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概要 

本研究開発では、将来の超高速ビットレート移動通信システムを実現するための３つの要素技術の検討を行った。「超

高速無線伝送技術の研究開発」では、5GHz 以上の周波数帯を用い、10Gbps 以上の無線信号伝送を実現し、「電波伝搬環境

改善技術の研究開発」では準見通し伝搬路を確保することにより、伝搬損失の改善を図り、「電波伝搬測定技術の研究開

発」では 5GHz 以上の高周波数帯における広帯域 MIMO 通信路特性を測定する技術を開発した。本稿ではこれらの研究開発

の主な成果について概要を報告する。 

Abstract 
This research and development has been performed by three elemental technologies for future super high bit rate 
mobile communication systems. The super high bit rate wireless transmission technology achieved 10 Gbps data 
transmission using over 5 GHz frequency bands. The radio propagation enviromnetal improvement technology 
yielded quasi line-of-sight condition in non-line-of-sight area. The radio propagation measurement technology 
provided wideband MIMO channel sounding for over 5 GHz frequency bands. This paper introduces these results 
briefly. 

１．まえがき
セルラーシステムに代表される移動通信システムはわ

ずか 30 年の間に急速に普及し、その使用形態も音声から、

データ、画像へと多様化してきている。それに伴いビット

レートは、数 kbps から今や 100 Mbps を超え、第 4世代方

式では 1 Gbps を超える勢いである。このトレンドが急速

に頭打ちになるとは考えられず、将来の移動通信システム

では更に高速な通信が要求されることが想定される。 

しかし、現在移動通信に使われている 3 GHz 以下の周

波数帯は既に様々な無線システムにより稠密に使われて

おり、上記のような超高速無線システムを実現するために

は高周波数帯の開拓が必須である。高周波数帯は広帯域を

確保できる可能性があり高速伝送には有利である一方で、

伝搬損失が極めて大きく、現在の携帯電話のセルサイズ

（数百 m～数 km）を実現することは極めて難しい。 

そこで本研究開発では、将来の超高速ビットレート移動

通信システムを実現するための要素技術として、5 GHz 以

上の周波数帯を用いて実験評価系を構築し、10 Gbps 以上

の無線信号伝送を実現する超高速無線伝送技術、準見通し

伝搬路を確保することにより、伝搬損失の改善を図る電波

環境改善技術、高周波数帯における広帯域 MIMO 通信路特

性を測定する電波伝搬測定技術について研究開発を実施

した。本稿ではこれらの研究開発の主な成果について概要

を報告する。 

２．研究内容及び成果 

２．１．超高速無線伝送技術の研究開発 

将来の超高速ビットレート移動通信システムを実現す

るための無線伝送要素技術を研究開発する。5 GHz 以上の

周波数帯において400 MHz帯域幅を用いたシステムを想定

する。最大伝送速度が 10 Gbps 以上を目標とし、それを

実現するための伝送要素技術を研究開発するとともに、技

術の実現性を確認するためのハードウェア試作を行う。 

400 MHz の広い帯域幅を用いたとしても 10 Gbps 以上の

無線信号伝送を実現するためには、MIMO 伝送に代表され

る空間多重伝送を行うことが必要であるが、空間多重伝送

は電波伝搬環境よってその伝送容量が大きく変化するこ

とが知られている。特に高周波数帯では、電波の直進性が

高くなり回折波が減衰しやすくなることから、空間多重伝

送に必要な伝搬パス数が不十分となり空間多重効果が減

少する可能性がある。 

そこで本研究開発では、空間多重を行う MIMO 高速無線

伝送装置を開発し、さらにそれを用いて屋内外実環境にお

けるフィールド実験を実施し、実環境におけるビット誤り

率特性、スループット特性、パケット誤り率特性、チャネ

ル推定、空間相関等のリアルタイム測定を行うことにより、

伝搬環境特性と伝送特性との関係を明らかにする。 
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2.1.1. 超高速無線伝送装置の開発 

