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概要
60GHz 帯ミリ波無線システムはギガビットを超える高速無線用途として実用化が始まろうとしている。本研究開発で
は、主として１対１通信用途に限定されていたミリ波無線システムにおいて、店舗や駅等の公共エリアにも適用可能な 1
対多通信への拡張と、出力電力の大きく異なる異種システムの共存を実現するため、
（ア）チャネル/システム間干渉回避
技術、（イ）適応無線チャネル多重化技術、（ウ）干渉抑圧信号処理技術の研究開発に取り組んだ。各技術課題に対して、
システムシミュレーションや実証実験を通じた技術実証と IEEE を中心とした国際標準化活動を推進し、60GHz 帯周波
数の有効利用に不可欠な干渉制御の基盤技術を確立し、当初の目標を達成した。

Abstract

The 60 GHz millimeter-wave wireless system is emerging as one of the promising solutions for Gigabit high-speed
wireless communications. This R&D project aims to develop the technologies to realize the point-to-multipoint
millimeter-wave system that is applicable for public deployment use-case scenarios such as in stores and train
stations. The project also develops the technology for co-existence of millimeter-wave systems where output power
levels of two systems are significantly different. For each R&D task, we carried out system simulations and
experimental demonstrations as well as standardization activities, and successfully achieved our original target by
developing the interference management technologies required for efficient use of the 60 GHz frequency band.

１．まえがき
60GHz 帯周波数は、免許不要の周波数帯として世界的
に割り当てられており、日本国内では 57～66GHz の
9GHz もの広大な周波数帯が使用できる。2016 年 10 月に
は、Wi-Fi Alliance が、60GHz 帯無線の国際標準規格で
ある WiGig/IEEE802.11ad（以下、WiGig/11ad）に対応
した機器の相互接続プログラムを開始し、搭載機器の普及
が本格的に始まろうとしている。
WiGig/11ad に代表される近距離ミリ波無線システム
（以下「近距離システム」
）では、最大 10m 程度の見通し
通信をターゲットとしており、9GHz 幅の周波数バンドに
最大 4 チャネルの広帯域チャネル（1 チャネル当たり
2.16GHz）を配置可能である。これにより、ノート PC や
タブレット、スマートフォンなどにおいても、ギガビット
を越える高速無線通信が実現可能となる。一方、非接触型
IC カードのように数 cm 程度の近接距離でデータの高速
転送を行う近接ミリ波無線システム（以下「近接システ

ム」
）の技術開発も進められており、これらの技術により、
情報機器を中心として高速、大容量のミリ波無線通信が普
及拡大していくと見込まれる。
しかしながら、店舗・駅等の公共エリアでの利用が想定
される大容量の 1 対多通信に近距離システムを適用した
場合、チャネル間の干渉によりスループットが低下し、利
用用途が限定される可能性がある。また、近距離システム
と近接システムのように、送信電力が大きく異なるシステ
ムが同一エリアに存在する場合、キャリアセンスに基づく
衝突回避ではシステム共存が困難という課題もある。
これらの状況を踏まえ、本研究開発では、60GHz 帯の
利用を促進して 2.4/5GHz 帯無線 LAN 周波数のひっ迫緩
和を実現することを目的に、60GHz 帯における複数チャ
ネルの効率的な使用や、同一チャネルを用いたチャネル多
重化、および送信電力の大きく異なる異種システムの共存
を実現可能な高度多重化干渉制御技術の確立に取り組ん
だ。
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図 1 本研究開発が想定するシステムの全体構成図

２．研究内容及び成果
図 1 に本研究開発が想定するシステムの全体構成図を
示す。自由空間損失の大きなミリ波通信ではマイクロ波帯
に比べて通信距離が限られることから、比較的小規模のプ
ライベート空間での適用を想定した。近距離システムでは
複数のミリ波アクセスポイント（AP: Access Point）を連
携させることでカバーエリアを拡大する。この際、使用で
きるチャネル数が最大 4 チャネルと限られていることか
ら、ミリ波 AP コーディネータで効率的に干渉を回避しつ
つ、人体などの遮蔽による通信断を最小限に抑えるように
制御する。Wi-Fi 連携コーディネータは、既存の 2.4/5GHz
帯無線 LAN で予め抽出したフィンガープリントデータベ
ースを用いて端末位置を推定することで、ミリ波通信で必
要とされるビームフォーミング（BF: Beam-Forming）に
よるアンテナ指向方向のトレーニングを簡略化する。一方、
近接システムは、主に機器間の非接触通信用途を想定して
おり、自律的に近距離システムからの干渉検出・回避を行
う。
なお、本研究開発では、メーカ 2 社（パナソニック株式
会社、株式会社東芝）を中心とした早期の実用化を見据え
た取組みと、研究 2 機関（大阪大学、東京工業大学）を中
心とした将来に向けた要素技術開発を、各研究機関が互い
に連携しながらバランスよく推進した。また、最終年度で
ある平成 27 年度は、統合実証実験、総合評価の一環とし
て、成田国際空港において実証実験を実施し、本研究の目
指す 1 対多通信に対応したミリ波システムの有効性を実
証した。以下に、研究課題毎の開発成果の詳細を記す。
2.1 チャネル/システム間干渉回避技術
2.1.1 チャネル間干渉回避技術
① チャネル間干渉適応制御アルゴリズム
60GHz 帯周波数は、前述したとおり使用できるチャネ
ル数が最大 4 チャネルと少なく、多くのユーザが存在する
密環境において、チャネル間干渉によるスループット低下
が課題となる。一方、ミリ波帯での大きな自由空間損失を
補うためにはフェーズドアレーアンテナを用いた BF の
導入が効果的であり、これによる通信距離の増大に加えて、
空間的に干渉を回避する空間分割の効果が期待できる。
本研究課題では、ミリ波帯の特長である空間分割による

