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(57)【要約】
【課題】給電設備と車両との位置合わせ時に用いられる
検出用抵抗の電気的な接続／切離しを行なうリレーの溶
着チェックを実施可能な非接触受電装置およびそれを備
える電動車両を提供する。
【解決手段】整流器１４０とＤＣ／ＤＣコンバータ１４
２との間の電力線対に抵抗１４６およびリレー１４８が
直列に接続される。電圧センサ１９０は、抵抗１４６に
生じる電圧ＶＲを検出する。受電回路の耐電圧を受電電
圧が超えないように送電ユニット２２０から受電ユニッ
ト１１０へ所定のテスト電力が送出される。そして、リ
レー１４４，１４８がオフに制御され、かつ、テスト電
力が送出されているとき、電圧センサ１９０によって検
出される電圧ＶＲに基づいてリレー１４８の溶着有無が
判定される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源から電力を受けて電磁場を発生する送電用共鳴器から前記電磁場を介して非接触で
受電する非接触受電装置であって、
　前記送電用共鳴器と前記電磁場を介して共鳴することにより前記送電用共鳴器から受電
するように構成された受電用共鳴器と、
　前記受電用共鳴器によって受電された電力の供給を受ける電気負荷と、
　前記受電用共鳴器と前記電気負荷との間に配設される電力線対間に直列に接続される第
１の抵抗およびリレーと、
　前記電力線対間の電圧を検出するための電圧センサとを備え、
　前記リレーが非導通状態のとき、当該非接触受電装置の耐電圧を受電電圧が超えないよ
うに前記送電用共鳴器から前記受電用共鳴器へ所定の電力が送出され、さらに
　前記リレーが非導通状態に制御され、かつ、前記送電用共鳴器から前記受電用共鳴器へ
前記所定の電力が送出されているとき、前記電圧センサの検出値に基づいて前記リレーの
溶着有無を判定する判定部を備える、非接触受電装置。
【請求項２】
　前記第１の抵抗の抵抗値よりも大きく、かつ、前記所定の電力の受電時に受電電圧が前
記耐電圧を超えないように設計された抵抗値を有し、直列に接続された前記第１の抵抗お
よび前記リレーに並列に接続される第２の抵抗をさらに備える、請求項１に記載の非接触
受電装置。
【請求項３】
　前記リレーが非導通状態に制御され、かつ、前記送電用共鳴器から前記受電用共鳴器へ
前記所定の電力が送出されているとき、前記電気負荷の入力インピーダンスが前記第１の
抵抗の抵抗値よりも大きく、かつ、受電電圧が前記耐電圧を超えないように前記電気負荷
を制御する制御部をさらに備える、請求項１に記載の非接触受電装置。
【請求項４】
　前記受電用共鳴器によって受電される電力を蓄える蓄電装置をさらに備え、
　前記電気負荷は、前記受電用共鳴器によって受電された電力を受けて前記蓄電装置を充
電するように構成されたコンバータを含み、
　前記制御部は、前記リレーが非導通状態に制御され、かつ、前記送電用共鳴器から前記
受電用共鳴器へ前記所定の電力が送出されているとき、前記コンバータの入力インピーダ
ンスが前記第１の抵抗の抵抗値よりも大きく、かつ、受電電圧が前記耐電圧を超えないよ
うに前記コンバータを制御する、請求項３に記載の非接触受電装置。
【請求項５】
　前記送電用共鳴器から前記受電用共鳴器への前記所定の電力の送出を指示する指令を、
前記送電用共鳴器を含む給電設備へ送信する通信部をさらに備える、請求項１から請求項
４のいずれかに記載の非接触受電装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の非接触受電装置と、
　前記非接触受電装置によって受電された電力を用いて走行トルクを発生する電動機とを
備える電動車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、非接触受電装置およびそれを備える電動車両に関し、特に、電源から電力
を受けて電磁場を発生する送電用共鳴器から前記電磁場を介して非接触で受電する非接触
受電装置およびそれを備える電動車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　環境に配慮した車両として、電気自動車やハイブリッド自動車などの電動車両が大きく
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注目されている。これらの車両は、走行駆動力を発生する電動機と、その電動機に供給さ
れる電力を蓄える再充電可能な蓄電装置とを搭載する。なお、ハイブリッド自動車は、電
動機とともに内燃機関をさらに動力源として搭載した自動車や、車両駆動用の直流電源と
して蓄電装置とともに燃料電池をさらに搭載した自動車である。
【０００３】
　ハイブリッド自動車においても、電気自動車と同様に、車両外部の電源から車載の蓄電
装置を充電可能な車両が知られている。たとえば、家屋に設けられた電源コンセントと車
両に設けられた充電口とを充電ケーブルで接続することにより、一般家庭の電源から蓄電
装置を充電可能ないわゆる「プラグイン・ハイブリッド自動車」が知られている。
【０００４】
　一方、送電方法として、電源コードや送電ケーブルを用いないワイヤレス送電が近年注
目されている。このワイヤレス送電技術としては、有力なものとして、電磁誘導を用いた
送電、マイクロ波を用いた送電、および共鳴法による送電の３つの技術が知られている。
【０００５】
　このうち、共鳴法は、一対の共鳴器（たとえば一対の自己共振コイル）を電磁場（近接
場）において共鳴させ、電磁場を介して送電する非接触の送電技術であり、数ｋＷの大電
