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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送電装置から非接触で電力を受電する受電部と、
　前記受電部によって受電した電力を整流する整流器と、
　前記整流器により整流された電力を蓄える蓄電装置と、
　前記整流器と前記蓄電装置との間を結ぶ経路に配されており、前記整流器と前記蓄電装
置との間を結ぶ経路を電気的に遮断可能なリレーと、
　前記整流器と前記リレーを結ぶ経路の電圧を検出する電圧検出部と、
　前記リレーを制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、前記送電装置から前記受電部に送電が行なわれていないときに、前記リ
レーによって前記整流器と前記蓄電装置との間を結ぶ経路の電気的な接続を遮断させ、前
記電圧検出部で検出された電圧に基づいて、前記リレーの遮断が行なわれているか否かを
判定する判定部を含み、
　前記受電部から前記整流器に電力を送る経路上に設けられ、前記受電部と前記整流器と
の間を結ぶ経路を電気的に遮断可能な第２のリレーとをさらに備え、
　前記判定部により前記リレーの遮断が行なわれていると判定された後であり前記送電装
置から前記受電部に電力が伝送されているときに、前記第２のリレーの遮断が行なわれて
いるか否かを判定することを特徴とする、非接触充電装置。
【請求項２】
　前記判定部は、前記リレーによって前記受電部と前記蓄電装置との間を結ぶ経路の電気
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的な接続を遮断させた後に前記電圧検出部で検出された電圧が所定のしきい値より小さく
なった場合に、前記リレーの遮断が行なわれていると判定する、請求項１に記載の非接触
充電装置。
【請求項３】
　前記判定部は、受電開始指令が与えられた後に、前記リレーによって前記受電部と前記
蓄電装置との間を結ぶ経路の電気的な接続を遮断させ、前記電圧検出部で検出された電圧
に基づいて前記リレーの遮断が行なわれているか否かを判定することを特徴とする、請求
項１または２に記載の非接触充電装置。
【請求項４】
　前記送電装置と通信する通信部をさらに備え、
　前記通信部は、前記判定部により前記リレーの遮断が行なわれていると判定された後に
、前記第２のリレーを接続状態とし、前記送電装置に送電を要求する、請求項１に記載の
非接触充電装置。
【請求項５】
　前記第２のリレーは、
　前記受電部のコイル両端部にそれぞれ接続されるリレー対を含み、
　前記送電装置と通信する通信部をさらに備え、
　前記制御部は、前記リレーの遮断が正常に行なわれることが確認された後に、前記リレ
ー対の一方を接続状態、他方を非接続状態とし、前記通信部を用いて前記送電装置に送電
を要求して、前記リレー対の前記他方が正常に非接続状態に制御されたかを確認する、請
求項１に記載の非接触充電装置。
【請求項６】
　前記非接触充電装置は、
　前記整流器で整流された電力を負荷に供給するために電圧変換する電圧変換部と、
　前記整流器と前記電圧変換部とを結ぶ送電経路の電圧を検出する第２電圧検出部とをさ
らに備え、
　前記制御部は、前記送電装置に対して送電要求を行ない、前記第２電圧検出部で検出す
る電圧が上昇しなければ、前記リレー対の前記他方の遮断が正常に行なわれていると判断
する、請求項５に記載の非接触充電装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記リレー対の前記他方の遮断が正常に行なわれたと判断した場合には
、前記送電装置に対して一旦送電停止を要求し、前記リレー対の前記一方を非接続状態、
前記他方を接続状態に制御し、再び前記送電装置に対して送電を要求して前記リレー対の
前記一方の遮断が正常に行なわれているか確認する、請求項６に記載の非接触充電装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記リレー対の前記他方および前記一方がともに遮断が正常に実行でき
ることを確認した後に、前記リレーおよび前記第２のリレーをともに接続状態に制御し、
前記送電装置に対して送電要求を行ない、前記負荷に対して電力供給を実行させる、請求
項７に記載の非接触充電装置。
【請求項９】
　電源から電力を受けて送電を行なう送電コイルから電力を受電する非接触受電装置であ
って、
　前記送電コイルから送電された電力を非接触により受電する受電コイルと、
　前記受電コイルによって受電した電力を整流する整流器と、
　蓄電装置と、
　前記整流器で整流された電力を前記蓄電装置に供給するため電圧変換する電圧変換部と
、
　前記受電コイルから前記整流器に電力を送る経路上に設けられ電力を遮断する第１リレ
ーと、
　前記電圧変換部から前記蓄電装置に電力を送る経路上に設けられ電力を遮断する第２リ
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レーと、
　前記電圧変換部と前記第２リレーとを結ぶ経路の電圧を検出する第１電圧検出部と、
　前記第２リレーを制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、前記送電コイルから送電が行なわれていないときに、前記第２リレーに
よって前記電圧変換部から前記蓄電装置に電力を送る経路を遮断させ、前記第１電圧検出
部で検出された電圧に基づいて前記第２リレーの遮断が正常に行なわれているか否かを判
断する遮断確認動作を実行し、前記第２リレーの遮断が正常に行なわれていると判定され
た後であり前記送電コイルから前記受電コイルに電力が伝送されているときに、前記第１
リレーの遮断が行なわれているか否かを判定することを特徴とする、非接触受電装置。
【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車両に関し、特に、車両外部の電源か
ら車両へ非接触で電力を供給する技術に関する。
【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車などの電動車両が大きく注目
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車両や、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車両である。
【０００３】
　ハイブリッド車においても、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、電磁波を用いた送電、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（非特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１０－２５７６８１号公報
【特許文献２】特開２００６－３２００７９号公報
【特許文献３】国際公開第２００７／００８６４６号パンフレット
【非特許文献１】Andre　Kurs　et　al.,　“Wireless　Power　Transfer　via　Strongl
y　Coupled　Magnetic　Resonances”、［online］、２００７年７月６日、Science、第
３１７巻、ｐ．８３－８６、［２００７年９月１２日検索］、インターネット＜URL：htt
p://www.sciencemag.org/cgi/reprint/317/5834/83.pdf＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　共鳴法では、送電側の共鳴器と受電側の共鳴器が共鳴する条件を満たしていれば、電力
が送電される。しかしながら、何らかの故障が受電系に発生した場合など、受電側が電力
