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MIMO伝搬特性の測定装置・測定方法・解析方法・モデル化
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あらまし 複数の送受信アンテナを用いる MIMO 通信技術はブロードバンドワイヤレス実現の必須技術とな
りつつある．MIMO通信システムの伝送容量はMIMO伝搬特性及びアレーアンテナ構成によって決定づけられ
ることがよく知られている．そこでアレーアンテナ構成を含む MIMO 伝搬特性の測定・解析・モデル化が重要
となる．本論文では MIMO 伝搬特性を MIMO チャネルの統計的表現と時空間マルチパス伝搬路に基づく決定
論的表現に分類し，それぞれに関してその測定装置・測定方法・解析方法・モデル化の手法を事例を交えつつ紹
介する．最後にアンテナ伝搬という立場からMIMO通信システムを実用化するために残された課題を列挙する．
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1. ま え が き

複数の送受信アンテナを用いる MIMO 通信技術は

ブロードバンドワイヤレス実現の必須技術であると考

えられている（例えば [1]とその引用文献）．MIMO通

信システムの伝送容量は MIMO 伝搬特性及びアレー

アンテナ構成によって決定づけられることがよく知ら

れている [2]～[5]．そこでアレーアンテナ構成を含む

MIMO伝搬特性の測定・解析・モデル化が重要となる．

MIMO伝搬特性を測定・解析・モデル化する際には

アレーアンテナを伝送路の一部とみなすか否かによっ

て 2通りのアプローチがある（図 1）．アンテナを伝送

路の一部とみなす場合には，MIMO伝搬特性は送信ア

レーと受信アレー間の MIMO チャネルとして表現さ

れる．代表的な MIMO チャネルの統計的モデルとし

て IST METRA プロジェクトで提案されたクロネッ

カー近似に基づくチャネルモデル [6]がある．一方，ア

ンテナを伝送路の一部と考えない場合には，MIMO伝

搬特性は各素波の放射・到来角を用いた時空間マルチ

パス伝搬路で表現される [7]．これらは次の二つの観点

で差別化できる．まずモデルの複雑さであるが，前者
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は送受信アンテナの空間相関のみをパラメータとして

いるため簡易に構成できるのに対して，後者は各素波

の放射・到来角をパラメータとしているため非常に複

雑となる．一方モデルの利便性では，前者がアンテナ

を含んだチャネルモデルであるのに対して，後者はア

ンテナと伝搬を分離して表現しているので，同一の伝

搬環境に対するアンテナ構成の優劣を比較することが

可能となる．

なお近年提案されている MIMO チャネルモデルは

これらの両方のアプローチを含んだハイブリッドモデ

ルが多い．その一例として，無線 LANの次世代仕様

として現在標準化が進められている IEEE802.11n の

図 1 MIMO チャネルと時空間マルチパス伝搬路
Fig. 1 MIMO channel and spatio-temporal

multipath propagation channel.
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標準チャネルモデル [8] は，放射・到来角分布を用い

て送受信の空間相関を計算し，次にこの空間相関をク

ロネッカーモデルの入力とし各遅延タップのチャネル

行列を生成している．

それ以外にも，3GPPと 3GPP2が合同で制定した

MIMO シミュレーションのための標準チャネルモデ

ル [9] も基本的にはハイブリッドチャネルモデルであ

る．このモデルはセルラ環境におけるマルチユーザ/

マルチセル干渉も考慮したものであり，伝搬の観点か

らは多くのパラメータが簡略化されているものの，シ

ステム評価のためのモデルとしてはかなり詳細なもの

である．一方，伝搬の観点から詳細なモデルを構築す

る試みとしては，屋内/マイクロセル/マクロセルなど

様々な環境を偏波特性も含めて統一的にモデル化する

COST 273 MIMO標準チャネルモデルが提案されて

いる [10]．このモデルでは多くの測定実験に基づき放

射・到来角の結合分布特性なども含めて詳細にモデル

化されている．

本論文では，はじめにこれら標準チャネルモデルの

原型である MIMO チャネルの統計的モデル，時空間

マルチパス伝搬路に基づく決定論的モデル，及びそ

れらのハイブリッドモデルに関して定式化を行う．ま

たハイブリッドモデルを拡張する形で MIMO アレー

アンテナの素子指向性や素子間結合の影響を含めた

MIMOチャネルモデルを記述する．次にMIMOチャ

ネルモデルの重要な構成要素である MIMO チャネル

の統計的モデルと時空間マルチパス伝搬路に基づく決

定論的モデルのモデルパラメータがどのような測定・

解析を経て導き出されたかを事例を含めて概説する．

更にMIMOアレーアンテナに関しては，上記MIMO

チャネル特性を考慮した設計手法や，素子指向性・素

子間結合の影響に関してこれまでに得られている主な

測定・解析結果をまとめる．なおここでは測定実験に

基づいたチャネルモデルのみを取り扱い，それ以外の

モデルに関しては文献 [11], [12]などを参照されたい．

本論文は次のように構成される．はじめに 2. で

MIMOシステムとMIMOチャネルモデルを定式化す

る．特にMIMOチャネルに関してはMIMOチャネル

の統計的モデル，時空間マルチパス伝搬路に基づく決

定論的モデル，MIMOアレーアンテナ（素子指向性，

素子間結合）を含めたモデル，及びそれらのハイブリッ

ドモデルに分けて説明を行う．これらのうち MIMO

チャネルの統計的モデルは 3. で，時空間マルチパス

伝搬路に関しては 4. で具体的な測定・解析方法及び

これまでに得られている主な結果をまとめている．更

に 5. では MIMO チャネル特性に与える MIMO ア

レーアンテナの影響を考察している．最後に 6. で本

論文のまとめと今後の課題を述べる．

本論文で用いる略記及び数学記号を以下にまとめる．

MIMO : Multi-Input Multi-Output

SISO : Single-Input Single-Output

OFDM : Orthogonal Frequency Division

Multiplexing

STBC : Space Time Block Code

MMSE : Minimum Mean Square Error

UWB : Ultra Wide Band

SNR : Signal-to-Noise Ratio

IID : Independently Identically Distributed

IDFT[·] : · の離散逆フーリエ変換
hadamard[·] : · 次のアダマール行列
Ex[·] : · の x に対する標本化平均
vec[X] : 行列 X の列方向のベクトル化
X∗ : 行列 X の共役
XT : 行列 X の転置
XH : 行列 X の共役転置
X† : 行列 X の一般逆行列
Ik : k 次の単位行列
⊗ : クロネッカー積
� : アダマール積

2. MIMOシステムとチャネルモデル

2. 1 MIMOシステムモデル

はじめに送信アンテナ数が Mt，受信アンテナ数が

Mr の狭帯域MIMOシステムを考える．このとき受信

信号ベクトル y ∈ CMr と送信信号ベクトル s ∈ CMt

はMIMO チャネル行列 H ∈ CMr×Mt を用いて以下

に関係づけられる．

y(t) = Hs(t) + n(t) (1)

