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(57)【要約】
【課題】空中、水中（特に海中）、宇宙空間あるいは月
面などに滞在するドローンなどの各種の移動体にレーザ
ービームなどの光ビームによる光無線給電により安定的
かつ効率的に電力を供給することができる光無線給電装
置および光無線給移動体を提供する。
【解決手段】光無線給電装置は、複数の反射鏡１１が透
明層１２を介して一方向に周期的に配置され、一方の主
面が光入射面を構成し、他方の主面が光出射面を構成す
る平板状の反射鏡アレイ１１と、反射鏡アレイ１１の他
方の主面に設けられ、外部より反射鏡アレイ１１の一方
の主面に入射して反射鏡１１で反射されることにより入
射した光が一方向に導波されるように構成された非対称
面状光導波路２０と、非対称面状光導波路２０の光出射
側の端部に設けられた光電変換素子からなる発電部３０
とを有する。この光無線給電装置を小型無人機などの移
動体に設置して光無線給電移動体とする。
【選択図】図１

(2)

JP 2021‑27683 A 2021.2.22

【特許請求の範囲】
【請求項１】
受光部と、
上記受光部と空間的に分離して設けられた光電変換素子からなる発電部と、
上記受光部と上記発電部とを結び且つ光の進行方向を変換する機能を有する空間的に非
対称な導波路とを有し、
上記発電部は上記導波路の光出射側の端部に設けられている光無線給電装置。
【請求項２】
上記発電部を構成する上記光電変換素子の、上記導波路の上記光出射側の端部に面する
表面の反射率が５％以下である請求項１記載の光無線給電装置。
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【請求項３】
複数の反射鏡が透明層を介して一方向に周期的に配置され、一方の主面が光入射面を構
成し、他方の主面が光出射面を構成する平板状の反射鏡アレイと、
上記反射鏡アレイの上記他方の主面に設けられ、外部より上記反射鏡アレイの上記一方
の主面に入射して上記反射鏡で反射されることにより入射した光が一方向に導波されるよ
うに構成された非対称面状光導波路と、
上記非対称面状光導波路の光出射側の端部に設けられた光電変換素子からなる発電部と
、
を有する光無線給電装置。
【請求項４】
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上記非対称面状光導波路は上記光出射側の端面に向かって断面積が徐々に増加する楔状
の形状を有する請求項３記載の光無線給電装置。
【請求項５】
上記反射鏡の断面が上記他方の主面の側に頂点を有する放物線状の形状を有する請求項
３または４記載の光無線給電装置。
【請求項６】
上記放物線の軸は上記他方の主面にほぼ垂直である請求項５記載の光無線給電装置。
【請求項７】
上記反射鏡と上記非対称面状光導波路との幾何学的交点は直線状または上記非対称面状
光導波路の上記光出射側の端面上の１点を中心とする同心円弧状の形状を有する請求項３
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〜６のいずれか一項記載の光無線給電装置。
【請求項８】
上記反射鏡アレイの上記一方の主面にさらに光波進行方向変換層が設けられ、上記放物
線の軸は、上記光波進行方向変換層による進行方向変換後の方向に平行である請求項９記
載の光無線給電装置。
【請求項９】
上記発電部は光電変換用の半導体層を有する請求項３〜８のいずれか一項記載の光無線
給電装置。
【請求項１０】
上記半導体層の互いに対向する第１の面および第２の面にそれぞれ第１の電極および第
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２の電極が設けられていることを特徴とする請求項９記載の光無線給電装置。
【請求項１１】
上記半導体層はｐ型半導体層とｎ型半導体層とからなるｐｎ接合であることを特徴とす
る請求項１０記載の光無線給電装置。
【請求項１２】
上記半導体層のバンドギャップまたはＨＯＭＯ−ＬＵＭＯギャップが光の進行方向に順
に段階的および／または連続的に減少するように構成されていることを特徴とする請求項
１１記載の光無線給電装置。
【請求項１３】
上記半導体層はバンドギャップまたはＨＯＭＯ−ＬＵＭＯギャップが光の進行方向に順
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に段階的に減少した複数の領域からなり、上記第１の電極および上記第２の電極のうちの
少なくとも一方は各領域間で互いに分離して設けられていることを特徴とする請求項１２
記載の光無線給電装置。
【請求項１４】
移動体と、
上記移動体に一体に設けられ、上記移動体に給電を行う光無線給電装置とを有し、
上記光無線給電装置が、
複数の反射鏡が透明層を介して一方向に周期的に配置され、一方の主面が光入射面を構
成し、他方の主面が光出射面を構成する平板状の反射鏡アレイと、
上記反射鏡アレイの上記他方の主面に設けられ、外部より上記反射鏡アレイの上記一方
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の主面に入射して上記反射鏡で反射されることにより入射した光が一方向に導波されるよ
うに構成された非対称面状光導波路と、
上記非対称面状光導波路の光出射側の端部に設けられた光電変換素子からなる発電部と
、
を有する光無線給電移動体。
【請求項１５】
上記移動体は小型無人機、無人航空機、航空機、人工衛星、無人船舶、船舶、水中移動
体、無人自動車または自動車である請求項１４記載の光無線給電移動体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
この発明は、光無線給電装置および光無線給電移動体に関し、例えば、空中を移動する
小型無人機や無人航空機、水中特に海水中を移動する小型無人機などの移動体、更には、
月面で活動する探査車（ローバー）などの移動体に光無線により給電を行うのに適用して
好適な光無線給電装置および光無線給電移動体に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、空中、水中（特に海中）、宇宙空間に滞在中のドローンや衛星などへの電力供給
などにおいて、光無線給電はますますその重要性が高まってきている。従来、このような
ドローンなどへの光無線給電は、マイクロ波を用いたり、或いはドローンなどの本体の外
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面に太陽電池を設置し、この太陽電池に対してレーザービームを照射したりすることによ
り発電（光電変換）を行うのが一般的である（例えば、非特許文献１、２参照）。
【０００３】
また、小型のＵＡＶ（Unmanned Aerial Vehicle)やＵＧＶ（Unmanned Ground Vehicle)
がオーダーにして１０ｍから１ｋｍの距離で１０Ｗから１０００Ｗのパワー伝送を必要と
するのに対し、今後は、大型のＵＡＶや災害時の探査・救助装置、地上から宇宙空間の衛
星へのパワー供給など数ｋＷから１００ｋＷ級のパワー伝送も必要とされてくる。また５
Ｇなどの次世代通信のインフラとして低高度衛星を数千機オーダー打ち上げ、それら衛星
間のパワー伝送や情報伝送も今後益々重要となってくる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１７／０６１４４８号パンフレット
【特許文献２】国際公開第２０１９／０５９３４２号パンフレット
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Phillip P. Jenkins, et. al., OWPT‑5‑064 OWPT2019, Yokohama,Japan
, Apr. 23‑25, 2019
【非特許文献２】Yoshihiro Masui, et. al., OWPT‑9‑02 OWPT2019, Yokohama, Japan, A
pr. 23‑25, 2019
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【非特許文献３】［令和元年７月３１日検索］、インターネット〈ＵＲＬ：http://www.m
hgopower.com/images/Cell＿Datasheet ＿Rev ＿1.2 ＿07‑09‑2019.pdf〉
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
上述の目標を達成するには、長距離間での制御性の良いパワー伝送、通信が必要となる
。ビーム光の送達する位置決め精度とこれを受ける受光部の空間的許容範囲の掛け算で、
送達効率は決まってくる。しかしながら、上述の従来の光無線給電システムでは、受光部
の太陽電池でそのまま発電するので、長距離空間伝送してきたレーザービームの到達地点
の場所の揺らぎのため、安定した高出力電力伝送が難しかった。特に、デバイスの高効率
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動作に好適な高電圧を得るべく、複数の光電変換素子を直列接続した受光器構造では、光
出力が最小の光電変換素子に律速されて出力効率が決まるので、ますます高効率の駆動が
難しくなる。また、レーザービームを使った長距離伝送が本来備えている特性を十分に生
かすことができていない。
【０００７】
そこで、この発明が解決しようとする課題は、空中、水中（特に海中）、宇宙空間ある
いは月面などに滞在するドローンなどの各種の移動体にレーザービームなどの光ビームに
よる光無線給電により安定的かつ効率的に電力を供給することができる光無線給電装置お
よび光無線給移動体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
上記課題を解決するために、この発明は、
受光部と、
上記受光部と空間的に分離して設けられた光電変換素子からなる発電部と、
上記受光部と上記発電部とを結び且つ光の進行方向を変換する機能を有する空間的に非
対称な導波路とを有し、
上記発電部は上記導波路の光出射側の端部に設けられている光無線給電装置である。
【０００９】
この光無線給電装置においては、受光部と発電部（光電変換部）とが互いに空間的に分
離していることにより、光経路の揺らぎに対する耐性を飛躍的に向上させることができる
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。また、受光部と発電部とを結び且つ光の進行方向を変換する機能を有する導波路を空間
的に非対称な構造とすることにより、３次元伝搬光を２次元導波光へと非可逆的に変換（
３次元伝搬光から２次元導波光に行ったきりに）することができる。好適には、発電部を
構成する光電変換素子の、導波路の光出射側の端部に面する表面の反射率を５％以下と低
く、特に例えば１％〜２％とする。こうすることで、導波路内を導波されて導波路の光出
射側の端部から出射される２次元導波光が光電変換素子の表面で反射されることによる時
間反転相当波の発生を抑制することができる。
【００１０】
上記の光無線給電装置の発明に対し、より具体的な下位の発明として次の発明がある。
即ち、この発明は、
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複数の反射鏡が透明層を介して一方向に周期的に配置され、一方の主面が光入射面を構
成し、他方の主面が光出射面を構成する平板状の反射鏡アレイと、
上記反射鏡アレイの上記他方の主面に設けられ、外部より上記反射鏡アレイの上記一方
の主面に入射して上記反射鏡で反射されることにより入射した光が一方向に導波されるよ
うに構成された非対称面状光導波路と、
上記非対称面状光導波路の光出射側の端部に設けられた光電変換素子からなる発電部と
、
を有する光無線給電装置である。
【００１１】
この光無線給電装置の発明においては、反射鏡アレイおよび非対称面状光導波路がそれ
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ぞれ上記の上位概念の発明の光無線給電装置における受光部および受光部と発電部とを結
び且つ光の進行方向を変換する機能を有する空間的に非対称な導波路に相当する。
【００１２】
反射鏡アレイとしては、例えば特許文献１に記載のものを用いることができる。反射鏡
アレイにおける反射鏡の断面形状および配置は、外部から入射するレーザービームなどの
光ビームが、非対称面状光導波路を直射することなく（即ち、まず必ず反射鏡に入射して
反射されてから）、かつ、一つの反射鏡で反射された光が隣の反射鏡に入射して散乱され
ることのないように設定される。反射鏡の断面形状は、好適には、光ビームが入射する一
方の主面側から他方の主面側（非対称面状光導波路の側）に向かって凸の放物線状の形状
を有する。このように反射鏡の断面が放物線状の形状を有することにより、放物線の２回
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対称の軸に平行な方向から当該反射鏡に入射する光は放物線の焦点に向かって反射される
ようにすることができ、それによって非対称面状光導波路に入射する光の入射角度を一定
範囲内に絞り込むことができる。光無線給電装置に入射する光ビームの方向が一定であり
、この光ビームが光無線給電装置に垂直方向から入射する場合、好適には、放物線の軸は
非対称面状光導波路にほぼ垂直に選ばれる。あるいは、反射鏡アレイ上にさらに光波進行
方向変換層が設けられる場合には、放物線の軸は、好適には、この光波進行方向変換層に
よる進行方向変換後の方向に平行に選ばれる。光波進行方向変換層としては、例えば、光
波進行方向変換シートが用いられる。反射鏡と非対称面状光導波路との幾何学的交点は、
好適には、直線状または円弧状の形状を有する。複数の反射鏡が設けられる場合、これら
の反射鏡と非対称面状光導波路との幾何学的交点は、複数の直線状または非対称面状光導
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波路の光出射側の端面上の１点を中心とする同心円弧状の形状を有する。前者では、非対
称面状光導波路上に反射鏡が非対称面状光導波路に平行な一方向に周期的に複数設けられ
て反射鏡アレイが形成される。反射鏡の材料は、この光無線給電装置で対象とする波長帯
の光に対して高い反射率を得ることができる材料であれば、基本的にはどのようなもので
あってもよいが、好適には、例えば、銀（Ａｇ）、銀合金（Ａｇ−Ｐｄなど）、アルミニ
ウム（Ａｌ）などの金属が用いられる。典型的には、非対称面状光導波路上に反射鏡と透
明層とが非対称面状光導波路の一方の主面に沿って交互に複数設けられるが、これに限定
されるものではない。透明層は、好適には、非対称面状光導波路を構成する透明物質とほ
ぼ等しい屈折率を有する透明物質（透明ガラスや透明樹脂など）からなる。
【００１３】
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反射鏡アレイは上記のものに限定されず、例えば、特許文献２に記載の光導波装置にお
けるクラッド層（特許文献２の図１のクラッド層１２）を用いることができる。このクラ
ッド層は実質的に反射鏡アレイと同様に機能する。即ち、導波コア層と、上記導波コア層
を不連続に被覆するクラッド層とを有し、上記クラッド層は、上記導波コア層を被覆して
いない断絶部の端部と、上記断絶部に対して上記導波コア層の導波方向と反対側でかつ上
記導波コア層から離れた位置との間に延在し、上記導波コア層の導波方向に向かって上記
導波コア層に次第に近づき、かつ上記断絶部の上記端部における接線が上記導波コア層に
平行（タンジェンシャル）またはほぼ平行になるように設けられた構造をその一部に有し
、上記クラッド層の上記断絶部に上記クラッド層で被覆された光導入コア層が上記導波コ
ア層と合流するように設けられている光導波装置におけるクラッド層を反射鏡アレイとし
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て用いることができる。導波コア層を不連続に被覆するクラッド層は離散的併進対称性を
有する。
【００１４】
非対称面状光導波路は、典型的には、光出射側の端面に向かって断面積が徐々に増加す
る楔状の形状（あるいはテーパー形状）を有する。このような楔状の非対称面状光導波路
では、この非対称面状光導波路の光入射面から内部に入射した光は、この非対称面状光導
波路の二つの主面で交互に反射されながら断面積が大きくなる向きに導波され、最終的に
非対称面状光導波路の光出射側の端部に設けられた発電部に入射する。非対称面状光導波
路は、平面状光導波路であっても、曲面状光導波路であってもよい。また、非対称面状光
導波路の平面形状は必要に応じて選ばれるが、典型的には、四角形、例えば長方形または
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正方形の形状を有する。この場合、必要に応じて、非対称面状光導波路の光出射端面を除
いた端面、例えば、非対称面状光導波路が四角形の形状を有し、その互いに対向する一対
の辺のうちの少なくとも一方の辺に相当する非対称面状光導波路の端面の全部または一部
が光出射端面となる場合にはこの四角形の上記の互いに対向する一対の辺と異なる一対の
辺のうちの少なくとも一方の辺に相当する非対称面状光導波路の端部に光反射機構が設け
られる。この場合、非対称面状光導波路の主面に入射した光が非対称面状光導波路内を導
波される際にこの光反射機構に入射すると反射され、光出射端面に向かう方向に光路が曲
げられることにより、光出射端面から取り出すことができる光の量が多くなる。この光反
射機構は、例えば、非対称面状光導波路の側面に設けられた光反射膜や非対称面状光導波
路の側面が鏡面に構成されたものである。

