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(57)【要約】
【課題】共鳴法によって車両外部の電源からワイヤレス
で充電電力を受電し、車載の蓄電装置を充電可能な電動
車両を提供する。
【解決手段】電動車両１００は、二次自己共振コイル１
１０と、二次コイル１２０と、整流器１３０と、蓄電装
置１４０とを備える。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と磁場の共鳴
により磁気的に結合され、一次自己共振コイル２４０か
ら高周波電力を受電可能に構成される。二次コイル１２
０は、電磁誘導によって二次自己共振コイル１１０から
受電可能に構成される。整流器１３０は、二次コイル１
２０が受電した電力を整流する。蓄電装置１４０は、整
流器１３０によって整流された電力を蓄える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両外部の一次自己共振コイルと磁場の共鳴により磁気的に結合され、前記一次自己共
振コイルから電力を受電可能に構成された二次自己共振コイルと、
　電磁誘導によって前記二次自己共振コイルから受電可能に構成された二次コイルと、
　前記二次コイルが受電した電力を整流する整流器と、
　前記整流器によって整流された電力を蓄える蓄電装置と、
　前記蓄電装置から電力の供給を受けて車両駆動力を発生する電動機とを備えた電動車両
。
【請求項２】
　前記二次自己共振コイルの巻数は、前記蓄電装置の電圧、前記一次自己共振コイルと前
記二次自己共振コイルとの間の距離、および前記一次自己共振コイルおよび前記二次自己
共振コイルの共鳴周波数に基づいて設定される、請求項１に記載の電動車両。
【請求項３】
　前記一次自己共振コイルからの受電方向に対して前記二次自己共振コイルおよび前記二
次コイルの背面側に形成され、前記一次自己共振コイルから出力される磁束を前記二次自
己共振コイルへ反射可能な反射手段をさらに備える、請求項１または請求項２に記載の電
動車両。
【請求項４】
　前記二次自己共振コイルの容量およびインダクタンスの少なくとも一方を変更すること
によって前記二次自己共振コイルの共振周波数を調整可能に構成された調整装置をさらに
備える、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の電動車両。
【請求項５】
　前記二次自己共振コイルおよび前記二次コイルによって受電された電力を検出する電力
検出装置と、
　前記電力検出装置によって検出された電力が最大となるように前記調整装置を制御する
制御装置とをさらに備える、請求項４に記載の電動車両。
【請求項６】
　前記二次自己共振コイルおよび前記二次コイルによって受電された電力を検出する電力
検出装置と、
　前記電力検出装置によって検出された電力の検出値を前記一次自己共振コイルを含む車
両外部の給電装置へ送信可能に構成された通信装置とをさらに備える、請求項１から請求
項４のいずれか１項に記載の電動車両。
【請求項７】
　前記二次自己共振コイルは、車体下部に配設される、請求項１から請求項６のいずれか
１項に記載の電動車両。
【請求項８】
　前記二次自己共振コイルは、車輪の中空タイヤ内部に配設される、請求項１から請求項
６のいずれか１項に記載の電動車両。
【請求項９】
　前記二次自己共振コイルおよび前記二次コイルは、複数セット設けられ、
　前記複数の二次コイルは、互いに並列して前記整流器に接続される、請求項１から請求
項６のいずれか１項に記載の電動車両。
【請求項１０】
　前記二次コイルと前記蓄電装置との間に配設され、前記蓄電装置の電圧に基づいて昇圧
動作または降圧動作をする電圧変換器をさらに備える、請求項１から請求項９のいずれか
１項に記載の電動車両。
【請求項１１】
　前記蓄電装置と前記電動機との間に配設される第１のリレーと、
　前記蓄電装置と前記二次コイルとの間に配設される第２のリレーとをさらに備え、
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　前記第１のリレーがオンされて前記蓄電装置の電力により前記電動機が駆動されている
とき、前記第１のリレーとともに前記第２のリレーもオンされる、請求項１から請求項１
０のいずれか１項に記載の電動車両。
【請求項１２】
　電源から受ける電力を、磁場を共鳴させて車両へ送電可能な高周波電力に変換可能に構
成された高周波電力ドライバと、
　前記高周波電力ドライバから前記高周波電力を受電する一次コイルと、
　前記車両に搭載された二次自己共振コイルと磁場の共鳴により磁気的に結合され、電磁
誘導によって前記一次コイルから受電した前記高周波電力を前記二次自己共振コイルへ送
電可能に構成された一次自己共振コイルとを備える車両用給電装置。
【請求項１３】
　前記一次自己共振コイルからの送電方向に対して前記一次自己共振コイルおよび前記一
次コイルの背面側に形成され、前記一次自己共振コイルから出力される磁束を前記送電方
向へ反射可能な反射手段をさらに備える、請求項１２に記載の車両用給電装置。
【請求項１４】
　当該車両用給電装置から電力の供給を受ける車両から送信される受電電力の検出値を受
信可能に構成された通信装置と、
　前記通信装置によって受信された前記受電電力の検出値に基づいて、前記受電電力が最
大となるように、前記高周波電力ドライバを制御することによって前記高周波電力の周波
数を調整する制御装置とをさらに備える、請求項１２または請求項１３に記載の車両用給
電装置。
【請求項１５】
　当該車両用給電装置から電力の供給を受ける車両から送信される情報を受信可能に構成
された通信装置と、
　前記通信装置によって受信される前記情報に基づいて、当該車両用給電装置から電力の
供給を受ける車両の台数に応じた前記高周波電力を発生するように前記高周波電力ドライ
バを制御する制御装置とをさらに備える、請求項１２または請求項１３に記載の車両用給
電装置。
【請求項１６】
　前記制御装置は、当該車両用給電装置から電力の供給を受ける車両がいないと判断する
と、前記高周波電力ドライバを停止する、請求項１５に記載の車両用給電装置。
【請求項１７】
　前記一次自己共振コイルの容量およびインダクタンスの少なくとも一方を変更すること
によって前記一次自己共振コイルの共振周波数を調整可能に構成された調整装置をさらに
備える、請求項１２または請求項１３に記載の車両用給電装置。
【請求項１８】
　当該車両用給電装置から電力の供給を受ける車両から送信される受電電力の検出値を受
信可能に構成された通信装置と、
　前記通信装置によって受信された前記受電電力の検出値に基づいて、前記受電電力が最
大となるように前記調整装置を制御する制御装置とをさらに備える、請求項１７に記載の
車両用給電装置。
【請求項１９】
　当該車両用給電装置から電力の供給を受ける車両から送信される受電電力の検出値を受
信可能に構成された通信装置をさらに備え、
　前記一次自己共振コイルおよび前記一次コイルは、複数セット設けられ、
　前記通信装置によって受信された前記受電電力の検出値に基づいて、前記受電電力が最
大となるように、前記高周波電力ドライバから前記高周波電力を受電する一次コイルを前
記複数の一次コイルの中から選択して前記高周波電力ドライバに接続する選択装置をさら
に備える、請求項１２または請求項１３に記載の車両用給電装置。
【請求項２０】
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　前記一次自己共振コイルおよび前記一次コイルは、複数セット設けられ、
　前記複数の一次コイルは、前記高周波電力ドライバに対して互いに並列に接続される、
請求項１２または請求項１３に記載の車両用給電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電動車両および車両用給電装置に関し、特に、電動車両に搭載された蓄電
装置を車両外部の電源からワイヤレスで充電するための技術に関する。
【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。そして、動力源として内燃機関および電
動機を搭載したハイブリッド車は、既に実用化されている。
【０００３】
　このような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、電磁場の共鳴を利用して送電する手法であり、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２００１－８３８０号公報
【特許文献２】特開平８－１２６１０６号公報
【非特許文献１】アンドレ・クルス（Andre Kurs）、他５名、“ワイヤレス　パワー　ト