の受け入れを望まない場合もある。故障などの場合には、緊急に給電を停止しつつ、内部
の回路が保護されることが望ましい。
【０００７】
　上記の「Wireless　Power　Transfer　via　Strongly　Coupled　Magnetic　Resonance
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s」に開示されるワイヤレス送電技術を車両への給電システムに適用する場合には、車両
が受電不要な場合にどのように受電停止を行なうかが課題である。しかしながら、上記文
献には、受電停止についての具体的な構成や制御技術については特に開示されていない。
【０００８】
　この発明の目的は、共鳴法を用いて給電を行なう際に、確実な受電停止ができる非接触
受電装置および車両を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明は、要約すると、電源から電力を受けて送電を行なう送電コイルから電力を受
電する非接触受電装置であって、送電コイルから送電された電力を電磁共鳴により受電す
る受電コイルと、受電コイルによって受電した電力を整流する整流器と、整流器で整流さ
れた電力が供給される負荷と、受電コイルから整流器に電力を送る経路上に設けられ電力
を遮断する第１リレーとを備える。
【００１０】
　好ましくは、非接触受電装置は、整流器で整流された電力を負荷に供給するために電圧
変換する電圧変換部と、電圧変換部から負荷に電力を送る経路上に設けられ電力を遮断す
る第２リレーとをさらに備える。
【００１１】
　より好ましくは、負荷は、蓄電装置である。非接触受電装置は、電圧変換部と第２リレ
ーとを結ぶ送電経路の電圧を検出する第１電圧検出部と、第２リレーを制御する制御部と
をさらに備える。制御部は、送電コイルから送電が行なわれていないときに第２リレーに
よって電圧変換部から負荷に電力を送る経路を遮断させ、第１電圧検出部で検出された電
圧に基づいて第２リレーの遮断が正常に行なわれているか否かを判断する遮断確認動作を
実行する。
【００１２】
　さらに好ましくは、非接触受電装置は、送電コイルを用いて送電を行なう給電装置と通
信する通信部をさらに備える。制御部は、遮断確認動作の結果、第２リレーの遮断が正常
に行なわれることが確認された後に、第１リレーを接続状態とし、通信部を用いて給電装
置に送電を要求する。
【００１３】
　より好ましくは、非接触受電装置は、電圧変換部と第２リレーとを結ぶ送電経路の電圧
を検出する第１電圧検出部と、整流器と電圧変換部とを結ぶ送電経路の電圧を検出する第
２電圧検出部と、送電コイルを用いて送電を行なう給電装置と通信する通信部と、第２リ
レーを制御する制御部とをさらに備える。制御部は、通信部を用いて給電装置に送電停止
を要求した後第２リレーを遮断状態に制御し、第２電圧検出部で検出される電圧が所定値
以下になったときに、第１電圧検出部で検出された電圧に基づいて第２リレーが正常に遮
断されたか否かを判断する。
【００１４】
　さらに好ましくは、制御部は、第２リレーが正常に遮断されたと判断した場合に、第１
リレーを遮断状態に制御して、受電を終了する。
【００１５】
　さらに好ましくは、制御部は、受電終了時において、正常終了時には第２リレー、第１
リレーの順で遮断させ、修理を要する故障が発生した異常終了時には、第２リレーよりも
第１リレーを先に遮断させる。
【００１６】
　さらに好ましくは、負荷は、蓄電装置である。非接触受電装置は、電圧変換部と第２リ
レーとを結ぶ送電経路の電圧を検出する第１電圧検出部と、第２リレーを制御する制御部
とをさらに備える。制御部は、送電コイルから送電が行なわれていないときに第２リレー
によって電圧変換部から負荷に電力を送る経路を遮断させ、第１電圧検出部で検出された
電圧に基づいて第２リレーの遮断が正常に行なわれているか否かを判断する遮断確認動作
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を実行する。
【００１７】
　さらに好ましくは、第１リレーは、受電コイルの両端部にそれぞれ接続されるリレー対
を含む。非接触受電装置は、送電コイルを用いて送電を行なう給電装置と通信する通信部
と、第１、第２リレーの制御を行なう制御部とをさらに備える。制御部は、遮断確認動作
の結果、第２リレーの遮断が正常に行なわれることが確認された後に、リレー対の一方を
接続状態、他方を非接続状態とし、通信部を用いて給電装置に送電を要求して、リレー対
の他方が正常に非接続状態に制御されたかを確認する。
【００１８】
　さらに好ましくは、非接触受電装置は、電圧変換部と第２リレーとを結ぶ送電経路の電
圧を検出する第１電圧検出部と、整流器と電圧変換部とを結ぶ送電経路の電圧を検出する
第２電圧検出部とをさらに備える。制御部は、給電装置に対して送電要求を行ない、第２
の検出部で検出する電圧が上昇しなければ、リレー対の他方の遮断が正常に行なわれてい
ると判断する。
【００１９】
　さらに好ましくは、制御部は、リレー対の他方の遮断が正常に行なわれたと判断した場
合には、給電装置に対して一旦送電停止を要求し、リレー対の一方を非接続状態、他方を
接続状態に制御し、再び給電装置に対して送電を要求してリレー対の一方の遮断が正常に
行なわれているか確認する。
【００２０】
　さらに好ましくは、制御部は、リレー対の他方および一方がともに遮断が正常に実行で
きることを確認した後に、第１、第２リレーをともに接続状態に制御し、給電装置に対し
て送電要求を行ない、負荷に対して電力供給を実行させる。
【００２１】
　この発明は、他の局面に従うと、車両であって、電源から電力を受けて送電を行なう送
電コイルから電力を受電する非接触受電装置を備える。非接触受電装置は、送電コイルか
ら送電された電力を電磁共鳴により受電する受電コイルと、受電コイルによって受電した
電力を整流する整流器と、整流器で整流された電力が供給される負荷と、受電コイルから
整流器に電力を送る経路上に設けられ電力を遮断する第１リレーとを含む。
【００２２】
　好ましくは、非接触受電装置は、整流器で整流された電力を負荷に供給するために電圧
変換する電圧変換部と、電圧変換部から負荷に電力を送る経路上に設けられ電力を遮断す
る第２リレーとをさらに含む。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、共鳴法を用いて給電を行なう際に、確実な受電停止ができる。また、
他の効果は、各種のリレーの診断が適切に行なえることである。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】この発明の実施の形態１による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に示した電動車両１００のパワートレーン構成を示すブロック図である。
【図５】図４に示したＤＣ／ＤＣコンバータ１４０の回路図である。
【図６】実施の形態１におけるリレーの配置を説明するための回路図である。
【図７】車両側ＥＣＵ１８０で実行される充電開始処理を説明するためのフローチャート
である。
【図８】受電中に正常終了する場合の処理を示したフローチャートである。
【図９】受電中に異常が発生し強制終了する場合の処理を示したフローチャートである。
【図１０】実施の形態２におけるリレーの配置を説明するための回路図である。
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【図１１】実施の形態２において車両側ＥＣＵ１８０で実行される充電開始処理を説明す
るためのフローチャートの前半部である。
【図１２】実施の形態２において車両側ＥＣＵ１８０で実行される充電開始処理を説明す
るためのフローチャートの後半部である。
【符号の説明】
【００２５】
