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(57)【要約】
【課題】　検知コイルすなわち磁気結合素子の近くに存
在する異物を、センサを新たに設けることなく検知し、
かつ検出の精度を向上させる。
【解決手段】　複数のコイルＬ３１，Ｌ３２で構成され
る１又は複数の磁気結合素子Ｌ３と、その磁気結合素子
Ｌ３を構成する複数のコイルＬ３１，Ｌ３２のうちの少
なくとも１つのコイルの近傍に配設されている位置決め
部Ｋ２１，Ｋ２２と、磁気結合素子Ｌ３もしくは磁気結
合素子Ｌ３を少なくとも含む回路Ｌ３，Ｃ３に関する電
気的なパラメータを測定し、その電気的なパラメータの
変化から、磁束によって発熱しうる異物の有無を判定す
る検知部と、を備える。
【選択図】　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコイルで構成される１又は複数の磁気結合素子と、
　前記磁気結合素子を構成する複数のコイルのうちの少なくとも１つのコイルの近傍に配
設されている位置決め部と、
　前記磁気結合素子もしくは前記磁気結合素子を少なくとも含む回路に関する電気的なパ
ラメータを測定し、前記電気的なパラメータの変化から、磁束によって発熱しうる異物の
有無を判定する検知部と、を備える
　検知装置。
【請求項２】
　前記電気的なパラメータは、前記磁気結合素子もしくは前記磁気結合素子を少なくとも
含む回路のＱ値である
　請求項１に記載の検知装置。
【請求項３】
　前記位置決め部は、前記磁気結合素子を構成する複数のコイルのうちの少なくとも１つ
のコイルの内側に配置されている
　請求項２に記載の検知装置。
【請求項４】
　外部への磁束漏れを低減させるとともに、前記１又は複数の磁気結合素子と前記位置決
め部との位置関係を保持可能である磁気遮蔽材、を更に備える
　請求項３に記載の検知装置。
【請求項５】
　前記位置決め部の少なくとも一部が磁性材である
　請求項４に記載の検知装置。
【請求項６】
　非接触給電に用いられる非接触給電用コイル、を更に備え、
　前記位置決め部により、前記磁気遮蔽材上における前記１又は複数の磁気結合素子と前
記非接触給電用コイルとの位置決めがなされる
　請求項４に記載の検知装置。
【請求項７】
　前記１又は複数の磁気結合素子を構成する複数のコイルのうち少なくとも２以上のコイ
ルの近傍に設けられた、磁性材からなる位置決め部について、各位置決め部の磁性材の透
磁率の実部、透磁率の虚部、ＸＹＺ方向の最外寸法、ＸＹＺ方向の配設位置、配設数量の
うちの少なくとも１つ以上を互いに異ならせた
　請求項５に記載の検知装置。
【請求項８】
　前記磁性材が、透磁率の虚部の値よりも透磁率の実部の値の方が大きい磁性材である
　請求項５に記載の検知装置。
【請求項９】
　前記位置決め部の磁性材の最外寸法が、前記１または複数の磁気結合素子を構成する複
数のコイルのうちの少なくとも１つ以上のコイルの最外寸法よりも小さい
　請求項７に記載の検知装置。
【請求項１０】
　前記位置決め部の磁性材の最外寸法が、前記１または複数の磁気結合素子を構成する複
数のコイルのうちの少なくとも１つ以上のコイルの最内寸法よりも小さい
　請求項９に記載の検知装置。
【請求項１１】
　前記１又は複数の磁気結合素子は、前記複数のコイルが電気的に接続されており、前記
複数のコイルのうちの少なくとも１つ以上のコイルから生じる磁束の向きと、前記複数の
コイルのうちの残りのコイルから生じる磁束の向きとが、互いに略逆方向である
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　請求項１に記載の検知装置。
【請求項１２】
　前記１又は複数の磁気結合素子を構成する複数のコイルが、電気的に直列、並列、又は
直列と並列を組み合わせて接続された構成である
　請求項１に記載の検知装置。
【請求項１３】
　前記磁気結合素子を少なくとも含む回路が、共振回路である
　請求項１に記載の検知装置。
【請求項１４】
　複数のコイルで構成される１又は複数の磁気結合素子と、
　前記磁気結合素子を構成する複数のコイルのうちの少なくとも１つのコイルの近傍に配
設されている位置決め部と、
　前記磁気結合素子もしくは前記磁気結合素子を少なくとも含む回路に関する電気的なパ
ラメータを測定し、前記電気的なパラメータの変化から、磁束によって発熱しうる異物の
有無を判定する検知部と、を備える
　受電装置。
【請求項１５】
　給電先との非接触給電に用いられる送電コイルと、
　複数のコイルで構成される１又は複数の磁気結合素子と、
　前記磁気結合素子を構成する複数のコイルのうちの少なくとも１つのコイルの近傍に配
設されている位置決め部と、
　前記磁気結合素子もしくは前記磁気結合素子を少なくとも含む回路に関する電気的なパ
ラメータを測定し、前記電気的なパラメータの変化から、磁束によって発熱しうる異物の
有無を判定する検知部と、を備える
　送電装置。
【請求項１６】
　電力を無線により送電する送電装置と、該送電装置からの電力を受電する受電装置を含
んで構成され、
　前記送電装置又は前記受電装置の少なくともいずれかにおいて、
　非接触給電に用いられる非接触給電用コイルと、
　複数のコイルで構成される１又は複数の磁気結合素子と、
　前記磁気結合素子を構成する複数のコイルのうちの少なくとも１つのコイルの近傍に配
設されている位置決め部と、
　前記磁気結合素子もしくは前記磁気結合素子を少なくとも含む回路に関する電気的なパ
ラメータを測定し、前記電気的なパラメータの変化から、磁束によって発熱しうる異物の
有無を判定する検知部と、を備える
　非接触給電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、他の磁気結合素子や異物などと磁気的に結合する磁気結合素子、その磁気結
合素子を利用した装置（磁気結合装置）及びシステム（磁気結合システム）に関する。
　特に、非接触給電システムを構成する非接触給電装置と電子機器との間に磁束によって
発熱しうる異物（金属、磁性体、磁石など）が混入したことを検知する、検知装置、受電
装置、送電装置、非接触給電システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば携帯電話機や携帯音楽プレーヤー等のＣＥ機器（Consumer Electronics D
evice：民生用電子機器）に対し、非接触に電力供給（電力伝送）を行う給電システム（
非接触給電システムあるいは非接触電力伝送システムなどと呼ばれる）が注目を集めてい
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る。これにより、ＡＣアダプタのような電源装置のコネクタをＣＥ機器に挿す（接続する
）ことによって充電を開始するのではなく、電子機器（２次側機器）を充電トレー（１次
側機器）上に置くだけで充電を開始することができる。すなわち、電子機器と充電トレー
と間での端子接続が不要となる。
【０００３】
　このようにして非接触で電力供給を行う方式としては、電磁誘導方式がよく知られてい
る。また、最近では、共鳴現象を利用した磁界共鳴方式と呼ばれる方式を用いた非接触給
電システムが注目されている。
【０００４】
　磁界共鳴方式を用いた非接触給電システムでは、共鳴現象という原理を利用して、電磁
誘導方式よりも距離を離した機器間で電力伝送することができるという利点がある。また
、給電元（送電コイル）と給電先（受電コイル）との間で多少軸合わせが悪くても伝送効
率（給電効率）があまり落ちないという利点がある。ただし、この磁界共鳴方式及び電磁
誘導方式のいずれも、給電元（送電コイル；磁気結合素子）と給電先（受電コイル；磁気
結合素子）との磁気結合を利用した非接触給電システム（磁気結合システム）であること
には変わりない。
【０００５】
　ところで、非接触給電システムにおいて重要な要素の一つに、磁束によって発熱しうる
金属、磁性体、磁石などの異物の発熱対策がある。電磁誘導方式又は磁界共鳴方式に限ら
ず非接触で給電を行う際、送電コイルと受電コイルとの間隙内に異物が混入すると、その
異物を通過する磁束によって異物を発熱させてしまう恐れがある。なお、この異物の発熱
は、異物金属を磁束が通過することで異物金属に発生する電流（渦電流，環状電流，円電
流）や、異物磁性体や異物磁石を磁束が通過することで異物磁性体や異物磁石に生じる透
磁損失（ヒステリシス損）などに起因している。
【０００６】
　この発熱対策として、非接触給電システムに異物検知システムを追加して異物金属を検
知する数多くの手法が提案されている。例えば光センサあるいは温度センサを用いる手法
が知られている。しかしながら、センサを用いた検知方法では、磁界共鳴方式のように給
電範囲が広い場合にコストがかかる。また例えば温度センサであれば、温度センサの出力
結果がその周囲の熱伝導率に依存するため、送電側及び受電側の機器にデザイン制約を加
えることにもなる。
【０００７】
　そこで、送電側と受電側の間に異物金属が入ったときのパラメータ（電流、電圧等）の
変化を見て、異物金属の有無を判断する手法が提案されている。このような手法であれば
、デザイン制約等を課す必要がなくコストを抑えることができる。
　例えば、特許文献１では送電側と受電側の通信の際の変調度合い（振幅及び位相の変化
情報）によって異物金属を検出する方法、また特許文献２では渦電流損によって異物金属
を検出する方法（ＤＣ－ＤＣ効率による異物検知）が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－２０６２３１号公報
【特許文献２】特開２００１－２７５２８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１，２により提案された手法は、受電側の金属筺体の影響が加
味されていない。一般的な携帯機器への充電を考えた場合、携帯機器に何らかの金属（金
属筐体、金属部品等）が使われている可能性が高く、パラメータの変化が「金属筺体等の
影響によるもの」か、あるいは「異物金属が混入したことによるもの」なのかの切り分け
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が困難である。特許文献２を例に挙げると、渦電流損が携帯機器の金属筺体で発生してい
るのか、それとも送電側と受電側との間に異物金属が混入して発生しているのかが分から
ない。このように、特許文献１，２で提案された手法は、異物金属を精度よく検知できて
いるとは言えなかった。
【００１０】
　本開示は、上記の状況を考慮してなされたものであり、検知コイルすなわち磁気結合素
子の近くに存在する異物を、センサを新たに設けることなく検知し、かつ検知精度を向上
させるものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本開示の検知装置の一側面は、複数のコイルで構成される１又は複数の磁気結合素子と
、その磁気結合素子を構成する複数のコイルのうちの少なくとも１つのコイルの近傍に配
設されている位置決め部と、磁気結合素子もしくは磁気結合素子を少なくとも含む回路に
関する電気的なパラメータを測定し、その電気的なパラメータの変化から、磁束によって
発熱しうる異物の有無を判定する検知部と、を備える。
【００１２】
　本開示の一側面によれば、磁気結合素子を構成する複数のコイルのうちの少なくとも１
つのコイルの近傍に位置決め部を配設することにより、磁気結合素子を、非接触給電用コ
イルに対して所望の位置に正確に固定できる。それゆえ、個別の異物検知装置ごとの、検
知精度のバラツキを抑えられる。
【発明の効果】
【００１３】
　本開示の少なくとも一つの側面によれば、磁気結合素子の近くに存在する、磁束によっ
て発熱しうる異物を、センサを新たに設けることなく検知し、かつその検知精度を大幅に
向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本開示における異物金属の検知の一例として用いられるＱ値測定の説明に供する
概略回路図である。
【図２】本開示の第１の実施形態に係る非接触給電システムの概略外観図である。
【図３】本開示の第１の実施形態に係る非接触給電システムの構成例を示すブロック図で
ある。
【図４】図４Ａ～４Ｃは、共振回路の構成例を示す回路図である。
【図５】本開示の第１の実施形態に係る非接触給電システムの送電コイル及び受電コイル
の概略構成の一例の模式図である。
【図６】本開示の第１の実施形態に係る検知コイルと受電コイルの詳細構成例を表した説
明図である。図６Ａは斜視構成例、図６Ｂは位置決め部を含む平面構成例をそれぞれ示し
ている。
【図７】比較例に係る検知コイル及び受電コイルの平面構成例（Ｘ－Ｙ平面構成例）を表
した平面図である。
【図８】図８Ａは、スパイラル形状のコイル及びそのコイルから生じる磁力線の分布に関
する概略断面図であり、図８Ｂは、本開示の８の字形状のコイル及びそのコイルから生じ
る磁力線の分布に関する概略断面図である。
【図９】図９Ａ～９Ｄは、本開示の第１の実施形態に係る検知コイルと受電部の製造工程
を示す説明図である。
【図１０】２つの位置決め部の有無による検知コイルのＱ値の違いの一例を示したグラフ
である。
【図１１】図１１は、本開示の第２の実施形態に係る検知コイルと受電コイルの構成例を
示す概略断面図である。
【図１２】図１２は、本開示の第３の実施形態に係る検知コイルと受電コイルの構成例を
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示す概略断面図である。
【図１３】本開示の第１～第３の実施形態の第１変形例に係る、８の字形状の検知コイル
の構成例を示す平面図である。
【図１４】本開示の第１～第３の実施形態の第２変形例に係る、田の字形状の検知コイル
の構成例を示す説明図であり、図１４Ａは第１例を示す平面図、図１４Ｂは第２例を示す
平面図である。
【図１５】本開示の第１～第３の実施形態の第３変形例に係る、格子型形状の検知コイル
の構成例を示す平面図である。
【図１６】本開示の第１～第３の実施形態の第４変形例に係る、２つの８の字形状の検知
コイルが配設された検知コイル部の説明図であり、図１６Ａは第１例を示す平面図、図１
６Ｂは第２例を示す平面図である。
【図１７】本開示の第１～第３の実施形態の第５変形例に係る、検知コイルの配設例の説
明図である。図１７Ａは受電コイルの例、図１７Ｂは受電コイル上に複数の検知コイルを
配設した例、図１７Ｃは受電コイルの中央に一部の検知コイルを配設した例をそれぞれ示
す平面図である。
【図１８】本開示の第１～第３の実施形態の第６変形例に係る、検知コイルの配設例の説
明図である。図１８Ａは受電コイルと異物金属の例、図１８Ｂは受電コイル上に複数の検
知コイルを配設した例、図１８Ｃは図２１Ｂの複数の検知コイルの上にさらに複数の検知
コイルを配設した例をそれぞれ示す平面図である。
【図１９】本開示の第１～第３の実施形態の第７変形例に係る、検知コイルの配設例の説
明図である。図１９Ａは受電コイル上に複数の検知コイルを配設した例、図１９Ｂは図１
９Ａの複数の検知コイルの上にさらに複数の検知コイルを配設した例をそれぞれ示す平面
図である。
【図２０】位置決め部が配設されていなに状態の検知コイルを示した平面図である。
【図２１】本開示の第４の実施形態の一例に係る説明図であり、２つの位置決め部を配置
する場合の例を示す平面図である。
【図２２】本開示の第４の実施形態の他の例に係る説明図であり、２つののうち一方の位
置決めの大きさを変更する場合の例を示す平面図である。
【図２３】本開示の第４の実施形態のさらに他の例に係る説明図であり、２つの位置決め
