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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気エネルギーを供給する直流電源と、この直流電源に電気的に接続される送電コイル
とを備えた送電装置と、
　電気エネルギーを消費する負荷と、この負荷に電気的に接続された受電コイルとを備え
た受電装置と、
　前記送電コイルが有する誘導性インピーダンスと、前記送電コイルの寄生容量または外
部キャパシタによる共振キャパシタの容量性インピーダンスとで構成される送電共振回路
と、
　前記送電共振回路に電気的に接続され、オンオフするスイッチング動作により前記送電
共振回路に前記直流電源を断続的に与えるスイッチ素子と、このスイッチ素子を制御して
前記送電共振回路に共振電流を発生させるスイッチング制御回路と、を含む送電スイッチ
ング回路と、
　前記受電コイルが有する誘導性インピーダンスと、前記受電コイルの寄生容量または外
部キャパシタによる共振キャパシタの容量性インピーダンスとで構成される受電共振回路
と、
　前記受電共振回路に電気的に接続され、共振電流による電気エネルギーを前記負荷へ供
給する受電負荷回路と、を備え、
　前記送電装置および前記受電装置は空間を隔てて配置され、
　前記送電コイルは、前記送電共振回路の入力から負荷側全体をみた等価的な入力インピ
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ーダンスの虚部Xをスイッチング周波数においてほぼ0にして、前記送電スイッチング回路
の動作により前記直流電源から電気エネルギーを取り出して共振電流を発生させるように
構成され、この共振電流によりスイッチング周波数fsで周期的に変化する電磁界を空間に
直接つくり、空間そのものがエネルギーをもって振動する電磁界の共鳴フィールドを形成
し、
　前記受電コイルは、前記送電コイルが存在する近傍界の空間に配置され、前記共鳴フィ
ールドから電気エネルギーを得ることにより共振電流を発生させるように構成され、この
共振電流により新たな電磁界の共鳴フィールドを形成することを特徴とする、ワイヤレス
給電装置。
【請求項２】
　前記共鳴フィールドは、前記送電コイルまたは前記受電コイルから、前記スイッチング
周波数fsの逆数であるスイッチング周期Ts[秒]と光速（約30万[km/s]）の積に対して1/5
以下の範囲に形成される、請求項１に記載のワイヤレス給電装置。
【請求項３】
　前記送電コイルおよび前記受電コイルが存在する近傍界の空間に配置される少なくとも
１つの共鳴コイルを含む共鳴装置と、
　前記共鳴コイルが有する誘導性インピーダンスと、前記共鳴コイルの寄生容量または外
部キャパシタによる共振キャパシタの容量性インピーダンスとで構成される共鳴共振回路
と、を備え、
　前記共鳴コイルは、前記共鳴フィールドから電気エネルギーを得ることにより共振電流
を発生させるとともに、この共振電流により新たな電磁界の共鳴フィールドを形成する、
請求項１または２に記載のワイヤレス給電装置。
【請求項４】
　前記共鳴フィールドは、前記共鳴コイルから、前記スイッチング周波数fsの逆数である
スイッチング周期Ts[秒]と光速（約30万[km/s]）の積に対して1/5以下の範囲に形成され
る、請求項３に記載のワイヤレス給電装置。
【請求項５】
　前記受電負荷回路は、整流回路を有し、直流の電気エネルギーを前記負荷に供給する、
請求項１～４のいずれかに記載のワイヤレス給電装置。
【請求項６】
　前記スイッチング制御回路は、前記送電共振回路の、前記送電スイッチング回路が接続
される入力から負荷側全体をみた等価的な入力インピーダンスの虚部Xが0となる共振周波
数frに対して、スイッチング周波数fsが、fs=fr±30%の関係である、請求項１～５のいず
れかに記載のワイヤレス給電装置。
【請求項７】
　前記送電共振回路と前記共鳴共振回路のそれぞれが独立に有する共振周波数は、±30％
の範囲内で一致している、請求項３または４に記載のワイヤレス給電装置。
【請求項８】
　前記共鳴共振回路と前記受電共振回路のそれぞれが独立に有する共振周波数は、±30％
の範囲内で一致している、請求項３または４に記載のワイヤレス給電装置。
【請求項９】
　前記送電コイルの半径r1と前記共鳴コイルの半径r2と前記受電コイルの半径r3は、r1=r
2=r3の関係を有する、請求項３または４に記載のワイヤレス給電装置。
【請求項１０】
　前記送電コイルの半径r1と前記共鳴コイルの半径r2と前記受電コイルの半径r3は、r1>r
2>r3の関係を有する、請求項３または４に記載のワイヤレス給電装置。
【請求項１１】
　前記送電コイルの半径r1と前記共鳴コイルの半径r2と前記受電コイルの半径r3は、r1<r
2<r3の関係を有する、請求項３または４に記載のワイヤレス給電装置。
【請求項１２】
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　前記スイッチ素子はFETであり、前記送電スイッチング回路は前記FETの寄生容量、およ
び逆並列ダイオードを含む、請求項１～１１のいずれかに記載のワイヤレス給電装置。
【請求項１３】
　前記スイッチング制御回路は、前記送電共振回路の、前記送電スイッチング回路が接続
される入力から負荷側全体をみた等価的な入力インピーダンスの虚部Xが0となる共振周波
数frに対して、スイッチング周波数fsをfs≧frの関係にして、前記虚部XがX≧0の関係と
なるスイッチング周波数fsが設定された、請求項１～１２のいずれかに記載のワイヤレス
給電装置。
【請求項１４】
　前記スイッチング制御回路は、前記スイッチ素子の両端電圧がゼロ電圧付近に低下した
際に前記スイッチ素子をターンオンするように制御してゼロ電圧スイッチング動作をする
ように構成されている、請求項１～１３のいずれかに記載のワイヤレス給電装置。
【請求項１５】
　前記共鳴装置は、前記近傍界の空間に複数配置された、請求項３または４に記載のワイ
ヤレス給電装置。
【請求項１６】
　複数の前記共鳴共振回路がそれぞれ独立に有する共振周波数は、±30％の範囲内で一致
している、請求項１５に記載のワイヤレス給電装置。
【請求項１７】
　前記共鳴コイルは、前記送電コイルの中心と前記受電コイルの中心とを結ぶ線分上に当
該共鳴コイルの中心が重ならない位置に配置されている、請求項３または４に記載のワイ
ヤレス給電装置。
【請求項１８】
　前記送電装置は複数配置され、それぞれの送電装置が有するスイッチング周波数は、±
30%の範囲内で同一である、請求項１～１７のいずれかに記載のワイヤレス給電装置。
【請求項１９】
　前記受電装置は複数配置され、それぞれの受電装置が有する前記受電共振回路の共振周
波数は、±30%の範囲内で同一である、請求項１～１８のいずれかに記載のワイヤレス給
電装置。
【請求項２０】
　前記受電コイルは複数配置され、それぞれの受電コイルが受電する電気エネルギーを集
めて負荷に供給することを特徴とする請求項１～１９のいずれかに記載のワイヤレス給電
装置。
【請求項２１】
　前記送電装置は複数配置され、それぞれの送電装置が有するスイッチング周波数はISM 
(Industry-Science-Medical) バンドである、請求項１～２０のいずれかに記載のワイヤ
レス給電装置。
【請求項２２】
　前記送電装置は、前記スイッチング周波数以外の周波数成分を除去するフィルタを備え
た、請求項１～２１のいずれかに記載のワイヤレス給電装置。
【請求項２３】
　前記送電装置および前記受電装置は電波を介して通信する通信回路を備えた、請求項１
～２２のいずれかに記載のワイヤレス給電装置。
【請求項２４】
　前記通信回路は前記送電コイルに接続され、前記送電コイルを通信に兼用する、請求項
２３に記載のワイヤレス給電装置。
【請求項２５】
　前記通信回路は前記受電コイルに接続され、前記受電コイルを通信に兼用する、請求項
２３に記載のワイヤレス給電装置。
【請求項２６】
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　前記共鳴装置は前記共鳴コイルに接続された通信回路を備え、前記共鳴コイルを通信に
