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概要
モバイル端末をはじめとする家庭内のデジタル機器間を高速なワイヤレスで接続する超高速近距離無線システムを早期
に実用化することを目指し、耐マルチパス環境に優れた伝送技術、干渉回避技術、および小型・低消費電力化技術を確立
するために、「見通し外環境ミリ波伝送技術の開発」、「干渉回避技術の開発」、「モバイル機器等への搭載可能なミリ
波システム技術の開発」の 3 つの研究開発課題に取り組んだ。

Abstract
In order to realize early commercialization of ultra-high-speed short range millimeter wave wireless systems
connecting between portable terminals and digital equipment in home, the systems must be robust in the
environments with multipath and interference signals, and portable terminals must be low power consumption and
small form factor. To meet these requirements, the developments have been carried out on three technology areas: (i)
Enabling technologies for Millimeter wave systems to communicate in NLOS (non-line-of-sight) environments, (ii)
Interference avoidance technologies for many systems to co-exist in the same / neighboring areas, (iii) Advanced
hardware technologies enabling millimeter wave TRX modules implemented on portable terminals.

１．まえがき
スマートフォンに代表される携帯端末や、家庭内におい
て、薄型TV、デジタルビデオカメラ、音楽再生型携帯端
末等の情報家電機器が扱うデジタルコンテンツの容量が
飛躍的に増大しており、機器間でのデータ交換の手段とし
て、配線が不要で利便性の高い無線伝送へのニーズが高ま
っている。例えば、データ量が大きい高精細動画について、
ユーザーにストレスを感じさせない瞬時転送を可能とす
るためには、ギガビット級の高速伝送が求められる。高速
伝送を実現するためには非常に広い帯域幅が必要となる
が、現状において実用化されているマイクロ波帯は既に稠
密に利用されており、Wi-Fiを中心とする無線LANシステ
ムでは、利用できる周波数帯幅の制約がある。周波数利用
効率を高めるためには、複雑なMIMOシステムなど複雑な
信号処理が必要であり、携帯端末に求められる、低消費電
力、小型形状の無線デバイスの要求を満たしながら1Gbps
以上の伝送速度の実現は困難な状況にある。
60GHz 帯は、我が国では 57GHz から 66GHz の 9GHz
帯域幅、グローバルにも 7GHz の帯域が確保されている
ため、マイクロ波帯に比べて簡易な信号処理でギガビット
級の超高速伝送が期待できる。そこで本研究開発では、
60GHz 帯を用いてモバイル機器に搭載可能なギガビット
級の超高速伝送を可能とする近距離無線システムに関す
る研究開発を実施し、超高速無線伝送技術を確立すること
により、ワイヤレスシステムのミリ波帯への移行や周波数
の有効利用を促進する。

特に 60GHz 帯の普及促進における技術課題であった、
見通し外通信の実現を目指した「研究課題ア）見通し外環
境ミリ波伝送技術の開発」、免許不要帯域である 60GHz
帯で複数の異種無線システムを共存させるための「研究課
題イ）干渉回避技術の開発」、60GHz システムの普及促
進の鍵となるモバイル機器への搭載を実現するための「研
究課題ウ）モバイル機器等への搭載可能なミリ波システム
技術の開発」を総合的に取り組み、実用化を目指した研究
開発を実施した。

２．研究内容及び成果
２．１．ア)見通し外環境ミリ波伝送技術の開発
本研究課題では屋内における見通し外環境を中心に
様々な伝搬条件にも対応可能とするマルチパス耐性技術
を確立するために、OFDM 変調方式におけるマルチパス
耐性の確立、シングルキャリア変調方式における等化器・
符号によるマルチパス耐性の確立を目指した研究開発を
並行して行った。マルチパス信号等化・符号化技術につい
ては、ビームフォーミングアンテナによるマルチパス抑圧
も考慮した最適な等化器の実現を目指し、広ビーム幅を想
定した等化技術の確立及び狭ビーム幅を想定した等化器
の簡素化に重点を置いた両面からの取組みを行った。

（ａ）高マルチパス耐性なミリ波 OFDM
２．１．１．
技術の開発
屋内環境におけるマルチパス耐性の検討に加え、モバイ
ル機器や情報機器内蔵時のマルチパス伝搬環境評価と、前
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）

② シミュレーションによるシステム設計、OFDM 変復
調方式の設計
FFT ポイント数を 64 とする低消費 OFDM 方式を基本
に、伝搬測定で得られた伝搬データや無線 IC 評価で得ら
れたミリ波デバイス特性を組込み、シミュレーションを用
いて表 1 に示す近接用実設計に適した ODFM アルゴリズ
ムを開発した。QSPK 版 OFDM 変復調器に機能ブロック
の追加・修正を実施、16QAM 版への拡張を行い、4.59Gbps
での伝送が可能な OFDM 方式を設計した。近接向け
OFDM 方式を東北大学にて作成された近距離見通し外伝
搬モデルを用いて評価した。OFDM パラメータを調整す
ることで、約 86%の領域で 2.35Gbps の通信が、全領域で
0.78Gbps の通信が可能なことを確認した。