干渉抑圧を効率的に活用して複数ユーザの同時接続なら
びに高速送受信動作を可能とするチャネル間干渉回避ア
ルゴリズムの技術開発に取り組んだ。
WiGig/11ad 規格では、AP と端末がアンテナ指向性制
御用の短パケットを周期的に交換することで、最適なアン
テナ指向性を選択する。開発したチャネル間干渉回避アル
ゴリズムでは、アンテナ指向性選択の学習段階において、
ア ン テ ナ 指 向 性 毎 の 信 号 対 干 渉 雑 音 比 （ SINR:
Signal-to-Interference-Plus-Noise-Ratio）を推定するこ
とにより、干渉の影響を加味した指向性制御を行う方式を
取り入れた。干渉信号電力の推定には、所望信号に含まれ
るプリアンブルの相関検出を利用し、受信電力から所望信
号電力を差し引くことで干渉信号電力を推定した。
技術実証にあたって、本研究開発が目指す 1 対多通信に
対応可能な実証実験装置（ミリ波 AP およびミリ波端末）
を試作した。実証実験装置に組み込む 60GHz 帯無線モジ
ュールには、2.3.1 節②で述べる CMOS RF フロントエン
ド（RF-F/E）を使用し、4 素子アレーアンテナによる BF
により一つの無線モジュールで約 120 度の範囲をカバー
できる。ミリ波 AP は、図 2(a)に示す様に 3 つの無線モ
ジュールを組み合わせることで周囲 360 度の広域カバレ
ッジを実現させた。一方、端末側は、市販のノート PC や
タブレットに接続可能なデバイスとして、図 2(b)に示す
小型形状の USB ドングルを開発した。通信距離を拡大す
るため AP 側の無線モジュールには送信系・受信系に利得
約 10dB の外付けアンプを追加し、AP と端末間の見通し
通信において、当初の目標であった 3m を超える 8m 以上
の通信距離を達成した。無線モジュールは、使用環境に応
じて個別にチャネル設定が可能であり、時分割共有により
1 モジュールにつき最大 4 ユーザまで収容できる。
さらに、
空間分割と時分割共有を組み合わせることで、AP 一台あ
たり最大 12 ユーザ（3 モジュール x 4 ユーザ）の端末収
容を実現した。
前述した干渉回避アルゴリズムの効果を実証するため、
制御アルゴリズムを実証実験装置に実装し、実環境におけ
る有効性を検証した（図 3）。その結果、提案アルゴリズ
ムを採用することで最大 60%のシステムスループットの
改善効果を確認し、本研究開発で目標としていた端末間距
離 1m 以下での同時通信を実証した。
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実験を行った。図 4(a)にその実験環境を示す。図 4(b)は
最適なアンテナ指向性 ID の検出確率を示している。横軸
は受信信号強度の値から位置を特定するときの位置の候
補数を示している。位置の候補数を 6 以上とすることによ
り 95%以上の確率で最適なアンテナ指向方向の検出が可
能であることを明らかにした。以上のことから、Wi-Fi 位
置推定の情報をコーディネータが保有することで、ミリ波
通信の BF を効率的に実施できるといえる。
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図 3 チャネル間干渉回避アルゴリズムの実証実験
Wi-Fi 連携コーディネータ
ミリ波 AP を室内に設置する場合、低速に変化するシャ
ドウイング現象は、什器類・壁・パーティション等の固定
されたものの影響を強く受ける。このような固定された環
境では、送受信機の位置関係に応じて電波環境（受信電力
レベル）は確定的に決まる。Wi-Fi 受信機を固定的に複数
設置し、Wi-Fi 送信機を任意の位置に設置した場合のその
確定的な受信状態のフィンガープリントをデータベース
に予め格納しておくことで、送信機の位置推定が可能とな
る。位置が特定された Wi-Fi 送信機がミリ波通信モジュー
ルを搭載している場合、その位置情報を Wi-Fi 連携コーデ
ィネータに通知し、各ミリ波送信端末の情報を集約するこ
とで、干渉を回避しつつ最適な AP とその最適なアンテナ
指向方向とセクタを判断することができ、効率的なリソー
ス管理を実現できる。
上記のような、Wi-Fi 連携コーディネータを活用する無
線リソース制御のネットワークアーキテクチャを考案し、
ハードウェア実証として、Wi-Fi AP のフィンガープリン
トによる位置推定結果を利用することで BF プロトコル
を簡略化するミリ波/Wi-Fi 連携ネットワークシステムを
構築した。フィンガープリントには、Wi-Fi AP（3 台）に
よる位置推定を使用し、複数ミリ波 AP 間連携の簡易実証

