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あらまし 空間伝送型無線電力伝送 (WPT)で用いられる周波数 (5.7GHz)に隣接する帯域は，WLANや DSRCに
割り当てられている．この状況下で電波を送信した場合，他システム端末間の通信を阻害する可能性がある．本手

法は他システム端末方向へ電波を出さないよう，アンテナの指向性制御を行い，干渉を回避することを目的とする．

指向性制御を行うために他システム端末信号の伝搬チャネルが必要となるが，提案構成はこれを送電装置のみで推

定できるという利点を持つ．初期検討として，2個の他システム端末が存在すると仮定し，伝搬チャネル推定性能を
計算機と実験測定データを用いたシミュレーションによって評価した．結果，推定値の平均二乗誤差は−20dB以下
となり，十分な精度で推定できることが明らかとなった．
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Abstract The band adjacent to the frequency (5.7 GHz) used in space transmission wireless power transmission
(WPT) is allocated to WLAN and DSRC. If radio waves are transmitted under this condition, telecommunications
between other system terminals can be hindered. The purpose of this method is to avoid interference between other
system terminals by controlling the directivity of the antenna so as not to emit radio waves toward ones. Although
the channel state information of other system terminal signal is needed to perform directivity control, the proposed
configuration has the advantage that it can be estimated just by the power transmission equipment. As an initial
study, it was assumed that there were 2 other system terminals, and channel state information estimation performance
was evaluated by simulation using computer and experimental measurement data. As a result, the mean square error
of the estimated value is less than −20 dB, and it is clear that it can be estimated with sufficient accuracy.
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1. ま え が き

近年，センサおよびモバイル機器への給電用途で，空間伝

送型の無線電力伝送 (Wireless Power Transfer: WPT)が 5年
以内の実用化へ向け，WPTは他システムの通信でも使用され
ていて利便性の高いマイクロ波帯域を使用することが検討さ

れている．WPTが使用する候補である周波数の 1つである
5.7GHz帯は，無線 LANが使用する 5.4～5.6GHz帯，DSRC
が使用する 5.8GHz帯に挟まれている．この状況下において
電波の送信を行った場合，他無線システムの通信を阻害する

可能性がある．そのため，WPTには他無線システムを検出，

回避しつつ給電を継続する機能が必要とされる．また，エネ

ルギー使用量削減の観点から，電力伝送効率を向上させる必

要もある．これらの需要を満たすため，ビームフォーミング

法を用いた指向性制御が注目されている．

そこで，著者らは他システム端末方向へアンテナのヌルを

形成することにより，電波干渉の回避を目的とし，WPTと無
線 LAN，DSRCという異なる周波数を用いるシステム間にお
いてもビームフォーミングを可能とする手法を提案する [1]．
ビーム形成の精度は伝搬チャネル推定精度に依存するため，

初期検討として計算機シミュレーションにより，提案方法の

伝搬チャネル推定性能を評価した．本報告では，屋内実験に
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(b) Downlinkにおける指向性 (TDD)

図 1 上り回線より得られる下り回線における送信指向性

(アダプティブアレー，FDD と TDD)．

よって得られた伝搬チャネルを用いてシミュレーションを行

い，推定値と真の値との平均二乗誤差を求めることで，提案方

法の有効性を明らかにする．

以下，本報告の構成を述べる．2.では提案方法について述
べる．3.では，提案方法の伝搬チャネル推定性能を評価し，そ
の有効性を示す．

2. 提 案 方 法

2. 1 コンセプト

図 1に，アダプティブアレーで上り回線に形成した指向性
をそのまま下り回線に適用した例を示す．図には送信と受信

が異なる FDDの場合 (図 1(a))と，送受の周波数が同一であ
る TDDの場合 (図 1(b))を示している．図 1(b)に示すように
FDDでは送信と受信で使用する周波数が異なるため，上り回
線で干渉除去用に求めたウエイトをそのまま利用すると干渉

