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Abstract: In recent years, research has been conducted on 6th generation mobile communications; 6G is being considered to use 

non-orthogonal multiple access, which would be susceptible to nonlinear distortions generated by power amplifiers. 

In this paper, computer simulations are performed to investigate the appropriate number of compensator coefficient updates for blind 

nonlinear compensation, which would be used to compensate for the nonlinear distortion described above. The results confirm that 

updating more than 20 times is not effective. 

 

１． まえがき 

近年，第 6世代移動通信（以下，6G）の研究が進め

られている[1]．6Gでは，非直交多元接続(以下，NOMA)

により周波数・時間領域資源を有効活用し，多数端末

接続等を達成することが検討されている[2]．NOMA で

は，信号が大きなピーク電力対平均電力比(PAPR)を持

つため，電力増幅器で発生する非線形歪の影響を受け

やすい[3]．この非線形歪の影響を低減するためにブラ

インド非線形補償（以下，BNLC : Blind Nonlinear 

Compensation）が提案されている[4]．  

本稿では，MATLAB®を用いて，非線形歪を含んだ信

号に対し，任意の補償器係数更新回数に設定した

BNLC を施す計算機シミュレーションを行った．そし

て，補償器入出力信号の周波数スペクトルを測定・評

価し，係数更新回数が BNLCの性能に与える影響を考

察した． 

  

２． ブラインド非線形補償(BNLC) 

BNLC は，信号の中心周波数と周波数帯域幅の情報

のみを用いて補償を行う． 

Figure1.に，BNLC の原理を示す．同図に示す通り，

補償器出力信号を LPFに通すことで帯域内の信号 uを

得る．帯域内信号 u，補償器入力信号 y をもとに，帯

域外電力を最小にすることで帯域内歪を補償する補償

係数 Bを設定する．この係数 Bと補償器入力信号 yに

より，補償された信号が出力される． 

 

 

３． 構築システム 

Figure2.に，本研究で構築したシミュレーション環境

を示す．同図に示す通り，Random Signal Generator，

16-QAM modulator，Amp，16-QAM demodulator，BNLC

で構成される． 
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４． シミュレーションとその結果 

前述のシミュレーション環境において，増幅前の信

号の帯域幅を±100 MHz，増幅器の入力バックオフを 

3 dBと設定し，補償器入力信号と各補償器係数更新回

数(1, 20, 40, 60, 80, 100回)における補償器出力信号の

周波数スペクトルを比較する計算機シミュレーション

を行った． 

Figure3.に，補償器の入出力のスペクトルのシミュレ

ーション結果を示す．同図に示す通り，補償後ではそ

の前と比較して帯域外の電力の減少が確認できた．

Figure4.に，Figure3.の 220 MHz地点を拡大した補償器

の入出力のスペクトルを示す．同図に示す通り，補償

器係数更新回数が 20回の場合において，入力と比較し

て帯域外電力が 10 dB程度減少していた．また，係数

更新回数が 20 回以上になると帯域外電力の減少率が

小さくなっていることも確認できた． 

 

 

Figure3. Spectrum of compensator input signal and output 

signal for each number of coefficient updates. 

 

 

Figure4. Spectrum with expanded 220MHz point. 

５． まとめ 

シミュレーションの結果，ブラインド非線形補償を

用いることで，メモリ効果なしの増幅器で発生した帯

域外非線形歪を 10 dB程度低減させることが可能であ

ることを確認した．また，BNLC を行う際に係数更新

回数を 20 回以上に設定することによる利点は少ない

ことも確認できた． 

今後の展望としては，BNLC の信号帯域内歪の補償

性能も評価するために，今回と同様のシミュレーショ

ン環境で EVM(Error Vector Magnitude)を用いて測定・評

価する必要があると考えられる．また，増幅器では内

部のリアクタンス素子と能動素子により周波数特性が

生じるが，それが原因でメモリ効果発生する．その条

件下においても今回と同等の結果が得られるか調べる

ためにシミュレーションを行う．そして，その結果得

られた，メモリ効果非線形モデルにおける適切な

BNLCの補償器係数更新回数を用いて，NOMAを採用

した通信システムにおいてシミュレーションを行い，

BNLCの性能を EVMで測定する． 
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