ただし n ∈ CMr は平均 0，共分散 σ2IMr の雑音ベク

トルであり，また総送信電力は P = Et[|s(t)|2] で与
えられるものとする．ここで送受信アンテナ間の伝搬

路が静的である環境を考えると，チャネル行列 H は

送受信アンテナの位置によって決まる関数となる．簡

単のために送信機を固定し受信機が Ξ = {x, y, z} 空
間を移動する場合，チャネル行列は H(Ξ) と表せる．

この H(Ξ) を測定することによって狭帯域MIMOシ

ステムの特性を解析することができる．

一方，広帯域 MIMO システムではチャネル行列は

周波数関数 H̃(f) ∈ CMr×Mt 若しくはそのフーリエ

変換対である（遅延）時間関数 H(τ ) ∈ CMr×Mt で

表されることとなる．これらの表現を用いると広帯

域MIMO システムの入出力特性は以下でモデル化で

きる．
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y(t) =

∫
H(τ )s(t − τ )dτ + n(t) (2)

ỹ(f) = H̃(f)s̃(f) + ñ(f) (3)

ただし ỹ(f) ∈ CMr , s̃(f) ∈ CMt , ñ(f) ∈ CMr はそれ

ぞれ y(t), s(t),n(t) のフーリエ変換である．また狭

帯域の場合と同様に受信機が移動する場合，チャネル

行列はそれぞれ位置の関数 H(τ,Ξ) 及び H̃(f,Ξ) と

なる．広帯域 MIMO システムではこれらを測定する

ことでシステムの特性を解析できる．

ところで，システムの帯域幅若しくは測定する帯域

幅が ∆F に制限される場合，遅延時間は ∆τ = 1/∆F

の離散値（分解能）となる．一方，チャネルを測定する

時間も ∆T に制限されるため周波数は ∆f = 1/∆T

の離散値（分解能）となる．以後，離散系のチャネル

行列は H(n,Ξ)，H̃(k,Ξ) と表すこととし，これら

は離散フーリエ変換を用いて互いに計算できる．ただ

し n は離散化された遅延時間 τ = n∆τ のインデック

スであり，k は離散化された周波数 f = k∆f のイン

デックスである．

2. 2 MIMOチャネルモデル

ここでは MIMO チャネルのモデル化手法である

MIMO チャネルの統計的モデル，時空間マルチパス

伝搬路に基づく決定論的モデル，MIMO アレーアン

テナ（素子指向性，素子間結合）を含めたモデルを順

に説明し，最後にこれらのハイブリッドモデルを紹介

する．

2. 2. 1 MIMOチャネルの統計的モデル

まずチャネルの統計的モデル化から始める．簡単の

ために広義定常性が成り立つ移動範囲 ∆Ξ におけるモ

デル化を考える．最も簡易かつ歴史深い手法として複

素ガウス過程によるモデル化が考えられる．複素ガウ

ス過程において定常成分は直接波（LOS成分），変動

成分は散乱波（NLOS 成分）による寄与と考えられ，

時間軸上のチャネル行列 H(n,Ξ) は以下のようにモ

デル化できる [13]．

H(n,Ξ) =
√

KPHHd(n,Ξ)+ζ(n)H s(n,Ξ) (4)

ここで Hd(n,Ξ) ∈ CMr×Mt は直接波に相当する正規

化されたチャネル行列であり，一般には遅延時間 (n =

0) にのみ値が存在する．一方，H s(n,Ξ) ∈ CMr×Mt

は直接波以外の散乱波の重ね合わせで表される正規化

されたチャネル行列であり，遅延時間 n = 0 ∼ ∞ ま

での遅延広がりをもち，その各要素は平均 0 分散 1 の

複素ガウス分布に従う．散乱波成分 H s(n,Ξ) は振幅

遅延プロファイル ζ(n) で重み付けられ，その総電力

は PH =
∑

n
|ζ(n)|2 となる．これに対して直接波成

分 Hd(n,Ξ) はライスファクタ K を用いて
√

KPH

で重み付けられることとなる．

次に NLOS 成分である H s(n,Ξ) を更にモデル化

する．アンテナ素子間隔が狭い場合や到来波の角度

広がりが小さい伝搬環境を考えると，H s(n,Ξ) は

互いに相関のある複素ガウス過程でモデル化される

べきである．H s(n,Ξ) のすべての要素間の相関行列

R(n) ∈ CMr·Mt×Mr·Mt は次式で計算できる．

R(n) = EΞ[vec[H s(n,Ξ)]vec[H s(n,Ξ)]H ] (5)

この相関行列 R(n) が与えられたとするとチャネル

行列 H s(n,Ξ) は以下のようにモデル化できる．ただ

しここでいうモデル化とは統計的に同じ性質をもった

チャネル行列を数理的に表現するという意味である．

vec[H s(n,Ξ)] =
√

R(n)vec[G(Ξ)] (6)

ここで G(Ξ) ∈ CMr×Mt は IID 複素ガウス行列であ

り，Mr ×Mt のMIMOチャネルの確率的性質の種と

なる．更に G(Ξ) に Ξ 上での受信機の移動に応じた

時間相関（ドップラーフィルタ）を与えることで時空

間で相関のある動的な H s(n,Ξ(t)) を生成できる．

これらの議論を更に簡易にするものとしてクロネッ

カーモデルが提案されている [14], [15]．クロネッカー

モデルでは次式のように相関行列 R(n) を受信機側

の空間相関行列 Rr(n) ∈ CMr×Mr と送信機側の空間

相関行列 Rt(n) ∈ CMt×Mt のクロネッカー積で近似

する．

R(n) ∼= Rt(n)⊗ Rr(n) (7)

Rr(n) = EΞ[H s(n,Ξ)HH
s (n,Ξ)]/Mt (8)

Rt(n) = EΞ[(H
H
s (n,Ξ)H s(n,Ξ))∗]Mr (9)

この近似を用いるとチャネル行列 H s(n,Ξ) は次式の

ように簡易にモデル化できる．

H s(n,Ξ) =
√

Rr(n)G(Ξ)
(√

Rt(n)
)T

(10)

このチャネルモデルでは送受信機それぞれの空間相関

行列が独立にMIMO伝搬特性を決定づけている．

2. 2. 2 時空間マルチパス伝搬路に基づく決定論的

モデル

ではこれらの空間相関行列はどのように決定される
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のか．その疑問に答えるためには時空間マルチパス伝

搬路に基づくモデル化が必要となる．周波数軸上の

チャネル行列 H̃(k,Ξ) は L 個のマルチパス（素波）

の重ね合わせで記述できる．各素波は複素振幅 ζ̃(その

位相は遅延時間 τ の関数)，放射角 Θt = {φt, θt}(方
位角 φt，仰角 θt)，到来角 Θr = {φr, θr}(方位角 φr，

仰角 θr)の時空間マルチパスパラメータで特徴づけら

れ，これらを用いてチャネル行列 H̃(k,Ξ) は以下で

モデル化できる．

H̃(k,Ξ) =

L∑
l=1

ζ̃l(k,Ξ)ãr(k,Θrl)ã
T
t (k,Θtl) (11)