10

【００１５】
光電変換素子からなる発電部（光電変換部）の構成は特許文献１に記載のものを用いる
ことができる。発電部は、非対称面状光導波路の光出射側の端部に設けられた光電変換用
の半導体層を有する。この半導体層の上下の互いに対向する一対の面にそれぞれ第１の電
極および第２の電極が設けられる。これらの第１の電極および第２の電極の一方はアノー
ド電極、他方はカソード電極として用いられる。半導体層がｐｎ接合を有する場合、その
ｐｎ接合面は、非対称面状光導波路の一方の主面に垂直または平行である。平行な場合は
、典型的には、非対称面状光導波路の内部を導波される光の正味の進行方向と、非対称面
状光導波路の端面から半導体層に入射した光により半導体層中に生成されるキャリアの正
味の移動方向とのなす角度Θがほぼ直角である。Θは、具体的には、例えば、π／２−δ
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≦Θ≦π／２＋δに選ばれる。ただし、δは、第１の電極および第２の電極のうちのアノ
ード電極として用いられるものの、半導体層内の光の進行方向に平行な方向の幅（電極幅
）に対する半導体層の厚さの比に対応し、δ〜半導体層の厚さ／電極幅である。典型的に
は、非対称面状光導波路と半導体層とは互いに一体に設けられ、例えば、それらの端部同
士が接合されて一体化される。
【００１６】
好適には、光無線給電装置に光が入射する際に半導体層に光が直接入射しないように構
成される。言い換えると、光無線給電装置に光が入射する場合、反射鏡アレイには光が入
射するが、半導体層の面には光が直接入射しない。こうすることで、半導体層に直接入射
する光により半導体層が加熱されて温度が上昇するのを防止することができるので、半導
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体層の特性劣化を防止することができ、ひいては、熱として散逸するエネルギーも少ない
ことと相まって、この発電部の光電変換効率の低下を防止することができ、高い光電変換
効率を得ることができる。
【００１７】
半導体層は、無機半導体または有機半導体からなり、典型的には、ｐ型半導体層とｎ型
半導体層とからなるｐｎ接合であり、そのｐｎ接合面は、上述の通り非対称面状光導波路
の主面に平行または垂直である。半導体層の厚さは、この半導体層内のキャリアの拡散長
の関数を勘案して適宜選ばれるが、ｐｎ接合面が非対称面状光導波路の主面に平行な場合
、好適には１００ｎｍ以上１００μｍ以下、ｐｎ接合面が非対称面状光導波路の主面に垂
直な場合、好適には１μｍ以上５００μｍ以下である。半導体層を構成する半導体は、ア
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モルファス（非晶質）、多結晶、単結晶のいずれの形態のものであってもよい。
【００１８】
無機半導体としては、ＣｄＳｅ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅなどのＩＩ−ＶＩ族化合
物半導体、ＧａＳｂ、ＩｎＡｓ、ＩｎＮ、ＡｌＩｎＮ、ＧａＩｎＮ、ＧａＮ、ＡｌＧａＮ
、ＧａＡｓＮ、ＧａＰＮなどのＩＩＩ−Ｖ族化合物半導体、ＳｉやＳｉＧｅなどのＩＶ族
半導体、Ｓｉx Ｇｅy Ｓｎ1‑x‑y Ｏ、ＳｉＮx 、ＳｉＯx 、ＣＩＳ（ＣｕＩｎＳｅ）、Ｃ
ＩＧＳ（ＣｕＩｎＧａＳｅ）、ＣｕＩｎＧａＳｅＴｅなどを用いることができる。これら
の半導体は、例えば、Ｉｎ、ＧａなどのＩＩＩ族元素の組成比の制御や硫黄（Ｓ）の混合
などによってバンドギャップを制御することができるのが特徴である。半導体層は、これ
らの無機半導体からなる微粒子により構成することもできる。
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【００１９】
有機半導体としては、有機太陽電池の材料として一般的に報告されているものは全て用
いることができるが、具体的には、ペンタセンなどのポリアセン、ポリアセチレン（好ま
しくは二置換型ポリアセチレン）、ポリ（ｐ−フェニレンビニレン）、ポリ（２，５−チ
エニレンビニレン）、ポリピロール、ポリ（３−メチルチオフェン）、ポリアニリン、ポ
リ（９，９−ジアルキルフルオレン）（ＰＤＡＦ）、ポリ（９，９−ジオクチルフルオレ
ン−co−ビチオフェン）（Ｆ８Ｔ２）、ポリ（１−ヘキシル−２−フェニルアセチレン）
（ＰＨX ＰＡ）（発光材料としては青色の発光を示す）、ポリ（ジフェニルアセチレン）
誘導体（ＰＤＰＡ−ｎＢｕ）（発光材料としては緑色の発光を示す）、ポリ（ピリジン）
（ＰＰｙ）、ポリ（ピリジルビニレン）（ＰＰｙＶ）、シアノ置換型ポリ（ｐ−フェニレ
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ンビニレン）（ＣＮＰＰＶ）、ポリ（３，９−ジ−tert−ブチルインデノ［１，２−ｂ］
フルオレン（ＰＩＦ）などを用いることができる。これらの有機半導体のドーパントにつ
いては、ドナーとしてはアルカリ金属（Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｃｓ）を用いることができ、ア
クセプタとしてはハロゲン類（Ｂｒ2 、Ｉ2 、ＣＩ2 ）、ルイス酸（ＢＦ3 、ＰＦ5 、Ａ
ｓＦ5 、ＳｂＦ5 、ＳＯ3 ）、遷移金属ハロゲン化物（ＦｅＣｌ3 、ＭｏＣｌ5 、ＷＣｌ
5

