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あらまし 筆者らはこれまで Multiple Input Multiple Output (MIMO) チャネルを利用した屋内侵入検出法
（MIMO センサ）を提案してきた．通常，MIMO 伝送によるチャネル容量は，伝搬環境の変動によるチャネル推
定誤差により大きく劣化することが知られている．MIMO センサではこの特性を逆に利用し，伝搬特性の変化を
センサの入力として利用することを特徴としている．これまでの検討では，MIMO システムが導入されている
無線 LAN の信号を使用していたが，MIMO センサでは必ずしも広帯域の信号が必要ではなく，装置はできるだ
け簡便な構成が望ましい．本論文では，RF-ID などで使用されている狭帯域の Frequency Shift Keying (FSK)
の信号を取り上げ，狭帯域 FSK 信号を用いた信号同期法を考慮した伝搬チャネル推定法を提案する．また，提
案方法を適用した MIMO センサによる屋内侵入者検出の基本特性を示す．
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1. ま え が き

入を検出することができる．この手法は簡易でかつ付

近年，人による侵入犯罪などが増加しており，高信

ルの変動に大きな影響を与える位相情報を用いないた

頼なセキュリティシステムが注目されている．本検討

め，その検出精度は場所により劣化することが報告さ

では，人の位置や対象物の検出を様々な環境において

れている [3]．また，屋内の侵入検出の精度を向上させ

瞬時に実現できる手法の確立を行うことを目的とし

るため，受信側にアレーアンテナを用い，アレー信号

ている．そこで本論文では，導入が比較的容易な無線

処理による侵入検出法が提案されている [3], [4]．この

加装置を必要としない利点があるものの，伝搬チャネ

LAN やテレビ信号などの電波を利用したセキュリティ

手法では伝搬チャネルとして，Single Input Multiple

センサを取り上げる [1], [2]．電波を利用したセキュリ

Output (SIMO) チャネルを仮定している．この手法

ティセンサは侵入行為などの環境変動に伴う伝搬特性

では，RSSI を用いる手段よりも高い検出精度が得ら

の変動を利用しているため，赤外線センサとは異なり，

れることが報告されている [4]．

送受信アンテナが見通し外の場合についても効果が得

筆者らは，文献 [3] の手法の改善を目指して，送受
に複数のアンテナを用いる Multiple Input Multiple

られることが期待できる．
電波を用いたセンサとしては，無線 LAN 信号によ

Output (MIMO) チャネル [5] の伝搬特性を利用する

る受信信号強度 (received signal strength indicator:

屋内侵入検出方法を提案している [6]．本論文では，こ

RSSI) を用いる手法が提案されている [1]．この手法で

のセンサを MIMO センサと呼ぶことにする．MIMO

は，部屋の中で RSSI をあらかじめ測定しておき，伝搬

システムは，近年の携帯電話や無線 LAN などの普及に

環境の変化に伴う RSSI の変動を調べることで人の侵

伴って，Orthogonal Frequency Division Multiplex-

ing (OFDM) と併用して，IEEE802.11n 規格の無線
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で導入されている [7]．すなわち，商用のシステムで用
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人が侵入した場合の伝搬チャネルとの時間相関を求め