力を比較的長距離（たとえば数ｍ）送電することも可能である（たとえば、特許文献１参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００９－５０１５１０号公報
【特許文献２】特開２００５－２６１０４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　車両外部の電源から車両への送電に上記の共鳴法を用いる場合、受電電力に基づいて給
電設備と車両との距離を算出し、その算出された距離情報に基づいて、給電設備に対する
車両の位置合わせを行なうことが可能である。たとえば、給電設備のインピーダンスにマ
ッチングさせた抵抗を、受電電力を電気負荷へ供給する電力線対間にリレーによって電気
的に接続し、給電設備からテスト送電を行なったときに上記抵抗に生じる電圧を測定する
ことによって、車両の受電ユニットと給電設備の送電ユニットとの間の距離を推定するこ
とが可能である。
【０００８】
　そして、上記の抵抗を用いた車両の位置合わせ終了後は、上記リレーによって電力線対
間から抵抗を電気的に切離す必要がある。仮にこのリレーが溶着すると、受電電力を電気
負荷へ適切に供給できなくなるので、上記リレーの溶着有無をチェックする必要がある。
【０００９】
　それゆえに、この発明の目的は、給電設備と車両との位置合わせ時に用いられる検出用
抵抗の電気的な接続／切離しを行なうリレーの溶着チェックを実施可能な非接触受電装置
およびそれを備える電動車両を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明によれば、非接触受電装置は、電源から電力を受けて電磁場を発生する送電用
共鳴器から電磁場を介して非接触で受電する非接触受電装置であって、受電用共鳴器と、
電気負荷と、第１の抵抗およびリレーと、電圧センサと、判定部を備える。受電用共鳴器
は、送電用共鳴器と電磁場を介して共鳴することにより送電用共鳴器から受電するように
構成される。電気負荷は、受電用共鳴器によって受電された電力の供給を受ける。第１の
抵抗およびリレーは、受電用共鳴器と電気負荷との間に配設される電力線対間に直列に接
続される。電圧センサは、電力線対間の電圧を検出する。ここで、リレーが非導通状態の



(4) JP 2011-66985 A 2011.3.31

10

20

30

40

50

とき、当該非接触受電装置の耐電圧を受電電圧が超えないように送電用共鳴器から受電用
共鳴器へ所定の電力が送出される。そして、判定部は、リレーが非導通状態に制御され、
かつ、送電用共鳴器から受電用共鳴器へ所定の電力が送出されているとき、電圧センサの
検出値に基づいてリレーの溶着有無を判定する。
【００１１】
　好ましくは、非接触受電装置は、第２の抵抗をさらに備える。第２の抵抗は、第１の抵
抗の抵抗値よりも大きく、かつ、所定の電力の受電時に受電電圧が耐電圧を超えないよう
に設計された抵抗値を有し、直列に接続された第１の抵抗およびリレーに並列に接続され
る。
【００１２】
　また、好ましくは、非接触受電装置は、制御部をさらに備える。制御部は、リレーが非
導通状態に制御され、かつ、送電用共鳴器から受電用共鳴器へ所定の電力が送出されてい
るとき、電気負荷の入力インピーダンスが第１の抵抗の抵抗値よりも大きく、かつ、受電
電圧が耐電圧を超えないように電気負荷を制御する。
【００１３】
　さらに好ましくは、非接触受電装置は、蓄電装置をさらに備える。蓄電装置は、受電用
共鳴器によって受電される電力を蓄える。電気負荷は、受電用共鳴器によって受電された
電力を受けて蓄電装置を充電するように構成されたコンバータを含む。そして、制御部は
、リレーが非導通状態に制御され、かつ、送電用共鳴器から受電用共鳴器へ所定の電力が
送出されているとき、コンバータの入力インピーダンスが第１の抵抗の抵抗値よりも大き
く、かつ、受電電圧が耐電圧を超えないようにコンバータを制御する。
【００１４】
　好ましくは、非接触受電装置は、通信部をさらに備える。通信部は、送電用共鳴器から
受電用共鳴器への所定の電力の送出を指示する指令を、送電用共鳴器を含む給電設備へ送
信する。
【００１５】
　また、この発明によれば、電動車両は、上述したいずれかの非接触受電装置と、非接触
受電装置によって受電された電力を用いて走行トルクを発生する電動機とを備える。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明においては、受電用共鳴器と電気負荷との間に配設される電力線対間に第１の
抵抗およびリレーが直列に接続され、リレーが非導通状態のとき、非接触受電装置の耐電
圧を受電電圧が超えないように送電用共鳴器から受電用共鳴器へ所定の電力が送出される
。そして、リレーが非導通状態に制御され、かつ、送電用共鳴器から受電用共鳴器へ所定
の電力が送出されているとき、電圧センサの検出値に基づいてリレーの溶着有無が判定さ
れる。たとえば、電圧センサの検出値が所定値と比較され、電圧センサの検出値が所定値
よりも大きいときリレーは正常と判定され、電圧センサの検出値が所定値以下のときリレ
ーが溶着していると判定される。
【００１７】
　したがって、この発明によれば、上記第１の抵抗の電気的な接続／切離しを行なうリレ
ーの溶着チェックを実施可能な非接触受電装置および電動車両を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】この発明の実施の形態１による非接触受電装置が適用される車両給電システムの
全体構成図である。
【図２】共鳴法による送電の原理を説明するための図である。