(b) 特性評価
図 4 複数ミリ波 AP 間連携の簡易実証実験

②

③ 干渉回避・瞬断率低減無線リソース制御アルゴリズム
ミリ波帯を用いる無線通信システムは、マイクロ波帯で
は獲得不可能な広い周波数帯域ならびにミリ波帯無線搬
送波の直進性を活かした高密度な無線周波数資源の利用
により、高速大容量無線伝送の実現が期待される。しかし、
元来、ミリ波帯無線搬送波の特徴から、サービスエリアは
比較的狭く、また、什器や人物による遮蔽により、送受信
機間の見通し内伝搬路が遮蔽されると著しく受信電力が
低下し、伝送速度の低下を招く。さらに、キャリアセンス
に 基 づ く 媒 体 ア ク セ ス 制 御 方 式 で あ る CSMA/CA
（ Carrier Sense Multiple Access with Collision
Avoidance）方式に則って無線周波数資源の獲得を試みる
ため、干渉回避機構が過剰に機能すると無線周波数資源を
高密度に利用することができず、逆に、ミリ波帯無線搬送
波の直進性に拠り干渉回避機構が十分に機能しない場合
には、指向性隠れ端末問題が発生し伝送速度の低下を招く。
これらの問題に対する対策として、AP コーディネータの
集中管理の下、複数の AP と端末群が互いに協調可能なグ
ループを形成し、連携して BF トレーニングを行うと共に、
獲得した無線周波数資源をグループで共用することによ
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イスのスループット劣化について、キャリアビジー検出に
基づくデータフレーム送信待機に起因する劣化、および、
受信 SINR 低下に起因する劣化を確認した。このように、
近接システムにおける干渉検出・回避が WiGig/11ad デバ
イスにおけるスループット劣化回避に有効であることを
確認した。
また、自身の送信信号の回り込み信号のビット誤り率を
測定することにより干渉検出感度の向上を図るループバ
ック干渉検出方式を提案した（図 9）。本方式では FDD
の片側の周波数チャネルを間欠的にもう一方の周波数チ
ャネルに設定し、送信信号と受信信号を比較することでビ
ット誤り率を測定、ビット誤り率がしきい値を超えた場合
に干渉検出と判断する。本方式を実装した近接システム実
証実験装置と WiGig/11ad デバイスとの混在環境での実
験によりその有効性を確認した（図 10）
。
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り、遮蔽に対する耐性を高めつつ、無線周波数資源の高密
度利用を図るシステムとして、
AP 連携型ミリ波無線 LAN
システムを提案した。
提案システムでは、動的無線リソース制御に必要な情報
（被干渉量/与干渉量およびチャネル瞬断状況）を個々の
端末から AP コーディネータに集約し、集約された各種情
報を基に動的にリソース制御を行うことで、ミリ波無線通
信システムのサービスエリアを広域化すると共に、干渉回
避および瞬断率の低減を図り、ミリ波帯無線周波数資源の
高効率利用を目指した。
考案したリソース割り当てアルゴリズム（AP 間が有線
接続された場合と Wi-Fi により接続された場合の二種類）
を用いた AP 連携型ミリ波無線 LAN システムの伝送特性
を計算機シミュレーションにより評価した。図 5 に想定
した環境におけるダウンロードデータの時間推移を示す。
同図より、提案プロトコルは一般的な自律分散制御（DCF:
Distributed Coordination Function）方式と比較して、有
線 AP 連携では 1GB の伝送に要する時間が 45%、Wi-Fi
AP 連携でも 54%と高速なダウンロードを実現しており提
案プロトコルの有効性を確認した。
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図 6 近接システム実証実験装置機能ブロック図

