
＊1 スループット：単位時間当りに，誤りなく伝送される実効的なデータ量．
＊2 直接拡散符号分割多元接続：ユーザごとに異なる拡散符号を用いて広帯

域に拡散し，複数ユーザの信号を同一の周波数帯域・時間スロットで多
重する無線アクセス方式．W－CDMAに採用されている方式である．

＊3 フラットフェージング：信号を伝送する周波数帯域内でマルチパスによ
る受信信号レベル変動，位相変動が一様とみなせるフェージング．
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1. まえがき
MIMO（Multiple Input Multiple Output）多重法は，図1

に示すように，同じ無線リソース（周波数帯域，時間スロ

ット）を用いて複数の送信機から異なる情報データ系列を

並列送信して空間的に多重することにより，高速信号伝送

を実現するマルチアンテナ無線伝送技術である[1][2]．し

たがって，受信機では複数の信号が混信状態で受信される

ことから，無線伝搬路の違いを利用して，元の複数の信号

系列に分離する必要がある．MIMO多重法によるスループ

ット＊1増大効果は，この信号分離精度に大きく依存するた

め，実用レベルの演算処理量での高精度な信号分離法の実

現が，MIMO多重法を移動通信方式に適用するための鍵と

なる．本稿では，これまでに知られている代表的な信号分

離法の基本構成および課題を述べた後，これらの改良アル

ゴリズムについても紹介する．また，直接拡散符号分割多

元接続（DS－CDMA：Direct

Sequence－Code Division Multiple

Access）＊2のようなシングルキ

ャリア伝送においてMIMO多

重法を用いた場合に課題とな

る，マルチパス干渉（MPI：

Multipath Interference）を考慮し

た信号分離法についても簡単

に述べる．

2. MIMO多重法における
信号分離アルゴリズム

本稿では，図1に示す，4送信アンテナ，4受信アンテナ

のMIMO多重構成を例に取り説明する．フラットフェージ

ング＊3環境を仮定すると，受信アンテナq（1 ≤ q ≤ 4）での

受信信号 yqで表される受信信号ベクトルYは，式aで表さ

れる．

ここで，Hは送信アンテナp（1 ≤ p ≤ 4）と受信アンテナq

伝送ビットレートの飛躍的増大，あるいは高品質受信を可能とする主要技術の1つとして，マルチアンテナ技術が近年注目

されている．今回は，MIMO多重法において実現できるスループット特性に大きな影響を与える，複数の送信アンテナから並

列送信された異なる情報データ系列を，受信側で元の複数の信号系列に復元する信号分離アルゴリズムについて解説する．
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伝送ビットレートの飛躍的増大，あるいは高品質受信を可能とする主要技術の1つとして，マルチアンテナ技術が近年注目されている．今回は，MIMO多重法において実現できるスループット特性に大きな影響を与える，複数の送信アンテナから並列送信された異なる情報データ系列を，受信側で元の複数の信号系列に復元する信号分離アルゴリズムについて解説する．



＊4 チャネル行列：各送信アンテナと受信アンテナ間の伝搬路（チャネル）
の振幅および位相の変動量で構成される行列．

＊5 直交周波数分割多重：デジタル変調方式の1つであり，マルチパス干渉
への耐性を高めるため，高速な伝送レートの信号を多数の低速な狭帯域
信号に変換し周波数軸上で並列に伝送する方式．高い周波数利用効率で
の伝送が可能である．

＊6 シンボル：本稿では，誤り訂正符号化およびデータ変調マッピングを行
った後の信号単位．

＊7 高速フーリエ変換：信号の中に含まれる周波数成分とその割合を抽出す
る処理を高速に計算する手法．

＊8 パイロットシンボル：移動通信システムにおいて，送信側および受信側
ともに既知のシンボル．受信側におけるシンボル同期，無線伝搬路（チ
ャネル）での振幅変動，位相変動量の推定および受信した信号電力，干
渉電力や雑音電力の推定などに用いられる．

