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Abstract: In this research, we aim to reduce power consumption and hardware cost by using a 1-bit ADC that uses noise 

instead of a high-resolution ADC in order to demodulate a wideband modulated signal, and simulate the performance of a 1-

bit ADC. It was confirmed by in this study, we analyzed the changes in the spectrum due to differences in the input signal-

to-noise ratio and sampling frequency.

 

1. はじめに 

数十年間にスマートフォンの普及に伴い，これらの

デバイスによる情報を伝送などの利用が増えるので，

増加している通信量に対応するため，より高速，低遅

延かつ効率がいい移動通信システムが必要になって

きているから，5Gの超高速・大容量通信へ向けて注目

が集まっている． 

Massive MIMO は，高速大容量のモバイルデータ通

信の 5G 時代に向けて，活用が期待されている技術の

一つである．Massive MIMOシステムを実現するため，

近年の基地局アンテナの超多素子化と基地局配置の

高密度化にハードウェアコストと回路の消費電力抑

制が課題となっている．大量に配置された ADCの消費

電力は量子化ビット数の増加に対して指数関数的に

増大するため，大量に配置された ADCとして，高分解

能のものの代わりに，分解能が 1bit の ADC を使用す

ることで，消費電力とハードウェアコストを大幅に削

減することが望ましい．1bit ADC は量子化ビット数

が大きい ADCと比較して，低消費電力かつ高速動作が

可能なデバイスである．1bit 高次ΔΣ型 A/D 変換器

回路では量子化レベルを下げると，回路の安定性確保

が困難となるので，本稿の最終目標としては MATLAB

を用いてシミュレーションすることより，雑音を用い

た 1bitA/D変換器で，広帯域変調信号の復調すること

を確認する． 

 

2. 雑音を用いた 1bit ADC 

従来の工学において雑音は特性劣化の原因とされ

ている．雑音を排除することで性能を向上させるとい

うプローチが多く取られていた．それに対し，雑音を

活用するアプローチでは，雑音が加えることによる性

能改善することができる．1bit ADCの出力は-1また

は＋1であるため，多値レベルの信号が入力されでも，

信号レベルの違いを区別することができない．これに

対して，1bit ADC の入力信号に適切な雑音を加える

ことで，確率共鳴という理論により，信号レベルの違

いを区別することができる．確率共鳴とは，信号に雑

音を加えることで，ある確率の下で，信号が強まり，

反応が向上する現象である [1]-[4] ． 

 

3. 量子化雑音 

アナログ信号からデジタル信号に変換過程での量

子化で生まれるノイズである．量子化雑音は量子化ビ

ット数と関係し，入力信号と無相関となる．しかし入

力レベルが低く量子化ビット数が少ない信号，もしく

はごくゆっくりと変化する信号に対しては量子化雑

音が入力と強い相関のある歪みとなる． 

 

4．システム構成 

現状のシステム構成は Figure 1に示す．現在の同

軸ケーブルの絶縁体にポリエチレンが主に用いられ，

この場合に導体径比を最適にすると約 50 Ωとなる．

今の無線機のアンテナインピーダンスは 50 Ωが主流

となった．このことから，本実験は負荷インピーダン
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スが 50Ω，雑音のパワーが 0dbm，ハイパスフィルタ

で処理し，ホワイトノイズを生成した． 

 

Figure 1. Block Diagram. 

5. シミュレーション結果 

5.1 SN比による信号レベルの変化 

SN比によるスペクトルの変化を観測する．入力信号

に周波数 1MHz，サンプリング周波数を 5GHz，信号と

雑音の SN 比を-10 dB から 20dB と変化させた正弦波

を用いた．このときの 1 bit量子化信号をそれぞれ高

速フーリエ変換した結果を Figure 2にまとめて示す．

Figure 2より，SN比を高くすることによって，信号

のレベルが増加することがわった．-5dBmの時 3次高

調波歪みのレベルと雑音レベルが同じくなる．そして，

SN比が 15dB時から信号と３次歪みがほぼ一定になっ

た．そして，-10dBと 20dBを比べて，-10dBの時基本

波と 3次相互歪みの差が大きいから，信号が取りやす

い．すなわち，信号に適切な雑音を入れることで，信

号が強まり，反応が向上することになった． 

 

Figure 2. Change in signal level due to SN ratio. 

5.2 サンプリング周波数によるスペクトルの変化 

サンプリング周波数によるスペクトルの変化を観

測する．入力信号に周波数 1MHz，サンプリング周波数

をそれぞれ 5 GHz，10 GHz，20 GHz，40 GHzの正弦波

を用いて，SN 比を-10dB から 20dB まで変化させた．

このときの 1 bit量子化信号をそれぞれ高速フーリエ

変換した結果を Figure 3 にまとめて示す．Figure 3 よ

り，サンプリング周波数を高くすることによって，SN

比が増加する．すなわち，サンプリング周波数を高く

することによって，量子化雑音のレベルが減少するこ

とがわった． 

 

Figure 3.Spectral change with sampling frequency. 

6まとめ 

雑音を用いた 1bit ADCの性能評価した．SN比を高

くすることによって，信号のレベルが増加することが

確認できた．信号に適切な雑音を入れることで，信号

が強まり，反応が向上することが確認できた．サンプ

リング周波数を高くすることによって，量子化雑音の

レベルが減少することが確認できた．今後，入力信号

に正弦波の代わりに広帯域変調信号を使用して，復調

動作について確認していく． 
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