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あらまし 給電の無線化実現手法として光無線給電が魅力的である．長距離の給電，小型軽量，電磁ノイズ懸
念なしといった特徴から，IoT 端末から将来的にはモビリティへの移動中給電などへの適用も期待される．本手
法の基本構成は，半導体レーザなどの高効率光源と受光デバイスの太陽電池である．このコンセプトは従来から
存在していたが，近年の各種デバイスや周辺技術の進展と，通信に続く無線化の要望から急速に注目を集めてい
る．本論文では，光無線給電手法に必要な，光源や太陽電池の特徴と現状及び将来的な特性，また，システム化
に必要な多様な要素技術について説明するとともに，著者による研究の取り組みを紹介する．
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1. ま え が き
多くの機器は，情報とエネルギーを必要とする．こ
のうち情報の通信は無線化が進み，5G などの新サー

図 1 光無線給電の基本構成イメージ

ビスや新機器の創出につながっている．一方，エネル
ギーは，IoT などのセンサー端末から電気自動車など

光無線給電は，図 1 のように，光源で生成した光ビー

のモビリティまで，有線給電か，バッテリーやエネル

ムを，離れた位置の太陽電池で受光して電力を給電す

ギーハーベスティングによる実効的無線化である．バッ

るという，簡素な基本原理のため実現性が高い．なお，

テリーは充電作業や充電時間が必要，かつ，電力量が

太陽光は想定しないが，その原理やデバイスが同じた

有限のため機器機能が制約される．エネルギーハーベ

め，本論文では受光デバイスを太陽電池と呼ぶ．

スティングも微小電力量が課題である．つまり，これ

本論文は，この光無線給電の構成や要素技術の現状

ら給電方式は，常時，どこでも，多様な機能化などに

と今後求められる特性，また，著者らによる研究の成

制約が多く，新機器や新サービスの創出を阻んでいる．

果を，本方式の特徴や課題とともに解説する．

そこで無線給電が期待される．無線給電は，配線の
敷設や接続の作業が不要で，常時，どこでも，十分な

2. 無線給電方式

電力量供給が期待でき，機器の利用形態や機能などの

無線給電は複数方式が既に実用化されている．トラ

制約をなくせる．情報通信の無線化と合わせた完全な

ンスに類似の磁界利用の電磁誘導や，その共鳴現象に

無線化は，機器・サービス・産業に大きな変革をもたら

より給電距離を拡大する方式 [2]，また，コンデンサに

すであろう．その中で，これまで検討の少なかった光

類似の電界利用の方式がある．これらは回路的結合の

無線給電は，無線給電の適用範囲拡大に加え，新しい

ため高効率無線給電が可能だが，例えば電磁誘導では，

光技術・光応用産業の創出からも期待される [1]．この

コネクタレス給電とも呼ばれるようにコイル直径の数
分の 1 程度の短い給電距離が課題である．
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マイクロ波のビーム状放射電磁波により長距離給電
が可能な方式も開発されている [3]．受信デバイスの
レクテナの効率やビーム広がりから，先の結合方式よ
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り効率は低いが，フェーズドアレーアンテナによる狭

