論

通信の未来をつくる若手研究者のための論文特集

文

全二重無線通信可能な複数アクセスポイントを用いた
機器内センサネットワーク
川崎

慈英† a)

小林

真†

猿渡

俊介†

渡辺

尚†

Full Duplex Simultaneous Wireless Information and Power Transfer
for In-equipment Sensor Networks with Multiple Access Points
Jiei KAWASAKI†a) , Makoto KOBAYASHI† , Shunsuke SARUWATARI† ,
and Takashi WATANABE†
あらまし 機器の設計容易性，メンテナンス性，軽量化の観点から，機器内センサネットワークの無線化が求め
られている．機器内センサネットワークの完全な無線化のためには，データ通信と電源供給の無線化が必要であ
る．これを実現するために，本研究では，同じ周波数帯でデータと電力の無線伝送を行う SWIPT (Simultaneous
Wireless Information and Power Transfer) と全二重無線通信を議論する．全二重無線通信可能なアクセスポ
イント (AP) を用いることにより，AP からセンサノードへ電力伝送しつつ，センサノードから AP へのデー
タ伝送を同時に行うことができる．既存の全二重無線通信 SWIPT (Full-Duplex SWIPT, FD-SWIPT) では
単一の AP を前提としているため，電力伝送範囲やフェージングによる供給電力の不均衡が問題となる．本論
文では，機器内センサネットワークのための複数 AP を用いた無線データ電力同時伝送手法 FD-SWIPT-mAP
(FD-SWIPT with Multiple AccessPoints) を提案する．FD-SWIPT-mAP は集中制御によるメディアアクセ
ス制御とセンサ端末間の電力不均衡を抑制するための AP 割り当てを行うことで，センシング達成率を向上させ
る．計算機シミュレーションの結果として，10 台の AP を用いた FD-SWIPT-mAP は 1 台の AP を用いたと
きと比較して最大で約 14 倍のセンシング達成率を実現できることを示す．
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イヤハーネス量の増加は，機器の設計の容易性やメン

1. ま え が き

テナンス性に影響を与えており，自動車では，燃費に

現在，自動車，飛行機，電車，自動販売機，プリン

直接影響している．これらの問題を解決する有力な方

タ，ATM などの機器内部においては，センサや CPU

法の一つとして無線技術を利用したワイヤレスハーネ

などの部品への電力供給や部品間のデータ交換のため

スがある．

に主にワイヤハーネスが用いられている．ワイヤハー

本論文では，機器内センサネットワークに SWIPT

ネスは，安全性や利便性の向上を目的として部品が増

(Simultaneous Wireless Information and Power

加するとともに，年々総量が増しているといわれてい

Transfer: 無線データ電力同時伝送) [3]〜[9] を適用

る [1], [2]．例えば，自動車に使われているハーネスの

してワイヤレスハーネスを実現する技術を検討する．

総重量は 40kg にも達する．また，200 を超えるセン

SWIPT とは，アクセスポイント (AP) が一つの周波

サを相互接続するために，ワイヤハーネスの重量が総

数チャネルにおいてデータと電力を同時に送信する技

重量の 10%を越える例も存在する [1]．このようなワ

術である．SWIPT では，電力として電波を意図的に
放出する機能を AP が具備する．センサ端末側では，
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文献 [3]〜[7] では，1 台の AP から端末に対してデー
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タと電力を同時伝送する手法が検討されている．例
えば，文献 [7] では，MISO (Multiple Input Single

Output) を用いて特定のセンサ端末に対して電力信号

2. 提案手法：FD-SWIPT-mAP
機器内センサネットワークのワイヤレス化に向けて，

とデータ信号を集中させる手法を提案している．しか

複数 AP で FD-SWIPT を行う FD-SWIPT-mAP を

しながら，機器内センサネットワークでは AP からセ

提案する．FD-SWIPT-mAP は集中制御による時分

ンサ端末への電力伝送は行うものの，データ伝送はセ

割メディアアクセス制御手法 mAP-MAC と，電力量

ンサ端末から AP に対して行うため，これらの手法は

推定に基づく AP 割り当て手法 PEPSI の二つの手法

適用できない．

から構成される．mAP-MAC の詳細は 3. で，PEPSI

文献 [8]〜[10] では，AP が全二重無線通信の機能

の詳細は 4. で述べる．

を具備することで，電力信号を送信しながらセンサ

図 1 に本論文で提案する複数 AP による FD-SWIPT

端末からのデータ信号を受信する FD-SWIPT (Full

である FD-SWIPT-mAP の全体像を示す．図 1 では，

Duplex SWIPT: 全二重 SWIPT）が提案されている．

複数台の AP が有線接続を介して協調することでセン

例えば，文献 [10] では，全二重無線通信の機能を具備

サ端末に電力を伝送して，データは AP とセンサ端末

した AP とセンサ端末間の SWIPT における MAC プ

の間で双方向にやりとりされる．

ロトコルが提案されている．しかしながら，単一 AP

FD-SWIPT-mAP では，複数の AP 同士，各 AP

を用いる場合，電波の距離減衰によって機器内全体に

と電源は有線で相互に接続されている．AP は自身の

電力を伝送することができない．また，フェージング

送信電力をキャンセル可能な自己干渉除去機能を具備

によってセンサ端末で得られる電力に不均衡が生じる．

しているため，電力信号を送信しながらデータ信号を

このような観点から，本論文では，複数 AP を利用

受信することが可能である．

した FD-SWIPT-mAP (FD-SWIPT with multiple

図 2 に全二無線重通信によるデータと電力同時伝送

Access Points) を提案する．FD-SWIPT-mAP は，全

に対応した AP の構成図を示す．AP では，アナログ

二重無線通信の機能を利用してセンサ端末がアクティブ

キャンセル回路とディジタルキャンセル回路を組み合

状態となる時間を削減した複数 AP 対応のメディアア
クセス制御プロトコル mAP-MAC と，各センサの蓄電
量の不均衡を抑える AP 割り当て手法 PEPSI (Power

