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1. まえがき
送受信アンテナ間のフェージング変動などに起因する無

線伝搬路の違いを利用して伝送ビットレートの向上や伝送

品質の向上を図るマルチアンテナ技術は，大きくMIMO

（Multiple Input Multiple Output）多重法とMIMOダイバー

シチ法に分けられる．

一方，1組のアンテナによる信号伝送において伝送品質

を向上させる技術としては，自動再送要求（ARQ：

Automatic Repeat reQuest）技術やチャネル符号化技術があ

る．スループットの向上技術としては，物理チャネルの送

信電力を一定に保持したまま，情報レートをチャネル状態

に応じて適応的に変化させる適応レート制御技術である適

応変復調・誤り訂正符号化（AMC：Adaptive Modulation

and channel Coding）がある．さらに，システム全体のスル

ープット向上の観点からは，複数の通信者のパケットを共

有物理チャネルに効率良く割り当てるスケジューリング技

術が重要である．MIMO多重法を具体化するにあたって

は，これらのスループット向上技術や伝送品質向上技術と

の整合性を考慮しておく必要がある．

そのため，シリーズ2回目となる今回は，まずMIMO多

重法の基本形態であるアンテナ共通制御法とアンテナ独立

制御法について前述のスループット向上技術との関係を述

べる．また，W－CDMAの標準化を行っている3GPP（3rd

Generation Partnership Project）において提案されている

MIMO多重法およびMIMOダイバーシチ法の具体的構成法

について紹介する．

2. MIMO多重法を用いる
無線信号伝送技術

MIMO多重法では，複数の送信アンテナを用いて同時に

それぞれ別の送信信号系列を送信する．構成としては，

AMCおよびハイブリッドARQの制御を複数の送信信号系

列に対して共通に行うアンテナ共通制御法と，アンテナご

とに独立にAMCおよびハイブリットARQの制御を行うア

ンテナ独立制御法に分けることができる．

アンテナ共通制御法の基本構成を図1（a）に示す．アンテ

ナ共通制御法では，送信信号系列にハイブリッドARQ制御

における誤り検出のための CRC（Cyclic Redundancy

Check）符号を付加した後，チャネル符号化およびデータ

変調を行う．データ変調後のデータシンボル系列を送信ア

ンテナ数Nt個の系列に直列／並列変換して，各送信アンテ

ナから送信する．チャネル符号化およびデータ変調が直

列／並列変換の前に行われるため，全送信アンテナでチャ

ネル符号化率およびデータ変調方式は共通である．アンテ

ナ共通制御法の特徴は以下のとおりである．

①AMCにおけるリンクアダプテーション精度

シャドウイングなどの影響により，各送信アンテナ

間の受信品質の差が大きくなるような環境下では，受

信品質を平均化した共通のフィードバック情報に基づ

いて一括制御を行うアンテナ共通制御法は，送信アン

テナごとの受信品質に基づいた最適な制御を行うアン

テナ独立制御法と比較して，AMCにおけるリンクアダ

プテーション精度が劣る．

②空間ダイバーシチ効果

チャネル符号化後のビット系列は直列／並列変換

後，全送信アンテナに送信され，ハイブリッドARQも

全送信アンテナに共通して制御されるため，アンテナ

独立制御法と比較して，より大きな空間ダイバーシチ

効果が得られる．

③チャネル復号後の判定帰還データを用いた信号検出法

の適用性

アンテナ共通制御法は，チャネル符号化が全送信ア

ンテナにまたがるため，送信アンテナごとにチャネル

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．前回は，マルチアンテナ伝送技術の原理と基本技術について述べた．今回は，MIMO多重法およびMIMOダ

イバーシチ法の具体的システム構成について解説する．

その2 MIMOチャネルを用いる無線信号伝送技術
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復号後の判定帰還データを用いたシリアル干渉キャン