電，ビーム遮蔽時のビーム代替などの利便性が高まる．

ビーム化・走査のほか，受信端末からのトーン信号の

なお，本方式は，太陽光発電や室内照明発電にも類似

部屋内反響を，アレーアンテナのそれぞれで位相や強

するが，太陽光（1 kW/m2 @日本付近の地表面）で

度を受信して，その情報を給電ビーム生成に利用して

は，太陽電池効率 20%の仮定で，2 cm 角サイズで 80

見通しのビームが遮蔽されても端末に給電する手法な

mW，10 cm 角で 2 W 程度と出力が小さく，利用場

ど，高度な手法が開発され，実用化されつつある．

所や給電時間も限られる．室内照明は太陽光の 100 分

なお，結合方式もマイクロ波方式も高出力高周波を

の 1 程度の強度である．このためこれらの応用は制限

用いるため，周囲への電磁ノイズ干渉が懸念される．

される．光無線給電とは，給電用光源により，必要な

つまり利用周波数や電界強度などの規制が応用展開上

ときに，どこでも，小型で必要電力を給電可能とする

の制約であった．ただし，無線給電の有用性・重要性

方式といえる．

から規制のありかたなどが検討され始めている [4]．

なお，強い光，特に高出力レーザには規制があり，

上記以外に，音波・超音波による無線給電方式もあ

利用条件が厳しく制限されている．現状では，本方式

る [5]．液体中など電磁波が不透過でも無線給電が可

の実用化は，限定環境の利用とするか，安全な波長帯

能であり，研究開発やベンチャー企業の検討例がある．

も含めて規制範囲内の小さな給電量にする必要がある．

なお，電磁波利用も含むこれらの方式には，利点と欠

一方で，技術的に安全を確保して，将来的な規制更新

点がある．微小電力で膨大な数の IoT 端末から電気自

のもとで，利用条件を拡大する方策も必要である．ま

動車やドローンなどの大電力モビリティまで，また，

た，現状では，レーザに比べて利用しやすい（規制の

固定・移動機器，利用環境など，多様な応用をカバー

ない）LED による光無線給電も有望といえる．

するには，従来方式だけでは不十分であり，新たな方
式が必要である．そこで光無線給電（OWPT: optical

wireless power transmission）が注目されている．

4. 光無線給電の要素技術
光無線給電の基礎構成は図 1 のように簡素だが，こ

3. 光無線給電とは

れまで本方式の研究開発は十分でなかった．実際には

光無線給電方式は，光ビームによる長距離給電が可

くシステム構成を高い性能で実現する必要のためであ

能，光源と太陽電池ともに半導体デバイスのため小型

る．近年になり，各要素技術が容易に利用可能となっ

軽量，更に，両デバイスが DC 動作のため電磁ノイズ

たため，これから活性化する手法といえる．以下では，

干渉も発生せず簡素な回路構成という利点がある．

各機能要素の現状，課題，今後への要望を解説する．

本方式は，多くの機器，場面の適用が期待される．

図 3 のような，安全性も含めて多様な機能要素に基づ

4. 1 光

源

図 2 に室内利用イメージを示す．光ビームでは，無線

光無線給電の主機能はエネルギー伝送のため，高効

通信と異なり直線見通しのみの給電となるため，単

率光源が重要である．このため，半導体光源を中心に，

一の光源（給電ユニット）では制約が多い．複数の光

光無線給電から見た光源の現状を概説する．

源により，給電可能範囲の拡大，複数機器への同時給

端面出射半導体レーザ（LD）は，広い波長帯で優れ
た性能を高いコストパフォーマンスで利用可能になっ

図2

室内における光無線給電応用のイメージ

図3

光無線給電の機能要素
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図4

半導体光源の効率の波長依存性（報告値）
図5

ている．後述のように効率も光源として最も高いが，
だ円状の出射ビームの整形のため実効効率は低下する

単色光下の太陽電池効率理論解析結果．横軸は太陽
電池吸収端波長と光源波長．実線は太陽光の強度程
度，破線はその 100 倍の場合．なお，フィルファク
ター FF は 0.8 を仮定した．

