Ａ＝ｓ
【００６８】
　残留電荷は充電状態（パーセンテージ）と、通常はアンペア時間（Ａ＊ｈまたはＡｈ）
で測定され、容易にアンペア秒（Ａ＊ｓまたはＡｓ）に変換可能である貯蔵容量とから算
出される。
残留電荷（Ａｓ）＝充電状態（％）＊貯蔵容量（Ａｈ）＊３６００
【００６９】
　したがって、ＴＴＤパラメータは、貯蔵装置が現行の電力消費レベルを支持することの
できる秒数を推定する。
【００７０】
　時間の経過と共に、各受信機のＴＴＤの複数の読取値は、上述したように関数ｆの負（
すなわち、－ｆ）に関する同じ制約条件を満たす。
【００７１】
　瞬時バッテリ需要を算出する他の例として、３つのバッテリ需要メトリックのいずれも
概算推定値としての役割を果たすことができる。すなわち、瞬時バッテリ需要は充電状態
、消費量、または受信電力と等しくすることができる。
【００７２】
　ＴＴＤの代わりに上記バッテリ需要メトリックを使用する理由の１つは、受信機内で必
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要な測定用電子回路の簡易化である。
【００７３】
　本発明の１実施形態では、異なる受信機が異なるバッテリ需要測定を採用することがで
きる。ある受信機がＴＴＤを採用し、他の受信機がバッテリ需要メトリックのうちの１つ
を採用し、さらに別の受信機がバッテリ需要メトリックに基づく別の変形を使用すること
ができる。
【００７４】
　瞬時バッテリ需要は、真の需要に関して不正確な表示値を提供する可能性がある。とい
うのは、瞬間毎に、瞬時バッテリ需要が大幅に変動する場合があるからである。
【００７５】
　したがって、本発明の好適な実施形態は、瞬時バッテリ需要複数の表示値に基づき算出
される平滑化バッテリ需要を計算する。
【００７６】
　たとえば、移動平均は変動する瞬時バッテリ需要表示値を平滑化し、平滑化バッテリ需
要を提供することができる。移動平均の平滑化アルゴリズムの１例は、それぞれの連続表
示値の平滑化結果を算出する一連のステップとして表すことができる。
合計＝合計－表示値（Ｔｈｉｓ）
表示値（Ｔｈｉｓ）＝新表示値
合計＝合計＋表示値（Ｔｈｉｓ）
Ｔｈｉｓ＝Ｎｅｘｔ（Ｔｈｉｓ）
帰還（合計／カウント）
【００７７】
　この仮定によると、「カウント」は移動平均範囲内のアイテム数を含む。第１の「カウ
ント」が生成する結果は無視する。「Ｎｅｘｔ」関数は「カウント」を認識し、「Ｔｈｉ
ｓ」は「表示値」アレイの最後に達した後、「表示値」の開始に戻る。
【００７８】
　上記の例では、帰還（合計／カウント）が瞬時バッテリ需要、たとえば瞬時ＴＴＤに等
しい。したがって、アルゴリズムによって返される値が平滑化バッテリ需要、たとえば平
滑化ＴＴＤである。
【００７９】
　上記は１つの平滑化関数を示す。しかし、当該技術では代替の平滑化関数が多数既知で
ある。本発明は任意の平滑化関数を使用することができる。
【００８０】
　真のバッテリ需要を測定する際のもう１つの考慮事項が、受信機のバッテリ消費量の履
歴が未来の需要予測に役立つことである。このアプローチでは、平滑化バッテリ需要を算
出するのに使用されるような直前の「帰還（合計／カウント）」読取値では十分ではない
。バッテリ需要を予測するため、好ましくは前の読取値は、有益なパターンを認識するた
めに単に秒または分ではなく数週間または数ヶ月にわたることがある。
【００８１】
　好ましくは、受信機の履歴データは受信機に記憶される。というのは、受信機の履歴が
それに供する無線電力送信機に保持される際、受信機が１日にわたって異なる送信機間を
移動する場合（たとえば、携帯電話が自宅から、車、職場、レストランへ移動し、職場、
車、自宅へと戻り、それらの場所の一部または全部が電話を充電する送信機のホストを務
める場合）、送信機は利用可能な履歴のごく部分的な記録だけを有する。
【００８２】
　未来を予測し始める時間は、無線電力が受信機にとって再び入手可能となる瞬間である
。無線電力「セッション」は、無線電力が受信機にとって入手可能となる時間と無線電力
が入手可能になる次の時間との間の期間－無線電力が入手できなかった中間の時間を含む
－である。セッションは、電力が入手可能となって予測需要を満たすときに開始され、予
測の算出は同時に開始されるべきである。
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【００８３】
　各セッションに関して、セッションを特徴付ける「セッションデータ」が収集される。
このようなデータの１例を以下に示す。
セッションデータ
開始タイムスタンプ   ＨＨＭＭＳＳ
曜日   １～７
セッション期間       秒
電力利用可能期間     秒
受信電力レベル平均   Ｗ
総エネルギー消費     Ｗｓ
【００８４】
　開始タイムスタンプはセッションの開始である。曜日はセッション開始タイムスタンプ
が開始された曜日である。セッション期間はセッションが継続する期間である。
【００８５】
　電力利用可能期間は、受信電力（Ｖ［ＲＦ］＊Ａ［ＲＦ］）がゼロを超える期間の長さ
である。
【００８６】
　受信電力レベル平均は、セッション中の受信電力の平均である。これはセッション全体
にわたり受信電力の周期的読取値を受信電力レベルに合計して、後者を電力利用可能期間
で割ることによって算出される。
【００８７】
　総エネルギー消費は、消費量の合計にセッション期間を掛けて（Ｖ［Ｄ］＊Ａ［Ｄ］）
ワット秒（Ｗｓ）を導いたものである。
【００８８】
　十分な数の「セッションデータ」記録が収集された後、予測を必要とするときに現在の
システム時間に近い開始タイムスタンプ値でセッションデータ記録を見つけることができ
る。その基準に合致するすべての記録が、以下のパラメータを提供するために（おそらく
は曜日を考慮に入れることによって）算出される平均、中央値、または中数（またはその
他の統計パラメータ）を有することができる。
基準セッション期間   秒
基準電力利用可能期間 秒
基準受信電力レベル平均      Ｗ
基準総エネルギー消費 Ｗｓ（セッション全体）
【００８９】
　「基準」で始まるパラメータの名称は、過去の状態に基づき未来を予測するために使用
される。これらのパラメータ（およびおそらくは他のパラメータ）は有益なメトリックを
得るために使用される。
・予測エネルギー需要（Ｗｓ）＝基準総エネルギー消費（Ｗｓ）
・予測受信エネルギー（Ｗｓ）＝基準受信電力レベル平均（Ｗ）＊基準電力利用可能期間
（ｓ）
【００９０】
　これらのメトリックを使用して、受信機が無線電力を受信できる場所に何秒滞在する必
要があるかを算出することができる。適切な計算で、過去の同様のセッションに基づく予
測から、送信機は受信機にｅメールで警告を送ることができる。警告の１例を以下に示す
。
　推奨するよりも早く無線電力の供給場所から離れようとしています。あなたのｉＰｈｏ
ｎｅの電力は、通常の使用で午後１０時頃まではもつと予測されます。あと９分間とどま
り、無線電力を得られたら、午後１１時まで延長できます。あなたの無線電池から送信し
てください。
【００９１】
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　このｅメールはこのようにして生成することができる。
ＴＯＤは時刻である。
追加エネルギー需要（Ｗｓ）＝予測エネルギー需要（Ｗｓ）－予測受信エネルギー（Ｗｓ
）
追加エネルギー需要が０より大きければ、
バッテリエネルギー（Ｗｓ）＝充電状態（％）＊貯蔵容量（Ｗｓ）
予測無電力期間（ｓ）＝基準セッション期間（ｓ）－基準電力利用可能期間（ｓ）
予測最終電力消費（Ｗ）＝基準総エネルギー消費（Ｗｓ）／予測無電力期間（ｓ）
バッテリ残留秒（ｓ）＝バッテリエネルギー（Ｗｓ）／予測最終電力消費（Ｗ）
バッテリ枯渇時刻（ＴＯＤ）＝現在タイムスタンプ（ＴＯＤ）＋バッテリ残留秒
追加需要時間＝追加エネルギー需要／基準受信電力平均
拡張時間（ＴＯＤ）＝開始タイムスタンプ＋基準セッション期間
Ｅメール（ユーザＩＤ、バッテリ枯渇時刻，追加需要時間、拡張時間）
ｉｆ文終わり
【００９２】
　バッテリ残留秒を使用して、予測ＴＴＤの値として提供することができる。
【００９３】
　上述の説明はバッテリ需要の測定方法に関する。本発明の１実施形態では、受信機で実
