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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部電源起因の直流電力を交流電力に変換するインバータと、
前記交流電力を非接触で受電装置の受電部に送電する送電部と、
　前記インバータと前記送電部との間に取り付けられて前記交流電力の電流または電圧の
位相を調整する位相調整フィルタと、
　前記インバータと前記位相調整フィルタとを制御する制御装置と、
　を備える送電装置であって、
　前記インバータは、
　　前記直流電力の正極ラインと第１出力端子とに接続された第１スイッチング素子と、
前記第１出力端子と前記直流電力の負極ラインとに接続された第２スイッチング素子と、
前記正極ラインと第２出力端子とに接続された第３スイッチング素子と、前記第２出力端
子と前記負極ラインとに接続された第４スイッチング素子と、前記第１ないし第４スイッ
チング素子の各々に対して並列に逆方向に接続された第１ないし第４ダイオードと、を有
し、
　　基準クロックに同期して半周期毎に前記第１スイッチング素子をオンオフすると共に
前記第２スイッチング素子をオフオンする第１スイッチングと、前記第１スイッチングに
対してデューティに応じたデューティ用位相だけ早く前記第３スイッチング素子をオフオ
ンすると共に前記第４スイッチング素子をオンオフする第２スイッチングと、を実行する
ことにより、前記直流電力を前記第１出力端子および前記第２出力端子に前記デューティ
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に応じた前記交流電力として出力するものであり、
　前記位相調整フィルタは、スイッチング素子とインダクタとを有し、前記スイッチング
素子を前記基準クロックの半周期毎のオンオフする第３スイッチングを行なうものであり
、且つ、前記第３スイッチングの前記第１スイッチングに対する調整用位相を変更するこ
とによりリアクタンスを変更し、該リアクタンスの変更により前記交流電力の電流または
電圧の位相を調整するものであり、
　前記制御装置は、前記第１ないし第４ダイオードのいずれにもリカバリ電流が流れない
ように前記調整用位相を制御するものである、
　送電装置。
【請求項２】
　請求項１記載の送電装置であって、
　前記位相調整フィルタは、前記第１出力端子と前記第２出力端子との間に接続された可
変リアクタンスとして機能するものである、
　送電装置。
【請求項３】
　請求項２記載の送電装置であって、
　前記位相調整フィルタは、
　　前記第１出力端子と前記第２出力端子との間に第５スイッチング素子と前記インダク
タと第６スイッチング素子とがこの順に直列に接続されており、
　　前記第５スイッチング素子に並列に且つ前記第１出力端子から前記第２出力端子への
向きに対して逆方向に接続された第５ダイオードと、前記第６スイッチング素子に並列に
且つ前記第１出力端子から前記第２出力端子への向きに対して順方向に接続された第６ダ
イオードとを有するものであり、
　前記第３スイッチングは、前記基準クロックの半周期毎に前記第５スイッチング素子を
オフオンすると共に前記第６スイッチング素子をオンオフするものである、
　送電装置。
【請求項４】
　請求項３記載の送電装置であって、
　前記制御装置は、前記インバータのターンオン時の電流値が前記リカバリ電流が流れな
いように設定した電流指令値になるように又は前記インバータのターンオン時の電圧と電
流の位相差が前記リカバリ電流が流れないように設定した位相差指令値になるように前記
調整用位相を変更するものである、
　送電装置。
【請求項５】
　請求項４記載の送電装置であって、
　前記調整用位相は、前記デューティ用位相の１／２の位相量とシフト量との和の位相量
であり、
　前記制御装置は、前記シフト量を変更することにより前記調整用位相を変更し、前記第
１スイッチングに対して前記デューティ用位相の１／２の位相量だけ早いタイミングに更
に前記シフト量だけ早いタイミングで前記第３スイッチングを実行するものである、
　送電装置。
【請求項６】
　請求項１記載の送電装置であって、
　前記位相調整フィルタは、前記第１出力端子に直列に接続された可変リアクタンスとし
て機能するものである、
　送電装置。
【請求項７】
　請求項６記載の送電装置であって、
　前記位相調整フィルタは、
　　前記第１出力端子に第５スイッチング素子と第６スイッチング素子と前記インダクタ
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とがこの順に直列に接続されており、
　　前記第５スイッチング素子に並列に且つ前記第１出力端子から前記送電部への向きに
対して逆方向に接続された第５ダイオードと、前記第６スイッチング素子に並列に且つ前
記第１出力端子から前記送電部への向きに対して順方向に接続された第６ダイオードと、
前記第１出力端子に接続されると共に前記インダクタと前記第６スイッチング素子との接
続点に接続されたコンデンサと、を有するものであり、
　前記第３スイッチングは、前記基準クロックの半周期毎に前記第５スイッチング素子を
オフオンすると共に前記第６スイッチング素子をオンオフするものである、
　送電装置。
【請求項８】
　請求項７記載の送電装置であって、
　前記制御装置は、前記インバータのターンオン時の電流値が前記リカバリ電流が流れな
いように設定した電流指令値になるように又は前記インバータのターンオン時の電圧と電
流の位相差が前記リカバリ電流が流れないように設定した位相差指令値になるように前記
調整用位相を変更するものである、
　送電装置。
【請求項９】
　請求項８記載の送電装置であって、
　前記調整用位相は、前記基準クロックから前記インバータの出力電圧と出力電流との位
相差とシフト量との和であり、
　前記制御装置は、前記シフト量を変更することにより前記調整用位相を変更し、前記第
１スイッチングに対して前記位相差だけ早いタイミングに更に前記シフト量だけ早いタイ
ミングで前記第３スイッチングを実行するものである、
　送電装置。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送電装置に関し、詳しくは、受電装置に非接触で電力を送電する送電装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の送電装置としては、インバータからの交流電力の高周波ノイズを除去す
るフィルタのインダクタに並列接続されるようスイッチを取り付けたものが提案されてい
る（例えば、特許文献１参照）。インバータは、一般的に、図２１に示されるように、４
つのスイッチング素子Ｑ９１～Ｑ９４と、このスイッチング素子Ｑ９１～Ｑ９４に逆方向
に並列接続された４つのダイオードＤ９１～Ｄ９４とにより構成される。スイッチング素
子Ｑ９１～Ｑ９４は、それぞれ正極母線と負極母線とに対してソース側とシンク側になる
よう２個ずつペアで配置されており、対となるスイッチング素子同士の接続点の各々に送
電用コイルの両端子が接続される。
【０００３】
　このインバータのスイッチング素子Ｑ９１～Ｑ９４は、通常パルス幅変調（ＰＷＭ：pu
lse width modulation）制御によりスイッチングされるが、この場合、ＰＷＭ制御による
交番電圧に対して電流の位相が進む（進角する）場合がある。図２２にスイッチング素子
Ｑ９１～Ｑ９４のオンオフ状態とインバータの出力電圧，電流の状態との関係の一例を示
す。図の「インバータ出力電圧，電流」において、実線の折れ線は出力電圧を示し、実線
のサインカーブは電圧位相に対して電流位相が進角しているときの電流を示している。い
ま、スイッチング素子Ｑ９１がオフの状態からオンの状態に移行するとき（インバータの
ターンオン時）を考える。スイッチング素子Ｑ９１がオフの状態の時間Ｔ１では、インバ
ータ出力電圧は値０であるが、電流は位相が進んでいるから正の値となる。このとき、電