超高速無線伝送装置はソフトウエア無線構成で設計し、

電波伝搬測定装置と共用した。8×8 MIMO-OFDM 送受信装

置を一構成単位とし、これを3台作成して最大24×24MIMO

の評価を行える装置を開発した。この内伝送実験では 8×

16MIMO-OFDM を用い、伝搬実験では最大 24×24MIMO-OFDM

を用いた。 

搬送波周波数は 11 GHz で、400 MHz の帯域幅を有する。

1 アンテナあたりの送信出力は屋内伝送伝搬実験系で 10 

dBm、 屋外伝送実験系（最大 8 送信分）で 25 dBm である。

サンプリング周波数は 800 MHz で、FFT ポイント数は 4096

であり、サブキャリア数は 2048、サブキャリア間隔は 195 

kHz とした。ガード・インターバル(GI)は 1 μs とし、こ

のとき、OFDM シンボル長は 6.1 μs となる。フレーム内

の OFDM シンボル数はプリアンブルが 3シンボル、 データ

が 9 シンボルであり、スケーラブルな MIMO チャネルサウ

ンダのフレーム構成に合わせた。変調方式は QPSK、16QAM、

64QAM に対応し、誤り訂正符号としてターボ符号と畳み込

み符号を用いた。符号化率 は 1/2、 2/3、 3/4 に対応し、

64QAMと符号化率3/4の訂正符号の組み合わせにより最大

伝送速度は 11.8 Gbps となる。ただし、フレーム長は MIMO

チャネルサウンダとの装置の共用化によりデータ・シンボ

ル数に制約があり、最大伝送速度の導出ではプリアンブル

の挿入損は無視した。  

図１ MIMO-OFDM送信処理系 ( 8TN  )

図２ MIMO-OFDM受信処理系 ( 16RN  )

