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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
交流電源により一次巻線から電力が供給される二次巻線を備え、
Ｚ１の周波数に対するインピーダンス特性は前記交流電源の基本波成分の周波数の付近に
極大値を有し、
Ｚ２の周波数に対するインピーダンス特性は、前記基本波成分の周波数に最も近く、極大
値をとる周波数と、前記基本波成分の周波数に最も近く、極小値をとる周波数との間に前
記基本波成分の周波数を有する
ことを特徴とする非接触給電装置。
ただし、
　Ｚ１は、前記一次巻線と前記二次巻線の間の結合係数が所定の値であり、前記交流電源
の出力側から見た一次側のみのインピーダンスを示し、
　Ｚ２は、前記一次巻線と前記二次巻線の間の結合係数が所定の値であり、前記二次巻線
に接続される負荷側から見た二次側のみのインピーダンスを示す。
【請求項２】
前記一次巻線と前記二次巻線の間の結合係数が所定の値である、前期交流電源の出力側か
ら見た周波数に対するインピーダンスの位相特性は、
　前記基本波成分の周波数に対してゼロの付近の位相をとることを特徴とする
請求項１に記載する非接触給電装置。
【請求項３】
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請求項１に記載する非接触給電装置において、
　前記一次巻線と前記二次巻線の間の結合係数が所定の値である、前期交流電源の出力側
から見た周波数に対するインピーダンスの位相特性は、
前記所定の値に対して前記結合係数を一定の範囲内で変化させると、前記基本波成分の周
波数に対する位相がゼロ付近の値で変動する特性であること特徴とする
非接触給電装置。
【請求項４】
前記Ｚ１のインピーダンス特性は、前記極大値以外にさらに極値を有することを特徴とす
る
請求項１に記載する非接触給電装置。
【請求項５】
前記Ｚ２のインピーダンス特性は、前記極大値及び前記極小値以外にさらに極値を有する
ことを特徴とする
請求項１又は４に記載する非接触給電装置。
【請求項６】
Ｚ１の周波数に対する位相特性は、前記基本波成分の周波数の付近で、周波数に対する位
相の傾きが発散する特性を有し、
Ｚ２の周波数に対する位相特性は、周波数に対する位相の傾きが発散する点を周波数軸上
に少なくとも二点有し、
前記二点の間に位相特性が周波数軸と平行になる部分を有し、
基本波成分の周波数が前記二点の間にあることを特徴とする
請求項１に記載する非接触給電装置。
【請求項７】
第１のコンデンサを前記一次巻線に並列に接続することを特徴とする
請求項１～６のいずれか一項に記載する非接触給電装置。
【請求項８】
前記一次巻線及び前記第１のコンデンサに対し直列に第１のインダクタを接続することを
特徴とする
請求項７に記載する非接触給電装置。
【請求項９】
前記一次巻線と前記第１のコンデンサとの並列回路に対し直列に第２のコンデンサを接続
することを特徴とする
請求項７に記載する非接触給電装置。
【請求項１０】
前記一次巻線と前記第１のコンデンサとの並列回路の一端に第１のインダクタを、他端に
第２のコンデンサを接続することを特徴とする
請求項７に記載する非接触給電装置。
【請求項１１】
前記二次巻線と第３のコンデンサとの並列回路に第４のコンデンサを直列に接続すること
を特徴とする
請求項１～１０のいずれか一項に記載する非接触給電装置。
【請求項１２】
前記二次巻線と直列に第５のコンデンサを接続し、
前記二次巻線と前記第３のコンデンサとの直列回路に対して並列に第３のコンデンサを接
続することを特徴とする
請求項１～１０のいずれか一項に記載する非接触給電装置。
【請求項１３】
前記二次巻線の一端と前記第５のコンデンサとの接続点と、前記二次巻線の他端との間に
第６のコンデンサを接続することを特徴とする
請求項１２に記載する非接触給電装置。
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【請求項１４】
前記第５のコンデンサと前記第３のコンデンサとの接続点に第４のコンデンサを接続する
ことを特徴とする
請求項１２に記載する非接触給電装置。
【請求項１５】
前記二次巻線と直列に第５のコンデンサを接続し、
前記二次巻線との前記第５のコンデンサとの直列回路に対して並列に第３のインダクタを
接続することを特徴とする
請求項１～１０のいずれか一項に記載する非接触給電装置。
【請求項１６】
前記第５のコンデンサと前記第３のインダクタとの接続点に第４のコンデンサを接続する
ことを特徴とする
請求項１５に記載する非接触給電装置。
【請求項１７】
前記二次巻線と直列に第４のインダクタを接続し、
前記二次巻線と前記第４のインダクタとの直列回路に対して並列に第３のコンデンサを接
続することを特徴とする
請求項１～１０のいずれか一項に記載する非接触給電装置。
【請求項１８】
請求項１～１７のいずれか一項に記載する非接触給電装置を含む車両において、
前記二次巻線は車両に搭載され、
前記車両の駐車位置に応じて、前記一次巻線と前記二次巻線の間の結合係数が設定される
ことを特徴とする
車両。
【請求項１９】
第１のコンデンサを前記一次巻線に並列に接続し、
前記二次巻線と第３のコンデンサとの並列回路に第４のコンデンサを直列に接続し、
前記基本波成分の周波数は、
前記Ｚ１の共振周波数の付近に設定され、かつ、
前記Ｚ２の第１の共振周波数と、前記第１の共振周波数より高い、前記Ｚ２の第２の共振
周波数との間に設定される
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載する非接触給電装置。
【請求項２０】
第１のコンデンサを前記一次巻線に並列に接続し、
前記二次巻線と第３のコンデンサとの並列回路に第４のコンデンサを直列に接続し、
　Ｃ１ｐ＝１／（Ｌ１（２πｆ０）＾２）、及び、
　Ｃ２ｐ＜（Ｌ１／Ｌ２）Ｃ１ｐ＜（Ｃ２ｓ＋Ｃ２ｐ）を満たす
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載する非接触給電装置。
ただし、
Ｃ１ｐは、前記第１のコンデンサの電気容量を示し、
Ｌ１は、前記一次巻線のインダクタンスを示し、
ｆ０は、前記基本波成分の周波数を示し、
Ｃ２ｐは、前記第３のコンデンサの電気容量を示し、
Ｃ２ｓは、前記第４のコンデンサの電気容量を示し、
Ｌ２は、前記二次巻線のインダクタンスを示す。
【請求項２１】
第１のコンデンサを前記一次巻線に並列に接続し、
前記二次巻線と第３のコンデンサとの並列回路に第４のコンデンサを直列に接続し、
前記一次巻線と前記二次巻線の間の結合係数が所定の値である、前期交流電源の出力側か
ら見たインピーダンス特性を複素平面で示した場合に、
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虚軸に最も近い第１の極は、前記一次巻線と前記二次巻線の間の結合係数の増加に伴い、
虚軸から離れ、
虚軸に２番目に近い第２の極は、前記結合係数の増加に伴い、前記第１の極に近づく
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載する非接触給電装置。
【請求項２２】
前記交流電源から一次巻線に所定の周期で供給される供給電圧は、
　１周期あたり、複数の正電圧出力期間及び複数の負電圧出力期間を含み、かつ、
　前記複数の正電圧出力期間の間に設けられる第１の休止期間及び前記複数の負電圧出力
期間の間に設けられる第２の休止期間を含む
ことを特徴とする請求項１～２１のいずれか一項に記載する非接触給電装置。
【請求項２３】
前記第１の休止期間と前記第２の休止期間は同じ長さの時間であることを特徴とする請求
項２２記載の非接触給電装置。
【請求項２４】
前記供給電圧は、１周期あたり、前記第１の休止期間及び前記第２の休止期間をそれぞれ
１回のみ含むことを特徴とする請求項２２又は２３記載の非接触給電装置。
【請求項２５】
前記所定の周期（Ｔ）、前記第１の休止期間（ｔｂ１）、及び、前記供給電圧のデューテ
ィ比（Ｄ）は、
　ｔｂ１＝０．０１５・Ｔ／Ｄ
を満たし、又は、
前記所定の周期（Ｔ）、前記第２の休止期間（ｔｂ２）、及び、前記供給電圧のデューテ
ィ比（Ｄ）は、
　ｔｂ２＝０．０１５・Ｔ／Ｄ
を満たすことを特徴とする請求項２２～２４のいずれか一項に記載する非接触給電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、非接触給電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　交流電源で駆動される一次巻線に直列コンデンサを接続し、二次巻線に並列コンデンサ
を接続し、それぞれのコンデンサの値を所定の数式に基づき設定することで、理想トラン
スと略等価にする非接触給電装置が知られている。（特許文献１）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２００７／０２９４３８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、従来の非接触給電装置において、一次巻線と二次巻線との間の結合係数が
一定であることを前提に高効率を実現するようコンデンサ等を設定しているため、当該結
合係数が変化する場合、トランスの効率の変化が大きいという問題があった。
【０００５】
そこで、本発明は、結合状態が変化する条件下においても、トランスの効率の変化を小さ
くする非接触給電装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明において、Ｚ１の周波数に対するインピーダンス特性は前記交流電源の基本波成
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分の周波数の付近に極大値を有し、Ｚ２の周波数に対するインピーダンス特性は、基本波
成分の周波数に最も近く、極大値をとる周波数と、基本波成分の周波数に最も近く、極小
値をとる周波数との間に前記基本波成分の周波数を有することにより、上記課題を解決す
る。
【発明の効果】
【０００７】
本発明によれば、結合係数の変動に応じて、交流電源の出力側から見た周波数に対するイ
ンピーダンスの位相特性が基本波周波数（ｆ０）の付近を中心として回転するよう変化す
るため、結合係数に応じて当該インピーダンスが設定される場合において、当該インピー
ダンスの位相が変動する幅が小さくなり、その結果、効率の低下を抑制することができる
。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本例の非接触給電装置の電気回路図である。
【図２ａ】図１の一次巻線及び二次巻線の平面図と斜視図
【図２ｂ】図１の一次巻線及び二次巻線の平面図と斜視図
【図３ａ】二次巻線の平面方向のずれに対する相互インダクタンスＭの変化を示す図であ
る。
【図３ｂ】二次巻線の高さ方向のずれに対する相互インダクタンスＭの変化を示す図であ
る。
【図４】従来の非接触給電装置において、入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の周波数に対す
る位相特性を示す図である。
【図５】図１の非接触給電装置において、入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の周波数に対す
る位相特性を示す図である。
【図６ａ】図１の非接触給電装置において、一次側のみのインピーダンス（Ｚ１）の周波
数に対する位相特性を示す図である。
【図６ｂ】図１の非接触給電装置において、二次側のみのインピーダンス（Ｚ２）の周波
数に対する位相特性を示す図である。
【図７】結合係数に対する給電効率を示す特性図である。
【図８】平面方向のズレに対する給電効率を示す特性図である。
【図９】結合係数に対する交流電源の出力電流を示す特性図である。
【図１０】他の実施形態に係る非接触給電部の電気回路図である。
【図１１】図１０の非接触給電装置において、一次側のみのインピーダンス（Ｚ１）の周
波数に対する位相特性を示す図である。
【図１２】他の実施形態に係る非接触給電部の電気回路図である。
【図１３】図１２の非接触給電装置において、一次側のみのインピーダンス（Ｚ１）の周
波数に対する位相特性を示す図である。
【図１４】他の実施形態に係る非接触給電部の電気回路図である。
【図１５】図１４の非接触給電装置において、一次側のみのインピーダンス（Ｚ１）の周
波数に対する位相特性を示す図である。
【図１６】他の実施形態に係る非接触給電部の電気回路図である。
【図１７】図１６の非接触給電装置において、二次側のみのインピーダンス（Ｚ２）の周
波数に対する位相特性を示す図である。
【図１８】他の実施形態に係る非接触給電部の電気回路図である。
【図１９】図１８の非接触給電装置において、二次側のみのインピーダンス（Ｚ２）の周
波数に対する位相特性を示す図である。
【図２０】他の実施形態に係る非接触給電部の電気回路図である。
【図２１】図２０の非接触給電装置において、二次側のみのインピーダンス（Ｚ２）の周
波数に対する位相特性を示す図である。
【図２２】他の実施形態に係る非接触給電部の電気回路図である。
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【図２３】図２２の非接触給電装置において、二次側のみのインピーダンス（Ｚ２）の周
波数に対する位相特性を示す図である。
【図２４】他の実施形態に係る非接触給電部の電気回路図である。
【図２５】図２４の非接触給電装置において、二次側のみのインピーダンス（Ｚ２）の周
波数に対する位相特性を示す図である。
【図２６】発明の他の実施形態に係る非接触給電装置の回路図である。
【図２７】図２６の非接触給電部の回路のうち、１次側の回路の回路図である。
【図２８】図２７の回路のインピンダンス特性及び位相特性を示すグラフである。
【図２９】図２６の非接触給電部の回路の２次側（受信側）の回路をのうち、二次巻線と
コンデンサとの並列回路の回路図である。
【図３０】図２６の非接触給電部の２次側のインピンダンス特性及び位相特性を示すグラ
フである。
【図３１】図２６の非接触給電部のうち、２次側の回路の回路図である。
【図３２】図２６の非接触給電部の等価回路の回路図である。
【図３３】複素平面における、図２６の非接触給電部のインピーダンス特性（Ｚｉｎ）を
示す図である。
【図３４】複素平面における、インピーダンス特性を示す図である。
【図３５ａ】図２６の非接触給電部のインピーダンス特性（Ｚｉｎ）を示す図である。
【図３５ｂ】図２６の非接触給電部の位相特性（Φｉｎ）を示す図である。
【図３６】発明の他の実施例に係る非接触給電装置を示す回路図である。
【図３７】図３６の制御部のブロック図である。
【図３８】図３６の非接触給電部において、時間に対する供給電圧（Ｖｉｎ）の出力特性
を示す図である。
【図３９】図３６の制御部における、キャリア波形、スイッチングパルス（ＳＷ１）、ス
イッチングパルス（ＳＷ２）及び供給電圧の出力波形を示す図である。
【図４０】図３６の制御部の制御手順を示すフローチャートである
【図４１】実施例１における、時間に対する供給電圧及び電流の特性を示す図である。
【図４２】実施例２における、時間に対する供給電圧及び電流の特性を示す図である。
【図４３】実施例１における、周波数に対するＥＭＩレベルの特性を示す図である。
【図４４】実施例２における、周波数に対するＥＭＩレベルの特性を示す図である。
【図４５】実施例１と実施例２のそれぞれのインバータ損失を示すグラフである。
【図４６】結合係数に対する、実施例１及び実施例２の効率の特性を示すグラフである。
【図４７】実施例３における、時間に対する供給電圧及び電流の特性を示す図である。
【図４８】実施例２と実施例３のそれぞれのインバータ損失を示すグラフである。
【図４９】図３６の非接触給電部において、デューティ比（Ｄ）、周期（Ｔ）及び休止期
間（ｔｂ）に対するＥＭＩレベルの最大値の特性を示すグラフである。
【図５０】図３６の非接触給電部において、デューティ比（Ｄ）、周期（Ｔ）及び休止期
間（ｔｂ）に対する効率の特性を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１０】
《第１実施形態》
　発明の実施形態に係る非接触電源回路装置の一例として、電気自動車等の車両用電池及
び電力負荷と共に用いられる非接触給電装置を説明する。
【００１１】
　図１は、非接触給電装置の電気回路図を示している。本実施の形態に係る非接触給電装
置は、高周波電源回路６と、高周波交流電源回路６から出力された電力の非接触給電を行
う非接触給電部１０と、非接触給電部１０により電力が供給される負荷７とを備えている
。
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【００１２】
　高周波電源回路６は、三相交流電源６４と、三相交流電源６４に接続され、三相交流を
直流に整流する整流器６１と、平滑コンデンサ６２を介して整流器６１に接続され、整流
された電流を高周波電力に逆変換する電圧型インバータ６３とを備えている。整流器６１
は、ダイオード６１ａとダイオード６１ｂ、ダイオード６１ｃとダイオード６１ｄ、及び
、ダイオード６１ｅとダイオード６１ｆを三並列に接続し、それぞれの中間接続点に三相
交流電源６４の出力を接続する。電圧型インバータ６３は、ＭＯＳＦＥＴのパワートラン
ジスタ等にダイオードを逆並列に接続するスイッチング素子６３ａと同様のスイッチング
素子６３ｂとの直列回路及び同様のスイッチング素子６３ｃとスイッチング素子６３ｄと
の直列回路を並列に接続し、平滑コンデンサ６２を介して、整流器６１に接続する。そし
て、スイッチング素子６３ａとスイッチング素子６３ｂとの中間接続点及びスイッチング
素子６３ｃとスイッチング素子６３ｄとの中間接続点が、それぞれ非接触給電部１０の一
次側である送電回路部１００に接続される。電圧型インバータ６３は、非接触給電部１０
０に数ｋ～１００ｋＨｚ程度の交流電力を供給する。
【００１３】
　非接触給電部１０は、トランスの入力側である送電回路部１００と、トランスの出力側
である受電回路部２００を有する。送電回路部１００は、一次巻線１０１と一次巻線１０
１に並列に接続されるコンデンサ１０２とを有し、受電回路部２００は、二次巻線２０１
と、二次巻線２０１に並列に接続されるコンデンサ２０２と、二次巻線２０１とコンデン
サ２０２との並列回路に直列に接続されるコンデンサ２０３とを有する。
【００１４】
　負荷部７は、非接触給電部１０より供給される交流電力を直流に整流する整流部７１と
、整流部７１に接続される負荷７２とを有する。整流部７１は、ダイオード７１ａとダイ
オード７１ｂ、及び、ダイオード７１ｃとダイオード７１ｄを並列に接続し、それぞれの
中間接続点に受電回路部２００の出力を接続する。そして、整流部７１の出力を負荷７２
に接続する。
【００１５】
　次に、図２及び図３を用いて、図１に示す非接触電源回路装置を車両と駐車場に備える
場合、一次巻線１０１と二次巻線２０１の相互インダクタンスＭについて、説明する。
【００１６】
　本例は、二次巻線２０１を含む受電回路部２００及び負荷部７を例えば車両に備え、一
次巻線１０１を含む送電回路部１００及び高周波交流電源６を地上側として例えば駐車場
に備える。電気自動車の場合、負荷７２は、例えば二次電池に対応する。二次巻線２０１
は、例えば車両のシャシに備えられる。そして、当該二次巻線２０１が一次巻線１０１の
上になるよう、車両の運転手が当該駐車場に駐車し、電力が一次巻線１０１から二次巻線
２０１に供給され、負荷７２に含まれる二次電池が充電される。
【００１７】
　図２ａ及び図２ｂは、一次巻線１０１及び二次巻線２０１の平面図と、斜視図を示す。
図２ａ及び図２ｂにおいて、Ｘ軸及びＹ軸は、一次巻線１０１及び二次巻線２０１の平面
方向を示し、Ｚ軸は、高さ方向を示す。図２ａ及び図２ｂにおいて、ａ）は、一次巻線１
０１及び二次巻線２０１の平面図を、ｂ）は、二次巻線２０１の斜視図を、ｃ）は一次巻
線１０１の斜視図を示す。なお、説明のために、一次巻線１０１及び二次巻線２０１は共
に円形の同一形状とするが、本例は必ずしも円形にする必要はなく、また一次巻線１０１
と二次巻線２０１とを同一の形状にする必要はない。
【００１８】
　図２ａに示すように、平面方向であるＸ軸、Ｙ軸方向において、二次巻線２０１が一次
巻線１０１に合致するよう、車両が駐車場に駐車されればよいが、運転者の技量により、
図２ｂに示すように、一次巻線１０１と二次巻線２０１との相対的な位置が、平面方向に
おいて、ずれてしまうことがある。また、車両の高さは、車両の種類によって異なるため
、一次巻線１０１と二次巻線２０１との高さは、車高によっても異なる。
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【００１９】
　図３ａは、図２に示すＸ軸方向の二次巻線２０１のずれに対する相互インダクタンスＭ
の変化を示し、図３ｂは、図２に示すＺ軸方向の二次巻線２０１のずれに対する相互イン
ダクタンスＭの変化を示す。図２ａに示すように、一次巻線１０１の中央と二次巻線２０
１の中央が一致する場合、一次巻線１０１と二次巻線２０１との間の漏れ磁束は少なく、
図３ａのＸ軸の値がゼロに相当し、相互インダクタンスＭ又は結合係数ｋは大きくなる。
一方、図２ａに対して図２ｂに示すように、一次巻線１０１と二次巻線２０１との位置が
Ｘ軸方向にずれると、漏れ磁束が多くなり、図３ａに示すように、相互インダクタンスＭ
又は結合係数ｋは小さくなる。また、一次巻線１０１と二次巻線２０１の高さ方向のズレ
が大きくなると、図３ｂに示すように、相互インダクタンスＭ又は結合係数ｋは小さくな
る。
【００２０】
　ところで、電動歯ブラシやひげ剃りシェーバー等のコードレス化された家電製品や携帯
機器の充電に採用されている非接触の電力供給装置等は、一次巻線１０１と二次巻線２０
１との間が相対的に移動しないため、上記のように、相互インダクタンスＭが変動するこ
とを想定しなくてもよい。そのため、固定化されている相互インダクタンスＭを前提とし
て、特定の結合係数ｋの下、受電回路部２００へ効率よく電力が供給されるよう、送電回
路部１００及び受電回路部２００に含まれるコンデンサ、インダクタが回路設計される。
【００２１】
　図４は、上記の特許文献１に示す非接触供給装置において、交流電源の出力側からみた
インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相を、一次巻線と二次巻線との結合係数の違いにより示し
たものである。ここでｆ０は、交流電源の基本波成分の周波数を示し（以下、基本波周波
数と称す。）、スイッチング電源として、例えばインバータの出力を送電回路部１００へ
接続する場合、当該インバータを駆動させるスイッチング素子のスイッチング周波数に依
存する。本例においては、スイッチング素子６３ａ～６３ｄのスイッチング周波数に依存
する。
【００２２】
　図４に示すように、結合係数ｋが０．１の場合、基本波周波数（ｆ０）の付近で入力イ
ンピーダンスの位相特性がゼロとなるため、供給電力の力率は１となり、効率よく電力を
負荷に供給できる。一方、送電回路部１００及び受電回路部２００に含まれるコンデンサ
、インダクタの設定を変えず、一次巻線１０１と二次巻線２０１との位置をずらし、結合
係数ｋを変化させると、結合係数ｋが０．２の場合、基本波周波数（ｆ０）の付近の位相
が大きく遅れる。そのため、供給電力の力率が下がり、電力供給の効率が悪くなる。さら
に、結合係数ｋを変化させ、結合係数ｋが０．３の場合、基本波周波数（ｆ０）の付近の
位相はさらに大きく遅れ、供給電力の力率が下がり、電力供給の効率が悪くなる。
【００２３】
　すなわち、結合係数ｋが０．１となる、一次巻線１０１と二次巻線２０１との位置で、
電力が入力されれば、効率良く電力が供給される。しかし、一次巻線１０１と二次巻線２
０１との位置がすれて結合係数ｋが変動すると、二次側へ供給される電力が著しく減って
しまい、効率が悪くなる。
【００２４】
　本例は、一次巻線１０１と二次巻線２０１との結合係数ｋが所定の値をとる場合、高周
波交流電源６側からみた非接触給電部１００の入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性
が、高周波交流電源６の基本波成分の周波数（ｆ０）付近で、周波数軸と平行になる。図
５に示すように、本例の非接触電源装置は、結合係数ｋが０．３の時、基本波周波数（ｆ