　１００　電動車両、１１０，３４０　二次自己共振コイル、１１２，１１２Ｂ，１１２
Ｇ　リレー、１２０，３５０　二次コイル、１３０　整流器、１４０　コンバータ、１４
２　直交変換部、１４４　トランス部、１４６　整流部、１５０　蓄電装置、１６２　昇
圧コンバータ、１６４，１６６　インバータ、１７０　モータ、１７２，１７４　モータ
ジェネレータ、１７６　エンジン、１７７　動力分割装置、１７８　駆動輪、１９０　通
信装置、１９１，１９２　電圧センサ、１９４　電流センサ、２００　給電装置、２１０
　交流電源、２２０　高周波電力ドライバ、２３０，３２０　一次コイル、２４０，３３
０　一次自己共振コイル、２５０　通信装置、３１０　高周波電源、３６０　負荷、１８
０　車両ＥＣＵ、ＰＬ２　正極線、ＳＭＲ１，ＳＭＲ２　システムメインリレー。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　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。
【００２７】
　［実施の形態１］
　図１は、この発明の実施の形態１による給電システムの全体構成図である。図１を参照
して、この給電システムは、電動車両１００と、給電装置２００とを備える。電動車両１
００は、二次自己共振コイル１１０と、二次コイル１２０と、整流器１３０と、ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータ１４０と、蓄電装置１５０とを含む。また、電動車両１００は、パワーコン
トロールユニット（以下「ＰＣＵ（Power　Control　Unit）」とも称する。）１６０と、
モータ１７０と、車両ＥＣＵ（Electronic　Control　Unit）１８０と、通信装置１９０
とをさらに含む。
【００２８】
　二次自己共振コイル１１０は、車体下部に配設されるが、給電装置２００が車両上方に
配設されていれば、車体上部に配設されてもよい。二次自己共振コイル１１０は、両端が
オープン（非接続）のＬＣ共振コイルであり、給電装置２００の一次自己共振コイル２４
０（後述）と電磁場を介して共鳴することにより給電装置２００から電力を受電する。な
お、二次自己共振コイル１１０の容量成分は、コイルの浮遊容量とするが、コイルの両端
に接続されるコンデンサを設けてもよい。
【００２９】
　二次自己共振コイル１１０は、給電装置２００の一次自己共振コイル２４０との距離や
、一次自己共振コイル２４０および二次自己共振コイル１１０の共鳴周波数等に基づいて
、一次自己共振コイル２４０と二次自己共振コイル１１０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。
【００３０】
　二次コイル１２０は、二次自己共振コイル１１０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１１０と磁気的に結合可能である。この二次コイル１２０は、二次自
己共振コイル１１０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１３０へ出力
する。整流器１３０は、二次コイル１２０によって取出された交流電力を整流する。
【００３１】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ１４０は、車両ＥＣＵ１８０からの制御信号に基づいて、整流器
１３０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。なお、車両の走行中に給電装置２００から受電する場合には（その場合には
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、給電装置２００はたとえば車両上方または側方に配設されてもよい。）、ＤＣ／ＤＣコ
ンバータ１４０は、整流器１３０によって整流された電力をシステム電圧に変換してＰＣ
Ｕ１６０へ直接供給してもよい。また、ＤＣ／ＤＣコンバータ１４０は、必ずしも必要で
はなく、二次コイル１２０によって取出された交流電力が整流器１３０によって整流され
た後に直接蓄電装置１５０に与えられるようにしても良い。
【００３２】
　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１４０から供給さ
れる電力を蓄えるほか、モータ１７０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ＰＣＵ１６０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、給電装置２００から供給される電力やモータ１
７０からの回生電力を一時的に蓄え、その蓄えた電力をＰＣＵ１６０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。
【００３３】
　ＰＣＵ１６０は、蓄電装置１５０から出力される電力あるいはＤＣ／ＤＣコンバータ１
４０から直接供給される電力によってモータ１７０を駆動する。また、ＰＣＵ１６０は、
モータ１７０により発電された回生電力を整流して蓄電装置１５０へ出力し、蓄電装置１
５０を充電する。モータ１７０は、ＰＣＵ１６０によって駆動され、車両駆動力を発生し
て駆動輪へ出力する。また、モータ１７０は、駆動輪や図示されないエンジンから受ける
運動エネルギーによって発電し、その発電した回生電力をＰＣＵ１６０へ出力する。
【００３４】
　車両ＥＣＵ１８０は、車両の走行時、車両の走行状況や蓄電装置１５０の充電状態（以
下「ＳＯＣ（State　Of　Charge）」とも称する。）に基づいてＰＣＵ１６０を制御する
。通信装置１９０は、車両外部の給電装置２００と無線通信を行なうための通信インター
フェースである。
【００３５】
　一方、給電装置２００は、交流電源２１０と、高周波電力ドライバ２２０と、一次コイ
ル２３０と、一次自己共振コイル２４０と、通信装置２５０と、ＥＣＵ２６０とを含む。
【００３６】
　交流電源２１０は、車両外部の電源であり、たとえば系統電源である。高周波電力ドラ
イバ２２０は、交流電源２１０から受ける電力を高周波の電力に変換し、その変換した高
周波電力を一次コイル２３０へ供給する。なお、高周波電力ドライバ２２０が生成する高
周波電力の周波数は、たとえば１Ｍ～１０数ＭＨｚである。
【００３７】
　一次コイル２３０は、一次自己共振コイル２４０と同軸上に配設され、電磁誘導により
一次自己共振コイル２４０と磁気的に結合可能である。そして、一次コイル２３０は、高
周波電力ドライバ２２０から供給される高周波電力を電磁誘導により一次自己共振コイル
２４０へ給電する。
【００３８】
　一次自己共振コイル２４０は、地面近傍に配設されるが、車両上方から電動車両１００
へ給電する場合には車両上方または側方に配設されてもよい。一次自己共振コイル２４０
も、両端がオープン（非接続）のＬＣ共振コイルであり、電動車両１００の二次自己共振
コイル１１０と電磁場を介して共鳴することにより電動車両１００へ電力を送電する。な
お、一次自己共振コイル２４０の容量成分も、コイルの浮遊容量とするが、コイルの両端
に接続されるコンデンサを設けてもよい。
【００３９】
　この一次自己共振コイル２４０も、電動車両１００の二次自己共振コイル１１０との距
離や、一次自己共振コイル２４０および二次自己共振コイル１１０の共鳴周波数等に基づ
いて、Ｑ値（たとえば、Ｑ＞１００）および結合度κ等が大きくなるようにその巻数が適
宜設定される。
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【００４０】
　通信装置２５０は、給電先の電動車両１００と無線通信を行なうための通信インターフ
ェースである。ＥＣＵ２６０は、電動車両１００の受電電力が目標値となるように高周波