【図３】電流源（磁流源）からの距離と電磁界の強度との関係を示した図である。
【図４】図１に示す車両の詳細を示す構成図である。
【図５】受電ユニットを含む車両側の受電回路および給電設備側の送電ユニットについて
より詳細に説明するための回路図である。
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【図６】電圧センサの構成の一例を示した図である。
【図７】図４に示す制御装置により実行されるリレーの溶着判定処理を説明するためのフ
ローチャートである。
【図８】実施の形態２における受電回路を説明するための回路図である。
【図９】実施の形態３における制御装置により実行されるリレーの溶着判定処理を説明す
るためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中
同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００２０】
　［実施の形態１］
　図１は、この発明の実施の形態１による非接触受電装置が適用される車両給電システム
の全体構成図である。図１を参照して、車両給電システム１０は、車両１００と、給電設
備２００とを備える。
【００２１】
　車両１００は、受電ユニット１１０と、カメラ１２０と、通信ユニット１３０とを含む
。受電ユニット１１０は、車体底面に設置され、給電設備２００の送電ユニット２２０か
ら送出される電力を非接触で受電するように構成される。詳しくは、受電ユニット１１０
は、後に説明する自己共振コイルを含み、給電設備２００の送電ユニット２２０に含まれ
る自己共振コイルと電磁場を介して共鳴することにより送電ユニット２２０から非接触で
受電する。
【００２２】
　カメラ１２０は、受電ユニット１１０と送電ユニット２２０との位置関係を検知するた
めに設けられ、たとえば車両後方を撮影可能に車体に取付けられる。通信ユニット１３０
は、車両１００と給電設備２００との間で通信を行なうための通信インターフェースであ
る。
【００２３】
　給電設備２００は、高周波電源装置２１０と、送電ユニット２２０と、発光部２３０と
、通信ユニット２４０とを含む。高周波電源装置２１０は、たとえば系統電源から供給さ
れる商用交流電力を高周波の電力に変換して送電ユニット２２０へ出力する。なお、高周
波電源装置２１０が生成する高周波電力の周波数は、たとえば１ＭＨｚ～数十ＭＨｚであ
る。
【００２４】
　送電ユニット２２０は、駐車場の床面に固設され、高周波電源装置２１０から供給され
る高周波電力を車両１００の受電ユニット１１０へ非接触で送出するように構成される。
詳しくは、送電ユニット２２０は、自己共振コイルを含み、車両１００の受電ユニット１
１０に含まれる自己共振コイルと電磁場を介して共鳴することにより受電ユニット１１０
へ非接触で送電する。
【００２５】
　発光部２３０は、送電ユニット２２０上に複数設けられ、送電ユニット２２０の位置を
示すために設けられる。発光部２３０は、たとえば発光ダイオードなどを含む。通信ユニ
ット２４０は、給電設備２００と車両１００との間で通信を行なうための通信インターフ
ェースである。
【００２６】
　この車両給電システム１０においては、給電設備２００の送電ユニット２２０から高周
波の電力が送出され、車両１００の受電ユニット１１０に含まれる自己共振コイルと送電
ユニット２２０に含まれる自己共振コイルとが電磁場を介して共鳴することにより、給電
設備２００から車両１００へ給電される。
【００２７】
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　ここで、給電設備２００から車両１００への給電に際し、車両１００を給電設備２００
へ誘導して車両１００の受電ユニット１１０と給電設備２００の送電ユニット２２０との
位置合わせが行なわれる。
【００２８】
　位置合わせは、まず、第１段階においては、カメラ１２０によって撮影される画像に基
づいて車両１００の受電ユニット１１０と給電設備２００の送電ユニット２２０との位置
関係が検知され、その検知結果に基づいて送電ユニット２２０へ車両を誘導するように車
両が制御される。より詳しくは、送電ユニット２２０上に設けられた複数の発光部２３０
がカメラ１２０によって撮影され、複数の発光部２３０の位置および向きが画像認識され
る。そして、その画像認識の結果に基づいて送電ユニット２２０と車両との位置および向
きが認識され、その認識結果に基づいて送電ユニット２２０へ車両が誘導される。
【００２９】
　ここで、受電ユニット１１０および送電ユニット２２０の対向面積は、車体底面の面積
よりも小さいところ、送電ユニット２２０が車体下部に入り込むことによってカメラ１２
０により送電ユニット２２０を撮影できなくなると、第１段階から第２段階に切替わる。
この第２段階においては、送電ユニット２２０から受電ユニット１１０への給電が行なわ
れ、その給電状況に基づいて送電ユニット２２０と受電ユニット１１０との距離が検知さ
れる。そして、その距離情報に基づいて、送電ユニット２２０と受電ユニット１１０との
位置合わせを行なうように車両が制御される。
【００３０】
　なお、上記の第２段階時に送電ユニット２２０から送出される電力の大きさは、送電ユ
ニット２２０と受電ユニット１１０との位置合わせの完了後に送電ユニット２２０から受
電ユニット１１０へ供給される充電電力よりも小さく設定される。上記第２段階時に送電
ユニット２２０から電力を送出するのは、送電ユニット２２０と受電ユニット１１０との
間の距離を検知するためであり、本格的な給電を行なう際の大電力は不要だからである。
