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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プライマリシステムによる通信で使用される周波数帯域を使用してセカンダリシステム
による通信が可能な複数の通信機器を備え、
　複数の通信機器の各々は、
　複数の無線チャネルのうちから選択する選択無線チャネルのチャネル利用率を算出する
利用率算出手段と、
　前記チャネル利用率に基づいて、前記選択無線チャネルにおいて通信を行うことが可能
であるかを判定するための通信許可確率を算出する確率算出手段と、
　前記セカンダリシステムによる通信において、送信するべき送信データを入力すると、
前記通信許可確率に基づいて前記送信データを送信するか否かを判定し、前記送信データ
を送信すると判定した時に前記送信データを送信する通信制御手段と
　を具備し、
　前記通信制御手段は、前記送信データを送信すると判定した時に、前記選択無線チャネ
ルにおいて前記プライマリシステムが通信を行っている場合には、前記プライマリシステ
ムの通信が完了した後に前記送信データを送信する
　コグニティブ無線通信システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のコグニティブ無線通信システムであって、
　前記通信制御手段は、前記送信データを送信しないと判定した時は、前記プライマリシ
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ステムが通信を開始することが可能な時間を待機してから、再度、前記通信許可確率に基
づいて前記送信データを送信するか否かを判定する
　コグニティブ無線通信システム。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のコグニティブ無線通信システムであって、
　前記利用率算出手段は、予め定められた一定時間に前記プライマリシステムが通信を行
う時間の割合に基づいて、前記チャネル利用率を算出する
　コグニティブ無線通信システム。
【請求項４】
　請求項３に記載のコグニティブ無線通信システムであって、
　前記各通信機器は、判別手段をさらに備え、
　前記判別手段は、前記選択無線チャネルにおける通信が前記プライマリシステムによる
ものであるのか、他の前記通信機器による前記セカンダリシステムによるものであるのか
を判別する
　コグニティブ無線通信システム。
【請求項５】
　請求項４に記載のコグニティブ無線通信システムであって、
　前記利用率算出手段は、予め定められた一定時間に前記プライマリシステムによる通信
が行われる時間の割合に基づいて、前記チャネル利用率を算出する
　コグニティブ無線通信システム。
【請求項６】
　請求項５に記載のコグニティブ無線通信システムであって、
　前記利用率算出手段は、前記選択無線チャネルにおいて、前記一定時間おける他の前記
通信機器のトラヒックを測定し、
　前記確率算出手段は、前記チャネル利用率と、前記一定時間おける他の前記通信機器の
トラヒックに基づいて、前記通信許可確率を算出する
　コグニティブ無線通信システム。
【請求項７】
　請求項６に記載のコグニティブ無線通信システムであって、
　前記確率算出手段は、前記通信許可確率をＰ、前記チャネル利用率をＯｐ、マージンを
Ｍ、前記他通信機器のトラヒックをλｓ、調整係数をαとして、
【数１】

に基づいて、前記通信許可確率を算出する
　コグニティブ無線通信システム。
【請求項８】
　請求項１に記載のコグニティブ無線通信システムであって、
　前記各通信機器は、タイマー手段をさらに備え、前記タイマー手段は、前記チャネル利
用率に基づいて、前記一定時間において前記プライマリシステムが通信を行うプライマリ
通信時間と、前記各通信機器が通信を行うセカンダリ通信時間とを設定して、
　前記通信制御手段は、前記送信データを前記セカンダリ通信時間に送信する
　コグニティブ無線通信システム。
【請求項９】
　請求項８に記載のコグニティブ無線通信システムであって、
　前記利用確率算出手段は、前記チャネル利用率を定期的に算出し、
　前記タイマー手段は、前記チャネル利用率に基づいて、前記一定時間における前記プラ
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イマリ通信時間と前記セカンダリ通信時間を動的に変更する
　コグニティブ無線通信システム。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９までのいずれかに記載のコグニティブ無線通信システムで使用さ
れる通信機器。
【請求項１１】
　プライマリシステムによる通信のために使用される複数の無線チャネルのうちからセカ
ンダリシステムの通信のために選択される選択無線チャネルのチャネル利用率を算出する
ステップと、
　前記チャネル利用率に基づいて前記選択無線チャネルにおいて前記セカンダリシステム
による通信を行うことが可能であるかを判定するための通信許可確率を算出するステップ
と、
　前記セカンダリシステムによる通信において、送信するべき送信データを入力するステ
ップと、
　前記通信許可確率に基づいて前記送信データを送信するか否かを判定するステップと、
　前記送信データを送信すると判定した時に前記セカンダリシステムによる通信において
前記送信データを送信するステップと、
　を備え、
　前記送信するステップは、
　前記送信データを送信すると判定した時に、前記選択無線チャネルにおいて前記プリマ
リシステムが通信を行っている場合には、前記プライマリシステムの通信が完了した後に
前記セカンダリシステムによる通信により前記送信データを送信するステップと
　を含むコグニティブ無線通信方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のコグニティブ無線通信方法であって、
　前記送信データを送信しないと判定する時に、前記プライマリシステムが通信を開始す
ることが可能な時間を待機するステップと、
　再度前記通信許可確率に基づいて前記送信データを送信するか否かを判定するステップ
と
　をさらに備えるコグニティブ無線通信方法。
【請求項１３】
　請求項１１または請求項１２に記載のコグニティブ無線通信方法であって、
　前記チャネル利用率を算出するステップは、
　予め定められた一定時間に前記プライマリシステムが通信を行う時間の割合に基づいて
前記チャネル利用率を算出するステップ
　を含むコグニティブ無線通信方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のコグニティブ無線通信方法であって、
　前記選択無線チャネルにおける通信が前記プライマリシステムによるものであるのか、
他の前記通信機器による前記セカンダリシステムによるものであるのかを判別するステッ
プ
　をさらに備えるコグニティブ無線通信方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のコグニティブ無線通信方法であって、
　前記チャネル利用率を算出する
　予め定められた一定時間に前記プライマリシステムが通信を行う時間の割合に基づいて
、前記チャネル利用率を算出するステップ
　を含むコグニティブ無線通信方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のコグニティブ無線通信方法であって、
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　前記選択無線チャネルにおいて、前記一定時間おける他の前記通信機器のトラヒックを
測定するステップをさらに備え、
　前記通信許可確率を算出するステップは、
　前記チャネル利用率と、前記一定時間おける他の前記通信機器のトラヒックに基づいて
、前記通信許可確率を算出するステップ
　を含むコグニティブ無線通信方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のコグニティブ無線通信方法であって、前記他の前記通信機器のトラ
ヒックに基づいて、前記通信許可確率を算出するステップは、
　前記通信許可確率をＰ、前記チャネル利用率をＯｐ、マージンをＭ、前記他通信機器の
トラヒックをλｓ、調整係数をαとして、
【数２】

に基づいて、前記通信許可確率を算出するステップ
　を含むコグニティブ無線通信方法。
【請求項１８】
　請求項１１に記載のコグニティブ無線通信方法であって、
　前記チャネル利用率に基づいて、前記一定時間において前記プライマリシステムが通信