Estimating and balancing accessPoint asSIgnment)
から構成される．複数 AP を用いると，AP 台数の増
加に従って電力伝送可能な範囲が広がるために，機器
内全体への電力伝送が可能となる．計算機シミュレー
ションの結果，FD-SWIPT-mAP を用いることで，他
のデータ電力同時伝送手法に比べて，センシング達成
率を改善できることが確認できた．例えば，既存の単

図1

機器内センサネットワークにおけるワイヤレスハー
ネス
Fig. 1 Wireless harness in INSs.

一 AP を用いた場合と比較すると，提案手法において

10 台の AP を用いた場合ではセンシング達成率を最
大で約 14 倍改善することが確認された．
本論文の構成は以下のとおりである．2. におい
て，FD-SWIPT-mAP の全体像を述べる．3. では

FD-SWIPT-mAP におけるメディアアクセス手法の
mAP-MAC，4. では FD-SWIPT-mAP における AP
割り当て手法の PEPSI について述べる．5. では，提
案方式をシミュレーションによって評価する．7. にお
いて本論文に関連する研究について述べ，最後に 8.
でまとめとする．
Fig. 2
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図 2 AP の構成
Structure of access point.
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図 3 センサ端末が通信待機中の場合における電力伝送
Fig. 3 Power transfer while all sensor nodes sleeping.

図 4 センサ端末が通信中の場合における電力伝送
Fig. 4 Power transfer while a sensor node transmitting data.

わせることによって自己干渉信号を除去する．まず，
アナログキャンセル回路によって自身が送信した信号
と逆位相の信号を受信信号と足し合わせる．次に，ディ
ジタルキャンセル回路を用いて非線形な自己干渉成分
を除去する．
各センサ端末はレクテナとキャパシタを具備してい
る．電力信号をレクテナで受信してキャパシタに電力
を蓄電しながら 1．定期的なセンシング，2．センシン

図 5 電力信号とデータ信号の衝突
Fig. 5 Collision between power and data.

グで得られたセンサデータを AP に送信の二つを繰り
返す．

が通信中の場合における電力伝送の状況を示す．通信

FD-SWIPT-mAP は集中制御によるネットワーク

中の電力伝送では，センサ端末からのデータを受信し

の制御を行う．ネットワークを制御する AP をマス

ている AP のみ電力信号を送信する．センサ端末が通

ター AP，残りの AP をスレイブ AP と呼ぶ．スレイ

信中の場合には，複数の AP が同時に電力伝送すると

ブ AP は，マスター AP から有線接続を介して制御さ

データ信号と電力信号の衝突が発生するからである．

れて，センサデータの受信や電力信号の送信を行う．

図 5 に，センサ端末が通信中の場合における電力信

マスター AP はセンサデータの受信や電力信号の送信

号・データ信号衝突の例を示す．図 5 では，AP1 がセ

の他に，制御フレームの送信や，AP 割り当てアルゴ

ンサ端末 2 からのデータ信号受信中に，AP2 が電力

リズムを実行する．アルゴリズムの実行では，機器内

信号を送信している．AP2 からの電力信号の干渉を受

センサネットワークではセンサは製作時に固定的に配

けて，AP1 はセンサ端末 2 からのデータ信号を受信

置されるため，ネットワークの情報をあらかじめ知る

することができない．

ことができる点を利用する．具体的には，ネットワー
ク内のセンサ端末と AP の位置，センサ端末のセンシ
ング間隔，消費電力量，送受信に必要な電力量，各セ
ンサ端末のセンシングデータサイズを既知の情報とし
てネットワークの制御に利用する．

3. メディアアクセス制御手法
mAP-MAC
3. 1 メディアアクセスの課題
2. に示したとおり，複数 AP による FD-SWIPT で

FD-SWIPT-mAP ではデータ信号と電力信号の衝

は，通信待機中と通信中では電力伝送の形態が異な

突を防ぐために，AP はセンサ端末が通信待機中の場

るため，新しいメディアアクセスにおいてスケジュー

合と，通信中とで異なる電力伝送を行う．図 3 にセン

リングする仕組みが必要となる．また，衝突回避にお

サ端末が通信待機中の場合における電力伝送の状況を

いても，全二重通信を前提としていない既存のメディ

示す．通信待機中では，全ての AP が同時に電力信号

アアクセス方式は利用できないという問題も発生す

を送信することができるため，センサ端末で受信でき

る．例えば，通常の CSMA/CA (Carrier Sense and

る電力は最大となる．

Multiple Access with Collision Avoidance) では，無

一方で，センサ端末が通信中の場合は電力信号を送

線端末はキャリアセンスを行って，他の端末による電

ることができる AP が制限される．図 4 にセンサ端末

波の送信を検知した場合には送信を抑制する．AP は
517
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図 6

CSMA/CA を FD-SWIPT に適用した場合の動
作例
Fig. 6 CSMA/CA operation in FD-SWIPT.

