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論文の内容の要旨
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信側 でパイ ロ ッ ト信号に追従 しつつデー タを受信す る方法 を提案 し､ この方

式が有効 であることを､計算機 シ ミュ レー シ ョンで明 らかに してい る｡本論
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ことを明 らかに してい る｡

この論文 は 6章か ら構成 されてお り､第 2章 と第 3章は､本論文の背景技術

であ る電波伝搬 モデル (第 2章) と時空間符号化 (STBC)伝送の概要 (第 3

章)をま とめてい る｡第 4章 と第 5章 は研究の成果 であ る MIMO-STBC同期シス

テムにお け る fast fading対策 (第 4章)､お よび MIMO-STBC非同期 システ ム

におけ る fast fading対策 (第 5章) をま とめてい るD

第1章 は､序論 であ り､本論文の背景及び 目的について述べてい る｡

第 2章 は､基礎 とな る レイ リー フェー ジ ングの伝搬 モデル につ いて､ f ast 

fadingの諸特性 (自己相 関特性 ､パ ワー スペ ク トル特性) の概要 をま とめて

い る｡

第 3章では､ も う 1つの背景技術であるM川 0 -STBCの原理 と符号化 の具体的

方法について､ま とめてい る｡

第 4章では､ MI MO-STBC同期 システム (マルチユーザ間で送信 ブ ロックのタ

イ ミングが同期 してい る) にお ける fast fadingの問題点の明確化 とその解決

方法 を提案 してい る｡ さらに､計算機 シ ミュ レー シ ョンに よ り､提案手法の

有効性 を明 らかに しているO

第 5章では､前章での検討の対象であった同期 システムを､その適用性 を拡

張す るために､非 同期 システ ムについて､その解 決方法 を提案 してい る｡具

体的 には､時 間の タイ ミングずれ を吸収す るためタ ップ付 き遅延 回路 を組み

入れ ､ この間題 を解決 してい る｡ さらに､計算機 シ ミュ レーシ ョンに よ り､

提案手法の有効性 を明 らかに してい る｡

第 6章 は､本研究で得 られ た結論 をま とめるとともに､今後の課題 につい

て述べてい るO
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論文審査の結果の要旨
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ワイヤ レス情報通信 の高能率 ･高信頼 を実現す る手段 と して､送受信 の双方

にア レ-ア ンテナ を用 い る MIMO (Muユti-Input Multi-Output)の技術 に期待が

集ま り､無線 LAN-の応用 を皮切 りに､実用化 も進 んでい る｡ MI MO応用 の次の

展開 と して､移動通信 システム (マル チユーザ ･セル ラシステム)や ITS (高

度道路交通システム)車車間通信 に関心が高まってい る｡ このよ うな高速移動

体 を対象 とす る通信 では､電波伝搬環境 が fast fadingといわれ る環境 になっ

て､ ドップ ラー スペ ク トル の広が りに起因す る伝送誤 りが問題 にな る｡

一方 ､高信頼 を実現す る技術 として､スペースダイバー シチの高度化技術で

ある時空間符号化 (STBC:Space-Time Block Co°ing)伝送 が提案 され､確 実

な通信 を実現す るための有力な手段 になってい る｡しか しなが ら､f astfading

- の耐性 を有 しないので､上記分野 に応用す る場合 には､ f ast fadingの対策

が必要 にな る｡

本論文 では､WI M-TC atfdrgOSB方式 に対す る fs ail対策 として､適応制御用 の

パイ ロッ ト信号 と情報信号 を 1つのブ ロックとして時空間で符号化 し､受信側

でパイ ロッ ト信号に追従 しつつデー タを受信す る方法を提案 し､この方式が有

効であることを､計算機 シ ミュレー シ ョンで明 らかに してい る｡本論文 では､

前半で同期 システム型 のマルチユーザ MIMO-STBC方式の構成提案 とその評価 を

行 い､後半では､非同期 システム- の拡 張構成 を提案 し評価 してい る｡ この研

究によ り､ u川 o -STBCをfastfading環境下で も良好 に動作できることを明 らか
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に してい る.

この論文 は 6章か ら構成 されてお り､第 2章 と第 3章は､本論文の背景技術

であ る電波伝搬モデル (第 2章) と時空間符号化 (STBC)伝 送の概要 (第 3

辛)をま とめている.第 4章 と第 5章は研 究の成果であ る MIMO-STBC同期 シス

テ ムにお ける fast fading対策 (第 4章)､お よびM川 0 -STBC非同期 システ ム

における fast fading対策 (第 5章) をま とめてい る.

第1章 は､序論 であ り､本論文の背景及び 目的について述べてい る0

第 2章 は､基礎 とな る レイ リー フェー ジ ングの伝搬 モデル につ いて ､ f ast 

fadingの諸特性 (自己相 関特性､パ ワースペ ク トル特性) の概 要 をま とめて

い る｡

第 3章で は､ も う 1つの背景技術である MIMO-STBCの原理 と符号化 の具体的

方法について､ ま とめてい る｡

第 4章では､ MI MO-STBC同期 システム (マルチユーザ間で送信 ブ ロックのタ

イ ミングが同期 してい る) にお ける fast fadingの問題点の明確化 とその解決

方法 を提秦 してい る｡ さらに､計算機 シ ミュ レー シ ョンに よ り､提案手法の

有効性 を明 らかに してい る｡

第 5章では､前章での検討 の対象であった同期 システムを､その適用性 を拡

張す るために､非 同期 システムにつ いて､その解決方法 を提案 してい る｡具

体的 には､時間のタイ ミングずれ を吸収す るためタ ップ付 き遅延 回路 を組み

入れ ､ この間題 を解決 してい る. さらに､計算機 シ ミュレー シ ョンによ り､

提案手法 の有効性 を明 らかに してい る.

第 6章 は､本研 究で得 られた結論をま とめ るとともに､今後の課題 について

述べてい る｡

上記内容 をま とめた本論文は博士 (工学)の学位請求論文 として､十分な価値

があるもの と認 める.