こともある．レーザ出力は，単体チップで数 W，ア
レーチップで数 10W まで利用可能であり，そのファ

る．なお，既存の LD，VCSEL は，応用に応じた主

イバ結合型では，数 10 W から kW クラスも利用可

機能である出力，スペクトル特性，変調特性，横モー

能である．このため，大電力機器への適用も現実的と

ドなどの最適化の上で，効率が改善される．光無線給

なっている．なお，このような高出力は，光励起用，

電は効率が主機能であるため，他の特性の考慮が少な

加工・熱処理用，ディスプレイ・照明用などの多様な

く，更に高効率の余地もあり，研究開発の進展が期待

高出力用途の進展が牽引しており，光無線給電の展開

される．

にも有効である．

4. 2 太 陽 電 池

面発光半導体レーザ（VCSEL）は，単体素子は極

太陽電池は，これまで太陽光を前提に開発されてき

低電力レーザとして利用されるが，2 次元アレーによ

たが，光無線給電では，任意の単一波長の光を選択で

る高出力化も特徴である．単一チップで数 W から数

きる．太陽電池が光吸収可能で，かつ，励起キャリア

10 W が市販されている．端面破壊（COD）もなく，

のエネルギー損失を抑制可能な，バンド端近傍の光子

矩形チップ全面から面状出射するため，微小スポット

エネルギーの単色光の照射が有効である．なお，エネ

の集光が不要で均一強度の照射が必要な光無線給電に

ルギー損失は 0 にできず，通常，バンドギャップ Eg

は，特に数 m 程度までの給電距離で利用しやすい．効

相当の電圧 Vg より 0.4–0.6 V 低い出力電圧 Voc とな

率は LD より多少低いが，ビーム整形を考慮すると実

る．つまり，量子効率 100%（全光を吸収してキャリア

効効率は同程度と考えている．

励起）でも Voc/Vg が最大効率を決める．この関係か

LED も高効率化が進み，半導体レーザに匹敵する

ら，Vg が大きい，つまり広い Eg の太陽電池とこれに

効率や，条件によりこれを超える効率が達成されてい

適した波長の光源により高効率化可能である．ただし，

る．光出力も，チップサイズが大きければ数 W 以上，

太陽光に有効でない広い Eg の太陽電池の研究開発は

1 mm 角程度の小型チップで 1 W クラスが市販され

十分でない．最近，光無線給電用を前提に，GaN やペ

ている．これらの特性に加え，安全上からも，光無線

ロブスカイト，また，GaInP などの広い Eg の太陽電

給電への応用が有望である．応用によっては直近で利

池が検討され始めており，今後の進展が期待される．

用可能となる．ただし，ビーム光源ではないため，至

現状は，太陽光向け太陽電池の Si 太陽電池か GaAs

近距離以外では光利用効率の点で不利になる．
図 4 に，論文や市販デバイス仕様から抽出した LD，

太陽電池の利用が適当である．光源波長は，Si では

900 nm 帯，GaAs では 800 nm 帯が効率的動作に適

VCSEL，LED の波長に対する効率をまとめた．各デ

する．これら波長帯（近赤外）は，半導体レーザの効

バイスとも，紫外から波長 2 µm 程度まで利用可能で

率も高く，高出力も実現されているため，現状で光無

ある．LD では，波長 0.7–1.1 µm の近赤外で 70%以

線給電に最適な選択といえる．太陽電池効率の理論解

上の報告があり [6]，効率 40%程度では，400 nm 帯と

析結果を図 5 に示す．太陽光では，Si 太陽電池は最大

600 nm–1.6 µm 帯など広い波長範囲が利用可能であ

で 26%程度，GaAs で同 28%程度が報告されている．
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る．一方で，現在は，報告の最大値に基づくと，近赤
外レーザが 74%，GaAs 太陽電池が 67.3%のため，給
電効率は最大 50%も期待される．更に，光源，太陽電
池とも光無線給電向けの研究開発が進むことで，給電
効率 60–70%も将来的に期待できる．
なお，無線化の機能を重視するなら高効率は必須と
ならない．また，可視性や透過性，アイセーフ [9] な
どの応用上の特徴も要求される．このため，多様な機
能性に対応するため，多様な波長帯における特性向上
図6

太陽電池モジュールの光照射面積比率と出力比率の
関係．モジュールは 6 × 2 セルで全てが直列接続．
出力比率とは単一セル（想定値）に対する直列接続
の出力の比