全二重無線通信の仕組みを用いて，電力信号を送信し

Fig. 7

図 7 提案手法の動作例
Operation example of proposal method.

ながらデータ信号を受信することが可能である．しか
しながら，AP が送信した電力信号をキャリアセンス

マスター AP による制御フレーム送信中，電力信号の

で検知したセンサ端末は，AP がセンサ端末からのフ

送信を停止する．センサ端末は，端末自身の内部時計

レームを受信できるにもかかわらず，センサ端末が送

をマスター AP からの制御フレームと同期する．

信を抑制してしまう．

制御フレームを受信したセンサ端末は制御フレーム

図 6 に既存の CSMA/CA を FD-SWIPT に適用し

内の送信時間スロットに基づいてデータ信号を AP に

た場合の動作例を示す．通常の CSMA/CA では，フ

送信する．センサ端末は，割り当てられた送信時間ス

レームが発生すると他のセンサ端末との衝突を避ける

ロットではデータ信号を送信して，他の端末に割り当

ためにランダム時間バックオフする．バックオフ時間

てられた送信時間スロットは消費電力を削減するため

が経過すると，キャリアセンスして他のセンサ端末が

にスリープする．センサ端末のデータ信号送信中では，

通信していないか確認する．他のセンサ端末が通信し

データ信号を受信している AP は電力信号を送信す

ていない場合にはフレームの送信を開始する．他のセ

る．このとき，電力信号を送信する AP は，データ信

ンサ端末の通信を検知した場合には再度ランダム時間

号受信中の AP だけである．データ信号受信中ではな

バックオフする．このようなメディアアクセス制御方

い AP が電力信号を送信すると，データ信号と電力信

式を，全二重無線通信を用いたデータ電力同時伝送環

号が衝突してデータ信号を受信することができないか

境に適用すると，センサ端末は自身のフレームを送信

らである．

することができない．AP が常に電力信号を送信して

図 7 の例では，制御フレーム送受信後，センサ端末

いることで，キャリアセンスしても他の端末が通信し

1 がスレイブ AP にデータ信号を送信して，その間に

ていると判断するからである．

スレイブ AP は電力信号を送信する．センサ端末 1 の

3. 2 mAP-MAC
2. の議論を元に，メディアアクセス制御手法 mAPMAC を設計した．図 7 に提案手法による衝突回避の

データ信号送受信後，センサ端末 2 がマスター AP に
データ信号を送信して，マスター AP はデータ信号を
受信しながら電力信号を送信する．

動作例を示す．図 7 の例では，センサ端末 1 とセンサ

全てのセンサ端末に割り当てた送信時間スロットが

端末 2 が固定されたセンシング間隔でセンシングを

終了したら，マスター AP は再度制御フレームを送信

行っている．センサ端末 1 はセンサデータをスレイブ

する．全てのセンサ端末からのデータ信号を受信でき

AP に，センサ端末 2 はセンサデータをマスター AP

た場合は，ACK (ACKnowledgement) を意味する送

にセンサデータ送信先が割り当てられている．送信先

信時間スロットが空の制御フレームを送信する．セン

AP 割り当て手法の詳細は 4. で述べる．

サ端末からのデータ信号の受信に失敗した場合は，マ

全てのセンサ端末は，センシング間隔ごとにスリー

スター AP は失敗したセンサ端末に対して再度送信ス

プ状態からアウェイク状態へ移行してセンシングを行

ロットを割り当てて，制御フレームを送信する．再度

う．センサ端末は電力消費を抑えるために，センシン

の送信スロットを割り当てられたセンサ端末は，再び

グとデータ送受信時以外はスリープ状態である．マス

データ信号を AP に送信する．制御フレームに自身の

ター AP はセンシング間隔に合わせて，制御フレーム

送信スロットが割り当てられていなかったセンサ端末

を全てのセンサ端末宛てに送信する．スレイブ AP は，

は，センサ端末はデータ送信が正しく行われたと判断
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して次のセンシングまでスリープする．

Rij = {0, 1} は 0 または 1 の値をとって，Rij = 1

図 7 の例では，センサ端末 1 からスレイブ AP への

ならばセンサ端末 i のデータ信号をアクセスポイント

データ信号の送信が失敗している．そこで，マスター

j が受信することを意味する．R はデータ送信先割り

AP はセンサ端末 1 のための送信時間スロットを割り

当て (Rij ) の集合である．

当てて制御フレームを用いてセンサ端末に通知する．
センサ端末 2 は，自分自身に送信時間スロットが割り

maximize

当てられていないことを確認してスリープ状態へ移行

n


する．センサ端末 1 は再度割り当てられた送信時間ス

i=1

ロットでデータ信号を送信する．センサ端末 1 からの

Pi

subject to

データ信号を正しく受信した後，マスター AP は送

n

1
(Pi − P̄ )2 < α
n
i=1

信スロット情報が空の制御フレームを送信する．マス
ター AP が，送信時間スロット情報が空の制御フレー

m


ムを送信した後，全ての AP は電力信号の送信を開始

Rij = 1,

する．送信時間スロットが空の制御フレーム受信した

j=1

センサ端末はスリープ状態へ移行する．

Pi = f (R),

4. AP 割 り 当 て 手 法 PEPSI (Power
Estimating and balancing accessPoint as SIgnment)
4. 1 AP 割り当ての課題

(1)

