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電波伝搬特性の推定

無線通信システムでは，送信局からの
無線信号は大地面や建物などが起因と
なる反射・回折・散乱・透過によって，
図１に示すようにそれぞれ到来時間の異
なる複数の伝搬路を経由した信号が受
信局へ到達します．それぞれの伝搬路は
経路長が異なるため，伝搬路ごとに異な
る位相を持っています．したがって，受
信局では周波数選択性フェージングと呼
ばれる周波数ごとに異なる電力を有する
信号が観測されます．
広帯域無線通信システムにとってこの
周波数選択性フェージングは，システム
の特性に非常に大きな影響を与えます．
そのため，広帯域無線通信システムにお
いて置局設計やシステム設計を行うため
には，周波数選択性フェージングを含む
伝搬特性を把握することが必須となり
ます．
伝搬特性のシミュレーション手法とし
てはさまざまな手法が存在します．その
中でもレイトレース法(1)はアレーアンテ
ナシステムの評価に対して有力な伝搬シ
ミュレーション手法の１つとして知られ
ています．

レイトレース法

レイトレース法のアルゴリズムは大き
く分類してレイローンチング法とイメー
ジング法の２種類が知られています．イ
メージング法は送受信点および反射面の
組合せから幾何光学的に反射点を求め
る手法です．一方，レイローンチング法
では送信点から一定角度ごとに離散的
にレイを発射し，その軌跡を追跡して
受信点に到達するレイを探索する手法
です．
レイトレース法による伝搬特性推定で
は伝搬経路長，壁面への入射角，壁面

の複素誘電率の３つのパラメータが必要
になります．このうち伝搬経路長，壁面
への入射角はレイトレース演算によって
算出される値であり，壁面の複素誘電
率は事前に定められた固定パラメータと
なります．
レイトレース法は図２に示されるよう

に，送信点から受信点までの反射・透
過・回折を含む電波の伝搬路を幾何光
学的に導出する手法であり，演算精度
は反射・透過・回折の回数を増やすこ
とによって高めることが可能です．しか
し，レイトレースアルゴリズムの１つで
あるイメージング法は経路探索の際にす

レイトレース法を用いるMIMO伝搬チャネル推定の
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図１　無線システムにおける伝搬特性 
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レイトレース法 MIMO 電波伝搬推定

MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）技術を用いたシステムの置局設計や

システムの設計を行うには，MIMO伝搬チャネルを推定することが必須となります．

ここではレイトレース法を用いるMIMO伝搬チャネル推定において，特定の１組の

アンテナ間の計算結果を利用することにより，アンテナ素子数が増えても計算量を

増大させない手法について解説します．
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べての壁面に対して交差判定を行うた
め，反射体として考慮する建物壁面の
数をA，反射回数をBとすると，すべて
の壁面の組合せに対して経路探索を行
うことから，総計でAB回の経路探索を
行う必要があり，図２の１回反射の例
では２回，２回反射の例では４回の交
差判定が必要となります．
このように，レイトレース法は反射・

透過・回折の回数を増やした場合，壁
面の数に対して累乗で計算量が増大す
る問題が存在します(2)．この計算量の問
題に対し，これまで文献(2), (3)のように，
数々の計算量削減アルゴリズムが考案さ
れ，それぞれ大幅な計算量の削減が可能
であることが示されています．

MIMOシステムへの適用

近年標準化が完了した無線通信シス
テムであるIEEE802.11nやWiMAXに
おいては，送信アンテナおよび受信アン
テナに複数のアンテナを用いるMIMOシ
ステムが適用されています．このMIMO
システムの伝搬特性推定手法として，レ
イトレース法を用いた評価が広く行われ
ています．しかし，反射体として考慮す
る建物壁面の数をA，反射回数をB，送
信アンテナ数m，受信アンテナ数nの
MIMOシステムについてレイトレース法
による伝搬チャネル推定を行う場合は，
総計でm×n× AB回の経路探索を行う
必要があります．
このようにレイトレース法を用いた

MIMO伝搬チャネル推定では送受信間
で送受アレーを構成しているすべてのア
ンテナの組合せに対して伝搬チャネルを
推定することになるため，アンテナ組合
せの数に比例して計算量が増大する問題
点を有しています．

MIMO伝搬チャネルの特徴

一般にMIMOシステムのシミュレー

ションはアンテナ素子間隔に比べて送受
信局が十分長い距離に設置されることを
前提に実施されます．このような状況で
は，図３に示すようにレイトレース法に
よって計算されるすべての送受信アンテ
ナ素子間の伝搬路は非常に類似してい
るという特徴があります．したがって，
一組の組合せについて計算されたすべて
の伝搬路情報を他の送受信アンテナ素
子の伝搬路算出のために活用すること
で，すべてのアンテナ素子間の伝搬特性
が推定可能となることが考えられます．