信号へのヌルの方向がずれる．そのため，送信用のウエイトを

得るためには，到来方向推定技術 [3]を用いるか伝搬チャネル
の情報 (Channel State Information : CSI)を端末より得る必
要がある．到来方向を推定するためには受信信号のサンプル

数を多く必要とすることが問題であるとともに，屋内のよう

なマルチパスリッチな環境ではそもそも素波レベルでの到来

方向推定そのものが困難である．CSIの情報を端末より取得
できれば FDDでも送信指向性制御が実現できるが，干渉信号
の伝搬チャネルは取得できない．先に述べたように，CSIを
端末から基地局にフィードバックすると伝送効率が大きく低

下することが問題となる．

一方，送受の周波数が同じ場合はどうなるだろうか？この

場合は，受信と送信の間に CSIの変動がないと仮定できれば，
送受の可逆性が成立するため，上り回線で求めたウエイトを

そのまま下り回線で適用できる．IEEE802.11系無線 LANや
5G以降の無線通信システムではこの形態が採用されている．
この適用領域の一例を図 2 に示す．図では，Frequency

Division Duplex (FDD) における下りビームフォーミング
(FDD-BF) を示す．ターゲットとしては，5GHz 帯において
W-LAN(5.6GHz)と DSRC(5.8GHz)のシステムが存在する環
境化で無線電力伝送 (WPT, 5.7GHz)の端末と通信することを
想定している．FDDでは，送受の CSIの相反性を利用できな

送電装置
#N#1 #2

：ヌル方向
：指向性パターン
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図 2 適用領域の一例

いため，通常の上り伝搬チャネルを用いたMIMO伝送法は適
用できず，到来方向推定技術を用いた下り回線での BFが必須
となる [1]．提案構成では，狭ビームのマルチビーム形成によ
り簡易な到来方向推定が可能である．また，残留した干渉信

号をブラインドアルゴリズムにより信号推定しブラインド処

理でチャネル推定も実現すれば，異なる周波数の信号再構成

も実現できる．

2. 2 提案方法の構成

他システム無線端末の伝搬チャネル推定を行うためのブロッ

ク構成を図 3に示す．想定する環境は，2つの他システム端末
が同時に信号を送信する上りリンク多元接続である．受信アン

テナに対し，マルチビームを形成し，あらかじめ固定の狭い指

向性を複数用意する．これにより信号を受信したときに簡易な

到来方向推定が可能となる．さらに端末 1と 2の間の受信電
力差を生み出すことが可能になる．次に形成されたビームのう

ち，端末 1からの信号受信電力が大きいものを選択する [2]．こ
こで選択するビームの数は，想定する他システム端末数 K と

同程度以上とする．そして出力した信号に Constant Modulus
Algorithm (CMA) を用い，端末 2 の信号を除去，端末 1 の
伝搬チャネルを推定する [4]．その次に Successive Interference
Cancellation (SIC)を用いた Non Orthogonal Multiple Access
(NOMA)の復号方法を適用し，端末 1の推定結果を用いて端
末 2の受信信号を復号，伝搬チャネル推定を行う [5] [6] [7]．
また，本報告では干渉除去にウエイトの収束が再急降下法

よりも早い Least Square CMA (LS-CMA) を用いる [8] [9] ．
CMAは定包絡線を持つ信号に対して考え出されたアルゴリズ
ムである．そのため，振幅変動が存在する QAM変調信号に
対しては，完全に干渉を除去できないことが明らかとなって

おり，CMAの代わりに Robust ICAアルゴリズムを用いるこ
とで改善できることが報告されている [10]．よって，本提案方
法でも信号分離の方法に Robust ICAを用いることで，他シ
ステム端末が QAM変調信号を使用している場合にも対応す
る伝搬チャネル推定が可能になると考えられる．