＊9 単位行列：対角成分が1，その他の成分が0である正方行列．
＊10 エルミート転置：各行列成分が複素数である複素行列の行と列を転置

後，各成分の共役をとること．
＊11 対数尤度比：軟判定復号において必要な各受信データが0となる信頼度

情報（尤度）と，1となる信頼度情報（尤度）の比の対数値．
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との間のフェージング変動ξp, qで表されるチャネル行列
＊4で

あり，Xは送信アンテナpの送信信号dpで表される送信信号

ベクトルである．Nは，受信アンテナqでの受信機で生じる

ガウス雑音nqで構成される雑音ベクトルである．式aは，

直交周波数分割多重（OFDM：Orthogonal Frequency

Division Multiplexing）＊5アクセスの場合，各サブキャリアの

受信シンボル＊6に対して信号分離を独立に行うことができる

ため，高速フーリエ変換（FFT：Fast Fourier Transform）＊7後

の各サブキャリアの受信信号と考えればよい．

MMSE法を用いる信号分離法のブロック構成を図2に示

す[2]．受信機では，データシンボルに多重されたパイロッ

トシンボル＊8を用いてチャネル行列の推定値H^を生成する．

次にH^から，式sにより生成されるMMSEウェイト行列を

生成する．

ここで，Iは単位行列＊9を，Hはエルミート転置＊10を表す．

受信信号ベクトルに，MMSEウェイトWを乗算することに

より，他の送信アンテナからの干渉が抑圧する等化処理

（以下，MMSE等化）が実現される．最後に，等化後の信

号からビットごとの対数尤度比（LLR：Log Likelihood

Ratio）＊11を計算し，軟判定＊12チャネル復号を行う．MMSE

法は，演算処理量は小さいがアルゴリズムの原理上，他の

送信アンテナからの信号抑圧のために（Nt－1）の自由度＊13

を使用するため，（Nr－Nt）次（Nrは受信アンテナ数，Ntは

送信アンテナ数）のダイバーシチ利得しか得られず，スル

ープット特性はシリアル干渉キャンセラ（SIC：Successive

Interference Canceller）法や最尤検出（MLD：Maximum

Likelihood Detection）法と比較して劣化する．

信号検出後の判定帰還データシンボル＊ 14を用いて，

MMSE等化および送信信号の干渉レプリカ＊15の除去を逐次

的に行うSIC法[3]のブロック構成を図3に示す．本構成は，

MIMO多重法の先駆的検討であり，V－BLAST（Vertical－Bell

laboratories Layered Space－Time）＊16[2]で用いられる構成であ

る．まず，各送信アンテナからの受信信号より，MMSE等

化により送信アンテナ1のみの等化後の信号を得る．ここ

で，チャネル復号前にデータ変調の判定を行う場合（図3の

Aで示される経路を用いる場合）は，等化後の信号を仮判定

しチャネル推定値を乗算することにより，送信アンテナ1の

受信信号y1の推定値である干渉レプリカを生成する．受信信

号から干渉レプリカを減算することにより，送信アンテナ1

からの干渉成分を除去する．干渉除去後の受信信号を再度

MMSE等化することにより，送信アンテナ2のみの等化後

の信号を抽出する．以上の手順を，送信アンテナ4の等化後

の信号を抽出するまで繰り返す．SIC法は，MMSE法と比較

して若干の演算処理量の増大で実現可能であり，理想的な

条件においてn番目に復号する送信信号については，（Nt－

n＋1）ブランチの送信アンテナからの信号が残っているた

め，（Nr－Nt＋n－1）次のダイバーシチ利得が得られる．た

だし，データ変調多値数＊17が増大するとデータ仮判定の精

度が劣化し，スループット特性が劣化する．このため，チ

ャネル復号後の判定帰還データシンボルを行うSIC法が提案

（図3のBで示される経路を用いる場合）されている[3]．こ
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＊12 軟判定：受信シンボルに信頼度情報を付加して，これに基づいて受信信
号の値そのものを利用して復号を行うこと．受信信号の値を0もしくは1
に二値化して復号する硬判定と比較して，高い誤り訂正能力が得られる．