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流は、図２３（ａ）に示すように、送電用コイル側の下の電力ラインからオン状態のスイ
ッチング素子Ｑ９４，オン状態のスイッチング素子Ｑ９２およびダイオードＤ９２，送電
用コイル側の上の電力ラインの順に流れる。スイッチング素子Ｑ９１をオン（インバータ
をターンオン）した直後の時間Ｔ２では、インバータ出力電圧は正の値となり、電流は正
の値を保持している。このとき、電流は、図２３（ｂ）に示すように、正極母線（上側の
母線）からオン状態のスイッチング素子Ｑ９１を介して送電用コイル側の上の電力ライン
に流れると共に、送電用コイル側の下の電力ラインからオン状態のスイッチング素子Ｑ９
４を介して負極母線（下側の母線）に流れる。ダイオードＤ９２には、スイッチング素子
Ｑ９１をオフ状態の時間Ｔ１では順バイアスが与えられており、スイッチング素子Ｑ９１
がオンした直後の時間Ｔ２では逆バイアスが与えられることになる。このため、ダイオー
ドのリカバリ特性により、ダイオードＤ９２には図２３（ｂ）の太矢印に示すようにリカ
バリ電流が流れる。このリカバリ電流は短絡電流であるため、送電装置の異常発熱や故障
の要因となる場合が生じる。
【０００４】
　上述の装置では、インバータと送電用コイルとの間に、図２４に示すように、４つのイ
ンダクタＬ９１～Ｌ９４と、２つのコンデンサＣ９１，Ｃ９２と、インダクタＬ９２に並
列接続されたスイッチＳＷと、を備えるフィルタを配置し、送電用コイルと受電用コイル
の結合係数が大きいときにはスイッチＳＷをオフとし、結合係数が小さいときにはスイッ
チＳＷをオンとする。これにより、インバータからの出力電流の位相を出力電圧に対して
適当に遅角させ、電流位相が進角することにより、ダイオードにリカバリ電流（短絡電流
）が流れ、これに起因する送電装置の異常発熱や故障などを抑制している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１６－１１１９０３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、上述の送電装置では、単なるスイッチのオンオフの２値切り替えである
ため、製造バラツキや、温度特性、経年劣化などに起因してシステム定数が変化したり、
フィルタの構成に起因するシステム入出力特性の変化に対してロバスト性が低いものとな
っている。また、送電用コイルと受電用コイルの結合係数の変動や、入力電圧の変動、出
力電圧の変動などの過渡変動時には、制御性が悪く、迅速に応答することができないため
、ダイオードにリカバリ電流が流れてしまう場合も生じる。さらに、高周波ノイズを除去
するフィルタのインダクタンスを切り替えるから、フィルタ特性が変化し、十分に高周波
ノイズを除去できなくなってしまう。
【０００７】
　本発明の送電装置は、インバータのダイオードに流れ得るリカバリ電流をより適正に抑
制することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の送電装置は、上述の主目的を達成するために以下の手段を採った。
【０００９】
　本発明の送電装置は、
　外部電源起因の直流電力を交流電力に変換するインバータと、
  前記交流電力を非接触で受電装置の受電部に送電する送電部と、
　前記インバータと前記送電部との間に取り付けられて前記交流電力の電流または電圧の
位相を調整する位相調整フィルタと、
　前記インバータと前記位相調整フィルタとを制御する制御装置と、
　を備える送電装置であって、
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　前記インバータは、
　　前記直流電力の正極ラインと第１出力端子とに接続された第１スイッチング素子と、
前記第１出力端子と前記直流電力の負極ラインとに接続された第２スイッチング素子と、
前記正極ラインと第２出力端子とに接続された第３スイッチング素子と、前記第２出力端
子と前記負極ラインとに接続された第４スイッチング素子と、前記第１ないし第４スイッ
チング素子の各々に対して並列に逆方向に接続された第１ないし第４ダイオードと、を有
し、
　　基準クロックに同期して半周期毎に前記第１スイッチング素子をオンオフすると共に
前記第２スイッチング素子をオフオンする第１スイッチングと、前記第１スイッチングに
対してデューティに応じたデューティ用位相だけ早く前記第３スイッチング素子をオフオ
ンすると共に前記第４スイッチング素子をオンオフする第２スイッチングと、を実行する
ことにより、前記直流電力を前記第１出力端子および前記第２出力端子に前記デューティ
に応じた前記交流電力として出力するものであり、
　前記位相調整フィルタは、スイッチング素子とインダクタとを有し、前記スイッチング
素子を前記基準クロックの半周期毎のオンオフする第３スイッチングの前記第１スイッチ
ングに対する調整用位相の変更によるリアクタンスの変更によって前記交流電力の電流ま
たは電圧の位相を調整するものであり、
　前記制御装置は、前記第１ないし第４ダイオードのいずれにもリカバリ電流が流れない
ように前記調整用位相を制御するものである、
　ことを要旨とする。
【００１０】
　この本発明の送電装置では、外部電源起因の直流電力を交流電力に変換するインバータ
と交流電力を非接触で受電装置の受電部に送電する送電部との間に、交流電力の電流また
は電圧の位相を調整する位相調整フィルタを設ける。インバータとしては、図２１に例示
した背景技術のインバータと同様に、直流電力の正極ラインと第１出力端子とに接続され
た第１スイッチング素子と、第１出力端子と前記直流電力の負極ラインとに接続された第
２スイッチング素子と、正極ラインと第２出力端子とに接続された第３スイッチング素子
と、第２出力端子と負極ラインとに接続された第４スイッチング素子と、第１ないし第４
スイッチング素子の各々に対して並列に逆方向に接続された第１ないし第４ダイオードと
、を有する。そして、インバータに対して、基準クロックに同期して半周期毎に第１スイ
ッチング素子をオンオフすると共に第２スイッチング素子をオフオンする第１スイッチン
グと、第１スイッチングに対してデューティに応じたデューティ用位相だけ早く第３スイ
ッチング素子をオフオンすると共に第４スイッチング素子をオンオフする第２スイッチン
グと、を実行することにより、直流電力を第１出力端子および第２出力端子にデューティ
に応じた交流電力として出力する。位相調整フィルタとしては、スイッチング素子とイン
ダクタとを有する。位相調整フィルタは、スイッチング素子を基準クロックの半周期毎の
オンオフする第３スイッチングの第１スイッチングに対する位相（調整用位相）を変更す
ることにより位相調整フィルタのリアクタンスを変更し、これにより、交流電力の電流或
いは電圧の位相を調整することができる。このため、第１ないし第４ダイオードのいずれ
にもリカバリ電流が流れないように調整用位相を制御することにより、インバータの第１
ないし第４ダイオードのいずれかに流れ得るリカバリ電流をより適正に抑制することがで
きる。基準クロックに同期した第１スイッチングに対する第３スイッチングの位相（調整
用位相）を微少量ずつ変更して位相調整フィルタのリアクタンスを微少量ずつ変更し、交
流電力の電流または電圧の位相を微少量ずつ調整することができるから、システムのロバ
スト性を向上させることができると共に、過渡変動に対しても迅速な対応を行なうことが
できる。
【００１１】
　こうした本発明の送電装置において、前記位相調整フィルタは、前記第１出力端子と前
記第２出力端子との間に接続された可変リアクタンスとして機能するものであるとしても
よい。こうすれば、調整用位相の変更による位相調整フィルタのリアクタンスの変更によ
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って交流電力の電流の位相を調整してリカバリ電流が流れるのを抑制することができる。