ランスファー　バイア　ストロングリィ　カップルド　マグネティック　レゾナンス（Wi
reless Power Transfer via Strongly Coupled Magnetic Resonances）”、［online］、
２００７年７月６日、サイエンス（SCIENCE）、第３１７巻、ｐ．８３－８６、［平成２
００７年９月１２日検索］、インターネット＜URL：http://www.sciencemag.org/cgi/rep
rint/317/5834/83.pdf＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記の「ワイヤレス　パワー　トランスファー　バイア　ストロングリ
ィ　カップルド　マグネティック　レゾナンス（Wireless Power Transfer via Strongly
 Coupled Magnetic Resonances）」では、車両外部の電源から車載の蓄電装置の充電に、
共鳴法によるワイヤレス送電技術を適用する場合の具体的な手法については開示されてい
ない。
【０００７】
　それゆえに、この発明の目的は、共鳴法によって車両外部の電源からワイヤレスで充電
電力を受電し、車載の蓄電装置を充電可能な電動車両を提供することである。
【０００８】
　また、この発明の別の目的は、共鳴法によってワイヤレスで電動車両へ充電電力を送電
するための車両用給電装置を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明によれば、電動車両は、二次自己共振コイルと、二次コイルと、整流器と、蓄
電装置と、電動機とを備える。二次自己共振コイルは、車両外部の一次自己共振コイルと
磁場の共鳴により磁気的に結合され、一次自己共振コイルから電力を受電可能に構成され
る。二次コイルは、電磁誘導によって二次自己共振コイルから受電可能に構成される。整
流器は、二次コイルが受電した電力を整流する。蓄電装置は、整流器によって整流された
電力を蓄える。電動機は、蓄電装置から電力の供給を受けて車両駆動力を発生する。
【００１０】
　好ましくは、二次自己共振コイルの巻数は、蓄電装置の電圧、一次自己共振コイルと二
次自己共振コイルとの間の距離、および一次自己共振コイルおよび二次自己共振コイルの
共鳴周波数に基づいて設定される。
【００１１】
　好ましくは、電動車両は、反射手段をさらに備える。反射手段は、一次自己共振コイル
からの受電方向に対して二次自己共振コイルおよび二次コイルの背面側に形成され、一次
自己共振コイルから出力される磁束を二次自己共振コイルへ反射する。
【００１２】
　好ましくは、電動車両は、調整装置をさらに備える。調整装置は、二次自己共振コイル
の容量およびインダクタンスの少なくとも一方を変更することによって二次自己共振コイ
ルの共振周波数を調整可能に構成される。
【００１３】
　さらに好ましくは、電動車両は、電力検出装置と、制御装置とをさらに備える。電力検
出装置は、二次自己共振コイルおよび二次コイルによって受電された電力を検出する。制
御装置は、電力検出装置によって検出された電力が最大となるように調整装置を制御する
。
【００１４】
　好ましくは、電動車両は、電力検出装置と、通信装置とをさらに備える。電力検出装置
は、二次自己共振コイルおよび二次コイルによって受電された電力を検出する。通信装置
は、電力検出装置によって検出された電力の検出値を一次自己共振コイルを含む車両外部
の給電装置へ送信可能に構成される。
【００１５】
　好ましくは、二次自己共振コイルは、車体下部に配設される。
　また、好ましくは、二次自己共振コイルは、車輪の中空タイヤ内部に配設される。
【００１６】
　好ましくは、二次自己共振コイルおよび二次コイルは、複数セット設けられる。複数の
二次コイルは、互いに並列して整流器に接続される。
【００１７】
　好ましくは、電動車両は、電圧変換器をさらに備える。電圧変換器は、二次コイルと蓄
電装置との間に配設され、蓄電装置の電圧に基づいて昇圧動作または降圧動作をする。
【００１８】
　好ましくは、電動車両は、第１および第２のリレーをさらに備える。第１のリレーは、
蓄電装置と電動機との間に配設される。第２のリレーは、蓄電装置と二次コイルとの間に
配設される。そして、第１のリレーがオンされて蓄電装置の電力により電動機が駆動され
ているとき、第１のリレーとともに第２のリレーもオンされる。
【００１９】
　また、この発明によれば、車両用給電装置は、高周波電力ドライバと、一次コイルと、
一次自己共振コイルとを備える。高周波電力ドライバは、電源から受ける電力を、磁場を
共鳴させて車両へ送電可能な高周波電力に変換可能に構成される。一次コイルは、高周波
電力ドライバから高周波電力を受電する。一次自己共振コイルは、車両に搭載された二次
自己共振コイルと磁場の共鳴により磁気的に結合され、電磁誘導によって一次コイルから
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受電した高周波電力を二次自己共振コイルへ送電可能に構成される。
【００２０】
　好ましくは、車両用給電装置は、反射手段をさらに備える。反射手段は、一次自己共振
コイルからの送電方向に対して一次自己共振コイルおよび一次コイルの背面側に形成され
、一次自己共振コイルから出力される磁束を送電方向へ反射する。
【００２１】
　好ましくは、車両用給電装置は、通信装置と、制御装置とをさらに備える。通信装置は
、当該車両用給電装置から電力の供給を受ける車両から送信される受電電力の検出値を受
信可能に構成される。制御装置は、通信装置によって受信された受電電力の検出値に基づ
いて、受電電力が最大となるように、高周波電力ドライバを制御することによって高周波
電力の周波数を調整する。
【００２２】
　好ましくは、車両用給電装置は、通信装置と、制御装置とをさらに備える。通信装置は
、当該車両用給電装置から電力の供給を受ける車両から送信される情報を受信可能に構成
される。制御装置は、通信装置によって受信される情報に基づいて、当該車両用給電装置
から電力の供給を受ける車両の台数に応じた高周波電力を発生するように高周波電力ドラ
イバを制御する。
【００２３】
　さらに好ましくは、制御装置は、当該車両用給電装置から電力の供給を受ける車両がい
ないと判断すると、高周波電力ドライバを停止する。
【００２４】
　好ましくは、車両用給電装置は、調整装置をさらに備える。調整装置は、一次自己共振
コイルの容量およびインダクタンスの少なくとも一方を変更することによって一次自己共
振コイルの共振周波数を調整可能に構成される。
【００２５】
　さらに好ましくは、車両用給電装置は、通信装置と、制御装置とをさらに備える。通信
装置は、当該車両用給電装置から電力の供給を受ける車両から送信される受電電力の検出
値を受信可能に構成される。制御装置は、通信装置によって受信された受電電力の検出値
に基づいて、受電電力が最大となるように調整装置を制御する。
【００２６】
　好ましくは、車両用給電装置は、通信装置と、選択装置とをさらに備える。通信装置は
、当該車両用給電装置から電力の供給を受ける車両から送信される受電電力の検出値を受
信可能に構成される。一次自己共振コイルおよび一次コイルは、複数セット設けられる。
そして、選択装置は、通信装置によって受信された受電電力の検出値に基づいて、受電電
力が最大となるように、高周波電力ドライバから高周波電力を受電する一次コイルを複数
の一次コイルの中から選択して高周波電力ドライバに接続する。
【００２７】
　また、好ましくは、一次自己共振コイルおよび一次コイルは、複数セット設けられる。
複数の一次コイルは、高周波電力ドライバに対して互いに並列に接続される。
【発明の効果】
【００２８】
　この発明においては、車両用給電装置の高周波電力ドライバによって電源からの電力が
高周波電力に変換され、一次コイルによって一次自己共振コイルに与えられる。そうする
と、一次自己共振コイルと電動車両の二次自己共振コイルとが磁場の共鳴により磁気的に
結合され、一次自己共振コイルから二次自己共振コイルへ電力が送電される。そして、二
次自己共振コイルによって受電された電力は、整流器によって整流されて電動車両の蓄電
装置に蓄えられる。
【００２９】
　したがって、この発明によれば、車両外部の電源からワイヤレスで充電電力を電動車両
へ送電し、車両に搭載された蓄電装置を充電することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　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。
【００３１】
　［実施の形態１］
