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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力が供給される電力用１次コイルを有する電力伝送部を備えた家具と、この家具に対
して所定の配置位置に配置された状態で電力用１次コイルによる磁束内に配置される電力
用２次コイルを備えたコードレス機器と、家具に対するコードレス機器の所定の配置位置
を報知すると共に家具に配置されているコードレス機器の配置位置と、家具におけるコー
ドレス機器の所定の配置位置との間の位置ずれの程度を報知する報知手段とを具備し、
　前記報知手段が、前記電力伝送部の設置位置を囲む複数の発光ダイオードで構成される
ことを特徴とする無接点給電装置。
【請求項２】
　上記家具が信号用１次コイル、補助巻線コイル、検知回路及び１次側回路を備えると共
に、上記コードレス機器が信号用２次コイル及び２次側回路を備え、
　前記信号用１次コイルは、コードレス機器が家具に対して所定の配置位置に配置された
状態で、電力用２次コイルに発生する誘導電流に応じた誘導電流が発生するものであり、
　前記２次側回路は、電力用２次コイルで発生する誘導電流の出力レベルに応じた高周波
信号を信号用２次コイルに出力するものであり、
　前記１次側回路は信号用１次コイルで発生する誘導電流に基づいて電力用１次コイルへ
の高周波電流の出力を制御するものであり、
　前記検知回路は、コードレス機器が家具上の所定の配置位置に配置されて補助巻線コイ
ルに発生する誘導電流が位置検知レベルに達したことを検知した場合に上記報知手段を作



(2) JP 4240748 B2 2009.3.18

10

20

30

40

50

動させるための信号を出力するものであることを特徴とする請求項１に記載の無接点給電
装置。
【請求項３】
　電力が供給される電力用１次コイルを有する電力伝送部、信号用１次コイル及び１次側
回路を備えた家具と、この家具に対して所定の配置位置に配置された状態で電力用１次コ
イルによる磁束内に配置される電力用２次コイル、信号用２次コイル及び２次側回路を備
えたコードレス機器と、家具に対するコードレス機器の所定の配置位置を報知する報知手
段とを具備し、
　前記報知手段が、前記電力伝送部の設置位置を囲む複数の発光ダイオードで構成され、
　前記信号用１次コイルは、コードレス機器が家具に対して所定の配置位置に配置された
状態で、信号用２次コイルに供給された高周波信号に応じた誘導電流が発生するものであ
り、
　前記２次側回路は、電力用２次コイルで発生する誘導電流の出力レベルに応じた高周波
信号を信号用２次コイルに出力するものであり、
　前記１次側回路は信号用１次コイルで発生する誘導電流に基づいて電力用１次コイルへ
の高周波電流の出力を制御すると共に、信号用１次コイルに誘導電流が発生した場合に前
記報知手段を作動させるものであることを特徴とする無接点給電装置。
【請求項４】
　家具に対してコードレス機器が所定の配置位置に配置されている状態で電力用１次コイ
ルと電力用２次コイルとの間に配置される磁性体を家具又はコードレス機器に設けて成る
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の無接点給電装置。
【請求項５】
　コードレス機器に給電された電力にて充電される充電池をコードレス機器に設けて成る
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の無接点給電装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コードレス機器と、コードレス機器に対して無接点で給電を行う給電用の機器
とから構成される無接点給電装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、例えば図３１に示すように、家具１の一箇所又は複数箇所にコンセント差込口５６
を有し、このコンセント差込口５６に、ポットや照明器具等の電気機器２′の電源プラグ
５３を差し込み、これらの電気機器２′を家具１の上に配置して使用できるものがある。
このような家具１には、コンセント差込口５６に電力を供給するための電源コード４３が
接続されており、この電源コード４３の先端に設けられた電源プラグ８を、家庭内に配設
された商用電源のコンセント差込口に差し込むようにしている。
【０００３】
しかし、このような従来技術においては、電気機器２′に電源コード５２を設けて、この
電源コード５２の先端に設けられた電源プラグ５３を家具１のコンセント差込口５６に差
し込むようにしていたため、家具１の上に電源コード５２が配されることとなり、家具１
の上で作業する場合などに邪魔になるものであった。またこのように家具１にコンセント
差込口５６を設けると家具１の美観を損なうこととなり、またこのコンセント差込口５６
を目立たないように家具１の裏面等に設けると、電気機器２′の電源プラグ５３をコンセ
ント差込口５６に差し込んだり、コンセント差込口５６から引き抜いたりするときの作業
性が悪くなるものであった。またコンセント差込口５６に設けられている差込孔にゴミや
埃等が溜まりやすく、掃除が面倒なものであった。
【０００４】
一方、従来から、無接点にて電力を給電する方法は良く知られており、給電された電力の
使用方法としては、電力を器具の駆動電力として使用する方法と、渦電流を発生させて発
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熱させて、この熱を利用する方法とが挙げられる。前者の例としては、図３２（ａ）に示
すような携帯電話機本体５０とその充電器５１が挙げられ、後者の例としては図３２（ｂ
）に示すような鍋５４などを加熱するための電磁調理器５５が挙げられる。
【０００５】
無接点にて電力を供給して電気機器２′の駆動電力として使用する場合の、回路構成を示
すブロック図を図２２に示す。
【０００６】
充電器５１等のような電力を供給する側の機器に設けられる回路には、商用交流電源４４
に接続される整流回路３６が形成されており、またこの整流回路３６にて整流された直流
電流が供給されるスイッチング回路３５が形成されている。このスイッチング回路３５は
、供給された直流電流を所定の高周波電流に変換するものであり、このスイッチング回路
３５にて発生された高周波電流は、電力用１次コイル４に通電される。またスイッチング
回路３５にはこのスイッチング回路３５にて発生される高周波電流の出力を制御する制御
信号を発する制御回路３７が接続されている。この制御回路３７には信号用１次コイル４
０が接続されており、この信号用１次コイル４０にて発生する誘導電流によって、制御回
路３７の動作が制御される。
【０００７】
また携帯電話機本体５０のような電力が供給される側の機器に設けられる回路には、電力
用１次コイル４にて発生される磁束内に配置される電力用２次コイル９が設けられており
、この電力用２次コイル９には、電力用１次コイル４にて発生する磁束により誘導電流が
発生する。電力用２次コイル９には出力回路３８が接続されており、誘導電流はこの出力
回路３８に供給されて、整流や周波数変換等の処理がなされる。処理後の電流は、電気機
器２′の駆動用の本体回路３９に供給され、電気機器２′の駆動源として使用される。ま
た出力回路３８には信号用２次コイル４１が接続されており、出力回路３８は、出力回路
３８に供給される誘導電流の出力レベルに応じた高周波信号を信号用２次コイル４１に出
力するようになっている。
【０００８】
充電器５１と携帯電話機本体５０のような機器に上記のような構成の回路を設けると、充
電器５１に対して携帯電話機本体５０を取り付けることにより携帯電話機本体５０に無接
点にて電力を供給することができる。電力の供給は、高周波電流が通電された電力用１次
コイル４で発生する磁束内に電力用２次コイル９を配置することにより電力用２次コイル
９に誘導電流を発生させることによって行われるものである。またこのときに供給電力の
出力の調整は、供給電力の出力レベルに応じた高周波信号が信号用２次コイル４１に出力
されることにより発生する磁束内に信号用１次コイル４０を配置することにより信号用１
次コイル４０に供給電力の出力レベルに応じた誘導電力を発生させ、この誘導電力を制御
信号としてスイッチング回路３５に入力することにより行われる。
【０００９】
一方、無接点にて電力を供給して渦電流を発生させて発熱させ、この熱を利用する場合の
回路構成を図３３に示す。
【００１０】
電磁調理器５５のような電力を供給する側の機器に設けられる回路には、図２２に示す回
路と同様の整流回路３６、スイッチング回路３５、電力用１次コイル４が設けられており
、商用交流電源４４から供給された交流電流を整流回路３６にて整流し、整流された直流
電流をスイッチング回路３５にて高周波電流に変換し、この高周波電流を電力用１次コイ
ル４に供給するようにしている。また、鍋５４等の金属製の調理器具は、電力用１次コイ
ル４にて発生する磁束内に配置され、この磁束によって金属製の調理器具に渦電流が発生
して発熱するものである。
【００１１】
このようにして無接点にて電力を給電すると、電力を供給する側の機器と供給される側の
機器との間をコード５２等にて接続する必要がなくなる。
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【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記のように無接点にて電力を給電するようにしても、充電器５１や電磁調理器