送信アンテナ数8に対応したMIMO-OFDM送信処理系を図

１に示す。各ストリームの情報ビット系列は OFDM シンボ

ル毎に巡回冗長検査(CRC)符号及び畳み込み符号により符

号化され、インターリーブ後に変調信号にマッピングされ

る。その後、変調信号は IFFT により時間波形に変換され、

GI が挿入される。最後に、送信 RF 回路の IQ インバラン

スを補償する RF キャリブレーションが行われる。IQ イン

バランス補償はアップコンバータで発生する IQ インバラ

ンスの逆特性を送信 BB 信号に対して付加することで補償

を行う。 

 図２に受信アンテナ数 16 に対応した MIMO-OFDM 受信処

理系を示す。受信処理では、まず、受信 RF 回路の IQ イン

バランスを補償する RF キャリブレーションが行われる。

さらに、プリアンブルを用いてチャネル推定が行われた後、

FFT された受信信号に対してサンプリング・タイミング・

オフセット(STO)補償が行われる。STO は ADC に供給され

るクロック信号のジッタにより発生した。次に、補償され

た受信信号に対してターボ検出器により信号分離が行わ

れる。ターボ検出の初回処理では、復号器の出力である符

号化されたビットの対数尤度比(LLR)が得られないため、

MMSE 検出として動作する。ターボ検出器により算出され

たビット LLR は、デインターリーブされ、MAP 復号器によ

り復号される。MAP 復号器から出力された情報ビットの

LLR は硬判定され、CRC 復号器により誤りが検出される。

誤りが検出されなかった場合は、そのビット系列を出力し、

誤りが検出された場合は、繰り返し処理に移行する。  

繰り返し処理では、復号器から得られたビット LLR から

全ストリームの受信信号レプリカを生成する。次に、所望

ストリームに対して干渉となる他ストリームのレプリカ

を受信信号から減算することで、干渉除去を行う。さらに、

その出力に対して線形フィルタを用いて干渉除去残差の

抑圧と所望信号の合成を行い、ビット LLR を算出する。ビ

ット LLR はデインターリーブ後に復号され、受信処理では

この一連の処理を、誤りが無くなるか、予め決められた回

数まで繰り返す。 

8x16 MIMO-OFDM 伝送装置は、送信 1 筐体と受信 2 筐体

より構成されており、1 筐体で 8 アンテナに対応できる。

また、本伝送実験系は、電波伝搬メカニズムを解明するた

めに開発された24×24 MIMOチャネルサウンダと装置の共

用化が図られており、MIMO チャネルサウンダは送信 3 筐

体と受信3筐体を用いて実現されている。8×16 MIMO-OFDM

伝送装置における送信機構成を図３に、受信機構成を図４

に示す。受信機は、実際には 2筐体で構成されるが、一筐

体のみを示した。  

図３ 送信筐体 図４ 受信筐体 

2.1.2. 超高速無線伝送技術の評価 

10 Gbps を超える超高速ビットレート移動通信の実証の

ため、屋外伝送実験を沖縄県石垣市浜崎町地区において実

施した。上り回線における 10 Gbps 伝送として、図５に示

す移動局(MS)から8ストリームのMIMO-OFDM信号を送信し、

マンションの 3 階ベランダに設置した基地局(BS)におい

て 16 素子指向性アンテナを用いて受信した。 MS アンテ

ナは無指向性アンテナで、利得は 4 dBi、アンテナ高は 2.5 

m、アンテナ間隔は約 3λとした。また、BS アンテナは 60

度の指向性アンテナで、利得が 15 dBi、アンテナ高は 8 m

とした。図６に示す測定コースを平均時速 9 km で走行し

ながら、受信信号を取得した。測定コースの走行距離は

160 m である。図６に示すように、BS の指向性アンテナは

走行距離が測定開始地点から30 m付近のA地点に向けた。



電波資源拡大のための研究開発 

第６回成果発表会（平成 25 年） 

変調方式は 64QAM で、誤り訂正符号としてターボ符号を用

い、符号化率 は 3/4 について測定を行った。また、ター

ボ検出の最大繰り返し回数は 2とし、各繰り返し処理にお

いてターボ復号を 6回繰り返した。 

図５ 8素子送信アンテナを用いた移動局 

図６ 屋外伝送実験における測定コース

MS が測定コースを走行した際に BS で測定された平均

SNR 分布を 図７に示す。平均 SNR は BS において 16 受信

アンテナで測定されたSNRを平均して求めた1受信アンテ

ナあたりの SNR である。横軸は測定開始地点からの走行距

離で、MS に設置した GPS により位置情報を取得し、走行

距離に換算した。図７の A、B、C、D 地点までの走行距離

はそれぞれ 30m、56 m、92 m、130 m である。測定開始地

点から 15 m 程度は建物の影響により見通し外であるが、A

地点付近では指向性アンテナの効果により高い SNR が観

測された。最大 SNR は 16 dB であった。B 地点から C地点

においては、建物の影響により SNR が低下するが、C地点

から D 地点においては見通し内となるため、8 dB 以上の

比較的高い SNR が観測された。このエリアは、BS からは

離れていないが、指向性アンテナの垂直方向の利得が低下

するため、A地点付近ほど SNR は高くない。 

屋外伝送実験で測定した受信信号をオフライン処理し

て算出した 64QAM、符号化率 3/4 におけるスループット特

性を図８に示す。ターボ検出の初回処理(Init.)と 2 回の

繰り返し(Iter. = 2)の結果を示した。図８より 2 回繰り

返しのターボ検出により全区間においてスループットが

改善できることがわかる。特に、走行距離が 100 m から

120 m の区間では、初回処理では 10 Gbps を下回ることが

あるが、2回の繰り返しにより常に 10 Gbps を超えるスル

ープットを実現できる。また、図７より A地点付近では高

い SNR にも関わらず、10 Gbps を達成できていない。 

図７ 測定された平均SNR分布 

図８ 64QAM、R = 3/4 におけるスループット特性 

A 地点付近では直接波が支配的となるため、空間相関が高

くなり、ストリーム分離が難しくなるためである。一方、

10 m から 20 m まで、C地点から D地点 までは見通し波の

影響が小さくなることで SNR は低下するものの、マルチパ

ス波が増えることでストリーム分離が可能となり、10 

Gbps を超えるスループットを達成できる。  

 加えて、ハードウェアの制約により伝送実験が行えなか

ったが、24×24 MIMO チャネルサウンダで測定された屋外

伝搬データを用いて、MIMO-OFDM 固有モード伝送の計算機

シミュレーションを行い、11 GHz 帯において 30 Gbps を

超えるスループットを実現できることを明らかにした。 

2.1.3. 見通し MIMO における伝送容量改善 

超高速移動通信には広い周波数帯域の利用が必要であ

るため、帯域の確保が比較的に容易な高周波数帯の電波を

利用することが想定される。高い周波数では伝搬損が大き

くなり、同じ送信電力でカバーできる範囲が狭く、送受信

機間が見通しとなりやすくなる。見通し伝搬路では、直接

波が支配的になり、マルチパス環境に比べ、異なる送受信

アンテナ間の伝搬路変動が少ないため、MIMO による並列

伝送される信号の分離が困難になり、チャネル容量が大き

く低下してしまう。この見通し環境における MIMO 伝送

（見通し MIMO）の問題に対し、図９で示すように反射板

を見通し伝搬路上に設置することで、マルチパスを増大さ

せ、見通し MIMO 伝搬路が改善することを示した。 

一方、反射板による改善効果を十分得るには、反射板の

面積を大きくし、十分強い反射波を作り出す必要があるが、

反射板面積が大きくなると、反射波のビーム幅が狭くなり、 
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図９ 反射板による見通し MIMO 伝搬路改善 