部のうち一方の位置決め部の位置を変更する場合の例を示す平面図である。
【図２４】本開示の第４の実施形態のさらに他の例に係る説明図であり、２つの位置決め
部のうち一方の位置決め部を配設しない場合の例を示す平面図である。
【図２５】位置決め部の有無による検知コイルのＬ値の違いの一例を示したグラフである
。
【図２６】位置決め部の有無による検知コイルのＱ値の違いの一例を示したグラフである
。
【図２７】検知コイルに対する異物の位置と、異物の検知精度との関係例を示したグラフ
である。
【図２８】検知コイルを構成する２つのコイル間の電気特性の差が小さい場合の、検知コ
イル及び共振用コンデンサで構成されるＬＣ共振器で生じる電圧の波形（電圧波形）の一
例を示した波形図である。
【図２９】検知コイルを構成する２つのコイル間の電気特性の差が大きい場合の、検知コ
イル及び共振用コンデンサで構成されるＬＣ共振器で生じる電圧の波形（電圧波形）の一
例を示した波形図である。
【図３０】検知コイルを構成する２つのコイル間の電気特性の差が非常に大きい場合の、
検知コイル及び共振用コンデンサで構成されるＬＣ共振器で生じる電圧の波形（電圧波形
）の一例を示した波形図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示を実施するための形態の例について説明する。
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なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能又は構成を有する構成要素につい
ては、同一の符号を付することにより重複する説明を省略する。
【００１６】
　なお、説明は以下の順序で行う。
　１．導入説明
　２．第１の実施形態（位置決め部：検知コイルと受電コイルを同一平面に配置した例）
　　３．第２の実施形態（位置決め部：検知コイルと受電コイルが同一平面ではない例）
　４．第３の実施形態（位置決め部：検知コイルより先に受電コイルを位置決めした例）
　　５．第４の実施形態（位置決め部：電気特性を調整した例）
　６．その他
【００１７】
＜１．導入説明＞
　本開示では、送電側（１次側）から給電して受電側（２次側）のバッテリ等に充電を行
う際に、送電側又は受電側の回路の電気的なパラメータに基づいて異物の検知を行う磁気
結合システムを提案する。本開示の磁気結合システムでは、送電側又は受電側において、
外部と磁気的に結合する、複数のコイルで構成される１又は複数の磁気結合素子を少なく
とも含む回路の電気的なパラメータを測定し、この電気的なパラメータの測定結果に基づ
いて磁気結合素子の近傍における異物の有無を判定する。
　以下、上述した磁気結合素子を少なくとも含む回路が共振回路であり、また、上述した
電気的なパラメータがＱ値（Quality factor）である場合を例に用いて説明する。このＱ
値は、エネルギーの保持と損失の関係を表す指標であり、一般的に共振回路の共振のピー
クの鋭さ（共振の強さ）を表す値として用いられる。
　なお、本明細書中の本開示の各実施形態における説明では、異物金属の検知を例に挙げ
て説明するが、他の異物（異物磁性体、異物磁石等）の検知でも同様である。
【００１８】
［Ｑ値測定の原理］
　以下、Ｑ値測定の原理について、図面を参照して説明する。
　図１は、本開示における異物金属の検知に用いられるＱ値測定の説明に供する概略回路
図である。
　この図１に示した回路は、Ｑ値の測定原理を表した基本的な回路構成（磁気結合の場合
）の一例である。例えば、交流信号（正弦波）を発生させる交流電源２及び抵抗素子３を
含む信号源１と、コンデンサ（キャパシタとも呼ばれる）４と、コイル５を備える。抵抗
素子３は、交流電源２の内部抵抗（出力インピーダンス）を図示化したものである。信号
源１に対しコンデンサ４とコイル５が直列共振回路（共振回路の一例）を形成するように
接続されている。そして、この共振回路は、コンデンサ４のキャパシタンスの値（Ｃ値）
、及びコイル５のインダクタンスの値（Ｌ値）によって所定の周波数（共振周波数）で共
振している。
【００１９】
　図１では、コイル５とコンデンサ４からなる直列共振回路を備える回路を示しているが
、共振回路の機能を備えていれば詳細な構成は種々の形態が考えられる。
【００２０】
　コイル５の近くに異物金属として例えば金属片があると、磁力線が金属片を通過して金
属片に渦電流が発生する。これはコイル５からすると、金属片とコイル５が磁気的に結合
して、コイル５に抵抗負荷がついたように見え、コイル（共振回路）のＱ値を変化させる
。このＱ値を測定することで、コイル５の近くにある異物金属（磁気結合している状態）
の検知につなげる。
【００２１】
　ここで、直列共振回路を構成するコイル５とコンデンサ４の両端間の電圧をＶ１（共振
回路に掛かる電圧の一例）、コイル５両端の電圧をＶ２とすると、この直列共振回路のＱ
値は、式（１）で表される。Ｒは、回路の周波数ｆにおける実効抵抗値（直列抵抗値）、
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Ｌはインダクタンス値、Ｃはキャパシタンス値を表す。電圧Ｖ２≫電圧Ｖ１のとき式を近
似して表すことができる。
【００２２】
【数１】

【００２３】
　図１に示す回路では、電圧Ｖ１が約Ｑ倍されて電圧Ｖ２が得られる。式（１）に示す直
列抵抗値Ｒやインダクタンス値Ｌは金属が近づくことや、金属に発生する渦電流の影響に
より変化することが知られている。例えば、コイル５に金属片が近づくと実効抵抗値Ｒが
大きくなり、Ｑ値が下がる。すなわちコイル５の周りに存在する金属の影響によって共振
回路のＱ値や共振周波数は大きく変化するので、この変化を検知することにより、コイル
５の近くに存在する金属片を検知できる。そして、このＱ値測定を送電側（１次側）と受
電側（２次側）の間に挿入された異物金属の検知に適用することができる。
【００２４】
　　上述したＱ値の変化を用いて異物金属の検出処理を行うことにより、電磁誘導方式又
は磁界共鳴方式によらず高精度に異物金属が検出され、ユーザがこれを取り除くことが可
能である。
【００２５】
［本開示の概要］
　ところで、外部と電磁的もしくは磁気的に結合するコイル（検知コイル）を含む回路と
接続された検知部によって、この回路のＱ値を、送電コイル及び受電コイルに流れる交流
信号の周波数とは異なる周波数の交流信号を用いて測定する手法が考えられる。
　また、一例として、Ｑ値の測定に用いられる上記検知コイルが、送電コイル及び受電コ
イルとは別である形態も考えられる。
　このように送電コイル及び受電コイルに流れる交流信号の周波数とは異なる周波数の交
流信号を用いることにより、非接触給電用の交流信号とＱ値測定用の交流信号が分けられ
るので、非接触給電の動作中にＱ値の測定が行えるようになる。また、非接触給電の動作
中でも精度よく異物金属などの検知が行える。
【００２６】
　しかし、一般的なスパイラル形状のコイル５を、外部と電磁的もしくは磁気的に結合す
る検知コイルとして用いる場合、検知コイルが非接触給電用の磁束（磁力線，磁界）の影
響を大きく受けてしまう。その結果、異物検知に必要なＱ値測定用の交流信号に、非接触
給電用の交流信号が重なるので、非接触給電に起因する不要な雑音が生じてしまい、その
結果、異物金属の検知精度が大きく低下してしまう。
　また、上記検知コイルは、非接触給電で用いられる送電コイルや受電コイル、さらには
磁性材や電子機器筺体内部の金属などの影響を大きく受けやすい。このことから、一般的
なスパイラル形状の検知コイルを非接触給電装置（以下、単に「給電装置」という）や電
子機器などに実装すると、異物金属の有無を判別するための基準値となる検知コイルのＱ
値が、大きく低下してしまう。
　さらに、非接触給電システムの給電元（送電側）及び給電先（受電側）の構成次第で、
異物金属の検知精度が大きく変わってしまう。
【００２７】
　このように、異物の検知に必要な情報を正確に得られないことがあり、異物の検知精度
が上がらなかった。そこで、本発明者らは、異物検知に必要な情報がより正確に得られ異
物検知の精度を向上させる磁気結合素子についての研究を行った。そして、複数のコイル
を電気的に接続したような形状で構成され、これら複数のコイルのうちの少なくとも１つ
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以上のコイルから生じる磁束の向きと、複数のコイルのうちの残りのコイルから生じる磁
束の向きとが、互いに略逆方向である１又は複数の磁気結合素子を開発した。このような
１又は複数の磁気結合素子を用いることにより、異物の検知精度を飛躍的に向上させるこ
とがわかった。
【００２８】
　しかしながら、１又は複数の磁気結合素子を構成する複数のコイルそれぞれの、配設位
置の関係が極めて重要となる。また、非接触給電用コイルとは異なる磁気結合素子（例え
ば、検知コイル）を用いる場合には、非接触給電用コイルと１又は複数の磁気結合素子と
の配設位置の関係も極めて重要となる。すなわち、これらの配設位置の関係が何らかの理
由によって変化する場合には、磁気結合素子のＱ値が変化するので、異物の検知精度も変
化してしまう。
　一方、異物検知の手法としては、磁気結合素子を少なくとも含んで構成されるＬＣ共振
器（共振回路）もしくは磁気結合素子自体のＱ値、もしくはＱ値に関連して変化する別の
電気的なパラメータの数値、などに基づいて異物の有無を検知する手法が考えられる。こ
のような手法を用いた異物検知を考える場合、異物の検知精度を向上させるために、磁気
結合素子のＱ値は高いことが望ましい。
　以下に説明する本開示は、上述した点を考慮して、新たに磁気結合素子のＱ値を向上さ
せる手段として発明されたものである。
【００２９】
＜１．第１の実施形態＞
［非接触給電システムの全体構成例］
　図２は、本開示の第１の実施形態に係る磁気結合システムとしての非接触給電システム
の概略構成例を表したものであり、図３は、本開示の第１の実施形態に係る非接触給電シ
ステムのブロック構成例を表したものである。
【００３０】
　図２に示す非接触給電システム１００は、磁界を用いて（本実施形態では磁界共鳴方式
を利用）、非接触に電力伝送（電力供給）を行うシステムである。この非接触給電システ
ム１００は、給電装置１０（１次側機器）と、１又は複数の給電対象機器としての電子機
器（２次側機器）とを備えている。ここでは、給電対象機器として、例えば携帯電話端末
装置が適用された電子機器２０Ａと電子スチルカメラが適用された電子機器２０Ｂを備え
る。この例に限らず、給電対象機器は、給電装置１０から非接触で電力を受電できる電子
機器であればよい。
【００３１】
　この非接触給電システム１００では、例えば図２に示したように、給電装置１０におけ
る給電面（送電面）Ｓ１上に電子機器２０Ａ，２０Ｂが置かれる又は近接することにより
、給電装置１０から電子機器２０Ａ，２０Ｂに対して電力伝送が行われる構成になってい
る。ここでは、複数の電子機器２０Ａ，２０Ｂに対して同時もしくは時分割的（順次）に
電力伝送を行う場合を考慮して、給電装置１０は、給電面Ｓ１の面積が給電対象の電子機
器２０Ａ，２０Ｂ等よりも大きなマット形状（又はトレー状）となっている。
【００３２】
（給電装置の構成例）
　給電装置１０は、上記したように、磁界を用いて電子機器２０Ａ，２０Ｂに対して電力
伝送を行うもの（例えば充電トレー）である。この給電装置１０は、例えば図３に示すよ
うに、給電装置１０の外部の電力供給源９から供給される電力を用いて電力の伝送を行う
送電装置１１を備える。外部の電力供給源９は、一例としてプラグソケットいわゆるコン
セントを介して供給される商用電源である。
【００３３】
　送電装置１１は、例えば送電部１２、高周波電力生成回路１３、検波回路１４、インピ
ーダンス整合回路１５、制御回路１６、及び共振用コンデンサＣ１（容量素子）を備えて
構成される。本例の送電装置１１は、検波回路１４及び制御回路１６を備えることにより
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、非接触給電システム１００が負荷変調を利用して片方向通信を行うことができるブロッ
ク構成としている。ただし、負荷変調以外の手段での片方向通信、もしくは双方向通信を
考える場合には、その限りではない。
【００３４】
　送電部１２は、後述する送電コイル（１次側コイル）Ｌ１等を含んで構成されている（
図５）。送電部１２は、この送電コイルＬ１及び共振用コンデンサＣ１を利用して、電子
機器２０Ａ，２０Ｂ（詳細には、後述する受電部２２）に対して磁界を用いた電力伝送を
行うものである。具体的には、送電部１２は、給電面Ｓ１から電子機器２０Ａ，２０Ｂへ
向けて磁界（磁束）を放射する機能を有している。なお、この送電部１２の詳細構成につ
いては、後述する。
【００３５】
　高周波電力生成回路１３は、例えば給電装置１０の外部の電力供給源９から供給される
電力を用いて、電力伝送を行うための所定の高周波電力（交流信号）を生成する回路であ
る。
【００３６】
　検波回路１４は、後述する負荷変調回路２９による変調信号を検波（復調）する機能を
有し、検波結果を制御回路１６に供給するための回路である。
【００３７】
　インピーダンス整合回路１５は、電力伝送を行う際のインピーダンス整合を行う回路で
ある。これにより、電力伝送の際の効率（伝送効率）が向上するようになっている。なお
、送電コイルＬ１や後述する受電コイルＬ２、共振用コンデンサＣ１，Ｃ２等の構成次第
では、このインピーダンス整合回路１５を設けないようにしてもよい。また、伝送効率が
低下しても構わないのであれば、このインピーダンス整合回路１５は設けないようにして
もよい。
【００３８】
　共振用コンデンサＣ１は、送電部１２の送電コイルＬ１とともにＬＣ共振器（共振回路
）を構成するための容量素子であり、送電コイルＬ１に対して、電気的に直接、並列、も
しくは直列と並列とを組み合わせた接続となるように配置されている。この送電コイルＬ
１と共振用コンデンサＣ１とからなるＬＣ共振器により、高周波電力生成回路１３におい
て生成された高周波電力と略同一もしくは近傍の周波数からなる共振周波数（第１の共振
周波数）ｆ１による共振動作がなされるようになっている。また、そのような共振周波数
ｆ１となるように、共振用コンデンサＣ１の容量値が設定されている。
【００３９】
　ただし、送電コイルＬ１内における線間容量や、送電コイルＬ１と後述する受電コイル
Ｌ２との間の容量等から構成される寄生容量成分（浮遊容量成分）を用いた共振動作によ
って、上記の共振周波数ｆ１が実現されるのであれば、この共振用コンデンサＣ１を設け
ないようにしてもよい。また、伝送効率が低下しても構わないのであれば、同様にこの共
振用コンデンサＣ１を設けないようにしてもよい。
【００４０】
　制御回路１６は、検波回路１４の検出結果を受けて、高周波電力生成回路１３もしくは
インピーダンス整合回路１５、共振用コンデンサＣ１、送電部１２などを制御するための
回路である。
　例えば、電子機器２０Ａ，２０Ｂ内の後述する異物検知装置３１によって、送電部１２
と受電部２２との間に異物金属があることが検知された場合を想定する。このとき、電子
機器２０Ａ，２０Ｂ内の同じく後述する負荷変調回路２９において負荷変調を行うことに
よって、検波回路１４の検波結果が変化する。そのため、異物金属があることを送電装置
１１側の制御回路１６で認識でき、制御回路１６の制御により電力伝送を制限もしくは停
止することが可能となる。一方、制御回路１６では、検波回路１４の検波結果を受けて、
高周波電力生成回路１３のパルス幅変調制御（ＰＷＭ制御）や、インピーダンス整合回路
