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あらまし 宇宙機と地上局間及び宇宙機同士の無線通信と，宇宙機内部の機器間のデータ伝送や電源電力の伝
送を無線で行うオールワイヤレス化衛星を組み合わせたシステムとして，
「Space-by-Wireless」がある．この実
現の一手法として，5.8 GHz 帯のシングルトーンで時分割方式によりワイヤレスセンサのデータ伝送と制御信
号の通信とマイクロ波電力伝送を両立させた宇宙機ヘルスモニタリング用ワイヤレスセンサシステムを提案し，
サーマルセンサによるプロトタイプの試作を行った．動作試験の結果，センサ局からの温度情報取得と LED 点
灯によるマイクロ波電力伝送の両立を確認した．
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1. ま え が き

イロードを増やすことができるだけではなく，搭載機

近年の無線通信技術の進展に伴い，IoT の基盤技術

とができるなど，インテグレーション作業の効率化や

器の配置が自由になり，接続作業時の誤りも減らすこ

であるワイヤレスセンサネットワークが普及しつつあ

品質向上につながる [6], [7]．

る．鉄道橋や道路のモニタリング [1], [2] といったイン

宇宙機の完全ハーネスフリー化を目指して，無線で

フラ用途から高齢者の見守り [3] や健康管理 [4] など生

情報通信と電力伝送を同時に行う WiCoPT（Wireless

活に密接した用途まで，社会の至る所でワイヤレスセ

Communication and Power Transmission）技術 [8]

ンサネットワークが活用され始めている．

を適用した宇宙機用ワイヤレスセンサシステムが提案

宇宙機においてもワイヤレスセンサネットワーク技

されている [9]．再使用型ロケット内において周波数分

術の重要性が高まっている．宇宙機内には機体のヘル

割方式及び時分割方式それぞれによる無線通信とマイ

スモニタリングや制御を目的とした多数のセンサが取

クロ波電力伝送の両立が確認されており，WiCoPT に

り付けられており，これらのセンサ間を接続するため

基づいたワイヤレスセンサシステムがハーネスフリー

にワイヤハーネスが張り巡らされている．それだけで

宇宙機の実現に有効であることが示されている．

はなく，宇宙機には観測装置などのミッション機器や

また筆者らの研究グループでは，宇宙機と地上局間

オンボードコンピュータ，データレコーダ，通信系，姿

及び宇宙機同士の無線通信と，宇宙機内部の機器間

勢制御系，熱制御系，電源系など多数の装置が搭載さ

のデータや電源電力の伝送を無線で行うオールワイ

れており，機器の間を結ぶワイヤハーネスは宇宙機の

ヤレス化衛星を組み合わせたシステムを「Space-by-

重量の数%を占める [5]．これらのワイヤハーネスを無

Wireless」と呼んでいる．Space-by-Wireless におけ

線化することができれば，宇宙機の質量を削減してペ
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本論文では Space-by-Wireless 実現の一手法として，

5.8 GHz 帯のシングルトーンで時分割方式によりデー
タ伝送・制御信号の通信とマイクロ波電力伝送を両立
させ，更に GaN HPA 搭載 AIA や HySIC/Full Si 整
流回路搭載レクテナを使用した宇宙機ヘルスモニタリ
ング用ワイヤレスセンサシステムを提案し，そのプロ
トタイプの試作と動作試験結果について報告する．

