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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
無接点電流供給装置のための一次部分（１）であって、
・該一次部分（１）は電力を誘導によって少なくとも１つの二次部分（２）の二次コイル
（１２）に無接点伝達するために設けられており、
・前記一次部分（１）は、前記二次部分（２）の前記二次コイル（１２）から少なくとも
分離可能であり、
・前記一次部分（１）は電圧源（３）と接続可能である
形式の一次部分において、
前記一次部分（１）は識別ユニット（５）を有し、
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該識別ユニットは、一次電流を測定する電流センサ（６）と、前記測定された一次電流
を評価し、前記二次部分（２）の動作状態を識別するための分析ユニット（７）とからな
り、
第１の動作状態の識別として前記分析ユニット（７）は、一次コイル（９）と前記二次
コイル（１２）との間隔についての第１の情報を出力し、
前記分析ユニット（７）は前記第１の情報を出力するために、フィルタユニット（１６
）と比較ユニット（１７）を有し、
前記フィルタユニット（１６）は、電気信号を前記二次部分（２）における有効電流に
対する尺度として抽出するために第１の位相感知性整流器（１８）を、電気信号を前記一
次部分（１）における無効電流に対する尺度として抽出するために第２の位相感知性整流
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器（１９）を使用し、
前記第１と第２の位相感知性整流器（１８，１９）は前記電流センサ（６）に接続され
ている、
ことを特徴とする一次部分。
【請求項２】
請求項１記載の、無接点電流供給装置のための一次部分（１）であって、
第２の動作状態の識別として前記分析ユニット（７）は、前記二次部分（２）の少なく
とも１つの電力受信器（４）または前記二次コイル（２）自体の電気的負荷についての第
２の情報を出力する、一次部分。
【請求項３】
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請求項１または２記載の、無接点電流供給装置のための一次部分（１）であって、
前記分析ユニット（７）は前記第１の情報を出力するために、前記一次部分（１）と前
記二次部分（２）との間隔を検出する、一次部分。
【請求項４】
請求項１から３までのいずれか一項記載の、無接点電流供給装置のための一次部分（１
）であって、
前記一次部分（１）は直流−交流インバータ（８）を有し、該直流−交流インバータは
前記電圧源（３）に接続されており、前記一次コイル（９）に交流電圧を供給する、一次
部分。
【請求項５】
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請求項４記載の、無接点電流供給装置のための一次部分（１）であって、
前記直流−交流インバータ（８）は制御ユニット（１４）とブリッジ回路（１５）とを
有し、
該ブリッジ回路はアクティブに制御可能な複数のスイッチを有しており、
当該スイッチは前記制御装置（１４）の基準信号に対して固定の位相関係で動作する、
一次部分。
【請求項６】
請求項４記載の、無接点電流供給装置のための一次部分（１）であって、
前記電流センサ（６）は、前記直流−交流インバータ（８）および前記一次コイル（９
）と直列に接続されている、一次部分。
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【請求項７】
請求項５記載の、無接点電流供給装置のための一次部分（１）であって、
前記電流センサ（６）は前記ブリッジ回路（５）内に、前記一次コイル（９）と該電流
センサ（６）との間に、少なくとも１つのアクティブに制御されるスイッチが接続される
ように配置される、一次部分。
【請求項８】
請求項１から７までのいずれか一項記載の、無接点電流供給装置のための一次部分（１
）であって、
前記位相感知性整流器（１８）の出力端は、信号処理のための周波数選択性フィルタ（
２０）に接続される、一次部分。
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【請求項９】
請求項８記載の、無接点電流供給装置のための一次部分（１）であって、
前記周波数選択性フィルタ（２０）は、前記比較ユニット（１７）の端子（２２）に接
続される、一次部分。
【請求項１０】
請求項１から９までのいずれか一項記載の、無接点電流供給装置のための一次部分（１
）であって、
前記位相感知性整流器（１９）の出力端は、信号処理のための周波数選択性フィルタ（
２１）に接続される、一次部分。
【請求項１１】
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請求項１０記載の、無接点電流供給装置のための一次部分（１）であって、
前記周波数選択性フィルタ（２１）は、前記比較ユニット（１７）の端子（２３）に接