セラ[1]を用いる信号検出法を適用することができない．

これらから分かるように，原理的にアンテナ共通制御法で

は，各送信アンテナの同一時間の無線リソースは，同一のユ

ーザに割り当てられるようにスケジューリングが行われる．

各送信アンテナの受信SINR（Signal to Interference plus

Noise power Ratio）などのフィードバック情報に基づき，

各送信アンテナの情報レートを適応制御するアンテナ独立

制御法（PARC：Per Antenna Rate Control）[2]が提案されて

いる．PARCの基本構成を図1（b）に示す．PARCでは，送信

信号系列を送信アンテナ数Nt個の系列に直列／並列変換

し，変換後の各送信信号系列にCRC符号を付加した後，各

系列に対して独立にチャネル符号化およびデータ変調を行

う．チャネル符号化およびデータ変調の単位は各送信アン

テナで独立となるため，各送信アンテナで異なるチャネル

符号化率およびデータ変調方式を適用することができる．

さらに，各送信信号系列に付加されたCRC符号による誤り

検出結果に基づいて，各送信アンテナごとにハイブリッド

ARQ制御を行う．PARCの特徴は，以下のようになる．

①AMCにおけるリンクアダプテーション精度

送信アンテナごとに最適なデータ変調方式およびチ

ャネル符号化率を選択できるため，AMCにおけるリン

クアダプテーション精度を高くできる．

②空間ダイバーシチ効果

チャネル符号化が送信アンテナごとに独立して行わ

れるため，アンテナ共通制御法と比較して，空間ダイ

バーシチ効果が小さい．

③チャネル復号後の判定帰還データを用いた信号検出法

の適用性

送信アンテナごとにチャネル復号後の判定帰還デー

タを用いたシリアル干渉キャンセラを用いる信号検出

法を適用することができる．

④チャネル復号器の構成

送信アンテナごとに独立したチャネル符号化を行う

ため，受信側で送信アンテナ数分のパラレルなチャネ

ル復号処理が可能であり，実装上の利点となる．

以下，PARCを基に3GPPに提案されているMIMO多重

法について紹介する．

a S－PARC

S－PARC（Selective PARC）の基本構成を図2に示す．

PARCでは，各送信アンテナの送信信号系列は一定の送

信電力で送信されるため，受信SINRが低い送信信号が

存在する場合，信号分離精度が低下するという問題が生

じる．また，受信アンテナ数が送信アンテナ数と比較し

て少ない場合，得られる空間ダイバーシチ効果が減少す

ることによる信号分離精度の低下により，スループット

が大きく劣化する．このため S －PARCでは，前述の

PARCの機能（受信SINRに応じた各送信アンテナの情報

レートの独立制御）に加えて，受信SINRおよび受信ア

ンテナ数Nrに応じて，実際に送信を行う送信アンテナ数

M（≤Nr）の制御を行う．すなわち，受信アンテナ数Nrが

全送信アンテナ数Ntよりも少ない場合には，Nr以下のM

個の送信アンテナから送信信号を送信する．また，受信

SINRがあらかじめ決められたしきい値以下の送信信号に

ついては送信せず，しきい値以上の受信SINRを有する

送信信号のみ送信する．さらに，各送信アンテナの送信

直
列
／
並
列
変
換�

チャネル符号化�
データ変調�

送信信号系列�

（a）アンテナ共通制御法�

フィードバック情報� フィードバック情報�

アンテナ#1 アンテナ#1

#2

#Nt

送信信号系列�

（b）PARC

チャネル符号化�
データ変調�

#2
チャネル符号化�
データ変調�

#Nt

チャネル符号化�
データ変調�

直
列
／
並
列
変
換�

図1 MIMO多重法の基本構成



68

電力が固定であるPARCとは異なり，全送信電力を選択

されたM個の送信アンテナに対して最適配分することが

できる．S－PARCは，受信SINRが低い場合，および受信

アンテナ数が送信アンテナ数よりも少ない場合には，

PARCに比較してスループットを向上できることが確認

されている[3]．PARCおよびS－PARCでは，各送信アン

テナの同一時間の無線リソースは，同一のユーザに割り

当てられるようにスケジューリングが行われる．

s PU2RC

PU2RC（Per Unitary basis stream User and Rate Control）

[4]の基本構成を図3に示す．PARCおよびS－PARCがシ

ングルユーザに対する適応レート制御を行う方法である