机反射の影響
電力

記マルチパス特性を考慮した 3Gbps を超える伝送速度を
達成する OFDM 方式の策定を行った。またモバイル機器
においてもバッテリー駆動を可能とする、1W 以下の消費
電力となる低消費電力な OFDM 回路技術を実現した。
① 機器内蔵時のマルチパス環境測定による伝搬特性評
価
60GHz 帯で 10GHz 帯域幅の周波数電力スペクトルの
測定が可能で、10cm 範囲の位置設定が出来る 3 次元 XYZ
ステージ伝搬測定系により、ノート PC、デジタルカメラ、
タブレット等に IC を内蔵して電波伝搬測定を実施し、そ
の解析結果に基づいて筐体間反射、筐体内部での反射およ
び机からの反射の影響を考慮した近接ミリ波電波伝搬モ
デルを図 1 に示すように提案した。 シミュレーション評
価により、提案したモデルと測定値との一致を確認した。

図1

近接ミリ波電波伝搬モデル

表1

OFDM（16QAM）パラメータ
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図2

試作 IC による機器組込み実使用環境実験

③OFDM を想定したベースバンド IC・トランシーバ用 IC
の設計・試作・評価
パッケージ内の IC チップ位置を偏心させ、使用不可ピ
ン 0、動作利得 -1.1dBi 以上と所望の特性のパッケージ内
蔵ボンディングワイヤアンテナを開発した。
ベースバンド IC 設計では、(1)性能改善版 2 次試作 IC、
(2)16QAM 高速化検証用 3 次試作 IC、(3)低消費電力 4 次
試作 IC をそれぞれ試作・評価した。

ファイル転送時の
スループット測定を実施
平均約506.9Mbps,
最大約553.9Mbps

図3

高速ファイル転送実証結果
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(1) 2 次試作 IC では、図 2 に示すような機器内蔵の評価
を実施し、実使用環境で、図 3 に示すような高速ファイル
転送が可能であることを実証した。
(2) 16QAM 対応 3 次試作 IC では、ベースバンド対向性
能評価により伝送速度 4Gbps 超でのデータ伝送を確認し
た。消費電力増加 25%でデータ伝送速度 2 倍を達成出来
ることを確認した。実測とシミュレーションを比較した結
果を図 4 に示す。
(3) 低消費電力 4 次試作 IC では、別途開発された RF、
AD/DA、MAC と共に図 5 に示すようなモジュール化を行
い、また、筐体に内蔵して伝搬評価用 XYZ ステージにて
評価した。PHY 評価では約 90%の場所率で 2.35Gbps で
の伝送が、約 99%の領域で 1.57Gbps の伝送が可能である
ことを確認した。また、MAC 評価では最大スループット
1.84Gbps、消費電力最大約 840mW であることを確認し
た。
以上、高マルチパス耐性なミリ波 OFDM 技術として変
調速度 3Gbps 以上、消費電力 1W 以下でデータ伝送が可
能なトランシーバ用 IC を開発し、データ伝送を実証した。
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フレーム誤り率特性
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ミリ波 OFDM トランシーバモジュール
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２．１．２．
（ｂ） マルチパス信号等化・符号化技
術の開発
シングルキャリア変調においてマルチパス波形歪みを
効果的に等化する、下記①マルチパス信号等化技術や、ア
ンテナ指向性制御による、②マルチパス耐性符号化技術の
研究開発を行った。
① マルチパス信号等化技術
3Gbps を超える超高速伝送が可能かつモバイル機器等
に実装可能な回路規模のデジタル信号処理回路の実装を
行い、60GHz 帯見通し外環境で実運用デモンストレーシ
ョンを行う
② マルチパス耐性符号化技術
ビームフォーミングアンテナにより、残留する波形歪み
に対して、LSI への実装可能な回路規模の簡易な波形等化
器と、高利得誤り訂正符号、復号方式の設計、計算機シミ
ュレーションによる特性評価を行う。さらに、60GHz 帯
見通し外環境で実証実験を行う。
①マルチパス信号等化技術
ミリ波見通し外環境下で想定されるマルチパスを等化
する技術を確立するために、マルチパス信号等化技術にミ
リ波ビームフォーミング技術を組み合わせた統合見通し
外ミリ波信号波形等化技術の開発を行い、以下の研究開発
成果を得た。
(1)統合試験用評価装置信号処理部の特性評価と回路規模
評価
ミリ波ビームフォーミングアンテナの使用を想定した
電波伝搬試験結果に基づき遅延除去時間(36ns)を可能と
する 512 点 FFT（内パイロット 64 点）の MMSE 周波数
領域等化アルゴリズムを具備した等化器を考案し，ミリ波
通信システム IEEE802.11ad シングルキャリアシステム
の受信信号処理として実装可能であるため、実際に
IEEE802.11ad フレームフォーマット上で、計算機シミュ
レーション、FPGA を用いた実機装置(統合試験用評価装
置信号処理部)にて評価を行った。HDMI 伝送のような連
続的に発生するデータの伝送中にビームフォーミングを
運用するため Radix-2, Radix-4 混合基底を適用した FFT
アルゴリズムの適用を行い、周波数等化に関わるレーテン
シについて，HDMI 伝送時にビームフォーミングを行っ
た場合においても影響の出ない FFT と IFFT、FIFO を含
む総レーテンシ 780cycle 以下を達成した。周波数等化に
おいては、チャネル推定については、上記等化器で、可変
長の Golay 符号に対して 1 つの相関器で相関を取ること
が可能な構成なものを並べた並列 Golay バタフライ相関
器を実装した。本信号処理部については、見通し外通信等
化を行うに当たり、高精度なシンボル同期を FPGA 上で
実装するために、4 倍のオーバーサンプル(7040Mbps)を
実現する AD コンバータを受信信号処理の前段に実装し
ている。伝送速度は MCS0 から MCS9(QPSK 変調、モデ
ムレート 3520Mbps、速度 2.5Gbps)までをサポートして
おり、HDMI 伝送としては 1080/60i (1820Mbps)をサポ
ートし、同プロジェクトの株式会社日立製作所開発の
11ad 評価装置にて、その信号が 11ad 準拠であることを
確認した。
(2)総合実証試験用 RF 装置の試作
総合実証試験用装置として、見通し外ミリ波通信システ
ム総合実証試験用基礎評価装置（ビームフォーミング機能
を持つ広帯域アンテナ部、RF 部送受信部、実証実験用ベ