続される、一次部分。
【請求項１２】
請求項１から１１までのいずれか一項記載の、無接点電流供給装置のための一次部分（
１）であって、
前記電流センサ（６）の出力端は、前記比較ユニット（１７）の端子（２２、２３）に
接続される、一次部分。
【請求項１３】
請求項１から１２までのいずれか一項記載の、無接点電流供給装置のための一次部分（
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１）であって、
前記比較ユニット（１７）は、２つの入力端を備える少なくとも１つのコンパレータを
有する、一次部分。
【請求項１４】
請求項１３記載の、無接点電流供給装置のための一次部分（１）であって、
コンパレータ（２４）の第１入力端は前記端子（２２）と、コンパレータ（２４）の第
２入力端は基準電圧源（２６）と接続される、一次部分。
【請求項１５】
請求項１３または１４記載の、無接点電流供給装置のための一次部分（１）であって、
コンパレータ（２５）の第１入力端は前記端子（２３）と、コンパレータ（２５）の第
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２入力端は基準電圧源（２７）と接続される、一次部分。
【請求項１６】
請求項１から１５までのいずれか一項記載の一次部分を少なくとも１つ有する電流供給
装置であって、
該電流供給装置は少なくとも１つの二次部分（２）を有し、
・該二次部分（２）は電力を誘導によって無接点受信するために設けられており、
・かつ該二次部分（２）は、誘導された電力を少なくとも１つの電力受信器（４）に出力
するために設けられている、電流供給装置。
【請求項１７】
請求項１６記載の電流供給装置であって、
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前記二次部分（２）には前記二次コイル（１２）により交流が供給され、前記二次部分
は少なくとも１つの電力受信器（４）に給電する、電流供給装置。
【請求項１８】
請求項１６または１７記載の電流供給装置であって、
前記二次部分（２）は整流器（１１）を有し、該整流器には前記二次コイル（１２）に
より交流が給電され、該整流器は少なくとも１つの電力受信器（４）に直流を給電する、
電流供給装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、無接点電流供給装置のための一次部分に関するものであり、ここで前記一次
部分は、電力を誘導によって二次部分の二次コイルに無接点伝達するために設けられてお
り、この一次部分は前記二次部分の前記二次コイルから少なくとも分離可能であり、該一
次部分は電圧源と接続可能である。本発明はさらに、この種の一次部分を備えた電流供給
装置にも関する。
【背景技術】
【０００２】
この種の電流供給装置は例えば、オートメーション技術の工業分野で使用される。例え
ば工作機械および無接点充電器でのロボットにも同様に適用される。さらに私的消費財領
域での使用も考えられる。無接点電流供給装置の基本的な利点は、例えば運動により負荷
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されるケーブルが不要であり、これと結び付いたケーブル破断が回避されることである。
さらに問題となる接点抵抗および剥き出しの主電圧接点も回避できる。この関連からこの
技術は、爆発の危険性のある環境において火花のフラッシュオーバを効率的に防止する。
【０００３】
US20050018452A1から無接点電流供給が公知であり、ここでは一次電流回路に電圧源に
よってエネルギーが供給され、このエネルギーが二次電流回路に無接点で伝達される。２
つのユニットの間隔は前もって規定されており、２つの電流回路の結合係数も同様に規定
されている。
【０００４】
さらに無接点エネルギー伝達の技術は学術的研究の対象でもある（例えばMecke,R著：
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「無接点エネルギー伝達およびデータ伝送技術概論」、ワークショップ、無接点エネルギ
ー伝達 KONTENDA 2003年、IGZ‑Barleben、2003年10月14日参照）。
【特許文献１】US20050018452A1
【非特許文献１】「無接点エネルギー伝達およびデータ伝送技術概論」、ワークショップ
、無接点エネルギー伝達 KONTENDA 2003年、IGZ‑Barleben、2003年10月14日
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明の基礎とする課題は、冒頭に述べた形式の一次部分をさらに改善し、二次部分の
動作状態を同時に分析できるようにすることである。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
この課題は、無接点電流供給装置に対する一次部分によって解決される。ここで前記一
次部分は、識別ユニットを有し、該識別ユニットは、一次電流を測定する電流センサと、