、ＳｎＣｌ4 ）、有機アクセプタ分子としてはＴＣＮＥ、ＴＣＮＱを用いることができ

る。また、電気化学ドーピングに用いられるドーパントイオンは、陽イオンとしてはテト
ラエチルアンモニウムイオン（ＴＥＡ+ ）、テトラブチルアンモニウムイオン（ＴＢＡ+
）、Ｌｉ+ 、Ｎａ+ 、Ｋ+ 、陰イオンとしてはＣｌＯ4
‑
6

、ＳｂＦ6

‑

‑

、ＢＦ4

‑

、ＰＦ6

‑

、ＡｓＦ

などを用いることができる。有機半導体としてはさらに、高分子電解質
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を用いることもできる。この高分子電解質の具体例を挙げると、ポリアニオンとしては、
サルフォネートポリアニリン、ポリ（チオフェン−３−酢酸）、サルフォネートポリスチ
レン、ポリ（３−チオフェンアルカンサルフォネート）など、ポリカチオンとしては、ポ
リアリルアミン、ポリ（ｐ−フェニレン−ビニレン）前駆体高分子、ポリ（ｐ−メチルピ
リジニウムビニレン）、プロトン化ポリ（ｐ−ピリジルビニレン）、ポロトン（２−Ｎ−
メチルピリジニウムアセチレン）などを用いることができる。半導体層として低不純物濃
度にドープされた有機半導体層を用いる場合、この有機半導体層はヘテロジャンクション
型あるいはバルクヘテロジャンクション型の構造とすることができる。ヘテロジャンクシ
ョン型構造の有機半導体層においては、ｐ型有機半導体膜およびｎ型有機半導体膜とを第
１の電極および第２の電極と接触するように接合する。バルクヘテロジャンクション型構
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造の有機半導体層は、ｐ型有機半導体分子とｎ型有機半導体分子との混合物からなり、ｐ
型有機半導体とｎ型有機半導体とが互いに入り組んで互いに接触した微細構造を有する。
【００２０】
半導体層を構成する半導体としては、無機半導体および有機半導体のほかに、有機無機
ハイブリッド半導体を用いることもできる。このような有機無機ハイブリッド半導体とし
ては、例えば、ペロブスカイト系半導体を用いることができる。
【００２１】
好適には、第１の電極および第２の電極は半導体層とオーミック接触している。半導体
層として有機半導体を用いる場合は、第１の電極および第２の電極は半導体層とオーミッ
ク接触していなくてもよい。第１の電極および第２の電極としては、金（Ａｕ）、ニッケ
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ル（Ｎｉ）、アルミニウム（Ａｌ）などの金属のほか、特にｐ型ＳｉにはＡｌ、ｎ型Ｓｉ
にはＡｇを用いることが有効であり、インジウム−スズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛（Ｚ
ｎＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ）などの各種の透明導電性酸化物などを用いることができ、ク
ロム、チタン、モリブデン等も合わせて用いることができるが、これに限定されるもので
はない。また、上記透明電極は、光電変換層である半導体層の電極として用いられた場合
、その低屈折率性、ワイドギャップ性を以て、半導体層への進入光子の高導波特性、生成
フォトキャリアの低表面再結合レートへと導き、結果として高光電変換効率を可能とする
効果も有する。半導体層自体のバンドギャップを第１の電極および第２の電極に近づくに
つれて大きくすることも少数キャリアの表面再結合を抑制するのに有効であり、同時に光
の閉じ込めをする上でも効果を有するので２重に有効である。上記透明電極は、非対称面
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状光導波路の主面に対し垂直方向の半導体層の差し渡しの方向の両端に設ける、上記半導
体層の屈折率より低屈折率の領域に相当する。
【００２２】
好適には、半導体層のバンドギャップ、あるいは半導体層が有機半導体からなる場合に
はＨＯＭＯ（最高被占分子軌道）−ＬＵＭＯ（最低非占分子軌道）ギャップが光の進行方
向に順に段階的および／または連続的に減少するようにする。こうすることで、例えば、
光電変換装置の半導体層の主面に太陽光が入射した場合、この太陽光は、非対称面状光導
波路内を導波されて半導体層に入射すると、バンドギャップあるいはＨＯＭＯ−ＬＵＭＯ
ギャップが一番大きい半導体にまず入射し、最終的にバンドギャップが一番小さい半導体
に入射することになり、この過程で太陽光スペクトルのうちの短い波長の光から長い波長
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の光に亘って順次吸収され、しかもこの吸収量は最大化される。このため、半導体層のバ
ンドギャップあるいはＨＯＭＯ−ＬＵＭＯギャップの変化のさせ方および使用する半導体
の種類によって、太陽光スペクトルの主要部あるいは実質的に全部の光を光電変換するこ
とができ、究極的には光電変換効率を理論最大効率に近づけることができる。典型的には
、半導体層は、バンドギャップまたはＨＯＭＯ−ＬＵＭＯギャップが光の進行方向に順に
段階的に減少した複数の領域からなり、各領域の互いに対向する一対の面に第１の電極お
よび第２の電極が設けられ、これらの第１の電極および第２の電極のうちの少なくとも一
方は各領域間で互いに分離して設けられる。
【００２３】
好適には、半導体層はバンドギャップまたはＨＯＭＯ−ＬＵＭＯギャップが光の進行方
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向に順に段階的に減少した複数の領域からなり、各領域の光の進行方向の幅が、各領域の
バンドギャップまたはＨＯＭＯ−ＬＵＭＯギャップと等しいエネルギーを有する光の各領
域における吸収係数の逆数以上である。
【００２４】
半導体層が、バンドギャップまたはＨＯＭＯ−ＬＵＭＯギャップが光の進行方向に順に
段階的に減少した複数の領域からなる場合、これらの領域の例を挙げると、光の進行方向
に順に、Ｓｉx Ｃ1‑x （０＜ｘ＜１）からなる領域、Ｓｉからなる領域およびＳｉy Ｇｅ
1‑y

（０＜ｙ＜１）からなる領域、あるいは、Ｓｉx Ｃ1‑x からなる領域、Ｓｉからなる

領域およびマイクロクリスタルＳｉy Ｇｅ1‑y からなる領域、あるいは、ＡｌＧａＮ、Ｇ
ａＮおよびＩＧＺＯ（Ｉｎ、Ｇａ、Ｚｎの酸化物）からなる群より選ばれた少なくとも一
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つの半導体を含む領域、Ｓｉx Ｃ1‑x からなる領域、Ｓｉからなる領域およびＳｉy Ｇｅ
1‑y

からなる領域、あるいは、Ｓｉx Ｃ1‑x からなる領域、Ｓｉからなる領域、Ｓｉy Ｇ

ｅ1‑y からなる領域およびＧｅからなる領域である。
【００２５】
光電変換素子としては、Ｓｉ素子を数個から数十、数百層直列接続した偏平な素子も有
効である（非特許文献３参照）。
【００２６】
また、この発明は、
移動体と、
上記移動体に一体に設けられ、上記移動体に給電を行う光無線給電装置とを有し、
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上記光無線給電装置が、
複数の反射鏡が透明層を介して一方向に周期的に配置され、一方の主面が光入射面を構
成し、他方の主面が光出射面を構成する平板状の反射鏡アレイと、
上記反射鏡アレイの上記他方の主面に設けられ、外部より上記反射鏡アレイの上記一方
の主面に入射して上記反射鏡で反射されることにより入射した光が一方向に導波されるよ
うに構成された非対称面状光導波路と、
上記非対称面状光導波路の光出射側の端部に設けられた光電変換素子からなる発電部と
、
を有する光無線給電移動体である。
【００２７】
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移動体は、基本的にはどのようなものであってもよいが、例えば、小型無人機、無人航
空機、航空機、人工衛星、無人船舶、船舶、水中移動体、探査車（ローバー）、無人自動
車、自動車などである。小型無人機あるいは無人航空機には、例えばドローン、ラジコン
機、農薬散布ヘリコプターなどが含まれる。
【００２８】
この光無線給電移動体の発明においては、上記以外のことについては、特にその性質に
反しない限り、上記の光無線給電装置の発明に関連して説明したことが成立する。
【発明の効果】
【００２９】
この発明によれば、反射鏡アレイの一方の主面が光入射面となるため、光無線給電を受

10

ける、空中、水中（特に海中）、地上、宇宙空間、月面などに滞在するドローンや無人機
などの移動体、更には人工衛星、探査車などの移動体などの場所の揺らぎがあっても、光
無線給電に用いる光ビームを光入射面に確実に入射させることができ、反射鏡アレイの反
射鏡で光ビームを反射させて非対称面状光導波路に入射した後、この非対称面状光導波路
内をこの非対称面状光導波路の非対称性により発電部に向かって導波させることができ、
最終的に導波光を発電部に入射させて発電（光電変換）することができる。このため、空
中などに滞在するドローンなどの各種の移動体に光ビームによる光無線給電により安定的
かつ効率的に電力を供給することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】