ここで ãr(k,Θ)及び ãt(k,Θ)はそれぞれ周波数 k∆f

において角度 Θ から素波が到来したときの受信機及

び送信機のアレーモードベクトルを表している．

一般的な通信システムでは，アレーの開口において

帯域幅 ∆F はキャリヤ周波数に対して十分狭帯域であ

るため，アレーアンテナの狭帯域近似 ã(k,Θ) ∼= a(Θ)

が成り立つ．このとき式 (11) を離散フーリエ変換す

ることによって時間軸上のチャネル行列 H(n,Ξ) を

次のように計算できる．

H(n,Ξ) ∼=
L∑

l=1

ζl(n,Ξ)ar(Θrl)a
T
t (Θtl) (12)

ここで ζl(n,Ξ) は第 l 素波の位置 Ξ におけるインパ

ルス応答であるが，帯域制限されているため複数の遅

延サンプル時刻に広がりをもっている．

仮に式 (12)において無相関散乱仮定

EΞ[ζi(n,Ξ)ζ∗
j (n,Ξ)]

∣∣
i�=j

= 0 (13)

が成り立つとすると，式 (8)及び式 (9)の空間相関行

列はそれぞれ以下で計算できることとなる．

Rr(t)(n)

=

L∑
l=1

|ζl(n)|2ar(t)(Θr(t)l)a
H
r(t)(Θr(t)l)

L∑
l=1

|ζl(n)|2

(14)

これよりある遅延時間 n における空間相関は各素波

の放射・到来角 {Θtl,Θrl} 及びその電力 |ζl(n)|2 とア
レーアンテナ構成 {at, ar} によって決定づけられてい

ることが分かる．各素波の角度分布は伝搬環境によっ

て与えられるものであるが，アレーアンテナ構成は任

意に設計することができる．よって各素波の放射・到

来角などの時空間マルチパスパラメータを把握するこ

とは MIMO アレーアンテナの設計・解析において非

常に重要な役割を果たすことが分かる．このように時

空間マルチパス伝搬路に基づいたチャネルモデルでは，

アンテナと伝搬を分離して表現しているので，同一の

伝搬環境において異なるアンテナ構成の特性を評価す

ることができる．

2. 2. 3 MIMO アレーアンテナ（素子指向性と素

子間結合）を含めたモデル

ここではこれまで紹介したMIMO チャネルモデル

をMIMO アレーアンテナの素子指向性と素子間結合

の影響を含めた形に拡張する．

はじめに素子指向性の影響を考える．式 (11) に対

して各アンテナの素子指向性の影響を明示的に与える

と式 (15)が得られる．ただし式 (12)の導出と同様に

アレーアンテナに関しては帯域幅 ∆F における狭帯

域近似が成り立つものとしている．

H̃ant(k,Ξ) =

L∑
l=1

ζ̃l(k,Ξ)arant(Θrl)a
T
tant(Θtl)

(15)

ここで H̃ant(k,Ξ) ∈ CMr×Mt は各アンテナの指向性

を考慮した周波数 k∆f 位置 Ξ におけるMIMOチャ

ネル行列である．また aant(Θ) は各アンテナの指向性

を考慮したアレー応答ベクトルであり，各アンテナの

配置のみによって決まるアレーモードベクトル a(Θ)

と以下で関係づけられる．

arant(Θr) = gr(Θr)� ar(Θr) (16)

atant(Θt) = gt(Θt)� at(Θt) (17)

ここで gr(Θr) = [g1(Θr) · · · gMr(Θr)]
T ∈ CMr は

受信アンテナの指向性ベクトルであり，gt(Θt) =

[g1(Θt) · · · gMt(Θt)]
T ∈ CMt は送信アンテナの指向

性ベクトルである．更に指向性利得 g(Θ) を方位角 φ

仰角 θ の複素ベクトル関数として定義することで偏波

を含めた解析が可能となる．この場合は各素波の振幅

ζ̃l(k,Ξ) も複素ベクトル表記となる．以上により各ア

ンテナの素子指向性を含めた MIMO チャネルのモデ

ル化を行った．MIMO システムでは各素子の指向性

を工夫することによって空間ダイバーシチだけではな
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く指向性ダイバーシチや偏波ダイバーシチの効果を期

待することができる．

次に素子間結合の影響を考える．MIMOアレーアン

テナにおいてアンテナ素子を互いに近接して設置した

場合には，一つのアンテナから（再）放射された電波に

よってもう一つのアンテナが励振される素子間結合が

発生する．このとき送受信機の RF回路に励振（誘起）

される電圧間のチャネル行列 H̃RF(k,Ξ) ∈ CMr×Mt

は次式で計算することができる [16]～[18]．

H̃RF(k,Ξ) = QrH̃ant(k,Ξ)Qt (18)

ここで Qr ∈ CMr×Mr 及び Qt ∈ CMt×Mt はそれ

ぞれ受信アレーアンテナ及び送信アレーアンテナ

の結合行列である．ただし簡単のためにここでは単

一モードアンテナを考えている．これらの結合行列

は受信及び送信アレーアンテナの回路側から見たイ

ンピーダンス行列 Z r(t)ant ∈ CMr×Mr(∈ CMt×Mt)

及び受信機及び送信機の負荷インピーダンス行列

Zr(t)L ∈ CMr×Mr(∈ CMt×Mt) を用いて以下のように

計算される．ただし Zr(t)L は各送信機間及び各受信

機間のアイソレーションが十分に保たれている場合に

は対角行列となる．

Qr = (ZrL)(Zrant +Z rL)
† (19)

Qt = (Ztant)(Ztant +Z tL)
† (20)

以上により各アンテナの指向性及び素子間結合を考慮

した MIMO チャネル行列を式 (18) でモデル化する

ことができた．このチャネルモデルを用いることでア

レーアンテナと伝搬路を含めたより現実的な MIMO

伝送システムの設計・解析・評価が可能となる．

2. 2. 4 ハイブリッドモデル

これまでMIMOチャネルの統計的モデル，時空間マ

ルチパス伝搬路に基づく決定論的モデル，及びMIMO

アレーアンテナと個別に説明を行ったが，近年提案さ

れている標準チャネルモデルではこれらのアプローチ

を組み合わせて使用する場合が多い．このハイブリッ

ドモデルの一例を図 2 に示す．これは IEEE802.11n

標準チャネルモデル [8]にアレーアンテナの素子指向性

と素子間結合のモデルを加えたものである．図におい

て左側が MIMO チャネルの統計的モデルであり，右

側が時空間マルチパス伝搬路に基づくモデルを表して

いる．またチャネルのモデルパラメータ及び MIMO

アレーアンテナの設計パラメータも図中の記号で示し

ている．この例では，時空間マルチパスパラメータを

図 2 ハイブリッドMIMOチャネルモデルフローチャート
Fig. 2 Functional flowchart of hybrid MIMO channel

model.