行しなければならないこれらの方法の唯一の側面は、需要メトリックを測定する電子回路
である。
【００９４】
　たとえば、充電状態、消費量、受信電力のそれぞれを測定する上述の電子回路は受信機
に配置される。同様に、生メトリック（Ｖ［ＲＦ］、Ａ［ＲＦ］、Ｖ［Ｓ］、Ａ［Ｓ］、
Ｖ［Ｄ］、Ｓ［Ｄ］）を測定するために開示される単独の回路が受信機に配置される。
【００９５】
　しかし、受信機または送信機のいずれかが、瞬時バッテリ需要、平滑化バッテリ需要、
または予測バッテリ需要を算出することができる。
【００９６】
　さらに、複数の受信機の場合、異なる受信機は異なる需要測定値を算出することができ
る。たとえば、１つの受信機が、生メトリック、バッテリ需要メトリック、瞬時バッテリ
需要、平滑化バッテリ需要、予測バッテリ需要（一括して「バッテリ需要」）のうちの１
つを測定することができる。他の受信機はバッテリ需要を推定する他の形式を測定するこ
とができる。
【００９７】
　いったん受信機がバッテリ需要を算出すれば、次のステップで受信機はこの情報を送信
機に通信する。
【００９８】
　本発明の１実施形態では、このバッテリ需要情報はデジタル形式に符号化され、データ
パケットとして受信機によって無線で送信機に送信される。
【００９９】
　様々なビットおよびバイトスキームにおける数字表示は数十年の歴史を有する。概して
、数学関数と共に使用される数字の場合、生じる数字の範囲と、数字に望まれる精度とを
知ることが必要である。符号化スキームで使用されるビット数は、これらの特性の両方に
影響を及ぼす。
【０１００】
　受信機はバッテリ需要パケットを生成および送信する。このパケットは受信機のバッテ
リ需要に関する情報を含む。
【０１０１】
　バッテリ需要パケットは、１）開始バイトを含むヘッダ、２）どの受信機がデータを送
信するかを特定する受信機ＩＤ、３）パケット化情報のバッテリ需要式を示すメッセージ
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種によって先行される。
【０１０２】
　１実施形態では、パケット化情報がバイトストリームに暗号化され、変調器がバイトを
無線送信機へ送り込む。メッセージ全体は１続きのビットとされる。
【０１０３】
　１実施形態は以下のようにパケットヘッダを符号化する。
【０１０４】
　開始バイト。これらは、リアルデータに現れる可能性の低い特定の変更不能な一連のバ
イトである。これにより、入力スキャナがこの一連のバイトを連続的に探すことによって
、データ送信の開始を認識することができる。バイト数は実施形態に応じて変動するが、
８バイトを超過することが多い。
【０１０５】
　受信機ＩＤバイト。このバイトは、受信機が自己紹介するときに送信機によって割り当
てられる。
【０１０６】
　メッセージ種。これらのバイトは、メッセージのデータセクションで使用される特定の
符号化スキームを開示する。２バイトは、十分な供給を超えてあまりある５００００超の
メッセージ種に備える。異なる受信機が異なる形でバッテリ需要を測定する実施形態では
、メッセージ種は、どのバッテリ需要式が使用されたか（たとえば、平滑化貯蔵容量）も
示す。
【０１０７】
　１実施形態では、バッテリ需要パケットのデータ部分は３つのバッテリ需要メトリック
のうち１つまたはそれ以上を含む。
【０１０８】
　受信電力。受信電力に適した測定値に関する数字の場合、約５ミリワット（ｍＷ）～５
ワット、または約１０００の範囲を予測することができる。送信機が必要とする精度は約
１０ｍＷの差を許容するため、３有効桁で十分である。測定値が１０ビットで符号化され
る場合、結果は３有効１０進数であり、１０２４の一意値である。さらにビットを追加す
ると、精度または範囲、あるいはその両方を向上させることができるため、受信電力測定
値を１６ビットの符号付き整数で表すのは十分以上であり、１ｍＷ刻みで－３２Ｗ～＋３
２Ｗの範囲の値を提供する。
【０１０９】
　充電状態。バッテリ電圧から正確な充電状態値を得るのが困難であるため、送信機はち
ょうど１０の値の範囲の１有効桁でなんとかやり過ごすことができる。言い換えると、１
０％刻みで約１０％～１００％の範囲の「フル充電のパーセント」が最新技術である。こ
のため、４ビット未満の情報が必要となる。
【０１１０】
　消費量。消費量の数字は約０～５００ｍＡの範囲となる可能性が高く、約１ｍＡの刻み
ほど正確である必要はない。これは約５００値の範囲で、３有効桁未満の精度である。こ
のため、９ビット未満の情報が必要である。
【０１１１】
　１実施形態では、受信機は上記３つのメトリックすべてを符号化する。いったんデジタ
ル符号化されれば、データはパケット化される。
【０１１２】
　あるパケット化アプローチでは、２バイトは３つのバッテリ需要メトリックのそれぞれ
に以下のように配分される。
受信電力      ２バイト
充電状態      ２バイト
消費量        ２バイト
【０１１３】
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　これらを合計すると、バッテリ需要情報データパケットに関して６バイトとなる。
【０１１４】
　別のパケット化アプローチでは、３つのバッテリ需要メトリックが最小ビットパターン
で表される。
受信電力      １０ビット
充電状態      ４ビット
消費量        ９ビット
計２３ビット（または約３バイト）
【０１１５】
　第２のアプローチの利点はデータペイロードサイズを５０％削減できることである。こ
のアプローチの欠点は、送信機がまず３バイトを３つのメトリックに符号化する必要があ
るために、送信機での計算が遅くなることである。このような符号化ステップが６バイト
のパケットアプローチでは必要である。
【０１１６】
　本発明の別の実施形態では、受信機は高位バッテリ需要メトリックではなく生メトリッ
クを符号化し、パケット化する。
【０１１７】
　生メトリックの電圧はおおよそ＋／－３０ボルトにまで達せず、最も近いミリボルトま
で解明することで十分である。したがって、２バイトの符号付き整数を尺度として、１ミ
リボルト刻みで－３２．７６７ボルト～＋３２．７６７ボルトを読み取ることができる。
【０１１８】
　生メトリック電流はおおよそ＋／－３アンペアまで達せず、最も近い１００マイクロア
ンペアまで解明することで十分である。したがって、２バイトの符号付き整数を尺度とし
て、１００マイクロアンペア刻みで－３．２７６７～＋３．２７６７アンペアボルトを読
み取ることができる。
【０１１９】
したがって、６つの生メトリック（３つが電圧、３つが電流）の場合、１２バイトの配分
で十分である。
【０１２０】
　生メトリックから生じるパケットは以下のように構成することができる。
ヘッダ
開始バイト    ２バイト１６ビット
受信機ＩＤ    １バイト８ビット
メッセージ種  ２バイト１６ビット
データ
Ｖ［ＲＦ］２バイト１６ビット
Ａ［ＲＦ］２バイト１６ビット
Ｖ［Ｓ］２バイト１６ビット
Ａ［Ｓ］２バイト１６ビット
Ｖ［Ｄ］２バイト１６ビット
Ａ［Ｄ］２バイト１６ビット
計１７バイト１３６ビット
【０１２１】
　バッテリ需要メトリック対生メトリックのパケット化のトレードオフは、パケットサイ
ズ（サイズが大きいほど送信時間が長い）対算出サイクル（算出が大きいほど、負荷が高
い）に関する。バッテリ需要メトリックのパケット化は送信されるバイトを節約するが、
計算を受信機へと押しつける。その逆が生メトリックのパケット化の場合である。
【０１２２】
　バッテリ定格メトリック（最大充電量と貯蔵容量）はバッテリ需要の算出に役立つ。し
かしながら、これらのパラメータの値は比較的緩やかに変化する傾向があるため、変動す



(16) JP 2016-512677 A 2016.4.28

10

20

30

40

50

るバッテリ需要値が送信される度に受信機がこれらの値を送信するのは無駄が多い。
【０１２３】
　バッテリ定格メトリックは、何ヶ月および何年かの使用にわたって緩やかに減少する。
上述したように、これらのパラメータは、入念な受信機測定に基づき、あるいは歴日付に
基づく直線的予測などの単純な概算を使用して定期的に再計算することができる。
【０１２４】