20

【図１】この発明の第１の実施の形態による光無線給電装置を示す断面図である。
【図２】この発明の第１の実施の形態による光無線給電装置の平面形状の一例を示す平面
図である。
【図３】この発明の第１の実施の形態による光無線給電装置の反射鏡アレイの具体例を示
す平面図である。
【図４】この発明の第１の実施の形態による光無線給電装置の反射鏡アレイの他の具体例
を示す平面図である。
【図５】この発明の第１の実施の形態による光無線給電装置の発電部付近の構成を拡大し
て示す断面図である。
【図６】この発明の第１の実施の形態による光無線給電装置の発電部の構成例を示す断面
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図である。
【図７】この発明の第１の実施の形態による光無線給電装置の反射鏡アレイの製造方法の
具体例を示す略線図である。
【図８】この発明の第１の実施の形態による光無線給電装置の反射鏡アレイの製造方法の
他の具体例を示す略線図である。
【図９】この発明の第１の実施の形態による光無線給電装置の動作を説明するための断面
図である。
【図１０】この発明の第１の実施の形態による光無線給電装置の動作を説明するための平
面図である。
【図１１】この発明の第１の実施の形態による光無線給電装置において外部から入射する
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光が非対称面状光導波路内を導波される２次元空間伝搬光に変換される性能を検証するた
めに行ったシミュレーションの結果を示す略線図である。
【図１２】この発明の第１の実施の形態による光無線給電装置において外部から入射する
光ビームが反射鏡アレイと非対称面状光導波路との結合系に入射する際の導波状態の場所
依存性を検証するために行ったシミュレーションの結果を示す略線図である。
【図１３】この発明の第１の実施の形態による光無線給電装置において外部から入射する
ダイリューテッド光が反射鏡アレイと非対称面状光導波路との結合系に入射する際の導波
状態の場所依存性を検証するために行ったシミュレーションの結果を示す略線図である。
【図１４】この発明の第１の実施の形態による光無線給電装置において外部から入射する
ビーム光およびダイリューテッド光が反射鏡アレイと非対称面状光導波路との結合系に入
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射する際に空間伝搬光から導波路内伝搬光へと転化する効率の光入射位置依存性を示す略
線図である。
【図１５】図３に示す反射鏡アレイを実際に作製して光学的性能を評価した結果を示す略
線図である。
【図１６】図４に示す反射鏡アレイを実際に作製した例を示す図面代用写真である。
【図１７】図１６に示す反射鏡アレイの光学的性能を評価した結果を示す略線図である。
【図１８】この発明の第１の実施の形態による光無線給電装置において反射鏡アレイの設
計により反射鏡アレイを入射光ビームに対して見えなくする方法を示す略線図である。
【図１９】図１８に示す反射鏡アレイに対して光ビームを入射させた時の非対称面状光導
波路の光出射端面における光強度分布を示す図面代用写真である。
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【図２０】市販の一般的な太陽電池の電圧−電流特性を示す略線図である。
【図２１】この発明の第１の実施の形態による光無線給電装置の非対称面状光導波路の光
出射端面に発電部として市販の一般的な太陽電池を結合した場合の太陽電池の電圧−電流
特性を示す略線図である。
【図２２】この発明の第２の実施の形態による光無線給電装置を示す断面図である。
【図２３】この発明の第２の実施の形態による光無線給電装置の非対称面状光導波路の一
部を拡大して示す断面図である。
【図２４】この発明の第３の実施の形態による光無線給電ドローンを示す略線図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】

20

以下、発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」という）について図面を参照
しながら説明する。なお、以下の実施の形態においては、同一または対応する部分には同
一の符号を付す。
【００３２】
〈第１の実施の形態〉
［光無線給電装置］
図１は第１の実施の形態による光無線給電装置を示す。図１に示すように、この光無線
給電装置は、一方の主面が光入射面を構成し、他方の主面が光出射面を構成する平板状の
反射鏡アレイ１０と、反射鏡アレイ１０の他方の主面上に設けられた楔状の形状を有する
非対称面状光導波路２０と、この非対称面状光導波路２０の光出射側の端部に設けられた
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光電変換素子からなる発電部３０とを有する。反射鏡アレイ１０および非対称面状光導波
路２０の平面形状は特に限定されず、光無線給電装置などに応じて適宜選ばれるが、例え
ば、長方形または正方形である。図２に、一例として反射鏡アレイ１０および非対称面状
光導波路２０の平面形状が長方形である場合を示す。
【００３３】
反射鏡アレイ１０は、反射鏡１１と透明層１２とが、反射鏡アレイ１０に平行な一方向
に周期的に交互に繰り返し設けられた構造を有する。反射鏡１１および透明層１２は、例
えば、既に挙げた材料により構成される。反射鏡アレイ１０に平行な一方向の透明層１２
の厚さは必要に応じて選ばれるが、例えば数μｍ〜数十μｍである。また、反射鏡１１と
透明層１２との繰り返しの周期、即ち、一つの反射鏡１１とこれに隣接する透明層１２と
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の、反射鏡アレイ１０に平行な一方向の合計の厚さに対する反射鏡１１の厚さの比は、小
さい方が望ましく、少なくとも５％以下、好適には１％以下で１ｎｍ以上に選ばれる。反
射鏡１１は、入射光の抜け（入射光が反射鏡１１で反射せず、非対称面状光導波路２０を
直射すること）がないように、また、図１中、互いに隣接する二つの反射鏡１１に着目し
た場合、向かって右側の反射鏡１１で反射した光が左隣の反射鏡１１の裏面で反射（散乱
）されないように構造および配列の設定をする。反射鏡１１の間隔および反射鏡１１と透
明層１２との繰り返し数は、光無線給電装置の用途などに応じて適宜選ばれる。反射鏡１
１は、光無線給電装置の外部から入射する光ビームを反射して非対称面状光導波路２０の
光入射面に入射させることができるように構成されている。好適には、反射鏡１１は、光
無線給電装置に一定方向から入射する光ビームを反射して非対称面状光導波路２０に一定
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範囲内の入射角で入射させることができるように断面形状が選ばれる。図１においては、
典型的な一例として、反射鏡アレイ１０の、非対称面状光導波路２０の主面に垂直な断面
における反射鏡１１の形状が、放物線の軸の片側の一部をなす場合が示されている。反射
鏡アレイ１０に対してほぼ垂直方向から３次元空間伝播光が入射する場合には、最終的に
非対称面状光導波路２０にできるだけ多くの光が入射するようにするために、この放物線
の軸は、非対称面状光導波路２０の主面に立てた法線に対して好適には±１０°以内に設
定され、最も好適には０°付近、つまり、非対称面状光導波路２０の主面に垂直に設定さ
れる。放物線の軸に平行に入射する光は放物線の焦点に集まる性質があるため、放物線の
軸を非対称面状光導波路２０の主面に垂直に設定することで、反射鏡アレイ１０に対して
ほぼ垂直に３次元空間伝播光が入射する場合、反射鏡１１で反射される光の方向はほぼ同
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じになる。光無線給電装置に入射する入射光をできるだけ多く非対称面状光導波路２０に
入射させるようにするために、好適には、反射鏡１１は、非対称面状光導波路２０の端か
ら端まで延在して設けられるが、これに限定されるものではない。各反射鏡１１の平面形
状は特に限定されず、必要に応じて選ばれるが、典型的には、反射鏡１１で反射され、非
対称面状光導波路２０の内部に入射して導波される２次元空間伝播光の少なくとも大部分
が一定方向に向かうように選ばれる。反射鏡アレイ１０の具体例を図３および図４に示す
。図３および図４に示すように、非対称面状光導波路２０と反射鏡１１との幾何学的交点
（の集合）が、幾何学的対称性を有していることに留意されたい。図３は反射鏡アレイ１
０および非対称面状光導波路２０が長方形の平面形状を有する場合に、各反射鏡１１が反
射鏡アレイ１０の短辺の方向に直線状に延びた形状を有する場合であり、並進対称性を有
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する。この場合には、各反射鏡１１で反射された光は、非対称面状光導波路２０の内部を
各反射鏡１１に垂直な方向に導波される。図４は、反射鏡アレイ１０および非対称面状光
導波路２０が長方形の平面形状を有する場合に、各反射鏡１１が反射鏡アレイ１０の一つ
の短辺の中点を中心とする同心円弧状に湾曲した形状を有し、部分的回転対称性および方
位対称性を有する。この場合には、各反射鏡１１で反射された光は、非対称面状光導波路
２０の内部を反射鏡アレイ１０の一つの短辺の中点に向かって導波される。
【００３４】
楔状の非対称面状光導波路２０は細長い直角三角形の断面形状を有し、直角の角を挟む
長い方の辺（底辺）が反射鏡アレイ１０の光出射面と一致し、短い方の辺が非対称面状光
30

導波路２０の光出射面と一致する。
【００３５】
非対称面状光導波路２０を構成する物質は、この光無線給電装置が対象とする範囲の波
長の光に対しできるだけ透明な物質であることが望ましい。非対称面状光導波路２０を構
成する物質は、一般には透明ガラス、高屈折率ガラス、透明プラスチックなどである。透
明プラスチックとしては、例えば、ポリエチレンテレフタラート、ポリエチレンナフタラ
ート、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリフェニレ
ンスルフィド、ポリフッ化ビニリデン、アセチルセルロース、ブロム化フェノキシ、アラ
ミド類、ポリイミド類、ポリスチレン類、ポリアリレート類、ポリスルホン類、ポリオレ
フィン類などが挙げられる。非対称面状光導波路２０を構成する物質としては、特に、プ
ラスティックオプティカルファイバー（ＰＯＦ）などに用いられるフッ素系の素材が、そ
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の低光損失性により好適である。非対称面状光導波路２０の厚さは必要に応じて選ばれる
が、例えば１〜１０００μｍである。非対称面状光導波路２０の大きさ（縦横の長さ）は
、この光無線給電装置を設置する箇所に応じて適宜選ばれるが、一般的には、例えば（１
ｃｍ〜１ｍ）×（１ｃｍ〜１ｍ）である。
【００３６】
発電部３０の詳細を図５Ａに示す。図５Ａに示すように、発電部３０においては、非対
称面状光導波路２０の光出射側の端面に接触して光電変換用の半導体層４０が設けられて
いる。半導体層４０はｐｎ接合を有し、そのｐｎ接合面が非対称面状光導波路２０の反射
鏡アレイ１０側の主面に平行になっている。また図５Ｂに示すように、電極５０１を挟ん
で複数直列接続した半導体層４０（例えば、MH GoPowerの素子

