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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力送電装置と非接触で電力の授受を行う電力受電装置であって、
　受電部と、
　前記受電部と電気的負荷とに電気的に接続され、前記電気的負荷に供給する直流電圧を
変更可能な直流電圧変更手段と、
　前記電力送電装置の送電部と前記受電部との間において電力の授受が行われる際に、前
記送電部の電流と前記受電部の電流との電流位相差が１８０度に近づくように、前記直流
電圧変更手段から前記電気的負荷に供給される前記直流電圧を制御する制御手段と、
　を備えることを特徴とする電力受電装置。
【請求項２】
　当該電力受電装置は、更に前記受電部に電気的に直列に接続されたコンデンサを備え、
　前記直流電圧変更手段は、前記直流電圧を変更することにより、前記電気的負荷に係る
インピーダンスと前記直流電圧変更手段に係るインピーダンスとの合成インピーダンスを
変更可能であり、
　前記制御手段は、前記合成インピーダンスが前記送電部及び前記受電部間に係る励磁リ
アクタンスよりも小さくなる方向に、前記直流電圧変更手段を制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の電力受電装置。
【請求項３】
　当該電力受電装置は、更に前記受電部に電気的に並列に接続されたコンデンサを備え、
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　前記直流電圧変更手段は、前記直流電圧を変更することにより、前記電気的負荷に係る
インピーダンスと前記直流電圧変更手段に係るインピーダンスとの合成インピーダンスを
変更可能であり、
　前記制御手段は、前記合成インピーダンスが前記送電部及び前記受電部間に係る励磁リ
アクタンスよりも大きくなる方向に、前記直流電圧変更手段を制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の電力受電装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記電力送電装置における交流電力の共振周波数である送電側共振周
波数を取得する取得手段を含み、
　前記制御手段は、前記取得手段により取得された前記送電側共振周波数に基づいて前記
励磁リアクタンスを求める
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の電力受電装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記電気的負荷に係るインピーダンスを検出するインピーダンス検出
手段を含み、
　前記制御手段は、前記検出された前記電気的負荷に係るインピーダンスに基づいて、前
記合成インピーダンスが予め定められた所定範囲内に収まるように前記直流電圧変更手段
を制御する
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の電力受電装置。
【請求項６】
　電力送電装置の送電部と非接触で電力の授受を行う受電部と、前記受電部と電気的負荷
とに電気的に接続され、前記電気的負荷に供給する直流電圧を変更可能な直流電圧変更手
段と、を備える電力受電装置における電力受電方法であって、
　前記送電部と前記受電部との間において電力の授受が行われる際に、前記送電部の電流
と前記受電部の電流との電流位相差が１８０度に近づくように、前記直流電圧変更手段か
ら前記電気的負荷に供給される前記直流電圧を制御する制御工程を備える
　ことを特徴とする電力受電方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送電部と受電部との間で非接触で電力授受を行うシステムにおける電力受電
装置及び電力受電方法の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の装置では、例えば磁界共鳴、電磁誘導等により送電部及び受電部が磁界結合さ
れることにより、送電部と受電部との間で非接触で電力授受が行われる。この種の装置で
は、送電部及び受電部との間における漏洩電磁界の低減が図られる。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、１次（送電側）コイル及び２次（受電側）コイル各々に流れ
る電流を監視し、１次コイルに流れる電流と２次コイルに流れる電流が逆向きになる状態
