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走行中給電可能な二輪車向け非接触給電システムの検討
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Study of Dynamic Wireless Power Transfer can be Two-wheeled Vehicle
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Study of dynamic wireless power transfer system has been developed. But this study has been conducted mainly in electric
vehicle. So, there is a need for new system because two-wheeled vehicle is different from the shape of the car. In this paper,
we proposed two new systems that can be running and parked in two-wheeled vehicle.
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1.

困難であると考えられる。二輪車へ応用する問題は大きく 2

はじめに

つある。1 つ目は，二輪車の場合は，自動車のように非接触

近年，電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車

給電装置を取り付けるための安定したスペースがない点で

が環境問題等から普及が進んでいる。給電方式としてプラ

ある。2 つ目は，安定した荷台に非接触給電装置を取り付け

グとケーブルを用いたコンダクティブ給電方式が用いられ

た場合，給電装置間のギャップ長(送電距離)が長くなってし

ているが，安全性・利便性・保守性から非接触給電方式が

まうことで，送電効率が低下してしまう点である。

有望視されている

(1)(2)

。また，非接触給電技術は自動車だけ

本稿では，送電距離が短い二輪車でも適用できる停車中

でなくの様々な用途として応用分野が拡大してきている。

および走行中給電が可能である，新しいシステムを提案す

非接触給電システムの回路構成を図 1 に示す。

る。

非接触給電技術には，いくつかの課題がある。その中の

送電距離が短くできる給電方式として，タイヤ誘電方式(7)

課題の一つとして，一充電での航続距離の問題や，充電時

がある。この方式は，電極版を路面に埋め込み，タイヤ内

間が長いことがある。この問題の解決策として，走行中給

のスチールベルト間がコンデンサと等価になることを用い

電非接触給電システムの研究が進められている。走行中給

た方式である。この方式では，周波数が MHz 帯であること

電システムの検討は，オークランド大学，KAIST，東京大学，

や，電動アシスト自転車のような細いタイヤでは，高い効

埼玉大学等で研究が進められている。また，電界結合を用

率で送電することが難しいことが考えられる。

いた走行中給電システムも研究されている。オークランド

この解決策として，電磁誘導方式で車輪を給電装置とし

大学では，3 相 3 線方式の走行中給電システム(3)，KAIST
の研究グループはループコイル方式(4)，東京大学では，中継
コイルを用いた方法を提案している(5)。また，埼玉大学では，
H 型コアソレノイドコイルを用いた方式が提案されている
(6)

。
航続距離，充電時間の問題は，電動二輪車や電動アシス

ト自転車にも共通する課題となっている。しかし，電気自

図 1．非接触給電システムの回路図（SP 方式）

動車向けに検討されている方式を二輪車に応用することは

Fig.1 Wireless power transfer system (SP topology)
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た，二段式非接触給電システム方式と車輪を中継器とした
システム方式を提案する。提案する 2 つの方式は，給電装
置間の送電距離を短くすることが可能であり，車輪を持つ
移動体のすべてに適用可能であることが期待される。さら
に，既存の駐輪システムのスイング式サイクルラック等へ
の適用も容易になることが考えられる。
本稿では，新たに提案したシステムでの回路の接続方式
での送電効率の比較，位置ずれ特性の比較を PSIM を用いた
給電シミュレーションにより実施し，最適な方式を検討す
る。

2.

図 2 二段式非接触給電システム
Fig.2. Two-stage wireless power transfer system

車輪を給電装置とみなしたシステム
図 2 に，提案する

〈2･1〉 二段式非接触給電システム

二段階非接触給電システムの構成を示す。前段部は，送電
コイルがコの字型非接触給電トランス(8)，受電コイルが円形
トランス（車輪）で構成している。後段部は，回転型非接
触給電トランス(9)の構成になっている。本方式のように，二
段式にすることにより，給電装置間の距離を短くすること
が可能になる。
〈2･2〉 車輪を中継器としたシステム