０）の付近で、入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性が周波数軸に対して平行になる
。また、言い換えると、入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性は段差を有しており、
基本波周波数（ｆ０）の付近で平らになる特性を有している。この時、入力インピーダン
ス（Ｚｉｎ）の位相はゼロに近くなるため、供給電力の力率は１に近くなり、非接触給電
部１００は、効率よく電力を二次側へ供給する。なお、周波数軸と平行にするとは、周波
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数軸と厳密に平行する必要はなく、少しの傾きを含む。
【００２５】
　そして、本例の非接触電源装置において、結合係数ｋを変動させ、結合係数ｋを０．２
にすると、入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性は、基本波周波数（ｆ０）の付近を
中心として回転するよう変化し、基本波周波数（ｆ０）の付近の位相は、結合係数ｋが０
．３の時と比較して大きく変化せず、ゼロに近いままである。さらに、結合係数ｋを変動
させ、結合係数ｋを０．１にしても、入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性は、基本
波周波数（ｆ０）の付近を中心として回転するよう変化し、基本波周波数（ｆ０）の付近
の位相は、結合係数ｋが０．２又は０．３の時と比較して大きく変化せず、ゼロに近いま
まである。
【００２６】
　また本例の当該入力インピーダンスの位相特性は、言い換えると、一次巻線１０１と二
次巻線との結合係数ｋが所定の値（図５では、ｋ＝０．３の時）をとる場合、非接触給電
部１００の入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性の極大値（ＺＭＡＸ）と極小値（Ｚ

