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概要

本研究開発では、400MHz 帯、900MHz 帯、1.2GHz 帯及び 2.4GHz 帯、5GHz 帯の異なる信号帯域に対応したセン
サー無線回路を構成するためのマルチバンド・マルチモード無線通信技術と、60GHz 帯の周波数を使用してギガビット
級伝送が可能とされる近距離超高速データ通信を用いて、データトラフィックを効率的かつ安定的に最適なキャリア周波
数に配分するためのセンサー無線システム協調技術、及び低消費電力化かつ小型化を可能としながらマルチバンド・マル
チモード回路構成において生じる雑音低減・干渉抑圧により周波数利用効率を高めるための RF・ベースバンド信号処理
最適化技術の研究開発に取り組んだ。

Abstract

In this paper, we present an integrated circuit technology which enables Multi-band/Multi-mode transceiver for
wireless sensor networks covering 5 different bands of 400MHz, 900MHz, 1.2GHz, 2.4GHz and 5GHz. We also
present a coordinated control technology which enables efficient and stable carrier frequency allocation under
increasing data traffic loads using gigabit transmission in 60GHz band. In addition, an analogue and digital signal
processing technology which reduces the signal noise and suppresses the interference between different
bands/systems in the Multi-band/Multi-mode transceiver while achieving low power consumption and small chip
size are shown.

１．まえがき
センサー無線通信は、センサーがあらゆるモノに搭載さ
れ、そこで収集されるデータが無線通信ネットワークイン
フラ等を通じて繋がる M2M(Machine to Machine)通信、
IoT(Internet of things)、さらには膨大なデータ(ビックデ
ータ)を利活用し、国民生活の安心、安全、快適性を高め
るクラウドサービスといった、高度知識情報社会を支える
無線通信ネットワークにおいて重要な役割を担う無線基
盤技術である。多種多様な利用が考えられるセンサー無線
は、年間 1 兆個を超える普及が見込まれており、利用が集
中するマイクロ波帯の周波数のトラフィックがさらに増
大し、それらの周波数帯の逼迫が危惧されている。
本研究ではこの課題を解決するため、回路の小型化・低
消費電力化を実現しながら複数の周波数帯、複数の変調方
式に対応することが可能な「マルチバンド・マルチモード
無線通信技術」
、逼迫するマイクロ波帯のトラフィックを、
大容量伝送手段として実用化が進んでいるミリ波帯へ高
速・高品位にオフロードする「マイクロ波/ミリ波協調技
術」、マイクロ波帯には多くの既存無線システムが稼働し
ており、既存無線システムに対し適切な被干渉・与干渉を
確保する「干渉抑圧技術」の３つの研究課題に取り組んだ
（図１を参照)。
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本研究開発の概要