前記測定された一次電流を評価し、前記二次部分の動作状態を識別するための分析ユニッ
トとからなり、
第１の動作状態の識別として前記分析ユニットは、一次コイルと前記二次コイルとの間
隔についての第１の情報を出力し、
前記分析ユニットは前記第１の情報を出力するために、フィルタユニットと比較ユニッ
トを有し、
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前記フィルタユニットは、電気信号を前記二次部分における有効電流に対する尺度とし
て抽出するために第１の位相感知性整流器を、電気信号を前記一次部分における無効電流
に対する尺度として抽出するために第２の位相感知性整流器を使用し、
前記第１と第２の位相感知性整流器は前記電流センサに接続されている。
【０００７】
この課題はさらに、この種の一次部分を備えた電流供給装置によって解決される。ここ
で電流供給装置は二次部分を有し、この二次部分は電力を誘導によって無接点受信するた
めに設けられており、かつこの二次部分は、誘導された電力を少なくとも１つの電力受信
器に出力するために設けられている。このようにして任意に組み合わせることのできるモ
ジュール式無接点電流供給部が実現され、この電流供給部は高いフレキシビリティを有す
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る。
【０００８】
本発明の基礎とする認識は、電流供給装置では二次部分の動作状態に関する情報を、機
械的電流接点を介する従来の電流分析により二次部分から簡単に取り出すことができ、無
接点電流供給装置でもこの情報を一次側で、工夫すれば使用することができるというもの
である。二次部分の要求される分離性と携帯性との直接的矛盾は識別ユニットによって解
決される。この識別ユニットは一次部分に配置されており、電流センサと分析ユニットに
よって二次部分の動作状態が検出される。一次部分と二次部分との間の無接点コンタクト
を最適に使用するために、二次部分の動作状態が無接点コンタクトを介して一次部分から
得られる。
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【発明の効果】
【０００９】
識別ユニットによって、エネルギーを送出する一次部分の付加的な自己保護が可能であ
る。一次部分での「電流分析」に基づき、二次部分が存在しているか否かを予測すること
がさらに可能である。結果として一次部分を遮断することができ、これによりそうでない
と、電流供給装置が不要に一次部分を負荷することが回避される。
【００１０】
さらに識別ユニットによって、二次コイルないしは二次部分自体の位置検証も可能であ
る。一次部分での電流分析に基づいて、一次部分と二次部分との間隔が実際に所定のまた
は所望の間隔であるか否かを予測することができる。これは例えば、構成部材と、二次部
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分を有する対象物との機械的位置決めまたは位置コントロールの際に非常に有用な特性で
ある。
【００１１】
本発明の識別ユニットによって、二次コイルないしは二次部分自体の位置測定も可能で
ある。一次部分での「電流分析」に基づき、一次部分と二次部分との求める間隔がどの程
度の大きさかを予測することができる。これは例えば、構成部材と、二次部分を有する対
象物との特性付けが問題になるときに、非常に重要な特性である。
【００１２】
一次部分の有利な実施形態では、第１の動作状態の識別として、分析ユニットが一次部
分と二次部分との間隔についての第１の情報を出力する。この第１の情報は、例えば二次
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部分の位置を特徴付けるために使用することができる。
【００１３】
一次部分の有利な実施形態では、第２の動作状態の識別として、分析ユニットが二次部
分の少なくとも１つの電力についての第２の情報を出力する。この第２の情報は、少なく
とも１つの電力受信器または該当する二次部分を特徴付けるために使用することができる
。
【００１４】
一次部分の有利な実施形態では、分析ユニットが一次部分と二次部分との間隔を検出す
るための第１の情報を出力する。この第１の情報は、例えば二次部分の位置を特徴付ける
ために使用することができる。
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【００１５】
一次部分の有利な構成では、分析ユニットが有効電流または無効電流を検出するための
情報を出力し、検出された有効電流または無効電流に基づいて電流供給装置の動作状態に
関する予測を行うことができる。
【００１６】
有利な実施例では、一次部分が直流−交流インバータを有し、この直流−交流インバー
タは電圧源に接続されており、一次コイルに交流電圧を供給する。
【００１７】
直流−交流インバータは制御ユニットとブリッジ回路とを有する。ブリッジ回路はアク
ティブに制御可能なスイッチを有しており、これらのスイッチは制御装置の基準信号に対