ＭＩＮ）の差がゼロに近い値をとる。ここで、特に、極大値が複数ある位相特性の場合、
当該極大値（ＺＭＡＸ）は、基本波周波数（ｆ０）に最も近い周波数に対する値を示す。
また極小値（ＺＭＩＮ）も同様である。図５において、点ａに示す周波数（ｆＭＡＸ）の
時、位相が極大値（ＺＭＡＸ）をとり、点ｂに示す周波数（ｆＭＩＮ）の時、位相が極小
値（ＺＭＩＮ）をとる。そして、図５に示すように、当該極大値（ＺＭＡＸ）と当該極小
値（ＺＭＩＮ）の差はゼロに近い値をとる。
【００２７】
　さらに本例の当該入力インピーダンスの位相特性は、言い換えると、一次巻線１０１と
二次巻線との結合係数ｋが所定の値（図５では、ｋ＝０．３の時）をとる場合、接触給電
部１００の入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性は、変曲点が基本波周波数（ｆ０）
の付近にあり、かつ当該変曲点の接線が周波数軸と平行になる、特性である。図５におい
て、点Ｃが変曲点を示し、基本波周波数（ｆ０）の付近にある。そして、図５に示すよう
に、点Ｃの接線は、周波数軸と平行になる。なお、周波数軸と平行になるとは、周波数軸
と厳密に平行する必要はなく、少しの傾きを含む。
【００２８】
　このように、非接触給電部１０に含まれるコンデンサ、インダクタを設計することによ
り、本例の非接触給電装置は、変動可能な結合係数ｋの中のある所定の値で、上記のよう
な入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性を得る。次に、入力インピーダンス（Ｚｉｎ
）の位相特性が上記のような特性を有するための回路の一例を、図６を用いて説明する。
【００２９】
　図６ａは、図１に示す非接触給電部１０において、高周波交流電源６側からみた一次側
のみのインピーダンス（Ｚ１）の周波数に対するインピーダンス特性（Ｚ）と位相特性（
Φ）を示す。また、図６ｂは、図１に示す非接触給電部１０において、負荷部７側からみ
た二次側のみのインピーダンス（Ｚ２）の周波数に対するインピーダンス特性（Ｚ）と位
相特性（Φ）を示す。一次側のみのインピーダンス（Ｚ１）及び二次側のみのインピーダ
ンス（Ｚ２）は、相互インダクタンスＭをゼロとして、一次側のみ、二次側のみのインピ
ーダンスをそれぞれ算出すればよい。
【００３０】
　図６ａに示すように、インピーダンス（Ｚ１）のインピーダンス特性（Ｚ）は、基本波
周波数（ｆ０）の付近で極大値をとる。また、インピーダンス（Ｚ１）の位相特性（Φ）
は、基本波周波数（ｆ０）の付近まで約＋９０度を維持し、基本波周波数（ｆ０）の付近
で位相の傾きが発散し、基本波周波数（ｆ０）の付近を超えてから約－９０度を維持する
。
【００３１】
　図６ｂに示すように、インピーダンス（Ｚ２）のインピーダンス特性（Ｚ）は、極大値
（ＺＭＡＸ）をとる周波数（ｆＭＡＸ）と、極小値（ＺＭＩＮ）をとる周波数（ｆＭＩＮ
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）との間に、基本波周波数（ｆ０）を有する。ここで、特に、極大値が複数ある位相特性
の場合、当該極大値（ＺＭＡＸ）は、基本波周波数（ｆ０）に最も近い周波数に対する値
を示す。また極小値（ＺＭＩＮ）も同様である。インピーダンス（Ｚ２）の位相特性（Φ
）は、位相の傾きが発散する点を二点（図６ｂに示す、点ａ及び点ｂ）有し、当該二点の
間で、周波数軸と平行になる部分を有し、基本波周波数成分（ｆ０）が当該二点の間にあ
る、特性を有する。あるいは、当該位相特性（Φ）が、基本波周波数（ｆ０）の付近で回
って戻る特性を有する。
【００３２】
　そして、図６ａに示す特性のインピーダンスを送電回路部１００に設定し、図６ｂに示
す特性のインピーダンスを受電回路部２００に設定することにより、図５に示すように、
上記の特性を有する非接触給電部１００が設定される。
【００３３】
　上記のように、本例は、一次巻線１０１と二次巻線２０１との位置関係が変動し、結合
係数ｋが変動するが、ある所定の値（図５においては、ｋ＝０．３）で、入力インピーダ
ンス（Ｚｉｎ）の位相特性が、基本波周波数（ｆ０）の付近で周波数軸に対して平坦な特
性を持つ。また言い換えると、本例は、結合係数ｋが当該所定の値をとる場合、高周波交
流電源６側からみた非接触給電部１００の入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性を、
高周波交流電源６の基本波周波数（ｆ０）付近で、周波数軸と平行にする。また言い換え
ると、本例は、結合係数ｋが当該所定の値をとる場合、非接触給電部１００の入力インピ
ーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性の極大値（ＺＭＡＸ）と極小値（ＺＭＩＮ）の差をゼロに
近い値にする。さらに言い換えると、本例は、結合係数ｋが当該所定の値をとる場合、接
触給電部１００の入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性は、変曲点が基本波周波数（
ｆ０）の付近にあり、当該変曲点の接線が周波数軸と平行になる、特性である。
【００３４】
これにより、結合係数ｋが当該所定の値から変動する場合、入力インピーダンス（Ｚｉｎ
）の位相特性が基本波周波数（ｆ０）に対応する位相（Φ０）をとる点を中心として回転
するよう変動するため、基本波周波数（ｆ０）に対する入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の
位相の変動幅が少なく、結合係数ｋが変動しても当該位相（Φ０）の変動を抑することが
できる。
【００３５】
また、本例において、結合係数ｋが所定の値である入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相
特性は基本波周波数（ｆ０）に対してゼロの付近の位相をとるため、受電回路部２００へ
供給される電力の効率を高くすることができ、また結合係数ｋを当該所定の値から変動す
る場合、高い効率を維持しつつ、電力を供給することができる。
【００３６】
さらに、本例において、結合係数ｋが所定の値である入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位
相特性は、当該所定の値に対して結合係数を一定の範囲内で変化させると、基本波周波数
（ｆ０）に対する位相がゼロの付近の値で変動する特性を有する。これにより、結合係数
ｋを所定の値から一定の範囲内で変動させても、本例は高い力率を維持することができる
ため、結果として、結合係数ｋの変動に対して、高い効率を維持しつつ、電力を供給する
ことができる。
【００３７】
なお、一定の範囲は、例えば、結合係数ｋを変動させて供給される電力の効率が変動する
際、当該効率の許容範囲内に相当する結合係数ｋを予め設定することで決まる。当該許容
範囲は、使用される一次巻線１０１、二次巻線の性能や、負荷となる二次電池の規格電力
等によって、適宜、設定される。
【００３８】
以下、上記のインピーダンス又は位相特性により本例の非接触誘電装置が、従来の非接触
誘電装置に比べて、高い給電効率を維持できる点等を、図７～図１０を用いて説明する。
【００３９】
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　図７は、本例の非接触給電装置と従来の非接触給電装置における、結合係数ｋに対する
給電電力の効率を示す。ここで、図７に示す、効率（％）は、非接触給電部１０に入力さ
れる入力電力に対する、非接触給電部１０から出力される出力電力の割合を示す。なお、
周波数は、入力側に接続される交流電源の基本波周波数である。
【００４０】
　従来の非接触給電装置は、給電効率に重きを置いて、高い結合係数ｋを前提に、力率が
向上するよう、非接触給電部に含まれるインダクタ、コンデンサを回路設計する。そのた
め、当該高い結合係数ｋにおいて、効率は高くなる。しかし、図７に示すように、結合係
数ｋが徐々に減少すると、効率が急激に悪くなる。
【００４１】
　一方、本例の非接触給電装置において、結合係数ｋが減少すると、従来例と比較して、
効率の高い状態を維持することができる。また本例は、小さい結合係数ｋで、高効率を実
現できる。
【００４２】
　また、図８は、一次巻線１０１と二次巻線２０１との相対的な位置を、図２又は図３に
示す、Ｘ軸方向にずらした時の効率の変化を示す。なお、当該効率は、図７に示す効率と
同様である。
【００４３】
　従来の非接触給電装置は、Ｘ軸方向に、一次巻線１０１と二次巻線２０１との相対的な
位置をずらすと、結合係数ｋが減少するため、ズレが大きくなると、ある地点で急激に効
率が減少する。一方、本例の非接触給電装置において、一次巻線１０１と二次巻線２０１
との相対的な位置がずれても、効率を高い状態で維持することができる。そして、システ
ムに必要な効率（使用条件）を８０パーセントとし、８０パーセント以上が、システム上
、許容される効率とする場合、従来に比べて、本例の非接触給電装置は、Ｘ軸方向のズレ
に対して、効率の減少の許容度を約１．５倍に伸ばすことができる。
【００４４】
　図９は、一定の出力電力を得る必要がある場合（例えば、負荷７２に１０ＫＷの一定電
力を供給する必要がある場合）、結合係数ｋに対し、交流電源側で必要な電流を示す。従
来の非接触給電装置において、結合係数ｋが高い場合、送電回路部１００に流れる電流が
少なくても、受電回路部２００に必要な電力を供給することができるが、結合係数ｋが低
い場合、送電回路部１００に流れる電流が多くなるため、回路内の一次巻線１０１等で発
生する損失が大きくなる。一方、結合係数ｋが低い場合、本発明の非接触給電装置におい
て、送電回路部１００に流れる電流を小さく抑えることができるため、効率よく電力を受
電回路部２００へ供給することができる。
【００４５】
　なお、本例は、結合係数ｋが０．３の時、入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性又
はインピーダンス特性が、上記の特性を有するように、非接触給電部に含まれる一次巻線
１０１、コンデンサ１０２、二次巻線２０１、コンデンサ２０２、２０３を設定されるが
、結合係数ｋは必ずしも０．３にする必要はない。
【００４６】
　すなわち、一次巻線１０１の位置に対して二次巻線２０１の位置が変わる状況下で、想
定される結合係数ｋの変動幅の中で、入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性又はイン
ピーダンス特性が、上記の特性をとれば、その時の結合係数ｋが所定の値となる。さらに
、この時の基本波周波数（ｆ０）に対する入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相を、ゼロ
に近づけるように、回路設計することで、効率を高めることができる。
【００４７】
　なお、インピーダンス（Ｚ１）又はインピーダンス（Ｚ２）の位相特性は、基本周波数
（ｆ０）に最も近い極大値又は極小値以外に極値を有してもよい。また本例の高周波交流
電源６は、本発明の「交流電源」に相当し、本例のコンデンサ１０２は本発明の「第１の
コンデンサ」に、本例のコンデンサ２０２、コンデンサ２０３は、本発明の「第３のコン
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デンサ」、「第４のコンデンサ」に相当する。
【００４８】
《第２実施形態》
　図１０は、発明の他の実施例に係る非接触給電装置を示す回路部である。本例では上述
した第１実施形態に対して、図１の送電回路部１００の回路と異なる回路を用いる点が異
なる。これ以外の構成は上述した第１実施形態と同じであるため、その記載を援用する。
【００４９】
　図１０に示すように、本例の送電回路部３１１は、インダクタ３０１を、一次巻線１０
１とコンデンサ２０２との並列回路に対して直列に接続する。
【００５０】
　図１１は、相互インダクタンスＭをゼロとして、高周波交流電源６側からみた一次側の
みのインピーダンス（Ｚ１）の周波数に対するインピーダンス特性（Ｚ）と位相特性（Φ
）を示す。
【００５１】
　図１１に示すように、本例のインピーダンス（Ｚ１）のインピーダンス特性は、基本波
周波数（ｆ０）の付近に極大値（山）を有し、基本波周波数（ｆ０）より高い周波数に対
して極小値を有している。またインピーダンス（Ｚ１）の位相特性は、基本波周波数（ｆ

