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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁気結合により誘導起電力を引き起こす無線電力伝送用磁気素子であって、
　前記磁気結合方向に一致する断面において、交流電流が同一方向に流通する複数の導体
部と、これら導体部間の１以上の隙間に設けられた磁性体部とが、前記磁気結合方向に対
して直交方向に並列配置されており、
　前記磁性体部が前記導体部よりも前記磁気結合方向に突出された突出領域を有し、
　前記突出領域は、受電側や給電側の機器に対向する磁気開放面とは反対側の磁気開放面
にだけ設けられていることを特徴とする無線電力伝送用磁気素子。
【請求項２】
　前記突出領域は、前記導体部の配列方向の全体に配置されていることを特徴とする請求
項１に記載の無線電力伝送用磁気素子。
【請求項３】
　前記磁性体部は、軟磁性材料により形成されていることを特徴とする請求項１又は２に
記載の無線電力伝送用磁気素子。
【請求項４】
　前記軟磁性材料は、金属系磁性材料であることを特徴とする請求項３に記載の無線電力
伝送用磁気素子。
【請求項５】
　前記金属系磁性材料は、アモルファス磁性材であることを特徴とする請求項４に記載の
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無線電力伝送用磁気素子。
【請求項６】
　前記導体部と前記磁性体部とは、少なくとも一部が電気的絶縁状態で一体化するように
接合されていることを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の無線電力伝送用磁
気素子。
【請求項７】
　前記導体部が電気的絶縁体からなる被膜を有し、該皮膜に前記磁性体部が接合されてい
ることを特徴とする請求項６に記載の無線電力伝送用磁気素子。
【請求項８】
　長尺状の導体部と、
　前記導体部の長手方向に沿うように並列配置された長尺状の磁性体部と、
　前記磁性体部の幅方向端部が前記導体部の幅方向端部よりも突出された突出領域とを有
し、
　前記突出領域は、受電側や給電側の機器に対向する磁気開放面とは反対側の磁気開放面
にだけ設けられていることを特徴とする無線電力伝送用磁気素子。
【請求項９】
　前記導体部と前記磁性体部とは、少なくとも一部が電気的絶縁状態で一体化するように
接合されていることを特徴とする請求項８に記載の無線電力伝送用磁気素子。
【請求項１０】
　前記導体部が電気的絶縁体からなる被膜を有し、該皮膜に前記磁性体部が接合されてい
ることを特徴とする請求項９に記載の無線電力伝送用磁気素子。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０の何れか１項に記載の無線電力伝送用磁気素子を複数有し、これら無
線電力伝送用磁気素子を同一平面上に位置するように配置したことを特徴とする電力供給
装置。
 
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電磁誘導作用により非接触で電力を伝送する無線電力伝送用磁気素子及び電
力供給装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電動歯ブラシやコードレス電話のように、コードレスの給電により作動する機器
が増えつつある。また、壁掛けテレビやパーソナルコンピュータについても、コードレス
の給電により作動する機器が開発されつつある。従って、従来から、高い伝送効率で給電
を行うことが可能な無線電力伝送用磁気素子や電力供給装置が開発及び提案されている。
例えば特許文献１においては、磁性層の片面に、スパイラル型の平面コイルを埋設すると
共に、平面コイルの中心部に磁性窓を配置し、磁性窓の少なくとも一部を磁性体で構成す
ることによって、高い伝送効率と小型化とを実現可能にしたものが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－４７７００号公報
【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、大きな消費電力を含む各種の機器に対して電力を供給するためには、上
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記従来の構成以外においても、高い伝送効率による給電が要望されている。
【０００５】
　本発明は、上記の問題を鑑みてされたものであり、高い伝送効率による給電が可能な無
線電力伝送用磁気素子及び電力供給装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、磁気結合により誘導起電力を引き起こす無線電力伝送用磁気素子であって、
　前記磁気結合方向に一致する断面において、交流電流が同一方向に流通する複数の導体
部と、これら導体部間の１以上の隙間に設けられた磁性体部とが、前記磁気結合方向に対
して直交方向に並列配置されており、前記導体部及び前記磁性体部の何れか一方が他方よ
りも前記磁気結合方向に突出された突出領域を有する。
【０００７】
　上記の構成によれば、突出領域が設けられていない場合と比較して、導体部周辺におけ
る磁気結合にとって無効な磁界を減少させると共に、全体的な磁界の広がりを抑制するこ
とが可能になり、結果として、磁束密度を高めることができる。また、導体部への交流電
流の流通により生成された磁界が、他の導体部に対して錯交することにより誘導電流を発
生させ、この誘導電流が抵抗として作用する現象を、突出領域における導体部間の隙間に
設けられた磁性体部により抑制することができる。これにより、高い磁束密度と誘導電流
による抵抗の低減とによって、磁気結合させる側と磁気結合される側との何れの側に用い
られた場合でも、高い伝送効率による給電及び受電が可能になる。
