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1. はじめに 

BICSM[1]は SM(Spatial Modulation)にBICMを適用
したシステムである．本稿では BICSM に繰り返し復号
処理の機能を加えた BICSM-ID(Iterative Decoding)に
おける有相関伝搬路を考慮したビットラベル最適化手
法の特性評価を行う． 
2. システムモデル 
検討システムではビットラベル最適化手法である

ABSA(Adaptive Binary Switching Algorithm）[2]を動作
させるため BICSM-ID にフロア誤りを回避する
DACC(Doped ACCumulator)を適用している．送信機
では，情報ビット系列は符号器により符号化ビットが生
成された後，インタリーバとドーピング間隔 P に従う
DACCを介してDACC符号化ビット系列が生成される．
その後，DACC 符号化ビット系列を S/P 変換し SM 変
調器により，送信アンテナの指定と信号点配置の選択
がされ，送信ベクトルが生成される．受信機では，伝搬
路を介して受信ベクトルが受信され，SM 復調器によっ
て DACC 符号化ビットの外部 LLR（Log-Likelihood 
Ratio）が計算される．SM 復調器から出力された外部
LLR は P/S 変換され，後接する DeDACC，デインタリ
ーバにより，符号化ビットの外部 LLR が出力され，復
号器に入力される．繰り返し 1 回目に関しては復号器
からのフィードバック情報はない状態である．復号器で
は，符号化ビットにおける冗長ビットの外部 LLR を出
力し，SM 復調器と DeDACC へフィードバックする．こ
のとき，ドーピング間隔 P に対応する情報は SM 復調
器へのフィードバックを行わない．以上の処理を任意の
繰り返し回数行った後，情報ビットを得る． 
3. ビットラベル最適化手法 
ABSA はビットラベルのペアのスイッチを行いながらビ
ットラベルの最適化を行う．このとき，スイッチしたビット
ラベルの復調器の EXIT カーブが復号器の EXIT カー
ブを上回っていれば，（すなわち，EXIT トンネルが開い
ている状態）そのラベルを最適なラベルとして最適化を
行うアルゴリズムである．BICSM-ID では，ビットラベル
は，アンテナ空間上（アンテナインデックス）と信号空間
上で別々に与えられている．相関の強い伝搬路では，
アンテナ空間上に割り当てられたビットの復調精度が大
きく劣化しているため，ABSA をそれぞれの空間上で
別々に動作させた場合では，復号器の EXIT カーブに
よくマッチするビットラベルを見つけることが困難である．
本稿では，二つの空間上のビットラベルを混合させて
ABSA を動作させるビットラベル混合型最適化手法を
提案し，計算機シミュレーションによる評価を行う． 
4. 計算機シミュレーション結果 
計算機シミュレーション諸元を表 1 に示す．送信アン

テナ数 8，受信アンテナ数 1，データ変調方式を 8PSK
とした．このときの，1SM シンボルで送信するビット数は
アンテナ空間上，信号空間上にそれぞれ 3 ビットとし，
合計 6 bit/SM symbol である．図 1に EXIT トンネルが
開く平均 SNR 対正規化アレー半径を示す．搬送波の
波長で正規化している．図より，正規化アレー半径が小
さい領域で提案方式が優れた特性を示していることが

確認できる．また，正規化アレー半径が大きくなるにつ
れて，提案方式が比較対象である別々の空間上で
ABSA を動作させる手法に漸近している． これは，隣り
合う送信アンテナの距離が大きくなるとアンテナ空間上
に割り当てられたビットの復調精度の劣化が小さくなる
ためであると考えられる． 
5. むすび 
本稿では，有相関伝搬路における BICSM-ID のビッ

トラベル最適化手法の性能評価を行った．その結果提
案方式が正規化アレー半径の小さい領域，すなわち，
伝搬路の相関値が強い領域で優れた特性であることを
示した． 
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number of transmit antennas 8 

number of receive antennas 1 

modulation scheme 8PSK 

DACC (inner) encoder 

/ doping interval 

RSCC:(3,2)8 

/ 100 

decoding method Max-log-MAP 

interleaver / interleaver size random / 60,000 

number of iterations 20  

channel model Rayleigh fading 

spatial distribution Laplacian  

mean angle of arrival  45 (deg.) 

angular spread 1 (deg.) 

antenna arrangement uniform circular array 

CSIR Ideal(perfect known) 

表 1 計算機シミュレーション諸元 

図 1 正規化アレー半径対 EXIT トンネルが開く平均 SNR 
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