１５、共振用コンデンサＣ１及び送電部１２などのスイッチング制御などを行う。制御回
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路１６のこのような制御により高い伝送効率（給電効率）の維持を自動制御することも可
能である。
【００４１】
（電子機器の構成例）
　電子機器２０Ａ，２０Ｂは、例えば、テレビジョン受像機に代表される据え置き型電子
機器や、携帯電話機やデジタルカメラに代表される、充電池（バッテリ）を含む携帯型の
電子機器等が適用される。電子機器２０Ａと電子機器２０Ｂは、給電に関して同様の機能
を備えており、以降の説明では、代表して電子機器２０Ａについて説明する。
【００４２】
　この電子機器２０Ａは、例えば図３に示したように、受電装置２１と、この受電装置２
１から供給される電力に基づいて所定の動作（電子機器としての機能を発揮させる動作）
を行う負荷２７とを備えている。また、電子機器２０Ａは、送電部１２と受電部２２との
間（間隙内）での異物金属の有無を検知するための、異物検知装置３１も備えている。
【００４３】
　以下、受電装置２１について説明する。
　受電装置２１は、受電部２２、共振用コンデンサ（容量素子）Ｃ２、インピーダンス整
合回路２３、整流回路２４、電圧安定化回路２５、制御回路２６及びバッテリ２８を有し
ている。本例の受電装置２１は、負荷変調回路２９及び制御回路２６を備えることにより
、非接触給電システム１００が負荷変調を利用して片方向通信を行うことができるブロッ
ク構成としている。ただし、負荷変調以外の手段での片方向通信、もしくは双方向通信を
考える場合には、その限りではない。
【００４４】
　受電部２２は、後述する受電コイル（２次側コイル）Ｌ２を含んで構成されている（図
５）。受電部２２は、この受電コイルＬ２及び共振用コンデンサＣ２を利用して、給電装
置１０内の送電部１２から伝送された電力を受け取る機能を有している。なお、この受電
部２２の詳細構成については、後述する。
【００４５】
　共振用コンデンサＣ２は、受電部２２の受電コイルＬ２とともにＬＣ共振器（共振回路
）を構成するための容量素子であり、受電コイルＬ２に対して、電気的に直接、並列、も
しくは直列と並列とを組み合わせた接続となるように配置されている。この受電コイルＬ
２と共振用コンデンサＣ２とからなるＬＣ共振器により、送電装置１１の高周波電力生成
回路１３において生成された高周波電力と略同一もしくは近傍の周波数からなる共振周波
数ｆ２（第１の共振周波数）による共振動作がなされるようになっている。すなわち、送
電コイルＬ１と共振用コンデンサＣ１とからなる送電装置１１内のＬＣ共振器と、受電コ
イルＬ２と共振用コンデンサＣ２とからなる受電装置２１内のＬＣ共振器とは、互いに略
同一の共振周波数（ｆ１≒ｆ２）で共振動作を行うようになっている。また、そのような
共振周波数ｆ２となるように、共振用コンデンサＣ２の容量値が設定されている。
【００４６】
　ただし、受電コイルＬ２内における線間容量や、送電コイルＬ１と受電コイルＬ２との
間の容量等から構成される寄生容量成分を用いた共振動作によって、上記の共振周波数ｆ
２が実現されるのであれば、この共振用コンデンサＣ２もまた設けないようにしてもよい
。また、伝送効率が低下しても構わないのであれば、共振周波数ｆ２と共振周波数ｆ１と
が互いに異なっていたり（ｆ２≠ｆ１）、この共振用コンデンサＣ２を設けないようにし
ていたりしてもよい。
【００４７】
　インピーダンス整合回路２３は、上記した送電装置１１のインピーダンス整合回路１５
と同様に、電力伝送を行う際のインピーダンス整合を行う回路である。なお、送電コイル
Ｌ１や後述する受電コイルＬ２、共振用コンデンサＣ１，Ｃ２等の構成次第では、このイ
ンピーダンス整合回路２３も設けないようにしてもよい。また、伝送効率が低下しても構
わないのであれば、同様にこのインピーダンス整合回路２３も設けないようにしてもよい
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。
【００４８】
　整流回路２４は、受電部２２から供給された電力（交流電力）を整流し、直流電力を生
成する回路である。なお、整流後の電力を平滑化させるために平滑回路（図示せず）を、
整流回路２４と後述する電圧安定化回路２５との間に設ける場合が多い。
【００４９】
　電圧安定化回路２５は、整流回路２４から供給される直流電力に基づいて所定の電圧安
定化動作を行い、バッテリ２８や負荷２７内のバッテリ（図示せず）に対して充電を行う
ための回路である。
【００５０】
　バッテリ２８は、電圧安定化回路２５による充電に応じて電力を貯蔵するものであり、
例えばリチウムイオン電池等の充電池（２次電池）を用いて構成されている。なお、負荷
２７内のバッテリのみを用いる場合等には、このバッテリ２８は必ずしも設けられていな
くともよい。
【００５１】
　負荷変調回路２９は、負荷変調をかけるための回路であり、この負荷変調による電力状
態の変化は送電装置１１内の検波回路１４で検出することができる。すなわち、この負荷
変調回路２９や後述する制御回路２６があれば、電子機器２０Ａ内に特別な通信装置を設
けなくても、受電装置２１側の情報を送電装置１１側に伝達することが可能となる。
【００５２】
　制御回路２６は、バッテリ２８や負荷２７内のバッテリ（図示せず）に対する充電動作
の制御を行うための回路である。また、負荷変調回路２９での負荷変調を制御するための
回路でもあり、この負荷変調による電力状態の変化が送電装置１１内の検波回路１４で検
出されることによって、異物金属が検知されたことを送電装置１１側で認識できるように
制御を行う。さらに、制御回路２６では、電子機器２０Ａ内の後述する異物検知装置３１
が、送電部１２と受電部２２との間に異物金属があることを検知した場合、充電制御を行
うことで、その電子機器２０Ａ内の受電装置２１への電力伝送を制限もしくは停止させる
ことも可能である。
【００５３】
　以下、異物検知装置３１について説明する。
　異物検知装置３１は、検知コイルＬ３、共振用コンデンサＣ３、異物検知回路３２及び
制御回路３３を有している。一例として、異物検知回路３２と制御回路３３により検知部
を構成する。
【００５４】
　検知コイルＬ３は、送電コイルＬ１及び受電コイルＬ２とは別に設けた、異物金属を検
出するための磁気結合素子の一例であり、詳細は後述する（図４，図６，図７，図１３～
図１６，図１７～図１９）。
【００５５】
　共振用コンデンサＣ３は、検知コイルＬ３に対して電気的に直列となるような構成で接
続されたコンデンサ（図４Ａ参照）、もしくは、検知コイルＬ３に対して電気的に直列と
並列を組み合わせたような構成となるように接続されたコンデンサ（共振用コンデンサＣ
３－１，Ｃ３－２）（図４Ｂ，４Ｃ参照）である。検知コイルＬ３は、この共振用コンデ
ンサＣ３を接続することで、所定の周波数ｆ３で共振（ＬＣ共振）する。
【００５６】
　なお、ＬＣ共振器（共振回路）のＱ値を後述するように電圧比から算出する場合、共振
用コンデンサＣ３は検知コイルＬ３に対して少なくとも１つ直列に接続する必要がある（
図４Ａ，４Ｂ，４Ｃ参照）。しかし、半値幅法など電圧比以外の手段でＬＣ共振器のＱ値
を算出する場合、共振用コンデンサＣ３を検知コイルＬ３に対して電気的に並列となるよ
うな構成（図示せず）で接続していても構わない。
【００５７】
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　異物検知回路３２は、検知コイルＬ３のＱ値、もしくは検知コイルＬ３及び共振用コン
デンサＣ３によって構成されるＬＣ共振器（共振回路）のＱ値を、送電コイルＬ１及び受
電コイルＬ２に流れる交流信号の周波数（ｆ１，ｆ２；ｆ１≒ｆ２）とは異なる周波数（
ｆ３；ｆ３≠ｆ１，ｆ３≠ｆ２）の交流信号を用いて測定するための回路である。
　検知コイルＬ３のＱ値、もしくは検知コイルＬ３及び共振用コンデンサＣ３によって構
成されるＬＣ共振器のＱ値は、例えば、既述したように図４Ａ，４Ｂ，４Ｃに示す２か所
の電圧値（電圧値Ｖ１及び電圧値Ｖ２）を異物検知回路３２で測定することで、その比（
Ｖ２÷Ｖ１）から算出できる。
　また、インピーダンスやアドミタンスなどに関する周波数特性を異物検知回路３２で測
定できれば、周波数特性がピークとなるピーク周波数と、そのピーク値が半分になる周波
数の幅（半値幅）の比（ピーク周波数÷半値幅）からも、検知コイルＬ３やＬＣ共振器の
Ｑ値が算出可能である。
　さらに、共振回路のインピーダンスの実部成分と虚部成分との比からＱ値を計算するこ
ともできる。インピーダンスの実部成分と虚部成分は、一例として、自動平衡ブリッジ回
路及びベクトル比検出器を用いて求めることができる。
【００５８】
　制御回路３３は、異物検知回路３２を制御するとともに、異物検知回路３２での測定結
果から、送電部１２と受電部２２との間（間隙内）での異物金属の有無を判別するための
回路である。また、その判別結果を、受電装置２１の制御回路２６に伝えるための回路で
もある。制御回路３３は、例えば、測定したＱ値と予めメモリ（図示略）に保存された閾
値とを比較し、測定したＱ値が閾値より小さい場合に検知コイルの近くに異物金属が存在
すると判定する。
【００５９】
［送電部及び受電部の詳細構成例］
　図５は、本開示の第１の実施形態に係る非接触給電システムの送電部１２及び受電部２
２の概略構成の一例を模式的に表したものである。
　送電部１２は少なくとも１つ（ここでは１つ）の送電コイルＬ１を有し、受電部２２は
少なくとも１つ（ここでは１つ）の受電コイルＬ２を有している。これらの送電コイルＬ
１と受電コイルＬ２とは、互いに磁気結合することが可能となっている。なお、送電部１
２や受電部２２が、これらの送電コイルＬ１や受電コイルＬ２以外に、１つ又は複数のコ
イル、もしくはコイルとコンデンサとで構成される１つ又は複数のＬＣ共振器（共振回路
）を有しているようにしてもよい。
【００６０】
　これらのコイル（送電コイルＬ１及び受電コイルＬ２等）としては、導電性の線材（材
料）を複数回巻いたような形状の開放コイル（導電性コイル）には限られず、導電性の線
材を１回巻いたような形状の開放ループ（導電性ループ）であってもよい。
　なお、これらの導電性コイルや導電性ループには、導電性の線材を巻回したコイル（巻
き線コイル）やループ（巻き線ループ）、プリント基板（プリント配線板）やフレキシブ
ルプリント基板（フレキシブルプリント配線板）などに導電性のパターンで構成したコイ
ル（パターンコイル）やループ（パターンループ）などが用いられる。また、これらのパ
ターンコイル及びパターンループは、導電性材料を印刷もしくは蒸着したものや、導電性
の板金やシート等を加工したものなどでも構成可能である。
【００６１】
　図５ではまた、ある位相のときに送電コイルＬ１から生じる磁力線の分布例も同時に示
している。送電コイルＬ１は、上記したように、磁束（磁力線，磁界）を用いて電力伝送
を行うためのコイルである。すなわち、磁束（磁力線，磁界）を発生させるためのコイル
である。一方、受電コイルＬ２は、送電部１２から伝送された磁束（磁力線，磁界）から
電力を受け取るためのコイルである。
【００６２】
［検知コイルの詳細構成例］
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　図６は、本開示の第１の実施形態に係る検知コイルＬ３及び受電コイルＬ２の詳細構成
例を表したものであり、図６Ａは斜視構成例を、図６Ｂは平面構成例（Ｘ－Ｙ平面構成例
）をそれぞれ示す。
【００６３】
　図６Ａ，６Ｂに示すように、電子機器の筐体４０と、受電コイルＬ２及び検知コイルＬ
３との間に、磁気遮蔽材４１が配置されており、受電コイルＬ２の中央には、検知コイル
Ｌ３が配置されている。検知コイルＬ３を構成するコイルＬ３１及びコイルＬ３２の内側
近傍にはそれぞれ、位置決め部Ｋ２１及びＫ２２が配設されている。この例では、位置決
め部Ｋ２１及びＫ２２の外寸ＡＫは、コイルＬ３１及びＬ３２の内寸Ａより小さい。
【００６４】
　この磁気遮蔽材４１は、受電コイルＬ２及び検知コイルＬ３による磁束漏れを低減させ
るためと、受電コイルＬ２及び検知コイルＬ３のＱ値を高めるために、フェライトなどの
磁性材、金属などの導電性材、もしくは磁性材と導電性材との組み合わせなどによって構
成することが望ましい。
【００６５】
　一方、位置決め部Ｋ２１及び位置決め部Ｋ２２は、検知コイルＬ３のＱ値を高めるため
に、磁性材で構成することが望ましい。ただし、磁気遮蔽材４１、位置決め部Ｋ２１及び
位置決め部Ｋ２２は、接着材、粘着材、固定用テープもしくはラミネートなどを用いて、
検知コイルＬ３及び受電コイルＬ２の形状や配設位置を保持できるものであれば何でもよ
い。例えば、合成樹脂材、ガラス材、木材などであっても構わない。
　そして、磁気遮蔽材４１、位置決め部Ｋ２１及び位置決め部Ｋ２２が磁性材で構成され
ている場合、製造コストの観点では、これらの磁性材の組成が略同一であることが望まし
い。ただし、別の観点では、これらの磁性材のうちの少なくとも１つ以上の磁性材の組成
を、他の磁性材の組成と異ならせた方が望ましい場合もある。
【００６６】
　図６に示した受電コイルＬ２は、スパイラル形状のコイルとなっている。送電コイルＬ
１及び受電コイルＬ２は、送電コイルＬ１と受電コイルＬ２との磁気結合を効果的に高め
るため、スパイラル形状（螺旋形状）、ヘリカル形状、もしくはスパイラル形状とヘリカ
ル形状を組み合わせた形状のコイルなどであることが望ましいが、その限りではない。
【００６７】
　また、図６に示した検知コイルＬ３は、スパイラル形状のコイルＬ３１と、該コイルＬ
３１の磁束の向きと略逆方向の磁束（図７参照）を分布させるスパイラル形状のコイルＬ
３２を組み合わせて構成された８の字形状のコイルとなっている。詳細は後述するが、検
知コイルＬ３が単純に、スパイラル形状、ヘリカル形状、もしくはスパイラル形状とヘリ
カル形状を組み合わせた形状のコイルなどであると、異物金属の検知精度が大きく低下し
てしまう。そのため、検知コイルＬ３は、後述するような８の字形状、田の字形状、格子
型形状などのように、磁束の向きが互いに略逆方向の磁束（磁力線，磁界）を表面上に分
布可能なコイルであることが望ましい。
【００６８】
　このような形状の検知コイルを用いる場合、同じく詳細は後述するが、検知コイルから
の磁束漏れを小さくできる、外部要因による検知コイルの電気特性（Ｑ値，Ｌ値など）の
変化を小さくできる、検知コイルに生じる不要雑音を小さくできるなどの効果が得られる
。そのため、異物金属の検知精度を飛躍的に向上させることができる。
【００６９】
　なお、検知コイルＬ３としては、導電性の線材を巻回したコイル（巻き線コイル）やル
ープ（巻き線ループ）、プリント基板（プリント配線板）やフレキシブルプリント基板（
フレキシブルプリント配線板）などに導電性のパターンで構成したコイル（パターンコイ
ル）やループ（パターンループ）などが用いられる。また、これらのパターンコイル及び
パターンループは、導電性材料を印刷もしくは蒸着したものや、導電性の板金やシート等
を加工したものなどでも構成可能である。
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【００７０】
　また、受電コイルＬ２と検知コイルＬ３とは同一平面上に配設していても、同一平面上
に配設していなくてもよい。ただし、電子機器２０Ａ（２０Ｂ）に対するコイルの実装領
域の都合上、受電部２２（受電コイルＬ２）と検知コイルＬ３とを同一平面上に構成する
方が望ましい場合が多い。
【００７１】
　さらに、図６では、検知コイルＬ３の内寸Ａ（最内周部分間の寸法）が受電コイルＬ２