５５等のような電力を供給する側の機器には、やはりコード５２を設けて電源プラグ５３
とコンセント差込口５６と接続しなければならず、家具１等の上に配置して使用する場合
はコード５２が邪魔になるものであった。また使用しないときには家具１の上から片づけ
なければならず、手間がかかるものであった。
【００１３】
また、家具１に電磁調理器５５を組み合わせた技術として、特開平５－２８５０１８号公
報や、特開平７－２４５１８０号公報等に開示されているものが提案されるようになって
きているが、このような従来技術は電磁調理器５５にのみ給電できるものであり、無接点
にてコードレス機器に給電してその電力を駆動電力として利用できるものではなかった。
【００１４】
本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、電力が供給されるコードレス機器と、コ
ードレス機器に無接点にて電力を供給する機器とから構成され、コードレス機器に供給さ
れた電力を駆動電力として使用することができ、コードレス機器を家具の上で使用する際
に電源との接続・脱離が容易であり、電力を供給する機器が場所をとらない等の使用勝手
がよく、また家具の機能性、デザイン性を損なうことがなく、また掃除等のメンテナンス
が簡単にでき、しかもコードレス機器に電力を供給する際のコードレス機器の配置位置を
容易に識別することができる無接点型給電装置を提供することを目的とするものである。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　本発明の請求項１に係る無接点給電装置は、電力が供給される電力用１次コイル４を有
する電力伝送部３を備えた家具１と、この家具１に対して所定の配置位置に配置された状
態で電力用１次コイル４による磁束内に配置される電力用２次コイル９を備えたコードレ
ス機器２と、家具１に対するコードレス機器２の所定の配置位置を報知する報知手段７と
を具備し、前記報知手段が、前記電力伝送部３の設置位置を囲む複数の発光ダイオードで
構成されることを特徴とするものである。
【００２２】
　また、家具１に配置されているコードレス機器２の配置位置と、家具１におけるコード
レス機器２の所定の配置位置との間の位置ずれの程度を報知する上記報知手段７を具備し
て成ることを特徴とするものである。
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１の構成に加えて、上記家具１が信号用１次コ
イル４０、補助巻線コイル４７、検知回路４６及び１次側回路５を備えると共に、上記コ
ードレス機器２が信号用２次コイル４１及び２次側回路１０を備えることを特徴とする。
前記信号用１次コイル４０は、コードレス機器２が家具１に対して所定の配置位置に配置
された状態で、電力用２次コイル９に発生する誘導電流に応じた誘導電流が発生する。前
記２次側回路１０は、電力用２次コイル９で発生する誘導電流の出力レベルに応じた高周
波信号を信号用２次コイル４１に出力する。前記１次側回路５は信号用１次コイル４０で
発生する誘導電流に基づいて電力用１次コイル４への高周波電流の出力を制御する。前記
検知回路４６は、コードレス機器２が家具１上の所定の配置位置に配置されて補助巻線コ
イル４７に発生する誘導電流が位置検知レベルに達したことを検知した場合に上記報知手
段７を作動させるための信号を出力するものである。
　本発明の請求項３に係る無接点給電装置は、電力が供給される電力用１次コイル４を有
する電力伝送部３を備えた家具１と、この家具１に対して所定の配置位置に配置された状
態で電力用１次コイル４による磁束内に配置される電力用２次コイル９を備えたコードレ
ス機器２と、家具１に対するコードレス機器２の所定の配置位置を報知する報知手段７と
を具備し、前記報知手段が、前記電力伝送部３の設置位置を囲む複数の発光ダイオードで
構成される。また、上記家具１が信号用１次コイル４０及び１次側回路５を備えると共に
、上記コードレス機器２が信号用２次コイル４１及び２次側回路１０を備えることを特徴
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とする。前記信号用１次コイル４０は、コードレス機器２が家具１に対して所定の配置位
置に配置された状態で、信号用２次コイル４１に供給された高周波信号に応じた誘導電流
が発生する。前記２次側回路１０は、電力用２次コイル９で発生する誘導電流の出力レベ
ルに応じた高周波信号を信号用２次コイル４１に出力する。前記１次側回路５は信号用１
次コイル４０で発生する誘導電流に基づいて電力用１次コイル４への高周波電流の出力を
制御すると共に、信号用１次コイル４０に誘導電流が発生した場合に前記報知手段７を作
動させる。
【００２３】
　また請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のいずれかの構成に加えて、家具１に対
してコードレス機器２が所定の配置位置に配置されている状態で電力用１次コイル４と電
力用２次コイル９との間に配置される磁性体３４を家具１又はコードレス機器２に設けて
成ることを特徴とするものである。
【００２４】
　また請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４のいずれかの構成に加えて、コードレス
機器２に給電された電力にて充電される充電池４８をコードレス機器２に設けて成ること
を特徴とするものである。
【００２５】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態及び参考形態を説明する。
【００２６】
図１では、家具１としてテーブル１ａを用いており、コードレス機器２として電気ポット
２ａを用いている。
【００２７】
家具１の上面を構成する家具部材１１（図１ではテーブル１ａの天板１１ａ）の内面側に
は、電力伝送部３が設けられており、電力伝送部３は外装であるケース体６の内部に電力
用１次コイル４と、この電力用１次コイル４に高周波電流を供給するための１次側回路５
を設けることにより構成されている。また電力伝送部３には電源用コード４３が接続され
ており、この電源用コード４３の電源プラグ８を商用電源コンセントの差込口に接続する
ことにより、１次側回路５に電力を供給できるようになっている。
【００２８】
一方、コードレス機器２の底部には電力用２次コイル９が設けられており、この電力用２
次コイル９に発生した誘導電流からコードレス機器２を駆動するための出力電圧（２次側
出力電圧）を得て、この出力電圧にてコードレス機器２を作動させるための２次側回路１
０も設けられている。
【００２９】
そして、コードレス機器２を家具部材１１における所定の配置位置に配置したときに、電
力用１次コイル４に高周波電流が供給されることにより発生する磁束内に電力用２次コイ
ル９が配置されるようにする。
【００３０】
このような構成では、コードレス機器２に対して、磁気結合により無接点にて給電がなさ
れる。すなわち、コードレス機器２を家具部材１１上の所定の配置位置に配置し、商用電
源コンセントの差込口から電源コード４３を介して電力伝送部３に電力を供給すると、図
３中に矢印で示すように電力用１次コイル４にて磁束が発生し、この磁束内に配置されて
いるコードレス機器２の電力用２次コイル９に誘導電流が発生する。そしてコードレス機
器２内の２次側回路１０にて２次側出力電圧が得られるものである。
【００３１】
また、図２に示す例では、家具１として箪笥１ｂを用い、コードレス機器２として照明器
具２ｂを用いている。家具１の上面を構成する家具部材１１（図２中では箪笥１ｂの上面
板１１ｂ）の内面側には、上記と同様の電力伝送部３が設けられており、コードレス機器
２の底部には上記と同様の電力用２次コイル９と２次側回路１０が設けられているもので
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ある。
【００３２】
このような構成では、コードレス機器２を家具１の上板上の、電力伝送部３が設けられて
いる所定の配置位置に配置し、商用電源コンセントの差込口から電源コード４３を介して
電力伝送部３に電力を供給すると、図３に示すように電力用１次コイル４にて磁束が発生
し、この磁束内に配置されているコードレス機器２の電力用２次コイル９に誘導電流が発
生する。そしてコードレス機器２内の２次側回路１０にこの誘導電流が供給されて、２次
側出力電圧が得られるものである。
【００３３】
更に、図１，２では図示はしていないが、本発明では家具１に対するコードレス機器２の
所定の配置位置を報知する報知手段７を設けるものである。この報知手段７としては、家
具１におけるコードレス機器２の所定の報知位置を直接表示するものや、家具１にコード
レス機器２を配置した時にコードレス機器が所定の配置位置に配置されているか否かを報
知するものを設けることができる。また報知手段は家具１とコードレス機器２とのいずれ
かに設けることができる。報知手段７の構成の詳細は後述する。
【００３４】
家具１に設けられた電力伝送部３内の回路構成と、コードレス機器２内の回路構成の例を
更に詳述する。
【００３５】
図２２のブロック図に示すように、家具１側の電力伝送部３には、電力用１次コイル４及
び信号用１次コイル４０が配設されている。また１次側回路５として、電力用１次コイル
