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概要 

次世代移動通信システムの高速化・大容量化に向けて、見通し伝搬路等の伝搬路相関が高い伝搬環境においても効果的

に機能する、非線形プリコーディングを用いたマルチユーザ MIMO 技術の開発を行った。具体的には、vector 
perturbation（VP）に基づく非線形マルチユーザ MIMO 伝送の実用化に向けた技術開発、ならびにリアルタイム動作が

可能な 3GPP Release 10 をベースにした 8×8 マルチユーザ MIMO 実験システムの開発を行った。計算機シミュレーシ

ョンと屋内外伝送実験により、非線形マルチユーザ MIMO 伝送が線形マルチユーザ MIMO 伝送と比較して 2 倍の周波

数利用効率を達成可能であることを実証した。

Abstract 
Aiming at enhancing spectral efficiency of mobile communication systems, we developed nonlinear multiuser 
multiple-input multiple-output (MU-MIMO) transmission techniques based on vector perturbation (VP) which can 
work effectively over spatially-correlated channels such as line-of-site propagation channels. We also developed a 
real-time experimental system of 8 x 8 multiuser MIMO with VP based on 3GPP Release 10. Through computer 
simulations and indoor/outdoor experiments, it has been confirmed that the proposed nonlinear MU-MIMO based on 
VP can achieve twice spectral efficiency compared with a linear MU-MIMO based on spatial filtering. 

１．まえがき
移動通信に対する需要は拡大の一途を辿っており、今後

は高画質・大画面の動画ストリーミング等の様々な新しい

アプリケーションが登場することが予想されている。この

ため、より一層の無線通信システムの周波数利用効率改善

は急務である。改善に向けては様々な手法が検討されてお

り、中でも基地局当たりの収容ユーザ数の削減ならびに基

地局（base station : BS）―移動端末（user equipment : 
UE）間伝搬損失の低減を目的とした小セル化や、セル内

総スループットと各端末のスループットの双方を同時に

改善するマルチユーザ MIMO（multiuser multi-input 
multi-output : MU-MIMO）伝送の高度化は無線通信シス

テムの面的周波数利用効率改善に有効な手法として期待

されている。

移動通信の下りリンクでは、移動端末に多数のアンテナ

素子を備えることは装置規模や端末コストの観点から難

しい。このため、比較的多数のアンテナ素子の設置が可能

な基地局（送信側）にてプリコーディングを行うことで、

マルチユーザ MIMO 伝送を実現する手法が有望である。

プリコーディング方式としては送受信アンテナ間の伝搬

路状況に応じて ZF（ zero-forcing）規範や MMSE
（minimum mean square error）規範等に基づきアンテ

ナ重みを生成し、これを送信シンボルに乗じて送信する空

間フィルタリング（線形プリコーディング）が従来の主な

検討対象であった。空間フィルタリングは簡易なプリコー

ディング方式であり、各受信アンテナ間の伝搬路相関が小

さい場合に高いビームフォーミング利得が得られる。その

一方で、伝搬路相関が大きい場合にはビームフォーミング

利得が小さくなり、達成可能な周波数利用効率が小さくな

る。この状況は基地局と移動端末との間に見通しが存在し

やすい小セル環境では顕著となる。

 この問題を克服するための手法として、送信処理と受信

処理の少なくとも一方で非線形演算を用いる非線形マル

チユーザ MIMO 伝送が知られているが、従来は基礎研究

レベルに留まっており、実用化を念頭においた研究開発は

十分になされていなかった。そこで、本研究開発では

3GPP Release 10 ないしそれ以降の移動通信システムに

対して非線形マルチユーザ MIMO 伝送を導入することを

念頭においた技術開発を行った。具体的には、非線形プリ

コーディングの一種である vector perturbation（VP）に

着目し、これを用いたマルチユーザ MIMO 伝送の実用化

に際して課題となる点を明確化すると共に、それらを克服

するための技術開発を行った。また、リアルタイム動作が

可能な 3GPP Release 10をベースにした8×8マルチユー

ザ MIMO 実験システムの開発を行った。そして、計算機

シミュレーションと屋内外伝送実験により、非線形マルチ

ユーザ MIMO 伝送が線形マルチユーザ MIMO 伝送と比

較して 2 倍の周波数利用効率を達成可能であることを実

証した。

また、3GPPや IEEE 802における標準化会合に参加し、

非線形マルチユーザ MIMO 技術の技術的優位性をアピー

ルすると共に、本技術の導入が期待される有伝搬路相関・

高 SNR 環境における評価シナリオ策定に向けた提案を行

った。

 以下、本研究開発により得られた成果、ならびに標準化

活動の概要を示す。
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２．研究内容及び成果
２．１．Vector Perturbation に基づく非線形マルチユー