5S1010.4

) を用いても
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良く、こうすることで高出力電圧動作が可能となる。半導体層４０は、非対称面状光導波
路２０の光出射端面の全部または一部を覆うように設けられるが、非対称面状光導波路２
０の光出射端面の全体から光が出射される場合は好適にはその光出射端面の全面、少なく
ともほぼ全体を覆うように設けられ、光出射端面の一部から光が出射される場合には少な
くともその部分を覆うように設けられる。非対称面状光導波路２０と半導体層４０とは互
いに一体に設けられており、全体として面状の形状を有する。
【００３７】
半導体層４０の上下（光入射側を上とする）の互いに対向する一対の面（上面および下
面）にそれぞれ第１の電極５０および第２の電極６０が設けられている。これらの第１の
電極５０および第２の電極６０の一方はアノード電極、他方はカソード電極として用いら

10

れる。例えば、第１の電極５０がアノード電極、第２の電極６０がカソード電極として用
いられる。第１の電極５０および第２の電極６０は、半導体層４０が互いに異なる半導体
からなる複数の領域に分割されている場合には各領域毎に設けられてもよいし、一方が全
ての領域上に延在する全面電極であってもよい。半導体層４０と第１の電極５０および第
２の電極６０とにより光電変換素子が構成されている。
【００３８】
この光無線給電装置においては、反射鏡アレイ１０に入射した光ビーム（３次元空間伝
播光）は、非対称面状光導波路２０の内部に入って２次元空間伝播光に変換され、導波さ
れた後、非対称面状光導波路２０の端面から出射されて発電部３０の半導体層４０に入射
するように構成されている。この場合、非対称状光導波路２０の内部を導波される光の正
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味の進行方向と、非対称面状光導波路２０の端面から半導体層４０に入射した光によりこ
の半導体層４０中に生成されるキャリア（フォトキャリア）の正味の移動方向（第１の電
極５０と第２の電極６０とを最短で結ぶ方向）とのなす角度Θはほぼ直角である。角度Θ
は、具体的には、第１の電極５０の光の進行方向の幅あるいは半導体層４０が互いに異な
る半導体からなる複数の領域に分割されており第１の電極５０が各領域毎に設けられる場
合には各領域毎に設けられる第１の電極５０の光の進行方向の幅をＷ´、半導体層４０の
厚さをｄとすると、π／２−δ≦Θ≦π／２＋δ（ただし、δ〜ｄ／Ｗ´）であり、典型
的には８０°≦Θ≦１００°であり、最も好適には９０°である。非対称面状光導波路２
０の光出射端面に面する半導体層４０の表面の反射率は、非対称面状光導波路２０の光出
射端面から出射された光が半導体層４０の表面で反射されることによる時間反転相当波の
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発生を抑制するために、好適には数％以下、例えば１％〜２％とほぼ０にする。このため
に、例えば、非対称面状光導波路２０と半導体層４０との接合面に反射防止膜が設けられ
る。
【００３９】
この光無線給電装置においては、好適には、外部から光が入射する際に半導体層４０に
光が直接入射しないように構成される。言い換えると、光無線給電装置に光が入射する場
合、反射鏡アレイ１０には光が入射するが、半導体層４０の面には光が直接入射しないよ
うにする。このためには、具体的には、例えば次のようにする。例えば、第１の電極５０
を覆うように半導体層４０の上方に遮光層（図示せず）を設ける。遮光層は従来公知のも
のを用いることができ、必要に応じて選ばれるが、例えば、アルミ箔の両面にプラスチッ
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クフィルムが形成されたアルミラミネートフィルムなどである。この遮光層により、半導
体層４０に光が直接入射しないようにすることができる。
【００４０】
半導体層４０は、例えば、既に挙げたものの中から必要に応じて選ばれる。半導体層４
０は、典型的には、ｐ型半導体層とｎ型半導体層とからなるｐｎ接合である。好適には、
半導体層４０のうちの第１の電極５０および第２の電極６０が接触する部分が高不純物濃
度にドープされ、これらの第１の電極５０および第２の電極６０が半導体層４０とオーミ
ック接触するようにする。半導体層４０の一辺の長さは、典型的には、この半導体層４０
が設けられる非対称面状光導波路２０の辺の長さと同一に選ばれるが、この辺と直角な辺
の長さは、典型的には０．５μｍ〜５ｍｍであり、好適には２μｍ〜１ｍｍである。非対
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称面状光導波路２０の大きさは上述のように例えば（１ｃｍ〜１ｍ）×（１ｃｍ〜１ｍ）
であるので、この半導体層４０の面積は一般的には非対称面状光導波路２０の面積よりは
るかに小さくて済む。即ち、この光無線給電装置は、非対称面状光導波路２０が大部分を
占め、半導体層４０は端のわずかな部分しか占めない。例えば、非対称面状光導波路２０
の大きさが１０ｃｍ×１０ｃｍ、半導体層４０の大きさが１ｍｍ×１０ｃｍとすると、非
対称面状光導波路２０と半導体層４０との全体の面積に占める半導体層４０の面積の割合
は、０．１×１０／１０．１×１０＝０．００９９≒１％に過ぎない。これに加えて、半
導体層４０の厚さは、一般的には数十μｍ以下と小さいので、半導体層４０の体積も極め
て小さい。即ち、半導体層４０の使用量が極めて少なくて済む。このため、光無線給電装
置の製造コストの低減を図ることができる。

10

【００４１】
半導体層４０のバンドギャップあるいはＨＯＭＯ−ＬＵＭＯギャップＥg は、半導体層
４０内の光の進行方向にＮ段階（Ｎ≧２）に段階的に減少しており、順にＥg1、Ｅg2、…
、ＥgN（Ｅg1＞Ｅg2＞…＞ＥgN）となっている。図６に一例としてＮ＝４の場合を示すが
、これに限定されるものではない。図６に示すように、半導体層４０は、バンドギャップ
あるいはＨＯＭＯ−ＬＵＭＯギャップＥg がそれぞれＥg1、Ｅg2、Ｅg3、Ｅg4の領域４１
、４２、４３、４４からなる。各領域４１、４２、４３、４４は、非対称面状光導波路２
０の半導体層４０が設けられた辺に平行な方向に延在する細長いストライプ状の形状を有
する。図６においては、各領域４１、４２、４３、４４上に互いに分離してそれぞれ第１
の電極５１、５２、５３、５４が設けられている。第２の電極６０は全面電極であり、各
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領域４１、４２、４４、４４の共通電極である。半導体層４０を構成する各Ｅgi領域の幅
（光の進行方向の幅で、図６の横方向の長さ）は、各Ｅgi領域の光電変換対象光子（各Ｅ
gi領域のバンドギャップＥgi以上のエネルギーを有する光子）のうち、最低エネルギーの

ものに対するこのＥgi領域の吸収係数をαi とすると、１／αi 以上とする。
【００４２】
Ｅgiは次のように設定することができる。例えば、ＡＭ１．５太陽光スペクトルの全波
長範囲またはその主要な波長範囲（入射エネルギーが高い部分を含む範囲）において、波
長をＮ個の区間に分ける。そして、これらの区間に短波長側（高エネルギー側）から順に
１、２、…、Ｎというように番号を付け、ｉ番目の区間の最小光子エネルギーに等しくＥ
giを選ぶ。こうすることで、ｋ番目の区間の光子エネルギーを有する光子がＥgi領域に入
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射すると電子−正孔対が発生し、光電変換が行われる。また、この場合、このｋ番目の区
間の光子エネルギーを有する光子が各Ｅgi領域に到達して十分に吸収されるように、非対
称面状光導波路２０と半導体層４０との接合面からこのＥgi領域までの距離を選ぶ。これ
によって、非対称面状光導波路２０の内部を導波されて半導体層４０に入射する太陽光は
、まずＥg1領域に入射してそのスペクトルのうち光子エネルギーがＥg1以上のものが吸収
されて光電変換され、続いてＥg2領域に入射してそのスペクトルのうち光子エネルギーが
Ｅg2以上でＥg1より小さいものが吸収されて光電変換され、最終的にＥgN領域に入射して
そのスペクトルのうち光子エネルギーがＥgN以上でＥgN‑1より小さいものが吸収されて光
電変換される。この結果、光無線給電装置に入射する光ビームの波長がある波長帯に分布
していても、そのほぼ全範囲あるいは主要な波長範囲の光を光電変換に使用することがで
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きる。
【００４３】
各Ｅgi領域の厚さｄは必要に応じて選ばれるが、例えば数μｍ〜数十μｍである。各Ｅ
gi領域の幅（半導体層４０内の光の進行方向の幅）も必要に応じて選ばれるが、例えば数

十μｍ〜数百μｍである。具体例を挙げると、図６の各領域４１〜４４の厚さｄを数μｍ
〜数十μｍ、各領域４１〜４４の幅ｗ1 〜ｗ4 を数十μｍ〜数百μｍ、例えば〜１００μ
ｍに選ぶ。
【００４４】
典型的な場合、各領域４１〜４４はｐ型半導体層とｎ型半導体層とからなるｐｎ接合に
より構成される。
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【００４５】
［光無線給電装置の製造方法］
この光無線給電装置は従来公知の技術を用いて容易に製造することができる。即ち、例
えば、非対称面状光導波路２０を用意し、その光出射端面に発電部３０を形成する。次に
、この非対称面状光導波路２０の底面に反射鏡アレイ１０を形成する。例えば、反射鏡ア
レイ１０を非対称面状光導波路２０の底面に貼り付ける。こうして、図１に示す光無線給
電装置が製造される。
【００４６】
［反射鏡アレイ１０の製造方法］
反射鏡アレイ１０は、例えば、次のような方法により容易に製造することができる。即

