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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源装置と、該電源装置から縦続接続で順次に接続され該電源装置から給電を受ける複
数の電気機器とから成る給電システムであって、
　前記電源装置は、一端に電源出力端子を持つ電線を備え、該電線に高周波交流が通電さ
れて該電源出力端子から該高周波交流を出力し、
　前記複数の電気機器のうちの末端の電気機器は、電源入力端子と、該電源入力端子に接
続する導電路とを備え、該導電路には、前記高周波交流が通電され、
　前記複数の電気機器のうちの末端の電気機器を除く残余の電気機器は、電源入力端子と
、電源出力端子と、該電源入力端子及び該電源出力端子間を接続する導電路とを備え、該
導電路には、前記高周波交流が通電され、
　前記電源装置と前記電源装置に接続する電気機器との組、及び、前記複数の電気機器に
おける隣接する電気機器の組のうちの少なくとも１組における電源出力端子と電源入力端
子とは、互いに電磁誘導結合する分離着脱可能なコイルであり、
　前記電線に前記コイルが接続されている場合の前記電源装置、及び／又は、前記導電路
に前記コイルが接続されている場合の前記電気機器には、前記コイルに差交する磁束を利
用した電磁石がさらに備えられ、前記電源装置及び／又は前記電気機器に対向する電気機
器には、位置決め及び／又は保持するための磁性体がさらに設けられていること
　を特徴とする給電システム。
【請求項２】
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　前記コイルが接続されている場合の前記電線、及び、前記コイルが接続されている場合
の導電路には、直列及び／又は並列にコンデンサが接続されていること
　を特徴とする請求項１に記載の給電システム。
【請求項３】
　前記電源出力端子としてのコイルと前記電源入力端子としてのコイルとは、巻数比、距
離及び磁路のうち少なくとも１つを調整することによって、前記電源出力端子としてのコ
イルから電磁誘導結合によって前記電源入力端子としてのコイルに誘起される電圧が調整
されていること
　を特徴とする請求項１又は請求項２に記載の給電システム。
【請求項４】
　前記電源出力端子としてのコイルと前記電源入力端子としてのコイルとの間には、信号
を送信及び／又は受信する信号アンテナがそれぞれさらに備えられていること
　を特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか１項に記載の給電システム。
【請求項５】
　前記複数の電気機器は、電気カミソリと、該電気カミソリの刃を洗浄する洗浄装置とか
ら成ること
　を特徴とする請求項１乃至請求項４の何れか１項に記載の給電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源装置と、該電源装置から縦続接続で順次に接続され該電源装置から給電
を受ける複数の電気機器とから成る給電システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　上述のように単一の電源装置から複数の電気機器へ給電可能な給電システムとしては、
洗浄装置付き電気カミソリの例が挙げられる。図１２は、その給電システムの構成を示す
図である。ＲＣＣ（リンギングチョークコンバータ）などから成る電源装置１０１に対し
て、図１２（Ａ）で示すように電気カミソリ１０２が接続可能であり、また図１２（Ｂ）
で示すように洗浄装置１０３が接続可能となっている。そして、図１２（Ｂ）で示すよう
に、洗浄装置１０３に電気カミソリ１０２を搭載した状態で、該電気カミソリ１０２の刃
先の洗浄が行われるだけでなく、該電気カミソリ１０２の充電も可能となっている。
【０００３】
　しかしながら、この場合、電源装置１０１は、直流（ＤＣ）で、例えば、１２Ｖを出力
しているので、洗浄装置１０３内の洗浄用駆動回路１０４や洗浄装置１０３に搭載された
電気カミソリ１０２への充電がそのまま線路の分岐で実現できているけれども、電源装置
１０１は、接触式の接点１０５によって洗浄装置１０３または電気カミソリ１０２に接続
される必要がある。また、電源装置１０１は、消費電力の大きい洗浄装置１０３に対応し
て、前記１２Ｖの高電圧で電源供給するので、電気カミソリ１０２内には、２次電池１０
６の充電に適した電圧に降圧する降圧電源１０７が必要になり、電気カミソリ１０２が大
型化する。
【０００４】
　一方、洗面所などの水回りで使用されることの多い電気カミソリには、無接触（非接点
）で給電したいという要望がある。図１３に、従来の非接触給電を実現する給電システム
の構成を示す。電源コード１１１を介して電源装置１１２に入力された商用交流は、ＡＣ
－ＤＣコンバータ１１３において直流に変換され、電圧共振型インバータ１１４において
高周波交流に変換されて、該電源装置１１２側の電源出力端子である１次コイル１１５か
ら出力される。
【０００５】
　前記１次コイル１１５は、電気カミソリ１１６側の電源入力端子である２次コイル１１
７と着脱可能に磁気結合しており、その２次コイル１１７に発生した交流電圧は、コンバ
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ータ１１８で直流電圧に変換された後、２次電池及びモータから成る負荷１１９へ給電さ
れる。前記コンバータ１１８は、ＡＣ－ＤＣコンバータであり、前述の降圧電源１０７の
ＤＣ－ＤＣコンバータに比べて、小型である。
【０００６】
　したがって、この図１３で示す非接触の給電システムを、図１２で示す洗浄装置１０３
を含む複数の電気機器が接続可能な給電システムに適用した場合、図１４で示すようにな
る。電源装置１２１は、電圧共振型インバータ等から成り、交流（ＡＣ）で、例えば５０
ｋＨｚ、３０Ｖを、送電コイル１２４へ出力する。その送電コイル１２４に対して、図１
４（Ａ）で示すように電気カミソリ１２２の受電コイル１２５が非接触で接続可能であり
、また図１４（Ｂ）で示すように洗浄装置１２３の受電コイル１２６が非接触で接続可能
となっている。
【０００７】
　そして、図１４（Ｂ）で示すように、洗浄装置１２３内には、ＡＣ－ＤＣコンバータ１
２７が設けられており、このＡＣ－ＤＣコンバータ１２７によって、例えば、ＤＣ１２Ｖ
が作成され、洗浄用駆動回路１２８に供給される。また、洗浄装置１２３に電気カミソリ
１２２を搭載した状態で充電するために、該洗浄装置１２３には、電圧共振型インバータ
等から成り、交流で、例えば前記５０ｋＨｚ、３０Ｖを出力するインバータ１２９及び送
電コイル１３０が設けられている。
【０００８】
　ここで、電磁誘導による並列給電の例は、例えば、特許文献１にも示されている。この
従来技術は、複数の１次側コイルが並列にコンセントボディとして壁に埋込まれており、
負荷に接続される２次側コイルをコンセントキャップとして前記コンセントボディに嵌込
むことで、非接触で複数の負荷へ並列同時給電可能とした電磁コンセント装置である。
【特許文献１】特開平３―１０１１１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、図１４で示すような構成では、非接触での給電を実現するためには、洗浄
装置１２３内に、新たなコンバータ１２７とインバータ１２９とが必要になり、大型化及
びコストアップを招くことになる。
【００１０】
　本発明の目的は、単一の電源装置から複数の電気機器へ給電するにあたって、電気機器
の構成を簡略化することができる給電システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者は、種々検討した結果、上記目的は、以下の本発明により達成されることを見
出した。即ち、本発明に係る一態様では、電源装置と、該電源装置から縦続接続で順次に
接続され該電源装置から給電を受ける複数の電気機器とから成る給電システムであって、
前記電源装置は、一端に電源出力端子を持つ電線を備え、該電線に高周波交流が通電され
て該電源出力端子から該高周波交流を出力し、前記複数の電気機器のうちの末端の電気機
器は、電源入力端子と、該電源入力端子に接続する導電路とを備え、該導電路には、前記
高周波交流が通電され、前記複数の電気機器のうちの末端の電気機器を除く残余の電気機
器は、電源入力端子と、電源出力端子と、該電源入力端子及び該電源出力端子間を接続す
る導電路とを備え、該導電路には、前記高周波交流が通電され、前記電源装置と前記電源
装置に接続する電気機器との組、及び、前記複数の電気機器における隣接する電気機器の
組のうちの少なくとも１組における電源出力端子と電源入力端子とは、互いに電磁誘導結
合する分離着脱可能なコイルであり、前記電線に前記コイルが接続されている場合の前記
電源装置、及び／又は、前記導電路に前記コイルが接続されている場合の前記電気機器に
は、前記コイルに差交する磁束を利用した電磁石がさらに備えられ、前記電源装置及び／
又は前記電気機器に対向する電気機器には、位置決め及び／又は保持するための磁性体が