図 5 ダウンロードデータの時間推移

2.1.2 システム間干渉回避プロトコル、帯域シェア技術
情報家電機器の機能拡張、あるいは、IoT 機器可動部で
の非接触通信のユースケースを想定して、カメラモジュー
ルとディスプレイモジュール間の映像/制御信号を無線伝
送する近接システム実証実験装置の設計、試作を行った。
カメラモジュールからディスプレイモジュールへの映像/
制御信号の伝送は 1.2Gbps、ディスプレイモジュールから
カメラモジュールへの制御信号の伝送は 0.6Gbps とし、
周波数分割複信（FDD: Frequency Division Duplex）に
より双方向通信に対応した（図 6）。無線部はカメラモジ
ュールおよびディスプレイモジュールに内蔵可能なサイ
ズとした。実験により 5M ピクセルの映像信号をビット誤
り率 1e-5 以下で伝送できることを実験で確認した。高感
度干渉検出機能およびチャネル切替えによる干渉回避機
能を FPGA（Field Programmable Gate Array）に実装し
た。
近接システム実証実験装置と WiGig/11ad デバイス（近
距離システムに対応したデバイス）との混在環境で実験を
行った（図 7）。WiGig/11ad デバイスについて、コンテ
ンツをダウンロードまたはアップロードするユースケー
スを想定した。近接システム装置の各々が同期信号ビット
誤り検出および制御信号同時ビット遷移検出を組み合わ
せた干渉検出を行い、検出情報を近接システム装置間で常
時共有してチャネル切替えによる干渉回避を行うことに
より、スループット劣化率 10%以下を満たす場所率が向
上することを確認した（図 8）。なお、WiGig/11ad デバ

802.11ad

802.11ad

図 7 近接/近距離システム混在環境での場所率測定実験

図 8 スループット場所率の評価結果
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図 9 ループバック干渉検出方式のブロック図
(c) 試作したアンテナ
(d) 実測結果
図 11 試作した寄生アンテナ
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2.2.2 適応多重化信号処理技術
① 多重化信号処理アルゴリズム
60GHz 帯の屋内電波伝搬特性を考慮し、BF を活用し
た空間多重化信号処理アルゴリズムおよびユーザスケジ
ューリングに関する検討を行った（図 12）。シミュレー
ションにより、小会議室環境（3.6m×5.7m×2.5m）におい
てトータルユーザ数が 8 名以上で、各ユーザの最大スルー
プットは目標である 6Gbps 以上を達成可能であることを
明らかにした。さらに、ユーザ間の公平性を考慮したユー
ザ選択法を提案し、シミュレーションを用いてその有効性
を確認した。

ch2
ch3／ch4

図 10 近接/近距離システム混在環境での実証実験

2.2 適応無線チャネル多重化技術
2.2.1 簡易アンテナ指向性制御技術
ミリ波帯におけるアンテナ指向性制御の簡素化を目的
に 、 寄 生 ア ン テ ナ 素 子 （ PAE: Parasitic Antenna
Element）を用いたアンテナ指向性制御手法を検討した。
図 11(a)～(c)に試作したアンテナの構成および写真を
示す。PAE には装荷リアクタンス素子として 60GHz 帯で
動作可能なバラクタを用い、給電素子の周囲に配置した 4
つの PAE をオンオフ制御することで簡易なアンテナ指向
性制御を実現させた。同図(b)に示すように、各バラクタ
には、給電素子と整合回路が実装される。給電素子および
PAE の長さは 3/4 波長（約 3.75mm）
、素子間間隔は 1/4
波長（約 1.25mm）である。試作したアンテナの動作帯域
幅は約 2GHz、最大アンテナ利得は約 6dBi で、同図(d)
に示す様に簡単なオンオフ制御で 4 方向の指向性制御を
確認した。

(a) 給電素子（中央）＋
寄生素子（周囲 4 素子）

(b) バラクタと各素子の
整合回路

(a) 小会議室モデル（AP は中央に設置）

w/o ZF

w/ ZF

(b) システムレートの CDF 計算例
図 12 多重化信号処理アルゴリズム
② 多重化環境評価装置
本研究開発で取り組んだ各種干渉回避アルゴリズムを
効率的に開発するためには、実環境におけるミリ波伝搬特
性を反映させたシステムシミュレーションが不可欠であ
る。そこで、多重化環境評価装置を開発し、会議室を模擬
した実環境における 60GHz 帯伝搬特性を取得した。
図 13 に示す様に、ミリ波 AP を天井に 3 台設置し、複
数の端末（STA）と同時リンク接続する環境を構築した。
各端末の周波数チャネルの組合せを変えて通信中の詳細
データを取得し、チャネル間干渉によるカバレッジ低下の
影響などを実測評価した。さらに、測定データから置局と
干渉の関係を解析することで、2.4 節で述べる実証実験の
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置局設計を効率的に実施したほか、これらの取り組みを通
じて、システム設計で必要となる総合的な干渉低減対策の
必要性と導入指針を明らかとした。
ch1