で、１次コイル及び２次コイルが共鳴するように、周波数や共振コンデンサを調整する装
置が記載されている。
【０００４】
　或いは、特許文献２には、送電コイルと受電コイルとの距離がある程度近くなると、送
電コイルと受電コイルとの磁界共鳴において、伝送されるエネルギーがピークとなる駆動
周波数が２つ出現するので、高周波側の駆動周波数で駆動することにより、送受電間の電
流位相差を逆位相として、発生する磁界を比較的弱くする技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２０１１－１４７２１３号公報
【特許文献２】特開２０１０－２３９８４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述の背景技術によれば、例えば、伝送されるエネルギーがピークとな
る駆動周波数が２つ出現する条件や、バッテリ等の負荷に係るインピーダンスと、送電コ
イルと受電コイルとの間の電流位相と、の相関については考察されていない。すると、送
電部及び受電部との間における漏洩電磁界を適切に低減することが困難になる可能性があ
るという技術的問題点がある。
【０００７】
　本発明は、例えば上記問題点に鑑みてなされたものであり、例えば負荷が変動したり、
送電コイル及び受電コイル間の距離が変動しても、漏洩電磁界を適切に低減することがで
きる電力受電装置及び電力受電方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の電力受電装置は、上記課題を解決するために、電力送電装置と非接触で電力の
授受を行う電力受電装置であって、受電部と、前記受電部と電気的負荷とに電気的に接続
され、前記電気的負荷に供給する直流電圧を変更可能な直流電圧変更手段と、前記電力送
電装置の送電部と前記受電部との間において電力の授受が行われる際に、前記送電部の電
流と前記受電部の電流との電流位相差が１８０度に近づくように、前記直流電圧変更手段
から前記電気的負荷に供給される前記直流電圧を制御する制御手段と、を備える。
【０００９】
　本発明の電力受電装置によれば、当該電力受電装置は、電力送電装置と、例えば磁界共
鳴方式、電磁誘導方式等により、非接触で電力の授受を行う電力受電装置である。電力受
電装置は、受電部、直流電圧変更手段及び制御手段を備えて構成されている。
【００１０】
　受電部は、電力送電装置の送電部と空間を隔てて対向して配置される。ここで、受電部
及び送電部各々は、所定のインダクタンスとなるように構成されている。また、受電部及
び送電部間の距離（即ち、ギャップ）や、受電部及び送電部間の水平方向の相対位置に応
じて、受電部及び送電部間の結合係数が変化する。
【００１１】
　直流電圧変更手段は、受電部と、例えばバッテリ等の電気的負荷とに電気的に接続され
ている。該直流電圧変更手段は、電気的負荷に供給される直流電圧を変更可能に構成され
ている。「直流電圧」とは、受電部を介して受電された交流電力から、整流器等により変
換された直流電力に係る直流電圧を意味する。「電気的負荷に供給される直流電圧」とは
、電力受電装置における直流電力のうち、電気的負荷に供給される直流電力に係る直流電
圧を意味する。直流電圧変更手段は、整流器等により変換された直流電力に係る直流電圧
を、例えば昇圧又は降圧等することにより、電気的負荷に供給される直流電圧を変更する
。
【００１２】
　例えばメモリ、プロセッサ等を備えてなる制御手段は、送電部及び受電部間において電
力の授受が行われる際に、電力受電装置と電力送電装置とで構成する系全体に係る共振周
波数である総合共振周波数に対応する、送電部の電流と受電部の電流との電流位相差が、
１８０度に近づくように、直流電圧変更手段から電気的負荷に供給される直流電圧を制御
する。「総合共振周波数」とは、無効電力が比較的少なくなる共振周波数であり、送電部
から受電部に伝送される電力がピークとなる共振周波数である。
【００１３】
　ここで、本願発明者の研究によれば、以下の事項が判明している。即ち、非接触で電力
伝送が行われる場合、送電部と受電部との間には所定のギャップが存在する。このため、
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送電部と受電部との間の結合係数が比較的低く、比較的大きな漏洩電磁界が生じる。この
漏洩電磁界を低減するために、送電部における電流と受電部における電流との電流位相差
を逆相（即ち、１８０度）に近づける方法が提案されている。
【００１４】
