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招 待 論 文

周波数と電力効率に優れたブロード
バンド無線通信技術の実現に向けて

1 まえがき

私たちは無線端末をいつでも携帯し，移動中であって
も会話したり世界中の情報を集めたりできるようになっ
た．無線ネットワークを介してやり取りする情報が音声
から動画像などのデータへと急速に移行しつつあり，通
信のブロードバンド化が喫緊の技術課題になっている．
しかし，利用可能な無線帯域幅は限られている．さらに，
通信速度の高速化は送信電力の増大につながる．携帯電
話に代表される無線ネットワークでは，限られた帯域幅
を有効利用するために，同一周波数を地理的に離れた場
所で再利用しなければならないため，同一周波干渉問題
が発生する．
これまでの無線ネットワークの基本的な考えは基地局
を中心とした通信サービスの提供である．送信電力制約
のもとでのブロードバンド無線通信の障害はマルチパス
フェージングのほかにシャドウイング損失や伝搬損失の
存在である．アンテナダイバーシチ技術は，有効なフェー
ジング対策技術として知られている．しかし，これまで
はアンテナを基地局に集中させていた．これでは，フェー
ジング問題を解決できても，シャドウイング損失や伝搬
損失を克服できない．無線エリア内での通信品質の均等
化には無力で，受信信号電力の低下と強い同一周波干渉
が大きくなる基地局無線エリア端で通信品質が著しく劣
化してしまう．このため，LTE（Long Term Evolution）を
拡張したLTE-AdvancedシステムではCoMP（Coordinated 

multipoint transmission/reception）[1]と呼ばれる基地局連
携送受信技術を採用することになった．今後は，LTEか
らLTE-Advancedへと無線通信技術は発展を続けて行く
だろうが，その先にある無線通信技術は何だろうか？
通信エリア内で均等な通信品質を確保しつつ，1人当
たりの通信速度を飛躍的に向上させるためには，無線
ネットワークを根本的に変える必要がある．低送信電力
でブロードバンド通信実現の鍵となるのは近距離通信で
ある．いかにして近距離通信を無線ネットワークの中に
組み入れるか？それを実現する有望な技術の1つと考え

られるのが，基地局に集中させていたアンテナを基地局
無線エリアに分散配置する分散アンテナネットワーク
（DAN）[2]-[4]である．DANはLTE-Advancedにおける

CoMPの発展形とみなすことができる．端末の近くのア
ンテナを選択することで短距離通信が実現できるし，
シャドウイング損失や伝搬損失の影響も低減できる． 

本特集号には，LTE関連技術に関する最新の研究開発
成果が収録されている．本稿では，LTEおよびLTE-

Advancedの先の無線技術として位置付けられるDANに
ついて紹介する．

2 分散アンテナネットワーク（DAN）

DAN概念図を，第1図に示す．多数のアンテナが無線
エリア内に分散配置されたアンテナ層と信号処理層に分
離する．信号処理単位は現携帯電話システムの基地局エ
リア規模で良いだろう．信号処理センター（SPC: Signal 

Processing Center）と分散アンテナとは光リンクや無線
リンクで接続されている．DANではアンテナ選択が重
要である．ユーザー近傍のアンテナをいくつか選択し，
ピコセルを形成する．ユーザーの移動につれ，このピコ
セルは移動する．これまで無線エリアは基地局を中心に
形成されてきたが，DANではユーザー中心の無線エリ
アの形成へと変わる．こうすれば，低送信電力・近距離
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第1図	 DAN概念図
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通信が実現でき，与干渉を低減できるから同一周波数を
極近傍で再利用できる．同じアンテナを共有するユー
ザー数は高々数人であろうから，1ユーザー当たりの通
信速度を高くできる．
ユーザー近傍の多数の分散アンテナと端末アンテナ間
で大規模なマルチ送受信アンテナ（MIMO：Multiple-

Input Multiple-Output）チャネルを構成できる．大規模
MIMOチャネルの代表的な協調利用法としてあげられる
のはアンテナダイバーシチと空間多重である．同一周波
数を再利用する無線通信では，干渉抑圧は重要な研究
テーマである．分散アンテナ自身を複数のアレー素子か
ら構成すれば，ビーム形成により干渉を抑えつつ，同じ
周波数帯域に複数ユーザーを同時収容できる．このほか，
分散アンテナの代わりに多数のリレーを分散配置でき
る．リレーをアンテナダイバーシチとして利用する協調
リレー，そしてそれを上下リンク双方向通信に拡張した
アナログネットワーク符号化（ANC）を用いる双方向
協調リレーなどがあげられる．

3 周波数領域信号処理

ブロードバンド無線通信では，その帯域幅は数十MHz

以上になる．このようなチャネルは周波数選択性の強い
チャネルとなるので，第2図のように信号帯域幅内で周
波数応答が一定とならない．このため受信信号スペクト
ルが著しく歪（ひずみ），厳しい符号間干渉（ISI）を発
生させてしまう[5]．周波数選択性を克服する伝送技術
に直交周波数分割多重（OFDM）がある．OFDMは，逆
高速フーリエ変換（IFFT）を用いて直交周波数多重さ
れた信号波形を生成し，サイクリックプレフィックス