【００１２】
　この場合、前記位相調整フィルタは、前記第１出力端子と前記第２出力端子との間に第
５スイッチング素子と前記インダクタと第６スイッチング素子とがこの順に直列に接続さ
れており、前記第５スイッチング素子に並列に且つ前記第１出力端子から前記第２出力端
子への向きに対して逆方向に接続された第５ダイオードと、前記第６スイッチング素子に
並列に且つ前記第１出力端子から第２出力端子への向きに対して順方向に接続された第６
ダイオードとを有するものであり、前記第３スイッチングは、前記基準クロックの半周期
毎に前記第５スイッチング素子をオフオンすると共に前記第６スイッチング素子をオンオ
フするものであるものとしてもよい。こうすれば、基準クロックに同期した第１スイッチ
ングに対する第３スイッチングの位相（調整用位相）を微少量ずつ変更して位相調整フィ
ルタのリアクタンスを微少量ずつ変更し、交流電力の電流の位相を微少量ずつ調整してリ
カバリ電流が流れないようにすることができる。
【００１３】
　更にこの場合、前記制御装置は、前記インバータのターンオン時の電流値が前記リカバ
リ電流が流れないように設定した電流指令値になるように又は前記インバータのターンオ
ン時の電圧と電流の位相差が前記リカバリ電流が流れないように設定した位相差指令値に
なるように前記調整用位相を変更するものであるものとしてもよい。この場合、前記調整
用位相は、前記デューティ用位相の１／２の位相量とシフト量との和の位相量であり、前
記制御装置は、前記シフト量を変更することにより前記調整用位相を変更し、前記第１ス
イッチングに対して前記デューティ用位相の１／２の位相量だけ早いタイミングに更に前
記シフト量だけ早いタイミングで前記第３スイッチングを実行するものであるものとして
もよい。こうすれば、デューティの変化に対して迅速に対応することができる。
【００１４】
　また、本発明の送電装置において、前記位相調整フィルタは、前記第１出力端子に直列
に接続された可変リアクタンスとして機能するものであるものとしてもよい。こうすれば
、調整用位相の変更による位相調整フィルタのリアクタンスの変更によって交流電力の電
圧の位相を調整してリカバリ電流が流れるのを抑制することができる。
【００１５】
　この場合、前記位相調整フィルタは、前記第１出力端子に第５スイッチング素子と第６
スイッチング素子と前記インダクタとがこの順に直列に接続されており、前記第５スイッ
チング素子に並列に且つ前記第１出力端子から前記送電部への向きに対して逆方向に接続
された第５ダイオードと、前記第６スイッチング素子に並列に且つ前記第１出力端子から
前記送電部への向きに対して順方向に接続された第６ダイオードと、前記第１出力端子に
接続されると共に前記インダクタと前記第６スイッチング素子との接続点に接続されたコ
ンデンサと、を有するものであり、前記第３スイッチングは、前記基準クロックの半周期
毎に前記第５スイッチング素子をオフオンすると共に前記第６スイッチング素子をオンオ
フするものであるものとしてもよい。こうすれば、基準クロックに同期した第１スイッチ
ングに対する第３スイッチングの位相（調整用位相）を微少量ずつ変更して位相調整フィ
ルタのリアクタンスを微少量ずつ変更し、交流電力の電圧の位相を微少量ずつ調整してリ
カバリ電流が流れないようにすることができる。
【００１６】
　更にこの場合、前記制御装置は、前記インバータのターンオン時の電流値が前記リカバ
リ電流が流れないように設定した電流指令値になるように又は前記インバータのターンオ
ン時の電圧と電流の位相差が前記リカバリ電流が流れないように設定した位相差指令値に
なるように前記調整用位相を変更するものであるものとしてもよい。この場合、前記調整
用位相は、前記基準クロックから前記インバータの出力電圧と出力電流との位相差とシフ
ト量との和であり、前記制御装置は、前記シフト量を変更することにより前記調整用位相
を変更し、前記第１スイッチングに対して前記位相差だけ早いタイミングに更に前記シフ
ト量だけ早いタイミングで前記第３スイッチングを実行するものであるものとしてもよい
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。こうすれば、インバータの出力電圧と出力電流との位相差の変化に対して迅速に対応す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第１実施例の送電装置１３０を備える非接触送受電システム１０の構成の概略を
示す構成図である。
【図２】第１実施例の送電装置１３０を備える非接触送受電システム１０の構成の概略を
示す構成図である。
【図３】インバータ１４２と位相調整フィルタ１４４の構成の一例を示す構成図である。
【図４】位相調整フィルタ１４４の等価回路の一例を示す構成図である。
【図５】実施例の送電装置１３０の送電ＥＣＵ１７０により実行される制御ブロックの一
例を示す説明図である。
【図６】制御ブロックを実行したときのスイッチング素子Ｑ１～Ｑ６のスイッチング状態
とフィルタ出力電圧Ｖ１，フィルタ出力電流Ｉ１，リアクトル電流Ｉｃ，インバータ出力
電流Ｉｉｎｖの時間変化を示す説明図である。
【図７】インバータ１４２をターンオンする前におけるインバータ１４２および位相調整
フィルタ１４４における電流の流れを示す説明図である。
【図８】デッドタイムにおけるインバータ１４２および位相調整フィルタ１４４における
電流の流れを示す説明図である。
【図９】インバータ１４２をターンオンした後のインバータ１４２および位相調整フィル
タ１４４における電流の流れを示す説明図である。
【図１０】インバータ出力電圧Ｖｉｎｖ（フィルタ出力電圧Ｖ１）に対するインバータ出
力電流Ｉｉｎｖとフィルタ出力電流Ｉ１とリアクトル電流Ｉｃの位相の一例を示す説明図
である。
【図１１】変形例の制御ブロックの一例を示す説明図である。
【図１２】第２実施例の送電装置３０Ｂが備えるインバータ１４２および位相調整フィル
タ１４４Ｂの構成の概略を示す構成図である。
【図１３】位相調整フィルタ１４４Ｂの等価回路の一例を示す構成図である。
【図１４】第２実施例の送電装置１３０Ｂの送電ＥＣＵ１７０により実行される制御ブロ
ックの一例を示す説明図である。
【図１５】制御ブロックを実行したときのスイッチング素子Ｑ１～Ｑ４，Ｑ５Ｂ，Ｑ６Ｂ
のスイッチング状態とインバータ出力電圧Ｖｉｎｖ，インバータ出力電流Ｉｉｎｖ，コン
デンサ電圧Ｖｃｃ，フィルタ出力電圧Ｖ１の時間変化を示す説明図である。
【図１６】インバータ１４２をターンオンする前におけるインバータ１４２および位相調
整フィルタ１４４Ｂにおける電流の流れを示す説明図である。
【図１７】デッドタイムにおけるインバータ１４２および位相調整フィルタ１４４Ｂにお
ける電流の流れを示す説明図である。
【図１８】インバータ１４２をターンオンした後のインバータ１４２および位相調整フィ
ルタ１４４Ｂにおける電流の流れを示す説明図である。
【図１９】インバータ出力電流Ｉｉｎｖ（フィルタ出力電流Ｉ１）に対するインバータ出
力電圧Ｖｉｎｖと可変リアクタンスＬＸＢの端子間電圧Ｖｃとフィルタ出力電圧Ｖ１の位
相の一例を示す説明図である。
【図２０】変形例の制御ブロックの一例を示す説明図である。
【図２１】従来例のインバータの構成の一例を示す構成図である。
【図２２】従来例のインバータのスイッチング素子Ｑ９１～Ｑ９４のオンオフ状態とイン
バータ出力電圧・電流の時間変化の一例を示す説明図である。
【図２３】図２２の時間Ｔ１，Ｔ２のときにインバータに流れる電流を示す説明図である
。
【図２４】従来例のフィルタの構成の概略を示す構成図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１８】
　次に、本発明を実施するための形態を実施例を用いて説明する。
【実施例１】
【００１９】
　図１および図２は本発明の第１実施例の送電装置１３０を備える非接触送受電システム