４に高周波電流を供給するための回路であるスイッチング回路３５、制御回路３７及び整
流回路３６が形成されている。整流回路３６は商用交流電源４４に接続され、商用交流電
源４４から供給された交流電流を直流電流に変換するものである。スイッチング回路３５
は整流回路３６から供給された直流電流を高周波スイッチングにより高周波電流に変換し
、電力用１次コイル４に供給するものである。制御回路３７は信号用１次コイル４０から
供給される誘導電流に基づいてスイッチング回路３５にて生成される高周波電流の出力を
制御するものである。
【００３６】
一方、コードレス機器２には、電力用２次コイル９及び信号用２次コイル４１が配設され
ている。また２次側回路１０として、出力回路３８と本体回路３９とが形成されている。
出力回路３８は電力用２次コイル９に発生した誘導電流が供給されることにより、コード
レス機器２を駆動するための２次出力電圧を発生させるものである。またコードレス機器
２を駆動させるための回路である本体回路３９は出力回路３８に接続されており、この本
体回路３９は出力回路３８からの２次出力電圧の供給を受けて駆動するものである。また
出力回路３８は、本体回路３９からの制御を受けて、信号用２次コイル４１に本体回路３
９に供給される２次出力電圧の出力に応じた信号電流を供給するものである。
【００３７】
家具１に対してコードレス機器２が所定の配置位置に配置されている状態では、上記の電
力用１次コイル４と電力用２次コイル９とが位置合わせされた状態で対向するように配置
され、更に上記の信号用１次コイル４０と信号用２次コイル４１とが位置合わせされた状
態で対向するように配置されることとなるようにする。この状態で商用交流電源４４から
家具１側の電力伝送部３へ交流電流が供給されたら、電力用１次コイル４に高周波電流が
供給され、電力用１次コイル４の周囲に磁束が発生する。電力用２次コイル９はこの磁束
内に配置されることとなり、その結果発生する誘導電流が出力回路３８に供給されて２次
出力電圧が生成され、本体回路３９に供給される。また２次出力電圧の出力に応じた信号
電流が信号用２次コイル４１に供給されると、信号用２次コイル４１の周囲に磁束が発生
する。信号用１次コイル４０はこの磁束内に配置されることとなり、その結果発生する誘
導電流が制御回路３７に供給されて制御信号が生成され、この制御信号がスイッチング回
路３５に入力されることにより、電力用２次コイル９に供給される高周波電流の出力がフ
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ィードバック制御される。
【００３８】
このとき、電力用１次コイル４に供給される高周波電流のパルス波形を、図２４に示すよ
うに、右上がりの三角波とすると、電力用２次コイル９には、この高周波電流のオフ期間
に右下がりの三角波のパルス波形を有する誘導電流が発生する。
【００３９】
コードレス機器２が所定の配置位置から離れている場合、コードレス機器２と所定の配置
位置とが充分離れているときには、電力用２次コイル９には誘導電流が発生せず、そのた
め信号用２次コイル４１にも信号電流が供給されず、信号用１次コイル４０に誘導電流が
発生しない。この状態からコードレス機器２が所定の配置位置に近づいたら、電力用２次
コイル９に誘導電流が発生し始めると共にそのパルスの振幅が大きくなってくる。それに
従って、出力回路３８から本体回路３９に出力される２次出力電圧の値も大きくなってく
る。そしてコードレス機器２が所定の配置位置に配置されたときに、出力回路３８から出
力される２次出力電圧の値が、本体回路３９を駆動するための所定の値となるように制御
されるようにする。図中において２次出力電圧の所定の電圧値を１００％と表示している
。
【００４０】
ここで、図中の最下段に記載された一致度は、電力用一次コイルと電力用２次コイル９と
の配置位置がどの程度位置合わせされているかの目安を表示するものである。
【００４１】
また、図中に示す例では、２次出力電圧の値が所定の値の１２０％を超えた場合に出力回
路３８から所定の制御信号が制御回路３７に出力され、それに従って制御回路３７が信号
用２次コイル４１に所定の信号電流（図示の例では三連続パルス電流）を供給するように
制御されたものである。このとき信号用１次コイル４０には信号用２次コイル４１に供給
されたパルス電流に応じた誘導電流（図示の例では三連続パルス電流）が発生してスイッ
チング回路３５に入力され、スイッチング回路３５はそれに応じてスイッチング周波数を
変更し、２次出力電圧の値が低下するように制御する（図中のＤの領域）。そしてこのよ
うに２次出力電圧の値が低下するように制御することによって、２次側出力電圧が図中に
１００％と表示している所定の値を下回った場合は、出力回路３８から所定の制御信号が
制御回路３７に出力され、それに従って制御回路３７が信号用２次コイル４１に所定の信
号電流（図示の例では二連続パルス電流）を供給するように制御される。このとき信号用
１次コイル４０には信号用２次コイル４１に供給されたパルス電流に応じた誘導電流（図
示の例では二連続パルス電流）が発生してスイッチング回路３５に入力され、スイッチン
グ回路３５はそれに応じてスイッチング周波数を元に戻し、２次側出力電圧が上昇するよ
うに制御する。このようにして２次側出力電圧値をフィードバック制御することにより、
２次側出力電圧値が一定の範囲の値に維持されるものである。
【００４２】
また、コードレス機器２が所定の配置位置に配置されていない場合は家具１の電力伝送部
３側のスイッチング回路３５から電力用１次コイル４に供給される電流のパルス数を低減
することにより電流の出力を低減して消費電力を低減し、コードレス機器２が所定の配置
位置あるいは所定の配置位置付近に配置された時点でスイッチング回路３５から電力用１
次コイル４に所定の周波数の高周波電流を供給するように制御することができる。この場
合、例えば図２５に示すような制御を行うことができる。図示の例では、コードレス機器
２が所定の配置位置から離れている場合には、スイッチング回路３５から電力用１次コイ
ル４にはパルス数の少ない電流が供給されている（図中のＡの領域）。このときコードレ
ス機器２が所定の配置位置に近づいたら、電力用２次コイル９に誘導電流が発生し始める
と共にそのパルスの振幅が大きくなってくる。それに従って、出力回路３８から本体回路
３９に出力される２次側出力電圧も大きくなってくる。そして２次側出力電圧が所定の値
の９５％を超えたら、出力回路３８は信号用２次コイル４１に所定の信号電流（図中では
１パルス電流）を供給し、それに応じた誘導電流（図中では１パルス電流）が信号用１次
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コイル４０に発生する（図中のＢの領域）。この誘導電流が制御回路３７により検知され
たら、制御回路３７はスイッチング回路３５に制御信号を入力し、この制御信号に従って
、スイッチング回路３５がスイッチング周波数を変更し、電力用１次コイル４に所定の周
波数の高周波電流を供給するように制御されるよう構成する。
【００４３】
ここで、図中のＣの領域は、２次出力電圧が所定の値の９５％に達してはいるが、信号用
１次コイル４０にはスイッチング周波数を変更のために必要な誘導電流が発生していない
状態であり、コードレス機器２が所定の配置位置又は配置位置付近に配置された時点と、
このことを検知するまでの間の応答の遅れを示す。
【００４４】
また、家具１に設けられた電力伝送部３内の回路構成と、コードレス機器２内の回路構成
は、図２６に示すように構成することもできる。ここでは、図２２に示す回路構成に加え
て、スイッチング回路３５に接続される検知回路４６を設け、この検知回路４６に補助巻
線コイル４７を接続すると共にこの補助巻線コイル４７を電力用１次コイル４の側方に配
置したものである。このような回路構成においても、図２２に示す場合と同様に制御して
、コードレス機器２への給電や、２次出力電圧値のフィードバック制御を行うことができ
る。また、この図２６に示す構成においても、図２２に示す回路構成の場合と同様にして
、消費電力を低減することができる。
【００４５】
またこの図２６に示す例では、補助巻線コイル４７に発生する誘導電流の値の検出結果に
基づいて消費電力を低減するように制御することもできる。
【００４６】
まず、図２６に示す構成において、図２９（ａ）～（ｄ）に示すように、家具１上にコー
ドレス機器２を配置する場合、消費電力を低減するための制御を行わない場合の動作を図
２８（ａ）に示す。図示の例では、まず、電力用１次コイル４に右上がりの三角波のパル
ス波形を有する高周波電流を供給すると、電力用２次コイル９には、この高周波電流のオ
フ期間に右下がりの三角波のパルス波形を有する誘導電流が発生する。
【００４７】
コードレス機器２が図２９（ｂ）に示すように所定の配置位置から離れている場合、コー
ドレス機器２と所定の配置位置とが充分離れているときには、図２９（ｅ）にも示すよう
に、電力用２次コイル９には誘導電流が発生せず、そのため信号用２次コイル４１にも信
号電流が供給されず、信号用１次コイル４０に誘導電流が発生しない。この状態から、図
２９（ｃ）に示すようにコードレス機器２が所定の配置位置に近づいたら、図２９（ｆ）
にも示すように、電力用２次コイル９に誘導電流が発生し始めると共にそのパルスの振幅
が大きくなってくる。そして図２９（ｄ）に示すようにコードレス機器２が所定の配置位
置に配置されて、電流用２次コイルに発生する誘導電流の振幅が所定の値（以下、給電レ