【０００８】
　また、本発明における前記突出領域は、前記磁気結合方向の両側に配置されていてもよ
い。
【０００９】
　上記の構成によれば、磁気結合方向の他方側に配置された突出領域が並列配置された導
体部の配列方向に設けられた磁性体と同一機能を発揮させることが可能になるため、一層
高い伝送効率による給電及び受電が可能になる。
【００１０】
　また、本発明における前記突出領域は、前記導体部の配列方向の全体に配置されていて
もよい。
【００１１】
　上記の構成によれば、突出領域が導体部の配列方向の全体に存在することによって、一
層高い伝送効率による給電及び受電が可能になる。
【００１２】
　また、本発明における前記磁性体部は、軟磁性材料により形成されていてもよい。軟磁
性材料は、金属系磁性材料であってもよい。金属系磁性材料は、アモルファス磁性材であ
ってもよい。
【００１３】
　上記の構成によれば、突出領域による一層高い伝送効率による給電及び受電が可能にな
る。
【００１４】
　また、本発明の無線電力伝送用磁気素子は、長尺状の導体部と、前記導体部の長手方向
に沿うように並列配置された長尺状の磁性体部と、前記導体部及び前記磁性体部の何れか
一方の幅方向端部が他方の幅方向端部よりも突出された突出領域とを有する。
【００１５】
　上記の構成によれば、突出領域が設けられていない場合と比較して、導体部周辺におけ
る磁気結合にとって無効な磁界を減少させると共に、全体的な磁界の広がりを抑制するこ
とが可能になり、結果として、磁束密度を高めることができる。また、導体部への交流電
流の流通により生成された磁界が、他の導体部に対して錯交することにより誘導電流を発
生させ、この誘導電流が抵抗として作用する現象を、導体部に沿って並列配置された磁性
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体部により抑制することができる。これにより、高い磁束密度と誘導電流による抵抗の低
減とによって、磁気結合させる側と磁気結合される側との何れの側に用いられた場合でも
、高い伝送効率による給電及び受電が可能になる。
【００１６】
　また、本発明の無線電力伝送用磁気素子において、前記導体部と前記磁性体部とは、少
なくとも一部が電気的絶縁状態で一体化するように接合されていてもよい。
【００１７】
　上記の構成によれば、導体部と磁性体部との少なくとも一部が接合により一体化される
ことによって、導体部及び磁性体部が振動や衝撃等の外力を受けた場合でも、導体部及び
磁性体部の位置関係や突出領域の形態を初期状態に維持することができるため、初期の高
い伝送効率を長期間に亘って維持することができる。また、導体部が発熱したときに、導
体部の熱が一体的に接合された部位を介して磁性体部に効率的に移動するため、磁性体部
において導体部の熱を効率良く放熱することができる。これにより、導体部と磁性体部と
が離間されている場合よりも通電する電力量を増大することができる。この結果、導体部
と磁性体部との少なくとも一部を一体化しただけの簡単な構成で、導体部の過熱を防止し
つつ伝送量を高めることができる。さらに、導体部と磁性体部との一体化により取り扱い
が容易になるため、各種機器への組み込み作業や保管が容易になる。
【００１８】
　また、本発明の無線電力伝送用磁気素子において、前記導体部は、電気的絶縁体からな
る被膜を有し、前記磁性体部は、前記導体部と一体化するように前記皮膜に接合されてい
てもよい。即ち、前記導体部が電気的絶縁体からなる被膜を有し、該皮膜に前記磁性体部
が接合されていてもよい。
【００１９】
　上記の構成によれば、絶縁皮膜が形成されたコイル等の一般的な部材を導体部に用いる
ことができるため、容易に無線電力伝送用磁気素子を得ることができる。
【００２０】
　また、本発明の無線電力伝送用磁気素子において、前記磁性体部は、導電性粒子が分散
された樹脂により形成され、該樹脂により接合されていてもよい。
【００２１】
　上記の構成によれば、熱伝導性に優れた磁性体部を容易に得ることができると共に、導
体部と磁性体部とを容易に一体化することができる。
【００２２】
　また、本発明の電力供給装置は、上記の無線電力伝送用磁気素子を複数有し、これら無
線電力伝送用磁気素子を同一平面上に位置するように配置している。
【００２３】
　上記の構成によれば、無線電力伝送用磁気素子の高さを最小厚みとするシート状やマッ
ト状、板状の電力供給装置を形成することができる。また、多数の無線電力伝送用磁気素
子が平面的に配置されることによって、電力供給装置内の任意の場所において、同一条件
で電力受信装置に給電することができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によると、高い伝送効率による給電が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る無線電力伝送用磁気素子及び電力供給装置の説明
図である。
【図２】磁場の状態を示す説明図である。
【図３】磁場の状態を示す説明図である。
【図４】磁場の状態を示す説明図である。
【図５】無線電力伝送用磁気素子の断面図である。
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【図６】磁場の状態を示す説明図である。
【図７】無線電力伝送用磁気素子の断面図である。
【図８】磁場の状態を示す説明図である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る無線電力伝送用磁気素子及び電力供給装置の説明
図である。
【図１０】無線電力伝送用磁気素子の構成を示す説明図である。
【図１１】無線電力伝送用磁気素子の構成を示す説明図である。
【図１２】実施例１～３と比較例１・２の測定結果を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