(2)

∀i

(3)

∀i

(4)

最適化問題の各数式が表す具体的な内容は以下のと
おりである．式 (1) は各センサ端末の蓄電量の合計を
表す式である．式 (2) は各センサ端末の蓄電量の偏り
を抑えるための制約式である．蓄電量の分散がしきい

機器内センサネットワークにおいて，AP の数を増

値 α 以下となるように AP の割り当てを行う．しきい

やしただけでは，各センサ端末で受信できる電力の不

値 α はアプリケーションの要求によって定まる値であ

均衡を完全に解消することはできない．本研究の基本

る．式 (3) は全てのセンサ端末に対して，一つの AP

となるアイディアは，複数 AP で FD-SWIPT を行う

が割り当てられていることを表す制約式である．電力

ことで，各センサ端末と最寄りの AP までの距離が短

信号・データ信号衝突回避のために，

縮されるため，通信待機中の電力伝送では各センサ端

でなければならない．式 (4) は全てのセンサ端末の送

末で受信できる電力の不均衡を抑えることができると

信先 AP の割り当てと，各センサ端末の蓄電量との関

いうものである．しかしながら，2. に示したとおり，

係を表す制約式である．

m

j=1

Rij = 1

通信中の電力伝送では，データ信号受信中の AP1 台

全てのセンサ端末の送信先 AP の割り当てと，セン

しか電力伝送を行うことができないため，各 AP の

サ端末 i の蓄電量との関係 (Pi = f (R)) は以下のよ

データ信号受信時間によって，センサ端末の受信電力

うに導出される．まず，センサ端末 i の蓄電量 Pi は，

量に不均衡が生じる．この不均衡はセンサ端末の台数

センサ端末 i の供給電力 Si と消費電力 Ci を用いて式

の増加に伴う通信中の電力伝送時間の増加に従って顕

(5) で表される．

著になる．
センサ端末の受信電力不均衡を防ぐために，各セン

Pi = Si − Ci

(5)

サ端末のデータ送信先 AP の割り当てを適切に行うこ

ただし，センサ端末 i の供給電力 Si は次の式 (6) で

とで，各 AP のデータ通信時間を制御できる．最適な

表される．

センサ端末のデータ送信先 AP の割り当てを求める問
題は，式 (1) から式 (4) の最適化問題で表すことがで
きる．ただし，n はセンサ端末の台数，m は AP の台

Si =

m


L(Dij )Pap {Wj + Wall }

(6)

j=1

数，Pi はセンシング 1 周期当りのセンサ端末 i の蓄電

Dij はセンサ端末 i とアクセスポイント j の距離，

量，P̄ はセンシング 1 周期当りのセンサ端末全体の蓄

L(Dij ) は距離 Dij による伝搬損失を表す関数，Wj は

電量平均，Rij (∈ R) はセンサ端末 i とアクセスポイ

アクセスポイント j がデータ通信中に単独で電力伝送

ント j のデータ送信先割り当て関係を意味する．

を行うセンシング 1 周期当りの時間，Wall は通信待機
519

電子情報通信学会論文誌 2018/7 Vol. J101–B No. 7

中に全ての AP が一斉に電力伝送を行うセンシング 1
周期当りの時間を表す．各 AP が単独で電力伝送を行

Algorithm 1 PEPSI algorithm
1: ∀i ∀j Rij ⇐ 0



う時間 (Wj ) は式 (7) で表される．Ti は各センサ端末

2: ∀i Pi ⇐
3: M ⇐ N

のデータ送信時間で，既知の情報であるビットレート

4: while |M| = 0 do

Bi とセンシング 1 周期当りのセンサデータサイズ Vi

5:

を用いて，Ti =

Wj =

n


Vi
Bi

と表される．

6:
7:
8:

Rij Ti

(7)

i=1

9:
10:
11:

全ての AP が一斉に電力伝送を行う時間 (Wall ) は式

12:

(8) で表される．

13:

Wall = Tcycle − Tcontrol −

14:
n


Ti

(8)

スター AP が制御フレームを送信する時間である．

Tcycle ，Tcontrol は既知の情報である各センサ端末のセ
ンシング間隔，制御フレームのフレーム長から計算さ
れる．
式 (1) から式 (4) で表される組合せ最適化問題は，n
台のセンサ端末に対してそれぞれ m 通りの AP 割り
当てが考えられるため，計算量は O(mn ) となる．す

L(Dij )Pap Wall − Ci

x ⇐ getNode(M)
if var(P1 , · · · , P|N| ) < α then

y ⇐ {j ∈ A| max[ i∈S L(Dij )Pap Tx ]
∩varplus(Rxj ) < α}
else
y ⇐ {j ∈ A| min[varplus(Rxj )]}
end if
Rx,y ⇐ 1
∀i Pi ⇐ Pi + L(Diy )Pap Tx
M⇐M−x
end while

表 1 Algorithm1 で使われる変数
Table 1 Variable in Algorithm1.

i=1

Tcycle はセンシング 1 周期当りの時間，Tcontrol はマ

j∈A

変数名
Rij
Pi
Wall
Ci
A
N
M
x
y
Ti

アルゴリズム中での役割
センサ端末 i へアクセスポイント j の割り当て
センサ端末 i の蓄電量
全ての AP が一斉に電力伝送を行う時間
センサ端末 i の消費電力
AP 集合
データ送信を行う予定のセンサ端末集合
作業用のセンサ端末集合
作業用のセンサ端末変数
作業用の AP 変数
センサ端末 i のデータ送信時間