　最小バッテリ定格パケットはこれらの値を含む。
ヘッダ
開始バイト    ２バイト
受信機ＩＤ    １バイト
メッセージ種  ２バイト
データ
最大充電量    ２バイト［０．．６５５３５］ｍＷ
貯蔵容量      ２バイト［０．．６５５３５］Ｗｈ
【０１２５】
　バッテリ定格パケットは、これらの値の稀だが重要な更新に対応するために使用される
。しかしながら、これらは稀なパケットであるため、多くのフィールドでこれらの特別な
パケットをロードすることによって、１つの多目的パケットが２つ以上の目的に供するこ
とができる。
【０１２６】
　たとえば、周期的バッテリ定格パケットは受信機に関するその他多くのパラメータも含
むことができる。
装置ＩＤ      特定の装置、おそらくは製造番号
Ｍａｎｕｆ    製造業者名
部品＃        ＳＫＵすなわち部品番号
Ｌｏｔ        追跡のためのロット番号
修正          ハードウェア／ソフトウェア修正レベル
ＭＡＣ        通信用の特殊番号
装置種類      携帯電話
バッテリ種類  Ｐａｒｔ＃
最大充電量    ２バイト０．．６５５３５ｍＷ
貯蔵容量      ２バイト［０．．６５５３５Ｗｈ
【０１２７】
　受信機は、バッテリ需要パケットを送信機へ無線で送信する。その目的で、受信機は側
路を使用する、あるいはビーコン信号にパケットを付加する。
【０１２８】
　好適な１実施形態では、受信機がビーコン信号を生成する。この信号の目的は、受信機
が自身の存在を送信機に知らせることである。
【０１２９】
　ビーコン信号は、タイミング、期間、反復速度に多くの厳しい制約がある。ビーコン信
号の長さに追加されるデータのビット毎に、送信機からの無線電力の送信に利用可能な時
間が削られる。したがって、可能な限り最小量のデータをビーコン信号のＩＤ部分と共に
含めるべきである。１実施形態では、ビーコンは最小開始バイトでメッセージ種またはデ
ータ部分を含まずに設計される。後者には側路が使用される。
【０１３０】
　さらに別の好適な実施形態では、バッテリ需要パケット全体に側路が使用される。別の
実施形態では、バッテリ需要パケットが各ビーコンと共に送信される。
【０１３１】
　ビーコンの前文として送信されるバッテリ需要パケットは、ビーコンが送信される度に
送信される。好適な１実施形態では、この頻度は約１０ミリ秒とすることができる。
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【０１３２】
　側路で送信されるパケットはビーコンの制約がなく、頻度が送信機によって使用される
頻度から変更されて無線電力を受信機に送達する場合は特に、連続的を含め任意の頻度で
送信することができる。
【０１３３】
　上述したように、バッテリ定格パケットは、バッテリ需要パケットよりもずっと低い頻
度で送信される（秒で測定）。
【０１３４】
　１実施形態では、受信機は、フルのときにバッテリフルメッセージを無線電力送信機に
送信する。これは、受信機がその時点で送信機をそれ以上必要とせず、需要が発生するま
で追加のバッテリ需要パケットによって送信機に負荷を与えたくないという表示である。
【０１３５】
　別の実施形態では、バッテリがフルであるとき、受信機は単に送信機へのすべての通信
を停止する。次に、送信機は、受信機が領域を出たと推定する。
【０１３６】
　両実施形態とも、受信機はさらに無線電力の需要を感知すると、送信機が存在するよう
になると、すべての受信機が実行しなければならない通常の導入プロセスを履行すること
ができる。これに続き、受信機は、本願に記載するようにバッテリ需要パケットの送信を
開始する。
【０１３７】
　複数の受信機がバッテリ需要パケットを無線で送信する場合、次のステップは送信機が
これらのパケットを受信することである。
【０１３８】
　送信機はバッテリ需要パケットを受信する少なくとも１つの中心収集点を有する。これ
は、送信機内（あるいは送信機と関連付けられる）データコントローラである。送信機は
、０、１，または複数の受信機から無線バッテリ需要パケットを受信する。
【０１３９】
　標準的な設置では、少なくとも１つの無線電力送信機の近傍に複数の無線電力受信機を
配置することができる。その後、多数の受信機がバッテリ需要パケットをデータコントロ
ーラに送信することができる。
【０１４０】
　複数の調整されていない送信間の干渉を防止しなければならない。パケットは、バッテ
リ需要パケットに関して無線電力送信機に各受信機にポーリングさせることによって調整
することができる。もしくは、複数の多対１メッセージングスキーム、たとえばＣＳＭＡ
－ＣＤがデータ通信技術において十分に既知である。
【０１４１】
　概して、データコントローラ内の無線送受信機は受信機と通信する。送受信機はデータ
ラインを受信し、データ検出器によってビットに変換される信号を提示し、おそらくは解
読回路を通過して、バイトストリームとして出る。これらのバイトは、データブロックヘ
ッダの開始を構成する特定の一連のバイトを探すプロセッサのデータ入力チャネルへ移動
させられる。
【０１４２】
　通常、上述したように、ヘッダはメディアアクセス制御バイト（ＭＡＣアドレス）また
は受信機ＩＤなどの詳細を含むため、コントローラはどの受信機がメッセージを送信した
かが分かる。最終ヘッダバイトは通常、メッセージ種を符号化する。これがデータストリ
ームで発見されれば、残りのバイトは、特定のメッセージ種においてビットが何を意味す
るのかを割り当てるプロトコルに応じて意味を呈する。
【０１４３】
　このパケット解明アプローチは多くのプロトコルの基準であり、当該技術において様々
な例がある。
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【０１４４】
　いったんメッセージ種が特定されれば、それらのメッセージが送信されるように設計さ
れる特定のデータパラメータをデータストリームから回収することができる。
【０１４５】
　パケットヘッダからのメッセージ種を使用して、データコントローラは特定の符号化バ
ッテリ需要（たとえば、生メトリックまたはバッテリ需要メトリック、瞬時、平滑化、ま
たは予測）から抽出することができる。
【０１４６】
　極めて多数のメッセージ種は、相互に類似する、あるいは類似の種類のデータを含むが
、符号化、高位の意味、または目的の異なるメッセージ種の多様性から生じる。
【０１４７】
　データコントローラは、可変データを共通の需要フォーマットに正規化しなければなら
ない。好適な実施形態では、この共通需要フォーマットはＴＴＤである。
【０１４８】
　１実施形態では、すべての受信機は、同じメッセージ種を使用して、常に同じように同
じ符号化で生メトリックを送信する。この場合、ＴＴＤは、上述の式を用いてこれらの読
取値から算出することができる。
【０１４９】
　別の実施形態では、異なるメッセージ種が同じ必須データだが、生メトリックの低位で
表される生データに関しては異なる符号化または高位の意味を有するデータを送信するこ
とができる。たとえば、すべての受信機はバッテリ需要に関しては同じ関数（たとえば、
ＴＴＤ）を使用するが、生メトリックを送信する受信機もあれば、バッテリ需要メトリッ
クを送信する受信機もあり、さらにはＴＴＤを送信する別の受信機もある。
【０１５０】
　この場合、各受信機は、ＴＴＤの値を算出するための完全な情報を送信している。ＴＴ
Ｄを含むバッテリ需要パケットの場合、さらなる処理は不要である。バッテリ需要メトリ
ックを含むパケットの場合、ＴＴＤが上述の関数を用いて算出される。生メトリックを含
むパケットの場合、上述の式はこれらの値をバッテリ需要メトリックに変換するために使
用される。次に、ＴＴＤ関数がＴＴＤの値の算出に適用される。
【０１５１】
　第３の実施形態では、異なる受信機は、共存しない測定群を使用する、あるいは特注受
信機ハードウェアまたはソフトウェアの独自の機能に依存する特別な特徴を履行する。こ
れらの場合、データを正規化する何らかの手段が必要となる。
【０１５２】
　たとえば、受信機が消費量または充電状態のみを測定し伝達するには、送信機はそれら
の測定値をＴＴＤに正規化するため、不明データについて推定する必要がある。こうした