用いて空間相関行列を計算し，クロネッカーモデルに

基づく統計的手法で各遅延時間のチャネル行列を生成

している．この例以外にも固定局である基地局側は空

間相関を用いた統計的表現をし，移動局である端末側

はダイナミックな変動を考慮した時空間マルチパス伝

搬路で表現するといったハイブリッドなモデルも提案

されている [19]．このように二つのアプローチを組み

合わせることにより，両者の利点，すなわちアンテナ

と伝搬の分離表現，及びモデルの簡便性を両立するこ

とができる．

これまでに説明してきたチャネルモデルを用いて実

際に MIMO システムの評価を行うためには時空間マ

ルチパスパラメータや空間相関などのモデルパラメー

タの設定が非常に重要となる．このモデルパラメータ

を決定するためには，またモデルの妥当性自身を評価

するためには，多くの伝搬測定実験及び解析が必要と
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なる．本論文では以後，MIMOチャネル，時空間マル

チパス伝搬路，及び MIMO アレーアンテナの三つの

分野に分けて，これまでに得られている主な測定・解

析結果及び測定・解析の実例を紹介する．

3. MIMOチャネルの測定・解析

本章ではMIMOチャネルの測定・解析に関して，他

機関を含めてこれまでに得られている主な結果を紹介

するとともに，筆者らが過去に行った MIMO チャネ

ルの測定実験 [20] を例に，MIMO チャネルの測定装

置，測定・解析方法，測定結果の実例を示す．

3. 1 MIMO チャネルの測定・解析に関するサー

ベイ

MIMOチャネルの本格的な測定・解析は 2000年ご

ろより始まった．当初は測定したチャネル行列から伝

送容量を解析し，MIMO 通信システムの有効性を検

証するものが多かった．代表的なものとして 5GHz帯

屋内実験 [21]，1.9GHz帯屋外実験 [22] がある．

次に話題となったのがクロネッカーモデルである．

クロネッカーモデルは最終的に [14], [15]によってまと

められたが，それまでに実に多くの検証実験が行われ

ている．[23]は最も早い検証実験であり，5.2GHz帯屋

内 NLOS 環境におけるクロネッカーモデルの有効性

が述べられた．一方 [24]ではManhattanにおける屋

外実験データを用いた検証が行われた．更に [25]では

900MHz 帯を用いたトンネル内における実験におい

ても検証が行われた．これら多くの検証実験を経てク

ロネッカーモデルは一般に認知されるものになったと

考えられる．一方，近年になってクロネッカーモデル

の欠点も報告されており [26]，これを受けてクロネッ

カーモデルの改良 [27]も提案されている．

その他の研究として，[13] では 2.5GHz帯における

屋外実験をもとにライス環境におけるチャネルの解

析・モデル化が行われた．[28]では屋内 LOS環境にお

ける実験が行われ，空間相関の距離依存性や送受での

非対称性が報告された．更に [29], [30]では空間相関と

SNRがMIMO伝送容量に与える影響が実験を通して

検討されており，SNR が高いときには空間相関の影

響が小さいことが報告されている．

最近では誤り率などのMIMO 伝送特性の測定を行

い，MIMO 伝搬特性との関係を考察している論文も

多く見られる．[31]では早々に屋外MIMO-OFDM伝

送実験を行い，STBCやMMSEアルゴリズムにおけ

る誤り率が測定され，MIMO チャネル行列の条件数

などを用いた考察が行われている．屋内環境における

同様の実験は [32] においても報告されている．ここ

では Demmelの条件数を用いて測定したMIMOチャ

ネルをより伝送に近い視点で評価している．[33] では，

特に LOS 環境における MIMO チャネルの測定結果

から MMSEアルゴリズムにおける誤り率特性を評価

し，MIMOチャネルの空間相関・固有解析などを用い

て考察を行っている．最後に [34]では測定器ベースの

ハードウェアを用いて MIMO 固有モード伝送の誤り

率を測定し，実環境における理論値からの特性劣化量

をMIMO チャネルの空間相関や時間相関を用いて考

察している．以上，MIMOチャネルの測定・解析に関

してこれまでに得られている主な結果をまとめた．

3. 2 MIMOチャネルの測定・解析実例

ここでは筆者らが過去に行ったMIMO チャネルの

測定実験 [20]を例に，MIMOチャネルの測定装置，測

定・解析方法，測定結果の実例を示す．また簡単のた

めに式 (1)で与えられる狭帯域 MIMO システムを考

える．広帯域システムにおいても式 (3)で与えられる

周波数軸上のモデルを考えると議論は狭帯域系と基本

的に同じになる．

3. 2. 1 MIMO チャネルの測定方法

MIMOチャネル行列を測定するためにはプローブ信

号（トレーニング信号）を送信し，その応答からチャ

ネルを測定（サウンディング）する手法が用いられる．

トレーニング信号を用いた最小二乗チャネル推定は以

下で計算できる．

Ĥ = Y S† (21)

ここで Ĥ ∈ CMr×Mt はチャネル行列の推定値，

Y = [y(0) · · ·y((N − 1)∆t)] ∈ CMr×N は受信信

号行列，S = [s(0) · · · s((N − 1)∆t)] ∈ CMt×N はト

レーニング信号行列，∆t はシンボル周期，N はト

レーニングシンボル数である．また最小二乗法の解

が一意に決まるためにはトレーニングシンボル数は

N ≥ Mt の条件を満たす必要がある．

チャネルサウンディングはトレーニング信号の種類に

応じて時分割方式（TDM），周波数分割方式（FDM），

コード分割方式（CDM）に分類できる．表 1 にこれ

らの方法の特徴と代表的な文献をまとめた．時分割方

式では，従来の SISOチャネルサウンダにアレーアン

テナを取り付けそれらをスイッチで切り換える方式と，

SISOチャネルサウンダのアンテナを移動させて測定

する合成開口方式がある．この場合送受信機が 1系統
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で済むのでハードウェアの製作コストは小さい．4. で