２．研究内容及び成果
２．１ マルチバンド・マルチモード無線通信技術
本研究課題では、400MHz、900MHz、1.2GHz および
2.4GHz、5GHz の 5 つの周波数を共用化して汎用性高く
構成する RF 回路およびアンテナの研究開発に取り組ん
だ。
１）マルチバンド・マルチモード無線 LSI
図２にセンサー無線通信用途のマルチバンド・マルチモ
ード対応無線 LSI のブロック図を示す。受信系は、入力
RFin にてシングル-差動変換し、
LNA から ADC (Analogue to
Digital Converter)までは差動構成である。受信フロント
エンドはインダクタレス LNA、ダウンコンバージョン IQ
ミ キサ から 構成 され る。 受信 信号は IQ ミキ サで IF
(Intermediate Frequency)周波数の信号に変換される。IF
信 号 は ア ク テ ィ ブ LPF(Low Pass Filter) を 通 過 し 、
VGA(Variable Gain Amplifier)回路で信号増幅される。こ
の増幅された信号はアンチエイリアスフィルタを通過し、
ADC でデジタル信号に変換される。ADC は 12bit の逐次比
較型を開発し、低消費電力化を図った。チャネル選択はデ
ジタルフィルタのみで行い、イメージ除去もデジタル側で
行っている。これにより面積占有率が高かったアナログの
BPF や複素フィルタを使用しないため、面積削減が可能と
なった。イメージ除去は内部生成したテスト信号をミキサ
に入力し、ADC でデジタル信号に変換後、RSSI のレベルが
最小になるように振幅と位相を調整する。変調方式は小型
化/低消費電力化に適している FSK/GFSK 変調に対応し、デ
ータレートは 1.2k-200kbps のマルチレートに対応してい
る 。 復 調 部 は ST-DFT(Short Time– Discrete Fourier
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Transformation)方式を用いた。従来の時間ドメインで信
号処理するのではなく、周波数を直接検出することで、受
信チャネル以外の信号が活用でき、複数のデータレートの
同時待ち受けが可能となった。PLL はデルタシグマ フラ
クショナル-N 型周波数シンセサイザである。VCO の発振周
波数と分周器の設定は、各周波数帯に応じて可変し、更に
90 度位相器で 2 分周させてローカル信号を生成している。
新たに開発したハーモニックリジェクション電力増幅回
路(PA)は、差動構成で外付けのインダクタを負荷とし、電
源電圧 3.3V で動作する。
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要であり、電圧振幅が電源電圧 3.3V 以上になるため、イ
ンバータ型の増幅器では出力できない。そこでスイッチン
グ電力増幅回路をベースにした高調波成分を抑制する電
力増幅回路を開発した。本回路は 3 つのカレントミラーを
使い、トランジスタ M6,M7,M8 のサイズ比を 1：√2：1
にして各電流のオン／オフ制御を行う。その制御信号は
Duty 比が 50%でかつ 45 度位相をシフトした信号である。
45 度位相差は同期型 RS-FF 回路を用いて生成しており、
差動信号 VP,VN が 4 分周されて出力される(図４右)。ま
た、制御信号の位相誤差が高調波除去比に影響する。位相
誤差補正として、制御信号の位相を MOS 容量で調整する
方法が報告されているが、位相調整を容量で行うと面積増
加を招き、寄生成分の影響で調整精度も高くない。そこで
制御信号の位相調整ではなく、カレントミラーのミラー比
を変えて電流(振幅)調整する方法にした。カレントミラー
比変更の方が精度が取りやすく、面積増加も抑制できる。
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１）－１ マルチバンド受信回路
図３にインダクタレス LNA 回路(差動構成であるが、シ
ングルのみ表示)を示す。複数の周波数帯に対応するため
には、LNA を広帯域に設計する必要がある。抵抗負荷の場
合、高い周波数帯では LNA の電流を増加させる必要がある。
そこで、我々は、負荷にアクティブインダクタを用いた低
消費電力のインダクタレス LNA を開発した。増幅回路はソ
ース接地型を採用し、差動構成となっている。アクティブ
インダクタのインピーダンス Z AI は、Z AI =R AI ＋sL AI ≒(1
＋sR band C band )/g m5 で表され、抵抗値 R AI は 1/g m5 、イン
ダクタ値 L AI は R band C band /g m5 となる。前式より、抵抗
R band と容量 C band を周波数帯毎に切替えることで、インダ
クタ値 L AI を変更し、LNA ゲインのピーク値を変更する
ことを可能とした。
ゲイン可変機能は制御電圧 V ctr により電流 I AMP を切替
えることで実現している。ゲイン設定値に依らず、フロン
トエンドの周波数特性を一定に保つために、ゲイン可変し
ても各周波数の減衰量が同じになるようにインダクタ値
L AI を一定に制御する必要がある。そのため、ゲインダウ
ン時に電流 I AMP を減少させた分だけ電流 I CTR により電流
減少分を補完し、常に I AI =I AMP ＋I CTR となるように制御
を行っている。また、ミキサはギルバートセル型のアクテ
ィブミキサを採用している。LNA/MIX(LObuf 含まず)の消
費電流は 1.0mA である。
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１）－３ マルチモード受信機
FSK 方 式 に 対 し て フ ィ ル タ レ ス 処 理 を 目 的 と し て
Short-Time DFT 方式の受信機を用いた、直接周波数成分
を検出し復調する方式を提案した。本方式ではセンサー無
線通信向けに平均受信電力を削減するために演算処理の
削減を行っている。図５に提案した FSK 復調器の構成を
示す。フィルタ（CH-FIL）によるチャネル選択処理を省
くため、A/D 変換した受信信号の周波数成分を直接検出
し、自 Ch 外の干渉波およびノイズの影響を抑制する構成
とした。ここで、周波数成分検出に DFT を用いると、１
シンボル長の処理では周波数分解能が不足し、十分な復調
性能が得られない。しかし ST-DFT ではｎシンボル長の
信号から１シンボル長の周波数成分を推定できるように
し、十分な復調特性を得ることが可能とした。
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１）－２ マルチバンド送信回路の低雑音化
図４にハーモニックリジェクション電力増幅回路を示
す（差動構成であるが、片側のみ表示）。従来、高調波成
分を抑制するインバータ型の電力増幅回路が報告されて
いる。センサー無線では+13dBm 以上の出力パワーが必