ベルという。）を超えると、図２９（ｇ）にも示すように、出力回路３８から出力される
２次出力電圧の値が、本体回路３９を駆動するための所定の値となるように制御されるよ
うにする。一方、補助巻線コイル４７には電力用２次コイル９に発生する誘導電流のパル
ス波形のオフ期間に、右上がりの三角波のパルス波形を有する誘導電流が発生するもので
あり、電力用２次コイル９に発生する誘導電流の振幅が大きくなるに従って、補助巻線コ
イル４７に発生する誘導電流の振幅が大きくなる。
【００４８】
図中の最下段に記載された一致度は、電力用一次コイルと電力用２次コイル９との配置位
置がどの程度位置合わせされているかの目安を表示するものである。
【００４９】
ここで、電力用２次コイル９に発生する誘導電流の振幅が給電レベルに達したときの、補
助巻線コイル４７に発生する誘導電流の振幅の値を位置検知判断レベルとする。そして、
検知回路４６は、補助巻線コイル４７に発生する誘導電流の値が位置検知判断レベルに達
したことを検知したら、スイッチング回路３５に所定の制御信号を入力し、この制御信号
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に従って、スイッチング回路３５がスイッチング周波数を変更し、電力用１次コイル４に
所定の周波数の高周波電流を供給するよう制御されように構成する。図２８中のＡの領域
は、補助巻線コイル４７に発生する誘導電流の振幅が位置検知判断レベルに達していない
領域であり、Ｂの領域は補助巻線コイル４７に発生する誘導電流の振幅が位置検知判断レ
ベルに達している領域を示す。またＣの領域は電力用２次コイル９に発生する誘導電流の
振幅は給電レベルに達しているが補助巻線コイル４７に発生する誘導電流の振幅は位置検
知判断レベルに達していない状態の領域であり、コードレス機器２が所定の配置位置又は
配置位置付近に配置された時点と、このことを検知するまでの間の応答の遅れを示す。
【００５０】
報知手段７としては、例えば図４に示すように、家具１の上面を構成する家具部材１１（
図４中ではテーブル１ａの天板１１ａ）の上面と、コードレス機器２（図４中では電気ポ
ット２ａ）の底面とに、互いに凹凸嵌合する嵌合部１３を形成することできる。図示の例
では、嵌合部１３として、家具部材１１の上面に嵌合凸部１３ａを、コードレス機器２の
底面に嵌合凹部１３ｂを設けたものである。そして、嵌合部１３同士を嵌合させることに
より、コードレス機器２が家具１における所定の配置位置に配置されるようにするもので
ある。
【００５１】
このようにすると、嵌合部１３同士を凹凸嵌合させることによりコードレス機器２を家具
１上の所定の配置位置に配置することができる。但し、家具１上面に凹凸が形成されるこ
ととなって、家具１としての機能性やデザイン性を損なったり、掃除がしにくくなったり
するという難点がある。
【００５２】
図５に示す例は、家具１の外面形状を変化させずに報知手段７を構成したものであり、家
具１における所定の配置位置、すなわち電力伝送部３の上方における家具１の上面に、可
視表示を形成したものである。具体的には、図５（ａ）では、所定の配置位置に、家具１
上面の他の部分とは異なる色に塗装・印刷等により彩色された彩色部１２ａによって、可
視表示を形成している。図５（ｂ）では、家具１上面の所定の配置位置に&times;印等の
記号１２ｂを塗装・印刷等により捺印して可視表示を形成したものである。図５（ｃ）で
は、家具１上面の所定の配置位置に「置く」などのような文字１２ｃを塗装・印刷等によ
り印字して可視表示を形成したものである。これらの表示を付すために使用する塗料やイ
ンク等は一般的に使用されているものを用いることができるが、蛍光塗料を用いると、暗
所においても家具１におけるコードレス機器２が配置されるべき所定の配置位置が認識で
きる。
【００５３】
図６に示す例は、報知手段７として、コードレス機器２が家具１上の所定の配置位置に配
置されたときに作動するように制御される電気機器を家具１に設けたものである。このよ
うな電気機器として、図６（ａ）ではテーブル１ａに冷暖房装置１５ａを、図６（ｂ）で
はテーブル１ａに空気清浄器１５ｂをそれぞれ配設している。この場合、家具１上の所定
の配置位置にコードレス機器２が配置されると、電気機器が作動して、コードレス機器２
が所定の配置位置に配置されていることが報知されるものである。
【００５４】
このようにして、コードレス機器２が家具１上の所定の配置位置に配置された状態で作動
する報知手段７を家具１に設ける場合の回路構成の例を図２３（ａ）及び図２７（ａ）に
示す。
【００５５】
図２３（ａ）に示す回路構成は、図２２の構成に加えて、家具１側の電力伝送部３の制御
回路３７に報知手段７を接続し、制御回路３７から入力される制御信号に応じて報知手段
７を制御するように構成したものである。そして、コードレス機器２が家具１上の所定の
配置位置に配置されて信号用２次コイル４１に所定の信号電流が供給され、それに応じた
誘導電流が信号用１次コイル４０に発生したことが制御回路３７により検知されたら（前
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述の図２４，２５参照）、制御回路３７にて報知手段７を作動させるように構成するもの
である。
【００５６】
一方、図２７（ａ）に示す回路構成は、図２６の構成に加えて、家具１側の検知回路４６
に報知手段制御回路４２を接続して設けると共に、報知手段制御回路４２に報知手段７を
接続して設け、検知回路４６から入力される入力信号に応じて報知手段制御回路４２にて
報知手段７を制御するように構成したものである。そして、コードレス機器２が家具１上
の所定の配置位置に配置されて補助巻線コイル４７に発生する誘導電流が位置検知レベル
に達したことを検知回路４６が検知したら（前述の図２８参照）、検知回路４６が所定の
入力信号を報知手段制御回路４２に入力し、入力信号が入力された報知手段制御回路４２
が報知手段７を作動させるように構成するものである。
【００５７】
図７，８，９に示す例は、報知手段７として、家具１又はコードレス機器２にＬＥＤ（発
光ダイオード）ランプ１４を設けたものである。このＬＥＤランプ１４は、コードレス機
器２が所定の配置位置に配置されている場合と、コードレス機器２が所定の配置位置に配
置されていない場合とでは、明滅パターンが変化するように制御される。ここで、家具１
側の電力用１次コイル４とコードレス機器２側の電力用２次コイル９とは、厳密に位置合
わせしなくても給電を行うことはできるが、厳密に位置合わせする方が電力の伝送効率が
高くなるため、ＬＥＤランプ１４の配置位置からコードレス機器２の所定の配置位置を正
確に識別できるようにＬＥＤランプ１４を設けることが好ましい。
【００５８】
図７（ａ）は家具１（テーブル１ａ）の側面の内側に、ＬＥＤ駆動回路が内装されている
ＬＥＤ駆動装置１５を配設し、テーブル１ａ側面にこのＬＥＤ駆動装置１５にて明滅が制
御されるＬＥＤランプ１４を配設して、報知手段７を構成している。ＬＥＤ駆動装置１５
と電力伝送部３とは信号線にて接続されている。
【００５９】
また図７（ｂ）はコードレス機器２である電気ポット２ａの側面にＬＥＤランプ１４を配
設して報知手段７を構成している。
【００６０】
また図８（ａ）は、家具１であるテーブル１ａの天板１１ａの裏面に複数（図中では４個
）の電力伝送部３を設け、各電力伝送部３の設置位置に対応する家具１の上面にＬＥＤラ
ンプ１４を配設して報知手段７を構成し、ＬＥＤランプ１４の配置位置によってコードレ
ス機器２の所定の配置位置を報知するようにしたものである。
【００６１】
また図９では、家具１であるテーブル１ａの裏面に設けた電力伝送部３の設置位置を囲む
ように、家具１の上面に複数（図中では３個）のＬＥＤランプ１４を配設して報知手段７
を構成し、複数のＬＥＤランプ１４に囲まれた部分がコードレス機器２の所定の配置位置
であることを報知するようにしたものである。
【００６２】
ここで、家具１の外面にＬＥＤランプ１４を配設するにあたっては、図８（ｂ）に示すよ
うに、家具１の外面を構成する家具部材１１に貫通孔１６を形成してこの貫通孔１６内に
ＬＥＤランプ１４を配置し、貫通孔１６の外側の開口をアクリル樹脂等からなる透明パネ
ル１７を用いて閉塞すると共に家具部材１１の外面と透明パネル１７の外面とが面一とな
るように形成することにより行うことができる。
【００６３】
このようにして報知手段７をＬＥＤランプ１４にて構成するにあたり、回路構成は図２３
，２７に示すように構成することができる。
【００６４】
コードレス機器２が家具１上の所定の配置位置に配置されている状態と所定の配置位置に
配置されていない状態とでは異なる動作をする報知手段７を家具１に設ける場合の回路構
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成の例は、図２３（ａ）及び図２７（ａ）に示す通りである。
【００６５】
図２３（ａ）に示す回路構成は、図２２の構成に加えて、家具１側の電力伝送部３の制御
回路３７に報知手段７を接続し、制御回路３７から入力される制御信号に応じて報知手段
７を制御するように構成したものである。そして、コードレス機器２が家具１上の所定の
配置位置に配置されておらず、信号用２次コイル４１に所定の信号電流が供給されず、そ
れに応じた誘導電流が信号用１次コイル４０に発生していない状態では、制御回路３７は