なわち，多数のセンサ端末が具備される機器内センサ
ネットワークにおいては，式 (1) から式 (4) の最適化

に取得する関数，関数 var(P1 , · · · , P|N| ) は式 (2) に基

問題を解いてセンサ端末と AP の組合せを求めるのは

づいて各センサ端末の蓄電量の分散を求める関数，関

現実的ではない．

数 varplus(Rxj ) は現在の AP 割り当てに，センサ端

4. 2 PEPSI

末 x に対するアクセスポイント j の受信割り当てを加

2. で述べた議論を元に，電力推定に基づいて逐次的

えた場合の蓄電量の分散を求める関数である．

に AP 割り当てを行う手法である PEPSI を設計した．

一つ目の処理である PEPSI で使用するパラメータ

PEPSI では，既知の情報から各センサ端末の蓄電量

の初期化では，センサ端末の割り当て AP，センサ端

の推定を行い，蓄電量の偏りに応じて AP 割り当ての

末の蓄電量，作業用のセンサ端末の集合を初期化す

方法を変更する．

る．Algorithm1 の 1 行目で，AP 割り当てを表す

Algorithm1 に PEPSI の ア ル ゴ リ ズ ム を 示 す．

変数 Rij を 0 で初期化する．変数 Rij を 0 で初期化

PEPSI で使用するパラメータの初期化，各センサ

することで，いずれのセンサ端末も AP 割り当てがさ

端末への送信先 AP の割り当て，PEPSI で使用する

れていない状態となる．次に Algorithm1 の 2 行目

パラメータの更新の 3 種類の処理から構成される．
表 1 に Algorithm1 で使われる変数を示す．集合

A はネットワーク内全ての AP の集合，集合 N はセン

で，センサ端末 i の蓄電量を表す変数 Pi を初期化す
る．



j∈A

L(Dij )Pap Wall − Ci は全ての AP が一斉

に電力伝送を行う際に得られる電力量から，消費電力

サデータを送信するセンサ端末の集合，集合 M は N

を差し引いたものである．最後に Algorithm1 の 3

をコピーするための作業用集合である．変数 x と変数

行目で，作業用集合 M をセンサ端末集合 N で初期化

y は作業用の変数で，それぞれセンサ端末と AP を一

する．

時的に格納するために使われる．その他の変数は 4. 1

二つ目の処理である各センサ端末への送信先 AP の

で述べたとおりである．関数 getNode(M) は M に含

割り当てでは，AP 割り当てを繰り返し行うことで全

まれるセンサ端末の中からセンサ端末を一つランダム

てのセンサ端末に対して AP を割り当てる．Algo-
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rithm1 の 4 行目から 10 行目では，全てのセンサ端

mW とした．AP の送信電力は，WARPv3 [15] をス

末に対して AP の割り当てが行われるまで，AP の割

ペクトラムアナライザに直接接続して送信電力を測定

り当て処理が繰り返し行われる．ランダムに選択し

した結果から 20.3 dBm とした．センサ端末のセンシ

たセンサ端末に対して AP 割り当てを行う．このと

ング間隔は 1 秒とした．センサデータ送信エラーは衝

き，各センサ端末の蓄電量の偏りに応じて AP の割り

突が発生したときと，電力不足によってセンサデータ

当てを行う．蓄電量の偏りが小さいとき，つまり関数

の送信ができなかった場合に発生する．

var(P1 , · · · , P|N| ) の値がしきい値 α より小さい場合，

3. で述べた受信電力量不均衡のしきい値 α は 0.1 と

伝送電力量が最大になるように AP を選択する．蓄電

した．しきい値 α は幾つかの値でシミュレーションを

量の偏りが大きいとき，つまり関数 var(P1 , · · · , P|N| )