(4) JP 4258505 B2 2009.4.30

10

20

30

40

50

さらに設けられていることを特徴とする。
【００１３】
　また、この上述の給電システムにおいて、前記コイルが接続されている場合の前記電線
、及び、前記コイルが接続されている場合の導電路には、直列及び／又は並列にコンデン
サが接続されていることを特徴とする。
【００１４】
　さらに、これら上述の給電システムにおいて、前記電源出力端子としてのコイルと前記
電源入力端子としてのコイルとは、巻数比、距離及び磁路のうち少なくとも１つを調整す
ることによって、前記電源出力端子としてのコイルから電磁誘導結合によって前記電源入
力端子としてのコイルに誘起される電圧が調整されていることを特徴とする。
【００１５】
　そして、これら上述の給電システムにおいて、前記電源出力端子としてのコイルと前記
電源入力端子としてのコイルとの間には、信号を送信及び／又は受信する信号アンテナが
それぞれさらに備えられていることを特徴とする。
【００１７】
　さらに、これら上述の給電システムにおいて、前記複数の電気機器は、電気カミソリと
、該電気カミソリの刃を洗浄する洗浄装置とから成ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　このような構成の給電システムでは、電源装置は、高周波交流を出力し、前段の電気機
器は、入力された高周波交流を次段の電気機器に出力するので、これら電気機器は、電源
装置から電力供給を受けることができると共に、背景技術で説明したようなコンバータや
インバータ等を備える必要がないから、コストアップが抑制され、小型化され得る。また
、電源装置は、高周波交流を出力するので、コンバータを備える必要がないから、コスト
アップが抑制され、小型化され得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明に係る実施形態を図面に基づいて説明する。なお、各図において同一の符
号を付した構成は、同一の構成であることを示し、その説明を省略する。
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る給電システムの構成を示す図である。図２は、第１の実
施形態に係る給電システムを電気カミソリシステムに適用した場合を示す図である。
【００２０】
　図１において、給電システム１は、電源装置１１と、電源装置１１から縦続接続で順次
に接続され電源装置１１から給電を受ける第１及び第２の電気機器２１、３１とを備えて
構成される。
【００２１】
　電源装置１１は、商用交流電源から電力供給を受け、この商用交流に基づいて高周波交
流を生成し、この生成した高周波交流が通電される電線の一端に接続された電源出力端子
からこの高周波交流を出力する装置であり、縦続接続された次段の電気機器である第１の
電気機器２１に高周波交流で電源供給を行う装置である。電源装置１１は、例えば、図１
に示すように、商用交流の供給口であるコンセントに接続可能な、商用交流電源から電力
供給を受けるための例えばプラグ等の電源入力端子Ｔｉｎ１１と、電源入力端子Ｔｉｎ１
１に接続され電源入力端子Ｔｉｎ１１から供給された商用交流を直流に変換する例えばダ
イオードブリッジや平滑コンデンサ等から構成される交流－直流コンバータ（ＡＣ－ＤＣ
コンバータ）ＣＶと、ＡＣ－ＤＣコンバータＣＶに接続されＡＣ－ＤＣコンバータＣＶか
らの直流を所定の高周波交流に変換する共振型インバータＩＶと、共振型インバータＩＶ
に接続され共振型インバータＩＶからの高周波交流が通電される例えばコード等の高周波
電線ＨＦＣと、高周波電線ＨＦＣの一端に接続され高周波交流を出力するための電源出力
端子Ｔｏｕｔ１１とを備えて構成される。
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【００２２】
　第１の電気機器２１は、電源装置１１から高周波交流で電源供給を受け、縦続接続され
た次段の電気機器である第２の電気機器３１に高周波交流で電源供給を行う電気機器であ
る。第１の電気機器２１は、例えば、図１に示すように、電源装置１１の電源出力端子Ｔ
ｏｕｔ１１に接続可能な、電源装置１１から高周波交流で電力供給を受けるための電源入
力端子Ｔｉｎ２１と、高周波交流を出力するための電源出力端子Ｔｏｕｔ２１と、電源入
力端子Ｔｉｎ２１及び電源出力端子Ｔｏｕｔ２１間を高周波交流で電気的に接続する導電
路ＨＦＬ１とを備えて構成される。
【００２３】
　第２の電気機器３１は、第１の電気機器２１から高周波交流で電源供給を受け、負荷を
駆動する電気機器である。第２の電気機器３１は、例えば、図１に示すように、第１の電
気機器２１の電源出力端子Ｔｏｕｔ２１に接続可能な、電源装置１１から第１の電気機器
２１を介して高周波交流で電力供給を受けるための電源入力端子Ｔｉｎ３１と、電源入力
端子Ｔｉｎ３１に高周波交流で電気的に接続する導電路ＨＦＬ２と、導電路ＨＦＬ２に接
続される電気回路ＥＣ１と、電気回路ＥＣ１に接続され電気回路ＥＣ１によって駆動され
る負荷Ｌ１とを備えて構成される。負荷Ｌ１は、交流負荷でよく、この場合では、電気回
路ＥＣ１は、高周波交流を負荷Ｌ１に合わせた周波数及び電圧（又は電流）に調整する回
路や負荷Ｌ１の出力を制御する制御回路等で構成される。また、負荷Ｌ１は、直流負荷で
よく、この場合では、電気回路ＥＣ１は、高周波交流を負荷Ｌ１に合わせた電圧（又は電
流）を調整する回路や負荷Ｌ１の出力を制御する制御回路等で構成される。
【００２４】
　そして、本実施形態では、電源装置１１の電源出力端子Ｔｏｕｔ１１と第１の電気機器