ch2

ch3

(a) セクタ境界に端末が集中するモデル
STA8

STA6

STA7

STA5

STA4

STA3
STA2

STA1

図 13 データ取得の様子

2.3 干渉抑圧信号処理技術
2.3.1 干渉/ノイズキャンセル技術の開発
①-1 マルチチャネル受信型干渉キャンセル信号処理
60GHz 帯のミリ波帯通信には、帯域幅 2.16GHz ものチ
ャネルが WiGig/11ad 規格によって 4 チャネル割り当てら
れている。一方で、電力効率の観点から増幅器の非線形領
域も積極的に使用する信号増幅が必要である。このとき、
増幅器の非線形性に起因する隣接チャネル間干渉（ACI:
Adjacent Channel Interference）問題が深刻であり、マ
ルチチャネル受信時に、ACI によるフレームの遮断が懸
念される。
マルチチャネル受信システムでは、受信信号は ACI を
含んでいるが、AP は各チャネルの信号をそれぞれ検出す
るため、信号検出の過程において復号器で軟判定値を算出
することで、その軟判定値を用いた干渉成分のレプリカ生
成が可能である。そこで、本研究課題では復号器出力の軟
判定値から干渉レプリカを生成し、元の受信信号からレプ
リカを減算することで ACI の除去を行う手法の基本アル
ゴリズムを提案した。しかし、干渉信号のレプリカを生成
するためには、増幅器の非線形特性と伝搬路特性の双方を
受信機で把握する必要がある。そこで、増幅器の非線形特
性を多項式モデルで近似し、伝搬路特性の推定結果を考慮
した非線形回帰分析を適用することで、多項式近似された
非線形特性の非線形パラメータを求める手法も提案した。
円内の中心に AP 受信機を配置し、その円内に複数の送
信端末が分布するシステムを想定し、開発したアルゴリズ
ムの評価をシステムレベルで行った。このとき、利用可能
な各 MCS（Modulation and Coding Scheme）を用いた
時の干渉キャンセル後の受信特性の予測式を導出した。こ
の予測式に基づき AP から各端末に割り当てるべき MCS
とチャネルをにフィードバックし、端末が協調動作するア
ルゴリズムを確立した。想定するシステムのフィールドを
設定した上で、WiGig/11ad に規定されている 60GHz 帯
のチャネルモデルに従い電波伝搬環境を生成し、開発した
協調制御アルゴリズムのオフライン性能評価を行った。図
14(a)に示す ACI が発生している環境において、図 14(b)
に示すとおりフレーム遮断が生じる確率を大幅に低減で
き、図 14(a)の環境ではフレーム遮断が生じないことを確
認し、提案する干渉除去機能の有効性を示した。

(b) フレームが遮断したトラフィックの割合
図 14 協調制御アルゴリズムのオフライン性能評価
①-2 シングルチャネル型干渉キャンセル信号処理
多数の端末が存在する密環境において、周囲端末からの
被干渉を効果的に抑圧する方式として、アナログ BF とデ
ジタル BF を組み合わせた干渉キャンセル信号処理技術
を開発した。図 15(a)にブロック図を示す。提案方式では、
所望信号の無送信区間で干渉信号の到来方向を予め推定
し、所望信号受信時には、アナログ BF による空間分割だ
けでは抑圧しきれない被干渉成分を、デジタル信号処理に
より低減することで SINR の最大化を図る。
図 15(b)に一般的な最大比合成を用いた場合と、提案方
式 を 用 い た 場 合 の 変 調 精 度 （ EVM: Error Vector
Magnitude）の比較を示す。なお、受信データには、前述
した多重化環境評価装置を用いて測定した 2 系統受信の
実測データをデジタルオシロスコープで取り込み、デジタ
ル信号処理部を Matlab で記述することでオフライン解析
を行った。同図に示すとおり、提案方式を採用することで
約 3dB の EVM 改善効果を確認した。
② ビームフォーミング搭載 CMOS RF フロントエンド
各研究課題における技術実証を実用化時に近いハード
ウェア構成で実施するため、BF 機能を搭載した CMOS
RF-F/E を開発した。RF-F/E のブロック図を図 16 に示
す。送信系・受信系は、それぞれ 4 系統から成り、60GHz
帯の各経路に挿入した移相器（PS: Phase Shifter）によ
り BF に必要な位相制御を行う。PS は、直交ハイブリッ
ド分配器で 60GHz 帯信号を 0 度/90 度に分配した後でベ
クトル合成することで、360 度の角度範囲で 5 度以下の高
分解能を実現した。また、CMOS の特長を活かしたデジ
タル補正機能を搭載することで、アナログ回路性能のバラ
ツキやマルチパス伝搬路に起因する変調信号の歪みを抑
えながら低消費電力動作を実現させた。
RF-F/E は 40nm CMOS プロセスを用いて試作し、こ
れらを小型のアンテナ一体型モジュールにベースバンド
IC と共に一体化して集積した。図 16 に RFIC とアンテ
ナ一体型モジュールの写真を示す。モジュールサイズは
11 x 12 mm であり、7 dBi の最大アンテナ利得を有し、4
系 統 合 計 し た 実 効 放 射 出 力 電 力 は 約 10 dBm EIRP
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（Effective Isotropic Radiated Power）である。BF によ
り 7 パターンのアンテナ指向方向を設定可能であり、これ
により送受信可能な角度範囲を約 120 度に拡大した。
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Error）と隣接サブキャリアによるキャリア間干渉（ICI:
Inter-Carrier Interference）を同時に補償する方法を提案
し、チャネル推定法を含めた評価を行った。さらに、提案
手 法 を MU-MIMO （ Multi User Multiple-Input
Multiple-Output）空間多重化に拡張し、計算機シミュレ
ーションによりその有効性を明らかにした。

提案方式 (EVM=-19.9dB)