　図１は、この発明の実施の形態１による電動車両が適用される充電システムの全体構成
図である。図１を参照して、この充電システムは、電動車両１００と、給電装置２００と
を備える。
【００３２】
　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、蓄電装置１４０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。）１５０と、モータ１６０とをさら
に含む。
【００３３】
　二次自己共振コイル１１０は、車体下部に配設される。この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２４０（後述）と磁場の共鳴により磁気的に結合され、一次自己共振コイル２４０
から電力を受電可能に構成される。具体的には、二次自己共振コイル１１０は、蓄電装置
１４０の電圧や、一次自己共振コイル２４０と二次自己共振コイル１１０との間の距離、
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。
【００３４】
　二次コイル１２０は、電磁誘導によって二次自己共振コイル１１０から受電可能に構成
され、好ましくは二次自己共振コイル１１０と同軸上に配設される。そして、二次コイル
１２０は、二次自己共振コイル１１０から受電した電力を整流器１３０へ出力する。整流
器１３０は、二次コイル１２０から受ける高周波の交流電力を整流して蓄電装置１４０へ
出力する。なお、整流器１３０に代えて、二次コイル１２０から受ける高周波の交流電力
を蓄電装置１４０の電圧レベルに変換するＡＣ／ＤＣコンバータを用いてもよい。
【００３５】
　蓄電装置１４０は、充放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から成る。蓄電装置１４０の電圧は、たとえば２００Ｖ程度である。
蓄電装置１４０は、整流器１３０から供給される電力を蓄えるほか、後述のようにモータ
１６０によって発電された電力も蓄える。そして、蓄電装置１４０は、その蓄えた電力を
ＰＣＵ１５０へ供給する。
【００３６】
　なお、蓄電装置１４０として、大容量のキャパシタも採用可能であり、整流器１３０や
モータ１６０からの電力を一時的に蓄え、その蓄えた電力をＰＣＵ１５０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。
【００３７】
　ＰＣＵ１５０は、蓄電装置１４０から供給される電力を交流電圧に変換してモータ１６
０へ出力し、モータ１６０を駆動する。また、ＰＣＵ１５０は、モータ１６０により発電
された電力を整流して蓄電装置１４０へ出力し、蓄電装置１４０を充電する。
【００３８】
　モータ１６０は、ＰＣＵ１５０を介して蓄電装置１４０から供給される電力を受けて車
両駆動力を発生し、その発生した駆動力を車輪へ出力する。また、モータ１６０は、車輪
や図示されないエンジンから受ける運動エネルギーを受けて発電し、その発電した電力を
ＰＣＵ１５０へ出力する。
【００３９】
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　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とを含む。
【００４０】
　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、磁場を共鳴させて一次自己共振コイル
２４０から車両側の二次自己共振コイル１１０へ送電可能な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。
【００４１】
　一次コイル２３０は、電磁誘導によって一次自己共振コイル２４０へ送電可能に構成さ
れ、好ましくは一次自己共振コイル２４０と同軸上に配設される。そして、一次コイル２
３０は、高周波電力ドライバ２２０から受電した電力を一次自己共振コイル２４０へ出力
する。
【００４２】
　一次自己共振コイル２４０は、地面近傍に配設される。この一次自己共振コイル２４０
は、両端がオープンのＬＣ共振コイルであり、電動車両１００の二次自己共振コイル１１
０と磁場の共鳴により磁気的に結合され、二次自己共振コイル１１０へ電力を送電可能に
構成される。具体的には、一次自己共振コイル２４０は、一次自己共振コイル２４０から
送電される電力によって充電される蓄電装置１４０の電圧や、一次自己共振コイル２４０
と二次自己共振コイル１１０との間の距離、一次自己共振コイル２４０と二次自己共振コ
イル１１０との共鳴周波数等に基づいて、Ｑ値および結合度κ等が大きくなるようにその
巻数が適宜設定される。
【００４３】
　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
ルが磁場を介し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ワイヤレスで
電力が伝送される。
【００４４】
　高周波電源３１０によって一次コイル３２０に高周波電力が流されると、一次コイル３
２０に磁界が発生し、電磁誘導により一次自己共振コイル３３０に高周波電力が発生する
。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導線間の浮遊容量とによ
るＬＣ共振器として機能し、同様にＬＣ共振器として機能し、かつ、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と磁場共鳴により磁気的に結
合することによって、二次自己共振コイル３４０へ電力を伝送する。
【００４５】
　そして、一次自己共振コイル３３０からの受電により二次自己共振コイル３４０に発生
する磁界によって二次コイル３５０に電磁誘導による高周波電力が発生し、負荷３６０に
電力が供給される。
【００４６】
　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および蓄電装置１４０は、図２の負荷３６０に相当する。
【００４７】
　図３は、図１に示した電動車両１００のパワートレーンの全体構成を示す機能ブロック
図である。図３を参照して、電動車両１００は、蓄電装置１４０と、システムメインリレ
ーＳＭＲ１と、昇圧コンバータ１５２と、インバータ１５４，１５６と、平滑コンデンサ
Ｃ１，Ｃ２と、モータジェネレータ１６２，１６４と、エンジン１７０と、動力分割機構
１７２と、駆動輪１７４と、車両ＥＣＵ（Electronic Control Unit）１８０とを含む。
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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１
３０と、システムメインリレーＳＭＲ２とをさらに含む。
【００４８】
　この電動車両１００は、動力源としてエンジン１７０およびモータジェネレータ１６４
を搭載したハイブリッド車両である。エンジン１７０およびモータジェネレータ１６２，
１６４は、動力分割機構１７２に連結される。そして、電動車両１００は、エンジン１７
０およびモータジェネレータ１６４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１７０が発生する動力は、動力分割機構１７２によって２経路に分割される。
すなわち、一方は駆動輪１７４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
１６２へ伝達される経路である。
【００４９】
　モータジェネレータ１６２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から成る。モータジェネレータ１６２は、動力分割機構１７２
によって分割されたエンジン１７０の運動エネルギーを用いて発電する。たとえば、蓄電
装置１４０の充電状態（以下「ＳＯＣ（State Of Charge）」とも称する。）が予め定め
られた値よりも低くなると、エンジン１７０が始動してモータジェネレータ１６２により
発電が行なわれ、蓄電装置１４０が充電される。
【００５０】
　モータジェネレータ１６４も、交流回転電機であり、モータジェネレータ１６２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から成る。モータジェネ
レータ１６４は、蓄電装置１４０に蓄えられた電力およびモータジェネレータ１６２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１６４の駆動力は駆動輪１７４に伝達される。
【００５１】