を行うプライマリ通信時間と、前記各通信機器が通信を行うセカンダリ通信時間とを設定
するステップと、
　前記送信データを前記セカンダリ通信時間に送信するステップと
　をさらに備えるコグニティブ無線通信方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のコグニティブ無線通信方法であって、
　前記チャネル利用率を定期的に算出するステップと、
　前記チャネル利用率に基づいて、前記一定時間における前記プライマリ通信時間と前記
セカンダリ通信時間を動的に変更するステップと
　をさらに備えるコグニティブ無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コグニティブ無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コグニティブ無線通信システムは、既存無線システムが通信を行う周波数帯域において
、既存無線システムの通信が行われていないことを検知して、当該周波数帯域を使用して
通信を行う。コグニティブ無線通信システムは、有限の資源である周波数帯域を、周波数
的、空間的、時間的に複数のシステムで効率良く利用することが可能になるとして注目さ
れている。コグニティブ無線通信システムでは、既存システムが使用する周波数帯域を利
用するため、通信を行う際に既存システムへの干渉などの影響をいかに低減するかが重要
となる。コグニティブ無線通信システムについては、以下のような関連技術が開示されて
いる。
【０００３】
　特許文献１は、他の無線端末にライセンスされた周波数帯を含む複数の周波数帯を用い
たデータ送信において、ライセンスされた無線端末への干渉を小さくするとともに、高品
質なデータ送信を行うことを可能にする無線端末を開示している。特許文献１の無線端末
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は、他の無線端末にライセンスされた周波数帯を含む複数の周波数帯を用いてデータ送信
を行う無線端末であって、周波数帯ごとに無線信号を検出する検出手段と、検出された無
線信号を変調解析して無線信号がライセンスされた無線端末からの無線信号であるか否か
を判定する手段と、判定結果に基づいて、データ送信に使用する複数の周波数帯を選択す
る選択手段と、前記選択された複数の周波数帯を使用した間欠的なデータ送信のスケジュ
ールを生成するスケジュール生成手段と、間欠的なデータ送信のためのデータを生成する
データ生成手段と、生成されたデータをスケジュールにしたがって送信するデータ送信手
段と、間欠的なデータ送信ごとに、データ送信を行う前にデータ送信を行う周波数帯をキ
ャリアセンスするキャリアセンス手段と、キャリアセンスの結果、ある周波数帯において
ライセンスされた無線端末からの無線信号が検出された場合に、少なくともその周波数帯
を用いたデータ送信を停止する制御手段とを備える。
【０００４】
　特許文献１では、コグニティブ無線通信システムの無線端末が、複数の周波数帯におい
て既存システムの周波数利用率を算出して、周波数利用率の低い周波数帯を複数選択し通
信を行う。特許文献１の無線端末は、選択した複数の各周波数帯におけるデータ送信タイ
ミングを調整することにより、既存システムへの干渉を抑えつつ、データ送信品質の低下
を抑えている。特許文献１の無線端末は、選択した各周波数帯において、データ送信前に
一定時間のキャリアセンスを行うことによって、当該周波数帯域の空き状況を確認しデー
タ送信を行う。また、コグニティブ無線通信システム側の無線端末がデータ送信中に、既
存システムのデータ送信が開始された場合には、これを検知して当該周波数帯での通信を
取りやめ、他の選択された周波数帯においてデータ送信を継続する。つまり、特許文献１
の技術では、選択された各周波数帯において、既存システムとの干渉を回避する解決策と
はなっていない。
【特許文献１】特開２００７－０５３５４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、既存システムの使用する無線チャネルにおいて、既存システムが行う
通信を保護しつつ、通信を行うことが可能なコグニティブ無線通信システムを実現するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のコグニティブ無線通信システムは、複数の通信機器を備え、複数の通信機器の
各々は、複数の無線チャネルのうちから選択する選択無線チャネルのチャネル利用率を算
出する利用率算出手段と、チャネル利用率に基づいて、選択無線チャネルにおいて通信を
行うことが可能であるかを判定するための通信許可確率を算出する確率算出手段と、送信
するべき送信データを入力すると、通信許可確率に基づいて送信データを送信するか否か
を判定し、送信データを送信すると判定した時に送信データを送信する通信制御手段とを
具備し、通信制御手段は、送信データを送信すると判定した時に、選択無線チャネルにお
いて他システムが通信を行っている場合には、他システムの通信が完了した後に送信デー
タを送信する。
【０００７】
　本発明の通信機器は、上記コグニティブ無線通信システムで使用される。
【０００８】
　本発明のコグニティブ無線通信方法は、複数の無線チャネルのうちから選択する選択無
線チャネルのチャネル利用率を算出するステップと、チャネル利用率に基づいて選択無線
チャネルにおいて通信を行うことが可能であるかを判定するための通信許可確率を算出す
るステップと、送信するべき送信データを入力するステップと、通信許可確率に基づいて
送信データを送信するか否かを判定するステップと、送信データを送信すると判定した時
に送信データを送信するステップとを備え、送信するステップは、送信データを送信する



(6) JP 5115852 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

と判定した時に、選択無線チャネルにおいて他システムが通信を行っている場合には、他
システムの通信が完了した後に送信データを送信するステップとを含む。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、既存システムの使用する無線チャネルにおいて、既存システムが行う
通信を保護しつつ、通信を行うことが可能なコグニティブ無線通信システムを実現するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　添付図面を参照して、本発明の実施形態によるコグニティブ無線通信システムを実施す
るための最良の形態を以下に説明する。
【００１１】
　（第１実施形態）
　初めに、第１実施形態の説明を行う。本実施形態において、既存システム（以下、プラ
イマリシステム）は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）システムで
あるとして説明を行う。プライマリシステムは、ＩＥＥＥ８０２．１１の規格に準じて通
信を行う。ここでは、代表的な規格としてＩＥＥＥ８０２．１１ｂを考えるが、他の規格
での動作もほぼ同じである。すなわち、プライマリシステムは、２．４ＧＨｚ帯の周波数
帯に設定された１４の周波数帯域（以下、無線チャネル）のうちから、一つの無線チャネ
ルを選択して通信を行う。本実施形態において、本発明のコグニティブ無線通信システム
（以下、セカンダリシステム）は、当該１４の無線チャネルから、プライマリシステムの
無線チャネル利用率（以下、チャネル利用率）が低いチャネルを選択して、当該選択した
チャネル（以下、選択無線チャネル）において通信を行う。また、セカンダリシステムは
、選択無線チャネルにおいて、選択無線チャネルのチャネル利用率に基づいて、通信許可
確率を算出する。セカンダリシステムは、通信許可確率に基づいて、送信データを送信す
るか否かを判定する。セカンダリシステムは、通信許可確率に基づいて、データ送信権を
獲得した時にのみ、送信データを送信する。セカンダリシステムは、プライマリシステム
が選択無線チャネルにおいて通信を行っている時に、データ送信権を獲得した場合、プラ
イマリシステムの通信が完了した後にデータ送信を開始する。このように構成することで
、プライマリシステムは、セカンダリシステムに優先権がある時は送信を控える必要があ
るものの、プライマリシステムの行う通信機会をその利用率に基づいて確保することで、
セカンダリシステムが、プライマリシステムの通信機会を奪うことを防ぐことができる。
以下、さらに詳細に説明を行う。
【００１２】
［構成の説明］