図 1 WiCoPT における通信と MPT の両立方式

2. WiCoPT による無線通信とマイクロ
波電力伝送の両立

グを分けた時分割方式（図 1 (a)）と，通信と MPT を

宇宙機にワイヤレスセンサネットワークを適用する

異なる周波数帯で行う周波数分割方式（図 1 (b)）が

際の課題として，センサ局への電力供給が挙げられる．

検討されている．時分割方式は周波数分割方式と比較

従来より宇宙機向けのセンサネットワークは盛んに検

してデータ伝送効率や電力伝送効率に劣るものの，原

討されているが，バッテリ駆動 [14] であったり，電源

理上通信と MPT の干渉が起きないことから信頼性に

ケーブルを無線化の対象から外すケース [15] が多い．

優れている．また，複数の周波数帯に対応した RF コ

しかし，宇宙機内ではセンサ局のバッテリ交換を行う

ンポーネントが不要になるため，高周波回路部の複雑

ことは困難であるため，完全ワイヤレスのセンサネッ

化を回避することができる．

トワークを実現するためにはセンサ局に対して外部か
ら電力を供給しなければならない．
センサ局への電力供給手段として，振動や太陽光，

3. センサシステムの設計
一般的な宇宙機の内部には熱制御を目的として数百

温度差等を電力に変換するエナジーハーベスティング

ch のサーマル（温度）センサが取り付けられており，

が検討されている [16]．しかしながら，エナジーハー

有線で計装されている．本研究ではこれらのサーマル

ベスティングで得られる電力は環境条件により変動す

センサの無線化を例としてセンサシステムのプロトタ

るため，場合によってはセンサ局を動作させるために

イプの設計と試作を行い，データ伝送・制御信号の通

十分な電力を得ることができない．宇宙機のヘルスモ

信とマイクロ波電力伝送の両立を実証する．本章では，

ニタリングのように継続的な計測が必要な用途では，

センサシステム全体の設計について述べる．

無線電力伝送による安定した電力供給が必要である．

3. 1 概

要

無線電力伝送の方式として，電磁誘導方式，磁界共

図 2 にシステムの使用イメージを示す．一つの基地

振結合方式，電界結合方式，マイクロ波電力伝送方式

局に対して熱電対を 7ch 搭載したセンサ局 6 台をス

（MPT）などが知られているが，MPT は他の方式と

ター状に接続することができ，最大 42ch の温度情報を

比較して伝送効率に劣るものの長距離の電力伝送が可

取得することができる．各センサ局は自身のバッテリ

能であるため，低電力で動作可能なワイヤレスセンサ

の電圧 1ch と温度情報 7ch の合計 8ch 分の情報を測定

ネットワークへの使用に適している．またマイクロ波

し，1 秒間隔で基地局に送信する．基地局は PC に接

技術は通信システムとの親和性がよく，既存の通信シ

続され，センサ局から収集した情報をアプリケーショ

ステムを基本として送信電力・アンテナの大きさ・伝

ン上に表示する．また，基地局から各センサ局に対し

送距離などを適切に設計することで，情報通信と電力

て MPT で給電を行う．本システムでは通信と MPT

伝送の両方の機能を併せもったシステムを構築できる．

の両立のために時分割方式を適用し，通信と MPT の

このように電波を使って情報通信と電力伝送を同時に

両方に 5.8 GHz 帯を使用している．

行う技術は WiCoPT (Wireless Communication and

Power Transmission) と呼ばれる．
通信と電力伝送を両立させる際に，MPT システム

本システムは，再使用型ロケット（RVT: Reusable

Vehicle Testing）内における使用を想定している．機
体は円錐形をしており，底面の直径は約 2 m，全高は

が通信用の電波と干渉してデータを損傷させることを

約 3.5 m である．基地局は機体の下部に設置し，セ

避けなければならない．WiCoPT においては通信と

ンサ局は燃料タンク周辺の測定ポイントに設置する．

MPT を両立させるために，通信と MPT のタイミン

機体上方の各センサ局は基地局から見て ±30◦ 程度
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図4

基地局・センサ局のハードウェア構成
表1

図2

センサシステムの使用イメージ

周波数帯
変調方式
ビットレート
送信出力
動作電圧範囲
消費電流

寸法

無線モジュールの諸元
920.6 ∼ 928.0 MHz
FSK
100 kbps
20 mW (最大)
2.8 ∼ 3.6 V
Tx: 40 mA（20 mW 出力時）
Rx: 20 mA
スリープ時: 5 µA
20.8 mm × 33.7 mm

使用し，周波数コンバータにより周波数を 5.8 GHz 帯
に引き上げている．表 1 に無線モジュールの諸元を示
す．最大出力の 20 mW で送信するとき，消費電力は