　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１７４を介してモータジェネレータ
１６４の回転駆動に用いられ、モータジェネレータ１６４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１６４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１６４により発電された電
力は、蓄電装置１４０に蓄えられる。
【００５２】
　なお、モータジェネレータ１６２，１６４は、図１におけるモータ１６０に相当する。
　動力分割機構１７２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
む遊星歯車から成る。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１７０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１６２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１６４の回転軸および駆動輪１７４に連結される。
【００５３】
　システムメインリレーＳＭＲ１は、蓄電装置１４０と昇圧コンバータ１５２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１４０を昇圧コンバータ１５２と電気的に接続し、信号ＳＥ１が非
活性化されると、蓄電装置１４０と昇圧コンバータ１５２との間の電路を遮断する。
【００５４】
　昇圧コンバータ１５２は、車両ＥＣＵ１８０からの信号ＰＷＣに基づいて、蓄電装置１
４０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
１５２は、たとえば直流チョッパ回路から成る。
【００５５】
　インバータ１５４，１５６は、それぞれモータジェネレータ１６２，１６４に対応して
設けられる。インバータ１５４は、車両ＥＣＵ１８０からの信号ＰＷＩ１に基づいてモー
タジェネレータ１６２を駆動し、インバータ１５６は、車両ＥＣＵ１８０からの信号ＰＷ
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Ｉ２に基づいてモータジェネレータ１６４を駆動する。なお、インバータ１５４，１５６
は、たとえば三相ブリッジ回路から成る。
【００５６】
　なお、昇圧コンバータ１５２およびインバータ１５４，１５６は、図１におけるＰＣＵ
１５０に相当する。
【００５７】
　二次自己共振コイル１１０、二次コイル１２０および整流器１３０は、図１で説明した
とおりである。システムメインリレーＳＭＲ２は、整流器１３０と蓄電装置１４０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１４０を整流器１３０と電気的に接続し、信号ＳＥ２が非活性
化されると、蓄電装置１４０と整流器１３０との間の電路を遮断する。
【００５８】
　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１５２およびモータジェネレータ１６２，１６４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１５２およびインバータ１５４，１５６へ出力する。
【００５９】
　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。
【００６０】
　一方、二次自己共振コイル１１０、二次コイル１２０および整流器１３０を用いて車両
外部の交流電源２１０（図１）から蓄電装置１４０の充電時、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。
【００６１】
　この電動車両１００においては、車両外部の交流電源２１０（図１）から蓄電装置１４
０の充電時、システムメインリレーＳＭＲ１，ＳＭＲ２がそれぞれオフ，オンされる。そ
して、給電装置２００の一次自己共振コイル２４０（図１）と磁場の共鳴により磁気的に
結合された二次自己共振コイル１１０によって受電された高周波の充電電力が電磁誘導に
よって二次コイル１２０へ伝送され、整流器１３０により整流されて蓄電装置１４０へ供
給される。
【００６２】
　なお、磁場の共鳴による送電効率を向上させるため、給電装置２００および電動車両１
００の少なくとも一方において、磁束を反射させるための反射壁を設けてもよい。
【００６３】
　図４は、そのような反射壁の配置例を示した図である。この図４は、電動車両１００に
おける二次自己共振コイル１１０および二次コイル１２０ならびに給電装置２００におけ
る一次コイル２３０および一次自己共振コイル２４０の近傍を拡大して示したものである
。
【００６４】
　図４を参照して、電動車両１００においては、一次自己共振コイル２４０からの受電方
向に対して二次自己共振コイル１１０および二次コイル１２０の背面側に二次自己共振コ
イル１１０および二次コイル１２０を囲うように低透磁率の反射壁４１０が設けられ、一
次自己共振コイル２４０から出力される磁束を二次自己共振コイル１１０へ反射可能に形
成される。
【００６５】
　また、給電装置２００においては、一次自己共振コイル２４０からの送電方向に対して
一次自己共振コイル２４０および一次コイル２３０の背面側に一次自己共振コイル２４０
および一次コイル２３０を囲うように低透磁率の反射壁４２０が設けられ、一次自己共振
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コイル２４０から出力される磁束を送電方向へ反射可能に形成される。
【００６６】
　なお、車両側の反射壁４１０は、車室内および車載電気機器への磁気漏洩を遮断する効
果も有する。
【００６７】
　以上のように、この実施の形態１においては、給電装置２００の高周波電力ドライバ２
２０によって交流電源２１０からの電力が高周波電力に変換され、一次コイル２３０によ
って一次自己共振コイル２４０に与えられる。そうすると、一次自己共振コイル２４０と
電動車両１００の二次自己共振コイル１１０とが磁場の共鳴により磁気的に結合され、一
次自己共振コイル２４０から二次自己共振コイル１１０へ電力が送電される。そして、二
次自己共振コイル１１０によって受電された電力は、整流器１３０によって整流されて電
動車両１００の蓄電装置１４０に蓄えられる。したがって、この実施の形態１によれば、
車両外部の交流電源２１０からワイヤレスで充電電力を電動車両１００へ送電し、車両に
搭載された蓄電装置１４０を充電することができる。
【００６８】
　また、この実施の形態１によれば、低透磁率材から成る反射壁４１０，４２０を設ける
ことによって、磁場の共鳴による送電効率を向上可能であり、また、反射壁４１０によっ
て車室内および車載電気機器への磁気漏洩を遮断することができる。
【００６９】
　［実施の形態２］
　給電装置と車両との間の距離は、車両の状況（積載状況やタイヤの空気圧等）によって
変化するところ、給電装置の一次自己共振コイルと車両の二次自己共振コイルとの間の距
離の変化は、一次自己共振コイルおよび二次自己共振コイルの共鳴周波数に変化をもたら
す。そこで、この実施の形態２では、車両側の二次自己共振コイルの共振周波数を可変と
する。
【００７０】
　図５は、実施の形態２による電動車両１００Ａのパワートレーンの全体構成を示す機能
ブロック図である。図５を参照して、この電動車両１００Ａは、図３に示した電動車両１
００の構成において、電圧センサ１８２および電流センサ１８４をさらに含み、二次自己
共振コイル１１０および車両ＥＣＵ１８０に代えてそれぞれ二次自己共振コイル１１０Ａ
および車両ＥＣＵ１８０Ａを含む。
【００７１】
　二次自己共振コイル１１０Ａは、車両ＥＣＵ１８０Ａからの制御信号に基づいて、当該
コイルの容量を変更可能に構成される。そして、二次自己共振コイル１１０Ａは、容量を
変更することによってＬＣ共振周波数を変更することができる。
【００７２】
　図６は、図５に示した二次自己共振コイル１１０Ａの構成例を示した図である。図６を
参照して、この二次自己共振コイル１１０Ａは、導線間に接続される可変コンデンサ（一
般的に「バリコン」とも称される。）１１２を有する。可変コンデンサ１１２は、車両Ｅ
ＣＵ１８０Ａ（図５）からの制御信号に基づいて容量可変であり、その容量を変更するこ
とによって二次自己共振コイル１１０Ａの容量を可変にする。すなわち、可変コンデンサ
１１２が設けられていない場合には、二次自己共振コイルの容量は、導線間の浮遊容量に
よって定まるところ、この二次自己共振コイル１１０Ａでは、導線間に接続された可変コ