　まず、本実施形態のセカンダリシステムにおいて使用されるコグニティブ無線端末（以
下、セカンダリ端末）の構成の説明を行う。本実施形態のセカンダリシステムは、複数の
セカンダリ端末１００によって構成される。図１は、本実施形態のセカンダリ端末１００
の構成を示している。本実施形態のセカンダリ端末１００は、無線部１１０と、記憶部１
２０と、制御部１３０を備える。
【００１３】
　まず無線部１１０について説明を行う。無線部１１０は、無線通信用のアンテナ等で構
成される。無線部１１０は、受信無線信号を復調して制御部１３０へ出力する。また、無
線部１１０は、制御部１３０からの送信データを変調して、アンテナから送信無線信号と
して送信する。
【００１４】
　次に、記憶部１２０について説明を行う。記憶部１２０は、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌ
ｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等で構成さ
れる。記憶部１２０は、セカンダリ端末１００の機能を実現するために必要な処理用プロ
グラムやデータを保存している。また、記憶部１２０は、利用率算出手段１３３が算出す
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る無線チャネル毎のチャネル利用率を記録する。記憶部１２０は、複数の無線チャネル毎
に、各チャネルのチャネル利用率を対応させて記録している。
【００１５】
　次に、制御部１３０について説明を行う。制御部１３０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　
Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等で構成される。制御部１３０は、記憶部１２０の処
理用プログラムを読み込んで実行することで、セカンダリ無線端末１００の機能を実現す
る。また、制御部１３０は、さらにキャリアセンス手段１３１と、タイマー部１３２と、
利用率算出手段１３３と、通信許可確率算出手段（以下、確率算出手段）１３４と、通信
制御手段１３５とを備える。
【００１６】
　まず、キャリアセンス手段１３１は、無線部１１０から入力する受信無線信号に基づい
て、各無線チャネル及び選択無線チャネルのキャリアセンスを行う。本実施形態において
セカンダリ端末１００は、プライマリシステムの使用する１４の無線チャネルのうちから
、チャネル利用率の低い無線チャネルを選択無線チャネルとして選択する。また、本実施
形態においてセカンダリ端末１００は、選択無線チャネルのチャネル利用率に基づいて、
通信許可確率を算出する。キャリアセンス手段１３１は、チャネル利用率の算出に用いる
ために、各無線チャネル及び選択無線チャネルにおいてキャリアセンスを行う。なお、こ
の場合にキャリアセンス手段１３１は、実際の通信を行う際のキャリアセンスにおける受
信電力の閾値より低めに設定を行う場合がある。チャネル利用率は、セカンダリ端末１０
０が通信を行うか否かを判定に用いられる。そのため、キャリアセンス手段１３１は、プ
ライマリシステムを含む他の無線システムに対する干渉を考慮し、通常のキャリアセンス
より低い閾値設定によってキャリアセンスを行っても良い。また、キャリアセンス手段１
３１は、セカンダリ端末１００が選択無線チャネルにおいて通信を行うために、通信制御
手段１３５からのキャリアセンス実行命令に基づいて、キャリアセンスを行う。この場合
のキャリアセンスは、通常の無線通信において行われるキャリアセンスと同様である。
【００１７】
　次に、タイマー手段１３２は、時間を測定する。タイマー手段１３２は、利用率算出手
段１３３がチャネル利用率を算出するための一定時間を測定する。チャネル利用率は、一
定時間に無線チャネルあるいは選択無線チャネルが他のシステムによって使用されている
時間の割合で求められる。なお、タイマー手段１３２は、プライマリシステムのアクセス
ポイントが定期的に送信するビーコンの受信間隔を一定時間として検出しても良い。
　また、タイマー手段１３２は、通信制御手段１３５がデータを送出するタイミングを測
定する。本実施形態において、プライマリシステムは、ＩＥＥＥ８０２．１１の規格に準
じて通信を行う。ＩＥＥＥ８０２．１１では、自律分散制御を行うためにＣＳＭＡ／ＣＡ
（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ
　Ａｖｏｉｄａｎｃｅ）方式を採用している。タイマー手段１３２は、ＣＳＭＡ／ＣＡに
よる通信制御における、ＩＦＳ（Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒａｍｅ　Ｓｐａｃｅ）の測定を行い、
また、ＣＷ（Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｗｉｎｄｏｗ）範囲内で乱数に基づくバックオフ時
間を設定し、当該バックオフ時間の測定を行う。
【００１８】
　次に、利用率算出手段１３３は、各無線チャネルにおける他システムによるチャネル利
用率を算出する。利用率算出手段１３３は、タイマー手段１３２の測定する一定時間と、
特定の無線チャネルでキャリアセンス手段１３１の行うキャリアセンスにおいて受信電力
が一定の閾値を超えている時間とに基づいて、チャネル利用率を算出する。つまり、チャ
ネル利用率は、特定の無線チャネルの一定時間において、他システムが当該無線チャネル
を占有している時間の割合である。例えば、一定時間をプライマリシステムによるビーコ
ン間隔として、他システムによる通信時間をプライマリシステムの通信時間とすると、利
用率算出手段１３３は、
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【数１】

に基づいて、チャネル利用率を算出する。ただし、ビーコン間隔は一例であり、セカンダ
リ端末１００が決める一定時間であれば他のものでも良い。
【００１９】
　次に、確率算出手段１３４は、通信許可確率を算出する。通信許可確率は、送信データ
の送信を行うか否かの判定基準となる。本実施形態において、通信制御手段１３５は、送
信データが発生すると、通信許可確率に基づいてデータ送信権を獲得するか否かを判定す
る。通信制御手段１３５は、データ送信権を取得した時に当該送信データを送信する。
　また、本実施形態では、選択無線チャネルで通信を行う他システムの通信を保護しつつ
、セカンダリシステムの通信を行う。チャネル利用率は、一定時間において他システムが
当該無線チャネルを占有している時間の割合である。つまり、チャネル利用率が高い程、
他システムが、一定時間において選択無線チャネルを使用していない時間が少なくなる。
一方、チャネル利用率が低い程、他システムが、一定時間において選択無線チャネルを使
用していない時間が多くなる。そのため、セカンダリシステムは、選択無線チャネルのチ
ャネル利用率が低い程、選択無線チャネルにおいて通信を行える確率が高くなる。一方、
セカンダリシステムは、チャネル利用率が高い程、選択無線チャネルにおいて通信を行え
る確率が低くなる。本実施形態では、この点に着目して、確率算出手段１３４は、通信許
可確率を、チャネル利用率に基づいて算出する。
　さらに、確率算出手段１３４は、通信許可確率を、選択無線チャネルにおけるセカンダ
リシステムのトラヒックを考慮して算出する。セカンダリシステムのトラヒックは、選択
無線チャネルにおけるセカンダリシステムのトラヒック量である。セカンダリシステムは
、選択無線チャネルを使用していない時間に通信を行う。そのため、選択無線チャネルに
おいて、セカンダリシステムのトラヒックが増加すると、選択無線チャネルを使用してい
ない時間が減少することになる。よって、通信許可確率の算出においては、セカンダリシ
ステムのトラヒックを考慮する必要がある。このように、確率算出手段１３４は、選択無
線チャネルのチャネル利用率に基づいて、あるいは、選択無線チャネルのチャネル利用率
及びセカンダリシステムのトラヒックに基づいて、通信許可確率を算出する。
【００２０】
　次に、通信制御手段１３５は、無線チャネルの選択と、データパケットの送受信を制御
する。通信制御手段１３５は、上位レイヤから送信データを入力すると、送信処理を行う
。また、通信制御手段１３５は、無線部１１０から受信無線信号を入力すると、上位レイ
ヤへ受信データを出力する。
　通信制御手段１３５は、利用率算出手段１３３から各無線チャネルのチャネル利用率を
取得する。通信制御手段１３５は、各無線チャネルのチャネル利用率に基づいて、通信を
行う選択無線チャネルを決定する。なお、選択無線チャネルは、送信データの発生と同時