＊13 自由度：変数のうち自由に選ぶことのできる数．すなわち，全変数の数
から，それらの間に成り立つ関係式の数を引いたもの．

＊14 判定帰還データシンボル：復号後のビット系列を再符号化，再変調を行
ったデータシンボル．

＊15 干渉レプリカ：ある送信アンテナからの信号を検出する際，干渉となる
他の送信アンテナからの信号に対する信号予想点（レプリカ）．

＊16 V－BLAST：ルーセント・テクノロジー・ベル研究所が開発したMIMO
多重法における信号分離技術．

＊17 変調多値数：データ変調における信号位相点の数．例えば，QPSK（＊
22参照）の場合は4，16QAM（＊23参照）の場合は16である．

＊18 チャネル符号化率：情報ビット数と誤り訂正符号化後のビット数の比．
＊19 シンボル候補：各送信アンテナのデジタル変調（QPSK（＊22参照）,

16QAM（＊23参照）など）における送信信号点候補．
＊20 2乗ユークリッド距離：複素空間上に存在する2つの点の間の最短距離の2

乗値．ユークリッド距離が小さい送信シンボル候補ほど信頼度が大きいと考
えられる．
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の場合，チャネル復号後の判定帰還データシンボルを用い

ることにより，干渉レプリカの生成精度が向上しスループ

ットを改善できるが，各送信アンテナのチャネル復号をシ

リアルに行う必要から処理遅延の増大，またチャネル符号

化率＊18が大きい場合の判定帰還データの誤りに起因する特

性劣化が課題となる．

MLD法[4]では，最尤判定に基づく信号分離を行う．全

送信アンテナpの送信シンボル候補＊19cpのすべての組合せ

について，受信信号の推定値を推定したチャネル行列から

生成し，全候補について受信信号からの2乗ユークリッド

距離＊20に基づくメトリック＊21eを計算する．

そして，メトリックが最小となる送信シンボル候補 cpを

選択することにより，信号分離が行われる．MLD法は，Nr

次のダイバーシチ利得が得られるため，MMSE法やSIC法

と比較して，所要の情報1bit当りの平均受信信号エネルギ

ー対雑音電力密度比（Eb/N0）を大幅に低減できる．しかし

ながら，送信アンテナ数，データ変調の変調多値数の増大

に伴い，2乗ユークリッド距離を計算しなければいけない

送信シンボル候補の組合せの数が指数関数的に増大し，演

算処理量が実用的に実現可能な範囲を超えてしまう課題が

あった．この様子は，図4に示す木構造で表したMLDの動

作を考えるとよく分かる．図は，4送信アンテナ，4位相偏

移変調（QPSK：Quadrature Phase Shift Keying）＊22（シンボ

ル候補の数が送信アンテナ当り4）の例である．各枝の分

岐点がシンボル候補を表し，下から送信アンテナ4の送信

信号d4，送信アンテナ3の送信信号d3，送信アンテナ2の送

信信号d2，送信アンテナ1の送信信号d1を示している．枝

に書かれた番号は，シンボル候補番号を示しており正しい

シンボル候補を検出するために，4シンボルの4乗＝256個

の組合せについて2乗ユークリッド距離を計算しなければ

いけない．さらに 16値直交振幅変調（16QAM： 16

Quadrature Amplitude Modulation）＊23を用いると枝の数がそ

れぞれ16に増えるので，シンボル候補の組合せ数は65,536

個に増える．このため以下に示すとおり，さまざまな演算

量削減型MLD法が提案されている．

硬判定：復調データを判定した，0もしくは1のみを用いて受信信号の復号を行うこと．軟判定のような�
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＊21 メトリック：受信信号シンボルと推定した送信信号レプリカとの間の2
乗ユークリッド距離．