（実施形態１）
　以下、本発明の好適な第１の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。（無線電
力伝送用磁気素子１）　図１に示すように、無線電力伝送用磁気素子１は、磁気結合によ
り誘導起電力を引き起こすように構成されており、給電用及び受電用の何れにも用いるこ
とができる。給電用としては、送電電力が０．１Ｗ～５００Ｗ程度で送電距離が１ｍｍ～
１０ｃｍの電力供給装置１０を例示することができる。例えば、無線電力伝送用磁気素子
１は、壁掛け用薄型テレビ等の壁掛け型の機器に用いられる電力供給装置１０、パーソナ
ルコンピュータやマウス等の載置型の機器に用いられる電力供給装置１０、体内に埋め込
まれるペースメーカ等の小型医療機器に用いられる電力供給装置１０に適用可能である。
尚、無線電力伝送用磁気素子１は、上記の送電電力及び送電距離を超えた電力供給装置１
０、例えば、ロボットや電気自動車等の電力供給装置１０に適用することも可能である。
【００２７】
　一方、受電用としては、上記の電力供給装置１０に載置や接触される薄型テレビ等の壁
掛け型の機器、パーソナルコンピュータやマウス等の載置型の機器、体内に埋め込まれる
ペースメーカ等の小型医療機器を例示することができる。さらに、無線電力伝送用磁気素
子１は、ロボットや電気自動車等に適用することも可能である。
【００２８】
　上記の用途に用いられる無線電力伝送用磁気素子１は、磁気結合方向に一致する断面に
おいて、導体部２と、導体部２に隣接された磁性体部３とが、磁気結合方向に対して直交
方向に並列配置されている。そして、無線電力伝送用磁気素子１は、導体部２及び磁性体
部３の何れか一方が他方よりも磁気結合方向に突出された突出領域６１を有している。換
言すれば、無線電力伝送用磁気素子１は、長尺状の導体部２と、導体部２の長手方向に沿
うように並列配置された長尺状の磁性体部３と、導体部２及び磁性体部３の何れか一方の
幅方向端部が他方の幅方向端部よりも突出された突出領域６１とを有している。
【００２９】
　ここで、『磁気結合方向』とは、例えば、同一サイズの無線電力伝送用磁気素子１の中
心部同士が対向配置された場合のように、磁気結合させる側（給電側）と磁気結合される
側（受電側）とを対向配置したときに最も強く磁気結合することによって、最も大きな誘
導起電力を発生する位置関係となった場合における磁気結合させる側と磁気結合される側
との中心部同士を結ぶ方向である。また、『直交方向』は、ほぼ直交するという程度であ
る。
【００３０】
　上記のように構成された無線電力伝送用磁気素子１は、図２及び図３に示すように、導
体部２及び磁性体部３の何れか一方が他方よりも磁気結合方向に突出された突出領域６１
を有することによって、このような突出領域６１が設けられていない場合と比較して、導
体部２周辺における磁気結合にとって無効な磁界を減少させると共に、全体的な磁界の広
がりを抑制することが可能になっている。これにより、磁気結合時における磁束密度を高
めることが可能になっている。さらに、無線電力伝送用磁気素子１は、磁気結合させる側
と磁気結合される側との何れの側に用いられた場合でも、高い磁束密度により高い伝送効
率による給電及び受電が可能になる。
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【００３１】
　また、無線電力伝送用磁気素子１は、磁気結合方向に一致する断面において、複数の導
体部２が並列配置された構成にされており、交流電流が同一方向に流通する複数の導体部
２間の１以上の隙間に、磁性体部３が設けられている。尚、無線電力伝送用磁気素子１は
、導体部２間の全ての隙間に磁性体部３が設けられ、導体部２と磁性体部３とが交互に配
置されていることが好ましい。磁気結合方向に一致する断面において、複数の導体部２に
交流電流が同一方向に流通する構成としては、長尺の導体部２及び磁性体部３が内周側か
ら外周側にかけて巻回されていたり、複数の導体部２及び磁性体部３が中心点を一致した
半径の異なる環状に形成されている構成が例示される。
【００３２】
　上記の構成の場合には、図４に示すように、導体部２への交流電流の流通により生成さ
れた磁界が、並列配置された他の導体部２に対して錯交することにより誘導電流を発生さ
せ、この誘導電流が抵抗として作用する現象を、突出領域６１における導体部２間の隙間
に設けられた磁性体部３により抑制することができる。これにより、高い磁束密度と誘導
電流による抵抗の低減とによって、磁気結合させる側と磁気結合される側との何れの側に
用いられた場合でも、高い伝送効率による給電及び受電が可能になる。
【００３３】
　詳細に説明すると、無線電力伝送用磁気素子１は、図１に示すように、導体集合部６を
有している。導体集合部６は、平板形状の外形を有しており、受電側や給電側の機器に対
向する磁気開放面となり得る表面６ａ及び裏面６ｂを有している。尚、導体集合部６は、
任意の表面形状で形成することが可能である。例えば、導体集合部６は、上面視が三角形
や四角形等の多角形の表面形状であってもよいし、楕円形状や円形状の表面形状であって
もよい。
【００３４】
　導体集合部６は、長尺の導体部２と長尺の磁性体部３とを有している。これらの導体部
２及び磁性体部３は、内周側から外周側にかけて一定間隔の隙間をあけて渦巻き状に形成
されている。これにより、導体集合部６は、磁気結合方向に一致した縦断面（Ａ－Ａ’線
矢視断面・Ｂ－Ｂ’線矢視断面）において、複数の導体部２と複数の磁性体部３とが磁気
結合方向に対して直交方向に交互に並列配置された構成にされている。
【００３５】
　尚、導体集合部６の内周側には、磁性体からなる芯部が配置されていてもよい。この場
合には、導体集合部６の内周側に磁場を集中させることができる。また、無線電力伝送用
磁気素子１は、導体集合部６が外部に露出した形態であってもよいが、表面を保護するた