０）の付近で位相の傾きが発散し、基本波周波数（ｆ０）の付近以外の基本波周波数（ｆ

０）より高い周波数で、さらに位相の傾きが発散する点を有している。
【００５２】
図１１に示す、インピーダンス特性又は位相特性を有する送電回路部３１１を、非接触給
電部１０に備える場合、入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性は、図５を参照し、実
施形態１に示すような特性を有する。これにより、本例の非接触電源装置において、結合
係数ｋが変動しても基本波周波数（ｆ０）に対する入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相
の変動幅は少なく、当該位相（Φ０）の変動が抑制され、結果として、力率を高い値で維
持し、効率よく電力を給電できる。
【００５３】
　なお、本例のインダクタ３０１は、本発明の「第１のインダクタ」に相当する。
【００５４】
《第３実施形態》
　図１２は、発明の他の実施例に係る非接触給電装置を示す回路部である。本例では上述
した第１実施形態に対して、図１の送電回路部１００の回路と異なる回路を用いる点が異
なる。これ以外の構成は上述した第１実施形態と同じであるため、その記載を援用する。
【００５５】
　図１２に示すように、本例の送電回路部３１２は、コンデンサ３０２を、一次巻線１０
１とコンデンサ１０２との並列回路に対して直列に接続する。
【００５６】
　図１３は、相互インダクタンスＭをゼロとして、高周波交流電源６側からみた一次側の
みのインピーダンス（Ｚ１）の周波数に対するインピーダンス特性（Ｚ）と位相特性（Φ
）を示す。
【００５７】
　図１３に示すように、本例のインピーダンス（Ｚ１）のインピーダンス特性は、基本波
周波数（ｆ０）の付近で、極大値（山）を有し、基本波周波数（ｆ０）の付近以外で基本
波周波数（ｆ０）より低い周波数に対して極小値を有している。またインピーダンス（Ｚ

１）の位相特性は、基本波周波数（ｆ０）の付近で位相の傾きが発散し、基本波周波数（
ｆ０）の付近以外の基本波周波数（ｆ０）より低い周波数で、さらに位相の傾きが発散す
る点を有している。
【００５８】
図１３に示す、インピーダンス特性又は位相特性を有する送電回路部３１２を、非接触給
電部１０に備える場合、入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性は、図５を参照し、実
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施形態１に示すような特性を有する。これにより、本例の非接触電源装置において、結合
係数ｋが変動しても基本波周波数（ｆ０）に対する入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相
の変動幅は少なく、当該位相（Φ０）の変動が抑制され、結果として、力率を高い値で維
持し、効率よく電力を給電できる。
【００５９】
　なお、本例のコンデンサ３０２は、本発明の「第２のコンデンサ」に相当する。
【００６０】
《第４実施形態》
　図１４は、発明の他の実施例に係る非接触給電装置を示す回路部である。本例では上述
した第１実施形態に対して、図１の送電回路部１００の回路と異なる回路を用いる点が異
なる。これ以外の構成は上述した第１実施形態と同じであるため、その記載を援用する。
【００６１】
　図１４に示すように、本例の送電回路部３１３は、一次巻線１０１とコンデンサ１０２
との並列回路の一端にインダクタ３０１を、当該並列回路の他端にコンデンサ３０２を接
続する。
【００６２】
　図１５は、相互インダクタンスＭをゼロとして、高周波交流電源６側からみた一次側の
みのインピーダンス（Ｚ１）の周波数に対するインピーダンス特性（Ｚ）と位相特性（Φ
）を示す。
【００６３】
　図１５に示すように、本例のインピーダンス（Ｚ１）のインピーダンス特性は、基本波
周波数（ｆ０）の付近で、極大値（山）を有し、基本波周波数（ｆ０）の付近以外で極小
値を二点有している。またインピーダンス（Ｚ１）の位相特性は、基本波周波数（ｆ０）
の付近で位相の傾きが発散し、基本波周波数（ｆ０）の付近以外の周波数で、さらに位相
の傾きが発散する点を二点有している。
【００６４】
図１５に示す、インピーダンス特性又は位相特性を有する送電回路部３１３を、非接触給
電部１０に備える場合、入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性は、図５を参照し、実
施形態１に示すような特性を有する。これにより、本例の非接触電源装置において、結合
係数ｋが変動しても基本波周波数（ｆ０）に対する入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相
の変動幅は少なく、当該位相（Φ０）の変動が抑制され、結果として、力率を高い値で維
持し、効率よく電力を給電できる。
【００６５】
　なお、本例のインダクタ３０１は本発明の「第１のインダクタ」に相当し、本例のコン
デンサ３０２は、本発明の「第２のコンデンサ」に相当する。
【００６６】
《第５実施形態》
　図１６は、発明の他の実施例に係る非接触給電装置を示す回路部である。本例では上述
した第１実施形態に対して、図１の受電回路部２００の回路と異なる回路を用いる点が異
なる。これ以外の構成は上述した第１実施形態と同じであるため、その記載を援用する。
【００６７】
　図１６に示すように、本例の受電回路部４１１は、二次巻線２０１にコンデンサ４０１
を直列に接続し、二次巻線２０１とコンデンサ４０１との直列回路にコンデンサ２０２を
並列に接続する。
【００６８】
　図１７は、相互インダクタンスＭをゼロとして、負荷部７側からみた二次側のみのイン
ピーダンス（Ｚ２）の周波数に対するインピーダンス特性（Ｚ）と位相特性（Φ）を示す
。
【００６９】
　図１７に示すように、インピーダンス（Ｚ２）のインピーダンス特性（Ｚ）は、極大値
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（ＺＭＡＸ）をとる周波数（ｆＭＡＸ）と、極小値（ＺＭＩＮ）をとる周波数（ｆＭＩＮ

）との間に、基本波周波数（ｆ０）を有する。
【００７０】
　インピーダンス（Ｚ２）の位相特性（Φ）は、位相の傾きが発散する点を二点（図１７
に示す、点ａ及び点ｂ）有し、当該二点の間で、周波数軸と平行になる部分を有し、基本
波周波数成分（ｆ０）が当該二点の間にある、特性を有する。あるいは、当該位相特性（
Φ）が、基本波周波数（ｆ０）の付近で回って戻る特性を有する。
【００７１】
図１７に示す、インピーダンス特性又は位相特性を有する受電回路部４１１を、非接触給
電部１０に備える場合、入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性は、図５を参照し、実
施形態１に示すような特性を有する。これにより、本例の非接触電源装置において、結合
係数ｋが変動しても基本波周波数（ｆ０）に対する入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相
の変動幅は少なく、当該位相（Φ０）の変動が抑制され、結果として、力率を高い値で維
持し、効率よく電力を給電できる。
【００７２】
　なお、本例のコンデンサ４０１は本発明の「第５のコンデンサ」に相当し、本例のコン
デンサ２０２は、本発明の「第３のコンデンサ」に相当する。
【００７３】
《第６実施形態》
　図１８は、発明の他の実施例に係る非接触給電装置を示す回路部である。本例では上述
した第１実施形態に対して、図１の受電回路部２００の回路と異なる回路を用いる点が異
なる。これ以外の構成は上述した第１実施形態と同じであるため、その記載を援用する。
【００７４】
　図１８に示すように、本例の受電回路部４１２は、二次巻線２０１にコンデンサ４０１
を直列に接続し、二次巻線２０１とコンデンサ４０１との直列回路にインダクタ４０２を
並列に接続する。
【００７５】
　図１９は、相互インダクタンスＭをゼロとして、負荷部７側からみた二次側のみのイン
ピーダンス（Ｚ２）の周波数に対するインピーダンス特性（Ｚ）と位相特性（Φ）を示す
。
【００７６】
　図１９に示すように、インピーダンス（Ｚ２）のインピーダンス特性（Ｚ）は、極大値
（ＺＭＡＸ）をとる周波数（ｆＭＡＸ）と、極小値（ＺＭＩＮ）をとる周波数（ｆＭＩＮ

