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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送電共振器および受電共振器を備え、共振磁界を介して非接触で電力を伝送する無線電
力伝送システムであって、
　前記送電共振器および前記受電共振器の少なくとも一方は直列共振回路であり、
　前記直列共振回路は、
　スパイラル配線と、前記スパイラル配線の第１接続点を給電構造に接続するための第１
引き出し線と、前記スパイラル配線の前記第１接続点とは異なる第２接続点を前記給電構
造に接続するための第２引き出し線と、前記スパイラル配線の前記第２接続点よりも前記
第１接続点から離れた第３接続点を前記給電構造に接続するための第３引き出し線とを含
むインダクタと、
　前記第２引き出し線および第３引き出し線にそれぞれ接続された複数のスイッチと、
　前記複数のスイッチのうちの対応するスイッチを介して前記第２引き出し線および第３
引き出し線にそれぞれ直列的に接続される複数の容量と、
を有し、
　前記直列共振回路は、前記複数のスイッチのうちの選択的に導通したスイッチによって
選択される電流経路に応じて異なるインダクタンスを有することができ、
　前記複数の容量のキャパシタンスは、選択的に導通したスイッチによらずに前記直列共
振回路の共振周波数が一定の値を示すように設定されており、
　前記スパイラル配線は、前記第２接続点から前記第１接続点までの範囲において、前記
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共振周波数における単位長さ当たりの配線抵抗が前記スパイラル配線の他の範囲の少なく
とも一部分よりも低く設定された低抵抗部分を有している無線電力伝送システム。
【請求項２】
　前記低抵抗部分の前記共振周波数における単位長さ当たりの配線抵抗は、他の部分の前
記共振周波数における単位長さ当たりの配線抵抗よりも低い、請求項１に記載の無線電力
伝送システム。
【請求項３】
　前記共振周波数における前記スパイラル配線の配線抵抗の、前記第２接続点から前記第
１接続点までの範囲にわたる平均値は、前記共振周波数における前記スパイラル配線の配
線抵抗の前記範囲外における平均値よりも低い、請求項１に記載の無線電力伝送システム
。
【請求項４】
　前記スパイラル配線の前記低抵抗部分は、他の部分よりも本数の多い複数の配線が並列
に配置された構造を有している、請求項１から３のいずれかに記載の無線電力伝送システ
ム。
【請求項５】
　前記スパイラル配線の前記低抵抗部分は、他の部分よりも直径の大きな少なくとも１本
の配線を含んでいる、請求項１から４のいずれかに記載の無線電力伝送システム。
【請求項６】
　前記スパイラル配線の前記低抵抗部分は、他の部分よりも厚い少なくとも１本の配線を
含んでいる、請求項１から５のいずれかに記載の無線電力伝送システム。
【請求項７】
　前記スパイラル配線の前記低抵抗部分は、他の部分よりも幅が広い少なくとも１本の配
線を含んでいる、請求項１から５のいずれかに記載の無線電力伝送システム。
【請求項８】
　前記インダクタは、前記スパイラル配線の前記第１接続点よりも前記第２接続点から離
れた第４接続点を前記給電構造に接続するための第４引き出し線を含み、
　前記第１引き出し線および前記第４引き出し線は、それぞれ、前記複数のスイッチとは
異なる複数のスイッチにより選択的に前記給電構造に接続される、請求項１から７のいず
れかに記載の無線電力伝送システム。
【請求項９】
　前記直列共振回路が有し得る複数のインダクタンスのうちで最も低いインダクタンスを
有するときに前記スパイラル配線の電流経路となる部分は、スパイラル構造の最内周側に
位置している、請求項１から８のいずれかに記載の無線電力伝送システム。
【請求項１０】
　前記複数のスイッチの定格またはスイッチを構成するトランジスタのゲート幅が、導通
時にスイッチを流れる電流に応じて、異なる値を有している、請求項１から９のいずれか
に記載の無線電力伝送システム。
【請求項１１】
　前記複数のスイッチのうちで、導通時に流れる電流がより多いスイッチの定格またはス
イッチを構成するトランジスタのゲート幅は、導通時に流れる電流がより少ないスイッチ
の定格またはスイッチを構成するトランジスタのゲート幅よりも大きい、請求項１０に記
載の無線電力伝送システム。
【請求項１２】
　前記直列共振回路が電力伝送に関与していないとき、
　前記複数のスイッチを制御することによって前記共振周波数を異なる値に変化させる、
請求項１から８のいずれかに記載の無線電力伝送システム。
【請求項１３】
　前記複数のスイッチの全てを導通させることにより、前記直列共振回路を電力伝送に関
与させない状態にする、請求項１から１０のいずれかに記載の無線電力伝送システム。
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【請求項１４】
　前記複数のスイッチの全てを開放させることにより、前記直列共振回路を電力伝送に関
与させない状態にする、請求項１から１０のいずれかに記載の無線電力伝送システム。
【請求項１５】
　前記給電構造を介して前記送電共振器に電力を供給する送電器を備え、
　前記送電共振器と前記受電共振器との間の伝送効率を最大化する前記送電共振器の最適
入力インピーダンスが、前記送電器の出力インピーダンスに一致する請求項１から１４の
いずれかに記載の無線電力伝送システム。
【請求項１６】
　前記給電構造を介して前記受電共振器から電力を受け取る受電器を備え、
　前記送電共振器と前記受電共振器との間の伝送効率を最大化する前記受電共振器の最適
出力インピーダンスが、前記受電器の入力インピーダンスに一致する請求項１から１５の
いずれかに記載の無線電力伝送システム。
【請求項１７】
　前記給電構造を介して前記受電共振器から電力を受け取る受電器を備え、
前記受電器の出力インピーダンスが、負荷インピーダンスと一致する請求項１から１５の
いずれかに記載の無線電力伝送システム。
【請求項１８】
　前記複数のスイッチの中から導通させる１つのスイッチを選択する引き出し線選択部を
さらに備えている、請求項１から１７のいずれかに記載の無線電力伝送システム。
【請求項１９】
　前記給電構造を介して前記送電共振器に電力を供給する送電器と、前記給電構造を介し
て前記受電共振器から電力を受け取る受電器とをさらに備え、
　前記引き出し線選択部は、前記送電器の出力インピーダンス、前記受電器の入力インピ
ーダンス、および負荷インピーダンスの少なくとも１つに基づいて、前記複数のスイッチ
の中から導通させる１つのスイッチを選択する、請求項１８に記載の無線電力伝送システ
ム。
【請求項２０】
　送電共振器および受電共振器の一方を備え、前記送電共振器および前記受電共振器の他
方との間で共振磁界を介して非接触で電力を伝送する無線電力伝送装置であって、
　前記送電共振器または前記受電共振器として機能する直列共振回路を備え、
　前記直列共振回路は、
　スパイラル配線と、前記スパイラル配線の第１接続点を給電構造に接続するための第１
引き出し線と、前記スパイラル配線の前記第１接続点とは異なる第２接続点を前記給電構