めに、エポキシ樹脂やポリイミド樹脂等の絶縁樹脂、ガラス等の非磁性で且つ電気的絶縁
体からなる保護材の被膜が導体集合部６の表面６ａや裏面６ｂに設けられていてもよい。
【００３６】
（磁性体部３）
　磁性体部３は、高透磁率の材料により形成されている。即ち、磁性体部３は、軟磁性材
料により形成されていてもよい。軟磁性材料は、金属系磁性材料であってもよい。金属系
磁性材料は、アモルファス磁性材であってもよい。具体的には、磁性体部３は、フェライ
ト、センダスト、アモルファス（非晶質）、微細結晶を有する磁性材料等の磁性粉末を樹
脂で固めたものを用いて形成されたり、或いは、急冷凝固法等によって得られた薄帯、絶
縁フィルム上にスパッタや蒸着等の気相成長またはメッキにより成膜した磁性膜を用いて
形成されている。また、アモルファスは、Ｃｏ系アモルファス、Ｆｅ系アモルファスが挙
げられ、微細結晶を有する磁性材料は、３００オングストローム（０．０３μｍ）以下の
微細結晶を有するＦｅ系磁性材料が挙げられる。また、気相成長またはメッキによる磁性
膜としては、ＣｏＺｒＮｂ系、ＣｏＺｒＮｂＴａ系、ＦｅＢＮ系、ＣｏＦｅＢ－ＳｉＯ系
、ＣｏＦｅＡｌＯ系、ＣｏＡｌＰｄＯ系、ＣｏＦｅＭｎ系、ＣｏＦｅＮ系、ＦｅＮｉ系等
の軟磁性膜が挙げられる。
【００３７】
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　磁性体部３は、磁気結合方向に一致する幅と、磁気結合方向に直交する方向（導体集合
部６の半径方向）に一致する厚みとを有している。
【００３８】
（導体部２）
　導体部２は、長手方向の一端部と他端部とが図示しない一対の端子にそれぞれ接続され
ている。各端子は、無線電力伝送用磁気素子１が電力供給装置１０等の給電装置に適用さ
れる場合、電源装置８に接続される。電源装置８は、任意の周波数で交流電力を導体部２
に供給可能にしている。一方、無線電力伝送用磁気素子１が受電装置に適用される場合に
は、各端子が整流装置に接続される。整流装置は、電磁誘導により形成された交流電力を
直流電力に平滑化してバッテリを充電したり、駆動機器の作動に用いられる。
【００３９】
　導体部２は、Ｃｕ、Ａｌ等の金属材料で形成されていることが好ましい。導体部２は、
気相成長やメッキ、エッチングにより形成することができる。導体部２は、磁気結合方向
に一致する幅と、磁気結合方向に直交する方向（導体集合部６の半径方向）に一致する厚
みとを有している。
【００４０】
　尚、上述の磁性体部３が、フェライト、アモルファス等の磁性材料の粉末を樹脂で固め
たもの、即ち、磁性体部３が絶縁性を具備している場合は、磁性体部３と導体部２とを接
触状態で配置してもよい。一方、アモルファスだけを固めたもののように磁性体部３が導
電性を有している場合は、磁性体部３と導体部２の間に絶縁層を配置する必要がある。絶
縁層は、ポリエチレンテレフタラート等の絶縁性樹脂、酸化物等の無機絶縁材料などが挙
げられる。
【００４１】
（突出領域６１）
　無線電力伝送用磁気素子１は、磁性体部３の幅方向端部と導体部２の幅方向端部との何
れか一方が他方よりも突出された突出領域６１を有している。突出領域６１は、導体集合
部６の表面６ａの全部に設定されている。尚、突出領域６１は、導体集合部６の表面６ａ
及び裏面６ｂの何れか一方に設定されていてもよいし、表面６ａ及び裏面６ｂの一部に設
定されていてもよい。換言すれば、突出領域６１は、導体集合部６の表面６ａ及び裏面６
ｂの少なくとも一方における少なくとも一部に設定されていればよい。
【００４２】
　突出領域６１は、磁性体部３の幅方向端部が導体部２の幅方向端部よりも突出されるこ
とによって、磁性体部３の表面と、突出した磁性体部３の側面とが外部に露出した状態に
されていることが好ましい。即ち、突出領域６１は、磁性体部３の露出面積が増大されて
いることが好ましい。この場合には、磁性体部３が高透磁率の材料であることに加えて、
大きな露出面積により磁界の影響を受け易くされていると共に、図４に示すように、隣接
する導体部２・２間で磁界が錯交することによる誘導電流の発生に起因する磁界の発生効
率の低下を防止することが可能になる。尚、突出領域６１は、導体部２の幅方向端部が磁
性体部３の幅方向端部よりも突出されていてもよい。この場合においても、隣接する導体
部２・２間の磁性体部３が、各導体部２・２における誘導電流の発生に起因する磁界の発
生効率の低下を防止することが可能になる。
【００４３】
　磁性体部3又は導体部2の突出長は、磁性体部3の幅をDm、導体部2の幅をdとすると、Dm
／dが0.2～3.0であることが好ましい。突出長が過小であると、磁界の発生効率の低下の
防止という効果を発揮させ難くなるからであり、突出長が過大であると、突出部同士の接
触等の機械的な問題が発生するからである。
【００４４】
（電力供給装置１０）
　上記のように構成された無線電力伝送用磁気素子１が給電用に適用された場合を説明す
る。無線電力伝送用磁気素子１は、図１に示すように、電力供給装置１０に備えられてい
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る。電力供給装置１０は、携帯電話やパーソナルコンピュータ等のコードレスの給電によ
り作動する１以上の機器９を載置可能にシート状に形成されている。電力供給装置１０の
全面には、多数の無線電力伝送用磁気素子１が配置されている。尚、無線電力伝送用磁気
素子１は、エッチング処理や液状の材料を噴射する印刷処理により形成されている。
【００４５】
　無線電力伝送用磁気素子１は、マトリックス状の配置形態のように、均一な分布密度で
平面的に配置されていることが好ましい。この場合には、電力供給装置１０の全体におい
て均等に高い伝送効率で電力を供給することができる。また、電力供給装置１０は、無線
電力伝送用磁気素子１の分布密度を変更した複数の載置領域を備えていてもよい。この場