ザ MIMO の原理 

２．１．１．空間フィルタリングとその問題点

空間フィルタリングに基づくマルチユーザ MIMO の送

信信号ベクトル は次式で表される。 

γ
（１） 

ここで、は各端末に向けて送信されるシンボルベクトル、

は送信重み行列、 は送信電力、γはベクトル の平均

二乗ユークリッドノルムをそれぞれ表す。式（１）が示す

ように、γが大きいほど受信 SNR（signal-to-noise ratio）
は小さくなることが分かる。図 1 に伝搬路相関とビーム

フォーミング利得の関係を示す。同時送信されるユーザ間

（各ユーザに対して複数のデータストリームを送信する

場合は、個々のデータストリームを受信するアンテナ間）

の伝搬路相関が高い場合、ユーザ間干渉を十分に抑えるた

めに、ビームフォーミング利得が小さくなる。空間フィル

タリングは基本的に各データストリームに対する総合的

な利得を揃えるため、ビームフォーミング利得の小さいデ

ータストリームに対する送信重み（送信重み行列における

列ベクトル）が大きくなる傾向がある。伝搬路相関が高い

場合はこれに起因してγが大きくなり、達成可能な周波数

利用効率が小さくなる。

図 1 伝搬路相関とビームフォーミング利得の関係 

２．１．２．Vector Perturbation 

VP は送信重み行列 に応じて送信シンボルベクトル

にオフセットを加えてγを最小化することにより、周波数

利用効率を改善する手法である。加えられるオフセットベ

クトル （これは摂動ベクトル : perturbation vector と呼

ばれる）は次式により与えられる。

argmin‖ τ ‖ （２） 

ここで‖∙‖ は二乗ユークリッドノルムを表す。また、 の

各要素は複素整数、 はオフセットベクトルの大きさを規

定する定数である。図 2 に QPSK 変調を使用した場合の、

摂動ベクトル可算前と可算後の送信信号点を示す。摂動ベ

クトルを加えることにより、元々の送信信号点（図 2 左）

が IQ 平面上に間隔 で繰り返され、図 2 右に示す拡大信

号点が構築される。VP は が最小となるように、拡大信

号点の中から各ストリーム毎に 1 点を選んで送信するこ

とと見なすこともできる。

送信するデータストリーム数を 、摂動ベクトル の各要

素における実部および虚部が取り得る値の候補数を と

すると、摂動ベクトルは 通り存在する。これらの中か

ら最適なベクトル を総当たりで探索するのは演算量が過

大となり非現実的である。このため、多数のデータストリ

ームを高速に伝送する際は、M アルゴリズムなどの演算

量削減手法を適用する。

受信側では送信側で可算された摂動ベクトルは未知で

ある。しかしながら図 2 右に示すように、拡大信号点は

元の送信信号点が等間隔で繰り返されたものである。従っ

て、受信信号点における繰り返し間隔τ を知ることができ

れば、送信側で加えられた摂動ベクトル が未知であって

も modulo 演算によって摂動ベクトルの影響を除去する

ことが可能となる。この modulo 演算は次式で表される。 

1 j
2

τ mod		τ
1 j
2

τ （３） 

ここでτ は第 データストリームに対する受信側の信号点

繰り返し間隔（modulo 格子サイズと呼ばれることもある）、

	jは虚数単位をそれぞれ表す。本 modulo 演算は図 3 に示

すように、受信された送信信号が含まれる領域（塗りつぶ

された領域）を元の信号点の領域（太枠内）に写像する処

理に相当する。これにより、送信側で加えられた摂動ベク

トルを推定することなくシンボルの復調が可能となる。

図 2 VP における送信信号点配置 

図 3 modulo 演算による摂動ベクトル除去 
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２．２．非線形マルチユーザ MIMO が有効な条件の明確化 