が重要である．一方で，半導体レーザも太陽電池も低
温下で効率が増加する．限定されるが，低温環境や冷
却条件では 70%以上の高効率動作も期待できる [10]．

4. 4 他の光無線給電用要素技術
光源と太陽電池の他に，ビーム制御（ビーム整形），

単色光では，太陽光の 2 倍程度の効率，更に短波長向

ビーム走査が，光学的な要素技術となる．ビーム制御

けの広い Eg で 70%以上の効率が期待される．実際に，

は，既存のレンズ技術等が基本的に利用できる．ただ

Si で 30–37%程度，GaAs で 40–50%程度が測定・報

し，光無線給電は数 10W から数 kW の光出力の可能

告されている．更に，太陽電池は光照射強度密度の増

性から，比較的大きな光学系となり，任意距離，任意

加で効率が改善する．太陽光の数 10 倍以上の光強度に

サイズのビーム照射に対応するなど，光無線給電に適

おいて，GaAs 太陽電池で 65–67.3%の効率が報告さ

した光学系の開拓も必要である．なお，光学系は，光

れている [7], [8]．今後の特性改善や，広い Eg の太陽

源側のほか太陽電池側にも機能性に応じて必要となる．

電池の開発により，より高効率の達成を期待している．

ビーム走査は，ガルバノミラーやポリゴンミラー，

なお，太陽電池の課題として，Si も GaAs も出力

MEMS，光学結晶，フェーズドアレー，アレーによる

電圧が 0.6–1 V 程度と，昇圧回路の効率的動作をす

実効的走査など，多様な光技術が存在する．特に，ディ

るにも低いことがある．このため太陽電池モジュール

スプレイや LiDAR などに向けた研究開発が活発化し

は，太陽電池セルを面内に並べて直列接続することが

ている．ただし，光無線給電は大きな光出力，比較的

多いが，光強度の弱いセルがあると出力が制限される

太い光ビーム，十分低い損失などが必要であり，光無

（図 6）．太陽光や照明は，全セルの均一照射を前提に
できるが，光ビームを利用する光無線給電では課題と

線給電に適した技術の開拓も必要である．
このほかに，給電対象機器や太陽電池の検知，認識

なる．タンデム接合太陽電池による出力電圧増加や，

などの仕組みも必要である．光無線給電では，機器の

セル配置，ビーム整形などの最適化が必要である．

位置にも mm 単位，cm 単位の高精度な検知が必要で

なお，フォトダイオード（PD）と太陽電池の違い

あり，太陽電池の向きや大きさ，更には，同一空間に

を述べる．基本構造と原理は同じだが，PD は信号検

複数の対象が存在する中から，給電を要求している機

出に光電流のみを利用し，応答速度と量子効率をバラ

器を区別することなどの機能も必要である．また，通

ンスする．太陽電池は，光電流と電圧の両方を利用し，

信は，給電に関する通信の他，他の情報も光ビームで

量子効率を最大化するという設計方針の違いがある．

通信する可能性もある．既存の無線通信の利用も含め，

4. 3 給 電 効 率
光源の電気光変換効率と，太陽電池の光電気変換効

光無線給電に適した技術開拓も重要となる．
既に述べたように，高出力ビームを取り扱うため

率の積が，光無線給電の上限効率となる．実際には，

に，人体等への照射の安全確保も技術の視点から対策

光学系損失や太陽電池外の漏れ光も損失となる．典型

する必要がある．レーザの場合は，クラス規制（JIS

的な市販の光源と太陽電池では，各効率 40%として給

C6802：2014）があり，この規制の下では光無線給電

電効率 16%程度が上限となる．他の損失も考慮すると

の特性や応用範囲が大きく制約される．光源，太陽電

10%程度であろう．以前は，更に低い数%に制限され，

池，光学系，走査系，また検知・認識，通信系などを

研究開発の取組みが進まない理由であったと考えられ

活用して，高度なシステムとして安全を確保する仕組
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みづくりとともに，社会受容への対応を進めて，利用

である．光漏れを抑制しほぼ均一強度の照射が可能

条件の拡大を可能とすることが必要である．

となり，太陽電池出力 5.65 W，実効的な太陽電池効

5. 光無線給電の実験的検証
本節では，光無線給電に必要な要素技術や，多様な
想定応用に関する著者らの研究を報告する．

5. 1 固定機器間向け光無線給電

率 30.2%が得られた．更に高効率結晶 Si 太陽電池モ
ジュールでは，同 34.1%を確認した．レンズ系の無反
射化などの最適化で，Si 太陽電池でも 40%近い太陽
電池効率の可能性を確認した [12]．
レンズの選択と調整により，より長距離の給電も可

