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1．まえがき 
送信電力を抑えつつ，直接通信と等しい最大スループッ

トを実現できる中継通信に，アナログネットワーク符号化
（ANC）を用いる中継通信がある[1]．さらに送信電力低減
を実現する手段として，複数のアンテナを有する中継局を
介して ANC 伝送を行うマルチ送受信（MIMO）ANC 伝送
が検討されている[2]．本論文では，MIMO-ANC を用いた
シングルキャリア（SC）双方向中継通信において，チャネ
ル推定誤差があるときの平均 BER 特性を明らかにし，チ
ャネル推定誤差が検出精度に与える影響について考察する．  

2 ．MIMO-ANC 双方向中継通信 
本論文では，送受信協調周波数領域等化（FDE）[3]を用

いる SC-MIMO-ANC 双方向中継通信を仮定する．MIMO-
ANC 伝送は，双方向中継通信に 2 タイムスロット必要とす
る．図 1 に MIMO-ANC 伝送の動作を示す．端末(MT)およ
び基地局(BS)は 1 本，中継局(RS)は J 本のアンテナを有し
ている．まず第 1 タイムスロットにおいて，MT と BS が同
時に RS に送信する．RS は各アンテナの受信信号に対して
FDE を適用した後，電力増幅を行う．そして第 2 タイムス
ロットにて，MT および BS に同時送信する．MT および
BS 受信機は，受信信号から自身の信号成分を除去した後，
FDE を適用して希望信号を検出する．チャネル情報は，自
身の信号成分除去および送受信協調 FDE の際に用いられ
る．RS の送信 FDE 重み，BS および MT の受信 FDE 重み
は，それぞれ MT（または BS）の送信信号と BS（または
MT）における FDE 後の受信信号との平均二乗誤差
（MSE）が最小となるよう決定される． 
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図 1 MIMO-ANC 双方向中継通信の動作 

3．チャネル推定誤差モデル 
チャネルの時間変動が観測範囲で無視できるほど小さい

場合，チャネル推定誤差は複素ガウス近似できることが知
られている[4]．そこで本稿では，MT-RS 第 j アンテナ間お
よび RS 第 j アンテナ-BS 間のチャネルの第 k 周波数点にお
け る チ ャ ネ ル 推 定 値 ( )kjH i

RM ,~ )(
− お よ び
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− ( RSBS,MT,∈i )を次式のように表現する． 
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ここで， ( )kjH RM ,− および ( )kjH BR ,− は，それぞれ MT-RS
第 j アンテナ間および RS 第 j アンテナ-BS 間の第 k 周波数
点の真のチャネル利得である． ( )kji

RM ,)(
−ν および ( )kji

BR ,)(
−ν

は，真のチャネル利得の二乗平均値で正規化されたチャネ
ル推定誤差であり，それぞれ平均 0 ，正規化分散

( ) ( )( )22 ji
RM −σ および ( ) ( )( )22 ji

BR−σ をもつ複素ガウス変数である． 

4．計算機シミュレーション 
 QPSK データ変調方式を仮定し，チャネル推定誤差の正
規化分散は MT，BS および RS で等しいものと仮定する．
伝搬路は，等電力遅延プロファイルを有する 16 パスの周
波数選択性ブロックレイリーフェージングを仮定する．双
方向通信に要する総送信電力が一定という条件のもと評価
を行う．総送信電力の 1/2 を RS に，1/4 を MT および BS
に配分する．なお本論文では，伝搬損失およびシャドウィ
ング損失の影響は考慮していない．この場合，平均受信信
号対雑音電力比（SNR）が MT および BS で等しくなるた
め，上下リンクで等しい平均 BER 特性が得られる． 
図 2 は，総送信電力対雑音電力比γ = 20,25(dB)において，

MT および BS における平均 BER をチャネル推定誤差の正
規化分散の関数としてプロットしたグラフである．比較対
象として，文献[2]で筆者らが提案した，RS にて送信ダイ
バーシチを，BS および MT で FDE を行う方法（従来法と
呼ぶ）を用いた場合の特性も図 2 に示す．図 2 より，
γ=25dB および J=2 の場合において，BER=10−5 を確保する
ために許容されるチャネル推定誤差の正規化分散 2σ2 は，
従来法では 2σ2=7×10−4 であるが，送受信協調 FDE では
2σ2=2×10−4である．このことから，送受信協調 FDE は従来
法に対して大きなチャネル推定誤差を許容できることが分
かる．これは，RS，MT および BS が協調して FDE を行う
ことで，残留符号間干渉を従来法より抑圧できるためであ
る．また送受信協調 FDE および従来法ともに，RS のアン
テナ本数を増やすことでダイバーシチ効果が得られ，より
大きなチャネル推定誤差を許容できる． 
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図 2 チャネル推定誤差の正規化分散に対する平均 BER 

5．まとめ  
 本論文では，MIMO-ANC を用いた SC 双方向中継通信に
おけるチャネル推定誤差の影響を明らかにした．シミュレ
ーション結果より，送受信協調 FDE は従来法より大きな
チャネル推定誤差を許容できることを明らかにした． 
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