兼用する、請求項３または４に記載のワイヤレス給電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送電装置、受電装置および共鳴装置で構成されるワイヤレス給電装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器の小型軽量化および低消費電力化、さらには電池容量の増大化に伴い、
電池駆動の電子機器が増加している。また、近距離では機器間のデータ通信を無線で行う
利用形態も増えている。これらの事情に伴って電力についても近距離での給電技術が注目
されている。
【０００３】
　例えば、従来の非接触型の充電システムは、特許文献１に示されるように、充電台等に
一次側コイルを備える送電装置と、二次コイルおよび充電電池を備えた携帯電子機器とで
構成されていて、ユーザは携帯電子機器を送電装置に載置する。これにより、送電装置の
一次側コイルと携帯電子機器の二次側コイルとが電磁誘導結合（磁界結合）して充電装置
側へ電力が供給され、二次電池が充電される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２０６３２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の非接触型の充電システムにおいては、送電コイルと受電コイルとは電磁誘
導を利用した絶縁トランスとして作用し、磁気結合を利用した変圧器として利用している
に過ぎない。電磁誘導を利用したトランスでは、１次巻線に流れる電流により発生した磁
束を２次巻線に鎖交させて電流を流し、電気から磁気、そして電気へと効率よく変換する
ことが重要となっている。
【０００６】
　電磁誘導を利用したワイヤレス給電装置においては、電力変換効率を高めるために、１
次巻線と２次巻線との磁気結合度を如何に高めるかが重要となっている。しかしながら、
磁気飽和を防止するため、または物理的な制約により、トランスの磁気結合度を大きくす
ることが困難な場合も多く、結果的に高い電力変換効率が得られない。
【０００７】
　また、近年、共鳴方式を用いたワイヤレス給電技術の研究開発が活発化している。2007
年にMIT（マサチューセッツ工科大学）より報告され注目を集めた、周波数10MHz、伝送距
離2mでの電力伝送実験では、電力効率が約15％と非常に低い。その主な理由は、コルピッ
ツ発振回路を用いて高周波交流電流を発生させたためと推察される。コルピッツ発振回路
における電力増幅回路において、交流電流を発生させる段階で多くの電力を失っていると
考えられる。ワイヤレス給電における最重要課題は、高効率な高周波交流電流の発生であ
るといっても過言ではない。
【０００８】
　本発明は電磁界共鳴結合を形成してワイヤレス給電を行う装置に関する。電磁界共鳴結
合でワイヤレス給電を行う場合には次のような課題がある。
【０００９】
(1) 従来の磁界共鳴技術では、磁束を発生させるための電力源には高周波交流源を適用し
ており、A級増幅回路のリニアアンプなどが用いられてきた。しかしながら、電力増幅回
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路は電力損失が大きく、例えばA級増幅回路では、交流電力を発生させるための電力効率
は、理論上の最高でも50%である。すなわち、電力増幅回路を用いると電力効率の非常に
悪いワイヤレス給電システムが構成される。
【００１０】
(2) 従来の磁界共鳴技術では、送電コイルが発生した磁束のうち受電コイルに鎖交した磁
束は磁路として扱われ、磁路における磁束密度が大きい方が伝送効率を高めやすい、とい
う観点で送電コイルと受電コイルの位置関係は限定的に扱われてきた。このため、送電コ
イルと受電コイルは互いに対向配置させることが基本であり、配置位置の制約を受ける。
【００１１】
(3) 従来の磁界共鳴技術では、送電コイルが発生させた磁束のうち受電コイルに鎖交した
磁束が磁路として扱われ、磁路における磁束密度が大きい方が伝送効率を高めやすい、と
いう観点で送電コイルと受電コイルの形状は同一に形成されている。そのため、形状的制
約を受ける。
【００１２】
　本発明の目的は、電力伝送効率が高く、各装置の配置位置および形状の自由度が高い、
ワイヤレス給電装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明のワイヤレス給電装置は次のように構成される。
【００１４】
(1) 電気エネルギーを供給する直流電源と、この直流電源に電気的に接続される送電コイ
ルとを備えた送電装置と、
　電気エネルギーを消費する負荷と、この負荷に電気的に接続された受電コイルとを備え
た受電装置と、
　前記送電コイルが有する誘導性インピーダンスと、前記送電コイルの寄生容量または外
部キャパシタによる共振キャパシタの容量性インピーダンスとで構成される送電共振回路
と、
　前記送電共振回路に電気的に接続され、オンオフするスイッチング動作により前記送電
共振回路に前記直流電源を断続的に与えるスイッチ素子と、このスイッチ素子を制御して
前記送電共振回路に共振電流を発生させるスイッチング制御回路と、を含む送電スイッチ
ング回路と、
　前記受電コイルが有する誘導性インピーダンスと、前記受電コイルの寄生容量または外
部キャパシタによる共振キャパシタの容量性インピーダンスとで構成される受電共振回路
と、
　前記受電共振回路に電気的に接続され、共振電流による電気エネルギーを前記負荷へ供
給する受電負荷回路と、を備え、
　前記送電装置および前記受電装置は空間を隔てて配置され、
　前記送電コイルは、前記送電共振回路の入力から負荷側全体をみた等価的な入力インピ
ーダンスの虚部Xをスイッチング周波数においてほぼ0にして、前記送電スイッチング回路
の動作により前記直流電源から電気エネルギーを取り出して共振電流を発生させるように
構成され、この共振電流によりスイッチング周波数fsで周期的に変化する電磁界を空間に
直接つくり、空間そのものがエネルギーをもって振動する電磁界の共鳴フィールドを形成
し、
　前記受電コイルは、前記送電コイルが存在する近傍界の空間に配置され、前記共鳴フィ
ールドから電気エネルギーを得ることにより共振電流を発生させるように構成され、この
共振電流により新たな電磁界の共鳴フィールドを形成することを特徴とする。
【００１５】
　上記構成により、送電装置は、直流電源が有する電気エネルギーを直接的に電磁界エネ
ルギーに変換し、受電装置は、共鳴フィールドが有する電磁界エネルギーを直接的に電気
エネルギーに変換する。このような機構により送電装置から受電装置へ電力を伝送するこ
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とができる。このように、電気エネルギーと電磁界エネルギーを直接的に変換することに
より、エネルギー損失を低減することができる。また、シンプルなワイヤレス給電装置を
構成することができる。
【００１６】
(2) 前記共鳴フィールドは、前記送電コイルまたは前記受電コイルから、前記スイッチン
グ周波数fsの逆数であるスイッチング周期Ts[秒]と光速（約30万[km/s]）の積に対して1/
5以下の範囲に形成されることが好ましい。この構成により、各コイルから1/5波長の範囲
以内に共鳴フィールドが形成される。
【００１７】
(3) 前記送電コイルおよび前記受電コイルが存在する近傍界の空間に配置される少なくと
も１つの共鳴コイルを含む共鳴装置と、
　前記共鳴コイルが有する誘導性インピーダンスと、前記共鳴コイルの寄生容量または外
部キャパシタによる共振キャパシタの容量性インピーダンスとで構成される共鳴共振回路
と、を備え、
　前記共鳴コイルは、前記共鳴フィールドから電気エネルギーを得ることにより共振電流
を発生させるとともに、この共振電流により新たな電磁界の共鳴フィールドを形成するこ
とが好ましい。
【００１８】
　上記構成により、共鳴装置により共鳴フィールドが形成されて共鳴フィールドを拡大す
ることができ、広範囲で送電装置から受電装置へ効率良く電力を伝送できる。
【００１９】
(4) 前記共鳴フィールドは、前記共鳴コイルから、前記スイッチング周波数fsの逆数であ
るスイッチング周期Ts[秒]と光速（約30万[km/s]）の積に対して1/5以下の範囲に形成さ
れる。
【００２０】
(5) 前記受電負荷回路は、整流回路を有し、直流の電気エネルギーを前記負荷に供給する
構成であることが好ましい。これにより、負荷に直流の電気エネルギーを供給することが
でき、負荷を並列接続することで複数の負荷への電力供給も可能となる。