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して固定の位相関係で動作することができる。
【００１８】
有利な構成では、一次部分が電流センサを含み、このセンサは直流−交流インバータお
よび一次コイルと直列に接続されている。電流測定は事前のフィルタリングなしで行われ
、印加される信号を考え得る各成分について調査することができるからである。
【００１９】
有利な構成では、一次部分が電流センサを含み、この電流センサはブリッジ回路内に、
一次コイルとこの電流センサとの間に少なくとも１つのアクティブに制御されるスイッチ
が接続されているように接続される。このスイッチは前置フィルタとして機能し、従って
フィルタユニットを不要にする。これにより小型で安価に製造することのできる一次部分
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が得られる。
【００２０】
有利な構成は、一次部分の分析ユニットが分離可能な少なくとも２つのエレメントと、
フィルタユニットと、比較ユニットとを有し、ここでフィルタユニットはオプションであ
る。
【００２１】
有利な構成では、一次部分のフィルタユニットが少なくとも１つの位相感知性の整流器
を含み、この整流器は電流センサに接続されており、これによりフィルタユニットを必要
な場合に回避する技術的手段が保障される。
【００２２】
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有利な構成では、一次部分のフィルタユニットが位相感知性の整流器を、電気信号を二
次部分における有効電流に対する尺度として抽出するために使用する。
【００２３】
有利な構成では、一次部分のフィルタユニットが位相感知性の整流器を、電気信号を一
次部分における無効電流に対する尺度として抽出するために使用する。
【００２４】
一次部分の有利な構成では、位相感知性整流器の出力端は、信号処理のための周波数選
択性フィルタに接続され、または遮断される。
【００２５】
一次部分の有利な実施形態では、周波数選択性フィルタの出力端が比較ユニットの端子
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に接続可能である。
【００２６】
一次部分の有利な実施形態では、電流センサの出力端が比較ユニットの端子に接続可能
であり、これによりフィルタユニットを回避し、または不要とする。
【００２７】
一次部分の有利な実施形態では、比較ユニットが、２つの入力端を備える少なくとも１
つのコンパレータを含む。
【００２８】
一次部分の有利な実施形態では、コンパレータが、比較ユニットの出力端に接続可能な
入力端と、基準電圧源に接続可能な入力端とを有し、これにより比較に基づいて二次部分
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の動作状態を識別することができる。
【００２９】
無接点電流供給装置の有利な構成では、その機能が一次部分に相当する部材の組合わせ
である。ここで一次部分は電力を誘導によって二次部分の二次コイルに無接点伝達するた
めに設けられており、この一次部分は前記二次部分の少なくとも前記二次コイルから分離
可能であり、該一次部分は電圧源と接続可能であり、さらに前記一次部分は識別ユニット
を有し、該識別ユニットは電流センサと、前記二次部分の動作状態を識別するための分析
ユニットとからなり、この二次部分は電力を誘導によって無接点受信するために設けられ
ており、かつこの二次部分は、誘導された電力を少なくとも１つの電力受信器に出力する
ために設けられている。
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【００３０】
無接点電流供給装置の有利な実施形態は、二次コイルにより交流が供給される二次部分
を有し、この二次部分は少なくとも１つの電力受信器に給電する。これにより電力受信器
の組合わせによる高いフレキシビリティが保障される。
【００３１】
無接点電流供給装置の有利な実施形態で、二次部分の整流器には二次コイルにより交流
が供給され、この整流器は電力受信器に直流を給電する。
【００３２】
以下では本発明を図面に示した実施例に基づき詳細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００３３】
図１は、電圧源３に接続された、無接点電流供給装置の一次部分１の基本図である。図
１に示された一次部分１の特異性は、これが電流センサ６と分析ユニット７を有すること
であり、これにより一次部分１内の電流を測定および評価することができる。電流センサ
６と分析ユニット７の位置および接続に関しては、一次部分の種々の実施形態が可能であ
り、これらについては図２と３に関連して説明する。実施形態の相違は、電流測定をどこ
で行うかという場所、および／または分析ユニット７の構造にある。
【００３４】
一次部分１は、伝送すべきエネルギーを電圧源３から受け取る。ここで電流センサ６は
一次回路内の電流を測定する。この電流は分析ユニット７により評価され、二次部分２の