(b) 評価結果
図 15 シングルチャネル型干渉キャンセル信号処理

2.3.2 超広帯域歪み補償技術
① シングルチャネル歪み補償
広帯域変調信号を取り扱うミリ波システムでは、消費電
力を抑え、かつハードウェアの小規模化を図るため、送信
系において D/A 変換器のオーバサンプリング比が 2 倍以
下に制限されるのが一般的である。マイクロ波帯では、デ
ジ タ ル プ リ デ ィ ス ト ー シ ョ ン （ DPD: Digital
Pre-Distortion）が効果的な送信歪み補償として実用化さ
れているものの、原理的にナイキスト周波数を超える歪み
成分を補償できないため、広帯域のミリ波システムに適用
することができない。そこで、低オーバサンプリング環境
下において動作可能な送信歪み補償方式として非対称
DPD を考案した。
図 17 (a)に提案方式のブロック図を示す。提案方式で
は、プリディストーション信号処理において、左右非対称
の複素帯域制限フィルタを用いることで、隣接チャネルの
使用状況に応じて、低周波側/高周波側いずれかの隣接チ
ャネル漏洩電力を選択的に抑圧する。これにより、周囲端
末への与干渉を低減し、システム全体のスループット低下
を抑えることができる。なお、ミリ波システムでは、送信
スペクトルマスクがマイクロ波帯に比べて緩和されてい
ることから、非対称 DPD を用いた場合であっても、所望
のスペクトルマスクを満たすことは比較的容易である。
図 17(b)に、2GHz 帯を使用したスケールモデルを用い
た実デバイスによる評価結果を示す。ここでは、予め実測
したパワーアンプ（PA）の振幅・位相歪み特性を用いて
変調信号を生成し、任意波形発生器とアップコンバータを
用いて 60GHz 帯の変調信号を発生させた。同図に示す通
り、提案方式では、低周波側/高周波側を選択的に歪み補
償することで歪み抑圧可能な周波数範囲を拡大し、6dB
以上の隣接チャネル抑圧効果を確認した。

(a) RF-F/E のブロック図
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図 16 RF-F/E および無線モジュール
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③ ノイズキャンセル信号処理
ミリ波帯送受信機の局部発振器は位相雑音レベルがマ
イクロ波帯と比較して高いという課題がある。位相雑音は
OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）
システムにおいてサブキャリア間干渉を引き起こし、伝送
特性を劣化させる。従来の位相雑音補償技術は優れた性能
を示す一方で、繰り返し処理を用いるため計算量が膨大と
なる欠点がある。本研究課題では周波数領域においてチャ
ネル等化された受信信号を線形信号処理によって、全サブ
キャリアに共通に加わる位相回転（CPE: Common Phase
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(b) スケールモデルによる実測結果
図 17 左右非対称デジタルプリディストーション
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② マルチチャネル歪み補償
本研究課題では同時 2 チャネル DPD 補償方式を提案し、
メモリ効果のある 3 ボックス非線形 PA モデルを用いた計
算機シミュレーションによりその効果を評価した。本提案
法は二つの D/A 変換器で各チャネルのベースバンド信号
を生成し、二つの A/D 変換器で歪み信号を観測する。方
式に必要な相互変調歪み信号のレプリカはデジタル信号
処理で生成し、デジタル信号処理にはベースバンド信号を
アップサンプリングして、実際のベースバンドと IF 信号
のアナログ回路信号の流れを模擬した。計算機シミュレー
ションの結果、
バックオフが 6dB の場合、
3 次までの DPD
と 5 次までの DPD を用いると、通過帯域において、それ
ぞれ約 9dB と 11dB の EVM 改善が見られた（図 18、表
1）。DPD なしで同じ EVM レベルを達成するためには
15dB のバックオフが必要となることから、提案 DPD を
用いることで 9dB のバックオフ量の改善が期待できるこ
とを確認した。

度比較を行いながら空港施設利用者に実体感いただいた。
図 19(b)に実証実験の様子を示す。通信速度は 1 ユーザあ
たり 1Gbps 以上の実効速度が平均的に得られ、参加者か
らは早期実用化に向けた期待のコメントが数多く寄せら
れた。また、人体遮蔽による瞬断や、一部のミリ波 AP へ
の負荷集中による速度低下など実用化に向けた課題も抽
出された。報道発表においては、日英プレスリリースに加
え、実証実験の動画映像を Web 公開するなど、技術開発
成果を国内外に広く発信した。

40Gbps
ネットワークスイッチ
コンテンツサーバ
1Gbps

10Gbps

ミリ波AP
ミリ波AP
コントローラ

Wi-Fi AP

専用端末

(a) システム構成

(a) DPD なし

(b) 実証実験の様子
図 19 統合実証実験

(b) DPD あり（5 次）
図 18 コンスタレーション
表 1 各スキームの EVM 性能比較
最大 DPD
DPD 無し
3次
5次
次数
チャネル 1
−24.9 dB
−35.0 dB
−37.0 dB
チャネル 2
−25.7 dB
−35.4 dB
−36.8 dB