【００２１】
(6) 前記スイッチング制御回路は、前記送電共振回路の、前記送電スイッチング回路が接
続される入力から負荷側全体をみた等価的な入力インピーダンスの虚部Xが0となる共振周
波数frに対して、スイッチング周波数fsが、fs=fr±30%の関係であることが好ましい。こ
れにより、送電共振回路の入力から負荷側全体をみた等価的な入力インピーダンスの虚部
Xがほぼ0となる共振周波数でスイッチングされて、高エネルギーの共鳴フィールドを形成
することができる。
【００２２】
(7) 前記送電共振回路と前記共鳴共振回路のそれぞれが独立に有する共振周波数は、±30
％の範囲内で一致していることが好ましい。これにより、共鳴フィールドを形成するスイ
ッチング周波数の設定が容易となる。
【００２３】
(8) 前記共鳴共振回路と前記受電共振回路のそれぞれが独立に有する共振周波数は、±30
％の範囲内で一致していることが好ましい。このことにより、共鳴フィールドの拡大が容
易となる。
【００２４】
(9) 前記送電コイルの半径r1と前記共鳴コイルの半径r2と前記受電コイルの半径r3は、r1
=r2=r3の関係を有することが好ましい。これにより、送電コイルの径と共鳴コイルの径と
受電コイルの径をそれぞれほぼ同一の大きさとすることでコイル外形の小型化を達成しな
がら効率よく電力を伝送できる。径をほぼ同一の大きさとすることで、許容されるコイル
径の寸法に対して最大の伝送効率を得ることができる。
【００２５】
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(10) 前記送電コイルの半径r1と前記共鳴コイルの半径r2と前記受電コイルの半径r3は、r
1>r2>r3の関係を有することが好ましい。これにより、電力伝送効率を維持しつつ受電装
置の小型化が図れる。
【００２６】
(11) 前記送電コイルの半径r1と前記共鳴コイルの半径r2と前記受電コイルの半径r3は、r
1<r2<r3の関係を有することが好ましい。これにより、電力伝送効率を維持しつつ送電装
置の小型化が図れる。
【００２７】
(12) 前記スイッチ素子はFETであり、前記送電スイッチング回路は前記FETの寄生容量、
および逆並列ダイオードを含むことが好ましい。これにより、FETの寄生容量、逆並列ダ
イオードを利用してスイッチング回路を構成でき、部品数を削減して、ワイヤレス給電装
置の高効率化、小型軽量化を図ることができる。
【００２８】
(13) 前記スイッチング制御回路は、前記送電共振回路の、前記送電スイッチング回路が
接続される入力から負荷側全体をみた等価的な入力インピーダンスの虚部Xが0となる共振
周波数frに対して、スイッチング周波数fsをfs≧frの関係にして、前記虚部XがX≧0の関
係となるスイッチング周波数fsが設定されていることが好ましい。これにより、負荷の変
化に対してスイッチング素子のZVS（ゼロ電圧スイッチング）動作を行うことが可能とな
る。そのため、スイッチング損失が低減され高効率化を図ることができ、ワイヤレス給電
装置の小型軽量化を図ることができる。
【００２９】
(14) 前記スイッチング制御回路は、前記スイッチ素子の両端電圧がゼロ電圧付近に低下
した際に前記スイッチ素子をターンオンするように制御してゼロ電圧スイッチング動作を
するように構成されていることが好ましい。これにより、スイッチ素子の両端電圧がゼロ
電圧付近に低下した際にターンオンすることで、スイッチング損失をより低減でき、その
ことで、高効率化を図ることができ、ワイヤレス給電装置の小型軽量化を図ることができ
る。
【００３０】
(15) 前記共鳴装置は前記近傍界の空間に複数配置されていることが好ましい。これによ
り、共鳴装置を送電コイルと受電コイルが存在する近傍界の空間に複数配置することで、
共鳴フィールドを効果的に拡大でき、送電装置および受電装置の位置自由度を高めること
ができる。
【００３１】
(16) 複数の前記共鳴共振回路がそれぞれ独立に有する共振周波数は、±30％の範囲内で
一致していることが好ましい。これにより、共鳴フィールドの拡大が容易になる。
【００３２】
(17) 前記共鳴コイルは、前記送電コイルの中心と前記受電コイルの中心とを結ぶ線分上
に当該共鳴コイルの中心が重ならない位置に配置されていることが好ましい。これにより
、送電コイルと受電コイルを対向させることなく電力を伝送することができ、送電装置お
よび受電装置の配置の自由度を高めることができる。
【００３３】
(18) 前記送電装置は複数配置され、それぞれの送電装置が有するスイッチング周波数は
、±30%の範囲内で同一であることが好ましい。これにより、送電装置が複数配置される
ことで共鳴フィールドを拡大でき、それぞれの送電装置のスイッチング周波数をほぼ同一
とすることで、共鳴フィールドの電磁界エネルギーを大きくできる。
【００３４】
(19) 前記受電装置は複数配置され、それぞれの受電装置が有する受電共振回路の共振周
波数は、±30%の範囲内で同一であることが好ましい。これにより、複数の受電装置が有
する共振回路の共振周波数をほぼ同一とすることで、より大きな電気エネルギーを収穫で
きる。
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【００３５】
(20) 前記受電コイルは複数配置され、それぞれの受電コイルが受電する電気エネルギー
を集めて負荷に供給されるように構成されていることが好ましい。これにより、負荷に供
給可能な電気エネルギーを容易に大きくできる。
【００３６】
(21) 前記送電装置は複数配置され、それぞれの送電装置が有するスイッチング周波数はI
SM(Industry-Science-Medical) バンドであることが好ましい。これにより、周辺機器へ
の電磁雑音による干渉が抑制され、電磁環境両立性(EMC)を得ることができる。
【００３７】
(22) 前記送電装置は、前記スイッチング周波数以外の周波数成分を除去するフィルタを
備えていることが好ましい。これにより、周辺機器への電磁雑音による干渉が抑制され、
電磁環境両立性を得ることができる。
【００３８】
(23) 前記送電装置および前記受電装置は電波を介して通信する通信回路を備えているこ
とが好ましい。これにより、送電装置から適切な対象の受電装置に適切なタイミングで適
切な電力量を伝送することができる。または受電装置から適切な対象の送電装置へ適切な
タイミングで通信を行うことができる。これにより、適切な電力量の受電が容易となる。
【００３９】
(24) 前記通信回路は前記送電コイルに接続され、前記送電コイルを通信に兼用すること
が好ましい。これにより、送電装置が有するコイルは、電力の送電と通信用アンテナの役
割を兼ねることになり、装置の小型軽量化を達成できる。
【００４０】
(25) 前記通信回路は前記受電コイルに接続され、前記受電コイルを通信に兼用すること
が好ましい。これにより、受電装置が有するコイルは、電力の受電と通信用アンテナの役
割を兼ねることになり、装置の小型軽量化を達成できる。
【００４１】
(26) 前記共鳴装置は前記共鳴コイルに接続された通信回路を備え、前記共鳴コイルを通
信に兼用することが好ましい。これにより、共鳴装置が有するコイルは、共鳴フィールド
の拡張と通信用アンテナの役割を兼ねることになり、装置の小型軽量化を達成できる。
【発明の効果】
【００４２】
　本発明によれば、送電装置は、直流電源が有する電気エネルギーを直接的に電磁界エネ
ルギーに変換し、受電装置は、共鳴フィールドが有する電磁界エネルギーを直接的に電気
エネルギーに変換し、このことで送電装置から受電装置へ電力を伝送することができる。
このように、電気エネルギーと電磁界エネルギーを直接的に変換することにより、エネル
ギー損失を低減することができる。また、シンプルなワイヤレス給電装置を構成すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】図１は、第１の実施形態に係るワイヤレス給電装置の実証実験の様子を示す図（
写真）である。
【図２】図２は第１の実施形態に係るワイヤレス給電装置の実証実験の様子を示す別の図
（写真）である。
【図３】図３（Ａ）は第１の実施形態のワイヤレス給電装置の回路図である。図３（Ｂ）
はその一部の等価回路図である。
【図４】図４は図３（Ａ）の各部の波形図である。