に決定を行ってもよいし、あるいは、送信データの無い状態でも予め定めた時間間隔で決
定を行ってもよい。
　通信制御手段１３５は、通信許可確率に基づいて選択無線チャネルにおいてデータ送信
権を取得するか否かを判定する。通信制御手段１３５は、チャネル利用率に基づく通信許
可確率の算出を、確率算出手段１３４へ命令する。また、通信制御手段１３５は、データ
送信権の取得可否判断において、「０」から「１」までの乱数を発生する。通信制御手段
１３５は、発生した乱数の値と、確率算出手段１３４から入力する通信許可確率との大小
関係によって、データ送信権を獲得するか否かを判定する。通信制御手段１３５は、乱数
の値が通信許可確率以下である場合、データ送信権を取得すると判定する。一方、通信制
御手段１３５は、乱数の値が通信許可確率より大きい場合、データ送信権を取得しないと
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判定する。通信制御手段１３５は、送信データが発生すると、データ送信権の取得するか
否かを判定を行う。
　通信制御手段１３５は、送信データに対するデータ送信権を取得した場合には、無線部
１１０を介して送信パケットを送信する。通信制御手段１３５は、選択無線チャネルにお
いて、他システムが通信を行っている時に、データ送信権を獲得した場合には、他システ
ムの通信が完了後にデータ送信を行う。
【００２１】
　図２及び図３を用いて、本実施形態のセカンダリシステムのデータ送信動作を説明する
。図２及び図３において、プライマリシステムは、前述のとおり無線ＬＡＮシステムであ
る。図２及び図３において、ＡＰ（Ｐｒｉｍａｒｙ）は、プライマリシステムのアクセス
ポイントであり、ＳＴＡ（Ｐｒｉｍａｒｙ）は、プライマリシステムの通信端末である。
また、ＡＰ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ）は、セカンダリシステムのアクセスポイントであり、
ＳＴＡ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ）は、セカンダリシステムの通信端末である。なお、本説明
において、セカンダリシステムは、無線ＬＡＮのインフラストラクチャモードに準じた通
信を行っている。ＡＰ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ）及びＳＴＡ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ）は、前
述のセカンダリ端末１００の構成を備えている。以下、ＡＰ（Ｐｒｉｍａｒｙ）をプライ
マリＡＰ、ＳＴＡ（Ｐｒｉｍａｒｙ）をプライマリＳＴＡ、ＡＰ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ）
をセカンダリＡＰ、及びＳＴＡ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ）をセカンダリＳＴＡと呼ぶ。
【００２２】
　まず、図２は、プライマリシステムが通信中に、セカンダリシステムに送信データが発
生し、セカンダリＳＴＡがデータ送信権を取得した場合のタイムチャートを示している。
　初めに、プライマリＡＰは、報知情報であるビーコン（Ｂｅａｃｏｎ）を送信する。送
信データを有するプライマリＳＴＡは、ビーコンを受信すると、無線ＬＡＮの自律分散ア
クセス制御プロトコルにしたがい、乱数を発生してＣＷ（Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｗｉｎ
ｄｏｗ）範囲内でバックオフ（Ｂａｃｋｏｆｆ）時間を決定する。プライマリＳＴＡは、
優先権の低いＩＦＳ（Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒａｍｅ　Ｓｐａｃｅ）時間であるＤＩＦＳに算出
されたバックオフ時間を加えた時間を、キャリアセンスを行いながら待機する。無線ＬＡ
Ｎの自律分散アクセス制御プロトコルでは、プライマリシステムに参加する他の通信端末
も同様に、ビーコンを受信した後、それぞれが乱数を発生してバックオフ時間を算出し、
ＤＩＦＳ時間にバックオフ時間を加えた時間を、キャリアセンスを行いながら待機する。
プライマリＳＴＡは、ＤＩＦＳ時間にバックオフ時間を加えた時間待機した時点で、当該
無線チャネルでキャリアを検知しない場合は、当該無線チャネルは使用可能（空いている
）と判断を行って送信データの送信を開始する。一方、プライマリＳＴＡは、ＤＩＦＳ時
間にバックオフ時間を加えた時間を待機中に、当該無線チャネルでキャリアを検知した場
合には、当該通信が完了後に再び同様の方法により待機を行う。
　本説明において、プライマリＳＴＡは、待機時間中にキャリアを検出せず送信データの
送信を開始するものとする。プライマリＳＴＡが送信データの送信を完了すると、プライ
マリＡＰは、最も待機時間が短く優先度の高いＩＦＳであるＳＩＦＳ時間待機して、受信
応答（ＡＣＫ）を送信する。プライマリＳＴＡの送信データの送信完了から受信応答まで
は、ＳＩＦＳ時間しかないため、他の通信端末はデータ送信を行えないことになる。プラ
イマリＳＴＡを含むプライマリシステムの各通信端末は、プライマリＡＰからの受信応答
を受信すると、プライマリＳＴＡのデータ送信が完了したことを検知する。
【００２３】
　ここで、プライマリシステムの通信中に、セカンダリシステムのセカンダリＳＴＡへ、
送信データが発生する。セカンダリＳＴＡは、当該無線チャネルが使用中であることを検
知すると、当該無線チャネルのチャネル利用率に基づいて通信許可確率を算出する。セカ
ンダリＳＴＡは、通信許可確率に基づいてデータ送信権を取得するか否かを判定する。セ
カンダリＳＴＡは、判定の結果、データ送信権を取得する。セカンダリＳＴＡは、データ
送信権を取得すると、プライマリシステムの通信が完了するまで待機する。セカンダリＳ
ＴＡは、プライマリシステムの通信が完了したことを検知すると、優先度の高いＳＩＦＳ
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と、優先度の低いＤＩＦＳの中間のＩＦＳ時間であるＰＩＦＳ時間の待機を行って送信デ
ータの送信を開始する。セカンダリＳＴＡが送信データの送信を完了すると、セカンダリ
ＡＰは、ＳＩＦＳ時間待機して受信応答を送信する。セカンダリＳＴＡは、セカンダリＡ
Ｐからの受信応答を受信して通信を完了する。
【００２４】
　このように、セカンダリ端末１００であるセカンダリＳＴＡは、プライマリシステムが
通信中にデータ送信権を取得するか否かを判定する。この判定動作は、セカンダリＳＴＡ
において自律的に行われるため、プライマリシステムの通信には影響を与えない。また、
セカンダリＳＴＡは、データ送信権を取得した場合には、プライマリシステムの通信が完
了した後、ＰＩＦＳ時間待機の後、送信データの送信を行う。プライマリシステムの通信
端末は、少なくともＤＩＦＳ時間待機を行ってから通信を開始するため、プライマリシス
テムの通信端末は、キャリアセンスにおいて、当該無線チャネルは使用中であると判定し
、セカンダリＳＴＡの通信と衝突が発生することがない。また、データ送信権は、当該無
線チャネルのチャネル利用率に基づく通信許可確率によって判定されるため、少なくとも
、一定時間間隔におけるプライマリシステムの通信時間は確保された上で、セカンダリシ
ステムの通信が行われることになる。
【００２５】
　なお、セカンダリＳＴＡは、ＰＩＦＳ時間の待機を行っているが、これはＰＩＦＳ時間
に限定しない。セカンダリＳＴＡの待機時間は、最も優先度の高いＳＩＦＳ時間とプライ
マリシステムのデータ送信に使われるＤＩＦＳ時間の間であれば具体的な数値は限定しな
い。ＰＩＦＳ時間は、無線ＬＡＮシステムにおいて、プライマリＡＰからポーリングを行
う際の待機時間等に使用されている。プライマリシステムのポーリングの開始を保護する
必要がある場合には、セカンダリシステムはＰＩＦＳ時間とＤＩＦＳ時間の間のＩＦＳ時
間を採用すればよく、一方、プライマリシステムのポーリング開始を遅らせてもよいシス
テムを作るには、セカンダリシステムは、ＳＩＦＳ時間とＰＩＦＳ時間の間のＩＦＳを採
用すればよい。また、これは、本実施形態において、無線ＬＡＮを例にして説明を行って
いるためであり、プライマリシステムが、他の無線プロトコルよって通信を行う場合には
、同様にプライマリシステムの通信が完了してから、他のプライマリシステムに属する通
信端末が通信を開始するよりも早い時間に設定すればよいことは容易に理解できる。
【００２６】