2.4 統合実証実験、総合評価
本研究開発が目指す 1 対多ミリ波通信の有効性を実証
するため、2016 年 2 月に成田国際空港において業界初と
なる WiGig スポットの実証実験を実施した。図 19(a)に
システム構成を示す。ミリ波 AP とコンテンツサーバ間を
高速イーサネットで接続し、50 平米（10m x 5m）のミリ
波通信エリアを構築した。ミリ波 AP コントローラは、ミ
リ波 AP 間の連携制御および端末管理を行う。端末には
USB ドングルを接続した 4K タブレットを使用し、大容
量コンテンツの高速ダウンロードを既存無線 LAN との速

３．今後の研究成果の展開
前述した通り、60GHz 帯を用いるミリ波無線通信は、
Wi-Fi Alliance が WiGig 相互接続認証プログラムを開始
し、主として家庭内での 1 対 1 通信用途から実用化が進
むものと見込まれる。本研究開発が目指す 1 対多ミリ波通
信の実用化時期としては、WiGig/11ad 対応端末が広く普
及すると想定される平成 30 年度頃を目標に、店舗や駅、
空港、イベント会場、プレスルームなどからの導入を目指
す。これらのエリアでは、2.4/5GHz 帯を用いる既存無線
LAN では電波の干渉・輻輳により通信速度が著しく低下
するという問題が顕在化していることから、60GHz 帯活
用による周波数のひっ迫緩和の効果は極めて大きいと考
えられる。
国際標準化活動においては、本研究開発成果を活用する
ことで WiGig/11ad の後継規格である IEEE802.11ay 策定
に向けた国際標準化活動を推進し、2019 年最終仕様書発
行を目指す。
近接システムについては、情報家電機器の拡張性、ある
いは、産業機器の保守性等の観点でモジュール機器が普及
していくとみられていることから、こうした状況を踏まえ、
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開発した近接無線技術を用いたモジュール機器の実用化
に向けた取り組みを行う。平成 28 年度から平成 30 年度
にかけて、搭載機器に要求される法制基準および品質基準
への適合に取組み、平成 31 年度の実用化を目指す。
さらに、本研究では、60GHz 帯での干渉制御技術を中
心に研究開発を実施したが、今後は、第 5 世代移動通信
（5G）におけるミリ波活用を見据えた技術拡張について
も検討を進めていきたい。

４．むすび
本研究開発では、60GHz 帯周波数の有効利用を目的に、
WiGig/11ad に代表される近距離システムの 1 対多通信へ
の拡張、および送信電力の大きく異なる近接システムとの
共存を中心に、ミリ波帯における高度な干渉制御技術の確
立に取り組んだ。成田国際空港での実証実験をはじめ、各
種技術実証を実施したほか、IEEE を中心とした国際標準
化活動を積極的に推進し、当初の目標を達成した。
【査読付き誌上発表論文】
[1] K. Takinami, H. Motozuka, T. Urushihara, M.
Kobayashi, H. Takahashi, M. Irie, T. Sakamoto, Y.
Morishita, K. Miyanaga, T. Tsukizawa, N. Saito, N.
Shirakata 、 “A 60 GHz Hybrid Analog/Digital
Beamforming Receiver with Interference Suppression
for Multiuser Gigabit/s Radio Access”, IEICE Trans.
on Electron., Vol.E99-C No.7 pp856-865 (2016 年 7 月)
[2] K. Miyanaga, M. Kobayashi, N. Saito, N. Shirakata,
K. Takinami, “A Wideband Asymmetric Digital
Predistortion Architecture for 60 GHz Short Range
Wireless Transmitters”, IEICE Trans. on Electron.,
Vol. E99-C No.10 (2016 年 10 月)
[3] K. Sakaguchi, E.M. Mohamed, H. Kusano, M.
Mizukami, S. Miyamoto, R. Rezagah, K. Takinami, K.
Takahashi, N. Shirakata, H. Peng, T. Yamamoto, S.
Namba, “Millimeter-wave Wireless LAN and its
Extension toward 5G Heterogeneous Networks”,
IEICE Trans. on Commun. Vol.E98-B No.10
pp1932-1948 (2015 年 10 月)
【その他の誌上発表】
[1] 高橋和晃 他、
“IEEE802.11ad/WiGig を応用したミリ
波帯無線の動向と今後の展望”
、電子情報通信学会 学会
誌 解説記事 pp899-904 (2015 年 10 月)
[2] 滝波浩二 他、
“ミリ波帯無線 LAN システムの標準化
動向と要素技術”、電子情報通信学会通信ソサイエティ
マガジン pp100-106 (2016 年 9 月)
[3] 笠見英男 他、
“研究総覧「60 ギガヘルツ帯ミリ波非接
触通信技術」
”
、東芝レビュー 71 巻 3 号 （2016 年 3 月）
【査読付き口頭発表論文】
[1] K. Takinami et al.、
“A 60GHz Wireless Transceiver
Employing a Hybrid Analog/Digital Beamforming
with Interference Suppression for Multiuser Gigabit/s
Radio Access”
、Symposium on VLSI Circuits (VLSI)
2015 (2015 年 6 月)
[2] Y. Chang, G. K. Tran, K. Sakaguchi and K, Araki、
“ Evaluation of Oversampling Rate Limited
Dual-Channel Digital Predistortion with 3-Box
Nonlinear Model of Power Amplifier,” IWS 2016
（2016 年 3 月 16 日）