効果の出る場所が限定されてしまう。そこで、同じサイズ

の反射板による反射ビームを複数方向に分割することに

よって、ビームあたりの散乱断面積が減少するが、それぞ

れのビーム幅が広くなり、さらに各々のビームを異なる方

向に向けることによって、単一ビーム反射板以上の見通し

MIMO チャネル容量改善効果が得られることを示した。図

１０では、同サイズのシングルビーム及びデュアルビーム

反射板による、見通し MIMO チャネル容量の比較を示す。 

図１０ デュアルビーム反射板によるチャネル容量空間

分布（シミュレーション）

２．２．電波伝搬環境改善技術の研究開発 

高周波数帯を用いた超高速移動通信システムでは、従来

システムに比べて受信電力条件が厳しくなり、見通し外な

ど場所では不感知となる可能性が大きい。そこで、反射板

などの反射特性制御装置を用いて基地局の電波を引き込

み、サービスエリアを広げる手法を検討した。ビルの上に

反射板を設置する場合、真下の道路へ電波を反射させるた

めには、広角に電波を散乱させる必要がある。この様な広

角に電波を散乱させることが可能なリフレクトアレーの

検討を行いプロトタイプの設計と試作、評価を行った。 

2.2.1. リフレクトアレー反射特性制御装置の開発 

これまでは反射板付プリントダイポールなどの散乱素

子を周期的に配列した無限周期アレーに平面波が垂直入

射した場合の反射波の位相特性を求め、その結果に基づい

てリフレクトアレーを設計してきた。この設計により所望

の方向に電波を散乱するリフレクトアレーが得られるこ

とを確認している。しかしながら、この設計では散乱方向

に限界があり、より広角に散乱させるためには新たな設計

法の導入が必要である。また、このようにして設計された

リフレクトアレーはその動作帯域幅が狭いという課題を

有している。

そこで本研究では、より広角に散乱させるための新たな

設計法を検討し、八木・宇田構造のデュアルアンテナ（図

１１）の設計を行った。デュアルアンテナはシリアル給電

マイクロストリップアレーアンテナ・と八木宇田アンテナ

から構成される。試作及び実験評価を行い、水平方向（90

度方向）からの入射波に対し、散乱波が垂直方向（180 度

方向）に最大となることが実験により確認できた。また、

本アンテナは、電波無響室での測定により、広い周波数範

囲で広角散乱特性を有することが確認できた。 

図１１ 試作したデュアルアンテナ 

次に、櫛形間隙構造のリフレクトアレー素子(図１２)

を提案した。櫛形間隙の幅、長さを変えることによって、

反射係数の位相を変化させる。従来手法では、パッチの長

さと幅を変えて、位相を変化させるが、本手法は、パッチ

の寸法を変えずに、反射係数位相の変化を実現できる。そ

のため、素子間の相互結合のばらつきを減らすことができ、

リフレクトアレーの設計が容易になる。電磁界の数値解析

による検討の結果、本素子の反射係数の位相範囲が 1000

度にも達し、提案素子が広帯域、広角散乱のリフレクトア

レーの設計に適していることが分かった。屋外実験に使用

するリフレクトアレーを開発し、電波免許の周波数 11GHz

帯に対応する櫛歯間隙構造の 42×44 リフレクトアレーを

設計、試作を行い、屋外におけるフィールド実験を行った。 
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図１２ 櫛形間隙構造のリフレクトアレー素子 
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2.2.2. メタマテリアル反射特性制御装置の開発 