150 mW 程度である．
基地局及びセンサ局のアンテナは小型軽量であるこ
図 3 通信・MPT タイムシーケンス

とが望まれ，また機体下部の基地局から機体上方に設
置されたセンサ局に効率的に給電するには比較的鋭

の角度範囲に設置されるが，一部のセンサ局は基地

い指向性を有することが望ましいため，パッチアンテ

局の側方にも配置する．基地局とセンサ局の距離は，

ナアレーを採用している．基地局は通信用のシングル

50 cm∼150 cm 程度である．

パッチアンテナと電力伝送用の 4×4 アクティブ集積ア

3. 2 タイムシーケンス

ンテナアレーを一つずつ具備する．一方センサ局は一

図 3 に通信と MPT のタイムシーケンスを示す．通

つの 2×2 パッチアンテナアレーを通信と受電で共有

信と MPT の干渉を避けるため，基地局からセンサ局

しており，無線モジュールから出力される制御信号に

に対するタイミング同期ビーコンの送信，各センサ局

より回路を切り替える．センサ局は基地局が送信する

から基地局へのデータ送信，基地局からセンサ局への

ビーコンにより同期されており，通信を行う際アンテ

MPT を順番に行い，これを 1 秒周期で繰り返す．タ

ナは周波数コンバータを介して無線モジュールに接続

イミング同期ビーコンには 200 ms，各センサ局には

されるが，通信を行わない時間には整流回路と接続さ

それぞれ 75 ms の通信時間が確保されている．全ての

れる．アンテナで受信した電力は整流回路により DC

センサ局のデータ送信が終わったのち，300 ms の間

に変換され，充電制御回路を経てバッテリー充電に用

MPT を行う．センサ局の無線モジュールに誤ってハ

いられる．

イパワーの電力が入力されることを防ぐために，MPT
の前後には 25 ms の空き時間を設けている．

電力伝送系の設計に際して，消費電力 150 mW 程
度のセンサ局を駆動するために必要とされる基地局

3. 3 ハードウェア構成

からの出力電力の見積もりを行った．過去に行われた

図 4 に基地局及びセンサ局のハードウェア構成を示

RVT 内での電力伝送系設計から，整流回路の効率を

す．本試作では，入手性の観点から民生品 920 MHz

50%と仮定したセンサ局レクテナにおいて 120 mW の

帯特定小電力無線モジュール（AR’S 社製 Cretica）を

DC 電力を取り出すために必要な基地局側 HPA の出
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力は 47.0 dBm（約 50 W）と見積もられる [9]．同様
の条件で今回必要とされる 150 mW の DC 出力を得
るためには，基地局側 HPA の出力を 52.8 dBm（約

190 W）とし，センサ局レクテナへは 24.8 dBm（約
300 mW）入力する必要がある．
一方，試作においては GaN HPA 搭載アクティブ集
積アンテナ（AIA）及び HySIC/Full Si 整流回路搭載
レクテナを用いて通信と電力伝送の両立性の確認を行
うことを優先するため，上記の要求から仕様を変更し
た．HPA の出力電力が大きくなると排熱が課題とな
り，また大電力が誤ってセンサ局の通信モジュールに
入力されると回路を損傷するリスクがあることを考慮

図5

電力伝送用 4×4 AIA アレー

し，一つの HPA につき 5 W 程度の出力に抑制した

2×2 AIA ユニットを四つ組み合わせて合計 20 W 程
度の出力とした．また基地局から様々な位置に設置さ
れたセンサ局をカバーするためには機体内部の伝搬環
境を考慮した指向性特性の最適化が必要であるが，本
試作では基地局とセンサ局が正対した状況での使用を
仮定し，アンテナ面前方への指向性を鋭くするために
送信側アンテナアレーを正方形型に組み合わせた．

4. マイクロ波電力伝送コンポーネント

図 6 2×2 AIA ユニット

本章では，センサシステムにおける MPT の主要コ
ンポーネントである送電用の GaN HPA 搭載アクティ
ブ集積アンテナ（AIA）及び受電用の HySIC/Full Si
整流回路搭載レクテナについて説明する．

