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　最近，通信技術の発展によりあらゆる情報端末がネットワークに接続する社会が到来すると話題となって
いる．情報端末であるため電力が必要となるが，全ての端末を電源に接続するのは厄介である．そこで注目
されるのが無線（ワイヤレス）での電力供給である．また，気候変動などの環境問題に対する方策の一つと
して，二酸化炭素などの排ガスを出さない電気自動車の普及がこれまで以上に求められる時代となってきて
いる．電気自動車の充電にも，充電プラグを接続することなくワイヤレスで充電できれば使いやすさが増す
と期待される．ましてや移動しながらでも給電できるようになれば飛躍的な利便性の向上と言えよう．この
ように，電源への接続を必要としないワイヤレスでの電力給電，電力伝送が，これからの社会の実現に向け
て大いに注目を集めている．
　ワイヤレスでの電力伝送は，実は歴史が古い．1890 年代終盤にニコラ・テスラが無線での電力伝送を考案
していたことが知られている．これは，同じく無線を使った通信の実験が，マルコーニによりなされた時期
と近い時期である．ワイヤレス電力伝送は，その当時はうまく発展できなかった．一方で無線通信は成功し，
その後大いに発展して，今や社会に欠かせない重要な基盤となった．ワイヤレス電力伝送は，無線通信に遅
れること 100 年ほどたち，近年，目覚ましい技術革新がなされ大きく発展するときが来ている．ワイヤレス
電力伝送技術は，通信技術とともに将来社会を支える重要な基盤技術として位置付けられるようになってき
た．
　本小特集は，ワイヤレス電力伝送について，専門家の方々に分かりやすく解説頂き，最新技術ついて論じ
て頂く．まず，技術的，政策的な概要を解説頂き，次に，ワイヤレス電力伝送における高周波回路理論を論
じて頂く．そして，ワイヤレス電力伝送の最新の技術研究として，共振結合方式のワイヤレス電力伝送にお
ける回路要素である可変リアクタに関する研究，マイクロ波空間伝送方式のワイヤレス電力伝送における
IoT 端末向けの屋内伝送の研究，またドローンなどの移動物体への給電や長距離電力伝送といった屋外伝送
の研究について，それぞれ論じて頂く．更に，ワイヤレス電力伝送における電波放射の人体への影響につい
て解説頂く．この先，情報通信の進歩と合わせて発展が期待されるワイヤレス電力伝送について，多くの読
者に読んで頂ければうれしい限りである．また，本号では，「子どもに教えたい通信のしくみ」のコーナーで
も，スマートフォンなどの無線給電として使われているワイヤレス充電の仕組みについて解説されているの
で，併せて読んで頂きたい．
　最後に，本小特集に御執筆頂いた著者の皆様には，大変興味深い記事，論文を御執筆頂き心から感謝申し
上げます．
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1 利用範囲が拡大するワイヤレ
ス電力伝送技術

既に，私たちの周りには，ワイヤレス電力伝送
（WPT：Wireless Power Transmission/Transfer， 以
降WPTと表記する）技術が用いられているものが多い．
電気屋さんに行けば，スマートフォン，電動歯ブラシ，
コードレスフォンなどに利用するワイヤレス充電・給電
機器が容易に手に入る．また，一般には余り知られてい
ないかもしれないが，工場内の自動搬送車両（AGV：
Automatic Guided Vehicle）の充電用途にも既に実用
化されている．更に，近々には，電気自動車（EV：

Electric Vehicle）への充電用途のためのWPTシステ
ムが商用化される見込みである．
WPT技術は電気機器の全てに利用可能であり，ケー

ブルレスの電源供給，移動するものに対する充電・給電
を実現するなど，ユーザに対して利便性をもたらしてく
れるものであることから，今後は，図 1に示すように，
更に利用範囲が広まると考えられる．ここで，WPT技
術における大電力化，遠距離化，高効率化，高安全性が
ポイントになる．また，自動運転，ロボット，ドローン
など今後の社会に変革をもたらす移動体との相性が良い
特徴もある．
本稿では，２.において未来社会におけるWPT技術

解説　Society 5.0 に貢献するワイヤレス電力伝送システム――実用化に向けた課題と取組み―― 7

小特集 未来社会を支えるワイヤレス電力伝送

ⓒ電子情報通信学会2021

解　説

図1　既に実用化されているWPT技術と今後の発展
＊出典： 使用した図・写真は次の文献・資料から引用．①産業競争力懇談会　2016年度推進テーマ「ワイヤレス電力伝送の

普及インフラシステム」最終報告書，②情報通信審議会ワイヤレス電力伝送作業班第5回資料5-4-2，③ ITU-R文
書“Annex 6 to Document 1A/260-E-0”
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の貢献について述べ，３.において複数のWPT技術方
式について説明するとともに，2030 年を想定した
WPT技術の適用分野について説明する．また，４.で
は，WPT技術の実用化に必要な国内外での制度化の状
況について紹介する．

2 ワイヤレス電力伝送技術によ
る未来社会への貢献

WPT技術の有効性は利便性だけではない．様々なメ
リットから未来社会への貢献も期待される．図 2には，
内閣府が提唱する Society 5.0（超スマート社会）（1）の
実現に向け，WPT技術がどう貢献できるかという観点
でまとめてみた．Society 5.0 社会での要求として，図
2に示すように，①安心・安全で健康な社会への実現，
②全ての‘もの’への柔軟かつ効率的なエネルギーの
供給，③脱炭素化，④エネルギーシステムの安定性維持
などがあり，その各々の要求に対してWPT技術で解決
されることが多い．例えば，菅総理大臣の所信表明演説
での「2050 年までに，温室効果ガスの排出を全体とし
てゼロにする」という脱炭素社会の実現に向けては，日
本の二酸化炭素排出量の約 20%を示す運輸部門におい
て，EVや走行中給電の普及による脱炭素効果は大きく，
そこにWPT技術は大きく貢献するはずである．また，
新型コロナウイルスによるパンデミックの最中にある状
況において，バイタルセンサ，医療機器へのワイヤレス
給電が医療現場における機器の柔軟配置や労力の効率化
をもたらすことなどへの期待が大きい．内閣府の戦略的

イノベーション創造プログラム（SIP：Cross-ministerial 
Strategic Innovation Promotion Program）の第 2 期
（2018 年度から2022年度までの5年間）の課題「IoE
（Internet of Energy）社会のエネルギーシステム」の中
では， WPTシステムの早期の社会実装に向けた検討（2），（3）

が進められており，WPTシステム向けの高周波GaNデ
バイス（4），IoT センサ向け屋内給電WPTシステム（5），
EV走行中給電システム（6），ドローン用WPTシステム（7）

の研究開発が行われている．

3 WPT技術方式とその適用分野
WPT技術は社会へ多くの便益を提供するものである

が，幾つかの技術方式があり，伝送電力，電力伝送効
率，電力伝送距離などの性能により使い分けがされてい
る．技術の詳細については各々参考文献などを参考にし
て頂き，ここでは概要のみ以下に記載する．
（1） 電磁誘導方式WPT（3）：送電コイルに励振する電

流により高周波磁界を発生させ，これを受電コ
イル側に結合させ，受電コイルに発生する誘導
電流により電力を取り出す方式．一般的に，電
力伝送距離は短いが，大電力伝送が可能であり，
電力伝送効率も高い．

（2） 磁界共振方式WPT（3），（6），（8）：基本的な原理は電
磁誘導方式と同じであるが，電気回路的に共振
回路になるように形成することにより，電磁誘
導方式WPTに比較して電力伝送距離を大きくで
きる．また，位置合わせについては，多少のコ
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図2　Society 5.0 社会におけるWPT技術の利用効果
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イル位置ずれがあっても電力伝送が可能である．
この方式は磁界（磁場，磁気）共鳴方式などと
呼ばれることもある．前述の電磁誘導方式と統
合して，磁界結合方式とも呼ばれる．

（3） 電界結合方式WPT（3），（7），（9）：送電電極と受電電
極によりコンデンサ（キャパシタ）を構成する
ことにより，回路的に接続されることが基本的
な動作原理である．電極間に電界が発生し，そ
れが結合することにより電力伝送が行えること
から，電界結合方式と呼ばれる．電力伝送距離
は短いが，大電力伝送，高い電力伝送効率が可
能である．磁界共振方式のように，こちらはイ
ンダクタを付加することにより共振回路を形成
する方式もある．（電界共振方式と呼ばれる．）

（4） マイクロ波空間伝送方式WPT（3），（5），（10），（11）：前
述の（1）～（3）の方式は，比較的近傍の領域
での電力伝送を行うものである一方で，マイク
ロ波空間伝送方式WPTはアンテナにより意図的
に電波を放射させ，アンテナにより受電するこ
とで，遠くまで電力を伝送する方式になる．し
かし，一般的には電力伝送効率が低い．アンテ
ナサイズがポイントになることから，マイクロ
波などの高い周波数帯を利用することが多い．

（5） 光伝送方式WPT（12）：前述の（1）～（4）の方
式は，いわゆる電磁波を利用するものであるが，
これらに対して，赤外線など光周波数帯で電力
伝送を行う方式についても研究が盛んに進めら

れている．送受電のための光デバイスが比較的
小さくできる，光の直進性を利用して遠距離ま
で電力伝送できるなどの利点がある．

ここで，図 1に挙げたような応用分野に対して，前
述のWPT技術方式のどれが有効かということを考えて
みたい．図 3には，受電電力と電力伝送距離を指標に，
2030 年を想定して実現されると考えられる応用分野と
その技術方式について示してみた．ここで，「実現され
る」という点については，コストなどの点で経済的にビ
ジネスモデルが成り立つようなことを想定しており，コ
スト度外視で技術的に実現できるようなものは除外して
いることに留意されたい．また，この図は研究開発に携
われている方の中には異論もあるかもしれないが，あく
までも筆者の経験と知識によるところであることも御了
解願いたい．この図のポイントは以下である．
・ 電力伝送距離が数十 cm以下であれば，受電電力の
大小によらず，磁界共振方式，電界結合方式は適用
範囲が広く，今後の発展性も高い．EVの走行中給
電などは経済成立性の問題もクリアできている（6）．

・ 一方，電力伝送距離が 1 mを超えるような用途に
ついては，マイクロ波空間伝送方式，若しくは光伝
送方式が有効である．しかし，コストなどの点を考
えると受電電力が 100 Wを超えると実用化は厳し
い．

・ 電力伝送距離が数十mを超える場合には，マイク
ロ波空間伝送方式よりも光伝送方式の方が有効であ
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図3　2030年を想定したWPT適用分野とその技術方式
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る．理由は，光領域での送電を行うことから送受電
デバイスともに小形化が可能であるからである．

・ 電力伝送距離が 1 mを超える領域で受電電力 100 
W程度以上については，研究開発レベルでの例は
あるものの，2030 年頃の想定で経済性を考えて実
用化できるかという点ではまだ解がないように思
う．後述する制度面でのハードルも高い．逆の見方
をすると，この領域で実用化できる技術方式が実現
できれば，間違いなくイノベーションの実現となる．

4 ワイヤレス電力伝送の制度の状況
本章では，電波法の取扱い対象になる電磁誘導方式，

磁界共振方式，電界結合方式，マイクロ波空間伝送方式
についての制度化の状況について説明する．言うまでも

なく，WPT技術の実用化のためには，電波法上での取
扱いが明確になっている必要がある．図 4に，WPT技
術方式ごとの電波法上及び国際法規上での取扱いについ
て現状を示す．
電磁誘導方式，磁界共振方式，電界結合方式の各

WPT技術方式については，意図的に電磁波を放射する
ものでないことから，国内の電波法上では「高周波利用
設備」の扱いになっている．一方，マイクロ波空間伝送
方式に関しては，現段階で明確な電波法上のカテゴリー
はまだない．（実験局としての申請は可能．）しかし，
2019年 2月に始まった総務省での制度化検討の議論の
結果，意図的に電波を放射するものであることから，
「無線設備」として制度化される方向になっている（13）．
以下に，高周波利用整備扱いのWPT機器とマイクロ波
空間伝送方式WPT機器の国内制度の状況について説明
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表1　磁界結合方式と電界結合方式WPTの国内電波法での取扱い状況

送電電力 磁界結合方式 電界結合方式

50W以下
通信を伴わないWPT機器は高周波利用設備としての扱い．50Wを超えなければ，個別許可申請は不要．
　⇒　 電波有効利用成長戦略懇談会報告書において，「実態を踏まえて規律の在り方を検討することが必要」

とされている．

50W以上
数百Wクラス

基本的には高周波利用設備として個別許可申請が必要．
ただし，
モバイル機器用6.78MHz帯磁界結合方式WPTは高
周波利用設備 /型式指定機器として省令化

基本的には高周波利用設備として個別許可申請が必要．
ただし，
モバイル機器用400kHz 帯電界結合方式WPTは高周
波利用設備 /型式指定機器として省令化

数 kWクラス
基本的には高周波利用設備として個別許可申請が必要．
ただし，
電気自動車用85kHz 帯磁界結合方式WPTは高周波利
用設備 /型式指定機器として省令化

高周波利用設備として個別許可申請が必要

10kW以上 高周波利用設備として個別許可申請が必要

図4　 WPT技術方式ごとの電波法での取扱い状況
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する．

4.1　高周波利用設備としてのWPT制度の状況
表 1に，磁界結合方式（電磁誘導方式と磁界共振方

式の総称）と電界結合方式WPTについての現在の電波
法での取扱い状況を示す．概要は以下のとおりである．
・ 磁界結合方式と電界結合方式WPTについては高周
波利用設備の対象．

・ 基本的には高周波利用設備は個別設置許可が必要で
あるが，高周波出力が 50 W以下で通信を伴わない
WPT機器については個別許可申請が不要．現在，
市場に出回っている携帯端末向けのワイヤレス充電
器はこの扱いになる．

・ 以下の 50 Wを超えるWPT機器については，高周
波利用設備の型式指定機器（電波法施行規則第
四十六条）として 2016 年に省令化された（14）．総
務大臣により型式指定機器として指定を受ければ，
どこでも利用できる．（ただし電気自動車用WPT
機器に関しては鉄道線路より 5 m以上離す条件あ
り．）

◇電気自動車（EV）用 85 kHz 帯磁界結合方式WPT
◇モバイル機器用 6.78 MHz帯磁界結合方式WPT
◇モバイル機器用 400 kHz 帯電界結合方式WPT
前述の三つのWPT機器の省令化にあたっては，「ほ

かの無線システムへの干渉が許容できるレベル以下であ
ること」，「総務省の電波防護指針をクリアし，電磁波に
よる人体防護に対して安全であること」などの条件の下

に詳細な議論を行い，安全で安心して利用できるWPT
機器として制度化がなされた．
また，今後のWPT機器の普及・発展を考えると，更

なる製品の適用範囲の拡大や多様化にも対応できるよう
に次のようなWPT機器の制度化の必要性もあると考え
られる．
①　 EV 用 WPT 機器の制度の拡張：具体的には， 

AGVなどの産業用機器，カートやマイクロEV，
電動バイクなどのパーソナルモビリティなどへ
の応用やバス向けなどへの大電力化などが挙げ
られる．

②　 家電・モバイル機器向け磁界結合方式WPTの大
電力化対応：PCなどへの充電・給電には 100 W
クラスの電力伝送が必要になる．これまで，50 
W以下で設置許可不要であったWPT機器をベー
スに，産業界としては大電力化へ対応したい要望
がある．

③　 産業用途向けに電界結合方式WPTの大電力化：
制度化された電界結合方式WPTを産業用途のロ
ボットやAGV，ドローンなどに活用する検討が
始まっている．kWクラスの大電力化に対応した
制度化が産業界から要望されている．

このうち，②と③に関しては，ブロードバンドワイヤ
レスフォーラム（BWF）（15）から総務省へ制度化要望を
提出し，総務省の電波利用環境委員会のWPT作業班に
おいて制度化に向けた技術条件の検討が開始された（16）．
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図5　マイクロ波帯空間伝送WPTの初期段階（第1ステップ）の実用化形態（17）
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4.2　マイクロ波空間伝送WPTの制度化の状況
WPTシステムにおける電力伝送距離を伸ばすことに

より，WPT技術の利用範囲が広がることは言うまでも
ない．そこで，マイクロ波空間伝送WPTの制度化の議
論がスタートしている．
産業界として，以下の実用化シナリオを想定してい

る．
◇ 第 1ステップ：2020 年実用化．屋内限定で人体検
知時には送電を止めるなど利用条件が限定される．
送電電力は数十Wクラスで，IoT センサ，モバイ
ル機器向けが中心．この利用形態を図 5に示す．

◇ 第 2 ステップ：2022 年頃の実用化を目指す．屋
内・屋外利用で第 1ステップと送電電力や受電対
象機器は同じであるが，人体回避技術やほかの無線
システムとの共用化技術を確立することにより，人
体やほかの無線システムが存在する環境において
も同時にワイヤレス電力伝送を行う．

◇ 第 3ステップ：2025 年以降の実用化を目指す．屋
内・屋外利用で，kWクラスの大電力化を行い，ス
マートモビリティ，ロボット，ドローン向けとして
利用する．

前述の特に第1ステップに関しては，2018年 2月に
開催された総務省電波有効利用成長戦略懇談会（第6回）
において，BWFからマイクロ波空間伝送WPT に関す
る制度化の要望を公表した（17）ことをきっかけに，総務
省の陸上無線通信委員会の空間伝送方式ワイヤレス電力
伝送システム作業班（以下，空間伝送WPT作業班）に
おいて制度化に向けた技術的条件の検討が始まった（18）．
空間伝送WPT作業班における技術条件の検討・調査

のポイントは以下になる．
（A ）利用周波数検討：空間伝送方式ワイヤレス電力

伝送システムの利用ニーズを踏まえ，利用周波数
の検討を行う．

（B ）被干渉・与干渉システムの範囲：（A）の周波数
帯を使用する空間伝送方式ワイヤレス電力伝送シ
ステム及び同周波数帯または隣接周波数帯を使用
するほかの既存システムをそれぞれ与干渉・被干
渉システムとして，既存の無線システムとの共存
のための検討を行う．