　しかしながら、電流位相差が逆相に近くなるように、最適な駆動周波数（本発明に係る
“総合共振周波数”に相当）を予め設定したとしても、例えばバッテリ等の充電状態に応
じて負荷が変動する電気的負荷が存在する場合、最適な駆動周波数と電流位相差との関係
は、充電状態に応じて変化してしまう。すると、漏洩電磁界が低減されない可能性がある
。
【００１５】
　そこで本発明では、制御手段により、送電部及び受電部間において電力の授受が行われ
る際に、総合共振周波数に対応する電流位相差が、１８０度に近づくように、直流電圧変
更手段から電気的負荷に供給される直流電圧が制御される。このように構成すれば、電気
的負荷が、例えばバッテリ等の充電状態に応じて負荷が変化するものであっても、漏洩電
磁界を適切に低減することができる。
【００１６】
　本発明の電力受電装置の一態様では、当該電力受電装置は、更に前記受電部に電気的に
直列に接続されたコンデンサを備え、前記直流電圧変更手段は、前記直流電圧を変更する
ことにより、前記電気的負荷に係るインピーダンスと前記直流電圧変更手段に係るインピ
ーダンスとの合成インピーダンスを変更可能であり、前記制御手段は、前記合成インピー
ダンスが前記送電部及び前記受電部間に係る励磁リアクタンスよりも小さくなる方向に、
前記直流電圧変更手段を制御する。
【００１７】
　この態様によれば、受電部と共振する共振コンデンサとしてのコンデンサは、受電部に
電気的に直列に接続されている。この場合、電気的負荷に係るインピーダンスと直流電圧
変更手段に係るインピーダンスとの合成インピーダンスを、送電部及び受電部間に係る励
磁リアクタンスよりも小さくなる方向に、合成インピーダンスを変化させると、総合共振
周波数に対応する電流位相差が、１８０度に近づくことが、本願発明者の研究により判明
している。
【００１８】
　そこで、制御手段は、合成インピーダンスが、励磁リアクタンスよりも小さくなる方向
に、該合成インピーダンスを変更するように直流電圧変更手段を制御することにより、電
流位相差を１８０度に近づける。この結果、比較的容易にして、漏洩電磁界を適切に低減
することができる。
【００１９】
　或いは、本発明の電力受電装置の他の態様では、当該電力受電装置は、更に前記受電部
に電気的に並列に接続されたコンデンサを備え、前記直流電圧変更手段は、前記直流電圧
を変更することにより、前記電気的負荷に係るインピーダンスと前記直流電圧変更手段に
係るインピーダンスとの合成インピーダンスを変更可能であり、前記制御手段は、前記合
成インピーダンスが前記送電部及び前記受電部間に係る励磁リアクタンスよりも大きくな
る方向に、前記直流電圧変更手段を制御する。
【００２０】
　この態様によれば、受電部と共振する共振コンデンサとしてのコンデンサは、受電部に
電気的に並列に接続されている。この場合、電気的負荷に係るインピーダンスと直流電圧
変更手段に係るインピーダンスとの合成インピーダンスが、送電部及び受電部間に係る励
磁リアクタンスよりも大きくなる方向に、合成インピーダンスを変化させると、総合共振
周波数に対応する電流位相差が、１８０度に近づくことが、本願発明者の研究により判明
している。
【００２１】
　そこで、制御手段は、合成インピーダンスが、励磁リアクタンスよりも大きくなる方向
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に、該合成インピーダンスを変更するように直流電圧変更手段を制御することにより、電
流位相差を１８０度に近づける。この結果、比較的容易にして、漏洩電磁界を適切に低減
することができる。
【００２２】
　本発明の電力受電装置の他の態様では、前記制御手段は、前記電力送電装置における交
流電力の共振周波数である送電側共振周波数を取得する取得手段を含み、前記制御手段は
、前記取得手段により取得された前記送電側共振周波数に基づいて前記励磁リアクタンス
を求める。
【００２３】
　この態様によれば、比較的容易にして励磁リアクタンスを求めることができ、実用上非
常に有利である。尚、ここでいう交流電力の共振周波数とは、交流電力の電圧の位相と電
流の位相とが一致し、力率が最大となる周波数のことである。
【００２４】
　本発明の電力受電装置の他の態様では、前記制御手段は、前記電気的負荷に係るインピ
ーダンスを検出するインピーダンス検出手段を含み、前記制御手段は、前記検出された前
記電気的負荷に係るインピーダンスに基づいて、前記合成インピーダンスが予め定められ
た所定範囲内に収まるように前記直流電圧変更手段を制御する。
【００２５】