反射板を用いて電波伝搬の環境を改善するためには

様々な角度への反射が要求されるため、メタメテリアルに

よる反射位相の範囲を広げる基本設計検討を行った。左手

系メタマテリアルとしてマッシュルーム構造を採用し、無

給電素子の層を設けたマルチレイヤマッシュルーム・リフ

レクトアレーについて検討した。マッシュルーム構造のパ

ッチ間と、無給電素子のパッチ間に生じる二つキャパシタ

ンスがほぼ同じ値をとって並列に配列されるため、キャパ

シタンスの変化する範囲を 2倍に広げ、反射位相の値の範

囲を広げられる。さらに、多層マッシュルーム構造を用い

て、インダクタンス Lとキャパシタンス C の値を自由に変

えることのできるモデルを提案し、これらモデルを組み合

わせた新たなリフレクトアレーの設計を行った。これらに

より、幅広い反射位相範囲の設定が可能となる。 

見通し MIMO 評価用の反射板を開発し、ストリートセル

環境において MIMO のストリーム数増大を目指し、到来す

る電波の方向（0°）を 84°の方向へ反射させる。5 層基

板を用いたマッシュルーム構造(図１３)を用いて設計を

行い、多層マッシュルーム構造を用いることによりインダ

クタンスの値を大きく変化させることができるため、反射

波の位相制御範囲を広く設定できる。 

図１３ 試作した多層マッシュルーム構造反射板 

メタマテリアルによる方向制御反射板として、多層基板

を用いた検討してきたが、この手法は反射位相範囲を柔軟

に設定できるが、製作にコストがかかるデメリットがあっ

た。そこで新たな検討を行い、マッシュルーム構造が TM

斜め入射波に対して持つ二共振特性を応用することによ

り、一層のメタマテリアルリフレクトアレーを設計できる

が分かった。この特性を利用して、素子間隔を変えること

により、360 度の反射位相が確保できることを明らかにし、

入射角 70 度に対して反射角-30 度となるメタマテリアル

反射板を設計し、その特性を明らかにした。 

マッシュルーム構造の反射位相がキャパシタンスによ

って決まることに着目し、偏波独立に設計可能な新たな構

造として、H型マッシュルーム構造（図１４）を提案した。

H型マッシュルーム構造は、一方の内側ギャップを変化さ

せても、外側のパッチのサイズは一定にできるため、TE

入射と TM 入射に対する反射位相の設計を独立に行なえる

ことを明らかにした。 

図１４ H 型マッシュルーム構造 

2.2.3. 反射特性制御装置の評価 

石垣市において屋外実験を実施し、主にリフレクトアレ

ーによる電波不感地帯における受信電力及び MIMO 通信容

量の改善効果を測定し、リフレクトアレーによる電波不感

地帯の対策技術の有効性を定量的に示した。 

マクロセルを想定し、中高層建物が密集している石垣市

内で実験を行った。送信アンテナは高さ約 16 m のホテル

のベランダに設置した。また、リフレクトアレーは櫛歯間

隙構造のリフレクトアレー素子を使用し、ホテルから約

212 m 離れた高さ約 25.5 ｍのビルの屋上に設置した。ビ

ル前の道路は、建物などの遮蔽の影響により、ホテルに設

置した送信アンテナからの直接波が届かない見通し外

（NLOS）の電波環境となっている。NLOS の道路上を受信

アンテナを載せて車両で走行し、受信電力と MIMO 伝送チ

ャンネル容量を測定した。 

図 15 リフレクトアレー及び受信アンテナの走行範囲 

リフレクトアレーによる散乱波の照射範囲内では、受信

電力が最大 10 dB 増加した。屋上に設置したリフレクトア

レー群の横幅は約 1.5 m であるが、約 3 m の範囲で 9 dB

以上の受信電力の改善がみられ、5 m の範囲では 6dB、7.5m

の範囲では 3 dB の受信電力の改善が確認できた。これか

らの結果から、リフレクトアレーを必ずしも連続に配置す

る必要はなく、一定の間隔でリフレクトアレーを配置して