とした Minimum Shift Keying (MSK) 信号のビット

ることで屋内侵入検出を実現する．

とその位相変化の関係を利用することで，キャリヤオ

筆 者 ら は こ れ ま で IEEE802.11n 規 格 の MIMO-

フセットが著しく大きくなる環境でも高精度の信号同

OFDM 信号を利用した，2×2 MIMO センサの特性

期を実現可能とする．また，提案方法を適用した場合

を明らかにしてきた [8]．具体的には，アンテナ高，

の MIMO センサによる屋内侵入者検出の基本特性を

素子間隔の違いによる影響や，伝搬チャネルが同一

示す．

となる SIMO 構成（送信アンテナ数=1，受信アンテ
ナ数=4）に対する有効性などを評価してきた [8], [9]．

以下，本論文の構成を述べる．2. では，伝搬チャネ
ルの時間相関変動を用いる MIMO センサの原理を説

IEEE802.11n 規格の無線 LAN は，最近ではパソコン

明する．3. では，従来のスライディング相関における

やスマートフォンなどにも入っているため，MIMO と

問題点を述べるとともに，狭帯域 MSK 信号に適した

の親和性や利便性は高い．一方，MIMO-OFDM 伝送

信号同期方法を提案する．4. では，提案方法を用いた

では広帯域信号が使用されているため，装置の簡易化

屋内侵入者検出特性例を示す．

や低消費電力化を考えると狭帯域信号を用いることが
望ましいと考えられる．
そこで本論文では，RF-ID などで使用されている数

2. MIMO 伝搬チャネルによる屋内侵入
者検出法

百 bit/s∼ 数十 kbit/s 程度の狭帯域信号に着目し，狭

本章では，MIMO 伝搬チャネルの変動量を観測す

帯域の Frequency Shift Keying (FSK) 信号を用いた

ることで侵入者検出を実現する手法について述べる．

MIMO センサシステムを構築することを目的とする．

図 1 に MIMO センサの概念図を示す．図 1 では見通

狭帯域信号では，信号の復調に関する制御を簡易化す

し内環境において，(a) 人がいない場合と，(b) 人が侵

る手段として，遅延検波が採用されている [10]．しか

入した場合に対する伝搬チャネルの変動を図示してい

しながら，MIMO システムでは伝搬チャネル行列の推

る．ここで，H は N × M の MIMO の伝搬チャネル

定が必要となるため，同期検波を行う必要がある．こ

応答であり，H  は人により変動した伝搬チャネルで

の場合，狭帯域信号では信号のサンプリングレートが

ある．図 1 に示すように，伝搬チャネルは伝搬環境が

低速となり，送受信装置間のキャリヤオフセット，タ

変化することによって大きく変動する．MIMO セン

イミングオフセットの影響がシンボル長に対して無視

サではこの特徴を利用し，伝搬環境の変化を捉え，屋

できなくなる．

内侵入の検出を行う．屋内侵入がない状態における伝

もともと MIMO システムは高速伝送をターゲット
として検討されているため，シンボルレートが低速と
なる場合に，信号の同期まで含めて伝搬チャネル行列
を推定している検討は見当たらない．一般的な初期信
号同期（フレーム同期）方法として，送受での既知信
号と受信信号の間でスライディング相関演算を行うこ
とで，データの先頭アドレスを検出する手法が提案さ
れている [11]．MIMO-OFDM 伝送では信号が広帯域
となるため，キャリヤオフセットはシンボル長に対し
て小さく，スライディング相関は有効な手段であると
いえる．しかしながら，今回のターゲットでは，シン
ボル長に対しキャリヤオフセットが大きく見えるため，
相関演算で得られるピークの値が低下し，適切なデー
タの先頭アドレスを検出できないことが問題となる．
そこで，本論文では，狭帯域 FSK 信号を用いた伝搬
チャネル行列推定のための，フレーム同期，キャリヤ
オフセット補償，及びタイミングオフセット補償法を
提案する．提案方法では，FSK 信号の変調指数を 0.5
982

図 1 MIMO チャネルを用いた屋内侵入者検出法（MIMO
センサ）の原理図
Fig. 1 Principle of intruder detection using MIMO
channel (MIMO sensor).
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搬チャネルの要素を hno,ij (i = 1 ∼ N, j = 1 ∼ M )，
時間 t における伝搬チャネルの要素を hij (t) とすると，
伝搬チャネルの時間相関 ρH (t) を以下の式で与えるこ
とができる [8]．



M
N 




∗
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N M
N M


 


|hno,ij |2 
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本論文では，この相関値の変動を評価関数として用
いる．

3. 狭帯域 MSK 信号を用いた伝搬チャネ
ル推定方法
3. 1 動 作 原 理

図 2 MSK 信号の原理
Fig. 2 Principle of MSK signal.

この章では，狭帯域 MSK 信号を用いた伝搬チャネ
ル推定方法について述べる．信号が狭帯域の場合，装
置を簡易に構成することができる反面，シンボルレー
トが遅くなることから，送受信機の発振器（ローカル
オシレータ）の違いによるキャリヤオフセットや A–D，

D–A 変換に用いるクロックの違いによるタイミングオ
フセットが広帯域伝送の場合に比べ大きくなることが
問題となる．本論文では，狭帯域の MSK 信号を用い
た場合の信号同期法の適用により，高精度の伝搬チャ
ネル推定が実現可能な手法を提案する．
提案法のチャネル推定法は大きく分けて以下の手順
に分類できる．

(1) フレーム同期及び送信アンテナ番号の識別
(2) キャリヤ・タイミングオフセット補償
(3) チャネル推定
以下，各手順についての詳細を説明する．
図 2 に MSK 信号の動作例を示す．MSK 信号は，

FSK の変調指数を 0.5 にした場合の変調方式で，信

図3

伝搬チャネル推定用の信号フォーマットとその位相
変化
Fig. 3 Signal format for channel estimation and its
phase variation.