[3] E.M. Mohamed, H. Kusano, K. Sakaguchi, S.
Sampei、
“WiFi Assisted Multi-WiGig AP Coordination
for Future Multi-Gbps WLANs”, in Proc. of PIMRC
pp1980-1984 (2015 年 9 月 2 日)
【口頭発表】
[1] 古川剛志 他、“60GHz 帯近接ミリ波無線システムを
搭載した画像センシング試作機による干渉制御方式の
検討”
、電子情報通信学会 2016 年総合大会、2016 年 3
月
[2] Y. Chang, K. Hirota, G. K. Tran, K. Sakaguchi and K.
Araki, “A Study of User Scheduling for Millimeter
Wave MU-MIMO Systems: Evaluation with Small
Conference Room Channel Model and 3-sector Access
Point,” IEICE Tech. Report （2015 年 11 月 5 日）
[3] 草野秀行、E.M. Mohamed、阪口 啓、宮本伸一、三
瓶政一、
“WiFi コーディネータを介したミリ波無線アク
セスの連携リソース制御”、信学技報 Vol.113 No.457
SR2013-117 pp145-150 (2014 年 3 月 5 日)
【申請特許リスト】
[1] 高橋洋 他、無線通信装置、制御装置、および制御方
法、日本、2016 年 1 月 19 日
[2] 松本光平、張裕淵、タンザカン、荒木純道、局部発振
器位相雑音を補償するための受信機ベースバンド部に
おける周波数領域信号処理、日本、2014 年 10 月 29 日
[3] 阪口啓 他、通信システム、制御局及びリソース制御
方法、日本、2014 年 8 月 22 日
【登録特許リスト】
[1] 宮長健二 他、非線形歪み検出装置及び歪み補償電力
増幅器、米国、2015 年 2 月 17 日、2016 年 2 月 16 日、
US9264913
[2] 小倉浩嗣 他、無線通信装置及び方法、日本、2013 年
12 月 19 日、2015 年 10 月 2 日、特許 5813741
[3] 佐久田綾子 他、無線通信装置、無線通信方法、無線
端末、メモリーカードおよび集積回路、日本、2014 年 3
月 18 日、2015 年 12 月 18 日、特許 5855154
【受賞リスト】
[1] 滝波浩二、白方亨宗、高橋和晃、第 63 回（平成 27 年
度）電気科学技術奨励賞受賞、
“60GHz 帯ミリ波ギガビ
ット無線 LAN 技術の開発と実用化”
、2015 年 11 月 19
日
[2] 松本光平、IEICE 信学マイクロ波研究会論文賞、
“ミ
リ波 OFDM 送受信機局部発振器に起因する位相雑音を
補償するための低演算量周波数領域信号処理”
、2014 年
12 月 19 日
[3] 張 裕 淵 、 SmatCom2015 Best Paper Award 、
“ Inter-carrier Interference Compensation Scheme
for Millimeter Wave OFDM Systems”
、2015 年 10 月
27 日
【報道発表リスト】
[1] “ Panasonic and Narita International Airport
Announce World’s First Experimental Demonstration
of Next-Generation Wireless LAN “ WiGig® Spot
-Download 120 minutes of video in 10 seconds-”
、日英
プレスリリース パナソニック HP 掲載 (2016 年 2 月 1
日)
[2] “通信距離が異なる 60GHz 帯ミリ波無線システムの
共存を可能にする干渉制御技術を開発”、プレスリリー
電波資源拡大のための研究開発
第９回成果発表会（平成 28 年）

ス 東芝 HP 掲載 (2016 年 8 月 22 日)

【国際標準提案リスト】

[1] IEEE802.15 TG3e、15-15-0634-00-003e、Drafting of
IEEE802.15.3e spec、2015 年 8 月 23 日
[2] IEEE802.15 TG3e、15-15-0657-01-003e、Proposal for
IEEE802.15.3e - General Introduction、2015 年 9 月
14 日
[3] IEEE802.15 TG3e、15-15-0917-00-003e、15.3e MAC、
2015 年 11 月 11 日

【参加国際標準会議リスト】

[1] IEEE・IEEE802 米国・テキサス州 ダラス、2015 年
11 月 9～13 日
[2] IEEE・IEEE802 米国・ジョージア州 アトランタ、
2016 年 1 月 18～22 日
[3] IEEE・IEEE802 中国 マカオ、2016 年 3 月 14～18
日

電波資源拡大のための研究開発
第９回成果発表会（平成 28 年）