１）－４ 評価結果
上記の構成をしたマルチバンド・マルチモード無線 LSI
およびその LSI を搭載した無線モジュールを試作し、特
性評価を行った（図６）
。
受 信 感 度 (0.1%BER,925MHz,FSK) は 100kbps で
-102dBm、9.6kbps で-109dBm、受信電流 5mA を達成し
た。送信電流は送信パワー+13dBm＠925MHz 時で 29mA
であった。
（図７） また、3 次高調波抑圧比は-46dBc で
あった。チップ面積は 3.0mm2 である。本トランシーバ
は、小面積かつ低消費電力で複数の周波数帯に対応した
センサー無線通信用途の 1 チップトランシーバで実現可
能であることを実証することができた。
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２波共用誘電体積層アンテナ

無線 LSI の特性(一例)

２）超小型マルチバンドアンテナ技術
400MHz 帯から 5GHz 帯までの約 12 倍の周波数比をカバ
ーする超小型アンテナの実現のため、2 アンテナ構成(設
計,試作)を提案した。
2 アンテナ構成のマルチバンドアンテナは、400MHz 帯
/900MHz 帯/2.4GHz 帯(3 波)共用の電磁結合給電ヘリカル
アンテナと、1.2GHz 帯/5.0GHz 帯(2 波)共用の誘電体積層
構造電結合給電容量性負荷装荷ループアンテナから構成
した（図８、図９）
。
3 波共用アンテナは全長 26mm、直径 16mm、2 波共用アン
テナは 20mm×25mm×0.8mm の誘電体基板内（2 枚はり合わ
せ）にループパターンを形成した。
それぞれのアンテナを設計・試作し特性を評価した。3
波共用アンテナについては 400MHz 帯、900MHz 帯では比帯
域幅 1%、2.4GHz 帯では 2%でリターンロス-6dB 以下となり
（図１０、表１）、放射効率は表１に示すように、それぞ
れ 34%、65%、96%を実現した（素子支持用の誘電体損失含
まず）
。2 波共用アンテナでは 1.2GHz、5.0GHz の各周波数
帯でリターンロス-6dB 以下の比帯域幅はそれぞれ 2%、6%
を実現した。
また、ヘリカル素子構成のアンテナでは試作した 3 波共
用アンテナと同様の構成において、さらに 1.2GHz(3 巻き)、
5.0GHz(1 巻き)のヘリカル素子を組み合わせることによ
り、図１２に示す 5 周波共用アンテナを設計し、3 波共用
アンテナと同様の特性を実現できることを明らかにした。

図１０
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表１. ３波共用アンテナの特性
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２．２ マイクロ波/ミリ波協調技術
無線 LAN の普及によりマイクロ波帯のトラフィックが
逼迫する中、これを緩和するためにはギガビット級の伝送
が可能な 60GHz 帯をマイクロ波帯と併用することが有効
である。そのためには 60GHz 帯での通信が可能なエリア
において、60GHz 帯の利用率を上げることが重要である。
本研究開発では、マイクロ波帯とミリ波帯の信号を、高速
に切換えること、マイクロ波帯信号で 60GHz 帯で通信が
可能なエリアの検出を行うことで、上記課題であるマイク
ロ波帯のトラフィックを緩和することに取り組んだ。
１）高速・高品位セッション切換え技術
本目的を達成するために本研究開発では、まず 60GHz
帯の国際通信規格として策定されている IEEE802.11ad
規格（WiGig）に規定されている Fast Session Transfer
（以降 FST と略記）技術を利用し、端末間で切換えの手
続き処理を行った。加えて、両周波数帯を統合的にリアル
タイム制御するマルチバンド共通 MAC 処理部を開発し
た（図１３）
。既存の LSI を用いてミリ波とマイクロ波を
切り替える手段としては、アプリケーションソフトでホス
ト CPU まで通信データ移動してミリ波とマイクロ波を切
換える手法が一般的であった。この手法だと切換え時間に
時間を要するという課題があった。
今回開発した手法は、データをホスト PHY／MAC 統
合 LSI の MAC 層に搭載している CPU 処理群の開発環境
を構築した。本 CPU 処理群上で、既存の 2.4GHz 帯また
は 5GHz 帯で動作する無線 LAN を制御することを可能と
したファームウェアと WiGig の FST に基づいたセッショ
ン切換え制御と高品質セッション切換え制御を担う FST
ファームウェアの実装を行った。
PHY／MAC 統合 LSI の MAC 層を仲介し、2.4GHz／
5GHz 帯無線デバイスを制御する。PHY／MAC 統合 LSI
側で MAC-SAP（サービスアクセスポイント）を終端させ
る。
これにより、
ホストからはトランスペアレントな MAC
として提示することが可能である。2.4GHz／5GHz 帯
Wi-Fi デバイスは、既存の LSI で構成し、LSI 間通信が新
たに発生し、数 ms 程度の遅延が生じる可能性がある。し
かし、IEEE802.11ac などの 2.4GHz／5GHz 帯 Wi-Fi 最
新技術に対応したデバイスを使用しつつ、高速セッション
切換えも可能となる。