4. 1 GaN HPA 搭載アクティブ集積アンテナ
基地局側の電力伝送用アンテナとして，GaN HPA
を搭載した 4×4 AIA アレーを用いる（図 5）．アンテ
ナ面の寸法は 200 mm×200 mm である．AIA は増幅
器などの能動素子を含む高周波回路とパッチアンテナ
を一体化させ同一の基板に形成したもので，伝搬損の
軽減や回路の小型軽量化，薄型化といったメリットが

図 7 2×2 パッチアンテナアレーの指向性特性

ある．また複数の AIA ユニットを組み合わせること
でシステムを拡張する構成法が可能になる．

想定しているため接地導体の面積が十分ではなく，ア

本システムで用いる 4×4 AIA アレーは，図 6 に示

ンテナ誘電体基板内を伝搬する不要波が基板端から漏

す 2×2 AIA ユニット [10] を四つ組み合わせて製作し

れたことによる放射パターンの乱れが見られるが，側

た．一つの 2×2 AIA ユニットの寸法は 100 mm×100

端面に電波吸収材や金属シールドを設けることで改善

mm，厚さは 10 mm であり，重さは 150 g と薄型軽

されると考えられる．

量化に成功している．図 7 にユニット中に用いる 2×2

増幅回路として，パッケージ型の GaN HEMT を用

パッチアンテナアレーの方位角平面と仰角平面のそれ

いた 5 W 級の小型パワーアンプを搭載している．ワ

ぞれの指向性特性を示す．直線偏波であり，主偏波と

イドギャップ半導体である GaN は，宇宙線耐性が強

交差偏波では 10 dB 程度のアイソレーションが確保さ

く，高周波動作やハイパワー動作に適した材料であり，

れている．ユニットとして組み合わせて用いることを

宇宙用高機能半導体として期待されている．図 8 に
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図 10

整流回路

面に HySIC 整流回路及び Full Si 整流回路を搭載して
いる．

HySIC (Hybrid Semiconductor Integrated Circuit) とは，Si RFIC を GaN などを用いた化合物
図8

GaN HPA の入出力特性 [10]

半導体デバイスと融合させた異種半導体混成集積回路
である [11]．GaN は宇宙利用に適した高機能な材料で
あるが，マイクロ波ミリ波に適したデバイス製造や回
路の集積化に高度な技術が必要であり，レアメタルを
用いるため高価になるという課題がある．一方 Si は
地球上に大量に存在する物質であり，集積回路技術も
蓄積されているため，回路の小型軽量化が可能でコス
ト面にも優れている．HySIC は GaN などの化合物半
導体と Si のメリットを両立させ，安価で高性能なデ
バイスを作製することを目指した技術である．

図9

2×2 レクテナアレー

本システムで用いる HySIC 整流回路は，整流を行
うダイオードを GaN により作製し，整合回路を Si で

パワーアンプの入力電力–出力電力特性，ドレイン効

作製する．GaN を用いたショットキーバリアダイオー

率，電力付加効率（PAE）を示す．5.75 GHz におい

ド（SBD）は高いブレークダウン電圧をもっているた

て，入力電力 29 dBm に対して出力電力 36.8 dBm，

め，大電力の整流に適している．しかしながら，入力

ドレイン効率 69%，PAE 58%を達成している．

電力が小さい場合には変換効率が低くなるため，例え

AIA ではアンテナ基板とパワーアンプが一体化し

ば長距離の MPT での使用時には小電力領域でも高い

ているため，排熱が課題となる．これに対して，アン

変換効率をもった整流回路が必要となる．高い耐圧が

テナ基板と回路基板の間に軽量で熱伝導性のよいグラ

必要とされない場合は，SBD と整合回路の両方を Si

ファイト基板を挟むことにより熱を基板全体に拡散さ

CMOS プロセスで製作した小電力用 Full Si 整流回

せ，デバイス付近での熱量を低下させている．

路を使用することができる．一つのレクテナにこれら

4. 2 HySIC/Full Si 整流回路搭載レクテナ

の整流回路をまとめて搭載し，受信電力強度によって

図 9 にセンサ局において受信した RF 電力を DC

使用する整流回路を切り替えることで，幅広いダイナ

電力に変換するレクテナを示す．アンテナ面は前節

ミックレンジが求められる場合であっても最適な効率

で示した送電用 AIA と同様の 2×2 パッチアンテナア

で整流を行うことができる．

レー（寸法 100 mm×100 mm）を使用しており，裏

図 10 に開発中の HySIC 整流回路 [12] 及び Full Si
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図 12