造に接続するための第２引き出し線と、前記スパイラル配線の前記第２接続点よりも前記
第１接続点から離れた第３接続点を前記給電構造に接続するための第３引き出し線とを含
むインダクタと、
　前記第２引き出し線および第３引き出し線にそれぞれ接続された複数のスイッチと、
　前記複数のスイッチのうちの対応するスイッチを介して前記第２引き出し線および第３
引き出し線にそれぞれ直列的に接続される複数の容量と、
を有し、
　前記直列共振回路は、前記複数のスイッチのうちの選択的に導通したスイッチによって
選択される電流経路に応じて異なるインダクタンスを有することができ、
　前記複数の容量のキャパシタンスは、選択的に導通したスイッチによらずに前記直列共
振回路の共振周波数が一定の値を示すように設定されており、
　前記スパイラル配線は、前記第２接続点から前記第１接続点までの範囲において、前記
共振周波数における単位長さ当たりの配線抵抗が前記スパイラル配線の他の範囲の少なく
とも一部分よりも低く設定された低抵抗部分を有している無線電力伝送装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、非接触で充給電または集電を行う無線電力伝送システム、および当該システ
ムに使用される無線電力伝送装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器のモビリティ確保・防水対応や、壁掛けテレビの配線レス化、電気自動車など
の大型設備への簡便な充給電、に至るまで、非接点・非接触でのエネルギ充給電技術へ注
目が高まっている。
【０００３】
　非接触での電力伝送方式として、従来検討されてきた電磁誘導方式だけでなく、特許文
献１に記載の磁気共振方式が提案されている。共振アンテナ間の共振モード間結合を利用
して、従来の電磁誘導方式より長距離、高効率な電力伝送が可能であり、特に共振磁界を
利用すれば、共振電界を利用した場合よりも、周辺生体への影響も回避できるものと考え
られている。
【０００４】
　磁気共振方式について、更に詳細を述べると、共振器は特許文献１の明細書における段
落［００３３］に記述されているように、両端を開放したループコイルに固有の自己共振
現象を用いても良い。また、段落［００３８］に記述されているように、容量を装荷した
コイルでもよい。磁気共振方式の電力伝送システムは、結合係数ｋが１ではないものの高
Ｑ回路を用いることによって伝送効率を高めた電磁誘導システムとみなすことができる。
ただし、結合係数が低いため（ｋ≠１）、ｋ≒１に設定される電磁誘導と比較すると、送
電器と送電共振器、受電器と受電共振器間のインピーダンス整合を保った状態でしか高効
率伝送が生じないという制限が発生する。
【０００５】
　一方、定電流モードで動作する光デバイスなどの一部のデバイスを除き、定電圧駆動さ
れる電子デバイス、電子機器は多い。また、家庭用コンセントなどや太陽電池、燃料電池
など電源となる回路も、一定に近い電圧を供給するものが多い。このため、磁気共振方式
のエネルギ伝送システムがインピーダンス変動への対応を実現できれば、多くの電源や多
くの負荷へ本システムを適用することが可能となる。そのためには、送電ブロックや受電
ブロックもインピーダンス変動対応機能を発現することが好ましいが、特に、共振器対を
少なくとも含み構成される無線部が可変機能を発現させることが必要となる。可変機能と
しては、インピーダンス変動への対応と、高効率伝送特性の維持の両立が必要である。
【０００６】
　特許文献２には、可変インダクタの構成例が開示されている。
【０００７】
　また、特許文献３においては、並列配置された異なる容量のキャパシタ群の中から、イ
ンダクタと接続するキャパシタを選択して可変共振周波数特性を得る可変共振器の構成が
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国出願公開２００８／０２７８２６４－Ａ１公報（図６、図３１）
【特許文献２】特開２００７－１４２４１８号公報（図３）
【特許文献３】特開２００１－３４４５７４号公報（図３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明では、磁気共振方式の無線電力伝送システムに、可変インダクタ回路を構成内に
含む可変共振器を導入し、複数の動作条件への対応を図る際に生じる、伝送効率を高い値
に維持し続けることの困難さと、その回避には配線総量の増大が必要である、という課題
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を解決する。
【００１０】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、無線電力伝送システムにおいて、配線総
量を無駄に増大させることなく、複数の切り替え状態においても高い伝送効率を維持する
ために適した無線電力伝送システム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】
【００１１】
　本発明の無線電力伝送システムは、送電共振器および受電共振器を備え、共振磁界を介
して非接触で電力を伝送する無線電力伝送システムであって、前記送電共振器および前記
受電共振器の少なくとも一方は直列共振回路であり、前記直列共振回路は、スパイラル配
線と、前記スパイラル配線の第１接続点を給電構造に接続するための第１引き出し線と、
前記スパイラル配線の前記第１接続点とは異なる第２接続点を前記給電構造に接続するた
めの第２引き出し線と、前記スパイラル配線の前記第２接続点よりも前記第１接続点から
離れた第３接続点を前記給電構造に接続するための第３引き出し線とを含むインダクタと
、前記第２引き出し線および第３引き出し線にそれぞれ接続された複数のスイッチと、前
記複数のスイッチのうちの対応するスイッチを介して前記第２引き出し線および第３引き
出し線にそれぞれ直列的に接続される複数の容量とを有し、前記直列共振回路は、前記複
数のスイッチのうちの選択的に導通したスイッチによって選択される電流経路に応じて異
なるインダクタンスを有することができ、前記複数の容量のキャパシタンスは、選択的に
導通したスイッチによらずに前記直列共振回路の共振周波数が一定の値を示すように設定
されており、前記スパイラル配線は、前記第２接続点から前記第１接続点までの範囲にお
いて、前記共振周波数における単位長さ当たりの配線抵抗が前記スパイラル配線の他の範
囲の少なくとも一部分よりも低く設定された低抵抗部分を有している。
【００１２】
　好ましい実施形態において、前記低抵抗部分の前記共振周波数における単位長さ当たり
の配線抵抗は、他の部分の前記共振周波数における単位長さ当たりの配線抵抗よりも低い
。
【００１３】
　好ましい実施形態において、前記共振周波数における前記スパイラル配線の配線抵抗の
、前記第２接続点から前記第１接続点までの範囲にわたる平均値は、前記共振周波数にお
ける前記スパイラル配線の配線抵抗の前記範囲外における平均値よりも低い。
【００１４】
　好ましい実施形態において、前記スパイラル配線の前記低抵抗部分は、他の部分よりも
本数の多い複数の配線が並列に配置された構造を有している。
【００１５】