の内寸Ｃ（最内周部分間の寸法）よりも小さく、検知コイルＬ３の外寸Ｂ（最外周部分間
の寸法）も受電コイルＬ２の内寸Ｃ（最内周部分間の寸法）よりも小さい構成となってい
る。詳細は後述するが、このような構成の場合に最も異物金属の検知精度が高まる。もち
ろん、異物金属の検知精度が要求されないような用途では、その限りではない。
【００７２】
　なお、図６では、８の字形状の検知コイルＬ３の短手方向の内寸Ａ又は外寸Ｂと、受電
コイルＬ２の短手方向の内寸Ｃを比較したが、それぞれの長手方向の内寸（例えば検知コ
イルＬ３の長手方向の内寸Ａ´）又は外寸を用いて比較するようにしてもよい。そして、
検知コイルの短手方向及び長手方向の内寸又は外寸が、受電コイルの短手方向及び長手方
向の内寸よりも小さいとより望ましい。もちろん、異物金属の検知精度が要求されないよ
うな用途では、その限りではない。
【００７３】
　加えて、この検知コイルＬ３は、送電部１２（送電コイルＬ１）及び受電部２２（受電
コイルＬ２）と電気的に絶縁である（電気的な接点等で繋がっていない）ことが望ましい
が、その限りではない。
【００７４】
（検知コイルの磁力線の分布）
　ここで、図８を参照して検知コイルＬ３の磁力線の分布について説明する。
　図８Ａは、ある時間（位相）における従来のスパイラル形状のコイル（例えば検知コイ
ルＬ４）及びそのコイルから生じる磁力線の分布に関する概略断面図である。また、図８
Ｂは、ある時間（位相）における８の字形状のコイル（例えば検知コイルＬ３）及びその
コイルから生じる磁力線の分布に関する概略断面図である。なお、図８Ｂでは、説明の便
宜上、位置決め部Ｋ２１，Ｋ２２が配設されていない状態の検知コイルＬ３が生じる磁力
線の分布を示している。
【００７５】
　図８Ａ，８Ｂに示すように、スパイラル形状のコイルと８の字形状のコイルとでは、磁
力線の分布が大きく異なる。
　スパイラル形状の検知コイルＬ４の場合、検知コイルＬ４の両端部付近において磁力線
が遠くまで分布しやすくなっている。そのため、検知コイルＬ４からの磁束漏れが大きく
、外部要因（送電コイルＬ１，受電コイルＬ２，磁気遮蔽材４１，給電装置１０及び電子
機器２０Ａ（２０Ｂ）を構成する金属材や磁性材など）による検知コイルＬ４の電気特性
（Ｑ値，Ｌ値など）の変化も大きい。すなわち、スパイラル形状のコイルを検知コイルと
して用いる場合、異物金属の検知精度が大幅に低下してしまう。
【００７６】
　一方、上述した８の字形状のコイルは、８の字形状のコイルを構成する２つのコイル（
例えばコイルＬ３１，Ｌ３２）による磁束の向きが互いに略逆方向の磁束（磁力線，磁界
）を表面上に分布できるように構成されている。その結果、この８の字形状のコイルでは
、コイル内にループを描くような磁力線が分布することとなる。つまり、この８の字形状
のコイルでは、スパイラル形状のコイルと比べて、磁力線が遠くまで分布しにくい。
【００７７】
　そのため、上述したように、スパイラル形状の検知コイルＬ４と比べて８の字形状の検
知コイルＬ３を用いる方が、該検知コイルＬ３からの磁束漏れが小さくなり、外部要因（
送電コイルＬ１，受電コイルＬ２，磁気遮蔽材，給電装置１０及び電子機器２０Ａ（２０
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Ｂ）を構成する金属材や磁性材など）による検知コイルＬ３の電気特性（Ｑ値，Ｌ値など
）の変化も小さくなる。それゆえ、８の字形状のコイルを検知コイルとして用いる場合、
スパイラル形状のコイルを用いる場合と比べて、異物金属の検知精度が飛躍的に向上する
。
【００７８】
　ここで、図６Ａ，６Ｂ及び図８Ａに示すような検知コイルＬ３，Ｌ４と受電コイルの解
析モデルに対して電磁界解析を行うことにより、検知コイルのＱ値に関するデータを取得
する実験を行った。取得したデータは、検知コイルＬ３，Ｌ４の内寸を変更した場合に、
受電コイルＬ２の有無によって、検知コイルＬ３のＱ値がどの程度変化するかを示すもの
である。ただし、検知コイルＬ３の内寸を変更する際、検知コイルＬ３を構成する導電線
の線種、厚み、線幅及び導電線と導電線との間の間隙長などは変更していない。
【００７９】
　実験により、８の字形状の検知コイルＬ３を用いる場合、受電コイルＬ２の有無によっ
て、検知コイルＬ３のＱ値が若干変化しているが、その変化量はスパイラル形状の検知コ
イルＬ４を用いる場合と比べてかなり小さいという結果が得られた。つまり、受電コイル
Ｌ２があることで検知コイルＬ３のＱ値が若干低下するが、その低下量はスパイラル形状
の検知コイルＬ４を用いる場合と比べてかなり小さい。このことは、８の字形状の検知コ
イルＬ３がスパイラル形状の検知コイルＬ４と比べて、検知コイルＬ３からの磁束漏れが
小さく、外部要因（送電コイルＬ１，受電コイルＬ２，磁気遮蔽材４１，給電装置１０及
び電子機器２０Ａ（２０Ｂ）を構成する金属材や磁性材など）による検知コイルＬ３の電
気特性（Ｑ値，Ｌ値など）の変化も小さいことを示している。
【００８０】
　換言すれば、８の字形状のコイルを検知コイルとして用いる場合、スパイラル形状のコ
イルを用いる場合と比べて、異物金属の検知精度が飛躍的に向上する。なお、検知コイル
Ｌ３の内寸Ａが受電コイルＬ２の内寸Ｃに対して小さいほど（例えば検知コイル内寸Ａと
受電コイル内寸Ｃとの差が０ｍｍ以下）、受電コイルＬ２があることによる検知コイルＬ
３のＱ値の低下量が小さくなることも分かる。
　さらに、検知コイル内寸Ａと受電コイル内寸Ｃとの差が例えば－４ｍｍの場合、及び検
知コイル内寸Ａと受電コイル内寸Ｃとの差が０ｍｍの場合に、検知コイルＬ３のＱ値が最
大（極大）になるという結果が得られている。つまり、検知コイルＬ３の内寸Ａは、受電
コイルＬ２の内寸Ｃより小さい方が望ましいと言える。
　また、検知コイルＬ３の内寸Ａが受電コイルＬ２の内寸Ｃに対して小さいほど、受電コ
イルＬ２の有無による検知コイルＬ３のＱ値の違いが小さくなることから、検知コイルＬ
３の外寸Ｂも、受電コイルＬ２の内寸Ｃより小さい方が望ましいと分かる。ただし、異物
金属の検知精度を落としても、異物金属の検知範囲を拡げたい場合にはその限りではない
。
【００８１】
［非接触給電システムの作用・効果］
（１．全体動作の概要）
　この非接触給電システム１００では、給電装置１０において、高周波電力生成回路１３
が送電部１２内の送電コイルＬ１及び共振用コンデンサＣ１（ＬＣ共振器）に対して、電
力伝送を行うための所定の高周波電力（交流信号）を供給する。これにより、送電部１２
内の送電コイルＬ１において磁界（磁束）が発生する。このとき、給電装置１０の上面（
給電面Ｓ１）に、給電対象（充電対象）としての電子機器２０Ａが置かれる（又は近接す
る）と、給電装置１０内の送電コイルＬ１と電子機器２０Ａ内の受電コイルＬ２とが、給
電面Ｓ１付近にて近接する。
【００８２】
　このように、磁界（磁束）を発生している送電コイルＬ１に近接して受電コイルＬ２が
配置されると、送電コイルＬ１から発生されている磁束に誘起されて、受電コイルＬ２に
起電力が生じる。換言すると、電磁誘導又は磁界共鳴により、送電コイルＬ１及び受電コ
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イルＬ２のそれぞれに鎖交して磁界が発生する。これにより、送電コイルＬ１側（１次側
、給電装置１０側、送電部１２側）から受電コイルＬ２側（２次側、電子機器２０Ａ側、
受電部２２側）に対して、電力伝送がなされる（図３中の非接触給電Ｐ１）。このとき、
給電装置１０側では、送電コイルＬ１と共振用コンデンサＣ１とを用いた共振動作（共振
周波数ｆ１）が行われると共に、電子機器２０Ａ側では、受電コイルＬ２と共振用コンデ
ンサＣ２とを用いた共振動作（共振周波数ｆ２≒ｆ１）が行われる。
【００８３】
　すると、電子機器２０Ａでは、受電コイルＬ２において受け取った交流電力が整流回路
２４及び電圧安定化回路２５へ供給され、以下の充電動作がなされる。すなわち、この交
流電力が整流回路２４によって所定の直流電力に変換された後、電圧安定化回路２５によ
ってこの直流電力に基づく電圧安定化動作がなされ、バッテリ２８又は負荷２７内のバッ
テリ（図示せず）への充電がなされる。このようにして、電子機器２０Ａにおいて、受電
部２２において受け取った電力に基づく充電動作がなされる。
【００８４】
　すなわち、本実施形態では、電子機器２０Ａの充電に際し、例えばＡＣアダプタ等への
端子接続が不要であり、給電装置１０の給電面Ｓ１上に置く（近接させる）だけで、容易
に充電を開始させることができる（非接触給電がなされる）。これは、ユーザにおける負
担軽減に繋がる。
【００８５】
　一方、電子機器２０Ａの異物検知装置３１では、送電コイルＬ１及び受電コイルＬ２に
流れる交流信号の周波数（ｆ１，ｆ２）とは異なる周波数（ｆ３；ｆ３≠ｆ１，ｆ３≠ｆ
２）の交流信号を用いて、検知コイルＬ３、もしくは検知コイルＬ３及び共振用コンデン
サＣ３で構成されるＬＣ共振器（共振回路）のＱ値の測定を行う。また、異物検知装置３
１は、このＱ値の変化量から、送電部１２と受電部２２との間（間隙内）での異物金属の
有無を判別できる。
【００８６】
　そして、負荷変調などの通信手段によって、電子機器２０Ａ内の受電装置２１から給電
装置１０内の送電装置１１へ、異物検知装置３１による異物金属の有無の判別結果を伝達
する。
【００８７】
　更に、送電部１２と受電部２２との間（間隙内）に異物金属があることを異物検知装置
３１が検知した場合、送電装置１１内の制御回路１６や受電装置２１内の制御回路２６な
どによって、電力伝送を制限もしくは停止するための制御を行う。その結果、異物金属の
発熱や、非接触給電システムの誤動作や破損などを未然に防ぐことができる。
【００８８】
（２．検知コイルの作用）
　次に、本実施形態における特徴的部分の１つである検知コイルＬ３の作用について、比
較例（従来例）と比較しつつ詳細に説明する。
【００８９】
（２．１ 比較例に係る検知コイルの場合）
　図７は、比較例に係る検知コイルＬ３及び受電コイルＬ２の平面構成例（Ｘ－Ｙ平面構
成例）を表したものである。ただし、図７では、磁気遮蔽材４１を配設しているが、図６
とは異なり位置決め部Ｋ２１及び位置決め部Ｋ２２を配設していない。
【００９０】
　図７のような構成の場合、磁気遮蔽材４１と検知コイルＬ３及び受電コイルＬ２とを固
定する場合に、所望の配設位置に正確に固定することが難しい。また、経年変化や衝撃な
どの何らかの要因によって、磁気遮蔽材４１と検知コイルＬ３もしくは受電コイルＬ２と
の固定強度が弱まった場合、特にこれらの固定が外れた場合に、磁気遮蔽材４１、検知コ
イルＬ３そして受電コイルＬ２の配設位置が変化する可能性が極めて高い。なお、磁気遮
蔽材４１と検知コイルＬ３もしくは受電コイルＬ２との配設位置の関係、検知コイルＬ３
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と受電コイルＬ２との配設位置の関係、検知コイルＬ３を構成する複数のコイル（この場
合は２つのコイル）の配設位置の関係などの変化は、異物金属の検知精度の変化に繋がる
。
【００９１】
（２．２ 第１の実施形態に係る検知コイル）
　これに対して本実施形態では、図６の例で示すように、検知コイルＬ３を構成するコイ
ルＬ３１及びＬ３２の内側に、位置決め部Ｋ２１及び位置決め部Ｋ２２を配設している。
それ以外の配設関係は、図７に示した比較例と同一である。
【００９２】
　このような配設構成だと、磁気遮蔽材４１と検知コイルＬ３及び受電コイルＬ２とを固
定する場合に、所望の配設位置に比較例よりも正確に固定することできる。具体的には、
図９Ａ，９Ｂ，９Ｃ，９Ｄの例に示すような手順で、磁気遮蔽材４１と検知コイルＬ３及
び受電コイルＬ２とを固定する。
【００９３】
　まず、図９Ａで示すように、磁気遮蔽材４１を配設する。
【００９４】
　次に、図９Ｂで示すように、磁気遮蔽材４１上に位置決め部Ｋ２１及び位置決め部Ｋ２
２を配設して、固定する。なお、磁気遮蔽材４１と、位置決め部Ｋ２１及び位置決め部Ｋ
２２の少なくとも一方とが一体構造であってもよく、その場合には、図９Ａで示す手順を
省略可能である。また、そのような場合は、磁気遮蔽材４１と位置決め部Ｋ２１及び位置
決め部Ｋ２２との配設位置の精度を高められるので、好ましい場合が多い。
【００９５】
　そして、図９Ｃで示すように、位置決め部Ｋ２１及び位置決め部Ｋ２２の配設位置を目
印として、検知コイルＬ３を配設して、固定する。具体的には、位置決め部Ｋ２１及び位
置決め部Ｋ２２の最外部分と、検知コイルＬ３の最内周部分とで位置合わせを行う。その
ため、位置決め部Ｋ２１及び位置決め部Ｋ２２の最外部分の寸法（外寸）が、検知コイル
Ｌ３の最内周部分の寸法に近ければ近いほど、配設位置の精度は高まる。
【００９６】
　最後に、図９Ｄで示すように、検知コイルＬ３の配設位置を目印として、受電コイルＬ
２を配設して、固定する。具体的には、検知コイルＬ３の最外部分と、受電コイルＬ２の
最内周部分とで位置合わせを行う。そのため、検知コイルＬ３の最外部分の寸法が、検知
コイルＬ３の最内周部分の寸法に近ければ近いほど、配設位置の精度は高まる。
【００９７】
　このように、上記のような手順に従えば、磁気遮蔽材４１、検知コイルＬ３、検知コイ
ルＬ３を構成する複数のコイル（この例ではコイルＬ３１，Ｌ３２）、さらに受電コイル
Ｌ２などを極めて高い位置精度で配設することができる。つまり、異物検知に用いる検知
コイルを所望の位置に正確に配設できる。その結果、個別の異物検知システムごとの、検
知精度のバラツキを抑えられる。また、異物金属の配設位置などによる、検知精度のバラ
ツキを抑えることも可能である。
【００９８】
　上述した図９Ａ，９Ｂ，９Ｃ，９Ｄの手順はあくまで一例であり、その他の手順を用い
てもよい。ただし、検知コイルＬ３を構成する２つのコイルの内側領域には、位置決め部
Ｋ２１と位置決め部Ｋ２２とが配置設置されている必要がある。
【００９９】
　ここで、位置決め部Ｋ２１及び位置決め部Ｋ２２が磁性材で構成されている場合には、
検知コイルのＱ値を向上させることが可能となる。ただし、位置決め部Ｋ２１と位置決め
部Ｋ２２との両方ではなく、位置決め部Ｋ２１と位置決め部Ｋ２２との少なくとも一方が
磁性材で構成されていても構わない。
【０１００】
　なお、検知コイルの電気特性（電気的なパラメータ）を測定する周波数をｆ、測定周波
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数における検知コイルのインダクタンス値をＬ、測定周波数における検知コイルの抵抗値
をＲとすると、検知コイルの品質係数であるＱ値は、
　Ｑ＝（２πｆＬ）／Ｒ
の計算式で表現される。
【０１０１】
　そして、位置決め部Ｋ２１及び位置決め部Ｋ２２が磁性材で構成されていて、その磁性
材の透磁損失（透磁率の虚部μ’’）が極めて小さく、磁性材の実効透磁率（透磁率の実
部μ’）が大きい場合などには、磁性材を配設することによる検知コイルの抵抗値Ｒの増
加量よりもインダクタンス値Ｌの増加量が大きくなる。それゆえ、このような条件を整え
ることにより、検知コイルのＱ値を向上させることが可能となる。つまり、検知コイルの
抵抗値Ｒの増加量よりもインダクタンス値Ｌの増加量が大きくなる磁性材を、位置決め部
Ｋ２１及び位置決め部Ｋ２２に用いるのが望ましい。
【０１０２】
　なお、磁性材の透磁率の実部μ’と透磁率の虚部μ’’との間には、μ’＞μ’’の関
係、特に、μ’≫μ’’の関係が成り立つことが望ましい。
【０１０３】
（２．３ 測定データ）
　図１０は、第１の実施形態に関して、２つの位置決め部の有無による検知コイルＬ３の
Ｑ値の違いの一例を示したグラフである。
