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MIMO 同　期 バースト伝送

バーストMIMO-OFDM伝送のための
高精度タイミング同期アルゴリズム

多次元MIMO伝送技術特集　─未来創造への挑戦─
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OFDMバースト伝送に適した新しいプリアンブル構成お

よび高精度タイミング同期アルゴリズムについて，シミュ

レーションの結果，既存方法と比較して特に低SNRの領域

で，特性が改善されることを確認した．さらにテストベッ

ド上で実証実験を行い，実環境においても同様の性能が実

現できることを確認した．
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1. まえがき
信号を短いバースト単位で送信す

るパケット無線は，多重自由度が高

く，さまざまなアプリケーションや

端末種別が混在する将来の移動通信

において，有効な伝送方法と考えら

れる．パケット無線においてランダ

ムに送信されるバーストを検出し，

タイミングおよび周波数の同期を高

精度に行うことは，MIMO（Multi-

ple Input Multiple Output）＊1-OFDM

（Orthogonal Frequency Division Multi-

plexing）＊2伝送の性能を十分に発揮

するうえで欠かせない技術である．

一般に同期は，バースト先頭に配置

されたプリアンブル＊3の受信信号の

自己相関＊4を用いて行われる．自己

相関の取り方は大きく2種類に分類

でき，1つは同一のプリアンブルパ

ターンを2つ設け，一定遅延時間後

の受信信号を順に掛け合わせる遅延

相関[1]～[4]で，もう1つは2つの対

称なプリアンブルパターン（C， ）

を設定し，中央から対称に信号を掛

け合わせる中央対称相関[5]～[7]で

ある（図1）．

遅延相関を用いた場合，前後の受

信信号における位相のずれから，周

波数オフセット＊5の推定が容易かつ

高精度で行える反面，図1に示すよ

うに自己相関のメトリック＊6は，時

間に対して三角形状となり，正確な

タイミング同期を得ることが難しい．

一方，中央対称相関の場合，同期タ

イミングにおけるメトリックはパルス

状となり，非常に精度の高いタイミ

ング同期を得ることができる反面，

周波数オフセットの推定が難しい．

中央対称構造をもつプリアンブル

パターンを2回繰り返す（C， ，

C， ）ことで，中央対称相関と遅

延相関の両方を同時に取得できる方

法が提案されている[5]．ただし，こ

の方法の場合，中央対称相関のメト

リックは両サイドに符号サイドロー

ブ＊7をもつことから，誤ったタイミ

ング同期を引き込む可能性がある．

また，後半のパターンが前半の共役

複素数となるような構造（C， ，

C＊， ＊）が提案されている[6]．本

方式では符号サイドローブが発生せ

ず，周波数オフセットによる影響も

受けないことから，非常に正確なタ

イミング同期が可能となる．ただし

この場合，周波数オフセット推定を

行うことは困難である．

そこで本研究では，これらの課題

を解決するために，新しい同期プリ

アンブル構造と，これに対応するタ
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＊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 OFDM：デジタル変調方式の1つで，情
報を複数の直交する搬送波に分割して並
列伝送する方式．高い周波数利用効率で
の伝送が可能．

＊3 プリアンブル：パケットの先頭に配置さ
れた固定パターンの信号．受信側では，
これを用いてパケットの検出，ゲイン制御，
フレーム同期，周波数同期などを行い，
データ部の受信に備える．

OFDM バースト伝送に適した新しいプリアンブル構成および高精度タイミング同期アルゴリズムについて，シミュレーションの結果，既存方法と比較して特に低SNRの領域で，特性が改善されることを確認した．さらにテストベッド上で実証実験を行い，実環境においても同様の性能が実現できることを確認した．
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＊4 自己相関：ある信号と，その信号を時間
領域でシフトさせた信号を掛け合わせる
こと．時間シフトが0（原点）の時にピ
ーク値を出力し，その前後では対称な値
を出力する．

＊5 周波数オフセット：通信機器のクロック
のばらつきおよび高速移動によるドップ
ラーシフトなどによって生じる基準周波

数からのずれ．
＊6 メトリック：数値的な指標をいう．ここ

では時間シフトに対する自己相関の出力
値．一般にタイミング同期点においてピ
ーク値となる．

＊7 符号サイドローブ：一般に，ある符号の
自己相関値が完全なインパルスとはなら
ず，原点以外において0以上の値をもつ

こと．
＊8 循環プレフィックス（CP）：OFDM信

号において，マルチパスなどに起因する
前後シンボル間の干渉を抑圧するため
に，シンボル間に設けられたガードタイ
ム．通常この部分の信号は，シンボル後
半の一部分をコピーしたものとなる．ガ
ードインターバルとも呼ばれる．