合には、機器９の載置場所により給電量を調整することが可能になる。例えば、機器９が
調光可能な発光装置であれば、発光量を載置場所の変更で調整することができる。
【００４６】
　また、無線電力伝送用磁気素子１は、磁気的な放出面（磁気開放面）となる表面６ａが
電力供給装置１０の上面（載置面）に一致する向きとなるように設定されている。尚、磁
気開放面は、給電側や受電側の面を意味し、無線電力伝送用磁気素子１の表面６ａ及び裏
面６ｂの少なくとも一方である。
【００４７】
　電力供給装置１０は、機器９に直接的に接触すると共に導体部２及び磁性体部３を固定
及び保持する載置層１０１と、無線電力伝送用磁気素子１が形成された支持層１０３と、
支持層１０３の下面に設けられた遮蔽層１０４と、遮蔽層１０４の下面に設けられた保護
層１０５とを有している。載置層１０１、支持層１０３及び保護層１０５は、非磁性の合
成樹脂等により形成されている。また、遮蔽層１０４は、導電材料及び磁性材料の少なく
とも一方により形成されており、電力供給装置１０の下側（裏面側）からの磁場の漏洩を
防止するようになっている。さらに、支持層１０３には、図示しないシート状の電源回路
基板が設けられている。電源回路基板は、電源装置８からの高周波の交流電力を各無線電
力伝送用磁気素子１に供給可能にしている。
【００４８】
（動作）
　上記の構成において、無線電力伝送用磁気素子１が組み込まれた電力供給装置１０に対
して電源装置８が接続され、高周波の交流電流（交流電力）が供給されると、各無線電力
伝送用磁気素子１が交番磁場を生成する。この際、図２に示すように、各無線電力伝送用
磁気素子１は、磁気結合方向に一致する断面において、交流電流が同一方向に流通する複
数の導体部２間の１以上の隙間に磁性体部３が設けられ、導体部２及び磁性体部３の何れ
か一方が他方よりも磁気結合方向に突出された突出領域６１を有している。従って、図３
に示すように、各無線電力伝送用磁気素子１は、突出領域６１が設けられていない場合と
比較して、導体部２周辺における磁気結合にとって無効な磁界を減少させると共に、全体
的な磁界の広がりを抑制することが可能になる。この結果、各無線電力伝送用磁気素子１
は、電力供給装置１０に載置された機器９に向かう磁束密度を高めることが可能になる。
これにより、多数の無線電力伝送用磁気素子１を備えた電力供給装置１０は、機器９に対
して高い伝送効率で電力を給電することができる。
【００４９】
　また、図４に示すように、各無線電力伝送用磁気素子１の内部においては、導体部２へ
の交流電流の流通により生成された磁界が、隣接する他の導体部２に対して錯交すること
により誘導電流を発生させる。ところが、誘導電流が抵抗として作用する現象は、突出領
域６１における導体部２・２間の隙間に設けられた磁性体部３により抑制される。これに
より、高い磁束密度と誘導電流による抵抗の低減とによって、高い伝送効率による給電が
可能になる。
【００５０】
　このようにして全ての無線電力伝送用磁気素子１において、磁場が表面６ａである磁気
開放面から放出されると、これらの無線電力伝送用磁気素子１を備えた電力供給装置１０
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は、交流電力の周波数に対応した周波数の交番磁場を面全体において出力する。従って、
誘導起電力を利用して作動する機器９が電力供給装置１０に載置されると、図２に示すよ
うに、機器９に内蔵されたコイルが磁気結合して交番磁場と鎖交し、誘導起電力が発生す
る。そして、交流状態の電力が整流され、制御チップ等に供給される。尚、機器９は、無
線電力伝送用磁気素子１を受電用として備えていてもよく、この場合には、一層高い効率
で給電及び受電を行うことが可能になる。
【００５１】
（変形例）
　以上のように、本実施形態の無線電力伝送用磁気素子１は、図１及び図３に示すように
、突出領域６１が導体集合部６の表面６ａに配置された構成について説明しているが、こ
れに限定されるものではない。即ち、無線電力伝送用磁気素子１は、図５に示すように、
突出領域６１が表面６ａと裏面６ｂとに配置されていてもよい。この場合には、図６に示
すように、無線電力伝送用磁気素子１は、磁気結合方向における磁束密度を高めることが
可能になる。
【００５２】
　また、図７に示すように、無線電力伝送用磁気素子１は、磁気開放面とは反対側となる
裏面６ｂにだけ突出領域６１が配置されていてもよい。この場合においても、図８に示す
ように、無線電力伝送用磁気素子１は、磁気結合方向における磁束密度を高めることが可
能になる。
【００５３】
　また、無線電力伝送用磁気素子１は、突出領域６１が導体集合部６の内周側にだけ配置
されていてもよい。無線電力伝送用磁気素子１は、突出領域６１が導体集合部６の外周側
にだけ配置されていてもよい。無線電力伝送用磁気素子１は、導体集合部６の内周側にお
ける磁性体部３の突出面積が最大となるように、内周側から外周側にかけて突出長が減少
された突出領域６１を有していてもよい。さらに、導体部２・２間に複数の磁性体部３・
３が隙間をあけて配置されていてもよいし、磁性体部３・３間に複数の導体部２が隙間を
あけて配置されていてもよい。尚、無線電力伝送用磁気素子１は、上記の構成を任意に組
み合わせたものでもよい。
【００５４】
（実施形態２）
　以下、本発明の好適な第２の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。尚、第１
の実施形態と同一の部材には同一の符号を付記して、その説明を省略する。
【００５５】
（無線電力伝送用磁気素子２０１）
　図９に示すように、本実施形態に係る無線電力伝送用磁気素子２０１は、交流電流が流
通する導体層２０２と、導体層２０２の長手方向に平行に配置された磁性体層２０３とを
有した積層体２０４の巻回体２０６を備えていると共に、磁性体層２０３の幅方向端部が
導体層２０２の幅方向端部よりも突出された突出領域２６１を有している。尚、突出領域