＊22 4位相偏移変調：デジタル変調方式の1つで，4つの位相にそれぞれ1つ
の値を割り当てることにより，同時に2bitの情報を送信可能．

＊23 16値直交振幅変調：デジタル変調方式の1つで，振幅と位相の異なる16
通りの組合せに対して，それぞれ1つの値を割り当てることにより，同
時に4bitの情報を送信可能．

＊24 QR分解：任意のm行×n列複素行列Hを，m行×n列のユニタリ行列Q
とn行×n列の上三角行列Rの積，H＝QRに分解する数学的手法．
QRM－MLD法では受信信号の直交化に用いている．

＊25 Mアルゴリズム：各ステージ（送信アンテナ）において，N個のシンボ
ル候補の中からM（≦N）個のシンボル候補を選択することにより，順次
シンボル候補の絞込みを行う方法．

＊26 ユニタリ行列：各行列成分が複素数である複素行列AとAのエルミート
転置の積が単位行列となる行列A．
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a QRM－MLD（complexity－reduced MLD with QR decom-

position and M－algorithm）法

QR分解＊24およびMアルゴリズム＊25を適用したMLD

（以下，QRM－MLD法）[5]のブロック構成を図5に示す．

QRM－MLD法では，まず推定したチャネル行列H^をQR

分解により，式fのようにユニタリ行列＊26のQと上三角

行列のRに分解する．このとき，行列Rは，式fで表さ

れる．

そこで，QHを受信信号Yに乗算すると，乗算後の受信

信号ベクトルZは，式gで表される．

ここで，N’はQH乗算後の雑音ベクトルである．式g

から，例えば z4には，送信アンテナ4の送信信号d4しか

含まれず，送信アンテナ1～3の送信信号からの干渉が

含まれないことが分かる（このことを直交化と呼ぶ）．

次に，この直交化後の受信信号ベクトルZを使って，

Mアルゴリズムと呼ばれる演算量削減型のMLDを行う．
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＊27 ブランチメトリック：ある送信アンテナの受信信号点と送信シンボル候
補との2乗ユークリッド距離に基づいて計算されるシンボル候補の確か
らしさを表す指標．

＊28 生き残りシンボル候補：各ステージにおいて，Mアルゴリズムを用いて
絞り込みを行った後に選択された送信シンボル候補．
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木構造を用いたMアルゴリズムを使った処理量削減型