説明する時空間マルチパス伝搬路の測定では，高い角

度分解能を得るために多素子のアレー構成を必要とす

るため，時分割方式がよく用いられる．問題点として

はアンテナの切換が必要なためリアルタイムの伝搬・

伝送特性の測定は難しく測定の自由度は低くなる．一

方，コード分割方式では Mt 個の送信アンテナから

（擬似）直交した系列，例えばアダマール系列，を送

信し，受信側ではこれらの直交性を利用してチャネル

推定を行う．時分割方式とは逆に Mt 個の送信機及び

Mr 個の受信機が必要となるためハードウェアコスト

は高いが測定の自由度も高い．本節で説明するような

実アプリケーションに近いMIMO システムの解析に

はコード分割方式がよく用いられる．周波数分割方式

は，単一の送信機ベースバンド系に対して複数のロー

カル信号を用意することにより周波数軸上で信号を分

離する方式である．表では OFDMを意識したトレー

ニング信号を例として示している．これにより送信機

の，特にベースバンドハードウェアコストを削減し，

またリアルタイム測定も可能となる．しかし送信機ご

とに測定周波数が異なるため，受信機ではそれを考慮

した処理が必要となる．これらの中から本節ではコー

ド分割方式を用いた測定系を用いる．

3. 2. 2 MIMO伝送容量の解析

測定した MIMO チャネル行列の最も基本的な解析

方法としてMIMO 伝送容量の計算がある．はじめに

解析範囲 ∆Ξ における平均 SNRを簡易に計算するた

めに測定したチャネル行列 Ĥ(Ξ) を次式により規格

化する．

H(Ξ) =

√
Mr · Mt

EΞ[||Ĥ(Ξ)||2F]
Ĥ(Ξ) (22)

規格化したチャネル行列を用いて各受信位置 Ξ に

おける伝送容量は次式で計算できる [2]．

C(Ξ) = log2

[
det

[
IMr +

P

Mtσ2
H(Ξ)H

H
(Ξ)

]]
(23)

表 1 MIMO チャネルサウンディング方式の分類
Table 1 Classification of MIMO channel sounding.

トレーニング信号 ハード 自由度 文献
TDM S = IMt ◎ △ [35]～[37]

FDM S = IDFT[IMt ] ○ ○ [38], [39]

CDM S = hadamard[Mt] △ ◎ [40]

ただしここでは簡単のために各送信ストリームへの総

送信電力の等分配を仮定した．これを用いてある解析

範囲 ∆Ξ における平均伝送容量は Cav = EΞ[C(Ξ)]

により計算できる．

本論文では紙面の都合上 MIMO 伝送容量の解析の

みを紹介するが，同一環境における伝搬特性，伝送特

性などの解析結果はオリジナル論文 [20] を参照され

たい．

3. 2. 3 MIMO チャネル測定装置

図 3 に本実験に用いた測定システムのブロック図を

表 2 に本測定の諸元を示す．図 3 において左側は送信

系を右側は受信系を示している．送信系はベースバン

ドの I/Q信号を 8チャネルの任意波形発生器（AWG）

を用いて生成し，4チャネルの送信機により 5.2GHz

帯にアップコンバートし 4 素子線形アレーアンテナ

（ULA）から送信する．なお送受信ともアンテナ間隔

は半波長とし，各素子には水平面無指向性アンテナを

用いているが，素子間が近接しているために素子間結

合の影響が含まれることに注意されたい．トレーニン

グ信号には生成多項式の異なる 5 段 M 系列を用いて

いる．一方，受信系では同じく 4素子線形アレーアン

テナで受信し，4チャネルの受信機によりベースバン

ド I/Q信号にダウンコンバートし，8チャネルのディ

ジタルサンプリングオシロスコープ（DSO）でデー

図 3 MIMO チャネル測定システム
Fig. 3 MIMO channel measurement system.

表 2 MIMO チャネル測定諸元
Table 2 MIMO channel measurement conditions.

中心周波数 5.2GHz

アレー構成 半波長間隔 4 素子線形アレー
アンテナ素子 半波長スリーブダイポール
チャネル間偏差 0.5 dB 以下，3 deg 以下
測定ポイント数 256 (30 cm×30 cm 中 2 cm×2 cm 間隔)

平均受信 SNR 25 dB

トレーニング長 31 シンボル
シンボルレート 125 ksps
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タを取得する．受信アレーアンテナは移動端末として

x-y ポジショナ上に設置し，位置を移動させてチャネ

ル行列 H(Ξ) を測定する．送信信号の生成，受信信号

処理，端末位置制御は GPIBで接続されたノート PC

により一括で行われる．このように測定器などを組み

合わせることによって簡単に MIMO チャネルの測定

を行うことができる．

3. 2. 4 MIMOチャネル測定解析結果

測定は図 4 に示す環境で行った．送信アレーアンテ

ナは基地局として廊下天井に固定し，受信アンテナは

部屋内に設置した x-y ポジショナ上に取り付けた．部

屋の扉は閉じた状態となっておりNLOS環境となって

いる．

この環境において測定したチャネル行列を用いて

SISO 及び MIMO システムの伝送容量の分布特性を

図 5 に計算した．ただし SISOシステムの計算には第

1送信アンテナと第 1受信アンテナを用いている．両

者を比較するとMIMO システムの伝送容量がいずれ

の受信位置においても SISOシステムを大幅に上回っ

ていることが分かる．また伝送容量特性は x 軸，y 軸

ともにほぼランダムに変動しているため，本測定環境

は比較的マルチパスリッチな環境であることが予想で

図 4 MIMO チャネル測定実験環境
Fig. 4 MIMO channel measurement environment.

図 5 伝送容量分布 (SNR=10dB)

Fig. 5 Channel capacity map (SNR=10dB).

きる．

より SISOとMIMO システムの比較を分かりやす

くするために伝送容量の累積確率を計算し図 6 に示

す．ここで 2× 2MIMOとは，送受とも第 1アンテナ
から数えて 2素子を選択した 2× 2 のMIMO システ
ムである．後に説明する 3× 3 のMIMO システムも
同様にアンテナを選択している．図において実線は実

験値，点線は同じ SNR を実現する IID MIMO チャ

ネルにおける理論値である．図よりMIMO システム

の特性は SISO システムの特性をほぼ右スライドさ

せたものとなっており，いずれの累積確率においても

MIMO システムが有利であることが分かる．また理

論値と実験値はほぼ類似した特性を示しており，測定

したMIMOチャネルは IIDに近いことも分かる．

更に分かりやすい解析として MIMO アンテナ本数

（送受信とも同数）に対する平均伝送容量を計算し図 7

に示す．図よりいずれの SNR においても MIMO 伝

送容量はMIMO アンテナ本数に対して線形に伸びて

いることが分かる．これより測定実験によってMIMO

通信システムのフィージビリティを証明することがで

き，また測定した環境は IID MIMO チャネルでほぼ

表現できることが分かった．

上記において理論値と実験値の特性差の原因を解析

するために，送受信の空間相関特性を計算し図 8 に示

す．ここでは送受信とも第 1アンテナ素子に対する空

間相関を示している．図より送受信とも若干の空間相

関が存在することが分かる．またこれらはアンテナ間

隔が大きくなると振動しながら減衰していく様子が分

かる．よってアンテナ間隔を広げると IIDに近づき伝

図 6 伝送容量の累積確率分布 (SNR=10dB)

Fig. 6 CDF of MIMO channel capacity (SNR=10dB).
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図 7 MIMOアンテナ本数に対するMIMO平均伝送容量
Fig. 7 Average MIMO channel capacity for different

MIMO array size.

図 8 送受信アレーアンテナの空間相関特性
Fig. 8 Spatial correlation on transmit and receive

array antennas.

