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動的複数パス検索を用いた逐次干渉キャンセラ型MIMO信号検出法
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逐次干渉キャンセラ型MIMO検出方法に複数パス検索を

組み合わせたDOMは，MLDよりも低演算量でありながら，

MLDに近い検出性能を有する．また異なるアンテナ数や複

雑度の要求に対して容易に対応できる拡張性がある．本方

式をテストベッドに実装し，その性能を検証した．なお，

本論文の研究内容はAPCC2008において，「Best Paper

Award」を受賞した．

北京研究所

1. まえがき
伝送容量を飛躍的に拡大する技術

として，MIMO（Multiple Input Mul-

tiple Output）＊1技術はこの10年間で

極めて大きな発展を遂げた．MIMO

には大別して，時間（周波数）と空

間コードを用いてダイバーシチ効果

を高める方法，空間多重によって伝

送レートを高める方法，ビームフォ

ーミング＊2によって受信性能を高め

るもしくは複数ユーザを多重する方

法などがある．このうち空間多重

は，帯域幅を増加させることなくユ

ーザの送信レートを大きく高めるこ

とができ，すでに無線LANなどの

現行システムに採用されており，さ

らにLTE（Long Term Evolution）-

Advanced＊3などの将来のシステム

においても，重要な技術の1つと位

置付けることができる．

ところで，MIMO空間多重では同

一周波数・時間において複数のデー

タストリームが同時に送信されるこ

とから，受信側においてこれらを分

離する必要がある．これには数多く

の方法が提案されているが，それぞ

れの演算の複雑度とMIMO信号の

検出精度の間にはトレードオフの関

係がある．そこでMIMO信号検出

に関する研究においては，高い検出

精度を保ったまま，いかに複雑度を

下げるか，または複雑度をなるべく

上げず，いかに検出精度を上げるか

という，主に2方向から検討されて

いる．

MIMOの信号検出のうち，ZF

（Zero Forcing）＊4検出法やMMSE

（Minimum Mean Squared Error）＊5検

出法といった等化による検出方法

は，複雑度は低いもののアンテナ間

の干渉を完全に除去できないため，

所要SNR（Signal to Noise Ratio）＊6が

大きくなってしまい，十分な性能を

得ることができない問題がある．

一方，MLD（Maximum Likelihood

Detection）は，送信信号が取り得る

すべての信号点の組合せの中から受

信信号にもっとも近いパターンを選

び出す方法であり，ほかの方式と比

較して，もっとも高い検出性能を有

している．しかし，演算の複雑度は

アンテナ数および変調多値数の増加

に対して指数関数的に増大し，その

ままでは実システムへの応用が難し

い．そこでドコモでは，MLD法の

検索範囲を制限しつつ，高い検出精

度を実現する演算処理量削減型

MLD法を提案し[1]，実用化に向け

た検討を行っている．

＊1 MIMO：複数の送受信アンテナを用いて
信号の空間多重を行い，通信品質および
周波数利用効率の向上を実現する信号伝
送技術．

＊2 ビームフォーミング：送信側において，チ
ャネル情報または他のフィードバック情

報に基づいてプレコーディングを行い，受
信側での信号分離性能を向上させる方法．

＊3 LTE-Advanced：3GPPにおけるIMT-
Advancedの名称．IMT-Advancedは第3
世代移動通信システムであるIMT- 2000
の後継システム．
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ところで，SIC（Successive Inter-