イミング同期アルゴリズムおよびし

きい値による同期点の同定方法を提

案した[8]．このプリアンブル構造

は，タイミング同期と周波数オフセ

ット推定の両方をサポートでき，同

時に符号サイドローブの影響を効率

的に抑制することで，高いタイミン

グ同期性能を得ることができる．

本稿では，MIMO-OFDMに適し

た新しいプリアンブル構成および高

精度タイミング同期アルゴリズムに

ついて解説する．また，提案方式に

ついてシミュレーションとテストベ

ッドにおける実証実験を行い，その

優位性を示すとともに，本方式の実

装を簡素化する受信信号の量子化に

ついても解説する．

2．同期プリアンブル構
造とタイミング推定
アルゴリズム

2.1 プリアンブル構造と自
己相関

提案する同期プリアンブル構造を

図2に示す．プリアンブルは2つの

同一OFDMシンボルからなり，1シ

ンボルはC， ＊の2つの部分から構

成される．シーケンス ＊はシーケ

ンスCを反転して複素共役数とした

ものであり，さらに回転φを加えた

パターンを用いても良い．この図か

ら分かるように，全体のシーケンス

は中央対称となっていると同時に，

前後2つの同一シンボル間の相関を

取ることで，遅延相関を得ることも

可能である．シンボルの間に，循環

プレフィックス（CP：Cyclic Prefix）
＊8のために一定の間隔を空けること

も可能である．

周波数オフセットの推定には本プ

リアンブルの遅延相関を利用し，一

般的なMooseアルゴリズムを適用

することで得ることができる．しか

し，中央対称相関は符号サイドロー

ブを有している．そこで本提案で

は，中央対称相関と遅延相関を掛け

合わせたメトリックをタイミング同

期に使用する．具体的にはメトリッ

クとして次の関数を使用する．

（1）

ここでdはサンプル点，│Γs（d）│は

中央対称相関値，│Γd（d）│は遅延相

関値，P（d）は受信電力を示してい

る．マルチパスチャネルにおけるメ

トリックの例を図3に示す．これか

ら分かるように，三角状の特性を示

す遅延相関に，パルス状の中央対称

相関を掛け合わせることで，中央対

称相関で観察される符号サイドロー

│Γs（d）│・│Γd（d）│ 
（P（d））
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図1 同期プリアンブルにおける遅延相関および中央対称相関
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ブが抑制されて，タイミング同期位

置でのメトリック値がより強調され

ているのが分かる．これにより符号

サイドローブの影響を極力抑えるこ

とができ，タイミング同期の性能を

さらに向上させることが可能とな

る．

2.2 2ステップしきい値検
出方法

ランダムに送信されるパケットの

タイミング同期を行う場合，まずは

信号の有無を検出してメトリックの

最大値を検索する時間範囲をあらか

じめ特定する必要がある．またマル

チパス環境では，メトリックのピー

ク値は第1パス以外にも検出され，

かつ第1パスが必ずしも最大値をと

らないことから，単に最大値を検出

したのでは，タイミング同期に揺ら

ぎが生じる可能性がある．そこでこ

れらの問題を解決する方法として，

次に述べる2ステップしきい値検出

アルゴリズムを提案する．

ステップ1：

遅延相関メトリックがあらか

じめ定められたしきい値1を超

える時間領域を有効検出エリア

として抽出する．

ステップ2：

ステップ1で抽出された有効

検出エリアにおいてメトリック

が最大となる点を検索し，その

最大値から別のしきい値2（し

きい値2 < 最大値）を設定し，

有効検出エリア内においてしき

い値2を超える点を抽出する．

このうち，時間的に最初に観測

されるポイントを最終的なタイ

ミング同期点とする．

ステップ1の遅延相関では，マル

チパス成分も含めた形でメトリック

に加算されることから，効率的な信

号検出が可能である．またステップ

2の処理により，第1パスの受信タ

イミングに正確に同定することが可

能となる．

2.3 MIMOへの適用
前述のアルゴリズムは簡単に

MIMOに拡張することができる．も

3GPP TR 25.996 Case 2, SNR=10dB
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図3 マルチパスチャネルのメトリック例

同期プリアンブル 

CP

  （m）：プリアンブルのサンプル値 
m ：サンプルインデックス 
M ：各プリアンブルパターンの 
　　　  サンプル数 
　 ：任意の回転角 
Nd ：1シンボルのサンプル数 

（m）  exp（j   ）  ＊（M ―m） 

C＊ 
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～ 
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M

遅延相関 
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x x x

図2 同期プリアンブル構造
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＊9 FPGA：ロジックを自由に設計すること
のできるLSI．

