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はじめに
近年，UWB や OFDM など，広帯域信号を用いた通信
の利用や研究が盛んに行われている．それに伴い，それ
らの広帯域信号を用いた DOA 推定についても注目が集
まり，検討されている [1][2]．しかし到来信号をサブバ
ンドに分けて推定するこれらの手法は，推定可能な到来
波数は向上しなかった．本稿では，広帯域信号が到来す
る場合において，Khatri-Rao(KR) 積による変換処理 [3]
を応用した推定手法を提案し，周波数データを用いてよ
り多くの到来波を推定できることを示す．
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図 1 Beamformer スペクトラム (SNR=20dB)
2

受信データモデル
L 素子のアレーアンテナに周波数 f1 から fN の広帯域
信号が K 波到来する場合を考える．時刻 t のスナップ
ショットにおける受信信号は次式で与えられる．
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ここで xn (t) は n 番目周波数の L 次元受信信号ベクトル，
snk (t) は k 波目の n 番目の周波数点の複素振幅， nn (t) は
n 番目の周波数点の付加雑音ベクトル，a(θ, f ) は L 次元
のモードベクトルである．
提案手法
KR 積を用いた変換処理 [3] により，受信相関行列中
の自明なゼロ要素，重複要素を除去した新たな拡張受信
データを構成する．ここで各周波数帯の受信電力がすべ
て等しいと仮定すると，受信データベクトルは
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図 2 RMSE vs SNR
1300MHz までの帯域を，10 点等間隔に使用するものと
した．アレー間隔は 300MHz の半波長とした．またス
ナップショット数 1000，RMSE 試行回数 100，到来角度58,-45,-36,-25,-15,0,8,20,26,42,55[deg.] の 11 波到来とし
た．なお EM-ML 法の初期値は Beamformer 法によって
求めた推定値とした．シミュレーション結果を図 1，図
2 に示す．狭帯域の場合，各到来波は正確に推定されて
いない．しかし提案手法では高精度に推定がされている
事がわかる．また，SNR が 5-20[dB] の範囲で EM-ML
法の RMSE が改善しない原因は，相関に起因する KR 積
拡張の誤差のためと考えられる．
まとめ
本稿では広帯域信号を用いた DOA 推定について検討
した．KR 積に基づいた変換処理を施すことにより，複
数の周波数データを効率的に利用し，従来よりも多くの
到来波を推定可能になることを示した．
謝辞 本研究は科研費（基盤研究（C） 23560442）の
助成により行われたものである．
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とモードベクトル ae ，信号振幅 Pk の受信データに変換
できる．このデータを用いて到来方向推定を行う．自由
度について考えると，サブバンドごとの推定 [1] では，
狭帯域の場合と変わらず L − 1 である．一方，提案手法
では，ULA の場合，最大で 2(LN − 1) となり，より多く
の到来波を推定可能である．
計算機シミュレーション
ここでは 4 素子 ULA において Beamformer 法，EMML 法 [4] を用いて推定を行った．また，300MHz から
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