ースバンド部）の試作・評価を行った。広帯域特性と同時
に、より多ビームなビームフォーミング機能を実現するた
めに、装置構成の基本であるミリ波半導体デバイス・回
路・アンテナ・モジュールの設計・試作・評価を進めてき
た。実際の装置試作は、1. 60GHz 帯広帯域ビームフォー
ミング平面アンテナ、2. 60GHz 帯送受信モジュール、3.
送受信モジュール用発信回路（中間周波数（IF）回路を含
む）、4. 各制御回路・電源回路に分けて作業を進めた。試
作した装置は、アンテナにおいては、情報通信機構で開発
した新しいアンテナ構造を使用することにより、57GHz
から 66GHz までの 9GHz 帯域を超える約 14GHz が得ら
れ、且つ、最大利得約 10dBi、最大ビーム数 5 ビームのビ
ームフォーミング特性が得られた。送受信装置においては、
データレートが 1.5Gbps をサポートする 60GHz 帯ミリ波
通信を実証した。
(3)統合試験用評価装置を用いた無線伝送実証試験
上記統合実験試験用評価装置信号処理部と RF 部につ
いての統合試験を行うことで、ミリ波見通し外通信の実証
を行った。図 7 に示すミリ波 RF 部を有する統合試験用評
価装置を開発し、マルチパス環境において SXGA& 30fs
の HDMI 伝送について、等化アルゴリズムの有効性をフ
レーム透過率 85%を達成し、また等化アルゴリズムを行
った上でのビームフォーミングによるビーム方向を最適
パスに制御することを実証し、ミリ波見通し外通信におい
てモデムレート 3Gbps 超となる HDMI 伝送を実現した。
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図6 広角BFを想定した見通し外通信実証装置構成(ミリ
波無線映像伝送システム)

図 7 広角 BF を想定した見通し外通信実証装置構成(ミ
リ波無線映像伝送システム)