ference Cancellation）を用いた検出

アルゴリズムはMLDよりも低い複

雑度で，かつ等化による検出方法よ

りも高い検出性能を有している．こ

れは，信号分離の各処理ステップ

（レイヤ）においてアンテナからの送

信信号を1本ずつ検出し，検出結果

に基づいてレプリカ＊7を作成して元

の受信信号からキャンセルし，その

結果を次のレイヤに送って，すべて

のアンテナからの信号を検出するま

で同様の処理を繰り返す方法である．

しかし，SICでは途中のレイヤで

検出誤りが発生した場合，後のレイ

ヤに誤りが伝搬し，その結果全体の

信号検出に大きな影響を与えてしま

う問題点がある．そこでこの影響を

抑えるために，信頼度の高いアンテ

ナから順に検出を行う方法が提案さ

れている[2]．ただし，これらの方式

は次の2点において最適化された方

法とはいえない．1点目は，これら

の方法がいずれもSICの前段階でソ

ートされる点である．実際はSICの

過程においてアンテナ間の信頼度の

順位は変化するため，最適化のため

にはレイヤ処理ごとに信頼度評価を

行うことが望ましい．2点目は，ソ

ートの判定に用いられる情報が信号

対干渉雑音比（SINR： Signal to

Interference plus Noise Ratio）などの

統計情報に基づいており，シンボル

ごとのコンスタレーション＊8で見た

場合には，必ずしも信頼度に基づい

たソートとなっていない点である．

そこでこれらの問題点を考慮し，統

計情報のみではなく瞬時情報も考慮

し，かつ各レイヤでデータフローが

キャンセルされるごとにソートをや

り直すDNC（Dynamic Nulling and

Canceling）法[3][4]が提案されてい

る．この方法を用いることで前述の

2点の問題が解決でき，判定誤りが

発生する確率を下げることができ

る．しかし，これらSICを用いた信

号検出では，依然レイヤごとに1つ

のシンボルが判定されるだけであ

り，ツリー検索アルゴリズムとして

見た場合，その検索ルート（パス）

は常に1本となる．そのため，いっ

たん途中のレイヤにおいて誤りが発

生した場合，検索パスが1本の従来

のSICでは誤り伝搬を防ぐことはで

きない．そこで適応パケット無線伝

送プロジェクトでは，これらの問題

点を解決するため，複数パス検索を

組み合わせたDOM（Dynamic

Ordering M-paths MIMO detection）

方式[5]を提案した．DOMではSIC

にMアルゴリズムを適用し，複雑

度と検出精度のトレードオフの範囲

を拡大した．

本稿ではこの複数の検索パスを用

い，かつ信頼度の高い信号から順番

に信号の検出とキャンセルを行う

DOMアルゴリズムの概要，ハード

ウェアへの実装および性能評価の結

果について解説する．

2．DOMアルゴリズム
2.1 MIMOシステムモデル
MIMOモデルとして，SU（Sin-

gle -User）-MIMO空間多重モデル

を仮定する（図1）．ここでNTは送

信アンテナ数，NRは受信アンテナ

数 ， は 送 信 信

号，HはNR×NTのチャネル行列，

は受信信号および

はホワイトノイズ＊9

を表し，a式の関係がある．

a

2.2 DOMアルゴリズム概要
DOMアルゴリズムは全体として，

前処理，レイヤ処理および最終処理

の3つの部分から構成されている．

このうちレイヤ処理は分離すべき送

信アンテナ数だけ繰り返し行われ，

1回のレイヤ処理につき1本の送信

アンテナの信号が検出・キャンセル

される．また，本アルゴリズムでは

同時にM本の検索パスの情報が保持

r＝Hx＋n

n＝（n1，…，nNR
）T

r ＝（r1，…，rNR
）T

x＝（x1，…，xNT
）T

＊4 ZF：無線チャネル応答をH(s)とした場
合，受信信号に1/H(s)をかけて等価を行
う方法．

＊5 MMSE：平均二乗誤差を最小とする信号
を求める方法．

＊6 所要SNR：あらかじめ定められた誤り率

以下でMIMO信号分離を行うのに必要な
SNR（信号対雑音比）の最小値.

＊7 レプリカ：特定された送信信号の推定値
に対する受信信号を再生したもの．

＊8 コンスタレーション：X軸を同相（Inphase）
成分，Y軸を直交位相（Quadra tu re

phase）成分として，受信信号を2次元平
面上に投影したもの．

＊9 ホワイトノイズ：すべての周波数におい
て，同じ平均レベルをもつ雑音．ここで
は熱雑音として用いている．
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図1 SU-MIMO空間多重モデル
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される．NT＝ 4，M＝ 2の場合の