　次に、図３は、プライマリシステムが通信中に、セカンダリシステムに送信データが発
生し、セカンダリＳＴＡがデータ送信権を取得しない場合のタイムチャートを示している
。なお、プライマリシステムが通信を完了するまでの動作は、前述のとおりであるので説
明を省略する。
【００２７】
　ここで、プライマリシステムの通信中に、セカンダリシステムのセカンダリＳＴＡへ、
送信データが発生する。セカンダリＳＴＡは、当該無線チャネルが使用中であることを検
知すると、当該無線チャネルのチャネル利用率に基づいて、通信許可確率を算出する。セ
カンダリＳＴＡは、通信許可確率に基づいてデータ送信権を取得するか否かを判定する。
セカンダリＳＴＡは、判定の結果、データ送信権を取得できない。セカンダリＳＴＡは、
データ送信権を取得できない場合、プライマリシステムの通信が完了するまで待機する。
セカンダリＳＴＡは、プライマリシステムの通信が完了したことを検知すると、最大バッ
クオフ時間の待機を行う。セカンダリＳＴＡは、最大バックオフ時間の待機の後、再度、
当該無線チャネルが使用中であるかを確認し、通信許可確率を算出してデータ送信権を取
得するか否かの判定を行う。
【００２８】
　このように、セカンダリ端末１００であるセカンダリＳＴＡは、プライマリシステムが
通信中にデータ送信権を取得するか否かを判定する。この判定動作は、セカンダリＳＴＡ
において自律的に行われるため、プライマリシステムの通信には影響を与えない。また、
セカンダリＳＴＡは、プライマリシステムの通信が完了してから最大バックオフ時間の待
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機を行う。このように、セカンダリＳＴＡは、最大バックオフ時間の待機を行うことで、
プライマリシステムの通信に優先時間を確保する。
【００２９】
　なお、図には示さないが、当該無線キャリアが使用されていない時に、セカンダリＳＴ
Ａに送信データが発生した場合、セカンダリＳＴＡは、当該無線チャネルのチャネル利用
率に基づいて、通信許可確率を算出する。セカンダリＳＴＡは、通信許可確率に基づいて
データ送信権を取得するか否かを判定する。セカンダリＳＴＡは、判定の結果、データ送
信権を取得すると、ＰＩＦＳ時間の待機を行って送信データの送信を開始する。
　一方、セカンダリＳＴＡは、判定の結果、データ送信権を取得しないと、最大バックオ
フ時間の待機を行う。セカンダリＳＴＡは、最大バックオフ時間の待機の後、再度、当該
無線チャネルが使用中であるかを確認し、通信許可確率を算出してデータ送信権を取得す
るか否かの判定を行う。このように、セカンダリＳＴＡは、プライマリシステムが通信を
開始することが可能な時間を待機してから、再度、通信許可確率に基づいて、データ想新
権を取得するか否かの判定を行う。
【００３０】
　以上が、本実施形態の構成の説明である。
【００３１】
［動作方法の説明］
　続いて、図４、図５Ａ、および図５Ｂを用いて、本実施形態の動作方法の説明を行う。
【００３２】
　まず、本実施形態において、セカンダリシステムのセカンダリ端末１００が、複数の無
線チャネルから選択無線チャネルを決定する動作方法の説明を行う。図４は、本実施形態
において、セカンダリシステムのセカンダリ端末１００が、複数の無線チャネルから選択
無線チャネルを決定する動作フローを示している。
【００３３】
（ステップＳ１０）
　キャリアセンス手段１３１は、複数の無線チャネルにおいて、他のシステムが通信を行
うことによる占有時間を測定する。利用率算出手段１３３は、キャリアセンス手段１３１
へ、キャリアセンス実行命令を送信する。キャリアセンス手段１３１は、キャリアセンス
実行命令を入力すると、各無線チャネルにおいてキャリアセンスを実行する。本実施形態
においてセカンダリ端末１００は、２．４ＧＨｚ帯に設定された１４の無線チャネルのう
ちから、選択無線チャネルを決定する。キャリアセンス手段１３１は、１４の無線チャネ
ルの全てに対してキャリアセンスを行う。タイマー手段１３２は、予め定められた一定時
間を測定している。タイマー手段１３２は、一定時間経過毎に、キャリアセンス手段１３
１へ通知する。キャリアセンス手段１３１は、タイマー手段１３２から一定時間毎に通知
を受けるとキャリアセンスを行う無線チャネルを切替える。キャリアセンス手段１３１は
、各無線チャネルにおけるキャリアセンスの結果を利用率算出手段１３３へ出力する。な
お、タイマー手段１３２は、一定時間を測定するのに変えて、無線部１１０からの受信無
線信号からプライマリシステムで送信されるビーコンを検知して、ビーコンを受信するご
とにキャリアセンス手段１３１へ通知する動作方法としても良い。この場合、ビーコンを
受信する間隔が、一定時間となる。
【００３４】
（ステップＳ２０）
　利用率算出手段１３３は、無線チャネル毎のチャネル利用率を算出する。利用率算出手
段１３３は、キャリアセンス手段１３１から各無線チャネル毎のキャリアセンス結果を入
力する。利用率算出手段１３３は、各無線チャネルにおいて、一定時間毎に受信電力が一
定の閾値以上となっている時間に基づいて、当該無線チャネルのチャネル利用率を算出す
る。利用率算出手段１３３は、算出した各無線チャネル毎のチャネル利用率を、記憶部１
２０へ記録する。また、利用率算出手段１３３は、再度、同じ無線チャネルのチャネル利
用率を算出した場合、記憶部１２０の当該無線チャネルのチャネル利用率を更新して記録
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する。
【００３５】
（ステップＳ３０）
　通信制御手段１３５は、複数の無線チャネルから選択無線チャネルを決定する。通信制
御手段１３５は、記憶部１２０が記録している各無線チャネル毎のチャネル利用率を取得
する。通信制御手段１３５は、各無線チャネルのうちから、最もチャネル利用率が低い無
線チャネルを、選択無線チャネルとして決定する。なお、通信制御手段１３５は、各無線
チャネルの利用率が更新される度に、あるいは、予め定めた時間毎に、各無線チャネルの
利用率の比較を行って、最もチャネル利用率が低い無線チャネルへ、選択無線チャネルを
変更してもよい。
【００３６】
　以上が、本実施形態において、セカンダリシステムのセカンダリ端末１００が、複数の
無線チャネルから選択無線チャネルを決定する動作方法の説明である。
【００３７】
　次に、本実施形態において、セカンダリシステムのセカンダリ端末１００が、選択無線
チャネルにおいて通信を行う場合の動作方法の説明を行う。図５Ａおよび図５Ｂは、本実
施形態において、セカンダリシステムのセカンダリ端末１００が、選択無線チャネルにお
いて通信を行う場合の動作フローを示している。なお、セカンダリ端末１００は、前述し
た選択無線チャネルの決定は完了しているものとする。
【００３８】
（ステップＳ１００）
　セカンダリ端末１００の通信制御手段１３５は、上位レイヤから送信データを入力する
。
【００３９】
（ステップＳ１１０）
　通信制御手段１３５は、他システムが選択無線チャネルにおいて通信中であるかを確認
する。通信制御手段１３５は、キャリアセンス手段１３１へ選択無線チャネルのキャリア
センス実行命令を出力する。キャリアセンス手段１３１は、通信制御手段１３５から、キ
ャリアセンス実行命令を入力すると、選択無線チャネルのキャリアセンスを実行する。キ
ャリアセンス手段１３１は、選択無線チャネルにおいてキャリアを検出した場合、通信制
御手段１３５へ、他システムが選択無線チャネルを使用中である旨のキャリアセンス結果
を出力する。他システムが選択無線チャネルを使用中である場合には、ステップＳ１２０
へ進む。一方、キャリアセンス手段１３１は、選択無線チャネルにおいてキャリアを検出
しない場合、通信制御手段１３５へ、選択無線チャネルは使用されていない旨のキャリア
センス結果を出力する。選択無線チャネルが使用されていない場合には、ステップＳ１６
０へ進む。
【００４０】
（ステップＳ１２０）
　通信制御手段１３５は、通信許可確率を算出する。通信制御手段１３５は、他システム
が選択無線チャネルを使用中である旨のキャリアセンス結果を入力する。通信制御手段１
３５は、確率算出手段１３４へ、選択無線チャネルの通信許可確率の算出命令を出力する
。確率算出手段１３４は、通信制御手段１３５から通信許可確率の算出命令を入力すると
、記憶部１２０から選択無線チャネルのチャネル利用率を取得する。確率算出手段１３４
は、選択無線チャネルのチャネル利用率に基づいて通信許可確率を算出する。確率算出手
段１３４は、算出した通信許可確率を通信制御手段１３５へ出力する。
【００４１】
（ステップＳ１３０）