【００３１】
　次に、この車両給電システム１０に用いられる非接触給電方法について説明する。この
実施の形態による車両給電システム１０では、共鳴法を用いて給電設備２００から車両１
００への給電が行なわれる。
【００３２】
　図２は、共鳴法による送電の原理を説明するための図である。図２を参照して、この共
鳴法では、２つの音叉が共鳴するのと同様に、同じ固有振動数を有する２つのＬＣ共振コ
イルが電磁場（近接場）において共鳴することによって、一方のコイルから他方のコイル
へ電磁場を介して電力が伝送される。
【００３３】
　具体的には、高周波電源３１０に一次コイル３２０を接続し、電磁誘導により一次コイ
ル３２０と磁気的に結合される一次自己共振コイル３３０へ１Ｍ～数十ＭＨｚの高周波電
力を給電する。一次自己共振コイル３３０は、コイル自身のインダクタンスと浮遊容量と
によるＬＣ共振器であり、一次自己共振コイル３３０と同じ共振周波数を有する二次自己
共振コイル３４０と電磁場（近接場）を介して共鳴する。そうすると、一次自己共振コイ
ル３３０から二次自己共振コイル３４０へ電磁場を介してエネルギー（電力）が移動する
。二次自己共振コイル３４０へ移動したエネルギー（電力）は、電磁誘導により二次自己
共振コイル３４０と磁気的に結合される二次コイル３５０によって取出され、負荷３６０
へ供給される。なお、共鳴法による送電は、一次自己共振コイル３３０と二次自己共振コ
イル３４０との共鳴強度を示すＱ値がたとえば１００よりも大きいときに実現される。
【００３４】
　なお、図１との対応関係については、二次自己共振コイル３４０および二次コイル３５
０が図１の受電ユニット１１０に対応し、一次コイル３２０および一次自己共振コイル３
３０が図１の送電ユニット２２０に対応する。
【００３５】
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　図３は、電流源（磁流源）からの距離と電磁界の強度との関係を示した図である。図３
を参照して、電磁界は３つの成分を含む。曲線ｋ１は、波源からの距離に反比例した成分
であり、「輻射電磁界」と称される。曲線ｋ２は、波源からの距離の２乗に反比例した成
分であり、「誘導電磁界」と称される。また、曲線ｋ３は、波源からの距離の３乗に反比
例した成分であり、「静電磁界」と称される。
【００３６】
　この中でも波源からの距離とともに急激に電磁波の強度が減少する領域があるが、共鳴
法では、この近接場（エバネッセント場）を利用してエネルギー（電力）の伝送が行なわ
れる。すなわち、近接場を利用して、同じ固有振動数を有する一対の共鳴器（たとえば一
対のＬＣ共振コイル）を共鳴させることにより、一方の共鳴器（一次自己共振コイル）か
ら他方の共鳴器（二次自己共振コイル）へエネルギー（電力）を伝送する。この近接場は
遠方にエネルギー（電力）を伝播しないので、遠方までエネルギーを伝播する「輻射電磁
界」によりエネルギー（電力）を伝送する電磁波に比べて、共鳴法は、より少ないエネル
ギー損失で送電することができる。
【００３７】
　図４は、図１に示した車両１００の詳細を示す構成図である。図４を参照して、車両１
００は、蓄電装置１５０と、システムメインリレーＳＭＲ１と、昇圧コンバータ１６２と
、インバータ１６４，１６６と、モータジェネレータ１７２，１７４と、エンジン１７６
と、動力分割装置１７７と、駆動輪１７８とを含む。また、車両１００は、二次自己共振
コイル１１２と、二次コイル１１４と、整流器１４０と、ＤＣ／ＤＣコンバータ１４２と
、システムメインリレーＳＭＲ２と、リレー１４４，１４８と、抵抗１４６と、電圧セン
サ１９０とをさらに含む。さらに、車両１００は、制御装置１８０と、カメラ１２０と、
通信ユニット１３０と、給電ボタン１２２とをさらに含む。
【００３８】
　この車両１００は、エンジン１７６およびモータジェネレータ１７４を動力源として搭
載する。エンジン１７６およびモータジェネレータ１７２，１７４は、遊星歯車から成る
動力分割装置１７７に連結される。そして、車両１００は、エンジン１７６およびモータ
ジェネレータ１７４の少なくとも一方が発生する駆動力によって走行する。エンジン１７
６が発生する動力は、動力分割装置１７７によって２経路に分割される。すなわち、一方
は駆動輪１７８へ伝達される経路であり、もう一方はモータジェネレータ１７２へ伝達さ
れる経路である。
【００３９】
　モータジェネレータ１７２は、交流回転電機であり、たとえばロータに永久磁石が埋設
された三相交流同期電動機を含む。モータジェネレータ１７２は、動力分割装置１７７に
よって分割されたエンジン１７６の運動エネルギーを用いて発電する。たとえば、蓄電装
置１５０の充電状態（「ＳＯＣ（State　Of　Charge）」とも称される。）が予め定めら
れた値よりも低くなると、エンジン１７６が始動してモータジェネレータ１７２により発
電が行なわれ、蓄電装置１５０が充電される。
【００４０】
　モータジェネレータ１７４も、交流回転電機であり、モータジェネレータ１７２と同様
に、たとえばロータに永久磁石が埋設された三相交流同期電動機を含む。モータジェネレ
ータ１７４は、蓄電装置１５０に蓄えられた電力およびモータジェネレータ１７２により
発電された電力の少なくとも一方を用いて駆動力を発生する。そして、モータジェネレー
タ１７４の駆動力は、駆動輪１７８に伝達される。
【００４１】
　また、車両の制動時や下り斜面での加速度低減時には、運動エネルギーや位置エネルギ
ーとして車両に蓄えられた力学的エネルギーが駆動輪１７８を介してモータジェネレータ
１７４の回転駆動に用いられ、モータジェネレータ１７４が発電機として作動する。これ