10

ち、まず、図３に示すように、反射鏡１１が直線状に真っ直ぐに延在している反射鏡アレ
イ１０を製造する場合について説明する。図７ＡおよびＢは真空蒸着装置の真空チェンバ
ー１５０の正面図および側面図、図７Ｃは図７Ｂの破線で囲んだ部分の拡大図である。図
７ＡおよびＢに示すように、角が丸まった正方形の断面形状を有する偏平なローラ１５１
に、例えば幅が狭くて薄い平坦なテープ状の透明樹脂製のベースフィルム１５２を巻き付
けておき、このベースフィルム１５２の一方の面に蒸着源１５３の金属１５４を蒸発させ
て薄く金属膜１５５を形成した後、この金属膜１５５付きベースフィルム１５２を巻き取
りローラ１５６で巻き取っていく。図７ＢおよびＣに示すように、巻き取りローラ１５６
の巻き取り面は、反射鏡アレイ１０の反射鏡１１と同じ断面形状、例えば放物線の形状を
有する。ローラ１５１の外周面の断面形状も巻き取りローラ１５６の巻き取り面の断面形
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状と同様にしてもよい。
【００４７】
上述のようにして金属膜１５５付きベースフィルム１５２が巻き取りローラ１５６で巻
き取られることにより、ベースフィルム１５２と金属膜１５５とが交互に積層された渦巻
き構造が形成される。図７Ｃは図７Ｂの一部を拡大した図である。この渦巻き構造から図
７Ａの破線で示すように切り出すことにより、反射鏡アレイ１０を製造することができる
。ここで、金属膜１５５が反射鏡１１に対応し、ベースフィルム１５２が透明層１２に対
応する。
【００４８】
上記と同様な反射鏡アレイ１０は、３Ｄプリンティング或いはインプリンティングの手

30

法を用いて製造することもできる。即ち、まず、ベースフィルム１５２と同一の性質を有
する平坦膜を用意し、この平坦膜に対し、反射鏡アレイ１０の断面における反射鏡１１の
形状と同様な形状の曲面部とこれに連なる垂直な直線部とを有する鋸歯状断面の金型を押
し付けた後、その金型を平坦膜から引き離す。金型の押し付け深さは平坦膜の厚さより小
さくし、金型を押し付けたときに平坦膜を突き抜けないようにする。次に、例えば真空蒸
着法により平坦膜に対して垂直な方向から型押しされた面上に例えばＡｇなどの金属を蒸
着する。型押しされた面のうち平坦膜に対して垂直な部分には金属は蒸着されず、曲面部
にのみ金属が蒸着されて金属膜が形成される。この後、平坦膜の両面を研磨して両面に金
属膜が露出するようにする。この金属膜が反射鏡１１に対応し、平坦膜が透明層１２に対
応する。
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【００４９】
次に、図４に示すように、反射鏡１１が同心円弧状に延在している反射鏡アレイ１０を
製造する場合について説明する。図８ＡおよびＢは真空蒸着装置の真空チェンバー１５０
の正面図および側面図である。図８ＡおよびＢに示すように、円柱状のローラ１５１に、
例えば幅が狭くて薄い平坦なテープ状の透明樹脂製のベースフィルム１５２を巻き付けて
おき、このベースフィルム１５２の一方の面に蒸着源１５３の金属１５４を蒸発させて薄
く金属膜１５５を形成した後、この金属膜１５５付きベースフィルム１５２を巻き取りロ
ーラ１５６で巻き取っていく。上述のようにして金属膜１５５付きベースフィルム１５２
が巻き取りローラ１５６で巻き取られることにより、ベースフィルム１５２と金属膜１５
５とが交互に積層されたスパイラル構造が形成される。図８Ｃは図８Ｂの破線で示す部分
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を拡大した図である。この渦巻き構造から図８Ａの破線で示すように切り出すことにより
、反射鏡アレイ１０を製造することができる。
【００５０】
［光無線給電装置の動作］
光無線給電装置の動作について説明する。図９および図１０に示すように、外部から光
無線給電装置の反射鏡アレイ１０の光入射面のどこかにほぼ垂直方向からレーザービーム
などの光ビーム２００が入射する場合を考える。入射した光ビーム２００は反射鏡アレイ
１０の各反射鏡１１で反射された後、非対称面状光導波路２０の内部に入る。非対称面状
光導波路２０の内部に入った光は、非対称面状光導波路２０の底面と非対称面状光導波路
２０と空気層との界面で全反射を繰り返し、非対称面状光導波路２０がテーパー形状であ
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り断面積が発電部３０に向かって徐々に増加しているため、非対称面状光導波路２０の内
部を矢印方向に導波され、非対称面状光導波路２０の光出射端面から出射され、最終的に
発電部３０の半導体層４０の端面に入射して発電（光電変換）が行われる。導波光が半導
体層４０内を進む過程で半導体層４０中に電子−正孔対が生成される。そして、こうして
生成された電子および正孔は半導体層４０内をドリフトまたは拡散により移動し、第１の
電極５０および第２の電極６０のうちの一方および他方に収集される。こうして半導体層
４０内で光電変換が行われ、第１の電極５０と第２の電極６０とから外部に電流（光電流
）が取り出される。
【００５１】
［光無線給電装置の検証実験］
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コンピュータシミュレーションにより、光無線給電装置の性能の検証実験を行った。図
１１は、非対称面状光導波路２０および反射鏡アレイ１０の２層構造を仮定して行った光
波の追跡実験をコンピュータシミュレーションにより行った結果を示す。この構造は、空
間反転対称性を有しておらず（即ち、非対称面状光導波路２０内を伝搬する際に光が見る
景色が、時間が逆転したときと正転しているときとで同じではなく）、非対称面状光導波
路２０の端部に設けられた光電変換素子の半導体層４０の表面反射率を数％以下とするこ
とで、時間反転相当波の発生を抑制することができる。即ち、一旦、非対称面状光導波路
２０内の導波光と化した光が再び３次元空間（自由空間）伝搬光化することを抑制するこ
とが可能となる。これらの非対称面状光導波路２０および反射鏡アレイ１０の厚さ方向を
ｚ軸、これらの非対称面状光導波路２０および反射鏡アレイ１０に平行な方向をｘ軸、こ
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れらのｘ軸およびｚ軸に垂直な方向をｙ軸とした。以下、指向性のある光、即ち光ビーム
が直径数ｍｍ以下に絞られた場合をビーム光と、また１０ｍｍ以上に制御された場合をダ
イリューテッド（diluted)光（指向性はあるものの、狭ビーム状ではなく空間的に一定密
度で拡がった状態の光）と定義する。図１１は、光波の電場のｙ軸方向の振幅Ｅy の大き
さ（強度）のｘｚ面内の分布を示したものである。シミュレーションの諸条件は下記の通
りである。非対称面状光導波路２０の底面に対する斜面の傾斜角は７°とした。非対称面
状光導波路２０の屈折率はｎ＝１．５８５とした。反射鏡アレイ１０を構成する放物線鏡
からなる反射鏡１１の材料はＡｇとし、透明層１２の屈折率はｎ＝１．３５とした。ｚ軸
の負の方向から反射鏡アレイ１０に光が入射すると設定した。図１１より、図９に示すよ
うな光路で入射光が反射鏡アレイ１０の反射鏡１１で反射され、非対称面状光導波路２０
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の内部に入り、外部に漏れることなく効率的にこの非対称面状光導波路２０の内部をｘ軸
方向に導波されている様子が良く分かる。図１２は、外部から入射するビーム光が反射鏡
アレイ１０と非対称面状光導波路２０との結合系に入射する際の導波状態の場所依存性を
検証するために行ったシミュレーションの結果を示す略線図である。なお、図１２におい
ては、反射鏡アレイ１０の反射鏡を放物線鏡と、非対称面状光導波路２０をテーパー導波
路と記載している（図１３においても同様）。図１３は、外部から入射する光が、ダイリ
ューテッド光の場合の同様な結果である。ダイリューテッド光の方が、空間伝搬光から導
波路内伝搬光へと転化する効率が高いことが示された。パワービーミングの際の光の空間
分布の最適化に有用な情報である。ダイリューテッド光はビーム光に比べて空間的なエネ
ルギー密度を下げることができるので、万が一ビーミングの経路に人や物が誤って侵入し
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た等の際に、その被害を極小化することができ、本発明の意義が更に高まる。図１４は、
外部から入射する光（ビーム光およびダイリューテッド光）が反射鏡アレイ１０と非対称
面状光導波路２０との結合系に入射する際に３次元（３Ｄ）空間伝搬光から導波路内２次
元空間（２Ｄ）伝搬光へと転化する効率の光入射位置依存性を示す。図１４で横軸の原点
は、図１１の非対称面状光導波路２０（テーパー導波路）（この計算では、導波路部屈折
率１．５８および放物線が埋め込まれた部分の屈折率１．３５に対応して７°のテーパー
角を有する）の尖端であり、逆の端はそこから１００μｍの位置にある。導波の様子は、
角度だけの関数であるので、図１２および図１３の結果は、非対称面状光導波路２０の拡
がりサイズを同導波路のテーパー厚みで規格化することができ、図１４に示すような結果
を得る（このようなスケーリング則の活用により、必要なサイズに応じて導波路構造を設
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計できる）。図１４でも非対称面状光導波路２０の尖端は横方向（ラテラル）位置Ｘ＝０
にあり、非対称面状光導波路２０の他端はＸ＝１１（即ち、非対称面状光導波路２０の厚
みの１１倍の距離）に存在する。３次元空間伝搬光から導波路内伝搬光へと転化する効率
は、光の着地ポイントによらずほぼ一定であることが分かる。非対称面状光導波路２０の
テーパー厚みを１０ｍｍ程度と取れば、図４に示す反射鏡アレイ１０（同心円状周期配列
放物線鏡）と非対称面状光導波路２０との結合系の受光部のサイズは１０ｃｍ角程度と設
定できる。これは、非特許文献１、２に示された従来技術においてビーム着地点が数ｃｍ
程度ふらつくことで被ってきた数分の一から数十分の一への出力減少が、この光無線給電
装置では（図１４に示すように場所依存性を非常に小さくできることから）ほぼ完全に抑
制できることを示している。場所非依存性は、ビーム光に対してより顕著であるが、ダイ
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リューテッド光に対してもかなり良好な結果が得られている。この光無線給電装置では、
例えば、市販の光電変換素子（MH GoPowerの素子