１０の構成の概略を示す構成図である。実施例の非接触送受電システム１０は、図１，図
２に示すように、駐車場などに設置された送電装置１３０と、送電装置１３０から非接触
で受電可能な受電装置３０とを搭載する自動車２０と、を備える。
【００２０】
　送電装置１３０は、家庭用電源（例えば２００Ｖ，５０Ｈｚなど）などの交流電源１９
０に接続される送電ユニット１３１と、送電ユニット１３１を制御する送電用電子制御ユ
ニット（以下、「送電ＥＣＵ」という）１７０と、を備える。また、送電装置１３０は、
送電ＥＣＵ１７０と通信すると共に自動車２０の通信ユニット８０（後述）と無線通信を
行なう通信ユニット１８０と、を備える。
【００２１】
　送電ユニット１３１は、ＡＣ／ＤＣコンバータ１４０と、インバータ１４２と、位相調
整フィルタ１４４と、ノイズ除去フィルタ１４６と、送電用共振回路１３２と、を備える
。ＡＣ／ＤＣコンバータ１４０は、交流電源１９０からの交流電力を任意の電圧の直流電
力に変換する周知のＤＣ／ＤＣコンバータとして構成されている。
【００２２】
　図３にインバータ１４２と位相調整フィルタ１４４の構成の一例を示す。インバータ１
４２は、図３に例示するように、４つのスイッチング素子Ｑ１～Ｑ４と、このスイッチン
グ素子Ｑ１～Ｑ４に逆方向に並列接続された４つのダイオードＤ１～Ｄ４と、平滑コンデ
ンサＣとにより構成されている。４つのスイッチング素子Ｑ１～Ｑ４としては、例えばＭ
ＯＳＦＥＴ（電界効果トランジスタの一種：metal-oxide-semiconductor field-effect t
ransistor）を用いることができる。なお、スイッチング素子Ｑ１～Ｑ４は、それぞれ正
極母線と負極母線とに対してソース側とシンク側になるよう２個ずつペアで配置されてお
り、対となるスイッチング素子同士の接続点に接続された第１出力端子１４２ａおよび第
２出力端子１４２ｂが送電用コイルの両端子に接続された第１ライン１４３ａおよび第２
ライン１４３ｂに接続されている。インバータ１４２は、スイッチング素子Ｑ１～Ｑ４を
スイッチング制御するパルス幅変調（ＰＷＭ：pulse width modulation）制御により、Ａ
Ｃ／ＤＣコンバータ１４０からの直流電力を所望の周波数の交流電力に変換する。スイッ
チング素子Ｑ１～Ｑ４のスイッチングは以下のように行なわれる。スイッチング素子Ｑ１
は、基準クロックの立ち上がり時にオンとされ、基準クロックの立ち下がり時にオフとさ
れる。スイッチング素子Ｑ２は、スイッチング素子Ｑ１を反転した動作、即ち、基準クロ
ックの立ち上がり時にオフ（スイッチング素子Ｑ１をオン）とされ、基準クロックの立ち
下がり時にオン（スイッチング素子Ｑ１をオフ）とされる。以下、このスイッチング素子
Ｑ１，Ｑ２のスイッチングを第１スイッチングと称する。スイッチング素子Ｑ３は、直流
電力の交流電力への変換の際のデューティαを用いると、第１スイッチングにおけるスイ
ッチング素子Ｑ１をオンするタイミング（基準クロックの立ち上がり時）よりデューティ
αだけ早いタイミングでオフとされ、スイッチング素子Ｑ１をオフするタイミング（基準
クロックの立ち下がり時）よりデューティαだけ早いタイミングでオンとされる。スイッ
チング素子Ｑ４は、スイッチング素子Ｑ３を反転した動作、即ち、第１スイッチングにお
けるスイッチング素子Ｑ１をオンするタイミング（基準クロックの立ち上がり時）よりデ
ューティαだけ早いタイミングでオンとされ、スイッチング素子Ｑ１をオフするタイミン
グ（基準クロックの立ち下がり時）よりデューティαだけ早いタイミングでオフとされる
。以下、このスイッチング素子Ｑ３，Ｑ４のスイッチングを第２スイッチングと称する。
即ち、スイッチング素子Ｑ１は、基準クロックに同期して半周期毎にオンオフし、スイッ
チング素子Ｑ２は、基準クロックに同期して半周期毎にオフオンする。スイッチング素子
Ｑ３は、基準クロックに同期して半周期毎に第１スイッチングに対してデューティαだけ
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早いタイミングでオフオンし、スイッチング素子Ｑ４は、基準クロックに同期して半周期
毎に第１スイッチングに対してデューティαだけ早いタイミングでオンオフする。そして
、デューティαを変更することにより、直流電力から交流電力に変換される電力量を調整
する。なお、以下では、第１スイッチングにおいてスイッチング素子Ｑ１をオンするタイ
ミングをインバータ１４２をターンオンするタイミングと称する。
【００２３】
　位相調整フィルタ１４４は、図３に例示するように、２つのスイッチング素子Ｑ５，Ｑ
６と、２つのダイオードＤ５，Ｄ６と、１つのインダクタＬと、を備える。スイッチング
素子Ｑ５，インダクタＬ，スイッチング素子Ｑ６は、この順に第１ライン１４３ａと第２
ライン１４３ｂとの間に直列に接続されている。ダイオードＤ５は、スイッチング素子Ｑ
５に並列に第１ライン１４３ａから第２ライン１４３ｂへの方向に対して逆方向となるよ
うに接続されており、ダイオードＤ６は、スイッチング素子Ｑ６に並列に第１ライン１４
３ａから第２ライン１４３ｂへの方向に対して順方向となるように接続されている。位相
調整フィルタ１４４は、スイッチング素子Ｑ５，Ｑ６をスイッチング制御することにより
、フィルタにおけるリアクタンスを可変とする。従って、位相調整フィルタ１４４は、図
４に示すように、第１ライン１４３ａと第２ライン１４３ｂとの間に取り付けられた可変
リアクタンスＬＸと等価となる。図４には、インバータ１４２から位相調整フィルタ１４
４に出力されるインバータ出力電流Ｉｉｎｖやインバータ出力電圧Ｖｉｎｖ，位相調整フ
ィルタ１４４から送電用共振回路１３２に出力されるフィルタ出力電流Ｉ１やフィルタ出
力電圧Ｖ１，リアクタンスＬに流れる電流Ｉｃについても示した。なお、実施例では、回
路図からインバータ出力電圧Ｖｉｎｖとフィルタ出力電圧Ｖ１とは同一となる。
【００２４】
　位相調整フィルタ１４４では、スイッチング素子Ｑ５は、第１スイッチングにおいてス
イッチング素子Ｑ１をオンするタイミング（インバータ１４２をターンオンするタイミン
グ）より調整用位相Δだけ早いタイミングでオフされ、スイッチング素子Ｑ１をオフする
タイミングより調整用位相Δだけ早いタイミングでオンされる。スイッチング素子Ｑ６は
、スイッチング素子Ｑ５を反転した動作、即ち、第１スイッチングにおけるスイッチング
素子Ｑ１をオンするタイミング（インバータ１４２をターンオンするタイミング）より調
整用位相Δだけ早いタイミングでオンされ、スイッチング素子Ｑ１をオフするタイミング
より調整用位相Δだけ早いタイミングでオフされる。即ち、スイッチング素子Ｑ５は、基
準クロックに同期して半周期毎に第１スイッチングより調整用位相Δだけ早いタイミング
でオフオンされ、スイッチング素子Ｑ６は、基準クロックに同期して半周期毎に第１スイ
ッチングより調整用位相Δだけ早いタイミングでオンオフされる。こうしたスイッチング
素子Ｑ５，Ｑ６のスイッチングを第３スイッチングと称する。調整用位相Δについては、
後述する。
【００２５】
　ノイズ除去フィルタ１４６は、図２４におけるスイッチＳＷを有しない構成、即ち、第
１フィルタ（インダクタＬ９１，Ｌ９２，コンデンサＣ９１）と第２フィルタ（インダク
タＬ９３，Ｌ９４，コンデンサＣ９２）とによる２段あるいは第１フィルタのみの１段の
高周波ノイズを除去するフィルタとして構成されている。
【００２６】
　送電用共振回路１３２は、例えば駐車場の床面などに設置された送電用コイル１３４と
、送電用コイル１３４に直列に接続されたコンデンサ１３６と、を有する。この送電用共
振回路１３２は、共振周波数が所定周波数Ｆｓｅｔ（数十～数百ｋＨｚ程度）となるよう
に設計されている。したがって、インバータ１４２では、基本的には、ＡＣ／ＤＣコンバ
ータ１４０からの直流電力を所定周波数Ｆｓｅｔの交流電力に変換する。
【００２７】