２１の電源入力端子Ｔｉｎ２１とは、有接点で相互に電気的に接続される例えばコネクタ
等で構成され、第１の電気機器２１の電源出力端子Ｔｏｕｔ２１と第２の電気機器３１の
電源入力端子Ｔｉｎ３１とは、無接点で相互に電気的に接続される、互いに電磁誘導結合
する分離着脱可能なコイルＣＬ１１、ＣＬ２１で構成される。そして、コイルＣＬ１１、
ＣＬ２１には、コイルＣＬ１１、ＣＬ２１の巻線がそれぞれ巻回される例えばコ字形状の
コアＣＯ１１、ＣＯ２１がそれぞれ備えられる。
【００２５】
　このように本実施形態では、電源装置１１は、高周波交流を出力し、第１の電気機器２
１は、入力された高周波交流を次段の第２の電気機器３１に出力するので、第１及び第２
の電気機器２１、３１は、電源装置１１から電力供給を受けることができると共に、背景
技術で説明したようなＡＣ－ＤＣコンバータやインバータ等を備える必要がないから、コ
ストアップが抑制され、小型化され得る。また、電源装置１１は、高周波交流を出力する
ので、ＡＣ－ＤＣコンバータを備える必要がないから、コストアップが抑制され、小型化
され得る。
【００２６】
　そして、本実施形態では、第１の電気機器２１と第２の電気機器３１とは、電磁誘導結
合により無接点で相互に電気的に接続されるので、浴槽や洗面所等の水回りでも利用する
ことができ、接点不良の虞が少ない。
【００２７】
　そして、このような本実施形態に係る給電システム１は、例えば、図２に示すように、
電気カミソリシステム１’に適用可能である。図２に示す電源装置１１’は、図１に示す
電源装置１１に相当し、図２に示す電気カミソリ３１’は、図１に示す第２の電気機器３
１に相当し、図２に示す電気カミソリ３１’の刃を洗浄する洗浄装置２１’は、図１に示
す第１の電気機器２１に相当する。
【００２８】
　電気カミソリ３１’は、例えば、固定刃及び可動刃から成る刃と、固定刃に対して可動
刃を水平方向に摺動する駆動機構と、駆動機構を駆動するモータと、モータを駆動制御す
る駆動回路と、駆動回路の電力供給するために電源が供給される電源入力端子とを備える
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。この場合では、図２に示す電気カミソリ３１’のモータが図１に示す負荷Ｌ１に相当し
、駆動回路が図１に示す電気回路ＥＣ１に相当する。
【００２９】
　洗浄装置２１’は、例えば、電気カミソリ３１’の刃が洗浄可能に装着され洗浄水を循
環可能に貯留する水槽と、水槽の洗浄水を循環させるポンプと、ポンプを駆動するポンプ
用モータと、洗浄水を除去した後に刃に送風するファンと、ファンを駆動するファン用モ
ータと、ポンプ用モータ及びファン用モータを駆動制御すると共に洗浄装置２１’を制御
する洗浄用駆動回路ＷＥＣとを備える。この場合では、図２に示す洗浄装置２１’のポン
プ用モータ及びファン用モータが図１に示す負荷Ｌ２に相当し、洗浄用駆動回路ＷＥＣが
図１に示す電気回路ＥＣ２に相当する。
【００３０】
　このように本実施形態の給電システム１を電気カミソリシステム１’に適用することで
、小型で低コストな電気カミソリシステム１’とすることができ、洗面所等の水回りにお
いても使用することができる。
【００３１】
　次に、別の実施形態について説明する。
（第２の実施形態）
　図３は、第２の実施形態に係る給電システムの構成を示す図である。図４は、第２の実
施形態に係る給電システムを電気カミソリシステムに適用した場合を示す図である。
【００３２】
　第２の実施形態の給電システム２は、第１の実施形態の給電システム１と同様に、商用
交流電源から電力供給を受け、この商用交流に基づいて高周波交流を生成し、この生成し
た高周波交流が通電される電線の一端に接続された電源出力端子からこの高周波交流を出
力する電源装置１２と、電源装置１２から高周波交流で電源供給を受け、縦続接続された
次段の電気機器である第２の電気機器３２に高周波交流で電源供給を行う第１の電気機器
２２と、電源装置１２から縦続接続で第１の電気機器２２を介して接続され電源装置１２
から高周波交流で電源供給を受け、負荷を駆動する第２の電気機器３２とを備えて構成さ
れる。
【００３３】
　ここで、第１の実施形態における給電システム１では、電源装置１１と第１の電気機器
２１とは、有接点接続方式で接続可能に構成され、第１の電気機器２１と第２の電気機器
３１とは、無接点接続方式で接続可能に構成されたが、第２の実施形態における給電シス
テム２では、電源装置１２と第１の電気機器２２とは、無接点接続方式で接続可能に構成
され、第１の電気機器２２と第２の電気機器３２とは、有接点接続方式で接続可能に構成
される点で異なる。
【００３４】
　このため、電源装置１２は、電源入力端子Ｔｉｎ１１と、ＡＣ－ＤＣコンバータＣＶと
、共振型インバータＩＶと、高周波電線ＨＦＣと、電源出力端子Ｔｏｕｔ１２とを備え、
第１の電気機器２２は、電源入力端子Ｔｉｎ２２と、導電路ＨＦＬ１と、電源出力端子Ｔ
ｏｕｔ２２とを備え、第２の電気機器３２は、電源入力端子Ｔｉｎ３２と、導電路ＨＦＬ
２と、電気回路ＥＣ１と、負荷Ｌ１とを備え、これら電源入力端子Ｔｉｎ１１、ＡＣ－Ｄ
ＣコンバータＣＶ、共振型インバータＩＶ、高周波電線ＨＦＣ、導電路ＨＦＬ１、導電路
ＨＦＬ２、電気回路ＥＣ１及び負荷Ｌ１は、第１の実施形態と同様であるが、電源装置１
２の電源出力端子Ｔｏｕｔ１２と第１の電気機器２２の電源入力端子Ｔｉｎ２２とは、無
接点で相互に電気的に接続される、互いに電磁誘導結合する分離着脱可能なコイルＣＬ１
２、ＣＬ２２で構成され、第１の電気機器２２の電源出力端子Ｔｏｕｔ２２と第２の電気