　この態様によれば、比較的容易にして、電流位相差を１８０度に近づけることができ、
実用上非常に有利である。
【００２６】
　本発明の電力受電方法は、上記課題を解決するために、電力送電装置の送電部と非接触
で電力の授受を行う受電部と、前記受電部と電気的負荷とに電気的に接続され、前記電気
的負荷に供給する直流電圧を変更可能な直流電圧変更手段と、を備える電力受電装置にお
ける電力受電方法であって、前記送電部と前記受電部との間において電力の授受が行われ
る際に、前記送電部の電流と前記受電部の電流との電流位相差が１８０度に近づくように
、前記直流電圧変更手段から前記電気的負荷に供給される前記直流電圧を制御する制御工
程を備える。
【００２７】
　本発明の電力受電方法は、上述した本発明の電力受電装置と同様に、電気的負荷が、例
えばバッテリ等の充電状態に応じて負荷が変化するものであっても、漏洩電磁界を適切に
低減することができる。
【００２８】
　尚、本発明の電力受電方法においても、上述した、本発明の電力受電装置に係る各種態
様と同様の各種態様を採ることができる。
【００２９】
　本発明の作用及び他の利得は次に説明する実施するための形態から明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】第１実施形態に係る非接触給電装置の構成を示すブロック図である。
【図２】比較例に係る非接触給電装置の等価回路図である。
【図３】駆動周波数と１次コイル及び２次コイルの電流位相差との関係の一例、並びに、
各々の駆動周波数の電流位相の一例、である。
【図４】電流位相差と漏洩電磁界強度との関係の一例を示す特性図である。
【図５】ω０ｋＬ≦Ｚの場合の１次コイル及び２次コイル間の電流位相差、並びに入力電
流位相各々と、周波数との関係の一例である。
【図６】ω０ｋＬ＞Ｚの場合の１次コイル及び２次コイル間の電流位相差、並びに入力電
流位相各々と、周波数との関係の一例である。
【図７】ω０ｋＬ＞＞Ｚの場合の１次コイル及び２次コイル間の電流位相差、並びに入力
電流位相各々と、周波数との関係の一例である。
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【図８】第１実施形態に係る非接触給電装置の等価回路図である。
【図９】ω０ｋＬ＞＞Ｚ´の場合の１次コイル及び２次コイル間の電流位相差、並びに入
力電流位相各々と、周波数との関係の一例である。
【図１０】第２実施形態に係る非接触給電装置の構成を示すブロック図である。
【図１１】第３実施形態に係る非接触給電装置の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の電力受電装置に係る実施形態について、図面に基づいて説明する。
【００３２】
　＜第１実施形態＞
　本発明の電力受電装置に係る第１実施形態について、図１乃至図９を参照して説明する
。
【００３３】
　（非接触給電装置の構成）
　先ず、本実施形態に係る非接触給電装置の構成について、図１を参照して説明する。図
１は、第１実施形態に係る非接触給電装置の構成を示すブロック図である。
【００３４】
　図１において、非接触給電装置は、電力送電装置１０１と、電力受電装置１０５と、を
備えて構成されている。非接触給電装置は、電力送電装置１０１と電力受電装置１０５と
の間における、例えば電磁誘導、磁界共鳴等によって非接触で電力を、電力送電装置１０
１から電力受電装置１０５へ供給して、例えばバッテリ等の電気的負荷に電力を供給する
装置である。
【００３５】
　電力送電装置１０１は、直流電源１０２、１次共振コンデンサ１０３、１次コイル（ア
ンテナ）１０４、インバータ１１０及び共振周波数検出装置１１１を備えて構成されてい
る。直流電源１０２とインバータ１１０とにより、１次コイル１０４に高周波交流電力が
供給される。尚、電力送電装置１０１は、直流電源１０２及びインバータ１１０に代えて
、高周波交流電源を備えていてもよい。
【００３６】
　電力受電装置１０５は、２次コイル（アンテナ）１０６、２次共振コンデンサ１０７、
ＤＣ／ＤＣコンバータ１０８、電気的負荷１０９及び制御装置１１２を備えて構成されて
いる。ＤＣ／ＤＣコンバータ１０８は、例えば整流器（図示せず）により変換された直流
電力に係る直流電圧を、例えば昇圧又は降圧等することにより、電気的負荷１０９に供給
される直流電圧を変更（制御）する。
【００３７】
　本実施形態に係る「１次コイル１０４」、「２次コイル１０６」及び「ＤＣ／ＤＣコン
バータ１０８」は、夫々、本発明に係る「送電部」、「受電部」及び「直流電圧変更手段
」の一例である。