電力ドライバ２２０を制御する。具体的には、ＥＣＵ２６０は、電動車両１００の受電電
力およびその目標値を通信装置２５０によって電動車両１００から取得し、電動車両１０
０の受電電力が目標値に一致するように高周波電力ドライバ２２０の出力を制御する。ま
た、ＥＣＵ２６０は、給電装置２００のインピーダンス値を電動車両１００へ送信するこ
とができる。
【００４１】
　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。
【００４２】
　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～１０数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３６
０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。
【００４３】
　なお、図１との対応関係について説明すると、図１の交流電源２１０および高周波電力
ドライバ２２０は、図２の高周波電源３１０に相当する。また、図１の一次コイル２３０
および一次自己共振コイル２４０は、それぞれ図２の一次コイル３２０および一次自己共
振コイル３３０に相当し、図１の二次自己共振コイル１１０および二次コイル１２０は、
それぞれ図２の二次自己共振コイル３４０および二次コイル３５０に相当する。そして、
図１の整流器１３０以降が負荷３６０として総括的に示されている。
【００４４】
　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、「静電界」と称される。
【００４５】
　「静電界」は、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であり、共
鳴法では、この「静電界」が支配的な近接場（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、「静電界」が支配的な近接場において、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「静電界」は遠方にエネルギーを伝播しないので、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。
【００４６】
　図４は、図１に示した電動車両１００のパワートレーン構成を示すブロック図である。
図４を参照して、電動車両１００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
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，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、
電動車両１００は、二次自己共振コイル１１０と、二次コイル１２０と、整流器１３０と
、ＤＣ／ＤＣコンバータ１４０と、システムメインリレーＳＭＲ２と、車両ＥＣＵ１８０
と、通信装置１９０と、電圧センサ１９１，１９２と、電流センサ１９４とをさらに含む
。
【００４７】
　この電動車両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、動力分割装置
１７７に連結される。そして、電動車両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１７６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。
【００４８】
　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ＳＯＣ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。
【００４９】
　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。
【００５０】
　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
力は、蓄電装置１５０に蓄えられる。なお、モータジェネレータ１７４は、図１における
モータ１７０に相当する。
【００５１】
　動力分割装置１７７は、サンギヤと、ピニオンギヤと、キャリアと、リングギヤとを含
む遊星歯車を含む。ピニオンギヤは、サンギヤおよびリングギヤと係合する。キャリアは
、ピニオンギヤを自転可能に支持するとともに、エンジン１７６のクランクシャフトに連
結される。サンギヤは、モータジェネレータ１７２の回転軸に連結される。リングギヤは
モータジェネレータ１７４の回転軸および駆動輪１７８に連結される。
【００５２】
　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。システムメインリレーＳＭＲ１は、車両ＥＣＵ１８０からの信号ＳＥ１が活性
化されると、蓄電装置１５０を昇圧コンバータ１６２と電気的に接続し、信号ＳＥ１が非
活性化されると、蓄電装置１５０と昇圧コンバータ１６２との間の電路を遮断する。
【００５３】
　昇圧コンバータ１６２は、車両ＥＣＵ１８０からの信号ＰＷＣに基づいて、蓄電装置１
５０から出力される電圧を昇圧して正極線ＰＬ２へ出力する。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。
【００５４】
　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
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設けられる。インバータ１６４は、車両ＥＣＵ１８０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、車両ＥＣＵ１８０からの信号ＰＷ
Ｉ２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。
【００５５】
　なお、昇圧コンバータ１６２およびインバータ１６４，１６６は、図１におけるＰＣＵ
１６０に相当する。
【００５６】
　二次自己共振コイル１１０のインピーダンスは図１の一次自己共振コイル２４０と共鳴
するインピーダンスに調整されている。二次自己共振コイル１１０を経由して受電を行な
う二次コイル１２０は、リレー１１２によって整流器１３０と接続される。リレー１１２
は、車両ＥＣＵ１８０から送信される制御信号ＳＥ３に基づいてオンオフ制御される。な
お、二次コイル１２０、整流器１３０およびＤＣ／ＤＣコンバータ１４０に関しては、図
１で説明したとおりであるので、説明は繰返さない。
【００５７】
　システムメインリレーＳＭＲ２は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１４０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、車両ＥＣＵ１８０からの信号ＳＥ２
が活性化されると、蓄電装置１５０をＤＣ／ＤＣコンバータ１４０と電気的に接続し、信
号ＳＥ２が非活性化されると、蓄電装置１５０とＤＣ／ＤＣコンバータ１４０との間の電
路を遮断する。
【００５８】
　電圧センサ１９１は、システムメインリレーＳＭＲ２とＤＣ／ＤＣコンバータ１４０と
の間の送電経路の線路間電圧Ｖ２を検出し、その検出値を車両ＥＣＵ１８０へ出力する。
電圧センサ１９２は、整流器１３０とＤＣ／ＤＣコンバータ１４０との間の送電経路の線
路間電圧ＶＨを検出し、その検出値を車両ＥＣＵ１８０へ出力する。電流センサ１９４は
、整流器１３０から出力される電流Ｉ１を検出し、その検出値を車両ＥＣＵ１８０へ出力
する。
【００５９】
　車両ＥＣＵ１８０は、アクセル開度や車両速度、その他各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，Ｐ