推定は、受信機バッテリの基準パフォーマンスに関する製造業者データから引き出すこと
ができる。
【０１５３】
　バッテリ需要パケットが受信され、共通の読取値（優先的にはＴＴＤ）に正規化される
と、送信機はこれらの需要要求を最適に満たす準備が整う。
【０１５４】
　本発明では、任意の種類の無線電力送信アプローチを使用することができる。たとえば
、
・ＯｍｎｉＬｅｃｔｒｉｃ社が開発したような位相マイクロ波アレイ
・ＵＢｅａｍ社が開発したような超音波
・Ｗｉｔｒｉｃｉｔｙ社が開発したような磁気共鳴
・Ｐｏｗｅｒｂｅａｍ社が開発したような赤外線レーザ
・ＰｏｗｅｒＣａｓｔ社が開発したような大気エネルギー捕捉
・その他任意の無線電力送信技術
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【０１５５】
　本発明がすべての無線送信技術に適用される理由は、これらすべての技術がパルスを介
して電力を送達できるからである。これらの技術のうちのいくつかは、パルス変調アプロ
ーチ（たとえば、位相、時間、または有向送信機の代わりに周波数変調）の選択に制約を
受ける。
【０１５６】
　しかしながら、本発明は、無線電力の少なくとも２つのパルスを生成するすべての手段
を適用し、各パルスは異なる場所に配置される２つの受信機のうちの一方に送信される。
【０１５７】
　しかしながら、次に説明する好適な実施形態は、送信機において位相合わせパルシング
を用いる位相マイクロ波アレイ技術（Ｏｍｉｎｉｅｃｔｒｉｃによる米国特許第８１５９
３６４号に記載）を採用する。
【０１５８】
　位相アレイの複数のアンテナから単独の受信機へ電力を誘導できることは多くの利点を
有する。ここで説明する１つの利点は、需要に基づき異なる受信機に特定量の電力を誘導
できることである。
【０１５９】
　電力を一連のパルスとして送信できることは当該技術において十分に既知である。これ
らの電力パルスは１つの電子回路によって収集され平滑化されて、他の電子回路への一定
電力源を提供する。
【０１６０】
　個々の電力パルスを、パルスを平滑化する異なる回路に送信することによって、１つの
ソースからの電力を複数の目的回路に配分することができる。
【０１６１】
　適切なパルス配分は、最適な数のパルスを個々の受信機に送信することによって達成さ
れる。各受信機は送信されるパルスから電力を回収することによって、必要に応じて使用
に必要な電力を取得する。
【０１６２】
　異なる電力要件を充足させなければならないとき、各受信機は受信機の特定の要件を満
たすのに十分な電力パルスの目標とすることができる。すべての電力パルスが同一サイズ
であれば、多い電流を必要とする受信機（たとえば、低ＴＴＤの受信機）は多くのパルス
を受信し、少ない電力を必要とする受信機（たとえば、高ＴＴＤ）は少ないパルスを受信
することができる。たとえば、電力パルスが様々なサイズである（たとえば、個々のパル
スは複数の最小パルスとして表すことができる）場合、他のスキームを採用することがで
きる。
【０１６３】
　送信機では、パルス配分を算出できる前に、受信機群のすべての受信機の電力需要を認
識していなければならない。
【０１６４】
　この情報は受信機自体から得られ、収集した情報により送達される総電力とパルス配分
とを算出することができる。
【０１６５】
　なお、送信機は、どの受信機が電力を受信し、パルスを配分する必要があるかを収集し
ている。
【０１６６】
　図７は、送信機が４つの受信機Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆと通信するように構成される例示のスキ
ーム７０を示す。受信機Ａはビーコンパルス７１を送信しており、その後で受信機Ｂが２
つのビーコンパルス７２と７３を送信している。ビーコンサイクル７４毎に、送信機はこ
れらの受信機に４パルスを送信する。Ａによって送信された第１のビーコン７１の場合、
バッテリ需要を示す受信機は他にないため、Ａがすべての４パルス７５を受信する。Ｂに
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よって送信される第２のビーコン７２の場合、４つすべての受信機はほぼ同等のバッテリ
需要を表している。したがって、送信機は４つの電力パルス７６、７７、７８、７９を４
つの受信機Ｂ、Ａ、Ｃ、Ｆにそれぞれ配分する。１つの電力パルスが４つの受信機のそれ
ぞれに向かう。
【０１６７】
　１実施形態では、送信機はビーコンサイクル毎にたとえば１００パルスで送信する。送
信機は受信機間でこれらの１００パルスを割り当てる。これらの受信機のそれぞれに送信
されるパルスの数は以下のようにして算出することができる。
＃受信機ｉに割り当てられるパルス＝ｒｏｕｎｄ（（受信機ｉの需要／すべての受信機の
総需要）＊１００）
【０１６８】
　需要がＴＴＤとして表される場合、異なる配分関数が必要である。たとえば、
関数：ＴＴＤ２ＰＵＬＳＥ
ＴＴＤ値のリストをパルスカウントのリストに変換
ＧＩＶＥＮ　ＩＮＰＵＴ　ＡＲＲＡＹ＝ＴＴＤ［１．．．Ｎ］
ＣＡＬＣＵＬＡＴＥ　ＯＵＴＰＵＴ　ＡＲＲＡＹ＝ＮＵＭＰＵＬＳＥＳ［１．．．Ｎ］
ＮＯＲＭＡＬＩＳＥ＝ＳＵＭ（ＴＴＤ［１．．．Ｎ］）
ＷＥＩＧＨＴ［１．．．Ｎ］＝ＮＯＲＭＡＬＩＳＥ／ＴＴＤ［１．．．Ｎ］
ＷＥＩＧＨＴＳＵＭ＝ＳＵＭ（ＷＥＩＧＨＴ［１．．．Ｎ］）
ＰＵＬＳＲＦＡＣＴＯＲ＝ＷＥＩＧＨＴＳＵＭ／ＭＡＸＰＵＬＳＥＳ
ＮＵＭＰＵＬＳＥＳ［１．．．Ｎ］＝ＷＥＩＧＨＴ［１．．．Ｎ］＊ＰＵＬＳＲＦＡＣＴ
ＯＲ
別の最終行
ＮＵＭＰＵＬＳＥＳ［１．．．Ｎ］＝ＭＡＸ（１，ＷＥＩＧＨＴ［１．．．Ｎ］＊ＰＵＬ
ＳＲＦＡＣＴＯＲ）
【０１６９】
　この方法は、ＴＴＤとして表される各自のバッテリ需要に応じて受信機間でパルスを配
分する。
【０１７０】
　上述の２つの配分スキームは単に例である。本発明は、受信機の各自のバッテリ需要に
応じて利用可能なパルスを受信機に配分するその他の任意のアプローチに対応する。
【０１７１】
　無線電力データコントローラと送信機は複数の受信機と協働して、それらの受信機に電
力を送達する。以下のセクションでは、本発明により０、１、または２の受信機と相互作
用する送信機の１実施形態について説明する。
【０１７２】
　受信機は、送信機から電力バーストを得る時期を検出することができる。各電力バース
トは複数の電力パルスを含む。各パルスは複数の受信機のうちの１つに振り向けることが
できる。好適な１実施形態では、たとえばバースト当たり１００の電力パルスを有するが
、本発明では任意の割合が許容される。
【０１７３】
　図８は、バースト内の多数の電力パルス、すなわち１００個のパルスから成る電力バー
スト８１を示す。これらの電力パルスの２６個を９つの受信機に供給すると考える。受信
機＃１は４つの電力パルス８２を受信し、受信機＃２は７つのパルス８３を受信し、受信
機＃９は３つのパルス８４を受信する。上述したように、この受信機間のパルス配分の不
一致は、各受信機のバッテリ需要の差による。
【０１７４】
　電力パルスは特定の受信機に向けられるエネルギーを含むが、すべての電力バーストが
あらゆる活動中の受信機に対して電力パルスを含む必要はない。言い換えると、特定の受
信機は、電力パルスをその特定のバースト内に配分させないことによって電力バーストか
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ら除外することができる。
【０１７５】
　送信機は側路を使用して、ビーコン要求を受信機に通信する。これらの要求は、受信機
に自身を特定し、電力需要を表明し始めるように求める。
【０１７６】
　送信機範囲内のすべての受信機がすべてのビーコン要求を受信する。しかし、各ビーコ
ン要求は単独の受信機にのみ振り向けられる。これは、メッセージに一意の受信機ＩＤを
使用することによって達成される。範囲内の各受信機は、特定のビーコン要求が対応され
ているか否かを調べる。
【０１７７】
　２つの受信機が同時に電力を要求する場合、衝突を回避する必要がある。これは、各受
信機にあるビーコン要求を無視させ、次のビーコン要求に対応させることによって達成さ
れる。たとえば、２つの受信機の場合、一方の受信機が偶数番目の要求をスキップし、他
方の受信機が奇数番目の要求をスキップすることができる。