号スペクトラムの狭帯域化に有効である [10]．図 2 に
示すように，MSK ではビットの 1, 0 に対して，位相

る [11]．狭帯域信号では，キャリヤオフセットがシン

変化量がそれぞれ +π/2，−π/2 となる．したがって，

ボル長に対して相対的に大きくなり，相関演算を行う

ビット 1，0 の発生パターンによって，複素平面の円

際に，相関値のピークが正確に検出できないといった

上を反時計若しくは時計回りに回転する．

問題がある．

図 3 に MSK を用いた 2×2 MIMO の伝搬チャネル

低速信号における周波数偏差がどの程度の値となる

行列推定用のフレームフォーマットとその位相変化を

かを確認するために，実際に，RF-ID などで使用され

示す．一般に信号の先頭位置の検出には，既知信号と

ている送受信用のチップである，TEXAS INSTRU-

受信信号の間でスライディング相関演算を行い，相関

MENTS 社の CC1070 [12] と TRF371190 [13] を使用

値が最大となるタイミングを検出する手法が用いられ

し測定を行った．送受で既知となる MSK の既知ビッ
983
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トを送受信し，送受信機を直結することで周波数偏差

10,000 回行い，各試行ごとに得られる相関値の最大値

を測定した．送受信周波数は 440 MHz，シンボルレー

を求め，これらを試行回数で平均化している．図 5 か

トは 2.4 KHz，A–D，D–A 変換器のオーバサンプル

ら明らかなように，相関値の値は 1 シンボル当りに生

数は 5，送信電力は −10 dBm とした．その結果，20

じる位相偏移が大きくなると小さくなり，位相誤差が

シンボルにわたる MSK 信号の位相偏差を測定したと

13◦ で相関値は 0.7 以下となる．図 4 の結果からも分

ころ，1 シンボル当りの位相偏差は 14.1◦ となること

かるように，データの先頭の推定において，誤検出が

が確認された．この結果は，あくまで一例であるが，

発生するようになる．このように，大きな位相誤差を

このように低速信号では実際に周波数偏差が大きくな

伴う場合のスライディング相関演算では，信号の先頭

ることが確認された．

検出が困難となることが確認できる．

図 4 に，キャリヤオフセットが存在する場合のスラ

そこで，提案方法では図 3 に示すように，連続する

イディング相関演算による相関検出の例を示す．図 4

ビット 1，0 の信号を Tx1，Tx2 のチャネル推定用ビッ

の計算のために，一様乱数を用いて合計 10 ビットの

ト (UW: Unique Word) とする．また，UW の前後に

既知信号を発生させた．図 4 の結果はその一例であり，

UW1，2 とそれぞれ反転するビットを設け，位相変化

この計算における 10 ビットの系列は “0011000111”