　好ましい実施形態において、前記スパイラル配線の前記低抵抗部分は、他の部分よりも
直径の大きな少なくとも１本の配線を含んでいる。
【００１６】
　好ましい実施形態において、前記スパイラル配線の前記低抵抗部分は、他の部分よりも
厚い少なくとも１本の配線を含んでいる。
【００１７】
　好ましい実施形態において、前記スパイラル配線の前記低抵抗部分は、他の部分よりも
幅が広い少なくとも１本の配線を含んでいる。
【００１８】
　好ましい実施形態において、前記インダクタは、前記スパイラル配線の前記第１接続点
よりも前記第２接続点から離れた第４接続点を前記給電構造に接続するための第４引き出
し線を含み、前記第１引き出し線および前記第４の引き出し線は、それぞれ、前記複数の
スイッチとは異なる複数のスイッチにより選択的に前記給電構造に接続される。
【００１９】
　好ましい実施形態において、前記直列共振回路が有し得る複数のインダクタンスのうち
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で最も低いインダクタンスを有するときに前記スパイラル配線の電流経路となる部分は、
スパイラル構造の最内周側に位置している。
【００２０】
　好ましい実施形態において、前記複数のスイッチの定格またはスイッチを構成するトラ
ンジスタのゲート幅が、導通時にスイッチを流れる電流に応じて、異なる値を有している
。
【００２１】
　好ましい実施形態において、前記複数のスイッチのうちで、導通時に流れる電流がより
多いスイッチの定格またはスイッチを構成するトランジスタのゲート幅は、導通時に流れ
る電流がより少ないスイッチの定格またはスイッチを構成するトランジスタのゲート幅よ
りも大きい。
【００２２】
　好ましい実施形態において、前記直列共振回路が電力伝送に関与していないとき、前記
複数のスイッチを制御することによって前記共振周波数を異なる値に変化させる。
【００２３】
　好ましい実施形態において、前記複数のスイッチの全てを導通させることにより、前記
直列共振回路を電力伝送に関与させない状態にする。
【００２４】
　好ましい実施形態において、前記複数のスイッチの全てを開放させることにより、前記
直列共振回路を電力伝送に関与させない状態にする。
【００２５】
　好ましい実施形態において、前記給電構造を介して前記送電共振器に電力を供給する送
電器を備え、前記送電共振器と前記受電共振器との間の伝送効率を最大化する前記送電共
振器の最適入力インピーダンスが、前記送電器の出力インピーダンスに一致する。
【００２６】
　好ましい実施形態において、前記給電構造を介して前記受電共振器から電力を受け取る
受電器を備え、前記送電共振器と前記受電共振器との間の伝送効率を最大化する前記受電
共振器の最適出力インピーダンスが、前記受電器の入力インピーダンスに一致する。
【００２７】
　好ましい実施形態において、前記受電器の出力インピーダンスが、負荷インピーダンス
と一致する。
【００２８】
　好ましい実施形態において、前記無線電力伝送システムは、前記複数のスイッチの中か
ら導通させる１つのスイッチを選択する引き出し線選択部をさらに備えている。
【００２９】
　好ましい実施形態において、前記無線電力伝送システムは、前記給電構造を介して前記
送電共振器に電力を供給する送電器と、前記給電構造を介して前記受電共振器から電力を
受け取る受電器とをさらに備え、前記引き出し線選択部は、前記送電器の出力インピーダ
ンス、前記受電機の入力インピーダンス、および負荷インピーダンスの少なくとも１つに
基づいて、前記複数のスイッチの中から導通させる１つのスイッチを選択する。
【００３０】
　本発明の無線電力伝送装置は、送電共振器および受電共振器の一方を備え、前記送電共
振器および前記受電共振器の他方との間で共振磁界を介して非接触で電力を伝送する無線
電力伝送装置であって、前記送電共振器または前記受電共振器として機能する直列共振回
路を備え、前記直列共振回路は、スパイラル配線と、前記スパイラル配線の第１接続点を
給電構造に接続するための第１引き出し線と、前記スパイラル配線の前記第１接続点とは
異なる第２接続点を前記給電構造に接続するための第２引き出し線と、前記スパイラル配
線の前記第２接続点よりも前記第１接続点から離れた第３接続点を前記給電構造に接続す
るための第３引き出し線とを含むインダクタと、前記第２引き出し線および第３引き出し
線にそれぞれ接続された複数のスイッチと、前記複数のスイッチのうちの対応するスイッ
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チを介して前記第２引き出し線および第３引き出し線にそれぞれ直列的に接続される複数
の容量とを有し、前記直列共振回路は、前記複数のスイッチのうちの選択的に導通したス
イッチによって選択される電流経路に応じて異なるインダクタンスを有することができ、
前記複数の容量のキャパシタンスは、選択的に導通したスイッチによらずに前記直列共振
回路の共振周波数が一定の値を示すように設定されており、前記スパイラル配線は、前記
第２接続点から前記第１接続点までの範囲において、前記共振周波数における単位長さ当
たりの配線抵抗が前記スパイラル配線の他の範囲の少なくとも一部分よりも低く設定され
た低抵抗部分を有している。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明の無線電力伝送システムによれば、配線総量の増大を回避しながら、低インピー
ダンス伝送時を含むいずれの状態においても無線伝送効率の劣化を回避できる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の実施形態１における無線電力伝送システムのブロック図
【図２】本発明の実施形態１における送電共振器および受電共振器を示す図
【図３】本発明の実施形態１における直列共振回路を示す斜視模式図
【図４】図３の直列共振回路の構成を模式的に示す図
【図５】本発明の実施形態１における無線電力伝送システムの斜視模式図
【図６】本発明の実施形態１における無線電力伝送システムの斜視模式図
【図７】本発明の無線電力伝送システムにおけるインピーダンス整合を説明するための図
【図８】本発明の実施形態２における無線電力伝送システムの斜視模式図
【図９】本発明の実施形態３における無線電力伝送システムの斜視模式図
【図１０】本発明の他の実施形態について、スパイラル配線を仮想的にまっすぐに延ばし
た状態を示す図
【図１１】本発明の更に他の実施形態について、スパイラル配線を仮想的にまっすぐに延
ばした状態を示す図
【図１２】（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、並列配線構造の一例を示す長軸方向に垂直な
断面図
【図１３】（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、並列配線構造の他の例を示す長軸方向に垂直
な断面図
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、図面を参照しながら、本発明による無線電力伝送システムの実施形態を説明する
。図中に示すＸＹＺ座標では、可変共振器の構成要素であるインダクタの配置面をＸＹ平