により、モータジェネレータ１７４は、走行エネルギーを電力に変換して制動力を発生す
る回生ブレーキとして作動する。そして、モータジェネレータ１７４により発電された電
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力は、蓄電装置１５０に蓄えられる。
【００４２】
　蓄電装置１５０は、再充電可能な直流電源であり、たとえばリチウムイオンやニッケル
水素などの二次電池を含む。蓄電装置１５０は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１４２から供給さ
れる電力を蓄えるほか、モータジェネレータ１７２，１７４によって発電される回生電力
も蓄える。そして、蓄電装置１５０は、その蓄えた電力を昇圧コンバータ１６２へ供給す
る。なお、蓄電装置１５０として大容量のキャパシタも採用可能であり、給電設備２００
（図１）から供給される電力やモータジェネレータ１７２，１７４からの回生電力を一時
的に蓄え、その蓄えた電力を昇圧コンバータ１６２へ供給可能な電力バッファであれば如
何なるものでもよい。
【００４３】
　システムメインリレーＳＭＲ１は、蓄電装置１５０と昇圧コンバータ１６２との間に配
設される。昇圧コンバータ１６２は、制御装置１８０からの信号ＰＷＣに基づいて、正極
線ＰＬ２の電圧を蓄電装置１５０から出力される電圧以上の電圧に昇圧する。なお、この
昇圧コンバータ１６２は、たとえば直流チョッパ回路を含む。
【００４４】
　インバータ１６４，１６６は、それぞれモータジェネレータ１７２，１７４に対応して
設けられる。インバータ１６４は、制御装置１８０からの信号ＰＷＩ１に基づいてモータ
ジェネレータ１７２を駆動し、インバータ１６６は、制御装置１８０からの信号ＰＷＩ２
に基づいてモータジェネレータ１７４を駆動する。なお、インバータ１６４，１６６は、
たとえば三相ブリッジ回路を含む。
【００４５】
　二次自己共振コイル１１２は、両端がオープン（非接続）のＬＣ共振コイルであり、給
電設備２００の一次自己共振コイル（図示せず）と電磁場を介して共鳴することにより給
電設備２００から受電する。なお、二次自己共振コイル１１２の容量成分は、コイルの浮
遊容量としているが、コイルの両端に接続されるコンデンサを設けてもよい。この二次自
己共振コイル１１２については、給電設備２００の一次自己共振コイルとの距離や、一次
自己共振コイルおよび二次自己共振コイル１１２の共鳴周波数等に基づいて、一次自己共
振コイルと二次自己共振コイル１１２との共鳴強度を示すＱ値（たとえば、Ｑ＞１００）
およびその結合度を示すκ等が大きくなるようにその巻数が適宜設定される。
【００４６】
　二次コイル１１４は、二次自己共振コイル１１２と同軸上に配設され、電磁誘導により
二次自己共振コイル１１２と磁気的に結合可能である。この二次コイル１１４は、二次自
己共振コイル１１２により受電された電力を電磁誘導により取出して整流器１４０へ出力
する。なお、二次自己共振コイル１１２および二次コイル１１４は、図１に示した受電ユ
ニット１１０を形成する。
【００４７】
　整流器１４０は、二次コイル１１４によって取出された交流電力を整流する。ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータ１４２は、制御装置１８０からの信号ＰＷＤに基づいて、整流器１４０によ
って整流された電力を蓄電装置１５０の電圧レベルに変換して蓄電装置１５０へ出力する
。システムメインリレーＳＭＲ２は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１４２と蓄電装置１５０との
間に配設される。システムメインリレーＳＭＲ２は、制御装置１８０からの信号ＳＥ２が
活性化されると、ＤＣ／ＤＣコンバータ１４２を蓄電装置１５０と電気的に接続し、信号
ＳＥ２が非活性化されると、ＤＣ／ＤＣコンバータ１４２と蓄電装置１５０との間の電路
を遮断する。
【００４８】
　リレー１４４は、整流器１４０とＤＣ／ＤＣコンバータ１４２との間に配設される電力
線対の少なくとも一方に設けられる。この図４では、リレー１４４は、電力線対の一方に
のみ設けられているが、電力線対の双方にリレーを設けてもよい。このリレー１４４は、
受電ユニット１１０によって受電された電力をＤＣ／ＤＣコンバータ１４２へ供給して蓄
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電装置１５０の充電が行なわれる場合に制御装置１８０によって導通状態に制御される。
【００４９】
　抵抗１４６およびリレー１４８は、リレー１４４よりも整流器１４０側において、整流
器１４０とＤＣ／ＤＣコンバータ１４２との間に配設される電力線対間に直列に接続され
る。この抵抗１４６およびリレー１４８は、受電ユニット１１０の受電状況を確認するた
めに設けられる。すなわち、上述した第２段階の位置合わせが行なわれるとき、制御装置
１８０によってリレー１４８が導通状態に制御され、受電ユニット１１０による受電によ
って抵抗１４６に生じる電圧に基づいて受電ユニット１１０の受電状況が検知される。そ
して、抵抗１４６に生じる電圧に基づいて送電ユニット２２０と受電ユニット１１０との
距離が検知され、その距離情報に基づいて上記第２段階の位置合わせが実行される。
【００５０】
　電圧センサ１９０は、抵抗１４６およびリレー１４８が接続される電力線対間の電圧Ｖ
Ｒを検出し、その検出値を制御装置１８０へ出力する。
【００５１】
　制御装置１８０は、アクセル開度や車両速度、その他種々のセンサからの信号に基づい