をモニタすることで初期同期が実現する手法を提案す

であった．オーバサンプル数は 4 とした．したがって，

る．更に，送信アンテナの識別は UW1，UW2 のビッ

合計 40 サンプルの相関演算により，受信信号と既知

トの違い（位相傾き）で判断する．なお，図 3 におい

信号の信号系列が一致した段階で相関値のピークが発

て，NUW ，NSync はそれぞれ UW1，2 及び UW1，2

生する．伝搬路はレイリーフェージングを想定し，平

の反転用のビット数を表す．

均 SNR は 20 dB とした．図 4 では，78 サンプル分

フレーム同期及び送信アンテナ番号の識別が完了し

の信号を用意して，17 番目のサンプル番号がデータの

た後は，キャリヤオフセットとタイミングオフセット

先頭となるように信号を設定している．図 4 から分か

を補正する．図 6 に，送信アンテナ 1 から送信され

るように，1 シンボル当りに生じる位相偏移が存在し

る UW1 を受信した場合の理想的な位相変化と実際

ない場合，正しい位置で相関値のピークが発生する．

の位相変化の特性例を示している．図 6 に示すよう

一方，1 シンボル当りに生じる位相偏移を 15◦ と大き

に，UW1（ビットが全て 1）を考えると，UW1 にお

くすると，相関のピークの値が小さくなり，17 番目と

ける位相変化量は (π/2) · NUW となる．一方，実際の

は異なるサンプル番号で相関値が最大になる．

NUW シンボル経過後の位相変化を θ1 とすると，実際

図 5 には，1 シンボル当りに生じる位相偏移に対す
る相関値のピークを示す．この計算は図 4 の計算を

図4

キャリヤオフセットが存在する場合のスライディン
グ相関演算の例
Fig. 4 Example of sliding correlation with carrier oﬀset.
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と理想状態の 1 シンボル当りに発生する位相差 Δθ1
は，

図5

位相誤差に対するスライディング相関演 UW1 算の
ピーク値
Fig. 5 Peak on correlation calculation vesus phase
oﬀset.
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Fig. 6

図 6 送信信号と受信信号の位相差 (UW1)
Phase diﬀerence between transmit and receive
signals (UW1).

Δθ1 = (θ1 − (π/2) · NUW )/NUW

(2)

Fig. 7

図 7 タイミングオフセットの発生
Timing oﬀset after carrier oﬀset compensation.

シンボルにおける位相値が 0 となる．しかし，実際は

となる．実際は受信信号には雑音が付加されるので，

キャリヤオフセットを補償しても UW1，UW2 の最初

位相変化はシンボルごとに一定ではない．そこで，時

のシンボルにある値が発生していることが分かる．こ

刻 t における位相を θ1 (t) とするとき，1 シンボル当

れが異なるフレーム間で発生するタイミングオフセッ

りに発生する位相差 Δθ1 は，

トとなり，この値を補正すればタイミングオフセット

Δθ1 =

1

は補正される．そこで，タイミングオフセットを補正

NUW −1

NUW − 1


t=1

π
(θ1 (t + 1) − θ1 (t)) −
2
(3)

で与えることができる．したがって，時刻 t における
受信信号及びキャリヤオフセットを補正した信号をそ
れぞれ r(t)，r (t) とすると，


r (t) = r(t) exp(−j · Δθ1 · t)

した信号 r (t) をすると，

r (t) = r (t) exp(−j · ΔTsj ) (j = 1, 2)

(5)

で与えることができる．ここで，ΔTsj (j = 1, 2) は

UW 1/UW 2 における最初のシンボルにおける位相
値となる．
以上の信号同期処理を行うと，伝搬チャネル行列

(4)

と与えることができる．なお，送信アンテナ 2 から送

が推定できる．推定する伝搬チャネル h̃ij (i = 1 ∼

2, j = 1 ∼ 2) は UW1，UW2 の区間の既知信号をそ
れぞれ sUW1 (t)，sUW2 (t) とすると，

信される UW2 に対して，1 シンボル当りに発生する
位相差 Δθ2 を得るためには，式 (3) の左辺第 2 項を

NUW

h̃i1 =

+π/2 とすればよい．

 r(t) exp(−j · Δθ1 · t) exp(−j · ΔTs )
1
NUW · sUW1 (t)
t=1
(6)

キャリヤオフセット補償の後はタイミングオフセッ
トの補正を行う．MSK 信号は一定振幅であるため，タ
イミングオフセットは，キャリヤオフセットに比べ深
刻な問題とならないが，長時間の伝搬チャネル測定を

NUW

h̃i2 =

 r(t) exp(−j · Δθ2 · t) exp(−j · ΔTs )
2
NUW · sUW2 (t)
t=1
(7)

行う際には問題となる．図 7 に，4. で述べる装置に
おいて，提案法によるキャリヤオフセット補償後のタ
イミングオフセットの発生を示している．図 7 には

で与えることができる．

3. 2 基 本 特 性

UW1 (1111...)，UW2 (0000...) の区間の位相変化を

以下，提案方法を適用した場合の伝搬チャネル推定

それぞれ示している．図 7 において，タイミングオフ

結果の基本特性を示す．評価はフラットレイリーフェー

セットが存在しない場合は，UW 1，UW 2 の最初の

ジングの伝搬環境を想定した．伝搬チャネル生成の試
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行回数は 10,000 回とした．タイミングオフセットは

