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(57)【要約】
【課題】非接触充電器を保護することができる非接触充
電器の車輛への取付構造を提供する。
【解決手段】受電コイル１１を有する受電ユニット１０
の電気自動車１への取付構造であって、電気自動車１の
前後方向に沿って延在し、電気自動車１のフロアパネル
２に固定されていると共に、受電ユニット１０が固定さ
れた支持部材３０と、電気自動車１の車幅方向に沿って
延在し、受電ユニット１０の後方に設けられた保護部材
４０と、を備えており、保護部材４０は、支持部材３０
の下面に固定されている。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受電コイルを有する非接触充電器の車輛への取付構造であって、
　前記車輛の前後方向に沿って延在し、前記車輛のフロアパネルに固定されていると共に
、前記非接触充電器が固定された支持部材と、
　前記車輛の車幅方向に沿って延在し、前記非接触充電器の後方に設けられた保護部材と
、を備えており、
　前記保護部材は、前記支持部材の下面に固定されていることを特徴とする非接触充電器
の取付構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の非接触充電器の取付構造であって、
　前記非接触充電器の受電面が露出するように、前記非接触充電器が前記支持部材に固定
されていることを特徴とする非接触充電器の取付構造。
【請求項３】
　請求項２に記載の非接触充電器の取付構造であって、
　前記非接触充電器の上面が、前記支持部材の下面に固定されていることを特徴とする非
接触充電器の取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受電コイルを有する非接触充電器の車輛への取付構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電動車のバッテリを非接触充電するために地上側の給電コイルと電磁的に結合する受電
コイルを、電動車の後部トランクの底面に貼り付けたものが知られている（例えば特許文
献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－２２７００７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の技術では、受電コイルが後方に向かって露出しているため、電動車の後退時に受
電コイルに縁石等が接触するおそれがある。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、非接触充電器を保護することができる非接触充電器
の車輛への取付構造を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明では、車幅方向に沿って延在する保護部材を非接触充電器の後方に設けると共に
、非接触充電器が固定された支持部材の下面に保護部材を固定することで、上記課題を解
決する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、保護部材が、非接触充電器の後方且つ支持部材よりも下方に位置して
いるので、車輌後退時にこの保護部材によって縁石等から非接触充電器を保護することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
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【図１Ａ】図１Ａは、本発明の実施形態における非接触充電のための電気自動車の動作を
説明するための図であり、電気自動車が給電ユニットに接近している様子を示す図である
。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明の実施形態における非接触充電のための電気自動車の動作を
説明するための図であり、電気自動車が充電駐車位置で停止した状態を示す図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態における電気自動車の後部の断面図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態における電気自動車の後部を下方から見た斜視図であ
る。
【図４】図４は、本発明の実施形態における電気自動車の後部の底面図である。
【図５】図５は、本発明の実施形態における取付ユニットを示す図であり、図３のV方向
矢視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１０】
　図１Ａ及び図１Ｂは非接触充電のための電気自動車の動作を説明するための図である。
【００１１】
　本実施形態における電気自動車（ＥＶ）１は、図１Ａ及び図１Ｂに示すように、走行用
の電動モータに電力供給するバッテリを充電するために、受電コイル１１を有する受電ユ
ニット１０を備えている。この受電ユニット１０は、電気自動車１の後部に取り付けられ
ている。
【００１２】
　一方、同図に示すように、地上側には、給電コイル５１を有する給電ユニット５０が設
置されており、電磁誘導や電磁場共鳴等によって受電コイル１１と給電コイル５１とを電
磁的に結合することで、バッテリを非接触で充電する。
【００１３】
　実際にバッテリを充電する場合には、図１Ａに示すように、先ず、給電ユニット５０が