２６１は、磁性体層２０３の幅方向端部及び導体層２０２の幅方向端部の何れか一方が他
方よりも突出されていればよい。
【００５６】
　詳細に説明すると、無線電力伝送用磁気素子２０１は、巻回体２０６を有している。巻
回体２０６は、円柱形状の外形を有しており、側周面２０６ａと、側周面２０６ａの両端
に配置され、磁気開放面となり得る端面２０６ｂ・２０６ｂとを有している。尚、巻回体
２０６は、任意の外形形状で形成することが可能であり、例えば、三角形や四角形等の端
面２０６ｂを有した多角形の角柱形状等であってもよい。巻回体２０６は、薄帯状の積層
体２０４が複数回数で巻回されることにより形成されている。これにより、巻回体２０６
は、軸方向の縦断面（Ａ－Ａ’線矢視断面）において、複数の積層体２０４が半径方向に
互いに平行に配置された構成にされている。
【００５７】
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　積層体２０４は、円筒形状の巻芯部材２０７の外周面に巻回されている。巻芯部材２０
７は、非磁性体及び磁性体の何れであってもよいが、巻芯部材２０７が配置された巻回体
２０６の内周側に磁場を集中させることができる点で磁性体であることが好ましい。尚、
積層体２０４は、巻芯部材２０７の存在しない中空状に巻回されていてもよい。また、巻
回の形状は、円形、楕円形、長方形等の任意の巻形状であってよい。
【００５８】
　積層体２０４は、導体層２０２と磁性体層２０３とを有している。導体層２０２及び磁
性体層２０３は、互いに平行に配置されている。具体的には、図１０に示すように、積層
体２０４は、ポリエチレンテレフタラート（ＰＥＴ：Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｔｅｒ
ｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）の保護シート４１１・４１２間に磁性体層２０３を介装した磁性
シート４１と、ポリイミド（ＰＩ：ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ）製の基材４３１に導体層２０２
が形成された導体シート４３とを有している。
【００５９】
　尚、無線電力伝送用磁気素子２０１は、巻回体２０６が外部に露出した形態であっても
よいが、表面を保護するために、エポキシ樹脂やポリイミド樹脂等の絶縁樹脂、ガラス等
の非磁性で且つ電気的絶縁体からなる保護材の被膜が巻回体２０６の側周面２０６ａや端
面２０６ｂに設けられていてもよい。さらに、無線電力伝送用磁気素子２０１は、半径方
向に隣接する磁性体層２０３・２０３同士の接触や変形を防止するため、これら磁性体層
２０３・２０３間に保護材が充填されていてもよい。
【００６０】
　（磁性体層２０３）　磁性体層２０３は、第１の実施形態における磁性体部３と同様の
材料により形成されている。磁性体層２０３は、巻回体２０６の巻方向（周方向）である
長手方向に直交する幅と、巻回体２０６の半径方向に一致する厚みとを有した帯状に形成
されている。磁性体層２０３の厚みは、１００μｍ以下が好ましい。磁気特性と言う点で
は１００μｍを超えても問題はないが、巻回することを考慮すると磁性体層の厚みは１０
０μｍ以下が好ましく、さらには５０μｍ以下が好ましい。また、磁性体層２０３の厚み
の下限値は、０．１μｍ以上が好ましい。０．１μｍ未満では、磁性層が薄く充分な磁気
特性が得られない恐れがあるからである。また、薄い磁性層を均一に作製するのは製造上
の管理が煩雑になることから０．１μｍ以上が好ましい。このような磁性層の厚みを考慮
すると、急冷凝固法により薄帯（リボン）を得ることのできるアモルファスが好ましい材
料となる。特にＣｏ系アモルファスであれば磁気特性も良好である。
【００６１】
（導体層２０２）
　導体層２０２は、第１の実施形態における導体部２と同様の材料により形成されている
。導体層２０２は、Ｃｕ、Ａｌ等の金属材料で形成されていることが好ましい。導体層２
０２の形態は、薄帯状（リボン状）の他、気相成長やメッキ等の薄膜であってもよい。
【００６２】
（突出領域２６１）
　無線電力伝送用磁気素子２０１は、突出領域２６１を有している。突出領域２６１は、
巻回体２０６の両端面２０６ｂ・２０６ｂの全部に設定されている。尚、突出領域２６１
は、巻回体２０６の何れか一方の端面２０６ｂ・２０６ｂに設定されていてもよいし、端
面２０６ｂの一部に設定されていてもよい。換言すれば、突出領域２６１は、巻回体２０
６の少なくとも一方の端面２０６ｂ・２０６ｂの少なくとも一部に設定されていればよい
。
【００６３】
（電力供給装置２１０）
　上記のように構成された無線電力伝送用磁気素子２０１は、図９に示すように、電力供
給装置２１０に備えられている。電力供給装置２１０は、携帯電話やパーソナルコンピュ
ータ等のコードレスの給電により作動する１以上の機器９を載置可能にシート状や平板状
に形成されている。電力供給装置２１０の全面には、多数の無線電力伝送用磁気素子２０
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１が埋め込まれている。無線電力伝送用磁気素子２０１は、磁気的な放出面（磁気開放面
）となる一方の端面２０６ｂが上面となるように設定されている。
【００６４】
　電力供給装置２１０は、機器９に直接的に接触する載置層１０１と、無線電力伝送用磁
気素子２０１の側周面２０６ａを固定及び保持する保持層１０２と、無線電力伝送用磁気
素子２０１の下面となる端面２０６ｂを支持する支持層１０３と、支持層１０３の下面に
設けられた遮蔽層１０４と、磁性体層１０４の下面に設けられた保護層１０５とを有して
いる。載置層１０１、保持層１０２、支持層１０３及び保護層１０５は、非磁性の合成樹
脂等により形成されている。また、遮蔽層１０４は、導電材料及び磁性材料の少なくとも