ＷＩ２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。
【００６０】
　また、車両ＥＣＵ１８０は、車両の走行時、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Ｓ
ＭＲ２をオフさせる。なお、車両の走行中に給電装置から受電可能な場合には、車両ＥＣ
Ｕ１８０は、信号ＳＥ１，ＳＥ２を活性化してシステムメインリレーＳＭＲ１，ＳＭＲ２
をともにオンさせてもよい。
【００６１】
　一方、車両外部の給電装置２００からの受電時、車両ＥＣＵ１８０は、信号ＳＥ１を非
活性化してシステムメインリレーＳＭＲ１をオフさせるとともに、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。
【００６２】
　車両ＥＣＵ１８０は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１４０を制御するための信号ＰＷＤを生成
し、その生成した信号ＰＷＤをＤＣ／ＤＣコンバータ１４０へ出力する。また、車両ＥＣ
Ｕ１８０は、電圧センサ１９２からの電圧ＶＨおよび電流センサ１９４からの電流Ｉ１に
基づいて給電装置２００からの受電電力を算出し、その算出値を受電電力の目標値ととも
に通信装置１９０によって給電装置２００へ送信する。
【００６３】
　図５は、図４に示したＤＣ／ＤＣコンバータ１４０の回路図である。
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　図５を参照して、ＤＣ／ＤＣコンバータ１４０は、直交変換部１４２と、トランス部１
４４と、整流部１４６とを含む。直交変換部１４２は、車両ＥＣＵ１８０からの信号ＰＷ
Ｄに基づいてオンオフ駆動されるスイッチング素子を含み、図４の整流器１３０から供給
される直流電力を交流電力に変換してトランス部１４４へ出力する。
【００６４】
　トランス部１４４は、直交変換部１４２と整流部１４６とを絶縁するとともに、コイル
巻数比に応じた電圧変換を行なう。整流部１４６は、トランス部１４４から出力される交
流電力を直流電力に整流して図４の蓄電装置１５０へ出力する。
【００６５】
　図６は、実施の形態１におけるリレーの配置を説明するための回路図である。
　図６を参照して、共鳴する二次自己共振コイル１１０に近接して受電用の二次コイル１
２０が配置されている。二次コイル１２０の一端がリレー１１２を介して整流器１３０に
接続され、受電コイルの他端は整流器１３０に直接接続されている。整流器１３０は、た
とえばダイオードブリッジで形成されている。整流器１３０で整流された電圧は平滑コン
デンサで平滑される。この平滑された電圧が電圧ＶＨとして電圧センサ１９２で検出され
る。電圧ＶＨは、充電器として作動するＤＣ／ＤＣコンバータ１４０に与えられる。
【００６６】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ１４０は、整流器から与えられる電圧を蓄電装置１５０の充電に
適する電圧に変換する。ＤＣ／ＤＣコンバータ１４０と蓄電装置１５０との間には、シス
テムメインリレーＳＭＲ２が設けられる。
【００６７】
　本実施の形態の車両１００は、非接触受電装置を搭載しているということができる。こ
の非接触受電装置は、電源から電力を受けて送電を行なう送電コイル（図１の一次自己共
振コイル２４０）から電力を受電する非接触受電装置であって、送電コイルから送電され
た電力を電磁共鳴により受電する受電コイル（二次自己共振コイル１１０および二次コイ
ル１２０）と、その受電コイルによって受電した電力を整流する整流器１３０と、整流器
１３０で整流された電力が供給される蓄電装置１５０等の負荷と、受電コイルから整流器
に電力を送る経路上に設けられ電力を遮断するリレー１１２とを備える。
【００６８】
　好ましくは、非接触受電装置は、整流器１３０で整流された電力を負荷（１５０）に供
給するために電圧変換するＤＣ／ＤＣコンバータ１４０と、ＤＣ／ＤＣコンバータ１４０
から負荷（１５０）に電力を送る経路上に設けられ電力を遮断するシステムメインリレー
ＳＭＲ２とをさらに備える。
【００６９】
　より好ましくは、負荷（１５０）は、蓄電装置１５０である。非接触受電装置は、ＤＣ
／ＤＣコンバータ１４０とシステムメインリレーＳＭＲ２とを結ぶ送電経路の電圧Ｖ２を
検出する第１電圧センサ１９１と、システムメインリレーＳＭＲ２を制御する車両ＥＣＵ
１８０とをさらに備える。車両ＥＣＵ１８０は、送電コイル（２４０）から送電が行なわ
れていないときにシステムメインリレーＳＭＲ２によってＤＣ／ＤＣコンバータ１４０か
ら負荷（１５０）に電力を送る経路を遮断させ、第１電圧センサ１９１で検出された電圧
に基づいてシステムメインリレーＳＭＲ２の遮断が正常に行なわれているか否かを判断す
る遮断確認動作を実行する。
【００７０】
　さらに好ましくは、非接触受電装置は、送電コイル（２４０）を用いて送電を行なう給
電装置２００と通信する通信装置１９０をさらに備え、車両ＥＣＵ１８０は、遮断確認動
作の結果、システムメインリレーＳＭＲ２の遮断が正常に行なわれることが確認された後
に、リレー１１２を接続状態とし、通信装置１９０を用いて給電装置２００に送電を要求
する。
【００７１】
　より好ましくは、非接触受電装置は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１４０とシステムメインリ
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レーＳＭＲ２とを結ぶ送電経路の電圧Ｖ２を検出する第１電圧センサ１９１と、整流器１
３０とＤＣ／ＤＣコンバータ１４０とを結ぶ送電経路の電圧ＶＨを検出する第２電圧セン
サ１９２と、送電コイル（２４０）を用いて送電を行なう給電装置２００と通信する通信
装置１９０と、システムメインリレーＳＭＲ２を制御する車両ＥＣＵ１８０とをさらに備
える。車両ＥＣＵ１８０は、通信装置１９０を用いて給電装置２００に送電停止を要求し
た後システムメインリレーＳＭＲ２を遮断状態に制御し、第２電圧センサ１９２で検出さ
れる電圧が所定値以下になったときに、第１電圧センサ１９１で検出された電圧に基づい
てシステムメインリレーＳＭＲ２が正常に遮断されたか否かを判断する。
【００７２】
　さらに好ましくは、車両ＥＣＵ１８０は、システムメインリレーＳＭＲ２が正常に遮断
されたと判断した場合に、リレー１１２を遮断状態に制御して、受電を終了する。
【００７３】
　より好ましくは、非接触受電装置は、リレー１１２とシステムメインリレーＳＭＲ２と
を制御する車両ＥＣＵ１８０とをさらに備える。車両ＥＣＵ１８０は、受電終了時におい
て、正常終了時にはシステムメインリレーＳＭＲ２を遮断させた後にリレー１１２を遮断
させ、修理を要する故障が発生した異常終了時には、システムメインリレーＳＭＲ２より
もリレー１１２を先に遮断させる。
【００７４】
　さらに好ましくは、負荷（１５０）は、蓄電装置であり、非接触受電装置は、ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータ１４０とシステムメインリレーＳＭＲ２とを結ぶ送電経路の電圧Ｖ２を検出
する第１電圧センサ１９１と、システムメインリレーＳＭＲ２を制御する車両ＥＣＵ１８
０とをさらに備える。車両ＥＣＵ１８０は、送電コイル（２４０）から送電が行なわれて
いないときにシステムメインリレーＳＭＲ２によってＤＣ／ＤＣコンバータ１４０から負
荷（１５０）に電力を送る経路を遮断させ、第１電圧センサ１９１で検出された電圧に基
づいてシステムメインリレーＳＭＲ２の遮断が正常に行なわれているか否かを判断する遮
断確認動作を実行する。
【００７５】