ンデンサ１１２の容量を変更することによって二次自己共振コイル１１０Ａの容量を変更
することができる。したがって、可変コンデンサ１１２の容量を変更することによって二
次自己共振コイル１１０ＡのＬＣ共振周波数を変更することができる。
【００７３】
　再び図５を参照して、電圧センサ１８２は、蓄電装置１４０の電圧Ｖｓを検出し、その
検出値を車両ＥＣＵ１８０Ａへ出力する。電流センサ１８４は、整流器１３０から蓄電装
置１４０へ流れる電流Ｉｓを検出し、その検出値を車両ＥＣＵ１８０Ａへ出力する。
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【００７４】
　車両ＥＣＵ１８０Ａは、車両外部の給電装置２００（図１）から蓄電装置１４０の充電
時、電圧センサ１８２および電流センサ１８４からの各検出値に基づいて蓄電装置１４０
の充電電力を算出する。そして、車両ＥＣＵ１８０Ａは、その充電電力が最大となるよう
に、二次自己共振コイル１１０Ａの可変コンデンサ１１２（図６）の容量を調整すること
によって二次自己共振コイル１１０ＡのＬＣ共振周波数を調整する。
【００７５】
　以上のように、この実施の形態２においては、可変コンデンサ１１２により二次自己共
振コイル１１０ＡのＬＣ共振周波数を調整可能である。そして、蓄電装置１４０の充電電
力が最大となるように車両ＥＣＵ１８０Ａによって二次自己共振コイル１１０ＡのＬＣ共
振周波数が調整される。したがって、この実施の形態２によれば、車両の状況（積載状況
やタイヤの空気圧等）が変化しても、給電装置２００から電動車両１００Ａへの送電効率
を維持することができる。
【００７６】
　［実施の形態２の変形例１］
　二次自己共振コイルのＬＣ共振周波数を調整可能とするために、可変コンデンサ１１２
に代えて可変容量ダイオードを用いてもよい。
【００７７】
　図７は、この実施の形態２の変形例１における二次自己共振コイルの構成例を示した図
である。図７を参照して、この二次自己共振コイル１１０Ｂは、導線間に接続される可変
容量ダイオード１１４を有する。可変容量ダイオード１１４は、車両ＥＣＵ１８０Ａ（図
５）からの制御信号に基づいて容量可変であり、可変コンデンサ１１２と同様に、その容
量を変更することによって二次自己共振コイル１１０Ｂの容量を可変にする。
【００７８】
　そして、車両ＥＣＵ１８０Ａは、車両外部の給電装置２００（図１）から蓄電装置１４
０へ供給される充電電力が最大となるように、二次自己共振コイル１１０Ｂの可変容量ダ
イオード１１４の容量を調整することによって二次自己共振コイル１１０ＢのＬＣ共振周
波数を調整する。
【００７９】
　この変形例１によっても、実施の形態２と同様の効果を得ることができる。
　［実施の形態２の変形例２］
　実施の形態２およびその変形例１では、二次自己共振コイルの共振周波数を調整可能と
するために二次自己共振コイルの容量を可変としたが、二次自己共振コイルのインダクタ
ンスを可変としてもよい。
【００８０】
　図８は、この実施の形態２の変形例２における二次自己共振コイルの構成例を示した図
である。図８を参照して、この二次自己共振コイル１１０Ｃは、自己共振コイル１１６－
１，１１６－２と、自己共振コイル１１６－１，１１６－２間に接続されるスイッチ１１
８とを有する。スイッチ１１８は、車両ＥＣＵ１８０Ａ（図５）からの制御信号に基づい
てオン／オフされる。
【００８１】
　スイッチ１１８がオンすると、自己共振コイル１１６－１，１１６－２が連結され、二
次自己共振コイル１１０Ｃ全体としてのインダクタンスが大きくなる。したがって、スイ
ッチ１１８のオン／オフによって二次自己共振コイル１１０ＣのＬＣ共振周波数を変更す
ることができる。
【００８２】
　そして、車両ＥＣＵ１８０Ａは、車両外部の給電装置２００（図１）から蓄電装置１４
０へ供給される充電電力に基づいて、二次自己共振コイル１１０Ｃのスイッチ１１８をオ
ンまたはオフさせることによって二次自己共振コイル１１０ＣのＬＣ共振周波数を調整す
る。
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【００８３】
　なお、上記においては、二次自己共振コイル１１０Ｃは、２つの自己共振コイル１１６
－１，１１６－２と１つのスイッチ１１８とを有するものとしたが、さらに多くの自己共
振コイルとそれらを接続／切離可能なスイッチとを設けることによって、二次自己共振コ
イル１１０ＣのＬＣ共振周波数をより細かく調整することができる。
【００８４】
　この変形例２によっても、実施の形態２と同様の効果を得ることができる。
　［実施の形態３］
　二次自己共振コイル１１０の両端はオープン（非接続）であり、また、磁場の共鳴は障
害物による影響が小さい。そこで、この実施の形態３では、二次自己共振コイルが車輪の
中空タイヤ内部に設けられる。
【００８５】
　この実施の形態３における電動車両のパワートレーンの全体構成は、図３に示した電動
車両１００と同じである。
【００８６】
　図９は、実施の形態３による電動車両の車輪およびその近傍の垂直断面図である。図９
を参照して、車輪は、中空タイヤ５１０から成る。そして、中空タイヤ５１０の内部に車
輪と同芯の二次自己共振コイル１１０が設けられる。なお、二次自己共振コイル１１０は
、車輪のホイールに固設される。そして、車体５２０内の車輪近傍に、中空タイヤ５１０
内に設けられた二次自己共振コイル１１０から電磁誘導によって受電可能な二次コイル１
２０が配設される。
【００８７】
　中空タイヤ５１０内に二次自己共振コイル１１０が内蔵された車輪が給電装置の一次自
己共振コイル２４０の上部に位置するように車両が停車すると、中空タイヤ５１０内の二
次自己共振コイル１１０と一次自己共振コイル２４０とが磁場の共鳴によって磁気的に結
合され、一次自己共振コイル２４０から中空タイヤ５１０内の二次自己共振コイル１１０
へ電力が伝送される。そして、二次自己共振コイル１１０によって受電された電力が、車
輪近傍に配設された二次コイル１２０へ電磁誘導によって伝送され、図示されない蓄電装
置１４０へ供給される。
【００８８】
　なお、この実施の形態３では、二次自己共振コイル１１０と一次自己共振コイル２４０
との軸は一致せず、かつ、平行でもないが、磁場の共鳴による送電においては、二次自己
共振コイル１１０と一次自己共振コイル２４０との軸を一致させる必要は必ずしもなく、
また、平行である必要もない。
【００８９】
　この実施の形態３によれば、二次自己共振コイル１１０の配置スペースとして、中空タ
イヤ内部を有効に利用することができる。
【００９０】
　［実施の形態４］
　この実施の形態４では、車両側において二次自己共振コイルおよび二次コイルが複数セ
ット設けられる。これにより、車両の停車位置が規定位置に対してずれても、給電装置か
ら送電された電力が確実かつ十分に受電される。
【００９１】
　図１０は、この実施の形態４による電動車両の受電部近傍の構成を示した図である。な
お、この図１０では、二次自己共振コイルおよび二次コイルが３セット設けられる場合が
一例として示されるが、セット数は３セットに限られるものではない。
【００９２】
　図１０を参照して、この電動車両は、二次自己共振コイル１１０－１，１１０－２，１
１０－３と、二次コイル１２０－１，１２０－２，１２０－３と、整流器１３０とを含む
。二次自己共振コイル１１０－１，１１０－２，１１０－３は、車体下部において車両下
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面に平行に配設される。二次コイル１２０－１，１２０－２，１２０－３は、それぞれ二
次自己共振コイル１１０－１，１１０－２，１１０－３に対応して設けられ、整流器１３
０に対して互いに並列に接続される。
【００９３】
　なお、この実施の形態４による電動車両のその他の構成は、実施の形態１または２と同
じである。
【００９４】
　この実施の形態４によれば、二次自己共振コイルおよび二次コイルが複数セット設けら
れるので、車両の停車位置が規定位置に対してずれても、給電装置から送電された電力を
確実かつ十分に受電することができる。
【００９５】
　また、この実施の形態４によれば、二次自己共振コイル１１０－２を主受電コイルとし
て規定位置に車両が停車している場合においても、二次自己共振コイル１１０－２で受電
されない漏れ分をその他の二次自己共振コイルで受電できるので、送電効率を向上させる
ことができる。
【００９６】
　［実施の形態４の変形例１］
　上記においては、二次自己共振コイルおよび二次コイルがセットで複数設けられるもの
としたが、二次自己共振コイルだけを複数設けることによっても、伝送電力の漏れを低減
可能である。
【００９７】
　図１１は、実施の形態４の変形例１による電動車両の受電部近傍の構成を示した図であ