2. 3 提案法による伝搬チャネルの推定法

前節のビーム選択後における処理を式によって示す．離散

時刻 tでの送電装置における受信信号を式 (1)で表す．ik(t)
は端末 k(k = 1, 2)の送信信号であり，hk は端末 kと送電装置

間の伝搬チャネル係数である．n(t)は熱雑音である．

— 2 —- 40 -



#N#1

ビーム選択

他システム
端末1

他システム
端末2

#2

伝搬チャネル推定

CMAによる干渉除去

振幅情報による他システム干渉検出

ビーム形成回路

図 3 提案方法のブロック構成

x(t) = hi1 i1(t) + hi2 i2(t) + n(t) (1)

式 (1)に LS-CMAを適用すると，合成信号 y(t)が得られる．
これを式 (2)に示す．

wT
i1 x(t) = y(t) = i1(t) + wT

i1 n(t) (2)

ここで，端末 1の信号はビームのメインローブで受信し，端末
2の信号はビームのサイドローブで受信しているため，ビー
ム内の信号電力には差が生じている．つまり，チャネル利得

|hi1 |2 ≫ |hi2 |2 かつ |hi1 |2 ≫ |n(t)|2 であるため，上りリンク
NOMA の原理を適用することができる．よって，式 (1) は
式 (3)で近似される．

x(t) ≃ hi1 i1(t) (3)

式 (3)を hi1 について変形し，式 (2)を代入すると，端末 1の
伝搬チャネル推定値 h̃i1 が求められる．これを式 (4)に示す．

h̃i1 = x(t)
i1(t) ≃ x(t)

y(t) = hi1 i1(t) + hi2 i2(t) + n(t)
i1(t) + wT

i1
n(t)

(4)

続いて，端末 2の信号について伝搬チャネル係数推定手順を
示す．式 (1)において端末 1の信号成分を先ほど推定したも
のに置き換える．これを式 (5)で示す．

x(t) = h̃i1 y(t) + hi2 i2(t) + n(t) (5)

端末 2の復号に移る前に受信信号 x(t)から推定した端末 1の
信号成分を差し引く．これを式 (6)に示す．

x(t) − h̃i1 y(t) = hi2 i2(t) + n(t) (6)

式 (6)において，|hi2 |2 ≫ |n(t)|2であるとき，hi2 i2(t)は式 (7)
で近似できる．

hi2 i2(t) ≃ x(t) − h̃i1 y(t) (7)

hi2 i2(t)を硬判定し，判定信号 î2(t)を求める．ここで，hi2 i2(t)
の硬判定を受信アンテナ素子ごとの信号それぞれに対して行

い，最頻値を判定信号とする．hi2 i2(t)に î2(t)の逆行列を掛
けることで，端末 2の伝搬チャネル推定値 h̃i2 が求められる．

これを式 (8)に示す．

表 1 シミュレーション諸元

項目 値

送信端末数 2
受信素子数 8
受信素子間隔 0.5 波長
信号変調方式 QPSK
シンボル数 10000

SNR 20dB
平均 I1I2R 6dB, 7dB

I1 信号到来角度 0°
I2 信号到来角度 10°
試行回数 56

h̃i2 = hi2 i2(t)
î2(t)

≃ x(t) − h̃i1 y(t)
î2(t)

(8)

3. 実環境における伝搬チャネル推定の性能評価

ビームフォーミングを行う前段階の初期検討として，2つの
他システム端末から同時に QPSK信号が到来する環境を想定
し，提案方法ディジタル部における伝搬チャネル推定性能を，

推定値の平均二乗誤差を求めることによって評価する．ここ

で，伝搬チャネルは屋内実験によって得られたものを用いる．

実験は図 4に示すような環境で行った．7.5m×6.6mの部屋の
中に 8素子の直線アレーアンテナを配置し，これを受信アン
テナとする．そこから 2.5m の円周上に送信アンテナを配置
する．