【００３８】
　（比較例）
　ここで、比較例に係る非接触給電装置を参照して、共振周波数の特性について説明する
。
【００３９】
　先ず、比較例に係る非接触給電装置について、図２を参照して説明する。図２は、比較
例に係る非接触給電装置の等価回路図である。
【００４０】
　図２において、１次コイル及び２次コイル各々のインダクタンスを“Ｌ”とする。１次
コイル及び２次コイル間の結合係数を“ｋ”とする。１次コイル及び２次コイル間の相互
インダクタンスは、“ｋＬ”と表わされる。リーケージインダクタンス（漏洩インダクタ
ンス）は、“（１－ｋ）Ｌ”と表わされる。１次側共振コンデンサのキャパシタンス及び
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２次側共振コンデンサのキャパシタンス各々を“Ｃ”とする。電気的負荷に係る負荷イン
ピーダンスを“Ｚ”とする。
【００４１】
　このような非接触給電装置において、駆動周波数を変化させた際の、１次コイル及び２
次コイル間の電流位相差と、１次コイル及び２次コイル各々における電流位相と、を図３
を参照して説明する。図３は、駆動周波数と電流位相差との関係の一例、並びに、１次コ
イル及び２次コイル各々の電流位相の一例、である。尚、図３において“ｆ０”は、２次
コイルと２次側共振コンデンサの共振周波数（以下、２次側自己共振周波数と呼ぶ）であ
る。
【００４２】
　駆動周波数が、２次側自己共振周波数ｆ０と等しい場合には、１次コイル及び２次コイ
ル各々の電流位相は、図３（ｃ）のようになり、その電流位相差は９０度となる（図３（
ａ）参照）。駆動周波数が、２次側自己共振周波数ｆ０よりも小さい場合には、１次コイ
ル及び２次コイル各々の電流位相は、図３（ｂ）のようになり、その電流位相差は９０度
未満となる（つまり、９０度よりも同相側になる）（図３（ａ）参照）。他方、駆動周波
数が、２次側自己共振周波数ｆ０よりも大きい場合には、１次コイル及び２次コイル各々
の電流位相は、図３（ｄ）のようになり、その電流位相差は９０度より大きくなる（つま
り、９０度よりも逆位相側になる）（図３（ａ）参照）。
【００４３】
　次に、１次コイル及び２次コイル間の電流位相差と、漏洩電磁界強度との関係について
、図４を参照して説明する。図４は、電流位相差と漏洩電磁界強度との関係の一例を示す
特性図である。
【００４４】
　図４に示すように、電流位相差が１８０度（つまり、逆位相）に近づくほど、漏洩電磁
界の強度が減少することがわかる。このことから、電流位相差が１８０度付近となるよう
な駆動周波数で、非接触給電装置を駆動することにより、漏洩電磁界の効果的な低減を図
ることができる。
【００４５】
　ところで、電力送電装置から電力受電装置への効率的な電力伝送を図る場合、駆動周波
数を、非接触給電装置に係る共振周波数（本発明に係る“総合共振周波数”に対応）に設
定する必要がある。非接触給電装置に係る共振周波数について、図５乃至図７を参照して
説明を加える。図５乃至図７は、１次コイル及び２次コイル間の電流位相差、並びに入力
電流位相各々と、周波数との関係の一例を、励磁リアクタンスと負荷インピーダンスとの
関係毎に示す図である。
【００４６】
　図５に示すように、負荷インピーダンスＺが、励磁リアクタンスω０ｋＬ以上である場
合、共振点（即ち、入力電流位相が“０ｄｅｇ”となる周波数）は、２次側自己共振周波
数ｆ０のみである。
【００４７】
　他方、図６に示すように、負荷インピーダンスＺが、励磁リアクタンスω０ｋＬより小
さい場合、共振点は、２次側自己共振周波数ｆ０に加え、周波数ｆ（０＋θ）及び周波数
ｆ（０－θ）の３点となる。この場合、駆動周波数を周波数ｆ（０＋θ）とすれば、１次
コイル及び２次コイル間の電流位相差が１８０度に近づくので、漏洩電磁界を低減するこ
とができる。
【００４８】
　更に、図７に示すように、負荷インピーダンスＺが、励磁リアクタンスω０ｋＬより非
常に小さい場合、周波数ｆ（０＋θ）に対応する１次コイル及び２次コイル間の電流位相
差は、図６に示した場合によりも１８０度に近づき、漏洩電磁界をより低減することがで
きる。
【００４９】
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　ところで、１次コイル及び２次コイル間の結合係数ｋは、例えば１次コイル及び２次コ
イル間のギャップ等の影響を受け変化する。また、例えばバッテリのように、その充電状
態に応じて電流・電圧が変動する電気的負荷は、給電時に負荷インピーダンスＺが変動す