WINNER II 伝搬路モデルに規定されている複数の屋

内外伝搬路モデルを用い、VP に基づく 8×8 非線形マル

チユーザ MIMO 伝送と、線形マルチユーザ MIMO 伝送

（以下 MMSE）の性能をシミュレーションにより比較し

た。その結果、VP は比較的高い SNR が得られれば、屋

内外・見通し内外に関わらず MMSE に比較して 2 倍の周

波数利用効率を達成し得ることが明らかになった（図 4
～図 7）。また、VP と MMSE が同一周波数利用効率を達

成する SNR の差分を VP による利得と規定すると、伝搬

路相関が高いと考えられる見通し内環境での利得は、見通

し外環境での利得に比較して概ね大きく、このような環境

で特に VP が有効である事を確認した。 
その一方で、QPSK 変調等の利用が想定される低 SNR

領域においては十分な周波数利用効率改善効果が得られ

ないことも明らかになった。以上から、非線形マルチユー

ザ MIMO 技術は、基地局と移動局間の伝搬距離が短くて

高い SNR が得られやすい、小セル環境等に適用するのが

効果的であることを明らかにした。

図 4 WINNER II A1（indoor office）見通し内伝搬路で

の平均 SNR 対周波数利用効率特性 

図 5 WINNER II A1（indoor office）見通し外伝搬路で

の平均 SNR 対周波数利用効率特性 

図 6 WINNER II B1（typical urban micro-cell）見通

し内伝搬路での平均 SNR 対周波数利用効率特性 

図 7 WINNER II B1（typical urban micro-cell）見通

し外伝搬路での平均 SNR 対周波数利用効率特性 

２．３．非線形マルチユーザ MIMO 伝送の課題とその対策 

２．３．１．サブバンド化の適用に関する性能劣化とそ

の対策 

3GPP Release 10 のフレームフォーマットでは参照信

号が周波数領域で離散的に設けられているため、得られる

伝搬路推定値も周波数領域で離散的となる。さらに、FDD
（frequency division duplex）システムにおいてプリコー

ディングを行うには、受信側で得られた伝搬路推定値を送

信側にフィードバックする必要があり、これを間引くなど

して伝搬路フィードバック情報量を低減することも求め

られる。そこで、本研究開発では 3GPP Release 10 のリ

ソースブロック（RS）を１以上束ねたサブバンドを設定

し、これを単位にフィードバック情報を間引いた場合の性

能劣化量を評価した。その結果、遅延分散が大きく周波数

選択性が厳しい伝搬環境においては、2 個の RS（24 サブ

キャリア）を単位としたサブバンド化を導入すると伝搬路

推定誤差が大きくなり、実効的な SNR が制限されて周波

数利用効率が大幅に劣化することを確認した（図 8～図 
11、図中の SBC はサブキャリアを単位とするサブバンド

幅）。
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図 8 サブバンド化適用時の WINNER II A1 見通し内伝