もその効果が得られることがわかる。また、8×8MIMO 伝

送行列の固有値の改善効果から、リフレクトアレーの効果

が現れる範囲内では第 1 固有値が大幅に大きくなってい

る。これは、リフレクトアレーからの散乱波電力により、

MIMO 伝送チャンネル容量が改善されたといえる。またこ

の場合、 MIMO 伝送チャンネル容量は約 5 bps/Hz ほど改

善された。  
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図１６ 受信電力の分布

マイクロセルにおける評価を石垣市八島町で実施した。

ビルの建物の遮蔽により、側面の道路に NLOS 環境が出来

ている。道路の角にリフレクトアレーを設置し、NLOS 環

境における受信電力と 8×8MIMO 伝送容量の向上効果を測

定した。車両が走行しながら測定し、リフレクトアレーを

設置することにより受信電力が増加する傾向が見られる

が、その差は大きくはない。 MIMO 伝送チャンネル容量で

は、リフレクトアレーの散乱により、 2～4.5 bps/Hz 程

度増大した。 

図１７ 8×8MIMO 伝送チャネル容量の分布 

マイクロセルでは、より広角の散乱角度の特性を持つパ

ッシブ反射板として、デュアルアンテナの性能評価も行っ

た。アレー化したデュアルアンテナを用いて、電波の不感

地における電波環境の改善を図る。デュアルアンテナの利

得を上げるためには、シリアル給電マイクロストリップア

レーアンテナの素子数を増やすことが有効であるが、素子

間の相互結合により素子数を増やしても所望の利得を得

ることができなかった。現時点では、シリアル給電マイク

ロストリップアレーアンテナの素子数が最大 4 まで設計

できているが、より多くの素子数の設計法の確立は今後の

課題となる。また、八木・宇田アンテナの素子数を 3とし

ている。実験はリフレクトアレーと同じ条件で行い、不感

地における受信電力と MIMO チャンネル容量を測定した。

デュアルアンテナアレーを横方向に 5 枚並べて、デュア

ルアンテナアレー群を作り、実験に使用した。ただし、散

乱波の主ビーム方向において各デュアルアンテナアレー

からの散乱波の位相は合わせられていないため、デュアル

アンテナアレー群は位相を合わせた場合に比べて、広範囲

（広角度）の散乱が可能であると考えられる。 

図１８ デュアルアンテナアレーの配置 

実験結果からは、デュアルアンテナアレーの有無によっ

て受信電力の有意な差異が確認できない。これは、実験に

用いられるデュアルアンテナアレーのマイクロストリッ

プアンテナアレー素子数が少なく、散乱断面積が小さく、

十分の散乱電力が得られなかったためであると考えられ

る。 8×8MIMO 伝送チャンネル容量では 1～2 bps/Hz 程

度と僅かではあるが、その増大が確認できた。 

図１９ 8×8MIMO 伝送チャネル容量の分布 

屋外の NLOS 電波環境においてリフレクトアレー及びデ

ュアルアンテナアレーを設置することにより、電波の不感

地における電波環境の改善効果について実験的に検討し

た。リフレクトアレーの設置技術は電波の不感地における

電波環境の改善に有効であるといえる。リフレクトアレー

の設置は、必ずしも連続で大面積のものにする必要はなく、

小型のリフレクトアレーを断続的に多数設置すれば、大き

な電波環境の改善効果が期待できる。デュアルアンテナア

レーは入射波を 90 度ほどの大きな角度に散乱させる技術

として有効であるが、大きな散乱断面積を持つデュアルア

ンテナアレーの設計は困難である。実験の結果から、デュ

アルアンテナアレーを用いた手法は、受信電力と MIMO 伝

送容量の改善に僅かに有効であるが、大きな改善効果は期

待しにくいと考えられる。 
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２．３．高周波帯における電波伝搬測定技術の研究