ンボル当りの位相誤差は 10◦ とした．提案法による

1 フレームで 10 度発生するものとした．図 3 におけ

キャリヤ・オフセット補償なしの場合と，1 シンボル

る NUW ，NSync はそれぞれ 8，2 とした．UW 長は，

当りのオーバサンプル数を 6 とした場合の補償ありの

狭帯域の無線システムである PHS (Personal Handy

結果をそれぞれ示した．図 9 より，同期補償を行わな

Phone System) の UW 長から 8 とした [14]．また，

い場合はチャネル推定誤差が非常に大きくなることが

一般に UW 長はシステムで決定されるが，オーバサ

分かる．一方，提案法を適用することで，平均 SNR

ンプリング数は AD 変換器の設定で変更できるため，

が 25 dB で MSE が −30 dB となることが確認できる．

今回の検討では UW 長を 8 と固定し，オーバサンプ

また，図 9 より，SNR が 16 dB 以上で，目標となる

ル数を変化させて評価を行った．

MSE を得ることができる．

チャネル推定の精度は平均 2 乗誤差 (Mean Square

図 10 には，1 シンボル当りのオーバサンプル数に対

Error : MSE) で評価した．MSE は SNR を γ とする

する MSE 特性を示す．1 シンボル当りの位相誤差は

と，同期が完全に確保でき，理想状態でチャネル推定

10◦ とした．図 10 から明らかなように，SNR=30 dB

が行われると，1/γ となる．また，シンボル数やオー

の場合は，オーバサンプル数を多くすると MSE が改

バサンプル数を増加させることで MSE は更に改善す

善するが，SNR=20 dB の場合はオーバサンプル数を

る．しかし，位相誤差が大きいと，同期補償が完全に

6 以上としても MSE が改善しないことが分かる．こ

動作しないことが起因して MSE が 1/γ 以上となる可

の理由は，有限のサンプル数で位相誤差を平均化し補

能性がある．よって，本論文では MSE = 1/γ を MSE
の目標値とした．
図 8 に 1 シンボル当りの位相誤差に対する MSE 特
性を示す．図 8 にはオーバサンプル数 NOver を 2，4，

6 とした場合の特性を示した．図 8 より，位相誤差が
発生するとチャネル推定は適切に行うことができない．
一方，提案する信号同期法を適用したチャネル推定に
より 1 シンボル当りの位相誤差が 15◦ 存在する場合
でも，NOver = 6 とすることで MSE を–20 dB 以下
にすることができる．また，図 8 より，オーバサンプ
ル数を 2，4，6 とした場合，提案方法により MSE が

10 log10 (1/γ) = −20 dB 以上となる位相誤差は，それ
ぞれ，9.5，13，14.5 度である．
図 9 に平均 SNR に対する MSE 特性を示す．1 シ

図 8 1 シンボル当りの位相誤差に対する MSE 特性
Fig. 8 MSE versus phase oﬀset per symbol.
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図 9 SNR に対する MSE 特性
Fig. 9 MSE versus SNR.

図 10 オーバサンプル数に対する MSE 特性
Fig. 10 MSE versus number of oversamples.
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正しても，低 SNR 環境では完全には周波数オフセッ
トを取り除くことができないためである．しかしなが
ら，図 10 より，平均 SNR が 20，30 dB の場合で，
オーバサンプル数をそれぞれ 3，6 とすることで目標
となる MSE(= 1/γ) 以下の値を得ることができる．

4. 試作装置を用いた屋内侵入者検出特性
前章で述べた信号同期方法による MIMO 伝搬チャ

(A) 部屋の外の廊下を移動し，扉を開けるまでの区
間（4 秒間）

(B) 扉を開けたあと，Y 軸方向にアンテナに対し
30 cm まで近づく区間（3 秒間）
(C) 向きを Y 軸から X 軸方向に変更（2 秒間）
(D) アンテナからオペレータ付近までの区間（5
秒間）
となる．