MLDの模式図を図 6に示す．Mアルゴリズムでは，

MLDの処理を送信アンテナ数分のステージの処理に分

割する．そして第1ステージでは，送信アンテナ4の送

信信号d4に対するシンボル候補と z4との2乗ユークリッ

ド距離に基づくブランチメトリック＊27計算を行う．その

あと，メトリックが小さい順に次のステージに引き渡す

シンボル候補を選択し，残りの候補を削除する．図6の

例では，生き残り候補数は2である．ここで，z4には送

信アンテナ1～3の干渉成分が含まれないので，高精度

にd4の生き残りシンボル候補
＊28の絞込みを行うことがで

きる．次に第2ステージでは，d4の生き残り候補2つと送

信アンテナ3の送信信号d3のシンボル候補4つとの組合

せに対して，z3との2乗ユークリッド距離を計算し，前

ステージでのメトリックを足し合わせた累積ブランチメ

トリックを求める．そして，第1ステージと同様に累積

ブランチメトリックが小さい順に，2つの送信信号d4と

d3のシンボル候補の組合せを残して，他の候補をすべて

削除する．以上の処理を最終ステージまで繰り返すこと

により，最終的に第4ステージにおいて，全送信アンテ

ナの生き残りシンボル候補の組合せと，対応する累積ブ

ランチメトリックが出力される．最後に，生き残りシン

ボル候補の累積ブランチメトリックを基に，軟判定チャ

ネル復号のためにビットごとのLLRの計算を行う[6]．こ

のようにQRM－MLD法では，各ステージで順次ブラン

チメトリックの小さい信頼度の大きな生き残りシンボル

候補を選択していくことにより，従来の処理量削減を行

わないMLD法（以下，Full MLD法）と比較して処理演

算量を大幅に低減することができる．図の例では，MLD

では 256回必要であったブランチメトリック計算を

QRM－MLDは，20回に低減している．しかしながら，

QRM－MLDでは，あるステージの生き残り候補数をS，

送信信号の変調多値数をCとすると，次ステージでは，

S× C回のブランチメトリック計算が必要であり，

16QAMなどの多値変調が用いられる場合，MMSE受信

に比較して演算処理量は大きい．

s 信頼度情報に基づく適応生き残りシンボル候補選択

（ASESS：Adaptive SElection of Surviving Symbol replica

candidates based on the maximum reliability）法を適用し

たQRM－MLD法

QRM－MLD法における処理演算量をさらに低減する方

法として，シンボル候補の信頼度情報を用いるASESS法

が提案されている[7]．図7に示すように，QRM－MLD法

の各ステージにおいて，以下に示す2ステップで生き残

りシンボル候補の選択とブランチメトリックの演算を行

う．

d3 d3

d4

正しい送信信号の組合せ�
（この例では，d1＝ 4番，d2＝ 1番，d3＝ 1番，d4＝ 2番のシンボル候補が正解）�

第3ステージ�
z2による検出�

×� ×� ×� ×� ×� ×�d2

d1 d1

d2

第 4ステージ�
z1による検出�

第2ステージ�
z3による検出�

第1ステージ�
z4による検出�

×� ×�

×�×�×�×�×� ×�

図6 木構造で表したMアルゴリズム（4送信アンテナ，QPSK，各ステージの生き残り候補数2の例）



①ステップ1：前ステージの各生き残

りシンボル候補に対する新たに追加

される送信シンボル候補の象限検出

に基づくランキング

例として，16QAM（C＝16）を用

いたときの象限検出に基づくシンボ

ルランキングを図8に示す．あるス

テージにおいて，前ステージからの

生き残りシンボル候補それぞれに対

して，シンボルランキングを行う．

まず，zm（mはステージ番号）から

前ステージまでの生き残りシンボル

候補の信号成分を差し引いた信号

zm’を生成する．zm’には，当ステージ

で新たに加わる送信信号の成分のみ

含まれることになる．次にzm’に対し

て，まず1回目の象限検出（原点を

中心にx, y軸で区切られた4領域の

どの領域に信号が位置するかの検

出）を行い，zm’の位置する象限を検

出する（図8（a））．象限検出は，zm’の同相／直交（I/Q：

In－phase/Quadrature－phase）成分＊29の符号を検出するだ

けで非常に簡単に行うことができる．続いて，検出し

た象限の中心にI/Q軸を移動し，2回目の象限検出を行

う（図8（b））．この処理をN回（図8ではN＝4）繰り

返すことにより，信号のコンスタレーション＊30内の領

域を2N×2Nに分割した小領域のいずれにzm’が位置する

かを検出できる．その後，検出した小領域の中心から

の距離が小さい順に，新たに加わる送信信号のシンボ

ル候補のランキングを行う．上位にランキングされた

シンボル候補ほど信頼度が高いことになる．

②ステップ2：繰り返し処理を用いた信頼度情報に基づ

く適応生き残りシンボル候補の選択

ASESSの動作原理を図9に示す．図9において，縦

軸は累積ブランチメトリックを示す（累積ブランチメ

トリックが小さいほど信頼度が高い）．ASESS法のね

らいは，従来のQRM－MLDのようにブランチメトリ

ックを計算してから生き残り候補を選択する代わり

に，先に信頼度の高いシンボル候補を生き残り候補と

して選択し，選択された候補に対してのみブランチメ
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＊29 同相／直交成分：複素デジタル信号の同相（In －phase）および直交
（Quadrature）成分．

