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アブストラクト 本稿では，複素離散値ベクトルをその

線形観測から再構成するための SCSR（Sum of Complex

Sparse Regularizers）最適化問題を提案する．SCSR最適

化では，スパース正則化項の和を複素離散値ベクトルに

対する正則化項として用いる．また，SCSR最適化を重み

付き SCSR最適化に拡張し，重み付き SCSR最適化とそ

の目的関数のパラメータ更新を繰り返し行う手法も提案

する．計算機シミュレーションにより提案手法の有効性

を示す．

1 はじめに

MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）信号検出

[1] を始めとして，通信システムにおいては複素離散値

ベクトルをその線形観測から再構成する問題がよく現れ

る．とくに観測の数が不十分な劣決定の問題においては，

LMMSE（Linear Minimum Mean-Square-Error）法など

の線形の手法の特性は大きく劣化する．また，最尤推定

に基づく手法は良い特性を達成可能であるが，問題のサ

イズに対して計算量が指数的に増大してしまう．そのた

め，大規模な離散値ベクトルの再構成においては低演算

量な手法が必要となる．

低演算量なアプローチとして，確率伝播法や期待値伝

播法のアイデアを応用した手法が提案されている [2–4]．

これらのアルゴリズムの導出や理論解析においては大シ

ステム極限が仮定されており，有限サイズの問題に対し

ては特性が劣化する場合がある．一方で，実数領域におけ

る凸最適化に基づく手法 [5–7]も提案されているが，これ

らの手法を複素離散値ベクトルの再構成に利用する場合，

実部と虚部の依存関係を陽に考慮することができない．

本稿では，実数領域における凸最適化に基づく手法の

一つである SOAV（Sum of Absolute Values）最適化 [7]

のアイデアを応用した複素離散値ベクトル再構成手法を

提案する．提案最適化問題の SCSR（Sum of Complex

Sparse Regularizers）最適化は複素数領域における最適

化問題であり，スパース正則化項の和を複素離散値ベク

トルに対する正則化項として用いる．さらに，SCSR最

適化を重み付き SCSR最適化に拡張し，重み付き SCSR

最適化とその目的関数のパラメータ更新を繰り返し行う

IW-SCSR（Iterative Weighted SCSR）を提案する．計

算機シミュレーションにより，提案手法の SER（Symbol

Error Rate）特性を評価する．

2 複素離散値ベクトル再構成

複素離散値ベクトル x = [x1 · · · xN ]
T ∈ CN ⊂ CN

をその線形観測 y = Ax + v ∈ CM から再構成する問

題を考える．ここで，C = {c1, . . . , cL} は未知ベクトル
xの成分がとりうる値の集合である．未知ベクトル xの

分布は Pr (xn = cℓ) = pℓ（
∑L

ℓ=1 pℓ = 1）で与えられる

とする（ℓ = 1, . . . , L）．A ∈ CM×N は観測行列であり，

v ∈ CM は平均 0で共分散行列 σ2
vIM の加法性雑音ベク

トルである．

3 提案手法

提案 SCSR最適化問題は

minimize
s∈CN

L∑
ℓ=1

qℓgℓ (s− cℓ1) + λ ∥y −As∥22 (1)

で与えられる．ここで λと qℓ ≥ 0（ℓ = 1, . . . , L）はパラ

メータである．関数 gℓ(·)はスパース正則化の関数であり，
本稿では h1 (u) = ∥u∥1 =

∑N
n=1

√
Re{un}2 + Im{un}2

および h2 (u) = ∥Re{u}∥1 + ∥Im{u}∥1 =∑N
n=1 (|Re{un}|+ |Im{un}|) の 2 種類の正則化を考
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える．h1(·)は複素数の絶対値に基づく ℓ1 正則化であり，

h2(·)は実部と虚部それぞれに ℓ1 正則化を適用する．こ

の正則化は x − cℓ1の成分のいくつかが 0になることに

基づいており，
∑L

ℓ=1 qℓgℓ (s− cℓ1) は複素離散値ベクト

ル x ∈ CN に対する正則化と考えることができる．

関数 gℓ(·)が h1(·)や h2(·)のように成分ごとの関数であ
ると仮定し，SCSR最適化 (1)を重み付き SCSR最適化

minimize
s∈CN

L∑
ℓ=1

N∑
n=1

qn,ℓgℓ (sn − cℓ) + λ ∥y −As∥22 (2)