　これは位置決め部Ｋ２１及び位置決め部Ｋ２２が、磁性材である場合の実験データであ
り、位置決め部Ｋ２１及び位置決め部Ｋ２２の有無によって検知コイルＬ３のＱ値が変化
することを示している。また、この実験データでは、位置決め部Ｋ２１及び位置決め部Ｋ
２２があることで、検知コイルＬ３のＱ値が２０％程度向上していると分かる。つまり、
本実施形態の構成を適用すると、異物検知で特に重要となる検知コイル自体のＱ値が向上
するので、異物金属の検知精度を向上させることができる。なお、位置決め部Ｋ２１及び
位置決め部Ｋ２２を構成する磁性材の透磁率（μ’，μ’’）や、検知コイルＬ３の形状
及び構造次第で、検知コイルＬ３のＱ値をより一層向上させることも可能である。
【０１０４】
［第１の実施形態の作用・効果］
　上述した第１の実施形態によれば、以下に示すような作用・効果が得られる。
　例えば、磁気結合素子を用いた異物検知システムに第１の実施形態を適用すると、個別
の異物検知システムごとの、検知精度のバラツキを抑えられる。また、異物の配設位置な
どによる、検知精度のバラツキを抑えることも可能である。これは、位置決め部を用いる
ことにより、異物検知に用いる磁気結合素子を、非接触給電用コイルに対して所望の位置
に正確に配設することができるためである。
　一方、磁気結合素子を含んで構成されるＬＣ共振器（共振回路）もしくは磁気結合素子
自体のＱ値変化に基づいて異物金属の有無を検知する異物検知システムでは、異物の検知
精度も向上する。これは、本実施形態の適用により、異物検知で特に重要となる電磁結合
素子自体のＱ値を向上させることができるためである。
　これらにより、異物金属などの磁束によって発熱しうる異物を、センサを新たに設ける
ことなく検知し、かつその検知精度を飛躍的に向上させることが可能となる。
【０１０５】
　なお、一次側機器内もしくは二次側機器内に配設された磁石と、いずれかの機器と他方
の機器内に配設された磁性材とを用いて、一次側機器と二次側機器との位置合わせを行う
非接触給電システムでは、本実施形態で利用する磁性材（例えば位置決め部Ｋ２１，Ｋ２
２，Ｋ３）を、その位置合わせのための磁性材として併用することも可能である
【０１０６】
　また、複数のコイルで構成される１又は複数の磁気結合素子（検知コイル）を、異物検
知装置に使う場合には、１又は複数の磁気結合素子を構成する複数のコイルのうち、少な
くとも２つ以上のコイルの内側に位置決め部が配設されていることが望ましい。これは、
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上述したように、磁気遮蔽材、磁気結合素子、磁気結合素子を構成する複数のコイル、さ
らに受電コイルなどを極めて高い位置精度で配設するためである。
　ただし、これは１又は複数の磁気結合素子を構成する複数のコイルのうち、１つのコイ
ルの内側にのみ位置決め部が配設されていることを排除するものではない。例えば、図６
Ｂ及び図１１の例で、位置決め部Ｋ２１，Ｋ２２の一方のみを配設し、また図１２の例で
、凸部Ｋ３ａ，Ｋ３ｂの一方のみを配設してもよい。１つのコイルの内側にのみ位置決め
部を配設した場合であっても、位置決め部の位置決め機能は有効である。
【０１０７】
　更に、１又は複数の磁気結合素子を構成する複数のコイルで、少なくとも２つ以上のコ
イルの内側に配設された位置決め部のうち、少なくとも１つ以上の位置決め部が磁性材で
構成されていることが望ましい。
　加えて、１又は複数の磁気結合素子を構成する複数のコイルのうち、全てのコイルの内
側に位置決め部が配設されていて、それら全ての位置決め部が磁性材で構成されているこ
とが特に望ましい。
【０１０８】
＜３．第２の実施形態＞
　図１１は、本開示の第２の実施形態に係る検知コイルと受電コイルの構成例を示す概略
断面図である。
　まず、図９Ａ～９Ｃと同様に、磁気遮蔽材４１を配設し、その上に位置決め部Ｋ２１及
び位置決め部Ｋ２２を配設して、固定する。そして、位置決め部Ｋ２１及び位置決め部Ｋ
２２の配設位置を目印として、検知コイルＬ３を配設して、固定する。
【０１０９】
　その後、検知コイルＬ３の配設位置を目印として、磁性材４２を配設する。具体的には
、検知コイルＬ３の最外部分と、磁性材４２の最内周部分とで位置合わせを行う。そして
、磁性材４２の上に受電コイルＬ２を配設して、固定する。
【０１１０】
　上述した第２の実施形態によれば、第１の実施形態と同様に、磁気遮蔽材、検知コイル
、検知コイルを構成する複数のコイル、磁性材、受電コイルなどを極めて高い位置精度で
配設することができる。
【０１１１】
＜４．第３の実施形態＞
　図１２は、本開示の第３の実施形態に係る検知コイルと受電コイルの構成例を示す概略
断面図である。本実施形態は、受電コイルを配置した後、位置決め部等を配置した例であ
る。
【０１１２】
　まず、磁気遮蔽材４１を配設し、その上に受電コイルＬ２を配設して、固定する。例え
ばラミネートを用いて、受電コイルＬ２を磁気遮蔽材４１の上に配設及び固定する。ある
いは、両面に粘着剤が付着された両面粘着テープを用いて、受電コイルＬ２を磁気遮蔽材
４１の上に配設及び固定してもよい。
【０１１３】
　次に、受電コイルＬ２の内側に、該受電コイルＬ２の最内周部分を目印として、位置決
め部Ｋ３を配設して、固定する。
【０１１４】
　位置決め部Ｋ３は、スパイラル形状の受電コイルＬ２に対応して、上面視が例えば四角
形又は楕円形状である。位置決め部Ｋ３の上面の一部には、位置決め部として機能する２
つの凸部Ｋ３ａ，Ｋ３ｂが形成され、この２つの凸部Ｋ３ａ，Ｋ３ｂが検知コイルＬ３を
構成するコイルＬ３１及びコイルＬ３２の内側に嵌挿される構造となっている。
【０１１５】
　そして、位置決め部Ｋ３の上面の２つの凸部Ｋ３ａ，Ｋ３ｂを目印として、位置決め部
Ｋ３の上に検知コイルＬ３を配設して、固定する。具体的には、位置決め部Ｋ３に形成さ
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れた２つの凸部Ｋ３ａ，Ｋ３ｂの各々の最外部分と、検知コイルＬ３の最内周部分とで位
置合わせを行う。
【０１１６】
　上述した第３の実施形態によれば、第１の実施形態と同様に、磁気遮蔽材、検知コイル
、検知コイルを構成する複数のコイル、受電コイルなどを極めて高い位置精度で配設する
ことができる。
【０１１７】
　なお、第１～第３の実施形態では、いずれも磁気結合素子（検知コイル）を構成する複
数のコイルの巻き線の内側に位置決め部を配設していたが、少なくとも一つのコイルの巻
き線の外側近傍に位置決め部を配設する構成としてもよい。
　例えば、図９Ａ，９Ｂにおいて、位置決め部Ｋ２１，Ｋ２１をそれぞれコイルＬ３１，
Ｌ３２の外側近傍に配設し、固定してもよい。この場合は、検知コイルＬ３と受電コイル
Ｌ２との間に、位置決め部が配置できるだけの空間を設けておくようにする。
　また、例えば、図１２において、位置決め部Ｋ３の平面部Ｋ３ｃに、コイルＬ３１及び
Ｌ３２の最外周部分を囲むようにして該該最外周部分の外側近傍に略環状の凸部（図示略
）を設けてもよい。この場合、位置決め部Ｋ３の平面部Ｋ３ｃ上の凸部の内周部分と、コ
イルＬ３１及びＬ３２の最外周部分とで位置合わせを行う。
【０１１８】
　また、一つのコイルの巻き線の外側に位置決め部を配設する場合、上記のようにコイル
の最外周部分を囲むのではなく、コイルの最外周部分のいずれかの外側に、例えば棒状も
しくは略直方体形状の位置決め部を少なくとも１以上配設してもよい。例えば、検知コイ
ルＬ３（図７）を例に挙げると、略四角形の検知コイルＬ３の２辺の最外周部分の外側に
それぞれ位置決め部（計２個）を設けるようにしてもよい。さらに、検知コイルＬ３の４
辺の最外周部分の外側にそれぞれ位置決め部（計４個）を設けるようにすると、一の方向
だけでなくこれと直交する方向に対する位置決めも可能となるので、より好ましい。
【０１１９】
　ところで、第１～第３の実施形態では、非接触給電の動作中に異物検知を行う例を用い
て説明した。しかし、このような場合だけには限定されず、様々な変形が可能である。例
えば、異物検知の動作中に、非接触給電の動作を停止させることや、非接触給電で供給す
る電力などを制限することも想定される。
　このような場合には、検知コイルに生じる不要雑音が小さくなるので、送電コイルや受
電コイルを流れる交流信号の周波数と、検知コイルを流れる交流信号の周波数とを必ずし
も異ならせる必要はない。つまり、非接触給電の動作で用いられる交流信号の周波数（ｆ
１≒ｆ２）と、略同一の周波数の交流信号を用いて異物検知を動作させてもよい。また、
これらのような場合には特に、送電コイルもしくは受電コイルと、検知コイルとを同一に
することもできる。
【０１２０】
［変形例１］
　上記第１～第３の実施形態では、図６及び図７に示すような一つなぎの８の字形状の検
知コイルを用いる場合について説明したが、第１変形例として、図１３に示すような８の
字形状の検知コイル（磁気結合素子）を用いてもよい。
　図１３の例では、８の字形状の検知コイルＬ３´が、スパイラル形状のコイルＬ３１と
コイルＬ３２とで構成されており、コイルＬ３１の一端とコイルＬ３２の一端とが半田や
コネクタなどを用いて電気的に直列に接続（結線）されている。ただし、図８Ｂ及び図１
３の例で示すように、コイルＬ３１から生じる磁束（磁力線）の向きと、コイルＬ３２か
ら生じる磁束（磁力線）の向きとが、互いに略逆方向となるように接続されている。
【０１２１】
　なお、この接続は、電気的に並列、もしくは直列と並列とを組み合わせたような構成で
あっても構わない。
　例えば、電気的に直列の場合では、コイルＬ３１側の引き出し線５１とコイルＬ３２側
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の引き出し線５２とを用いて電圧を測定する。また、電気的に並列の場合では、コイルＬ
３１とコイルＬ３２の接合部５３を基準電位点として、コイルのＬ３１の接合部５３と引
き出し線５１間、もしくはコイルＬ３２の接合部５３とコイルＬ３２間の電圧を測定する
。
【０１２２】
　本第１変形例によれば、単体のスパイラル形状のコイルを接合して８の字形状の検知コ
イルを構成しているので、一つなぎの８の字形状のコイルと比較して、容易に２つのコイ
ルの電気的特性をほぼ等しくすることができる。
【０１２３】
　以上、本開示の第１～第３の実施形態及びその第１変形例として、２つのコイルで構成
された一つの磁気結合素子（８の字形状のコイル）を検知コイルに適用した場合の一例を
説明したが、本開示は上述した実施形態に限定されず、種々の変形が可能である。
　例えば、異物の検知精度などを向上させるために、複数のコイルを電気的に接続したよ
うな形状で構成された、１又は複数の磁気結合素子を用いることが望ましい場合もある。
　すなわち、異物の検知精度などを更に向上させるために、複数のコイルを電気的に接続
したような形状で構成され、これら複数のコイルのうちの少なくとも１つ以上のコイルか
ら生じる磁束の向きと、これら複数のコイルのうちの残りのコイルから生じる磁束の向き
とが、互いに略逆方向である１又は複数の磁気結合素子を用いることがより望ましいと言
える。
　以下、本開示の他の実施形態の例について、図面を参照して説明する。なお、第１の実
施形態及びその第１変形例と同一の構成要素については同一符号を付し、その説明を適宜
省略する。
【０１２４】
［変形例２］
　第１～第３の実施形態及びその第１変形例に係る８の字形状のコイルに限らず、田の字
形状（２×２格子型形状）のコイルを検知コイル（磁気結合素子）として用いることがで
きる。以下、本開示の第１～第３の実施形態の第２変形例として、検知コイルに田の字形
状のコイルを適用した例を説明する。
【０１２５】
　図１４は、本開示の第１～第３の実施形態の第２変形例に係る田の字形状の検知コイル
の構成例を示す説明図である。図１４Ａは第１例を示す平面図、図１４Ｂは第２例を示す
平面図である。
　図１４Ａに示す田の字形状の検知コイルＬ３Ａ（第１例）は、スパイラル形状の４つの
コイルＬ３１～Ｌ３４を、電気的に直列に接続（結線）したような構成のコイルである。
コイルＬ３３，Ｌ３４は、スパイラル形状のコイルＬ３１，Ｌ３２とほぼ同様の構成であ
る。コイルＬ３１は引き出し線５１、コイルＬ３４は引き出し線５２を有する。コイルＬ
３２とコイルＬ３３は引き出し線がなく、それぞれに隣接するコイルＬ３１，Ｌ３４と電
気的に接続している。本例の検知コイルＬ３Ａは、ある時間（位相）においてコイルＬ３
１，Ｌ３３から生じる磁束（磁力線）の向きと、コイルＬ３２，Ｌ３４から生じる磁束（
磁力線）の向きとが、互いに略逆方向となるように接続されている。
【０１２６】
　図１４Ｂに示す田の字形状の検知コイルＬ３Ｂ（第２例）は、検知コイルＬ３Ａと異な
り、ある時間（位相）において引き出し線５１，５２が形成されたコイルＬ３１，Ｌ３４
´から生じる磁束（磁力線）の向きと、コイルＬ３２，Ｌ３３´から生じる磁束（磁力線
）の向きとが、互いに略逆方向となるように接続されている。
【０１２７】
　なお、図１４Ａ，１４Ｂに示した接続は、図１３の例と同様に、電気的に並列、もしく
は直列と並列とを組み合わせたような構成であっても構わない。
【０１２８】
　本第２変形例においても、検知コイルＬ３Ａの内寸Ａもしくは外寸Ｂと、受電コイルと
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の関係は、第１の実施形態で説明した関係にあることが望ましい。
【０１２９】
　上述した第１～第３の実施形態の第２変形例によれば、第１～第３の実施形態の作用及
び効果に加え、以下のような作用効果がある。
　本第２変形例に係る検知コイルは、４つのコイルからなる田の字形状のコイルであり、
第１～第３の実施形態に係る８の字形状のコイルと比較してコイルの数が増えたことで、
検知コイルの専有面積が大きくなり、検知範囲が拡大する。例えば、本第２変形例に係る
検知コイルの場合、第１～第３の実施形態の検知コイルと比較して検知範囲は２倍になる
。
　ただし、検出精度に関しては、第１～第３の実施形態及びその第１変形例の検知コイル
のほうが良いので、検出精度又は検知範囲のいずれを優先させるかで第１～第３の実施形
態（第１変形例を含む）又は第２変形例のいずれを採用するか決定してもよい。
【０１３０】
［変形例３］
　また、上記第１～第３の実施形態の第２変形例に係る田の字形状のコイルに限らず、格
子型形状のコイルを検知コイル（磁気結合素子）として用いることができる。以下、本開
示の第１～第３の実施形態の第３変形例として、検知コイルに格子型形状のコイルを適用
した例を説明する。
【０１３１】
　図１５は、本開示の第１～第３の実施形態の第３変形例に係る格子型形状の検知コイル
の構成例を示す平面図である。
　格子型形状の検知コイルＬ３Ｃは、多数のコイルを電気的に直列、並列、もしくは直列
と並列とを組み合わせたように接続したような構成のコイルである。図１５の例は、直列
接続した２１個のスパイラル形状のコイルＬ３１～Ｌ３２１から検知コイルを構成する場
合の一例である。
　この検知コイルＬ３Ｃは、例えば磁気遮蔽材４１の平面と平行に、コイルＬ３１～Ｌ３
２１がマトリクス状に配置され、コイルＬ３１からコイルＬ３２１までが順に一つなぎに
接続されている。例えば左から右へコイルＬ３１～Ｌ３７が接続し、次に一段下げて右か
ら左へコイルＬ３８～Ｌ３１４が接続し、さらに一段下げて左から右へコイルＬ３１５～
Ｌ３２１が接続されている。コイルＬ３１～Ｌ３２１は、ある時間（位相）において隣り
合うコイルが生じる磁束（磁力線）の向きが互いに略逆方向となるように接続されている
。
【０１３２】