のに対して，PU2RCは，マルチユーザに対する適応レー

ト制御を行う方法である．図3に示すように，各ユーザ

の送信信号系列を，各ユーザの受信SINRに応じて独立

にチャネル符号化およびデータ変調を行い，送信アンテ

ナ数分の系列にコピーする．その後，各ユーザの空間領

域における直交化を実現するため，指向性ビーム送信を

行うための送信ウェイトを乗算する．したがって，PARC

およびS－PARCでは，複数の送信アンテナが1ユーザの

伝送ビットレートの向上に用いられていたのに対して，

PU2RCでは，指向性ビームを生成することから，SDM

（Space Division Multiplexing）により複数ユーザの同一時

間内の同時アクセス（スケジューリングのリソース割り

当て）を実現する．PU2RCでは，空間で各ユーザの送信

信号系列を直交させることにより複数ユーザの同時アク

セスを実現するため，従来の時間あるいは周波数領域で

直交させる方法と比較して，複数ユーザのスケジューリ

ングの効果が増大し，より大きなマルチユーザダイバー

シチ効果が得られる．しかし，得られるダイバーシチ効

果は，ユーザの位置やMIMOにおける信号分離性能に大

きく依存する．一方，指向性ビーム生成および各ユーザ

の適応レート制御を行うために，受信SINRの情報に加

えて指向性ビームベクトルの情報を通知する必要があ

り，PARCおよびS－PARCと比較して制御ビット数が増

大するという課題がある．また，受信側において他ユー

ザの送信信号を分離する必要があり，1ユーザの場合と

比較して信号分離に必要な演算処理量が増大する．
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3. MIMOダイバーシチ法を用いる
無線信号伝送技術

MIMOダイバーシチ法では，各送信アンテナは同一の送

信信号系列を送信するために用いられるため，AMC，ハイ

ブリッドARQおよびスケジューリングは，アンテナ共通で

制御される．MIMOダイバーシチ法には，従来から検討さ

れてきた送信ダイバーシチが含まれ，受信機からのフィー

ドバック情報を用いない開ループ型と，受信側からのフィ

ードバック情報を用いた閉ループ型に分けることができる．

以下ではそれぞれのMIMOダイバーシチ法について，これ

までに提案されている無線信号伝送技術について紹介する．

3.1 開ループ型MIMOダイバーシチ法
a DSTTD－SGRC

代表的な開ループ型MIMOダイバーシチ法である

STTD（Space Time Transmit Diversity）は，送信アンテナ

数がNt＝2の場合，次式の生成行列Gで示される符号化

率1のSTBC（Space Time Block Code）符号化[5]を行う．

ここで，S＊はSの複素共役を，S1, S2はそれぞれ時刻

t＝nT,（n＋1）T（Tはシンボル長）の送信シンボルを表

し，時刻 t＝nT,（n＋1）Tにおいて，送信アンテナ1からそ

れぞれS1, S2を，送信アンテナ2からそれぞれ－S2
＊, S1

＊を送

信する．受信側の信号検出では，簡単な線形演算により，

2ブランチの最大比合成による送信ダイバーシチ効果を

得ることができる[6]．

DSTTD（Double STTD）[7]は，4送信アンテナを対象

として，送信信号系列を2系列に直列／並列変換し，各

系列に対して前述STTDされた合計4系列の送信信号を，

各送信アンテナから送信する方法である．DSTTDでは，

シングルアンテナの場合と比較して，2次の送信ダイバ

ーシチ利得が得られることに加え，伝送ビットレートを

2倍に増大させることができる（言い換えると，DSTTD

は，MIMO多重法とMIMOダイバーシチ法のハイブリッ

ド構成である）．さらに，図4に示すように，DSTTD－

SGRC（DSTTD with Sub Group Rate Control）[8]は，

DSTTDにおいて，直列／並列変換された2系列の送信信

号に対して，受信側からフィードバックされた受信SINR

の情報に応じて2系列の各送信信号の情報レートを適応

的に制御する方法である．

s RC MPD

RC MPD（Rate－Control Multi－Paths Diversity）の基本

構成を図5に示す．RC MPDは，前述のSTTDと遅延ダイ
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バーシチ[9]を組み合わせた方法である．図5に示すよう