送容量特性の改善が期待できるが，本実験環境では半

波長間隔のアレーアンテナでもほぼ理想的な特性が得

られたと結論づけたい．

4. 時空間マルチパス伝搬路の測定・解析

本章では時空間マルチパス伝搬路の測定・解析に関

して，他機関を含めた研究動向を紹介するとともに，

筆者らが過去に行った時空間マルチパス伝搬路の測定

実験 [41]を例に，時空間マルチパス伝搬路の測定装置，

測定・解析方法，測定結果の実例を示す．

4. 1 時空間マルチパス伝搬路の測定・解析に関す

るサーベイ

送受信側双方の角度特性を含んだ時空間マルチパ

ス伝搬路（double-directional propagation channel）

という考え方は 1998 年ごろに考えられたようであ

る [7], [42]．2000年には最初の実測結果として，Ilme-

nau市街で 5.2GHzを用いた 26m × 27m及び 37m

× 40mの中庭での測定結果が報告され，幾何光学的

な伝搬経路が特定されている [43], [44]．それ以後の代

表的な実験結果としては，Aalborg大学内の見通し外

マイクロセル環境 [45]，Helsinki市街における小型マ

クロセル環境 [36]，1.9GHz及び 5.2GHzにおける屋

内入射環境 [46], [47]，廊下 [48]，日本家屋 [49]などに

おける報告がなされている．なお，COST 273 では，

参加している 10以上の研究機関が分担・協力し，様々

な環境における時空間マルチパス伝搬路の測定を行い，

その結果をまとめている最中である [10]．

時空間マルチパスパラメータの測定法としては最ゆ

う推定に基づくパラメータ推定法が一般的に用いら

れている [35], [50]．しかし時間・空間分解能が有限で

あるため，すべての素波を分離することはできない．

推定した時空間マルチパスパラメータとアレーアン

テナ構成から MIMO チャネル行列を再構成し，直接

測定したチャネル行列との伝送容量を比較した検討で

は，チャネル行列が，パラメータ推定により抽出され

た正規散乱成分と，ランダムに分布する非正規散乱成

分の重ね合わせで表現できることが明らかにされてい

る [51], [52]．この非正規散乱波は，測定システムの分

解能以下の範囲に多数到来しているため，通常の平面

波とは異なるモデルに基づく測定法が必要である．こ

れまで，角度広がりとして処理する方法 [53], [54]，遅

延広がりとして処理する方法 [35]などが提案されてい

るが，いずれも「波源」のモデル化であるため，送信

側・受信側の両方を同時に定式化するための拡張に関

しては今後の課題である．なお，非正規散乱の原因と

される壁面の凹凸に関してはミクロな測定・解析が進

められており，窓枠などによる回折が主要なメカニズ

ムであることが明らかになりつつある [55], [56]．

実験により得られた時空間マルチパスパラメータは，

個々の測定環境に固有のものである．この結果を統計

的に処理することにより，一般的なチャネルモデルを

導くことができる．この場合，全測定パラメータに対

して統計処理を施すのではなく，同様の時空間伝搬特

性をもつ素波をクラスタと認識して統計処理を施す方

法が用いられる．この方法により，伝搬特性の物理的

な意味を失うことなく統計的なモデルを導くことが可

能となる．時間領域と空間領域を独立に解析した例で

は，クラスタ内における素波の角度プロファイルがラ
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プラス分布に，遅延プロファイルが指数分布に従うこ

