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技術相談
提供可能技術：

・電磁界解析
・誘電体の誘電特性測定
・マイコン、シーケンサ制御の公開講座等

研究内容：

共振方式無線給電方式の実験環境及び電磁界解析モデルの構築

無線給電とは、コイルやアンテナを使用して電磁エネルギーに
より、電気コードなどの物理的接触を行わずに、非接触で電力を
送ることである。電磁誘導やマイクロ波などの方式で電力伝送技
術が進んできたが、エアギャップが数 cm 程度である一部の製品に
のみに使用される技術に留まっていた。新たな伝送方式である電
磁界共振結合を用いたワイヤレス給電が発見され、この新たに発
見された方式は従来、不可能とされていた数 m のエアギャップで
高効率伝送が実現できることが分かってきた。
本研究では、共振方式の無線給電システムの検討を行うため
に、無線給電システムの試作、試作システムの電磁界解析モデル
の検討を行っている。試作システムを解析モデルの二つを構築す
ることで、試作・数値計算・検討・試作システムの改良が効率よく実
施できる。
現在、図１に示すような、コイル二基を対面に配置した簡単な無
線給電システムを構築し、共振方式における無線電力方式につい
て検討を行っている。
実験環境の構築と平行して、電磁界解析ソフトを使用し、実験と
の比較を行い電磁界解析ソフトの有効性を確認する。図２は図１
の実験環境を PC 上に模擬したコンピュータモデルである。電解解
析ソフト(WIPL－D)を使って、解析モデルと実験環境の比較を行
い、解析モデルの精度向上を試みている。
当研究室では、WIPL-D のような商用パッケージによる解析のみ
ならず、FD-TD 法を利用した電磁界伝搬についての解析を続けて
いる。FD-TD 法はプログラムが容易であるため、例えば図３のよう
な電磁波伝搬は容易に計算可能である。上記のような実験環境に
FD-TD 法を直接適用することは困難であるが、FD-TD 計算法自
体に改良が進められており、改良された FD-TD 法を用いても解析
を試みている。

図１ 実験環境

図２ 送受電コイルの解析モデル

図３ FDTD 法による計算例
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Wireless power feed system with an electromagnetic resonance field

Recently, it is so active to develop and research of a wireless
power transfer system. Main wireless power Transfer system
has been an application of electromagnetic induction or
microwave. These are too restrictive to use for power transfer
because the distance of power transfer is several cm. In 2007,
Marin Soljacic’ group in MIT showed a new type of Wireless
power feed system using a Magnetically Coupled Resonators.
He succeeded in long distance transmission in meter order.
In this study, we made an experimental system using an
electromagnetic resonance field and examined performance of
Fig. 1 experimental system
the system. We also analyze electromagnetic field around the
experimental system. Constructing the experimental system
and the computational model corresponding to the system, we
will improve the experimental system and the computational
model efficiently.
The experimental system is shown in fig.1. The system
consisted of a pair of circle coils shown in Fig.2. As for this
simple experimental system, we measured the S-parameters
with a network analyzer and calculated the properties of this
system. We used WIPL-D for computing EM fields. We made
Fig. 2 Computational model
the computational model in Fig.2 and also compared results of
the experiment system with the computation model to improve
this computational model.
In our laboratory, we have continued analysis of the
electromagnetic field propagation using the FD-TD method as
well as a commercial package such as WIPL-D. Because it is
easy to program a computational mode for FD-TD method, we
can evaluate the propagation of electromagnetic wave such as
Fig.3 easily. It is difficult to apply the FD-TD method to the
experiment environment such as the above problem directly.
But now FD-TD method has been improved, we would like to Fig. 3 Calculated wave propagation in TM mode
apply the improved method to this problem.
Available Facilities and Equipment
Agilnent Technologies Network Analyzer (N5320A)