ネル推定を用いて，図 11 に示す部屋 (7.8 × 6.8 × 2.6

[m3 ]) で屋内侵入者検出特性を評価した．この部屋に
図 12 に示すアンテナを配置した．図 12 に示すよう
に，送信用 (Tx)，受信用 (Rx) アンテナをそれぞれ 2
素子ずつ上下に配置した．すなわち本測定によって，

2×2MIMO チャネルの特性を評価できる．アンテナ素
子としては，マイクロストリップアンテナを用いた．
本アンテナの水平面内指向性のビーム幅は 80◦ である．
アレーの素子間隔は 1 波長とした．アンテナは 1.3 m
の高さに配置した．図 12 に示すように，送信機と受
信機の発信器と A–D，D–A に使用するクロックは実
運用を考慮し，提案方法の効果を検証するため独立に

図 12 測定に用いたアンテナと送受信機の構成
Fig. 12 Conﬁguration of antennas and transceiver for
measurement.

使用した．表 1 に装置の基本パラメータを示す．送

表 1 実験に用いたパラメータ
Table 1 Parameters for measurement.

受信周波数は 2.4 GHz 帯とした．シンボルレートは

12 kHz とし，D–A，A–D 変換器ではそれぞれ 12 倍，

周波数
帯域幅
サンプリングレート (D/A)
サンプリングレート (A/D)
A/D 変換のビット数
D/A 変換のビット数
送信電力
変調方式

4 倍のオーバサンプリングを行っている．図 3 におけ
る NUW ，NSync はそれぞれ 8，2 とした．
本測定では，まず人が部屋にいない場合に，図 11
に示す場所にアンテナを配置した場合の伝搬チャネル
の変動特性を測定した．次に，図 11 の A∼D の間を

2.4 GHz
12 kHz
144 kHz
48 kHz
12 bit
16 bit
−10 dBm
MSK

人が歩行した場合の伝搬チャネルの変動特性を測定し
た．ここで，A∼D の区間はそれぞれ，

図 13

Fig. 11

図 11 測 定 環 境
Measurement environment.

人が不在の環境でのチャネル推定結果（同期補償
なし）
Fig. 13 Channel estiamation results without people
(w/o compensation).
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図 13，図 14 に信号同期補償なし/ありの場合にお