設置されている充電駐車位置に電気自動車１を後退させて、受電ユニット１０を給電ユニ
ット５０に接近させる。そして、図１Ｂに示すように、受電ユニット１０が給電ユニット
５０に対向する位置に達したら、電気自動車１を停止させて充電を開始する。
【００１４】
　以下に、本実施形態における受電ユニット１０の電気自動車１への取付構造について、
図２～図５を参照しながら説明する。
【００１５】
　図２は本実施形態における電気自動車の後部の断面図、図３は本実施形態における電気
自動車の後部の下方から見た斜視図、図４は本実施形態における電気自動車の後部の底面
図、及び図５は本実施形態における取付ユニットを示す図である。なお、図３では、取付
ユニット２０の構造の理解を容易にするために、受電ユニット１０を破線で示している。
【００１６】
　本実施形態では、図２～図４に示すように、受電ユニット１０は、取付ユニット２０を
介して電気自動車１のフロアパネル２に取り付けられている。この取付ユニット２０は、
一対の支持部材３０と、保護部材４０と、から構成されている。
【００１７】
　それぞれの支持部材３０は、平面視において電気自動車１の前後方向に延在する角筒の
棒状部材であり、例えば、アルミニウム、鉄、ニッケル、又はそれらのうちの少なくとも
一つを含む合金等から構成されている。
【００１８】
　この支持部材３０は、第１の固定部３１と、第１の支持部３２と、第１の屈曲部３３と
、を有している。この支持部材３０は、第１の固定部３１でボルト締結等によってフロア
パネル２に固定されている。
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【００１９】
　一方、この支持部材３０の第１の支持部３２には、受電ユニット１０がボルト締結等に
よって固定されている。このように、本実施形態では、支持部材３０を介して受電ユニッ
ト１０をフロアパネル２に取り付けるので、電気自動車１の車高に依存することなく、支
持部材３０の高さによって、受電コイル２１と給電コイル５１との間の距離を設定するこ
とができる。
【００２０】
　しかも、本実施形態では、受電ユニット１０とフロアパネル２との間に一つの部材を介
在させるだけであるので、簡単且つ低コストで送電効率の向上を図ることができる。また
、既存の電気自動車に対しても、非接触充電用の受電ユニット１０を簡単に後付けするこ
ともできる。
【００２１】
　この際、本実施形態では、特に図２に示すように、当該受電ユニット１０の背面１２（
同図における上面）が第１の支持部３２の下面３２１と接触するように、受電ユニット１
０が第１の支持部３２に取り付けられている。
【００２２】
　このため、受電ユニット１０の受電面１３（受電ユニット１０において給電ユニット５
０と対向することとなる面。図１Ｂ参照。）が下方に向かって常に露出しており、受電ユ
ニット１０と給電ユニット５０との間に支持部材３０が介在することがない。そのため、
本実施形態では、非接触充電時に受電コイル１１と給電コイル５１との間に形成される磁
束が、支持部材３０によって妨げてられてしまうことがない。
【００２３】
　また、特に図４に示すように、この第１の支持部３２は、電気自動車１の一対の後輪４
の間に設けられているので、この第１の支持部３２に固定された受電ユニット１０の受電
コイル１１も、後輪４の間に位置している。一般的に、後輪４のホイールは、アルミニウ
ム等の透磁率の低く且つ導電率の高い材料から構成されている。本実施形態では、こうし
た後輪４のホイールに受電コイル１１が挟まれているので、非接触充電時に受電コイル１
１と給電コイル５１との間に形成される磁束が側方に漏洩するのを抑制することができる
。
【００２４】
　また、支持部材３０が棒状の部材で構成されているので、受電ユニット１０の背面１２
を露出させることができる。このため、受電ユニット１０を効率的に冷却することができ
る。
【００２５】
　さらに、この第１の支持部３２の下面３２１にはノッチ３４が形成されている。このノ
ッチ３４は、電気自動車１の車幅方向に平行に延在しており、特に図４に示すように、平
面視において受電コイル１１の略中央に対応するように形成されている。
【００２６】
　例えば、電気自動車１の後退時に取付ユニット２０に縁石等が接触した場合には、この
ノッチ３４を起点として、受電ユニット１０自体が折れ曲がるので、電気自動車１の他の
部品（例えば、受電ユニット１０に接続されたハーネスやバッテリ等）の損傷を抑制する
ことができる。
【００２７】
　この際、ノッチ３４を支持部材３０の下面３２１に形成しておくことで、受電ユニット
１０をフロアパネル２側に折り曲げることができ、折れ曲がった受電ユニット１０が地面
に接触するのを防止することができる。
【００２８】
　また、支持部材３０を棒状部材で構成しているので、板状部材と比較して、受電ユニッ
ト１０と共に支持部材３０も折り曲げやすくなっている。
【００２９】
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　また、受電コイル１１が放射状に配置されたフェライトを有している場合であっても、
ノッチ３４を受電コイル１１の略中央に対応するように形成しているので、当該フェライ
トに邪魔されることなく受電コイル１１を折り曲げることが可能となっている。
【００３０】
　支持部材３０において、第１の固定部３１と第１の支持部３２とは第１の屈曲部３３を