機器３２の電源入力端子Ｔｉｎ３２とは、有接点で相互に電気的に接続される例えばコネ
クタ等で構成される。そして、コイルＣＬ１２、ＣＬ２２には、コイルＣＬ１２、ＣＬ２
２の巻線がそれぞれ巻回される例えばコ字形状のコアＣＯ１２、ＣＯ２２がそれぞれ備え
られる。
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【００３５】
　このような本実施形態に係る構成によっても、第１の実施形態と同様に、電源装置１２
は、高周波交流を出力し、第１の電気機器２２は、入力された高周波交流を次段の第２の
電気機器３２に出力するので、第１及び第２の電気機器２２、３２は、電源装置１２から
電力供給を受けることができると共に、背景技術で説明したようなＡＣ－ＤＣコンバータ
やインバータ等を備える必要がないから、コストアップが抑制され、小型化され得る。ま
た、電源装置１２は、高周波交流を出力するので、ＡＣ－ＤＣコンバータを備える必要が
ないから、コストアップが抑制され、小型化され得る。
【００３６】
　そして、本実施形態では、電源装置１２と第１の電気機器２２とは、電磁誘導結合によ
り無接点で相互に電気的に接続されるので、浴槽や洗面所等の水回りでも利用することが
でき、接点不良の虞が少ない。
【００３７】
　そして、このような本実施形態に係る給電システム２も第１の実施形態と同様に、例え
ば、図４に示すように、電気カミソリシステム２’に適用可能である。図４に示す電源装
置１２’は、図３に示す電源装置１２に相当し、図４に示す電気カミソリ３２’は、図３
に示す第２の電気機器３２に相当し、図４に示す電気カミソリ３２’の刃を洗浄する洗浄
装置２２’は、図３に示す第１の電気機器２２に相当する。このように本実施形態の給電
システム２を電気カミソリシステム２’に適用することで、小型で低コストな電気カミソ
リシステム２’とすることができ、洗面所等の水回りにおいても使用することができる。
【００３８】
　次に、別の実施形態について説明する。
（第３の実施形態）
　図５は、第３の実施形態に係る給電システムの構成を示す図である。図６は、第３の実
施形態に係る給電システムを電気カミソリシステムに適用した場合を示す図である。
【００３９】
　第３の実施形態の給電システム３は、第１の実施形態の給電システム１と同様に、商用
交流電源から電力供給を受け、この商用交流に基づいて高周波交流を生成し、この生成し
た高周波交流が通電される電線の一端に接続された電源出力端子からこの高周波交流を出
力する電源装置１３と、電源装置１３から高周波交流で電源供給を受け、縦続接続された
次段の電気機器である第２の電気機器３３に高周波交流で電源供給を行う第１の電気機器
２３と、電源装置１３から縦続接続で第１の電気機器２３を介して接続され電源装置１３
から高周波交流で電源供給を受け、負荷を駆動する第２の電気機器３３とを備えて構成さ
れる。
【００４０】
　ここで、第１の実施形態における給電システム１では、電源装置１１と第１の電気機器
２１とは、有接点接続方式で接続可能に構成され、第１の電気機器２１と第２の電気機器
３１とは、無接点接続方式で接続可能に構成されたが、第３の実施形態における給電シス
テム２では、第１の電気機器２３と第２の電気機器３３とが無接点接続方式で接続可能に
構成されているだけでなく、電源装置１３と第１の電気機器２３も無接点接続方式で接続
可能に構成される点で異なる。
【００４１】
　このため、電源装置１３は、電源入力端子Ｔｉｎ１１と、ＡＣ－ＤＣコンバータＣＶと
、共振型インバータＩＶと、高周波電線ＨＦＣと、電源出力端子Ｔｏｕｔ１３とを備え、
第１の電気機器２３は、電源入力端子Ｔｉｎ２３と、導電路ＨＦＬ１と、電源出力端子Ｔ
ｏｕｔ２３とを備え、第２の電気機器３３は、電源入力端子Ｔｉｎ３３と、導電路ＨＦＬ
２と、電気回路ＥＣ１と、負荷Ｌ１とを備え、これら電源入力端子Ｔｉｎ１１、ＡＣ－Ｄ
ＣコンバータＣＶ、共振型インバータＩＶ、高周波電線ＨＦＣ、導電路ＨＦＬ１、導電路
ＨＦＬ２、電気回路ＥＣ１及び負荷Ｌ１は、第１の実施形態と同様であるが、電源装置１
３の電源出力端子Ｔｏｕｔ１３と第１の電気機器２３の電源入力端子Ｔｉｎ２３とは、無
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接点で相互に電気的に接続される、互いに電磁誘導結合する分離着脱可能なコイルＣＬ１
３、ＣＬ２３で構成され、第１の電気機器２３の電源出力端子Ｔｏｕｔ２３と第２の電気
機器３３の電源入力端子Ｔｉｎ３３も、無接点で相互に電気的に接続される、互いに電磁
誘導結合する分離着脱可能なコイルＣＬ３３、ＣＬ４３で構成される。そして、コイルＣ
Ｌ１３、ＣＬ２３には、コイルＣＬ１３、ＣＬ２３の巻線がそれぞれ巻回される例えばコ
字形状のコアＣＯ１３、ＣＯ２３がそれぞれ備えられ、コイルＣＬ３３、ＣＬ４３には、
コイルＣＬ３３、ＣＬ４３の巻線がそれぞれ巻回される例えばコ字形状のコアＣＯ３３、
ＣＯ４３がそれぞれ備えられる。
【００４２】
　このような本実施形態に係る構成によっても、第１の実施形態と同様に、電源装置１３
は、高周波交流を出力し、第１の電気機器２３は、入力された高周波交流を次段の第２の
電気機器３３に出力するので、第１及び第２の電気機器２３、３３は、電源装置１３から
電力供給を受けることができると共に、背景技術で説明したようなＡＣ－ＤＣコンバータ
やインバータ等を備える必要がないから、コストアップが抑制され、小型化され得る。ま
た、電源装置１３は、高周波交流を出力するので、ＡＣ－ＤＣコンバータを備える必要が
ないから、コストアップが抑制され、小型化され得る。
