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systems.

  The main body of the thesis is consisted of six chapters and a conclusion.

 Chapter I provides the motivation of the thesis.

Chapter 2 describes the concepts of low-power tecbniques, such as clock gating, dynamic voltage

scaling, and variable wordlength technique.

Chapter 3 imroduces an approach of wordlength calibration to optimize multiple-wordlength, FFr

processor and Viterbi decoder in OFDM receiver. The wordlength calibration utilizes the output bi-

nary data of Viterbi decoding to calculate the Hamming distance, which is used for determining the

multiple-wordlength.

Chapter 4 describes wordlength calibration with a link adaption for reducing power dissipation of FFr

processor. The previous approaches in variable wordlength have considered only the fixed-modulation

and coding rare conditions. The variable wordlength approaches in wireless communication systems

must include a link adaptation, which adaptively changes the modulation schemes in accordance with

changing channel conditions.

Chapter 5 introduces a dynamic voltage scaling based on variable wordlength to optimize supply volt-

age for various wordlengths. This approach dynamically changes a supply voltage and wordlength

simultaneously and thus it can reduce power in both supply voltage and switching activity.

Chapter 6 describes a low power MMSE MIMO detector by utilizing a dynamic voltage and

wordlength scaling (DVWS).

Chapter 7 concludes the contributions of the thesis.

According to the results in this study, variable wordlength technique and DVWS are suitable techniques

for power-efficient wireless applications, which request fixed tbroughput.
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  第4章は，FFI'回路の消費電カを下げるための技術について述べている。第3章では，消費電力

削減のために変調モードや符号化率の可変化を行い。必要教通信スループットに対する最適教変調

モードや符号化率を決定し，それに対応するデータ語長を決定していた。本章ではそれに加えて，通

信環境に対応して最適をデータ語長を決定する方式も提案し，より高効率をトータルシステムの実

現を目指している。

  第5章は，供給電源電圧の制御と同時にデータ語長制御の実現で，より高効率教消費電力低減が

可能であることを示した。

  第6章では，第5章の技術をMIMO-OFDMシステムに適用し，その削減効果について詳細に検

討している。

  第 7章 は ， 上 記 の 各 章 の ま と め で あ り ， 本 研 究 成 果 の 総 括 を 行 っ て い る 。

以上より，本論文では，次世代の無線通信技術に関する最適をシステム設計・開発について詳細に検

討し，特に低消費電力化を達成する新しいMIMO-OFDMシステムの実現を行った。これにより新

情 報 化社 会に 適し た無 線シ ステ ムの 提案 ・開 発教 ど ，十 分教 成果 を挙 げて いる ．

これを要するに，筆者は，低消費電力化を実現させた新しい無線システムの開発を行い，高速で，エ

ネルギー消費の少誼いシステムの実現を行った。これにより，新しい無線技術，低消費電力化システ

ムの設計・開発・実現に関する多くの有益を知見を得ており，情報科学・工学の分野に貢献すると

ころ大なるものがある。

よって筆者は，北海道大学博士（工学 ）の学位を授与される資格あるものと認める。
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