（C ）人体への安全性：（A）及び（B）で調査する空
間伝送方式イヤレス電力伝送システムの運用形態，
要求条件等をある程度明確化した上で，人体への
安全性について検討を行う．人体への電波ばく露
の基準になる電波防護指針を遵守することが前提
になる．

第 1ステップにおける空間伝送方式WPT機器，屋内

利用で送電電力が数十W以下クラスに限定し，利用周
波数帯としては，920 MHz帯，2.4 GHz帯，5.7 GHz
帯の 3周波数帯を提案している．
空間伝送WPT作業班での，特に，既存の無線システ

ムとの共存のための検討の結果がまとめられ，一部答申
された（13）．2021 年夏には新制度として施行される予
定である．

4.3　国際的なWPTシステムの制度化の状況
欧 米 な ど で は，WPT 機 器 を ISM（Industrial, 

Scientific and Medical）機器や SRD（Short Range 
Devices）機器とみなしてその法令を適用する例や，韓
国のように大電力WPT機器用の周波数帯を決めた例は
あるものの，電波法制度の中で明確にWPT機器という
カテゴリーを設けた制度化は我が国が世界最初になる．
WPT機器の法的な扱いは国によって異なるものの，そ
の利用周波数の国際統一など国際協調の議論は国際電気
通信連合 無線通信部門（ITU-R）を中心に行われてい
る．図 4 に示すように，ITU-R では，WPT 機器を
NON-BEAM WPT（磁界結合方式，電界結合方式など
近傍界領域におけるWPT）と BEAM WPT（マイクロ
波空間伝送WPTなど電波を意図的に放射させるもの）
に分けて議論を行っている．以下に，NON-BEAM 
WPT と BEAM WPT の分類別に ITU-R での議論状況
の最新動向をまとめる．

4.3.1　NON-BEAM WPT
NON-BEAM WPT に関しての検討結果が以下のレ

ポートにまとめられている．
①　 Report ITU-R SM.2303-2（19）：NON-BEAM 

WPTに関する応用や標準化，各国の制度化状況
などがまとめられ，我が国のWPT作業班で行っ
た他システムとの共用化の検討結果についても
掲載されている．

②　 Report ITU-R SM.2449（20）：100～148.5 kHz
を利用するポータブル機器向け磁界結合WPTの
他システムとの共用化に関する検討結果をまと
めたもの．

③　 Report ITU-R SM.2451（21）：磁界結合を用いた
EV用WPT機器の他システムとの共用化に関す
る検討結果をまとめたもの．

また，これらの検討結果を基に，ITU-R として推奨
するWPT機器の利用周波数帯が以下の ITU-R 勧告に
まとめられている．
④　 Recommendation ITU-R SM.2110-1（22）：前述

の Report ITU-R SM.2451 での共用化検討の結
果に基づき，EV用WPT機器として ITU-R とし
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て推奨する利用周波数が明記されている．我が国
の省令や IEC（国際電気標準会議）や SAE（米
国自動車技術者協会）などの国際標準規格として
記載されている 85 kHz 帯（79～90 kHz）が推
奨されている．

⑤　 Recommendation ITU-R SM.2129（23）：前述の
Report ITU-R SM.2449 での共用化検討の結果
に基づき，ポータブル機器向け磁界結合WPT機
器の利用周波数として 100～148.5 kHz が推奨
されている．

以上のレポート作成や勧告化にあたっては，我が国は
主導的に活動しており，我が国の検討結果も盛り込むな
ど，国際協調議論に大いに貢献している．
上記以外の特記事項として，EV用WPT機器を考慮

した国際電波法（Radio Regulations）の改訂の議論が
2015 年から 2019 年にかけて進められてきたが，最終
的にはNON-BEAM WPTを前提とする国際電波法の改
訂は不要との結論になった．

4.3.2　BEAM WPT
ITU-R におけるWPT 機器の議論は，これまでの

NON-BEAM WPTから BEAM WPTへウェートが移行
しつつある．
BEAM WPTに関する ITU-R での検討結果として既

に公開されているのは，BEAM WPTによるアプリケー
ションに特化させた Report ITU-R SM.2392（24）のみ
である．しかし，現在では，以下の作業が進行中であ
る．
①Report ITU-R SM.2392 の改訂
②  BEAM WPTの他システムとの共用検討に関する

新レポートの作成
③  BEAM WPTとして推奨する利用周波数の勧告化
NON-BEAM WPTと同様に，BEAM WPTでも我が

国は上記活動に積極的に参画しており，我が国の制度化
検討の結果を随時レポートなどに入力している．また，
利用周波数の勧告化に関しては，我が国の制度で利用さ
れる予定と同じ周波数帯（920 MHz 帯，2.4 GHz 帯，
5.7 GHz帯）を提案している．
一方，国際電波法の改訂に関しては，BEAM WPTは

意図的に電波を放射するものであることから，国際電波
法の中に明確なカテゴリーを設けるべきという意見もあ
る．今後，国際社会と協調しながら，国際電波法の改訂
についても議論していく予定である．

5 WPT技術で未来社会へ貢献を
本稿の原稿は，新型コロナウイルスまん延による第三

波の中で執筆している．思い返せば，2020 年のお正月
の頃は，2020 年は東京オリンピック・パラリンピック
が開催され，お祭りのような楽しい一年になるはずだっ
たのが，突然奈落の底に落とされてしまった．本稿が掲
載される頃には，きっと新型コロナウイルスによるいろ
いろな問題が解決され，元どおりの安心で健康で平和に
過ごせる社会に少しでも戻っていることを心から祈って
いる次第である．
読者の中に技術開発や研究に携わっている方も多い

と思う．どんな逆境においても，技術開発によってその
逆境を跳ね返し，生活を保障し豊かにすることが研究
者・技術者の使命ではないかと考える．新型コロナウイ
ルスまん延による医療現場での問題などを見ていると，
例えば，各種のバイタルセンサや医療用機器・ロボット
などへWPT技術は利用でき，その利用価値は大きい．
子孫に輝く未来を残すために，皆さんで英知を集め，連
携し，協力することで，今の困難を克服していければと
願う次第である．
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Summary ワイヤレス給電システムの一般的ブロック構成を示し，各ブロックの設計開発に役立つ基本理論を紹介す
る．結合系の最大電力伝送効率を支配するkQ理論を述べる．一般化 kQ式を用いることで，電界や磁界

など様々な結合方式の設計が可能になる．インピーダンスと反射率の関係を直感的に捉えることができる複素数平面を示す．
この平面上でインピーダンスを頂点とする三角形の二辺の長さの比が反射率である．反射率と定在波比の関係を視覚的に捉え
るための教材として考案されたゴムひもモデルを示す．このゴムひもモデルを使えば，数式も電卓も用いることなく，計算尺
のような感覚で定在波比の振舞いを習得できる．結合系において，入力ポートと出力ポート両方で同時に整合をとることの重
要性を述べる．電圧定在波比を二乗した電力定在波比の導入で，従来のスミス図表の中心付近が拡大される．インピーダンス
平面上の2点間を結ぶ曲線の長さを回路設計規範とするという考え方を述べる．高周波インバータを高効率で動作させるため
の負荷条件は複素数平面上で測地線となる．ダイオード整流回路で電源と負荷の抵抗比が流通角と電力変換効率を決定する．
ここで述べた高周波回路理論は今後多彩なワイヤレス給電系の開発に大きく貢献する．

Key Words kQ 積，測地線，離底角，流通角，電力定在波比

ワイヤレス給電を成功に導く高周波回路理論ワイヤレス給電を成功に導く高周波回路理論
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Radio-Frequency Circuit Theory for Wireless Power Transfer to Win the Race

 1 まえがき
ハードウェア技術開発の基本が「ものづくり」に

あることは言うまでもない．ワイヤレス給電におい
ても設計と試作の積み重ねが今日の結果を生み出し
てきた．しかしながら，従来の発想だけではどうし
ても越えられない性能限界の壁にぶつかることがあ
る．そのときブレークスルーとなるのが「新しい理
論構築」である．ここではワイヤレス給電技術の開
発過程で生み出された高周波回路理論を紹介する．
ワイヤレス給電システムの機能ブロック図を図 1
に示す．本ブロック図を参照しながら次章以下をお
読み頂けると各理論の位置付けを把握しやすい．

 2 フリスと kQ
図 1の中央に位置する結合系（送電器＋受電器）

に着目する．送電器から発する高周波電力のうちど

れくらいが受電器に届くのかが第 1の関心事であ
る．
そもそも電波はどこまで届くのかという素朴な

疑問に答えるのが図 2（a）とフリスの伝達式

=GTh GR

2
m

4rd
f p （1）

である．伝送効率η（送信電力 PT に対する受信電
力 PR の割合）は送受信アンテナ利得積GTGR に比
例し，波長λで正規化した伝搬距離 dの二乗に反
比例する．フリスの伝達式は遠方界で成立する．送
受信間の距離が近づくと成立しなくなる．
ワイヤレス給電システムの多くは図 2（b）に示

すように近傍界の結合を利用する．このような近傍
結合でも成立する基本則が

l
hmax=

-1
l+1 （2）

図1　ワイヤレス給電システムのブロック構成
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図４　インピーダンス平面上の三角形

である．一般に電力伝送効率は後述する電源と負荷
のインピーダンス整合状態に依存する．これらイン
ピーダンスを最適に調整して得られる効率の上限値
の意味でηに添字maxを付した．上式右辺のκは

l= 1+(     )2
kQ （3）

で与えられる．ここで登場した kQが本章の主役で
ある．
　元来 kQは文字どおり結合係数 k とQファクタ
の積を意味していた．最近の理論研究により拡張さ
れ汎用性のある公式

=kQ
R2
+X2

21 21

R11R22-R12R21

（4）

が導き出された（1）～（5）．これを「一般化 kQ式」と
呼ぶ．添字付きの R と X は，結合系を線形相反 2
ポート網とみたときの Z パラメータの実部と虚部
である（Z11=R11+jX11 など）．一般化 kQ式の発見
により様々な結合系（電界・磁界・導波路・共振
器・アンテナ・それらの接続・複合系などあらゆる
方式）に式（2）を適用することが可能となった．

 3 インピーダンス整合
図 1で結合系の前後に整合回路が挿入されてい

る．整合回路の役割はインバータから結合系へ，結
合系から整流回路へとそれぞれ最適なインピーダン
スに変換することである．これら二つの整合が最適
となったとき初めて式（2）で示した最大効率が達
成できる．
整合回路の試作例を図 3に示す．HF帯（3～30 

MHz）では，リアクタ素子としてコイルとコンデ
ンサを用いるのが一般的である．この例では幅広い
インピーダンスに適合させるため，プラグ着脱式の
コイルと回転式可変コンデンサ（バリコン）を用い
ている．
変換された複素インピーダンス Z = R + jX が目

標値（ここでは簡単のため 50 Ωとする）にどれく
らい近づいたかを判定する指標として反射率

= =c
b

a

Z-50
Z+50

（5）

が用いられる．γの物理的意味は入射波に対する反
射波の振幅比である（6），（7）．Z が目標値に完全一致
（Z=50）したとき無反射（γ= 0）となる．

上式を直感的に捉えることができるインピーダ
ンス平面を図 4に示す．三角形の二辺の長さの比

図２　ワイヤレス伝送システム

（a）遠方界 （b）近傍界

図３  プラグインコイルとステアタイトバリコンで構成した
可変整合回路
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（b：a）がすなわちγである．頂角θの物理的意味
はのちほど説明する．

 4 反射率と定在波
入射波と反射波の電力を同時に観測する計測器

を図 5に示す．これらの計測器では，両電力に加
えて反射率γから次式で換算される電圧定在波比
（VSWR）

t=
1+c
1-c

（6）

を直読できる目盛も備えている．VSWRの物理的
意味は入射波と反射波が干渉して生じる電圧振幅の
最大値と最小値の比である．無反射状態ではρ = 
1，全反射状態ではρ = ∞となる．γとρの換算数
値例を表 1に示す．
γとρの関係を視覚的に理解する図形モデルを

図 6に示す．支点ピンから張ったゴムひもの右端
を横軸上で左右にスライドする．この右端の座標を
ρとするとき，ρ=1の位置から立てた垂線がゴム
ひもに達する高さがγである．このゴムひもモデル
は数式を用いずVSWRの動きを視覚で捉えるため
の教材として考案された．縦軸横軸に等間隔目盛を
刻んでおけば計算尺のような感覚で習得できる．
VSWRは，反射率やリターンロスと同様に，イ

ンピーダンス整合状態を定量的に示す指標である．
それに加えて，VSWRの自然対数が後述するポア
ンカレ長を導入するための公準になるということが
近年の理論研究で明らかになってきた（７. 参照）．

 5 入出力ポート同時整合
図 1において整合回路が 2か所備えられている．

もしインバータへの電力反射を防ぐ目的であれば，
整合回路を送電器の手前だけ 1か所で行ってもよ
いことになる．ではなぜ整合回路を 2か所に備え
るのだろうか．その目的はシステム全体の伝送効率
の向上である．これを入出力ポート同時整合と呼
ぶ．この考えはワイヤレス結合に限らず一般の線形
2ポート系において成立する．図 7に示す伝送線路
の例でそれを説明する．
伝送線路の減衰定数をα，線路長をℓと書く．線

路が低損失すなわち

0<aℓ<<1 （7）

であると想定し，これを線形 2ポート系とみなし
て式 (4) から一般化 kQを計算すると

図５　SWRメータ大集合

表１　反射率とVSWRの相互連関表

γ ρ

0 1

0.2 1.5

0.5 3

0.6 4

0.75 7

0.8 9

0.9 19

1 ∞

図６　ρからγが図形的に読み取れるゴムひもモデル

図７　低損失伝送線路に負荷抵抗を接続
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=
1
aℓkQ （8）

となる．これを式（2）と（3）に代入して

hmax=1-2aℓ （9）

を得る．このηmax は負荷と線路が整合（Ro=Zo）して
いるときに達成できる．これがもし不整合（Ro≠Zo）
なら伝送効率が

f=1- +h al
R0

Z0

Z0

R0

p （10）

となる．この式の括弧内は 2より大きいので

h<hmax （11）

となる．これが入出力ポート同時整合の意義であ
る．
物理的に解釈してみよう．線路の右端で不整合が

あると線路内で多重反射による過剰損失が生じる．
たとえ左端で整合しても，この損失を取り戻すこと
はできない．分かりやすく言うと，どちらかの端で
反射が生じるともう一方の端で帳尻を合わせようと
しても後の祭り，ということを意味している．

 6 VSWRと PSWR
3.の式（5）で示した反射率γに位相という概念

を組み入れよう．入射波に対する反射波の位相回転
をθと書く．これを虚指数関数で表した

e
ji
=cosi+jsini （12）

を位相因子と呼ぶ．j は虚数単位．位相回転θは図
4に示した三角形の頂点の内角に等しい．なぜなら
三角形の二辺がそれぞれ入射波と反射波に呼応する
からである．この位相因子を式（5）に取り入れた

=
t-1
t+1C eji （13）

を複素反射率と呼ぶ．複素数 Γを写像する複素数
平面をスミス図表と呼ぶ．Γ=0 が無反射状態，つ
まりスミス図表の原点である．
大電力のワイヤレス給電では僅かの不整合でも

反射電力による影響が深刻となる．ゆえに反射率が
ゼロに近い領域を拡大表示する工夫が望まれる．そ
こで，ρを二乗した電力定在波比（PSWR）ρ2 の
出番となる．式（13）で右辺のρをρ2 で置き換え

た新しい複素数

=
t2-1
t2+1X eji （14）

を定義する．ρ=1のとき Ω は原点に位置する．ρ
が1から大きくなると Ω は原点からθ方向へ離れて
いく．ρ→∞の極限は単位円 |Ω|=1となる（8）～（10）．
インピーダンス Z=R+ jXを Ω の複素数平面上に

写像すると，図 8に示すような原点中心で半径 1
の円盤となる．この円盤は 19世紀のイタリアの数
学者ユージニオ・ベルトラミ（図 9）の考案である
ことから「ベルトラミ円盤」と呼ぶ．ベルトラミ円
盤は水平線が R軸に，外周円がX軸に対応すると
いう点でスミス図表と類似している．ベルトラミ円
盤の特徴は，原点付近のインピーダンス軌跡がスミ
ス図表に比べて局所的に拡大表示されることであ
る．
ベルトラミ円盤上では，Xを固定して Rを変え

たとき描かれる軌跡「等リアクタンス線」が全て直
線になる．これらの直線は右端の点 1 + j0 から左
方向へ放射状に伸びる弦であり，その傾きは-X/50
となる．
一方，Rを固定して Xを変えたとき描かれる軌

跡「等抵抗線」はだ円になる．これらのだ円は水平

図８　ベルトラミ円盤

図９　ユージニオ・ベルトラミ（1835-1900）
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線を軸にして上下対称形であり，全て右端の点 1 + 
j0 で鉛直に接し合う．これらだ円の軸比 rと抵抗
値 Rの間には

+R2=502 502r2 （15）

という美しい法則が成り立つ．

 7 ポアンカレ長
整合回路など高周波受動回路は無損失の素子で

構成することが望ましい．しかし現実の受動素子に
は表皮効果や近接効果など電力を損なう要因が含ま
れる．大電力のワイヤレス給電システムでは僅かの
電力損も大きな発熱につながる．しかも厄介なこと
に，同じ素子定数でもその素子が回路内のどこに使
われるかによって損失電力つまり発熱量が異なる．
そこで，インピーダンスが複素数平面上の 2点間
をある曲線に沿って移動する道のり（すなわち曲線
の長さ）を回路設計規範とするという考え方が浮上
した（11），（12）．
滑らかな曲線Cの長さ はその曲線を微小区間に

分割し，各区間の微小長さ d を積分すること

K
C
d= K （16）

で計算できる．微小線分のポアンカレ長 d は Z平
面上で

= dR2
+dX2

1
R

（17）

となる（図 10）．これをΓ平面（式（13）を写像
する複素数平面）上の極座標で表現すると

dc
2
+c

2di
2d =

2

1-c
2K （18）

となる．ここで，γはΓの絶対値，θはΓの偏角で
ある．式（17），（18）は 19 世紀にフランスの数
学者アンリ・ポアンカレ（図 11）が定めた平面上
の微分計量である．当時ポアンカレ長は純数学的な
計量として扱われた．それが 21世紀に入りVSWR
という回路的指標と密接に関係するということが判
明してきた（13）．