【００４３】
　そして、本実施形態では、第１の電気機器２３と第２の電気機器３３との間だけでなく
、電源装置１２と第１の電気機器２２との間も、電磁誘導結合により無接点で相互に電気
的に接続されるので、浴槽や洗面所等の水回りでもより好適に利用することができ、接点
不良の虞がない。
【００４４】
　そして、このような本実施形態に係る給電システム３も第１の実施形態と同様に、例え
ば、図６に示すように、電気カミソリシステム３’に適用可能である。図６に示す電源装
置１３’は、図５に示す電源装置１３に相当し、図６に示す電気カミソリ３３’は、図５
に示す第２の電気機器３３に相当し、図６に示す電気カミソリ３３’の刃を洗浄する洗浄
装置２３’は、図５に示す第１の電気機器２３に相当する。このように本実施形態の給電
システム３を電気カミソリシステム３’に適用することで、小型で低コストな電気カミソ
リシステム３’とすることができ、洗面所等の水回りにおいても使用することができる。
【００４５】
　ここで、上述の第１及び第３の実施形態において、第１の電気機器２１、２３は、図１
及び図５に破線で示すように、導電路ＨＦＬ１に接続される電気回路ＥＣ２と、電気回路
ＥＣ２に接続され電気回路ＥＣ２によって駆動される負荷Ｌ２とをさらに備えてもよい。
また、第２の実施形態においても、第１の電気機器２２は、上記と同様に、電気回路ＥＣ
２と負荷Ｌ２とを備えてもよいが、負荷Ｌ２が導電路ＨＦＬ１から直接給電可能な負荷Ｌ
２’である場合には、図３で破線で示すように、導電路ＨＦＬ１に接続される負荷Ｌ２’
をさらに備えてもよい。そして、上述の第１乃至第３の実施形態において、第２の電気機
器３１、３２、３３は、図１、図３及び図５に破線で示すように、導電路ＨＦＬ２に接続
される電気回路ＥＣ３と、電気回路ＥＣ３に接続され電気回路ＥＣ３によって駆動される
負荷Ｌ３とをさらに備えてもよい。これら負荷Ｌ２、Ｌ３は、上記負荷Ｌ１と同様であり
、これら電気回路ＥＣ２、ＥＣ３は、上記電気回路ＥＣ１と同様である。このように第１
の電気機器２１、２２、２３や第２の電気機器３１、３２、３３の導電路ＨＦＬ２や導電
路ＨＦＬ３から高周波交流で電力供給を受けることができるので第１の電気機器２１、２
２、２３や第２の電気機器３１、３２、３３に所望の機能を付与することができる。
【００４６】
　なお、上記第１の実施形態のように、電気回路ＥＣ２及び負荷Ｌ２を備えない第１の電
気機器２１は、有接点接続方式を無接点接続方式に変換する変換プラグとして機能する。
あるいは、上記第２の実施形態のように、負荷Ｌ２’を備えない第１の電気機器２２は、
無接点接続方式を有接点接続方式に変換する変換プラグとして機能する。このような変換
プラグによって、電源装置１１が有接点接続方式であって電気機器（第１の実施形態では
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第２の電気機器３１）が無接点接続方式であっても、あるいは、電源装置１２が無接点接
続方式であって電気機器（第２の実施形態では第２の電気機器３２）が有接点接続方式で
あっても、高周波交流で電気的に接続することができる。有接点接続方式と無接点接続方
式とが混在したシステムを構築することができる。
【００４７】
　そして、上述の第１乃至第３の実施形態において、電源装置１１、１２、１３の共振型
インバータＩＶは、電圧共振型インバータであることが望ましい。あるいは、電源装置１
１、１２、１３の共振型インバータＩＶは、部分共振型インバータであることが望ましい
。これらの場合、電源装置１１、１２、１３の高周波電線ＨＦＣ並びに第１及び第２の電
気機器２１、２２、２３、３１、３２、３３の導電路ＨＦＬ１、ＨＦＬ２の電圧波形は、
電圧共振型インバータの場合には正弦波状となり、部分共振型インバータの場合には台形
波状となるので、高周波ノイズ成分が少なくなるから、比較的長い延長距離を有する高周
波電線ＨＦＣからの輻射ノイズを低減することができ、また、無接点接続方式におけるコ
イルＣＬ１１、ＣＬ２１；ＣＬ１２、ＣＬ２２；ＣＬ１３、ＣＬ２３；ＣＬ３３、ＣＬ４
３からの漏れ磁界による輻射ノイズも低減することができる。このため、電源装置１１、
１２、１３や第１及び第２の電気機器２１、２２、２３、３１、３２、３３から例えばシ
ールド等のノイズ対策用の部品も省略することが可能であり、小型化やコストアップの抑
制が可能となる。
【００４８】
　また、上述の第１乃至第３の実施形態において、電源装置１１、１２、１３と次段の第
１の電気機器２１、２２、２３との間や、第１の電気機器２１、２２、２３と次段の第２
の電気機器３１、３２、３３との間が無接点接続方式である場合、電源出力端子としての
コイルＣＬ１１；ＣＬ１２；ＣＬ１３；ＣＬ３３と、電源入力端子としてのコイルＣＬ２
１；ＣＬ２２；ＣＬ２３；ＣＬ４３とは、巻数比、距離及び磁路のうち少なくとも１つを
調整してもよい。巻数比や距離や磁路を調整することによって、周波数は同一であるが、
電源出力端子としてのコイルＣＬ１１；ＣＬ１２；ＣＬ１３；ＣＬ３３から電磁誘導結合
により電源入力端子としてのコイルＣＬ２１；ＣＬ２２；ＣＬ２３；ＣＬ４３に誘起され
る電圧を調整することができ、電圧を所望の電圧値に設定することができる。電源出力端
子としてのコイルＣＬ１１；ＣＬ１２；ＣＬ１３；ＣＬ３３と電源入力端子としてのコイ
ルＣＬ２１；ＣＬ２２；ＣＬ２３；ＣＬ４３との間における距離の調整は、例えば、電源
装置１２、１３、第１の電気機器２１、２２、２３及び第２の電気機器３２、３３のハウ
ジング（筐体）におけるコイルＣＬ１１；ＣＬ１２；ＣＬ１３；ＣＬ３３、コイルＣＬ２