報知手段７が所定の動作を行うように制御し、コードレス機器２が家具１上の所定の配置
位置に配置されて信号用２次コイル４１に所定の信号電流が供給され、それに応じた誘導
電流が信号用１次コイル４０に発生したことが制御回路３７により検知されたら、制御回
路３７は報知手段７が他の所定の動作を行うように制御するように構成するものである（
前述の図２４，２５参照）。
【００６６】
また、図２７（ａ）に示す回路構成は、図２６の構成に加えて、家具１側の検知回路４６
に報知手段制御回路４２を接続して設けると共に、報知手段制御回路４２に報知手段７を
接続して設け、検知回路４６から入力される入力信号に応じて報知手段制御回路４２にて
報知手段７を制御するように構成したものである。そして、コードレス機器２が家具１上
の所定の配置位置に配置されておらず、補助巻線コイル４７に発生する誘導電流が位置検
知レベルに達していない場合は、報知手段制御回路４２は報知手段７が所定の動作を行う
ように制御し、コードレス機器２が家具１上の所定の配置位置に配置されて補助巻線コイ
ル４７に発生する誘導電流が位置検知レベルに達したことを検知回路４６が検知したら（
前述の図２８参照）、検知回路４６が所定の入力信号を報知手段制御回路４２に入力し、
入力信号が入力された報知手段制御回路４２が、報知手段７が他の所定の動作を行うよう
に制御するように構成するものである。
【００６７】
一方、コードレス機器２が家具１上の所定の配置位置に配置されている状態と所定の配置
位置に配置されていない状態とでは異なる動作をする報知手段７をコードレス機器２に設
ける場合の回路構成の例は、図２３（ｂ）及び図２７（ｂ）に示す通りである。
【００６８】
図２３（ｂ）に示す回路構成は、図２２の構成に加えて、コードレス機器２の出力回路３
８に報知手段制御回路４２を接続して設け、報知手段制御回路４２に報知手段７を接続し
、出力回路３８から入力される入力信号に応じて報知手段制御回路４２が報知手段７を制
御するように構成したものである。そして、コードレス機器２が家具１上の所定の配置位
置に配置されず、出力回路３８にて発生する２次出力電圧が所定の値に達しない状態では
、報知手段制御回路４２は報知手段７が所定の動作を行うように制御し、コードレス機器
２が家具１上の所定の配置位置に配置されて出力回路３８にて所定の値の２次出力電圧が
発生されたら、出力回路３８は報知手段制御回路４２に所定の入力信号を入力し、入力信
号が入力された報知手段制御回路４２はそれに応じて報知手段７が他の所定の動作を行う
ように制御するように構成するものである。
【００６９】
また、図２７（ｂ）に示す回路構成は、図２６の構成に加えて、コードレス機器２側の出
力回路３８に報知手段制御回路４２を接続して設けると共に、報知手段制御回路４２に報
知手段７を接続して設け、検知回路４６から入力される入力信号に応じて報知手段制御回
路４２にて報知手段７を制御するように構成したものである。そして、コードレス機器２
が家具１上の所定の配置位置に配置されておらず、電力用２次コイル９に発生する誘導電
流が給電レベルに達していない場合は、報知手段制御回路４２は報知手段７が所定の動作
を行うように制御し、コードレス機器２が家具１上の所定の配置位置に配置されて電力用
２次コイル９に発生する誘導電流が給電レベルに達したことを出力回路３８が検知したら
、出力回路３８が所定の入力信号を報知手段制御回路４２に入力し、入力信号が入力され
た報知手段制御回路４２が、報知手段７が他の所定の動作を行うように制御するように構
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成するものである（前述の図２８参照）。
【００７０】
上記のようにして家具１やコードレス機器２に配設した報知手段７であるＬＥＤランプ１
４の、コードレス機器２が所定の配置位置に配置されている場合と、コードレス機器２が
所定の配置位置に配置されていない場合とでの、明滅パターンの変化の例を図１０に示す
。ここで、図１０（ａ）～（ｃ）はそれぞれ、上段がコードレス機器２が所定の配置位置
に配置されていない状態でのＬＥＤランプ１４の明滅パターンを、下段がコードレス機器
２が所定の配置位置に配置されている状態でのＬＥＤランプ１４の明滅パターンを示すも
のであり、時間経過によるＬＥＤランプ１４の消灯状態と点灯状態の変化を示す。各明滅
パターンにおいて「○」は消灯状態を、「●」は点灯状態を示し、これらを時間経過に従
って左から右に順に並べて示している。図１０（ａ）に示す例では、コードレス機器２が
所定の配置位置に配置されていない状態ではＬＥＤランプ１４は消灯し続け、コードレス
機器２が所定の配置位置に配置されている状態ではＬＥＤランプ１４は点灯し続けている
。図１０（ｂ）に示す例では、コードレス機器２が所定の配置位置に配置されていない状
態ではＬＥＤランプ１４は消灯し続け、コードレス機器２が所定の配置位置に配置されて
いる状態ではＬＥＤランプ１４は点灯と消灯を繰り返して点滅する。図１０（ｃ）に示す
例では、コードレス機器２が所定の配置位置に配置されていない状態と所定の配置位置に
配置されている状態とでは、共にＬＥＤランプ１４は点灯と消滅を繰り返すが、コードレ
ス機器２が所定の配置位置に配置されている状態の方が、ＬＥＤランプ１４が消灯してい
る時間がより短くなっている。
【００７１】
ここで、図８や図９に示すようにＬＥＤランプ１４が家具１の上面に配設されている場合
は、ＬＥＤランプ１４が点灯していてもその上にコードレス機器２が載置され、ＬＥＤラ
ンプ１４が塞がれて見えなくなるおそれがある。この場合、図１０（ｃ）に示すもののよ
うに、コードレス機器２が所定の配置位置に配置していない状態でもＬＥＤランプ１４が
点灯あるいは点滅するように制御し、ＬＥＤランプ１４が点滅又は点灯していないときは
コードレス機器２がＬＥＤランプ１４の上方に配置されて、所定の配置位置に配置されて
いることが識別できるようにすることが好ましい。またあるいは、複数個のＬＥＤランプ
１４を、コードレス機器２の所定の配置位置の中心を囲むように配設して、ＬＥＤランプ
１４が所定の配置位置に配置されているときも、配置されていないときにも、常にいずれ
かのＬＥＤランプ１４を視認することができるようにしても良い。
【００７２】
また図１０（ａ）～（ｃ）に示すようにＬＥＤランプ１４を制御する場合、コードレス機
器２が所定の配置位置に配置されたときは、ＬＥＤランプ１４は一定時間点灯又は点滅を
行い、その後は消灯するようにし、更にコードレス機器２が所定の配置位置から位置ずれ
した場合に、所定の配置位置に配置されていない場合の動作を開始するように制御するこ
とが好ましく、この場合消費電力を低減することができる。また暗所における操作を容易
に行うようにするためには、図１０（ｃ）に示すように、コードレス機器２が所定の配置
位置に配置されているときも、配置されていないときも、いずれもＬＥＤランプ１４が点
灯又は点滅するように制御されることが好ましい。
【００７３】
また図１１に示す例では、家具１又はコードレス機器２のうちの一方に、報知手段７とし
て照明装置１８を設けたものである。この照明装置１８は、コードレス機器２が所定の配
置位置に配置されている場合と、コードレス機器２が所定の配置位置に配置されていない
場合とでは、点灯状態が変化するように構成されている。図１１（ａ）は家具１であるテ
ーブル１ａの上面の隅部に、蛍光灯１９を備えた照明装置１８を載置したものであり、そ
の回路構成は図２３（ａ）や図２７（ａ）に示すように構成することができる。また図１
１（ｂ）はコードレス機器２である電気ポット２ａの上部側面に照明装置１８を一体に配
設したものであり、その回路構成は図２３（ｂ）や図２７（ｂ）に示すように構成するこ
とができる。この照明装置１８は、例えば図１２（ａ）に示すように、コードレス機器２
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が家具１上の所定の配置位置に配置されている状態で点灯し、コードレス機器２が家具１
上の所定の配置位置に配置されていない状態で消灯するように制御される。また照明装置
１８として蛍光灯１９と夏目球２０のような二種類の照明灯を有するものを用いる場合は
、例えば図１２（ｂ）に示すように、コードレス機器２が家具１上の所定の配置位置に配
置されている状態で蛍光灯１９が点灯すると共に夏目球２０が消灯し、コードレス機器２
が家具１上の所定の配置位置に配置されていない状態で蛍光灯１９が消灯すると共に夏目
球２０が点灯するように制御されるようにしても良い。
【００７４】
図１３は、家具１に設けられた電力伝送部３に、報知手段７としてブザー等の音発生装置
２１を配設したものであり、この音発生装置２１にてブザー音や音声等の音を発生させる
ことにより、コードレス機器２が家具１における所定の配置位置に配置されているか否か
を報知するようにしたものであり、回路構成としては図２３（ａ）や図２７（ａ）に示す
ように構成することができる。例えばコードレス機器２が所定の配置位置に配置されてい
ない状態では音発生装置２１からはブザー音や音声等の音が発生されず、コードレス機器
２が所定の配置位置に配置されたら音発生装置２１からブザー音や音声等が発生されるよ
うに制御されるようにする。この場合、家具１やコードレス機器２の方を向いて視認しな
くてもコードレス機器２が家具１における所定の配置位置に配置されているか否かが確認
できる。尚、音発生装置２１としては、ブザー等に限らず、適宜のものを用いることがで