面とし、インダクタの高さ方向をＺ方向としている。図中、同一または対応する構成要素
には、同一の参照番号を付与している。
【００３４】
　（実施形態１）
　図１は、本発明の実施形態１における無線電力伝送システムの構成を示すブロック図で
ある。
【００３５】
　本実施形態の無線電力伝送システムは、図１に示すように、送電共振器１０５および受
電共振器１０７を備え、送電共振器１０５と受電共振器１０７との間で、共振磁界を介し
て非接触で電力を伝送する。この無線電力伝送システムでは、送電共振器１０５および受
電共振器１０７が周波数ｆ０で共振するように設計されている。
【００３６】
　送電共振器１０５には送電器１０３が接続されている。送電器１０３は、不図示の電源
から直流または交流のエネルギ（電気エネルギ）を受け取り、周波数ｆ０のＲＦエネルギ
に変換する。送電器１０３から出たＲＦエネルギは送電共振器１０５に与えられる。同一
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の周波数で共振するように構成された送電共振器１０５および受電共振器１０７は、共振
磁界（共振周波数ｆ０）によって結合される。このため、受電共振器１０７は、送電共振
器１０５によって送出されたＲＦエネルギを効率良く受け取ることができる。本明細書で
は、共振周波数ｆ０で振動する共振磁界で無線電力伝送が行われるため、共振周波数ｆ０
を伝送周波数と称する場合がある。
【００３７】
　次に、図２を参照する。
【００３８】
　図２は、送電共振器１０５および受電共振器１０７の等価回路を示す図である。図２に
示す例では、送電共振器１０５は、インダクタ１０５ａおよび容量素子１０５ｂが直列に
接続された直列共振回路である。一方、受電共振器１０７は、インダクタ１０７ａおよび
容量素子１０７ｂが並列に接続された並列共振回路である。なお、送電共振器１０５の直
列共振回路は抵抗成分Ｒ１を有し、受電共振器１０７の並列共振回路は抵抗成分Ｒ２を有
している。
【００３９】
　図２の例では、送電共振器１０５が直列共振回路から構成され、受信電共振器１０７が
並列共振回路から構成されているが、本発明はこの例に限定されない。送電共振器１０５
および受電共振器１０７の一方が直列共振回路から構成されていてもよいし、両方が直列
共振回路から構成されていてもよい。
【００４０】
　図２に示す送電共振器１０５は、インダクタ１０５ａのインダクタンスＬ１および容量
素子１０５ｂのキャパシタンスＣ１が可変の直列共振回路である。本実施形態における直
列共振回路は、共振周波数ｆ０を一定に維持したまま、インダクタンスＬ１およびキャパ
シタンスＣ１を異なる大きさに切り替えることができる構成を備えている。この構成の詳
細については、後述する。
【００４１】
　このように本実施形態の無線電力伝送システムでは、直列共振回路のインダクタンスが
可変であるため、電源および負荷におけるインピーダンスの変動に対応することが可能に
なる。その結果、多くの電源や多くの負荷に対して本システムを適用することができる。
送電ブロックだけではなく、受電ブロックにもインピーダンス変動に対応する機能を付与
するには、受電共振器１０７も送電共振器１０５と同様にインピータンス可変の直列共振
回路から構成すればよい。
【００４２】
　以下、図３を参照しながら、本実施形態におけるインダクタンス可変の直列共振回路（
以下、「可変共振回路」）の構成を詳細に説明する。図３は、本実施形態における可変共
振回路の構成例を示す斜視図である。
【００４３】
　図３の可変共振回路は、複数の引き出し線を有するインダクタと、複数の引き出し線を
外部の給電構造に選択的に接続してインダクタンスを切り換えるスイッチ群と、切り換え
られたインダクタタンスに応じて共振周波数を一定値に維持するように構成された容量群
とを備えている。この可変共振回路では、電力伝送時、複数のスイッチのうちから選択さ
れた１つのスイッチが導通（ＯＮ）し、他のスイッチは非導通（ＯＦＦ）に設定される。
選択的に導通するスイッチに応じて、インダクタの信号側と接地側とをつなぐ電流経路が
変化するため、異なるインダクタンスおよびインピーダンスを有する共振回路を実現する
ことができる。
【００４４】
　複数のスイッチの中から最適な１つのスイッチを選択するために、本実施形態における
無線電力伝送システムは、各スイッチに接続された引き出し線選択部２２０をさらに備え
ている。引き出し線選択部２２０は、電源および／または負荷におけるインピーダンス値
に基づいて、導通させるスイッチを選択する。例えば、引き出し線選択部２２０は、電源
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、送電器１０３、受電器１０９、および負荷の少なくとも１つに接続され、それらのイン
ピーダンス値に基づいて、導通させる１つのスイッチを選択する。
【００４５】
　以下、図３の構成例をより詳細に説明する。
【００４６】
　図３に示すインダクタは、矩形のスパイラル形状を有する配線（以下、「スパイラル配
線」と称する）２０１と、スパイラル配線２０１の異なる位置にそれぞれ接続された複数
の引き出し線２１３、２０７ａ、２０７ｂ、２０７ｃとを有している。図３に示すスパイ
ラル配線２０１の全体の巻線数は６であるが、この数は２以上であればよい。
【００４７】
　本実施形態におけるスパイラル配線２０１は、３つの配線部分２０１ａ、２０１ｂ、２
０１ｃから構成されている。図４は、スパイラル配線２０１を構成する配線部分２０１ａ
、２０１ｂ、２０１ｃと、引き出し線２１３、２０７ａ、２０７ｂ、２０７ｃとの関係を
明瞭に図示するため、スパイラル配線２０１を仮想的にまっすぐに延ばした状態を示す図
である。
【００４８】
　図４に最も明瞭に示されるように、スパイラル配線２０１の点２０３から点２０５ａま
での範囲が配線部分２０１ａから構成されている。また、スパイラル配線２０１の点２０
５ａから点２０５ｂまでの範囲が配線部分２０１ｂから構成され、点２０５ｂから点２０
５ｃまでの範囲が配線部分２０１ｃから構成されている。なお、スパイラル配線２０１上
において、引き出し線が接続される「点」は、厳密な意味での「点」である必要はなく、
接触部が有限の面積を有する「面」であってもよい。これらの「点」は、各引き出し線と
スパイラル配線との接続部の「位置」を示す。
【００４９】
　図では、配線部分２０１ａを示す線の一部が他の配線部分を示す線よりも太く描かれて
いる。配線部分２０１ａを示す線のうちで相対的に太い線の部分は、共振周波数ｆ０にお
いて、単位長さあたりの配線抵抗が他の配線部分よりも低い低抵抗部分２０１０である。
配線抵抗は、信号の周波数に依存する。本発明で重要な「配線抵抗」は、共振周波数ｆ０
における配線抵抗の値である。このため、以下の説明では、「配線抵抗」とは「共振周波
数における配線抵抗」を示すものとする。
【００５０】
　スパイラル配線上の特定部分における単位長さあたりの配線抵抗を、他の部分よりも低
くするためには、その特定部分の配線材料に導電率が高い材料を採用することや、他の部
分よりも配線数を増加させた並列配線構造を採用することが有効である。並列配線構造を