　このように、検知コイルは、スパイラル形状、ヘリカル形状、もしくはスパイラル形状
とヘリカル形状とを組み合わせた形状などの複数のコイル（基本的な０の字形状のコイル
）を、電気的に直列、並列、もしくは直列と並列とを組み合わせたように接続したような
構成であってもよい。ただし、ある時間（位相）において検知コイルを構成する複数のコ
イルのうちの、少なくとも一つ以上のコイルから生じる磁束（磁力線）の向きと、残りの
コイルから生じる磁束（磁力線）の向きとが、互いに略逆方向となるように接続されてい
ることが望ましい。
【０１３３】
　また、検知コイルが複数のコイルから構成される場合、少なくとも一つ以上のコイルか
ら生じる磁束（磁力線）の総和と、残りのコイルから生じる略逆方向の磁束（磁力線）の
総和と、が略等しい場合が特に望ましい。この場合、検知コイルからの磁束漏れ、外部要
因による検知コイルの電気特性（電気的なパラメータ）の変化、検知コイルに生じる不要
雑音などが特に小さくなる。磁束の総和を等しくするため、検知コイルを構成する複数の
コイルが、それぞれ略同一な形状の場合には、複数のコイルの数は偶数であることが望ま
しい。
　さらに、略逆方向の磁束（磁力線）が生じるコイルの数は、検知コイルを構成する複数
のコイルの数の半分であることが望ましい。この場合、検知コイル内の磁束分布が略均一
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になるので、異物金属の検知精度が安定する。
【０１３４】
　なお、検知コイルを構成する複数のコイルのうち、少なくとも一つ以上のコイルの内寸
が、送電コイルもしくは受電コイルの内寸より小さいことが望ましい。
　加えて、検知コイルを構成する複数のコイルの全体の内寸Ａが、送電コイルもしくは受
電コイルの内寸より小さいことが望ましい。検知コイルを構成する複数のコイルの全体の
内寸は、図１５に示すように、短手方向の内寸Ａもしくは長手方向の内寸Ａ´のいずれで
もよい。
　さらに、検知コイルの全体の外寸が、送電コイルもしくは受電コイルの内寸より小さい
ことが特に望ましい。
　これらの条件は、外部要因による検知コイルの電気特性（Ｑ値，Ｌ値など）の変化を小
さくするためである。
【０１３５】
　また、検知コイルの形状は、検知コイルに生じる不要雑音を効果的に抑圧するため、略
回転対称、略線対称、略点対称などのような略対称形状であることが望ましい。ただし、
異物金属の検知精度を落としても、異物金属の検知範囲を拡げたい場合にはその限りでは
ない。
【０１３６】
　上述した第１～第３の実施形態の第３変形例によれば、第１～第３の実施形態の第２変
形例と比較して、検知コイルを構成するコイルの数がさらに多いため、検知コイルの検知
範囲が格段に広がる。
【０１３７】
［変形例４］
　さらに、上述した第１～第３の各実施形態（第１～第３変形例を含む）では、検知コイ
ルを１つ配設する場合について説明した。しかし、そのような場合には限られず、例えば
図１６に示すように、検知コイル（磁気結合素子）を２以上の複数配設するようにしても
よい。それに対応して、異物検知装置３１も複数配設するようにしてもよい。もしくは、
異物検知装置を１又は複数として、複数配置した検知コイルの切り替え（スイッチング）
ができるようにしてもよい。
【０１３８】
　図１６は、本開示の第１～第３の実施形態の第４変形例に係る、２つの８の字形状の検
知コイルが配設された検知コイル部６１の説明図である。図１６Ａは第１例を示す平面図
、図１６Ｂは第２例を示す平面図である。
　第４変形例の第１例の検知コイル部６１は、２つの検知コイルＬ３－１と検知コイルＬ
３－２を、各々の引き出し線５１，５２がある側の反対側同士を突き合わせるようにして
配置して構成されている。検知コイルＬ３－１，Ｌ３－２の各々は、検知コイルＬ３´と
同様の構成であり、一つの検知コイルは２つのスパイラル形状のコイルから構成されてい
る。なお、本例の検知コイル部６１を、検知コイルＬ３を用いて構成できることは勿論で
ある。
【０１３９】
　ここで、検知コイルＬ３－１と検知コイルＬ３－２のそれぞれの導電線を所定量重ねて
配置してもよい。このように配置することにより、検知コイルＬ３－１と検知コイルＬ３
－２の検知範囲がオーバーラップするので、検知コイルＬ３－１と検知コイルＬ３－２と
の間の異物を検知できない不感帯が解消される。
【０１４０】
　第４変形例の第２例の検知コイル部６２は、２つの検知コイルＬ３－１と検知コイルＬ
３－２´を、各々の引き出し線５１，５２がある側の反対側同士を突き合わせるようにし
て配置して構成されている。検知コイルＬ３－２´のコイルＬ３１´及びコイルＬ３２´
は、検知コイルＬ３－２のコイルＬ３１及びコイルＬ３２と磁束（磁力線）の向きを逆転
した構成としている。
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【０１４１】
　なお、図１６Ａ，１６Ｂに示した複数の検知コイルは、各検知コイルを構成する複数の
コイルのうち、少なくとも一つ以上のコイルの内寸が、送電コイルもしくは受電コイルの
内寸より小さいことが望ましい。
　加えて、複数の検知コイルを構成する複数のコイルの全体の内寸が、送電コイルもしく
は受電コイルの内寸より小さいことが望ましい。
　さらに、複数の検知コイルの全体の外寸が、送電コイルもしくは受電コイルの内寸より
小さいことが特に望ましい。
　これらは、外部要因による検知コイルの電気特性（Ｑ値，Ｌ値など）の変化を小さくす
るためである。
【０１４２】
　また、複数の検知コイルは、該検知コイルに生じる不要雑音を効果的に抑圧するため、
略回転対称、略線対称、略点対称などのような略対称形状となるように配設されているこ
とが望ましい。ただし、異物金属の検知精度を落としても、異物金属の検知範囲を拡げた
い場合にはその限りではない。
【０１４３】
　上述した第１～第３の実施形態の第４変形例によれば、複数の検知コイル（磁気結合素
子）を有する検知コイル部に対し、１つの異物検知装置を用いて複数の検知コイルを、時
分割で切り替えて使用することができる。また、複数の異物検知装置を用いて、複数の検
知コイルのうちの一つを主検知コイル、残りを副検知コイルとして使用することもできる
。
【０１４４】
　なお、複数のコイルで構成される一又は複数の検知コイルを合計した外寸が、受電コイ
ル（もしくは送電コイル）の内寸よりも大きい場合には、一又は複数の検知コイルの一部
もしくは全てと受電コイル（もしくは送電コイル）とが同一平面上に配設されないことに
なる。このような場合には、一又は複数の検知コイルの少なくとも一部もしくは全てと、
受電コイル（もしくは送電コイル）との間に、磁性材などを配設することも想定される。
これは、受電コイル（もしくは送電コイル）の巻線部分上もしくはパターン部分上に、一
又は複数の検知コイルを配設する場合の、一又は複数の検知コイルのＱ値低下を防ぐため
である。
【０１４５】
［変形例５］
　次に、本開示の第１～第３の実施形態の第５変形例として、受電コイルと複数の検知コ
イル（磁気結合素子）を同一平面外に配設した例を説明する。
　図１７は、本開示の第１～第３の実施形態の第５変形例に係る検知コイルの配設例の説
明図である。図１７Ａは受電コイルの例、図１７Ｂは受電コイル上に複数の検知コイルを
配設した例、図１７Ｃは受電コイルの中央に一部の検知コイルを配設した例をそれぞれ示
す平面図である。
【０１４６】
　図１７Ａに示す受電部２２Ａでは、磁気遮蔽材４１の上に受電コイルＬ２を配置し、そ
の受電コイルＬ２の上に磁性材６５を介して、例えば検知コイルＬ３－１～Ｌ３～４を配
置している。
　受電コイルＬ２は、導電線が同一平面上でスパイラル状（例えば略正円形や略楕円形、
略長円形、略四角形など）に複数回巻回されて形成されており、本例では、導電線が略四
角形のスパイラル状に巻回されている。その略四角形の受電コイルＬ２の４辺のそれぞれ
に、検知コイルＬ３－１～Ｌ３～４の縦横のフェレ径（射影幅）とほぼ同じ大きさの磁性
材６５が載置されている。そして、各磁性材６５の上に検知コイルＬ３－１～Ｌ３～４が
配設されている。
【０１４７】
　検知コイルＬ３－１～Ｌ３～４は、図１４～図１６Ｂに示したように、４つの８の字形
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状のコイルを一つなぎに接続してもよいし、複数の検知コイルに分割してもよい。
【０１４８】
　上述した第１～第３の実施形態の第５変形例では、受電コイルと検知コイルを同一平面
外に配設する場合、すなわちＺ方向における同一平面に配設しない場合でも、第１～第３
の実施形態（第１～第４変形例を含む）と同様に、異物金属を検知できることが実験によ
り確かめられている。
【０１４９】
　なお、図１７Ｂに示すように、受電コイルＬ２と検知コイルＬ３－１～Ｌ３～４との間
に、検知コイルのＱ値低下を防ぐために、磁性材を配置するのが望ましいが、その限りで
はない。
【０１５０】
　また、図１７Ｃに示すように、受電コイルＬ２中央に検知コイルを配設して受電部２２
Ａ´を構成してもよい。その場合には、検知コイルの一部（例えば図１７Ｃの検知コイル
Ｌ３Ａ）が受電コイルＬ２と同一平面上に配設され、残りの検知コイルが受電コイルＬ２
と同一平面外に配設される、ことも想定される。もちろん、検知コイルが全て、受電コイ
ルＬ２と同一平面外に配設されていても構わない。
【０１５１】
［変形例６］
　次に、本開示の第１～第３の実施形態の第６変形例として、広い範囲において異物金属
が発熱する場合の対策例を説明する。
　図１８は、本開示の第１～第３の実施形態の第６変形例に係る検知コイル（磁気結合素
子）の配設例の説明図である。図１８Ａは受電コイルと異物金属の例、図１８Ｂは受電コ
イル上に複数の検知コイルを配設した例、図１８Ｃは図１８Ｂの複数の検知コイルの上に
さらに複数の検知コイルを配設した例をそれぞれ示す平面図である。
【０１５２】
　図１８Ａに示すように、受電コイルＬ２の外側の広い範囲（破線部）で異物金属７０が
発熱することも考えられる。このように広い範囲で異物金属が発熱する場合、その対策と
して検知コイルを広範囲に複数配置することが考えられる。
　図１８Ｂに示す受電部２２Ｂは、受電コイルＬ２の上に、例えば１０個の８の字形状の
検知コイルＬ３－１－１～Ｌ３－１０－１が配設されている。この１０個の検知コイル全
体の縦横のフェレ径は、受電コイルＬ２より大きい。図１８Ｂでは、隣接する８の字形状
の検知コイルを識別できるよう、検知コイルを白ぬき又は灰色で表している。
【０１５３】
　ただし、図１８Ｂの配列例の場合では、ある検知コイルとそれに隣接する検知コイルと
の間に、異物金属を検知できない不感帯が存在しうる。そのため、図１８Ｃの配設例のよ
うに、検知コイルを２層以上の領域に配設するのが望ましい場合もある。ここでは、受電
コイルＬ２の上に配置した１０個の検知コイルＬ３－１－１～Ｌ３－１０－１（第１層）
の上に、さらに１０個の検知コイルＬ３－１－２～Ｌ３－１０－２（第２層）を配置して
受電部２２Ｂ´を構成している。
【０１５４】
　このとき、第１層の検知コイルに対して第２層の検知コイルを１／２ピッチずらして配
置することにより、隣接する検知コイル間の不感帯が解消される。また、第１層において
８の字形状の検知コイルを縦向き（Ｙ方向）に並べ、第２層において検知コイルを横向き
（Ｘ方向）に並べると、第１層の検知コイルと異なる方向の磁束変化を検知できるので、
不感帯がより確実に解消され、異物金属の検知精度が向上する。
【０１５５】
　上述した第１～第３の実施形態の第６変形例よれば、受電コイルの広い範囲で異物金属
を検知することができる。また、検知コイルを２層以上の領域に配置することにより、異
物金属を検知できない不感帯を解消することができる。
【０１５６】
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［変形例７］
　図１９は、本開示の第１～第３の実施形態の第７変形例に係る検知コイルの配設例の説
明図である。図１９Ａは受電コイル上に複数の検知コイルを配設した例、図１９Ｂは図１
９Ａの複数の検知コイルの上にさらに複数の検知コイルを配設した例をそれぞれ示す平面
図である。
　この図１９に示す例は、図１８に示した第６変形例の受電部２２Ｂが検知コイルを受電
コイルの縦横方向に配置するのに対して、検知コイルを受電コイルの斜め方向に配置する
ものである。
【０１５７】
　図１９Ｂに示す受電部２２Ｃは、受電コイルＬ２の上に、例えば９個の８の字形状の検
知コイルＬ３－１－１～Ｌ３－９－１が、略四角形の受電コイルＬ２の対角線方向（斜め
方向）に配設されている。この９個の検知コイル全体の縦横のフェレ径は、受電コイルＬ
２より大きい。図１９Ｂでは、隣接する８の字形状の検知コイルを識別できるよう、検知
コイルを白ぬき、灰色又は黒色で表している。
【０１５８】
　また、隣接する検知コイル間の不感帯を解消するため、受電コイルＬ２の上に配置した
第１層の検知コイルＬ３－１－１～Ｌ３－９－１の上に、第２層の検知コイルＬ３－１－
２～Ｌ３－９－２を配置して受電部２２Ｃ´を構成している。このとき、第２層の検知コ
イルＬ３－１－２～Ｌ３－９－２は、第１層の検知コイルＬ３－１－１～Ｌ３－９－１が
配置された対角線方向と異なる対角線方向に配置してある。
【０１５９】
　本例によれば、第２層の検知コイルを、第１層の検知コイルが配列された対角線方向と
異なる対角線方向に配置することで、第１層の検知コイルと異なる方向の磁束変化を検知
できるので、不感帯がより確実に解消され、異物金属の検知精度が向上する。
【０１６０】
＜５．第４の実施形態＞
　上述した第１～第３の実施形態に用いられる磁気結合素子（検知コイル）は、複数のコ
イルを電気的に接続したような形状で構成され、これら複数のコイルのうちの少なくとも
１つ以上のコイルから生じる磁束の向きと、複数のコイルのうちの残りのコイルから生じ
る磁束の向きとが、互いに略逆方向であるという構成を備える。
【０１６１】
　しかし、このような１又は複数の磁気結合素子を構成する複数のコイル各々の、Ｌ値，
Ｒ値，そしてＱ値などが互いに大きく異なる（バラついている）と、検知コイルと異物と
の位置関係によって、異物の検知精度が大きく異なるという不具合が生じることがあった
。
　複数のコイルの各々の電気特定が大きく異なると、非接触給電システムなどで用いられ
る磁束によって、磁気結合素子に過度な電圧が生じる恐れがある。この過度な電圧は、磁
気結合素子に関連する電気特性（電気的なパラメータ）などを測定する際の誤差に繋がる
ため、異物の検知精度を悪化させる要因となりうる。
　また、過度な電圧が生じる場合には、磁気結合素子と電気的に接続される回路部分の耐
電圧を高く設計する必要もあり、回路部分の寸法（サイズ）及び部品コストの増大にも繋
がりうる。
【０１６２】
　この点について、図２０を参照して説明する。図２０は、位置決め部が配設されていな
に状態の検知コイルＬ３を示した平面図である。検知コイルＬ３は、２つのコイルＬ３１
，Ｌ３２で構成された磁気結合素子の基本的な構成である。
【０１６３】
　この検知コイルＬ３では、コイルＬ３１とコイルＬ３２とから生じる磁束（磁力線）の
向きが互いに略逆方向（図７参照）となるように、コイルＬ３１とコイルＬ３２とが電気
的に接続（結線）されている。この検知コイルを用いて異物を検知する場合には、２つの
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コイルＬ３１及びＬ３２の形状や寸法などが略同一であることが望ましい。しかし、現実
的には、検知コイルＬ３を巻線などで構成する場合には特に、２つのコイルＬ３１とＬ３