 8 離底角方程式
図 1において入力DC電力をRFに変換する役割

を担うのがインバータである．高周波インバータの
回路例を図 12に示す．同図下に示す方形波をトラ
ンジスタのベースに入力する．トランジスタをオン
オフスイッチとして用いることで高い変換効率が達
成できる．更にターンオン時の瞬間コレクタ電圧が
ゼロになるように LC回路を設定することにより理
論効率が 100%となる．これをゼロ電圧スイッチ
ング（ZVS）動作と呼ぶ．
この回路には Lと Cが 2 個ずつ含まれている．

L1 は DC 電流だけを通すチョークコイルである．
C1 はトランジスタがターンオフするときにサージ
電圧が発生するのを抑制する．L2 と C2 は出力電流
を正弦波化する直列共振器である．
この回路の動作を理解する近道として，負荷の抵

図11　アンリ・ポアンカレ（1854-1912）

図10　インピーダンス平面上の微小線分

図12　ZVSインバータ基本回路図と入出力波形
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図15　単直列ダイオード整流回路

抗値R並びに直列共振器のリアクタンス

X=~L2-
1
~C2

（19）

に着目しよう．ここでω=2π/T は入力方形波の角周
波数である．これら負荷抵抗とリアクタンスが条件

= - - +R
1
2

1
2

4
r2

ˆ X̂ X̂f p f p （20）

を満たすときインバータが ZVS 動作となる．Rと
Xに冠した＾記号は並列コンデンサのリアクタンス
値 1/ ω C1 による正規化を意味する．つまり R^ と X^

はコンデンサ C1 から右側を見込んだ正規化イン
ピーダンス

= R+ˆẐ jX̂ （21）

の実部と虚部

R=~C1R ,  X=~C1Xˆ ˆ （22）

である．
ZVS 条件式（20）は一見ちょっと複雑に見える

が，これをインピーダンス平面上に描画するときれ
いな半円形の軌跡となる（図 13）．この半円を
ZVS 測地線と呼ぶ．一般に測地線とは，平面上に
与えられた 2点間を最短ポアンカレ長で結ぶ曲線
経路のことである．
図 13 において ZVS 測地線上の動作点 Z^ と上側

切片 0.5 を結ぶ弦が縦軸となす角 zを離底角と呼
ぶ．離底角は三角法より

tanz=
2R

1-2X

ˆ
ˆ

（23）

を満たすことが分かる．これを離底角方程式と呼

ぶ．離底角 zの回路的意味は，図 12に示した入出
力波形の位相差 zである．その意味で，式（23）
は位相差と負荷インピーダンスの関係を表してい
る．ZVS測地線上で動作点 Z^ を移動させることで，
理論効率 100%を維持したまま出力位相 zを 0° か
ら 90° まで変化させ得る．このことが上記半円軌
跡から幾何学的に読み解ける（14）～（16）．
特に離底角が z= 32.5° となる位置に動作点を設

定することで，ターンオン時の瞬時コレクタ電圧に
加えてその時間傾斜 dv/dt も同時にゼロにできる．
これを E級動作と呼ぶ．SiC パワーデバイスを用い
て試作した大電力 E級インバータの例を図 14に示
す．

 9 流通角方程式
インバータの逆機能すなわちRFを DCに変換す

るのがブロック図１の右端に位置する整流回路であ
る．整流回路の基本構成例を図 15 に示す．ダイ
オードは RF電力を吸収してDC電力を生成する．
コイルは生成されたDC電力が左側へ逆戻りするの
を防ぐ．コンデンサはRF電力が右側へ漏えいする
のを防ぐ．
RF電源が供給可能な最大有能電力に対する整流

回路DC出力電力の割合を整流効率ηd と呼ぶ．単

図13　インピーダンス平面上の半円と離底角

図14　6.78MHz 3kW E級 SiCインバータ
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直列ダイオード整流回路の効率は

=hd sin3
id

8
r

2 （24）

となることが理論的に証明できる（17）～（19）．ここで
θd はダイオード流通角 2θd の半角である．下添字
d はダイオード整流を意味する．流通角は導通角と
も呼ばれる．上記関数を図 16の実線曲線で示す．
RF電源の出力インピーダンスを r，DC負荷の抵

抗値をRとすると流通角方程式

tanid-id=
rr

R-r
（25）

によりθd が決定する．この式はθd に関する超越方
程式であるが，逆にθd を与えれば抵抗比 R/r をプ
ロットすることができる．その結果を図 16の破線
曲線で示す．
これら破線と実線を組み合わせてたどる経路を

矢印破線で示す．抵抗比から出発，流通角を介して
整流効率を読み取ることができる．この経路を逆向
きにたどれば，整流効率が最大となるのはθ=π/2 

すなわち r=R のときであることが分かる．このと

き整流効率が最大 81%に達する．
更に整流効率を高める手段として，ダイオードを

2個用いる倍電圧や倍電流整流トポロジーがある．
これにより最大効率で 10ポイント以上向上すると
ともに許容入力電力も倍増する（17）．倍電流整流回
路の試作例を図 17に示す．大電力システムへの拡
張を狙って整流回路並列運転の研究も鋭意進められ
ている（19）．

 10 将来展望
高周波を用いるワイヤレス電力伝送は小型軽量

の利点を生かして，移動体や飛しょう体への搭載が
期待されている．非接触給電によってビークル，モ
ビリティ，ロボット，ドローン，ゴーカートなど
様々なシステムの活動範囲と利便性が飛躍的に拡大
する（20）～（25）．理論研究に加えて社会実装に向けた
ものづくりと実証試験も行われている（図 18）．シ
ステムが複雑になればなるほど基本理論の重要性が
増す．今後の多彩なワイヤレス給電系の開発におい
て，本記事紹介の高周波回路理論が大きく貢献する
だろう．
謝辞　本研究は内閣府 SIP「ワイヤレス給電ド

ローン」，愛知県重点研究「GaN半導体パワーデバ
イス」，豊橋市「遊園地ゴーカート給電」からの支
援を得た．本論文は査読委員と校閲委員の方々に二
度にわたって詳しくお読み頂いた上で採録となっ
た．この場をお借りして厚くお礼申し上げる．
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図16　抵抗比から流通角と整流効率が決まる

図17　13.56MHz 3kW 倍電流ダイオード整流回路
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小特集 未来社会を支えるワイヤレス電力伝送

Summary 共振型ワイヤレス電力伝送では，送受電器として非放射形の共振器を用いることにより，高力率かつ高効
率な中距離の電力伝送を実現する．しかし，我々の生活環境中は実験環境とは異なり，金属や水，人体な

ど様々な物体が存在するため，それらの影響により共振周波数に変動が生じる．動作環境への適応能力を有し，必要な電力を
安定的に給電可能なワイヤレス電力伝送システムの構築に向けて，可変リアクタによる共振周波数補正機構が求められている．
本論文では，可変リアクタによる共振周波数補正の原理について概説した上で，現在研究が進められている可変リアクタをそ
の動作原理に基づき分類し，それぞれの特徴を比較する．中でもフィードバックレスで力率補正が可能な FET ブリッジ形可変
リアクタについて深く掘り下げ，その動作原理を図説するとともに，6.78 MHz 動作における性能と課題について筆者が実施
した実機実験の結果も踏まえて解説する．最後に可変リアクタ技術の今後の研究課題について議論する．

Key Words ワイヤレス電力伝送，共振結合，可変リアクタ，共振周波数補正

 1 まえがき

バッテリーの充電は今や生活のルーチンである．
スマートフォンやノート PC，タブレット端末など，
バッテリー駆動型情報端末なしでは我々の生活は成
り立たない．電子機器の数や種類が増加するにつ
れ，充電の負担もまた増大し続けている．

この問題を解決する手法として，近年注目されて
いるのがワイヤレス電力伝送である．その試み自体
は 100 年以上前から行われてきたが，技術の進歩
とともに近年大きな盛り上がりを見せている（1）．

盛り上がりに火をつけるきっかけとなったのは
2007 年にマサチューセッツ工科大学の研究グルー
プによって発表された共振現象を利用したワイヤレ
ス電力伝送である（2）．共振方式ワイヤレス電力伝
送では，送受電器として非放射形の共振器を用いる
ことにより，高力率かつ高効率な中距離の電力伝送
を実現できる．裏を返すと，高力率かつ高効率に電
力を伝送するためには，送受電器が動作周波数で共
振状態にあることが必要不可欠である．

しかし，動作環境からの影響や経年劣化，更には
各部品の個体差により，共振周波数は変化し得る．
例えば共振器近傍に金属片が存在する場合，電磁界
を弱めるように電流が生じ，その影響で共振器が蓄
える電気エネルギー及び磁気エネルギーが変化する

ことで共振条件が崩れる．このような原理から，金
属製のテーブルなどに置いたときはもとより，誘電
体であるプラスチック製の机に置くだけでもその共
振周波数は変化する．

工場や居住空間など様々な動作環境において，必
要な電力を安定的に給電可能なワイヤレス電力伝送
システムを構築する際には，その影響を低減するた
めの対処技術が必須である．無線通信分野でダイ
バーシチ技術をはじめとした様々な方策が通信環境
変化への対策として発達してきたのと同様に，ワイ
ヤレス電力伝送においても，動作環境や経年劣化等
への対処技術の開発が求められている．

対処技術の一つのアプローチが可変リアクタで
ある．リアクタとはその名のとおりリアクタンスを
生じさせる回路素子であり，つまり，コイルやキャ
パシタのように主に虚数のインピーダンスを有する
回路素子である．可変リアクタとはリアクタンスを
動的に調整可能な回路素子及び回路網を指す．可変
リアクタを用いて，動作環境からの影響や経年劣化
及び各部品の個体差などを打ち消す共振周波数補正
を施すことにより，動作環境によらず高力率かつ高
効率な電力伝送を実現できる．

そこで本論文では，可変リアクタによる共振周波
数補正の原理について概説した上で，現在研究が進
められている可変リアクタをその動作原理に基づき
分類し，それぞれの特徴を比較する．中でもフィー
ドバックレスで力率補正が可能な FET ブリッジ形
可変リアクタについて深く掘り下げ，その動作原理
を図説するとともに，6.78 MHz 動作における性能
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と課題に関して筆者が実施した実機実験の結果も踏
まえて解説する．最後に可変リアクタ技術の今後の
研究課題について議論する．

共振結合方式ワイヤレス電力伝送は磁界結合を
主とする磁界共振結合方式と電界結合を主とする電
界共振結合方式の二つに分類でき，その両者に本論
文で解説する可変リアクタは適用可能である．ただ
し，誌面の都合と可変リアクタに関する従来研究の
数を踏まえて，本論文では磁界共振結合方式ワイヤ
レス電力伝送を例に解説を行う．

 2 可変リアクタによる共振周波数補正

可変リアクタの解説に進む前に，本章では可変リ
アクタによる共振周波数補正について概説する．

図 1（a）に磁界共振結合方式ワイヤレス電力伝
送の等価回路を示す．この等価回路では，送受電器
のインダクタンス L 及びキャパシタンス C が動作
環境の影響や経年劣化の影響で，設計値からの変動
が生じているものと仮定し，この影響を打ち消すた
めに送受電器それぞれに可変リアクタを接続してい
る．図 1（a）の等価回路は，図 1（b）及び図 1

（c）のように送受電器を分離した形に変換できる．
送受電器を分離した等価回路を用いて共振周波数補

正の役割について考える．図 1（b）のインピーダ
ンス Z'rx は送電器から見た受電器のインピーダンス
であり，図 1（c）の電圧源 V'rx は，送電器が生成
した磁界によって受電器内に生じた誘導電圧であ
る．より厳密には，Z'rx （= R'rx + jX'rx ）及び V'rx は
それぞれ図中の数式により定義される．

図 1（b）に示す送電器側の可変リアクタンス
Xvr_tx の役割は，電源から見た力率を改善すること
にあり，そのためには送電器内のリアクタンスを可
変リアクタにより打ち消せばよい．そのとき等価回
路は図 1（b'）となり，力率が 1 となるとともに，
送電器の寄生抵抗 rtx が十分に小さければ，入力電
圧はほぼ全て，送電器から受電器を見たインピーダ
ンスの実部 R'rx に印加される．ゆえに送電器におけ
る共振周波数補正は力率改善に寄与する．

図 1（c）に示す受電器も同様である．受電器内
のリアクタンスを可変リアクタによって打ち消すこ
とによって，誘導電圧 V'rx を電源として見たときの
力率が 1 となり，また，V'rx はほぼ全て負荷に印加
される．これは送電器が生成した磁界に対して，効
率良く電力を負荷に伝えていることを意味してお
り，受電器における共振周波数補正は伝送効率向上
に寄与する．

上記より，可変リアクタによる共振周波数補正

図1　可変リアクタによる共振周波数補正
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は，本質的にはリアクタンスを打ち消すことによる
力率補正とみなすことができ，送受電器のインダク
タンス及びキャパシタンスにおける設計値からの変
動を打ち消すことで力率及び伝送効率の改善に寄与
する．ただし，実際の設計では，電源である RF イ
ンバータの効率を向上させるために送電器側のリア
クタンスを完全に打ち消すのではなく，誘導性リア
クタンスを一部残存させる場合があることを申し添
えたい．

 3 可変リアクタの分類と特徴

マイクロ波領域で可変リアクタとして用いられ
てきたバラクタダイオードは，共振結合方式ワイヤ
レス電力伝送の主な動作周波数である kHz 帯及び
MHz 帯においては取り扱うことができる電力が小
さいため，適用可能なアプリケーションが非常に限
定的である．

そこで本章では共振方式ワイヤレス電力伝送用
に検討がなされている可変リアクタについて解説す
る．動作原理により大別した可変リアクタの分類を
表 1 にまとめ，それぞれの構造の一例を図 2 に示
す．また，それぞれの特徴を下記にて概説する．

3.1　トリマコンデンサ
トリマコンデンサは，機械的に電極対向面積を調

整することでキャパシタンス調整する可変コンデン
サの一種である．トリマコンデンサは，図 2（a）
のように扇形の電極対が向かい合っている構造と
なっており，一方を回転させることで電極対向面積
を変化させることができる．その構造ゆえにサイズ
に対する静電容量は非常に小さく，大きなキャパシ
タンスを得るためには物理的にも非常に大形とな
る．また，機械的機構を用いてキャパシタンスを調
整するため共振周波数補正に用いるためにはモータ
も併せて必要となる（3）．一方で，取り扱うことが
できる電力の大きさ及び損失という観点では非常に
優れている．

3.2　リアクタアレー
リアクタアレーはキャパシタとスイッチのみか

ら成るキャパシタアレーと，インダクタを併せて用
いる LC アレーの 2 種類がある．キャパシタアレー
とはその名のとおり，図 2（b）に示すように多数
のキャパシタをアレー状に接続したものであり，ス
イッチを用いてキャパシタを選択的に接続すること
により，その合成リアクタンスを調整する（4）．LC
アレーではインダクタ及びキャパシタを用いて L
形のインピーダンス整合回路網を構築した研究など
が知られている（5）．

集中素子を用いるため実現できるリアクタンス
は離散的であり，高精度な共振周波数補正を目指す
ほどに多数の素子が必要となる．また，その性能は
素子とスイッチの性能に依存する．特に MHz 帯に
おいては，耐圧に優れ，かつ，オン抵抗及び寄生容
量が小さいスイッチが必要となるが，上記を満たす
半導体リレーは今のところ市販されていない．PIN
ダイオードを使用して実装した例は存在するもの
の， 扱 っ て い た 電 力 は 最 大 25 mW で あ る（6）．
MHz 帯において，より大電力の伝送システムで使
用するためにはメカニカルリレーをスイッチとして
用いるほかないものの，メカニカルリレーは寿命や
動作音などの観点からその使用を敬遠される場面も
存在する．したがって，リアクタアレーの性能は，
アプリケーションなどから生じる素子及びスイッチ
の制約に左右される．

3.3　PWM（Pulse Width Modulation）キャパシタ
英語では“PWM-controlled switched capacitor”（7）

や“variable switched capacitor”（8）と表記され
ている技術であるが，ほかの技術であるスイッチト
キャパシタと混同するのを防止するために，本稿で
は PWM キャパシタと呼ぶこととする．

PWM キャパシタは一般にキャパシタに並列に接
続して使用し，図 2（c）に示すような FET（Field 
Effect Transistor）とキャパシタを直列に接続した
もの（7）や FET 二つをコモンソースで直列に接続し
たもの（8）などがある．どちらの方式でも，FET ス

表1　ワイヤレス電力伝送用可変リアクタの分類とその特徴

構造 実装規模 調整能力 電力 損失 制御容易性 主な文献

トリマコンデンサ △モータが必要 ○連続的 ○ ○ △フィードバック必須 （3）

リアクタアレー △部品点数多 △離散的 △主にリレーによる ○ △フィードバック必須（4）（5）（6）

PWMキャパシタ ○ ○連続的 △動作条件による △動作条件による △フィードバック必須（7）（8）（9）

FETブリッジ ○ ○連続的 △動作条件による △動作条件による ○�フィードバックレス
で力率補正可能 （10）（11）
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イッチング用 PWM 波形のデューティ比を制御す
ることにより，並列接続したキャパシタに流れる電
流量を制御することで，基本波におけるキャパシタ
ンスを仮想的に調整する．

PWM キャパシタは，理論的には大きな電力を取
り扱うことが可能である．しかし，MHz 帯におけ
る検討は筆者の知る限りまだ報告がなく，取り扱う
ことができる電力の大きさや損失などの性能は明ら
かでない．PWM キャパシタのようにスイッチング
を伴う手法は，一般に動作周波数が高くなるほどに
損失が大きくなるものの，スイッチング条件次第で
その損失は最小限に抑えられる．取り扱うことがで
きる電力の大きさも FET における発熱に左右され
るため，損失と同様にスイッチング条件に依存す
る．加えて，このスイッチング動作は，インバータ
や整流回路と同様に高調波の発生源となり得る点に
も注意が必要である．