図 11

センサ局のプロトタイプ

RF-DC 変換効率

図 13

整流回路 [13] を示す．HySiC 整流回路は，Si 基板上に

真空チャンバー内での通信試験

GaN SBD と Si 整合回路が実装されており，Si 整合回
路部分の寸法は 4 mm×10 mm である．一方 Full Si

た環境下で行われるケースが多い．金属に囲われた

整流回路は SBD も含めて Si により実装されており，

環境下における通信状況を確認するため，JAXA 能

寸法は 440 µm × 990 µm である．図 11 に RF-DC

代ロケット実験場の真空チャンバー内にて動作確認を

変換効率を示す．HySIC 整流回路では負荷 50 Ω のと

行った．

き 5.8 GHz において入力 42.5 dBm に対し 17.9%の

図 13 に試験風景を示す．基地局とセンサ局 1 台を

効率を得た．また Full Si 整流回路では負荷 50 Ω のと

LOS（Line of Sight）条件で 2 m 程度離して設置し

き入力 19.8 dBm に対して 25.3%の効率を得た．

た．この試験において MPT は行わず，通信機能の確

5. プロトタイプの機能試験と性能評価

認のみを行った．基地局に接続された PC において
センサ局から得たバッテリ電圧と温度の情報が 1 秒

センサシステムのプロトタイプを作製し，通信機能

おきに更新されることを確認し，金属製チャンバー

と電力伝送機能の動作確認と性能評価を行った．また

内においても通信機能が良好に動作することを確認

時分割方式により 5.8 GHz 帯シングルトーンで無線

した．このときのセンサ局における RSSI（Received

通信と MPT が両立できることを確認するため，通信

Signal Strength Indicator）は −61 dBm であり，無

と電力伝送の両立性確認試験を行った．図 12 に作製

線モジュールの受信感度 −107 dBm に対して十分な

したセンサ局を示す．

受信強度が得られた．

5. 1 通信機能試験

5. 2 電力伝送機能試験

宇宙機内部は金属きょう体で囲われており，ワイヤ

センサ局に対して MPT を行う際，伝送距離と受信

レスセンサシステム適用時にはマルチパスによる通信

電力の関係を把握しておくことが重要である．提案シ

品質の劣化が課題となる．提案した宇宙機用ワイヤレ

ステムで使用する MPT システムの基礎特性を把握す

スセンサシステムは宇宙機内だけではなく地上におけ

るために，電波暗室内において LOS 条件で伝送距離

る搭載機器類の試験での使用も視野に入れているが，

を 40 cm から 100 cm まで変化させながらセンサ局の

地上試験についても真空チャンバーなど金属で囲われ

アンテナにおける受信電力を測定した．
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図 14 にセッティング及び例として伝送距離 100 cm