る。このため、例えばバッテリに電力を供給する際に、駆動周波数を固定すると、漏洩電
磁界を低減することはできるが、バッテリの充電状態に応じて無効電力が増加する可能性
がある。他方、例えばバッテリに電力を供給する際に、該バッテリの充電状態に応じて駆
動周波数を変化させると、無効電力の増加を抑制することはできるが、漏洩電磁界の低減
が困難になる可能性がある。
【００５０】
　（第１実施形態に係る非接触給電装置の動作）
　そこで、本願発明者は、励磁リアクタンスω０ｋＬと負荷インピーダンスＺとの関係に
着目した。本実施形態では、負荷インピーダンスＺに代えて、図８に示すように、ＤＣ／
ＤＣコンバータ１０８（図１参照）に係るインピーダンスと、電気的負荷１０９（図１参
照）に係る負荷インピーダンスＺとの合成インピーダンスＺ´を用いる。尚、図８は、第
１実施形態に係る非接触給電装置の等価回路図である。
【００５１】
　合成インピーダンスＺ´が、励磁リアクタンスω０ｋＬよりも非常に小さい場合、図９
に示すように、共振点は、２次側自己共振周波数ｆ０、周波数ｆ（０＋θ）及び周波数ｆ
（０－θ）の３点となる。そして、周波数ｆ（０＋θ）に対応する１次コイル及び２次コ
イル間の電流位相差は、１８０度に近い値となる。つまり、負荷インピーダンスＺに代え
て、合成インピーダンスＺ´を用いた場合も、負荷インピーダンスＺと同様の傾向を示す
ことがわかる。
【００５２】
　従って、負荷インピーダンスＺや結合係数ｋに変化が生じた場合であっても、励磁リア
クタンスω０ｋＬと合成インピーダンスＺ´との関係が所定の状態を維持するように、Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータ１０８を制御すれば、漏洩電磁界を低減しつつ、無効電力の増加を抑
制して効率的な電力伝送を実施することができる。
【００５３】
　具体的には、電力受電装置１０５の制御装置１１２は、例えば無線通信により、電力送
電装置１０１の共振周波数検出装置１１１により検出された、インバータ１１０の共振周
波数を取得する。
【００５４】
　尚、共振周波数検出装置１１１は、例えば、インバータ１１０の電流位相及び電圧位相
各々を検出し、該検出された電流位相及び電圧位相の位相差から、インバータ１１０の共
振周波数を推定すればよい。
【００５５】
　制御装置１１２は、取得されたインバータ１１０の共振周波数に基づいて、共振点（本
発明に係る“総合共振周波数”に対応）を推定する。尚、共振点の推定方法には、公知の
各種態様を適用可能であるので、説明の煩雑化を避けるため、ここでは説明を割愛する。
【００５６】
　次に、制御装置１１２は、推定された共振点に対応する、１次コイル１０４及び２次コ
イル１０６間の電流位相差が１８０度に近づくような合成インピーダンスＺ´となるよう
に、ＤＣ／ＤＣコンバータ１０８を制御する。具体的には、制御装置１１２は、所望の合
成インピーダンスＺ´となるように、電気的負荷１０９に供給される直流電圧を変更する
ようにＤＣ／ＤＣコンバータ１０８を制御する。この結果、共振点が変化することに伴い
、１次コイル１０４及び２次コイル１０６間の電流位相差を１８０度に近づけることがで
きる。
【００５７】
　尚、１次コイル１０４及び２次コイル１０６間の電流位相差を１８０度に近づけるため
に、合成インピーダンスＺ´を小さくし過ぎると、電流が増加することに起因して、２次
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コイル１０６における損失が増加し、電力伝送効率が低下する。また、コイルから発生す
る磁界が増加するため、漏洩電磁界が増加する（漏洩電磁界の低減効果が減少する）、こ
とが本願発明者の研究により判明している。このため、合成インピーダンスＺ´に下限値
を設ける、或いは、駆動周波数に上限値（図９における“ｆｍａｘ”参照）を設けること
が望ましい。
【００５８】
　実践的には、電力受電装置１０５を、次のように構成すればよい。即ち、漏洩電磁界が
許容範囲に収まるように、駆動周波数の範囲を設定する（例えば、図９における“ｆｍｉ
ｎ～ｆｍａｘ”）。そして、推定された共振点が、該設定された駆動周波数の範囲の下限
値よりも小さい場合は、制御装置１１２が、合成インピーダンスＺ´を低くするようにＤ
Ｃ／ＤＣコンバータ１０８を制御する。他方、推定された共振点が、該設定された駆動周
波数の範囲の上限値よりも大きい場合は、制御装置１１２が、合成インピーダンスＺ´を
高くするようにＤＣ／ＤＣコンバータ１０８を制御する。尚、駆動周波数の範囲は、非接
触給電装置の仕様等に鑑みて、適宜設定すればよい。