　送電ＥＣＵ１７０は、図示しないが、ＣＰＵを中心とするマイクロプロセッサとして構
成されており、ＣＰＵの他に、処理プログラムを記憶するＲＯＭやデータを一時的に記憶
するＲＡＭ，入出力ポート，通信ポートを備える。送電ＥＣＵ１７０には、インバータ１
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４２によって変換された交流電力の電流を検出する電流センサ１５０からのインバータ出
力電流Ｉｉｎｖや、位相調整フィルタ１４４の後段の交流電力の電流を検出する電流セン
サ１５１からのフィルタ出力電流Ｉ１が入力されている。また、送電ＥＣＵ１７０には、
位相調整フィルタ１４４からの交流電圧を直流電圧に変換して検出する電圧検出ユニット
１５２からのフィルタ出力電圧Ｖ１や、ノイズ除去フィルタ１４６から送電用共振回路１
３２に流れる交流電流を検出する電流センサ１５４からの送電用共振回路１３２の電流Ｉ
ｔｒ，ノイズ除去フィルタ１４６から送電用共振回路１３２に印加される交流電圧を直流
電圧に変換して検出する電圧検出ユニット１５６からのフィルタ出力電圧Ｖ１などが入力
されている。なお、電圧検出ユニット１５２，１５６は、整流回路と電圧センサとを有す
る。また、送電ＥＣＵ１７０からは、ＡＣ／ＤＣコンバータ１４０への制御信号やインバ
ータ１４２のスイッチング素子Ｑ１～Ｑ４へのスイッチング制御信号、位相調整フィルタ
１４４のスイッチング素子Ｑ５，Ｑ６へのスイッチング制御信号などが出力ポートを介し
て出力されている。
【００２８】
　自動車２０は、電気自動車として構成されており、走行用のモータ２２と、モータ２２
を駆動するためのインバータ２４と、インバータ２４を介してモータ２２と電力をやりと
りするバッテリ２６と、を備える。インバータ２４とバッテリ２６との間にはシステムメ
インリレー２８が設けられている。また、自動車２０は、バッテリ２６に接続される受電
ユニット３１と、車両全体を制御する車両用電子制御ユニット（以下、「車両ＥＣＵ」と
いう）７０と、車両ＥＣＵ７０と通信すると共に送電装置１３０の通信ユニット１８０と
無線通信を行なう通信ユニット８０と、を備える。
【００２９】
　受電ユニット３１は、受電用共振回路３２と、フィルタ４２と、整流器４４と、を備え
る。受電用共振回路３２は、例えば車体底面（フロアパネル）などに設置された受電用コ
イル３４と、受電用コイル３４に直列に接続されたコンデンサ３６と、を有する。この受
電用共振回路３２は、共振周波数が上述の所定周波数Ｆｓｅｔ（送電用共振回路１３２の
共振周波数）付近の周波数（理想的には所定周波数Ｆｓｅｔ）となるように設計されてい
る。フィルタ４２は、コンデンサとインダクタによる１段或いは２段の高周波ノイズを除
去する周知のフィルタとして構成されており、受電用共振回路３２により受電した交流電
力の高周波ノイズを除去する。整流器４４は、例えば、４つのダイオードを用いた周知の
整流回路として構成されており、受電用共振回路３２により受電しフィルタ４２により高
周波ノイズが除去された交流電力を直流電力に変換する。なお、受電ユニット３１はリレ
ー４８によりバッテリ２６から切り離すことができるようになっている。
【００３０】
　車両ＥＣＵ７０は、図示しないが、ＣＰＵを中心とするマイクロプロセッサとして構成
されており、ＣＰＵの他に、処理プログラムを記憶するＲＯＭやデータを一時的に記憶す
るＲＡＭ，入出力ポート，通信ポートを備える。車両ＥＣＵ７０には、モータ２２の駆動
制御に必要なデータが入力ポートを介して入力されている。また、車両ＥＣＵ７０には、
整流器４４により整流された直流電力の電流（受電電流）Ｉｒｅを検出する電流センサ５
０からの受電電流Ｉｒｅや、この直流電力の電圧（受電電圧）Ｖｒｅを検出する電圧セン
サ５２からの受電電圧Ｖｒｅなどが入力ポートを介して入力されている。車両ＥＣＵ７０
からは、モータ２２を駆動するためにインバータ２４の図示しないスイッチング素子をス
イッチング制御するための制御信号や、システムメインリレー２８へのオンオフ信号など
が出力ポートを介して出力されている。なお、車両ＥＣＵ７０は、バッテリ２６に取り付
けられた図示しない電流センサにより検出された電池電流Ｉｂやバッテリ２６に取り付け
られた図示しない電圧センサにより検出された電池電圧Ｖｂに基づいてバッテリ２６の蓄
電割合ＳＯＣを演算している。
【００３１】
　次に、こうして構成された非接触送受電システム１０における送電装置１３０の動作、
特に自動車２０がバッテリ２６の充電のために停車して送電装置１３０と受電装置３０と
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による送受電を行なっている最中に送電装置１３０のインバータ１４２のダイオードＤ１
～Ｄ４のいずれにもリカバリ電流が流れないようにする際の動作について説明する。上述
したように、インバータ１４２による直流電力の交流電力への変換の際には、インバータ
１４２のターンオン時（スイッチング素子Ｑ１をオンするとき）にダイオードＤ２にリカ
バリ電流が流れ得る。実施例では、このダイオードＤ２にリカバリ電流が流れないように
位相調整フィルタ１４４のスイッチング素子Ｑ５，Ｑ６のスイッチングを制御している。
具体的には、インバータ１４２のターンオン時にインバータ電流Ｉｉｎｖが値０近傍の負
の値になるようにすればよい。図５は、実施例の送電装置１３０の送電ＥＣＵ１７０によ
り実行される制御ブロックの一例を示すブロック図であり、図６は、インバータ１４２の
ターンオン時のインバータ出力電流Ｉｉｎｖが値０より若干小さい値を電流指令値Ｉｏｎ
＊として設定したときのスイッチング素子Ｑ１～Ｑ６のスイッチング状態とフィルタ出力
電圧Ｖ１（インバータ出力電圧Ｖｉｎｖ），フィルタ出力電流Ｉ１，リアクトル電流Ｉｃ
，インバータ出力電流Ｉｉｎｖの時間変化を示す説明図である。
【００３２】
　実施例の送電ＥＣＵ１７０では、図５に示すように、インバータ１４２のターンオン時
のインバータ出力電流Ｉｉｎｖの電流指令値Ｉｏｎ＊とそのときに電流センサ１５０によ
り検出されたインバータ出力電流Ｉｉｎｖとしての電流検出値Ｉｏｎとの差分（Ｉｏｎ－
Ｉｏｎ＊）を計算する。続いて、その差分（Ｉｏｎ－Ｉｏｎ＊）が打ち消される方向に予
めゲインの定められた比例項と積分項とを用いたフィードバック制御（ＰＩ制御）により
フィルタ出力電圧Ｖ１のゼロクロスとなる位相基準Ｔｖからの位相シフト量δを決定する
。次に、位相シフト量δが値０からπ／２の範囲内となるようにリミッターで上下限ガー
ドし、デューティαの１／２の位相量を加えた値を実際のシフト量（調整用位相Δ）とす
る。位相シフト量δにデューティαの１／２の位相量を加えて調整用位相Δを計算するの
は、図６に示すように、フィルタ出力電圧Ｖ１の位相基準Ｔｖは、スイッチング素子Ｑ３
の立ち下がり時Ｔ３ｏｆｆとスイッチング素子Ｑ１の立ち上がり時Ｔ１ｏｎとの中央値と
なり、スイッチング素子Ｑ１の立ち上がり時Ｔ１ｏｎからデューティαの１／２の位相量
だけ早いタイミングとなるからである。そして、第１スイッチング（スイッチング素子Ｑ
１，Ｑ２のスイッチング）に対して得られた調整用位相Δだけ早いタイミングで第３スイ
ッチング（スイッチング素子Ｑ５，Ｑ６のスイッチング）を行なう。
【００３３】
　インダクタＬに流れるリアクトル電流Ｉｃは、図４の矢印方向を正とすると、図６に示
すように、フィルタ出力電圧Ｖ１が正でスイッチング素子Ｑ５がオンされると共にスイッ
チング素子Ｑ６がオフされたときから正側に増加し、フィルタ出力電圧Ｖ１が負になると
スイッチング素子Ｑ５がオンでスイッチング素子Ｑ６がオフされている間に値０まで減少
する。そして、フィルタ出力電圧Ｖ１が負でスイッチング素子Ｑ５がオフされると共にス
イッチング素子Ｑ６がオンされたときから負側に増加し、フィルタ出力電圧Ｖ１が正にな
るとスイッチング素子Ｑ５がオフでスイッチング素子Ｑ６がオンされている間に値０まで