【図５】図５は、複数のコイル（送電コイル、受電コイルおよび共鳴コイル）を配置した
状態でのこれら複数のコイルにより形成される電磁界共鳴フィールドによる磁界の強度を
示す図である。
【図６】図６は電磁界共鳴フィールドの拡大の様子を示す概念図である。
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【図７】図７は第２の実施形態に係るワイヤレス給電装置の回路図である。
【図８】図８（Ａ）は、第２の実施形態に係るワイヤレス給電装置における送電コイルnp
、共鳴コイルnsmまたは受電コイルnsのうち隣接する２つのコイル付近に生じる磁界強度
を示す図である。図８（Ｂ）はその電界強度を示す図である。
【図９】図９は、第３の実施形態に係るワイヤレス給電装置の、送電共振回路の入力から
負荷側全体をみた入力インピーダンスの周波数特性を示す図である。
【図１０】図１０は、第４の実施形態に係るワイヤレス給電装置の、送電共振回路の入力
から負荷側全体をみた入力インピーダンスのリアクタンスの周波数特性を示す図である。
【図１１】図１１は第５の実施形態に係るワイヤレス給電装置における送電装置の回路図
である。
【図１２】図１２は第５の実施形態に係る別のワイヤレス給電装置における送電装置の回
路図である。
【図１３】図１３（Ａ）、図１３（Ｂ）は第６の実施形態に係るワイヤレス給電装置にお
ける受電装置の回路図である。
【図１４】図１４（Ａ）、図１４（Ｂ）第６の実施形態に係る別のワイヤレス給電装置に
おける受電装置の回路図である。
【図１５】図１５（Ａ）、図１５（Ｂ）第６の実施形態に係る別のワイヤレス給電装置に
おける受電装置の回路図である。
【図１６】図１６（Ａ）、図１６（Ｂ）第６の実施形態に係る別のワイヤレス給電装置に
おける受電装置の回路図である。
【図１７】図１７（Ａ）、図１７（Ｂ）第６の実施形態に係る別のワイヤレス給電装置に
おける受電装置の回路図である。
【図１８】図１８は複数の送電装置、複数の受電装置を配置して共鳴フィールドを強めた
例である。
【図１９】図１９は、複数の送電装置、複数の受電装置を備えるワイヤレス給電装置の概
略構成図である。
【図２０】図２０は第８の実施形態に係るワイヤレス給電装置の回路図である。
【図２１】図２１は第９の実施形態のワイヤレス給電装置の回路図である。
【図２２】図２２は第１０の実施形態のワイヤレス給電装置の回路図である。
【図２３】図２３（Ａ）は、本発明に係る直流共鳴方式の基本回路図、図２３（Ｂ）は従
来の低電力効率システムの基本回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　本発明の具体的な実施の形態を示す前に、本発明のワイヤレス給電装置の優位性につい
て説明する。
【００４５】
　本発明のワイヤレス給電装置（以下「直流共鳴方式」のワイヤレス給電装置という。）
は従来の磁界共鳴方式によるシステムに比べて、システム構成がよりシンプルで、電源を
含めたシステムの全電力効率が高いという特徴がある。また、伝送距離が変化したり、電
力の伝送相手が複数になったりして負荷が大きく変化しても、電力伝送の効率が大きく低
下しないという特徴もある。
【００４６】
　従来のワイヤレス伝送各方式と比べると、直流共鳴方式には次のような特性を期待でき
る。
【００４７】
　まず、磁界共鳴方式と比べて、システムの全電力効率を高められる。システム構成は圧
倒的にシンプルになる。次に、電磁誘導方式と比べて、送受電デバイスの位置自由度が高
い。また、送受電デバイスが軽量になる。電界結合方式と比べ、伝送距離を大きくしたい
場合に優位である。そして、無線電波方式と比較して、伝送電力が大きい。
【００４８】
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　直流共鳴方式と従来の磁界共鳴方式との主な違いとして以下のような点が挙げられる。
【００４９】
　(1)直流共鳴方式では、直流電力源とLC共振器（共鳴デバイス）が電磁界の近傍界であ
る「共鳴フィールド」を直接形成する。
【００５０】
　(2) (1)の結果として、システム構成が簡素になり、小型軽量化を実現できる。
【００５１】
　(3) (1)の結果として、電源の電力を共鳴フィールドに変換する変換効率が高い。
【００５２】
　(1) の直流電力源を用いることは、我々が利用できる電気エネルギーのほとんどが直流
電力源であることから、有用性が高い。家庭内のコンセントから供給される50Hzや60Hzと
いったAC100Vの商用交流電源でさえも、ACアダプタ、または家電製品内のAC-DC変換器で
整流平滑することにより直流電力源として利用していることが殆どである。乾電池や2次
電池は、いうまでもなく直流電力源である。
【００５３】
　そして、こうした直流電源を利用することで、システムの回路構成が大幅に簡素になる
。現在、一般に用いられている磁界共鳴方式の送電装置は、商用交流電源から始まり、絶
縁を得るための電源装置、高周波電流を出力する発振増幅装置、整合装置、及び送電デバ
イスからなる。受電装置は、受電デバイスから始まり、整流平滑回路、負荷との整合を行
うDC-DC変換器などとなる。負荷が2次電池などの場合は、さらに充放電回路なども必要に
なる。
【００５４】
　こうした多くの電力変換装置を利用していることは、電力の利用効率を高める上では致
命的である。例えば、送受電デバイスの伝送効率を80％、五つの電力伝送装置の電力効率
も80％とした場合、給電システム全体の電力効率は、（0.8）6＝0.262 により約26％とな
る。各装置の効率を85％としても0.856＝0.377で全体の電力効率は約38％となる。システ
ムとしては、非常に低い電力効率になってしまう。
【００５５】
　図２３（Ａ）は、本発明に係る直流共鳴方式の等価的な基本回路図、図２３（Ｂ）は従
来の低電力効率システムの等価的な基本回路図である。本発明に係る直流共鳴方式では、
直流電圧電源とスイッチング回路に共鳴デバイスが直接つながる形になる。この結果、電
力の伝送に伴う損失が非常に小さくなり、従来方式に比べて電源電力を共鳴フィールドの
エネルギーに変換する変換効率が高くなる。しかも、電源電力から共鳴フィールドへの変
換効率が高いことで、多数の共鳴デバイスを利用した新しいワイヤレス電力伝送の用途も
容易になる。
【００５６】
　直流共鳴方式でのスイッチング回路には、高速スイッチング動作においてスイッチング
損失などの電力損失が非常に小さいD級インバータなどで有用な「最適ZVS（zero voltage
 switching）動作」などの高度な回路技術を用いる。この回路構成であれば、出力インピ
ーダンスはほぼ0Ωとなる。等価的な内部抵抗以外にはエネルギーを消費するものはほと
んどなく、電磁界エネルギーもほとんど消費されない。
【００５７】
　ただし、直流共鳴方式のワイヤレス給電装置は、単純に0ΩのD級インバータやE級イン
バータをワイヤレス給電装置に利用したものとも異なる。D級インバータやE級インバータ
では、送電デバイスから見た負荷はほぼ一定の50Ωの純抵抗と見なせるように扱っている
。基本的には、負荷が50Ωの場合のみ適切な共振が起こり、負荷に電力を供給することが
可能となる。
【００５８】
　一方、ワイヤレス給電では、送電デバイスから見た負荷は確定しない。つまり結合状態
により見かけ上の負荷は変化する。さらに、負荷の消費電力も変化する。このため、本発
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明に係る直流共鳴方式では、送電デバイスから見た負荷インピーダンスのリアクタンスが
0となるようなスイッチング周波数にて動作をさせることで直流の電力を用いて共鳴を引
き起こしている。こうすれば、インピーダンス整合は不要となる。
【００５９】
　これは、言い換えれば、負荷が一つ、または複数といった任意の負荷に対しても、共鳴
コイルを複数配置した場合であっても、共鳴フィールドを適切に形成することができるこ
とを意味する。これに対して、これまでに学会などで報告されている共鳴型ワイヤレス給
電システムの電源回路は、50Ω系通信技術を応用したものがほとんどである。しかし、こ
の50Ω系電源を用いたシステムは、電力源から見れば電力供給部と出力負荷部を分圧して
いる。結果、全電力効率は最大でも50％と著しく低い。50Ωを0Ωとしたくても、変化す
る負荷に対して電力を供給でき、MHzを超えた高周波の正弦波電圧源を得ることは技術的
