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まえがき

本書は，単に数値計算ソフトウェア MATLABを使ったディジタル無線通

信技術のプログラミング方法を解説するのみでなく，新しいシナリオからディ

ジタル無線通信技術の理解に役立てる本を目指して書かれたものである。

筆者が在籍する大学で，最も難しい科目はなにかと学生に尋ねると，多くが

「通信工学」と答えるようである。通信工学の難しさとはなにか， と筆者は真

剣に考えてみた。まず，第一に，目に見えない概念で構成されていることが挙

げられる。位相や周波数，相関などがそれである。情報理論もそうである。第

ニに，それらが複素数という， j＝｛ー］と盾突に与えられた虚数単位を使った

方法で表現されたり，確率というピンと来ない概念で記述されたりすることで

ある。しかし，それらはアイデアの一表現方法にすぎない。そこで表現されて

いるアイデアを理解するうえで重要なのは，数式の導出や定理の証明ではな

<，“シナリオ”の理解である。「なにをしようとしてこんなことをしているの

か」，その問が最も重要であるとの考えから，本書が目指したのは“シナリオ”

の表出と，その理解を容易にする内容と構成である。

それを目指し，筆者は渾身の努力を本書に投入したが，紙の上に文字と

数式，図面だけで表現することの難しさを改めて痛感した。筆者の目指した

ところが 100%実現されているとはいえないかもしれない。しかし救いは，

MATLABのm-file（プログラム）例を添付できたことである。

現代は素晴らしい時代であると実感することの一つに，パーソナルコンピュ

ータの発展・普及とそれに伴うソフトウェア技術の発展がある。昔では考えら

れなかったような性能のコンピュータを個人でさえ購入できる。そして，自分

のアイデアをコンピュータの中に実現し，その挙動を簡単に見て，感じること

ができる。数式の理解も重要であるが，実際に手を動かして数式をソフトウェ
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アとして実現してみることでさまざまなことに気づくことができる。プログラ

ム例は，MATLABのみならず， MATLABに似た特徴を持つ行列演算フリ

ーソフトウェアなどでも実現できるような内容とするのを心掛けている。読者

におかれてはぜひ，プログラムの作成，実行および検証を試みられたい。

本書を書 くきっかけをいただいた東京農工大学大学院教授宇野亨先生に衷

心より感謝申し上げます。また，本書の完成に多大なる御尽力をいただきまし

たコロナ社の皆様に厚く御礼申し上げます。

2008年 10月

神谷幸宏
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記 号 表

A 振幅 SR 受信信号ベクトル

a(B)=[a1 a2 ステアリングベク トル (Ns X 1) 
... aNJT (NRX 1) Tc チップ間隔

C[r] 相関関数 Ts シンボル間隔

C 定数 Tsp サンプル間隔

C 拡散系列 (NcX1) V 固有ベクトルを列に持つ

CK チャネル推定用既知系列 行列 (Nパ NR)
ベク トル (NKX1) V=[v1 v, ・・・ V,v,] 

D PN系列の次数 V 固有ベクトル (NRx1) 

d アレーアンテナのアンテ vect（・） ベク トル化演算子

ナ間隔 X アレーアンテナ受信信号

E[・l 集合平均（アンサンブル 行列 (Nパ Ns)
平均） x(k] アレーアンテナ受信信号

1 K ベクトル (Nパ 1)
E[x[k]]=---,;;-k k~=1 x[k] 

・" 行列の複素共役転置

J 虚数単位 T 行列の転贋
k 離散時刻 a 複素係数（チャネル応答）
NBE 誤りの数 [bit〕 a 複素係数（チャネル応
Ne 拡散系列の周期〔chip〕 答）ベク トル
Nco 符号系列の長さ〔bit〕 B 忘却係数 (0 く (J~ l )
NF RAKE合成のフィンガ r SN比

ー数 刀 電力 1のガウス雑音を要
NGI ガードインターバル数 素とするベクトル
NK チャ ネル推定用既知系列 7Jmal 電力 1のガウス雑音を要

長 素とする行列
Np マルチパス現境における

゜
信号到来角度

パス数 入 波長
NR 受信アンテナの数 レ 固有値
Ns シンボル数 p 相関係数
Nsp 直並列変換器出力の数 t 遅延
NT 送信アンテナの数 ¢ 位相
Ps 信号電力 ゆ(0) アダプテ ィブアレーアン

p" 雑音電力 --2 T( d ． o テナにおける位相基準素
Pr(E) 事象 Eの確率 - A SIn 子と隣接素子の受信信号
Q 評価関数 位相差
Rヰ 相関行列 (Nパ応）