　以上のような、受電開始処理、終了処理について、以下にフローチャートを用いて詳細
に説明を行なう。
【００７６】
　図７は、車両側ＥＣＵ１８０で実行される充電開始処理を説明するためのフローチャー
トである。このフローチャートの処理は所定のメインルーチンから呼び出されて実行され
る。
【００７７】
　図７を参照して、まず、ステップＳ１において、充電開始指令が有るか否かが判断され
る。充電開始指令は、たとえば、乗員が充電開始ボタンを押すなどすることにより与えら
れる。ステップＳ１において充電開始指令が与えられた場合にはステップＳ２に処理が進
み、充電開始指令がない場合には、ステップＳ１９において制御はメインルーチンに移さ
れる。
【００７８】
　ステップＳ２に処理が進んだ場合には、車両ＥＣＵ１８０は、図１の通信装置１９０に
よって給電装置２００と通信を確立する。そして、ステップＳ３において、システムメイ
ンリレーＳＭＲ２の溶着チェックが実行される。
【００７９】
　システムメインリレーＳＭＲ２がオフ状態になると蓄電装置１５０が切り離されるので
、図４の電圧センサ１９１で検出される電圧Ｖ２は低下するはずである。システムメイン
リレーＳＭＲ２をオフ状態に制御して電圧Ｖ２が、蓄電装置１５０の電圧と比べて低く設
定された所定のしきい値よりも、低下したことを確認すれば、システムメインリレーＳＭ
Ｒ２が正常にオフされており溶着していないことが分かる。ステップＳ３の溶着チェック
の結果がステップＳ４において判断される。
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【００８０】
　ステップＳ４においてＳＭＲ２に溶着が発生していると判断された場合には、ステップ
Ｓ１３に処理が進み、ＳＭＲ２に溶着が発生した旨の判定結果が確定され記憶されたり報
知されたりする。そして、ステップＳ１４において、車両ＥＣＵ１８０は、通信装置１９
０を経由して給電装置２００に送電停止を要求する。そして、ステップＳ１５において処
理が終了する。
【００８１】
　ステップＳ４においてＳＭＲ２に溶着が発生していないと判断された場合には、ステッ
プＳ５に処理が進む。ステップＳ５では、車両ＥＣＵ１８０は、二次コイル１２０と整流
器１３０との間に設けられているリレー１１２をオフ状態に制御する。そして、ステップ
Ｓ６において、車両ＥＣＵ１８０は、給電装置２００に、通信装置１９０を経由して送電
を要求する。
【００８２】
　給電装置２００からの送電があった場合、一次自己共振コイル２４０は共鳴周波数で制
御される。もし、リレー１１２が溶着しておれば、二次自己共振コイル１１０で共鳴によ
り受電された電力は、二次コイル１２０を経由して整流器１３０に与えられるので、電圧
ＶＨが上昇するように電力が伝送されてしまう。一方、リレー１１２が正常に遮断されて
いれば、電力は整流器１３０に入力されないので、電圧ＶＨは上昇しないはずである。
【００８３】
　したがって、ステップＳ７において電圧ＶＨが上昇するか否かをチェックすることによ
って、リレー１１２の溶着の判断が行なわれる。ステップＳ７で電圧ＶＨの上昇が検出さ
れた場合にはステップＳ１６に処理が進む。ステップＳ１６では、リレー１１２に溶着が
発生した旨の判定結果が確定され記憶されたり報知されたりする。そして、ステップＳ１
７において、車両ＥＣＵ１８０は、通信装置１９０を経由して給電装置２００に送電停止
を要求する。そして、ステップＳ１８において処理が終了する。
【００８４】
　一方、ステップＳ７で電圧ＶＨの上昇が検出されなかった場合にはステップＳ８に処理
が進む。ステップＳ８では、リレー１１２は正常にオフされ、溶着は発生していない旨の
判定がされる。そして、ステップＳ９において、車両ＥＣＵ１８０は、通信装置１９０を
経由して給電装置２００に一旦送電停止を要求する。そして、ステップＳ１０において、
車両ＥＣＵ１８０は、オフ状態に制御されていたリレー１１２およびシステムメインリレ
ーＳＭＲ２をともにオン状態に制御する。続くステップＳ１１において、車両ＥＣＵ１８
０は、通信装置１９０を経由して給電装置２００に送電を要求し、ステップＳ１２では充
電処理が開始される。その後ステップＳ１９において制御はメインルーチンに移される。
【００８５】
　図８は、受電中に正常終了する場合の処理を示したフローチャートである。
　図８を参照して、車両の非接触受電装置が受電中は、ステップＳ５１において正常終了
トリガが発生するか否かが監視されている。たとえば、蓄電装置１５０の充電状態（ＳＯ
Ｃ）が管理上限値（満充電とする値）となるまで充電が進んだ場合や、充電終了ボタンが
押された場合や、電池温度や電池電圧が充電に適する所定範囲外になった場合に正常終了
トリガが発生する。
【００８６】
　このような正常終了トリガが発生していなければステップＳ５８に処理が進み、制御は
メインルーチンに一旦移る。この場合は、受電条件を満たしており、二次自己共振コイル
１１０は、受電可能な状態に制御される。そして、再び所定時間経過後等にステップＳ５
１が実行される。
【００８７】
　ステップＳ５１において、正常終了トリガの発生が確認されたら、ステップＳ５２に処
理が進む。ステップＳ５２において、車両ＥＣＵ１８０は、通信装置１９０を経由して給
電装置２００に送電停止を要求する。すると、図４の電圧センサ１９２で検出していた電
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圧ＶＨが低下していく。電圧ＶＨが、蓄電装置１５０の電源電圧（たとえば、数百Ｖ）よ
りも十分低いしきい値Ｖｔｈ（たとえば、４２Ｖ）まで低下するまでステップＳ５３で時
間待ちが行なわれる。
【００８８】
　ステップＳ５３において、ＶＨ＜Ｖｔｈが成立した場合には、ステップＳ５４に処理が
進む。ステップＳ５４では、システムメインリレーＳＭＲ２の溶着チェックが行なわれる
。溶着チェックは、システムメインリレーＳＭＲ２をオフ状態として、蓄電装置１５０を
電圧センサ１９２から切り離し、その状態で電圧センサ１９２で電圧Ｖ２を検出すること
によって行なうことができる。
【００８９】
　ステップＳ５５において、電圧Ｖ２が、蓄電装置１５０の電圧と比べて十分低く設定さ
れたしきい値よりも低下しなければ、蓄電装置１５０が切り離されておらず、システムメ
インリレーＳＭＲ２は溶着していると判断され、ステップＳ５９に処理が進む。ステップ
Ｓ５９では、システムメインリレーＳＭＲ２に溶着が発生した旨の判定結果が確定され記
憶されたり報知されたりする。そして、ステップＳ６０において、処理が終了する。
【００９０】
　一方、ステップＳ５５において、電圧Ｖ２が、蓄電装置１５０の電圧と比べて十分低く
設定されたしきい値以下であれば、蓄電装置１５０が切り離されており、システムメイン
リレーＳＭＲ２は溶着していないと判断でき、その場合ステップＳ５６に処理が進む。ス
テップＳ５６では、二次自己共振コイル１１０が共鳴したとしても、電力が二次コイル１
２０を経由して整流器１３０に供給されないように、車両ＥＣＵ１８０はリレー１１２を
オフ状態に制御する。そして、ステップＳ５７において処理が終了する。
【００９１】
　図９は、受電中に異常が発生し強制終了する場合の処理を示したフローチャートである
。
【００９２】
　図９を参照して、車両の非接触受電装置が受電中は、ステップＳ１０１において緊急停
止トリガが発生するか否かが監視されている。緊急停止トリガは、たとえば、整流器１３
０やＤＣ／ＤＣコンバータ１４０が損傷した等の、車両に修理の必要な故障が発生してい
るとき等に発生する。
【００９３】
　このような緊急停止トリガが発生していなければステップＳ１０６に処理が進み、制御
はメインルーチンに一旦移る。この場合は、受電条件を満たしており、二次自己共振コイ
ル１１０は、受電可能な状態に制御される。そして、再び所定時間経過後等にステップＳ