に至難である。加えて、従来技術では、送電デバイスと受電デバイスのそれぞれの共振器
の自己共振周波数を高周波交流源の周波数と一致するように、または整合するように設計
する必要がある。そして、高周波交流源の周波数において、インピーダンス整合が得られ
ない電力は反射されて、出力インピーダンスである50Ωにて熱として消費されてしまう。
【００６０】
《第１の実施形態》
　図１および図２は第１の実施形態に係るワイヤレス給電装置の実証実験の様子を示す図
（写真）である。これらの図において、送電コイルnp、送電回路１０１および直流電源１
００によって送電装置が構成されている。また、受電コイルns、受電回路２０１および負
荷Roによって受電装置が構成されている。さらに、共鳴コイルnsmおよび共鳴回路３０１
によって共鳴装置が構成されている。
【００６１】
　この例では、送電コイルnp、受電コイルnsおよび共鳴コイルnsmはいずれも１ターンの
ループコイルである。送電回路１０１は送電コイルnpと共に送電共振回路を構成し、直流
電源１００を入力して送電共振回路に共振電流を発生させる。これにより電磁界共鳴フィ
ールドが生成される。
【００６２】
　前記共鳴フィールドは、送電コイルnp、共鳴コイルnsmまたは受電コイルnsから、スイ
ッチング周波数fsの逆数であるスイッチング周期Ts[秒]と光速（約30万[km/s]）の積に対
して1/5以下の範囲に形成される。すなわち、各コイルから1/5波長の範囲以内に共鳴フィ
ールドが形成される。例えば、スイッチング周波数が10MHｚの場合、１波長は約30mであ
り、その1/5の約6m以内の範囲においてワイヤレス給電を行うことができる。
【００６３】
　受電回路２０１は受電コイルnsと共に受電共振回路を構成し、負荷Roへ直流電力を供給
する受電負荷回路を構成している。ここで、負荷RoはＬＥＤである。受電コイルnsは電磁
界共鳴フィールド内で電磁界と結合するようにエネルギーのやり取りを行うとともに電磁
界共鳴フィールドを拡張する。共鳴回路３０１は共振用キャパシタであり、このキャパシ
タと共鳴コイルnsmとによって共鳴共振回路を構成している。共鳴コイルnsmは電磁界共鳴
フィールド内で電磁界と結合するようにエネルギーのやり取りを行い、電磁界共鳴フィー
ルドを拡張する。
【００６４】
　図３（Ａ）は第１の実施形態のワイヤレス給電装置の回路図である。図３（Ｂ）はその
一部の等価回路図である。
【００６５】
　ワイヤレス給電装置は、送電コイルnpを備える送電装置Txpと、共鳴コイルnsmを備える
共鳴装置FRxpと、受電コイルnsを備える受電装置Rxpとを含んでいる。このワイヤレス給
電装置は、送電装置Txpの入力部に入力電源Viを備え、受電装置Rxpの負荷Roへ安定した直
流のエネルギーをワイヤレス給電するシステムである。
【００６６】
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　送電装置Txpは、送電コイルnpと、共振キャパシタCrと、スイッチ素子Q1，Q2と、これ
らスイッチ素子Q1，Q2を制御するスイッチング制御回路１０を含む「送電スイッチング回
路」とを備えている。
【００６７】
　送電コイルnpと共振キャパシタCrとで「送電共振回路」が構成されている。
【００６８】
　スイッチ素子Q1、逆並列ダイオードDds1および寄生キャパシタCds1の並列接続回路でス
イッチ回路が構成されている。同様に、スイッチ素子Q2、逆並列ダイオードDds2および寄
生キャパシタCds2の並列接続回路でスイッチ回路が構成されている。以下、逆並列ダイオ
ード（寄生ダイオード）を単に「ダイオード」という。
【００６９】
　スイッチング制御回路１０は送電共振回路に接続され、上記スイッチ回路を所定のスイ
ッチング周波数で交互にオンオフさせることにより、直流電源を送電共振回路に断続的に
加えて送電共振回路に共振電流を発生させる。
【００７０】
　この例では、送電スイッチング回路は２つのスイッチ回路を備えたハーフブリッジ回路
を構成している。
【００７１】
　受電装置Rxpは、受電コイルnsと、共振キャパシタCrsと、スイッチ素子Q3，Q4と、スイ
ッチ素子Q3，Q4を制御するスイッチング制御回路２０を含む受電側スイッチング回路と、
平滑キャパシタCoとを備えている。
【００７２】
　受電コイルnsと、それに等価的に直列に接続された共振キャパシタCrsとで「受電共振
回路」が構成されている。
【００７３】
　スイッチ素子Q3、ダイオードDds3およびキャパシタCds3の並列接続回路でスイッチ回路
が構成されている。同様に、スイッチ素子Q4、ダイオードDds4およびキャパシタCds4の並
列接続回路でスイッチ回路が構成されている。
【００７４】
　スイッチング制御回路２０は受電コイルnsに流れる電流を検出し、その極性反転に同期
してスイッチ素子を交互にオンオフする。これにより、受電共振回路に流れる共振電流が
電流の流れる方向の変化に同期して整流される。例えば、スイッチ素子にダイオードを用
いる場合は、受電コイルnsに流れる電流を特に検出する必要はない。平滑キャパシタCoは
受電側整流回路で整流された電圧を平滑する。これにより、負荷Roに直流電流が供給され
る。これらのスイッチ回路、スイッチング制御回路２０および平滑キャパシタCoで「受電
負荷回路」が構成されている。
【００７５】
　共鳴装置FRxpは共鳴コイルnsmと共振キャパシタCrsmとで構成されている。
【００７６】
　送電側のスイッチング制御回路１０は入力電源Viを電源にして動作する。受電側のスイ
ッチング制御回路２０は、受電共振回路に発生する電圧、負荷への出力電圧、または別途
設けられた電力供給源などを電源にして動作する。
【００７７】
　図３（Ｂ）は、送電コイルnp、受電コイルnsおよび共鳴コイルnsm部分を等価回路で表
した回路図である。送電コイルnpおよび受電コイルnsはいずれも、理想トランス、相互イ
ンダクタンスおよび漏れインダクタンスによる等価回路で表している。すなわち、送電コ
イルnpは、相互インダクタンスLm、漏れインダクタンスLrおよび抵抗Riで表される。同様
に、受電コイルnsは、相互インダクタンスLms、漏れインダクタンスLrsおよび抵抗Risで
表される。共鳴コイルnsmは、相互インダクタンスLmsm、漏れインダクタンスLrsmおよび
抵抗Rismで表される。なお、図３（Ｂ）では明示していないが、送電コイルnp、受電コイ
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ルnsおよび共鳴コイルnsmの相互間には等価的な相互キャパシタンスも生じると考えられ
る場合もある。
【００７８】
　送電コイルnpと受電コイルnsとの間に等価的に形成される相互インダクタンス（および
相互キャパシタンス）で電磁界共鳴結合が生じ、送電共振回路と受電共振回路とが共鳴し
て、送電装置から受電装置へ電力が伝送される。一方、送電装置から送電されずに反射し
たエネルギー（無効電力）は送電共振回路に共振エネルギーとして保存される。また、受
電装置が受電したエネルギーのうち出力に供給されずに反射したエネルギー（無効電力）
も受電共振回路に共振エネルギーとして保存される。このように入射電力に対して透過電
力とならない反射電力をエネルギー損失とすることなく、共振エネルギーとして保存する
ことができる。
【００７９】
　共鳴現象により、電磁界共鳴結合回路への入力電流iac in(t)は、共振電流の振幅をIac
として、近似的に次式で表すことができる。
【００８０】
　iac in(t)　=Iac　sin(ωr t)
　但し、ωr=2π／Tr　（Tr：共振周期）
　送電装置の直流電源入力端子間に正弦波電流iac in (t)が与えられる。この入力端子間
には各周波数成分を含む電流が流入しようとするが、電磁界共鳴結合回路によってインピ
ーダンスが大きくなる高次の周波数成分の電流（波形）はカットされ、共鳴動作を行なう
ことで、主にスイッチング周波数成分の共鳴電流波形のみが流れ、効率良く電力を伝送す
ることができる。また、高調波成分による不要輻射も殆ど生じない。
【００８１】
　例えば、7～13MHzで0.1～80Wの電力を2～50mmの距離でワイヤレス給電する場合、送電
コイルnpは例えば半径r=25～75mm、導体線の線径φ=1～2mmのオーダーである。
【００８２】