１；ＣＬ２２；ＣＬ２３；ＣＬ４３に対応する部分の厚さを調整することによって実行す
ることができる。あるいは、ハウジングの材質の透磁率を変えることによっても実質的に
距離を調整することができる。電源出力端子としてのコイルＣＬ１１；ＣＬ１２；ＣＬ１
３；ＣＬ３３と電源入力端子としてのコイルＣＬ２１；ＣＬ２２；ＣＬ２３；ＣＬ４３と
の間における磁路の調整は、例えば、これらコイルＣＬ１１；ＣＬ１２；ＣＬ１３；ＣＬ
３３、ＣＬ２１；ＣＬ２２；ＣＬ２３；ＣＬ４３に磁性体材料から成るコアＣＯ１１；Ｃ
Ｏ１２；ＣＯ１３；ＣＯ３３、ＣＯ２１；ＣＯ２２；ＣＯ２３；ＣＯ４３を設け、コアＣ
Ｏ１１；ＣＯ１２；ＣＯ１３；ＣＯ３３、ＣＯ２１；ＣＯ２２；ＣＯ２３；ＣＯ４３の形
状又は大きさを相互に変えたり、コイルＣＬ１１；ＣＬ１２；ＣＬ１３；ＣＬ３３、ＣＬ
２１；ＣＬ２２；ＣＬ２３；ＣＬ４３の形状又は大きさを相互に変えたりすることによっ
て実行することができる。要は、電源出力端子としてのコイルＣＬ１１；ＣＬ１２；ＣＬ
１３；ＣＬ３３から発生する磁束が電源入力端子としてのコイルＣＬ２１；ＣＬ２２；Ｃ
Ｌ２３；ＣＬ４３と交差する磁束本数が変わるように、磁路を調整すればよい。
【００４９】
　さらに、上述の第１乃至第３の実施形態において、第１の電気機器２１、２２、２３の
導電路ＨＦＬ１に、導電路ＨＦＬ１の通電をオン・オフする例えば機械式や電子式等のス
イッチＳＷ１をさらに配設してもよい。あるいは、第２の電気機器３１、３２、３３の導
電路ＨＦＬ２に、導電路ＨＦＬ２の通電をオン・オフする例えば機械式や電子式等のスイ
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ッチＳＷ２をさらに配設してもよい。このように導電路ＨＦＬ１や導電路ＨＦＬ２にスイ
ッチＳＷ１、ＳＷ２をさらに設けることによって、スイッチＳＷ１、ＳＷ２が設けられた
電気機器の電源供給を制御したり、スイッチＳＷ１、ＳＷ２が設けられた電気機器に対し
次段の電気機器への電源供給を制御することができる。第３の実施形態において、第１の
電気機器２３の導電路ＨＦＬ１にスイッチＳＷ１をさらに設け、第２の電気機器３３の導
電路ＨＦＬ２にスイッチＳＷ２をさらに設けた例を図７に示す。
【００５０】
　そして、上述の第１乃至第３の実施形態において、電源装置１２、１３と次段の第１の
電気機器２２、２３との間や、第１の電気機器２１、２３と次段の第２の電気機器３１、
３３との間が無接点接続方式である場合、コイルＣＬ１２、ＣＬ１３が接続されている場
合の電線ＨＦＣや、コイルＣＬ１１、ＣＬ２２、ＣＬ２３、ＣＬ３３、が接続されている
場合の導電路ＨＦＬ１や、ＣＬ２１、ＣＬ４３が接続されている場合の導電路ＨＦＬ２に
は、直列及び／又は並列にコンデンサＣが接続されていもよい。
【００５１】
　図８は、コイルが接続されている電線や導電路にコンデンサを直列や並列に接続した場
合の電源装置や電気機器の構成を示す図である。
【００５２】
　図８（Ａ）には、コイルＣＬ１２（ＣＬ１３）が接続されている高周波電線ＨＦＣにコ
ンデンサＣ１を並列に接続した場合の電源装置の構成が示され、図８（Ｂ）には、コイル
ＣＬ１２（ＣＬ１３）が接続されている高周波電線ＨＦＣにコンデンサＣ２を直列に接続
した場合の電源装置の構成が示され、図８（Ｃ）には、コイルＣＬ２３、ＣＬ３３が接続
されている導電路ＨＦＬ１にコンデンサＣ３を並列に接続した場合の第１の電気機器２３
の構成を示し、そして、図８（Ｄ）は、コイルＣＬ２３、ＣＬ３３が接続されている導電
路ＨＦＬ１にコンデンサＣ４を並列に接続した場合の第１の電気機器２３の構成が示され
ている。なお、図示していないが、もちろん、第１及び第２の実施形態における第１の電
気機器２１、２２のコイルＣＬ１１、ＣＬ２２が接続されている導電路ＨＦＬ１にコンデ
ンサＣ５を直列又は並列に接続してもよく、第１及び第３の実施形態における第２の電気
機器３１、３３のコイルＣＬ２１、ＣＬ４３が接続されている導電路ＨＦＬ２にコンデン
サＣ６を直列又は並列に接続してもよい。
【００５３】
　このコンデンサＣ１～Ｃ６による容量リアクタンスによって、電磁誘導を行うコイルＣ
Ｌ１１、ＣＬ１２、ＣＬ１３、ＣＬ３３、ＣＬ２１、ＣＬ２２、ＣＬ２３、ＣＬ４３の漏
れインダクタンスによる誘導リアクタンスを抑制することができる。このため、無接点接
続されている場合の電源装置１２、１３から次段の第１の電気機器２２、２３への伝送電
力や、無接点接続されている場合の第１の電気機器２１、２３から次段の第２の電気機器
３１、３３への伝送電力が増加し、効率を向上することができる。また、コンデンサＣ１
～Ｃ６の容量値に応じて、第１の電気機器２２、２３の導電路ＨＦＬ１に誘起する電圧値
や、第２の電気機器３１、３３の導電路ＨＦＬ２に誘起する電圧値も調整することができ
る。
【００５４】
　さらに、上述の第１乃至第３の実施形態において、無接点接続方式である場合の電源装
置１２、１３と次段の第１の電気機器２２、２３との間や、無接点接続方式である場合の
第１の電気機器２１、２３と次段の第２の電気機器３１、３３との間において、電源出力
端子としてのコイルＣＬ１２；ＣＬ１３；ＣＬ１１；ＣＬ３３と、電源入力端子としての
コイルＣＬ２２；ＣＬ２３；ＣＬ２１；ＣＬ４３との間には、信号を送受信する信号アン
テナがそれぞれさらに備えられていてもよい。
【００５５】
　図９は、第３の実施形態の場合において、電源出力端子としてのコイルと、電源入力端
子としてのコイルとの間に、信号を送信及び／又は受信する信号アンテナをそれぞれさら
に設けた場合の給電システムの構成を示す図である。