またパソコン上のソフトウェアで TCP/IP のネットワ
ーク層、アプリケーション層のパケット処理をするプロト
コルの実装において、WiGig（60GHz 帯信号）リンク状
態を確認するための処理である周期ハンドラは 1ms 周期
で呼び出され、その度に、リンク確認用のメッセージを送
信する構成とした（図１４）。本メッセージを受信した場
合は応答メッセージを送信し、
WiGig リンク状態として、
この 2Way のメッセージのやり取り成功・失敗の統計情報
を記録し、WiGig リンク状態として活用する。この状態
を FST 切換えの判断要素として使用する。
データ
データ
データ2
データ1

データ4

データ3

データ6

データ5

データ8

データ7

約1msec

図１４

時間

データを用いた切換え判定

これらの各通信層を接続・統合した高速セッション切換
え実証装置を試作し、ＭＡＣ層処理、ＴＣＰ／ＩＰのネッ
トワーク層、アプリケーション層まで含めた通信実証実験
により、10ms 以内の高速セッション切換え技術によって、
通信アプリケーション層端点においても通信停止区間を
ほぼ発生させることなく、シームレスな通信が維持できて
いることが実証することができた。(図１５)
①もち手で遮断される

②端末角度が変わる

③人が移動する

WiGig無線品質
変動例（通信速度）

数秒
Wi-Fi使用

数秒

数十msec
Wi-Fi使用

数msecの瞬発的な通信悪化はWiGig継続

Wi-Fi使用

伝送速度の大きい60GHz帯を最大限活用できるように1msec毎に切換え判定

図１５ ミリ波/マイクロ波協調実証実験風景
２）伝搬路推定技術
２）－１ 2.4GHz 帯/5GHz 帯による 60GHz 帯伝送品質
推定アルゴリズムの開発
60GHz 帯は自由空間損失が大きく 2.4/5GHz 帯に比べ
通信可能エリアが狭いことから、携帯端末の低消費電力化
電波資源拡大のための研究開発
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２）－２ 2.4/5GHz 帯・60GHz 帯周波数協調ダイバーシ
ティ技術の開発
2.4/5GHz 帯・60GHz 帯周波数協調ダイバーシティ技術
では、60GHz 帯受信 SNR をもとに周波数切り替え制御
を行う周波数協調 ARQ を提案し、切り替えアルゴリズム
の設計を行った。60GHz 帯の人体シャドーイングの統計
モデルを用いたコンテンツ所要送信時間の評価結果を図
図１８に示す。60GHz 帯と 2.4/5GHz 帯をダイナミック
に切り替える周波数協調 ARQ 方式は、シャドウイングが
頻繁に発生する場合やシャドウイング継続時間が長い場
合に有効であることを明らかにした。また、受信 SNR 推
定誤差に対する特性劣化は鋭敏でないことを確認した。
人体シャドーイングに対する周波数協調 ARQ 等の改善
効果を、様々な環境においてシステムレベルで評価するに

(a)空間ダイバーシティ効果
・垂直配置（水平配置は効果無）

直接波

(b)STA移動によ
る時間ダイバー
シティ効果

60GHz ANT.

STA

AP
2.4/5G
伝搬路推定
アルゴリズム

図１６
-20

60G

指向性Ant.