受信アンテナの正面を 0°とし，反時計周りを負，時計回り
を正として，送信アンテナを 10°間隔で ±90°の範囲で移動さ
せる．以上の条件で測定した受信信号から伝搬チャネルを取

り出し，これをシミュレーションの真の値とする．

シミュレーション諸元を表 1に示す．送信側の 2端末をそ
れぞれ I1，I2 と表す．また，実験時の送信端末は 1つだが，
シミュレーション上ではこれらを加算することで 2端末から
同時に信号を受信している状況を想定している．そして，端

末 I1 と I2 間には電力差が生じているものと仮定し，これを

I1I2R(端末 I1，端末 I2電力比)パラメータとする．評価に用い
る平均二乗誤差の計算式を式 (9)に示す．hi は実験により得

た伝搬チャネル (真の値)，h̃i は伝搬チャネルの推定値を示す．

10 log10
|h̃i − hi|2

|hi|2
[dB] (9)

また，実験から得た伝搬チャネルを用いてシミュレーション

を行うと，LS-CMAから出力される信号点の位相が回転した
状態となる．これは CMAが位相成分を拘束しないために起
こる．そのため，本検討では送受で既知となるパイロット信

号を用い，位相回転と振幅を所望の値に補正する [11]．位相と
振幅を補正した後の値を y(t)とし，端末 I1 の伝搬チャネル推

定を行う．

図 5，6は，56回の試行の平均二乗誤差 (Mean Squared Error)
を累積分布関数 (CDF)で表している．CDFは試行全体のう
ち，横軸の値以下になる確率を示す．つまり，プロット線が左
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図 4 実験環境の俯瞰図
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図 5 h̃i1 の平均二乗誤差

側に寄るほど誤差が小さいことを表す．図 5と図 6はそれぞ
れ，端末 I2 信号到来角度を 10°に固定，I1I2R をパラメータ
としたときの，端末 I1 と端末 I2 の伝搬チャネル推定誤差を

示す．

一般に，MSE=−20dB以下であると伝搬チャネル推定精度
は十分であると判断される．

図 5から I1I2R の変化は h̃i1 の MSEにほぼ影響しないこ
とが読み取れる．式 (4)において I1I2R によって値が変わる
項は hi2 i2(t)だが，CMAが正しく端末 I2 の信号成分 hi2 i2(t)
を除去したため，h̃i1 の値には影響しなかったことが考えられ

る．一方，図 6からは I1I2R の増加により，誤差が増えてい
ることが読み取れる．

この理由は，端末 I1 と I2 の電力差を増やすことにより，

式 (1)において，端末 I2 の信号成分 hi2 i2(t)と熱雑音 n(t)間
の電力差が小さくなるためであると考えられる．この場合，

式 (8)において近似による誤差が大きくなる．以上のシミュ
レーション結果から端末 I1，I2 間で 6dB の電力差が確保さ
れ，角度差が 10°の条件下において，MSE=−20dB以下の精
度で 2端末それぞれの伝搬チャネル推定を実現できることが
明らかとなった．

4. ま と め

本提案は，WPT端末から電力送信をする際，他システム端
末へヌルを向けるビームフォーミングを行うためのものであ

る．始めに，ビームフォーミングを実現するための処理構成

を示し，他システム端末から到来した信号から伝搬チャネル
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図 6 h̃i2 の平均二乗誤差

を推定する式を示した．次に，伝搬チャネル推定の精度評価

を行うため，2つの端末から同時に信号が到来する環境を想定
した計算機シミュレーションを行った．その結果，2端末間の
電力差が 6dB確保され，10°の角度差がある状況下において，
平均二乗誤差 −20dB以下での伝搬チャネル推定を実現できる
ことが明らかとなった．

今後の課題は，推定した伝搬チャネルを用いて異なる周波

数におけるヌル形成をした際の与干渉低減効果を明らかにす

ることと，到来方向推定技術を行った場合との特性比較を行

う予定である．
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