【０１７８】
　後述の例では、受信機がビーコンの一部として各自のバッテリ需要パケットを送信して
いると仮定する。上述したように、このアプローチは本発明の１実施形態である。他の実
施形態では、ビーコンに関係なく、受信機の側路がバッテリ需要パケットを送信する。
【０１７９】
　送信機の近傍に受信機がない第１の単純なケースについて検討する。このケースに相当
する簡易なスキーム９０を図９に示す。単独の無線電力送信機９１が一連の全般的告知（
「定時告知」）９２を時間間隔９３（たとえば、５秒毎）に放送する。最終的に近傍の受
信機を発見することを予測し、送信機は「プロキシ」と呼ばれる単独のアンテナ９４から
の定時告知９２で終了する。特別なアンテナプロキシ９４は送信機９１におけるアンテナ
９５のクラスタの一部である。定時告知９２は可能な受信機「クライアント」９６によっ
て受信され得る。通信スキーム９０は、受信機が存在しない、あるいは対応する電力を有
していないケースの例とみなされる。どちらの場合も、受信機から信号が戻らない。
【０１８０】
　図１０は、送信機－受信機通信の別の例を示す。通信スキーム１００では、クライアン
ト受信機９６は最終的には環境に現れない。受信機は「定時告知」９２を受信し、ランダ
ムな時間待機し「ランダム中断」１０１、「不足です」メッセージ１０２で応答する。こ
の通信スキーム１００では、送信機は、（「不足です」メッセージの内容から）送信者が
電力の受信を認可しないと決定する。この場合、送信機９１は「助けられません」メッセ
ージ１０３で返答する。クライアント受信機９６はこのメッセージを受信し、送信機とそ
の構造修正レベルを応答不可とマークする。これにより、再構成されるまで、クライアン
ト受信機９６は再度送信機９１に不要に接触せずにすむ（受信機が電力を受信する新たな
認可を受けたときに再構成が行われる可能性がある）。
【０１８１】
　図１１は、送信機－受信機通信の別の例を示す。通信スキーム１１０は、クライアント
受信機９６を送信機の認可受信機リストに無事導入できた状態を示す。上述したように、
受信機は「定時告知」９２を受信し、ランダムな時間「ランダム中断」１０１待機し、「
不足です」メッセージ１０２で応答する。この受信機の場合、送信機９１は、受信機に実
際に電力受信を許可すると判定する。この場合、送信機９１は利用可能な受信機ＩＤのプ
ールから選択された受信機ＩＤで応答する。いったんこの受信機ＩＤが選択されれば、（
順序は無関係であり、異なっていなければならない）、たとえば図１１に示す通信スキー
ム１１０では、「クライアント＃３です」１１１と受信機に告知する。
【０１８２】
　受信機はこのメッセージを受信し、「マイストーリー」メッセージ１１２を返す。１実
施形態では、このメッセージがバッテリ定格パケットである。このパケットは、送信機９
１によって受信機ＩＤを割り当てられた後でコンパイルされ、受信機によって送信される
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。
【０１８３】
　いったん送信機９１はこのパケットを受信すれば、どのように受信機を取り扱うかを判
定し、「ビーコンを送信してください」メッセージ１１３を受信機に送信する。
【０１８４】
　図１２に示す例示の通信スキーム１２０は、首尾よく認可されたクライアント受信機９
６が、到達範囲内に受信機を有していない送信機９１と相互作用するケースについて説明
する。
【０１８５】
　送信機の「ビーコンを送信してください」メッセージ１１３を受信すると、クライアン
ト受信機９６は第１のビーコン１２１を送信する。第１のビーコン１２１は、送信機アレ
イのあらゆるアンテナに、そのアンテナで受信機の信号の正確な位相角を判定させる。こ
れにより、送信機９１のすべてのアンテナは位相情報を捕捉し、クラスタ内の各アンテナ
の位相角の複素共役行列を算出することができる。後で、これらの位相角は、それらすべ
てのアンテナから受信機に戻す無線電力１２２の単独パルスを送信するのに使用すること
ができる。
【０１８６】
　すべてのアンテナ素子から戻る送信の位相角は、受信機の受信アンテナの位置（設計に
よって他のどこでもない）を通過する際にピークになるように構成されている。このため
、エネルギーを取得し、そこから電力を得るように設計された回路を有する受信機に電力
パルスを提供することができる。
【０１８７】
　受信機がバースト内の１つまたはそれ以上の電力パルスを受信したと検知すると、第２
のビーコン１２３を送信し、次いで別の電力バースト１２４を受信する。この相互作用は
、送信機９１が電力バーストの送達を停止するまで継続される。
【０１８８】
　「ビーコン送信」モードの受信機が不明の電力パルスを検知すると、送信機プロキシか
らの別の「ビーコンを送信してください」コマンド１２５を待つ。「ビーコンを送信して
ください」コマンド１２５は「１つのビーコンを送信してください」を意味し、スキップ
係数も有する。スキップ係数は、あらゆる電力パルスにビーコンで応答せず、ビーコンを
送信する前にいくつかの数の電力パルスをスキップするように受信機に命じる。
【０１８９】
　次に、少なくとも２つの受信機がビーコン要求を待つ場合について検討する。図１３に
示す通信例１３０では、通信が、１つの送信機９１と「Ａ」と称する１つのクライアント
受信機１３１との相互作用によって開始される。クライアント受信機Ａ１３１は電力バー
スト１３２を検出し、０スキップ係数で別のバーストを要求するビーコン信号１３３を送
信している。
【０１９０】
　送信機９１は別の「定時告知」１３４を送信する時点を発見する。「定時告知」１３４
を受信する第２のクライアント受信機Ｂ１３５（たとえば、受信機＃６）はランダムな期
間遅延させ「ランダム中断」１０１、その要求に「不足です」メッセージ１０２で応答す
る。
【０１９１】
　この時点で、送信機９１は、第２のクライアント受信機Ｂ１３５が電力パルスの受信を
許可されると判定する。したがって、無線送信機９１は空いた受信機ＩＤプールから別の
受信機ＩＤを選択し、プロキシ９３を使用して「受信機＃６です」メッセージ１３６を送
信する。
【０１９２】
　この期間中、クライアント受信機Ａ１３１はビーコンメッセージ１３３を送信し、それ
に応じて別の電力バーストを予測する。送信機は第２のクライアント受信機Ｂ１３５を設
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定しているため、このビーコンは無視される。クライアント受信機Ａ１３１は不明の電力
バーストに気づき、モードを変更する。要請される代わりにビーコンを送信することによ
って、この新しいモードは送信前にビーコン要求を待つ。また、新しいモードは応答前に
構成可能な数のビーコン要求をスキップする。
【０１９３】
　「受信機＃６です」メッセージ１３６を受け取った直後の第２のクライアント受信機Ｂ
１３５（受信機＃６）に戻ると、自身の「マイストーリー」メッセージ１３７を送信する
ことによって応答する。第２のクライアント受信機Ｂ１３５（受信機＃６）からこのパケ
ットを受信するとき、無線電力送信機９１は電力供給を必要とするクライアント受信機Ａ
１３１およびクライアント受信機Ｂ１３５の２つの活動中のクライアント受信機を有して
おり、どちらもビーコン要求を待っている。
【０１９４】
　引き続き図１３に示す通信例１３０で、送信機９１が要請し、２つの活動中のクライア
ント受信機（クライアント受信機Ａ１３１およびクライアント受信機Ｂ１３５）のそれぞ
れからビーコン要求を受信した直後、２つのビーコンはすべてのアンテナの位相関係を設
定するため、電力パルスを所望するどちらの受信機にも向けることができる。両受信機は
（電力バースト内のどこかからの）電力パルスを待っており、第１の電力バーストを無視
することを予期してビーコンを返さない。まるで両者とも一直線に並んでいると考えてい
るようである。
【０１９５】
　一方の受信機を他方の受信機に先行させる方法が必要であるため、一方は奇数のバース
トにビーコンを返し、他方は偶数のバーストにビーコンを返す。さもなければ、両者とも
奇数の（または偶数の）バーストに応答し、それらのビーコンが干渉する。ある受信機に