3.4　FET ブリッジ
こ の 方 式 は 提 案 が な さ れ た 最 初 の 論 文 で

Automatic Tuning Assist Circuit（ATAC）と名付
けられているものである（10）．本論文ではその構造
がイメージしやすいよう，あえて FET ブリッジ方
式と呼ぶこととする．

FET ブリッジ方式では図 2（d）のように二つの
FET と一つのキャパシタを用いる．D 級インバー
タと回路構造が非常に似ており，違いは FET ブリッ
ジ形可変リアクタには DC 電圧源がないことであ

る．D 級インバータと同様に，上段と下段の FET
を交互にオンオフし，その位相と電源電圧の位相と
の差によってリアクタンスを調整できる．この方式
は，理論上，−∞ から ∞ まで任意のリアクタンスを
実現でき，特に電圧源を基準として位相を π / 2 だ
けずらしたとき，自動的に力率補正に適したリアク
タンスに収束するという特徴がある．

この方式はその回路構造から取り扱うことので
きる電力を十分に確保できるだけでなく，D 級イン
バータ用の IC を流用できる点もメリットと言える．
一方で，FET ブリッジ方式も PWM キャパシタと
同様に，動作周波数と同じ周波数でオンオフを繰り
返すため，その損失と取り扱うことができる電力の
大きさは動作周波数とスイッチング条件に依存す
る．また，PWM キャパシタと同様にスイッチング
動作は高調波の発生源にもなり得る点に注意が必要
である．

上述のように，トリマコンデンサ及びリアクタア
レーの欠点を補う方式として，PWM キャパシタ方
式と FET ブリッジ方式が台頭してきている．PWM
キャパシタ方式と FET ブリッジ方式は大電力を取
り扱うことができる上，連続的な可変リアクタであ
る．図 3 に FET ブリッジ形可変リアクタを筆者が
片面基板で実装したものを示すが，この写真からも
分かるとおり，ディスクリート IC を用いたとして
も小形に実装することが可能である．一方で PWM
キャパシタと FET ブリッジ方式はその性能が動作

図2　可変リアクタの分類と構造の一例
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周波数とスイッチング条件に依存するという欠点が
あり，可変リアクタの各方式は一長一短の特徴を有
する．

ただし，FET ブリッジ形可変リアクタにはほか
の手法にはない特異な特徴がある．それはフィード
バックがなくとも力率補正を実現できる点にある．
繰返しとなるが，電源電圧とスイッチングの位相を
π / 2 ずらしておくだけで，自動的に力率補正がな
される．ほかの手法とは異なり，電流や電圧の位相
を計測・フィードバックする必要がなく，システム
を単純化できる点が FET ブリッジ方式の最大のメ
リットと言える．

しかし，これまでの FET ブリッジ形可変リアク
タに関する研究報告は kHz 帯が主であり，日本国
内で磁界共振結合のワイヤレス電力伝送に割り当て
られている 6.78 MHz での動作報告は非常に限定
的である（12）．そこで次章以降では，FET ブリッジ
形可変リアクタの 6.78 MHz 動作に関して筆者が
実施した実測結果も踏まえて議論する．FET ブリッ
ジ形可変リアクタの動作原理を一歩深く解説すると
ともに，その動作原理から見えてくる高周波数動作
における現状と課題を実測結果も踏まえて把握す
る．

 4  FET ブリッジ形可変リアクタの基本
原理

FET ブリッジ形可変リアクタの動作原理を解説
し，その特徴であるフィードバックを用いずとも力
率補正が実現できるメカニズムを明らかにする．

図 4 に示す等価回路を用いて解説する．この等
価回路は FET ブリッジ形可変リアクタに電源 V 及

び負荷 R + jX を直列に接続した場合のみを想定し
ているわけではないことに注意されたい．電源 V
及び負荷 R + jX は，鳳－テブナンの定理に基づき
得られる，FET ブリッジ形可変リアクタから見た
等価電圧源及び等価直列インピーダンスを表してい
る．

FET ブリッジ形可変リアクタの動作をその一例
により説明する．ここでは図 4 に示す吹き出しの
ようにワイヤレス電力伝送システムの送電器側にお
いて，可変リアクタを用いて力率補正を行う場合を
取り上げる．つまり，等価直列インピーダンス
R + jX はワイヤレス電力伝送システムの入力イン
ピーダンスに相当し，可変リアクタの所望のリアク
タンスは−X である．

FET ブリッジ形可変リアクタによる力率補正の
基本原理は，所望のリアクタンス−X で生じる電圧
降下−XI を生成することによって，−X の可変リア
クタを仮想的に実現するものである．ただし，FET
ブリッジ形可変リアクタは D 級インバータとは異
なり DC 電圧源が接続されていない．D 級インバー
タでは DC 電圧源が接続されるため，これにより出
力電圧が決定されるのに対し，FET ブリッジ形可
変リアクタにおけるキャパシタの DC 電圧 Vcap は可
変リアクタへの入力電流 I を整流することによって
生成される．

FET ブリッジ形可変リアクタの動作は等価直列
インピーダンスの虚数成分 X の正負によって異な
る．今回は簡単のため X > 0 に限定して図説する．
このとき，FET ブリッジ形可変リアクタは−X なる
容量性リアクタンスを実現すればよい．実現するリ
アクタンスが容量性の場合，図 5 に示すように，
FET ブリッジ形可変リアクタからの出力電圧が電

図3　FETブリッジ形可変リアクタの実装例
図4　 FETブリッジ形可変リアクタによる送電器側力率補

正の動作イメージ
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源電圧 V より π / 2 だけ位相が遅れるようゲート
ソース間電圧を生成する．FET ブリッジ形可変リ
アクタの動作はキャパシタの DC 電圧 Vcap がその定
常状態の値 Vth との大小により異なるため，以下で
はその各場合の動作を示す．

4.1　Vcap < Vth のとき
キャパシタの DC 電圧が Vth にまだ達していない

とき，FET ブリッジ形可変リアクタのリアクタン
ス Xvr は−X < Xvr ≤ 0 であるから，X + Xvr  > 0 であ
り電流 I の位相は電源 V の位相よりも遅れている．
FET ブリッジ形可変リアクタのキャパシタに電流
が流入するのは vgs1 = high かつ vgs2 = low の間であ
り，図 5 には可変リアクタに電流が流入するとこ
ろを赤，流出するところを青で示している．図 5

（a）から分かるように，電流 I の位相が電源 V の
位相よりも遅れているときキャパシタに流入する電
荷量は正となり，キャパシタの DC 電圧 Vcap は上昇
を続ける．つまりこのフェーズでは FET ブリッジ
形可変リアクタは整流動作を行っているものと言え
る．キャパシタの DC 電圧 Vcap は上昇を続けること
により，リアクタンス Xvr は所望値−X に近づいて
いく．

4.2　Vcap = Vth のとき
キャパシタの DC 電圧が Vth に達したとき，定常

状態となる．このとき FET ブリッジ形可変リアク
タのリアクタンス Xvr は Xvr = −X であるから，電
流 I の位相は電源 V の位相と一致している．図 5

（b）に示すように，このときキャパシタに流入す
る電荷量は相殺されて 0 となり，キャパシタの DC
電圧 Vcap は Vth を維持する．

4.3　Vcap > Vth のとき
キャパシタの DC 電圧が Vth よりも大きくなった

とき，FET ブリッジ形可変リアクタのリアクタン
ス Xvr は Xvr < −X であるから，電流 I の位相は電源
V の位相よりも進んでいる．このとき，図 5（c）
に示すようにキャパシタに流入する電荷量は負とな
り，キャパシタの DC 電圧 Vcap は下降を続ける．こ
のフェーズでは FET ブリッジ形可変リアクタはイ
ンバータ動作を行っているものといえ，キャパシタ
の DC 電圧 Vcap が下降を続けることにより，リアク
タンス Xvr は所望値−X に近づいていく．

上記のように，キャパシタの DC 電圧 Vcap は図 5
（a）の整流動作，若しくは図 5（c）のインバータ
動作を経て，最終的には図 5（b）の定常状態で平
衡値である Vth に収束し，このとき電源電圧 V と電
流 I の位相が一致する．これは力率が 1 となってい
ることと等価であり，自動的に力率補正がなされて
いることを意味している．

今回は X > 0 としたため，FET ブリッジ形可変
リアクタは容量性リアクタンスを実現するために電
源電圧よりも π / 2 だけ位相が遅れるように FET の
ゲートソース間電圧を生成していた．X < 0 の場合
には逆に電源電圧よりも π / 2 だけ位相が進むよう
に FET のゲートソース間電圧を生成することで，
キャパシタの DC 電圧が平衡値に達したとき−X な
る誘導性リアクタンスを実現できる．また，本稿で
は詳細な解説を行わないが，X の正負にかかわらず
単一の位相変位のみで力率補正が可能である FET
ブリッジ形可変リアクタ向け入力回路網も提案され
ている（13）．

電源電圧 V との位相差を π / 2 に限定せず，より

図5　FETブリッジ形可変リアクタの定常状態と過渡状態における動作
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一般的な動作についても概説する．図 6 にて解説
に用いるパラメータを定義する．T は周期，f は動
作周波数，ϕ は電源電圧 V に対する Vvr の位相差で
ある．ここではデットタイム Δd もまた図 6（a）
中で定義している．デッドタイムとは Q1 及び Q2

の両者が共にオフとなる時間であり，これは Q1 及
び Q2 が同時にオンとなるのを防止するとともに，
後述するように損失低減の観点からも Δd は重要な
パラメータである．
Δd を簡単のため 0 として解析すると，誌面の都

合上導出過程は割愛するが，FET ブリッジ形可変
リアクタの動作可能範囲は tan−1（X/R）−π / 2 ≤ ϕ ≤ 
tan−1（X/R）+ π / 2 を満たす ϕ の範囲であり，その
ときのリアクタンスは

Xvr = − d R
tanϕ + X n

により記述できる．この式からも X > 0 のときに
は ϕ = π / 2 で Xvr = −X であり，X < 0 のときには
ϕ = − π / 2 で Xvr  = −X となることが分かる．リア
クタンス Xvr のダイナミックレンジを調べるため，
位相 ϕ の関数としてリアクタンス Xvr を描画した結
果を図 6（b）に示す．図 6（b）から，理論上は−
∞ から +∞ まで任意のリアクタンスが実現可能であ
ることが分かる．また，キャパシタの DC 電圧の平
衡値 Vth は

Vth = π|V |
2R  | Xvr sinϕ |

である．ただし V は実効値ではなく，波高値表記で
ある．Xvr が ± ∞ に漸近する場合でも，Vvr は π | V | 
/ 2 に漸近するため，過度な電圧ストレスがかかるこ
とはない．

 5  FET ブリッジ形可変リアクタの 6.78 
MHz 動作

磁界共振結合のワイヤレス電力伝送は日本国内
では 6.78 MHz で標準化されている（14）．FET ブ
リッジ形可変リアクタを 6.78 MHz で動作させた
報告は既にあるものの（12），その損失とデッドタイ
ムなどの動作条件との関連に関する議論はこれまで
報告がない．そこで，本稿では，FET ブリッジ形
可変リアクタの性能劣化要因について説明したの
ち，筆者が計測した 6.78 MHz における FET ブ
リッジ形可変リアクタの実測結果を報告する．

動作周波数の上昇に伴う性能劣化要因はスイッ
チング損にある．動作周波数が高くなるほど FET
におけるスイッチング損が問題となることが，D 級
インバータの研究により知られている．FET ブリッ
ジ形可変リアクタの回路構造は D 級インバータの
回路構造と酷似しているため，その特性は D 級イ
ンバータの知見を応用して説明できる．

スイッチング損とデッドタイムの関係について
図 7 を用いて図説する．図 5（b）の条件下で下段
の FET がオンとなる際に生じるスイッチング損を
例に説明する．下段の FET がオンとなる際には，
オフ状態のときに寄生キャパシタンスに蓄積した電
荷が，オン状態になったときにドレーン側からソー
スに流入することで結果として損失になる．図 5

（b）から分かるように，上段の FET がオンからオ
フとなるタイミングでは，電流は可変リアクタから
流出する方向に流れているため，上段下段両者の
FET がともにオフの間は寄生キャパシタンスに蓄
積した電荷を抜き出す．これにより，可変リアクタ
の出力電圧 vvr (t ) は減少するが，図 7（a）に示す
ように，デッドタイムが短く電荷を抜き出し切れず
に下段の FET がオンとなると，蓄えられていた電

（1）

（2）

図6　FETブリッジ形可変リアクタの理論解析
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荷がドレーン側からソースに流入することで損失と
なる．一方でデッドタイムは長ければよいわけでは
なく，図 7（b）に示すようにボディダイオードに
よる損失が生じる．したがって，損失を低減するた
めには，可変リアクタの電圧 vvr が 0 となるタイミ
ング付近でオンにしなければならない．

図 5（b）は可変リアクタが容量性リアクタンス
（Xvr < 0）を実現する場合の動作を示しているが，
誘導性リアクタンス（Xvr  > 0）を実現する場合に
は，上段の FET がオンからオフとなるタイミング
では，その電流は可変リアクタに流入する方向に流
れているため，デッドタイム中に電荷を逆に蓄えて
しまう．ゆえに Xvr > 0 のときには，デッドタイム
は上段下段の FET が共にオンとならない限り短い
ほうがよく，また，スイッチング損が Xvr < 0 と比
較して大きくなることから，動作周波数が高くなる
ほどにその損失がリアクタとしての動作の妨げにな

る．
上記の議論を踏まえて，6.78 MHz における

FET ブリッジ形可変リアクタの実測結果を見てい
きたい．図 8 に実測環境を示す．可変リアクタを
構 成 す る FET と し て EPC8010 を 選 定 し た．
EPC8010 は GaN FET であり高周波特性に優れる．
また，出力キャパシタンスが小さいことから，ス
イッチング損を低減できる．本実験では EPC8010
の評価基板 EPC9068 を用い，可変リアクタ及び入
力 電 圧 源 を 実 装 し た． ま た， ゲ ー ト ド ラ イ バ
LM5113 への入力信号は FPGA ボード DE0 を用い
て生成した．本実験において入力電圧源である
EPC9068 への DC 入力電圧 VDC は 10 V で固定と
した．インピーダンスの計測には Tektronix 社製オ
シ ロ ス コ ー プ MDO3024 及 び 電 圧 プ ロ ー ブ
TPP0250，電流プローブ TCP0030A を用いた．計
測においては誤差を最小化するために OPEN/
SHORT/LOAD 補正を施した．標準 DUT（Device 
Under Test）には HUBER+SUHNER 社製 RF ター
ミネータ 65_SMA-50-0-1/111_N を使用した．

デッドタイム Δd とリアクタンス X の正負が可変
リアクタの動作に与える影響を調べるため，負荷 A

（10.69-j50.28），負荷 B（10.12+j50.11）のそれ
ぞれに対し，デッドタイムを変化させながら可変リ
アクタのインピーダンスを計測した．可変リアクタ
の損失抵抗 Rvr 及びリアクタンス Xvr の実測結果を
図 9 及び図 10 に示す．リアクタンスが負である負
荷 A の場合には，可変リアクタのインピーダンス
Zvr が理論値 ϕ によらず大きくずれており，理論ど
おりに動作しているとは言い難い．これは上述した
損失による影響であると考えられる．図 9（a）に

図8　実測環境

図7　 FETブリッジ形可変リアクタにおけるスイッチング
損
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示す損失抵抗を見ると，デッドタイムが短いほど損
失抵抗も小さくなっており，これは上の議論とも一
致する．それに対してリアクタンスが正である負荷
B の場合，ϕ ≥ π / 4 の範囲では，リアクタンス Xvr

の値と理論値はよく一致している．また，損失抵抗
Rvr についても ϕ ≥ 3π / 8 であれば，損失抵抗も比
較的小さくなっており，特に力率補正に用いる ϕ = 
π / 2 においてはデッドタイム Δd = 0.06T のときに
損失抵抗 Rvr = 0.60（Ω）であり，このとき可変リ
アクタの Q 値は約 80 である．一方で，負荷 B で
あっても ϕ < π / 4 の範囲では損失抵抗が大きく，
リアクタンスも理論値とは大きくずれてしまってい
る．

続いて力率補正に対する性能を調べるために，ϕ 
= π / 2 で固定し，負荷のリアクタンスを正の方向
に変化させた際の損失抵抗 Rvr 及びリアクタンス
Xvr を計測した．その結果を図 11 に示す．図 11 か
ら見て取れるように，誘導性リアクタンスを打ち消
す場合には，可変リアクタのリアクタンスは理論値
と非常に近い傾向を示す．また，損失抵抗 Rvr が最
小となるデッドタイムは各リアクタンス X に応じ
て異なっており，X が大きくなるに従ってデッドタ
イムも長くなる傾向にある．これはリアクタンス X

が大きいほど，可変リアクタの出力電圧も大きくな
るため，デッドタイムに抜き出さなければならない
電荷量が増えるためである．

上記の実測結果より，FET ブリッジ形可変リア
クタの 6.78 MHz 動作において，リアクタンス X
が正でありかつ ϕ = π / 2 付近である場合には，理
論値に近く低損失な動作が可能であることが確かめ
られた．一方で，リアクタンス X が負の場合には
理論値どおりの動作は得られなかった．ゆえに，
6.78 MHz において力率補正に用いる際には，共振
器のリアクタンスの設計値を 0 ではなくあらかじ
め誘導性にしておくことによって，動作環境などの
影響を受けたとしてもそのリアクタンスが負となら
ないように設計するのがよいものと考えられる．よ
り汎用的な可変リアクタとして使用するためには，
低損失化が最たる課題であり，今後の研究の進展が
期待される．

 6 可変リアクタに関する今後の研究課題

可変リアクタに関する研究の方向性として，既存
の方式の低損失化以外に二つの視点を議論したい．

一つ目は新たな可変リアクタ方式の考案である．E

図9　負荷A（10.69-j50.28Ω）に対する可変リアクタンスの実測値

図10　負荷B（10.12+j50.11Ω）に対する可変リアクタンスの実測値
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級インバータのトポロジーを応用した可変リアクタ 
（15）など低損失かつ高周波数動作可能な可変リアクタ
の研究も報告され始めているが，今のところ決定的
な技術進展はなく，今後も検討が進んでいくものと
考えられる．また，既存の可変リアクタを複数組み
合わせるハイブリッド型可変リアクタも議論する価
値があるものと筆者は考える．例えば，低損失動作
の研究が先行している PWM キャパシタと，フィー
ドバックレスで力率補正が可能な FET ブリッジ形
可変リアクタとを組み合わせることにより，両者の
欠点を補い合った可変リアクタを実現し得る．