＊10 Turboエンコーディング：1993年にフラ
ンスのBerrouらによって提案された誤り
訂正符号の1つ．現在，低密度パリティ
検査符号（LDPC：Low Density Parity
Check）とともに，シャノン限界にもっ
とも近い特性を実現できる符号として知

られており，第3世代移動通信システム
などですでに実用化されている．

＊11 サブキャリア：OFDMなどのマルチキャ
リア伝送において信号を伝送する個々の
搬送波のことをいい，副搬送波とも呼ば
れる．

＊12 IFFT：高速逆フーリエ変換．周波数領域
の離散データを時間領域の離散データに
変換する高速アルゴリズム．

＊13 アップコンバージョン：ここでは中間周
波数信号を無線の搬送周波数に変換する
ことをいう．
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っとも簡単な実現方法は，送信およ

び受信アンテナをそれぞれ1本ずつ

固定して用いる方法である．また複

数の受信アンテナを用いる方法とし

ては，受信SNR（Signal to Noise

Ratio）のもっとも大きなアンテナを

動的に選択する方法が考えられる．

ただし，本方式は良好な同期性能を

示すものの，実際のハードウェアに

おいて同期プリアンブル受信中にア

ンテナを切り替え，かつメトリック

の正確な出力を保証することは困難

であり，現実的ではない．そこで本

実験では，各受信アンテナから得ら

れた有効検出エリアおよびメトリッ

ク関数を合成して用いる方法を用い

た．具体的には，有効検出エリアに

ついては論理和を取り，メトリック

関数M（d）については各受信アンテ

ナからの値の和を用いることとした．

3. テストベッドの概要
実験による検証を目的とした，

FPGA（Field Programmable Gate

Array）＊9を用いたMIMO-OFDMテ

ストベッドのロジック構成を図4に

示す．送信側では，情報はまず4チ

ャネルのデータストリームに並列変

換される．次いで，各データストリ

ームに対してTurboエンコーディン

グ＊10と変調が行われた後，896のサ

ブキャリア＊ 11にマッピングされ，

1,024ポイントのIFFT（Inverse Fast

Fourier Transform）＊12を行って時間

領域の信号に変換される．その後，

循環プレフィックスとプリアンブル

が付与された後，D/A変換，アップ

コンバージョン＊13を経て送信される．

受信側では，ダウンコンバージョ

ン＊14，A/D変換が行われ，フィルタ

リングによってベースバンド信号が

抽出される．ここで，提案方式を用

いてタイミングおよび周波数同期が

行われた後，FFT（Fast Fourier

Transform）＊15を行って信号を周波

送信機ベースバンド処理部 

送信データ 

ADC：アナログーデジタル変換 
DAC：デジタルーアナログ変換 S/P：シリアルーパラレル変換 

P/S：パラレルーシリアル変換 

受信データ 

Turbo  
エンコーダ 

Turbo  
デコーダ 

FFT／ 
フレーム 
分解 

チャネル 
推定部 

プリアンブル 
パターン生成 

タイミング同期部 

データ  
変調 

プリアンブル 
付与 

アップ 
コンバータ 

ダウン 
コンバータ 

チャネル 
シミュレータ 

フィルタ S
/P

P
/S

DAC

フィルタ ADC
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MIMO信号 
検出／ 

軟判定情報 
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周波数オフ 
セット推定／ 
補償 

受信機ベースバンド処理部 

図4 MIMO-OFDMテストベッドのロジック構成
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＊14 ダウンコンバージョン：ここでは無線の
搬送周波数を中間周波数信号に変換する
ことをいう．

＊15 FFT：高速フーリエ変換．時間領域の離
散データを周波数領域の離散データに変
換する高速アルゴリズム．
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数領域に変換し，チャネル推定を行