行ってネットワーク全体のセンシング達成率が最も良

の値がしきい値 α より大きい場合，センサ端末間の蓄

くなるような結果を示した値を用いた．パスロスモデ

電量の偏りが最小になるように AP を選択する．
三つ目の処理である PEPSI で使用するパラメータ

ルは文献 [2] で提案されている機器内パスロスモデル
を用いた．

の更新では，センサ端末の送信先に割り当てた AP を

具体的には，伝送電力量はセンサ端末と AP 間の距

更新して保存する． Algorithm1 の 11 行目から 14

離が 200 mm 以下の場合は距離の 3 乗に従って反比

行目では，パラメータの更新を行う． Algorithm1

例的に減少し，センサ端末と AP との間の距離が 200

の 11 行目では，センサ端末 x に対するアクセスポイ

mm 以上の場合は距離の 0.65 乗に従って反比例的に

ント y の割り当てを保存するために Rxy の値を 1 に

減少する．センサ端末と AP の設置位置をランダムに

変更する． Algorithm1 の 12 行目では，アクセス

変更した 100 通りのトポロジーを用いてシュミレー

ポイント y がセンサ端末 x との通信中に送信する電力

ションを行い，各々の結果の平均を評価とした．

信号から得られる電力を各センサ端末の蓄電量 Pi に

5. 2 複数 AP を用いることの効果

加える． Algorithm1 の 13 行目で割り当てた AP

FD-SWIPT-mAP において複数台の AP を用いる

を集合 M から取り除いて，4 行目に戻る．

5. 評

価

ことの有用性を評価するために，機器内に設置する

AP 台数に対するセンシング達成率と電力伝送効率を
評価した．図 8 に AP 台数ごとのセンシング達成率を

FD-SWIPT-mAP の性能を確かめるために，計算

表す．横軸は AP 台数，縦軸はセンシング達成率であ

機シミュレーションを用いてセンシング達成率を評価

る．図 8 から，AP の台数が増えるに従って，センシ

した．センシング達成率とは，センサ端末で発生した

ング達成率が増大していることが分かる．複数の AP

センサデータのうち，AP が受信することができたセ

を設置することによって，伝送電力量が増えてセンサ

ンサデータの割合である．機器内センサネットワーク

端末の電力供給量が増えるからである．AP 台数が 10

では，センサデータの衝突やセンサ端末が電力不足に

のときのセンシング達成率は AP 台数が 1 のときに比

よる動作の停止によってセンサデータの収集に失敗す

べて約 14 倍となる．

る．センシング達成率は機器内センサネットワークが
正しく動作していることを表す指標となる．

5. 1 評 価 環 境
性能評価では，機器内センサネットワークを想定
して 100 × 100 cm2 の空間に 400 台のセンサ端末と

1 台から 10 台の AP をランダムに配置した．AP 同
士は有線によって理想的に相互に接続されているも
のとする．センサ端末の送信ビットレートは，IEEE

802.15.4 [11] に基づいて 250 kbps とした．センサ端
末の消費電力は MICAz [12] や TelosB [13] で用いら
れている Texas Instruments 社の CC2420 [14] に基
づいて，送信時の消費電力を 62.64 mW ，受信時の
消費電力を 70.92 mW ，スリープ中の消費電力を 0

Fig. 8

図 8 提案手法のセンシング達成率
Sensing achievement rate on FD-SWIPTmAP.
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5. 3 全二重通信を用いることの効果

は制御フレームのオーバーヘッドが生じるからだと考

提案手法である FD-SWIPT-mAP において全二重

えられる．

通信を用いていることの効果を相対的に評価すること

5. 4 AP 割り当て手法の効果

を目的として，半二重通信の電力伝送方式である HD-

FD-SWIPT-mAP に お け る AP 割 り 当 て 手 法

SWIPT (Half-Duplex SWIPT)，P-CSMA/CA [8] と

PEPSI の効果を相対的に検証することを目的とし

センシング達成率を比較した．HD-SWIPT は，半二重

て，FD-SWIPT-mAP において，AP 割り当て手法の

通信を用いて時分割でデータ電力同時伝送を行う集中制

みを変更して性能を評価した．提案手法がセンサ端末

御型のデータ電力同時伝送手法である．P-CSMA/CA

の供給電力不均衡を減らすことを示すために，センシ

は電力を固定長のフレームとして，電力伝送の際に

ング達成率，センシング達成率の分散，一度も通信がで

キャリアセンスを行うことで，電力信号とデータ信号

きなかったセンサ端末の割合の三つを評価した．評価

の衝突を回避する分散制御型のデータ電力同時伝送手

では，提案する AP 割り当て手法である PEPSI，最近

法である．P-CSMA/CA の評価では，キャリアセン

傍割り当て (Nearest)，ランダム割り当て (Random)