１０１が実行される。
【００９４】
　ステップＳ１０１において、緊急停止トリガの発生が確認されたら、ステップＳ１０２
に処理が進む。ステップＳ１０２において、車両ＥＣＵ１８０は、通信装置１９０を経由
して給電装置２００に送電停止を要求するとともに、二次自己共振コイル１１０の共鳴に
よる受電電力が整流器１３０に供給されないようにリレー１１２をオフ状態に設定する。
【００９５】
　すると、図４の電圧センサ１９２で検出していた電圧ＶＨが低下していく。電圧ＶＨが
、蓄電装置１５０の電源電圧（例えば数百Ｖ）よりも十分低いしきい値Ｖｔｈ（たとえば
、４２Ｖ）まで低下するまでステップＳ１０３で時間待ちが行なわれる。
【００９６】
　ステップＳ１０３において、ＶＨ＜Ｖｔｈが成立した場合には、ステップＳ１０４に処
理が進む。ステップＳ１０４では、システムメインリレーＳＭＲ２の溶着チェックが行な
われる。溶着チェックは、システムメインリレーＳＭＲ２をオフ状態として、蓄電装置１
５０を電圧センサ１９１から切り離し、その状態で電圧センサ１９１で電圧Ｖ２を検出す
ることによって行なうことができる。
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【００９７】
　ステップＳ１０５において、電圧Ｖ２が蓄電装置１５０の電圧と比べて十分低く設定さ
れたしきい値よりも低下しなければ、蓄電装置１５０が切り離されておらず、システムメ
インリレーＳＭＲ２は溶着していると判断され、ステップＳ１０７に処理が進む。ステッ
プＳ１０７では、システムメインリレーＳＭＲ２に溶着が発生した旨の判定結果が確定さ
れ記憶されたり報知されたりする。そして、ステップＳ１０８において、処理が終了する
。
【００９８】
　一方、ステップＳ１０５において、電圧Ｖ２が蓄電装置１５０の電圧と比べて十分低い
しきい値以下であれば、蓄電装置１５０が切り離されており、システムメインリレーＳＭ
Ｒ２は溶着していないと判断でき、その場合ステップＳ１０９に処理が進み充電停止とな
る。
【００９９】
　以上説明してきたように、実施の形態１の非接触受電装置は、共鳴法にて電力を非接触
で転送するシステムにおいて、受電側車両で故障診断結果がフェール（ｆａｉｌ）である
ときに、受電電力を遮断するために、二次コイル１２０と整流器１３０との間にリレー１
１２を取り付ける。なお、リレー１１２に代えて半導体スイッチでもよい。車両が受電中
にフェールが検出された場合、そのリレー１１２で速やかに受電電力を遮断することがで
きる。
【０１００】
　［実施の形態２］
　実施の形態２は、実施の形態１の図４や図６に示したリレー１１２の構成を変形したも
のである。したがって、他の部分の構成については、実施の形態１と同様であるので、説
明は繰返さない。
【０１０１】
　図１０は、実施の形態２におけるリレーの配置を説明するための回路図である。
　図１０を参照して、共鳴する二次自己共振コイル１１０に近接して受電用の二次コイル
１２０が配置されている。二次コイル１２０の一端がリレー１１２Ｂを介して整流器１３
０に接続され、受電コイルの他端はリレー１１２Ｇを介して整流器１３０に接続されてい
る。このリレー１１２Ｇが追加されている点が、実施の形態２が実施の形態１と異なる点
である。リレー１１２Ｂが溶着する故障を起こしたときでもリレー１１２Ｇをオフにすれ
ば受電されている電力を遮断することができる。
【０１０２】
　整流器１３０は、たとえばダイオードブリッジで形成されている。整流器１３０で整流
された電圧は平滑コンデンサ１３１で平滑される。この平滑された電圧が電圧ＶＨとして
電圧センサ１９２で検出される。電圧ＶＨは、充電器として作動するＤＣ／ＤＣコンバー
タ１４０に与えられる。
【０１０３】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ１４０は、整流器１３０から与えられる電圧を蓄電装置１５０の
充電に適する電圧に変換する。ＤＣ／ＤＣコンバータ１４０と蓄電装置１５０との間には
、システムメインリレーＳＭＲ２が設けられる。
【０１０４】
　図４に示した、リレー１１２は、図１０では、二次コイル１２０の両端部にそれぞれ接
続されるリレー対（リレー１１２Ｂ，１１２Ｇ）を含むことになる。図１、図４に示すよ
うに、車両側の非接触受電装置は、送電コイル（２４０）を用いて送電を行なう給電装置
２００と通信する通信装置１９０と、リレー１１２、システムメインリレーＳＭＲ２の制
御を行なう車両ＥＣＵ１８０とをさらに備える。車両ＥＣＵ１８０は、遮断確認動作の結
果、システムメインリレーＳＭＲ２の遮断が正常に行なわれることが確認された後に、リ
レー対（１１２Ｂ，１１２Ｇ）の一方を接続状態、他方を非接続状態とし、通信装置１９
０を用いて給電装置２００に送電を要求して、リレー対の他方が正常に非接続状態に制御
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されたかを確認する。
【０１０５】
　さらに好ましくは、非接触受電装置は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１４０とシステムメイン
リレーＳＭＲ２とを結ぶ送電経路の電圧Ｖ２を検出する第１電圧センサ１９１と、整流器
１３０とＤＣ／ＤＣコンバータ１４０とを結ぶ送電経路の電圧ＶＨを検出する第２電圧セ
ンサ１９２とをさらに備える。車両ＥＣＵ１８０は、給電装置２００に対して送電要求を
行ない、電圧センサ１９２で検出する電圧ＶＨが上昇しなければ、リレー対の他方の遮断
が正常に行なわれていると判断する。
【０１０６】
　さらに好ましくは、車両ＥＣＵ１８０は、リレー対の他方（１１２Ｂ）の遮断が正常に
行なわれたと判断した場合には、給電装置２００に対して一旦送電停止を要求し、リレー
対の一方（１１２Ｇ）を非接続状態、他方（１１２Ｂ）を接続状態に制御し、再び給電装
置２００に対して送電を要求してリレー対の一方（１１２Ｇ）の遮断が正常に行なわれて
いるか確認する。
【０１０７】
　さらに好ましくは、車両ＥＣＵ１８０は、リレー対の他方（１１２Ｂ）および一方（１
１２Ｇ）がともに遮断が正常に実行できることを確認した後に、リレー（１１２Ｇ，１１
２Ｂ，ＳＭＲ２）をともに接続状態に制御し、給電装置２００に対して送電要求を行ない
、負荷（１５０）に対して電力供給を実行させる。
【０１０８】
　このような、実施の形態２における充電開始処理について、以下フローチャートを用い
て詳細に説明する。
【０１０９】
　図１１、図１２は、実施の形態２において車両側ＥＣＵ１８０で実行される充電開始処
理を説明するためのフローチャートである。このフローチャートの処理は所定のメインル
ーチンから呼び出されて実行される。図１、図４の構成については、実施の形態２にも共
通し、以下の説明において適宜参照される。
【０１１０】
　図１１を参照して、まず、ステップＳ２０１において、充電開始指令が有るか否かが判
断される。充電開始指令は、たとえば、乗員が充電開始ボタンを押すなどすることにより
与えられる。ステップＳ２０１において充電開始指令が与えられた場合にはステップＳ２
０２に処理が進み、充電開始指令がない場合には、図１２のステップＳ２３０において制
御はメインルーチンに移される。
【０１１１】
　ステップＳ２０２に処理が進んだ場合には、車両ＥＣＵ１８０は、図１の通信装置１９
０によって給電装置２００と通信を確立する。そして、ステップＳ２０３において、シス
テムメインリレーＳＭＲ２の溶着チェックが実行される。システムメインリレーＳＭＲ２
をオフ状態として図４の電圧センサ１９１で検出される電圧Ｖ２が蓄電装置１５０の電圧
と比べて低く設定された所定のしきい値よりも低下したことを確認すれば、システムメイ
ンリレーＳＭＲ２が正常にオフされており溶着していないことが分かる。ステップＳ２０
３の溶着チェックの結果がステップＳ２０４において判断される。
