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1. はじめにはじめにはじめにはじめに 
移動通信システムではマルチメディア情報伝

送を中心とした高信頼な高速伝送を実現し，周波
数利用効率を向上させるため，様々な無線信号処
理技術が実装されている．また，近年，シームレ
スな国際ローミング，多種多様なサービスへの迅
速な対応を可能にするため，ソフトウェア無線を
ベースとする移動通信システムの構築が注目さ
れている． 
ソフトウェア無線を実現するためには，ソフト

ウェア無線に合わせた研究開発が必要になって
くる．以下にソフトウェア無線の研究開発におけ
る要求項目について列挙する． 

��プログラマブルデバイスである DSP や
FPGA 上で動作する高速でかつ複雑度の小
さい無線信号処理アルゴリズムの開発 

��プログラマブルデバイスの最適な組み合
わせを実現できる設計手法の提示（高速処
理，低消費電力，開発期間・コストなど） 

��ソフトウェアモジュールを実環境に近い
環境で検証するツール 

��様々なプログラマブルデバイスを扱える
開発環境 

��各ソフトウェアモジュールを用いた場合
のシステム全体としての性能の評価 

上記の要求項目に加えて，従来の研究開発の現場
においても，マーケットへの投入を速やかに行う
ため基礎研究から試作・開発までの期間の短縮が
必要不可欠である．これらの要求を満たすため，
アルゴリズム等の変更が可能な研究開発プラッ
トフォームが研究開発の現場において必須であ
る．我々は移動通信における信号伝送の研究用プ
ラットフォームとして，移動無線通信用ディジタ
ルシミュレータを提案し，研究を行っている[1][2]．  

 

図図図図 1    シミュレータの基本構成シミュレータの基本構成シミュレータの基本構成シミュレータの基本構成 

 

図図図図 2    シミュレータの完成イメージシミュレータの完成イメージシミュレータの完成イメージシミュレータの完成イメージ 

2. 移動無線通信用ディジタルシミュレータ移動無線通信用ディジタルシミュレータ移動無線通信用ディジタルシミュレータ移動無線通信用ディジタルシミュレータ 
将来技術の研究開発において研究から開発まで
の期間短縮を考えれば，シミュレータの基本構成
は当然，ソフトウェア無線機に近いものでなけれ
ばならない．検討しているシミュレータの基本構
成を図図図図 1に示す．シミュレータは RF,IFなどのア
ナログ無線モジュールを含み，無線信号処理アル
ゴリズムをDSPやFPGAなどのプログラマブルデ
バイスに実装する．また，アナログ無線モジュー
ルの不完全性を補償するためにアナログ信号を
フィードバックさせて制御する． 
さらに，シミュレータの完成イメージとして図図図図

2 のようなものを考えている．送受信間にアナロ
グインターフェイスやディジタルインターフェ
イスを製作し，伝送実験を容易に行えるようにす
る．また，RF インターフェイスには移動通信特



有の伝送路を実現するフェージングシミュレー
タを接続する．このフェージングシミュレータに
ついてもプログラマブルデバイスとアナログ無
線モジュールで製作する． 
シミュレータの信号処理部は信号生成部，移動

無線伝搬路シミュレーション部，信号復調部から
構成される．各部は複数の DSPや FPGAが搭載さ
れたボードに実装される．また，各部における信
号処理の様子はディジタル信号を D/A 変換して
アナログ信号として取り出すことによりリアル
タイムにオシロスコープで観測でき，視覚的なデ
バック環境を提供する．このようにすることによ
りデモンストレーションの簡易化も図れる． 
 
3. ハードウェア構成ハードウェア構成ハードウェア構成ハードウェア構成 
現状のシミュレータにおけるディジタル信号

処理部のハードウェアはマルチ DSPボード，ディ
ジタルレシーバ付き A/Dモジュール，FPGAモジ
ュール，D/Aボードなどの汎用ボードで構成され
る．各ボード間のディジタルインターフェイスと
して，FPDP (Front Panel Data Port) を搭載してお
り，160MB/sの転送速度でデータの受け渡しが可
能である．以下に各ボードとドータモジュールの
特徴と性能を列挙する． 
�� 167MHz で動作し，最大処理能力 1GFLOPS
の TI社 TMS320C6701を 4個搭載したマルチ
DSPボード 5枚． 

�� 2チャネル入力，サンプリング周波数 64MHz，
解像度 12bitの A/Dコンバータ，並びに AGC, 
復調機能を有したハリス社製のディジタル
レシーバチップを搭載したディジタルレシ
ーバ付き A/Dモジュール． 