10

動作状態についての予測を可能にする。
【００３５】
図２は、図１に示された電流センサ６と一次部分１の実施例を示す。ここで電流センサ
６は直流−交流インバータ８内に取り付けられている。直流−交流インバータ８はさらに
制御ユニット１４を含んでおり、この制御ユニットは同様に含まれるブリッジ回路１５の
スイッチを制御する。電流センサ６は、この電流センサ６と一次コイル９との間に、ブリ
ッジ回路１５の少なくとも１つのアクティブに制御されるスイッチが接続されるように配
置される。オプションとして、一次電流回路は、無効電流を除去するためのコンデンサ１
０を含むことができる。電流センサ６と基準電圧源２６，２７は、分析ユニット７内にあ
る比較ユニット１７のコンパレータ２４，２５に接続されている。
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【００３６】
ここで「電流分析」は、中間接続されたスイッチによりプレフィルタリングされた信号
により行われる。このプレフィルタリングは分析ユニット７を簡素化する。測定された信
号をコンパレータ２４，２５で直接、基準電圧２６，２７と比較することができる。コン
パレータ２４，２５の出力は有効電流および無効電流に対する尺度であり、これらは二次
部分２の動作状態を識別するために必要である。
【００３７】
図３は一次部分１の基本構成を示し、ここで一次電流回路内の電流センサ６は直流−交
流インバータ８と一次コイル９との間に接続されている。オプションとして、一次電流回
路は、無効電流を除去するためのコンデンサ１０を含むことができる。制御装置１４は制
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御線路を介して位相感知性整流器１８，１９と接続されている。位相感知性整流器１８、
１９は、固定的位相関係を有する制御信号により動作する。位相感知性整流器１８、１９
は第１フィルタユニット１６の一部であり、この第１フィルタユニット１６はさらに分析
ユニット７の一部である。位相感知性整流器１８、１９は電流センサ６に接続されている
。周波数フィルタ２０，２１も位相感知性整流器１８、１９に接続されている。整流器１
８、１９の出力は、分析ユニット７内の第２フィルタユニット１７の端子２２，２３に供
給される。
【００３８】
位相感知性整流器１８、１９は測定された電流を、出力信号が位相に依存する基準信号
を基準にして抽出されるように分析する。周波数フィルタ２０、２１によって、位相感知
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性整流器１８、１９の出力信号から不所望の信号成分が分離される。周波数フィルタ２０
、２１の出力信号は、端子２２，２３を介して比較ユニット１７に供給される。コンパレ
ータ２４，２５は、端子２２，２３に印加される電圧を基準電圧２６，２７と比較する。
コンパレータ２４，２５の出力信号は有効電流および無効電流に対する尺度であり、これ
らは二次部分２の動作状態を識別するために必要である。
【００３９】
図４は、二次部分２の概略的実施形態を示す基本図である。二次部分２は二次コイル１
２と、オプションとしてのコンデンサ１３を有する。これらはオプションとしての整流器
１１または電力受信器４に接続され、整流器１１も同様に電力受信器４に接続される。電
力は誘導的に二次コイル１２を介して二次電流回路に供給される。整流器１１が存在する