60G
ON/
ＯＦＦ

ON/
OFF

(c) 信号処理にRSSIの電力平
均 を使用⇒推定誤差低減

2.4/5G
伝搬路推定
アルゴリズム

60GHz 帯伝送品質推定系の構成
①不検出

-25 ②60GHz利用可

60GHz帯RSSI(dBm)

と 60GHz 帯の利用率向上の両立のため、
2.4GHz 帯/5GHz
帯 RSSI を用いた 60GHz 帯 RSSI 推定による伝送品質推
定アルゴリズムの開発に取り組んだ。60GHz 帯は指向性
アンテナを用いた見通し伝搬が前提となるが、2.4/5GHz
帯では無指向性アンテナを用いマルチパス伝搬となるた
め、2.4/5GHz 帯 RSSI より 60GHz 帯 RSSI を推定して
60GHz 帯の通信可能エリア推定を行う場合、通信不可エ
リアを通信可能エリアとして検出する誤検出が発生する。
これを低減するため検出閾値マージンを大きくすると、
60GHz 帯通信可能エリアが減少するため、60GHz 帯利用
率向上には 60GHz 帯 RSSI 推定精度改善による検出閾値
マージンの低減が必要となる。この問題を解決するため、
ダイバーシティ技術を用いた RSSI 推定誤差軽減法を提
案し、その効果をシミュレーションと実験により明らかに
した。具体的には、空間／時間ダイバーシティによる
60GHz 帯 RSSI 推定精度改善法を提案し、
大会議室環境、
講堂環境におけるダイバーシティブランチ数などのパラ
メータと 60GHz 帯 RSSI 推定精度改善効果および通信エ
リア拡大効果を明らかにした。図１６に提案する 60GHz
帯伝送品質推定系の構成を示す。また、レイトレースシミ
ュレーションによる 60GHz 帯 RSSI 推定精度の評価結果
の例を図１７に示す。検出閾値マージンを大きくすること
で④の誤検出が発生する確率を低減できるが、①の不検出
が発生する確率が低減されることがわかる。
レイトレースシミュレーションによる評価の結果、
2.4/5GHz 帯では無指向性アンテナを使用し、ブランチ数
が 3 以上のアンテナを縦方向配置した空間ダイバーシテ
ィと時間ダイバーシティを併用することで、伝搬距離特性
を距離 r の r-2特性と仮定して十分な推定制度が得られる
ことを明らかにした。大会議室と講堂環境におけるダイバ
ーシティの有無による所要誤検出率を得るために必要な
検出閾値マージンの評価結果を表２に示す。所要誤検出率
=0.05 及び 0.02 の時、検出閾値マージンを 1.5-2.1dB、1.5
～2.7dB 低減できる。これは 60GHz 帯通信可能エリアの
検出範囲を 40-60%程度拡大できることと等価である。
また、60GHz 帯 WLAN のサービスエリアが 1m 程度と
小さい場合の推定精度改善法として、下向き指向性アンテ
ナによる特性改善法の有効性を実験により明らかにした。
指 向 性 の 効 果 に よ り 、 RSSI の 距 離 特 性 を 1/r2 か ら
1/rn(n>2)に RSSI の距離感度特性を改善し、時間ダイバー
シティと併用することで、60GHz 帯通信エリアの推定精
度改善に有効であることを明らかにした。

大会議室

③60GHz利用不可

-30 ④誤検出
-35
-40

①

②

-45
-50

③

閾値ﾏｰｼﾞﾝ

④

-55
-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15
2.4GHz帯RSSI(dBm)

図１７

60GHz 帯 RSSI 推定精度の評価結果の例

表２．時空間ダイバーシティによる閾値マージン低減効果
シミュレーション結果
（時空間ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ：3X9）

閾値マージン
誤検出率 誤検出率
=0.05
=0.02
ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ無
4.0dB
5.2dB
大会議室
15×11×2.8[m] 時空間ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ 1.9dB
2.5dB
講堂
ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ無
2.5dB
3.2dB
34×22×7.5[m] 時空間ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ 1.0dB
1.7dB