搬路での平均 SNR 対周波数利用効率特性 

図 9 サブバンド化適用時の WINNER II A1 見通し外伝

搬路での平均 SNR 対周波数利用効率特性 

図 10 サブバンド化適用時の WINNER II B1 見通し内

伝搬路での平均 SNR 対周波数利用効率特性 

図 11 サブバンド化適用時の WINNER II B1 見通し外

伝搬路での平均 SNR 対周波数利用効率特性 

この問題を解決するため、周波数領域で離散的に得られ

る伝搬路推定値に Regularized LS estimator を適用して

伝搬路推定値を周波数補間し、これを用いてサブキャリア

単位でプリコーディングを行う手法を検討した。具体的に

は、周波数領域伝搬路補間を比較的粗い周波数間隔で実施

してプリコーディング処理を離散的に行い、その結果をよ

り細かい周波数間隔で補間する 2 段階補間により、演算量

を削減しつつ高精度なプリコーディングを実現する手法

を考案した。この方式は IDFT により一旦時間領域でパス

抽出を行い、それを周波数領域に再変換するものである。

移動局側で必要最小限のパス抽出を行って結果をフィー

ドバックし、その結果を基地局側で補間する処理構成とす

れば、フィードバック情報量を伝搬路の遅延分散に応じた

量に低減することが可能である。計算機シミュレーション

を通じ、本方式によりサブバンド化に起因する性能劣化を

概ね抑えられることを確認した（図 12）。 

図 12 周波数領域伝搬路・プリコーディング補間適用時

における平均 SNR 対周波数利用効率

２．３．２．modulo 格子サイズ設定誤差に対する対策 

VP に基づくマルチユーザ MIMO 伝送を行う場合、復

調時に行う modulo 演算の格子サイズを受信側で適切に

設定しないと、modulo 演算に起因して大量のシンボル誤

りが発生する。そこで、初期検討として下りリンクの所望

波に関する伝搬路推定値から modulo 格子サイズを設定
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する手法を評価した。しかしながら、送信側の空間フィル

タリング重みに MMSE を用いると、この手法では受信側

で残留するストリーム間干渉に起因して modulo 格子サ

イズの設定誤差が発生し、伝送性能が著しく劣化すること

が判明した。

そこで、受信側で残留するストリーム間干渉成分を加味

して modulo 格子サイズの調整を行い、設定誤差を低減す

る手法を考案した。計算機シミュレーションの結果、本手

法を用いることで所要 SNR を数 dB 改善できることを確

認した（図 13）。さらに、本手法を適用する VP の MMSE
に対する総合的な性能改善度を計算機シミュレーション

により評価した。シミュレーションでは、エリア半径 100 
m の屋内扇型小セル環境に 4 台の移動局をランダムに配

置し、基地局の送信電力は無線 LAN 程度、かつ AMC（適

応伝送レート制御）が理想的に機能した場合を評価した。

その結果、提案する modulo 格子サイズ調整手法は特に低

SNR 領域で周波数利用効率改善に効果的であった（図 
14）。また、ほぼ全ての移動局配置において VP は MMSE
に対して高い周波数利用効率が得られ、静止伝搬路では約

20%の確率で 2 倍以上の周波数利用効率を達成すること

を確認した（図 15）。 

図 13 modulo 格子サイズ調整手法適用効果（はストリ

ーム間干渉成分寄与調整用係数）

図 14 屋内扇型小セル環境における送信電力対周波数

利用効率

図 15 屋内扇型小セル環境における VP の MMSE に対

する周波数利用効率改善度の CDF 

modulo 格子サイズ設定誤差に対する別のアプローチと

して、VP が用いる拡大信号点の格子境界で同一シンボル

が送信されるよう、拡大信号点にシンメトリ配置（図 16）
を導入することで、シンボル誤りの発生を抑える手法

（SSM）の検討も行った。計算機シミュレーションの結

果、本方式が比較的低次の変調方式に対して有効であるこ

とを確認した（図 17）。 

図 16 拡大信号点シンメトリ配置（SSM） 

図 17 拡大信号点シンメトリ配置適用効果 
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２．３．３．時間的伝搬路変動に対する対策 