��各ボード間の信号伝送に用いる 160 MB/s で
データ転送が可能な FPDPモジュール． 

�� FPDP 搭載の 4 チャネル入力，サンプリング
周波数 70MHz，解像度 14bitの特注 D/Aボー
ド 5枚． 

�� FPDP搭載のXilinx社 100万ゲートのVirtex-II
を 2個搭載した FPGAモジュール． 

上記のハードウェアとソフトウェアモジュール
を選択することにより様々な信号伝送実験系に
も対応することができる． 
 
4. ソフトウェアモジュールソフトウェアモジュールソフトウェアモジュールソフトウェアモジュール 
シミュレータの信号処理部に実装するソフト

ウェアの開発として，シングルキャリア伝送及び
マルチキャリア伝送の移動無線実験系評価を行 

表表表表 1    ソフトウェアモジュールソフトウェアモジュールソフトウェアモジュールソフトウェアモジュール

 

うための無線信号処理ソフトウェアのライブラ
リ化を目指している．検波器 (同期検波, 遅延検
波)，適応等化器 (判定帰還形, 最尤系列推定形) 
および干渉キャンセラ等の高度な復調技術を
DSPに実装した．また，伝送特性の評価に重要な
ガウス雑音発生器や移動通信特有の伝搬環境を
モデル化したフェージングシミュレータも作成
した．表表表表 1に各モジュールの特徴，性能について
示す．性能についてはそのモジュールを 1 つの
DSPで動作させた場合の処理能力とした．シミュ
レータは表表表表 1のソフトウェアモジュールを選択し，
複数の DSP で動作させることで様々な伝送実験
を行うことができる．以降では，簡単に各ソフト
ウェアモジュールについて説明する． 
 

4.1 シングルキャリア伝送系シングルキャリア伝送系シングルキャリア伝送系シングルキャリア伝送系 
シングルキャリア伝送系モジュールについて
説明する．信号生成部のモジュールとしては波形
生成形 QPSK変調モジュールを作成した．ビット
系列を QPSK変調した後，ナイキスト条件を満足
するロールオフフィルタによりスペクトルを整
形する．ここでは，考慮する時間内のシンボルの
パターンに合わせてロールオフフィルタ波形を
予めメモリにストアしておき，それを入力される
シンボルパターンに応じて出力する構成にした．
受信側でのタイミング再生を考慮して，シンボル
レートの 8倍でサンプルを生成している．生成し
た QPSK 変調信号の IQ コンスタレーションをオ
シロスコープで観察したところ，図図図図 4(a)のような
波形を確認できた． 
移動無線伝搬路シミュレーション部では各パ
スがフェージング変動に比例して一定時間間隔
で発生と消滅を繰り返す，当研究室で考案された
アルゴリズムを実装した[3]．移動通信における伝
搬環境は，図図図図 3のように基地局から送信された電
波は地物で反射，散乱，回折し，様々なパスを通
って受信されるため多重波伝搬環境となり， 



 
図図図図 3    フェージング生成モデルフェージング生成モデルフェージング生成モデルフェージング生成モデル 

 

     
 (a) QPSK変調信号変調信号変調信号変調信号     (b) フェージング環境フェージング環境フェージング環境フェージング環境 

   
(c) 周波数選択性周波数選択性周波数選択性周波数選択性            (d) DFEの合成信号の合成信号の合成信号の合成信号 
フェージング環境フェージング環境フェージング環境フェージング環境      

   
(e) 同一チャネル間干渉同一チャネル間干渉同一チャネル間干渉同一チャネル間干渉 (f) 干渉キャンセラの干渉キャンセラの干渉キャンセラの干渉キャンセラの 

レプリカレプリカレプリカレプリカ 
図図図図 4    観察された信号波形観察された信号波形観察された信号波形観察された信号波形 

 
受信信号の振幅と位相は歪む．また，端末はその
ような環境の中を移動するので受信信号はドッ
プラーシフトを受けて時間的に変動する．このよ
うな伝搬環境をモデル化するため，図図図図 3のように
各パスに最大ドップラー周波数 fD に応じた時間
パルスを乗算し，パルスが消滅すると同時に新し 

 
(a) 送信スペクトル送信スペクトル送信スペクトル送信スペクトル    (b) 受信スペクトル受信スペクトル受信スペクトル受信スペクトル 

図図図図 5    信号スペクトル信号スペクトル信号スペクトル信号スペクトル 

いパスを生成するフェージングモデルを実装し，
連続的に変化する伝搬路のインパルス応答を生
成させた．移動無線伝搬路シミュレーション部の
出力波形を図図図図 4(b)に示す． 
信号復調部のモジュールとしてはガウス雑音
発生，適応等化，干渉キャンセルモジュールを作
成した．まず，ガウス雑音発生モジュールは
Box-Muller 法で正規乱数を発生させるため，DSP