採用する場合には、並列配置した複数の配線同士を撚って配置することがより好ましい。
図１２は、並列配線構造の一例を示す長軸方向に垂直な断面図である。図１２（ａ）は、
配線部分２０１ｂの断面の一例を示し、図１２（ｂ）は、配線部分２０１ａにおける低抵
抗部分２０１０の断面の一例を示している。低抵抗部分２０１０では、配線部分２０１ｂ
などの他の配線部分に比べて多い本数の線材２０が並列に配置されている。低抵抗部分２
０１０では、図１２（ｃ）に示すように、並列配置した線材２０の本数を変化させずに、
線材２０の直径を他の部分における線材２０の直径より大きくしても良い。
【００５１】
　また、図１３は、配線部分２０１ｂの断面の他の例を示している。図１３（ａ）は、配
線部分２０１ｂの断面の一例を示し、図１３（ｂ）および図１３（ｃ）は、それぞれ、配
線部分２０１ａにおける低抵抗部分２０１０の断面の例を示している。図１３（ｂ）に示
す低抵抗部分２０１０では、並列配置した線材２０の本数を変化させずに、線材２０の厚
さを他の部分における線材２０の厚さより大きくしている。また、図１３（ｃ）に示す低
抵抗部分２０１０では、並列配置した線材２０の本数を変化させずに、線材２０の幅を他
の部分における線材２０の幅より大きくしている。低抵抗部分２０１０において直径、厚
さ、および／または幅が他の部分における値よりも大きい線材の本数は、少なくとも１本
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であればよい。
【００５２】
　スパイラル配線２０１のうち、配線部分２０１ａの低抵抗部分（太い実線部分）２０１
０以外の部分では、単位長さあたりの抵抗値がほぼ一定であってもよいし、変化していて
もよい。重要な点は、インダクタンスが最も低くなる状態が選択されたとき、他のインダ
クタンス値となる状態が選択されたときに比べ、より低いインピーダンスで高効率に動作
する共振器を実現することにある。
【００５３】
　本実施形態では、信号側の引き出し線２１３は１本であるが、接地側の引き出し線２０
７ａ、２０７ｂ、２０７ｃは複数本である。後に詳しく説明するように、接地側の引き出
し線２０７ａ、２０７ｂ、２０７ｃから１つの引き出し線を選択することにより、インダ
クタンスを切り換えることが可能になる。本実施形態において、信号側および接地側の引
き出し線の総本数は４本であるが、この総本数は、３本以上であればよい。
【００５４】
　図３の例では、信号側の引き出し線、すなわち第１引き出し線２１３は、スパイラル配
線２０１の内側の終端となる点２０３に直接に接続されている。一方、接地側の引き出し
線群、すなわち、第２～第４引き出し線２０７ａ、２０７ｂ、２０７ｃは、スパイラル配
線の異なる点２０５ａ、２０５ｂ、２０５ｃに、それぞれ、接続されている。点２０３や
点２０５ｃは、スパイラル配線２０１の終端点を兼ねる必要はない。しかしながら、スパ
イラル配線２０１を無駄に延伸させる必要は無いため、スパイラル配線２０１の両端は、
引き出し線に接続されることが好ましい。
【００５５】
　第１引き出し線２１３は、端子２１６を介して外部回路（図１の送電器１０３、あるい
は図１の受電器１０９、もしくは送電器、受電器周辺に配置される整合回路あるいはフィ
ルタ回路など）に接続され、外部機器出力からのエネルギー給電、もしくは外部機器への
エネルギー供給を受ける。一方、第２引き出し線２０７ａは、容量２０９ａ、導通経路選
択スイッチ２１１ａ、および端子２１５ａと直列に接続されている。第３引き出し線２０
７ｂは、容量２０９ｂ、導通経路選択スイッチ２１１ｂ、および端子２１５ｂと直列に接
続されている。第４引き出し線２０７ｃは、容量２０９ｃ、導通経路選択スイッチ２１１
ｃ、および端子２１５ｃと直列に接続されている。
【００５６】
　引き出し線２０７ａ、２０７ｂ、２０７ｃのうちの１つが、導通経路選択スイッチ２１
１ａ、２１１ｂ、２１１ｃのうちから選択されて導通する１つを介して、端子２１５ａ、
２１５ｂ、２１５ｃの１つに接続される。端子２１５ａ、２１５ｂ、２１５ｃも、端子２
１６と対をなして、外部回路の入出力端子へ接続される。
【００５７】
　容量２０９ａ、２０９ｂ、２０９ｃのキャパシタンスは、選択的に導通したスイッチに
よらずに直列共振回路の共振周波数が一定の値を示すように設定されている。ここで、引
き出し線群２０７ａ、２０７ｂ、２０７ｃを、それぞれ選択した場合のインダクタンスを
、それぞれ、Ｌａ、Ｌｂ、Ｌｃとする。また、容量２０９ａ、２０９ｂ、２０９ｃの容量
を、それぞれ、Ｃａ、Ｃｂ、Ｃｃとする。この場合、（Ｌａ、Ｃａ）、（Ｌｂ、Ｃｂ）、
（Ｌｃ、Ｃｃ）の３つの組からいずれの組を選択しても、周波数ｆ０で共振回路を構成す
るようあらかじめＣａ、Ｃｂ、Ｃｃが調整されている。
【００５８】
　上記構成により、共振周波数をｆ０に保ったまま、インダクタンスと容量とのバランス
が異なる複数の状態から１つの状態を選択することができる。
【００５９】
　共振周波数ｆ０は、無線電力伝送を行う電磁エネルギの周波数ｆ０と同一になるよう設
定される。厳密には、共振器の製造ばらつき等の要因で、伝送周波数と異なる値で共振す
る共振器をシステムにおいて用いることがありうるが、その差は意図して生じるものでは
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ない。インダクタと容量のバランスが異なる複数状態間でスイッチングを行うことで、磁
気共振方式の無線電力伝送システムにおいて、可変インピーダンス特性を有する無線伝送
ブロックが実現する。
【００６０】
　なお、例えば引き出し線２０７ａと端子２１５ａとの間において、容量２０９ａおよび
導通経路選択スイッチ２１１ａの配置の順序は、任意である。容量２０９ａおよび導通経
路選択スイッチ２１１ａの配置の順序は逆転してもよい。すなわち、容量２０９ａが端子
２１５ａに接続され、導通経路選択スイッチ２１１ａが引き出し線２０７ａに接続されて
いても良い。このことは、他の引き出し線、容量、スイッチ、端子についても同様である
。
【００６１】
　本実施形態では、配線部分２０１ａの全経路ではなく、その一部経路にのみ低抵抗部分
２０１０を配置しているが、本発明は、このような例に限定されない。すなわち、配線部
分２０１ａの全経路を低抵抗部分２０１０から形成しても良い。こうして、配線部分２０
１ａの少なくとも一部経路に低抵抗部分２０１０を形成すれば、配線抵抗の配線部分２０
１ａの全体にわたる平均値を、他の配線部分２０１ｂ、２０１ｃにわたる平均値よりも小
さくすることができる。
【００６２】
　スパイラル配線２０１のうちで、配線部分２０１ａ以外の部分、すなわち、配線部分２
０１ｂ、２０１ｃの一部経路に配線部分２０１ａの低抵抗部分２０１０と同様に配線抵抗
の低い部分を設けても良い。このような場合でも、配線抵抗の配線部分２０１ａの全体に
わたる平均値を、他の配線部分２０１ｂ、２０１ｃにわたる平均値よりも小さくすること
が好ましい。
【００６３】
　以上のことから明らかなように、本実施形態におけるスパイラル配線２０１は、点２０
３から点２０５ａまでの範囲（配線部分２０１ａ）において、共振周波数における単位長
さ当たりの配線抵抗がスパイラル配線２０１の他の範囲の少なくとも一部分よりも低く設