図 3 に，車輪を

中継器としたシステムの構成を示す。送電コイルがコの字

図 3 車輪を中継器としたシステム

型非接触給電トランスで，円形トランスで中継することに

Fig.3. System wheel is regarded as repeaters

より，コの字型非接触給電トランスで受電する構成になっ
ている。本方式も，二段式非接触給電システムと同様に，
給電装置間の距離を短くすることが可能になる。
〈2･3〉提案した 2 方式の違い

二段式非接触給電シス

テムと車輪を中継器としたシステムの違いとして，給電装
置の数に違いがある。二段式非接触給電システムは 4 個で
あるのに対して，中継器システムの場合は 3 個になる。

(a)SNS

また，二段式システムの場合は，前段部と後段部は結合
しないと仮定しているので，前段部のみの給電装置の結合
と後段部のみの結合となる。そのため，前段部と後段部は
切り離して考えることができる。しかし，中継器システム
の場合は，送電コイルと中継器・中継器と受電コイルの結
合以外に，送電コイルと受電コイルの結合があるために，3

(b)SSS

個のコイルの結合を考慮した設計が必要となる。

3.

標準状態での各方式の給電シミュレーション

〈3･1〉 二段式非接触給電システムの回路方式

二段式

非接触給電システムの回路方式として，SNS 方式，SSS 方
式，SNP 方式，SSP 方式の 4 つの方式がある。回路の構成

(c)SSP

を図 4 に示す。共振コンデンサ，負荷の値の理論式を表 1
に示す。
〈3･2〉 給電シミュレーション結果

提案した車輪を給

電装置とした二段式非接触給電システムの給電シミュレー
ションを行うために，前段部の実機を試作し抵抗値 r の定数
測定を行った。給電シミュレーションにおいてインダクタ

(d)SNP

ンス L の値は，中継器システムの場合と比較を行うために

図 4 二段式非接触給電システムの回路

磁界解析シミュレーションソフト JMAG による解析結果を

Fig.4. Circuit of two-stage wireless power transfer system

使用した。後段部の定数は実機の測定結果を用いた。給電
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表 1 理論式（二段式非接触給電システム）
Table 1.

Theoretical formula (Two-stage Wireless Transfer System)
(a)SNS , SSS

(b)SNP , SSP

装置を図 5，定数結果を表 2 に示す。

また，SNS 方式と SNP 方式は，位置ずれが大きくなると

定数結果をもとに PSIM を用いた給電シミュレーション
を行った。標準状態での給電効率をまとめた結果を表 3 に

SSS 方式と SSP 方式よりも大きく効率が低下することが分
かった。

示す。表 3 の結果は整流器なしの結果である。給電シミュ

整流器を接続した場合は，後段部の共振コンデンサを並

レーションの結果から，整流器が正弦波，矩形波の両方で

列に接続した，SNP 方式と SSP 方式が整流器の影響がある

給電することが可能であり，SSS 方式と SSP 方式が高い効

ことが分かった。以上の結果より，二段式非接触給電シス

率で送電できることが分かった。

テムは SSS 方式が最も優れると考えられる。

〈3･3〉 位置ずれ特性

二段式非接触給電システムの位

置ずれした場合のトランス効率を 4 つの方式で比較を行っ
た。整流器を接続していない場合の結果を図 6 に，整流器

4.

中継器システムの給電シミュレーション

〈4･1〉 中継器システムの回路方式

二段式非接触給電

を接続した場合の結果を図 7 に示す。入力波形は矩形波を

システムにおいて SSS 方式が優れることから，中継器シス

用いた。

テムでは SSS 方式について検討する。中継器システムの回

整流器を接続していない場合は，SSS 方式と SSP 方式が

路の構成を図 8 に示す。共振コンデンサ，負荷の値の理論

同じ特性を持ち，SNS 方式と SNP 方式が同じ特性を持つこ

式を表 4 に示す。二段式非接触給電システムの SSS 方式の

とがわかる。

違いとしては，共振コンデンサを決めるときに，3 つのコイ
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(a)

(b) Second part

First part
図 5 二段式非接触給電装置

Fig.5. Two-stage wireless power transfer equipment

表 2 回路定数（二段式）
Table 2.
(a)

表 3 シミュレーション結果（二段式）

Circuit parameters (Two-stage)