叩＝exp(-J予ds111 e) s 信号ベク トル (A,sX1) 

SoFDM OFDMシンボル

(NsP X 1) 
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本書の特徴と構成

本章ではまず，本書の特徴を説明するとともに，ディジタル無線通信技術の

うち本書が対象とする分野を明らかにする。

1.1 本書の特徴

本書は以下に挙げるような特徴を持つ。

MATLAB m-fileの添付 ディジタル通信の諸技術について，数値計算

ソフ トウ ェア MATLAB'"のスク リプトである m-fileの記述を明記した。

Toolboxを使わない m-file MATLABには，それぞれの応用分野に適

した関数を集めた各種のToolboxと称するライブラリがある 2)。本書に掲載

のm-fileではできる限り Toolboxを使わず，MATLAB本体の関数だけを使

ったスクリプトを作成するように心掛けた。 このため，高価な MATLABぉ

よび各種 Toolboxを持っていない読者にも ，無料で入手できる Scilab3)や

Octave• > 等のパッケージを用いて本書を利用できる。ただし ， 本書に示した

m-fileは理解のしやすさへの配慮のため，行数は長いものになっている。さ

らに効率化する余地は多々あるので，試されたい。

行列演算を基本とする表現 MATLABを効率的に用いるためには，行

列演算が不可欠である。つまり， C言語などと異なり，プログラミングに際

し，実現しようとするものを行列表現に読み替える必要がある。これが行われ

ないと MATLABはその計算に長時間を要する。本書では最初から行列表現

t 肩付き番号は巻末の引用 ・参考文献の番号を示す。
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2 l.本書の特徴と構成

を基本としてすべての数式を記述しており ，MATLABプログラミングヘの

読み替えが容易である。また，行列演算は多く の数式からなる表現を一つに ま

とめて表現でき る便利な表現でもある。このため， さまざまな数式表現を行列

によって考えられるよう になるこ とは，通信工学の学習，研究において非常に

重要である。

時間領域からの説明 本書では，単にプログラミングの仕方の解説にと ど

まらず，独自のシナリ オにより各技術のわかり やすい説明を行うことにも注力

している。通常は周波数領域で説明される信号処理などを時間領域から説明す

ることにより ，直観的イメージをつかみやすく することに心掛けた。

本書では，現在の移動体通信技術， 広く はディジタル無線通信技術の理解に

必要となる重要な基礎技術およ び理論について網羅した。添付の111-fileを実

際にコンピュ ータ上で作成し，各変数の状態を観察することにより ，より感覚

的，直観的に各技術を とらえることができる。なお，本書で示す MATLAB

のm-fileの中で使われている関数のうち，その名前が “MY"で始まるもの

（例えば MYbpskMod.m)は，一覧として巻末の付録に掲載している。

1.2 デイジタル通信の概観：デイジタル通信とアナログ通信

現在，ィンターネ ットや携帯電話をはじめとするディジタル通信が広く普及

している。ここでいうデイジタル (digital) とはなにを意味するのだろうか。

ディジタルに対応す る反対の言葉はアナログ (analog) であり ，一般にもよ

く知られているが，デイジタル通信 とはなにが “ディジタル”なのか。本章で

はこの点から説き起こし， ディジタ ル通信の概要について説明するとともに，

本書が取 り扱う内容を明 らかにする。

アナログ通信 アナ ログ通信では， 音声などの情報信号をそのまま電圧な

どの変化に変換して伝送する。受信側では受信信号の波形から情報信号を復元

し，再生する。そのイメージを図 1.1に示す。 例えば，音楽の音をマイクロフ
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い月n

---------------------------

嘉” 時間
送信機＼ ： 

＇，＇ 
、'
、'
', : 

,’,‘‘‘、
,-----、----------------, 

胃` 時間'---------------------------' 