図１８

周波数協調 ARQ によるコンテンツ所要送信時間

図１９

楕円柱モデル

図２０移動人体による損失の測定値と計算値の比較の例
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２）－３ 60GHz 帯伝送品質推定アルゴリズム評価装置
の開発・実験による検証
開発した伝送品質推定アルゴリズムによる推定精度を
評価するための実験系を構築し、推定精度の改善効果を評
価した。大会議室と講堂環境における、実験による検出閾
値マージンに対する誤検出率の評価結果を図２１に示す。
図に示すように、所要誤検出率を満たすために必要となる
検出閾値マージンは、提案する時空間ダイバーシティを用
いた 60GHz 帯伝送品質アルゴリズムで 1.9～2dB 改善で
きることを確認した。これは 60GHz 帯通信可能エリアを
40%程度拡大できることに相当する。なお、講堂環境では、
時間ダイバーシティで精度改善を得るためには 0.4-0.8s
程度の時間間隔の時間ダイバーシティが必要で、所要誤検
出率を 0.02 とした場合のブランチ数は 3 で十分な効果が
得られた。一方、大会議室環境のような閉じた空間ではマ
ルチパスが厳しく、距離減衰特性 1/rnにおいて n<2 とな
るため、60GHz 帯 RSSI 推定誤差が大きくなる場合があ
ることもわかった。さらに、図２２に示すように、提案す
る伝送品質推定アルゴリズムを実装した実験装置を用い
て会議室において実証実験を行い、所期の動作を確認した。
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伝送品質推定アルゴリズム実証実験

２．３ 干渉抑圧技術
900MHz 帯近傍には多くの既存無線システムが稼動し
ており、既存無線システムに対する適切な被干渉、与干渉
抑圧を確保する必要がある。このような受信感度劣化によ
り生じる不必要な高い送信出力レベルのパケット放射や、
隣接チャネル妨害、また既存無線システムに対する被干渉、
与干渉が要因となり、周波数利用効率を低下させることと
なる。隣接チャネルを含む帯域外からの妨害波を適切に抑
圧する RF・ベースバンド信号処理最適化技術の研究開発
を行った。
１）妨害抑圧受信回路
受信周波数帯(IEEE802.11ah)に対し近接した周波数帯
にセルラ無線があり、その信号レベルは 0dBm を超える
ことがある。こうした強い妨害波が受信回路に入力すると、
回路が飽和し受信性能を大きく損なう（図２３）。対策と
しては、例えば、SAW フィルタなど Q 値の高いフィルタ
をアンテナと LSI の間に挿入する必要があるが、こうし
たフィルタは損失が大きく、また、コストが高いという課
題がある。
セルラ無線

0
被干渉
11ah

900
図２３

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

R
S
S
I
推
定
値

遮蔽物

信号レベル[dBm]

は、移動人体によるシャドーイングの計算モデルの開発が
必要となる。そこで、様々な人体の移動による損失の計算
を可能とするため、人体を楕円柱で近似しナイフエッジで
損失を計算する楕円柱モデル、頭部と胴体を２つの楕円柱
で近似する拡張楕円柱モデルを提案した。図１９に楕円柱
モデルを示す。このモデルでは人体により回折した人体の
両側と頭部からの 3 波の合成でシャドーイング損失を計
算する。人体の移動方向と見通し経路のなす角度に応じた
遮断時間、遮断減衰量の実験結果と計算結果はよく一致す
ることを明らかにした。移動人体による損失の測定値と計
算値の比較の例を図２０に示す。

920
905
周波数[MHz]
希望波と妨害波の関係

図２４は提案する妨害抑圧受信回路の構成であり、ロー
ノイズトランスコンダクタンスアンプ(LNTA)、LPF、
VGA から構成される。従来方式は、LNA の P1dB が入力
周波数に対して一定であるため、強い妨害波が入力される
と回路が飽和する。一方、提案方式は、LNTA の出力電流
を直接周波数変換しフィルタリングすることで、近接した
妨害波に対して受信回路が飽和することなく妨害波を抑
圧できる。
（図２５）
図 ２ ６ は 、 900MHz 帯 で 妨 害 波 と し て 希 望 波 か ら
15[MHz]離れた信号を入力した場合に、従来方式と提案方
式で出力レベルの飽和特性を比較した結果である。図２６
より、提案方式は、出力レベルに対する飽和特性が約
30[dB]優れることがわかる。
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近接妨害波に対する飽和特性