もう一つの視点は受電器側の可変リアクタ制御
である．受電器側で力率補正を施すためには，既存
の技術では Bluetooth（9）や赤外線通信（16）などの
無線通信の併用が必須であり，システムの複雑化を
招くと同時に，周波数資源の有効活用という観点か
らも望ましくない．給電と同時に通信も行う
SWIPT（Simultaneous Wireless Information and 
Power Transfer）技術に基づく可変リアクタ制御
や，通信を用いない受電器側自己完結型の可変リア
クタ制御に関する研究が今後一層進むものと考えら
れ，現在筆者も FET ブリッジ形可変リアクタの通
信を用いない受電器側制御の検討を進めている（17）．

 7 あとがき

工場や居住空間など多様な動作環境において必
要な電力を安定的に給電するための可変リアクタ技
術について解説した．本論文で特に焦点を当てた
FET ブリッジ形可変リアクタは，6.78 MHz 動作
におけるスイッチング損など検討の余地が残されて
いるものの，フィードバックなしで力率補正可能で
あるという，ほかの方式にはない特徴を有してお
り，より一層の研究の進展が期待される．

共振方式ワイヤレス電力伝送向け可変リアクタ

技術の研究開発は今後ますます，低損失化，高周波
数動作，制御の簡素化など様々な観点から検討が進
められていくことになろう．ブレークスルーを起こ
す新たな可変リアクタ方式が発案されることを期待
するとともに，筆者自らも果敢に挑んでいきたい．
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 1 背景・概要
1.1　マイクロ波遠隔給電のあらまし
近年のインダストリー 4.0 等に向けた IoT（Inter-

net of Things）デバイス普及に伴い，センシング
データ等の送受信の無線化が進んでいる．一方で電
源確保のための配線若しくは電池が必要となる．情
報の無線化ができたとしても電源配線により IoT
デバイスが配置困難となる問題を根本的に解決する
ことができない．電池を用いることで配置の制約は
解消されるものの，ある程度（平均 1 mW超）の
消費電力では電池交換（ボタン電池（CR2302 等）
では 1か月に 1回の交換に相当）が必要となり，
多額の交換コストが発生してしまう．
この問題の解決手段として，マイクロ波により数

m先のセンサ等デバイスに電力を届けるマイクロ
波電力伝送技術が注目を集めている（1）～（3）．図 1に
想定されるマイクロ波給電を適用したアプリケー
ション・ユースケースの例を示す．無線給電の利点
として数m以上の距離の伝送かつ複数台数への給
電が可能な点を生かし，工場・プラント及び物流現
場におけるセンサ類の完全無線化が可能となる．配
線工事・電池交換が不要となるため，旧型装置に
IoT デバイスを添付するレトロフィットによる IoT
化が容易に実施可能となる．更なる発展として，よ
り一般的な環境でのモバイルデバイス等各種機器へ

の給電も将来的に大きな需要が見込まれるユース
ケースとなる．
マイクロ波として 5.7 GHz 帯（世界的に ISMバ

ンド（産業科学医療用バンド）として用いられる周
波数帯）を用いた際の送電距離と受信電力の関係を
図 2に示す．（受電側アンテナサイズは数 cm～10 
cm程度のサイズを想定．）1 mW以下程度で動作
可能な無線受動センサから , 少なくとも数Wが必
要となるモバイル機器を対象とした図となってお
り，図中の点線で示される数値は送電 EIRP（等価
等方放射電力）を示す．なお，点線の左下が各
EIRP でカバー可能な距離・電力の領域となる．こ
の図より各種能動センサ（100 mW程度）までを
数mで動作させるためには 70 dBm程度の EIRP
が必要であることが見積もられる．なお，1～数
mW程度の機器に対しては複数（最大数十台程度）

Summary 近年の IoTデバイス普及に伴い，センシングデータ等の送受信の無線化が進んでいる．一方で電源配線は
残るため，配線が困難な箇所 (動く場所・狭い場所・高所等 )への設置が難しい．電池を用いることで配

置の制約は解消されるものの，ある程度 (平均1 mW超 )の消費電力では電池交換が必要となり，多額の交換コストが発生し
てしまう．解決手段として，マイクロ波により数m先のセンサ等デバイスに電力を届けるマイクロ波電力伝送技術が注目を集
めている．本論文では数～10 m程度のエリアに対し最大数百mW程度の電力を送電可能な5.7 GHz帯を用いたマイクロ波
給電システムの紹介を行う．

Key Words マイクロ波給電，ビームフォーミング，無線 IoT

IoTデバイス等を無線化する屋内向けマイクロ波給電システムIoTデバイス等を無線化する屋内向けマイクロ波給電システム
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図1　マイクロ波給電アプリケーション例
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への給電が可能となる．
上記のように実際の IoT デバイスを駆動するた

めには EIRP 70 dBm 程度が必要となるが，この
EIRP の値は同様の 5 GHz 帯の無線機器である無
線 LAN AP（アクセスポイント）に対し 30 dB 以
上高い値となるため，一般的な無線機器のハード
ウェア構成では実現が難しいものとなる．また，大
電力の無線信号を出力することはほかの無線機器へ
の混信等の低減や人体への影響を考慮（電波防護指
針（4）を遵守）する必要がある．なお、現時点では
電波法関連法で定義されていない無線機器となるた
め、ほかの無線との共存・人体防護に関して現在法
整備の活動が実施中である（5）．したがって，電力
の伝送のみならずほかの無線との共存等実際の利用
にあたっては必須の技術となる．
本論文では，ビームフォーミング技術を利用し複

数の受電ターゲットに対し最適な電力供給を実現す
る時空間給電アルゴリズム，小形かつ数百mWオー
ダーの電力を供給可能なEIRP 70 dBmを実現しつ
つ ,ほかの無線への影響を低減した送電器技術を紹
介する．

 2  マイクロ波ビームを利用したマルチセンサデバイスへの無線給電

2.1　あらまし
前章にて述べたように IoT 無線機器の配線・電

池交換を不要とする手段の一つとして，マイクロ波
による遠隔給電が近年着目されているが，十分な電
力を受電側デバイスに届けることが課題となる．マ
イクロ波をアンテナから放射する給電において，複
数アンテナを用いることでアンテナから発生した電
力を，受電デバイス側で合成するビームフォーミン
グ（BF）技術を用いた給電システムは，給電電力
密度において有利となる．特に，受電側からの電波

ビーコン信号を送電と同じ複数アンテナで受信し，
その位相情報から給電時のビームを生成するレトロ
ディレクティブビームフォーミング（RD-BF）方
式（1）は，受電ターゲットに対し電力合成を行うこ
とが可能であり，大きな電力の送電に対応可能であ
る．一方で RD-BF 方式は給電・受電装置が 1対 1
となるため，多数の IoT センサノードに対しては
そのまま利用することができない．
複数ターゲットへ必要な電力を送電するべく，複

数給電対象に同時に送電可能なビーム生成を行う手
法“max-sum”方式（6）や“max-min”方式（7）が
提案されている．max-sum方式は複数給電対象に
対する給電総量が最大となるようなビームを生成す
るものであり，max-min 方式は複数給電対象のう
ち最も受電電力が小さくなる対象への給電電力量を
最大化するビームを生成する同時複数給電の実現を
狙うものである．しかしながら，前者は一部の給電
対象に電力が集中する場合でも条件を満たしてしま
うケースがあること，後者は最小値の改善はあるも
のの全体的に給電電力が低減する課題がある．更
に，両者ともにハードウェア実装時の制約により，
更なる給電電力の低減が発生する．
第 1の制約は受電装置の入力RF電力に対する整

流効率の非線形性（8）である．RF入力信号のDC信
号への整流はダイオード等の非線形素子を用いるた
め，その効率は入力電力に対し非線形に増減する．
同時給電を行った際に各受電装置への受電電力が単
一への給電に対し低減するため，整流効率が大きく
劣化してしまう．第 2の制約は送電出力用増幅器
の最大出力電力の制約（9）である．複数同時給電可
能なビーム生成には各アンテナ素子の出力振幅・位
相を含めた制御（BFウェイト）が必要となるため，
給電装置の送信回路には広い出力ダイナミックレン
ジが必要となる．したがって，過大な出力電力マー
ジンを備えた給電システムの構築が必須となってし
まう．また、無線 IoT デバイスは通信を任意に行
うため，充電可能な二次電池を搭載することが前提
となっており，必ずしも同時多数給電を行う必要が
ない．
このような実装面も含めた課題を解決するため，

時間・空間で複数受電装置への給電を最適化する
“時空間 BFアルゴリズム”を提案し，位相のみの
制御により各受電装置の要求電力量を満たす給電を
高速に実施することに成功した．以下，提案のアル
ゴリズム及び同アルゴリズムを適用した実機評価結
果を述べる（3）,（10）．

図2　マイクロ波給電受信電力と送電距離の関係
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2.2　提案時空間BFアルゴリズム
前節で述べた課題を解決する手段として，“時空

間BFアルゴリズム”を提案する．前節にて述べた
ように，RD-BF 方式のみでは複数給電対象への最
適な給電は不可であるが，時分割給電を組み合わせ
ることによりこの課題を解決している．時分割を適
用することで各受信デバイスへの給電は離散的とな
るが、前節に記載したように二次電池を搭載したシ
ステムに対しては運用が可能である．
図 3に提案アルゴリズムの概要を示す．提案法

は図の下側に示される五つのステップに分割するこ
とができる．第 1のステップはRD-BF に必要な伝
搬路推定であり，M台の受電装置から順番に給電
と同一周波数の正弦波信号がビーコンとして送信さ
れる．給電装置は送電に用いる L個のアンテナ素
子それぞれに受信機も備えており，各素子の位相・
振幅情報から給電装置-各受電装置間の伝搬路 hm

（m=1,2,…,M）を推定する．（前節にて述べたレト
ロディレクティブ制御を指す．）第 2のステップで
は得られた伝搬路に基づいたRD-BF による短時間
の試行給電を合計N回実施する．（受電器数と同一
の伝搬路に基づくビーム生成を行う場合はN=Mと

なる．）受電装置は整流後のDC出力電力を測定し
ており，第 3のステップとして送電装置に受電電
力及び要求電力量を送付する．なお，受電器は無線
センサ等であることが前提となるため，既存の無線
規格にて通信を行うことが前提となる．ここで，m
番目の受電装置に対して n番目のビームで受電し
た電力を Pm,n とする．続いて第 4のステップでは
各受電装置からの電力フィードバック情報に基づ
き，各 RD-BF パターン（BFn）に割り当てる時間
間隔 tn を最適化する．給電時間は供給電力に対応
する．最後に第 5のステップとして各BFパターン
を最適時間間隔で本給電を実施する．
この給電方式で扱う最適化問題は，最小の時間で

必要な電力量を送付することとなるため，総給電時
間すなわち各BFパターンによる給電時間 tn の合計
値を最小化することに対応しており，以下となる．

各受電装置には二次電池や消費電力に依存する要求
電力量があるため，各給電対象に対し給電される総
電力量，すなわち前記の各ビームの受電電力 Pm,n

図3　“時空間BFアルゴリズム ”の概要
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と給電時間の積の総和が要求量Wm を超える必要
があり，以下で表される．

上記の制約に tn 時間は正の実数となる前提を加え
ると，上記の最適化問題は線形計画問題として形式
化することができる．線形計画問題では，各制約条
件が線形一次関数となるため，解が許容される領域
が図 4（給電装置が二つの場合の例）に示すように
多角形で表され，その頂点に最適解が存在する．三
つ以上の給電装置が存在する場合（M>2）は多角形
が多面体で表され，図による解導出が困難となる
が，シンプレックス法を用いることにより高速に探
索可能である（11）．なお、対象となる受電デバイス
の位置や要求給電電力は変化する可能性があるが，
提案の最適化を都度行うことにより対応することが
可能となる．

2.3　給電・受電装置構成
図5に64素子のフェーズドアレー給電装置の構成

図を示す．給電装置の送受信部は高周波信号を扱う
64個のRF部信号分配・受信信号処理部より構成さ
れている．信号分配は外部から供給される高周波信号
を4段の信号分配器により64分配する構成となって
おり，外部コンポーネントと表面実装素子とを組み合わ
せた構成となっている．
RF部は給電用の送信及び受電装置からのビーコン

信号受信機能を備えたものとなっており，信号送受は
給電装置のモードに応じアンテナ出力端の切換スイッ
チ（SPDT）により制御される．RF部搭載の送信回路
（RF部図面上側のパス）は送信時には信号分配・受信
処理部から64分配された5.7 GHz帯正弦波信号が

入力され，ビームフォーミングに必要な位相制御及び
必要な電力をアンテナに供給する役割を持っており、
図に示すようにビームフォーミングの信号ベクトルを生
成するための可変利得増幅器（VGA）・6ビット精度可
変移相器及び12 dBm出力の出力アンプにより構成さ
れている．なお、VGAは各素子間の出力レベルばらつ
き補正や位相・振幅制御を行う従来手法（“max-sum”
及び“max-min”）検証に用いる．RF部の受信回路
（RF部図面下側のパス）はビーコンを受信することを
目的とし低雑音増幅器（LNA），VGA及び直交LO信
号を扱う直交復調器（ミクサ回路）により構成されて
いる．直交復調器はLNAからの出力信号と信号分配・
受信処理部から供給される5.7 GHz帯正弦波信号と
を乗算することで低周波（直流）の直交信号出力をコ
ネクタを介して信号生成・分配及び受信信号処理を行
うベースボードに伝送する．出力された信号はアナロ
グ・ディジタル変換回路（ADC）に接続され，直交受
信信号を用いることで，各受信素子の位相・振幅情報
はディジタルドメインで取得される．RF部は図6に示
すように50 mm角のサイズとなっており，同一サイズ

図4　給電の線形最適化問題（M=2）の例

図5　マイクロ波給電装置構成
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のパッチアンテナ（利得約7 dBi）を表面実装コネクタ
を介して接続する構成となっている．
受電装置の構成を図7に示す．アンテナからの受電

信号は整流器モジュールに印加され，負荷として10 
kΩの抵抗を接続している．また，出力DC信号は同
一基板上のBluetooth® low energy（BLE）モジュー
ルに搭載の汎用ADCにより取得される．BLE は IoT 
向け通信として用いられるケースが多く，給電信号周
波数と大きく異なり給電と同時に利用可能であるため
制御無線通信として採用した。送電装置にもBLE が
搭載されており、ビーコン送信・受電切換のSPDTス
イッチの制御及び提案の時空間BFアルゴリズムに必
要となる受電出力電圧の給電装置への送信等の制御を
行う．

2.4　評価結果
試作した給電装置に対し図8の測定系にてビーム

フォーミング特性の評価を行った．給電装置からのビー
ムを受電するアンテナを1 mの距離に設置し，同アン
テナをXYポジショナにより水平・垂直方向に±100 
mm移動した際の受電電力をパワーメータにて測定し
た．アンテナは10 mmステップで移動させ，計 400 

点の測定を実施している．
図9に上記の評価結果を示す．同図（a）は給電装

置の各アンテナからの出力信号位相を全て同一（等位
相）としたものとなっている．この条件と同一の送受ア
ンテナの位置関係においてRD-BFを実施した結果は
同図（b）に示されており，ピークの受信電力が等位相
条件に対し約2 dB向上し，電力半値幅は約65 mm・
3.7°となり鋭いビーム特性が得られることが確認され
る．なお，ピーク電力となる位置と中央からのずれ（10 
㎜程度（約0.6度））は各送信素子の位相・振幅誤差
によるものであり，詳細なキャリブレーションによる精
度向上が可能であると考えられる．
受電用アンテナを中央から移動させ，都度RDを個

別に実施した際の各位置における受信電力を同図（c）
に示す．一様に高い受信電力が得られており，最大・
最小値の比は2.3 dBとなった．

図7　受電装置構成

図8　ビームパターン評価構成図6　給電装置外観
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図10に給電評価系の構成を示す．送電周波数は
5.725 GHz，各アンテナ素子の空中線電力を1.6 mW
（総送電電力約100 mW（20 dBm））とした．この際
の最大EIRPは58 dBmに相当する．受電装置6台に
対する給電を行い，伝送距離は最近接のもので1.0 m 
としている．図に示すようにRx1-3を密集，Rx4，5 を
分散，Rx6を孤立させて配置している．各受電器の要
求電力量は1 mWの電力で10秒間給電（駆動若しく
は充電）することを想定し一律0.01 Jに設定した．提
案手法との比較のため，従来手法であるmax-sum・
max-min手法を適用した測定も併せて実施している．

表1に試行給電・最適化後の各BFパターンに対す
る受電電力及び最適化されたtn，図11に送電時間に
対する積分電力の測定結果を示す．本測定は受電ター
ゲット数が6系統となるため、利用するビームの種類
は同じく6種（BF1～BF6）となる。また、図中の受信
ターゲットRx2に関しては、近傍のRx1及びRx3向
けの給電ビーム（表中のBF1及びBF3）にて必要な電
力を賄うことが可能となるため、最適化により利用しな
い結果となった。各ビームによる受信ターゲットに対す
る供給電力値及び受電要求電力を用いて各ビーム出力
時間を最適化する提案法による最短充足時間が134秒
と予測されたことに対し，測定結果も同一の時間で図
に示すように全受電装置の要求値に到達している．一
方，全受信電力を最大化するmax-sumについては，
一部の受電電力は大きいものの受電電力に偏りが生じ，
Rx4-6についてはほとんど給電できていない．最小受
信電力を最大化するmax-minでは，1台当りの供給
電力の減少が整流器の効率を大きく劣化させることに
より，全受電機の要求値を充足するためには提案法の
約40倍の時間を要する結果となった．提案法により短
時間で全受電器の要求電力量を充足可能であることが
確かめられた．