＊30 コンスタレーション：受信信号を復調した際に，2次元平面（I/Q成分）
にマッピングされた各シンボルデータのこと．

前ステージより� 次ステージへ�

生き残り�
シンボル候補#1

生き残り�
シンボル候補#S

新たに加わった�
Cシンボル候補の�
象限検出に基づく�
ランキング�

同上� #S

ブランチメトリック計算部�

ステップ1

信頼度情報に基づく生き残�
りシンボル候補の適応選択�
・シンボルランキング結果�
・累積ブランチメトリック�

2乗ユークリッド�
距離計算#1

ステップ2

生き残り�
シンボル候補#1

生き残り�
シンボル候補#S

図7 ASESS法

（a）1回目の象限検出�

：残留受信信号．QH乗算後の受信信号から前ステージまでの生き�
　残りシンボル候補の信号成分を差し引いた信号．�

ランキング番号�

Rm

Rm

（b）2回目の象限検出�

（c）3回目の象限検出� （d）4回目の象限検出後の�
シンボルランキング�

1 728

5 10613

3 9411

12 151416

0

図8 象限検出に基づくシンボルランキング



トリックを計算することにある．そこで，最初の生き

残り候補の選択では，もっとも累積ブランチメトリッ

クの更新値が小さくなると「期待」される候補は，前

ステージでの累積ブランチメトリックがもっとも小さ

い生き残りシンボル候補1とランキング1位の新たに

加わるシンボル候補の組合せである．したがって，こ

の組合せが，次ステージの生き残りシンボル候補1と

して選択され，累積ブランチメトリックの更新が行わ

れる（更新されたメトリックをA’とする（図9））．次

に，生き残りシンボル候補1の更新された累積ブラン

チメトリックA’と他の生き残りシンボル候補の累積ブ

ランチメトリック（BとC（図9））が比較される．図の

例では，依然生き残りシンボル候補1の更新された累

積ブランチメトリックがもっとも小さい．そこで，2

番目の次ステージのシンボル候補として，生き残りシ

ンボル候補1にランキング2位の新たに加わるシンボ

ルの組合せが選択され，累積ブランチメトリックが更

新される（更新されたメトリックをA”とする（図9））．

次の選択では，生き残りシンボル候補2の累積ブラン

チメトリックBが最小なので，このシンボル候補とラ

ンキング1位の新たに加わるシンボル候補の組合せが3

番目の次ステージの生き残りシンボル候補として選択

される（図9）．以上から分かるように，ASESS法では，

シンボルランキング結果と，その時点で計算されてい

る累積ブランチメトリックの大きさから，もっともそ

のステージで更新される累積ブランチメトリックの値

が小さくなると予想されるシンボル候補を生き残り候

補として逐次選択する．以上の処理が，次ステージに

引き渡す生き残り候補数分繰り返された後，次ステー

ジの処理に移行する．したがって，ASESS法を用いる

場合，ステージごとのブランチメトリック計算は，生

き残りシンボル候補数Sまで低減される．なお，図9は

S＝6の例を示している．

帯域幅が100MHz，送受信アンテナブランチ数が4

のMIMO多重法を用いるOFDM無線アクセスにおい

て，MMSE法，Full MLD法，オリジナルのQRM－

MLD法およびASESSを適用するQRM－MLD法の信号

分離を用いたときの受信アンテナ当りの平均受信

Eb/N0に対する平均パケット誤り率特性を図10に示す

[7]．16QAM，符号化率8/9のターボ符号化＊31を用い

ており，データレートは 1Gbit/sである．図より，

MLDベースの信号分離法を用いた場合，MMSE法と

比較して，平均パケット誤り率が10－2を満たす所要平

均Eb/N0を約13dBと大幅に低減できており，MIMO多

重を用いた高速データレートを広カバレッジで実現す

るためには，MLDに基づく信号分離法が非常に有効で

あることが分かる．一方，MLDベースの信号分離法を

比較すると，ASESS法を用いたQRM－MLD法は，オ
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＊31 ターボ符号化：誤り訂正符号化技術の1つ．復号結果の信頼度情報を用
いて，繰り返し復号することにより，強力な誤り訂正能力が得られる．
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図9 ASESS法における生き残りシンボル候補選択の例（16QAMを仮定）