定された低抵抗部分２０１０を有している。その結果、スパイラル配線２０１の配線抵抗
の点２０３から２０５ａまでの範囲にわたる平均値は、この範囲外における平均値よりも
低くなり得る。なお、点２０３から点２０５ａまでの範囲に設けられる低抵抗部分２０１
０の共振周波数における単位長さ当たりの配線抵抗は、他のいずれの部分の共振周波数に
おける単位長さ当たりの配線抵抗よりも低いことが最も好ましい。
【００６４】
　上述の構成を採用することにより、本実施形態の可変共振回路では、インダクタンスが
最も低くなる状態が選択されたとき、他のインダクタンス値となる状態が選択されたとき
に比べ、より低いインピーダンスの共振器を実現することができる。
【００６５】
　一般に、定電圧回路を駆動する場合は、負荷へ多くの電力を供給するときに電流が多く
流れ、低インピーダンス条件になる。一方、磁気共振方式の無線電力伝送を直列共振回路
で行う場合は、伝送効率を最大化する入出力端子での最適インピーダンスＺｏｐｔを低下
させるためには、共振器のインダクタンスが小さく、容量が大きい組み合せを実現するこ
とが好ましい。
【００６６】
　図３の例では、スイッチ２１１ｂまたはスイッチ２１１ｃを導通させるよりも、スイッ
チ２１１ａを導通させる方が、共振動作に関わるスパイラル配線長が短くなるので、直列
共振回路のインダクタンスが低下する。最もインダクタンスが小さくなる状態が選択され
たときの、スパイラル配線２０１の経路には、配線抵抗が他の部分よりも低い部分が含ま
れている。その結果、より低いインピーダンスで伝送効率が高くなる共振器として動作で
きる。
【００６７】
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　伝送効率のインピーダンス依存性がピークを示すときの最大伝送効率は、共振器のＱ値
によって決定される。共振器のＱ値は、共振器を構成するインダクタのＱ値とキャパシタ
のＱ値とに依存する。インダクタのＱ値は、インダクタの巻数低下に伴って低下する傾向
がある。すなわち、低インピーダンス伝送時ほど、低インダクタンスの状態が選択される
可変共振器では、共振器のＱ値が低下し、無線電力伝送部の効率低下を招くことになる。
インダクタのＱ値を改善するためには、インダクタ配線の単位長さあたりの抵抗値の低減
が有効である。しかしながら、配線の全経路で低い抵抗値を実現するようインダクタ構造
を設計することは、実用上現実的ではない。すなわち、全配線を高導電率な配線へ置換す
ることや、全配線を並列数の高い並列配線構造で実現することは、配線量の増大による重
量化、コスト増大、占有容積の増大を招く。
【００６８】
　本実施形態では、低インダクタンス選択時の共振器における配線経路は、点２０３と点
２０５ａとの間の経路である。一方、高インダクタンス選択時の共振器における配線経路
は、点２０５ａから点２０５ｂまでの配線部分、または点２０５ａから２０５ｃまでの配
線部分を含む、より長い経路である。点２０５ａから点２０５ｂまでの配線部分は、スイ
ッチ２１１ｂまたはスイッチ２１１ｃが導通するときにスパイラル配線の経路を構成し得
るが、点２０５ｂから２０５ｃまでの配線部分は、スイッチ２１１ｃが導通するときのみ
にスパイラル配線の経路を構成する。
【００６９】
　本実施形態では、低インダクタンス選択時の経路を構成する配線部分の少なくとも一部
経路の無線電力伝送周波数ｆ０における単位長さあたりの抵抗値が、高インダクタンス選
択時のみに経路を構成する配線部分（点２０５ａと点２０５ｂとの間の配線部分、および
、点２０５ｂと２０５ｃの間の配線部分）の無線電力伝送周波数ｆ０における単位長さあ
たりの抵抗値よりも低く設定されている。
【００７０】
　上記の構成を採用することにより、低インピーダンス伝送時に選択される状態で可変共
振器のＱ値低下が回避される。本実施形態では、電力伝送量が多くなり、高い伝送効率が
求められる条件ほど、伝送効率の劣化を改善するよう設計し、且つ、配線量の増大を回避
することが可能である。
【００７１】
　なお、スイッチ２１１ａ、２１１ｂ、２１１ｃの各々を流れる電流の大きさは相互に異
なる。このため、個々のスイッチを流れると予想される電流の大きさに応じて、スイッチ
のサイズや特性を適宜選択することが好ましい。例えば、より大きな電流が流れるスイッ
チとしては、より少ない電流が流れるスイッチよりも、定格が大きいスイッチを用いるこ
とが好ましい。また、より大きな電流が流れるスイッチとしては、より少ない電流が流れ
るスイッチよりも、ゲート幅が相対的に大きな半導体素子を用いることが好ましい。
【００７２】
（可変共振器の動作停止制御）
　本発明の無線電力伝送システムで充給電動作を停止したい場合には、可変共振器の共振
周波数ｆｒを伝送電磁エネルギの周波数ｆ０と異なる値へと変化させることにより、対応
することができる。上記状態を実現する方法としては、図５に示すように、導通経路選択
スイッチを全て開放に選択する。また、図６に示すように、複数の導通経路選択スイッチ
を導通制御することによって、共振周波数をｆ０と違える、などの方法が採用できる。
【００７３】
　図７は、本発明の無線電力伝送システムにおけるインピーダンス整合を説明するための
図である。図７では、フィードバック制御を行う機能ブロックなどは省略されている。こ
れらの機能を実現する不図示のブロックが必要に応じて追加され得る。
【００７４】
　整合条件１：　送電器１０３の出力インピーダンスＺＴｏと送電共振器の最適入力イン
ピーダンスＺＴｘ０とを一致させるよう設計する。これにより、送電器１０３と送電共振
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器１０５との間のインピーダンス不整合によるエネルギ反射を低減することが可能である
。
【００７５】
　整合条件２：　受電共振器１０７の最適出力インピーダンスＺＲｘ０と受電器１０９の
入力インピーダンスＺＲｉとを一致させるよう設計する。これにより、受電共振器１０７
と受電器１０９との間のインピーダンス不整合によるエネルギ反射を低減することが可能
である。
【００７６】
　整合条件３：　入力インピーダンスＺＲｉでの受電器１０９が動作したときの出力イン
ピーダンスＺＲｏと負荷インピーダンスＲＬが一致するよう設計する。これにより、受電
器１０９と負荷１１との間のインピーダンス不整合によるエネルギ反射を低減することが
可能である。
【００７７】
　上記の３つの整合条件を同時に満足することにより、伝送効率を最大化することができ
る。なお、上記の３つの整合条件は必ずしも同時に満足されていなくてもよい。
【００７８】
（送電共振器と受電共振器の個数）
　伝送システム内に含まれる送電共振器と受電共振器の台数はそれぞれ１に限定されない
。
【００７９】
（回路素子の具体的な構成）
　送電共振器及び受電共振器において、容量回路２０９ａ、２０９ｂ、２０９ｃは、チッ
プ容量素子やセラミックコンデンサ、タンタル電解コンデンサ、アルミ電解コンデンサ、
マイカコンデンサ、電気二重層コンデンサ、真空コンデンサ、半導体プロセス上で形成さ
れるＭＩＭ構造などの集中定数回路素子で実現されてよい。また、配線に分布して発生す