(11) JP 4258505 B2 2009.4.30

10

20

30

40

50

【００５６】
　信号アンテナは、図９（Ａ）に示すように、コイルＣＬ１３、ＣＬ２３、ＣＬ３３、Ｃ
Ｌ４３が兼ねていてもよく、図９（Ｂ）に示すように、コイルＣＬ１３、ＣＬ２３、ＣＬ
３３、ＣＬ４３と別体に設けられていてもよい。
【００５７】
　信号アンテナとコイルＣＬ１３、ＣＬ２３、ＣＬ３３、ＣＬ４３とが一体の場合につい
て説明すると、図９（Ａ）において、電源装置１３”は、図５に示す電源装置１３の構成
に加えて、プログラムやデータを記憶するメモリＭ１と、メモリＭ１のプログラムに基づ
いて通信信号を生成しこの生成した通信信号を高周波電線ＨＦＣに入出力すると共に通信
信号に収容されたデータに基づいてインバータＩＶを制御する信号送受信回路ＳＲ１とを
さらに備える。そして、第２の電気機器３３”は、図５に示す電源装置３３の構成に加え
て、プログラムやデータを記憶するメモリＭ２と、メモリＭ２のプログラムに基づいて通
信信号を生成しこの生成した通信信号を回路ＥＣ３を介して導電路ＨＦＬ２に入出力する
と共に通信信号に収容されたデータに基づいて回路ＥＣ３を制御する信号送受信回路ＳＲ
２とをさらに備えている。
【００５８】
　送信すべくデータが生じると、電源装置１３”の信号送受信回路ＳＲ１は、プログラム
に基づいてこのデータを収容した通信信号を生成し、この生成した通信信号を高周波電線
ＨＦＣへ出力する。高周波電線ＨＦＣへ出力された通信信号は、高周波電線ＨＦＣを伝播
し、コイルＣＬ１３で電波として放射され、第１の電気機器２３のコイルＣＬ２３で受信
され、導電路ＨＦＬ１を伝播し、コイルＣＬ３３で電波として再び放射され、第２の電気
機器３３”のコイルＣＬ４３で受信され、導電路ＨＦＬ２を伝播し、回路ＥＣ３を介して
信号送受信回路ＳＲ２で受信される。第２の電気機器３３”の信号送受信回路ＳＲ２から
電源装置１３”への送信は、上記と逆の工程によって為される。
【００５９】
　また、信号アンテナとコイルＣＬ１３、ＣＬ２３、ＣＬ３３、ＣＬ４３とが別体の場合
について説明すると、図９（Ｂ）において、電源装置１３”’は、図５に示す電源装置１
３の構成に加えて、プログラムやデータを記憶するメモリＭ３と、メモリＭ３のプログラ
ムに基づいて通信信号を高周波電線ＨＦＣから受信すると共に通信信号に収容されたデー
タに基づいてインバータＩＶを制御する信号受信回路Ｒ１と、高周波電線ＨＦＣにコンデ
ンサＣ７を介して接続する信号受信アンテナＲＡ１とをさらに備える。第１の電気機器２
３”’は、図５に示す第１の電気機器２３の構成に加えて、信号受信アンテナＲＡ１に対
向するように配置されコンデンサＣ８を介して導電路ＨＦＬ１に接続する信号送信アンテ
ナＳＡ１と、導電路ＨＦＬ１にコンデンサＣ９を介して接続する信号受信アンテナＲＡ２
とをさらに備える。第２の電気機器３３”’は、図５に示す第２の電気機器３３の構成に
加えて、信号受信アンテナＲＡ２に対向するように配置された信号送信アンテナＳＡ２と
、例えば負荷Ｌ３の駆動状態に関する電気回路ＥＣ３からのデータを収容する通信信号を
生成し信号送信アンテナＳＡ２に出力するコルピッツ発振回路Ｓ１とをさらに備える。
【００６０】
　送信すべくデータが生じると、第２の電気機器３３”’のコルピッツ発振回路Ｓ１は、
このデータを収容した通信信号を生成し、この生成した通信信号を信号送信アンテナＳＡ
２へ出力する。信号送信アンテナＳＡ２は、通信信号に基づく電波を放射し、この放射し
た電波は、信号受信アンテナＲＡ２に受信される。信号受信アンテナＲＡ２は、この受信
した電波に基づく通信信号をコンデンサＣ９を介して導電路ＨＦＬ１に出力する。通信信
号は、導電路ＨＦＬ１を伝播し、コンデンサＣ８を介して信号送信アンテナＳＡ１に入力
され、信号送信アンテナＳＡ１は、通信信号に基づく電波を放射し、この放射した電波は
、信号受信アンテナＲＡ１に受信される。信号受信アンテナＲＡ１は、この受信した電波
に基づく通信信号をコンデンサＣ７を介して高周波電線ＨＦＣに出力する。通信信号は、
高周波電線ＨＦＣを伝播し、信号受信回路Ｒ１に入力され、信号受信回路Ｒ１は、この通
信信号に収容されているデータに基づいてインバータＩＶを制御する。
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【００６１】
　このように信号アンテナを無接点接続方式の部分にさらに設けることによって、電源装
置１３、第１及び第２の電気機器２３、３３間で相互にデータを送受信することができ、
一方が他方を制御することができる。
【００６２】
　そして、上述の第１乃至第３の実施形態において、コイルＣＬ１２、ＣＬ１３が接続さ
れている場合の電源装置１２、１３、及び／又は、コイルＣＬ１１、ＣＬ２２、ＣＬ２３
、ＣＬ３３が接続されている場合の第１の電気機器２１、２２、２３、及び／又は、コイ
ルＣＬ２１、ＣＬ４３が接続されている場合の第２の電気機器３１、３３には、コイルＣ
Ｌ２２、ＣＬ２３、ＣＬ４３に差交する磁束を利用した電磁石がさらに備えられ、電源装
置１２、１３、及び／又は、第１の電気機器２１、２２、２３に対向する電気機器には、
位置決め及び／又は保持するための磁性体から成る磁性部材がさらに設けられてもよい。
【００６３】
　図１０は、第３の実施形態の場合において、電磁石及び磁性部材をさらに設けた電気カ
ミソリシステムの構成を示す図である。図１０において、第２の電気機器３３に相当する
電気カミソリ３３””の電源入力端子Ｔｉｎ３３としてのコイルＣＬ４３に差交する磁束
を利用した例えばフェライト等の略コ字形状のコアＣＯ１４を備える電磁石ＥＭ１が配設
され、第１の電気機器２３に相当する洗浄装置２３””の電源入力端子Ｔｉｎ２３として
のコイルＣＬ２３に差交する磁束を利用した例えばフェライト等の略コ字形状のコアＣＯ
２４を備える電磁石ＥＭ２が配設され、そして、電源装置１３に相当する電源装置１３”
”の電源出力端子Ｔｏｕｔ１３に、電磁石ＥＭ１、ＥＭ２と対向可能な位置に例えば鉄等
の磁性体から成る上記コアＣＯ１４、ＣＯ２４に応じた形状の磁性部材ＦＥが設けられて
いる。
【００６４】
　洗浄装置２３””に電源装置１３””を接続する場合には、図１０（Ａ）に示すように
、磁性部材ＦＥが電磁石ＥＭ２に吸引され、適切に位置決めされると共に保持され、電気