我々は，高出力光ビームを簡素なレンズ系（ビーム

能である．図 8 は 5 m の給電距離の例である．光源

整形系）で利用可能な VCSEL アレーを光源に，市販

側はレンズも含めて 10 cm 角程度のサイズであり，太

のシリコン太陽電池モジュールやフレキシブル GaAs

陽電池も 10 cm 角の薄型である．このような小さな

太陽電池モジュールを利用して，固定機器間向け光無

サイズで 5 W クラスの出力が得られ，受電側で多数

線給電構成の検討を進めてきた．

の LED の点灯や小型ファンの動作を確認した．固定

VCSEL は面状の光出射と，出射角 10◦ （片側広

機器間向け光無線給電は，距離も電力も，この系と同

がり角）以下の特徴を利用して，まず，数 mm 角の

等の簡易構成で，数倍程度までのスケールアップは可

VCSEL アレーチップと数 cm〜10 cm 程度の太陽電

能である．

池のみでレンズ系のない無線給電系を構成した [11]．

5. 2 フライアイレンズによる均一照射

なお，VCSEL アレーの個々の素子のビーム形状を反

先の実験は，単一の矩形 VCSEL アレーチップを用

映して円形の単峰性照射パターンとなるため，矩形太

いた．チップサイズは 5 mm 角で定格光出力 40 W と

陽電池モジュールでは効率的な給電に課題がある．実

大きいが，定格出力の駆動電流は 70 A 以上と大きい．

際の照射例を図 7 (左) に示す．VCSEL アレーは波長

扱いやすい電流量や配線太さ，また，更に光出力を増

975 nm，5 mm 角チップで，ファン付きヒートシンク

加するには，複数光源チップの利用が必要である．

に設置している．太陽電池は太陽光下効率 20%（仕様）

そこで 1 mm 角で定格出力 2 W の VCSEL アレー

の 10 cm 角の多結晶 Si であり，12 直列セルの構成で

チップ（波長 808 nm）を 10 個用いて，直列接続に

ある．レンズなしで約 50 cm の距離で照射している．

より電流抑制する光源モジュールを準備した．波長と

光源光出力 18.7 W において太陽電池出力 2.98 W を

効率を考慮して市販のフレキシブル GaAs 太陽電池モ

得た．光源光出力の 16%程度の電力取出し（実効的太

ジュールを用いて給電特性を評価した．先の実験より

陽電池効率）である．太陽電池外への光漏れと不均一

細い光源用配線でも配線損失を大きく低減できること

強度照射で効率は減少している．なお，実験の 50 cm

を確認し，結果として，光源用電源出力から太陽電池

程度の給電距離は，電磁誘導方式では困難な距離であ

出力までの総合的給電効率 16%を確認した [13]．この

り，光無線給電の遠隔給電の特徴が確認された．

値は，現状の典型的市販デバイスの典型効率といえる．

効率改善のため，レンズの適用を検討した．VCSEL

複数光源の場合，簡素な単一レンズでは，太陽電池

チップと太陽電池はどちらも正方形であったため，簡
素なレンズ（市販フレネルレンズ）で VCSEL 表面
を拡大投影した（図 7 (右)）．給電距離は 50 cm 程度

図 7 (左) レンズなしによる VCSEL 太陽電池出射光の太
陽電池照射．矩形領域が太陽電池モジュールで円形
部分がレーザー照射部．(右) レンズによる VCSEL
チップ表面の拡大投影
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図 10
図9