２）与干渉抑圧送信回路
センサー無線は、そのデバイスの稠密配置が想定される。
そのため、センサー無線システムの共存実現には、隣接チ
ャネルへの与干渉低減が必須である。本研究開発では、ス
イッチドキャパシタパワーアンプ(Switched-Capacitor
Power Amplifier: SCPA)を用いた IQ 直交変調型送信機と
タルプリディストーション(Digital Pre-Distortion: DPD)
を組み合わせ、電力効率および隣接チャネルへの与干渉特
性を改善させる送信回路を提案した。
SCPA は図 ２７に示すように複数の D 級増幅器によ
り構成され、動作する増幅器の個数をデジタルコード
（AMcode）で制御し、これに比例する電圧を出力する回
路である。

D 級増幅器は寄生容量などの影響によりスイッチング波
形がなまり Nch と Pch トランジスタが同時オンすると、
不要な貫通電流が発生し、電力効率が低下する課題がある。
また AM code が大きくなると動作する増幅器が増えて電
流が増加する。これにより電源配線の寄生抵抗による電圧
降下が増加し、出力電力が飽和する課題もある。
この課題を改善するため、D 級増幅器では、Nch と Pch
どちらのトランジスタもオンしない時間（Non Over Lap
Time：NOLT)が意図的に設ける。OFDM では最大振幅
になる頻度は小さいため、最大振幅近辺の効率が低下して
も効率への影響は小さいことを考慮し、今回 NOLT を
AMcode に応じて切り替える方法を提案した。
図 ２ ８ (a) に 示 す よ う に AMcode が 小 さ い 条 件 で は
NOLT を長くする。これにより D 級増幅器を構成するト
ランジスタの同時オンを回避でき、貫通電流が抑制される
ため効率が改善する。一方、図２８ (b)に示すように
AMcode が大きい条件では NOLT を短くして電流を流
す期間を長くすることにより、出力電力を確保する。
さらに、隣接チャネルへの与干渉特性を改善させるデジ
タルプリディストーションの信号処理を行い与干渉特性
の改善を行った。(図２９)

図２８ Mcode によるゲート電圧の制御概念図
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４．むすび
以上のように、センサー無線用途の普及拡大に伴いマイ
クロ波帯の周波数が逼迫すると想定し、周波数帯や通信方
式を柔軟に切り替えることで多種多様な通信分野に応用
できる。
また市販の 2.4/5GHｚの無線 LAN のトラフィックを今
実用化が進むと考えられる 60GHz のミリ波帯へ高速で切
換えることでトラフィックの緩和が可能であることを実
証した。さらに 900MHz 帯の周波数帯において既存の無
線装置との干渉が緩和できる要素技術を提案した。
今後は、社会実装することでより豊かで便利なネットワ
ーク社会の実現に貢献していきたいと考えている。

図２９ 隣接チャネル漏洩電力特性

図３０
表３

干渉抑圧技術実証実験系
送信特性評価結果

項目

目標値

結果

電力効率@PAPR7dB

>30.0%

33.8%

隣接チャネル漏洩電力

≦-40dB

<-40dB

３．今後の研究成果の展開
機器と機器の間の通信である IoT(Internet of things)
システムやワイヤレスセンサーネットワークが今後飛躍
的に拡大することが想定されており、人や様々な家電、家、
車、電車、インフラ設備をはじめとしたあらゆる「モノ」
がワイヤレスでつながりうる社会が実現しようとしてい
る。これにより、環境把握、エネルギー把握、道路交通情
報の把握、ヘルスケア、医療・医薬・介護分野、工場や農
業分野等における状況把握やリモート管理・制御での活用
など様々な分野へと電波利用が拡大し、ビッグデータの活
用なども通じた利便性の向上、様々な社会問題の解決、経
済発展等に資することが期待されている。
本研究開発で得られた成果はこれらの分野で広く活用
が期待できる要素技術と考える。「マルチバンド・マルチ
モード無線通信技術」は各国で異なる無線周波数帯や用途
により異なる通信方式を、開発および製造コストを低減し
つつ無線機を構成できる要素技術であり、「マイクロ波/
ミリ波協調技術」の成果はセンサー無線の普及拡大で逼迫
する周波数帯をオフロードすることで電波の利用効率を
向上させることの出来る技術である。また、「干渉抑圧技
術」の研究開発成果は年間１兆個以上の普及拡大が想定さ
れるセンサー無線通信の分野で稠密配置に寄与するもの
と考える。
今後は本研究開発で得られた成果を実用化に向けて取
り組んでいく予定である。当面は市場動向をみながらデバ
イス技術の完成度向上を目指していく。
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