きる。また音発生装置２１の設置位置や構成、報知方法等も、ここで例示した構成に限定
されるものでなく、適宜の構成を採用することができる。
【００７５】
ＬＥＤランプ１４や照明装置１８や音発生装置２１等によって報知手段７を構成するにあ
たっては、これらの報知手段７によって、コードレス機器２が家具１上の所定の配置位置
からどの程度ずれているかを報知するように構成することもできる。
【００７６】
例えば、報知手段７をＬＥＤランプ１４にて構成する場合、図１９（ａ）に示すように、
コードレス機器２と家具１上の所定の配置位置との位置関係を、コードレス機器２が家具
１上の所定の配置位置に配置されている状態（正位置）、正位置よりも所定の配置位置か
ら少し離れた状態（近位置）、近位置よりも所定の配置位置から離れているが電力用１次
コイル４にて発生する磁束の影響がわずかに電力用２次コイル９に及んで誘導電流が発生
する状態（遠位置）、電力用１次コイル４にて発生する影響が電力用２次コイル９にほと
んど及ばず、電力用２次コイル９で誘導電流が発生しない状態（誤位置）に段階分けし、
ＬＥＤを、誤位置では消灯し、遠位置では遅い周期で点滅し、近位置では速い周期で点滅
し、正位置では連続的に点灯するように制御するものである。
【００７７】
また図１９（ｂ）に示すように、報知手段７を一列に並んだ複数（図示の例では６個）の
ランプからなるレベルランプにて構成し、コードレス機器２と家具１上の所定の配置位置
との位置関係を、正位置、誤位置、並びに正位置と誤位置の間の、レベルランプの個数に
応じた近位置から遠位置までの複数段階の配置位置に段階分けし、レベルランプを、誤位
置では全てのランプが消灯し、正位置では全てのランプが点灯し、遠位置から近位置まで
の複数段階の配置位置では遠位置から近位置に近づくに従って一つずつランプが点灯する
ように制御するものである。ここで図中の「□」は消灯状態のランプを、「■」は点灯状
態のランプを示す。
【００７８】
また報知手段７をブザーにて構成する場合は、例えば図２０（ａ）に示すように、コード
レス機器２と家具１上の所定の配置位置との位置関係を、正位置、近位置、遠位置、誤位
置に段階分けし、誤位置ではブザー音が鳴らず無音の状態となり、遠位置ではブザー音が
遅い周期で鳴り、近位置ではブザー音が速い周期で鳴り、正位置ではブザー音が連続的に
鳴るように制御するものである。
【００７９】
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また報知手段７を音声発生装置にて構成する場合は、例えば図２０（ｂ）に示すように、
コードレス機器２と家具１上の所定の配置位置との位置関係を、正位置、近位置、遠位置
、誤位置に段階分けし、誤位置では「外れています」等の音声が発せられ、遠位置では「
遠いです」等の音声が発せられ、近位置では「近いです」等の音声が発せられ、正位置で
は「正しく設置されています」等の音声が発せられるように制御するものである。
【００８０】
上記のように報知手段７によってコードレス機器２の所定の配置位置との間の位置ずれの
程度を検知してその検知結果を報知手段７にて報知する機構を説明する。
【００８１】
回路構成を図２３（ａ）に示すように構成する場合について説明する。図２４，２５に示
すように、コードレス機器２が所定の配置位置に近づいて、電力用一次コイルと電力用二
次コイルとの位置が一致するようになるに従い、電力用２次コイル９に発生する誘導電力
の振幅や、２次側出力電圧の値が大きくなっていく。そこで、出力回路３８にて、この電
力用２次コイル９の誘導電流の振幅や２次側出力電圧の値の大きさを、コードレス機器２
と所定の配置位置との間の位置ずれの程度として検知し、この位置ずれの程度に応じて、
信号用２次コイル４１に所定の信号電流を供給する。このとき信号用１次コイル４０に、
信号電流に応じた誘導電流が発生し、この誘導電流を検知した制御回路３７はコードレス
機器２と所定の配置位置との位置ずれの程度に応じて、既述のように報知手段７を制御す
るものである。
【００８２】
また回路構成を図２３（ｂ）に示すように構成する場合について説明する。図２４，２５
に示す用に、コードレス機器２が所定の配置位置に近づいて、電力用一次コイルと電力用
二次コイルとの位置が一致するようになるに従い、２次側出力電圧の値が大きくなってい
く。そこで、出力回路３８にて、この電力用２次コイル９の誘導電流の振幅や２次側出力
電圧の値の大きさを、コードレス機器２と所定の配置位置との間の位置ずれの程度として
検知し、この位置ずれの程度に応じて、報知手段制御回路４２に所定の入力信号を入力す
る。このとき報知手段制御回路４２が、コードレス機器２と所定の配置位置との位置ずれ
の程度に応じて、既述のように報知手段７を制御するものである。
【００８３】
また回路構成を図２７（ａ）に示すように構成する場合について説明する。図２８に示す
ように、コードレス機器２が所定の配置位置に近づいて、電力用一次コイルと電力用二次
コイルとの位置が一致するようになるに従い、電力用２次コイル９に発生する誘導電力の
振幅が大きくなり、それに従って補助巻線コイル４７に発生する誘導電流の振幅も大きく
なる。検知回路４６はこの補助巻線コイル４７の誘導電流の振幅をコードレス機器２と所
定の配置位置との間の位置ずれの程度として検知し、この位置ずれの程度に応じて、報知
手段制御回路４２の所定の入力信号を入力する。このとき報知手段制御回路４２が、コー
ドレス機器２と所定の配置位置との位置ずれの程度に応じて、既述のように報知手段７を
制御するものである。
【００８４】
また回路構成を図２７（ｂ）に示すように構成する場合について説明する。図２８に示す
ように、コードレス機器２が所定の配置位置に近づいて、電力用一次コイルと電力用二次
コイルとの位置が一致するようになるに従い、電力用２次コイル９に発生する誘導電力の
振幅が大きくなる。出力回路３８はこの電力用２次コイル９の誘導電流の振幅をコードレ
ス機器２と所定の配置位置との間の位置ずれの程度として検知し、この位置ずれの程度に
応じて、報知手段制御回路４２の所定の入力信号を入力する。このとき報知手段制御回路
４２が、コードレス機器２と所定の配置位置との位置ずれの程度に応じて、既述のように
報知手段７を制御するものである。
【００８５】
図１４に示す例では、図１に示した構成に加えて、家具１であるテーブル１ａの上面を構
成する部材である上面板１１ｂの裏面側に二個の磁石２２を配設し、一方、コードレス機
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器２である電気ポット２ａの底部にも二個の磁石２２を配設して報知手段７を構成したも
のである。このとき家具１に配設された二個の磁石２２はそれぞれ電力伝送部３の両側に
電力用１次コイル４を挟むように配置されており、一方、コードレス機器２に配設された
二個の磁石２２はそれぞれ電力用２次コイル９の両側に電力用２次コイル９を挟むように
配置されているものである。そして、コードレス機器２を家具１上の所定の配置位置に配
置された状態では、電力用１次コイル４と電力用２次コイル９とが対向するように配置さ
れ、更に家具１側の磁石２２とコードレス機器２側の磁石２２とが位置合わせされて上下
に異極同士が対向する状態で配置されるようにする。この場合、コードレス機器２を家具
１上の所定の配置位置付近まで近づけると、家具１側とコードレス機器２側の磁石２２同
士間に働く引力によって、コードレス機器２が家具１上の所定の配置位置に配置されるこ
とにより、家具１におけるコードレス機器２の所定の配置位置が報知される。所定の配置
位置に配置された後のコードレス機器２は、磁石２２間の引力によって保持されて、その
配置位置がずれにくいものであり、安定してコードレス機器２を使用することができる。
ここで、磁石２２の設置位置、個数及び構成は上記の構成に限られず、適宜の構成を採用
することができる。
【００８６】
図１５に示す例では、図１の構成に加えて、テーブル１ａ（家具１）の天板１１ａ（家具
部材１１）に、電力伝送部３内に連通する上下方向の貫通孔２５を形成する。図示の例で
は、電力伝送部３の外装を構成するケース体６は、上部開口が家具１の家具部材１１の内
面側に当接するように設けられており、貫通孔２５はこのケース体６の内部と連通するよ
うに形成されている。ここでケース体６内には、底面から情報に向けて複数のボス２７が
突設され、このボス上に１次側回路５が形成された基板が配置されている。この基板はビ
ス等の固着具２８にてボスに固着されている。基板の上面には電力用１次コイルが配置さ
れている。この貫通孔２５は、図示の例では矩形状に形成されており、その内面側に、外
面側よりも内径が小さくなって内側方に突出する段差部２６が形成されている。一方、家
具１とは別部材である報知部材２３は板状に形成されており、平面視寸法は貫通孔２５と
略同一に形成されている。この報知部材２３の外周面には、外面側に、内面側よりも外形
が大きくなって外側方に突出する段差部２４が形成されており、報知部材２３の外面側の
外形と貫通孔２５の外面側の内径とが合致し、報知部材２３の内面側の外形と貫通孔２５
の内面側の内径とが合致するように形成されている。そして報知部材２３が家具１の外面
側から貫通孔２５に装着されることにより、貫通孔２５が報知部材２３にて閉塞され、こ
の状態で報知部材２３の外面は家具１の外面と略面一に形成される。この報知部材２３に
て報知手段７が構成される。このとき報知部材２３と貫通孔２５の段差部２４，２６同士