図9　ビームパターン評価結果

図10　複数対象への給電評価

表1　各BFパターンに対する受電電力
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2.5　まとめ
複数の IoTセンサへの遠隔給電において実ハード

ウェアの制約下で，短時間で要求受電電力量を充足可
能な時空間BFアルゴリズムを提案した．64素子の給
電装置にて同アルゴリズムを適用した給電評価を行っ
た結果，従来の複数給電アルゴリズムに対し，40倍高
速に要求電力量を供給できることが確認された．

 3  タイルベース・三角配置を採用した小形かつEIRP 70dBm出力を実現するマイクロ波給電システム

3.1　あらまし
１．にて説明したように，消費電力が数百mW

以上のカメラ等の起動や 1～数mWの IoT デバイ
スを多数給電するためには，70 dBm程度の EIRP
で給電が必要となる．一方でより小規模な給電対象
に限定される場合は 40～50 dBmの EIRP の給電
能力で運用可能なケースもある．したがって，マイ
クロ波給電システムの送電装置は 40～70 dBmの
EIRP をカバーできることが望ましい．
また，EIRP が高い無線システムでは，キャリア

周波数が近い既存無線システムへの影響が課題とな
る．例えば 5 GHz 帯無線 LANシステムは ISMバ
ンドではあるものの，Cバンド気象レーダに対する
干渉を考慮したシステムとなっている．図 12は想

定される典型的なマイクロ波給電システムの設置例
を示したものである．給電信号の発信源となる給電
装置は天井に設置されることにより，屋内の広範囲
に設置された IoT 等の機器にビームフォーミング
による給電を行うことが可能となる．一方でマイク
ロ波給電システムが設置されている空間（建屋）の
外部には利用者が異なる近傍周波数の無線機器（無
線 LANや気象レーダ等）が存在する．したがって
受電ターゲットには必要な電力（EIRP=70 dBm）
を送信しつつ，側面方向への信号の漏れは既存無線
システムへの影響がない程度に低減する必要があ
る．また，天井等への設置を容易に行うためには当

図11　受電電力量の時間変化

側面へ
の漏えい

図12　マイクロ波給電装置の設置条件とほかの無線シス
テムとの共存
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然ながら装置の小形・低コスト化も必須となる．

3.2　給電に必要なEIRP対応・小形化に向けた課題
前節にて述べたように，送電装置は 40～70 

dBm 程度の EIRP 出力に対応しつつ，ほかの無線
システムへの影響を最小限に抑える必要がある．更
には小形・低コスト化を実現するためには，大きく
二つの視点で問題を解決していく．一つ目は送信向
けパワーアンプ（電力増幅器）を含めたシステム設
計，もう一つはアレーアンテナの構成となる．前者
は装置の電力効率・コスト及び装置サイズに関連
し，後者は側方への信号漏えいと装置表面サイズに
影響を及ぼすものとなる．
パワーアンプの実装はシステム全体に影響する．

例えばシンプルな構成として高出力のパワーアンプ
から各アレーアンテナを励振する構成を用いること
が可能であるが，出力 EIRP が低いケースでは不要
に大形・高コストのアンプが必要となり，本目的に
は適さない．無線 LAN等で用いられる表面実装パ
ワーアンプを用いることで大幅な小形・低コスト化
は可能であるが，一般に入手可能な表面実装部品で
は最大 500 mW程度であるため複数のアンプを組
み合わせて所望の電力を得る必要がある．EIRP の
需要に応じフェーズドアレーの素子数を柔軟に変更
する必要があるが，要求する EIRP に応じて都度設
計・専用ハードウェア化することは大幅なコスト増
大を招くこととなる．
天井にマイクロ波給電装置を設置可能とする薄

形化には平面アンテナであるパッチアンテナをア
レー素子として用いることが好ましい．しかしなが
ら装置面積小形化のためにアンテナ間隔を狭めてい
くことにより，素子間のカップリングが増大するこ
とによる外部への放射減少が起こり，利得が低下す
る．我々の見積もりでは 0.5 波長間隔のアレー（5
×5 の 25 素子）では，0.8 波長間隔に比べ 3 dB 以
上利得が低減する．アンテナ間隔を広げることで利
得低下を避けることができるが，ビームフォーミン
グの際にグレーティングローブ（12）が発生し，想定
外の方向に大電力の不要ふく射が発生し，ほかの無
線との共存に重大な影響を及ぼしてしまう．
本章では三角配置アンテナ及びタイル状配置を

採用することでA4紙サイズに小形化し，70 dBm
の EIRP をグレーティングローブ抑圧した 64（8×
8）素子アレーマイクロ波送電装置の紹介を行
う（3）,（13）．

3.3　小形給電システム
図13に提案したマイクロ波給電装置の構成を示す．

要求されるEIRPに応じスケーラブルに構成を変更可
能なタイルベース構成を採用している．信号生成・分
配及び受信信号処理を行うベースボード上にRF信号
処理（移相・振幅調整・電力出力）を行うRF モジュー
ル及びパッチアンテナが表面実装コネクタにより接続
されている．この構成により出力EIRP に応じアンテ
ナ・RF素子数及び配列形状を自由に変更可能となり，
給電アプリケーションごとに専用の送信機を用いること
なく容易に適用可能となる．また，素子数の増減が可
能であることから各RFモジュールからの出力電力をパ
ワーアンプの最も電力効率が高い領域に固定すること
が可能となり電力効率・発熱を改善することが可能と
なる．
前節で述べたように表面実装パワーアンプの出力は

最大500 mW（27 dBm）程度となるため，最大 70 
dBm のEIRPを実現するために必要な素子数は以下か
ら導出することができる．

上記のNがアンテナ・RFモジュール素子数を表し，
PPA=27dBm がパワーアンプの出力電力となる．Gpatch

はパッチアンテナの利得であり，一般的に1/2 波長程
度のサイズでは約7 dBiとなる（14）．これらの値から
EIRP 70dBmに必要な素子数Nは64となる．天井に
設置し，任意の方向にビームフォーミングを行うため，
素子配置は8行 8列（8×8）構成とした．64全素子
からのパワーアンプ出力電力は32 W（45 dBm），総
アンテナ利得は25 dBiとなる．

図13　 タイルベース構成を採用したマイクロ波給電装置
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図14は，提案するタイルベース送信機のブロック図
を示す．RF回路は全て表面実装部品で構成されてお
り，内部PLLシンセサイザまたは外部信号源から供給
された5.7 GHz 帯の正弦波（CW）信号は，ベース
ボード内で64チャネルに分割・バッファリングされた
のちRFモジュールに入力される．RFモジュール搭載
の6ビットの360°移相器及び30 dB の可変利得増幅
器（VGA）によりビームフォーミングのための位相・
振幅制御が行われる．パワーアンプにより27 dBm
（500 mW）に増幅される．RFモジュールは，25 mm
角の基板に実装され，ベースボード上にコネクタにより
接続される．RF及びベースボードにて受信機能も内蔵
しており，受電装置からのパイロット信号を受信して
RD-BFの実施や，ほかの無線システムの検出も可能な

構成となっている．
本設計では，前節で説明したアンテナ利得とグレー

ティングローブのトレードオフを緩和するために，三角
形（千鳥）配置のアンテナアレーを採用した．アンテ
ナを三角形に配置することで素子間隔を広げることによ
り素子間の結合を低減しつつ素子間の距離が1/2波長
以内となるためグレーティングローブの発生を抑制する
ことが可能となる．図15は，グレーティングが発生し
ない最大のビームフォーミング設定角度（装置正面を
0度とする）とアンテナ利得をプロットしたものである．
なお，各プロットは電磁界解析シミュレータによって得
られた結果となる．この図よりグレーティングローブの
発生なく設定可能なビーム最大角度と利得の間にト
レードオフがあることが示唆される．数mの天井に設

図15　グレーティングローブが発生しない最大BF角とアレー利得の関係

図14　給電装置構成図
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置された送電装置において電力供給エリアを確保する
ためには，少なくとも45度の最大ビームフォーミング
角が好ましいため，図の45度より右側が給電装置とし
て利用可能な領域となる．図中には格子状に設置され
たアンテナと三角（千鳥）配置されたアンテナにおけ
るプロットが記載されており，三角配置が格子配置よ
りも高い利得を得られることが分かる．この結果より
45度以上のビーム角を最大の利得で得ることができる，
0.5λ× 0.7λ（25mm × 35.5mm）のピッチ三角形
配置を採用した．
図16にパッチアンテナ及び全体配置構成図を示す．

三角形配置によりアンテナ素子が長方形となるため，
給電点の位置（長辺方向・短辺方向）により図に示す
ように電流分布・密度が異なり，利得が変化する．イ
ンピーダンス整合及び利得を最大化するため，給電点
をアンテナ中心から短辺方向にオフセットさせること
で，電流分布を最適化し利得を向上した．なお，所望
の利得を最小限のアンテナ面積で得るため，送電信号
は直線偏波としている．偏波損を低減するため受電側
アンテナ配置の調整や偏波の合成等を行う．図17は，
提案した0.5λ× 0.7λピッチの8×8 三角配置アンテ
ナアレー及び格子状配置（0.5λ間隔及び1λ間隔64
素子）にて，ビームフォーミング角を30°とした際の電

磁界シミュレーションの結果を示したものである．0.5
λ× 0.5λと0.5λ× 0.7λ間隔ではグレーティング
ローブが発生していない一方，1λ× 1λではθ=-30°
付近でグレーティングローブが発生してしまうことが分
かる．したがって，提案した構成により２．にて紹介し
た1λ間隔に対しアンテナ面積を1/3に低減しつつ必
要な利得を維持したまま，グレーティングローブの抑
圧が可能となる．

3.4　提案給電装置の評価結果
前節までに述べた構成のマイクロ波給電装置を

試作し，放射特性の評価を行った．図 18に示すよ
うに送信機全体のサイズは 260×310×88 mmであ
り，２．にて紹介した装置や文献（15）等に対し大幅
な小形・薄形化により，容易に天井設置が可能とな
る．図 20 は，図 19 の測定系において，ビーム
フォーミング角度θtrg を 0 度及び 30度とした場合
の受信電力と EIRP を示している．なお，EIRP は
以下の式により算出しており、供給する空中線電力
は 3.3と同じく 32 W（45 dBm）とした．

図16　パッチアンテナ及び三角配置アレーアンテナ構成

図17　ビーム指向性シミュレーション結果

図18　給電装置外観
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　ここで Pr は受信電力，Gh は受信ホーンアンテナ
利得，dは送受間距離を示す．この結果より EIRP
は約 69（68.6）dBmとなっており，A4サイズの
小形アンテナで給電に必要な EIRP（70 dBm）を
ほぼ達成した．また，前項のシミュレーション結果
と同様に，グレーティングローブが発生していない
ことが確認された．なお，タイルベース配置のうち
25 素子（5×5）アレーを用いた放射パターンの測

定結果を図 21 に示す．ピーク EIRP は 64 素子に
対し 8 dB 低下しており，計算値（20log（25/64））
に等しい．この結果より，タイルベース構成を用い
ることによりユースケース・アプリケーションに応
じた様々な EIRP の要求に対し容易かつ低コストで
再構成可能な機能の実現が可能と言える．

3.5　むすび
本章では前章にて紹介した給電装置を小形・大出

力化するタイルベース構成かつ三角配置構造のマイ
クロ波給電装置を紹介した．提案構成により必要な
アンテナ利得・EIRP を小形で実現しつつ，ほかの
無線機への影響を及ぼすグレーティングローブの低
減を可能とした．また，タイルベース構成により
EIRP ＝ 70 dBmより小電力のアプリケーションに
対しても容易かつ低コストで対応が可能となる．

 4 おわりに
IoT デバイスの完全な無線化を推進するマイクロ

波給電システムとして開発した複数受電対象・ほか
の無線との共存が可能となる技術の紹介を行った．
更なる高効率化，より高度な他無線共存・人体への
影響低減を実現するシステムの開発を継続して行
う．
謝辞　本研究の一部は，内閣府総合科学技術・イ
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 1 はじめに
先日，義理の父が建設に携わった黒部ダム（富山

県）を訪れた．高さ日本一の大きなアーチ状のダム
から放水される様は，ものすごい水の量で圧巻の一
言であった．これだけの水量で発電される電力はど
れくらいかと思い調べたところ，最大で 335,000 
kWという大電力であり，その電力は関西地方にま
で送電されている．建設された昭和 30年代後半に
は，黒部ダムで発電された電力は，関西で消費され
ている電力の二分の一をまかなうほどであったそう
だ．関西に住む私にとっては，黒部ダムは生活に大
切なものであることを知った．
ところで，黒部ダムで発電された電気はどのよう

にして関西まで届けられるのであろうか．家の外を
見上げれば気がつくので，誰も迷いはしないかもし
れないが，発電された電気はすぐさま電線を通して
送られてくる．富山県の秘境と言えるような場所に
ある黒部ダムで発電された電気も，直線距離で 300 
kmも離れた我が家に，電線を通して送られてくる
のである．電線が切れたら電気は届かない．台風の
日も，大きな地震の後にも，いかなるときも途切れ
なく電気を送り届けるべく，災害時の対応や，日々

の送電線や送電鉄塔のメンテナンスなど，電力会社
の皆様はどれだけ大変な苦労をされていることか
と，感謝するばかりである．
「その後，家まで届いた電気は？」と思い，私の
部屋の中を見てみた．壁のコンセントからは延長
ケーブルが何本も延び，机の周りは配線だらけ．ス
マートフォンの充電器，ノートパソコン，ディスプ
レイ，照明にゲーム機に…，あっという間に 10個
のコンセントが埋まってしまっている．電源ケーブ
ルは絡まっていて，たまに足に引っ掛ける．電気は
本当に便利なものであるが，とにかく線が多く邪魔
である．
こんな電気を屋外で使おうと思うと，更に大変で

ある．家から屋外用の電線で引き出して門の照明を
光らせたりしなければならない．キャンプのときは
車から線を引き出して，音楽を聴くスマートフォン
やおもちゃのドローンを充電する．
このような現在の有線での電気の利用に対して，

筆者らは，電波（マイクロ波）を用いて，電線なし
（ワイヤレス）で遠方に電力を届ける技術の研究開発
を行っている．近年，マイクロ波を用いて長距離に
電力を届ける空間伝送方式のワイヤレス電力伝送技
術の開発や利用するためのルールの調整は進み（1），
屋内のセンサ等への給電等での実用化はもう目の前
である．本稿では，更にその先にある，屋外でのワ
イヤレス電力伝送技術の活用方法について考察・紹
介してみたい．

マイクロ波を用いた屋外ワイヤレス電力伝送技術マイクロ波を用いた屋外ワイヤレス電力伝送技術

†  三菱電機株式会社通信機製作所，尼崎市
Mitsubishi Electric Corporation，Amagasaki-shi，
661-8661 Japan

ⓒ電子情報通信学会2021

　

本間幸洋　Yukihiro Homma†

Outdoor Wireless Power Transmission Technology Using Microwaves

Summary 電気が実用化されてから100年以上の間，電力を送電する方式として「有線」での方式が続けられ，その
技術は洗練されてきた．数百 km離れた場所にあるダムからも，効率良く，安定した電力が安全に私たち

の手元に届けられている．一方，「線」があることは何かと煩わしく，スマートフォンやパソコン等を多用する近年は，コンセ
ントの周りはたこ足配線になりがちである．ましてや，屋外で電気を使おうとした場合はより大変である．バッテリーを用意し
ても，長時間の利用を続けることは難しく，また，屋外の有線での電源供給は手間が掛かる．このような「有線」による電力
供給のデメリットから，線のない「ワイヤレス」での送電への期待が高まってきている．
　本稿では，各種あるワイヤレス電力伝送の技術の中から，屋外で利用することを想定した，マイクロ波を用いたワイヤレス
電力伝送の技術を紹介する．ワイヤレス電力伝送の原理や課題を説明し，筆者らが実施してきた実証実験等の紹介を行い，屋
外でのドローン等の移動型ロボットや緊急時の給電システム，センサへの給電などの利用シーンの検討例を示している．電気
の新しい利用方法の検討の一助となることを願う．

Key Words ワイヤレス電力伝送，マイクロ波，屋外，アレーアンテナ
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 2  マイクロ波を用いたワイヤレス電力伝送技術

2.1　マイクロ波電力伝送の原理
マイクロ波を用いて電力を送る方法について説

明する．マイクロ波は，定義はやや曖昧だが，周波
数（電波の波の 1秒間の振動数：単位Hz＝ヘルツ）
が 300 MHz～300 GHz 程度の電波である．このよ
うな電波は，例えば，携帯電話の通話やデータ通
信，パソコンの無線 LANやWiFi，ETC などの通
信に使われている．電波はこのように情報を送る手
段だけではなく，電力を送ることにも利用すること
ができる．
図 1にマイクロ波を用いたワイヤレス電力伝送

装置の概念図を示す．左側に機器のイメージ図を右
側に回路の概念図を示している．ワイヤレス電力伝
送装置は送電装置と受電装置で構成される．送電装
置では，まず発振器で小さなマイクロ波の信号を生
成する．その信号は，半導体を用いた増幅回路に
よって直流電力を使って大きなマイクロ波の信号に
増幅される．その後，送電アンテナから放射され，
空間を伝搬して，受電アンテナで受信される．受信
したマイクロ波は，整流回路で直流電力に変換さ
れ，受電装置側で電力として取り出される．このよ
うにして，電波が空間を伝搬して遠方に到達する原
理を利用して，またマイクロ波の信号を増幅して大
きなエネルギー（電力）を乗せて運ぶことにより，
遠方にワイヤレスで電力伝送することができる．

2.2　筆者らの研究開発の取組
筆者らは，2000 年頃から，宇宙空間で太陽光で

発電した電気を地上にワイヤレス送電する宇宙太陽
光発電システムの研究開発に参加し，マイクロ波を
用いたワイヤレス電力伝送技術の研究開発を始めて
いる．2000 年代にはアレーアンテナや半導体を用
いたワイヤレス送受電技術の要素開発を行い，
2010 年にはワイヤレス電力伝送の研究開発用の装
置を開発した（2）．その装置を用いて，屋内の電波暗
室で多数のセンサへのワイヤレス電力伝送（2012
年）や，小形ロボットへの給電（2013 年，図 2）の
実証実験を実施し（3），図 1に示したワイヤレス電力
伝送が理論どおりに実現でき，センサやロボットに
対してワイヤレス給電が可能なことを実演した．
続いて，屋外での長距離電力伝送の実証試験を

行った．2015 年には，宇宙太陽光発電の基礎技術
の研究開発として，約 1.8 kWを送電装置から照射
して，約 55 mの距離をワイヤレス電力伝送する実
証実験（図 3）を行った（4）～（6）．この実験は，将
来の大電力化や長距離の電力伝送の実現方法を実証
するために，送電部の大規模化を想定した複数（4
枚）の送電パネルを用いて，屋外の遠方でも原理ど
おりの送電マイクロ波ビームを形成して給電できる
ことを実証している．また，2019 年には，上空の
約 20～30 m の距離で，任意の複数の場所にホバ
リングするドローンに対して，完全な自動制御で送
電マイクロ波ビームを形成し，給電できることを実
証している（5），（7）．

図1　マイクロ波電力伝送装置の概念図
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2.3　国内外の実用化の動向
マイクロ波を用いたワイヤレス電力伝送は，近

年，アメリカや日本，イスラエルなどのベンチャー
企業を中心に，実用化の動きが進んでいる .実用化
を想定した機器の研究開発・実用化活動が活発に行
われており，オフィスや物流，家庭，商業施設，工
場，医療，自動車内など利用シーンでの IoT 機器
やスマートフォンなどへの給電，更に，屋外や宇宙
での利用などが提案されている（8）～（12）. また，詳
細は公開されていないが，中国でもスマートフォン
向けのワイヤレス電力伝送装置の開発や，宇宙太陽
光発電の研究開発などが活発に行われている（13）.