る。なお、この図１１では、二次自己共振コイルが３つ設けられる場合が一例として示さ
れるが、二次自己共振コイルの数は３つに限られるものではない。
【００９８】
　図１１を参照して、この電動車両は、二次自己共振コイル１１０－１，１１０－２，１
１０－３と、二次コイル１２０と、整流器１３０とを含む。二次自己共振コイル１１０－
１，１１０－２，１１０－３は、車体下部において車両下面に平行に配設される。二次コ
イル１２０は、二次自己共振コイル１１０－２に対応して設けられ、整流器１３０に接続
される。
【００９９】
　なお、この実施の形態４の変形例１による電動車両のその他の構成は、実施の形態１ま
たは２と同じである。
【０１００】
　この実施の形態４の変形例１によっても、二次自己共振コイル１１０－２で受電されな
い漏れ分をその他の二次自己共振コイルで受電できるので、伝送効率を向上させることが
できる。
【０１０１】
　［実施の形態４の変形例２］
　上記の変形例１では、二次自己共振コイルだけを複数設けるものとしたが、二次コイル
だけを複数設けることによっても、伝送電力の漏れを低減可能である。
【０１０２】
　図１２は、実施の形態４の変形例２による電動車両の受電部近傍の構成を示した図であ
る。なお、この図１２では、二次コイルが３つ設けられる場合が一例として示されるが、
二次コイルの数は３つに限られるものではない。
【０１０３】
　図１２を参照して、この電動車両は、二次自己共振コイル１１０と、二次コイル１２０
－１，１２０－２，１２０－３と、整流器１３０とを含む。二次コイル１２０－２は、二
次自己共振コイル１１０に対応して設けられる。そして、二次コイル１２０－１，１２０
－２，１２０－３は、車両下面に平行に配設され、整流器１３０に対して互いに並列に接
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続される。
【０１０４】
　なお、この実施の形態４の変形例２による電動車両のその他の構成は、実施の形態１ま
たは２と同じである。
【０１０５】
　この実施の形態４の変形例２によっても、二次コイル１２０－２で受電されない漏れ分
をその他の二次コイルで受電できるので、伝送効率を向上させることができる。
【０１０６】
　［実施の形態５］
　上述のように、給電装置の一次自己共振コイルと車両の二次自己共振コイルとの間の距
離の変化は、一次自己共振コイルおよび二次自己共振コイルの共鳴周波数に変化をもたら
す。そこで、この実施の形態５では、電動車両における受電状況が給電装置へ送信され、
電動車両の受電電力が最大となるように、給電装置において高周波電力の周波数すなわち
共鳴周波数が調整される。
【０１０７】
　図１３は、この実施の形態５による電動車両が適用される充電システムの全体構成図で
ある。図１３を参照して、この充電システムは、電動車両１００Ｂと、給電装置２００Ａ
とを備える。
【０１０８】
　電動車両１００Ｂは、図１に示した電動車両１００の構成において、通信装置１９０を
さらに含む。通信装置１９０は、給電装置２００に設けられる通信装置２５０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。
【０１０９】
　給電装置２００Ａは、図１に示した給電装置２００の構成において、通信装置２５０お
よびＥＣＵ２６０をさらに含み、高周波電力ドライバ２２０に代えて高周波電力ドライバ
２２０Ａを含む。通信装置２５０は、電動車両１００Ｂに設けられる通信装置１９０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、通信装置２５０に
よって受信された電動車両１００Ｂからの情報に基づいて高周波電力ドライバ２２０Ａを
制御する。
【０１１０】
　図１４は、図１３に示した電動車両１００Ｂのパワートレーンの全体構成を示す機能ブ
ロック図である。図１４を参照して、電動車両１００Ｂは、図３に示した電動車両１００
の構成において、電圧センサ１８２と、電流センサ１８４と、通信装置１９０とをさらに
含み、車両ＥＣＵ１８０に代えて車両ＥＣＵ１８０Ｂを含む。
【０１１１】
　車両ＥＣＵ１８０Ｂは、車両外部の給電装置２００Ａ（図１３）から蓄電装置１４０の
充電時、電圧センサ１８２および電流センサ１８４からの各検出値に基づいて蓄電装置１
４０の充電電力ＰＷＲを算出し、その算出した充電電力ＰＷＲを通信装置１９０へ出力す
る。通信装置１９０は、車両ＥＣＵ１８０Ｂから受ける充電電力ＰＷＲを車両外部の給電
装置２００Ａへ無線により送信する。
【０１１２】
　なお、電動車両１００Ｂのその他の構成は、図３に示した電動車両１００と同じである
。
【０１１３】
　図１５は、図１３に示した給電装置２００Ａの構成を示す機能ブロック図である。図１
５を参照して、通信装置２５０は、当該給電装置２００Ａから電動車両１００Ｂ（図１３
）への給電時、電動車両１００Ｂの通信装置１９０（図１３）から送信された電動車両１
００Ｂの充電電力ＰＷＲを受信し、その受信した充電電力ＰＷＲをＥＣＵ２６０へ出力す
る。
【０１１４】
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　ＥＣＵ２６０は、高周波電力ドライバ２２０Ａが発生する高周波電力の周波数ｆ１を設
定可能であり、その設定周波数ｆ１を高周波電力ドライバ２２０Ａへ出力することによっ
て高周波電力の周波数すなわち共鳴周波数を調整可能である。そして、ＥＣＵ２６０は、
通信装置２５０から受ける電動車両１００Ｂの充電電力ＰＷＲに基づいて、図１６に示す
ようにその充電電力ＰＷＲが最大となるように、高周波電力ドライバ２２０Ａが発生する
高周波電力の周波数をｆｓに調整する。
【０１１５】
　高周波電力ドライバ２２０Ａは、ＥＣＵ２６０からの指令に従って、交流電源２１０か
ら受ける電力を周波数ｆｓの高周波電力に変換し、その周波数ｆｓを有する高周波電力を
一次コイル２３０へ出力する。
【０１１６】
　以上のように、この実施の形態５においては、電動車両１００Ｂの受電状況が通信装置
１９０により給電装置２００Ａへ送信され、給電装置２００Ａの通信装置２５０によって
受信される。そして、電動車両の充電電力ＰＷＲが最大となるように、高周波電力ドライ
バ２２０Ａの発生する高周波電力の周波数がＥＣＵ２６０によって調整される。したがっ
て、この実施の形態５によれば、車両の状況（積載状況やタイヤの空気圧等）が変化して
も、給電装置２００Ａから電動車両１００Ｂへ高効率に送電することができる。
【０１１７】
　［実施の形態６］
　この実施の形態６では、給電装置から電力の供給を受ける電動車両の台数に応じて、給
電装置から供給される電力を調整可能な構成が示される。
【０１１８】
　図１７は、この実施の形態６における充電システムの全体構成図である。なお、この図
１７では、給電装置から電力の供給を受ける電動車両が２台の場合について示されるが、
電動車両の数はこれに限られるものではない。
【０１１９】
　図１７を参照して、この充電システムは、電動車両１００Ｂ－１，１００Ｂ－２と、給
電装置２００Ｂとを備える。電動車両１００Ｂ－１，１００Ｂ－２の各々は、図１４に示
した電動車両１００Ｂと同様の構成から成り、通信装置１９０（図１４）によって給電装
置２００Ｂと通信可能に構成される。そして、各電動車両１００Ｂ－１，１００Ｂ－２は
、給電装置２００Ｂからの給電を要求する旨の通知を給電装置２００Ｂへ送信する。
【０１２０】
　給電装置２００Ｂは、電動車両１００Ｂ－１，１００Ｂ－２から給電要求を受信すると
、電動車両１００Ｂ－１，１００Ｂ－２へ同時に充電電力を供給する。
【０１２１】
　図１８は、図１７に示した給電装置２００Ｂの構成を示す機能ブロック図である。図１
８を参照して、給電装置２００Ｂは、交流電源２１０と、高周波電力ドライバ２２０Ｂ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
Ａとを含む。
【０１２２】
　通信装置２５０は、電動車両１００Ｂ－１，１００Ｂ－２から給電要求を受信する。Ｅ
ＣＵ２６０Ａは、通信装置２５０によって受信された情報に基づいて、当該給電装置２０
０Ｂから電力の供給を受ける電動車両を特定する。そして、ＥＣＵ２６０Ａは、当該給電
装置２００Ｂから電力の供給を受ける電動車両の台数に応じた高周波電力を発生するよう
に、高周波電力ドライバ２２０Ｂへ電力指令ＰＲを出力する。
【０１２３】
　また、ＥＣＵ２６０Ａは、通信装置２５０によって受信された情報に基づいて、当該給
電装置２００Ｂから電力の供給を受ける電動車両がいないと判断すると、高周波電力ドラ
イバ２２０Ｂを停止するためのシャットダウン指令ＳＤＷＮを生成して高周波電力ドライ