フライアイレンズによる矩形均一強度分布ビーム光

LED 光無線給電の給電特性

すると，数 m 程度までの距離への適用が有効と考え，

IoT 端末などへの充電・給電を想定して，数 cm 角の
に無駄なく均一強度で照射することは困難となる．そ

太陽電池に光照射する構成を検討している [15]．

こで，プロジェクターやリソグラフィで利用されるこ

LED にピーク波長 860 nm，1 mm 角チップで出力

ともあるアレー状のフライアイレンズを検討した．フ

約 1 W，発散角 40◦ 程度の市販デバイスを用いた．非

ライアイレンズ 2 枚と結像レンズの組合せで，アレー

球面レンズと 10 cm 角と大きめのフレネルレンズを

レンズの単レンズに相似形で，均一強度のビーム照射

用いて，数値解析では，1 m の距離に 2.5 cm 角のス

が可能となる．複数光源の実験で，レンズ系を用いな

ポットを照射した場合，光利用効率 70%以上が可能な

い場合より，高い効率が可能なことを確認した [14]．

ことを確認した．実験的では，1.7 cm 角の GaAs 太

フライアイレンズ系は，各レンズの焦点距離と単レ

陽電池（効率 40%）で，図 10 のように 200 mW 以

ンズサイズにより，照射距離や照射サイズ（相似形の

上の電力を得た．想定応用から光照射スポットの全光

倍率），入射可能なビーム広がり角などの制限がある．

を利用しない設計だが，IoT 端末などへ十分適用可能

このため，フライアイレンズ系を光源側モジュールに

な電力が達成できたと考えている．このように，LED

設置すると，光源から太陽電池までの距離が固定され

は光無線給電の有効な光源になると考えられる．

る．一方，太陽電池側にフライアイレンズ系を設置す

5. 4 他の光無線給電関連技術

ると，光源からある程度コリメートした光ビームを利

上記の他に，光無線給電には多様な要素技術や，多

用して，光源と太陽電池モジュール間の距離を可変で

様な応用条件が想定される．これらに関する取組みの

きる．更に，フライアイレンズの範囲内で，光の照射

一端の概要も説明する．

位置の変動が許容される．図 9 は，この条件を模した

任意位置の機器に光照射する場合，光源と太陽電池

実験例である．手前の照射光（懐中電灯）の位置を，

が正対しないため，光ビームが斜めに太陽電池に照射

伝送軸（距離）方向だけでなく，軸ずれさせても，太

される．光ビームは細いビームでなく，一定サイズを

陽電池上の矩形の光照射範囲は変動がない．レンズア

もつため，斜め照射では光ビームの変形が生じ，給電

レーの個々の境界の散乱損失はわずかに発生するが，

特性に大きく影響する．その影響や利用可能なビーム

原理的に損失がなく，矩形均一照射を給電距離及び軸

角度範囲などの評価とともに，鏡を設置して光源の仮

ずれ耐性をもたせて実現する有用な手法といえる．

想位置を変更する手法などを検討している [16]．

5. 3 LED 光無線給電
レーザは，ビーム特性や出力特性などに優れるが，

また，高速ビーム追従が必要な応用に向けて，特に
距離方向の追従に，近年利用が容易となってきた液体

安全上の課題に対して規制がある．LED は，高輝度

レンズが有効と考え，適用性を評価している [17]．レ

では直視を避ける注意が必要なものの，現時点でも，

ンズモジュール自身の位置を制御せず，広い距離範囲

多様な条件で利用可能である．既に述べたように，効

にミリ秒単位で適切な形状のビーム照射が可能となる．

率，出力，単色性などの特性は，光無線給電に利用可

他の要素技術として，太陽電池の位置や形状，サイ

能である．ビーム特性とこれによる光利用効率を考慮

ズの検知・認識手法も検討している [18]．特に，安価
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にデプスカメラが利用可能となっており，カメラ画像