リジナルのQRM－MLD法とほぼ同等の特性を実現で

き，Full MLD法からの劣化も0.5dB程度に抑えられて

いる．このとき，ASESSを用いるQRM－MLD法は，

オリジナルのQRM－MLD法およびFull MLD法と比較

して，演算処理量をそれぞれ約1/4および約1/1200に

低減できる（MMSEの2倍程度）．

d QRM－MLDにおけるブランチメトリックに基づく各ス

テージ独立生き残りシンボル候補数制御法

QRM－MLD法では，各ステージにおける生き残りシン

ボル候補数を低減することにより，ブランチメトリック

の計算回数を減らして処理演算量を低減できるが，同時

に正しいシンボル候補の選択見逃し確率が増大する．し

たがって，チャネル状態に応じて最小のSmに制御するこ

とが望ましい．そこで，各ステージで独立に生き残りシ

ンボル候補数を制御する方法（各ステージ独立Sm制御

法）が提案されている[8]．各ステージ独立Sm制御法にお

ける生き残り候補選択の例を図11に示す．まず，そのス

テージでの最小累積ブランチメトリックに雑音電力のX

倍の値を加えたものを，そのステージの生き残り候補選

択のためのしきい値として計算する．ここでXは，事前

に決めた固定値である．そして，累積ブランチメトリッ

クがしきい値よりも小さいシンボル候補のみ，次ステー

ジに引き渡す生き残りシンボル候補として選択する．本

方法により，各ステージでのシンボル候補の信頼度が高

い（すなわち最小累積ブランチメトリックが小さい）場

合には，より少ない生き残り候補数に制御することがで

きる．本方法は，ASESS法を用いたQRM－MLDと組み

合わせることもできる．

f LSD（List Sphere Decoding）法

QRM－MLD法と同様に，直交化後の受信信号ZとRを

用いて処理量削減型のMLDを行うアルゴリズムとして

LSD法が提案されている[9]．LSD法では，QRM－MLD法

と異なり，あるステージで累積ブランチメトリックが事

前に決められるしきい値Tよりも小さいシンボル候補が検

出された場合は，直ちにこのシンボル候補に対する次ス

テージの処理に移行し，新たな送信アンテナの信号を追

加して，当該シンボル候補に対する累積ブランチメトリ

ックの更新を行う．一方，累積ブランチメトリックがTよ

りも大きい場合は，このシンボル候補を棄却して，次ステ

ージ以降のブランチメトリックの計算を行わないことに

より，演算処理量を削減する．LSD法ではQRM－MLD法

と異なり，必ず累積ブランチメトリックが小さいシンボ

ル候補から順次リスト数分のシンボル候補を選択するこ

とができるが，探索を終了するまでに要するブランチメ

トリックの計算回数は，送信シンボルとチャネル状態に

大きく依存する．ASESS法の象限検出に基づくシンボル

ランキングの考え[7]をLSD法に適用することにより，ブ

ランチメトリックの計算回数を低減する方法が提案され

ている[9]．

3. MPIがある場合の信号分離法
シングルキャリア無線アクセスにおいてMIMO多重法を

用いた場合，図12に示すように，他の送信アンテナからの
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図11 各ステージ独立Sm制御における生き残りシンボル候補選択の例