る寄生容量の値を考慮し、上記集中定数回路素子の容量値は決定されてよい。
【００８０】
　送電共振器１０５、受電共振器１０７を構成するインダクタ回路のスパイラル配線の形
状は矩形に限定されない。楕円形状であってもよいし、任意の非対称形状であってもよい
。矩形スパイラルの形状を採用する場合は、角部分で一定以上の曲率を有することが好ま
しい。急激に角度が変化する部分を含まない配線形状は、高周波電流の集中、周辺空間の
磁界密度集中を回避でき、伝送効率を向上させる。
【００８１】
　本発明の可変共振器を構成するスパイラル配線は、平面単層構成を有するものに限定さ
れない。スパイラル配線は、積層構造を有していても良い。
【００８２】
（実施形態２）
　次に、図８を参照しながら、本発明による無線電力伝送システムの第２の実施形態を説
明する。本実施形態が前述の実施形態と異なる点は、インピーダンス可変の直列共振器の
構成のみにある。このため、ここでは、この直列共振器の構成を説明し、他の構成につい
ては同じ説明を繰り返さない。
【００８３】
　図３に示す実施形態では、外部端子２１６に直接接続される信号側の引き出し線２１３
を、スパイラル配線２０１のスパイラル内側に位置する部分に接続している。これに対し
て、本実施形態では、図８に示すように、スパイラル配線２０１のスパイラル外側に位置
する部分に信号側の引き出し線２１３を接続している。
【００８４】
　本実施形態では、スイッチ２１１ａが選択されるとき、インダクタンスが最も低い動作
状態になる。このため、点２０３～点２０５ａの配線部分２０１ａの少なくとも一部にお
いて、他の部分（点２０５ａ～点２０５ｂの配線部分２０１ｂや点２０５ｂ～点２０５ｃ
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の配線部分２０１ｃ）と比較して、伝送周波数ｆ０における単位長さあたりの抵抗値を低
減している。本実施形態の構成を採用しても、実施形態１における直列共振回路と同様の
効果を得ることが可能である。
【００８５】
　しかし、電流密度及び磁界密度が集中するスパイラル内部での配線抵抗の低減は、イン
ダクタのＱ値改善により、相対的に大きな効果をあげる。このため、図８の構成よりも、
図３の構成を採用することが好ましい。また、図３の構成を採用する場合は、同様の理由
から、低抵抗部分２０１０は、スパイラル構造の最内周側に配置されることが実用上好ま
しい。
【００８６】
（実施形態３）
　次に、図９を参照しながら、本発明による無線電力伝送システムの第３の実施形態を説
明する。本実施形態が前述の実施形態と異なる点は、インピーダンス可変の直列共振器の
構成のみにある。このため、ここでは、この直列共振器の構成を説明し、他の構成につい
ては同じ説明を繰り返さない。
【００８７】
　図３または図８に示す可変共振器では、電流経路を選択可能にする構成（スイッチ回路
）が接地側の引き出し線についてのみ存在していた。これに対し、本実施形態では、図９
に示すように、信号側の引き出し線にも、スイッチ回路を設けている。具体的には、２つ
の信号入力側端子２１６ａ、２１６ｂと、２つの引き出し点２０３ａ、２０３ｂとが選択
的に接続される。すなわち、引き出し点２０３ａに接続された引き出し線２１３ａは、ス
イッチ２１２ａを介して端子２１６ａに接続される。一方、引き出し点２０３ｂに接続さ
れた引き出し線２１３ｂは、スイッチ２１２ｂを介して端子２１６ｂに接続される。複数
のスイッチ２１２ａ、２１２ｂの１つが選択的に導通する。
【００８８】
　信号が入力される側の引き出し線２１３ａ、２１３ｂ、・・・の本数をＭ、接地側の引
き出し線２０７ａ、２０７ｂ、・・・の本数をＮとすると、最大でＭ×Ｎ個のインダクタ
ンス可変状態を得ることが可能となる。
【００８９】
　引き出し点２０３ａ、２０３ｂから外部端子２１６ａ、２１６ｂまでの経路に、容量素
子が挿入されてもよい。ただし、この場合、共振器が動作中に導通状態となるスイッチの
個数が２となる。一方、図３の構成のように、入力側の引き出し線２１３が１本の場合は
、動作中に共振器内で導通状態に選択制御される導通経路選択スイッチの個数を１に削減
できる。すなわち、図３の構成では、図９の構成と比較して、共振器におけるスイッチ導
通損失の半減が可能となり、伝送効率の向上につながる。
【００９０】
　上記の各実施形態では、最もインピーダンスが低くなる状態（定電圧動作を仮定した場
合に最も大きな電流が流れる状態）で選択される経路が他の部分よりも配線抵抗が低い部
分を含んでいる。しかしながら、本発明は、そのような場合に限定されない。例えば、使
用される頻度が最も高い配線部分、あるいは、使用時間が最も長い配線部分の少なくとも
一部経路に他の部分の少なくとも一部よりも配線抵抗が低い部分（低抵抗部分２０１０）
を設けても良い。
【００９１】
　なお、図１０および図１１は、それぞれ、他の実施形態について、スパイラル配線２０
１を仮想的にまっすぐに延ばした状態を示す図である。図１０に示すスパイラル配線２０
１も、点２０３ｂから点２０５ａにおいて、共振周波数における単位長さ当たりの配線抵
抗がスパイラル配線２０１の他の範囲の少なくとも一部分よりも低く設定された低抵抗部
分２０１０を有している。ただし、この例では、低抵抗部分２０１０が点２０３ａから２
０３ｂまでの範囲の一部にも設けられている。
【００９２】
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　図１１に示すスパイラル配線２０１も、点２０３から点２０５ａにおいて、共振周波数
における単位長さ当たりの配線抵抗がスパイラル配線２０１の他の範囲の少なくとも一部
分よりも低く設定された低抵抗部分２０１０を有している。ただし、この例では、低抵抗
部分２０１０が点２０５ａから２０５ｂまでの範囲の一部にも設けられている。
【実施例】
【００９３】
　本発明の有利な効果を実証するため、図３に示す構成を有する可変共振器を作製した。
具体的には、以下の表１に示す実施例および比較例を作製した。作製の手順は、以下の通
りである。
【００９４】
　まず、長方形状で長辺ａ＝３０ｃｍ、短辺ｂ＝１６ｃｍ、隣接配線間隔１ｃｍ、最大巻
数６の条件でスパイラル配線（インダクタ配線）を作製した。共振器の導体損失を低減す
るため、スパイラル配線は、直径１２０ミクロンの銅配線を複数本並列して成るリッツ線
から形成した。リッツ線を構成する並列銅配線の本数に応じてスパイラル配線の単位長さ
辺りの配線抵抗が変化する。実施例１では、スパイラル配線を、並列本数が６０本の配線
部分と、１５０本の配線部分と、２５０本の配線部分とから構成している。比較例１ａで
は、スパイラル配線の全体を、並列本数が６０本の配線から構成している。比較例１ｂで
は、スパイラル配線の全体を、並列本数が２５０本の配線から構成している。
【００９５】
　いずれの可変共振器でも、スパイラル最内部の終端点を点２０３とし、引き出し線２１
３を介して外部回路の信号線へ接続した。また、スパイラル最内部の端から数えて巻数２
となる箇所で分岐点２０５ａ、巻数４となる箇所で分岐点２０５ｂ、最外部の終端点（巻
数６となる箇所）を点２０５ｃとした。点２０５ａ、２０５ｂ、２０５ｃには、それぞれ