開発 

 新たな周波数帯における無線通信技術を開発するにあ

たり、電波伝搬特性を解明することが肝要である。電波伝

搬特性を表すパラメタとしては、受信電力とその距離特性、

遅延電力スペクトル、送信側角度電力スペクトル、受信側

角度電力スペクトル、ドプラ電力スペクトル、偏波特性な

どがある。商用化されているものも含め、現在用いられて

いる MIMO チャネルサウンダの大半は、アレーアンテナを

機械的もしくは電子的に走査することによって、仮想的に

MIMO 通信路特性を測定し、この結果を用いて角度電力ス

ペクトル特性を取得する。これらの測定系では必要とされ

る送受信機が各 1台で済む一方、アンテナ走査に伴う測定

遅延の影響により、伝搬路のドプラ変動の測定が困難であ

った。そこで、本研究開発においては、MIMO 送受信機を

用いたリアルタイム電波伝搬測定技術を開発する。MIMO

送受信機を使用することによって、理想的な同時サンプリ

ングが実現できるため、MIMO 伝達関数のリアルタイム取

得が可能である。 

2.3.1. 電波伝搬測定装置の開発 

 超高速無線伝送実験装置と共用を図り、11 GHz 帯で占

有帯域400 MHzとなる広帯域電波伝搬装置の開発を行った。

まず、プロトタイプの検討を行い、マイクロ波帯 4×4 実

験系のＢＢ及びＲＦ送受信機の設計及び試作を行った。オ

フラインによる送受信系高周波回路のキャリブレーショ

ン方式を確立し、これを実現する装置を試作した。データ

解析アルゴリズムの机上検討を行い、平面波モデルを用い

た最尤推定法により伝搬パラメータを推定する方法を検

討した。 

 次に、4×4実験系プロトタイプを拡張し、受信系 20 チ

ャネルを新規に試作しマイクロ波帯 8×24 実験系プロト

タイプを構築した。送受信系とも 8チャネルを 1ユニット

としており、ユニット間の連携動作を行うための統合ソフ

トウェアを新規に開発した。試作した 8×8 キャリブレー

ションキットを改造し、外部から自動制御可能な 24×24

キャリブレーションキットを構築した。送信 BB 回路、送

信 RF 回路、受信 RF 回路、受信 BB 回路、チャネル間偏差

を、マニュアルでキャリブレーションする手法を確立した。

サウンダ制御ソフトウェアが出力するデータファイルか

ら、オフラインで MIMO チャネル行列を抽出し、固有モー

ドの電力を計算して統計処理を行うソフトウェアを構築

した。全周画像の取得方法についてチャネルサウンダへの

組み込みを想定した検討を行い、双曲面ミラー方式と魚眼

レンズ方式のそれぞれについてプロトタイプ実験を実施

している。 

 8×24 実験系プロトタイプを拡張し、送信系 16 チャネ

ルを追加することで、最終的にマイクロ波帯 24×24 実験

系を構築した。送受信系とも8チャネルを1ユニットとし、

柔軟性の優れたスケーラブルなチャネル測定のディジタ

ル信号処理手法を開発した。サウンダの開発において問題

となるRF回路のIQインバランスや位相雑音によるチャネ

ル推定への影響を定量的に評価して、ハードウェア設計や

キャリブレーションの要求性能を明らかにした。また、IQ

インバランスに関しては、ロバストなサウンディング信号

生成方法を開発し、さらにスペクトルアナライザを用いた

自動補償法を開発し測定の効率化を図った。 

図２０ 24×24MIMO 伝搬測定装置（Tx：左、Rx：右） 

水平面内全方向をカバーできるアレーアンテナとして、

送信 4素子×2 偏波、受信 12 素子×2偏波のアレーアンテ

ナを構築した。マイクロセル環境を想定し、垂直面内のビ

ームを絞って高利得とした基地局アレーアンテナとして、

4 素子 2 偏波（8 ポート）のアレーアンテナの設計データ

を用いて新たに 12 素子 2偏波（24 ポート）のアレーアン

テナを構築した。また、MIMO チャネル行列の測定を行う

ために 8素子垂直偏波リニアアレーアンテナ(送・受)を構

築し、その取り付けレールの開発を行った。伝搬データ測

定・解析ソフトウェアを実装した。24 チャネル送信機及

び 24 チャネル受信機を用いて、筐体間の連携動作を行い

ながら MIMO 伝達関数を自動測定し、測定結果の一部をそ

の場で解析・表示できる機能を有するソフトウェアを新規

開発した。  

図２１ 測定用アレーアンテナ

 11 GHz 帯で 24×24 MIMO 伝達関数をリアルタイムで測

定する電波伝搬測定装置のプロトタイプに対して、測定し

た MIMO 伝達関数から、角度遅延電力スペクトルとアンテ

ナから観測した周辺環境のパノラマ画像をその場で表示

するソフトウェアの新規に開発した。その場処理のために、

遅延電力スペクトルは離散フーリエ逆変換(IFFT)により、

角度電力スペクトルはビームフォーミング法により計算

し、遅延・送信角度・受信角度の 3変数から 2変数を選ん

で表示することができる。角度電力スペクトルについては、

アンテナ当たり 2 個の魚眼レンズを用いて取得したアン

テナ周囲の伝搬環境の全周画像を合成及び座標変換して

表示できる機能を有する。 
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2.3.2. 電波伝搬測定実験及びシミュレーション 

 24×24 MIMO 電波伝搬測定装置を用いて、東京工業大学

における屋内実験及び沖縄県石垣市における屋外実験を

実施した。実験結果の検証のために、屋内・屋外とも距離

画像の取得装置を用いて実験環境の 3 次元幾何データを

同時取得した。実験は、角度電力スペクトルに注目した円

形アレーアンテナによる測定と送信モジュールを分割し

て多地点に配置するマルチサイト測定の 2 種類を主に行

った。前者の測定に対しては、3次元幾何データを用いた

レイトレースシミュレーションとの角度遅延電力スペク

トルの対比により、主な伝搬経路が同定されたことを確認

し、装置の動作の妥当性を検証した。後者の測定に対して

は、主にモジュール間の同期特性に注目し、MIMO チャネ

ル行列の取得において個別測定と同様な結果を得たこと

を確認した。 

図２２ 放射角到来角遅延スペクトラム
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図２３ 屋内 24×24MIMO 測定結果 