　前記ループコイルは、金属線をループ状に成形することで、または回路基板にループ状
の導体パターンを形成することで構成できる。
【００８３】
　送電コイルnpの半径をr1、共鳴コイルnsmの半径をr2、受電コイルnsの半径をr3で表す
と、r1，r2，r3にはいくつかの大小関係をもたせることができる。r1=r2=r3とすれば、コ
イル外形の小型化を達成しながら効率よく電力を伝送できる。すなわち許容されるコイル
径の寸法に対して最大の伝送効率を得ることができる。また、r1>r2>r3の関係とすれば、
電力伝送効率を維持しつつ受電装置の小型化が図れる。さらに、r1<r2<r3の関係とすれば
、電力伝送効率を維持しつつ送電装置の小型化が図れる。
【００８４】
　次に、図３（Ａ）に示したワイヤレス給電装置の詳細な動作を、図４を参照して説明す
る。図４は図３（Ａ）の各部の波形図である。
【００８５】
　送電コイルnpの相互インダクタンスをLm、送電コイルnpの漏れインダクタンスをLr、受
電コイルnsの相互インダクタンスをLms、受電コイルnsの漏れインダクタンスをLrsとする
。また、スイッチ素子Q1，Q2のゲート・ソース間電圧をvgs1，vgs2、ドレイン・ソース間
電圧をvds1，vds2とする。
【００８６】
　スイッチ素子Q1，Q2は、両スイッチ素子がオフとなる短いデットタイムを挟んで交互に
オンオフされ、デットタイム期間にQ1，Q2に流れる電流をそれぞれ転流させてZVS動作を
行う。1スイッチング周期における各状態での動作は次のとおりである。
【００８７】
(1) 状態１　時刻t1～t2
　先ず、ダイオードDds1は導通する。ダイオードDds1の導通期間においてスイッチ素子Q1
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をターンオンすることでZVS動作が行われ、スイッチ素子Q1は導通する。送電コイルnpと
受電コイルnsとの間に相互誘導によって等価的な相互インダクタンスLm，Lmsが形成され
、Cr，Lr，Lm，Lms，Crs，Lrsからなる複共振回路において、送電共振回路と受電共振回
路とが共鳴して、相互インダクタンスLm，Lmsに共振電流が流れ、電磁界共鳴結合を形成
して、送電回路から受電回路へ電力が伝送される。送電側では、キャパシタCr、漏れイン
ダクタンスLrに共振電流が流れる。受電側では、キャパシタCrsおよび漏れインダクタン
スLrsに共振電流が流れ、スイッチ素子Q3，Q4により整流されて負荷に電力が供給される
。
【００８８】
　スイッチ素子Q1がターンオフすると状態２となる。
【００８９】
(2) 状態２　時刻t2～t3
　送電装置Txp側では、漏れインダクタンスLrに流れていた電流irにより、寄生キャパシ
タCds1は充電され、寄生キャパシタCds2は放電される。電圧vds1が電圧Vi、電圧vds2が0V
になるとダイオードDds2が導通して状態３となる。
【００９０】
(3) 状態３　時刻t3～t4
　先ず、ダイオードDds2は導通する。ダイオードDds2の導通期間においてスイッチ素子Q2
をターンオンすることでZVS動作が行われ、スイッチ素子Q2は導通する。送電コイルnpと
受電コイルnsとの間に相互誘導によって等価的な相互インダクタンスLm，Lmsが形成され
、Cr，Lr，Lm，Lms，Crs，Lrsからなる複共振回路において、送電共振回路と受電共振回
路とが共鳴して、相互インダクタンスLm，Lmsに共振電流が流れ、電磁界共鳴結合を形成
して送電回路から受電回路へ電力が伝送される。送電側では、キャパシタCr、漏れインダ
クタンスLrに共振電流が流れる。受電側では、キャパシタCrs、漏れインダクタンスLrsに
共振電流が流れ、スイッチ素子Q3，Q4により整流されて負荷に電力が供給される。
【００９１】
　スイッチ素子Q2がターンオフすると状態４となる。
【００９２】
(4) 状態４　時刻t4～t1
　送電装置Txp側では、漏れインダクタンスLrに流れていた電流irにより、寄生キャパシ
タCds1は放電され、寄生キャパシタCds2は充電される。電圧vds1が0V、電圧vds2がViにな
るとダイオードDds1は導通して再び状態１となる。
【００９３】
　以後、状態１～４を周期的に繰り返す。
【００９４】
　なお、図３（Ａ）に示した例では、スイッチング制御回路２０は受電コイルnsに流れる
電流を検出し、その極性反転に同期してスイッチ素子Q3，Q4を交互にオンオフするように
したが、送電装置側のスイッチ素子Q1，Q2のスイッチングタイミング信号を送電装置Txp
から受電装置Rxpへ伝送し、受電装置Rxp側で、スイッチ素子Q1，Q2のスイッチングタイミ
ングに同期してスイッチ素子Q3，Q4を駆動するように構成してもよい。
【００９５】
　図３（Ａ）に示したワイヤレス給電装置の特徴的な作用は次のとおりである。
【００９６】
・送電コイルnpに対して電気的に直接的に接続されたスイッチング素子をスイッチング制
御回路によりオンオフさせることにより、送電コイルnpと、この送電コイルnpと電気的に
等価的に接続される共振キャパシタCrにより構成される送電共振回路に、直流電源を断続
的に加えることにより送電共振回路に共振電流を発生させる。
【００９７】
・送電コイルは、直流電源から電気エネルギーを取り出して、周期的に共鳴周波数で変化
する電磁界共鳴エネルギーを空間に発生させ、電磁界の共鳴フィールドを形成する。



(15) JP 6115626 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

【００９８】
・共鳴コイルは、共鳴フィールドから電気エネルギーを得ることにより共振電流を発生さ
せるとともに、この共振電流により新たな電磁界の共鳴フィールドを形成する。
【００９９】
・受電コイルは、前記共鳴フィールドから電気エネルギーを得ることにより共振電流を発
生させるとともに、この共振電流により新たな電磁界の共鳴フィールドを形成し、受電負
荷回路に電気エネルギーを供給する。
【０１００】
・送電装置において、直流電源が有する電気エネルギーを直接的に電磁界エネルギーに変
換し、送電コイルおよび前記共鳴コイルに同一周波数の共振電流を流すことにより前記共
鳴フィールドを拡大し、受電装置において、共鳴フィールドが有する電磁界エネルギーを
直接的に電気エネルギーに変換し、送電装置から受電装置へ電力を伝送する。
【０１０１】
・スイッチング動作を制御するスイッチング制御回路により伝送電力を制御する。
【０１０２】
・スイッチング素子はZVS動作を行う。
【０１０３】
　図５は、複数のコイル（送電コイル、受電コイルおよび共鳴コイル）を配置した状態で
のこれら複数のコイルにより形成される電磁界共鳴フィールドによる磁界の強度を示す図
である。これは、ムラタソフトウェア株式会社製の有限要素法解析ソフトウエア「Femtet
」（登録商標）を用いて解析した結果である。この図５から明らかなように、コイル近傍
での磁界強度は大きく、電磁界共鳴フィールドが空間に広がっていることが分かる。
【０１０４】
　図６は電磁界共鳴フィールドの拡大の様子を示す概念図である。先ず、送電装置は直流
電圧より電磁界共鳴フィールドを形成する。この電磁界共鳴フィールド中に受電装置を置
くと、受電装置は電磁界共鳴フィールドを拡大する。そして、この電磁界共鳴フィールド
に共鳴装置を置くとさらに電磁界共鳴フィールドは拡大する。送電装置、受電装置および
共鳴装置は、電力伝送周波数における近傍界に存在する。
【０１０５】
　第１の実施形態によれば次のような効果を奏する。
【０１０６】
(1) 電気エネルギーと電磁界エネルギーを直接的に変換することにより電力損失の少ない
ワイヤレス給電システムを構成できる。
【０１０７】
(2) 直流電源から電磁界エネルギーを形成することができる。
【０１０８】
(3) 負荷回路に整流回路を備えることで、電磁界エネルギーから直流電力を得ることがで
きる。
【０１０９】
(4) 共鳴装置により電磁界共鳴フィールドを拡大することができる。
【０１１０】
(5) 直流電力から直流電力へのワイヤレス給電が可能である。
【０１１１】
(6) 複数負荷への電力伝送が可能である。
【０１１２】
(7) 様々な３次元方向の受電コイルへ給電が可能である。
【０１１３】
(8) シンプルなワイヤレス給電装置を構成することができる。
【０１１４】