 3 屋外での本技術の利用方法
次に，屋外でマイクロ波を用いたワイヤレス電力

伝送技術を利用する方法について示す．

3.1　周波数とアンテナ方式
周波数 10 GHz 以下のマイクロ波は，雨や霧な

どでほとんど吸収や減衰することがなく（8），屋外
で利用するのにも適した電波の周波数である．ま
た，電波を効率良く送信や受信するアンテナは，多
くの種類があるが，例えば，「はやぶさ」などの宇
宙探査機や人工衛星と通信する際に用いられている
パラボラアンテナや，複数の小形のアンテナ素子か
ら放射される電波を空間で重ね合わせて送信するア

図2　 小形ロボットへのワイヤレス電力伝送実験（2013年）．送電マイクロ波ビームで送電スポットを作り，
5 m程度離れた場所のローバーに約10 Wの給電を行った．

図3　屋外での長距離ワイヤレス電力伝送実証試験（2015年）の外観図（6）
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レーアンテナ（図 4）の利用が考えられる．
アレーアンテナは，比較的薄形・小形に作ること

が可能で，持ち運びや設置が簡単であることから，
本稿では，このようなアレーアンテナを用いて，雨
でも電力伝送が可能な 10 GHz 以下のマイクロ波
を使って給電することを想定する．

3.2　アレーアンテナについて
アレーアンテナは，各アンテナから送信する電波

のタイミング（位相）を調整することにより，電気
的に電波の照射方向を瞬時に切り換えることができ
る．更に，アンテナの数を増やして大形化すること
も比較的簡単で，大形化することにより，送電電力
や受電電力を大きくしたり，よりシャープな送電マ
イクロ波を形成して効率良く送電したりすることが
可能になる．これらは，より遠い距離に給電する要
求の強い，屋外での送電装置や受電装置に適した特
徴である．
図 5にアレーアンテナを用いたマイクロ波の送

電制御の原理を示す．マイクロ波発振器から発信さ
れたマイクロ波は，各アンテナから送信されるマイ
クロ波の位相を移相器でずらして送信することによ
り，送信方向を制御したり，送電マイクロ波ビーム
を形成したりすることができる．このような制御を

行い，受電装置の方向に正確に送信することによ
り，遠方に効率良く給電することが可能となる．

 4 屋外での利用シーン
近年，センサや IoT 機器は高性能化し，様々な

用途での普及が進んでいる．これらの機器は数が多
くなるため，有線で電源をつないだり，電池を必要
な周期で交換したりするのにコストや人手が掛かる
ことから，マイクロ波を用いたワイヤレス電力伝送
が電力供給の有効な手段として期待されている（1）．
一方，屋外でも，このようなセンサやセキュリ

ティカメラ等の小形機器の活用も進み，更にドロー
ン等の小形ロボットの活用も進んできている．ま
た，近年，台風・大雨や地震などの自然災害も多発
しており，これらの非常時における停電などへの対
応の問題も発生している．これらの屋外での電源供
給の課題に対しても，今後ワイヤレス電力伝送の活
用が想定される．
ここでは，これらの屋外でのワイヤレス電力伝送

の利用シーンについて，幾つかの案を示す．

4.1　ドローンやロボット等の移動ロボットへの給電
ドローンやロボット等の移動ロボットは，バッテ

リーを搭載し，蓄電された電力を用いて運用され
る．移動ロボットは比較的大きな電力を必要とし，
バッテリーの容量の範囲で活動時間が制限されてし
まうことが大きな課題となっている．また，移動す
る機器であるため，有線での電力供給に不向きであ
る．このため，ワイヤレス電力伝送技術が大きく期
待されている．
図 6と図 7にドローンやロボットに対するワイ

ヤレス電力伝送装置の利用イメージを示す．ドロー
ンなどを用いた調査や監視作業，危険地域で活動す
るロボットにおいて，ワイヤレスで電力を供給でき
れば，活動時間を長くすることができ，ドローン等
の有用性が更に向上する．これらの用途では，送電
装置を様々な場所で利用することを想定して，電源
や送電装置が車載されていることが望ましい．ま
た，受電装置は移動ロボットに搭載し，送電装置は
その受電装置の方向に送電マイクロ波ビームを形成
して照射することで，移動ロボットに給電する．
このように送電することにより，ロボットが活動

中に電力を供給することができるため，ロボットは
小容量なバッテリーとすることができ，軽量化され
活動時間を長くすることができる．また，ロボット
が電力を使用中に給電できることから，給電した電

図5　アレーアンテナ（送電装置）の概念図

図4　 パラボラアンテナ（左）とアレーアンテナ（右）の
イメージ図
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力を直接モータなど電力を消費する機器に供給する
ことで，時間をかけた大電力のバッテリー充電とい
う課題がなくなるというメリットも期待される．

4.2　緊急時ワイヤレス電力伝送システム
災害時に，送電線などの電源インフラに被害が出

た場合，調査や救助，復旧作業において電源が必要
となる．このようなシーンにおいて，有線の電源イ
ンフラの復旧を待たず送電を行うために，図 8に
示すようなワイヤレス電力伝送システムが考えられ
る．
軽量な受電装置を用意し，ヘリコプター等で災害

地に運搬・設置する．送電装置は車に搭載し，電源
のとれる場所から，あるいは発電機から電力供給を
受け，マイクロ波に変換してワイヤレスで送電を行
い，復旧活動等に利用する．図 9に，送電装置と
受電装置のイメージ図を示す．いずれも緊急時に早
期に運用できるよう，移動が可能な装置（車載形，
軽量等）であることが重要である．

4.3　センサや照明への給電
IoT 機器の普及に伴い，今後，屋外でセンサ等へ

の給電の要求もより高まると考えられる．図 10に
多数のセンサへの給電方法の一例を示す．送電装置
から送信される送電マイクロ波ビームは，位相を調
整することにより，送電方向や，送電マイクロ波
ビームの形状を変化させることができる．（例えば，
図中にあるような狭い幅のビームや広い幅のビーム
への切換えなど．）このようにして，所望の場所に
設置したセンサへの給電や，複数のセンサに同時に
給電する，といった利用方法が考えられる．

図8　緊急時ワイヤレス電力伝送システム図6　調査や監視作業を行うドローンやロボットへの給電

図9　 緊急時ワイヤレス電力伝送システムの送電装置（左）
と受電装置（右）のイメージ図

図7　危険地域で活動するロボットへの給電

図10　センサへのワイヤレス電力伝送システムの概念図
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図 11に複数のセンサへの同時給電の実証実験例
を示す．この実験では，送電方向を分かりやすくす
るために，受電装置に LEDを搭載し，受電した受
電装置は LEDを点灯させることにより，送電方向
を可視化している．送電方向を制御することによ
り，全てのセンサへ給電したり，右側や左側のセン
サに給電したり，給電するセンサを選択することが
できていることが分かる．また，本実験で分かるよ
うに，本技術で配線を行うことが難しい場所等で照
明に活用することも有用と考える．

 5 屋外・長距離電力伝送の課題
4.で述べた利用シーンの案は，図 2や図 3，図

11 で実証した技術・原理をベースに，実現してい
くことができると考えているが，例えばより大電力
での受電を可能にしたいなど，利便性を高くするに
は，長距離・大電力化や高効率化，軽量化などの技
術的な課題がある．以下にこれらの課題について紹介
する．

5.1　送電マイクロ波ビームの制御
図 12に長距離のワイヤレス電力伝送における送

電マイクロ波ビームの制御の概念図を示す．大形な
アレーアンテナを用いてワイヤレス電力伝送を行う
場合，各送電アンテナから受電装置までの方向（送
信方向θ）と距離（経路長 L）を検知し，送電するマ
イクロ波の位相を補正することにより，よりシャー
プな送電マイクロ波ビームを形成し，正確な送電方
向を制御することができる．このような送電マイク
ロ波を送信することにより，遠方の受電装置に高効

率に電力を給電することができる（図 13）（6）,（7）．

5.2　長距離電力伝送におけるビーム捕集効率
屋外で利用することを考えた場合，より長距離に

給電する要求が高くなる．そのような利用シーンを
考えた場合，送電したマイクロ波を限られた受電面
積でどれだけ受電できるかが課題となる．送電アン
テナから送信される電波は，図 13で示すような送
電マイクロ波ビームを形成した場合でも，一般的に

図11　センサへのワイヤレス電力伝送実証例（2012年）

送電アンテナ

受電装置

送

受受受

経路長L1
経路長Lｎ

送信方向θ1
送電方向θｎ

図12　 長距離ワイヤレス電力伝送における各送電アンテ
ナの送信方向と経路長のイメージ図

図13　 受電面における送電マイクロ波ビームの強度分布
の一例．制御が不十分な場合（左）と制御された
場合（右）のマイクロ波ビームの強度分布（6）．
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はある程度の広がり角をもって送信される．この広
がり角は，送電アンテナの大きさ（開口径）が大き
いほど，また，送信される電波の周波数が高いほど
小さくなる．図 14に，アンテナから送信される送
電マイクロ波ビームの広がりと受電装置で受電でき
る範囲のイメージ図を示す．受電装置の大きさを決
めた場合，送電距離が近いときは送電したマイクロ
波の大部分を受信することができるが，送電距離が
遠くなった場合は一部しか受電できなくなる．図
15に，同じアンテナ開口面積の送電装置でマイク
ロ波を送信した場合の，同じ開口面積の受電アンテ
ナでのマイクロ波の照射エリアの計算例を示す．送
電距離が遠くなると，同様の大きさ（30 cm×30 
cm）の受電アンテナで，マイクロ波ビームを捕集
できるエリアが狭くなることが分かる．
ワイヤレス電力伝送で給電できる電力は，送信し

たマイクロ波を受電装置がどの範囲まで捕集して受
電できるかを捕集効率とすると，
（受電電力）＝（送電電力）×（捕集効率）
×（受電装置のマイクロ波-DC電力変換効率）

という関係で表される．距離が遠くなると捕集効率
が下がるため，長距離の電力伝送では受電電力が低
下する．長距離の電力伝送で，より大きな電力を取
り出したい場合は，送電アンテナや受電アンテナを
大きくする，大きさの関係を最適化する（15）,（16），
またはできるだけ高い周波数の電波を活用する，な
どの対策が必要となる．

5.3　受電部の大電力化と軽量化
より大きな電力を得るためには，送電装置からよ

り大きな電力のマイクロ波を送信することに加え，
受電装置も大電力のマイクロ波を受信し，整流して
DC電力に変換する能力が必要となる（以降，「耐
電力」と呼ぶ）．また，移動ロボットに搭載する受電
装置や可搬形の送電装置は，軽量化が要求される．
このような課題に対して，筆者らは，超軽量，高

耐電力，高効率（マイクロ波 -DC変換）を両立さ
せる受電装置の開発を行った（17）．図 16 と表 1に
開発した受電装置（一例）の外観図と主要なスペッ
クを示す．
このような受電装置を移動ロボットに，例えば約

30㎝ ×30㎝の面積で並べて搭載した場合、最大で
約 90 W程度の受電が可能である．ロボット等は
更なる大電力の給電の要求が強いため、それらに対
応するためには更なる受電装置の高性能化（RF-DC
変換に用いるデバイスや整流回路の高耐電力・高効
率化等）が必要となる（11）,（13）,（16）.

 6 おわりに
電気は，照明や冷暖房，家電や機械，鉄道などで

の利用，食品の加工，工場での利用…などなど，今
や人々の全ての活動や生活に欠かせないエネルギー
の媒体である．日本では，1878 年（明治 11 年）
にアーク灯が点灯されて初めて実用化されてから，

図14　送電マイクロ波ビームの広がりと受電範囲の関係

図16　開発した受電装置の外観

図15　 受電面における送電マイクロ波ビーム照射エリア
の計算例（送電アンテナ□1.2m，受電アンテナ
□30㎝）．送電距離10m（左）と100m（右）．

表1　開発した受電装置の主要スペック

周波数 5.8GHz

質量と質量出力比 1.30g，0.96g/W＊1

出力 1.35W＊1

RF-DC変換効率 74.7%＊1

寸法 40× 40× 2.5mm

＊1：入力電力＝ 1.82Wにおいて．
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100 年以上の間，このエネルギーの媒体である電
気を有線で送電する技術が磨かれてきた．このた
め，現状の様々な送電・給電インフラは有線で行わ
れることに最適化されている．
そのような中で，本稿で紹介したマイクロ波を用い

た遠距離にワイヤレスで電力伝送する技術は萌芽し，
20年前にはSFの世界でしかなかったような屋外・
長距離での高精度なワイヤレス電力伝送が可能なこ
とが実証されてきている（5）～（7）．屋外で長距離の電
力伝送を更に便利に実用化していくためには，5．で
紹介したような技術的な課題や，人体防護や既存の
電波システムとの共存の課題をクリアしていかなけれ
ばいけない．そのための研究開発（12）,（18）～（20）や各
種の調整（1）は活発に行われており，まずは屋内・近
距離でのワイヤレス電力伝送については近年の実用

化が目前の状況である .今後，屋外や大電力での利
用に向けた研究や調整が進むことが期待されている．
筆者らは，様々な実証試験を通じて，電気が離れ

た場所に無線で給電できることの楽しさ，便利さを
体感している．何十mも先にある照明やセンサ，
通信装置などを，線なしで，目に見えないマイクロ
波を送信することにより，何のからくりもなく実際
に動作させるのである．技術の開発を行い，実証実
験を行うたびに，その有用性の可能性にわくわくし
ている．一方，4.で例示した屋外でのワイヤレス
電力伝送の利用シーンは一例であり，まだ様々な利
用シーンが考えられると思う．（図 17と図 18にそ
のほかの利用シーンの例も示す．）本稿で例示した
利用シーンは，まだまだ有線での電力供給という，
これまでの電気の利用方法の考え方に縛られている
アイデアかもしれない．また，冒頭で述べたダムか
ら都市への送電など，有線での送電技術は洗練され
た有用なシステムであるため，このような利用シー
ンでは簡単にワイヤレス化する，ということになる
とは考えにくい．
本稿を一つのきっかけとして，これまでの有線で

の送電の概念に捕らわれない，新しく，より良い，屋
外や遠距離へのワイヤレス電力伝送の利用シーンや，
ワイヤレス電力伝送技術を活用した便利な，わくわ
くした未来の社会を創造して頂ければ，と願う．
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1 まえがき

ワイヤレス電力伝送技術は，線でつなぐことなく電力
を送る技術であり，その研究は無線技術の発明家である
ニコラ・テスラにより現在から 100年以上も前の 1890
年代に始められていた．テスラのワイヤレス電力伝送は
実現しなかったが，その後，マイクロ波送電，RF-ID，
電磁誘導を用いた電動歯ブラシ等の「置くだけ充電器」
など様々な形で研究及び実用化がなされてきた（1）．
2007 年にマサチューセッツ工科大学の研究グループに
より磁界方式のワイヤレス電力伝送技術の論文発表が行
われた（2）ことを契機に，研究開発が更に活発に行われ
るようになった．
ワイヤレス電力伝送技術は，様々な方式・周波数帯で

研究開発が進められている．例えば，電気自動車（EV 
: Electric Vehicle）やモバイル機器への給電が 100 
kHz 帯及び 6 MHz 帯で検討され制度化が行われてい
る（3），（4）．また近年では，マイクロ波帯を用いた工場内
の産業用ロボットへの給電なども研究及び制度化が進め
られている（5）．更には準ミリ波帯・ミリ波帯における
研究開発も進められている．ワイヤレス電力伝送は，送
電側のアンテナやコイルから空間に電磁波を放射し，受
電側のアンテナやコイルで受信することで電力を伝送す
る．そのため，アンテナやコイルの近傍には電磁波が発
生する．この電磁波に対する人体安全性を把握すること
は，これから利用が拡大するワイヤレス電力伝送技術の
実用化に重要な要素の一つとなっている．
本稿では，電磁波の生体作用，電磁波ばく露による人

体安全性を確保するために定められている電波防護ガイ
ドライン，更にはワイヤレス電力伝送システムからの電
波ばく露が電波防護ガイドラインを満足するかを確認す
るための方法について動向を紹介する． 

2 電磁波の生体作用

電磁波の生体作用については人・動物・細胞を対象と
した様々な研究や，ばく露評価技術に関する研究が行わ
れている．これらを基に世界保健機関（WHO : World 
Health Organization）では，環境保健クライテリアを
発行している（6），（7）．なお，高周波帯においては最新の
研究動向を踏まえて，環境保健クライテリアの改定作業
が現在進められている．
電磁波の生体作用は，周波数によりメカニズムの異な