補償なしの場合である．図 15 から明らかなように，

いて，オペレータ以外の人が部屋の中に不在の場合の

信号同期を補償しない場合，信号点がキャリヤ及びタ

伝搬チャネル行列を推定した結果を示す．測定は人が

イミングオフセットにより，実際の信号点とは異なる

部屋にいない状態で 30 秒実施した．本結果は全ての

位相回転が発生し，時間相関が一定とならない．した

時間で推定したチャネル推定結果を示している．この

がって，この状態だと人が侵入していないにもかかわ

環境では伝搬環境が変動しないため，ほぼ一定の伝搬

らず誤検出が発生することになる．一方，提案する信

チャネル応答が得られる．測定における平均 SNR は

号同期法を適用すると，時間相関はほぼ 1 となって

27.5 dB であり，周波数オフセット：4.5◦ /symbol で

いることが確認できる．実際の相関値は 0.999 以上と

あった．図 13，図 14 において得られたチャネル応答

なっており，非常に高い精度のチャネル推定が実現さ

は，|h11 | ∼ |h22 | の中で最大となる |h22 | の平均値で規

れていることが分かる．なお，本結果では 30 秒間の

格化している．図から明らかなように，信号の同期補

推定結果であるが，5 分程度の測定でも伝搬チャネル

償を行わない場合は，キャリヤオフセットとタイミン

行列の時間相関の変動は 0.998 以上になることが確認

グオフセットが存在するため，推定した伝搬チャネル

できている．

の位相が回転しており，伝搬チャネル推定が適切に行

図 16，図 17 に，図 11 の A∼D の間を人が移動す

われていないことが分かる．一方，提案する信号同期

る場合の伝搬チャネルの時間相関特性を，信号同期

法を適用することにより，ほほ同じ位置で伝搬チャネ

補償なし/ありの場合で比較した結果を示す．図 16，

ルが推定されていることが確認できる．なお，図 14 の

図 17 の結果をを比べると，時間が経過するに伴い，

MSE は −33.1 dB であった．図 8〜図 10 の計算結果

図 16 の時間相関が低下していることが確認できる．

には図示されていないが，平均 SNR は 25.5 dB の場合

具体的には，区間 D の最後（13 ∼ 14 秒）では，信号

における本測定パラメータでの MSE は −33.2 dB と

同期を行っている場合は時間相関がほぼ 1 に近づいて

なることを確認している．すなわち，実測でも計算結果

いるのに対し，同期補償を行わない場合は相関が 0.7

と同程度のチャネル推定精度が得られることを確認し

程度まで低下している．この位置は図 11 のアンテナ

た．図 15 に伝搬チャネル応答の時間変動特性を示す．

配置においてエンドファイヤ方向となるため，電波が

時間相関は式 (1) より求めた．ただし，式 (1) において

最も届きづらい位置である．したがって，この場所で

hno,ij の代わりに，測定の最初に取得した伝搬チャネ

は相関は高くなるべきであるため，提案法では，チャ

ル (hij (1)) を使用している．図中の w/compensation

ネル推定が適切に行われていると考えられる．

は信号同期補償あり，w/o compensation は信号同期

なお，区間 D の 11 秒付近で相関が低下している理
由は，人の移動による伝搬環境の変動であると考えら

図 14

人が不在の環境でのチャネル推定結果（同期補償
あり）
Fig. 14 Channel estiamation results without people
(w/compensation).
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図 15

人が不在の環境での伝搬チャネル行列の時間相関
特性
Fig. 15 Time correlation characteristics without perple.
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る環境でも正確な伝搬チャネル推定が実現できること
が確認できた．

5. む す び
本論文では，MIMO センサのための狭帯域 MSK 信
号を用いたチャネル推定法を提案した．MIMO セン
サでは，伝搬環境の変動のみが検出できればよいので，
ハードウエア構成を考えると狭帯域信号を用いること
が望ましい，一方，狭帯域信号では，MIMO による
チャネル推定を行う検討がこれまで行われていなかっ
たため，本論文では，狭帯域 MSK 信号に適したキャ
リヤ・タイミングオフセットを補償する手法を新たに
図 16

侵入者が存在する場合の伝搬チャネル行列の時間
相関特性（同期補償なし）
Fig. 16 Time correlation characteristics with an intruder (w/o compensation).

提案した．提案方法では，スライディング相関を用い
ず，MSK 信号のビット反転による位相変化を制御信
号に入れることで信号同期を実現している．そのため，
キャリヤオフセットが大きい場合でも高精度の信号同
期が実現できる．提案方法により，1 シンボル当りの位
相誤差が 10◦ 程度存在しても，オーバサンプル数を 4
とすれば十分高い精度のチャネル推定（SNR=20 dB，
平均 2 乗誤差=−20 dB）が得られることを示した．
また，部屋に存在しない場合の実験により，信号同
期を適用しない場合はチャネル推定が全く実現できな
いのに対し，提案する信号同期法を適用することでほ
ぼ一定のチャネル推定値を得ることができた．更に，
提案方法を適用することにより，人の侵入や移動に対
応した伝搬チャネル行列の変動を正確に観測できるこ
とを明らかにした．
提案する伝搬チャネル推定法は，MIMO センサの

図 17

侵入者が存在する場合の伝搬チャネル行列の時間
相関特性（同期補償あり）
Fig. 17 Time correlation characteristics with an intruder (w/ compensation).

みならず，低速伝送における MIMO を用いたアプリ
ケーションに適用することができる．また，本論文で
は，2×2 MIMO の場合の伝搬チャネル推定法を示し
たが，UW のビット列を送信アンテナごとに変更する
ことにより，更なる多素子化での適用も可能であり，

れる．この位置では，人に対し MSA の指向性は 3 dB

今後検討を進めていく予定である．今後の課題として，

ビーム幅内で向けられているため，主要なパスを人が

人の移動速度に適した UW のフレーム長の最適化な

遮断していると考えられるためである．この点に関す

どが挙げられる．

る詳細な考察のためにはレイトレースを用いた評価が
必要であり，これは今後の課題とする．
提案法を適用すると，区間 A の最後で扉を開ける
タイミングで相関が低下し，区間 B，C で相関値が大
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きく変動することから，人の屋内侵入が十分確認でき
る．一方，区間 D の最後のように，本来人の移動の検
出が難しい場所では相関が高くなる．以上より，提案
する信号同期法の適用により，伝搬チャネルが変動す
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