②マルチパス耐性符号化技術
本研究課題の目標は非見通し通信環境下でも“携帯端末
に搭載可能な低消費電力送受信機で”3Gbps を超える通信
を可能とする技術開発である。具体的には、まず見通し通
信回線が人物の移動等で遮蔽された場合に発生する“非見
通し通信環境下”での伝搬特性を明らかにする。次に、受
信可能な反射波を探索し、最大受信レベルの反射波を受信
ビームトラッキングアンテナで受信することにより、通信
を継続可能とする方式を提案しその可能性を実証する。
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このような“非見通し通信環境下(NLOS)”での伝搬特性を
取得し、そのチャネルモデル化を行い、受信アンテナの半
値幅(HPBW)が小さければ、デレースプレッドが十分に小
さいことを実測と統計処理により明確にした。次に、これ
らチャネルモデルを用い、このような環境下では、大きな
消費電力を必要とする OFDM (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing) や FDE(Frequency Domain
Equalization)が不要であり、シングルキャリアに高利得
誤り訂正(FEC)を適用したシステムで変調速度 3.52Gbps
の通信が可能であること及び受信アンテナの半値幅が大
きい場合には、簡単なタップ付き等化器で実用上問題無い
レベルまで、多重反射による劣化を小さく出来ることを明
らかにした。
(1)非見通し通信時(NLOS)の伝搬特性を明確にし、ビーム
トラッキングアンテナ通信システム用チャネルモデルを
創成した
(2)また、従来の IEEE802.15.3c および IEEE802.11ad 伝
搬 モ デ ル を 改 良 し 、「 IEEE802.15.3c お よ び
IEEE802.11ad 伝搬モデルの問題点である物理的にあり
えないレスポンス」が生成されない-改良を加えたチャネ
ルモデルを開発した
(3)これらの結果、受信アンテナ HPBW が 18 度以下であ
れば、受信アンテナの方向を切り替え、最も受信電力の大
きい反射波を使用することにより、高利得な誤り訂正の適
用のみで、高品質な 3.52Gbps 通信ができることを示した
(4)さらに、受信アンテナ HPBW が 30 度、45 度、60 度
と広い場合には、10%以下の確率で、FEC のみでは符号
間干渉をとりきれず、簡易なタップ付き等化器で、高品質
な 3.52Gbps 通信ができることを明らかにした
(5)この結果、非見通し環境でもビームトラッキングアン
テナを受信に用い、かつその HPBW が 18 度以下であれ
ば高利得の FEC の適用のみ、HPBW が 30 度以上であれ
ば、10%以下の確率で等化器が必要となるが、これは簡易
なタップ付き等化器で実現できることから、OFDM、FDE
方式等を用いる受信端末に比較し、1/2 ～ 1/10 程度の低
消費電力で 3.52Gbps の通信が可能であることを明らかに
した

(b) RMS delay spread (ns)
(53 ﾟ-18 ﾟ Tx-Rx HPBW pair)

(c) 平均ビットエラー特性(100 回試行)
(53 ﾟ-18 ﾟ Tx-Rx HPBW antenna pair )

(d) 平均ビットエラー特性(100 回試行)
(53 ﾟ-46 ﾟ Tx-Rx HPBW antenna pair )

(a) 反射波を用いる通信システムイメージ

(a)受信アンテナにビームトラッキング機能を有するミリ
波通信システムモデル
(b)チャネルモデルと実測値比較（デレイスプレッドが十
分小さいことを統計的に証明）
(c)半値幅 15 度以下であれば、SC 変調＋高利得 FEC によ
り十分な品質確保
(d)半値幅 45 度以上は 10％のケースが SC 変調+高利得
FEC+ 簡易等化器で十分な品質確保
図 8 狭角 BF システムにおける反射波を用いた見通し外
通信技術
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２．２．イ）干渉回避技術の開発
本研究課題においては、免許不要帯域である 60GHz 帯
無線システムの将来の普及促進を想定し、代表的な標準規
格 で あ る IEEE802.15.3c お よ び Wireless Gigabit
Alliance/IEEE802.11ad 規格を対象とした異種システム
間の混在環境における通信疎通品質の評価や干渉回避技
術、干渉現象、干渉回避プロトコルを正確に観測するため
の高機能な伝送品質評価技術の研究開発を行った。

２．２．１（ａ）(IEEE802.15.3c 規格対応)干渉回
避プロトコル・伝送品質評価技術
①IEEE802.15.3c 規格対応のプロトコル解析・評価技術
IEEE802.15.3c を基にしたミリ波超高速近距離無線伝
送システム評価装置を構築し、まず同仕様の原理実証試作
ハードウエアにて SDI 映像信号の伝送実験を成功させ、こ
の知見を基に IEEE802.15.3c 規格端末のリファレンス・
マシンとして動作の可能なハードウェアを設計した。これ
と並行して情報通信研究機構・東北大学の IEEE802.15.3c
規格仕様提案者各位の協力を得てプロトコルテスト仕様
の詳細を検討し、テスト・シナリオとテスト・シーケンス
を実装したデバイスシミュレータを完成させ方式設計の
有効性検証を行った。これは後にパナソニックとの干渉回
避試験に供された。
また、この間に遅れて規格化の完了した IEEE802.11ad
規格無線端末の評価試験用フレームゼネレータの MAC
開発を完了し、フレームゼネレータ機能、フレーム・モニ
タ機能、パッシブスキャン機能、パフォーマンステスト機
能 を併せ持つ、IEEE802.11ad 規格無線端末テスト用の
複合テストシステムのプロトタイプを完成させ異種シス
テム共存のためのプロトコルを含むシステムの方式設計
の有効性検証を行った。

(a) ビデオ伝送実験

(c)ＭＡＣ設計

(b)