に，送信信号系列を2系列に直列／並列変換し，各系列

に対してチャネル符号化およびデータ変調を行った後，

STBC符号化を行う．ここで，S1およびS2のデータシンボ

ルに対してSTBC符号化を行うことにより得られた－S2
＊

およびS1
＊のデータシンボルは，S1に対して－S2

＊を，S2に

対してS1
＊を遅延させて加算して送信する．このように，

送信側でSTBC符号化を行った送信信号を送信アンテナ

間で互いに異なる遅延時間を与えて送信することにより，

受信側では等価的に受信マルチパス数を，送信アンテナ

が1つの場合と比較して送信アンテナ数倍とすることが

できる．これにより，STTDによる送信ダイバーシチ効果

に加えてマルチパスダイバーシチ効果の増大による受信

品質の改善を実現できる．一方，直接拡散符号分割多元

接続（DS－CDMA：Direct Sequence Code Division

Multiple Access）のようなシングルキャリアアクセスに適

用する場合には，マルチパス干渉が増大するという問題

がある．ただし，OFDMのようにガードインターバル内

の遅延波を直交化できる無線アクセスにおいては，遅延

ダイバーシチはより有効な技術になると考えられる．

a Closed loop MIMO with 4 Tx and 2 Rx antennas

受信側からのフィードバック情報を用いる閉ループ型

MIMOダイバーシチ法については，移動端末において2

つのアンテナから送信された受信信号の位相が同相とな

るように，送信信号のキャリア位相差および振幅差を制

御する適応位相制御送信ダイバーシチ[10]が3GPP R99に

おいてすでに標準化されている．Closed loop MIMO with

4 Tx and 2 Rx antennasは，閉ループ形の適応位相制御送

信ダイバーシチを4送信アンテナに拡張した方式である

（図6）．受信側において，4つの送信アンテナからの送信

信号が同位相になるように，各送信アンテナの送信信号

の位相を適応制御する．送信アンテナ1の受信信号の位

相に対する送信アンテナ2，3，4の受信信号の相対位相

を検出し，上りリンクにおいて送信位相の制御量をフィ

ードバックする．受信側では，2ブランチのアンテナダ

イバーシチ受信を適用する．

s D－TxAA

D－TxAA（Double－Transmit Antenna Array）の基本構

成を図7に示す．D－TxAAでは，まず送信信号系列を2

系列に直列／並列変換する．各系列において独立にチャ
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ネル符号化およびデータ変調を行い，2送信アンテナの

閉ループ型の適応位相制御送信ダイバーシチを行う．2

系列の送信信号は，フィードバックされる受信SINRの

情報に基づいて独立にチャネル符号化およびデータ変調

され，情報レートが適応制御される．前述のClosed loop

MIMO with 4 Tx and 2 Rx antennasでは4次の送信ダイバ

ーシチ利得が得られるのに比べ，2次の送信ダイバーシ

チ利得が得られるD－TxAAは，送信ダイバーシチ利得は

小さくなる．その一方，2系列の送信信号系列に対して

情報レートが適応制御されるため，効率良く伝送ビット

レートを増大することが可能となる．

4. あとがき
本稿では，MIMOチャネルを用いた無線信号伝送技術に

ついて，MIMO多重法およびMIMOダイバーシチ法を用い

るシステム構成および特徴について紹介した．次回は，伝

送ビットレートを向上するために非常に有望な技術である

MIMO多重法に焦点を当て，実現のキーとなる信号分離技

術について紹介する．
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3GPP：3rd Generation Partnership Project
AMC：Adaptive Modulation and channel Coding

（適応変復調・誤り訂正符号化）
ARQ：Automatic Repeat reQuest（自動再送要求）
CRC：Cyclic Redundancy Check
DS－CDMA：Direct Sequence Code Division Multiple Access

（直接拡散符号分割多元接続）
DSTTD：Double STTD
DSTTD－SGRC：DSTTD with Sub Group Rate Control
D－TxAA：Double－Transmit Antenna Array

MIMO：Multiple Input Multiple Output
PARC：Per Antenna Rate Control（アンテナ独立制御法）
PU2RC：Per Unitary basis stream User and Rate Control
RC MPD：Rate－Control Multi－Paths Diversity
SDM：Space Division Multiplexing
SINR：Signal to Interference plus Noise power Ratio
S－PARC：Selective PARC
STBC：Space Time Block Code
STTD：Space Time Transmit Diversity
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