て、昇圧コンバータ１６２およびモータジェネレータ１７２，１７４をそれぞれ駆動する
ための信号ＰＷＣ，ＰＷＩ１，ＰＷＩ２を生成し、その生成した信号ＰＷＣ，ＰＷＩ１，
ＰＷＩ２をそれぞれ昇圧コンバータ１６２およびインバータ１６４，１６６へ出力する。
そして、車両の走行時、制御装置１８０は、信号ＳＥ１を活性化してシステムメインリレ
ーＳＭＲ１をオンさせるとともに、信号ＳＥ２を非活性化してシステムメインリレーＳＭ
Ｒ２をオフさせる。
【００５２】
　また、給電設備２００（図１）から車両１００への給電が行なわれるとき、制御装置１
８０は、カメラ１２０によって撮影された画像をカメラ１２０から受ける。また、制御装
置１８０は、給電設備２００から送出される電力の情報（電圧および電流）を給電設備２
００から通信ユニット１３０を介して受ける。さらに、制御装置１８０は、リレー１４４
，１４８をそれぞれ非導通状態（オフ）および導通状態（オン）に制御し、電圧ＶＲの検
出値を電圧センサ１９０から受ける。そして、制御装置１８０は、これらのデータに基づ
いて、給電設備２００の送電ユニット２２０（図１）へ当該車両を誘導するように後述の
方法により車両の駐車制御を実行する。
【００５３】
　送電ユニット２２０への駐車制御が完了すると、制御装置１８０は、リレー１４４，１
４８をそれぞれ導通状態（オン）および非導通状態（オフ）に制御する。また、制御装置
１８０は、通信ユニット１３０を介して給電設備２００へ給電指令を送信するとともに、
信号ＳＥ２を活性化してシステムメインリレーＳＭＲ２をオンさせる。そして、制御装置
１８０は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１４２を駆動するための信号ＰＷＤを生成し、その生成
した信号ＰＷＤをＤＣ／ＤＣコンバータ１４２へ出力する。
【００５４】
　さらに、制御装置１８０は、たとえば上記駐車制御の完了後、リレー１４８の溶着有無
を判定する。具体的には、制御装置１８０は、リレー１４４，１４８をそれぞれ導通状態
（オン）および非導通状態（オフ）に制御する前にリレー１４４，１４８をいずれも非導
通状態（オフ）に制御する。そして、制御装置１８０は、通信ユニット１３０を介して給
電設備２００へ所定のテスト電力の出力要求を送信し、電圧センサ１９０によって検出さ
れる電圧ＶＲに基づいてリレー１４８の溶着有無を判定する。具体的には、電圧ＶＲが予
め定められた規定電圧よりも高いとき、リレー１４８は正常と判定され、電圧ＶＲが規定
電圧以下のとき、リレー１４８は溶着しているものと判定される。なお、このリレー１４
８の溶着有無の判定処理については、後ほど詳しく説明する。
【００５５】
　図５は、受電ユニットを含む車両側の受電回路および給電設備側の送電ユニット２２０
についてより詳細に説明するための回路図である。図５を参照して、高周波電源装置２１
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０は、高周波交流電源２１３と、電源のインピーダンスを示す抵抗２１１とで表わされる
。送電ユニット２２０は、高周波電源装置２１０に接続される一次コイル２３２と、電磁
誘導により一次コイル２３２と磁気的に結合される一次自己共振コイル２３４とを含む。
【００５６】
　受電ユニット１１０は、一次自己共振コイル２３４と電磁場を介して共鳴する二次自己
共振コイル１１２と、電磁誘導により二次自己共振コイル１１２と磁気的に結合される二
次コイル１１４とを含む。整流器１４０は、二次コイル１１４に接続され、二次コイル１
１４から出力される交流電力を整流する。
【００５７】
　整流器１４０と充電器（ＤＣ／ＤＣコンバータ１４２）との間に配設される電力線には
リレー１４４が設けられ、バッテリ(蓄電装置１５０）の充電が行なわれるとき、リレー
１４４は導通状態（オン）に制御される。
【００５８】
　リレー１４４よりも整流器１４０側において、抵抗１４６およびリレー１４８が電力線
対間に直列に接続される。電圧センサ１９０は、抵抗１４６およびリレー１４８が接続さ
れる電力線対間の電圧ＶＲを検出して制御装置１８０（図示せず）へ出力する。充電器（
ＤＣ／ＤＣコンバータ１４２）は、整流器１４０から出力される直流電力を適切な電圧に
変換してバッテリ(蓄電装置１５０）へ出力する。
【００５９】
　なお、抵抗１４６は、たとえば５０Ωのインピーダンスに設定されており、この値は高
周波電源装置２１０の抵抗２１１で表わされるインピーダンスとマッチングするように調
整されている。
【００６０】
　図６は、電圧センサ１９０の構成の一例を示した図である。図６を参照して、電圧セン
サ１９０は、入力端子５０２，５０４と、抵抗５０６，５０８，５１０，５１２，５１６
と、オペアンプ５１４と、出力端子５１８とを含む。
【００６１】
　この電圧センサ１９０は、差動増幅回路から成る。整流器１４０（図５）によって整流
された電力が出力される電力線対に入力端子５０２，５０４が接続される。抵抗５０６は
、数百ｋΩ～数ＭΩの高抵抗値を有する。
【００６２】
　図７は、図４に示した制御装置１８０により実行されるリレー１４８の溶着判定処理を
説明するためのフローチャートである。なお、このフローチャートの処理は、一定時間毎
または所定の条件が成立する毎に実行される。
【００６３】
　図７を参照して、制御装置１８０は、まず、リレー１４４，１４８をいずれも非導通状
態（オフ）に制御する（ステップＳ１０）。次いで、制御装置１８０は、給電設備２００
から車両１００へのテスト電力の出力要求を通信ユニット１３０を介して給電設備２００