　通信制御手段１３５は、データ送信権を取得するか否かの判定を行う。通信制御手段１
３５は、確率算出手段１３４から通信許可確率を入力する。通信制御手段１３５は、乱数
を発生する。通信制御手段１３５は、発生した乱数と通信許可確率に基づいて、データ送
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信権を取得するか否かを判定する。通信制御手段１３５は、乱数が通信許可確率以下の場
合には、データ送信権を取得すると判定する。データ送信権を取得する場合は、ステップ
Ｓ１４０へ進む。一方、通信制御手段１３５は、乱数が通信許可確率より大きい場合には
、データ送信権を取得しないと判定する。データ送信権を取得しない場合は、ステップＳ
１５０進む。
【００４２】
（ステップＳ１４０）
　通信制御手段１３５は、データ送信権を取得した場合、他システムの通信完了後にデー
タ送信を行う。キャリアセンス手段１３１は、選択無線チャネルにおいて他システムの通
信が完了したことを検知する。キャリアセンス手段１３１は、他システムの通信完了を、
通信制御手段１３５へ通知する。通信制御手段１３５は、通知を受けて、タイマー手段１
３２へＰＩＦＳ時間の測定命令を出力する。タイマー手段１３２は、測定命令に基づいて
ＰＩＦＳ時間を測定し、ＰＩＦＳ時間計画すると通信制御部１３５へ、時間経過通知を出
力する。通信制御手段１３５は、時間経過通知を入力すると、ＰＩＦＳ時間の経過を検知
してデータ送信を開始する。
【００４３】
（ステップＳ１５０）
　通信制御手段１３５は、データ送信権を取得しない場合は、他システムの通信完了後か
ら、最大バックオフ時間を待機する。キャリアセンス手段１３１は、選択無線チャネルに
おいて他のシステムの通信が完了したことを検知する。キャリアセンス手段１３１は、他
システムの通信完了を、通信制御手段１３５へ通知する。通信制御手段１３５は、通知を
受けて、タイマー手段１３２へ、最大バックオフ時間の測定命令を出力する。タイマー手
段１３２は、測定命令に基づいて最大バックオフ時間を測定する。タイマー手段１３２は
、最大バックオフ時間の測定が完了すると、通信制御手段１３５へ時間経過通知を出力す
る。通信制御手段１３５は、タイマー手段１３２から時間経過通知を入力すると最大バッ
クオフ時間が経過したことを検知する。この後、ステップＳ１１０へ戻る。
【００４４】
（ステップＳ１６０）
　通信制御手段１３５は、通信許可確率を算出する。通信制御手段１３５は、キャリアセ
ンス手段１３１から、選択無線チャネルは使用されていない旨のキャリアセンス結果を入
力する。通信制御手段１３５は、選択無線チャネルの確率算出命令を、確率算出手段１３
４へ出力する。確率算出手段１３４は、通信制御手段１３５から確率算出命令を入力する
と、記憶部１２０から選択無線チャネルのチャネル利用率を取得する。確率算出手段１３
４は、選択無線チャネルのチャネル利用率に基づいて通信許可確率を算出する。確率算出
手段１３４は、算出した通信許可確率を通信制御手段１３５へ出力する。
【００４５】
（ステップＳ１７０）
　通信制御手段１３５は、データ送信権を取得するか否かの判定を行う。通信制御手段１
３５は、確率算出手段１３４から通信許可確率を入力する。通信制御手段１３５は、乱数
を発生する。通信制御手段１３５は、発生した乱数と通信許可確率に基づいて、データ送
信権を取得するか否かを判定する。通信制御手段１３５は、乱数が通信許可確率以下の場
合には、データ送信権を取得すると判定する。データ送信権を取得する場合は、ステップ
Ｓ１８０へ進む。一方、通信制御手段１３５は、乱数が通信許可確率より大きい場合には
、データ送信権を取得しないと判定する。データ送信権を取得しない場合は、ステップＳ
１９０進む。
【００４６】
（ステップＳ１８０）
　通信制御手段１３５は、データ送信権を取得した場合、データ送信を行う。通信制御手
段１３５は、ＰＩＦＳ時間の測定命令を、タイマー手段１３２へ出力する。タイマー手段
１３２は、測定命令に基づいてＰＩＦＳ時間を測定し、ＰＩＦＳ時間経過すると通信制御
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部１３５へ、時間経過通知を出力する。通信制御手段１３５は、時間経過通知を入力する
と、ＰＩＦＳ時間の経過を検知してデータ送信を行う。
【００４７】
（ステップＳ１９０）
　通信制御手段１３５は、データ送信権を取得しない場合、最大バックオフ時間を待機す
る。通信制御手段１３５は、最大バックオフ時間の測定命令を、タイマー手段１３２へ出
力する。タイマー手段１３２は、測定命令に基づいて最大バックオフ時間を測定する。タ
イマー手段１３２は、最大バックオフ時間の測定が完了すると、通信制御手段１３５へ時
間経過通知を出力する。通信制御手段１３５は、タイマー手段１３２から時間経過通知を
入力すると最大バックオフ時間が経過したことを検知する。この後、ステップＳ１１０へ
戻る。
【００４８】
　以上が、本実施形態における、セカンダリシステムのセカンダリ端末１００が、選択無
線チャネルにおいて通信を行う場合の動作方法の説明である。
【００４９】
　以上が、第１実施形態の説明である。セカンダリ端末１００は、複数の無線チャネルの
チャネル利用率を算出し、チャネル利用率の最も低い無線チャネルを選択無線チャネルと
して決定する。
　また、セカンダリ端末１００は、選択無線チャネルのチャネル利用率に基づいて通信許
可確率を算出し、通信許可確率を用いてデータ送信権を取得するか否かを判定する。セカ
ンダリ端末１００は、データ送信権を取得した場合、送信データを送信する。また、セカ
ンダリ端末１００は、プライマリシステムが選択無線チャネルを使用中にデータ送信権を
取得した場合、プライマリシステムの通信完了後に送信データを送信する。
　このように、構成することによって、セカンダリ端末１００は、選択無線チャネルのチ
ャネル利用率に基づいてデータ送信の可否判定を行うことができる。また、セカンダリシ
ステムは、プライマリシステムの通信を保護しつつ、同じ無線チャネルを使用して通信を
行うことができる。
【００５０】
（第２実施形態）
　続いて、第２実施形態の説明を行う。本実施形態において、既存システム（以下、プラ
イマリシステム）は、第１実施形態と同様に、無線ＬＡＮシステムであるとして説明を行
う。プライマリシステムは、ＩＥＥＥ８０２．１１の規格に準じて通信を行う。すなわち
、プライマリシステムは、２．４ＧＨｚ帯の周波数帯に設定された１４の周波数帯域（以
下、無線チャネル）のうちから、一つの無線チャネルを選択して通信を行う。
　また、本実施形態において、本発明のコグニティブ無線通信システム（以下、セカンダ
リシステム）の基本的な構成は、第１実施形態で説明を行ったものと同様である。そのた
め、本実施形態では、第１実施形態と異なる部分を中心に説明を行う。
　本実施形態において、セカンダリシステムは、選択無線チャネルにおいて行うキャリア
センスにおいて検出されたキャリアが、プライマリシステムのキャリアであるのか、セカ
ンダリシステムのキャリアであるのかを判別する。これによって、セカンダリシステムは
、プライマリシステムのキャリアによるチャネル利用率が算出可能となる。また、セカン
ダリシステムは、各無線チャネルにおけるセカンダリシステムのトラヒック量の算出が可
能となる。以下、さらに詳細に説明を行う。
【００５１】
［構成の説明］
　まず、本実施形態のセカンダリシステムにおいて使用されるコグニティブ無線端末（以
下、セカンダリ端末）の構成の説明を行う。図６は、本実施形態における、セカンダリ端
末１００の構成を示している。本実施形態におけるセカンダリ端末１００の構成は、第１
実施形態とほぼ同様である。そのため、セカンダリ端末１００の構成が、第１実施形態と
異なる部分を中心に説明を行う。また、第１実施形態と同様の構成部位については同じ符
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号を用いて記載する。
【００５２】
　本実施形態のセカンダリ端末１００は、第１実施形態と同様に、無線部１１０と、記憶
部１２０と、制御部１３０とを備える。なお、無線部１１０は、第１実施形態と同様であ
るので説明を省略する。
【００５３】
　まず、制御部１３０の説明を行う。制御部１３０は、キャリアセンス手段１３１と、タ
イマー手段１３２と、利用率算出手段１３３と、通信許可確率算出手段（以下、確率算出
手段）１３４と、通信制御手段１３５とを、第１実施形態と同様に備えており、さらに、
判別部１３６を備える。なお、キャリアセンス手段１３１、及びタイマー手段１３２は、