増加する。インバータ出力電流Ｉｉｎｖは、図４から解るように、フィルタ出力電流Ｉ１
とリアクトル電流Ｉｃとの和であるから、図６に示すように、位相シフト量δが大きくな
るほどゼロクロス位置が遅れるようになる。実施例では、このことに基づいて位相シフト
量δをフィードバック制御により制御するのである。したがって、実施例では、インバー
タ１４２のターンオン時（スイッチング素子Ｑ１の立ち上がり時Ｔ１ｏｎ）のときのイン
バータ出力電流Ｉｉｎｖが値０近傍の負の値となるように位相シフト量δをフィードバッ
ク制御により制御するから、この制御によりインバータ１４２のターンオン時にインバー
タ出力電流Ｉｉｎｖは値０近傍の負の値となる。
【００３４】
　図７にインバータ１４２をターンオンする前におけるインバータ１４２および位相調整
フィルタ１４４における電流の流れを示し、図８にインバータ１４２をターンオンする際
のデッドタイムにおけるインバータ１４２および位相調整フィルタ１４４における電流の
流れを示し、図９にインバータ１４２をターンオンした後のインバータ１４２および位相
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調整フィルタ１４４における電流の流れを示す。図中、太破線は電流の流れを示す。図６
では、インバータ１４２のターンオン時にはスイッチング素子Ｑ１がオンすると同時にス
イッチング素子Ｑ２がオフするものとして記載しているが、実際はスイッチング素子Ｑ２
をオフしてスイッチング素子Ｑ１，Ｑ２を共にオフとするデッドタイムを設け、その後ス
イッチング素子Ｑ１をオンする。図８は、このデッドタイム中の電流の流れである。イン
バータ１４２をターンオンする前では、図６に示すように、インバータ出力電流Ｉｉｎｖ
が負の値であり、リアクトル電流Ｉｃが負の値であるから、電流は、図７に示すように、
インバータ１４２内では、第１ライン１４３ａから第１出力端子１４２ａ，スイッチング
素子Ｑ２，スイッチング素子Ｑ４，第２出力端子１４２ｂ，第２ライン１４３ｂの順に流
れる。また、位相調整フィルタ１４４内では、電流は、第２ライン１４３ｂからスイッチ
ング素子Ｑ６，インダクタＬ，ダイオードＤ５，第１ライン１４３ａの順に流れる。デッ
ドタイム中では、図７の状態からスイッチング素子Ｑ２がオフされるため、電流は、図８
に示すように、インバータ１４２内では、第１ライン１４３ａから第１出力端子１４２ａ
，ダイオードＤ１，直流電力の正極側ラインの順に流れると共に、直流電力の負極側ライ
ンからスイッチング素子Ｑ４，第２出力端子１４２ｂ，第２ライン１４３ｂの順に流れる
。また、位相調整フィルタ１４４内では、電流は、図７と同様に、第２ライン１４３ｂか
らスイッチング素子Ｑ６，インダクタＬ，ダイオードＤ５，第１ライン１４３ａの順に流
れる。インバータ１４２をターンオンした直後は、図６に示すように、インバータ出力電
流Ｉｉｎｖが正の値となり、リアクトル電流Ｉｃは負の値をまだ保持しているから、電流
は、図９に示すように、インバータ１４２内では、直流電力の正極側ラインからスイッチ
ング素子Ｑ１，第１出力端子１４２ａ，第１ライン１４３ａの順に流れると共に、第２ラ
イン１４３ｂから第２出力端子１４２ｂ，スイッチング素子Ｑ４，直流電力の負極ライン
の順に流れる。また、位相調整フィルタ１４４内では、電流は、第２ライン１４３ｂから
スイッチング素子Ｑ６，インダクタＬ，ダイオードＤ５，第１ライン１４３ａの順に流れ
る。ダイオードＤ２には、インバータ１４２のターンオンの前後で何らバイアスが与えら
れていない状態から逆バイアスが与えられた状態に変化するだけであるから、ダイオード
Ｄ２にはリカバリ電流は流れない。
【００３５】
　図１０にインバータ出力電圧Ｖｉｎｖ（フィルタ出力電圧Ｖ１）に対するインバータ出
力電流Ｉｉｎｖとフィルタ出力電流Ｉ１とリアクトル電流Ｉｃの位相の一例を示す。位相
調整フィルタ１４４を有しない構成では、フィルタ出力電流Ｉ１がそのままインバータ出
力電流Ｉｉｎｖとなるから、インバータ出力電流Ｖｉｎｖに対してインバータ出力電流Ｉ
ｉｎｖの位相は進むことになる。この場合、インバータ１４２のターンオン時にダイオー
ドＤ２にリカバリ電流が流れる。実施例では、図１０に示すように、位相調整フィルタ１
４４により位相シフト量δを調整することにより、インダクタＬにリアクトル電流Ｉｃを
流すことによってインバータ出力電流Ｉｉｎｖの位相をインバータ出力電圧Ｖｉｎｖより
遅れるように調整する。このため、インバータ１４２のターンオン時に、ダイオードＤ２
にはリカバリ電流は流れない。
【００３６】
　以上説明した第１実施例の送電装置１３０では、スイッチング素子Ｑ５，Ｑ６とダイオ
ードＤ５，Ｄ６とインダクタＬとを有し、スイッチング素子Ｑ５，Ｑ６をスイッチング制
御することによりフィルタにおけるリアクタンスを可変とする位相調整フィルタ１４４を
インバータ１４２の後段に設ける。そして、基準クロックの半周期毎にスイッチング素子
Ｑ５，Ｑ６をオンオフする第３スイッチングのインバータ１４２のスイッチング素子Ｑ１
，Ｑ２をオンオフする第１スイッチングに対する調整用位相Δをインバータ１４２のター
ンオン時のインバータ出力電流Ｉｉｎｖが値０近傍の負の値となるように制御する。これ
により、インバータ１４２のターンオン時にダイオードＤ２にリカバリ電流が流れるのを
抑止することができる。また、フィードバック制御により調整用位相Δを構成する位相シ
フト量δを変更するから、送電用コイル１３４と受電用コイル３４との結合係数が変動し
たり交流電源１９０が変動したりする過渡変動時にも、迅速に応答することができ、良好
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な制御性を有するものとすることができる。さらに、製造バラツキや、温度特性、経年劣
化などに起因するシステム定数の変化にも同様に対応することができ、ロバスト性の高い
ものとすることができる。もとより、高周波ノイズを除去するノイズ除去フィルタ１４６
のインダクタンスを切り替えるものに比して、高周波ノイズを良好に除去することができ
る。
【００３７】
　第１実施例の送電装置１３０では、図５の制御ブロックに示すように、インバータ１４
２のターンオン時のインバータ出力電流Ｉｉｎｖの電流指令値Ｉｏｎ＊とそのときに電流
センサ１５０により検出されたインバータ出力電流Ｉｉｎｖとしての電流検出値Ｉｏｎと
の差分（Ｉｏｎ－Ｉｏｎ＊）に基づいて位相シフト量δを求めた。しかし、図１１に示す
制御ブロックに示すように、インバータ１４２のターンオン時のインバータ出力電流Ｉｉ
ｎｖとインバータ出力電圧Ｖｉｎｖとの位相差の位相指令値φ＊とそのときに電流センサ
１５０により検出されたインバータ出力電流Ｉｉｎｖと電圧検出ユニット１５２からのフ
ィルタ出力電圧Ｖ１（インバータ出力電圧Ｖｉｎｖと同一）との位相差φとの差分に基づ
いて位相シフト量δを求めるものとしてもよい。この場合、位相指令値φ＊としては、イ
ンバータ１４２のターンオン時のインバータ出力電流Ｉｉｎｖが値０近傍の負の値となる
ように定めればよい。
【００３８】
　第１実施例の送電装置１３０では、インバータ１４２の第１出力端子１４２ａに流れる
電流を検出する電流センサ１５０を備え、電流センサ１５０により検出されるインバータ
出力電流Ｉｉｎｖにより位相シフト量δを求めた。しかし、インバータ１４２とＡＣ／Ｄ
Ｃコンバータ１４０との間の直流電力の負極側ラインに流れる電流を検出する電流センサ
を備え、この電流センサにより検出された電流値を用いて位相シフト量δを求めるものと
してもよい。
【実施例２】
【００３９】
　次に、第２実施例の送電装置３０Ｂについて説明する。第２実施例の送電装置３０Ｂは
、位相調整フィルタ１４４Ｂの構成が異なる点を除いて、第１実施例の送電装置３０と同
一の構成をしている。したがって、重複する説明を回避するため、第２実施例の送電装置
３０Ｂの構成のうち第１実施例の送電装置３０の構成と同一の構成については同一の符号