へ送信する（ステップＳ２０）。なお、このテスト電力の大きさは、リレー１４４，１４
８が非導通状態（オフ）のときに車両１００の受電回路の耐電圧を受電電圧が超えないよ
うに適宜設定される。
【００６４】
　次いで、制御装置１８０は、電圧センサ１９０によって検出される電圧ＶＲが規定電圧
よりも高いか否かを判定する（ステップＳ３０）。この規定電圧は、リレー１４８の溶着
有無を判定するための電圧であり、以下のように決定される。すなわち、電圧センサ１９
０のインピーダンスは大きいので（たとえば１ＭΩ程度）、リレー１４８が正常にオフさ
れていれば、受電回路の耐電圧を超えない範囲で電圧ＶＲは高い値となる。一方、リレー
１４８が溶着していると、リレー１４８および抵抗１４６が導通するので、電圧ＶＲは低
い値となる。そこで、リレー１４８がオンしているときの電圧ＶＲとリレー１４８がオフ
しているときの電圧ＶＲとを区別可能なレベルに上記規定電圧が設定される。
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【００６５】
　そして、ステップＳ３０において電圧ＶＲが規定電圧よりも高いと判定されると（ステ
ップＳ３０においてＹＥＳ）、制御装置１８０は、リレー１４８を正常と判定する（ステ
ップＳ４０）。一方、ステップＳ３０において電圧ＶＲが規定電圧以下であると判定され
ると（ステップＳ３０においてＮＯ）、制御装置１８０は、リレー１４８が溶着している
ものと判定する（ステップＳ５０）。
【００６６】
　そして、ステップＳ４０においてリレー１４８が正常と判定されるか、あるいはステッ
プＳ５０においてリレー１４８は溶着しているものと判定され、その後所定の異常処理が
実行されると（ステップＳ６０）、制御装置１８０は、テスト電力の停止要求を通信ユニ
ット１３０を介して給電設備２００へ送信する（ステップＳ７０）。その後、制御装置１
８０は、リレー１４４，１４８を非導通状態（オフ）に制御する（ステップＳ８０）。
【００６７】
　以上のように、この実施の形態１においては、車両の位置合わせ用に抵抗１４６および
リレー１４８が設けられる。そして、リレー１４４，１４８が非導通状態（オフ）に制御
され、かつ、給電設備２００から車両１００へ所定のテスト電力が送出されているとき、
電圧センサ１９０により検出される電圧ＶＲに基づいてリレー１４８の溶着有無が判定さ
れる。具体的には、電圧ＶＲが規定電圧と比較され、電圧ＶＲが規定電圧よりも高いとき
リレー１４８は正常と判定され、電圧ＶＲが規定電圧以下のときリレー１４８が溶着して
いるものと判定される。したがって、この実施の形態１によれば、リレー１４８の溶着チ
ェックを実施することができる。
【００６８】
　［実施の形態２］
　実施の形態１において、電圧センサ１９０のインピーダンスは大きいので、リレー１４
８の溶着判定を行なうために給電設備２００から送出されるテスト電力を上げることがで
きない。そのため、リレー１４８が溶着している場合の電圧ＶＲの検出値が小さくなり、
リレー１４８が溶着しているのか、それとも、給電設備２００からテスト電力が送電され
ていないのかを判別できなくなる可能性がある。
【００６９】
　そこで、この実施の形態２では、リレー１４８の溶着を判定する際に給電設備２００か
ら送出されるテスト電力を増加させるための方策が示される。
【００７０】
　この実施の形態２における車両給電システムの全体構成は、図１に示した実施の形態１
における車両給電システム１０と同じである。
【００７１】
　図８は、実施の形態２における受電回路を説明するための回路図である。なお、この図
８は、実施の形態１における受電回路を説明した図５と対応するものである。図８を参照
して、この実施の形態２では、直列に接続された抵抗１４６およびリレー１４８に並列に
接続される抵抗１４９が設けられる。この抵抗１４９のインピーダンスは、抵抗１４６の
インピーダンスよりも大きく、かつ、給電設備２００からのテスト電力の受電時に受電回
路の耐電圧を受電電圧が超えないように設計されている。一例として、抵抗１４６，１４
９のインピーダンスは、それぞれ５０Ω，１０ｋΩに設計される。
【００７２】
　なお、図８に示される受電回路のその他の構成は、図５に示した実施の形態１における
受電回路の構成と同じである。
【００７３】
　この実施の形態２においては、抵抗１４６のインピーダンスよりも大きく、かつ、給電
設備２００からのテスト電力の受電時に受電回路の耐電圧を受電電圧が超えないように設
計された抵抗１４９が設けられるので、実施の形態１と比較して、給電設備２００から車
両１００へ出力するテスト電力を大きくすることができる。したがって、この実施の形態
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２によれば、電圧センサ１９０により検出される電圧ＶＲに基づいて、リレー１４８の溶
着チェックを確実に行なうことができる。
【００７４】
　［実施の形態３］
　この実施の形態３は、抵抗１４９（図８）を追加することなく、リレー１４８の溶着を
判定する際に給電設備２００から送出されるテスト電力を増加させるものである。この実
施の形態３では、リレー１４８の溶着チェック時にＤＣ／ＤＣコンバータ１４２（図４，
図５）を動作させ、ＤＣ／ＤＣコンバータ１４２の入力インピーダンスが抵抗１４９のイ
ンピーダンスと同等になるようにＤＣ／ＤＣコンバータ１４２が制御される。
【００７５】
　この実施の形態３における車両給電システム１０、車両１００および給電設備２００の
全体構成は、実施の形態１と同じである。
【００７６】
　図９は、実施の形態３における制御装置１８０により実行されるリレー１４８の溶着判
