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1. はじめに
近年，ワイヤレス技術はその急速な発展・普及により, 人々
のライフスタイルを大きく変えるまでの影響力を持つに至っ
た．その中でも，無線電力伝送は革新的な技術として特に注
目されており，その便利さと効率の良さから次世代を担う画
期的な給電法として盛んに研究されている．
この無線電力伝送の技術としては，現在，(1)電磁誘導方式
(2)電波受信型方式(3)電界・磁界共振方式の 3 つの方式が主流
であるが，電力を伝送できる距離及び電力はそれぞれ異なる
ため用途ごとに使い分ける必要がある．特に，電界・磁界共
振を利用した方式では電場または磁場のどちらか一方のみを
共振させて電力を伝送し，電力を送信できる距離は数十 cm，
送信できる電力は数百 W 以下，周波数は数～数百 MHz，電
力の利用効率は 50～60％であるため，少し離れて使えるワイ
ヤレス給電となる[1][2]．2006 年に MIT から発表された無線
電力伝送方式「WiTricity」もこの電界・磁界共振結合を用い
ており，本研究においてもこの共振型無線電力伝送を想定す
る．
共振型無線電力伝送の送受信アンテナとしては，放射電力
が小さく，誘導磁界を容易に作ることが必要あり，アンテナ
としては微小ループアンテナが考えられる．同アンテナはコ
イルの巻き数を変えることで，外部寸法を変えずに発生させ
る誘導磁界を変化させることができる[3]．しかし，このシス
テムではコンデンサやインダクタンスなどの素子の値，充電
中の負荷の変化および送受信アンテナ間の位置ずれが伝送効
率などの基本性能に影響を与える．そのため，電力を無線に
より伝送する際にはできるだけ高効率で電力伝送を行えるよ
う，事前に伝送する周波数，電力量および回路素子の値など
のデータ通信を行うことが必要である[4][5]．
データ通信において，この送受信アンテナの等価回路は
BPF(Band Pass Filter)とみなすことができ，その帯域幅は送受
信アンテナ間距離によって変化する[5]. 特にアンテナ間が近
い場合には共振分裂が起こる．そのため本システムを用いて

通信を行う際には，高信頼な通信が求められる．そこで本研
究では，地上波デジタル放送や無線 LAN に採用されているデ
ータ通信に共振分裂によるフェージングに強い広帯域
Orthogonal Frequency Division Multiplexing（直交波周波数分割
多重：OFDM）信号を用いることにより，無線電力伝送シス
テムに適した伝送エネルギーの高効率化を実現するための高
信頼通信システムモデルを確立する．
2. 研究概要
無線電力伝送では，充電時間の経過と共に充電側では負荷
変動が生じる．この負荷変動によって BPF の帯域幅が変化す
るため, データ通信に電力伝送と同じアンテナを用いる場合,
充電によって生じる負荷と帯域幅の変化を考慮する必要があ
る．本稿では，その負荷変動によるデータ通信への影響の検
討結果を紹介する．
図 1 に本研究で想定する送受信アンテナを示す．図１にお
いて，dz はコイル間距離を表す．この送受信アンテナの等価
回路は図 2 に示すようになる．図 2 において, L はコイルの自
己インダクタンス，Z は特性インピーダンス, C はアンテナの
キャパシタンス, R はコイル内部抵抗，Z0 は特性インピーダ
ンスを表す．また ZL は受信側の負荷インピーダンス，M は相
互インダクタンスを表す．本研究では, 各パラメータは送受
信アンテナの共振周波数が 13.56MHz になるように設定し，
値は表 1 に示すとおりである．
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図1

送受信アンテナを用いた共振型無線電力伝送システム
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図 2 送受信アンテナの等価回路
表１ 単体アンテナのパラメータ
Z0[Ω]
R[Ω]
L[μH]
C[pF]
1.53
11.0
50
12.5

�

相互インダクタンスは以下の式から求めることができる.

M  k L1L2

(1)

ここで，k は結合係数，L1 および L2 はそれぞれ送信アンテナ
および受信アンテナの自己インダクタンスを表す．本稿で想
定するシステムでは, L1=L2=L と想定し, 相互インダクタンス
�
は以下のように表される.
(2)
M  kL
電力伝送システムにおいて, 結合係数 k はアンテナ間距離に
依存し, アンテナ間距離が短い場合は k の値が大きくなり共
振分裂が発生する.
�
本研究では負荷変動が帯域幅と伝送効率 η に与える影響を
みるため図 2 の等価回路の 2 次側負荷 ZL を変化させた．S21
と伝送効率 η[%]は以下のように与えられる．
2 jM Z 0 Z L
S21( ) 

1 
1 
2 2
Z 0  R  jL 
Z L  R  jL 
 M 
jC 
jC 

(3)

幅はガードインパルス内に相対的に大きなチャネルインパル
ス応答が収まるように設定した．ここで，ΔW は図 3 の|S21|
特性から求めた 2 次側負荷 ZL=50Ωの帯域幅に合わせた
(0.75MHz)．このとき，
(6)
N /Ts  W
W
をみたす．ここで N はサブキャリア数，Ts は OFDM シンボ
ル長とする．また，ガードインターバルはサブキャリア数 N
の 1/4 の 4 とした．本研究では，アンテナは固定され，マル
チパスフェージングは発生しない．また位相補正は理想する．
図 4 に 2 次負荷 ZL を変化させたときの BER 特性を示す．
横軸は，給電側基準における supplied bit energy per noise
(SEb/No)を表す．図 4 より，BER 特性は伝送効率 η に強い影
響を受けるため, additive white Gaussian noise (加法性白色ガウ
ス性雑音：AWGN)理論曲線と比較して劣化していることが分
かる．このため，無線電力伝送におけるデータ通信では負荷
変動によって生じる帯域幅や伝送効率を考慮にいれる必要が
ある．
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無線電力伝送では, 負荷変動によって反射電力が増加する.
反射電力は 1 次側で損失として消費されるので, 伝送効率 η
は悪化する.
図２で示される回路の|S21|特性を回路シミュレータを用い
て導出し，図 3 に示す．回路シミュレータで用いた結合係数
k は k=0.037 としている．効率は，2 次側負荷 ZL が大きくなる
につれて下がっている．ここでは，通信に用いる帯域幅 ΔW
はピーク値から-3dB の帯域幅とした.

図3

|S21|特性 (k=0.037)

本研究では, 計算機シミュレーションを用いて Bit Error
Rate（ビット誤り率：BER）特性を算出した．情報ビットは, そ
れぞれのサブキャリアで 64QAM 変調を行った．また２次変
調として OFDM 変調を用いた．DFT サイズは 16 とし，帯域

図4

BER 特性 (64QAM)

3．おわりに
現在，様々な機器制御のため高い信頼性を持つ無線通信が
求められている．私は今までに行ってきた無線通信用受信機
のデジタル信号処理のアプローチから，高効率かつ信頼性を
兼ね備えた誰もが気軽に使える無線電力伝送システムを考え
て行きたいと思っている．将来的にはユーザを配線による接
続や給電から開放し，使用環境に依存しない快適な電力伝送
および高速データ通信の融合を目指す．
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