【００５９】
　＜第２実施形態＞
　本発明の電力受電装置に係る第２実施形態を、図１０を参照して説明する。第２実施形
態では、２次共振コンデンサが、２次コイルに電気的に並列に接続されている以外は、第
１実施形態の構成と同様である。よって、第２実施形態について、第１実施形態と重複す
る説明を省略すると共に、図面上における共通箇所には同一符号を付して示し、基本的に
異なる点についてのみ、図１０を参照して説明する。図１０は、図１と同趣旨の、第２実
施形態に係る非接触給電装置の構成を示すブロック図である。
【００６０】
　図１０に示すように、電力受電装置１０５において、２次共振コンデンサ１１３は、２
次コイル１０６に、電気的に並列に接続されている。
【００６１】
　本実施形態では、上述した第１実施形態とは異なり、合成インピーダンスＺ´が励磁リ
アクタンスω０ｋＬよりも大きくなるほど、共振点に対応する１次コイル１０４及び２次
コイル１０６間の電流位相差が１８０度に近くなる。
【００６２】
　このため、制御装置１１２は、例えば、推定された共振点が、該設定された駆動周波数
の範囲の下限値（図９における“ｆｍｉｎ”参照）よりも小さい場合、合成インピーダン
スＺ´を高くするようにＤＣ／ＤＣコンバータ１０８を制御する。他方、推定された共振
点が、該設定された駆動周波数の範囲の上限値（図９における“ｆｍａｘ”参照）よりも
大きい場合、制御装置１１２は、合成インピーダンスＺ´を低くするようにＤＣ／ＤＣコ
ンバータ１０８を制御する。
【００６３】
　＜第３実施形態＞
　本発明の電力受電装置に係る第３実施形態を、図１１を参照して説明する。第３実施形
態では、電力受電装置がインピーダンス検出装置を備えている以外は、第２実施形態の構
成と同様である。よって、第３実施形態について、第２実施形態と重複する説明を省略す
ると共に、図面上における共通箇所には同一符号を付して示し、基本的に異なる点につい
てのみ、図１１を参照して説明する。図１１は、図１と同趣旨の、第３実施形態に係る非
接触給電装置の構成を示すブロック図である。
【００６４】
　図１１に示すように、電力受電装置１０５は、電気的負荷１０９に係る負荷インピーダ
ンスＺを検出するインピーダンス検出装置１１４を備えて構成されている。
【００６５】
　ここで、本願発明者の研究によれば、以下の事項が判明している。即ち、例えばガイド
レール等により、１次コイル１０４及び２次コイル１０６間の相対位置を常に一定に保つ
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（或いは、実践上一定とみなすことができる）。このため、結合係数ｋの変動を考慮しな
くてよいので、負荷インピーダンスＺの変動に応じて、合成インピーダンスＺ´が、予め
定められた値となるように、或いは、予め定められた範囲内に収まるように、ＤＣ／ＤＣ
コンバータ１０８を制御すればよい。
【００６６】
　そこで、本実施形態では、制御装置１１２は、インピーダンス検出装置１１４により検
出された負荷インピーダンスＺに基づいて、合成インピーダンスＺ´が、予め定められた
値となるように、或いは、予め定められた範囲内に収まるように、ＤＣ／ＤＣコンバータ
１０８を制御する。
【００６７】
　尚、「予め定められた値」は、共振点に対応する１次コイル１０４及び２次コイル１０
６間の電流位相差が１８０度近傍となり、且つ、漏洩電磁界が許容範囲となるような値で
ある。同様に、「予め定められた範囲」は、共振点に対応する１次コイル１０４及び２次
コイル１０６間の電流位相差が１８０度近傍となり、且つ、漏洩電磁界が許容範囲となる
ような範囲である。
【００６８】
　本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から
読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更
を伴う電力受電装置及び電力受電方法もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００６９】
　１０１…電力送電装置、１０２…直流電源、１０３…１次共振コンデンサ、１０４…１
次コイル、１０５…電力受電装置、１０６…２次コイル、１０７、１１３…２次共振コン
デンサ、１０８…ＤＣ／ＤＣコンバータ、１０９…電気的負荷、１１０…インバータ、１
１１…共振周波数検出装置、１１２…制御装置、１１４…インピーダンス検出装置
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