First part

N11:15T N12:15T

N21:8T N22:8T

ルの結合をすべて考慮しなければならない点がある。
〈4･2〉 給電シミュレーション結果

Table 3. Simulation result (Two-stage)

(b) Second part

同等の特性を持つと言える。

車輪を中継器とし

〈4･3〉 位置ずれ特性

二段式非接触給電システムと同

た給電シミュレーションを行った。磁界解析シミュレーシ

じように，位置ずれした場合のトランス効率を PSIM を用い

ョンソフト JMAG により，二段式非接触給電システムのと

てシミュレーションを行った。整流器を接続した場合の結

きと同じ寸法のモデルにより，インダクタンス L の解析を

果を図 10 に示す。二段式非接触給電システムの SSS 方式

行い，解析結果を定数として用いた。抵抗値 r は，二段式非

の場合と同様に整流器の影響を受けないことが分かった。

接触給電システムの前段部の実機の定数を用いた。車輪を

〈4･4〉 二段式非接触給電システムとの比較

整流器を

中継器としたシステムのモデルを図 9 に，定数結果を表 5

接続した場合の二段式非接触給電システムと車輪を中継器

に示す。

としたシステムの位置ずれ特性の比較を行った。比較した

定数結果をもとに PSIM を用いた給電シミュレーション

結果を図 11 に示す。図 11 より，二段式非接触給電システ

を行った。標準状態で整流器を用いなかった場合は，正弦

ムと車輪を中継器としたシステムの SSS 方式は，位置ずれ

波入力で 98.3%，矩形波入力で 96.9%の送電効率であった。

特性も同じ特性を持つことが分かった。

これは，二段式非接触給電システムの SSS 方式と非常に近

ここで，二段式非接触給電システムと車輪を中継器とし

い値であり，標準状態において，二段式非接触給電システ

たシステムにおいて，理論式に注目する。共振コンデンサ

ムの SSS 方式と車輪を中継器としたシステムの SSS 方式は

は，二段式システムと中継器システムで異なるが，理論効
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図 6 位置ずれ特性（整流器なし）

図 7 位置ずれ特性（整流器あり）

Fig.6. Position misalignment characteristic (No rectifier)

Fig.7. Position misalignment characteristic (There rectifier)

図 8 中継器システムの回路
Fig.8. Circuit of repeater system
図 9 中継器システムのモデル
Fig.9. Model of repeater system
表 5 回路定数（中継器システム）

表 4 理論式(中継器システム)
Table 4.

Table 5. Circuit parameters (Repeater System)

Theoretical formula (Repeater system)

N11:15T Nr:15T N22:15T

率式が非常に似ている。そのため，二段式非接触給電シス

の給電トランスの形状を変更することにより，効率の向上

テムと車輪を中継器としたシステムの特性が同じになった

が見込めるため，二段式非接触給電システムと中継器シス

と考えられる。しかし，二段式非接触給電システムの後段

テムに優劣をつけることは本稿では難しい。

部の回転型トランスや中継器システムの車輪を中継した後
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図 10 位置ずれ特性（中継器システム）

図 11 位置ずれ特性比較

Fig.10. Position misalignment characteristic (Repeater System)

Fig.11. Position misalignment characteristic comparison

5.

まとめ

二輪車でも走行中給電が可能な新たな給電システムを提
案し，評価を行った。提案した 2 つの手法はともに給電装
置間のギャップを短くすることができることから，高効率
で給電できることが確認できた。
二段式非接触給電システムにおいて，異なる 4 つの回路
方式の比較を行ったところ，標準状態において SSS 方式と
SSP 方式が優れることが分かった。さらに，位置ずれ特性
の評価を行ったところ，SSS 方式と SSP 方式が位置ずれに
強い。しかし，SSP 方式において，整流器を接続した場合
は，整流器の影響を受けてしまう。以上のことから，二段
式非接触給電システムでは SSS 方式が最も優れることが分
かった。
中継器システムにおいては，SSS 方式を評価したところ，
二段式非接触給電システムの SSS 方式と同等の特性を持つ
ことが分かった。
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