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研究背景 

炭素エネルギーからグリーンエネルギーへ 

太陽光発電 

風力発電 

水力発電 
電気 

http://yamanashigreenenergy.jp/prvious-01.1.17/jisya/taiyoko.index.html
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電力増幅器 

通信用RF増幅器 

高周波電源(RF電源) 

DC/DCコンバータ 

無線電力伝送 

インバータ回路 

ランプバラスト 

 Induction Heating (IH) 

 

様々な用途 
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電力増幅器の問題点 

  -RF電源を例に 

従来の電力増幅器は原理的に電力損失が 大 

電力増幅器の損失 

エネルギーの70%は損失となり熱へ 
        

 

 

システム全体の大型化 

冷却装置が必須 
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電力増幅器のタイプと特徴 

従来 
線形増幅器 
A級増幅器 
AB級増幅器 
        原理的に効率：低 
 

小型・高効率化のために 
スイッチング増幅器 
D級増幅器 
E級増幅器 
EM級増幅器 研究段階 
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提案技術 

１．高効率化のためのスイッチング増幅器 
  の設計ソフトウェア(特許１) 
D級増幅器 
E級増幅器 
EM級増幅器 

  の低損失化設計を高速・高精度に達成 
 
 ２．世界最高レベルの高効率増幅器の開発(特許２) 
高効率化 
低コスト化 
大電力化 
 を同時に達成 
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１．最適設計ソフトウェア 

これまでの設計法 

回路解析 回路解析 

回路構成 回路構成 

設計値の導出 設計値の導出 

• 波形式の解析的導出 
 

•   ソフトスイッチングに 

よる解析の困難 
 

• 簡単化のための近似 
 

• 多くの仕事量 

• 近似的な素子値 

回路実験 回路実験 • 設計者の経験に
よる素子値の調整 

回路素子の交換 
 

近似動作の厳密化 
 

動作環境の変化 

• 開発のボトルネック 

• コスト増の要因 
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１．最適設計ソフトウェア 

回路解析 回路解析 

回路構成 回路構成 

設計値の導出 設計値の導出 

• 波形式の解析的導出 

• 簡単化のための近似 

• ソフトスイッチングに 

よる解析の困難 

• 多くの仕事量 

• 近似的な素子値 

回路実験 回路実験 • 設計者の経験に
よる素子値の調整 

精度が高い 

設計に対する問題の 

抜本的解決 

回路素子の交換 
 

近似動作の厳密化 
 

動作環境の変化 

開発した設計法 
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最適設計ソフトウェアの特徴 

高速設計 
 設計を方程式に帰着し高速アルゴリズムで解法 
 ９０％以上時間を削減 
 

高精度設計 
 素子の非線形特性などをすべて反映 
 様々な設計仕様に対応 
 設計誤差は1%未満 
 

高機能設計 
 複数の設計条件を満足させる最適化 
 新たな回路開発へつながる 
 

人的・時間的コストの削減が可能 
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２．高効率増幅器の提案・開発 

 
スイッチング時間toffの間電圧と 

電流が同時に発生 
      電力損失 

E級増幅器における 

スイッチ電圧とスイッチ電流 

電力損失を抑えるため : 

スイッチングの速いトランジスタ 

 

 

大きい入力駆動電力 

  

    
スイッチが on から off に 

切り替わるまでにタイムラグ 

コスト: 高 

効率 : 減少 

損失の発生要因 
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Push-pull EM級増幅器 

高効率化のための８つの条件を満足 

独自設計技術に立脚した世界最高峰の特性を持つ増幅器 

（設計技術の性能実証例にもなる） 
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Push-pull EM級増幅器の特徴 

高電力変換効率 
 理想的なスイッチ波形 
 損失要因を理論的に完全に排除 
 

低歪み・大電力出力 
 Push-pull 構造により実現 
 

低コスト化 
 安価なMOSFETで高効率を実現 
 

高周波数・小型化 
 高周波数化による磁性素子のサイズ削減 
 冷却装置・放熱板が不要となることによる小型化 

 
 
 

試作では周波数1MHz, 24.4W出力で高調波歪み率5.0 %・ 

電力変換効率93.0%・冷却ファン, 放熱板なしでの持続運転に成功 
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応用例１：RF電源 

プッシュプルEM級増幅器を用いたRF電源の開発 

 一つの直流供給電圧 

 低歪み出力 

 大出力 

プラズマ発生回路などへの応用 

 高効率化： 30% → 90% 

 小型化の達成(ファン・放熱板不要) 
8cm 

15cm 

現在市販の3kW RF電源  

想定する次世代高周波数電源の大きさ  
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増幅器をDC-ACインバータとみなす 

 DC/DCコンバータのDC/AC段に応用可能（上図） 

 無線で接続すれば無線電力伝送システム（下図） 

 高電力変換効率でAC電圧を作成 

 様々なタイプの無線電力伝送に応用可能 

応用例２：無線電力伝送 
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線形化技術とともに用いて無線通信増幅器に 

 100MHz, GHzレベルの高周波数化 

 包絡線信号も再現可能 

 制御方式を別途検討する必要性 

応用例３：無線通信増幅器 
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共同開発・共同研究に向けて 
-実用化に向けた課題 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア開発 

設計ソフトウェアの更なる高性能化とGUI開発 
 複数の最適化アルゴリズムを積むソフトウェア 
 既存のシミュレータとの融合 
 産業側と共同ソフトウェア開発を希望  

 

 

 

 

 

 

ハードウェア開発 

実装に向けた取り組み 
 スイッチの駆動回路 
 磁性素子の設計 
 産業側の実装ノウハウとの融合を希望  
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本技術に関する知的財産権 

１．特許第4571589号 
  関屋大雄・丹治裕一・谷萩隆嗣・呂建明 

  「回路設計支援方法及びその装置並びに回路設計支援プログラム」 
  出願人：科学技術振興機構 

 
２．特願2011-246009号 
  魏秀欽・関屋大雄 

  「E_M級増幅器」 
  出願人：千葉大学 
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共同開発・共同研究に向けて 
-想定される技術移転 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア開発 

設計ソフトウェアとそのノウハウの提供 
 システムの小型・高効率化を自動計算するソフトウェア 
 開発した最適化エンジンを積んだソフトウェアの販売 

 

 

 

 

 

 

ハードウェア開発 

アプリケーションに応じた回路設計 
 特に高電力変換効率化・小型化への応用 
 パワエレ全般に応用可能・特殊仕様への対応 
 理論的側面からのサポート 

組込み系装置開発企業・大規模電気・電子装置開発企業 

技術系ソフトウェア開発・販売企業 
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お問い合わせ先 

関屋大雄    

千葉大学 融合科学研究科 准教授 

 

〒263-8522 

千葉市稲毛区弥生町１－３３ 

 

Phone & Fax: 043-290-3268 

E-mail: sekiya@faculty.chiba-u.jp 

URL: http://www.s-lab.nd.chiba-u.jp 

 