バ２２０Ｂへ出力する。
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【０１２４】
　高周波電力ドライバ２２０Ｂは、ＥＣＵ２６０Ａからの電力指令ＰＲに基づいて、当該
給電装置２００Ｂから電力の供給を受ける電動車両の台数に応じた高周波電力を発生し、
その発生した高周波電力を一次コイル２３０へ出力する。
【０１２５】
　また、高周波電力ドライバ２２０Ｂは、ＥＣＵ２６０Ａからシャットダウン指令ＳＤＷ
Ｎを受けると、その動作を停止する。
【０１２６】
　以上のように、この実施の形態６によれば、給電装置と電動車両との間で通信すること
により給電装置２００Ｂから電力の供給を受ける電動車両を特定し、電力の供給を受ける
電動車両の台数に応じた高周波電力を高周波電力ドライバ２２０Ｂから発生するようにし
たので、給電を受ける電動車両が複数台であっても給電能率が低下することはない。
【０１２７】
　また、通信装置２５０によって受信された情報に基づいて、給電装置２００Ｂから電力
の供給を受ける電動車両がいないと判断した場合には、高周波電力ドライバ２２０Ｂを停
止するようにしたので、不必要に給電装置から電力が出力されるのを防止できる。
【０１２８】
　［実施の形態７］
　上記の実施の形態２では、車両側の二次自己共振コイルの共振周波数を可変とし、上記
の実施の形態５では、給電装置の高周波電力ドライバが発生する高周波電力の周波数を可
変とした。この実施の形態７では、給電装置側の一次自己共振コイルの共振周波数を可変
とする。
【０１２９】
　図１９は、この実施の形態７による給電装置の構成を示す機能ブロック図である。図１
９を参照して、この給電装置２００Ｃ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２４０Ａと、通信装置２５０と、ＥＣＵ２
６０Ｂとを含む。
【０１３０】
　一次自己共振コイル２４０Ａは、ＥＣＵ２６０Ｂからの制御信号に基づいて、当該コイ
ルの容量を変更可能に構成される。そして、一次自己共振コイル２４０Ａは、容量を変更
することによってＬＣ共振周波数を変更することができる。この一次自己共振コイル２４
０Ａの構成は、図６に示した二次自己共振コイル１１０Ａと同様である。
【０１３１】
　通信装置２５０は、当該給電装置２００Ｃから電動車両１００Ｂ（図１４）への給電時
、電動車両１００Ｂの通信装置１９０（図１４）から送信された電動車両１００Ｂの充電
電力ＰＷＲを受信し、その受信した充電電力ＰＷＲをＥＣＵ２６０Ｂへ出力する。
【０１３２】
　ＥＣＵ２６０Ｂは、電動車両１００Ｂの充電電力ＰＷＲが最大となるように、一次自己
共振コイル２４０Ａの可変コンデンサ１１２（図６）の容量を調整することによって一次
自己共振コイル２４０ＡのＬＣ共振周波数を調整する。
【０１３３】
　なお、実施の形態２の変形例１，２と同様に、一次自己共振コイル２４０Ａに代えて、
図７に示した二次自己共振コイル１１０Ｂと同様の構成を有する一次自己共振コイル２４
０Ｂや、図８に示した二次自己共振コイル１１０Ｃと同様の構成を有する一次自己共振コ
イル２４０Ｃを用いてもよい。
【０１３４】
　以上のように、この実施の形態７においては、一次自己共振コイル２４０Ａ（２４０Ｂ
，２４０Ｃ）のＬＣ共振周波数を調整可能である。そして、給電装置２００Ｃから電力の
供給を受ける電動車両の充電電力が最大となるようにＥＣＵ２６０Ｂによって一次自己共
振コイル２４０Ａ（２４０Ｂ，２４０Ｃ）のＬＣ共振周波数が調整される。したがって、
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この実施の形態７によれば、車両の状況（積載状況やタイヤの空気圧等）が変化しても、
給電装置２００Ｃから電動車両への送電効率を維持することができる。
【０１３５】
　［実施の形態８］
　この実施の形態８では、給電装置側において一次自己共振コイルおよび一次コイルが複
数セット設けられる。
【０１３６】
　図２０は、この実施の形態８による給電装置の構成を示した図である。なお、この図２
０では、一次自己共振コイルおよび一次コイルが３セット設けられる場合が一例として示
されるが、セット数は３セットに限られるものではない。
【０１３７】
　図２０を参照して、この給電装置２００Ｄは、交流電源２１０と、高周波電力ドライバ
２２０と、一次コイル２３０－１，２３０－２，２３０－３と、一次自己共振コイル２４
０－１，２４０－２，２４０－３とを含む。
【０１３８】
　一次自己共振コイル２４０－１，２４０－２，２４０－３は、地面に平行に配設される
。一次コイル２３０－１，２３０－２，２３０－３は、それぞれ一次自己共振コイル２４
０－１，２４０－２，２４０－３に対応して設けられ、高周波電力ドライバ２２０に対し
て互いに並列に接続される。
【０１３９】
　この実施の形態８においては、当該給電装置２００Ｄから電力の供給を受ける電動車両
の二次自己共振コイルとの間で磁気抵抗の最も低い一次自己共振コイルに対応する一次コ
イルに高周波電力ドライバ２２０からの電流が集中的に流れる。したがって、この実施の
形態８によれば、車両の停車位置が規定位置に対してずれても、給電装置から電動車両へ
確実かつ十分に電力を伝送することができる。
【０１４０】
　［実施の形態９］
　この実施の形態９も、実施の形態８と同様に、給電装置において一次自己共振コイルお
よび一次コイルが複数セット設けられる。そして、実施の形態８では、受動的に一次自己
共振コイルおよび一次コイルが選択されたのに対し、この実施の形態９では、給電装置か
ら電力の供給を受ける電動車両において充電電力が最大となる一次自己共振コイルおよび
一次コイルが積極的に選択される。
【０１４１】
　図２１は、この実施の形態９による給電装置の構成を示した図である。図２１を参照し
て、この給電装置２００Ｅは、図２０に示した実施の形態８における給電装置２００Ｄの
構成において、通信装置２５０および選択装置２７０をさらに含む。
【０１４２】
　通信装置２５０は、当該給電装置２００Ｅから電動車両１００Ｂ（図１４）への給電時
、電動車両１００Ｂの通信装置１９０（図１４）から送信された電動車両１００Ｂの充電
電力ＰＷＲを受信する。
【０１４３】
　選択装置２７０は、一次コイル２３０－１，２３０－２，２３０－３と高周波電力ドラ
イバ２２０との間に接続され、一次コイル２３０－１，２３０－２，２３０－３のいずれ
かを選択して高周波電力ドライバ２２０に電気的に接続可能に構成される。そして、選択
装置２７０は、通信装置２５０から受ける電動車両１００Ｂの充電電力ＰＷＲに基づいて
、その充電電力ＰＷＲが最大となる一次自己共振コイルおよび一次コイルのセットを選択
し、その選択された一次コイルを高周波電力ドライバ２２０に接続する。
【０１４４】
　この実施の形態９によっても、実施の形態８と同様に、車両の停車位置が規定位置に対
してずれても、給電装置から電動車両へ確実かつ十分に電力を伝送することができる。
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【０１４５】
　［実施の形態１０］
　上記の実施の形態８では、一次自己共振コイルおよび一次コイルがセットで複数設けら
れるものとしたが、一次自己共振コイルだけを複数設けてもよい。
【０１４６】
　図２２は、実施の形態１０による給電装置の構成を示した図である。なお、この図２２
では、一次自己共振コイルが３つ設けられる場合が一例として示されるが、一次自己共振
コイルの数は３つに限られるものではない。
【０１４７】
　図２２を参照して、この給電装置２００Ｆ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２４０－１，２４０－２，２４０－
３とを含む。
【０１４８】
　一次自己共振コイル２４０－１，２４０－２，２４０－３は、地面に平行に配設される
。一次コイル２３０は、一次自己共振コイル２４０－２に対応して設けられ、高周波電力
ドライバ２２０に接続される。
【０１４９】
　この実施の形態１０によれば、一次自己共振コイル２４０－２で送電されない電力の漏
れ分をその他の一次自己共振コイルで送電できるので、伝送効率を向上させることができ
る。
【０１５０】
　［実施の形態１１］
　この実施の形態１１では、一次コイルだけが複数設けられる。
【０１５１】
　図２３は、実施の形態１１による給電装置の構成を示した図である。なお、この図２３
では、一次コイルおよび高周波電力ドライバが３セット設けられる場合が一例として示さ
れるが、セット数は３セットに限られるものではない。
【０１５２】
　図２３を参照して、この給電装置２００Ｇは、交流電源２１０と、高周波電力ドライバ