‘̀ ， ヽ

', 9‘、さ`

' ‘、
'‘  ヽ

喜りw時間
--------------------------＇ 

料只n

図 1.1 アナログ通信のイメージ

ォンで電圧に変換す る。 アナログ通信では基本的にこ の波形その もの を，搬送

波の振幅や周波数に反映させて通信路に送出する。通信路では雑音が加わるた

め，受信機で再生された音楽の品質は雑音の影響で劣化する。

デイジタル通信 一方，ディジタル通信ではもう少し多くの操作を必要と

する。 そのイメージを図 1.2に示す。 ディジタル通信ではまず，音声などの連

続的な情報信号を AID変換器 (analog-to-digitalconverter) により 標本化

（サンプリング， sampling)する。 標本化された信号のイメージを図 l.3(a)

に示す。

り月¢

- - - - - - - - - - 0 -—• -• ゜と。 ~ーー ・ ｀

喜虹日廿時間
‘~ --------------------̀  -' 

送信機 ＼通信路
＇ 
＇ ， 

D/Allj 

4 、̀，’・ ・・;・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・、

国： ： 

直量 時間
←― .................. 

------• ----------------

甕りM『時間
・`・・ ----------, ---------9 

受信機 ，‘ 

DIA" ＇ しL 
、`

、• -‘-------・・---・・--・・・・・・ 

喜量レ丑時間
........ ........ 

§沼n

図 1.2 ディジタル通信のイメ ージ
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乞□[ l「I
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電圧 〔V〕l対応す る符号
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'llO' 
'101' 
'100' 
'Oll' 
'010' 
'001' 
'000' 

(a) 標本化 された信号

0.6 
'! JO"! JO"! JO' 

-• ----- -----------------------

:[／□ 問

(C) 贔子化と符号化

図 1.3 拡子化 と符号化

(b)符号表

こうして得られた標本（サンプル）の電圧値のそれぞれを，図 (b)に示す符

号表を見て， 1と0からなる符号の系列に置き換える。これが符号化である

が，ここで一つ問題が生じる。例えば図(a)の左から 2番目のサンプルを見る

と，電圧が 0.4Vと0.6Vの間の値になっている。しかし，符号表を見ると，

0.4 Vのつぎは 0.6V となっていて，このサンプルに対応する符号がないので

ある。どうすればいいのだろうか。その答は意外にも簡単である。 0.4Vか

0.6 Vのどちらか近いほうに合わせてしまうのである。つまり，すべてのサン

プルの値を，そこから最も近い「符号がある電圧」に丸めてしまう。これを量

子化 (quantization)と呼ぶ（図 1.3 (C)）。

量子化を行うことは，元信号のサンプルに変更を加えていることになり ，見

方を変えると雑音を加えているのに等しい。このため，量子化によるサンプル

の元信号からの変化を量子化雑音 と呼ぶ。符号のビット数を増やして符号の数

を多くし，刻みの幅を縮めることによって量子化雑音を減らすことはできる
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1. 2 ディジタル通信の概観：ディジタル通信とアナログ通信 5
 

が，なくすことはできない。

つぎに，符号化についてもう少し詳しく見てみる。符号化には 2種類ある。

一つは情報源符号化 (sourcecoding) であり，もう一つは通信路符号化

(channel coding) である。情報源符号化とは，図 1.3(b)で示した符号化で

ある。つまり，サンプルの値を符号に置き換える符号化のことである。画像圧

縮の JPEGや動画圧縮の MPEGば情報源符号化の一種である。

これに対し，通信路符号化は，情報源符号化で得られた符号系列を送信する

前に，これをさらに別の符号系列に置き換える符号化である。この符号化は，

通信路で生じた誤りを，受信機で送信側に問い合わせることなく検出したり，

訂正したりするために行う。本書の 8章で説明する畳込み符号は誤り訂正符号

の一例である。これらのイメージを図 1.4に示す。

情報

/ 
受信機

J(~□□□ □□ 
‘ヽ '

---― し —- ----------^  

誤り検出 情親源符号から

または訂正 情報の復元

図 1.4 情報源符号化と通信路符号化

デイジタルとアナログの得失 こうして見てみると，ディジタル通信はア

ナログ通信よりも複雑な構成となっている。ディジタル通信を構成する標本

化，量子化，符号化は通信に限ったものではなく，ディジタルカメラ，コンパ

クトディスクなどのディジタルオーディオのほか，あらゆるディジタルシステ

ムに共通する構成である。

構成がより複雑であるにもかかわらず，ディジタルが採用されている理由を

表 1.1より考えてみる。アナログの“得”とディジタルの“失’'はこれまでの

説明から理解できる。では，ディジタルの“得”はなんだろうか。まず，情報
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