とが報告されている [57], [58]．しかし時間領域と空間

領域の結合分布特性の解析は今後の検討課題の一つと

なっている．

クラスタを用いた代表的な伝搬モデルとして Saleh-

Valenzuela（SV）モデルがある [58]．このモデルでは，

マルチパスが局所的な指数関数遅延プロファイルに従

うクラスタの重ね合わせとして表現されている．更に

クラスタ自体及びクラスタ内の各素波を独立なポアソ

ン分布により発生させることでダイナミックなシミュ

レーションも可能となっている．この SVモデルを到来

方向へ拡張する試みがなされ，クラスタ方向が一様ラ

ンダム，クラスタ内角度プロファイルがラプラス分布で

得られるモデルが，実験に基づき提案されている [59]，

更にクロネッカーモデルを適用して，送受信両側を

独立に考慮した Saleh-Valenzuela with AOA/AOD

（SVA）モデルが提案され [60]，IEEE802.11n標準チャ

ネルモデル [8]のベースになっている．

SV モデルとは異なるモデル化の流れとして，測

定により得られた時空間マルチパスパラメータを

もとに，空間における散乱体の分布を確率的に表現

し幾何光学的に伝搬路を決定するモデル化手法があ

る [11], [61]．これを，幾何学形状に基づく確率的チャネ

ルモデル（Geometrically based Stochastic Channel

Model: GSCM）という．このモデルは 1回反射の素

波のみに対応しているが，2回反射以上の散乱波をク

ロネッカー近似に基づく放射方向と到来方向が無相関

なモデルで表現したものが [62]である．これと流れを

同じくして，COST273においても，時空間マルチパ

ス伝搬路を直接波・1回反射波と 2回反射波以上の成

分の重ね合わせでモデル化を行っている [10]．特に直

接波・1回反射波成分に関しては，測定実験に基づき

放射方向と到来方向の結合分布を与えている．以上，

時空間マルチパス伝搬路の測定・解析に関してこれま

でに得られている主な結果をまとめた．

4. 2 時空間マルチパス伝搬路の測定・解析実例

ここでは筆者らが過去に行った測定実験 [41]を例に，

時空間マルチパス伝搬路の測定装置，測定・解析方法，

測定結果の実例を示す．チャネル行列が式 (15)で表さ

れるとして，その測定値から，送受信アレーアンテナ

の寄与を取り除いた時空間マルチパス伝搬路パラメー

タを測定・解析する．

4. 2. 1 時空間マルチパス伝搬路の測定方法

時空間マルチパス伝搬路パラメータの測定は，まず，

広帯域のチャネルサウンディングを行い，式 (15)で表

されるチャネル行列 H̃(k) を取得する．ただしここで

は表記の簡略化のためにアンテナに関するサフィック

スと位置に関するインデックスを省略している．測定

システムの周波数帯域幅やアレーサイズは，時空間マ

ルチパスを素波に分離するために高い時間・角度分解

能を必要とするため，3. で説明した測定システムよ

りも大幅に大きなものを使用する必要がある．

次に，取得したチャネル行列 H̃(k) から時空間マル

チパスパラメータを推定する．推定手法としては，大

別してスペクトル推定とパラメータ推定がある．スペ

クトル推定はモデルを仮定しないノンパラメトリック

な手法であり，分解能が劣るが安定して動作するビー

ムフォーミングが用いられる [36]．一方，パラメータ

推定では，式 (15) のようなモデルを仮定して，その

パラメータを高分解能に推定する．初期には多次元ユ

ニタリ ESPRIT 法が用いられていた [39], [63]．しか

しながら，コヒーレント信号の相関を下げるためのス

ムージング処理を必要とするばかりでなく，アレー形

状もリニアアレー若しくは方形アレーに限定され，更

に素子間結合の補償も必要なことから，最近では最ゆ

う推定に基づく手法が一般的となっている [35], [50]．

ここでは最ゆう推定を簡略化した ISI-SAGE ア

ルゴリズム [50] を用いたパラメータ推定法を説明

する．本論文では紙面の都合上原理のみを述べる

が，詳細なアルゴリズムは [64] を参照されたい．推

定対象は各素波の複素振幅 sl，遅延時間 τl，放射

角 Θtl，到来角 Θrl である．以下，推定すべきパラ

メータの集合を Ψl = {sl, τl,Θtl,Θrl} と表す．ただ
し複素振幅 sl と遅延時間 τl は式 (15) の ζ̃l(k) と

ζ̃l(k) = sl exp(−j2πk∆fτl) で関係づけられる．

測定したチャネル行列 H̃(k) に白色ガウス雑音が重

畳されているとすると，パラメータの最ゆう推定は次

式で表される．

{Ψl}L
l=1

= arg min
{Ψl}L

l=1

K∑
k=1

∥∥∥H̃(k)− ̂̃
H

(
k; {Ψl}L

l=1

)∥∥∥2

F

(24)

ただし， ̂̃
H

(
k; {Ψl}L

l=1

)
は H̃(k) のパラメトリック

な推定値である． ̂̃
H の計算には実測したアレー応答ベ

クトルを用いるので，推定されたパラメータ {Ψl}L
l=1

はアレーアンテナの指向性の寄与を含まない．式 (24)
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図 9 ISI-SAGE による逐次パラメータ推定
Fig. 9 Successive parameter estimation by ISI-SAGE.

は 6L 次元同時最適化問題であり，計算量がぼう大と

なる．そこで，ISI-SAGEでは，直列型干渉キャンセ

ラと同様に，強い素波から順に検出・消去を繰り返す．

具体的な計算ステップは図 9 のようになる．

4. 2. 2 時空間マルチパスパラメータのクラスタ

解析

4. 1 でも述べたが，同一若しくは類似の散乱プロセ

スを経た素波の集合をクラスタと呼ぶ．ここではパラ

メータ推定によって抽出した時空間マルチパス伝搬路

の各素波に対して遅延時間及び角度が近い素波の集合

であるクラスタに分類する．このような処理により物

理的意味をもったパラメータの集合とその統計的分布

を導くことができる．

なお，統計学やパターン認識の分野では様々なクラ

スタ解析の手法が構築されているが，電波伝搬の分野

でクラスタ解析の自動化に成功したという例はほとん

ど報告されていない．したがって，目視などの方法を

用いて，経験論的にクラスタ解析を行うのが一般的で

ある．

4. 2. 3 時空間マルチパス伝搬路測定装置

図 10 に本実験に用いた測定システムのブロック図

を，表 3 に測定諸元を示す．測定にはベクトルネット

図 10 時空間マルチパス伝搬路測定システム
Fig. 10 Double directional wideband multipath

measurement system.

表 3 時空間マルチパス伝搬路測定諸元
Table 3 Double directional wideband multipath

measurement conditions.

帯域幅 3.1 ∼ 10.6GHz

周波数サンプル数 751

空間サンプル間隔 48mm

空間サンプル数 10 × 10× 7（送受同様）
アンテナ 垂直偏波バイコニカルアンテナ
平均受信 SNR 約 30 dB

ワークアナライザを使用し，送受信アンテナを x-y-z

ポジショナで動かすことにより合成開口アレーを構成

している（時分割方式）．空間サンプル数及び帯域幅は

表 3 に示すようにどちらも非常に大きくなっており，

角度分解能は約 13◦，遅延分解能は 0.13 ns となって

いる．合成開口アレーを用いることによって，測定時

間が長くなる反面，サイズの大きなアレーアンテナを

構成することができ，また素子間結合の影響を受けな

いためアレー応答ベクトルの実測（計算）が非常に簡

易になる．

本実験は UWB 信号を用いて近距離環境で実験を

行っているため，4. 2. 1 で説明した推定パラメータに

加えて複素振幅 sl の周波数特性も推定し，また球面

波モデル [65]を導入している．しかしながら，MIMO

測定に球面波モデルを適用すると，散乱の種類によっ

ては球面波の中心がアンテナ素子ごとに異なるため，

モデルに矛盾が生じる [65]．したがって，データ処理

は MIMO 測定に対してではなく，送信アレーと受信

アレーに対する MISO/SIMO測定に対して行い，遅

延時間及び幾何光学的経路より両者の対応関係をとっ

ている．

4. 2. 4 時空間マルチパス伝搬路測定解析結果

測定は図 11 に示す環境で行った．室内には大きな
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(a) Top view

(b) Side view

図 11 時空間マルチパス伝搬路測定実験環境
Fig. 11 Double directional wideband mutipath

measurement environment.

図 12 送信アンテナ側で観測された放射方位角–遅延時間
特性

Fig. 12 Azimuth-delay characteristics of extracted

multipath components at Tx.

什器等は置かれていない．図 12 及び図 13 には，それ

ぞれ送信アンテナ側及び受信アンテナ側におけるパス

の方位角–遅延時間推定結果を示す．推定は 100 パス

で打ち切っており，抽出された電力は全受信電力の約

65%である．また図 12 及び図 13 には推定結果をク

ラスタ化した結果も記入している．ここでは送受両側

の角度分布（仰角も含む）や遅延時間がすべて似通っ

た素波の集合をクラスタとしており，直接波を含め 17

クラスタが観測されている．このうち，特に電力が大

きなクラスタは A, D, N であり，A 及び D は側壁，

Nは天井による正規反射成分である．クラスタ B, C,

図 13 受信アンテナ側で観測された到来方位角–遅延時間
特性

Fig. 13 Azimuth-delay characteristics of extracted

multipath components at Rx.