２２０－１，２２０－２，２２０－３と、一次コイル２３０－１，２３０－２，２３０－
３と、一次自己共振コイル２４０とを含む。
【０１５３】
　一次コイル２３０－１，２３０－２，２３０－３は、一次自己共振コイル２４０と同軸
上に配設され、それぞれ高周波電力ドライバ２２０－１，２２０－２，２２０－３に接続
される。高周波電力ドライバ２２０－１，２２０－２，２２０－３は、交流電源２１０に
並列に接続され、それぞれ一次コイル２３０－１，２３０－２，２３０－３へ高周波電力
を出力する。
【０１５４】
　この実施の形態１１においては、複数の高周波電力ドライバ２２０－１，２２０－２，
２２０－３および一次コイル２３０－１，２３０－２，２３０－３によって一次自己共振
コイル２４０へ大電力が与えられる。したがって、この実施の形態１１によれば、給電装
置２００Ｇから電動車両へ大電力を伝送することができる。
【０１５５】
　なお、上記の各実施の形態において、整流器１３０と蓄電装置１４０との間に、蓄電装
置１４０の電圧に基づいて昇圧動作または降圧動作をするコンバータを設けてもよい。あ
るいは、二次コイル１２０と整流器１３０との間に、蓄電装置１４０の電圧に基づいて電
圧変換を行なうトランスを設けてもよい。あるいは、整流器１３０に代えて、蓄電装置１
４０の電圧に基づいて交直電圧変換を行なうＡＣ／ＤＣコンバータを設けてもよい。
【０１５６】
　なお、上記の各実施の形態においては、車両の走行時、信号ＳＥ１を活性化してシステ
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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ＳＭＲ２をオフさせ、車両外部の交流電源２１０から蓄電装置１４０の充電時は
、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をオンさせるものとしたが、信号ＳＥ
１，ＳＥ２を同時に活性化してシステムメインリレーＳＭＲ１，ＳＭＲ２を同時にオン可
能としてもよい。これにより、たとえば走行中に車両外部の交流電源２１０から蓄電装置
１４０を充電することも可能となる。
【０１５７】
　また、上記の各実施の形態においては、電動車両として、動力分割機構１７２によりエ
ンジン１７０の動力を分割して駆動輪１７４とモータジェネレータ１６２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１６２
を駆動するためにのみエンジン１７０を用い、モータジェネレータ１６４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１７０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。
【０１５８】
　また、この発明は、昇圧コンバータ１５２を備えないハイブリッド車にも適用可能であ
る。
【０１５９】
　また、この発明は、エンジン１７０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。
【０１６０】
　なお、上記において、モータジェネレータ１６４は、この発明における「電動機」の一
実施例に対応し、反射壁４１０，４２０は、この発明における「反射手段」の一実施例に
対応する。また、可変コンデンサ１１２、可変容量ダイオード１１４、およびスイッチ１
１８は、この発明における「調整装置」の一実施例に対応し、電圧センサ１８２、電流セ
ンサ１８４および車両ＥＣＵ１８０Ａは、この発明における「電力検出装置」の一実施例
を形成する。
【０１６１】
　さらに、車両ＥＣＵ１８０Ａは、この発明における「調整装置を制御する制御装置」の
一実施例に対応し、システムメインリレーＳＭＲ１，ＳＭＲ２は、それぞれこの発明にお
ける「第１のリレー」および「第２のリレー」の一実施例に対応する。また、さらに、Ｅ
ＣＵ２６０Ａは、この発明における「高周波電力ドライバを制御する制御装置」の一実施
例に対応し、ＥＣＵ２６０Ｂは、この発明における「調整装置を制御する制御装置」の一
実施例に対応する。
【０１６２】
　なお、今回開示された各実施の形態は、適宜組合わせて実施することも予定されている
。そして、今回開示された実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではな
いと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許
請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更
が含まれることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【０１６３】
【図１】この発明の実施の形態１による電動車両が適用される充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】図１に示す電動車両のパワートレーンの全体構成を示す機能ブロック図である。
【図４】反射壁の配置例を示した図である。
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【図５】実施の形態２による電動車両のパワートレーンの全体構成を示す機能ブロック図
である。
【図６】図５に示す二次自己共振コイルの構成例を示した図である。
【図７】実施の形態２の変形例１における二次自己共振コイルの構成例を示した図である
。
【図８】実施の形態２の変形例２における二次自己共振コイルの構成例を示した図である
。
【図９】実施の形態３による電動車両の車輪およびその近傍の垂直断面図である。
【図１０】実施の形態４による電動車両の受電部近傍の構成を示した図である。
【図１１】実施の形態４の変形例１による電動車両の受電部近傍の構成を示した図である
。
【図１２】実施の形態４の変形例２による電動車両の受電部近傍の構成を示した図である
。
【図１３】実施の形態５による電動車両が適用される充電システムの全体構成図である。
【図１４】図１３に示す電動車両のパワートレーンの全体構成を示す機能ブロック図であ
る。
【図１５】図１３に示す給電装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図１６】高周波電力の周波数と充電電力との関係を示した図である。
【図１７】実施の形態６における充電システムの全体構成図である。
【図１８】図１７に示す給電装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図１９】実施の形態７による給電装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図２０】実施の形態８による給電装置の構成を示した図である。
【図２１】実施の形態９による給電装置の構成を示した図である。
【図２２】実施の形態１０による給電装置の構成を示した図である。
【図２３】実施の形態１１による給電装置の構成を示した図である。
【符号の説明】
【０１６４】
　１００，１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｂ－１，１００Ｂ－２　電動車両、１１０，１１
０Ａ～１１０Ｃ，１１０－１，１１０－２，１１０－３，３４０　二次自己共振コイル、
１１２　可変コンデンサ、１１４　可変容量ダイオード、１１６－１，１１６－２　自己
共振コイル、１１８　スイッチ、１２０，１２０－１，１２０－２，１２０－３，３５０
　二次コイル、１３０　整流器、１４０　蓄電装置、１５０　ＰＣＵ、１５２　昇圧コン
バータ、１５４，１５６　インバータ、１６０　モータ、１６２，１６４　モータジェネ
レータ、１７０　エンジン、１７２　動力分割機構、１７４　駆動輪、１８０，１８０Ａ
，１８０Ｂ　車両ＥＣＵ、１８２　電圧センサ、１８４　電流センサ、１９０，２５０　
通信装置、２００，２００Ａ～２００Ｇ　給電装置、２１０　交流電源、２２０，２２０
Ａ，２２０Ｂ、２２０－１，２２０－２，２２０－３　高周波電力ドライバ、２３０，２
３０－１，２３０－２，２３０－３，３２０　一次コイル、２４０，２４０Ａ～２４０Ｃ
，２４０－１，２４０－２，２４０－３，２４０Ａ～２４０Ｃ，３３０　一次自己共振コ
イル、２６０，２６０Ａ，２６０Ｂ　ＥＣＵ、２７０　選択装置、３１０　高周波電源、
３６０　負荷、４１０，４２０　反射壁、５１０　中空タイヤ、５２０　車体、ＳＭＲ１
，ＳＭＲ２　システムメインリレー、Ｃ１，Ｃ２　平滑コンデンサ、ＰＬ１，ＰＬ２　正
極線、ＮＬ　負極線。
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