が係合されることにより報知部材２３の落ち込みが防止されている。この報知部材２３は
、家具１におけるコードレス機器２の所定の配置位置に配設されることとなり、この報知
部材２３を視認することにより、コードレス機器２の所定の配置位置が確認できる。また
この報知部材２３を取り外すと、貫通孔２５を介して電力伝送部３内が露出することとな
り、電力伝送部３の電力用１次コイル４や回路等のメンテナンスを容易に行うことができ
る。
【００８７】
また図１６に示す例では、図１６（ａ）（ｂ）に示すように、報知部材２３及び貫通孔２
５は、平面視円形状に形成されている。また貫通孔２５の内周面には、段差部２６が一部
切り欠かれた形状を有する切欠部２９が形成されており、この切欠部２９においては、貫
通孔２５の内周面は外面側と内面側とが面一に形成されている。このため、報知部材２３
を貫通孔２５に装着した状態で、報知部材２３の切欠部２９に配置されている一側部を内
方に向けて押圧すると、図１６（ｃ）に示すよう、報知部材２３の他側部が外方に向けて
突出することとなり、報知部材２３を家具１から容易に取り外しやすくなる。
【００８８】
また図１７に示す例では、報知部材２３の一部から側方に向けて突出する取手片３０が延
設されており、一方、貫通孔２５にはこの取手片３０に合致する取手用孔部３１が形成さ
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れている。この取手用孔部３１の内周面には段差部が形成されておらず、内面側と外面側
とが面一に形成されている。このため、報知部材２３を貫通孔２５に装着した状態で、報
知部材２３の取手用孔部３１に配置されている取手片３０を内方に向けて押圧すると、報
知部材２３の取手片３０とは反対側の側部が外方に向けて突出することとなり、報知部材
２３を家具１から容易に取り外しやすくなる。
【００８９】
尚、上記の図１５～１７に示す報知部材２３は、家具１とは別部材であり、あるいは家具
１の外面と別色のものであればコードレス機器２の所定の配置位置を容易に認識できるが
、別部材ではなかったり、同色であったとしても、家具１とは別体のものとして認識でき
るものであれば良い。また一つの家具１に対して複数個設けても良い。また板状に形成さ
れていなくても良く、適宜の構成を採用することができる。また家具１から取り外すため
の構成も上記のものに限られない。
【００９０】
図１８に示す例では、報知部材２３と電力伝送部３のケース体６とを一体に形成したもの
である。
【００９１】
図１８（ａ）では、報知部材２３の下面側には、電力伝送部３のケース体６が一体に形成
されており、電力伝送部３のケース体６の上面側は報知部材２３にて閉塞されている。報
知部材２３の外周縁部は電力伝送部３のケース体６の側面よりも外側方に突出するフラン
ジ部３１として形成されている。一方、家具１の家具部材１１に形成されている貫通孔２
５は、平面視寸法が報知部材２３と略同一に形成され、内周面の内側にはフランジ部３１
が係止される段差部２６が形成されている。そして電力伝送部３のケース体６を家具１の
家具部材１１の外側から貫通孔２５に挿通すると共に報知部材２３のフランジ部３１を段
差部２６に係止させることで家具１に対して取り付けられるものであり、このとき報知部
材２３の外面は家具１の家具部材１１の外面と面一に形成される。またこの報知部材２３
と電力伝送部３とを貫通孔２５から外方に引き出すことにより電力伝送部３は家具１から
容易に取り外される。
【００９２】
また図１８（ｂ）では報知部材２３の下面側には、電力伝送部３のケース体６が一体形成
されており、電力伝送部３のケース体６の上面側は報知部材２３にて閉塞されている。報
知部材２３の外側端部はケース体６の外周面と面一に形成されており、ケース体６の外周
面からは、外方に向けて取付リブ３２が突設されている。一方、家具１の家具部材１１に
形成されている貫通孔２５は、平面視寸法が報知部材２３と略同一に形成されており、そ
の内周面は全面に亘って面一に形成されている。ここで、報知部材２３の上面と取付リブ
３２の上面との間の段差の寸法と、家具１の家具部材１１の厚みの寸法は略同一に形成さ
れている。そして、報知部材２３を家具１の家具部材１１の内側から貫通孔２５に挿通す
ると共に取付リブ３２を家具部材１１の内面に係止させ、螺子等の固着具３３にて取付リ
ブ３２と家具部材１１とを固着することにより家具１に対して報知部材２３と電力伝送部
３とが取り付けられる。また固着具３３を取り外すことにより電力伝送部３のケース体６
は家具１から容易に取り外される。
【００９３】
上記のように電力伝送部３と報知部材２３とを一体に形成すると共に家具１に対して着脱
自在に形成すると、電力伝送部３のメンテナンスが容易となるものであり、またコードレ
ス機器２の種類に応じた給電出力の変動に伴って、容易に電力伝送部３を交換することが
でき、コードレス機器２へ効率良く給電を行うことができるものである。尚、電力伝送部
３と報知部材２３との一体物の着脱方式の構成は、上記のような構成に限定されず、適宜
の構成を適用することができる。
【００９４】
図２１（ａ）に示す例は、電力伝送部３が設けられている家具部材１１に、電力用１次コ
イル４と位置合わせさせて、貫通孔４９を形成すると共にこの貫通孔４９内に磁性体３４
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を設けたものである。このようにすると、図２１（ａ）に示すように、家具１に対してコ
ードレス機器２が所定の配置位置に配置されている状態では、電力用１次コイル４と電力
用２次コイル９との間に磁性体３４が配置されることとなる。このとき電力用１次コイル
４の周囲に形成される磁束は電力用１次コイル４と電力用２次コイル９の間の領域におい
て拡散することが抑制されて、図２１（ｂ）に示すような磁性体３４を設けていない場合
と比較して、電力用２次コイル９の周囲の磁束密度が高くなる。この結果、電力用２次コ
イル９においては、電力用１次コイル４に流れる電流に応じて効率よく誘導電流が発生し
、給電効率が向上するものである。
【００９５】
図３０に示す例では、コードレス機器２に、出力回路３８に接続される充電池（蓄電池）
４８を設け、コードレス機器２に給電を行うにあたって充電池４８を充電できるように構
成したものである。
【００９６】
図３０（ａ）に示す例では、出力回路３８と本体回路３９とを接続する状態と出力回路３
８と充電池４８とを接続する状態との間で回路の接続状態を切り替えるスイッチＳｗを設
け、更に充電池４８と本体回路３９とを接続したものである。そして、コードレス機器２
を家具１上の所定の配置位置に配置している状態で、スイッチＳｗを本体回路３９と出力
回路３８とを接続する状態として、コードレス機器２を作動させ、またスイッチＳｗを充
電池４８と本体回路３９とを接続する状態に切り替えることにより、充電池４８を充電す
ることができる。そして、コードレス機器２を家具１上の所定の配置位置から離間させた
状態では、充電池４８に充電された電力を本体回路３９に供給して、コードレス機器２を
作動させることができるものである。
【００９７】
また図３０（ｂ）に示す例では、出力回路３８、本体回路３９及び充電池４８を制御回路
４５を介して互いに接続し、コードレス機器２の動作状況に応じて、制御回路４５によっ
て出力回路３８、本体回路３９及び充電池４８の間の接続状態を制御するようにしたもの
である。例えば、コードレス機器２を家具１上の所定の配置位置に配置している状態で、
コードレス機器２を作動させると、出力回路３８と本体回路３９とを接続して家具１側か
ら給電された電力にてコードレス機器２を作動させ、コードレス機器２を家具１上の所定
の配置位置に配置している状態でコードレス機器２の作動を停止させると、出力回路３８
と充電池４８とを接続して充電池４８を充電し、更にコードレス機器２を家具１上の所定
の配置位置から離間させた状態でコードレス機器２を作動させると、本体回路３９と充電
池４８とを接続して充電池４８に充電された電力を本体回路３９に供給し、コードレス機
器２を作動させることができるものである。
【００９８】
【発明の効果】
　上記のように本発明の請求項１に係る無接点給電装置は、電力が供給される電力用１次
コイルを有する電力伝送部を備えた家具と、この家具に対して所定の配置位置に配置され
た状態で電力用１次コイルによる磁束内に配置される電力用２次コイルを備えたコードレ
ス機器と、家具に対するコードレス機器の所定の配置位置を報知する報知手段とを具備す
るため、コードレス機器を家具上の所定の配置位置に配置することでコードレス機器に給
電することができて、コードレス機器に供給された電力を駆動電力として使用することが
でき、またコードレス機器を家具の上で使用する際に電源との接続・脱離が容易であり、
電力を供給する機器が場所をとらずに使用勝手がよく、また家具の機能性、デザイン性を
損なうことがなく、また掃除等のメンテナンスが簡単にでき、しかもコードレス機器に電
力を供給する際のコードレス機器の配置位置を容易に識別することができるものである。
　また、前記報知手段が、前記電力伝送部の設置位置を囲む複数の発光ダイオードで構成
されるため、複数の発光ダイオードに囲まれた部分がコードレス機器の所定の配置位置で
あることを報知することができ、使用者は発光ダイオードの配置位置や明滅パターンによ
ってコードレス機器の所定の配置位置を認識することができるものである。
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【０１０５】