実環境ではユーザの移動や周辺環境の変化に伴い、伝搬

路が時間的に変化する。このような状況では伝搬路変動に

対するプリコーディングの追従性を確保する必要がある。

そこで、移動端末側で最小二乗法に基づく一次元の伝搬路

予測を行い、その結果を基地局にフィードバックする手法

を考案した。屋内扇型小セル環境に 4 台の移動局をランダ

ムに配置したモデルを用い、計算機シミュレーションによ

り本手法の適用効果を評価した。その結果、提案伝搬路予

測手法は移動に起因する伝搬路変動の影響を 1/3 以下に

低減でき、伝搬路予測を行わない場合と比較して高い周波

数効率が得られることを確認した。また、移動局の移動速

度が時速 3 km の場合において、提案伝搬路予測手法を適

用した VP は MMSE と比較して平均 1.5 倍程度に周波数

利用効率が改善し（図 18）、また約 10%の確率で 2 倍以

上の周波数利用効率を達成することを確認した（図 19）。  

図 18 屋内扇型小セル環境における伝搬路予測に使用

するスナップショット数対周波数利用効率

図 19 屋内扇型小セル環境（時変伝搬路）における周波

数利用効率改善度の CDF 

２．３．４．伝搬路フィードバック情報量制限の影響 

FDD システムで必要な伝搬路フィードバックに関し、

本研究開発においてはハードウェアにおける実現性・安定

性を重視し、周波数領域におけるディジタルフィードバッ

クを主たる検討対象とした。検討の結果、複素数である各

伝搬路推定値の実部と虚部をそれぞれスケーリングした

後に 8 ビット以上の量子化を行うと共に、受信側にてスト

リーム間干渉抑圧のための MMSE 受信を適用すると、現

実的な SNR 領域において周波数利用効率劣化を 5%以内

に抑えられることを確認した（図 20）。 

図 20 伝搬路フィードバック量子化ビット幅対周波数

利用効率

２．３．５．摂動ベクトル探索幅制限の影響 

2.1.2.項で述べたように、送信するデータストリーム数

を 、摂動ベクトル の各要素における実部および虚部が取

り得る値の候補数を とすると、摂動ベクトル探索に要す

る演算量は に比例する。したがって、演算量の観点か

らは摂動ベクトルの探索幅は小さい方が望ましい。そこで、

摂動ベクトルの探索範囲が周波数利用効率に与える影響

の評価を、屋内扇型小セル環境を仮定した計算機シミュレ

ーションにより評価した。その結果、VP は最小限の摂動

ベクトル探索範囲[-1, 1]（ 3）で、探索範囲が[-3, 3]
（ 7 ）からの周波数利用効率の劣化を概ね 4%以内に

抑えられることを明らかにした（図 21）。 
本研究開発で開発した実験システム（2.4.1.項を参照）

は探索範囲が[-3, 3]においてリアルタイム動作を実現し

ている。今後 VP を適用する実用的な基地局装置を実現す

るには、実験システムでの処理に加えて各種演算等が必要

になると考えられるが、上記のような削減手法によりハー

ドウェアへの要求条件が大きく緩和されると期待できる。 

図 21  VP の摂動ベクトル探索範囲対周波数利用効率 
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２．４．非線形マルチユーザ MIMO 実験システムの開発 