バーストを無視させる方法は、その受信機に対してバースト内にパルスを持たないことで
ある。したがって、図１３に示すように、電力バースト全体がパルスを検出するクライア
ント受信機Ａ１３１のみに向けられて、それに応じて送信するビーコンをスキップする。
第２のクライアント受信機Ｂ１３５（受信機＃６）はその電力バースト内の電力パルスを
受信しないため、第１の電力バーストを待ち続ける。第２のクライアント受信機Ｂ１３５
（受信機＃６）は第１の電力バーストをスキップする準備を整えている。
【０１９６】
　次に、電力パルス１３８を含む第２の電力バーストがクライアント受信機Ａ１３１と第
２のクライアント受信機Ｂ１３５（受信機＃６）の両方に送信される。両受信機は自身の
スキップ状態を調べ、クライアント受信機Ａ１３１は既に十分にスキップしていると分か
り（一度）、第２のクライアント受信機Ｂ１３５（受信機＃６）はまだスキップしていな
いと分かる。したがって、無線電力送信機は、現在奇数番目の電力バーストをスキップし
ているクライアント受信機Ａ１３１からビーコンを受信する。次の電力バーストは偶数ま
たは奇数であり、使用するよう命令されている一方のスキップ係数に基づきクライアント
受信機Ａ１３１または第２のクライアント受信機Ｂ１３５（受信機＃６）からビーコンを
受信する。
【０１９７】
　２つ以上のスキップ係数を使用することができる。３つの受信機の場合、たとえば、２
つのスキップ係数は、各受信機に対して、あとの２つの受信機のいずれかがビーコンを受
信しているときにはビーコンの送信をスキップさせる。このスキームは複数の受信機で機
能することができるが、各受信機からのビーコンの障害なしでの受信に依存する。
【０１９８】
　別の実施形態では、受信機および送信機は、送信機に認識する受信機からのビーコンを
要求させてスキップ係数を不要にすることによって相互作用することができる。受信機は
自らを説明するデータパケット（「マイストーリー」）で「定時告知」に応答する。その
受信機を指名する特定のビーコン要求は、送信機が決定するときは常に対応することがで
きる。いったん受信機がビーコンで応答すれば、受信機は次の電力バースト内のパルスか
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ら電力を受信する。各受信機に順番を待たせるのではなくビーコン送信を要求することに
時間を費やさなければならないため、効率の悪いプロトコルである。
【０１９９】
　好適な実施形態では、データコントローラによって送信機に供給される正規化バッテリ
需要データはＴＴＤである。このため、送信機は、瞬時ＴＴＤ、平滑化ＴＴＤ、予測ＴＴ
Ｄを含むＴＴＤにより受信機を比較することができる。
【０２００】
　別の実施形態（「１Ｂｉｔディレクティブ」）では、需要データが「１」または「０」
である。「１」は多い電力（「電力増」）に相当し、「０」は少ない電力（「電力減」）
に相当する。この別の実施形態はバッテリ需要に関しては情報の程度は低いが、複雑でな
いために好適な実施形態では有利である。
【０２０１】
　１Ｂｉｔディレクティブでは、受信機が貯蔵バッテリ電流の符号（＋または－）を監視
し、電流がバッテリから流出しているときに電力増を要求し、電力がバッテリに流入して
いるときに、電力減を要求する。
【０２０２】
　また、受信機は、最大充電量を超過したときと、充電状態が「フル」（たとえば、１０
０％または９０％超）のときに電力減を要求する。
【０２０３】
　受信機のタスクは、以下のようにプログラム設計言語（ＰＤＬ）で表すことができる。
バッテリ電流＞０ならば
バッテリ電流＞最大充電量ならば
「電力減」を要求
もしくは
充電状態＝フルならば
「電力減」を要求
もしくは
「電力増」を要求
ｉｆ文終わり
ｉｆ文終わり
「電力増」を要求
ｉｆ文終わり
【０２０４】
　上記のコードは、最大充電量を超過する、あるいは充電状態がフルになるまで電力需要
を増加させる。これは消費量の変動に関係なく実行される。コード断片は、ビーコンにつ
き１回のみ動作させる必要がある。電子回路は当該技術において既知な回路設計技術を用
いてこのコードを容易に実行することができる。
【０２０５】
　最小パケットは、開始バイト、受信機ＩＤ、おそらくは１つまたは２つのメッセージ種
を含む必要な分だけを含む。メッセージ種は予め割り当てられた数字となる。通常、これ
らの数字はメッセージのデータセクションの特定レイアウトを指す。
【０２０６】
　１つの可能性は、データセクションに１ビットのレイアウトを有することである。この
１ビットは電力増または電力減ディレクティブを担持する。もしくは、ヘッダは、データ
セクションにデータビットの存在しないメッセージレイアウトを採用することができる。
その代わりに、メッセージ種自体が電力増または電力減ディレクティブを担持する。
【０２０７】
　パケットが、開始バイト、受信機ＩＤ、メッセージ種バイト、データバイトのうち１つ
またはそれ以上を備える。
【０２０８】
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　開始バイト：これはたとえば「０ｘＡ５５Ａ」を含む２バイトとなり、稀な長いシーケ
ンスとなる場合がある。
【０２０９】
　受信機ＩＤバイト：この受信機ＩＤは一意であるものなら何でもよい。ＩＥＥＥ８０２
フォーマットでは、特定の受信機が０１：２３：４５：６７：８９：ＡＢを有すると仮定
する。しかし、この種のＩＤはビーコンにとっては長すぎる。上述のプロトコルにより、
受信機ＩＤが無線電力送信機によって割り当てられる。１バイトは２００超の受信機を一
意に特定することができる。この例の場合、バイト「０ｘＡＢ」が選択されている。
【０２１０】
　メッセージ種：１Ｂｉｔディレクティブレイアウトを伝達するために割り当てられる２
バイトとなる。効率的なのは、無関係な頻繁に使用されるメッセージ種の電力増および電
力減バージョンを有することである。もしくは、メッセージ種０ｘ６２をレイアウトに１
ビットのデータを有する１Ｂｉｔディレクティブ用のメッセージ種とする。
【０２１１】
　データバイト：別の１Ｂｉｔディレクティブ実施形態では、パケットはデータバイトを
含む。最小カウントは１バイトとなる可能性が高いため、電力増を「０ｘ０１」、電力減
を「０ｘ００」と符号化することができる。このため、送信されるのに必要な１ビットの
情報よりも多く担持される。
【０２１２】
　１Ｂｉｔディレクティブメッセージ（１６進法で）の例は「Ａ５　５Ａ　ＡＢ　６２　
０１」である。
【０２１３】
　このメッセージは２つの開始ビット「Ａ５」および「５Ａ」として分割され、その後に
（無線電力送信機によって割り当てられた）受信機ＩＤ「ＡＢ」とメッセージ種「６２」
が続く。＃６２メッセージ種は、最小桁位置（最も右）に単独ビットを含む単独バイトを
有することが既知である。メッセージ６２を抽出するコードは以下の通りである。
電力増＝（「０ｘ０１」＝＝ペイロード（Ｏ））
【０２１４】
　ペイロードは、受信機ビーコンのデータ部分から受信されるバイトアレイである。ゼロ
オフセットで１つのみのペイロードバイトである。ペイロードが「０ｘ０１」に等しけれ
ば、要求される電力増は真である。もしくは要求される電力増は偽である（実際には要求
される電力減であり、このスキームでは等価である）。
パケット内容の概要は以下の通りである。
受信機＃      通信する受信機の受信機ＩＤ
電力増 求める電力増の真偽
【０２１５】
　この情報は、各受信機の要求を追跡する送信機に供給される。
【０２１６】
　１ビット増／減信号がビーコン毎に受信機によって送信される場合、その結果はパルス
幅変調フィードバック信号に類似すると考えられる。
【０２１７】
　プログラム設計言語（ＰＤＬ）フォーマットでは、送信機は以下の手順を実行する。
受信機毎に、
電力増［受信機］ならば
パルス数［受信機］を増加
もしくは
パルス数を減少［受信機］
ｉｆ文終わり
次の受信機
【０２１８】
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パルス数［受信機］は、送信機が現在受信機に割り当てている電力パルスの数である。
【０２１９】
　１実施形態では、領域内のすべての受信機からたとえば秒当たり１００ビーコン、ビー