　また、家具に配置されているコードレス機器の配置位置と、家具におけるコードレス機
器の所定の配置位置との間の位置ずれの程度を報知する上記報知手段を具備するため、こ
の報知手段からの報知結果を基にして、コードレス機器を家具上の所定の配置位置に更に
容易に配置することができるものである。
　また請求項２に係る発明は、請求項１の構成に加えて、上記家具が信号用１次コイル、
補助巻線コイル、検知回路及び１次側回路を備えると共に、上記コードレス機器が信号用
２次コイル及び２次側回路を備え、前記信号用１次コイルは、コードレス機器が家具に対
して所定の配置位置に配置された状態で、電力用２次コイルに発生する誘導電流に応じた
誘導電流が発生するものであり、前記２次側回路は、電力用２次コイルで発生する誘導電
流の出力レベルに応じた高周波信号を信号用２次コイルに出力するものであり、前記１次
側回路は信号用１次コイルで発生する誘導電流に基づいて電力用１次コイルへの高周波電
流の出力を制御するものであり、前記検知回路は、コードレス機器が家具上の所定の配置
位置に配置されて補助巻線コイルに発生する誘導電流が位置検知レベルに達したことを検
知した場合に上記報知手段を作動させるための信号を出力するものであるため、信号用１
次コイルに発生する誘導電流を用いたフィードバック制御により、電力用２次コイルで発
生する誘導電流の出力電圧値を一定の範囲の値に維持することが可能となり、更にコード
レス機器が家具上の所定の配置位置に配置されて補助巻線コイルに発生する誘導電流が位
置検知レベルに達したら、報知手段を作動させることができるものである。
　また請求項３に記載に係る無接点給電装置は、電力が供給される電力用１次コイルを有
する電力伝送部を備えた家具と、この家具に対して所定の配置位置に配置された状態で電
力用１次コイルによる磁束内に配置される電力用２次コイルを備えたコードレス機器と、
家具に対するコードレス機器の所定の配置位置を報知する報知手段とを具備するため、コ
ードレス機器を家具上の所定の配置位置に配置することでコードレス機器に給電すること
ができて、コードレス機器に供給された電力を駆動電力として使用することができ、また
コードレス機器を家具の上で使用する際に電源との接続・脱離が容易であり、電力を供給
する機器が場所をとらずに使用勝手がよく、また家具の機能性、デザイン性を損なうこと
がなく、また掃除等のメンテナンスが簡単にでき、しかもコードレス機器に電力を供給す
る際のコードレス機器の配置位置を容易に識別することができるものである。
　また上記家具が信号用１次コイル及び１次側回路を備えると共に、上記コードレス機器
が信号用２次コイル及び２次側回路を備え、前記信号用１次コイルは、コードレス機器が
家具に対して所定の配置位置に配置された状態で、信号用２次コイルに供給された高周波
信号に応じた誘導電流が発生するものであり、前記２次側回路は、電力用２次コイルで発
生する誘導電流の出力レベルに応じた高周波信号を信号用２次コイルに出力するものであ
り、前記１次側回路は信号用１次コイルで発生する誘導電流に基づいて電力用１次コイル
への高周波電流の出力を制御すると共に、信号用１次コイルに誘導電流が発生した場合に
上記報知手段を作動させるものであるため、信号用１次コイルに発生する誘導電流を用い
たフィードバック制御により、電力用２次コイルで発生する誘導電流の出力電圧値を一定
の範囲の値に維持することが可能となり、更にコードレス機器が家具上の所定の配置位置
に配置されて信号用２次コイルに所定の信号電流が供給され、それに応じた誘導電流が信
号用１次コイルに発生したら、報知手段を作動させることができるものである。
【０１０６】
　また請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のいずれかの構成に加えて、家具に対し
てコードレス機器が所定の配置位置に配置されている状態で電力用１次コイルと電力用２
次コイルとの間に配置される磁性体を家具又はコードレス機器に設けたため、磁性体によ
って磁束の拡散が抑制されて電力用２次コイルの周囲の磁束密度が向上し、コードレス機
器への給電効率が向上するものである。
【０１０７】
　また請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４のいずれかの構成に加えて、コードレス
機器に給電された電力にて充電される充電池をコードレス機器に設けたため、コードレス
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機器を所定の配置位置から離間させた状態においても充電池の電力にてコードレス機器を
作動させることができるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　参考形態の一例を示すものであり、（ａ）は斜視図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ
断面図である。
【図２】　参考形態の他例を示すものであり、（ａ）は斜視図、（ｂ）は断面図である。
【図３】　参考形態の動作を示す一部拡大した断面図である。
【図４】　参考形態の更に他例を示すものであり、（ａ）は斜視図、（ｂ）は断面図であ
る。
【図５】　（ａ）～（ｃ）はそれぞれ参考形態の他例を示す斜視図である。
【図６】　（ａ）（ｂ）はそれぞれ参考形態の更に他例を示す斜視図である。
【図７】　（ａ）（ｂ）はそれぞれ参考形態の更に他例を示す斜視図である。
【図８】　（ａ）は参考形態の更に他例を示す斜視図、（ｂ）は一部の断面図である。
【図９】　本発明の実施の形態の一例を示す一部の斜視図である。
【図１０】　（ａ）～（ｃ）は図７～９のいずれかに示す形態の動作の一例を示す概念図
である。
【図１１】　（ａ）（ｂ）はそれぞれ参考形態の更に他例を示す斜視図である。
【図１２】　（ａ）（ｂ）は同上の参考形態の動作の一例を示す概念図である。
【図１３】　参考形態の更に他例を示す斜視図である。
【図１４】　参考形態の更に他例を示すものであり、（ａ）は斜視図、（ｂ）は一部の断
面図である。
【図１５】　参考形態の更に他例を示すものであり、（ａ）は斜視図、（ｂ）は一部の断
面図である。
【図１６】　参考形態の更に他例を示すものであり、（ａ）は斜視図、（ｂ）（ｃ）は一
部の断面図である。
【図１７】　参考形態の更に他例を示すものであり、（ａ）は斜視図、（ｂ）は（ａ）の
Ａ－Ａ断面図、（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ断面図である。
【図１８】　参考形態の更に他例を示すものであり、（ａ）（ｂ）は一部の断面図である
。
【図１９】　（ａ）は図７～９のいずれかに示す形態の動作の一例を示す概念図、（ｂ）
は他の形態の動作の一例を示す概念図である。
【図２０】　（ａ）（ｂ）は図１３に示す参考形態の動作の例を示す概念図である。
【図２１】　（ａ）（ｂ）は本発明の更に他の実施の形態の動作を説明する一部の断面図
である。
【図２２】　本発明における回路構成の一例を示すブロック図である。
【図２３】　（ａ）は本発明における回路構成の他例を示すブロック図、（ｂ）は回路構
成の参考形態を示すブロック図である。
【図２４】　図２２，２３に示す回路構成における電力用一次コイル及び電力用２次コイ
ルに流れる電流の波形、２次出力電圧の電圧値、並びに信号用２次コイル及び信号用１次
コイルに流れる電流の波形の一例を示すグラフである。
【図２５】　図２２，２３に示す回路構成における電力用一次コイル及び電力用２次コイ
ルに流れる電流の波形、２次出力電圧の電圧値、並びに信号用２次コイル及び信号用１次
コイルに流れる電流の波形の他例を示すグラフである。
【図２６】　本発明における回路構成の更に他例を示すブロック図である。
【図２７】　（ａ）は本発明における回路構成の更に他例を示すブロック図、（ｂ）は回
路構成の参考形態を示すブロック図である。
【図２８】　（ａ）（ｂ）はそれぞれ図２６，２７に示す回路構成における、電力用１次
コイル、電力用２次コイル及び補助巻線コイルに流れる電流の波形の一例を示すグラフで
ある。
【図２９】　（ａ）～（ｄ）は家具とコードレス機器との配置関係を示す概念図、（ｅ）
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～（ｇ）はそれぞれ（ｂ）～（ｄ）における配置関係に対応する、電力用１次コイル、電
力用２次コイル及び補助巻線コイルに流れる電流の波形の一例を示すグラフである。
【図３０】　（ａ）（ｂ）はそれぞれ本発明の実施の形態の更に他例を示す概略の断面図
である。
【図３１】　（ａ）（ｂ）はそれぞれ従来技術を示す斜視図である。
【図３２】　（ａ）（ｂ）は更に他の従来技術を示す斜視図である。
【図３３】　図３２（ｂ）に示す従来技術における回路構成の一例を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
　１　家具
　２　コードレス機器
　３　電力伝送部
　４　電力用１次コイル
　５　１次側回路
　７　報知手段
　９　電力用２次コイル
　１０　２次側回路
　１８　照明装置
　２１　音発生装置
　２２　磁石
　２３　報知部材
　３４　磁性体
　４０　信号用１次コイル
　４１　信号用２次コイル
　４６　検知回路
　４７　補助巻線コイル
　４８　充電池
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