に拡張する．これにより，各シンボル snに異なる重み qn,ℓ

を用いることができるようになる．ADMM（Alternating

Direction Method of Multipliers）[8,9]を用いて，重み付

き SCSR最適化問題の解に収束する点列が得られる．

提案手法の IW-SCSRでは，重み付き SCSR最適化 (2)

とパラメータ qn,ℓ の更新を繰り返し行う．このような繰

り返しを用いるアプローチでは，一つ前の繰り返しで得

られた推定値 x̂pre = [x̂pre
1 · · · x̂pre

N ]
T を用いて qn,ℓ を更

新することができる．本稿では qn,ℓ = d−1
n,ℓ

/∑L
ℓ′=1 d

−1
n,ℓ′

を用いて更新を行う．ただし，dn,ℓ = |x̂pre
n − cℓ|である．

dn,ℓ が小さい場合は対応する qn,ℓ が大きくなるため，xn

の推定値が cℓ に近い値をとりやすくなる．

4 シミュレーション結果

計算機シミュレーションにより提案手法の特性を評価

する．図 1 は，送信アンテナ数 N = 50，受信アンテ

ナ数 M = 30 の相関のある MIMO 通信における SER

特性を示す．[10] と同様に，送受信側双方で半波長間

隔の等間隔リニアアレーを用いるとする．また，c1 =

0, c2 = 1 + j, c3 = −1 + j, c4 = −1 − j, c5 = 1 − j

とする．未知ベクトル x は ∥x∥0 = 10 を満たし，その

非零成分は 1 + j,−1 + j,−1 − j, 1 − j のいずれかの

値をランダムにとるとする．IW-SCSR のパラメータは

qn,1 = 0.8 および qn,2 = · · · = qn,5 = 0.05 と初期化

し，スパース正則化の関数 gℓ(·) は g1(·) = h1(·) およ
び gℓ(·) = h2(·)（ℓ = 2, . . . , 5）とする．パラメータ λ

は E
[∑L

ℓ=1

∑N
n=1 qn,ℓgℓ (xn − cℓ)

]/
E
[
λ ∥y −Ax∥22

]
=

10 となるように定める．‘LMMSE’は線形のMMSE法，

‘IO-LAMA’ は近似メッセージ伝播法に基づく手法 [2]，

‘EP-based algorithm’ は期待値伝播法に基づく手法 [4]，

‘ℓ1’ はスパース性のみを用いる ℓ1 最適化を表す．‘IW-

SCSR’が提案手法であり，T はパラメータの更新回数を

表す．パラメータの更新と重み付き SCSR最適化を繰り返

すことで大きく特性が改善され，T = 5の場合には SNR

（Signal-to-Noise Ratio）が高い領域で従来の手法よりも

良い特性を達成可能であることがわかる．

図 1: 相関のあるMIMO通信における SER特性

謝辞 本研究の一部は，科学研究費補助金（研究課題番号 18K04148,

18H03765, 17J07055）及び，総務省の電波資源拡大のための研究開発

における委託研究課題「IoT機器増大に対応した有無線最適制御型電波

有効利用基盤技術の研究開発」によるものです．

参考文献
[1] S. Yang and L. Hanzo, “Fifty years of MIMO detection: The

road to large-scale MIMOs,” IEEE Commun. Surveys Tuts.,
vol. 17, no. 4, pp. 1941–1988, Fourthquarter 2015.

[2] C. Jeon, R. Ghods, A. Maleki, and C. Studer, “Optimality of
large MIMO detection via approximate message passing,” in
Proc. IEEE ISIT, Jun. 2015.
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