る作用があることが知られている．電離放射線と呼ばれ
る周波数 3× 1016 Hz 以上のＸ線やガンマ線などは，
生体を構成する分子や原子の電離作用を引き起こす光子
エネルギーを持つが，ここで話題としているワイヤレス
電力伝送の対象ではないことから割愛する．それに対し
て，非電離放射線は電離作用を起こすエネルギーはな
い．図 1にワイヤレス電力伝送システムの例と周波数
と生体作用の関係を記載する．100 kHz～10 MHz 以
下の比較的低い周波数では，電磁波により体内に誘導さ
れる電界・電流により神経や筋の興奮性細胞が刺激を受
けることにより生じる刺激作用が支配的と言われてい
る．一方，比較的高周波の領域では，電磁波のエネル
ギーが損失性媒質である生体に吸収されることによる熱
作用が支配的となる．電磁波ばく露からの人体安全性を
確保するための電波防護ガイドラインは，これらの確立
された生体作用を考慮して策定されている．

3 電波防護ガイドライン
電磁波へのばく露により人体に好ましくない影響を

及ぼさないように電波防護ガイドラインが定められてい
る．国際的には，非電離放射線防護委員会（ICNIRP : 
International Commission on Non Ionizing 
Radiation Protection）が推奨するガイドライン（8）～（10）
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と米国電気電子学会（IEEE : Institute of Electrical and 
Electronics Engineers）が定めるスタンダード（11）があ
る． 国内では電波防護指針が定められている（12）～（16）．
これらのガイドライン等は得られた科学的知見を基に随
時更新されており，特に 6 GHz 以上の周波数帯におい
ては，第 5世代移動通信システム（5G）の導入を見据
えて電波防護指針は 2018 年 9月，IEEE スタンダード
は 2019 年 10 月，ICNIRP ガイドラインは 2020 年 3
月にそれぞれ改定が行われている．
これらのガイドラインはいずれも科学的に確立した

作用として刺激作用と熱作用からの防護を基本とし，十
分な安全率を考慮するなど，考え方はおおむね一致して
いる．また，職業ばく露若しくは管理環境として健康な
大人がばく露の実態や防護方法等を理解した上で作業時
のみばく露を受ける状況と，公衆や一般環境を区別し，
後者により厳しい指針が定められることが多い．ここで
は簡単のため，公衆及び一般環境のガイドラインについ
て示す．更にこれらのガイドラインでは，電磁波の生体
作用のメカニズムに関連する体内での物理量である基本
制限（または基礎指針やDosimetric Reference Limit）
として，刺激作用に対しては体内誘導電界，熱作用に対
しては比吸収率（SAR : Specific Absorption Rate）や
吸収電力密度（または入射電力密度）で指針値が定義さ
れている．これらの体内での物理量は直接的な評価が困
難な場合が多いことから，比較的容易に評価が行える物
理量として参考レベル（または管理指針や Exposure 
Reference Level）が定義されている．参考レベルは，
最悪評価となる条件を想定して基本制限から導出され，
参考レベルを満足する場合，基本制限を満足すると言え
る．

3.1　基本制限
図 2に刺激作用を考慮した各ガイドライン値の例を

示す．ICNIRPガイドラインと我が国の電波防護指針は
10 kHz から 10 MHz で整合しているが，IEEEスタン
ダードでは対象となる周波数の上限が 5 MHzであるこ
と，体の各部位で異なる値を設けているなどの違いもある．
表 1に 100 kHz から 6 GHz までの SARのガイドラ

イン値を示す．これらはガイドライン間でおおむね整合
している．ただし全身平均 SARは，ばく露により 1℃
の深部体温の上昇が生じる恐れのあるしきい値 4 W/kg
から安全率を考慮して決定されているが，ICNIRPガイ
ドラインや IEEEスタンダードではその最新改定の際に
平均時間を 30分としたのに対し，我が国の電波防護指
針では従来の 6分が採用されていることに注意が必要
である．局所 SARはいずれのガイドラインでも，任意
の 10 g の質量において 6分間平均で定義されている．
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図2　 体内誘導電界のガイドライン値（IEEEについては
脳の値）

表1　100 kHzから6 GHzまでのSARのガイドライン値

全身平均 頭部・胴体の局所 四肢の局所

全身平均SAR
［W/kg］ 0.08 2 4

図1　ワイヤレス電力伝送システムの例と周波数と生体作用の関係
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これは，局所での温度上昇を防止する目的で設けられて
いる．
また 6 GHz 以上の周波数では，ICNIRP ガイドライ

ンや IEEE スタンダードでは局所吸収電力密度 20 W/
m2 以下という指針を新たに設けた．これも局所での温
度上昇を防止するためのものであり，6分間でかつ身体
表面の平均化面積 4 cm2 の正方形で定義される．ただ
しこれはまだ評価法が定まっておらず，電波防護指針に
は該当する指針はないことに注意が必要である．

3.2　参考レベル
先に示した基本制限は電磁波の生体作用のメカニズ

ムに関連する体内での物理量で定義されているが，これ
らの量は個々のばく露状況について直接評価することは
困難な場合が多い．そのためガイドラインでは，実際の
評価を行いやすくするための参考値として，波源からの
入射電磁界や電力密度等が参考レベルとして示されてい
る．
図 3に入射電界の参考レベルを示す．刺激作用を考

慮した指針値は瞬時値で定義されているのに対し，熱作
用を考慮した指針値は ICNIRP ガイドライン及び IEEE
スタンダードの全身ばく露を想定したものは 30分間，
それ以外は 6分間の時間平均値で定義されていること
に注意が必要である．これは，ばく露による温度上昇に
は時間遅れがあるためであり，より短時間のばく露で
は，指針値を超えるばく露でも許容される場合がある．
図 4に全身ばく露及び局所ばく露を想定した入射電

力密度の参考レベルを示す．IEEEスタンダードの指針
値は ICNIRP ガイドラインの指針値とおおむね整合し
ているため省略した．ICNIRPガイドラインでは，局所
ばく露は 4 cm2 の平均領域で定義されており，30 GHz
以上の周波数の場合，平均領域が 1 cm2 でのばく露は
下記の 2倍を超えないという指針も別途設けられてい
る．一方電波防護指針では，局所ばく露については 30 
GHz までは 4 cm2，30 GHz 以上では 1 cm2 の平均領
域で定義されている．第 5世代移動通信システム等を
想定した局所ばく露については，電波防護指針が厳しめ
な指針値となっている．

4 ワイヤレス電力伝送システム
の適合性評価法

4.1　適合性評価
我々の身の回りで電磁波を発する機器を用いる際に

は，先に示した電波防護のためのガイドラインを満足す
ることで，安心安全な利用が可能となる．ここで，電波
防護のためのガイドラインを満足しているかを確認する

ための方法を適合性評価法と呼ぶ．この適合性の評価で
は，誰がどこで評価をしても同じ判断（適合・不適合）
になる再現性や信頼性が重要である．また適合性評価に
は，簡便性も重要な要素となる．更には，国際的に流通
する機器やシステムを想定する場合には，国際的な整合
性も求められる．電磁波へのばく露に対する人体安全性
を考慮した適合性評価法については，国際的には，国際
電気標準会議（IEC : International Electrotechnical 
Commission） の 専 門 委 員 会（TC: Technical 
Committee）106 や IEEE International Committee 
on Electromagnetic Safety （IECS） TC34 等で議論が
進められている．ここでは IEC TC106 におけるワイヤ
レス電力伝送システムに対する適合性評価方法の動向を
紹介する．
IEC TC106 は 2015 年にワイヤレス電力伝送システ

ムの適合性評価法を検討するためのWorking Group
（WG）9を設立した．WG9では当初から開発が活発に
行われていたEVやモバイル機器等に用いられる周波数
10 MHz以下のワイヤレス電力伝送システムを想定し，
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その緒言に加え，適合性評価方法やばく露評価実施例を
2018年に技術報告書（TR: Technical Report）62905
にまとめた（17）．その後，IEC TR62905 をベースとし
て新たな国際規格を策定する目的でProject Team（PT）
63184が同年に結成され，議論を進めている．PT63184
では 30 MHz までのワイヤレス電力伝送を対象として
公開仕様書（PAS : Publicly Available Specification）
の発行が承認されている．更に，今後発行予定の
PT63184 の国際規格は IEEE と dual-logo 規格となる
予定であり，議論が進められている．一方WG9では，
近年開発が進められている 30 MHz 以上のワイヤレス
電力伝送システムについて新たにTRの作成を進めてい

る．新たなTRには，対象となるワイヤレス電力伝送シ
ステムの緒言，適合性評価法，ばく露評価例がまとめら
れる予定である．本稿では，PT63184 で議論している
30 MHz以下のワイヤレス電力伝送システム及びWG9
で扱っている 30 MHz 以上のワイヤレス電力伝送シス
テムの評価法を紹介する．

4.2　 30 MHz以下のワイヤレス電力伝送システムの
評価法

30 MHz 以下のワイヤレス電力伝送システムに対し
ては，図 1に示すとおり，10 MHz までは刺激作用，
100 kHz 以上では熱作用を考慮した電波防護ガイドラ
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図5　適合性評価のフローチャート 図6　結合係数を用いた評価イメージ

表2　全身ばく露を想定した場合のばく露評価指標

周波数 ガイドライン リアクティブ近傍界 放射近傍界 遠方界

30 MHz - 
2 GHz

基本制限 全身平均SAR

参考レベル 入射電界と入射磁界 入射電界と入射磁界，
入射電力密度

入射電界，入射磁界，
入射電力密度

2 GHz - 
300 GHz

基本制限 全身平均SAR

参考レベル － 入射電力密度 入射電力密度

表3　局所ばく露を想定した場合のばく露評価指標

周波数 ガイドライン リアクティブ近傍界 放射近傍界 遠方界

30 MHz - 
2 GHz

基本制限 局所SAR

参考レベル 入射電界と入射磁界 入射電界と入射磁界，
入射電力密度

入射電界，入射磁界，
入射電力密度

2 GHz - 
6 GHz

基本制限 局所SAR

参考レベル － － 入射電力密度

6 GHz - 
300 GHz

基本制限 吸収電力密度

参考レベル － 入射電力密度 入射電力密度
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インを満足する必要がある．電波防護ガイドラインへの
適合性を確認するためには，図 5に示すように，電波
防護ガイドラインの基本制限や参考レベルに対して，四
つの異なる方法で適合性を評価することが可能であり，
その中のいずれかの方法で評価を実施すればよい．
一つ目の方法はコイルに流れる電流による評価法で

あり，二つ目の方法はシステム周辺の電磁界を評価し参
考レベルと比較するものである．しかし，先に説明した
とおり，参考レベルは最悪条件を想定して基本制限より
導出されており，例えばEV用のワイヤレス電力システ
ムのように足下にばく露が集中するような場合には，二
つ目の方法ではかなり厳しめの評価となることが考えら
れる．そのため，あらかじめ入射電磁界と体内誘導電界
や SARの関係を数値解析などにより求め，その関係か
ら結合係数（1以下）を導出し，システム周辺の電磁界
との積を取り参考レベルと比較する方法も定められてい
る（図 6）．これが三つ目の方法であり，EV用ワイヤレ
ス電力伝送システムの近傍に人体が直立している場合，
ICNIRPガイドラインや電波防護指針を想定した場合に
結合係数として 0.15 を用いることが可能であることが
示されている（18）．四つ目の方法は，体内誘導電界や
SARを直接的に評価する方法である．

4.4　 30 MHz以上のワイヤレス電力伝送システムの
評価法

30 MHz 以上のワイヤレス電力伝送システムに対し
ては，熱作用を考慮した電波防護ガイドラインを満足す
るかを確認する必要がある．表 2及び表 3に ICNIRP
ガイドラインを例として想定する周波数やばく露状況に
よる評価対象となる物理量をまとめた．
現在取りまとめが行われているTRでは，同様の周波

数帯で利用されている携帯電話システム等の既存の適合
性評価法（19）～（21）を参考にし，入射電磁界及び電力密
度による評価法，SARによる評価法，更には数値解析
による評価法が示されている．ただし 6 GHz 以上の周
波数帯における局所吸収電力密度の評価法は，まだ十分
な議論が行われていないことから，含まれていない．

5 むすび
本稿では，電磁波の生体作用及び電波防護ガイドライ

ンについて解説するとともに，ワイヤレス電力伝送シス
テムに対する適合性評価法の国際標準化動向を紹介し
た．ワイヤレス電力伝送システムに対する取組のよう
に，開発を進めると同時に電波防護ガイドラインへの適
合性の確認方法を策定することは，電磁波の安心安全な
利用に非常に重要である．しかしながら，開発が途中段

階であることから，その技術自体や人へのばく露の実態
が未確定であることが，適合性の確認方法を策定する際
の難しさとなっていることも多い．今後国内外の産学官
関係者が一体となって取り組むことがより一層重要と
なっている．
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“Wireless power transfer via strongly coupled 
magnetic resonances,” Science, vol. 317, no. 
5834, pp. 83-86, July 2007. 

（3） 情報通信審議会，“答申，諮問第 3号，「国際無線障
害特別委員会（CISPR）の諸規格について」のうち
「ワイヤレス電力伝送システムに関する技術的条件」
のうち「電気自動車用ワイヤレス電力伝送システム
に関する技術的条件」，” 2015.

（4） 情報通信審議会，“答申，諮問第 3号，「国際無線障
害特別委員会（CISPR）の諸規格について」のうち
「ワイヤレス電力伝送システムに関する技術的条件」
のうち「6 MHz帯の周波数を用いた磁界結合型ワイ
ヤレス電力伝送システム及び 400 kHz 帯の周波数を
用いた電界結合型ワイヤレス電力伝送システムに関
する技術的条件」，” 2015.

（5） 情報通信審議会，“答申，諮問第 2043 号，「空間伝
送型ワイヤレス電力伝送システムの技術的条件」の
うち「構内における空間伝送型ワイヤレス電力伝送
システムの技術的条件」，” 2020.

（6） World Health Organization, “Extremely low 
frequency fields,” Environmental Health Criteria 
Monograph no.238, 2007. http://www.who.int/
peh-emf/publications/Complet_DEC_2007.pdf

（7） World Health Organization, “Electromagnetic 
fields （300 Hz ‒ 300 GHz）,” Environmental 
Health Criteria Monograph no. 137, 1993.  
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/
ehc137.htm

（8） International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection, "Guidelines for limiting 
exposure to time-varying electric, magnetic, and 
electromagnetic fields （up to 300 GHz）," Health 
Physics, vol. 74, pp. 494-522, April 1998.

（9） International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection, "Guidelines for limiting 
exposure to time-varying electric and magnetic 
fields （1Hz to 100 kHz）," Health Physics, vol. 
99, pp. 818-836, Dec. 2010.

（10） International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection, "Guidelines for limiting 
exposure to electromagnetic fields （100 kHz to 
300 GHz）," Health Physics, vol. 118, pp. 483-
524, May 2020.

（11） Institute of Electrical and Electronics Engineers, 
"IEEE standard for safety levels with respect to 
h um a n  e x p o s u r e  t o  r a d i o f r e q u e n c y 
electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz," IEEE 
Std C95.1, 2019.

（12） 電気通信技術審議会 , “諮問第 38号答申：人体に対
する電波防護指針，” 1990.

（13） 電気通信技術審議会 , “諮問第 89号答申：電波利用

解説　ワイヤレス電力伝送システムからの電磁波ばく露に対する人体安全性 59



Technology Reviews and Reports解　説

における人体防護の在り方 ,” 1997.
（14） 電気通信技術審議会 , “諮問第 2030 号答申：局所吸

収指針の在り方 ,” 2011.
（15） 電気通信技術審議会 , “諮問第 2035号答申 : 「電波防

護指針の在り方」のうち「低周波領域（10kHz 以上
10MHz 以下）における電波防護指針の在り方」,” 
2015.

（16） 電気通信技術審議会 , “諮問第 2035号答申 : ｢電波防
護指針の在り方」のうち「高周波領域における電波
防護指針の在り方」,” 2018.

（17） IEC TR 62905 Ed. 1.0, “Technical report on 
exposure assessment methods for wireless power 
transfer systems,” 2018.

（18） K. Wake, I. Laakso, A. Hirata, J. Chakarothai, T. 
Onishi, S. Watanabe, V. De Santis, M. Feliziani, 
and M. Taki, "Derivation of coupling factors for 
different wireless power transfer systems: Inter- 
and intralaboratory comparison," IEEE Trans. 
Electromagnetic Compatibility, vol. 59, pp. 677-
685, April 2017. 

（19） IEC/IEEE 62209-1528 ED1, “Human exposure to 
radio frequency fields from hand-held and body-
mounted wireless communication devices - 
Human  mode l s ,  i n s t r umen t a t i on ,  a nd 
procedures: Measurement procedure for the 
assessment of specific absorption rate of human 
exposure to radio frequency fields from hand-
held and body-worn wireless communication 
devices （Frequency range of 4 MHz to 10 GHz）,”
2020.

（20） IEC 62311 ED2, “Assessment of electronic and 
electrical equipment related to human exposure 

restrictions for electromagnetic fields （0 Hz to 
300 GHz）,” 2019.

（21） IEC TR63170, Measurement procedure for the 
evaluation of power density related to human 
exposure to radio frequency fields from wireless 
communication devices operating between 6 
GHz and 100 GHz," 2018.

和氣加奈子 （正員）
国立研究開発法人情報通信研究機
構，1995 都 立 大・工・電気卒．
2000 同大学院博士課程了．同年郵
政省通信総合研究所（現，独立行政
法人情報通信研究機構）入所．以来，
生体電磁環境に関する研究に従事．
現在，経営企画部企画戦略室プラン
ニングマネージャー．博士（工学）．

大西輝夫 （正員：シニア会員）
国立研究開発法人情報通信研究機
構，1987 東京理科大・理工・物理
卒．2005千葉大大学院博士課程了．
主に電波ばく露評価及び評価法の標
準化に従事．2010日本 ITU 協会賞，
2017IEC1906 賞など各受賞．現在，
電磁波研究所電磁環境研究室主任研
究員．博士（工学）．

60 通信ソサイエティマガジン　No.57  夏号 2021
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