）との間に、基本波周波数（ｆ０）を有する。図６ｂに示すインピーダンス特性（Ｚ）と
異なり、周波数（ｆＭＡＸ）は基本波周波数（ｆ０）より低く、周波数（ｆＭＩＮ）は基
本波周波数（ｆ０）より高い。
【００７７】
　インピーダンス（Ｚ２）の位相特性（Φ）は、位相の傾きが発散する点を二点（図１９
に示す、点ａ及び点ｂ）有し、当該二点の間で、周波数軸と平行になる部分を有し、基本
波周波数成分（ｆ０）が当該二点の間にある、特性を有する。あるいは、当該位相特性（
Φ）が、基本波周波数（ｆ０）の付近で回って戻る特性を有する。
【００７８】
図１９に示す、インピーダンス特性又は位相特性を有する受電回路部４１２を、非接触給
電部１０に備える場合、入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性は、図５を参照し、実
施形態１に示すような特性を有する。これにより、本例の非接触電源装置において、結合
係数ｋが変動しても基本波周波数（ｆ０）に対する入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相
の変動幅は少なく、当該位相（Φ０）の変動が抑制され、結果として、力率を高い値で維
持し、効率よく電力を給電できる。
【００７９】
　なお、本例のコンデンサ４０１は本発明の「第５のコンデンサ」に相当し、本例のイン
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ダクタ４０２は、本発明の「第３のインダクタ」に相当する。
【００８０】
　また、コンデンサ４０１とインダクタ４０２を入れ替えて、二次巻線２０１と直列にイ
ンダクタ４０２を接続し、二次巻線２０１とインダクタ４０２との直列回路にコンデンサ
４０２を接続してもよい。この際、本例のコンデンサ４０１は本発明の「第３のコンデン
サ」に相当し、本例のインダクタ４０２は、本発明の「第４のインダクタ」に相当する。
【００８１】
《第７実施形態》
　図２０は、発明の他の実施例に係る非接触給電装置を示す回路部である。本例では上述
した第１実施形態に対して、図１の受電回路部２００の回路と異なる回路を用いる点が異
なる。これ以外の構成は上述した第１実施形態と同じであるため、その記載を援用する。
【００８２】
　図２０に示すように、本例の受電回路部４１３は、二次巻線２０１にコンデンサ４０１
を直列に接続し、二次巻線２０１の一端とコンデンサ４０１との接続点と、二次巻線２０
１の他端との間にコンデンサ４０３を接続する。そして、二次巻線２０１とコンデンサ４
０３との並列回路とコンデンサ４０１との直列回路に対して、コンデンサ２０２を並列に
接続する。
【００８３】
　図２１は、相互インダクタンスＭをゼロとして、負荷部７側からみた二次側のみのイン
ピーダンス（Ｚ２）の周波数に対するインピーダンス特性（Ｚ）と位相特性（Φ）を示す
。
【００８４】
　図２１に示すように、インピーダンス（Ｚ２）のインピーダンス特性（Ｚ）は、極大値
（ＺＭＡＸ）をとる周波数（ｆＭＡＸ）と、極小値（ＺＭＩＮ）をとる周波数（ｆＭＩＮ

）との間に、基本波周波数（ｆ０）を有する。
【００８５】
インピーダンス（Ｚ２）の位相特性（Φ）は、位相の傾きが発散する点を二点（図２１に
示す、点ａ及び点ｂ）有し、当該二点の間で、周波数軸と平行になる部分を有し、基本波
周波数成分（ｆ０）が当該二点の間にある、特性を有する。あるいは、当該位相特性（Φ
）が、基本波周波数（ｆ０）の付近で回って戻る特性を有する。
【００８６】
図２１に示す、インピーダンス特性又は位相特性を有する受電回路部４１３を、非接触給
電部１０に備える場合、入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性は、図５を参照し、実
施形態１に示すような特性を有する。これにより、本例の非接触電源装置において、結合
係数ｋが変動しても基本波周波数（ｆ０）に対する入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相
の変動幅は少なく、当該位相（Φ０）の変動が抑制され、結果として、力率を高い値で維
持し、効率よく電力を給電できる。
【００８７】
　なお、本例のコンデンサ４０３は本発明の「第６のコンデンサ」に相当する。
【００８８】
《第８実施形態》
　図２２は、発明の他の実施例に係る非接触給電装置を示す回路部である。本例では上述
した第１実施形態に対して、図１の受電回路部２００の回路と異なる回路を用いる点が異
なる。これ以外の構成は上述した第１実施形態と同じであるため、その記載を援用する。
【００８９】
　図２２に示すように、本例の受電回路部４１４は、二次巻線２０１とコンデンサ４０１
との直列回路に対して並列にコンデンサ２０２を接続し、コンデンサ２０２とコンデンサ
４０１との接続点にコンデンサ２０３を接続する。
【００９０】
　図２３は、相互インダクタンスＭをゼロとして、負荷部７側からみた二次側のみのイン
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ピーダンス（Ｚ２）の周波数に対するインピーダンス特性（Ｚ）と位相特性（Φ）を示す
。
【００９１】
　図２３に示すように、インピーダンス（Ｚ２）のインピーダンス特性（Ｚ）は、極大値
（ＺＭＡＸ）をとる周波数（ｆＭＡＸ）と、極小値（ＺＭＩＮ）をとる周波数（ｆＭＩＮ

）との間に、基本波周波数（ｆ０）を有する。ここで、特に、極大値が複数ある位相特性
の場合、当該極大値（ＺＭＡＸ）は、基本波周波数（ｆ０）に最も近い周波数に対する値
を示す。また極小値（ＺＭＩＮ）も同様である。
【００９２】
　インピーダンス（Ｚ２）の位相特性（Φ）は、位相の傾きが発散する点を二点（図２３
に示す、点ａ及び点ｂ）有し、当該二点の間で、周波数軸と平行になる部分を有し、基本
波周波数成分（ｆ０）が当該二点の間にある、特性を有する。あるいは、当該位相特性（
Φ）が、基本波周波数（ｆ０）の付近で回って戻る特性を有する。
【００９３】
図２３に示す、インピーダンス特性又は位相特性を有する受電回路部４１４を、非接触給
電部１０に備える場合、入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性は、図５を参照し、実
施形態１に示すような特性を有する。これにより、本例の非接触電源装置において、結合
係数ｋが変動しても基本波周波数（ｆ０）に対する入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相
の変動幅は少なく、当該位相（Φ０）の変動が抑制され、結果として、力率を高い値で維
持し、効率よく電力を給電できる。
【００９４】
　なお、本例のコンデンサ２０２は本発明の「第３のコンデンサ」に、コンデンサ４０１
は「第５のコンデンサ」に、コンデンサ２０３は「第４のコンデンサ」に相当する。
【００９５】
《第９実施形態》
　図２４は、発明の他の実施例に係る非接触給電装置を示す回路部である。本例では上述
した第１実施形態に対して、図１の受電回路部２００の回路と異なる回路を用いる点が異
なる。これ以外の構成は上述した第１実施形態と同じであるため、その記載を援用する。
【００９６】
　図２４に示すように、本例の受電回路部４１５は、二次巻線２０１とコンデンサ４０１
との直列回路に対して並列にインダクタ４０２を接続し、コンデンサ２０２とコンデンサ
４０１との接続点にコンデンサ２０３を接続する。
【００９７】
　図２５は、相互インダクタンスＭをゼロとして、負荷部７側からみた二次側のみのイン
ピーダンス（Ｚ２）の周波数に対するインピーダンス特性（Ｚ）と位相特性（Φ）を示す
。
【００９８】
　図２５に示すように、インピーダンス（Ｚ２）のインピーダンス特性（Ｚ）は、極大値
（ＺＭＡＸ）をとる周波数（ｆＭＡＸ）と、極小値（ＺＭＩＮ１）をとる周波数（ｆＭＩ

Ｎ１）との間に、基本波周波数（ｆ０）を有する。また極小値（ＺＭＩＮ１）以外に、極
小値（ＺＭＩＮ２）を有する。ここで、基本波周波数（ｆ０）に最も近い周波数（ｆＭＩ

Ｎ１）に対する、極小値をＺＭＩＮ１とする。
【００９９】
　インピーダンス（Ｚ２）の位相特性（Φ）は、基本波周波数成分（ｆ０）を挟んで、位
相の傾きが発散する点を二点（図２５に示す、点ａ及び点ｂ）有し、当該二点の間で、周
波数軸と平行になる部分を有する。また当該位相の傾きが発散する二点以外に、さらに位
相の傾きが発散する点（図２５に示す、点ｃ）を有する。あるいは、当該位相特性（Φ）
が、基本波周波数（ｆ０）の付近で回って戻る特性を有する。
【０１００】
図２５に示す、インピーダンス特性又は位相特性を有する受電回路部４１５を、非接触給
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電部１０に備える場合、入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相特性は、図５を参照し、実
施形態１に示すような特性を有する。これにより、本例の非接触電源装置において、結合
係数ｋが変動しても基本波周波数（ｆ０）に対する入力インピーダンス（Ｚｉｎ）の位相
の変動幅は少なく、当該位相（Φ０）の変動が抑制され、結果として、力率を高い値で維
持し、効率よく電力を給電できる。
【０１０１】
　なお、本例のコンデンサ４０１は「第５のコンデンサ」に、コンデンサ２０３は「第４
のコンデンサ」に、インダクタ４０２は本発明の「第３のインダクタ」に、相当する。
【０１０２】
　また実施形態１～９に示す送電回路部１００、３１１、３１２、３１３と受電回路部２
００、４１１、４１２、４１３、４１４、４１５は、任意に組み合わせて非接触給電部１
０としてもよい。
【０１０３】
《第１０実施形態》
　図２６は、発明の他の実施形態に係る非接触給電装置を示す回路部である。本例では上
述した第１実施形態に対して、一次巻線１０１と二次巻線２０１のインダクタンスの大き
さと、コンデンサ１０２、２０２、２０３の容量の大きさの条件を規定する点が異なる。
これ以外の構成は上述した第１実施形態と同じであるため、その記載を援用する。
【０１０４】
　図２６に示すように、１次側には、一次巻線１０１と、当該一次巻線１０１と並列に接
続されているコンデンサ１０２とが設けられている。２次側には、二次巻線２０１と、当
該二次巻き線に並列に接続されているコンデンサ２０２と、当該二次巻線２０１と当該コ
ンデンサ２０２との並列回路に直列に接続されているコンデンサ２０３とが設けられてい
る。当該回路は、図１に示す、非接触給電部１０に相当する。ここで、一次巻線１０１の
インダクタンスをＬ１とし、二次巻線２０１のインダクタンスをＬ２、コンデンサ１０２
の電気容量をＣ１ｐ、コンデンサ２０２の電気容量をＣ２ｐ、コンデンサ２０３の電気容
量をＣ２Ｓ、とする。
【０１０５】
　本例は、一次巻線１０１と二次巻線２０１のインダクタンスの大きさと、コンデンサ１
０２、２０２、２０３の容量の大きさの条件を規定し、基本波周波数（ｆ０）を１次側の
インピーダンス（Ｚ１）の共振周波数（ｆ１）付近に設定し、基本波周波数（ｆ０）を二
次側のインピーダンス（Ｚ２）の共振周波数（ｆa）と共振周波数（ｆｂ）との間に、設
定する。
【０１０６】
　まず、コンデンサ１０２の電気容量Ｃ１ｐについて、図２７を用いて説明する。図２７
は、図２６の回路のうち、１次側（送信側）の回路を示す。
【０１０７】
　図２７に示すように、一次巻線１０１と二次巻線２０１との間の相互インダクタンスＭ
＝０とする。そして、高周波交流電源６から１次側の回路に供給される基本波周波数（ｆ