定処理を説明するためのフローチャートである。なお、このフローチャートの処理も、一
定時間毎または所定の条件が成立する毎に実行される。
【００７７】
　図９を参照して、このフローチャートは、図７に示したフローチャートにおいて、ステ
ップＳ１４，Ｓ７２をさらに含み、ステップＳ１０に代えてステップＳ１２を含む。すな
わち、制御装置１８０は、まず、リレー１４４，１４８をそれぞれ導通状態（オン）およ
び非導通状態（オフ）に制御する（ステップＳ１２）。次いで、制御装置１８０は、充電
器（ＤＣ／ＤＣコンバータ１４２）を起動する（ステップＳ１４）。その後、ステップＳ
２０へ処理が移行され、テスト電力の出力要求が通信ユニット１３０を介して給電設備２
００へ送信される。なお、テスト電力の受電時、制御装置１８０は、ＤＣ／ＤＣコンバー
タ１４２の入力インピーダンスが抵抗１４９のインピーダンス（たとえば１０ｋΩ）と同
等になるようにＤＣ／ＤＣコンバータ１４２を制御する。
【００７８】
　また、ステップＳ７０においてテスト電力の停止要求が通信ユニット１３０を介して給
電設備２００へ送信されると、制御装置１８０は、充電器（ＤＣ／ＤＣコンバータ１４２
）を停止する（ステップＳ７２）。その後、ステップＳ８０へ処理が移行され、リレー１
４４，１４８が非導通状態（オフ）に制御される。
【００７９】
　この実施の形態３においては、リレー１４８の溶着チェック時にＤＣ／ＤＣコンバータ
１４２を動作させ、ＤＣ／ＤＣコンバータ１４２の入力インピーダンスが、実施の形態２
において設けられる抵抗１４９のインピーダンスと同等になるようにＤＣ／ＤＣコンバー
タ１４２が制御される。したがって、この実施の形態３によれば、抵抗１４９を設ける必
要がないので、その分コストを抑えることができる。
【００８０】
　なお、上記の各実施の形態においては、一対の自己共振コイルを共鳴させて送電が行な
われるものとしたが、共鳴体として自己共振コイルに代えて高誘電率材から成る高誘電体
ディスクを用いることもできる。
【００８１】
　また、上記においては、電動車両として、動力分割装置１７７によりエンジン１７６の
動力を分割して駆動輪１７８とモータジェネレータ１７２とに伝達可能なシリーズ／パラ
レル型のハイブリッド車について説明したが、この発明は、その他の形式のハイブリッド
車にも適用可能である。すなわち、たとえば、モータジェネレータ１７２を駆動するため
にのみエンジン１７６を用い、モータジェネレータ１７４でのみ車両の駆動力を発生する
、いわゆるシリーズ型のハイブリッド車や、エンジン１７６が生成した運動エネルギーの
うち回生エネルギーのみが電気エネルギーとして回収されるハイブリッド車、エンジンを
主動力として必要に応じてモータがアシストするモータアシスト型のハイブリッド車など
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【００８２】
　また、この発明は、エンジン１７６を備えずに電力のみで走行する電気自動車や、直流
電源として蓄電装置１５０に加えて燃料電池をさらに備える燃料電池車にも適用可能であ
る。また、この発明は、昇圧コンバータ１６２を備えない電動車両や、ＤＣ／ＤＣコンバ
ータ１４２を備えない電動車両にも適用可能である。
【００８３】
　なお、上記において、一次自己共振コイル２３４は、この発明における「送電用共鳴器
」の一実施例に対応し、二次自己共振コイル１１２は、この発明における「受電用共鳴器
」の一実施例に対応する。また、ＤＣ／ＤＣコンバータ１４２は、この発明における「電
気負荷」および「コンバータ」の一実施例に対応し、抵抗１４６は、この発明における「
第１の抵抗」の一実施例に対応する。さらに、リレー１４８は、この発明における「リレ
ー」の一実施例に対応し、制御装置１８０は、この発明における「判定部」の一実施例に
対応する。また、さらに、抵抗１４９は、この発明における「第２の抵抗」の一実施例に
対応し、制御装置１８０は、この発明における「制御部」の一実施例に対応する。
【００８４】
　今回開示された実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範
囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれ
ることが意図される。
【符号の説明】
【００８５】
　１０　車両給電システム、１００　車両、１１０　受電ユニット、１１２，３４０　二
次自己共振コイル、１１４，３５０　二次コイル、１２０　カメラ、１２２　給電ボタン
、１３０，２４０　通信ユニット、１４０　整流器、１４２　ＤＣ／ＤＣコンバータ、１
４４，１４８　リレー、１４６，１４９，２１１，５０６，５０８，５１０，５１２，５
１６　抵抗、１５０　蓄電装置、１６２　昇圧コンバータ、１６４，１６６　インバータ
、１７２，１７４　モータジェネレータ、１７６　エンジン、１７７　動力分割装置、１
７８　駆動輪、１８０　制御装置、１９０　電圧センサ、２００　給電設備、２１０　高
周波電源装置、２１３　高周波交流電源、２２０　送電ユニット、２３０　発光部、２３
２，３２０　一次コイル、２３４，３３０　一次自己共振コイル、３１０　高周波電源、
３６０　負荷、４１０　ＩＰＡ－ＥＣＵ、４２０　ＥＰＳ、４３０　ＭＧ－ＥＣＵ、４４
０　ＥＣＢ、４５０　ＥＰＢ、４６０　共鳴ＥＣＵ、４７０　ＨＶ－ＥＣＵ、５０２，５
０４　入力端子、５１４　オペアンプ、５１８　出力端子、ＳＭＲ１，ＳＭＲ２　システ
ムメインリレー。
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