図２４ 屋外測定ビームフォーミング結果及び 

３D 画像による測定結果の検証 

高周波帯において MIMO 伝搬特性の推定を行う電波伝搬

シミュレータの開発を行った。MIMO のチャネル応答特性

は、波長の短い高周波帯では数センチから数ミリ単位の距

離で変化し、さらに見通しの有無等によって大きく特性が

変動することから伝搬特性として変動要素が多く、従来の

決定論的なレイトレース計算のみでは MIMO 特性を十分に

模擬することは難しい。開発したシミュレータでは、決定

論的なレイトレース計算に加えて確率論的な遮蔽や位相

変動を与え、より現実に近い環境における MIMO チャネル

容量や固有値の変動特性を模擬するものである。電波伝搬

シミュレータの機能として物理光学的計算手法の検討を

行い、レイトレース法への組み込みに関して反射板の３次

元散乱断面積の検討を実施した。また、正規反射方向以外

へ散乱する反射板の組み込みとして反射点の正確な計算

法を考案した。 

図２５ 正確な反射点の計算

３．今後の研究成果の展開 
今後は、高周波数帯の特質・特徴を踏まえた、高度化

MIMO 伝送／ビームフォーミング伝送、スモールセルオー

バレイ構造、マルチバンド運用等のシステム化技術の抽

出・検討を行い、5 GHz 以上の高周波数帯を利用した超高

速移動通信のシステム化研究開発を行う予定である。また、

5 GHz 以上の新周波数帯が割り当てられれば、当該周波数

帯における移動通信システムの実用化に向けたシステム

設計及び装置仕様化検討、必要な標準仕様化検討を段階的

に行う予定である。 

４．むすび 

近年のスマートフォンの急速な普及に伴い、移動通信で

扱うデータ量は爆発的に増えており、10 年後には現在の

二桁以上のトラヒックとなるという予測も出ている。本研

究開発は、まさにこの大きな変化が始まる時期に実施され、

時代の要請に合致した内容であると考えられる。膨大なト

ラヒックを捌くには、高いピークスループットと広い周波

数帯域幅が必要であり、LTE-Advanced の最大 1 Gbps を凌

駕する 10 Gbps 伝送を 400 MHz の帯域で実現することは適

切な目標設定であった。また広い周波数帯域を確保するた

めに、移動通信で使用する周波数帯として 5 GHz を超える

高い周波数帯への期待も大きく、高い周波数帯を用いての

超高速無線伝送に関して、3GPP などの標準化会議や各種

学会などで議論が始まっている。 

新規のシステム検討においてはシミュレーションベー

スの取り組みが多い中、本研究開発では実際に無線伝送伝

搬装置を作成し、実験周波数として 11 GHz 帯を用いて屋

内外におけるフィールド試験を実施し、様々な技術検討課

題に取り組んでいる。無線伝送では 8×16MIMO-OFDM 装置

を用いて、世界で初めて 10Gbps 伝送を屋外移動通信環境

で実現した。方向制御反射板を用いて見通し外領域の受信

状態を改善できることを市街地において確認した。また、
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MIMOチャネルサウンダではマルチリンク対応で24×24を

パラレル処理できる装置を開発し、従来のサウンダよりも

はるかに高い周波数帯で有効に動作することを確認した。

これらの装置から得られたデータは実際の無線周波数を

用いて実環境下で取得されたものであり、シミュレーショ

ンでは得られない重要な知見が含まれている。 

高い周波数帯を利用するためには避けて通れない問題

が、伝搬損失の増大であり、低い周波数帯に比べて必然的

にカバーできる範囲が狭くなる。市街地等のセルラーシス

テムの伝搬環境は複雑であり、受信電力の場所的変化が大

きい。この様な特徴を上手く利用し、今回検討した方向制

御反射板や様々な電波環境改善技術などを併用すること

により、高周波数帯のデメリットを軽減し、周波数を上げ

ることによって利用できる周波数帯域を拡大できるメリ

ットを大きく活かせる効率的なシステムを構築していく

ことが出来ると考える。実際に、スモールセルやマッシブ

MIMO、キャリアアグリゲーション等を高い周波数帯に適用

していく検討が盛んに行われており、高性能、高機能であ

りかつ経済的なシステムを構築していく大きな動きが出

ている。本研究開発は、これら様々なシステム検討を実施

していく上での契機となっており、果たした役割は大きい

と考える。 
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