０）と、インダクタンス（Ｌ１）及び電気容量（Ｃ１ｐ）との関係が、式１を満たすよう
に、回路設計されている。
【０１０８】
【数１】

　次に、図２７に示す、１次側の回路のインピンダンス特性及び位相特性を図２８に示す
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。図２８は、周波数に対する、１次側の回路のインピンダンス特性及び位相特性を示すグ
ラフである。
【０１０９】
　インピーダンス（Ｚ１）の共振周波数（ｆ１）は、インピンダンス特性の極大値を示す
周波数、及び、回転する位相特性の中心点の周波数に相当する。そのため、基本波周波数
（ｆ０）が、共振周波数（ｆ１）付近に位置づけられることが、図２８により確認される
。すなわち、基本波周波数（ｆ０）を共振周波数（ｆ１）を付近に設定するように、回路
設計することで、式１の条件が満たされる。
【０１１０】
　これにより、高周波交流電源６から非接触給電部１０に対して供給される電流を低く抑
えることができ、効率を高めることができる。
【０１１１】
　次にコンデンサ１０２の電気容量Ｃ２ｐについて、図２９を用いて説明する。図２９は
、図２６の回路の２次側（受信側）の回路をのうち、二次巻線２０１とコンデンサ２０２
との並列回路を示す。
【０１１２】
　図２９に示すように、一次巻線１０１と二次巻線２０１との間の相互インダクタンス＝
０とする。そして、インダクタンス（Ｌ１）及び電気容量（Ｃ１ｐ）と、インダクタンス
（Ｌ２）及び電気容量（Ｃ２ｐ）との関係が、式２を満たすように、回路設計されている
。
【０１１３】

【数２】

　図２６の回路の２次側の回路のインピンダンス特性及び位相特性を図３０に示しつつ、
式２について、説明する。図３０は、周波数に対する、２次側の回路のインピンダンス特
性及び位相特性を示すグラフである。
【０１１４】
　図３０に示すように、インピーダンス（Ｚ２）の共振周波数（ｆｂ）は、インピンダン
ス特性の極大値を示す周波数、及び、回転する位相特性の中心点の周波数に相当する。ま
た共振周波数（ｆｂ）は、インダクタンス（Ｌ２）及び電気容量（Ｃ２ｐ）との共振回路
（図２９を参照）により形成される共振周波数であり、当該共振回路と共振周波数（ｆｂ
）との間には、（式３）の関係がある。
【０１１５】

【数３】

　そして、共振周波数（ｆｂ）が基本波周波数（ｆ０）より低くなるように、回路設計す
ると、（式４）が成立する。
【０１１６】
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【数４】

　式４に対して、式１及び式３を代入することで、式２が導かれる。すなわち、式４を満
たすように、基本波周波数（ｆ０）を共振周波数（ｆｂ）より低い周波数に設定するよう
に、回路設計することで、式２の条件が満たされる。
【０１１７】
　次にコンデンサ１０２の電気容量Ｃ２ｓについて、図３１を用いて説明する。図３１は
、図２６の回路の２次側（受信側）の回路をであって、二次巻線２０１とコンデンサ２０
２との並列回路と当該並列回路にコンデンサ２０３を直列接続したコンデンサ２０３とを
有する回路を示す。
【０１１８】
　図３１に示すように、一次巻線１０１と二次巻線２０１との間の相互インダクタンス＝
０とする。そして、インダクタンス（Ｌ１）及び電気容量（Ｃ１ｐ）と、インダクタンス
（Ｌ２）、電気容量（Ｃ２ｐ）及び電気容量（Ｃ２ｓ）との関係が、式５を満たすように
、回路設計されている。
【０１１９】

【数５】

　図３１の回路の２次側の回路のインピンダンス特性及び位相特性を図３０に示しつつ、
式５について、説明する。
【０１２０】
　図３０に示すように、インピーダンス（Ｚ２）の共振周波数（ｆａ）は、インピンダン
ス特性の極小値を示す周波数、及び、回転する位相特性の中心点の周波数に相当する。ま
た共振周波数（ｆａ）は、インダクタンス（Ｌ２）、電気容量（Ｃ２ｐ）及び電気容量（
Ｃ２ｓ）により形成される共振回路の共振周波数であり、当該共振回路と共振周波数（ｆ
ａ）との間には、（式６）の関係がある。
【０１２１】
【数６】

　そして、共振周波数（ｆａ）が基本波周波数（ｆ０）より高くなるように、回路設計す
ると、（式７）が成立する。
【０１２２】
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【数７】

　式７に対して、式１及び式５を代入することで、式６が導かれる。すなわち、式７を満
たすように、基本波周波数（ｆ０）を共振周波数（ｆｂ）より低い周波数に設定するよう
に、回路設計することで、式６の条件が満たされる。
【０１２３】
　そして、式２及び式５より、１次側の回路及び２次側の回路の各インダクタンス及び電
気容量の関係として。式８が導きかれる。
【０１２４】
【数８】

　これにより、インピーダンス（Ｚ２）の位相特性は、位相の傾きが発散する点を二点（
図３０に示す、周波数（ｆａ）と周波数（ｆｂ）に相当する。）有し、当該二点の間で、
周波数軸と平行になる部分を有し、基本波周波数成分（ｆ０）が周波数（ｆａ）と周波数
（ｆｂ）との間にある、特性を有する。その結果、１次側から２次側へ供給される電力の
効率
が向上する。
【０１２５】
　次に、図２６に示す、非接触給電回路部５の回路において、高周波交流電源６の出力側
から見たインピーダンス特性について説明する。
【０１２６】
　図２６に示す回路の等価回路を図３２に示す。図３２は、図２６の回路の等価回路を示
す。
【０１２７】
　そして、図３２に示す回路に基づき、高周波交流電源６の出力側から見たインピーダン
ス特性（Ｚｉｎ）をラプラス変換し、式９に示す。
【０１２８】
【数９】

　図３３は、インピーダンス特性（Ｚｉｎ）の極軌跡を示す図である。図３３は、式９の
極うち、回路特性に影響が大きい代表特性根、すなわち、虚軸側に最も近い極１及び虚軸
側に２番目に近い極２を示す。一次巻線１０１と二次巻線２０１との結合係数ｋを０付近
から増加させると、極１及び極２は、図３３に示すような、軌跡を描く。すなわち、極１
は、結合係数の増加に伴い、虚軸から離れ、極２は、結合係数の増加に伴い、第１の極に
近づく特性を示す。
【０１２９】
　すなわち、結合係数の増加に伴い、極１は遠ざかるが、極２が極１に近づくため、互い
の極１及び極２により影響を打ち消しあい、結果として、効率低下を抑制しているものと
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考えられる。つまり、代表特性根の２つの極（極１と極２）がkの変化に伴い互いに逆向
きの軌跡を描く。
【０１３０】
　一方、図２６又は図３２に示す回路において、式１及び式８を満たさないように、各回
路のインダクタンス及び電気容量を設定しつつ、高周波交流電源６の出力側から見たイン
ピーダンス特性を示すと、図３４のように表される。図３４は、式１及び式８を満たさな
い回路条件下において、複素平面における、インピーダンス特性（Ｚｉｎ）の極軌跡を示
す図である。
【０１３１】
　図３４に示すように、虚軸側に最も近い極１は、結合係数の増加に伴い、虚軸から外れ
ず、虚軸側に２番目に近い極２は、結合係数の増加に伴い、虚軸に近づかない。また、極
１及び極２は、図３３と比較して、結合係数の増加に伴い、離れた位置で軌跡を描くため
（極２は代表特性根にならず）、互いに影響を及ぼさない。ゆえに、結合係数の増加に伴
い、支配根が虚軸から離れてしまうため、効率が落ちてしまう。
【０１３２】
　すなわち、結合係数の増加に伴い、虚軸から遠ざかる極１が存在する場合に、本例の回
路では、虚軸から遠ざかる極１と虚軸に近づく極２が存在し（代表特性根の二つの極（極
１と極２）がｋの変化に伴い互い逆向きの軌跡）、結合係数の増加に伴い、支配根が極１
から極２に入れ替わる。そのため、本例は、結合係数が増加した場合に、虚軸の近辺に支
配根が存在する特性を有する。その結果として、結合係数の変化に伴う効率の変化を抑制
することができる。
【０１３３】
　次に、高周波交流電源６の出力側から見たインピーダンス特性（Ｚｉｎ）及び位相特性
（Φｉｎ）について説明する。図３５ａは、本例の非接触給電部１０における、インピー
ダンス特性（Ｚｉｎ）を示し、図３５ｂは位相特性（Φｉｎ）を示す。また図３５ａ及び
図３５ｂは、結合係数の変化に伴う、それぞれの特性の変化を示す。
【０１３４】
　図３５ｂに示すように、本例は、結合係数の増加に伴い、基本波周波数（ｆ０）の付近
を中心に、位相が回る特性を有する。そのため、結合係数が変化しても、基本波周波数（
ｆ０）に対する位相が０度付近の値をとるため、力率の低下を抑制することができる。
【０１３５】
　上記のように、本例は、１次側に一次巻線１０１とコンデンサ１０２とを並列に接続し
、２次側に二次巻線２０１とコンデンサ２０２との並列回路及び当該並列回路に直列に接
続されるコンデンサ２０３を接続する、非接触給電部１０において、高周波交流電源６か
ら非接触給電部１０に供給される交流電力の基本波周波数（ｆ０）を、インピーダンス（
Ｚ１）の共振周波数（ｆ１）の付近に設定し、かつ、インピーダンス（Ｚ２）の共振周波
数（ｆａ）とインピーダンス（Ｚ２）の共振周波数（ｆｂ）との間に設定する。これによ
り、結合係数の変化に伴い、基本波周波数（ｆ０）の近辺において、位相の変動を抑制し
、効率の低下を抑制することができる。
【０１３６】
　また本例は、上記回路において、（式１）及び（式８）の条件を満たすように、回路設
計を行う。これにより、結合係数の変化に伴い、基本波周波数（ｆ０）の近辺において、
位相の変動を抑制し、効率の低下を抑制することができる。
【０１３７】
　また本例は、上記回路において、入力インピーダンス特性（Ｚｉｎ）を複素平面で示し
た場合に、結合係数の増加に伴い、虚軸に最も近い極１は虚軸から離れ、かつ、虚軸に２
番目に近い極２は極１に近づく。これにより、結合係数の変化に伴い、基本波周波数（ｆ