の処理能力を著しく消費する )log(- x の関数を

予めメモリにテーブル化しておくことで高速化
している．その際，テーブル化によりビット誤り
率に差が出ないように，関数が急峻に変化する付
近では別のメモリを用意して，精度の向上を図っ
ている． 
ところで，無線伝搬路において各パスの遅延時
間差が大きい場合には周波数選択性フェージン
グ環境となる．受信信号は図図図図 4(c)のように符号間
干渉の影響により歪み，また，そのスペクトルは
図図図図 5(b)のように信号帯域内に落ち込みが発生する
ため，受信特性は著しく劣化する．なお，図図図図 5(b)
は移動無線伝搬路シミュレーション部の出力信
号を D/A 変換してアナログモジュールに入力し，
スペクトルアナライザで観測したスペクトルで
ある．このように歪んだ信号を補償する技術とし
て適応等化器が知られている．シングルキャリア
伝送系において高速信号伝送を実現するために
はこの適応等化技術は必要不可欠となる． 
シミュレータの信号復調部には 2種類の適応等
化モジュール，判定帰還形適応等化（DFE）と最
尤系列推定（MLSE）形適応等化を用意した．図図図図 6
の DFE のフィルタ合成波形は図図図図 4(d)のようにな
り， 周波数選択性フェージング環境においても
信号点を復元することができる．なお，DFEのウ
ェイトは RLS アルゴリズムによって推定を行っ
ており，必要な行列演算についてはアセンブラで
パイプライン化して高速化してある． 



 

図図図図 6    判定帰還形適応等化器判定帰還形適応等化器判定帰還形適応等化器判定帰還形適応等化器 

 

図図図図 7    MLSE形適応等化器形適応等化器形適応等化器形適応等化器 

 また，図図図図 7のMLSE形適応等化モジュールでは，
まず，トレーニング信号を用いて受信信号レプリ
カと受信信号の差の絶対値 2乗値が最小になるよ
うに RLS アルゴリズムでトランスバーサルフィ
ルタのウェイトを推定する．次に，MLSEによっ
て生成した送信信号候補をトランスバーサルフ
ィルタに入力し，受信信号レプリカを生成する．
そして，受信信号レプリカと受信信号の差の絶対
値 2乗値をブランチメトリックとしてMLSEで送
信信号系列を決定する[4]． 
同一チャネル間干渉が存在する環境では図図図図 4(e)

のように所望ユーザと干渉ユーザの受信信号が
重なり合っており，信号点を復元することが難し
い．そのような環境でも所望ユーザの信号を取り
出すことができる干渉キャンセルモジュールを
製作した．これはMLSE形適応等化モジュールに
おいて干渉ユーザの受信信号レプリカも生成す
るように拡張することで実現できる[5]．生成され
た受信信号レプリカ信号は図図図図 4(f)のようになり，
受信信号とほぼ同様なものが得られる． 
 

4.2 マルチキャリア伝送系マルチキャリア伝送系マルチキャリア伝送系マルチキャリア伝送系 
マルチキャリア伝送系モジュールとして，無線

LANや地上波ディジタルTV放送などに採用され

ている OFDM の実装を行った．OFDM の送受信
モジュールは 5GHz 帯無線 LAN に準拠したパラ
メータで設計した[6]．信号の時間領域と周波数領
域の変換には 64ポイントの FFT/IFFTを使用して
おり，ビット反転やバタフライ演算の順序を予め
メモリ上に展開しておくことで高速化を行った． 
信号生成部における OFDM 送信モジュールは
ビット系列をシリアルパラレル変換し，各サブキ
ャリアにおいて QPSK変調する．さらに，IFFTで
時間領域に変換後，ガードインターバル(GI)を挿
入する．また，信号復調部における OFDM受信モ
ジュールは受信信号から GI を取り除き，FFT に
より周波数領域に変換後，各サブキャリアにおい
て同期検波を行う．同期検波にはパイロット信号
を用いて推定した伝達関数を用いた．任意のサブ
キャリアの同期検波における判定前信号を出力
できる構成とした．OFDM では遅延波が GI を超
えない伝搬環境では符号間干渉なしで伝送を行
うことができ，また，遅延波が GI を超える場合
には符号間干渉とキャリア間干渉が発生して受
信信号が歪む様子が確認できる． 

 
5. まとめまとめまとめまとめ 
移動無線通信用ディジタルシミュレータの構
成，開発成果を示した．本シミュレータを用いる
ことで無線信号処理アルゴリズムをリアルタイ
ムにかつ視覚的にデバックすることが可能であ
り，ソフトウェアモジュールを変更するだけで
様々な伝送実験系に対応できるので汎用的な研
究用プラットフォームとして有用である．今後は
アナログ回路の組み立てとソフトウェアモジュ
ールの拡張を行う予定である． 
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