（CP）をデータブロックの先頭に付加した後に伝送する
ブロック伝送である．ピーク対平均電力比（PAPR）が
高くなるのが欠点であり，さまざまなピーク低減技術が
研究されてきた．上りリンク（端末→ネットワーク）伝
送では低PAPRの信号波形が望ましい．
そこで期待されているのが周波数領域等化（FDE）を
用いるシングルキャリア（SC）ブロック伝送[6] であり，
それと周波数分割マルチアクセス（FDMA）とを組み合
わせたSC-FDMA[7]がLTE上りリンクに採用されている．
第3図のように，SC-FDE伝送はOFDM伝送系をもとに実
現できる．OFDM送信機のIFFTの前段に離散フーリエ変
換（DFT）を前置符号器として挿入し，OFDM受信機の
FDEの後段にIDFTを後置逆符号器として挿入する．つ
まり，OFDM信号とSC-FDEブロック信号には本質的な
差異はない．OFDM信号とSC-FDEブロック信号の中間
的な性質を有する信号波形が多数存在し，それらを生成
できる前置符号器が存在するはずである．これは今後の
重要な研究テーマである．
下りリンク（ネットワーク側→端末）では送信FDE処
理を，上りリンク（端末→ネットワーク側）では受信
FDE処理をネットワーク側（分散アンテナあるいは
SPC）にもたせれば，複雑な等化処理のほとんどをネッ
トワーク側に集中させ端末側の負荷を軽減した大規模
MIMOシステムを実現できる．また，第4図のように，

第2図	 周波数選択性チャネルの伝達関数
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第3図	 SCとOFDM
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第4図	 TDDを用いた送信FDEと受信FDE
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送受信に同じ周波数を用いる時分割複信（TDD）を用
いれば，上りリンクのチャネル推定結果を上りリンク受
信FDEと下りリンク送信FDEに共通利用できる．このこ
とから，TDDはDAN複信方式として大変魅力的である．

4 大規模 MIMO

大規模MIMOの利用法としてまず考えられるのは，ダ
イバーシチと空間多重である．Alamouti符号化[8]に代表
される時空間符号化をもとにして，DANに適した大規
模MIMOダイバーシチを構成できる．下りリンクには時
空間符号化・送信FDEを，上りリンクには時空間符号化・
受信FDEを用いれば，端末のアンテナ本数を6までに抑
えつつネットワーク側には任意の本数のアンテナを用い
て，ネットワークアンテナ本数×端末アンテナ本数に等
しい次数のアンテナダイバーシチを実現できる[9]．時
空間符号化・送信FDEを用いる大規模MIMOダイバーシ
チ下りリンク伝送系を，第5図に示す．
一方，大規模MIMO空間多重では，同じ信号帯域を用
いて複数のデータストリームを同時送信する．ストリー
ム間干渉の抑圧が重要な技術課題である．周波数領域ブ
ロック最尤検出や固有モード伝送など，SC-MIMO信号
検出は今後の重要な研究テーマである．

5 スループットの空間分布

1つの信号処理センター（SPC）がカバーする無線エ
リアの中に比較的少ない7本のアンテナを分散配置した
ときについて，時空間符号化・送信FDEを用いるMIMO

ダイバーシチ下りリンクのスループットの空間分布を計
算機シミュレーションにより求めた．その結果を，第6
図に示す．ほかの無線セルからの干渉は無いものとして
いる（従来の無線ネットワークでのシングル無線セルに
相当）．16QAM（16 Quadrature Amplitude Modulation）変

調とレート1/3のターボ符号化を用いるタイプII S-P2ハ
イブリッドARQ（HARQ）[10]を用い，7本の分散アン
テナの中から4アンテナを選択した．正規化総送信シン
ボルエネルギー対雑音電力スペクトル密度Es/N0は0 dB，
端末アンテナ本数は2本である．
また，QR分解とMアルゴリズムを用いる周波数領域
ブロック最尤検出によるMIMO空間多重のスループット
空間分布を，第7図に示す．16QAM変調とレート1/3の
ターボ符号化を用いるタイプII S-P4 HARQを用い，7本
の分散アンテナの中から2アンテナを選択して，2スト
リーム伝送を行った[11]．正規化総Es/N0は5 dB，端末ア
ンテナ数は2本である．
いずれの場合とも，7本のアンテナが中央に集中して
いるとき（従来の無線ネットワークに相当）より無線セ
ルエリア全体にわたって高いスループットが得られてい
る．
このほか，ビーム形成，協調リレーやANC双方向協
調リレーなど協調通信と分散無線信号処理の適用によ
り，送信電力を低減しつつ通信エリア内でほぼ一様な通
信品質を確保できることを計算機シミュレーションによ
り確認している．

第5図	 時空間符号化・送信FDEを用いる大規模MIMOダイバー
シチ下りリンク伝送系
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第7図	 MIMO空間多重上りリンクスループットの空間分布
16QAM，正規化総Es/N0= 5 dB， (Ndan, Nmt)=(2, 2) 
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6 むすび

無線技術の究極の目標は，無線帯域幅と送信電力の制
約のもとで，ある程度の同一周波干渉を許容して，でき
るだけ高速の無線通信を可能とすることである．移動無
線通信技術はLTEからLTE-Advancedへと発展を続けてい
るが，LTE-AdvancedにおけるCoMPの先の無線通信技術
として期待しているのは，ユーザー中心のセルを形成す
る近距離無線通信，周波数領域信号処理と大規模MIMO

協調通信とに基づく分散アンテナネットワーク（DAN）
である．
本稿では，DANの最近の研究の進展について紹介し
た．DANを実現する重要な基盤技術として，大規模
MIMO協調通信に加え，無線リソースの自律分散動的割
当や分散アンテナ・信号処理センター間の光伝送などが
あげられる．
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