5S1010.4

）を非対称面状光導波路２

０の光出射端面に張り付けることで（同素子は、１０ｍｍ×１０ｍｍのサイズと厚み４０
０μｍを有し、波長９１５ｎｍのレーザー光に対し入射光パワー１４６３．３ｍＷ時に効
率４０．５％を有する（非特許文献３参照）ことから）、この比較的高い効率にて（ビー
ム光の着地点のふらつきが数ｃｍに亘ってしまっても、その着地場所に依らず）安定した
光無線給電が行えることを意味する。
【００５２】
図１５の右下の挿入図に示すように、図３に示す反射鏡アレイを試作した。図１５の左
下の挿入図は図３に示す反射鏡アレイの斜視図である。図１５より、Ｚ＝６ｍｍに設定通
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りに焦点を結んでいることが分かる。焦点のライン幅は、観測値で０．８±０．１ｍｍ程
度であり、光を受けたスクリーンの厚みが０．１６ｍｍ程度あること、斜め入射であるこ
とを勘案すると、実効的な焦点のライン幅は０．６ｍｍ程度と見積もられる。この焦点を
この反射鏡アレイの下に設けられる非対称面状光導波路２０の内部に来るように配置する
ことで、光は図１１に示すように完全反射で効率良く、導波路端へと導かれる。
【００５３】
図１６に示すように、図４に示す反射鏡アレイを試作した。試作は３Ｄプリンタを用い
て行った。この反射鏡アレイでは、図１６中、破線の矢印で示すようにビーム光が入射す
ると、図１６中、実線の矢印で示すように、反射鏡アレイの光出射側の端面の中心に向か
って収束するように導波される。このため、反射鏡アレイの光出射側の端面の中心に微小
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な太陽電池３００を結合することで十分な光電変換を行うことができる。
【００５４】
図１７は図４に示す回転対称性（即ち、円筒座標系におけるφ方向の対称性）を持つ反
射鏡アレイについて、反射鏡アレイの光出射側の端面の中心への集光性能を評価した結果
を示す。図１７中、Concentric PPMは同心円状の周期配列放物線鏡、Parallel PPMは併進
対称性を有する周期配列放物線鏡を意味する。図１７に示すように、図１４に示した併進
対称性を有する反射鏡アレイのデータとほぼ同じ焦点におけるライン幅が観測され、同心
円状の周期配列放物線鏡からなる反射鏡アレイも良好な光学特性を有することが実証され
た。
【００５５】
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図１８は、反射鏡アレイ１０の反射鏡１１の設計により、反射鏡アレイ１０に対するビ
ーム光の入射側から見た時に反射鏡１１が見えなくする方法を示す。即ち、隣り合う２つ
の反射鏡１１の向かって右の反射鏡１１の右端に入射した光は、この反射鏡１１で反射し
て左隣の反射鏡１１の根本ぎりぎりに進路をとり下に存在する非対称面状光導波路２０に
入射する。他方、隣り合う２つの反射鏡１１の向かって右の反射鏡１１の左端に入射した
光は、当該部で反射してそのまま非対称面状光導波路２０に入射する。こうして、上方か
ら飛来する光は、そのすべてが、周期配列放物線鏡からなる反射鏡アレイ１０に散乱され
ることなく非対称面状光導波路２０へ入射する。図１９ＡおよびＢはそれぞれ、反射鏡ア
レイ１０にビーム光を入射させた場合の反射鏡アレイ１０の端面における光強度分布およ
び非対称面状光導波路２０の光出射端面における光強度分布を示す。図１９Ａは屈折率マ

10

ッチングを取らない場合（非対称面状光導波路２０の屈折率ｎ＝１．５８、透明層１２の
屈折率ｎ＝１）、図１９Ｂはマッチングを取った場合（非対称面状光導波路２０の屈折率
ｎ＝１．５８、透明層１２の屈折率ｎ＝１．３５）であり、図１１のシミュレーションの
設定に一致した屈折率マッチングが成立しており、計算どおり光は非対称面状光導波路２
０内に閉じ込められて導波していることが実験で実証された。
【００５６】
この光無線給電装置による発電性能を、一般的なＳｉ太陽電池単体の発電性能と比較し
た。図２０に１Sun の状態で測定した当該Ｓｉ太陽電池の電圧−電流特性を示す。光電変
換効率は十数％であることが分かった。これに対し、図１６に示す周期配列放物線鏡から
なる反射鏡アレイ１０と非対称面状光導波路２０とを結合した図１６に示す集光光学系に
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おいて、その非対称面状光導波路２０の光出射端面に同じＳｉ太陽電池を光面直入射配置
で特性評価した結果を図２１に示す。周期配列放物線鏡からなる反射鏡アレイ１０の受光
面積は、非対称面状光導波路２０の光出射端面の面積より大きいので、この系は、集光光
学系を構成するが、この集光性により、図２１の特性は図２０の特性に比べ、同じＳｉ太
陽電池を用いているにもかかわらず、発電量は約４倍の値を示している。図１６に示す太
陽電池３００に、放物線鏡からなる反射鏡１１の存在する領域（図１６では矩形の領域）
に入射した光が図１６中の破線と実線で示すように全て集まってくる。従って、長距離伝
搬してきたレーザービームなどの光ビームが空気や水など途中の媒体の揺らぎで、到達地
点がばらついても図１６の矩形領域にさえ入れば、当該周期配列放物線鏡からなる反射鏡
アレイ１０とこれと結合した非対称面状光導波路２０（この場合は、扁平な円錐を切り取
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った構造を持つ）の作用により、上記太陽電池３００へと導かれる。すなわち、光ビーム
の着地点の揺らぎの影響は殆どなくなる。
【００５７】
この第１の実施の形態によれば、反射鏡アレイ１０の一方の主面が光入射面となるため
、光無線給電を受ける、空中に滞在するドローンなどの移動体の場所の揺らぎがあっても
、光無線給電に用いる光ビーム２００を光入射面に確実に入射させることができ、反射鏡
アレイ１０の反射鏡１１で光ビーム２００を反射させて非対称面状光導波路２０に入射し
た後、この非対称面状光導波路２０内を発電部３０に向かって導波させることができ、最
終的に導波光を発電部３０に入射させて発電（光電変換）することができる。このため、
空中、水中（特に海中）、地上、宇宙空間、月面などに滞在するドローンなどの各種の移
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動体に光ビーム２００による光無線給電により安定的かつ効率的に電力を供給することが
できる。特にこの「安定的に光を発電部の光電変換素子に供給できる」ことの直接の帰結
として、当該パワー伝送光［の安定性により今や時間的に一定かまたはゆっくりとしかそ
の強度が変化しないので、この低振動成分］に高周波成分を重畳することが有意かつ可能
となり、パワー伝送光そのものにより、電力のみならず同時に通信・制御の情報をも当該
無人機・駆動体などに送ることが可能となることはこの光無線給電装置がもたらす別のま
た大きなメリットである。更にまた、この光無線給電装置は基本的に反射光学系を形成す
るので、波長依存性が小さく、別の帯域の光、特に通信用の波長帯の光（電磁波）も同様
に集光して非対称面状光導波路２０の端部に設置した光電変換素子からなる発電部３０（
半導体素子）へ届けることができることから、当該移動体との情報通信のロバストネスも
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反射鏡アレイ１０をアンテナとして用いたこの光無線給電装置の導波路システムにより同
時に実現することができる。即ち、非対称面状光導波路２０の端部に設置したパワービー
ミング用受光素子、言い換えると発電部３０の裏に、相対的にバンドギャップの小さい半
導体よりなる信号処理用素子を置くと、この半導体に対応する長波長光は、前面の半導体
をすり抜けて後面に達することができる。こうしてこの光無線給電装置の、光の進行方向
を変換しかつ良好な導波特性を有する非対称面状光導波路２０は一つながらこれを共有し
て、パワービーミングを前面で行いつつ、後面では信号処理を同時に一括して行うことが
できる。
【００５８】
〈第２の実施の形態〉