50

(8)

JP 4547026 B2 2010.9.22

場合、電力受信器４には直流が供給され、それ以外の場合は交流が供給される。
【００４０】
図５は、一次部分２８、大きな負荷抵抗を備える二次部分２９，小さな負荷抵抗を備え
る二次部分３０を概略的に示し、ここで大きな負荷抵抗を備える二次部分２９は携帯型で
ある。
【００４１】
本発明の識別ユニットにより、二次部分ないしはその電力受信器を「電流分析」に基づ
いて一義的に識別することができる。なぜなら二次部分２９と二次部分３０はその負荷抵
抗によって区別できるからである。本発明の識別ユニットにより同様に位置検証が可能で
あり、これにより二次部分２９がそのために設けられたスペースに存在するか否かを確か

10

めることができる。
【００４２】
さらに本発明の識別ユニットは、二次部分が未知の場合にこの二次部分を無接点測定す
ることができる。二次部分の位置および負荷抵抗は検証可能なだけでなく、測定可能であ
る。例えば機械的接点による通常の電流測定が不可能場合、負荷抵抗および／または間隔
を測定して、二次部分を特徴付けることができる。
【００４３】
図６は、無接点電流供給部「無接点バッテリー充電」の実施例を示す。ここでは分離の
利点と、これによる可能となる一次部分と二次部分の付加的可動性について説明する。例
えば電気自動車３５に充電するために、一次部分３２としての電気的ガソリンスタンド３
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７が設けられており、この電気自動車は電力を供給すべき二次部分３１を有する。電気自
動車３５の充電可能なバッテリーはこのシナリオでは電力受信器である。従って一次部分
３２は定置であり、二次部分３１は可動であるとみなすことができる。同じ実施例で電気
的タンク車３６が示されており、この電気的タンク車は電気的ガソリンスタンド３７に電
気エネルギーを供給するものであり、同様に一次部分３４が装備されている。電気的ガソ
リンスタンド３７は電気エネルギーを組み込まれた二次部分３３を介して受け取る。この
場合、可動状況は反対になる。一般的に一次部分と二次部分は、定置でも可動ベースでも
使用できることが分かる。
【００４４】
要約すると本発明は、無接点電流供給装置の一次部分に関するものであり、この無接点
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電流供給装置はエネルギーを、無接点接続部を介して誘導により一次部分から二次部分に
伝達することができる。通常、二次側の従来の電流分析は不所望のものであるから、本発
明の一次側の電流分析を利用して、二次部分の動作状態についての情報を得る。従って分
析の対象は一次部分の一次電流であり、この一次部分は識別ユニットにより自分の成分に
ついて検査される。この成分は、二次部分と一次部分との間隔および二次部分の負荷につ
いての情報を含む。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】図１は、識別ユニットが組み込まれた一次部分と電圧供給部の基本図である。
【図２】図２は、一次部分の第１実施例を示す。
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【図３】図３は、一次部分の別の実施例を示す。
【図４】図４は、電力受信器を備える二次部分の基本図である。
【図５】図５は、一次部分と二次部分の機能を説明する概略図である。
【図６】図６は、一次部分と二次部分の可動性を説明する概略図である。
【符号の説明】
【００４６】
１

一次部分

２

二次部分

３

電圧源

５

識別ユニット
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６

電流センサ

７

分析ユニット

８

直流−交流インバータ

９

一次コイル

１０

コンデンサ

１４

制御ユニット

１５

ブリッジ回路

１６

フィルタユニット

１７

比較ユニット

１８，１９

【図１】
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位相感知性整流器

【図２】

(10)
【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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