う．さらにMIMO信号検出が行わ

れ，最後にTurboデコーディングと

直列変換を経て，送信データが復元

される．

本実験のMIMO-OFDMフレーム

構造を図5に示す．この図に示すよ

うに，同期プリアンブルはアンテナ

1のみから送信される．これは，タ

イミング同期性能は受信信号のSNR

とのみ関連があり，プリアンブルの

総エネルギーが一定であれば，複数

の送信アンテナに分配して送信して

も，特性は変わらないためである．

4．ハードウェアでの
実現方法

タイミング同期部のハードウェア

構成を図6に示す．ここでは4つの受

信アンテナで受信された信号に対し

て，それぞれ中央対称相関│Γs（d）│，

遅延相関│Γd（d）│および規格化のた

めの受信電力P（d）の計算が行われ

ている．ここで│Γs（d）│の計算にお

いては，簡素化のため，受信信号に

対して { ―1，0，1 } の3状態の量子

化を行っている．また，各受信アン

テナのステップ１処理の結果の論理

和（OR）をとって，システムの有効

検出エリアとし，メトリックM（d）

については，すべての受信アンテナ

の結果を加算して，システムのメト

リックとしている．このように得ら

れたシステムの有効検出エリアおよ

びメトリックから，ステップ2の処

理を行って，タイミング同期点を同

定する．

5．実験結果
低速移動時（3km/h）における提

案方式とPark方式との特性比較を

図7に示す．ここでは，1つの受信

アンテナだけを同期に用いた．縦軸

は，得られた同期タイミングと真の

第1パスのタイミングとのずれが10

サンプル以内である確率を示す．ま

た比較参考のため，あらかじめ有効

検出エリアが固定され，これに最大

値検出を適用した場合の特性も示

す．この図からいずれの検出方法に

おいても，提案するプリアンブル構

造およびそのメトリック計算方法

は，既存方式と比較して良い特性が

得られることが分かる．特にSNRが

5dBを超える場合，提案方式はバー

スト送信に対応できる2ステップし

きい値検出方法を用いても，理想的

な最大値検出と同等の性能を有する

ことが分かる．また，│Γs（d）│の計

算における量子化の影響であるが，

最大値検出においては低SNRで若

干の性能低下が見られるものの，し

きい値検出においてはほとんど影響

がないことが分かる．実際のテスト

ベッドに実装した場合の特性につい

ても，計算機シミュレーションの結

果とほぼ同様の結果を示し，実環境

における提案方式の有効性が確認で

きた．

SNRが―5dBの場合について，同

期に使用する受信アンテナ数の変化

アンテナ#1

同期 
プリアンブル 

パイロットシンボルおよびデータシンボル 

1 OFDMシンボル 

C 
P
 

C 
P
 

アンテナ#2

アンテナ#4

アンテナ#3

… 

… 

… 

… 

C C
～ 

C C
～ 

図5 MIMO-OFDMフレーム構造



32 NTT DOCOMOテクニカル・ジャーナル Vol. 16 No. 4

バーストMIMO-OFDM伝送のための高精度タイミング同期アルゴリズム

に対する同期性能変化を図8に示

す．ここでは受信SNRに応じてアン

テナを動的に選択する方法と，実際

に実装した受信信号を合成する方法

について比較を行った．この図から

2ステップしきい値検出方法を用い

た場合，アンテナ選択と信号合成は

ほぼ同等の性能を示すこと，いずれ

も複数のアンテナの信号を利用する

ことで，SNRが小さい場合の同期性

能が改善されることが分かる．テス

トベッドによる実験結果もこの傾向

を裏付けている．

移動速度の変化に対するタイミン

グ同期性能を図9に示す．全体的に

移動速度の向上とともにタイミング

同期性能は低下するが， 500km/h

までであれば，タイミング偏差が10

サンプリング以下となる確率が

99％以上となり，実システムの要求

条件を十分に満たすことができると

いえる．

6. あとがき
本稿では，バーストMIMO -

OFDM伝送において，新しい同期プ

リアンブル構造とタイミング同期ア

ルゴリズムを提案した．提案方式は

遅延相関と中央対称相関の特性を同

時に備え，周波数オフセットの推定

と高精度なタイミング同期を行える

受信 
信号 量子化 

{ ―1，0，1 }

中央対称 
相関 

│Γs（d）│
2

最大値 
検索 

フレーム位置 
同定／ 

クロック信号 
生成 

有効検出 
エリア設定 

OR

遅延相関 
│Γd（d）│

2

しきい値2 
比較 

しきい値1 
比較 

遅延 
（一定サンプル） 

しきい値2

β 

同期 
タイミング 

次の 
プロセスへ 

受信 
データ 

しきい値1

メトリック 

α 

α：しきい値1の係数 
β：しきい値2の係数 

受信信号 
強度計算 
P（d）

 

受信信号 
強度計算 
P（d）

 

遅延 
（1 OFDM 
シンボル） 

図6 タイミング同期部のハードウェア構成
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図7 タイミング同期性能の比較
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ことを示した．また,パケット無線

に対応した2ステップしきい値検出

アルゴリズムを提示し，SNRが低い

場合を除いて，理想的な条件におけ

る最大値検出法とほぼ同等の同期性

能が得られることを示した．さらに

提案方式について，FPGAを用いた

MIMO-OFDMテストベッドに実装

し，ほぼ計算機シミュレーションと

同等の特性が得られることを確認し

た．今後は将来のシステムへの応用

に向け，より詳細な設計と評価を行

う予定である．
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