ソフトウエア・アーキテクチ

(d)テストの実施例

(f)フレームモニタ機能

図９

デバイスシミュレータ

②干渉・相互接続性検証のための高精度伝送品質評価技
術
60GHz 帯での高精度伝送品質評価技術の研究を実施し
た。IEEE802.15.3c 及び IEEE802.11ad 両標準規格に対
応した RF/PHY 伝送評価が可能な環境を構築し、異種標
準規格が共存する場合の干渉検出・回避の研究を実施した。
具体的には IEEE802.15.3c 規格無線端末用のテスト仕
様の決定およびこれを収容するソフトウエア・アーキテク
チャを決定し、物理層コンフォーマンステスト用システム
を完成した。一方、これを支えるＲＦ周波数変換装置の一
次試作を経てこの知見を基に高精度ＲＦ周波数変換装置
を完成させ、これに合わせた評価用ソフトウエアの同期確
立や信号補正機能、LDPC 精度等の性能向上・広帯域周波
数補正技術の開発を行った。これにより超広帯域高精度伝
送品質評価技術及びその歪特性補正アルゴリズムを活用
展開し、高精度周波数変換装置の性能保証法を確立すると
ともに、この技術を活用して実デバイスの特徴抽出で諸性
能を実証した。この技術を用いる事で可能となる低価格帯
普及型の周波数変換装置プロトタイプの評価を行うと共
に、歪特性補正アルゴリズムから派生・発展した干渉波生
成及び解析手法を完成させた。
一方、この間に規格化が完了した IEEE802.11ad 規格
無線端末の評価試験用に IEEE802.11ad シングルキャリ
ヤ・モード及び OFDM PHY 信号生成および解析評価機
能 を 追 加 し 、 IEEE802.11ad 規 格 完 全 対 応 と
IEEE802.15.3c 規格の両規格仕様端末のコンフォーマン
ステストに使用可能なデュアル・モード・テストソフトウ
エアを完成させた。このソフトウエアを用いて米国アジレ
ント社の 11ad 規格ソフトウエアとの対向試験での相互検
証、情報通信研究機構との疎通試験、パナソニックとの疎
通試験及び米国 ISSCC でのデモに続きシアトルで開催さ
れた IMS2013 での機器展示を実施する等、複数の開発機
関で平行して実現された成果物との相互疎通試験や伝送
品質評価を試み、システムの有効性を示した。本高精度伝
送品質評価技術の開発成果を使用した評価ソリューショ
ンは既に製品として国内の研究機関に製品として納入さ
れ実用化されている。

(a)高精度ＲＦコンバ
ータの一次試作

(b)高精度ＲＦコンバ
ータ

(e)テストセットアップ例
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２．２．２（ｂ） Wireless Gigabit Alliance 規格
対応の干渉回避技術

(c) 物理層コンフォーマン
ス試験用ソフトウエア

(d) ＲＦ計測残留歪みの除去／最小化

(e)校正済のミリ波RF評価装置によるデ
バイス特性の精密測定が可能に

①高速な干渉回避アルゴリズム技術
Wireless Gigabit Alliance(以下 WiGig/IEEE802.11ad
ドラフト規格) に準拠し、簡易な電力検出方式により、自
システムおよび IEEE802.15.3c からの干渉検出にも対応
し、簡易な電力検出この検出を 2μ 秒以下の時間で行う干
渉検出アルゴリズム技術の研究開発を行った。
干渉回避実証実験装置を試作し、電力検出による干渉回
避機能の動作検証を完了した。図11に示すように株式会
社日立製作所と共同で干渉実験を実施し、IEEE802.115.
3c規格による与干渉信号に対し、簡易な電力検出でも高速
な検出がされれば、WiGig/ IEEE802.11ad規格の異種シ
ステムがIEEE802.15.3cのパケットの空き時間を検出し、
共存できることが実証された。
②ギガビット対応干渉回避処理技術
WiGig (IEEE802.11ad ドラフト規格)に準拠し、PHY
層で 3Gbps を超える高速のパケット処理を低消費電力で
実現するアーキテクチャを開発した。
本研究課題は、次節「２．３ウ) モバイル機器等に搭載
可能なミリ波システム技術の開発」で実施される、変復調
(PHY) 層 の 信 号 処 理 回 路 の LSI と 統 合 し 、
WiGig/IEEE802.11ad に準拠し 3Gbps を超える変調速度
に対応した PHY/MAC 層 LSI を試作し、モバイル機器に
搭載可能な低消費電力性能として、RF 部と合わせて 1W
以下を実証した。詳細は次節２．３にて記述する
また、干渉回避実証実験装置を用いて株式会社日立製作
所と共同実験を行い、IEEE802.11ad に準拠した変調信号
の相互接続性も実証した。
54％劣化で11adが疎通