を付し、その詳細な説明は省略する。
【００４０】
　図１２は、第２実施例の送電装置３０Ｂが備えるインバータ１４２および位相調整フィ
ルタ１４４Ｂの構成の概略を示す構成図である。位相調整フィルタ１４４Ｂは、図１２に
例示するように、２つのスイッチング素子Ｑ５Ｂ，Ｑ６Ｂと、２つのダイオードＤ５Ｂ，
Ｄ６Ｂと、１つのインダクタＬＢと、１つのコンデンサＣＢとを備える。スイッチング素
子Ｑ５Ｂ，スイッチング素子Ｑ６Ｂ，インダクタＬＢは、この順に第１ライン１４３ａに
直列に接続されている。ダイオードＤ５Ｂは、スイッチング素子Ｑ５Ｂに対してのみに並
列にインバータ１４２から送電用コイル１３４側への方向に対して逆方向となるように接
続されており、ダイオードＤ６Ｂは、スイッチング素子Ｑ６Ｂに対してのみに並列にイン
バータ１４２から送電用コイル１３４側への方向に対して順方向となるように接続されい
る。コンデンサＣＢは、直列に接続されたスイッチング素子Ｑ５Ｂ，スイッチング素子Ｑ
６Ｂに対して並列にインダクタＬＢに対して直列になるように接続されている。位相調整
フィルタ１４４Ｂは、スイッチング素子Ｑ５Ｂ，Ｑ６Ｂをスイッチング制御することによ
り、フィルタにおけるリアクタンスを可変とする。従って、位相調整フィルタ１４４Ｂは
、図１３に示すように、第１ライン１４３ａに取り付けられた可変リアクタンスＬＸＢと
等価となる。図１３には、インバータ１４２から位相調整フィルタ１４４Ｂに出力される
インバータ出力電流Ｉｉｎｖやインバータ出力電圧Ｖｉｎｖ，位相調整フィルタ１４４か
ら送電用共振回路１３２に出力されるフィルタ出力電流Ｉ１やフィルタ出力電圧Ｖ１，可
変リアクタンスＬＸＢの端子間電圧Ｖｃについても示した。なお、実施例では、回路図か
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らインバータ出力電流Ｉｉｎｖとフィルタ出力電流Ｉ１とは同一となる。
【００４１】
　位相調整フィルタ１４４Ｂでは、スイッチング素子Ｑ５Ｂは、第１スイッチングにおい
てスイッチング素子Ｑ１をオンするタイミング（インバータ１４２をターンオンするタイ
ミング）より調整用位相ΔＢだけ早いタイミングでオンされ、スイッチング素子Ｑ１をオ
フするタイミングより調整用位相ΔＢだけ早いタイミングでオフされる。スイッチング素
子Ｑ６Ｂは、スイッチング素子Ｑ５Ｂを反転した動作、即ち、第１スイッチングにおける
スイッチング素子Ｑ１をオンするタイミング（インバータ１４２をターンオンするタイミ
ング）より調整用位相ΔＢだけ早いタイミングでオフされ、スイッチング素子Ｑ１をオフ
するタイミングより調整用位相ΔＢだけ早いタイミングでオンされる。即ち、スイッチン
グ素子Ｑ５Ｂは、基準クロックに同期して半周期毎に第１スイッチングより調整用位相Δ
Ｂだけ早いタイミングでオンオフされ、スイッチング素子Ｑ６Ｂは、基準クロックに同期
して半周期毎に第１スイッチングより調整用位相ΔＢだけ早いタイミングでオフオンされ
る。こうしたスイッチング素子Ｑ５Ｂ，Ｑ６Ｂのスイッチングを第２実施例でも第３スイ
ッチングと称する。
【００４２】
　第２実施例でも、インバータ１４２のダイオードＤ２にリカバリ電流が流れないように
位相調整フィルタ１４４Ｂのスイッチング素子Ｑ５Ｂ，Ｑ６Ｂのスイッチングを制御して
いる。図１４は、第２実施例の送電装置１３０Ｂの送電ＥＣＵ１７０により実行される制
御ブロックの一例を示すブロック図であり、図１５は、インバータ１４２のターンオン時
のインバータ出力電流Ｉｉｎｖが値０より若干小さい値を電流指令値Ｉｏｎ＊として設定
したときのスイッチング素子Ｑ１～Ｑ４，Ｑ５Ｂ，Ｑ６Ｂのスイッチング状態とインバー
タ出力電圧Ｖｉｎｖ，インバータ出力電流Ｉｉｎｖ，コンデンサ電圧Ｖｃｃ，フィルタ出
力電圧Ｖ１の時間変化を示す説明図である。図１５中、インバータ出力電流Ｉｉｎｖにお
ける破線は実施例による位相調整が行なわれていないときを示し、実線は実施例による位
相調整が行なわれているときを示す。
【００４３】
　第２実施例の送電ＥＣＵ１７０では、図１４に示すように、インバータ１４２のターン
オン時のインバータ出力電流Ｉｉｎｖの電流指令値Ｉｏｎ＊とそのときに電流センサ１５
０により検出されたインバータ出力電流Ｉｉｎｖとしての電流検出値Ｉｏｎとの差分（Ｉ
ｏｎ－Ｉｏｎ＊）を計算する。続いて、その差分（Ｉｏｎ－Ｉｏｎ＊）が打ち消される方
向に予めゲインの定められた比例項と積分項とを用いたフィードバック制御（ＰＩ制御）
によりインバータ電流Ｉｉｎｖのゼロクロスとなる位相基準Ｔｉからの位相シフト量δ’
を決定する。次に、位相シフト量δ’が値０からπ／２の範囲内となるようにリミッター
で上下限ガードする。位相シフト量δは、インバータ１４２のターンオン時のインバータ
出力電流Ｉｉｎｖの位相を値０とするために減少させる必要があるから、π／２から位相
シフト量δ’を減じて位相シフト量δとする。そして、位相シフト量δにインバータ電流
Ｉｉｎｖの位相基準Ｔｉの基準クロックの立ち上がり時に対する位相φを加えて実際のシ
フト量（調整用位相ΔＢ）とする。第１スイッチング（スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２のス
イッチング）に対して得られた調整用位相ΔＢだけ早いタイミングで第３スイッチング（
スイッチング素子Ｑ５Ｂ，Ｑ６Ｂのスイッチング）を行なう。
【００４４】
　位相調整フィルタ１４４Ｂでは、スイッチング素子Ｑ５Ｂがオンとされスイッチング素
子Ｑ６Ｂがオフとされたときはインバータ出力電流Ｉｉｎｖが負であるから（図１５のＡ
の領域）、コンデンサＣＢは負電荷の充電が行なわれ、コンデンサ電圧Ｖｃｃは負側に増
加する。その後、インバータ出力電流Ｉｉｎｖが正になると（図１５のＢの領域）、コン
デンサＣＢの負電荷の放電が行なわれ、コンデンサ電圧Ｖｃｃは値０に向けて増加する。
コンデンサＣＢの負電荷の放電が完了してコンデンサ電圧Ｖｃｃが値０となると（図１５
のＣの領域）、電流は、コンデンサＣＢをバイパスするようにスイッチング素子Ｑ５Ｂ，
ダイオードＤ６Ｂを通って、インバータ１４２側から送電用コイル１３４側に流れる。そ
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して、スイッチング素子Ｑ５Ｂがオフとされスイッチング素子Ｑ６Ｂがオンとされると（
図１５のＤの領域）、インバータ出力電流Ｉｉｎｖが正であるから、コンデンサＣＢは正
電荷の充電が行なわれ、コンデンサ電圧Ｖｃｃは正側に増加する。この状態でインバータ
電流Ｉｉｎｖが負になると（図１５のＥの領域）、コンデンサＣＢの正電荷の放電が行な
われ、コンデンサ電圧Ｖｃｃは減少する。コンデンサＣＢの正電荷の放電が完了してコン
デンサ電圧Ｖｃｃが値０になると（図１５のＦの領域）、電流は、コンデンサＣＢをバイ
パスするようにスイッチング素子Ｑ６Ｂ，ダイオードＤ５Ｂを通って、送電用コイル１３
４側からインバータ１４２側に流れる。こうしたコンデンサ電圧ＶｃｃとインダクタＬＢ
の端子間電圧との和にインバータ出力電圧Ｖｉｎｖに加えると、フィルタ出力電圧Ｖ１と
なる。
【００４５】
　図１６にインバータ１４２をターンオンする前におけるインバータ１４２および位相調
整フィルタ１４４Ｂにおける電流の流れを示し、図１７にインバータ１４２をターンオン
する際のデッドタイムにおけるインバータ１４２および位相調整フィルタ１４４Ｂにおけ
る電流の流れを示し、図１８にインバータ１４２をターンオンした後のインバータ１４２
および位相調整フィルタ１４４Ｂにおける電流の流れを示す。図中、太破線は電流の流れ
を示す。図１５では、インバータ１４２のターンオン時にはスイッチング素子Ｑ１がオン
すると同時にスイッチング素子Ｑ２がオフするものとして記載しているが、第１実施例と
同様に、実際はスイッチング素子Ｑ２をオフしてスイッチング素子Ｑ１，Ｑ２を共にオフ
とするデッドタイムを設け、その後スイッチング素子Ｑ１をオンする。図１７は、このデ