DOMアルゴリズムの検出例を図2

に，また各処理の概要を次に示す．

a前処理

受信信号に対してMMSEまたは

ZF等化を実施し，各送信アンテナ

の信号に対して粗検出を行う．

sレイヤ処理

①アンテナ選択

前処理にて粗検出された各送信

アンテナからの信号の受信SNR

と，コンスタレーション上の信号

受信点とこれに近い2つの変調シ

ンボル点との間のそれぞれのユー

クリッド距離＊10の比という2つの

パラメータに基づいて受信信号の

信頼度を計算し，もっとも信頼度

の高い送信アンテナをレイヤごと

に選択する．図2の例では各レイ

ヤにおいて#3，#2，#1，#4のアン

テナがそれぞれ選ばれている様子

が示されている．

②Mパス検索

本処理がレイヤ1である場合，

選択されたアンテナにおいてユー

クリッド距離の近いM個のシンボ

ルを選択し，同時に各ユークリッ

ド距離をメトリック＊11として記

憶する．このメトリックはレイヤ

処理ごとに加算されていく．レイ

ヤ2以降の処理においては，前レ

イヤにおいて選択されたM個のシ

ンボルに対し，取り得るM×C

本（Cは変調多値数）の検索パス

に対するメトリックをそれぞれ計

算し，このうちメトリックが小さ

くなるM本のパスを生き残りパス

として残す．図2では赤と青の矢

印で示されるパスが生き残りパス

を示している．

③干渉キャンセル

選択されたM本の生き残りパス

に対する干渉レプリカをそれぞれ

生成し，それを受信信号からキャ

ンセルして次のレイヤ処理に受け

渡す．

d最終処理

最後のレイヤまで生き残ったM
本のパスのうち，メトリックがもっ

とも小さなパスを選択し，最終検出

信号を得る．図2では各レイヤの赤

い星で示されたシンボルが，検出さ

れた最終検出信号となる．

2.3 拡張アルゴリズム（DOM-R）
従来の分離アルゴリズムは，いず

れも信号を複素数として取り扱って

いる．しかしQAM（Quadrature

Amplitude Modulation）＊12において

は，複素平面上の受信点を実数部分

と虚数部分に分離することによっ

て，2つの独立したPAM（Pulse

Amplitude Modulation）＊13に分離す

ることができる．この結果，受信信

号の信頼度について実部と虚部で独

立に評価・キャンセルできるため，

誤りの発生とその伝搬をさらに低減

することができる．そこでこの拡張

アルゴリズムをDOMに適用するこ

とを考える．信号を複素数として扱

うDOMアルゴリズム（DOM-C）

と，これを拡張して2つの独立した

実数として扱うアルゴリズム

（DOM-R）の比較を模式的に図3に

示す．

この図に示すようにDOM-Cでは

アンテナ#2の信号が最初に判定さ

れるが，DOM-Rではまずアンテナ

#1の実部が判定され，次いでアンテ

ナ#2の実部，虚部およびアンテナ

＊10 ユークリッド距離：平面または空間にお
ける2点間の最短距離．

＊11 メトリック：ここでは受信信号と推定値
との間のユークリッド距離の累積値．値
が小さいほど推定値の確からしさが高
い．

＊12 QAM：デジタル変調方式の1つで，波の
振幅と位相をビット列に対応させてい
る．定義されるパターン数に応じて
16QAM，64QAMなどの種類がある．

＊13 PAM：入力信号の振幅をパルスの振幅の
系列に変換する変調方式．
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パス 
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レイヤ２ 

レイヤ１ 
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番号 

粗検出されたシンボル 

図2 M＝2のDOM検出の例
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#1の虚部の順番で信号の判定と干渉

キャンセルが行われる．

2.4 所要演算量の比較
DOMの演算量は主に前処理とレ

イヤ処理の2つの部分に分けられ

る．DOM-CおよびDOM-Rにおけ

るそれぞれの演算量を表1に示す．

DOM-RはDOM-Cと比べた場合，

扱うデータフローは2倍となるが，

一方で各レイヤにおいて考慮される

コンスタレーションポイント数は正

の平方根となる．例えば64QAMの

場合，DOM-Cでは64ポイントのコ

ンスタレーションについて計算する

必要があるのに対し，DOM-Rは実

部と虚部においてそれぞれ8ポイン

トのコンスタレーションのみを考慮

すれば良い．この結果，QPSK

（Quadrature Phase Shift Keying）＊14

ではDOM-Cの方が演算量は小さい

が，逆に16QAM以上の多値変調に

おいてはDOM-Rの方が演算量は小

さくなる．

3．ハードウェアへの
実装

計算機シミュレーションはモデル

化された理想的な環境下の評価であ

り，実際に演算量が一般的なハード

で実現可能な範囲にあるか，送信か

ら受信までの総合的な系における効

果はどうか，実環境に近い条件では

特性はどうなるかを検証するために

は，実際にハードウェアを用いた実

証実験を行う必要がある．本章では

DOM-C/Rを実験検証するために行

ったテストベッドへの実装における

特徴点について述べる．

①浮動小数点演算

前処理モジュールにおける逆

行列変換では，一般的な固定小

数点演算を用いたのではオーバ

ー／アンダーフロー＊15となっ

てしまう．そこで専用の浮動小

数点演算モジュールを設計し，

低演算量かつ高精度な逆行列変

換を可能とした．

②ノイズパワーの設定

複雑度を低下させるため，あ

る固定値を平均ノイズパワーと

して設定した．実験結果をシミ

ュレーションと比較した結果，

この置換を行ってもほとんど性

能に影響を与えないことが分か

った．

③モジュールのパイプライン構造

DOMを構成する各モジュー

ルは，全体としてパイプライ

ン構造＊16となるように配置し

た（図4）．ここでH
†はチャネ

ル行列Hの複素共役転置行列を

示す．この図に示すようにデー

タサンプルは向かって左から順

次入力され，各モジュールを経

由しながら処理されていく．こ

のように時系列データに対して

並列処理を可能とすることで，

処理速度を高めることが可能と

なった．

＊14 QPSK：デジタル変調方式の1つで，4つ
の位相に対しそれぞれ2bitを対応させる．

＊15 オーバー／アンダーフロー：数値演算に
おいて，計算値がコンピュータの扱える
最大値／最小値を超えてしまい，正しい
結果が得られなくなること．

＊16 パイプライン構造：プロセッサユニット
の有効利用のため，クロックごとに次々
と各ユニットに命令を投入し，並列実行
できるようにした構造．これによりハー
ドウェアリソースの効率化と処理速度向
上を実現できる．