２．４．１．実験システムの概要 

表 1に本研究開発にて開発したマルチユーザMIMO実

験システムの諸元を、また図 22 に開発した無線機の外観

をそれぞれ示す。給電アンテナ素子数は基地局が最大 8、
移動端末が最大 2 であり、4 台の移動端末に対して同時に

2 本のデータストリーム（計 8 データストリーム）の送信

が可能である。

図 23 に示すように、信号フォーマットは上りリンク、

下りリンク共に、3GPP Release 10 の下りリンクサブフ

レームフォーマットに若干の変更（制御信号の削除・参照

信号の常時送信等）を加えた構成とした。システム帯域幅

は上りリンク、下りリンク共に 20 MHz（1200 サブキャ

リア）である。下りリンクはデータ伝送のためのマルチユ

ーザ MIMO-OFDM （ orthogonal frequency division 
multiplexing）伝送を、上りリンクは伝搬路フィードバッ

クのための OFDMA（orthogonal frequency division 
multiple access）伝送を行う。なお、開発した無線機の処

理能力でリアルタイム信号処理を実現するため、下りリン

クのデータ信号帯域幅は 5 MHz とし、データシンボルは

24 サブキャリア幅のサブバンドを単位としてシステム帯

域内に離散的かつ均等に配置している。また、その他のサ

ブキャリアにおいてはダミーシンボルを送信する。伝搬路

フィードバックおよびプリコーディングは 24 サブキャリ

アで構成されるサブバンド単位で実施する。各送受信アン

テナ素子間の伝搬路値は IQ 各 8 ビット量子化され、上り

リンクを経由して基地局にフィードバックされる。処理遅

延を含めたフィードバック遅延は 7 ms（7サブフレーム）

を実現している。

本実験システムはプリコーディング方式として MMSE
および VP を実装している。摂動ベクトル探索処理におけ

る演算量削減手法としてはQRDM-Eアルゴリズムを採用

した。また、2.3.2.項で述べた受信側の modulo 格子サイ

ズ調整手法と信号点シンメトリ配置、2.3.3.項で述べた伝

搬路予測手法、そして 2.3.1.項で述べたプリコーディング

補間方式の簡易版も合わせて実装している。さらに、プリ

コーディング誤差に起因して発生するストリーム間干渉

を抑圧するために、移動端末側に MMSE 受信処理を実装

している。

表 1 開発した実験システムの諸元 

図 22 開発した無線機外観（左：基地局 右：移動端末） 

図 23 実験システムの信号フォーマット 

２．４．２．屋内外伝送実験結果 

図 24 および図 25 に、ATR 敷地内にて行った屋内外伝

送実験の実験環境を示す。また、両環境における伝送実験

諸元を表 2 および表 3 に示す。基地局―各移動端末間は

等距離、基地局側から見た各移動端末の方角が等間隔（扇

型配置）となるように 4 台の移動端末を配置した。図 24
および図 25 に示すように、本実験環境において基地局―

各移動端末間は見通し内伝搬である。このため、受信アン

テナ間の伝搬路相関は比較的高く、空間フィルタリングに

よるビームフォーミング利得が得られにくい状況である。 

図 26 および図 27 に伝送実験結果を示す。グラフの横

軸はデータ伝送に使用した、3GPP Release 10 で規定さ

れている MCS Index、縦軸は 4 台の移動端末で達成され

たスループットの合計を表す。MMSE と比較して、VP
を適用した場合は 2 倍前後の合計スループットを達成し

ている。すなわち、VP を適用したマルチユーザ MIMO
伝送は伝搬路相関が高い環境において高い周波数利用効

率を実現できることが分かる。

システム帯域幅 20 MHz 
中心周波数 下りリンク：3.36 GHz 

上りリンク：3.26 GHz 
伝送方式 下りリンク：MU-MIMO-OFDM 

上りリンク：OFDMA 
サブキャリア数 1200 
サブキャリア間隔 15 kHz 
伝送路符号化・復号 Turbo 符号・Max Log-MAP 
摂動ベクトル探索 QRDM-E アルゴリズム 

（摂動ベクトル探索範囲：[-3, 3]）
最大送信電力 アンテナ素子当たり 0.5 W 
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図 24 屋外伝送実験実施環境（グラウンド） 

図 25 屋内伝送実験実施環境（会議室・254 m2） 

表 2 屋外伝送実験諸元 
伝送距離 30 m 
移動端末配置 30 度間隔 
アンテナ素子 基地局：パッチアンテナ

移動端末：モノポールアンテナ

アレー構成 基地局：8 素子半波長間隔直線状 
移動端末：2 素子クロス配置 

アンテナ高 基地局：2 m 
移動端末：1.8 m 

使用処理 ・modulo 格子サイズ調整 
・信号点シンメトリ配置

・プリコーディング重み補間

・MMSE 受信 

表 3 屋内伝送実験諸元 
伝送距離 8 m 
移動端末配置 30 度間隔 
アンテナ素子 基地局：モノポールアンテナ

移動端末：モノポールアンテナ

アレー構成 基地局：8 素子 1 波長間隔直線状 
移動端末：2 素子クロス配置 

アンテナ高 基地局：2 m 
移動端末：1.8 m 

使用処理 ・modulo 格子サイズ調整 
・信号点シンメトリ配置

・プリコーディング重み補間

・MMSE 受信 

図 26 屋外伝送実験結果 

図 27 屋内伝送実験結果 

２．５．国際標準化への貢献 

本研究開発では非線形マルチユーザ MIMO 伝送技術の

速やかな実用化に向けて、周波数利用効率向上への取り組

みが盛んで、基地局ハードウェアへの新たな機能追加も比

較的容易と考えられる携帯電話システムへの適用を目指

した。ただし、携帯電話システムの標準化においては、非

線形マルチユーザ MIMO 伝送の適用効果が高い、有相関

かつ高い SNR となる屋内のような環境での技術開発の必

要性が共通に認識されているわけではなかった。そこで、

携帯電話システムにおける国際標準化団体である 3GPP
の RAN Plenary Meeting ならびに RAN Working Group 
Meeting に計 7 回参加し、非線形マルチユーザ MIMO 伝