(9) スイッチング動作を制御するスイッチング制御回路により伝送電力が制御できる。
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【０１１５】
(10) スイッチング素子がZVS動作を行うことでスイッチング素子の電力損失を大きく低減
することができる。
【０１１６】
　なお、図３（Ａ）に示したワイヤレス給電装置の回路トポロジーに注目すると、送電装
置と受電装置を対称な構成にできる。受電装置にある２個のFETは整流回路として作用す
るが、この２個のFETはそのままスイッチング回路の発振素子として利用することもでき
る。つまり、双方向の電力伝送が可能になる。さらに、この受電側の回路ブロックはその
まま共鳴装置として利用し、ワイヤレスでの伝送距離を拡大したり、分岐させたりといっ
たことが可能になる。すなわち、この回路ブロックは、送電、共鳴、受電のいずれの回路
としても利用でき、ユニット化が可能である。
【０１１７】
《第２の実施形態》
　図７は第２の実施形態に係るワイヤレス給電装置の回路図である。第１の実施形態で図
３（Ａ）に示したワイヤレス給電装置とは、送電コイルnp、共鳴コイルnsmおよび受電コ
イルnsの構成が異なる。図７に示す例では、送電コイルnp、共鳴コイルnsmおよび受電コ
イルnsはいずれもヘリカルアンテナ状に形成されている。送電コイルnpは、その浮遊容量
で、図３（Ａ）に示した共振キャパシタCrに相当するキャパシタを構成している。受電コ
イルnsは、その浮遊容量で、図３（Ａ）に示した共振キャパシタCrsに相当するキャパシ
タを構成している。同様に、共鳴コイルnsmは、その浮遊容量で、図３（Ａ）に示した共
振キャパシタCrsmに相当するキャパシタを構成している。
【０１１８】
　図８（Ａ）は、送電コイルnp、共鳴コイルnsmまたは受電コイルnsのうち隣接する２つ
のコイル付近に生じる磁界強度を示す図である。図８（Ｂ）はその電界強度を示す図であ
る。いずれも上記有限要素法解析ソフトウエアで解析した結果である。この図８（Ａ）、
図８（Ｂ）から明らかなように、磁界強度はコイルを繋ぐように強度が大きくなり、コイ
ルの近傍で電界強度が強くなることが分かる。
【０１１９】
　第２の実施形態によれば、第１の実施形態で示した作用効果以外に、共振キャパシタが
不要になる、という効果を奏する。
【０１２０】
《第３の実施形態》
　第３の実施形態に係るワイヤレス給電装置のスイッチング制御回路は、スイッチング周
波数をfsとし、送電スイッチング回路に接続される送電共振回路から負荷側全体をみた入
力インピーダンスのリアクタンスXで表すと、X=0となる共鳴周波数をfaとして、スイッチ
ング周波数fsを共鳴周波数fa付近（fs=fr±30%）にて動作させる。
【０１２１】
　図９は、第３の実施形態に係るワイヤレス給電装置の、送電共振回路の入力から負荷側
全体をみた入力インピーダンスの周波数特性を示す図である。ここで共振キャパシタCr，
Crs は共振周波数が10MHz 付近となる値である。負荷抵抗Ro= 10Ωとし、距離dx を0.15
，0.5，2.0，5.0，7.0cm と変化させたとき、前記入力インピーダンスおよび入力インピ
ーダンスが極小となる共振周波数frは、図中矢印で示すように推移する。
【０１２２】
　例えば電力伝送距離dx=7cm（70mm）のとき、共振周波数fr≒10MHzであるので、スイッ
チング周波数fsは例えば10MHzとする。
【０１２３】
　このようにスイッチング周波数fsを共鳴周波数fa付近にて動作させることにより、電磁
界の共鳴フィールドを形成することができる。共鳴周波数では、電磁界の共鳴エネルギー
が大きくなり、電磁界エネルギーの送電量が大きくなる。その結果、空間を隔ててより離
れたところへ大きな電力を伝送することができる。また、ワイヤレス給電装置の高効率化
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、小型軽量化を図ることができる。
【０１２４】
《第４の実施形態》
　第４の実施形態に係るワイヤレス給電装置のスイッチング制御回路は、前記共振周波数
frがスイッチング周波数fsより低い状態で動作させる。すなわち、スイッチング回路から
見た複共振回路の入力インピーダンスを誘導性とする。
【０１２５】
　図１０は、第４の実施形態に係るワイヤレス給電装置の、送電共振回路の入力から負荷
側全体をみた入力インピーダンスのリアクタンスの周波数特性を示す図である。ここで共
振キャパシタCr，Crs は共振周波数が10MHz 付近となる値である。負荷抵抗Ro= 10Ωとし
、距離dx を0.15，0.5，2.0，5.0，7.0cm と変化させたとき、前記リアクタンスは図１０
に示すように変位する。
【０１２６】
　距離dxが大きくなるに伴い、リアクタンスが0となる周波数が３つ、極大値が２つとな
る双峰特性から、リアクタンスが0となる周波数が１つとなる単峰特性になることが分か
る。入力インピーダンスのリアクタンスに注目すると３つの周波数を境に誘導性と容量性
が入れ替わることが分かる。図１０中の３つの丸印はdx=0．5cmにおいて、誘導性と容量
性が入れ替わる周波数を示している。ZVS動作を実現するためには、入力インピーダンス
を誘導性にして、電圧に対する遅れ電流を生成することが必要である。この遅れ電流によ
りデッドタイムにおいてスイッチ素子（FET）の寄生キャパシタCds1、Cds2 の充放電を行
う。このため、例えば磁気結合が大きい双峰特性においては、動作スイッチング周波数fs
 は前記入力インピーダンスが誘導性となる周波数範囲内であることが必要である。
【０１２７】
　このようにして、スイッチング周波数を定めることで、全負荷範囲に亘ってスイッチン
グ素子のZVS動作を行うことが可能となる。したがって、スイッチング素子の電力損失を
大きく低減できる。また、スイッチング損失を低減することで高効率化を図ることができ
、ワイヤレス給電装置を小型軽量化できる。
【０１２８】
《第５の実施形態》
　図１１は第５の実施形態に係るワイヤレス給電装置における送電装置の回路図である。
図１１の例では、入力される直流電圧から、送電コイルnpに流す交流電流に対して相対的
に直流電流とみなせる電流源を生成できる大きさのインダクタンス値をもつインダクタLf
を備え、送電側には１つのスイッチ素子Q1のみを設けている。インダクタLfのインダクタ
ンス値は、送電コイルnpのインダクタンス値よりも十分に大きく、スイッチング周波数に
おいて高インピーダンスとなるものであり、流れる電流の変動は十分に小さい。
【０１２９】
　図１２は第５の実施形態に係る別のワイヤレス給電装置における送電装置の回路図であ
る。図１２の例では、４つのスイッチ素子Q1～Q4によるブリッジ回路が構成されている。
スイッチ素子Q1，Q4は共にオンオフし、スイッチ素子Q2，Q3は共にオフオンする。そして
、スイッチ素子Q1，Q2は交互にオンオフする。このように、送電スイッチング回路をフル
ブリッジ構成とし、ブリッジ接続された４つのスイッチ素子を２組ずつ交互にオンオフす
ることで共振電流を発生させるようにしてもよい。
【０１３０】
　このように、送電装置側のスイッチ素子をブリッジ構成とすることで、各スイッチ素子
に印加される電圧が低減され、ワイヤレス給電装置の高効率化、小型軽量化を図ることが
できる。
【０１３１】
《第６の実施形態》
　図１３～図１７の各図は第６の実施形態に係るワイヤレス給電装置における受電装置の
回路図である。
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【０１３２】
　図１３（Ａ）、図１３（Ｂ）の例では、受電側整流回路はダイオードDs1，Ds2，Ds3，D
s4によるダイオードブリッジ回路で構成されている。図１３（Ｂ）の例では、２つの共振
キャパシタCrs1，Crs2を備え、この２つの共振キャパシタCrs1，Crs2の分圧電圧を整流す
るように構成されている。
【０１３３】
　図１４（Ａ）、図１４（Ｂ）の例では、受電側整流回路は半波整流回路を構成している
。ダイオードDs1は共振キャパシタCrsに流れる電流を整流して負荷へ電流を供給する。図
１４（Ｂ）の例では、２つの共振キャパシタCrs1，Crs2を備え、この２つの共振キャパシ
タCrs1，Crs2の分圧電圧を整流するように構成されている。
【０１３４】
　図１５（Ａ）、図１５（Ｂ）の例では、受電側整流回路は倍電圧整流回路を構成してい