第１実施形態と同様であるので説明を省略する。
【００５４】
　判別部１３６は、無線部１１０からの受信無線信号に基づいて、当該受信無線信号が、
プライマリシステムの無線信号（以下、キャリア）であるか、あるいはセカンダリシステ
ムのキャリアであるかを判別する。判別部１３６は、受信キャリアを復調して、当該受信
キャリアの変調方式等によって、当該受信キャリアがプライマリシステムのキャリアであ
るか、セカンダリシステムのキャリアであるかを判別する。また、セカンダリシステムの
セカンダリ端末１００は、送信データに、予めセカンダリシステムであることを判別可能
なような識別子を含めて送信を行っても良い。セカンダリ端末１００の判別部１３６は、
受信キャリアを復号して当該識別子を抽出し、当該識別子に基づいて受信キャリアがセカ
ンダリシステムのキャリアであることを判別しても良い。このような方法によって行うこ
とで、プライマリシステムに変更を加えることなく、セカンダリシステム側のプロトコル
によって、キャリアの判別が可能となる。
【００５５】
　次に、本実施形態において、利用率算出手段１３３は、各無線チャネルにおけるプライ
マリシステムによるチャネル利用率を算出する。利用率算出手段１３３は、タイマー手段
１３２の測定する一定時間において、特定の無線チャネルでキャリアセンス手段１３１の
行うキャリアセンスにおける受信電力のうち、判別手段１３６がプライマリシステムのキ
ャリアと判別した受信電力が一定の閾値を超えている時間に基づいてチャネル利用率を算
出する。
　本実施形態において、判別手段１３６は、プライマリシステムとセカンダリシステムの
無線信号の判別を可能としている。そのため、利用率算出手段１３３は、キャリアセンス
手段１３１の検出したキャリアが、プライマリシステムのキャリアであるのか、セカンダ
リシステムのキャリアであるのかを区別することができる。そのため、利用率算出手段１
３３は、特定の無線チャネルにおける、プライマリシステムのチャネル利用率を算出する
ことができる。これにより、特定の無線チャネルを常に使用するプライマリシステムのキ
ャリアと、複数の無線チャネルのうちからチャネル利用率の低い無線チャネルを選択して
通信を行うセカンダリシステムのキャリアとを区別することが可能となり、チャネル利用
率をより正確に算出することが可能となる。本実施形態において、チャネル利用率は、特
定の無線チャネルで、一定時間においてプライマリシステムが当該無線チャネルを占有し
ている時間の割合である。例えば、一定時間をプライマリシステムによるビーコン間隔と
して、判別手段１３６によって判別が可能となった特定の無線チャネルにおけるプライマ
リシステムの通信時間を用いると、利用率算出手段１３３は、
【数２】

に基づいて、チャネル利用率を算出する。ただし、ビーコン間隔は一例であり、セカンダ
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リ端末１００が決める一定時間であれば他のものでも良い。
　また、利用率算出手段１３３は、各無線チャネルにおけるプライマリシステムのチャネ
ル利用率を算出するのと同時に、セカンダリシステムのトラヒック量を算出する。確率算
出手段１３４は、通信許可確率を算出する際にセカンダリシステムのトラヒック量を使用
する。利用率算出手段１３３は、セカンダリシステムのトラヒック量を算出すると、チャ
ネル利用率と同様に、記憶部１２０へ各無線チャネルに対応させて記録する。
【００５６】
　次に、本実施形態において、確率算出手段１３４は、選択無線チャネルのチャネル利用
率とセカンダリトラヒック量とに基づいて、通信許可確率を算出する。本実施形態におい
て、判別手段１３６は、プライマリシステムとセカンダリシステムのキャリアの判別を可
能としている。そのため、確率算出手段１３４は、一定時間におけるプライマリシステム
の選択無線チャネルの占有割合であるチャネル利用率と、既に選択無線チャネルを使用し
て通信を行っているセカンダリシステムのトラヒック量に基づいて通信許可確率を算出す
ることができる。
【００５７】
　次に、通信許可確率の算出式の例を示す。次式は、チャネル利用率及びセカンダリシス
テムのトラヒックに基づいて通信許可確率を算出している。通信許可確率Ｐは、マージン
をＭ、チャネル利用率をＯｐ、セカンダリトラヒックをλｓ、調整係数をαとして、
【数３】

に基づいて算出することができる。ここで、マージンＭは、チャネル利用率ＯＰの上乗せ
を意味しており、他システムの通信に対する保護を高めている。調整係数αは、閾値の調
整を行うための係数である。マージンＭと調整係数αは、選択無線チャネルの使用状態に
合わせて変化させることが可能である。なお、数式（２）は、通信許可確率Ｐの算出式の
一例を示したものであり、これに限定しない。
【００５８】
　次に、本実施形態において、通信制御手段１３５は、第１実施形態とほぼ同様である。
前述のとおり、本実施形態においてチャネル利用率と通信許可確率は、判別手段１３６の
追加によって導出方法が異なる。通信制御手段１３５は、算出されたチャネル利用率と通
信許可確率に基づいて、第１実施形態と同様の処理を行う。
　なお、判別手段１３６が、セカンダリシステムのキャリアを送信データに埋め込んだ識
別子等で判別する場合には、通信制御手段１３５は、送信データや送信パケットのヘッダ
情報に対して識別子等を付与する場合がある。あるいは、上位レイヤにおいて予め識別子
を付与された送信データを生成する場合もある。
【００５９】
　次に、記憶部１２０の説明を行う。本実施形態において、記憶部１２０は、各無線チャ
ネルのチャネル利用率と共に、各無線チャネルにおけるセカンダリシステムのトラヒック
量を各無線チャネルに対応させて記録する。
【００６０】
　以上が、本実施形態の構成の説明である。
【００６１】
［動作方法の説明］
　続いて、本実施形態の動作方法の説明を行う。本実施形態において、セカンダリシステ
ムの動作方法は、第１実施形態とほぼ同様である。そのため、再び、図４、図５Ａ、およ
び図５Ｂを用いて、第１実施形態との違いを中心に説明を行う。
【００６２】
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　まず、再び図４を用いて、本実施形態において、セカンダリシステムのセカンダリ端末
１００が、複数の無線チャネルから選択無線チャネルを決定する動作方法の説明を、第１
実施形態との違いを中心に行う。図４は、本実施形態において、セカンダリシステムのセ
カンダリ端末１００が、複数の無線チャネルから選択無線チャネルを決定する動作フロー
を示している。
【００６３】
（ステップＳ１０）
　キャリアセンス手段１３１は、複数の無線チャネルにおいて、他のシステムが通信を行
うことによる占有時間を測定する。キャリアセンス手段１３１は、タイマー手段１３２か
ら一定時間毎に通知を受け、キャリアセンスを行う無線チャネルを切替えながら、各無線
チャネルのキャリアセンスを行う。
　本実施形態において、判別手段１３６は、キャリアセンス手段１３１のキャリアセンス
と同時に受信キャリアの判別処理を行う。判別手段１３６は、判別結果を利用率算出手段
１３３へ出力する。
【００６４】
（ステップＳ２０）
　利用率算出手段１３３は、無線チャネル毎のチャネル利用率を算出する。利用率算出手
段１３３は、キャリアセンス手段１３１から各無線チャネル毎のキャリアセンス結果と、
判別手段１３６から各無線チャネル毎の判別結果を入力する。利用率算出手段１３３は、
各無線チャネルにおいて、プライマリシステムのキャリアと判別された受信キャリアが、
一定時間毎に一定の閾値以上となっている時間に基づいて、当該無線チャネルのチャネル
利用率を算出する。また、利用率算出手段１３３は、各無線チャネルにおいて、セカンダ
リシステムのキャリアと判別された受信キャリアが、一定時間毎に一定の閾値以上となっ
ている時間に基づいて、当該無線チャネルのセカンダリシステムのトラヒックを算出する
。
利用率算出手段１３３は、各無線チャネル毎のチャネル利用率とセカンダリシステムのト
ラヒックを、記憶部１２０へ記録する。利用率算出手段１３３は、再度、同じ無線チャネ
ルのチャネル利用率とセカンダリシステムのトラヒックを算出した場合、記憶部１２０の
当該無線チャネルのチャネル利用率とセカンダリシステムのトラヒックを更新して記録す
る。
【００６５】
（ステップＳ３０）
　通信制御手段１３５は、複数の無線チャネルから選択無線チャネルを決定する。本ステ
ップは、第１実施形態と同様であるので説明を省略する。
【００６６】
　以上が、本実施形態において、セカンダリシステムのセカンダリ端末１００が、複数の