送の適用効果が高い、ピコセルやフェムトセル等の小規模

セルを想定した屋内大空間環境を性能評価シナリオや評

価条件に加えるための活動ならびに寄書入力を積極的に

行った。これらの活動の結果、全体としても屋内、高 SNR
環境を検討に加える方向に進んでおり、提案技術を導入す

る素地を整えることができた。現在 3GPP で議論されて

いる Release 12 の議論開始直前となる 2012 年 6 月開催

3GPP RAN Plenary Meeting では、Release 12 onward
のプレゼンテーションで、いくつかの企業が今後有望で検

討すべき技術として非線形 MU-MIMO を挙げており、実

用化に向けて着実に進んでゆくものと考える。

上記に加え、TDD システムである無線 LAN や無線

MAN への展開も視野に入れた活動も行った。具体的には、

IEEE 802 標準化委員会の 2012 年 7 月開催 Plenary 
Meeting での、今後 IEEE 802.11 委員会において議論す

べき技術を議論する Wireless Next Generation（WNG）

セッションにおいて、本技術の概要とその効果を示す寄書

入力ならびに口頭発表を行い、無線 LAN における周波数

利用効率向上技術として非線形処理を用いるマルチユー

ザ MIMO の有望性をアピールした。続く 2012 年 11 月開

催 Plenary Meeting でも、IEEE 802.15 委員会において
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無線 PAN への適用の可能性について技術動向を調査し

IG SRU の参加者との意見交換を行うなど広く実用化の

道を探った。

３．今後の研究成果の展開
本研究開発では非線形マルチユーザ MIMO 伝送の技術

的課題を克服する技術開発を行い、その実現可能性ならび

に有効性を示した。今後は本技術の実用化に向けて、実シ

ステムに適用可能な高精度伝搬路フィードバック技術や

演算量削減技術の開発を行うと共に、既存あるいは新規の

無線通信システムへ組み込むために必要な改変等に関し

て標準化提案を行っていく必要がある。

非線形マルチユーザ MIMO 伝送は携帯電話システムの

みならず、無線 LAN や MAN 等にも適用可能な汎用的技

術であり、実用化に向けては様々な展開が期待される。そ

こで、見通し伝搬環境での運用が想定される各種無線通信

システムに対する技術開発、ならびに実験的性能評価を継

続して実施する予定である。

非線形マルチユーザ MIMO 伝送の実用化のためには、

オペレータ・無線システムのチップセットおよびセットメ

ーカに対して大きなビジネス的効果を示し、これらの企業

の賛同・サポートを得ることが不可欠である。従って、方

式提案のみならず、各標準規格における評価モデルに関し、

本技術が効果的な環境を追加する提案や、既存標準規格に

対する本研究成果に基づいた機能追加等、開発コストと効

果を考慮した柔軟な対応を行っていく。

４．むすび
本研究開発では VP に基づく 8×8 非線形マルチユーザ

MIMO 伝送に関して、3GPP Release 10 をベースにした

方式検討ならびにリアルタイム動作可能な実験システム

開発を実施した。

まず、WINNER II 伝搬路モデルに規定されている様々

な伝搬路モデルを用いた評価により、VP は比較的高い

SNR が得られれば、どのような伝搬路においても MMSE
に比較して高い周波数利用効率改善が得られることを確

認した。また、非線形マルチユーザ MIMO 伝送に特有で

ある、modulo 格子サイズ設定誤差に対する対策手法、ま

た時変伝搬路における伝搬路予測手法等を検討し、これら

の適用により静的環境、低速移動時の双方で VP には

MMSE 比 2 倍の周波数利用効率を達成し得ることを、計

算機シミュレーションおよび実験システムによる屋内外

伝送実験を通じ明らかにした。以上により、VP に基づく

非線形マルチユーザ MIMO 伝送の有効性、ならびに実用

化の可能性を示した。

また、3GPP および IEEE 802 の標準化会合に参加し、

非線形マルチユーザ MIMO 技術の技術的優位性をアピー

ルすると共に、本技術の導入が期待される有伝搬路相関・

高 SNR 環境における評価シナリオ策定に向けた提案を行

った。
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