カミソリ１３””に電源装置１３””を接続する場合には、図１０（Ｂ）に示すように、
磁性体ＦＥが電磁石ＥＭ１に吸引され、適切に位置決めされると共に保持される。
【００６５】
　なお、図示しないが、第１の電気機器２３に相当する洗浄装置２３””の電源出力端子
Ｔｏｕｔ２２に、電磁石ＥＭ１と対向可能な位置に例えば鉄等の磁性体ＦＥが設けられて
いてもよい。
【００６６】
　また、上述の第１乃至第３の実施形態において、コイルから空間に放射される磁束を利
用して誘導加熱を行うように構成してもよい。図１１は、コイルによって誘導加熱を行う
場合を説明するための図である。例えば、図１１に示すように、第１の電気機器２１の電
源入力端子Ｔｉｎ２１に電源装置１１が接続されると共に、第１の電気機器２１の電源出
力端子Ｔｏｕｔ２１としてのコイルＣＬ１１に対向する位置に例えば金属等の誘導加熱負
荷ＩＨＬが配置される。この誘導加熱負荷ＩＨＬは、第１の電気機器２１内に配置されて
いてもよく、第１の電気機器２１外に配置されていてもよい。電源装置１１から高周波交
流で電力が第１の電気機器２１に供給されると、コイルＣＬ１１からの磁束によって誘導
過熱負荷ＩＨＬが誘導加熱される。例えば、第１の電気機器２１が洗浄装置２１’に相当
する場合、電気カミソリの刃を誘導加熱負荷ＩＨＬとすると、電気カミソリの刃が誘導過
熱によって過熱され、洗浄後の刃の乾燥を促進することができる。
【００６７】
　さらに、上述の実施形態において、バッテリー等の直流電源から直流が電源装置１１、
１２、１３に供給されるように構成されてもよく、この場合には、電源入力端子Ｔｉｎ１
１には直流電源が供給され、電源入力端子Ｔｉｎ１１は、直接、共振型インバータＩＶに
接続されるように構成される。
【００６８】
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　また、上述の第１乃至第３の実施形態では、電源装置１１、１２、１３と、電源装置１
１、１２、１３から縦続接続で順次に接続され電源装置１１、１２、１３から給電を受け
る２個の第１及び第２の電気機器２１、２２、２３、３１、３２、３３とから成る給電シ
ステム１，２、３について説明したが、電源装置１１、１２、１３と第１の電気機器２１
、２２、２３との間や、第１の電気機器２１、２２、２３と第２の電気機器３１、３２、
３３との間に、第１の電気機器２１、２２、２３と同様な構成の電気機器を１又は複数縦
続接続で順次に接続してもよく、上述の第１乃至第３の実施形態と同様な作用効果を奏す
る。
【００６９】
　そして、上述の第１乃至第３の実施形態において、電源装置１１、１２、１３の高周波
電線ＨＦＣに通電された高周波の電圧と同じ周波数の電圧が第１及び第２の電気機器２１
、２２、２３、３１、３２、３３の導電路ＨＦＬ１、ＨＦＬ２に通電されているように説
明したが、電圧と電流の関係がインピーダンスを介して関係づけられていることから、電
源装置１１、１２、１３の共振型インバータＩＶの出力が等価的に高周波電流源を構成す
る場合には、第１及び第２の電気機器２１、２２、２３、３１、３２、３３の導電路ＨＦ
Ｌ１、ＨＦＬ２には同じ周波数の電流が流れ、これも本発明の実施形態の範疇である。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】第１の実施形態に係る給電システムの構成を示す図である。
【図２】第１の実施形態に係る給電システムを電気カミソリシステムに適用した場合を示
す図である。
【図３】第２の実施形態に係る給電システムの構成を示す図である。
【図４】第２の実施形態に係る給電システムを電気カミソリシステムに適用した場合を示
す図である。
【図５】第３の実施形態に係る給電システムの構成を示す図である。
【図６】第３の実施形態に係る給電システムを電気カミソリシステムに適用した場合を示
す図である。
【図７】第３の実施形態において、第１の電気機器の導電路にさらにスイッチを設け、第
２の電気機器の導電路にさらにスイッチを設けた場合の給電システムの構成を示す図であ
る。
【図８】コイルが接続されている電線や導電路にコンデンサを直列や並列に接続した場合
の電源装置や電気機器の構成を示す図である。
【図９】第３の実施形態の場合において、電源出力端子としてのコイルと、電源入力端子
としてのコイルとの間に、信号を送信及び／又は受信する信号アンテナをそれぞれさらに
設けた場合の給電システムの構成を示す図である。
【図１０】第３の実施形態の場合において、電磁石及び磁性体をさらに設けた電気カミソ
リシステムの構成を示す図である。
【図１１】コイルによって誘導加熱を行う場合を説明するための図である。
【図１２】従来の給電システムの構成を示す図である。
【図１３】従来の非接触給電を実現する給電システムの構成を示す図である。
【図１４】図１３に示す非接触の給電システムを、図１２に示す洗浄装置を含む複数の電
気機器が接続可能な給電システムに適用した場合を示す図である。
【符号の説明】
【００７１】
１、２、３　給電システム
１’、２’、３’　電気カミソリシステム
１１、１２、１３、１１’、１２’、１３’、１３”、１３”’、１３””　電源装置
２１、２２、２３、２３”’　第１の電気機器
３１、３２、３３、３３”、３３”’　第２の電気機器
２１’、２２’、２３’、２３””　洗浄装置
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３１’、３２’、３３’、３３””　電気カミソリ
ＨＦＣ　高周波電線
ＨＦＬ１、ＨＦＬ２　導電路
Ｔｉｎ１１、Ｔｉｎ２１、Ｔｉｎ３１、Ｔｉｎ２２、Ｔｉｎ３２、Ｔｉｎ２３、Ｔｉｎ３
３　電源入力端子
Ｔｏｕｔ１１、Ｔｏｕｔ２１、Ｔｏｕｔ１２、Ｔｏｕｔ２２、Ｔｏｕｔ１３、Ｔｏｕｔ２
３　電源出力端子
ＣＬ１１、ＣＬ２１、ＣＬ１２、ＣＬ２２、ＣＬ１３、ＣＬ２３、ＣＬ３３、ＣＬ４３　
コイル
ＣＯ１１、ＣＯ２１、ＣＯ１２、ＣＯ２２、ＣＯ１３、ＣＯ２３、ＣＯ３３、ＣＯ４３　
コア
ＳＷ１、ＳＷ２　スイッチ
Ｃ１～Ｃ９　コンデンサ
ＳＡ１、ＳＡ２　送信アンテナ
ＲＡ１、ＲＡ２　受信アンテナ

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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