DOM―C
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実部 虚部 

#１ #２ 

実部 虚部 

（1） （4） （2） （3） 

QPSKシンボル点 

受信信号点 

選択されたシンボル点 

図3 DOM-CとDOM-Rの比較
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表1 DOMアルゴリズムの複雑度分析



4．DOMアルゴリズム
の性能評価

4.1 計算機シミュレーシ
ョン評価

DOM-CおよびDOM-Rの検出性

能について，計算機シミュレーショ

ンによる評価結果を示す．

aDOM-CとDOM-Rの性能比較

DOM-CおよびDOM-RのBER

（Bit Error Rate）特性を図5に示す．

ここでアンテナ数は送受信共に4

本，変調方式は16QAM，チャネル

モデルは1パスフェージングモデル

を用いた．この図から生存パス数M

が同じ場合は，DOM-Rの特性は

DOM-Cの特性より良くなっている

のが分かる．またM＝2の場合，
DOM-Rの特性はM＝4のDOM-C
の特性とほぼ一致しているのが分か

る．さらにDOM-RでM＝4の場合
は，ML（Maximum Likelihood）検出

の性能に漸近し，その差は約0.2dB

程度となっている．これらの傾向は

アンテナ数および変調方式が異なる

場合においても，ほぼ同様の結果と

なり，DOM-Rを用いる場合は一般

に，M≦4とすれば良いことが分かる．

s動的ソートの効果

前述のとおりDOMアルゴリズム

の特長の1つに，レイヤ処理ごとに

信号を検出・キャンセルするアンテ

ナを選択する動的ソートがある．こ

れにより常に信号の信頼度に基づい

たアンテナ選択が可能となり，結果

としてレイヤ間の誤り伝搬を抑える

ことができる．この効果を確認する

ため，動的ソートを行うDOMと，

動的ソートを行わず，前処理の段階

で信号検出を行うアンテナの順位を

決定するNDOM（Non DOM）の特

性について評価を行った．M＝2の
場合における性能比較を図6に，

M＝4の場合を図7に示す．
この図から，動的ソートを行うこ
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動的複数パス検索を用いた逐次干渉キャンセラ型MIMO信号検出法
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図4 DOMアルゴリズムのハードウェアへの実装形態（パイプライン構造）
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図5 DOMアルゴリズムの比較
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図7 動的／非動的ソートアルゴリズムの
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図6 動的／非動的ソートアルゴリズムの
性能比較（M＝2）



とによって特性が大きく改善される

ことが分かる．また動的ソートを行

わない場合は，拡張アルゴリズムを

適用してもほとんど改善効果が得ら

れないことも分かる．このことはソ

ート精度をいくら向上させても，動

的ソートを行わない限りは，ある一

定以上の特性改善には結びつかない

ことを示しており，干渉キャンセラ

型MIMO信号検出の性能向上のた

めには，動的ソートが必須であると

いえる．

4.2 テストベッドによる
実測性能

テストベッドを用いたDOM-Rの

性能評価実験の結果と計算機シミュ

レーションとの比較を図8～10に

示す．ここでは3GPP TR25.996のチ

ャネルモデル＊17を用い，それぞれ

移動速度として3km/h，30km/h，

120km/hとした場合の評価を行っ

た．また比較のためMMSEとMLの

特性についても同時に示した．

この結果から，すべてのケースに

おいてDOM-RはMMSEと比較して

極めて高い検出性能を示しており，

MLに漸近する性能を達成している

ことが分かる．なお実験結果では，

SNRの高い領域においてエラーフロ

アが生じているが，これはハードウ

ェア演算における丸め誤差によるも

のである．

5．あとがき
本稿では，SICをベースとし，動

的ソートと複数パス検索を組み合わ

せたDOM検出方法について解説し

た．提案方式を用いることによっ

て，SICを用いるMIMO信号検出の

主な劣化要因であるレイヤ間の誤り

伝搬を抑制し，特性を向上させるこ

とができる．またシミュレーション

およびテストベッドによる実験か

ら，DOM-RはML検出に極めて近

い性能を有することが検証された．

今後はさらにアンテナ数が増えた場

合について，評価・検討を進めてい

く．
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＊17 3GPP TR25.996のチャネルモデル：
3GPPのドキュメント番号TR25.996にお
いて規定されている，方式評価のための
無線チャネルモデル．移動速度，マルチ
パスなどによって4つのパターンが規定
されている．
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図8 DOM-R実験結果（3km/h）
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図10 DOM-R実験結果（120km/h）
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図9 DOM-R実験結果（30km/h）