一方により形成されており、電力供給装置２１０の下側からの磁場の漏洩を防止するよう
になっている。さらに、遮蔽層１０４と支持層１０３との間には、各無線電力伝送用磁気
素子２０１における導体層２０２の内周側と外周側とに接続された図示しないシート状の
回路基板が設けられている。回路基板は、電源装置８からの高周波の交流電力を各無線電
力伝送用磁気素子２０１に供給可能にしている。
【００６５】
　尚、上記した実施形態１（実施形態２）における無線電力伝送用磁気素子１（２０１）
は、導体部２（導体層２０２）と磁性体部３（磁性体層２０３）との少なくとも一部が電
気的絶縁状態で一体化するように接合されていてもよい。
【００６６】
　ここで、電気的絶縁状態は、導体部２（導体層２０２）及び磁性体部３（磁性体層２０
３）間に絶縁物を介在することで実現することができる。絶縁物を介在させる方法として
は、導体部２（導体層２０２）及び磁性体部３（磁性体層２０３）の少なくとも一方に絶
縁材料からなる皮膜を蒸着処理やメッキ処理したものを接合する方法や、導体部２（導体
層２０２）及び磁性体部３（磁性体層２０３）間に絶縁シートを挟み込む方法を挙げるこ
とができる。また、絶縁物及び磁性体部３（磁性体層２０３）は、熱伝導率が空気層の熱
伝導率よりも高いことは勿論である。
【００６７】
　上記の構成によれば、導体部２（導体層２０２）と磁性体部３（磁性体層２０３）との
少なくとも一部が一体化されることによって、導体部２（導体層２０２）及び磁性体部３
（磁性体層２０３）が振動や衝撃等の外力を受けた場合でも、導体部２（導体層２０２）
及び磁性体部３（磁性体層２０３）の位置関係や突出領域６１（２６１）の形態を初期状
態に維持することができるため、初期の高い伝送効率を長期間に亘って維持することがで
きる。
【００６８】
　また、導体部２（導体層２０２）が発熱したときに、導体部２（導体層２０２）の熱が
一体的に接合された部位を介して磁性体部３（磁性体層２０３）に効率的に移動するため
、磁性体部３（磁性体層２０３）において導体部２（導体層２０２）の熱を効率良く放熱
することができる。これにより、導体部２（導体層２０２）と磁性体部３（磁性体層２０
３）とが離間されている場合よりも、通電する電力量を増大することができる。この結果
、導体部２（導体層２０２）と磁性体部３（磁性体層２０３）との少なくとも一部を一体
化しただけの簡単な構成で、導体部２（導体層２０２）の過熱を防止しつつ伝送量を高め
ることができる。さらに、導体部２（導体層２０２）と磁性体部３（磁性体層２０３）と
の一体化により取り扱いが容易になるため、各種機器への組み込み作業や保管が容易にな
る。
【００６９】
　また、上記した実施形態１（実施形態２）における無線電力伝送用磁気素子１（２０１
）は、導体部２（導体層２０２）が電気的絶縁体からなる被膜を有し、磁性体部３（磁性
体層２０３）が導体部２（導体層２０２）と一体化するように皮膜に接合されていてもよ
い。即ち、導体部２（導体層２０２）が電気的絶縁体からなる被膜を有し、この皮膜に磁
性体部３（磁性体層２０３）が接合されていてもよい。
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【００７０】
　上記の構成によれば、絶縁皮膜が形成されたコイル等の一般的な部材を導体部２（導体
層２０２）に用いることができるため、容易に無線電力伝送用磁気素子１（２０１）を得
ることができる。また、上記した実施形態例における巻回した形状であるロール状コイル
と同等の効果を得ることができる。
【００７１】
　以上の詳細な説明では、本発明をより容易に理解できるように、特徴的部分を中心に説
明したが、本発明は、以上の詳細な説明に記載する実施形態に限定されず、その他の実施
形態にも適用することができ、その適用範囲は可能な限り広く解釈されるべきである。ま
た、本明細書において用いた用語及び語法は、本発明を的確に説明するために用いたもの
であり、本発明の解釈を制限するために用いたものではない。また、当業者であれば、本
明細書に記載された発明の概念から、本発明の概念に含まれる他の構成、システム、方法
等を推考することは容易であると思われる。従って、請求の範囲の記載は、本発明の技術
的思想を逸脱しない範囲で均等な構成を含むものであるとみなされるべきである。また、
本発明の目的及び本発明の効果を充分に理解するために、すでに開示されている文献等を
充分に参酌することが望まれる。
【実施例】
【００７２】
　突出領域２６１を備えた無線電力伝送用磁気素子２０１の伝送状態を実施例１～３とし
て測定すると共に、突出領域２６１を備えない無線電力伝送用磁気素子の伝送状態を比較
例１・２として測定した。
【００７３】
（実施例１）
　具体的には、図１０に示すように、５０μｍのポリエチレンテレフタラートからなる保
護シート４１１・４１２間に、鉄を主成分としたアモルファス磁性合金製からなる１８μ
ｍの磁性体層２０３が介装された磁性シート４１を準備した。また、２５μｍのポリイミ
ド製の基材４３１に、３５μｍの銅箔からなる導体層２０２が形成された導体シート４３
を準備した。
【００７４】
　次に、磁性シート４１を幅７ｍｍ×長さ３００ｍｍに切り出した。また、導体シート４
３を幅５ｍｍ×長さ３００ｍｍに切り出した。磁性シート４１と導体シート４３との幅方
向の一端を揃え、磁性シート４１の他端が導体シート４３から２ｍｍ出るように積層した
。そして、両シート４１・４３を２０μｍの接着層で接合して積層体２０４とした。積層
体２０４の基材４３１側に粘着剤を塗布することによって、２０μｍの粘着層４２を形成
し、径１３ｍｍφのコルクからなる巻芯部材２０７に、６．５回の巻回数で巻き付けるこ
とによって、一方側に突出領域２６１が存在する巻回体２０６を形成した。巻回体２０６
における導体層２０２の内周側端部と外周側端部とに信号線の一端をそれぞれ接続した。