小さくなるにつれて見積もりとの差が大きくなる傾向

における受信電力の見積もりを示す．本電力伝送系に

があり，40 cm では実際の受信電力 19.8 dBm に対し

おいて遠方界条件を満たす最短伝送距離は約 76 cm で

て 3.8 dB 程度のずれが生じた．これは送受電アンテ

あることから，フリスの公式を用いた．入力電力を調

ナの接近により，4×4 AIA アレーの指向性合成の見

節するため信号源にシグナルジェネレータ（SG）を用

積もりにずれが生じたことに起因すると考えられる．

い，ドライバアンプを経由して 4×4 AIA アレーに対

5. 3 通信と電力伝送の両立性確認試験

して CW を PT = 36 dBm 入力した．入力された電力

時分割方式により 5.8 GHz 帯シングルトーンで無

はディバイダにより 4 分割され，各 AIA ユニットに

線通信と MPT が両立できることを確認するため，電

入力される．測定よりディバイダにおける損失は −8

波暗室内においてセンサ局 1 台を使用した動作試験を

dB，各 AIA ユニットの搭載アンプの利得は 8.4 dB，

行った．試験セッティングを図 16，試験風景を図 17

2×2 パッチアンテナアレーの利得は 7.5 dBi であるこ

に示す．基地局の通信用シングルパッチアンテナは電

とから各 AIA ユニットの見かけの利得は 7.9 dBi と

力伝送用 AIA の上部に取り付け，基地局とセンサ局

計算されるが，AIA ユニットが四つ存在することによ

間の距離を LOS 条件で 40 cm から 100 cm まで変化

り出力電力は 6 dB 増加し，またアンテナのアレー化

させた．また電力伝送試験と同様に，MPT 用の RF

により指向性が合成されて利得も約 6 dBi 増加するこ

信号源に SG を用いて 36 dBm の 5.8 GHz CW を送

とから，結局 4×4 AIA アレーの見かけの利得 GAIA

電用 AIA に入力した．SG とドライバアンプの間に

は 19.9 dBi と求められる．距離 100 cm における自

RF スイッチを挿入して，無線通信モジュールから出

由空間伝搬損失 LB は −47.7 dB と計算され，センサ

力される制御信号によって ON/OFF することで，無

局の受信アンテナの利得 GRx は 7.5 dBi であること

線モジュールが通信を行っている際には MPT が行わ

から，フリスの公式により受信アンテナにおける受信

れないようにした．

電力 PR は 15.7 dBm と計算できる．
図 15 に測定結果を示す．実線は上記と同様にして

電力伝送試験結果から，MPT 時にセンサ局のアン
テナで受信される RF 電力は距離を 40 cm まで近づ

計算した受信電力の見積もりであるが，遠方界条件を
満たさない領域は灰色にして示している．伝送距離が

図 16
図 14

図 15

通信と電力伝送の両立試験セッティング

MPT 試験セッティング

センサ局アンテナにおける受信電力

図 17

通信と電力伝送の両立試験風景
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HPA 搭載 AIA 及び Full Si 整流回路搭載レクテナを
ワイヤレスセンサシステムに初めて適用し，動作試験
により基本特性を得た．センサ局をバッテリーレスで
動作させるには電力が不足したものの，最大 100 cm
の距離で MPT による LED 点灯と温度情報取得の両
立に成功した．
一方，本論文で示したワイヤレスセンサシステムを
実際の宇宙機に搭載するためには，適用対象とする宇
宙機の形状や大きさ，内部構造による電波伝搬特性を
図 18

センサ局における RSSI と PER

考慮した送電側 AIA と受電側レクテナの指向性利得
特性の適正化を行う必要がある．また，小型の宇宙機

けた場合に最大 20 dBm 程度であることが分かって

での使用を考慮すると，特に開口が大きい送電側アン

いる．この電力領域では小電力での変換効率に優れた

テナアレーに関しては，遠方界条件を満たさない条件

Full Si 整流回路を用いるのが適当であり，Full Si 整

下での指向性利得特性の適正化も必要であると考えら

流回路の 20 dBm（100 mW）入力時の RF-DC 変換

れる．

効率は約 25%であることから，MPT により得られる

センサ局をバッテリーフリーで動作させるために十

DC 電力は 25 mW と見積もることができる．しかし

分な電力を得るには，センサ局が要する電力を高効率

センサノードの動作には 150 mW 程度必要であり電

で供給できる小型レクテナの開発及び送電用 AIA の

力が不足するため，本試験では Full Si 整流回路に負

ハイパワー化が必要である．これらの要求を満たすた

荷として LED を接続し，MPT による LED の点灯

め，今後は整流回路のレクテナ基板に対する実装方法

と PC アプリケーション上での温度情報表示の両立を

の改善や AIA の排熱対策の検討を行い，更に HPA の

視覚的に確認することとした．また MPT が通信へ与

HySIC 化を目指す．また通信回路の保護対策など，ハ

える影響を確認するため，RSSI 及び PER（Packet

イパワーの MPT を考慮したワイヤレスセンサネット

Error Rate）を測定した．

ワーク用通信プロトコルの検討を行う．

図 18 に MPT と通信の両立時及び通信のみを行っ
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