２とで形状や寸法が異なってしまう。その結果、２つのコイルＬ３１とＬ３２とで、コイ
ルのＬ値，Ｒ値，そしてＱ値などの電気特性が互いに異なってしまう。
【０１６４】
　そこで、１又は複数の検知コイルを構成する複数のコイルのうち、少なくとも１つ以上
のコイルの内側に配設する位置決め部を磁性材から構成することにより、複数のコイルの
Ｌ値，Ｒ値，そしてＱ値などの電気特性が互いに異なることを対策する。ここで、図２１
～図２３は、その一例を示す平面構成例（Ｘ－Ｙ平面構成例）であり、検知コイルＬ３を
構成する２つのコイル（Ｌ３１，Ｌ３２）の各々の内側に磁性材で構成される位置決め部
Ｋ２１，Ｋ２２が配設されている。以降の説明では、位置決め部Ｋ２１，Ｋ２２を、位置
決め部Ｋ２と総称することもある。
【０１６５】
　まず、図２１は、本開示の第４の実施形態の一例に係る説明図であり、２つの位置決め
部を配置する場合の例を示す平面図である。
　本例は、磁性材の実効透磁率（透磁率の実部μ’）、透磁損失（透磁率の虚部μ’’）
、Ｚ方向の最外寸法（厚み）、Ｚ方向の配設位置などを、位置決め部Ｋ２１とＫ２２とで
互いに異ならせることにより、コイルの電気特性（電気的なパラメータ）をコイルＬ３１
とコイルＬ３２とで略同一にする場合の一例である。つまり、２つの位置決め部Ｋ２１，
Ｋ２２は、上面視の形状及び配置が同一である。
【０１６６】
　次に、図２２は、本開示の第４の実施形態の他の例に係る説明図であり、２つののうち
一方の位置決めの大きさを変更する場合の例を示す平面図である。
　本例は、上述した磁性材の実効透磁率（透磁率の実部μ’）、透磁損失（透磁率の虚部
μ’’）、Ｚ方向の最外寸法（厚み）、Ｚ方向の配設位置などに加えて磁性材のＸＹ方向
の最外寸法（サイズ）も、位置決め部Ｋ２１ａと位置決め部Ｋ２２とで互いに異ならせる
ことにより、コイルの電気特性（電気的なパラメータ）をコイルＬ３１とコイルＬ３２と
で略同一にする場合の一例である。
【０１６７】
　さらに、図２３は、本開示の第４の実施形態のさらに他の例に係る説明図であり、２つ
の位置決め部のうち一方の位置決め部の位置を変更する場合の例を示す平面図である。
　本例は、上述した磁性材の実効透磁率（透磁率の実部μ’）、透磁損失（透磁率の虚部
μ’’）、Ｚ方向の最外寸法（厚み）、Ｚ方向の配設位置、ＸＹ方向の最外寸法（サイズ
）などに加えて位置決め部Ｋ２のＸＹ方向の配設位置も、位置決め部Ｋ２１ａと位置決め
部Ｋ２２とで互いに異ならせることにより、コイルの電気特性（電気的なパラメータ）を
コイルＬ３１とコイルＬ３２とで略同一にする場合の一例である。
【０１６８】
　またさらに、図２４は、本開示の第４の実施形態のさらに他の例に係る説明図であり、
２つの位置決め部のうち一方の位置決め部を配設しない場合の例を示す平面図である。
　本例は、コイルＬ３１とコイルＬ３２のうち、片方のコイルの内側にのみ位置決め部Ｋ
２（この例では位置決め部Ｋ２２）を配設することにより、コイルの電気特性（電気的な
パラメータ）をコイルＬ３１とコイルＬ３２とで略同一にする場合の一例である。
【０１６９】
　なお、上記の図２１～図２４では、位置決め部Ｋ２１（Ｋ２１ａ）と位置決め部Ｋ２２
とを１つずつ配設する場合の例で説明したが、この例に限られない。これらの位置決め部
Ｋ２は、同一のものを２つ以上（複数）配設していても構わないし、実効透磁率（透磁率
の実部μ’）、透磁損失（透磁率の虚部μ’’）、ＸＹＺ方向の最外寸法（サイズ）、Ｘ
ＹＺ方向の配設位置などを異ならせたものを２種以上（複数）配設していても構わない。
【０１７０】
　また、上記の図２１～図２４の説明では、位置決め部Ｋ２の最外寸法が、コイルＬ３１
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やＬ３２の最内寸法よりも小さい場合を例に用いて説明したが、コイルＬ３１やＬ３２の
最内寸法よりも大きい場合も想定される（例えば図１２等）。さらに、位置決め部Ｋ２の
最外寸法が、コイルＬ３１やＬ３２の最外寸法よりも小さい場合も想定される。
　ただし、これらの場合には、検知コイルＬ３の厚みに加えて、位置決め部Ｋ２の厚みと
、検知コイルＬ３と位置決め部Ｋ２の配設位置の関係を固定するための固定材の厚みなど
を確保する必要があるため、位置決め部Ｋ２の最外寸法は、コイルＬ３１やＬ３２の最内
寸法よりも小さい方が望ましいことが多い。
【０１７１】
　なお、位置決め部Ｋ２の実効透磁率（透磁率の実部μ’）は主に検知コイルのＬ値に、
位置決め部Ｋ２の透磁損失（透磁率の虚部μ’’）は主に検知コイルのＲ値に、ＸＹＺ方
向の最外寸法（サイズ）、ＸＹＺ方向の配設位置や厚み（配設数量（配設枚数））は検知
コイルのＬ値及びＲ値に影響を与える。
【０１７２】
　また、第１の実施形態についての説明でも言及したように、位置決め部Ｋ２の透磁損失
（透磁率の虚部μ’’）が極めて小さく、磁性材の実効透磁率（透磁率の実部μ’）が大
きい場合には、検知コイルのＲ値の増加量よりもＬ値の増加量が大きくなるので、検知コ
イルのＱ値を向上させることが可能となる。そのため、検知コイルのＲ値の増加量よりも
Ｌ値の増加量が大きくなる磁性材を、位置決め 部Ｋ２に用いるのが望ましい。
　つまり、磁性材の透磁率の実部μ’と透磁率の虚部μ’’との間に、μ’＞μ’’の関
係、特に、μ’≫μ’’の関係が成り立つ位置決め部Ｋ２を用いるのが望ましい。ただし
、検知コイルのＱ値を低下させても構わないのであれば、その限りではない。
【０１７３】
　このように、位置決め部Ｋ２の仕様や設置態様を変えることで、検知コイルＬ３を構成
する２つのコイルＬ３１とＬ３２との電気特性（Ｌ値，Ｒ値，Ｑ値など）を略同一にする
ことが可能となる。この位置決め部Ｋ２の仕様や設置態様の例として、例えば実効透磁率
（透磁率の実部μ’）、透磁損失（透磁率の虚部μ’’）、ＸＹＺ方向の最外寸法（サイ
ズ）、ＸＹＺ方向の配設位置、配設数量（枚数）などが挙げられる。
【０１７４】
　なお、上述した本実施形態の各例では、２つのコイルＬ３１，Ｌ３２に配置された磁性
材からなる位置決め部Ｋ２を活用して２つのコイルＬ３１，Ｌ３２の電気特性（電気的な
パラメータ）を略同一にする例を説明した。しかし、磁気結合素子を構成する３以上のコ
イルに対して位置決め部の仕様や配置形態等を適宜変更して配設し、３以上のコイルの電
気特性（電気的なパラメータ）を略同一にするようにしてもよい。
【０１７５】
次に、検知コイルを構成するコイルの電気特性（電気的なパラメータ）について測定した
結果を説明する。
　図１３に示した検知コイルＬ３´は、線材を所定数巻回した２つのコイルＬ３１，Ｌ３
２を、電気的に接続して構成した検知コイルの一例である。このような場合には、接合部
５３（端子Ｔ１）、引き出し線５１（端子Ｔ２Ａ）との組み合わせでコイルＬ３１の電気
特性を測定可能であり、接合部５３（端子Ｔ１）と引き出し線５２（端子Ｔ２Ｂ）との組
み合わせでコイルＬ３２の電気特性を測定可能である。
【０１７６】
　図２５は、位置決め部の有無による検知コイルＬ３´のＬ値の違いを示したグラフであ
る。また図２６は、位置決め部の有無による検知コイルＬ３´のＱ値の違いを示したグラ
フである。
　図２５（左側）及び図２６（左側）はそれぞれ、コイルＬ３１とコイルＬ３２との電気
特性が互いに異なっている場合のＬ値及びＱ値を示している。図２５（右側）及び図２６
（右側）はそれぞれ、位置決め部Ｋ２を活用して、コイルＬ３１とコイルＬ３２との電気
特性を略同一にした場合のＬ値及びＱ値を示している。
【０１７７】
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　図２５や図２６に示すように、位置決め部Ｋ２の活用によって、コイルＬ３１及びコイ
ルＬ３２のＬ値やＱ値を向上させることが可能である。また、コイルＬ３１とコイルＬ３
２の間でＬ値やＱ値が略同一になるように電気特性を調整可能であることも分かる。なお
、前述したＱ値に関する数式より、この場合にはＲ値も略同一となるように調整されてい
ることになる。
【０１７８】
　また、図２７は、検知コイルＬ３と異物との配設位置の関係によって、位置決め部Ｋ２
の有無で、異物の検知精度がどの程度変化するのかを示すグラフである。
　図２７の横軸方向において、中央部分は検知コイルの上方に位置し、中央部分の両側は
検知コイルの上方から遠ざかる位置に相当する。図２７より、位置決め部Ｋ２を活用して
コイルＬ３１とコイルＬ３２のＬ値やＱ値を調整した場合、検知コイルＬ３に対して異物
が広範囲に配設されても、異物の検知精度が略均一になっていると分かる。
【０１７９】
　ここで、図６Ｂに示すように、非接触給電システム１００の二次側機器（電子機器）内
に、磁気遮蔽材４１、受電コイルＬ２、検知コイルＬ３、そして位置決め部Ｋ２１，Ｋ２
２を配設する場合を想定する。
　図２８～図３０は、非接触給電システム１００の非接触給電時に、送電コイルＬ１や受
電コイルＬ２から生じる磁束（磁力線，磁界）を受けて、検知コイルＬ３で生じる電圧の
波形の一例を示したものである。コイルＬ３１とコイルＬ３２の電気特性（Ｌ値，Ｒ値，
Ｑ値など）の差に応じた電圧が、検知コイルＬ３に生じる。
【０１８０】
　図２８は、コイルＬ３１とコイルＬ３２との電気特性の差が小さい場合の一例を示した
ものであり、この場合には検知コイルＬ３でほとんど電圧が生じていないことが分かる。
なお、この例で測定された電圧は、実効値２７．７がｍＶ、ｐ-ｐ（ピーク・ツー・ピー
ク）値が３９０ｍＶであった。
【０１８１】
　図２９は、コイルＬ３１とコイルＬ３２との電気特性の差が大きい場合の一例を示した
ものであり、この場合には検知コイルＬ３で大きな電圧が生じていることが分かる。なお
、この例で測定された電圧は、実効値が１６９ｍＶ、ｐ-ｐ値が７５０ｍＶであった。
【０１８２】
　図３０は、コイルＬ３１とコイルＬ３２との電気特性の差が非常に大きい場合の一例を
示したものであり、この場合には検知コイルＬ３で非常に大きな電圧が生じていると分か
る。なお、この例で測定された電圧は、実効値が８３２ｍＶ、ｐ-ｐ値が２．５６ｍＶで
あった。
【０１８３】
　これらの測定結果で示した通り、コイルＬ３１とコイルＬ３２との電気特性（電気的な
パラメータ）の差が大きいと、検知コイルＬ３で大きな電圧が生じるので、この電圧が異
物検知を行う際の雑音（ノイズ）となり、異物の検知精度を低下させる要因となりうる。
【０１８４】
［第４の実施形態の作用・効果］
　上述した第４の実施形態によれば、以下に示すような作用・効果が得られる。
　例えば、磁気結合素子を用いた異物検知システムに第４の実施形態を適用すると、非接
触給電システムなどに混入した異物が発熱しうる一定領域内において、磁気結合素子と異
物との位置関係に依らない、異物に対する略均一な検知精度を実現できる。
　また、非接触給電システムなどで用いられる磁束によって、異物検知システムの磁気結
合素子に過度な電圧が生じることを防げる。それによって、検知コイルに関連する電気特
性（電気的なパラメータ）を測定する際の誤差を減少し、異物の検知精度の悪化が抑えら
れる。
　さらに、磁気結合素子を含んで構成されるＬＣ共振器（共振回路）もしくは磁気結合素
子自体、のＱ値変化に基づいて異物の有無を検知する異物検知システムなどでは、異物の
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検知精度を向上可能である。
【０１８５】
　なお、一次側機器内もしくは二次側機器内に配設された磁石と、いずれかの機器と他方
の機器内に配設された磁性材とを用いて、一次側機器と二次側機器との位置合わせを行う
非接触給電システムでは、本実施形態で活用する磁性材（例えば位置決め部Ｋ２）を、そ
の位置合わせのための磁性材として併用することも可能である。
【０１８６】
　以上、本開示の第４の実施形態の例として、２つのコイルで構成された１つの磁気結合
素子（８の字形状のコイル）の内側に位置決め部を配設し、その仕様や設置態様などを変
えることにより２つのコイルの電気特性（電気的なパラメータ）を略同一にする電気特性
調整方法を説明した。しかし、この例に限らず、上述の第１～第３の実施形態に適用され
うる１又は複数の磁気結合素子に対して、この第４の実施形態に係る電気特性調整方法を
適用することができる。
【０１８７】
　ところで、上述した第１～第３の実施形態の場合、異物の検知精度などを更に向上させ
るために、複数のコイルを電気的に接続したような形状で構成され、これら複数のコイル
のうちの少なくとも１つ以上のコイルから生じる磁束の向きと、これら複数のコイルのう
ちの残りのコイルから生じる磁束の向きとが、互いに略逆方向である１又は複数の磁気結
合素子を用いることがより望ましい場合もあると説明した。しかし、異物の検知精度を悪
化させても構わないのであれば、その限りではない。すなわち、この第４の実施形態が適
用される１又は複数の磁気結合素子は、その１又は複数の磁気結合素子を構成する複数の
コイルから生じる磁束の向きが、互いに略同一方向である場合も想定される。
【０１８８】
　そして、１又は複数の磁気結合素子を構成する複数のコイルのうちの少なくとも１つ以
上のコイルの付近に配設する位置決め部の、実効透磁率（透磁率の実部μ’）、透磁損失
（透磁率の虚部μ’’）、ＸＹＺ方向の最外寸法（サイズ）、ＸＹＺ方向の配設位置、配
設数量（枚数）などを変えることで、１又は複数の磁気結合素子を構成する複数のコイル
の電気特性（電気的なパラメータ）を略同一にすることが可能となる。
【０１８９】
　ただし、上述した通り、位置決め部は、１又は複数の磁気結合素子を構成する複数のコ
イルのうちの少なくとも１つ以上のコイルの内側近傍に配設するのが特に望ましいが、そ
の限りではない。
　また、上述した第１～第３の実施形態に対応して、上記複数のコイルのうちの少なくと
も１つ以上のコイルの外側近傍に設けた位置決め部を活用して、当該複数のコイルの電気
特性（電気的なパラメータ）を略同一とするようにしてもよい。
【０１９０】
　更に、上述の説明では、位置決め部を活用して、磁気結合素子（コイル）のＬ値、Ｒ値
、Ｑ値の全てを調整する例を用いて説明したが、そのような場合だけには限られず、磁気
結合素子のＬ値、Ｒ値、Ｑ値のうちの少なくとも１つ以上を調整すればよい。
【０１９１】
　加えて、上述の説明では、位置決め部を活用して、磁気結合素子のＬ値、Ｒ値、Ｑ値を
調整する例で説明したが、そのような場合だけには限られず、磁気結合素子に関連する何
らかの電気特性（電気的なパラメータ）に基づいて調整を行うことも想定される。
　例えば、磁気結合素子単体や、磁気結合素子を利用した装置及びシステムに関連する、
電力値、電圧値、電流値、力率、エネルギー効率、伝送効率、給電効率、充電効率、エネ
ルギー損失、検出信号の振幅、位相、周期、パルス幅、デューティ比、インピーダンス値
、相互インダクタンス値、結合係数、磁束量、磁束密度、キャパシタンス値、自己インダ
クタンス値、共振周波数、搬送波周波数、信号波周波数、変調度、信号レベル、雑音レベ
ル、温度などの何らかの電気特性（電気的なパラメータ）に基づいて調整を行う場合も勿
論想定される。
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【０１９２】
＜６．その他＞
　上述した第１～第４の実施形態では、検知コイルを含む異物検知装置が、２次側機器（
給電対象機器）としての電子機器内に配設されている場合について説明した。
　ただし、この場合には限られず、検知コイルを含む異物検知装置が、１次側機器として
の給電装置内に配設されているようにしてもよい。このような場合には、上記第１の実施
形態で説明した受電コイルを送電コイルに、送電コイルを受電コイルに置き換えて考えれ