コンサイクル当たり１００パルスを得る（他のカウントも可能であり、１００は計算しや
すい例として選んだ）。
【０２２０】
　秒当たり１００ビーコンの場合、単独の受信機が電力増を要求することができる。それ
に応じて、送信機は秒当たり０～１００パルスと電力を円滑に増減させる。適切な保護に
より、「増加」および「減少」コードが１００パルスの配分を超過するのを防止すること
ができる。たとえば２０の受信機が競合する場合、この例では各受信機が５秒内の範囲を
カバーする。これは十分な応答時間である。
【０２２１】
　いったん送信機が各受信機に割り当てられたパルス数を知ると、割り当てられたパルス
の総数（「総パルス」）が利用可能なパルス以下であれば、送信機は以下のようにパルス
を配分する。
パルス＝Ｉ
受信機毎に、
（Ｉ＝０；Ｉ＜パルス数［受信機］；Ｉ＋＋）
受信機のパルス［パルス＋＋］＝受信機
次のＩ
次の受信機
【０２２２】
　これは、バースト内の第１の電力パルスからパルスを配分することから開始される。コ
ードは受信機リストを一通り通過し、続く各受信機に受信機に割り当てられるパルス数を
配分する。
【０２２３】
　パルス配分の１Ｂｉｔディレクティブアプローチは「ランプ・ディザ」とも称すること
ができる。たとえば、携帯電話が送信機近傍で一晩中未使用のままであれば、朝にはバッ
テリはフル充電されている。パルス数は受信機においてほぼゼロの電力をうろついている
。
【０２２４】
　朝に携帯電話の電源を入れると、バッテリ電流はすぐに携帯電話回路から流出し始め、
電力増を要求する。これらの要求は、送信機電力レベルが受信機電子部品からの需要を超
過するほど十分に上昇し、電力減の要求が発生するまで継続する。
【０２２５】
　送信機では、その受信機用のパルス数がある値まで増加し、その後、ちょうど必要な電
力を供給するレベルをうろつく。増加プロセスが長すぎると、充電状態はもはや「フル」
を示さず、充電状態が「フル」に戻るまで追加の電力増を要求する。
【０２２６】
　送信機では、総パルスは利用可能な総数（たとえば、上記の例では１００パルス）を超
える。要求される総数を低減させるいくつかのアプローチが可能である。
【０２２７】
　あるアプローチでは、総パルスをたとえば１００の係数で割り、「除算係数」を得る。
次に、各受信機用のパルス数をその係数で割って、送信される実際のパルス数を決定する
。この結果、すべての受信機が同等に電力不足となり、いくらかの受信機にとっては問題
である。
【０２２８】
　まもなくすべての電力不足の受信機が全１００パルスを要求する。この結果、すべての
受信機が同量の電力を受信し、一部の受信機に問題が生じることがある。しかしながら、
たとえば２０の受信機が利用可能な総無線電力の２０分の１を受け取ることは妥当な応答
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である。
【０２２９】
　別のアプローチによると、コードがリストを反復的に通過して、総数が１００になるま
ですべての受信機の配分から１を減じる。この例では、１０ミリ秒のバーストの電力パル
スを送信することができる。
【０２３０】
　改良点は、どの受信機の配分も１パルス未満にさせないことである。さらなる改良は、
ローカルバッテリなどの内部貯蔵のないユニットの配分を格下げしないことである。この
「無バッテリ」状態は各受信機にとって既知であり、「降格可能」コードなどでテストす
ることができる。
Ｗｈｉｌｅ総パルス＞１００
受信機＝次の（受信機）
総パルス＞１００ならば
降格可能［受信機］ならば
パルス［受信機］＝Ｍａｘ（１，
パルス数［受信機］－１）
総パルスを再度算出
ｉｆ文終わり
ｉｆ文終わり
Ｗｅｎｄ
【０２３１】
　これにより、格下げすることができるが同等にそうされるすべての受信機の電力を不足
させる。内部貯蔵のない受信機は、必要な応答である要求するすべての電力を受信する。
欠点の１つは、受信機がもはやバッテリを再充電しないためグレースフルな故障モードを
引き起こすことである。
【０２３２】
　しかしながら、ＲＦ吸収環境に囲まれる送信機と多数の要求する受信機とは圧倒されて
、消費量が多い受信機は放電させられることもある。送信機が供給できるよりも多くの電
力を要求されていることを送信機所有者に何らかの表示を行うことができる。
【０２３３】
　予測バッテリ需要を採用する本発明の実施形態は、上述の他の実施形態よりもずっと詳
しい分析を実行することができる。予測使用量が最近の使用（たとえば、瞬時バッテリ需
要と平滑化バッテリ需要）ではなく送信機に依存する場合、受信機の差別化特徴がより重
要となる。
【０２３４】
　以下、これらの異なる受信機特徴と電力使用別の受信機種類の分類とを説明する追加の
パラメータについて説明する。この情報の目的は、送信機が、送信機の供する受信機のよ
り豊富な収集モデルを可能にすることである。
【０２３５】
　この豊かな予測モデリングを実行し、電力バースト内のパルス配分のためこのモデルに
依存する主な利点は、電力バースト送達の各サイクルで送信機が必要とする計算量を低減
することである。
【０２３６】
　受信機電力使用の先験的モデルに依存する欠点は、実際の使用がモデルから大幅に逸脱
するときに生じる。
【０２３７】
　上述のバッテリ需要メトリックとバッテリ定格メトリック以外にも、予測モデリングは
追加パラメータを使用して最適化される。
【０２３８】
　後述の予測パラメータは、各種受信機に送信される一連の電力パルスを予定し、各受信
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機に特別に調整した電力レベルを提供するのに十分である。すべての受信機から送信機へ
これらのパラメータが入手可能である場合、送信機がその値を使用して、利用できる電力
パルスの最適な配分を決定することができる。
【０２３９】
　各受信機は、受信機に電力を供給し、バッテリ（１つの場合）を再充電するのに必要な
いくつかの電力パルスを受信することで、受信機が無線電力を受信すると予測する時間内
に、バッテリサイズまたは現在の充電レベルに関係ないが、安全な再充電速度で、予測さ
れる将来の短時間の使用をカバーする。
【０２４０】
　いくつかの受信機は、常に送信機近傍の棚に搭載される。他の受信機、特に携帯型受信
機は、遠隔位置で無線電力にアクセスして使用されることがない。携帯型受信機の中には
１日のうち短時間だけ無線電力にアクセスするものもあれば、定期的に夜通しアクセスす
るものもある。
【０２４１】
　以下の電力可用性パラメータは、受信機の無線電力へのアクセスを特徴付ける。
無線利用可能電力     ［．．．］分／日
無線電力アクセスの平均期間  ［．．．］分
電力アクセスセッションの回数       ［．．．］１日あたり
【０２４２】
　好ましくは、これらのパラメータも収集されて、受信機自体に保持される。
【０２４３】
　少ない電力を引き出す無線電力受信機もあれば、多い電力を引き出す無線電力受信機も
ある。ある受信機は１日中動作し続けるために継続的に電力を引き出すが、別の受信機は
人が使用するとき、あるいはセンサ（または他の受信機）が始動するときのみ電力を引き
出す。それらの間欠的に電力を使用する受信機は通常、電力消費の短期または長期セッシ
ョンを有し、残りの時間は非常に小さな待機電力しか消費しないか、全く電力を消費しな
い。
【０２４４】
　以下の電力消費パラメータは無線電力受信機の電力消費を特徴付ける。
基準電力消費  ［．．．］ワット
期間   ［．．．］分／日
基準電力消費セッションの平均期間   ［．．．］分
電力消費セッションの回数    ［．．．］１日あたり
【０２４５】
　好ましくは、これらのパラメータが測定され、受信機自体に保持されて、電力パルスの
配分を企画する際に送信機へオンデマンドで送信される。
【０２４６】
　いくつかの受信機は送信機からの電力を管理することを望む場合があるため、追加の需
要パラメータを含めることができる。
このレベルの電力を供給してください ［．．．］ワット
送信機が自身で判断する      ［Ｙ／Ｎ］
【０２４７】
　１アプローチでは、要求される電力レベルがこのフィールドでは「Ｎ」で、そのフィー
ルドでは「Ｙ」で要求される約束が確立され、送信機は受信機に供給される電力レベルを