が議論されている [21], [22]．一方で，2000 年ころま

とデプス画像，また，給電要求デバイスの識別のため

では平均で 1 件/年程度の文献数であった．これらの

に太陽電池側の LED を点滅させて検知・認識する手

大半は，配線が課題となりやすい宇宙関連の応用向け

法を検討している．本技術は，カメラによる安全確保，

である．2000 年代も宇宙関連応用が中心だが，具体

つまり，人などがビーム光路に入る前にビームを停止

的な応用事例として，河島らによる小型無人飛行機・

する手法などにも用いる仕組みに発展できる．

マルチコプター（ドローン）への給電が報告されてい

このほかに，光無線給電の多様な応用に向けて，回

る．500 W 以上のファイバレーザで，1 kg クラスの

転軸などの配線が困難な系への給電の条件検討や，電

ドローンの連続飛行を報告している．この取り組みは，

気自動車やドローンなどのモビリティへの移動中給電

現時点から見ても優れた先行研究例である [23]．

などの可能性も探索している．特に，ドローンでは，

2010 年代前半までは，検討対象も，また文献数自

玩具の超小型ドローンに対して光無線給電による飛行

身も大きな傾向の変化はないが．幾つかの一般機器

（上昇）が可能なことを確認している．光出力のスケー

応用想定が報告されている．例えば，体内埋込機器の

ルアップにより，中型，大型のドローンへの適用も期

ペースメーカ（想定）への体外からの光無線充電であ

待できる．また，水中・海中は電波では大きな吸収が

る [24]．2010 年代後半になると，一般機器応用や本方

あるが，青〜緑色の光は透過性が高い．このため，海

式に向けたデバイス研究などの報告が急増し始めた．

中の活用などに向けた水中光無線給電の検討を進めて

虫のような大きさの飛しょう体 [25] から，玩具の自動

いる．例えば，水面上から水中への光ビームによる給

車や列車の移動中給電，スマートホンなどの携帯端末

電の検討を進めている [19]．このほか，既存の太陽電

への給電，1 mm 角未満の体内埋め込み用機器への給

池は太陽光向けのためほぼ黒色だが，光無線給電機器

電 [26] などである．また，大型のドローンなどへの給

の民生応用には，色などを含む外観制御も必要である．

電を目指したベンチャー企業の創設などが数件ある．

光無線給電は，近赤外光を利用する場合は，可視光は

実際の市場導入の事例はないが，携帯端末などに利用

外観制御に利用できるため，カラーフィルタなどの適

可能な数 W クラスの給電を可能とする技術の海外ベ

用による外観制御を検討している [20]．

ンチャー企業が上市を予定している [27]．

6. 光無線給電に関する研究開発動向
これまでの光無線給電研究は少数といえる．しかし，

7. む す び
光無線給電方式について，その意義と必要な要素技

半導体光源や太陽電池は 50 年以上の歴史があり，光

術，及び，光無線給電に関する現状の取組みとして，

無線給電も，以前から議論がある．図 11 は，光無線

著者らの検討内容や成果の一端と動向の概略を解説し

給電に関する論文や解説記事などの文献数の調査結果

た．基礎構成は簡素だが，光無線給電に適したデバイ

である．なお，個々の文献情報はその分量から控える．

スや構成法は十分に確立しておらず，これらを含めた

50 年ほど前には，レーザを用いた給電のコンセプト

研究開発の進展により，また，本方式に向けた応用領
域の発展により，機器・サービス・産業に大きな変革
をもたらすことが期待される．
謝辞 紹介した研究の一部は，東京工業大学の宮島
晋介准教授，また企業共同研究パートナーとの研究
成果を含む．また，著者研究室の卒業生を含む学生諸
氏らの研究成果を含んでおり，これら研究協力者に感
謝する．これら研究の一部は，内閣府総合科学技術・
イノベーション会議の SIP (戦略的イノベーション創
造プログラム)「次世代パワーエレクトロニクス」(管
理法人：(国研) 新エネルギー・産業技術総合開発機構

(NEDO))，NEDO 戦略的省エネ技術革新プログラム
図 11
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光無線給電に関する文献数．2019 年は本分野世界
初の国際会議（OWPT2019）の発表論文数を含む
1 年分

「モビリティへの移動中給電用光無線給電の技術ポテ
ンシャル・技術課題調査」，ツルギフォトニクス財団研
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究助成，フジクラ財団研究助成などに基づく．
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