【０１１２】
　ステップＳ２０４においてＳＭＲ２に溶着が発生していると判断された場合には、ステ
ップＳ２２０に処理が進み、ＳＭＲ２に溶着が発生した旨の判定結果が確定され記憶され
たり報知されたりする。そして、ステップＳ２２１において、車両ＥＣＵ１８０は、通信
装置１９０を経由して給電装置２００に送電停止を要求する。そして、ステップＳ２２２
において処理が終了する。
【０１１３】
　ステップＳ２０４においてＳＭＲ２に溶着が発生していないと判断された場合には、ス
テップＳ２０５に処理が進む。ステップＳ２０５では、車両ＥＣＵ１８０は、二次コイル
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１２０の一方端と整流器１３０との間に設けられている図１０のリレー１１２Ｂをオフ状
態に制御する。さらに、ステップＳ２０６では、車両ＥＣＵ１８０は、二次コイル１２０
の他方端と整流器１３０との間に設けられているリレー１１２Ｇをオン状態に制御する。
この状態で、リレー１１２Ｂの溶着チェックが行なわれる。
【０１１４】
　ステップＳ２０７において、車両ＥＣＵ１８０は、給電装置２００に、通信装置１９０
を経由して送電を要求する。
【０１１５】
　給電装置２００からの送電があった場合、一次自己共振コイル２４０は共鳴周波数で制
御される。もし、リレー１１２Ｂが溶着しておれば、二次自己共振コイル１１０で共鳴に
より受電された電力は、二次コイル１２０を経由して整流器１３０に与えられるので、電
圧ＶＨが上昇するように電力が伝送されてしまう。一方、リレー１１２Ｂが正常に遮断さ
れていれば、電力は整流器１３０に入力されないので、電圧ＶＨは上昇しないはずである
。
【０１１６】
　したがって、ステップＳ２０８において電圧ＶＨが上昇するか否かの判断が行なわれる
。この判断は電圧ＶＨの上昇を検出しても良いが、所定時間経過後に電圧ＶＨが充電時の
電圧Ｖ１よりも低い所定のしきい値Ｖ２を超えないことで電圧ＶＨが上昇しないと判断し
ても良い。ステップＳ２０８で電圧ＶＨの上昇が検出された場合にはステップＳ２２３に
処理が進む。ステップＳ２２３では、リレー１１２Ｂに溶着が発生した旨の判定結果が確
定され記憶されたり報知されたりする。そして、ステップＳ２２４において、車両ＥＣＵ
１８０は、通信装置１９０を経由して給電装置２００に送電停止を要求する。そして、ス
テップＳ２２６において処理が終了する。
【０１１７】
　一方、ステップＳ２０８で電圧ＶＨの上昇が検出されなかった場合にはステップＳ２０
９に処理が進む。ステップＳ２０９では、リレー１１２Ｂは正常にオフされ、リレー１１
２Ｂの溶着は発生していない旨の判定がされる。
【０１１８】
　図１２を参照して、続くステップＳ２１０において、車両ＥＣＵ１８０は、リレーのつ
なぎ換えを行なうために、通信装置１９０を経由して給電装置２００に一旦送電停止を要
求する。
【０１１９】
　そして、ステップＳ２１１において、車両ＥＣＵ１８０は、二次コイル１２０の他方端
と整流器１３０との間に設けられているリレー１１２Ｇをオフ状態に制御する。さらに、
ステップＳ２１２では、車両ＥＣＵ１８０は、二次コイル１２０の一方端と整流器１３０
との間に設けられているリレー１１２Ｂをオン状態に制御する。この状態で、リレー１１
２Ｇの溶着チェックが行なわれる。
【０１２０】
　ステップＳ２１３において、車両ＥＣＵ１８０は、給電装置２００に、通信装置１９０
を経由して送電を要求する。
【０１２１】
　給電装置２００からの送電があった場合、一次自己共振コイル２４０は共鳴周波数で制
御される。もし、リレー１１２Ｇが溶着しておれば、二次自己共振コイル１１０で共鳴に
より受電された電力は、二次コイル１２０を経由して整流器１３０に与えられるので、電
圧ＶＨが上昇するように電力が伝送されてしまう。一方、リレー１１２Ｇが正常に遮断さ
れていれば、電力は整流器１３０に入力されないので、電圧ＶＨは上昇しないはずである
。
【０１２２】
　したがって、ステップＳ２１４において電圧ＶＨが上昇するか否かの判断が行なわれる
。この判断は電圧ＶＨの上昇を検出しても良いが、所定時間経過後に電圧ＶＨが充電時の
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電圧Ｖ１よりも低い所定のしきい値Ｖ３（＝Ｓ２０８のしきい値Ｖ２）を超えないことで
電圧ＶＨが上昇しないと判断しても良い。ステップＳ２１４で電圧ＶＨの上昇が検出され
た場合にはステップＳ２２７に処理が進む。ステップＳ２２７では、リレー１１２Ｇに溶
着が発生した旨の判定結果が確定され記憶されたり報知されたりする。そして、ステップ
Ｓ２２８において、車両ＥＣＵ１８０は、通信装置１９０を経由して給電装置２００に送
電停止を要求する。そして、ステップＳ２２９において処理が終了する。
【０１２３】
　一方、ステップＳ２１４で電圧ＶＨの上昇が検出されなかった場合にはステップＳ２１
５に処理が進む。ステップＳ２１５では、リレー１１２Ｇは正常にオフされ、リレー１１
２Ｇの溶着は発生していない旨の判定がされる。そして、ステップＳ２１６において、車
両ＥＣＵ１８０は、リレーのつなぎ換えを行なうために、通信装置１９０を経由して給電
装置２００に一旦送電停止を要求する。
【０１２４】
　そして、ステップＳ２１７において、車両ＥＣＵ１８０は、オフ状態に制御されていた
リレー１１２ＧおよびシステムメインリレーＳＭＲ２をオン状態に制御する。続くステッ
プＳ２１８において、車両ＥＣＵ１８０は、通信装置１９０を経由して給電装置２００に
送電を要求し、ステップＳ２１９では充電処理が開始される。電圧ＶＨは、充電電圧Ｖ１
（＞蓄電装置の開放電圧ＶＢ）となるように制御される。その後ステップＳ２３０におい
て制御はメインルーチンに移される。
【０１２５】
　なお、正常時の終了処理については、図８のフローチャートにおいて、ステップＳ５６
のリレー１１２がオフ状態に制御される代わりに、リレー１１２Ｂ，１１２Ｇのいずれか
または両方がオフ状態に制御されればよい。
【０１２６】
　また、異常時の終了処理については、図９のフローチャートにおいて、ステップＳ１０
２において給電装置２００に送電停止要求を行なうとともにリレー１１２がオフ状態に制
御される代わりに、給電装置２００に送電停止要求を行なうとともにリレー１１２Ｂ，１
１２Ｇのいずれかまたは両方がオフ状態に制御されればよい。
【０１２７】
　以上説明したように、実施の形態２の非接触受電装置は、共鳴法にて電力を非接触で転
送するシステムにおいて、受電側車両で故障診断結果がフェール（ｆａｉｌ）であるとき
に受電電力を遮断するために、二次コイル１２０と整流器１３０との間にリレー１１２Ｂ
，１１２Ｇを取り付ける。なお、リレー１１２Ｂ，１１２Ｇに代えて半導体スイッチでも
よい。車両が受電中にフェールが検出された場合、そのリレー１１２Ｂ，１１２Ｇの少な
くともいずれかを遮断することで速やかに受電電力を遮断することができる。
【０１２８】
　なお、上記の各実施の形態においては、電動車両として、図４に示したように、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にもこの発明は適用可能である。
【０１２９】
　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にも適用可能である。
【０１３０】



(19) JP 5152338 B2 2013.2.27

　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請求の範囲に
よって示され、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。
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