366us
パケット＃1

300us

STA1
パケット＃2

STA2
パケット＃3

28％劣化で11adが疎通

干渉波の生成
366us
パケット＃１

900us
パケット＃2

Undesired signal (1)
図 11 与干渉信号(15.3c)に対する WiGig/11ad のパケッ
ト疎通実験結果
Undesired signal (２)

干渉波の解析
(f) 異種通信間干渉解析の例
図 10 高精度伝送評価装置

２．３. ウ) モバイル機器等に搭載可能なミリ波
システム技術の開発
（ａ）9GHz 帯域幅フルバンド対応 RF 回路技術
モバイル機器に適用可能なダイレクトコンバージョン
型の低消費電力 CMOS フロントエンド回路の実現を目指
した研究開発を行った。また 9GHz の広帯域に対応しか
つシングルキャリア変調で要求される位相雑音性能を達
成するための VCO、周波数シンセサイザ回路技術の研究
開発を行った。
9GHz 帯域幅に対応した低消費電力 CMOS 回路技術を
90nm プロセスで確立し試作、実証した。アンテナ一体型
モジュールとして実伝搬評価を実施し、変調速度 3.5Gbps
で 1m 以上の伝送性能を実証した。
さらに 40nmCMOS プロセスにて RF チップの試作を行
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い、上記 90nmCMOS プロセスに対して送信時 42%減、
受信時 50%減の低消費電力化を達成した。
（ｂ）広帯域アナログ歪補償技術
アナログ回路の歪に対応した歪検出アルゴリズムの開
発と、歪補償アルゴリズムの開発、そしてそれらを実機で
検証するための低消費電力アナログ歪補償回路の研究開
発を行った。
RF 接続伝送実験を実施。低 CNR での同期性能および
位相雑音耐性の課題をアルゴリズム修正により対策。
ANT/RF/AD/DA での広帯域アナログ歪を含めたシミュレ
ーションにより性能改善を確認し、回路設計を完了。試作
LSI の評価を実施し、開発技術の有効性が実証された
（ｃ） 高速・低消費電力 AD/DA 回路技術
シングルキャリア変調信号として BPSK 及び QPSK に対
応した低消費電力の AD/DA 回路を実現するためのシステ
ム技術及び回路技術の研究開発を行う。また WiGig や
IEEE802.11ad などの標準規格に対応した低消費電力ミ
ックスドシグナル回路技術の研究開発を行った。また上記
（ａ）、
（ｂ）、
（ｃ）の取組みにより、モバイル機器への搭
載を可能とする、1W 以下の低消費電力回路技術を実現し
た。
AD/DA回路設計最適化により省電力化(AD約26%, DA
約15%)を実現。FDE/FFT回路設計最適化によりデジタル
RX部消費電力を380mWから225mWに削減。PHY/MAC
統合LSI回路設計を完了し、RFを含めたチップセット全
体で1W以下を達成した。試作LSIの評価を実施し、低消
費電力性能が実証された。
7.4mm

表2

WiGig/11ad 準拠チップセットの特性(実測値)
Technology
Supply voltage
Chip size

RFIC
BBIC
90nm CMOS
40nm CMOS
1.8V / 2.5V
1.1V / 1.8V / 3.3V
3.75mm x 3.6mm 7.4mm x 6.3mm

TX performance
EIRP [dBm]
8.5
EVM [dB]
-22
Carrier / Image leakage [dBc]
-39.0 / -37.7
RFIC
BBIC
Power consumption [mW]
347
441*
RX performance
Received available level [dBm]
-78 ~ -25
NF@maximum gain [dB]
7.1
RFIC
BBIC
Power consumption [mW]
274
710*
* excluding interface

２．４．実証実験
研究開発の有効性を示すために、5 研究機関で連携し、
平成 25 年 4 月 21 日から 23 日に東北大学にて実施された、
国 際 学 会 Global Symposium on Millimeter Wave
Systems（GSMM2013）にて図 14 に示すような実証実験
を行い、技術成果の有効性を実証した。

3.75mm

3.6mm

RXVGA

LNA QDEM

LO
SW PLL
PA QMOD

6.3mm

RF cont.
PMU

PLL
ADC

PHY

MAC

I/F

DAC
PMU

TXVGA

(a)802.11ad の相互接続試験

(b)パケット評価装置

(a)トランシーバ(RF)