ッドタイム中の電流の流れである。インバータ１４２をターンオンする前では、図１５に
示すように、インバータ出力電流Ｉｉｎｖが負の値であるから、電流は、図１６に示すよ
うに、インバータ１４２および位相調整フィルタ１４４Ｂには、送電用コイル１３４側か
らインダクタＬＢ，コンデンサＣＢ，第１ライン１４３ａ，第１出力端子１４２ａ，スイ
ッチング素子Ｑ２，スイッチング素子Ｑ４，第２出力端子１４２ｂ，第２ライン１４３ｂ
の順に流れる。デッドタイム中では、図１６の状態からスイッチング素子Ｑ２がオフされ
るため、電流は、図１７に示すように、送電用コイル１３４側からインダクタＬＢ，コン
デンサＣＢ，第１ライン１４３ａ，第１出力端子１４２ａ，スイッチング素子Ｑ２，直流
電力の正極側ラインの順に流れると共に、直流電力の負極側ラインからスイッチング素子
Ｑ４，第２出力端子１４２ｂ，第２ライン１４３ｂの順に流れる。インバータ１４２をタ
ーンオンした直後は、図１５に示すように、インバータ出力電流Ｉｉｎｖが正の値となる
から、電流は、図１８に示すように、直流電力の正極側ラインからスイッチング素子Ｑ１
，第１出力端子１４２ａ，第１ライン１４３ａ，コンデンサＣＢ，インダクタＬＢ，送電
用コイル１３４側の順に流れると共に、送電用コイル１３４側から第２ライン１４３ｂ，
第２出力端子１４２ｂ，スイッチング素子Ｑ４，直流電力の負極ラインの順に流れる。ダ
イオードＤ２には、インバータ１４２のターンオンの前後で何らバイアスが与えられてい
ない状態から逆バイアスが与えられた状態に変化するだけであるから、ダイオードＤ２に
はリカバリ電流は流れない。
【００４６】
　インダクタＬＢのインダクタンスをＬｃ、インバータ１４２のスイッチング周波数をｆ
（ｆ＝ω／２π）、コンデンサＣＢの静電容量をＣｃとしたときに、可変リアクタンスＬ
ＸＢは、次式（１）のときには誘導性となり、式（２）のときには容量性となる。式（３
）のように設定すると、位相シフト量δ＝π／２のときに基本波成分に対するインピーダ
ンスが値０となる。式（３）の関係となるようにインダクタＬＢのインダクタンスＬｃと
コンデンサＣＢの静電容量Ｃｃを設定した場合における位相シフト量δ＝π／２のときの
インバータ出力電流Ｉｉｎｖ（フィルタ出力電流Ｉ１）とインバータ出力電圧Ｖｉｎｖと
可変リアクタンスＬＸＢの端子間電圧Ｖｃとフィルタ出力電圧Ｖ１のベクトル図を図１９
に示す。第２実施例では、図示するように、位相調整フィルタ１４４Ｂにより位相シフト
量δを調整して可変リアクタンスＬＸＢの端子間電圧Ｖｃを調整することにより、インバ
ータ出力電流Ｉｉｎｖに対してインバータ出力電圧Ｖｉｎｖが進むように調整することが
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できる。即ち、相対的に、インバータ出力電圧Ｖｉｎｖに対してインバータ出力電流Ｉｉ
ｎｖが遅れるようにすることができる。このため、インバータ１４２のターンオン時に、
ダイオードＤ２にはリカバリ電流は流れない。
【００４７】
【数１】

【００４８】
　以上説明した第２実施例の送電装置１３０Ｂでは、スイッチング素子Ｑ５Ｂ，Ｑ６Ｂと
ダイオードＤ５Ｂ，Ｄ６ＢとコンデンサＣＢとインダクタＬＢとを有し、スイッチング素
子Ｑ５Ｂ，Ｑ６Ｂをスイッチング制御することによりフィルタにおけるリアクタンスを可
変とする位相調整フィルタ１４４Ｂをインバータ１４２の後段に設ける。そして、基準ク
ロックの半周期毎にスイッチング素子Ｑ５Ｂ，Ｑ６Ｂをオンオフする第３スイッチングの
インバータ１４２のスイッチング素子Ｑ１，Ｑ２をオンオフする第１スイッチングに対す
る調整用位相ΔＢをインバータ１４２のターンオン時のインバータ出力電流Ｉｉｎｖが値
０近傍の負の値となるように制御する。これにより、インバータ１４２のターンオン時に
ダイオードＤ２にリカバリ電流が流れるのを抑止することができる。また、フィードバッ
ク制御により調整用位相ΔＢを構成する位相シフト量δを変更するから、送電用コイル１
３４と受電用コイル３４との結合係数が変動したり交流電源１９０が変動したりする過渡
変動時にも、迅速に応答することができ、良好な制御性を有するものとすることができる
。さらに、製造バラツキや、温度特性、経年劣化などに起因するシステム定数の変化にも
同様に対応することができ、ロバスト性の高いものとすることができる。もとより、高周
波ノイズを除去するノイズ除去フィルタ１４６のインダクタンスを切り替えるものに比し
て、高周波ノイズを良好に除去することができる。
【００４９】
　第２実施例の送電装置１３０Ｂでは、図１４の制御ブロックに示すように、インバータ
１４２のターンオン時のインバータ出力電流Ｉｉｎｖの電流指令値Ｉｏｎ＊とそのときに
電流センサ１５０により検出されたインバータ出力電流Ｉｉｎｖとしての電流検出値Ｉｏ
ｎとの差分（Ｉｏｎ－Ｉｏｎ＊）に基づいて位相シフト量δを求めた。しかし、図２０の
制御ブロックに例示するように、インバータ１４２のターンオン時のインバータ出力電流
Ｉｉｎｖとインバータ出力電圧Ｖｉｎｖとの位相差の位相指令値φ＊とそのときに電流セ
ンサ１５０により検出されたインバータ出力電流Ｉｉｎｖと電圧検出ユニット１５２から
のフィルタ出力電圧Ｖ１（インバータ出力電圧Ｖｉｎｖと同一）との位相差φとの差分に
基づいて位相シフト量δを求めるものとしてもよい。この場合、位相指令値φ＊としては
、インバータ１４２のターンオン時のインバータ出力電流Ｉｉｎｖが値０近傍の負の値と
なるように定めればよい。
【００５０】
　第２実施例の送電装置１３０Ｂでは、インバータ１４２の第１出力端子１４２ａに流れ
る電流を検出する電流センサ１５０を備え、電流センサ１５０により検出されるインバー
タ出力電流Ｉｉｎｖにより位相シフト量δを求めた。しかし、インバータ１４２とＡＣ／
ＤＣコンバータ１４０との間の直流電力の負極側ラインに流れる電流を検出する電流セン
サを備え、この電流センサにより検出された電流値を用いて位相シフト量δを求めるもの
としてもよい。
【００５１】
　以上、本発明を実施するための形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこう
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種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明は、送電装置の製造産業などに利用可能である。
【符号の説明】
【００５３】
   １０　非接触送受電システム、２０　自動車、２２　モータ、２４　インバータ、２
６   バッテリ、２８　システムメインリレー、３０　受電装置、３１　受電ユニット、
３２　受電用共振回路、３４　受電用コイル、３６　コンデンサ、４２　フィルタ、４４
　整流器、４８　リレー、５０　電流センサ、５２　電圧センサ、７０　車両用電子制御
ユニット（車両ＥＣＵ）、８０　通信ユニット、１３０，１３０Ｂ　送電装置、１３１　
送電ユニット、１３２　送電用共振回路、１３４　送電用コイル、１３６　コンデンサ、
１４０　ＡＣ／ＤＣコンバータ、１４２　インバータ、１４２ａ　第１出力端子、１４２
ｂ　第２出力端子、１４３ａ　第１ライン、１４３ｂ　第２ライン、１４４，１４４Ｂ　
位相調整フィルタ、１４６　ノイズ除去フィルタ、１５０，１５１　電流センサ、１５２
　電圧検出ユニット、１５４　電流センサ、１５６　電圧検出ユニット、１７０　送電用
電子制御ユニット（送電ＥＣＵ）、１８０　通信ユニット、１９０　交流電源、Ｃ，ＣＢ
，Ｃ９１，Ｃ９２　コンデンサ、Ｄ１～Ｄ６，Ｄ９１～Ｄ９４，Ｄ５Ｂ，Ｄ６Ｂ　ダイオ
ード、Ｌ，ＬＢ，Ｌ９１，Ｌ９２，Ｌ９３，Ｌ９４　インダクタ、ＬＸ，ＬＸＢ　可変リ
アクタンス、Ｑ１～Ｑ６，Ｑ５Ｂ，Ｑ６Ｂ，Ｑ９１～Ｑ９４　スイッチング素子。

【図１】 【図２】
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