る。ダイオードDs1，Ds2は共振キャパシタCrs1，Crs2に流れる電流を整流し、負荷へ倍電
圧を供給する。図１５（Ｂ）の例では、３つの共振キャパシタCrs，Crs1，Crs2を備え、
この３つの共振キャパシタCrs，Crs1，Crs2の分圧電圧を整流するように構成されている
。
【０１３５】
　図１６（Ａ）、図１６（Ｂ）の例では、受電側整流回路は倍電圧整流回路を構成してい
る。ダイオードDs1，Ds2は共振キャパシタCrsに流れる電流を倍電圧整流し、負荷へ倍電
圧を供給する。
【０１３６】
　図１７（Ａ）、図１７（Ｂ）の例では、受電装置はセンタータップを有する受電コイル
ns1，ns2を備えている。この２つの受電コイルns1，ns2にそれぞれ整流回路が接続されて
いる。これによりセンタータップ方式の整流回路が構成されている。受電コイルns1，ns2
は必ずしもセンタータップを引き出すことで設けなくてもよく、２つのループコイルを直
列接続してもよい。また、この２つのループコイル同士は必ずしも結合している必要はな
いので、受電コイルns1，ns2は互いに直交していてもよい。そのことにより、送電コイル
npと受電コイルns1，ns2との結合可能な方位角範囲（指向性）が広くなる。図１７（Ｂ）
の例では、受電コイルns1に２つの共振キャパシタCrs1，Crs3が接続され、この２つの共
振キャパシタCrs1，Crs3の分圧電圧を整流するように構成されている。同様に、受電コイ
ルns2に２つの共振キャパシタCrs2，Crs4が接続され、この２つの共振キャパシタCrs2，C
rs4の分圧電圧を整流するように構成されている。
【０１３７】
《第７の実施形態》
　図１８および図１９は、複数の送電装置、複数の受電装置を備えるワイヤレス給電装置
の概略構成図である。特に図１８は複数の送電装置、複数の受電装置を配置して共鳴フィ
ールドを強めた例である。図１９は複数の送電装置、複数の受電装置を配置して共鳴フィ
ールドを拡大した例である。
【０１３８】
　このように、複数の送電装置、複数の受電装置により、電磁界の共鳴フィールドを拡大
できる。また、複数の送電装置により伝送電力を大きくすることができる。また、複数の
受電装置により、空間を隔てた複数の負荷に電力を供給することができる。また、複数の
送電装置、複数の共鳴装置により、電磁界の共鳴フィールドを拡大し、受電装置の受電す
ることができる位置自由度を高めることができる。
【０１３９】
《第８の実施形態》
　図２０は第８の実施形態に係るワイヤレス給電装置の回路図である。この例では、送電
コイルnpと送電回路との間にフィルタ３０を設けている。また、受電コイルnsと受電回路
との間にフィルタ４０を設けている。その他は図３（Ａ）に示した構成と同じである。
【０１４０】
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　上記フィルタ３０，４０は共鳴周波数の電力を透過し、共鳴周波数以外の周波数の電力
を除去（反射）する帯域通過フィルタである。このようなフィルタを設けることにより、
不要雑音の発生が抑制され、そのことで周辺機器に対する電磁干渉問題を低減して電磁環
境両立性(EMC)を得ることができる。
【０１４１】
　電磁界共鳴周波数として、ISM (Industry-Science-Medical) バンドを用いることによ
り、周辺機器に対する電磁干渉問題を低減することができる。このISMバンドとして、例
えば6.7MHz、または13.56MHz、または27.12MHz付近の周波数を利用する。
【０１４２】
《第９の実施形態》
　図２１は第９の実施形態のワイヤレス給電装置の回路図である。送電コイルnpを備える
送電装置Txpと、共鳴コイルnsmを備える共鳴装置FRxpと、受電コイルnsを備える受電装置
Rxpとを含んでいる。
【０１４３】
　受電装置Rxpは、共振キャパシタCrs1、整流ダイオードD41，D31、および平滑キャパシ
タCo1による受電回路と受電コイルns1の組、共振キャパシタCrs2、整流ダイオードD42，D
32、および平滑キャパシタCo2による受電回路と受電コイルns2の組、共振キャパシタCrs3
、整流ダイオードD43，D33、および平滑キャパシタCo3による受電回路と受電コイルns3の
組を備えている。そして、３つの受電回路の出力を並列接続して１つの負荷Roへ直流電力
を供給するように構成されている。
【０１４４】
　この例では、共鳴コイルnsm1および共振キャパシタCrsm1による共鳴装置FRxpと共鳴コ
イルnsm2および共振キャパシタCrsm2による共鳴装置FRxpとを備えている。
【０１４５】
　このように、複数の受電コイルがそれぞれ異なった位置に配置され、それぞれの受電コ
イルが受電する電気エネルギーを集めて負荷に供給されるように構成してもよい。これに
より、負荷に供給可能な電気エネルギーを容易に大きくできる。
【０１４６】
《第１０の実施形態》
　図２２は第１０の実施形態のワイヤレス給電装置の回路図である。このワイヤレス給電
装置において、送電装置には、入力電源Viを電源として動作し、送電コイルnpを通信用の
コイル（近傍界アンテナ）として利用する通信回路５０を備えている。また、受電装置に
は、整流平滑電圧を電源として動作し、受電コイルnsを通信用のコイル（近傍界アンテナ
）として利用する通信回路６０を備えている。すなわち、送電コイルnpおよび受電コイル
nsは電力伝送と信号通信の役割を兼ねる。これにより、送電装置の小型軽量化を達成でき
る。
【０１４７】
　通信信号は電力伝送の周波数をキャリア周波数とし、それを変調することで重畳される
。したがって、通信信号も電磁界共鳴フィールドを介して通信される。この通信により、
送電装置から適切な（目的の）受電装置へ各種データやタイミング信号を伝送できる。ま
たは、受電装置から適切な（目的の）送電装置へ各種データやタイミング信号を伝送でき
る。例えば、送電装置側の各種状態または受電装置側の各種状態を相互にやりとりできる
。あるいは、受電装置は送電装置のスイッチ素子のスイッチングに同期して同期整流する
こともできる。
【０１４８】
　信号伝送は電力伝送とは異なり、電力伝送効率が悪くても損失増大には繋がらないので
、上記通信信号は電力伝送用の周波数とは独立させてもよい。
【０１４９】
　図２２に示した例では、送電装置および受電装置に通信回路５０，６０を設けたが、共
鳴装置FRxpに、整流平滑回路と共に通信回路を備えてもよい。
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【０１５０】
　なお、以上に示した各実施形態では、ループコイルまたはヘリカルアンテナ状のコイル
を用いた例を示したが、その他にスパイラル状コイルを用いることもできる。また、磁性
体コアを含むコイルであってもよい。
【０１５１】
　また、以上に示した各実施形態では、送電コイルおよび受電コイルの両方がループコイ
ルまたはヘリカルアンテナ状のコイルである例を示したが、異なったタイプのコイルが混
在していてもよい。
【０１５２】
　また、以上に示した実施形態では、共通の送電装置からそれぞれ受電する複数の受電装
置を備えた例を示したが、共通の受電装置に対して複数の送電装置から給電するようにし
てもよい。
【０１５３】
　また、複数の受電装置により受電された電気エネルギーを集めて１つまたは複数の負荷
に直流電力を供給されるように構成してもよい。
【符号の説明】
【０１５４】
Cds1，Cds2，Cds3，Cds4…寄生キャパシタ
Co…平滑キャパシタ
Cr，Crs，Crsm…共振キャパシタ
Crs1，Crs2，Crs3，Crs4…共振キャパシタ
Dds1，Dds2，Dds3，Dds4…逆並列ダイオード
Lf…インダクタ
Lm，Lms，Lmsm…相互インダクタンス
Lr，Lrs，Lrsm…漏れインダクタンス
np…送電コイル
ns，ns1，ns2…受電コイル
nsm…共鳴コイル
Q1，Q2，Q3，Q4…スイッチ素子
Ri，Ris，Rism…抵抗
Ro…負荷
Rxp…受電装置
Txp…送電装置
１０…スイッチング制御回路
２０…スイッチング制御回路
３０，４０…フィルタ
５０，６０…通信回路
１００…直流電源
１０１…送電回路
２０１…受電回路
３０１…共鳴回路
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