図 12

(b)ベースバンド(含むMAC)
WiGig/11ad 準拠 CMOS チップセット

(c)見通し外通信の実証実験
図 14 実証実験の様子（2013 年 4 月 GSMM2013）

図 13

キャビティ構造アンテナモジュール
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２．５．国際標準化への貢献
関連する 60GHz 帯超高速近距離通信に関連する国際標
準化活動として、IEEE802.11ad、これの中国対応を目指
した IEEE802.11aj がある。また関連する業界団体として
Wireless Gigabit Alliance、Wi-Fi Alliance があり、当
該研究成果の国際標準化活動およびデファクト実用化の
ための、業界標準化活動を各研究機関において推進した。
（ａ）IEEE802.11ad
日立製作所、情報通信研究機構、東北大学、パナソニッ
クでは、IEEE802.11ad に参加し、2012 年 12 月に仕様書
発行された IEEE802.11ad 仕様の完成に貢献した。
東北大学においては、IEEE802.15.3c とのネットワー
ク共存条件の設定で貢献し IEEE Standard Association
からその貢献を表彰された。また、IEEE802.11ad 向け伝
搬 モ デ ル 実 現 へ の 貢 献 で 同 様 に IEEE Standard
Association から表彰された。
情報通信研究機構においては IEEE802.11ad の仕様策
定作業に参画するとともに，後述の業界標準団体
Wireless Gigabit Alliance との協調を行った。
パナソニックにおいては、Wireless Gigabit Alliance の
活動を通した IEEE802.11ad の仕様策定に貢献した。
（ｂ）IEEE802.11aj
日立製作所では開発成果である IEEE802.11ad 準拠の
変調信号生成・解析システム・波形歪のデジタル補正ソフ
トウェア・高精度周波数変換装置を有効利用して、現在議
論が行われている Usage モデルの一部である Category 4
に拡張を盛り込むための提案を 2013 年 1 月と 3 月に提案
した。
パナソニックでは、開発成果である IEEE802.11ad と
の相互互換性を担保し、中国との国際協調を推進するため
の提案を 2013 年 3 月に実施した
（ｃ）Wireless Gigabit Alliance
パナソニックおよび東芝は 60GHz 帯超高速近距離無線
伝 送 技 術 の 国 際 標 準 化 を 進 め る 業 界 団 体 の Wireless
Gigabit Alliance のボード会員として、当該技術分野のデ
ファクト標準化を推進した。特に当該研究開発課題の主目
的であるモバイル用途に適用できるように、低消費電力が
実現できるような技術が採用されるように働きかけた。
また実用化において必要な、プロトコル変換層（PAL）
の標準化活動も推進し、モバイル端末のバスやフラッシュ
メモリ用のインターフェースとして採用されている
SDIO の標準化活動を推進し、テクニカルエディタとして
SDIO の無線仕様を策定した。

３．今後の研究成果の展開
市場動向として、スマートフォンやタブレット型端末が
急速に普及を始めており、本研究開発が目指すモバイル機
器等に搭載可能なミリ波システム技術及び評価技術の確
立により、モバイル機器への搭載が拡大し、60GHz 帯の
周波数資源が有効に活用されることになる。
国際標準化活動も実用化に向けて活発になっており、
IEEE802.11ad 仕様書の発行、IEEE802.11ad 規格を牽引
してきた業界団体 Wireless Gigabit Alliance が Wi-Fi
Alliance と統合し、相互接続の認証環境整備を本格化する
など、業界の動きが活発となっている。
このような動きは特に諸外国で活発化しており、既存の
無線 LAN 大手チップベンダやベンチャ企業の開発が強化