スによる衝突回避を考慮するために 1 秒間に平均 1 回

の三つを比較した．最近傍割り当ては，センサ端末の

センサデータが発生するようなポアソン分布に基づい

送信先 AP として，各センサ端末の最近傍 AP を割り

てセンシング間隔を定めた．

当てる手法である．各センサ端末はデータ通信中の電

図 9 に評価結果を示す．横軸が機器内の AP 台数，

力伝送において最大の電力を得られる AP と通信を行

縦軸がセンシング達成率である．図 9 より以下の三

う．ランダム割り当ては，各センサ端末の送信先 AP

つのことが分かる．一つ目は，全ての手法において

を全ての AP からランダムに選択して割り当てる手法

AP 台数が増加するほど高いセンシング達成率を達成

である．

することである．複数 AP を設置することによって

図 10 に，センシング達成率の評価結果を示す．横

機器内全体に偏りなく電力を伝送することが可能に

軸が AP 台数，縦軸がセンシング達成率である．図 10

なった効果であると考えられる．二つ目は，提案手

から，提案手法である PEPSI は AP 台数が 10 のと

法の FD-SWIPT-mAP が半二重通信を用いた手法の

き，最近傍割り当てと比較して約 1.2 倍，ランダム割

HD-SWIPT よりも高い性能を達成することである．

り当てと比較して約 1.1 倍センシング達成率を改善し

AP 台数が 10 のとき，FD-SWIPT-mAP のセンシン

ていることが分かる．

グ達成率は，HD-SWIPT と比較して約 1.3 倍である．
これは，全二重通信を用いることで，電力を伝送でき

図 11 に，センシング達成率の分散を示す．横軸が

AP 台数，縦軸がセンシング達成率の分散である．図

る時間が増加するためだと考えられる．三つ目は，AP

11 から，三つのことが分かる．一つ目は，提案手法で

台数が 4 以下の場合，P-CSMA/CA が提案手法であ

ある PEPSI が最近傍割り当て，ランダム割り当てと

る FD-SWIPT-mAP よりも高い性能を達成すること

比べて，センシング達成率の分散を抑制できているこ

である．AP の台数が少ない場合，FD-SWIPT-mAP

とである．例えば，AP 台数が 10 のとき，提案手法

PEPSI はセンシング達成率の分散を最近傍割り当て
と比較して約 13 ，ランダム割り当てと比較して約

1
2

に

抑えている．二つ目は，センシング達成率の分散値は

AP 台数に対して凸状となることである．AP 台数が
少なく，ほとんどのセンサ端末で電力不足が発生する
場合には分散が小さくなる．AP の台数が多く，セン
サ端末で電力不足が起きない場合にも分散は小さくな
る．一方，グラフの凸部分では一部のセンサ端末のみ
が駆動するのでセンシング達成率の分散は大きくなっ
ているのだと考えられる．三つ目は，ランダム割り当
てよりも最近傍割り当ての方がセンシング達成率の分
図 9 電力伝送手法ごとのセンシング達成率
Fig. 9 Sensing achievement rate for each power
transfer method.
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で電力信号を送信する時間が偏ることで，ランダム割
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図 10

AP 割り当て手法
ごとのセンシング達成率
Fig. 10 Sensing achievement rate
for each access point
assignment method.

図 11

センシング達成率の分散

Fig. 11

Variance of sensing
achievement rate.

図 12

一度も通信できなかった
センサ端末の割合
Fig. 12 Percentage of sensor
nodes that could
never communicate.

り当てよりもセンサ端末間での供給電力量の不均衡が
発生するためだと考えられる．
図 12 に，一度も通信できなかったセンサ端末の割
合の評価結果を示す．横軸が AP 台数，縦軸が一度も
通信できなかったセンサ端末の割合である．図 12 か
ら，二つのことが分かる．一つ目は，提案手法である

PEPSI が一度も通信できなかったセンサ端末の割合
が最も小さいことである．例えば，AP 台数が 9 のと
き，提案手法 PEPSI は一度も通信できなかったセン
サ端末の割合を最近傍割り当てと比較して約
ンダム割り当てと比較して約

1
500

1
，ラ
3000

に抑えている．二つ

目は，ランダム割り当てよりも最近傍割り当ての方が

図 13 本システムの適用できるセンシング間隔
Fig. 13 Sensing interval applicable to the proposed
system.

一度も通信できなかったセンサ端末の割合が大きいこ
とである．前述した分散の評価でも述べたように，最
近傍割り当てでは，AP 間で電力信号を送信する時間
が偏ることでセンサ端末間での供給電力量の不均衡が
発生するためだと考えられる．

6. 議

論

6. 1 適用領域に関する議論
本研究を実際のシステムに適用する場合には，セン
シング達成率はできるだけ高い方がよい．また，適用
対象のシステムによって必要となるセンシング間隔が
異なる．センシング間隔が長いほどセンシング 1 周期
当りの電力伝送時間が増えるため，センシング達成率
は上昇する．
提案システムの適用領域を議論することを目的とし
て，センシング達成率がシュミレーション上で 99%を
上回ったセンシング間隔について評価した．図 13 に
本システムの適用できるセンシング間隔を示す．横軸

は AP 台数，縦軸は本システムの適用できるセンシン
グ間隔である．図 13 から，次の二つのことが分かる．
一つ目は，AP 台数が 10 のとき，本システムはセンシ
ング間隔が約 3 秒以上のアプリケーションに適用でき
るということである．二つ目は，AP 台数が増加する
に従って必要なセンシング間隔の減少がなだらかにな
るということである．
提案するシステムでは AP10 台の場合における必要
なセンシング間隔は約 3 秒であるため，適用領域が制
限される．例えば適用対象の機器として車を想定した
場合，エアコンの温度センサや着座センサのようなセ
ンシング間隔の制限が緩いセンサに対しては提案シス
テムでも対応できると考えられる．しかしながら，タ
イヤの空気圧センサやエアバック用の衝突センサなど
より高周波のセンシングが求められるセンサに関して
は現状では適用できない．
対応可能な 3 秒より短いセンシング間隔が求められ
523