０）の近辺において、位相の変動を抑制し、効率の低下を抑制することができる。
【０１３８】
　なお、本例の極１は本発明の「第１の極」に相当し、極２は「第２の極」に相当する。
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【０１３９】
《第１１実施形態》
　図３６は、発明の他の実施例に係る非接触給電装置を示す電気回路図である。本例では
上述した第１実施形態に対して、高周波交流電源６から非接触給電部１０への出力電圧波
形が異なる。これ以外の構成は上述した第１実施形態と同じであるため、その記載を適宜
、援用する。
【０１４０】
　図３６に示すように、本例の非接触給電装置には、トランジスタ６３ａ～６３ｄのスイ
ッチングを制御するための制御部８が設けられる。制御部８には、周波数制御部８１、電
圧指令正芸部８２及び電圧指令演算部８３が設けられる。
【０１４１】
　次に、制御部８の詳細な構成を、図３７を用いて説明する。図３７は、制御部８のブロ
ック図を示す。周波数制御部８１は、周波数指令設定部８１ａとキャリア設定部８１ｂを
有する。周波数指令設定部８１ａは、電圧型インバータ６３の出力電圧の周波数指令値（
ｆｒｅｆ）を設定し、キャリア設定部８１ｂに送信する。キャリア設定部８１ｂは、周波
数指令値（ｆｒｅｆ）に基づいてキャリアの振幅（Ｖｘ）を形成し、三角波のキャリア信
号を形成する。キャリア設定部８１ｂには、例えばマイコンを用いたデジタル制御が用い
られ、周波数指令値（ｆｒｅｆ）に基づくクロックカウンタにより、振幅（Ｖｘ）が形成
される。
【０１４２】
　電圧指令設定部８２は、電圧振幅指令設定部８２ａ及びスイッチングパルス設定部（Ｓ
Ｗパルス設定部）８２ｂを有する。電圧振幅指令設定部８２ａは、電圧型インバータ６３
の出力電圧の振幅指令値（Ｖｒｅｆ）を設定し、スイッチングパルス設定部８２ｂに送信
する。電圧振幅指令設定部８２ａは、外部から与えられる電力指令値（Ｐｒｅｆ）に基づ
き、振幅指令値（Ｖｒｅｆ）を決定する。スイッチングパルス設定部８２ｂは、キャリア
設定部８１ｂから送信されるキャリアと、振幅指令値（Ｖｒｅｆ）とを比較して、トラン
ジスタ６３ａ～６３ｄをスイッチングするスイッチングパルス（ＳＷ１）を設定する。
【０１４３】
　ここで、従来は、スイッチングパルス（ＳＷ１）を電圧型インバータ６３に入力し、電
圧型インバータは、例えば正弦波の供給電圧を、非接触給電部１０に出力する。本例は、
制御部８に電圧指令演算部８３を設けることにより、従来の正弦波の供給電圧とは異なる
供給電圧を、非接触給電部１０に出力する。
【０１４４】
　電圧指令演算部８３は、スイッチングパルス設定部から送信されるスイッチングパルス
（ＳＷ１）に基づき、新たなスイッチングパルス（ＳＷ２）を設定する。新たなスイッチ
ングパルス（ＳＷ２）により、トランジスタ６３ａ～６３ｄが制御されると、高周波交流
電源６から非接触給電部１０に供給される供給電圧（Ｖｉｎ）は、図３８に示すように、
１周期あたり、複数の正電圧の出力期間の間に電圧の出力を休止させる、又は、出力させ
ない期間（ｔｂ１）と、複数の負電圧の出力期間の間に電圧の出力を休止させる、又は、
出力させない期間（ｔｂ２）とを含む波形となる。図３８は、時間に対する供給電圧（Ｖ

ｉｎ）の出力特性を示す図である。なお、以下、本例では、休止期間（ｔｂ１）及び休止
期間（ｔｂ２）を同じ長さの期間（ｔｂ）として説明するが、必ずしも、同じ長さにする
必要はない。
【０１４５】
　以下、図３９を参照し、制御部８の制御内容を説明する。図３９は、キャリア波形、ス
イッチングパルス（ＳＷ１）、スイッチングパルス（ＳＷ２）及び供給電圧の出力波形を
示す図である。なお、図３９において、横軸は、時間軸であり、図では省略されている。
【０１４６】
　まずキャリア設定部８１ｂは、図３９（ａ）に示すように、振幅（Ｖｘ）のキャリア信
号を、スイッチングパルス設定部８２ｂに送信する。電圧振幅設定部８２ａは、図３９（
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【０１４７】
　次に、スイッチングパルス設定部は、以下の条件に基づき、図３９（ｂ）に示す、スイ
ッチングパルス（ＳＷ１）を形成する。
【０１４８】
【数１０】

　上記の条件により、図３９（ｂ）に示す、スイッチングパルス（ＳＷ１）が形成される
。
【０１４９】
　次に、電圧指令演算部８３は、スイッチングパルス（ＳＷ１）に基づき、図３９（ｃ）
に示すスイッチングパルス（ＳＷ２）を形成する。まず、電圧指令演算部８３は、Ｓ３の
スイッチングパルスの１周期分の周期（Ｔ）を４つの区間（Ｔｏｎ１、Ｔｏｎ２、Ｔｏｆ

ｆ１、Ｔｏｆｆ２）に分け、（式１０）の関係が成り立つ。
【０１５０】
【数１１】

　そして、Ｔｏｎをトランジスタ６３ｃのオン期間とし、Ｔｏｆｆをトランジスタ６３ｃ
のオフ期間としＤをデューティ比とすると、
【０１５１】

【数１２】

となる。デューティ比Ｄは電圧振幅指令設定部８２ａにより設定される振幅指令値（Ｖｒ

ｅｆ）により決まり、周期Ｔは周波数指令設定部８１ａにより設定される周波数指令値（
ｆｒｅｆ）により決定される。
【０１５２】
　次に、電圧指令演算部８３は、４つの区間（Ｔｏｎ１、Ｔｏｎ２、Ｔｏｆｆ１、Ｔｏｆ

ｆ２）を、さらに８つの区間（ａ～ｈ）に分ける。
【０１５３】



(24) JP 5510032 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

【数１３】

　ここで、ｔｂは、トランジスタ６３ａ～６３ｄのスイッチングのオン及びオフを制御す
ることにより、非接触給電部１０への供給電圧を休止させるための期間であり、周期（Ｔ
）及びデューティ比（Ｄ）に基づき、制御部８により設定される。周期（Ｔ）、デューテ
ィ比（Ｄ）及び期間（ｔｂ）には、予め設定されている関係をもち、周期（Ｔ）又はデュ
ーティ比（Ｄ）が変化すれば、期間（ｔｂ）も変化する特性を有する。制御部８には、予
め、周期（Ｔ）、デューティ比（Ｄ）及び期間（ｔｂ）の関係が、例えばテーブル等によ
り格納されている。
【０１５４】
　ｔｂの区間は、隣り合う区間のオン又はオフとは逆の特性を有し、例えば、あるｔｂの
区間において、スイッチングパルス（ＳＷ２）がオンになる場合に、当該あるｔｂの区間
と隣り合う区間、言い換えると、前後区間において、スイッチングパルス（ＳＷ２）はオ
フになる。
【０１５５】
　そして、区間ａ～ｈを、順番に並べ、図３９ｃに示すような、スイッチングパルス（Ｓ
Ｗ２）を形成する。区間ａ及び区間ｃはオフ期間であるため、区間ｂはオン期間になり、
区間ｅ及び区間ｇはオン区間であるため、区間ｆはオフ期間となる。
【０１５６】
　またＳ４のスイッチングパルス（ＳＷ２）は、上記のＳ３と同様に形成されるが、Ｓ３