【００７５】
　この後、２個の巻回体２０６・２０６を準備し、これらの巻回体２０６・２０６におけ
る磁性シート４１・４１の２ｍｍ出た部分同士が向い合うように、巻回体２０６・２０６
を左右対称に配置した。即ち、突出領域２６１同士が対向するように巻回体２０６・２０
６を配置した。この際、導体層２０２同士が対向する間隔は、５ｍｍの距離とした。また
、巻回体２０６・２０６の軸芯が同芯となるように、巻回体２０６・２０６を保持した。
この後、巻回体２０６・２０６に接続された信号線の他端をネットワークアナライザ（ア
ジレント・テクノロジー株式会社製）の端子１及び端子２にそれぞれ接続し、３００ｋＨ
ｚ、５００ｋＨｚ、及び１０００ｋＨｚの測定周波数でＳパラメータの挿入損失（Ｓ２１
）を測定した。ここで、『Ｓ２１』は、端子１から信号を入力したときの端子２を通過す
る信号を表しており、デシベル表示され、数値が大きいほど伝送効率が高いことを表す。
【００７６】
（実施例２）
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　実施例１と同一の２個の巻回体２０６・２０６を準備し、これらの巻回体２０６・２０
６における一端を揃えた部分同士が向い合うように、巻回体２０６・２０６を左右対称に
配置した。即ち、突出領域２６１同士が対向しないように巻回体２０６・２０６を配置し
た。この際、導体層２０２同士が対向する間隔は、５ｍｍの距離とした。そして、実施例
１と同一の条件で、３００ｋＨｚ、５００ｋＨｚ、及び１０００ｋＨｚの測定周波数でＳ
パラメータの挿入損失（Ｓ２１）を測定した。
【００７７】
（実施例３）
　次に、実施例１と同一の磁性シート４１を幅９ｍｍ×長さ３００ｍｍに切り出した。ま
た、実施例１と同一の導体シート４３を幅５ｍｍ×長さ３００ｍｍに切り出した。そして
、磁性シート４１と導体シート４３との中心を揃え、磁性シート４１の両端が銅箔から２
ｍｍ出るように積層することにより積層体２０４を形成した。積層体２０４を径１３ｍｍ
φのコルクからなる巻芯部材２０７に、６．５回の巻回数で巻き付けることによって、両
側に突出領域２６１が存在する巻回体２０６を形成した。
【００７８】
　２個の巻回体２０６・２０６を準備し、これらの巻回体２０６・２０６における一端同
士が向い合うように、巻回体２０６・２０６を左右対称に配置した。この際、導体層２０
２同士が対向する間隔は、５ｍｍの距離とした。そして、実施例１と同一の条件で、３０
０ｋＨｚ、５００ｋＨｚ、及び１０００ｋＨｚの測定周波数でＳパラメータの挿入損失（
Ｓ２１）を測定した。
【００７９】
（比較例１）
　次に、突出領域２６１が存在しない無線電力伝送用磁気素子１００を作成した。即ち、
実施例１と同一の磁性シート４１及び導体シート４３を幅５ｍｍ×長さ３００ｍｍに切り
出した。そして、磁性シート４１と導体シート４３との両端面が同一となるように積層す
ることにより積層体２０４を形成した。積層体２０４を径１３ｍｍφのコルクからなる巻
芯部材２０７に、６．５回の巻回数で巻き付けることにより巻回体２０６とした。２個の
巻回体２０６・２０６における一端同士が向い合うように、巻回体２０６・２０６を左右
対称に配置した。この際、導体層２０２同士が対向する間隔は、５ｍｍの距離とした。そ
して、実施例１と同一の条件で、３００ｋＨｚ、５００ｋＨｚ、及び１０００ｋＨｚの測
定周波数でＳパラメータの挿入損失（Ｓ２１）を測定した。
【００８０】
（比較例２）
　次に、図１１に示すように、磁性体層２０３が存在しない無線電力伝送用磁気素子１０
０を作成した。即ち、実施例１の磁性シート４１の代わりに、同一厚みの保護シート４１
１を用いた積層体２０４を形成した。積層体２０４を径１３ｍｍφのコルクからなる巻芯
部材２０７に、６．５回の巻回数で巻き付けることにより巻回体２０６とした。２個の巻
回体２０６・２０６における一端同士が向い合うように、巻回体２０６・２０６を左右対
称に配置した。この際、巻回体２０６・２０６の間隔は、５ｍｍの距離とした。そして、
実施例１と同一の条件で、３００ｋＨｚ、５００ｋＨｚ、及び１０００ｋＨｚの測定周波
数でＳパラメータの挿入損失（Ｓ２１）を測定した。
【００８１】
（実施例１～３と比較例１・２の測定結果）
　上記のようにしてＳパラメータの挿入損失（Ｓ２１）を測定した結果を表１に示すと共
に図１２に示す。
【００８２】
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【表１】

【００８３】
　上記の測定結果によれば、突出領域２６１の存在しない比較例１及び磁性体層２０３の
存在しない比較例２に比べて、突出領域２６１の存在する実施例１～３の方が伝送効率が
高いことが判明した。このことから、無線電力伝送用磁気素子２０１は、導体層２０２よ
りも磁性体層２０３が幅方向に突出された突出領域２６１を備えることによって、伝送効
率が高まることが明らかになった。
【００８４】
　また、両側に突出領域２６１が存在する巻回体２０６を備えた実施例３が、一方側にだ
け突出領域２６１が存在する巻回体２０６を備えた実施例１・２よりも伝送効率が高いこ
とが判明した。さらに、突出領域２６１を対向させていない実施例２が、突出領域２６１
を対向させている実施例１よりも、伝送効率が高いことが判明した。これにより、突出領
域２６１が磁気開放面を含む両側に存在することが伝送効率を高める上で重要であると共
に、突出領域２６１が磁気開放面側に配置されていなくても、伝送効率が高まることが明
らかになった。
【符号の説明】
【００８５】
１　無線電力伝送用磁気素子
２　導体部
３　磁性体部
６　導体集合部
８　電源装置
９　機器
１０　電力供給装置
６１　突出領域
２０１　無線電力伝送用磁気素子
２０２　導体層
２０３　磁性体層
２０４　積層体
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