提案するMIMO伝搬チャネル
推定の簡易計算手法

前述したMIMO伝搬チャネルの特徴
を利用し，全アンテナ素子間の組合せに
対してレイトレース演算を行う代わりに
１回のみレイトレースを行い，その伝搬

路情報を用いることでMIMO伝搬チャ
ネル推定の計算量削減を実現しました．
具体的なMIMO伝搬チャネル推定手

順は以下のとおりです（図４）．
① TxおよびRxの重心位置を算出し
ます．
② Rx重心位置の鏡像点を算出し
ます．
③ Tx重心位置とRx重心位置の鏡
像点から２点間を結ぶベクトルと反
射点を算出します．
④ Tx重心位置から反射点間のベク
トル，反射点からRx重心位置間の
ベクトル，およびRx重心から全受
信アンテナ素子間のベクトルを算出
します．
⑤ 反射点からRx重心位置間のベク
トルとRx重心から全受信アンテナ
素子間のベクトルの位置関係を保存
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図２　イメージング法による経路探索 
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図３　MIMO 伝搬チャネルの特徴 
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したまま，③で算出したベクトルと
重なるように回転移動させることで
全受信アンテナ素子の位置（図４
ではrx1 ’およびrx2 ’）を算出し
ます．
⑥ 全送信アンテナ素子位置と全受
信アンテナ素子位置から伝搬距離
を算出し，MIMO伝搬チャネルを
算出します．
１回のみのレイトレース演算によって，
推定誤差を可能な限り小さくするため
に，最初のレイトレース演算に設定する
座標を，送受信アンテナアレーにおける
すべてのアンテナ素子との距離の和を最
小とする座標，すなわちアレーの重心座
標に設定することとしています．また，
反射係数の算出に必要となる壁面への
入射角は，アンテナ素子が異なってもば
らつきが非常に小さいことから，すべて
の送受信アンテナ素子で同一の値を利用
することとしています．
ここでは厳密解が導出可能であるイ

メージング法を例に説明をしましたが，

提案法はレイローンチング法へも適用が
可能です．また，これまでに提案されて
きたすべてのレイトレース演算高速化ア
ルゴリズムへも適用可能である特長を有
します．

シミュレーションモデルによる
検証

提案法は，近似的に伝搬経路長を算
出する手法であるため，厳密にはすべて
のアンテナ素子の組合せについてレイト
レース演算を行った結果と提案法によっ
て得られる結果は異なります．この影響
について検証を行うために，イメージン
グ法によってすべてのアンテナ組合せに
ついて演算を行いMIMO伝搬チャネル
を算出した結果（厳密解）と，送受信
アンテナの重心のみレイトレース演算を
行い，提案法によってMIMO伝搬チャ
ネル推定を行った結果（近似解）につ
いて比較を行います．評価パラメータは
４×４MIMO伝搬チャネルから算出さ
れる４つの固有値とし，厳密解と近似

解の比較により推定誤差の検証を行い
ました．
シミュレーションは図５に示される簡

易な屋外計算モデルを用いて行いました．
送信アンテナ素子数は４本，受信アン
テナ素子数は４本です．受信アンテナア
レーを０mから30 mまでの区間において
計算を行っています．計算を行った周波
数は2.45 GHzです．最大反射回数は
３回，回折回数は１回とし，透過波は
考慮しないものとしてレイトレース演算
を行いました．
図６(a)にシミュレーション区間20 m

から21 mにおけるイメージング法と提案
法の固有値の変動特性を示しています．
イメージング法を用いて計算された同一
地点における個々の固有値は，提案法
を用いることで十分に再現されているこ
とが分かります．図６(b)はイメージング
法と提案法によって算出されたシミュ
レーション区間全体の固有値の累積確
率です．図から固有値の分布形状はイ
メージング法と提案法でほぼ同じである

図４　提案法によるMIMO 伝搬チャネル推定手順 
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ことから，提案法を用いることにより，
ほぼ厳密解と同等の伝搬特性を再現で
きることが確認できます．

提案法の特長

MIMO伝搬チャネル推定に簡易計算
手法を用いることで，アンテナ数が増大
してもレイトレース法における計算量の
大部分を占める経路探索の計算が省略
できるため，アンテナ数が増大するほど
計算量削減効果が大きくなります．一
般には，送信アンテナ数m，受信アンテ
ナ数nのMIMOシステムについてレイト
レース法による伝搬チャネル推定を行う
場合はm×nの計算量削減効果がありま
す．例えば，送信アンテナ数４，受信

アンテナ数４のときアンテナ組合せ数は
16となるため，イメージング法に比べ簡
易計算手法を用いた計算量は16分の１
となります．実際にシミュレーションし
た結果では，理論上の演算時間削減量
である93.75％に対して，93.70％を実
現していることを確認しました(4)．

今後の予定

現在の無線通信システムにおいて，
MIMO技術は必須の技術となっていま
す．今後は本技術を用いたシミュレー
ション評価はもちろん，さまざまな無線
通信システムに対応が可能となるような
実用化検討を行っていきます．
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（左から）山田　 渉/ 北 直樹/ 

杉山 隆利

電波伝搬は無線システムに必要不可欠な
技術です．今回紹介した内容の技術詳細も
含めまして，質問等がございましたら下記
にご連絡ください．

◆問い合わせ先
NTTアクセスサービスシステム研究所
ワイヤレスアクセスプロジェクト
TEL 046-859-3321
FAX 046-855-1752
E-mail yamada.wataru lab.ntt.co.jp

図５　計算モデル 
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図６　シミュレーションによる検証結果 
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