干渉に加えて，自信号のMPIが生じる．したがって，信号

分離を行う際にこのMPIを考慮する必要がある．

ここでMMSE法とSIC法は，基本的には前述のOFDM時

と同様の構成を用いることができる．MMSE法では周波数

領域処理を用いる場合，まず高速フーリエ変換により受信

信号を周波数領域の信号に変換し，パイロットチャネルを

用いて推定される各周波数成分におけるチャネル行列を基

に，式sのMMSEウェイトを生成し等化を行う．等化後の

受信信号を，逆フーリエ交換（IFFT： Inverse Fast Fourier

Transform）＊32により時間領域の信号に再変換し，他の送信

信号からの干渉とMPIの両方が抑圧された信号が得られ

る．また，シングルキャリア無線アクセスにおけるSIC法

[3]は，各マルチパスのチャネル推定値を乗算して，伝搬遅

延を考慮して足し合わせることにより，マルチパスを考慮

した干渉レプリカ候補を生成する点のみがOFDMの場合と

異なる．

一方，MLD法はMPIがある場合にも，原理的にはマル

チパス信号を独立に送信された信号とみなして最尤検出す

ることはできるが，この場合，演算処理量は送信アンテナ

数とマルチパス数の積に対して指数関数的に増大するた

め，現実的でない．シングルキャリア無線アクセスにおい

て，MLDベースの信号分離を実現する方法として，以下の

2つのアプローチが考えられる．なお，各構成において

MLDベースの信号分離は，すでに説明したQRM－MLDな

どの任意の方法が適用可能である．

① マ ル チ パ ス 干 渉 キ ャ ン セ ラ

（MPIC：MPI Canceller）＊33後にMLD

を行う構成

本構成は，大きくMPIレプリカ生

成部とMPIレプリカ減算部および後

続するMLDベースの信号分離部か

ら構成される[10][11]．MPIレプリ

カ生成部では，MMSE等化により

仮判定データシンボル系列を求め，

チャネル推定値を乗算することによ

り，MPIレプリカを生成する．受信

信号から，ある 1つのパス以外の

MPIレプリカを差し引いた受信信号

を，受信アンテナ数とパス数の積の

数だけ生成する．このMPI除去後の受信信号がMLD

ベースの信号分離部に入力され，最終的な高精度信号

分離が行われる．

②MPIのみを等化する線形フィルタリング後の信号を用

いたMLD

本構成は，線形フィルタリング部と後続するMLD

部から構成される．線形フィルタリング部では，前述

の2次元MMSE等化器とは異なり，他の送信アンテナ

からの送信信号の抑圧は行わず，MPIのみを抑圧する

ように線形等化ウェイトを生成する[12]．MPIのみを

等化した受信信号が，後続のMLD部にそのまま入力

され各送信アンテナの信号に分離される．本構成は，

MPICを用いるQRM－MLD法と比較すると，データシ

ンボルの仮判定誤りの影響がないという利点がある

が，マルチパス数が大きい場合は，等化後の受信信号

をそのままQRM－MLDに入力するため，雑音強調に

よる特性劣化が生じる．

4. あとがき
本稿では，MIMO多重法における信号分離アルゴリズム

について，MMSE法，SIC法，MLD法のアプローチの基本

構成を述べるとともに，これらの改良法について概説した．

次回は，セルラ環境でのカバレッジ増大に有効なアダプテ

ィブアンテナアレービーム生成（AAA －BF：Adaptive

Antenna Array－Beam Forming）法について，最新の研究開
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＊32 逆フーリエ変換：高速フーリエ変換の逆変換．各周波数成分の信号の畳
み込みにより，時間波形の信号を生成する．

＊33 マルチパス干渉キャンセラ：各パスの受信信号成分に含まれる，他マル
チパス干渉成分のレプリカを生成後，減算（除去）しながら復調処理を
行うこと．

送信信号�

パス1 パス2 パスL

送信�
アンテナ1

アンテナ2

アンテナNt

受信�
アンテナ1

信号分離�
アンテナ2

アンテナNr

MPIMPI

送信アンテナ1�
から�

送信アンテナ2�
から�

送信アンテナNt

から�

図12 DS－CDMAにおけるMIMO多重法



発の動向，実際のシステムへの適用に向けた技術課題につ

いて紹介する．
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