、引き出し線２０７ａ、２０７ｂ、２０７ｃを接続した。引き出し線２０７ａ、２０７ｂ
、２０７ｃは、それぞれ、容量２０９ａ、２０９ｂ、２０９ｃを介して、ロードスイッチ
２１１ａ、２１１ｂ、２１１ｃに接続した。
【００９６】
　実施例１では、スパイラル配線の終端点２０３から分岐点２０５ａまでの部分は、並列
本数が２５０本の配線部分から構成され、この部分の配線抵抗が最も低い。スパイラル配
線の分岐点２０５ａから分岐点２０５ｂまでの部分は、並列本数が１５０本の配線部分か
ら構成されている。スパイラル配線の分岐点２０５ｂから終端点２０５ｃまでの部分は、
並列本数が６０本の配線部分から構成され、この部分の配線抵抗が最も高い。
【００９７】
　一方、比較例１ａでは、スパイラル配線の一方の終端点２０３から他方の終端点２０５
ａまでの全体が、一様に、並列本数が６０本の配線から構成されている。比較例１ｂでは
、スパイラル配線の一方の終端点２０３から他方の終端点２０５ａまでの全体が、一様に
、並列本数が２５０本の配線から構成されている。
【００９８】
　ロードスイッチ２１１ａ、２１１ｂ、２１１ｃは、いずれも、３０ｍΩのＯＮ抵抗を有
するＭＯＳＦＥＴである。ロードスイッチ２１１ａ、２１１ｂ、２１１ｃは、外部回路の
入出力端子のＧＮＤへと接続した。ロードスイッチ２１１ａ、２１１ｂ、２１１ｃの１つ
を導通させることにより、スパイラル配線２０１の点２０３から点２１５ａ、２１５ｂ、
２１５ｃのいずれかまでの経路が選択され、インダクタンスを可変にすることができる。
【００９９】
　ロードスイッチ２１１ａ、２１１ｂ、２１１ｃの任意の１つが選択的に導通する場合、
いずれのロードスイッチが選択されても、直列共振回路の共振周波数が１．８ＭＨｚとな
るように容量２０９ａ、２０９ｂ、２０９ｃのキャパシタンスを設定した。具体的には、
容量２０９ａ、２０９ｂ、２０９ｃのキャパシタンスを、それぞれ、３６４０ｐＦ（ピコ
ファラッド）、１０７０ｐＦ、５００ｐＦに設定した。
【０１００】
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　低インピーダンス伝送を行うときは、スイッチ２１１ａが選択され、使用巻数が２のイ
ンダクタが共振に寄与することになる。また、高インピーダンス伝送を行うときは、スイ
ッチ２１１ｃが選択され、使用巻数が６のインダクタが共振に寄与することになる。中イ
ンピーダンス伝送を行うときは、スイッチ２１１ｂが選択され、使用巻数が４のインダク
タが共振に寄与することになる。
【０１０１】
　実施例１、比較例１ａ、比較例１ｂのそれぞれについて、リッツ線の並列配線本数が表
１に示すように異なる共振器を２つずつ作製し、共振器の低損失性の指標としてＱ値を測
定した。
【０１０２】
　また、同一条件の共振器を送電及び受電共振器の対として、インダクタの形成面を平行
に２０ｃｍ離して配置した。両アンテナの入出力端子をネットワークアナライザに接続し
、小信号入力条件で通過／反射特性を測定した。こうして、アンテナ間伝送効率を最大化
する最適インピーダンス値および、最大伝送効率を測定した。続いて、５０Ｗのエネルギ
ーを送電側のアンテナに給電し、受電アンテナで受電した場合に、送受電アンテナにおい
て発生した熱量を測定した。
【０１０３】
　表１には、実施例１および比較例１ａ、１ｂの構成、伝送特性、５０Ｗ伝送時に発生し
た熱量が示されている。また、比較例１ａに用いた配線量を１００とする場合における実
施例と比較例の総配線量も表１に示されている。
【０１０４】

【表１】

【０１０５】
　表１に示すように、比較例１ａの低インピーダンス伝送時（スイッチ２１１ａが選択さ
れ使用巻数は２）の発生損失は、高インピーダンス伝送時（スイッチ２１１ｃが選択され
使用巻数は６）と比較して６３倍にも達し、実用上改善が必要であった。
【０１０６】
　一方、実施例１では、特に低インピーダンス伝送時において、比較例１ａに対して伝送
効率の大幅な改善が得られた。低インピーダンス伝送時の発生損失は比較例１ａに対して
８７％低下し、実用上非常に有用な効果が得られた（高インピーダンス伝送時は５９％低
下）。
【０１０７】
　比較例１ｂでは、３例のうち最高の伝送効率を達成した。しかし、比較例１ａと比べ３
．３倍もの配線を使用しなければならなかった。しかも、比較例１ｂは、実施例１と比較
して配線量を６４％も増量したにも関わらず、低インピーダンス伝送時の発生損失は、２
５％しか削減できなかった。また、高インピーダンス伝送時の発生損失は４０％削減した
が、比較例１ｂの効率と実施例１または比較例１ａの効率との差が極めて少ないことも分
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【０１０８】
　以上のように、大電力伝送時の効率を、少ない配線使用量で効率的に改善する本発明特
有の効果が実証された。
【０１０９】
　なお、実施例１では、固定引き出し線をスパイラルの内側終端点に設定したが、固定引
き出し線をスパイラルの外側終端点側に設定した実施例２を作製した。実施例２では、実
施例１とは逆に、スパイラル配線外側から２巻ごとにリッツ線の並列本数を１００、６０
、３０とした。実施例２では、使用巻数２において８６１、使用巻数６において１８１１
のＱ値を得た。実施例２は、比較例１ａに対して２．１９倍の配線使用量であった。実施
例２は配線使用効率およびＱ値の特性のいずれも実施例１と比較して若干劣るものの、や
はり本発明の有用な効果が実証された。
【０１１０】
　なお、本発明の無線電力伝送システムの利用範囲は、必ずしも定電圧駆動システムのみ
に限定されない。
【産業上の利用可能性】
【０１１１】
　本発明にかかる無線電力伝送システムは、パソコン、ノートパソコンなどのオフィス機
器や、壁掛けテレビ、モバイルＡＶ機器などのＡＶ機器に適用できる。この無線電力伝送
システムは、補聴器、ヘルスケア機器への充給電にも適用できるだけでなく、電気自動車
、電動バイク、移動ロボットへの走行中充電システム、駐車中充電システム等へも適用で
きる。更に、太陽電池や燃料電池からの集電システム、直流給電システムにおける機器と
の接続箇所、交流コンセント代替など幅広い分野に応用できる。
【符号の説明】
【０１１２】
　　２０　スパイラル配線を構成する線材
　１０１　電源
　１０３　送電器
　１０５　送電共振器
　１０５ａ　インダクタ
　１０５ｂ　容量素子
　１０７　受電共振器
　１０７ａ　インダクタ
　１０７ｂ　容量素子
　１０９　受電器
　１１１　負荷
　２０１　スパイラル配線
　２０１ａ、２０１ｂ、２０１ｃ　配線部分
　２０３　スパイラル配線の終端点
　２０５ａ、２０５ｂ、２０５ｃ、２０３ａ、２０３ｂ　スパイラル配線上の任意の点
　２０７ａ、２０７ｂ、２０７ｃ　接地側の引き出し線群
　２０９ａ、２０９ｂ、２０９ｃ　容量
　２１１ａ、２１１ｂ、２１１ｃ　導通経路選択スイッチ
　２１２ａ、２１２ｂ　導通経路選択スイッチ
　２１３、２１３ａ、２１３ｂ　信号入力側の引き出し線
　２１５ａ、２１５ｂ、２１５ｃ　端子
　２１６、２１６ａ、２１６ｂ　端子
　２２０　引き出し線選択部
　２０１０　スパイラル配線の低抵抗部分
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