ばよい。また、検知コイルを含む異物検知装置は、１次側機器内及び２次側機器内の両方
に配設されていてもよい。
　さらに、検知コイルを含む異物検知装置が、１次側機器及び２次側機器とは別体である
他の装置内に配設されているようにしてもよい。
【０１９３】
　すなわち、上記各実施形態等で説明した検知コイルを含む異物検知装置は、１次側機器
内、給電対象機器としての２次側機器内、及びこれらの１次側機器及び２次側機器とは別
体である他の装置内のうちの少なくとも１つに設けられているようにすればよい。
【０１９４】
　また、上記各実施形態についての説明では、磁気結合素子（検知コイル）のＱ値変化、
もしくは磁気結合素子を少なくとも含んで構成されるＬＣ共振器（共振回路）のＱ値変化
から、異物の有無を検知するシステム（例えば異物検知装置）の例を説明した。しかし、
その例に限定されず、磁気結合素子に関連する、別の手段を用いて異物の有無を検知する
異物検知システムであってもよい。
【０１９５】
　例えば、磁気結合素子のＱ値の測定結果、もしくは磁気結合素子を少なくとも含んで構
成されるＬＣ共振器（共振回路）のＱ値の測定結果に基づいて計算（概算、間接測定）し
た、別の電気特性（電気的なパラメータ）を基準として異物検知を行う場合も想定される
。
　また、磁気結合素子単体や、磁気結合素子を利用した装置及びシステムに関連する、何
らかの電気特性（電気的なパラメータ）の変化に基づいて異物検知を行う場合も想定され
る。電気特性（電気的なパラメータ）の例として、例えば電力値、電圧値、電流値、力率
、エネルギー効率、伝送効率、給電効率、充電効率、エネルギー損失、検出信号の振幅、
位相、周期、パルス幅、デューティ比、インピーダンス値、相互インダクタンス値、結合
係数、磁束量、磁束密度、キャパシタンス値、自己インダクタンス値、共振周波数、搬送
波周波数、信号波周波数、変調度、信号レベル、雑音レベル、温度などが挙げられる。
　そして、本開示に係る異物検知システムでは、上述したような異物検知の手段のうちの
１つだけでなく、複数の異物検知の手段を組み合わせて利用（併用）することも想定され
る。
【０１９６】
　また、上記各実施形態では、送電コイル及び受電コイルを１つずつ配設する場合につい
てのみ説明したが、そのような場合には限られず、例えば、送電コイルもしくは受電コイ
ルを複数（２つ以上）配設するようにしてもよい。
【０１９７】
　加えて、上述したＬＣ共振器（共振回路）以外にも、他のＬＣ共振器が非接触給電シス
テム（非接触給電機能や異物検知機能）で使われていてもよい。
【０１９８】
　また、上記各実施形態等では、各コイル（送電コイル、受電コイル、検知コイル）をス
パイラル形状（平面形状）もしくは厚み方向に巻線が巻回しているヘリカル形状としてい
るが、この例に限られない。例えばスパイラル形状のコイルを２層で折り返すように配置
するα巻き形状や、更なる多層のスパイラル形状などによって、各コイルを構成してもよ
い。
【０１９９】
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　また、送電コイルや受電コイルを、８の字形状、田の字形状、格子型形状などのような
磁束漏れを小さくできる形状のコイルにより構成してもよい。
【０２００】
　また、検知コイルを送電コイルもしくは受電コイルなどと一体化させて、送電コイルや
受電コイルなどの非接触給電用コイルを検知コイルとして併用してもよい。加えて、誘導
加熱用コイルや無線通信用コイルなどの、非接触給電以外の用途に使われるコイルを検知
コイルとして併用してもよい。
　すなわち、上記各実施形態では、磁気結合素子を検知コイルとした場合の例を用いて説
明したが、この磁気結合素子が、非接触給電用のコイル（送電コイル，受電コイル）、誘
導加熱用コイル、無線通信用コイルなどであり、これらのコイルが異物検知の用途も兼ね
て使われている場合も想定される。
【０２０１】
　また、送電装置の送電部内、受電装置の受電部内及び検知コイル周辺には、不要な磁束
（磁力線，磁界）漏れを防ぐことや伝送効率（給電効率）を向上させることなどを目的と
して、磁性材料や金属材料などを配設していてもよい。
【０２０２】
　また、各共振用コンデンサ（特に、異物検知装置内の共振用コンデンサ）としては、固
定の静電容量値を用いる場合には限られず、静電容量値が可変にできるような構成（例え
ば、スイッチ等によって、複数の容量素子の接続経路を切り替える構成等）としてもよい
。そのような構成とした場合、静電容量値の調整によって、共振周波数の制御（最適化）
を行うことが可能となる。
【０２０３】
　加えて、上記各実施形態等では、給電装置及び電子機器等の各構成要素を具体的に挙げ
て説明したが、全ての構成要素を備える必要はなく、また、他の構成要素を更に備えてい
てもよい。例えば、給電装置（送電装置）や電子機器（受電装置）内に、通信機能や何か
しらの検出機能、制御機能、表示機能、２次側機器を認証する機能、２次側機器が１次側
機器上にあることを判別する機能、本開示とは別の手段で異物金属などの混入を検知する
機能、などを搭載するようにしてもよい。
【０２０４】
　また、上記各実施形態等では、通信機能として負荷変調を用いる場合を例に挙げて説明
したが、この場合には限られない。例えば、通信機能として負荷変調以外の変調方式を用
いても構わないし、無線通信用アンテナや無線通信用コイルなどを設けて、変調方式以外
の手法で通信を行っても構わない。一方、非接触給電機能（送電装置及び受電装置）及び
異物検知機能（異物検知装置）の構成次第では、通信機能自体を設けないようにしてもよ
い。同様に、上記各実施形態等で説明に用いた、各種の構成要素（部位、部品、回路など
）は、非接触給電機能（送電装置及び受電装置）及び異物検知機能（異物検知装置）の構
成次第では、それらの一部を設けないようにしてもよい。
【０２０５】
　また、上記各実施形態等では、非接触給電システム内に複数（２つ）の電子機器が設け
られている場合を例に挙げて説明したが、この例には限られず、非接触給電システム内に
１つ又は３以上の電子機器が設けられていてもよい。
【０２０６】
　さらに、上記各実施形態等では、給電装置の一例として、携帯電話機等の小型の電子機
器（ＣＥ機器）向けの充電トレーを例に挙げて説明したが、給電装置はそのような家庭用
の充電トレーには限定されず、様々な電子機器の充電器として適用可能である。また、必
ずしも給電装置は、トレー型である必要はなく、例えば、いわゆるクレードル等の電子機
器用のスタンドであってもよい。
【０２０７】
　また、上記各実施形態では、給電対象機器の一例として電子機器を挙げて説明したが、
これには限られず、電子機器以外の給電対象機器（例えば、電気自動車等の車両など）で
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あってもよい。
【０２０８】
　なお、本開示は以下のような構成も取ることができる。
（１）
　複数のコイルで構成される１又は複数の磁気結合素子と、
　前記磁気結合素子を構成する複数のコイルのうちの少なくとも１つのコイルの近傍に配
設されている位置決め部と、
　前記磁気結合素子もしくは前記磁気結合素子を少なくとも含む回路に関する電気的なパ
ラメータを測定し、前記電気的なパラメータの変化から、磁束によって発熱しうる異物の
有無を判定する検知部と、を備える
　検知装置。
（２）
　前記電気的なパラメータは、前記磁気結合素子もしくは前記磁気結合素子を少なくとも
含む回路のＱ値である
　前記（１）に記載の検知装置。
（３）
　前記位置決め部は、前記磁気結合素子を構成する複数のコイルのうちの少なくとも１つ
のコイルの内側に配置されている
　前記（１）又は（２）に記載の検知装置。
（４）
　外部への磁束漏れを低減させるとともに、前記１又は複数の磁気結合素子と前記位置決
め部との位置関係を保持可能である磁気遮蔽材、を更に備える
　前記（１）～（３）のいずれかに記載の検知装置。
（５）
　前記位置決め部の少なくとも一部が磁性材である
　前記（１）～（４）のいずれかに記載の検知装置。
（６）
　非接触給電に用いられる非接触給電用コイル、を更に備え、
　前記位置決め部により、前記磁気遮蔽材上における前記１又は複数の磁気結合素子と前
記非接触給電用コイルとの位置決めがなされる
　前記（４）又は（５）に記載の検知装置。
（７）
　前記１又は複数の磁気結合素子を構成する複数のコイルのうち少なくとも２以上のコイ
ルの近傍に設けられた、前記磁性材からなる位置決め部について、各位置決め部の磁性材
の透磁率の実部、透磁率の虚部、ＸＹＺ方向の最外寸法、ＸＹＺ方向の配設位置、配設数
量のうちの少なくとも１つ以上を互いに異ならせた
　前記（５）又は（６）に記載の検知装置。
（８）
　前記磁性材が、透磁率の虚部の値よりも透磁率の実部の値の方が大きい磁性材である
　前記（５）～（７）のいずれかに記載の検知装置。
（９）
　前記位置決め部の磁性材の最外寸法が、前記１または複数の磁気結合素子を構成する複
数のコイルのうちの少なくとも１つ以上のコイルの最外寸法よりも小さい
　前記（５）～（８）のいずれかに記載の検知装置。
（１０）
　前記位置決め部の磁性材の最外寸法が、前記１または複数の磁気結合素子を構成する複
数のコイルのうちの少なくとも１つ以上のコイルの最内寸法よりも小さい
　前記（９）に記載の検知装置。
（１１）
　前記１又は複数の磁気結合素子は、前記複数のコイルが電気的に接続されており、前記
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複数のコイルのうちの少なくとも１つ以上のコイルから生じる磁束の向きと、前記複数の
コイルのうちの残りのコイルから生じる磁束の向きとが、互いに略逆方向である
　前記（１）～（１０）のいずれかに記載の検知装置。
（１２）
　前記１又は複数の磁気結合素子を構成する複数のコイルが、電気的に直列、並列、又は
直列と並列を組み合わせて接続された構成である
　前記（１）に記載の検知装置。
（１３）
　前記磁気結合素子を少なくとも含む回路が、共振回路である
　前記（１）～（１４）のいずれかに記載の検知装置。
（１４）
　複数のコイルで構成される１又は複数の磁気結合素子と、
　前記磁気結合素子を構成する複数のコイルのうちの少なくとも１つのコイルの近傍に配
設されている位置決め部と、
　前記磁気結合素子もしくは前記磁気結合素子を少なくとも含む回路に関する電気的なパ
ラメータを測定し、前記電気的なパラメータの変化から、磁束によって発熱しうる異物の
有無を判定する検知部と、を備える
　受電装置。
（１５）
　給電先との非接触給電に用いられる送電コイルと、
　複数のコイルで構成される１又は複数の磁気結合素子と、
　前記磁気結合素子を構成する複数のコイルのうちの少なくとも１つのコイルの近傍に配
設されている位置決め部と、
　前記磁気結合素子もしくは前記磁気結合素子を少なくとも含む回路に関する電気的なパ
ラメータを測定し、前記電気的なパラメータの変化から、磁束によって発熱しうる異物の
有無を判定する検知部と、を備える
　送電装置。
（１６）
　電力を無線により送電する送電装置と、該送電装置からの電力を受電する受電装置を含
んで構成され、
　前記送電装置又は前記受電装置の少なくともいずれかにおいて、
　非接触給電に用いられる非接触給電用コイルと、
　複数のコイルで構成される１又は複数の磁気結合素子と、
　前記磁気結合素子を構成する複数のコイルのうちの少なくとも１つのコイルの近傍に配
設されている位置決め部と、
　前記磁気結合素子もしくは前記磁気結合素子を少なくとも含む回路に関する電気的なパ
ラメータを測定し、前記電気的なパラメータの変化から、磁束によって発熱しうる異物の
有無を判定する検知部と、を備える
　非接触給電システム。
【０２０９】
　なお、上述した各実施形態例における一連の処理は、ハードウェアにより実行すること
ができるが、ソフトウェアにより実行させることもできる。一連の処理をソフトウェアに
より実行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが専用のハードウェア
に組み込まれているコンピュータ、又は、各種の機能を実行するためのプログラムをイン
ストールしたコンピュータにより、実行可能である。例えば汎用のパーソナルコンピュー
タなどに所望のソフトウェアを構成するプログラムをインストールして実行させればよい
。
【０２１０】
　また、上述した各実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録し
た記録媒体を、システムあるいは装置に供給してもよい。また、そのシステムあるいは装
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置のコンピュータ（又はＣＰＵ等の制御装置）が記録媒体に格納されたプログラムコード
を読み出し実行することによっても、機能が実現されることは言うまでもない。
【０２１１】
　この場合のプログラムコードを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブ
ルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭなどを用いることができる。
【０２１２】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上述した実
施の形態の機能が実現される。加えて、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュ
ータ上で稼動しているＯＳなどが実際の処理の一部又は全部を行う。その処理によって上
述した実施の形態の機能が実現される場合も含まれる。
【０２１３】
　また、本明細書において、時系列的な処理を記述する処理ステップは、記載された順序
に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並
列的あるいは個別に実行される処理（例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理
）をも含むものである。
【０２１４】
　以上、本開示は上述した各実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記
載された要旨を逸脱しない限りにおいて、その他種々の変形例、応用例を取り得ることは
勿論である。
　すなわち、上述した各実施形態の例は、本開示の好適な具体例であるため、技術的に好
ましい種々の限定が付されている。しかしながら、本開示の技術範囲は、各説明において
特に本開示を限定する旨の記載がない限り、これらの形態に限られるものではない。例え
ば、以下の説明で挙げる使用材料とその使用量、処理時間、処理順序及び各パラメータの
数値的条件等は好適例に過ぎず、また説明に用いた各図における寸法、形状及び配置関係
も概略的なものである。
【符号の説明】
【０２１５】
　１０…給電装置、　１１…送電装置、　１２…送電部、　２０Ａ，２０Ｂ…電子機器、
　２１…受電装置、　２２，２２Ａ，２２Ｂ，２２Ｃ…受電部、　３１…異物検知装置、
　３２…異物検知回路、　４１…磁気遮蔽材、　５３…接合部、　６１，６２…検知コイ
ル部、　６５…磁性材、　１００…非接触給電システム、　Ａ，Ｃ…内寸、　Ａｋ…外寸
、　Ｂ…外寸、　Ｋ２１，Ｋ２２…位置決め部、　Ｌ１…送電コイル、　Ｌ２…受電コイ
ル、　Ｌ３，Ｌ３´，Ｌ３Ａ，Ｌ３Ｂ，Ｌ３Ｃ…検知コイル、　Ｌ３１，Ｌ３２，Ｌ３３
，Ｌ３４…コイル
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