介して繋がっている。第１の固定部３１及び第１の支持部３２がフロアパネル２の平面方
向に対してほぼ平行に延在しているのに対し、この第１の屈曲部３３は、フロアパネル２
２の法線方向（すなわち鉛直方向）に延在しており、第１の固定部３１と第１の支持部３
２との間に略階段状の段差を形成している。
【００３１】
　このため、受電ユニット１０は支持部材３０によってフロアパネル２から離れた状態で
保持されており、受電ユニット１０の背面１２とフロアパネル２の下面との間には空間３
が形成されている。
【００３２】
　本実施形態では、受電ユニット１０とフロアパネル２との間に形成されたこの空間３に
風が通ることで、受電ユニット１０が効率的に冷却される。
【００３３】
　また、空間３を受電ユニット１０とフロアパネル２との間に形成することによって、例
えば、電気自動車１の後退時に取付ユニット２０に縁石等が接触した場合や脱輪時にフロ
アパネル２の破損を防止することもできる。
【００３４】
　一方、取付ユニット２０の保護部材４０は、平面視において電気自動車１の車幅方向に
延在する角筒の棒状部材であり、例えば、アルミニウム、又はアルミニウムを含む合金等
から構成されている。
【００３５】
　保護部材４０をこうした透磁率が低く且つ導電率の高い材料で構成することで、非接触
充電時に受電コイル１１と給電コイル５１との間に形成される磁束が後方に漏洩するのを
抑制することができる。
【００３６】
　この保護部材４０は、図３及び図５に示すように、第２の支持部４１と、第２の固定部
４２と、第２の屈曲部４３と、を有している。
【００３７】
　第２の支持部４１の上面４１１には、支持部材３０の第１の支持部３２の後端がボルト
締結等によって固定されており（すなわち、保護部材４０は支持部材３０の下面３２１に
固定されており）、保護部材４０は、支持部材３０の後端を支持している。この第２の支
持部４１の両端には、第２の屈曲部４３を介して第２の固定部４２が繋がっており、保護
部材４０は第２の固定部４２でフロアパネル２にボルト締結等によって固定されている。
【００３８】
　本実施形態では、図２～図４に示すように、保護部材４０が受電ユニット１０の後方に
設けられている。このため、電気自動車１の後退時に保護部材４０によって縁石等から受
電ユニット１０を保護することができる。
【００３９】
　また、本実施形態では、保護部材４０が、受電ユニット１０を支持している支持部材３
０より下方に位置している。このため、電気自動車１の後退時や脱輪時に保護部材４０に
よって縁石等から受電ユニット１０を保護することができる。
【００４０】
　また、図２に示すように、保護部材４０の第２の支持部４１の下面４１２は、受電ユニ
ット１０の下面１３（すなわち受電面１３）よりも下方に位置している。このため、電気
自動車１の後退時や脱輪時に保護部材４０によって縁石等から受電ユニット１０を保護す
ることができる。
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　さらに、図５に示すように、第２の支持部４１及び第２の固定部４２は、フロアパネル
２の平面方向にほぼ平行となっているのに対し、第２の屈曲部４３は、フロアパネル２の
法線方向に対して傾斜している。このように第２の屈曲部４３を傾斜させることで保護部
材４０の剛性が低くなるので、例えば、縁石との接触時や脱輪時に取付ユニット２０に加
わる荷重を保護部材４０によって効率的に吸収することができる。
【００４２】
　以上のように、本実施形態では、保護部材４０を、受電ユニット１０の後方且つ支持部
材３０よりも下方に位置させることで、電気自動車１の後退時に保護部材４０によって縁
石等から受電ユニット１０を保護することができる。
【００４３】
　また、本実施形態では、受電ユニット１０の背面１２と支持部材３０の下面３２１とが
接触するように、受電ユニット１０が支持部材３０に固定されているので、受電ユニット
１０の受電面１３は、支持部材３０で遮られることなく、下方に向かって露出している。
このため、非接触充電時に受電コイル１１と給電コイル５１との間に形成される磁束が、
支持部材３０によって妨げられてしまうことがない。
【００４４】
　本実施形態における電気自動車１が本発明における車輌の一例に相当し、本実施形態に
おける受電ユニット１０が本発明における非接触充電器の一例に相当する。
【００４５】
　なお、以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであ
って、本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記の実施形態に
開示された各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨
である。
【符号の説明】
【００４６】
１…電気自動車
　２…フロアパネル
　　３…空間
　４…後輪
　１０…受電ユニット
　　１１…受電コイル
　　　１２…背面
　　　１３…受電面
　２０…取付ユニット
　　３０…支持部材
　　　３１…第１の固定部
　　　３２…第１の支持部
　　　　３２１…下面
　　　３３…第１の屈曲部
　　　　３４…ノッチ
　　４０…保護部材
　　　４１…第２の支持部
　　　　４１１…上面
　　　　４１２…下面
　　　４２…第２の固定部
　　　４３…第２の屈曲部
５０…給電ユニット
　５１…給電コイル
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