のスイッチングパルス（ＳＷ２）とは、逆の波形（対象波形）となり、反転している。Ｓ

１及びＳ２のスイッチングパルス（ＳＷ２）は、スイッチングパルス（ＳＷ１）を変わら
ず、同様の波形となる。
【０１５７】
　これにより、図３９（ｃ）に示すように、電圧指令演算部８３は、スイッチングパルス
（ＳＷ１）に基づきスイッチングパルス（ＳＷ２）を形成する。そして、当該スイッチン
グパルス（ＳＷ２）により、各トランジスタ６３ａ～６３ｄが動作させ、三相交流電源６
４から電力が供給されると、高周波交流電源６は、図３９（ｄ）に示すような、電圧を供
給する。すなわち、本例の高周波交流電源６は、１周期（Ｔ）あたり、正電圧を出力する
複数の期間（区間ａ及びｃに相当）と、当該複数の期間の間に電圧の出力を休止する期間
（区間ｂに相当）と、負電圧を出力する複数の期間（区間ｅ及びｇに相当）と、当該複数
の期間の間に電圧の出力を休止する期間（区間ｆに相当）とを含む供給電圧を、非接触給
電部１０の１次側の回路に対して出力する。
【０１５８】
　次に制御部８の制御手順について、図４０を用いて説明する。図４０は、制御部８の制
御手順を示すフローチャートである。
【０１５９】
　ステップＳ１にて、制御部８は、電力指令値（Ｐｒｅｆ）に基づき、デューティ比（Ｄ
）又は周期（Ｔ）の変更が有るか否かを判定する。変更された場合は、ステップＳ２へ進
み、変更されていない場合は、ステップＳ８へ進む。なおデューティ比（Ｄ）及び周期（
Ｔ）には、予め初期値が設定されており、図４０のフローを最初に行う場合には、ステッ
プＳ２へ進む。２回目以降のフローにおいては、ステップＳ１に初期値又は前回のフロー
時のデューティ比（Ｄ）及び周期（Ｔ）と比較して、判定される。
【０１６０】
　ステップＳ２にて、スイッチングパルス設定部８２ｂは、スイッチングパルス（ＳＷ１
）を設定する。ステップＳ３にて、電圧指令演算部８３は、（式１０）に基づき、Ｓ３の
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スイッチングパルス（ＳＷ１）を４区間に分割する。ステップＳ４にて、制御部８は、デ
ューティ比（Ｄ）及び周期（Ｔ）に基づき、休止期間（ｔｂ）を設定する。
【０１６１】
　ステップＳ５にて、電圧指令演算部８３は、Ｓ３のスイッチングパルス（ＳＷ１）を８
区間に分割する。ステップＳ６にて、ステップＳ５により分割された８区間に基づき、電
圧指令演算部８３は、Ｓ３のスイッチングパルス（ＳＷ２）を設定する。また電圧指令演
算部８３は、Ｓ３のスイッチングパルス（ＳＷ２）を反転させることにより、Ｓ４のスイ
ッチングパルス（ＳＷ２）を設定する。
【０１６２】
　ステップＳ７にて、電圧指令演算部８３は、Ｓ１～Ｓ４のスイッチングパルス（ＳＷ２
）を設定する。そして、ステップＳ８にて、電圧指令演算部８３は、スイッチングパルス
（ＳＷ２）を、それぞれのトランジスタ６３ａ～６３ｄに出力する。
【０１６３】
　次に、図３６に示す、非接触給電部１０の回路において、本例とは異なり休止期間（ｔ
ｂ）を設けないパルスを供給電圧とする場合（以下、実施例１、と称する。）と、本例の
ような供給電圧とする場合（以下、実施例２と称す。）とを比較しつつ、ＥＭＩ（Ｅｌｅ
ｃｔｒｏ－Ｍａｇｎｅｔｉｃ－Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）レベルと効率に付いて説明す
る。図４１は、実施例１において、時間に対する供給電圧及び電流の特性を示し、図４２
は、実施例２において、時間に対する供給電圧及び電流の特性を示す。
【０１６４】
　具体的には、実施例１について、図４１に示すように、通常のパルス電圧（Ｖｓ）が非
接触給電部１０に供給されると、出力電流（Ｉｓ）が高周波交流電源から非接触給電部に
流れる。一方、実施例２について、図４２に示すように、休止期間（ｔｂ）をもつパルス
電圧（Ｖｔ）が非接触給電部１０に供給されると、出力電流（Ｉｔ）が高周波交流電源６
から非接触給電部１０に流れる。ただし、実施例２は、休止期間（ｔｂ）を設けることで
、実施例１とエネルギーの総和が変わらないようにする。実施例２の供給電圧の積分値の
和（Ｓ１＋Ｓ２）を、実施例１の供給電圧の積分値（Ｓ）と等しくする。
【０１６５】
　実施例２は、実施例１、と異なり、休止期間（ｔｂ）を設けることで、上がっていた出
力電流（Ｉｔ）が一旦下がる、又は、下がっていた出力電流（Ｉｔ）が一旦上がる、電流
特性をもつ。また、休止期間（ｔｂ）において、出力電流（Ｉｔ）が一旦下がる、又は、
一旦上がることにより、電流のピーク値が抑えられている。さらに、出力電流（Ｉｔ）の
傾き（ｄＩｔ／ｄｔ）も小さくなっている。
【０１６６】
　次に、ＥＭＩレベルについて、図４３及び図４４を用いて説明する。図４３及び図４４
は、出力電流（Ｉｓ）及び出力電流（Ｉｔ）をそれぞれＦＦＴ解析したのであって、周波
数に対するＥＭＩレベルの特性を示す。また横軸の左端は、基本波周波数（ｆ０）の基本
波周波数成分に相当する。
【０１６７】
　ここでＥＭＩレベルについて説明する。出力電流（Ｉｓ又はＩｔ）が高周波交流電源６
と非接触給電部１０とを接続する配線に流れる場合に、当該配線がアンテナのように作用
するため、ノイズが配線外部に漏れる可能性がある。そして、ノイズは、ＥＭＩに相当し
、基本波周波数成分に対して整数倍の次数の周波数（言い換えると、基本波周波数成分よ
り高周波成分）において、発生する。そして、ＥＭＩレベル、すなわちノイズの大きさは
、出力電流の傾き（ｄＩ／ｄｔ）の大きさに依存する。
【０１６８】
　実施例１のＥＭＩレベルのピーク値（図４３のＡ部分に相当）と、ＥＭＩレベルのピー
ク値（図４４のＢ部分に相当）とを比較すると、実施例２の方が、ＥＭＩレベルのピーク
値を抑制していることが確認できる。つまり、実施例２は、実施例１と比べて、休止期間
（ｔｂ）を設けることにより、出力電流の傾きを小さくすることができるため、ＥＭＩレ
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ベルを抑制することができる。そして、実施例２のように、ＥＭＩレベルを抑制できると
いうことは、配線外部への漏れを防ぐことになり、また実施例２は出力電流を小さくして
いるため、定常損失も抑制される。
【０１６９】
　上記のように実施例２（本例）は、複数の正電圧の出力期間と、当該複数の正電圧の出
力期間の間に設けられる休止期間（ｔｂ）と、複数の負電圧の出力期間と、当該複数の負
電圧の出力期間の間に設けられる休止期間（ｔｂ）とを含む供給電圧を、少なくとも一次
巻線１に供給する。これにより、ＥＭＩレベルを抑制しつつ、効率をよくすることができ
る。
【０１７０】
　次に、実施例１と実施例２のインバータ損失及び効率について、図４５及び図４６を用
いて説明する。図４５は、実施例１と実施例２のそれぞれのインバータ損失を示すグラフ
であり、図４６は、実施例１と実施例２において、結合係数に対する効率の特性を示す。
【０１７１】
　図４５に示すように、実施例１に対して実施例２は、上記の通り、定常損失を抑制する
ことができる。一方、実施例２は、休止期間（ｔｂ）を設けることで、トランジスタ６３
ｃ及びトランジスタ６３ｄの１周期（Ｔ）あたりのスイッチングの回数が増加するため、
実施例１と比べて、スイッチング損失が増加する。そのため、全体の損失は、本例１及び
本例２とを比較して、大きな差はない。しかし、上記の通り、定常損失に寄与するＥＭＩ
レベルは、回路外部へノイズ漏れにより影響を及ぼす。そのため、ＥＭＩレベルが大きい
場合には、ノイズ対策を別途設ける場合があり、結果として、コストが増加し、また回路
スペースを余分に設けることとなる。そのため、インバータ損失が同じであれば、実施例
２のように、定常損失をより抑制する方が好ましい。
【０１７２】
　図４６に示すように、実施例２は、実施例１に対して、出力電流を小さくするが、効率
は低下していない。よって、実施例１に対して、実施例２は、効率を維持しつつ、定常損
失を抑制することができる。
【０１７３】
　次に、１周期あたり、休止期間（ｔｂ）を設ける回数について説明する。図３６に示す
、非接触給電部１０の回路において、実施例２とは異なり、半周期（Ｔ／２）あたり、休
止期間を２回設ける場合（以下、実施例３と称す）と、実施例２とを比較する。
【０１７４】
　図４７に示すように、実施例３では、２回の休止期間を設けることにより、出力電流（
Ｉｕ）ピーク値が低減する。図４７は、実施例３において、時間に対する供給電圧及び電
流の特性を示す。
【０１７５】
　図４８を用いて、実施例２及び実施例３のインバータ損失について説明する。図４８は
、実施例２及び実施例３のインバータ損失を示すグラフである。図４８に示すように、実
施例３は、実施例に２に対して、出力電流が小さいため、定常損失は減少するが、減少幅
はわずかである。また、実施例３では、トランジスタ６３ｃ及び６３ｄのオン・オフの回
数の増加によって、スイッチング損失が増加する。そして、スイッチング損失の増加幅は
、定常損失の減少幅より多くなるため、インバータ損失全体としては、実施例２より実施
例３の方が大きくなってしまう。すなわち、半周期（Ｔ／２）あたりの休止期間を２回以
上にした場合、１回の場合と比べて、出力電流のピーク値の抑制効果が小さく、一方で、
スイッチング回数が増加してしまうため、トータルとしてインバータ損失が増加する。
【０１７６】
　なお、半周期（Ｔ／２）あたりの休止期間を３回以上にした場合には、休止期間を２回
設ける場合と同様に、ＥＭＩレベルの抑制効果は小さく、よりスイッチング損失が大きく
なり、結果として、インバータ損失が大きくなる。
【０１７７】
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　上記のように、実施例２（本例）は、１周期（Ｔ）あたり休止期間（ｔｂ）を、正電圧
及び負電圧の出力期間に、それぞれ１回のみ設ける。これにより、ＥＭＩレベルを減少し
、ＥＭＩ対策を軽減させつつ、効率をよくすることができる。
【０１７８】
　次に、休止期間（ｔｂ）について、図４９及び図５０を用いて説明する。図４９は、デ
ューティ比（Ｄ）、周期（Ｔ）及び休止期間（ｔｂ）に対するＥＭＩ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－
Ｍａｇｎｅｔｉｃ－Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）レベルの最大値の特性を示し、図５０は
、デューティ比（Ｄ）、周期（Ｔ）及び休止期間（ｔｂ）に対する効率を示す。
【０１７９】
　本例において、デューティ比（Ｄ）を固定値（Ｄ１）に固定しつつ、周期Ｔを周期（Ｔ
１）、周期（Ｔ２）及び周期（Ｔ３）として、休止期間（ｔｂ）を変化させつつ、ＥＭＩ
レベルの最大値（図４４を参照）をとった。また周期（Ｔ）を固定値（Ｔ１）に固定しつ
つ、デューティ比（Ｄ）をデューティ比（Ｄ２）及びデューティ比（Ｄ３）として、休止
期間（ｔｂ）を変化させつつ、ＥＭＩレベルの最大値をとった。休止期間（ｔｂ）に対し
て、デューティ比（Ｄ）及び周期（Ｔ）は固定値であり、図４９に示すように、（ｔｂ・
Ｄ）／Ｔを横軸にとり、ＥＭＩレベルの最大値を縦軸とする。また図４９において、周期
（Ｔ１）及びデューティ比（Ｄ１）をグラフａに示し、周期（Ｔ２）及びデューティ比（
Ｄ１）をグラフｂに、周期（Ｔ３）及びデューティ比（Ｄ１）をグラフｃに、周期（Ｔ１
）及びデューティ比（Ｄ２）をグラフｄに、周期（Ｔ１）及びデューティ比（Ｄ３）をグ
ラフｅに示す。
【０１８０】
　また図５０に示すように、図４９と同様に、デューティ比（Ｄ）及び周期（Ｔ）を固定
値にしつつ、ａ～ｅまで、（ｔｂ・Ｄ）／Ｔに対する効率の特性をとった。なお、図４９
及び図５０に示す特性は、ｔｂを離散的な複数の値でとって、その近似曲線で表している
。
【０１８１】
　図４９及び図５０に示すように、デューティ比（Ｄ）を固定させ周期（Ｔ）を変動させ
る場合（グラフａ～ｃに相当）も、周期（Ｔ）を固定させデューティ比（Ｄ）を変動させ
る場合（グラフｄ～ｅに相当）も、（式１２）の条件を満たす時に、ＥＭＩレベルの最大
値は最も低くなり、効率は最も高くなる。
【０１８２】
【数１４】

　上記のように本例は、周期（Ｔ）と、休止期間（ｔｂ）及びデューティ比（Ｄ）は、（
式１２）の条件を満たす。これにより、ＥＭＩレベルの最大値を減少させつつ、効率をよ
くすることができる。
【０１８３】
　なお、（式１２）の関係式は、完全に等しくする必要はなく、休止期間（ｔｂ）が、０
．０１５・Ｔ／Ｄの付近にあればよい。
【０１８４】
　また本例ではＳ３のスイッチングパルス（ＳＷ１）を分割し、Ｓ１～Ｓ４のスイッチン
グパルス（ＳＷ２）を設定するが、Ｓ１、Ｓ２又はＳ４のスイッチングパルス（ＳＷ１）
を分割してもよい。
【０１８５】
　また本例は、正電圧の出力期間における休止期間（ｔｂ）と正電圧の出力期間における
休止期間（ｔｂ）とを同じ長さの時間とするが、必ずしも同じ長さにする必要はない。ま
た本例は、半周期あたり、休止期間（ｔｂ）を１回のみ設ける場合について説明したが、
休止期間（ｔｂ）を２回以上設ける場合を除外するものではない。
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　また本例は、周期（Ｔ）と、休止期間（ｔｂ）及びデューティ比（Ｄ）の関係について
、（式１２）の条件を持つことがよいことを説明したが、必ずしも（式１２）の条件を満
たす必要はない。
【０１８７】
　なお、本例の区間ａ及び区間ｃが本発明の「正電圧出力期間」に相当し、区間ｂが「第
１の休止期間」に、区間ｅ及び区間ｆが「負電圧出力期間」に、区間ｈが「第２の休止期
間」に相当する。
【符号の説明】
【０１８８】
６…高周波交流電源
　６１…整流器
　　６１ａ～６１ｆ…ダイオード
　６２…平滑コンデンサ
　６３…電圧型インバータ
　　６３ａ～６３ｄ…トランジスタ
　６４…三相交流電源
７…負荷部
　　７１…整流器
　　　７１ａ～７１ｄ…ダイオード
７２…負荷
１０…非接触給電部
１００、３１１、３１２、３１３…送電回路部
１０１…一次巻線
１０２、３０２…コンデンサ
３０１…インダクタ
２００、４１１、４１２、４１３、４１４、４１５…受電回路部
２０１…二次巻線
２０２、２０３、４０１…コンデンサ
４０２…インダクタ
８…制御部
　８１…周波数制御部
　８１ａ…周波数指令設定部
　８１ｂ…キャリア設定部
　８２…電圧指令設定部
　８２ａ…電圧振幅指令設定部
　８２ｂ…スイッチングパルス設定部
　８３…電圧指令演算部
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