Eが壁面上の金属構造物による非正規散乱であり，こ

れ以外のクラスタはすべて 1回若しくは 2回の正規反

射成分によるものと考えられる．なお，クラスタ内の

複数の素波は，構造物の起伏等による複数の散乱中心

（位相停留点）に対応していると考えられるが，より

詳細な分析については今後の検討課題である．この解

析では，素波経路の同定が容易な単純な環境を対象と

したが，木造住宅や実際に什器が置かれたオフィスな

ど，より複雑な環境における実験及び解析が現在進め

られている最中であり，非正規散乱を含む微細な伝搬

メカニズムを明らかにする計画である [49], [66]．

5. MIMOアレーアンテナの測定・解析に
関するサーベイ

最後に MIMO アレーアンテナ，特にアレーアンテ

ナ構成，偏波を含む素子指向性，素子間結合の影響に

関してこれまでに得られている主な測定・解析結果を

紹介する．

はじめにMIMO アレーアンテナの設計手法につい

てまとめる．3. で示したようにMIMOチャネルに関

してはクロネッカー近似がよく成り立つことが知られ

ている．ただし直交偏波アンテナを用いる場合には送

受の偏波成分の組合せに対するクロネッカー近似を考

えることとなる [67]．これから MIMO アレーアンテ

ナを設計する際には送受信アンテナを独立に議論でき

ることが分かる．すなわち MIMO アレーアンテナの

設計は送信または受信ダイバーシチアンテナの設計と
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基本的に等価である．よって最適な MIMO アレーア

ンテナ構成は 4. で説明した時空間マルチパス伝搬路

の角度分布特性に合わせて各素子（ブランチ）の平均

実効利得（MEG）[68]を最大化し，かつ空間相関（ブ

ランチ間相関）を最小化することによって得られる．

一般に平均実効利得と空間相関は独立な変数ではない

ため相関行列の行列式がこれら両方を含む評価関数と

して提案されている [69]．

一方，実用性という観点からするとアレーアンテナ

の設置面積も重要な課題となる．この課題を解決する

有効な手段として直交偏波（ダイバーシチ）アンテナ

がある．同一空間上に複数の直交偏波アンテナを実装

することで大幅に設置面積を小さくすることができ

る [70]～[72]．一般に直交した偏波間の相関は非常に

小さいことが知られている．しかし，例えば LOS環

境などにおいては交差偏波比（XPR）が大きくなるた

め直交した偏波成分に対する平均実効利得は小さくな

る．文献 [73], [74]ではこのような環境においても偏波

ダイバーシチアンテナが空間ダイバーシチアンテナに

対して有効であることが実験的に報告されている．最

近では屋外実験 [75]，屋内実験 [76] において偏波を用

いたMIMO チャネルの詳細な測定及びモデル化が行

われている．

最後に MIMO チャネルに与える素子間結合の影響

を考える．偏波ダイバーシチアンテナと同様に空間ダ

イバーシチアンテナにおいても可能な限りアンテナ間

隔を小さくし設置面積を小さくしたい．しかしこのよ

うな密なアレーアンテナにおいては素子間結合が発

生する．文献 [77]では素子間結合が空間相関，平均実

効利得，伝送容量に与える影響が理論的かつ実験的に

示されている．ここでは簡単のために送受信とも散乱

体が全周に一様に存在するダブルリングチャネルモデ

ル [3] を考えている．これは送信または受信のみを考

えると全周散乱モデルに帰着する．またアレーアンテ

ナとして 2素子ダイポールアレーアンテナを考え，こ

れらの水平面距離に対する空間相関特性を図 14 に，

平均実効利得（受信電力）特性を図 15 に示す．図中

において実験値は文献 [78]の空間フェージングエミュ

レータを用いて測定したものであり，またシミュレー

ション値はクロネッカーモデルを用いて計算し，結合

行列はモーメント法を用いて導出している．図 14 よ

り空間相関係数は素子間結合の影響により全周散乱

モデルにおける理論値よりも大幅に小さくなっている

ことが確認でき，[17], [18]の理論解析に一致している．

図 14 全周散乱モデルにおける 2 素子アレーアンテナの
空間相関特性

Fig. 14 Spatial correlation of 2-element array an-

tenna under the scatterer ring channel

model.

図 15 全周散乱モデルにおける 2 素子アレーアンテナの
平均実効利得

Fig. 15 Mean effective gain of 2-element array an-

tenna under the scatterer ring channel

model.

特に素子間隔が 0.2波長付近において最初の極小値を

とっていることは注目に値する．これは素子間結合に

よる指向性の変化が指向性ダイバーシチ効果をもたら

すためである．一方，図 15 では素子間隔を小さくす

ることにより，特に素子間隔が 0.3波長以下において，

平均実効利得が大幅に減少していることが分かる．こ

れは素子間結合に起因するインピーダンス不整合が主

な原因である．このように素子間結合は MIMO チャ

ネル特性に大きな影響を与えていることが分かる．
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6. む す び

本論文では MIMO 伝搬特性を MIMO チャネルの

統計的表現と時空間マルチパス伝搬路に基づく決定論

的表現に分類し，それぞれに関してその測定装置・測

定方法・解析方法・モデル化の手法を事例を交えつつ

紹介した．IEEE802.11n，3GPP，COST 273などの

標準MIMO チャネルモデルは，これら多くの測定実

験結果から導出されたものである．

以下にアンテナ伝搬という立場からMIMO 通信シ

ステムを実用化するために残された課題を列挙する．

（ 1） 面的な MIMO チャネルの測定：これまで

MIMO チャネルは測定治具の制限などにより部屋

の中央付近などのある限られた範囲でのサンプル測定

しか行われていない．今後は，例えば MIMO ワイヤ

レステレビを想定した壁近傍での測定など，想定され

るエリア全体での面的な測定が重要となる．

（ 2） 時空間マルチパス伝搬路の測定に基づいたア

レーアンテナの設計：これまで MIMO アレーアンテ

ナの設計は，製作して測定してみて改良するという

カット&トライな手法がとられてきた．今後はアプリ

ケーションごとに時空間マルチパス伝搬路を測定し，

その結果に基づいたアンテナ設計が重要となる．これ

を実現するためには時空間マルチパス伝搬路の測定値

から測定に用いたアレーアンテナの影響を取り除く技

術（キャリブレーション）も重要となる．

（ 3） デカップリング：これまで MIMO 送受信機

の設計はMIMO アレーアンテナの構成とは無関係に

設計されてきた．このとき例えばアンテナ間隔が小さ

いときには素子間結合によるインピーダンス不整合に

よって特性劣化が生じる．今後はMIMO アレーアン

テナの相互インピーダンスを考慮したマルチポート整

合回路の技術が重要となる．

（ 4） 動的環境でのリアルタイム測定：これまで

MIMO 伝搬測定はハードウェアの制限などから準静

的な環境での測定が行われてきた．今後はリアルタイ

ムに動作する測定システムを構築し，動的な MIMO

チャネルを測定することが重要となる．特に送信側で

適応制御を行うMIMO 固有モード伝送システムの設

計には必須となる．

（ 5） 実伝搬データを用いた伝送特性解析：これま

で MIMO 通信方式の比較検討を行う場合には，標準

チャネルモデルを用いて平均 SNRに対する誤り率や

スループット特性を議論するものがほとんどであった．

しかし実伝搬環境において平均 SNRのみが変化する

ことは考えがたい．今後は実伝搬データを用いて相関

や素波の角度分布が動的に変化する環境での誤り率や

スループットの場所率特性の解析が重要となる．

筆者らはこれらの課題を解決するためにオープン

なプロジェクトを企画している [79]．このプロジェク

トでは MIMO チャネル測定器や測定データの共有を

行っており，MIMO通信システムに関する研究開発が

社会的に活性化することを期待している．
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