されており、ノート PC 用途においては、ベンチャ企業に
より平成 25 年初めに実用化がされているが、スマートフ
ォンやタブレットなどモバイル機器への搭載は未だなく、
上記認証環境整備が平成 25(2013)年後半から平成 26 年初
頭頃と想定される。海外ベンダでノート PC 用途として実
現が想定される消費電力は 1.5～2W で、モバイル機器へ
の搭載には低消費電力化が鍵となっている。
このような背景から、本研究開発で達成される低消費電
力技術を確立し、スマートフォンなどのモバイル機器への
搭載、実用化を諸外国に先んじて平成 25 年頃に実現する
ことが、我が国の国際競争力強化において非常に重要とな
ってきた。また周波数が高く変調帯域幅が広いミリ波通信
規格では変調信号の正確な評価が、本プロジェクト以前で
は実質的には実施できないのが実状であった。この問題を
解決するための MAC 層 PHY 層の評価技術の高精度化も
求められている。このような背景から、スマートフォンへ
の搭載において、競合する諸外国が参入すると見込まれる
平成 26～27 年においても、競争力の維持、拡大のために
は、早期の実用化と継続的な差別化技術の確立が重要とな
っている。
このため、当研究開発体制のなかでもメーカ 3 社（パナ
ソニック、日立、東芝）を中心に平成 25 年末までに見通
し通信におけるモバイル機器搭載という、市場立ち上げ時
の早期実用化を見据えた取組みと、研究 2 機関（情報通信
研究機構、東北大）を中心に平成 27 年までの見通し外通
信への拡張を目指した、市場拡大時における競争力の強化
を目指す取組みとをバランスよく実施していくことが期
待される。
平成 25 年度末までに、見通し通信におけるモバイル機
器の用途として、上述の WiGig/ IEEE802.11ad 規格に
対応し、変調速度 3Gbps 以上、伝送距離 3m 以上の無線
LAN 高速化や高精細画像の非圧縮データ伝送機能を搭載
した、モバイル機器用の伝送技術およびチップセットを諸
外国に先駆けて実用化する予定である。またこれらの実用
化開発を支える、高精度の評価環境および、相互接続性を
確保するための認証環境は図 15 に示すように平成 25 年
度にすでに製品化済みであり、初号機は東京都立産業技術
開発センターに導入されて同規格デバイス計測サービス
の準備中である。今後モバイル機器搭載の市場の拡大に伴
い評価環境の整備を含め製品規模の拡大を目指す。
非接触 IC カードのように通信距離数 cm で 1 対 1 通信
を行う機器に適した方式開発も行い、変調速度 3Gbps 以
上、消費電力 1W 以下で、近接(3cm)から近距離(3m)での
データ転送に適した伝送方式を実証した。近接無線は、現
状伝送速度の限られた NFC 等で電子決済や URL 受信に
よる情報先への誘導に用いられているが、近接無線にギガ
バイトを超えるデータ伝送・交換機能が加わることで、情
報 KIOSK やワイヤレスゲートシステム等での大容量情
報配信等の新しいビジネス形態を生み出し、モバイルスト
レージへの応用等でユーザの利便性を格段に向上させる
ことが期待される。
このようなギガビットクラスの無線インターフェース
がスマートフォンへ搭載されれば、高精細動画を含むリッ
チコンテンツの新たな流通が促進され、当該デバイス産業
や機器産業の活性化だけでなく、コンテンツ産業の活性化
につながる。また近年急速に普及してきたソーシャルネッ
トワークサービス（SNS）による個人からの情報発信も臨
場感の高いものとなり、社会生活に大きなインパクトが期
待されるなど、当研究開発成果がもたらす経済的、社会的
効果は非常に大きいものと考えられる。
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また、将来に向けた差別化の取り組みとして、情報通信
研究機構、東北大では見通し外通信環境下での通信の継続
を可能とするような取り組みを行ってきた。アンテナ指向
性を広くし、誤り訂正符号、および等化器で見通し外にお
けるマルチパス信号等化を行う取り組みと、アンテナ指向
性を狭くし、等化器を不要とし、簡易な誤り訂正符号で見
通し外通信の伝送品質保証する両方のアプローチにより、
実用化において利用シーンに沿った手法を選択できるよう
にした。
双方の取り組みもアンテナ指向性制御という技術確立
に基づくものであり、特にアンテナ指向性を狭くするアプ
ローチにおいては、最大受信レベルの反射波を受信ビーム
トラッキングアンテナで受信することにより、従来提案さ
れている周波数領域等化器、OFDM 変調等を用いる受信端
末に比較し、1/2 ～ 1/10 程度の低消費電力でマルチ Gbps
の通信が可能であることが明らになっている。このように
60GHz 帯を用いた見通し外通信環境下で高信頼(高通信継
続性)がで可能となると、見通し外にも 3Gbps という情報
を伝送可能な新しいアプリケーション、産業が創出するこ
とが可能となる。

(a) プロトコル・テスト用
デバイスシミュレータ
(b)

(c) 60GHz帯評価用
高性能周波数コンバータ

図 15
所）

商用一号機の稼動状態

(d) 低価格帯
普及型試作機

実用化済みの IEEE802.15.3c 評価装置（日立製作

４．むすび
スマートフォンの急速な普及に伴い、無線データトラフ
ィックも急激な増加を続けており、ひっ迫するマイクロ波
帯のデータトラフィックをオフロードする未利用周波数
帯の有効利用が求めれている。中でも60GHz帯は免許不
要帯域として我が国や欧州では9GHz、諸外国でも7GHz
の広い帯域幅が割り当てられ、実用化が期待されているも
のの、見通し外での安定した通信、異種無線システム間の
干渉回避、モバイル機器への搭載可能とする低消費電力が
実用化の妨げであった。そこで本研究開発では「見通し外
環境ミリ波伝送技術の開発」、「干渉回避技術の開発」、
「モバイル機器等への搭載可能なミリ波システム技術の
開発」に取り組み、モバイル機器に搭載可能な低消費電力
特性、小型化を実現しながら、3Gbpsを超える変調速度を
伝送する近距離無線通信システム技術を確立した。先行す
るシングルキャリアを用いた見通し通信について、高精度
の評価技術は既に一部商用化を達成し、2015年頃の本格
普及が見込まれる60GHz帯の超高速近距離システムのモ

バイル機器搭載に向けて基盤技術を確立した。見通し外通
信技術については、更なる低消費電力化の取り組みにより
諸外国に先駆けたモバイル機器への搭載を目指し、国際競
争力の強化、維持に努めていく。これらの成果を用いた新
たなサービスにより広く国民、社会に役立つ技術へと展開
していきたいと考える。
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