選択することができる。
【０２４８】
　電力可用性および消費パターンによって分類される異なる種類の受信機は、異なる種類
の予測パラメータを生成する傾向がある。
【０２４９】
　自身で電力を貯蔵する手段を持たない受信機は、無線電力源によって常時十分な電力を
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供給されなければならない。これらの受信機の位置は常時ソースに認識されるため、無線
電力を受信機の位置に向けることができる。主要電力が停電などの延長期間遮断された後
でも、送信機は位置データを保持することができる。したがって、完全に従属した受信機
のすべての位置情報は送信機の不揮発性記憶装置に記憶される。これらの受信機は、通常
はゼロである「総エネルギー貯蔵容量」パラメータによって特定することができる。その
１例が、給湯器を通って水を循環させることによってパイプ内の水を保温する電気水ポン
プである。
【０２５０】
　常に稼働中でなければならない受信機には、送信機または大型のバックアップバッテリ
が常時十分な電力を供給しなければならない。これは完全従属受信機と似た種類の受信機
であるが、異なる点としてこうした受信機は通常、利用可能なときに送信機から確実に電
力を受信するため、ビーコンに電力を供給するローカルエネルギー貯蔵装置を有する。考
えられる例が、停電中に使用するバッテリバックアップを備えた酸素濃縮器（呼吸を助け
る医療用受信機）である。
【０２５１】
　枯渇した受信機は既に自身の電力備蓄を使い尽くしており、強制的に機能停止される。
これらの受信機は、迅速に再充電するために優先的に高電力パルスを受信するが、特別な
処理を必要とする。
【０２５２】
　通常、受信機によって送信されるビーコン信号は近傍の無線電力源によって受信され、
その後、その受信機の位置に電力を送信することによって応答するために特別処理が必要
となる。これらの受信機は携帯型受信機であるため、位置が分からない。枯渇した受信機
はビーコンを生成するのに利用可能な電力を有していない。よって、近傍の送信機が受信
機を感知することができる。ビーコンが「受信機を電源に移動させる」代わりに、受信機
を電源に移動させなければならない。
【０２５３】
　この場合、備蓄電力のない受信機は、無線電力を常に供給される少なくとも１つの特定
位置を有することによって取り扱うことができる。枯渇した受信機がこの「復活スポット
」に配置されると、ビーコンを生成できるようになるまで無線電力が受信機に供給される
。この時点で、受信機の使用がすぐに要求される場合、無線電力源の到達範囲内にいる限
り、受信機は充電されながら使用することができる。受信機が迅速充電要件と共に高電力
を必要とする場合でも、送信機は、受信機がその範囲にいる間は受信機の充電と給電に十
分な電力を供給することができると予想される。
【０２５４】
　備蓄電力がほぼ枯渇した受信機は、無線電力フィールドに入ると充電され始める。これ
は、ビーコン信号が、受信機に給電可能な送信機によって検知されると発生する。これら
の受信機は、動作するのに十分な電力を有する他の受信機よりも優先的に電力を供給され
る。現在の予備容量パラメータがこれらの受信機にとって重要であるため、迅速充電電力
パルス列を供給することができる。
【０２５５】
　高電力要件を有する受信機は、電力需要の少ない受信機よりも利用可能な電力ポールか
ら大きな電力スロットを配分されなければならない。技術が成熟するにつれ、より多くの
電力が供給可能になる。ヘアドライヤーなどの連続的な高電力要件を有する受信機は、使
用中に安定的な配分を必要とする。送信機が容量の限界近くの電力を供給しているとき、
一部の受信機は変動する電力レベルを許容することができ、必要に応じて総電力出力から
の負荷を享受する。この良い例が車庫で充電する電気自動車である。悪い例は、無線電力
源の制限された容量に対処するため、ランダムに低温状態へ後退するように見えるヘアド
ライヤーである（ヘアドライヤーは大半のユーザによって欠陥品とみなされる可能性が高
い）。「基準電力消費」パラメータはこれらの受信機を特定するのに重要である。ヘアド
ライヤーは、たとえば「判断なしに１０００Ｗをすぐに供給してください」という状態を
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主張することを望むかもしれない。
【０２５６】
　ラジオやテレビなどの受信機の中には常時使用し続けるものがある。上述したように、
このような常時オンの受信には、電力スロットの安定配分を提供する必要がある。「基準
電力消費セッションの平均継続期間」が、これらの受信機を特定する際に重要である。
【０２５７】
　１日中酷使される受信機もあれば、同じ型番でもあまり使用されない受信機もある。２
つの同一の携帯電話を、一方を常に電話を手元に置いている株式仲買人、他方を退職者が
所有すると仮定する。両者とも残量容量が５０％のバッテリで、パブリックアクセス送信
機に共に到達することができる。つまり、一方の予備容量が４時間分、他方の予備容量が
４日分という可能性がある。受信機は予備容量だけでなく基準使用のレベルおよび分／日
を報告する。この情報が送信機に提供されれば、株式仲買人の電話がより多くの電力を受
信したとしても、両者とも８０％の予備容量を残しておくことができる。
【０２５８】
　制限された、あるいは間欠的な使用パターンを有する受信機もある。テレビのリモコン
は、１日に数時間、頻繁にだが間欠的に使用される場合がある。スタッドファインダーは
数年毎にしか使用されないことがある。この種の受信機は、ある放電レベルに達したとき
のみ再充電するのが最適であろう。いくつかのバッテリ技術－特にニッカド電池は、連続
的に充電器に保持されると適切に反応しない。送信機の使用する適切なアルゴリズムはこ
れらのバッテリをうまく扱い、必要に応じて充電することができる。
【０２５９】
　家庭によっては、家庭用インターホンをあまり使用しない。設計者がインターホンの無
線電力の使用を予測する場合、１つまたは２つのビーコンを送信するだけで十分な超小型
バッテリを使用することができる。インターホンの使用が求められる場合は常に「すぐに
１００ｍＷを供給してください」の更新を送信することができる。
【０２６０】
　エレクトロルミネセント夜間灯はバッテリなしで点灯を維持させることができ、秒当た
りに供給される電力パルスの平均数を変動させることで照度を制御することができる。
【０２６１】
　動作センサと壁掛け時計は無線電力の範囲外に移動しない。
【０２６２】
　無線電力が近傍にない物置に保管される真空掃除機の場合、バッテリが再充電を必要と
したときに無線電力受信機がビーパの電源を入れることができる。その後、受信機は使用
中であっても、（無線電力源の近傍の）筐体に運ばれて再充電させることができる。電力
パルス配分装置はたとえば、低「無線利用可能電力０分／日」や「現在予備容量４％」を
示し、「本バッテリの最大連続充電量」によって制限される適切な高電力ラッシュを算出
する。
【０２６３】
　遠隔地に保管される受信機の場合、状態中継器により、受信機は送信機にバッテリ充電
レベルを送信することができる（中継器はデータを無線電力送信機に再送信するだけで、
電力を受信機に再送信しない）。次いで、送信機は、遠隔受信機が充電を必要とすること
をユーザに通知する。遠隔状態中継器は電力線通信またはＷｉｆｉを使用して、送信機が
受信機と通信するのに使用するのと同じ無線通信技術によって送信機と通信することがで
きる。
【０２６４】
　本発明をいくつかの実施形態を参照して説明したが、変更、修正、変形、置換の等価物
も本発明の範囲に含まれる。これらの変更の多くは単独で、または様々な組み合わせで実
行することができる。
【０２６５】
　なお、本発明の方法と装置を実現する手段は他にも多数ある。したがって、以下の添付
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の請求項は、本発明の真の精神と範囲に属するすべての変更、修正、変形、置換の等価物
を含むものと考えられる。
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