10

［光無線給電装置］
第２の実施の形態による光無線給電装置においては、第１の実施の形態による光無線給
電装置と異なり、楔状の非対称面状光導波路２０ではなく、全体として平板状の非対称面
状光導波路２０を用いる。図２２は第２の実施の形態による光無線給電装置の特に反射鏡
アレイ１０および非対称面状光導波路２０の部分を示す（特許文献２参照）。発電部３０
については第１の実施の形態による光無線給電装置と同様である。図２２に示すように、
この場合、反射鏡アレイ１０および非対称面状光導波路２０は、クラッド層３１１と導波
方向に間隔δで周期的に配置された複数のクラッド層３１２とにより平板状の導波コア層
３１３の上下が挟まれた構造により形成されている。クラッド層３１１は導波コア層３１
３の一方の主面（上面）を連続に被覆し、クラッド層３１２は導波コア層３１３の他方の
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主面（下面）を不連続に被覆している。クラッド層３１１とクラッド層３１２とは全体と
して、導波コア層３１３を不連続に被覆するクラッド層を構成する。即ち、このクラッド
層は、導波コア層３１３を被覆していない断絶部の端部（例えば、図２２中、Ｅで示す）
と、この断絶部に対して導波コア層３１３の導波方向と反対側でかつ導波コア層３１３か
ら離れた位置（例えば、図２２中、Ｐで示す）との間に延在し、導波コア層３１３の導波
方向に向かって導波コア層３１３に次第に近づき、かつ後述のように断絶部の端部におけ
る接線が導波コア層３１３に平行またはほぼ平行になるように設けられた構造をその一部
に有する。導波コア層３１３の両側面はクラッド層３１１の延長部により被覆してもよい
し、反射面により構成してもよい。クラッド層３１２と導波コア層３１３との結合部分の
詳細を図２３に示す。図２３においては、クラッド層３１２をクラッド層３１２−ａ、３
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１２−ｂ、３１２−ｃ、３１２−ｄで示す。それぞれのクラッド層３１２と隣のクラッド
層３１２との間には光導入コア層３１４が設けられている。図２３においては、光導入コ
ア層３１４を光導入コア層３１４−ａ、３１４−ｂ、３１４−ｃ、３１４−ｄで示す。ク
ラッド層３１２および光導入コア層３１４は図２２の垂直方向（奥行き方向）に所定距離
延びている。クラッド層３１２は導波コア層３１３の導波方向に凹に湾曲した形状を有し
、その形状は必要に応じて選ばれるが、図２２では、一例としてクラッド層１２が四分の
一円の形状を有する場合が示されている。クラッド層３１２の導波コア層３１３側の端部
の接線は導波コア層３１３の面と一致しており、従って導波コア層３１３内の導波方向と
一致している。言い換えると、クラッド層３１２の導波コア層３１３側の端部は導波コア
層３１３にタンジェンシャルに接続している。クラッド層３１１、３１２および導波コア
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層３１３の屈折率は、クラッド層３１１、３１２により導波コア層３１１内に光を閉じ込
めることができるように、導波コア層３１３の屈折率に対してクラッド層３１１、３１２
の屈折率が小さく選ばれている。また、クラッド層３１２および光導入コア層３１４の屈
折率は、クラッド層３１２により光導入コア層３１４内に光を閉じ込めることができるよ
うに、光導入コア層３１４の屈折率に対してクラッド層３１２の屈折率が小さく選ばれて
いる。導波コア層３１３の屈折率と光導入コア層３１４の屈折率とは好適には等しく選ば
れるが、これに限定されるものではない。この光無線給電装置においては、周期的に配列
した、湾曲した断面を有する光導入コア層３１４とクラッド層３１２とにより構成される
導波路集合体により反射鏡アレイ１０が構成されている。この場合、図２２の下面から上
に向かって入射した光が、クラッド層３１２の機能により光導入コア層３１４内を全反射
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を繰り返しながら最終的に導波コア層３１３へと導かれる。この意味で反射鏡アレイ１０
と同様な機能を有する。こうして受光部と発電部とを結び且つ光の進行方向を変換する機
能を有する空間的に非対称な導波路を形成する。
【００５９】
上記の湾曲した断面形状を有するクラッド層３１２は、光入射面で、その接線としては
、垂直のものを持つ。当該湾曲断面形状は、導波コア層３１３へタンジェンシャルに接す
ればいろいろな形状が許されるが、特に、縦長の楕円と横長の楕円を導波コア層３１３の
近傍（望ましくは光入射面より導波コア層３１３に近い位置）で接続した構造が高効率の
光伝搬を可能とする。この湾曲した断面形状の光入射面と反対の終端部では、クラッド層
３１２は断絶し、そこで水平方向の接線を持つ。クラッド層３１２が間隔δをもって横方
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向に周期的に配置されるので、四分の一円の上部の終端部では、図２２に示すように、導
波コア層３１３（屈折率大の部分）がクラッド層３１２に閉じ切られておらず、幾何学的
にオープンな構造を持つことが特徴である。これにより、図２３に示すように導波方向に
ｘ軸を取る（導波コア層３１３の厚さ方向にｚ軸を取り、図２３の紙面に垂直方向にｙ軸
を取る）と、クラッド層３１２が不連続となる地点をｘ＝ｘi と記すと、ｘ＜ｘi では、
導波コア層３１３およびその下部近傍において、図２３に示すように、導波方向に沿って
（断面形状として）クラッド層３１２が４本、即ちクラッド層３１２−ａ、３１２−ｂ、
３１２−ｃ、３１２−ｄが存在する。即ち、図２３に示すクラッド層３１２−ａが断絶し
た地点以降の領域（ｘ≧ｘi ）では、始点以外の外界より（図２３では、左下側から光導
入コア層３１４−ａを通じて）、導波コア層３１３へ光が侵入することができる。ｘ＝ｘ
i
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よりδ（２δ）だけ右側にずれた地点、即ち、ｘ＝ｘi ＋δ（ｘ＝ｘi ＋２δ）では、

光導入コア層３１４−ｂ（光導入コア層３１４−ｃ）（支流）が、導波コア層３１３（本
流）に合流する。クラッド層３１２−a 、３１２−ｂ、３１２−ｃの右終端部（断絶部）
での接線は、導波光進行方向に平行またはほぼ平行になっている。即ち、クラッド層３１
２−a 、３１２−ｂ、３１２−ｃの終端部の導波コア層３１３へのタンジェンシャル接続
が形成されている。このようにして、導波コア層３１３には進行方法に沿っての連続的併
進対称性を持たせ、クラッド層３１２に関しては、周期δの離散的な併進対称性を持たせ
る。これにより、導波コア層３１３は、準解放構造を持つこととなる。ｘi −δ＜ｘ＜ｘ
i

において導波コア層３１３に最近接するクラッド層３１２−ａは、上記終端部ｘ＝ｘi

において不連続構造を持つものの、下方より滑らかにほぼ平行性を持ちつつ導波コア層３
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１３に近づいてくる一層下の別のクラッド層３１２−ｂが、上記最近接クラッド層の断絶
をカバーするとともに自らが最近接クラッド層となることで、導波コア層３１３内の光が
、損失を生じることなく、向かって右側へと効率良く導波される。また、この時、各非連
続クラッド層３１２は、その上部の終端部において、幾何学的に上部のクラッド層３１１
に平行またはほぼ平行である。導波方向はクラッド層３１１に平行であることから（当然
ながら水平方向であるので）、断絶クラッド層３１２は、導波方向に沿って、その最後端
において導波コア層３１３に対して上述の如く、タンジェンシャルに合流するような構造
を持つ。ｘ＝ｘi において最近接クラッド層３１２−ａが終端した地点から、ホイヘンス
の原理に従って、微小球面波として導波コア層３１３を導波してきた光は拡がろうとする
が、上記のタンジェンシャル性をもって下から近接してくる一段下の層のクラッド層３１
２−ｂにより全反射される。上記の

平行またはほぼ平行であること
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とは、上記過程に

よって全反射が生じ得る程度に平行であることにより定義される。この平行性により、上
記のように導波コア層３１３内の光は散逸することなく、ほぼ１００％効率良く導波され
る。ｘ＝ｘi ＋δにおいてもクラッド層３１２−ｂとクラッド層３１２−ｃについて全く
同様のことが生じる。
【００６０】
この第２の実施の形態によれば、楔状の非対称面状光導波路２０を用いないでも、第１
の実施の形態と同様な利点を得ることができる。
【００６１】
〈第３の実施の形態〉
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［光無線給電ドローン］
図２４は第３の実施の形態による光無線給電ドローンを示す。図２４に示すように、こ
の光無線給電ドローンにおいては、ドローン４００の本体の外面に第１または第２の実施
の形態による光無線給電装置５００が設置されている。光無線給電装置５００の出力端子
はドローン４００の本体の電源の入力端子に接続されている。給電時には、外部より光無
線給電装置５００に光ビーム２００が照射される。
【００６２】
第３の実施の形態によれば、ドローン４００が空中に滞在する間に場所の揺らぎがあっ
ても、光無線給電に用いる光ビーム２００を光無線給電装置５００の光入射面に確実に入
射させることができるため、光無線給電装置５００によりドローン４００に安定的かつ効
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率的に電力を供給することができる。
【００６３】
以上、この発明の実施の形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の実施の
形態に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である
。特に、この発明の最大の特徴は、受光部と発電部との分離にあるが、これにより拡がっ
た光（ダイリューテッド光や、その究極例としての太陽光）の入射に対しては、当該入射
光を面積積分する機能（集光性、アンテナ機能）を有し、あるいはこの対極のビーム状の
光に対しては、その空間的なビームゆらぎ耐性（ビームのふらつきに対するロバストネス
）を有することが可能となるという点で、応用の範囲を大きく広げることができる。また
、斜め方向からの光ビーム入射に対してこれを受光面に垂直方向に変換することについて
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は、既に本発明と同一の発明者により特許文献１、２に示されているようにパラボラ断面
を持つ構造体或いはパラボロイドを敷き詰めた光波進行方向変換層を用いることが有効で
ある。更なるメリットとしては、受光部と発電部との分離の帰結として、受光部自体はた
とえ苛烈な環境に置かれても光自体は荷電中性であることと発電部が相対的に非苛烈環境
に置かれることとの相乗効果により、極めて良好な長期信頼性が得られ易いことが挙げら
れる（これと反対に在来型光電変換素子／太陽電池は、基本的に受光した地点でそのまま
発電するので、その戸外設置性故に降水時、特に酸性雨などに対し長期的には常にショー
トなどのリスクが伴う。耐候性のあるパッシベーションなど光電変換性能とは直接関係の
無い要素に足を引っ張られやすくコスト上昇につながるのと対照的である）。また、上記
の苛烈な環境には、宇宙空間におけるラディエーションダメージの大きい環境、水中（特
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に海中における塩水環境）、電気自動車における（車内環境に比しての）車外環境、極地
圏における（屋内環境に比べて温度履歴振幅の大きい）屋外環境等も含まれるのは言うま
でもない。
【００６４】
また、上述の実施の形態において挙げた数値、材料、形状、配置などはあくまでも例に
過ぎず、必要に応じて、これらと異なる数値、材料、形状、配置などを用いてもよい。
【符号の説明】
【００６５】
１０…反射鏡アレイ、１１…反射鏡、１２…透明層、２０…非対称面状光導波路、３０
…発電部、４０…半導体層、５０…第１の電極、６０…第２の電極、２００…光ビーム、
４００…ドローン、５００…光無線給電装置
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