電子情報通信学会論文誌 2018/7 Vol. J101–B No. 7

るアプリケーションにおいて本システムを適用する場

送信した場合におけるデータ通信中の伝送電力量は，

合には，次の二つの改善方法が考えられる．一つ目は

AP10 台で電力伝送を行った場合に対して 10 倍とな

MISO [7] を用いてセンサ端末に集中電力伝送を行う

る．二つ目は，同じ量のエネルギーを送信した場合，

ことである．どの AP からも遠いセンサ端末に対して，

複数 AP で電力伝送を行った方がセンシング達成率が

MISO を用いて電力伝送を行うことで，センシング間

高いことである．これは，複数 AP を設置して適切な

隔を更に短くすることができると考えられる．二つ目

AP 割り当てを行うことで，電力伝送の偏りが抑えら

は Backscatter [16], [17] 通信を用いてセンサ端末の通

れたからであると考えられる．

信消費電力量を抑えることである．Backscatter 通信

ただし，単一 AP で送信電力を増やす方法は周波

とは，外部の電波を搬送波として利用する低消費電力

数帯によっては電波法 [18] の存在によって選択するこ

な通信手法である．センサ端末自身の消費電力量を減

とができないことに注意されたい．例えば，筆者らは

らすことによって，得られる電力が少ない場所に設置

2.4 GHz 帯の無線 LAN 機器における OFDM 信号を

されているセンサ端末も通信ができるようになる．

用いて電力を送信することを考えている．AP が送信

6. 2 送信電力を増やした場合の議論

できる電力は電波法によって，占有周波数帯域幅が 26

機器内のセンサノードが受信する電力を増やす方法

MHz 以下のときは 10 mW/MHz，占有周波数帯域幅

として，単一 AP で送信電力を大きくする方法が考え

が 26 MHz 以上 38 MHz 以下の場合には 5 mW/MHz

られる．図 14 に単一 AP で送信電力を 2 倍，3 倍と

と制限されている．電波法の制限と無線 LAN 機器の

増やした場合 (increase power)，設置する AP 台数を

性能を鑑みると，占有周波数帯域幅が 26 MHz におい

2 台，3 台と増やした場合 (increase AP)，単一 AP に

て 10 mW/MHz，すなわち 260 mW でしか電波を放

おいて複数 AP と同じ量のエネルギーを送信した場合

出することができない．

(increase power with the same energy) におけるセ
ンシング達成率を示す．縦軸はセンシング達成率，横
軸は AP 台数または伝送電力の倍率である．
図 14 から次の二つのことが分かる．一つ目は，伝
送電力が一定の場合，単一 AP で電力伝送を行った方
がセンシング達成率が高いことである．これは，複数

7. 関 連 研 究
本論文の関連研究として，無線電力伝送技術と全二
重無線通信技術が挙げられる．

7. 1 無線電力伝送技術
無線電力伝送技術は，電磁誘導を用いたもの [19]，

AP を用いる場合と比べて，単一 AP のみを用いた方

電磁界共鳴を用いたもの [20]〜[24]，電波を用いたも

がデータ通信中の伝送電力が増加するからであると考

の [5]〜[7], [9], [25]〜[31] とに分けられる．電磁誘導を

えられる．3. に示しているように，提案システムで

用いたものでは，電動歯ブラシの充電器や Sony 社の

は，データ通信中は一つの AP のみが電力伝送を行う

Felica [19] など，既に多くの製品で利用されている．

ことができる．すなわち，単一 AP で 10 倍の電力を

電磁誘導を用いた電力伝送は安定的に電力を伝送でき
るものの，離れた距離にあるデバイスに対しては電力
を伝送することができないという欠点がある．
電磁界共鳴方式では，コイルやコンデンサが共鳴・結
合することを利用して 1 m 程度離れた距離でも効率的
に電力を無線伝送する手法が実現されている [20]．ま
た，電磁界共鳴の数メートル程度離れていても数 kW
の電力を伝送できるという特徴を利用して，電気自
動車の無線充電に応用する研究もなされている [21]〜

[23]．更に，無線電力伝送をマルチホップすることで
更なる長距離無線伝送を実現する手法が提案されてい
る [24]．
図 14
Fig. 14
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更なる長距離無線電力伝送を実現する手法とし
て，電波を用いた無線電力伝送が検討されている [5]〜

[7], [9], [25]〜[31]．電波を用いた電力伝送としては，受

論文／全二重無線通信可能な複数アクセスポイントを用いた機器内センサネットワーク

信した電力を利用して受動的に通信を行う RFID (Ra-

で，最大 110 dB もの高い干渉除去性能を達成してい

dio Frequency Identifier) が既に様々な場面で実用化

る．これらの研究はデータ伝送のみを対象として干渉

されている．文献 [28] では，RFID を拡張した WISP

除去技術を用いている．それに対して本研究では，干

(Wireless Identification and Sensing Platform) が提

渉除去技術を用いてデータと電力の同時伝送を目指し

案されている．WISP では，タグの ID だけではなく，

ている点が特徴である．また，機器内のセンサネット

タグに付属するセンサのデータも読み取ることができ

ワークを対象としていることに起因して想定している

る．更に，既に展開している無線 LAN から送信され

トラヒックパターンも異なるため，メディアアクセス

る電波に相乗りする形で通信することで，電力なしで

制御方式のデザインも異なっている．

2.1 m の距離を 1 kbps で通信する WiFi Backscatter
の研究も進められている [29], [30]．大型のシステムで

8. む す び

は，宇宙に配置した太陽光発電パネルで発電した電気

本論文では，機器内センサネットワークのためのワ

を電波電力伝送を用いて伝送する宇宙発電システムの

イヤレスハーネスを実現するために，複数の AP を用

研究も行われている [25], [26]．

いた無線データ電力同時伝送手法である FD-SWIPT-

電波を用いて無線電力伝送を行う研究の中では，電

mAP を提案した．FD-SWIPT-mAP は集中制御によ

力伝送とデータ通信を組み合わせたものが本研究と近

るメディアアクセス制御と AP 割り当てを行うことで，

い．電力伝送とデータ通信を組み合わせたものとして

機器内センサネットワークにおいて高いセンシング達

は，電力伝送とデータ通信を時分割で分ける手法と，

成率を実現した．評価の結果，FD-SWIPT-mAP は

データと電力を同時に送信する手法の 2 種類に分ける

機器内センサネットワークのセンシング達成率を向上

ことができる．電力伝送とデータ通信を時分割で分け

させるとともに，センサ端末間のセンシング達成率の

る手法としては，データ伝送と電力伝送は時分割ある

不均衡を抑制することが分かった．

いは周波数分割でチャネルを共有することを前提とし
ている．例えば，文献 [27] では，ホーンアンテナによ
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