無線チャネルから選択無線チャネルを決定する動作方法の説明である。
【００６７】
　次に、再び図５Ａおよび図５Ｂを用いて、本実施形態において、セカンダリシステムの
セカンダリ端末１００が、選択無線チャネルにおいて通信を行う場合の動作方法の説明を
、第１実施形態との違いを中心に行う。図５Ａおよび図５Ｂは、本実施形態において、セ
カンダリシステムのセカンダリ端末１００が、選択無線チャネルにおいて通信を行う場合
の動作フローを示している。本実施形態において、第１実施形態と動作が異なるのは、通
信許可確率を算出する「ステップＳ１２０」及び「ステップＳ１６０」である。そのため
、以下では、同ステップについて説明を行い、そのほかのステップについては、説明を省
略する。なお、セカンダリ端末１００は、前述した選択無線チャネルの決定は完了してい
るものとする。
【００６８】
（ステップＳ１２０）
　通信制御手段１３５は、通信許可確率を算出する。通信制御手段１３５は、他システム
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が選択無線チャネルを使用中である旨のキャリアセンス結果を入力する。通信制御手段１
３５は、確率算出手段１３４へ、選択無線チャネルの通信許可確率の算出命令を出力する
。確率算出手段１３４は、通信制御手段１３５から通信許可確率の算出命令を入力すると
、記憶部１２０から選択無線チャネルのチャネル利用率とセカンダリシステムのトラヒッ
クを取得する。確率算出手段１３４は、選択無線チャネルのチャネル利用率とセカンダリ
システムのトラヒックに基づいて、前述の数式（２）を用いて通信許可確率を算出する。
確率算出手段１３４は、算出した通信許可確率を通信制御手段１３５へ出力する。
【００６９】
（ステップＳ１６０）
　通信制御手段１３５は、通信許可確率を算出する。通信制御手段１３５は、キャリアセ
ンス手段１３１から、選択無線チャネルは使用されていない旨のキャリアセンス結果を入
力する。通信制御手段１３５は、通信制御手段１３５は、選択無線チャネルの確率算出命
令を、確率算出手段１３４へ出力する。確率算出手段１３４は、通信制御手段１３５から
確率算出命令を入力すると、記憶部１２０から選択無線チャネルのチャネル利用率とセカ
ンダリシステムのトラヒックを取得する。確率算出手段１３４は、選択無線チャネルのチ
ャネル利用率とセカンダリシステムのトラヒックに基づいて、前述の数式（２）を用いて
通信許可確率を算出する。確率算出手段１３４は、算出した通信許可確率を通信制御手段
１３５へ出力する。
【００７０】
　以上が、本実施形態における、セカンダリシステムのセカンダリ端末１００が、選択無
線チャネルにおいて通信を行う場合の動作方法の説明である。
【００７１】
　以上が、第２実施形態の説明である。このように構成することにより、セカンダリ端末
１００は、プライマリシステムとセカンダリシステムのキャリアを判別することが可能と
なる。これによって、セカンダリシステムは、プライマリシステムのキャリアによるチャ
ネル利用率が算出可能となる。また、セカンダリシステムは、各無線チャネルにおけるセ
カンダリシステムのトラヒック量の算出が可能となる。
【００７２】
（第３実施形態）
　続いて、第３実施形態の説明を行う。本実施形態において、既存システム（以下、プラ
イマリシステム）は、第１実施形態と同様に、無線ＬＡＮシステムであるとして説明を行
う。プライマリシステムは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂの規格に準じて通信を行う。すなわ
ち、プライマリシステムは、２．４ＧＨｚ帯の周波数帯に設定された１４の周波数帯域（
以下、無線チャネル）のうちから、一つの無線チャネルを選択して通信を行う。
　また、本実施形態において、本発明のコグニティブ無線通信システム（以下、セカンダ
リシステム）の構成は、第２実施形態で説明を行ったものと同様である。本実施形態では
、選択無線チャネルの利用率によって、プライマリ通信時間とセカンダリ通信時間を設定
する。これによって、セカンダリシステムは、セカンダリ通信時間にのみ通信を行うこと
が可能となり、プライマリシステムの通信を保護しつつ通信を行うことが可能となる。以
下、詳細に説明を行う。
【００７３】
　まず、図７を用いて、本実施形態のプライマリ通信時間とセカンダリ通信時間について
説明する。図７は、一定時間にプライマリ通信時間とセカンダリ通信時間を設定した場合
を示している。図７において、一定時間は、プライマリシステムのアクセスポイントが定
期的に送信を行うビーコンとビーコンの間隔（以下、ビーコン間隔）である。図７を参照
すると、ビーコン間隔において、チャネル利用率＋マージンがプライマリ通信時間として
割り当てられ、ビーコン間隔からプライマリ通信時間を除いた時間がセカンダリ通信時間
として割り当てられている。利用率算出手段１３３が算出するチャネル利用率は、一定時
間（ビーコン間隔）における、プライマリシステムの無線チャネルの占有割合である。そ
のため、このチャネル利用率にマージンを加えた割合で、ビーコン間隔の時間からプライ
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マリ通信時間を設定すれば、プライマリシステムの通信を保護することが可能となる。
　ここで、マージンは、プライマリシステムの通信を十分に保護するために設けられてい
る。そのため、チャネル利用率の変動が激しいような場合には、マージンを大きく取るこ
とによってプライマリシステムの通信を確実に保護するようにしても良い。さらに利用率
算出手段１３３が、定期的にチャネル利用率を更新する場合には、一定期間のチャネル利
用率の平均をとって、あるいは、チャネル利用率が更新される度に、プライマリ通信時間
とセカンダリ通信時間を更新しても良い。また、第１実施形態のようにセカンダリ端末１
００において、制御部１３０の判別手段１３６が備えられていない場合にも、他システム
の通信との間で、他システムの通信時間をプライマリ通信時間として設定することで、他
システムの通信を保護しつつ、セカンダリシステムの通信時間を設定することができる。
【００７４】
　セカンダリ端末１００の動作は、次のとおりとなる。利用率算出手段１３３は、記憶部
１２０へ算出したチャネル利用率を保存する。通信制御手段１３５は、上位レイヤから送
信データを入力すると、タイマー手段１３２へ送信タイミングを通知するように送信タイ
ミング通知命令を出力する。タイマー部１３２は、通信制御手段１３５からの送信タイミ
ング通知命令を受けて、記憶部１２０から選択無線チャネルのチャネル利用率を取得する
。タイマー手段１３２は、チャネル利用率に基づいて、ビーコン間隔におけるプライマリ
通信時間とセカンダリ通信時間を算出する。タイマー手段１３２は、プライマリシステム
のアクセスポイントが送信したビーコンを受信すると、チャネル利用率に基づいて設定し
たプライマリ通信時間の測定を行う。タイマー手段１３２は、プライマリ通信時間が経過
してセカンダリ通信時間が開始するときに、通信制御手段１３５へ時間経過通知を出力す
る。通信制御手段１３５は、時間経過通知を受けて送信データの送信を開始する。
　なお、通信制御手段１３５は、上位レイヤから送信データを入力して、タイマー手段１
３２へ送信タイミング通知命令を出力すると同時に、確率算出手段１３４へ現在の選択無
線チャネルのチャネル利用率に基づいて通信許可確率を算出するように命令を出力し、こ
の命令によって算出された通信許可確率に基づいて、セカンダリ通信時間に送信データを
送信するか否かを判定してもよい。
【００７５】
　さらに、タイマー手段１３２が、セカンダリシステムの通信の完了後に、再度プライマ
リ通信時間の再測定を行うことで、一定時間（ビーコン間隔）において、プライマリ通信
時間とセカンダリ通信時間を交互に設定することができる。図８は、一定時間（ビーコン
間隔）にプライマリ通信時間とセカンダリ通信時間を交互に設定した場合を示している。
この場合に、プライマリシステムは、送信データがある場合には、セカンダリ通信時間経
過後に、従来の無線ＬＡＮの自律分散アクセス制御に基づいてデータ送信権獲得してデー
タの送信を行う。セカンダリシステムは、チャネル利用率に基づいて設定されたセカンダ
リ通信時間に通信を行えばよい。また、さらにセカンダリシステムは、データ送信前にキ
ャリアセンスを行うことで、プライマリシステムの通信がプライマリ通信時間に収まらな
い場合を検知することができ、その場合には、そのセカンダリ通信時間におけるデータ送
信を取りやめることで、プライマリシステムへの干渉を防ぐことができる。
【００７６】
　以上が、第３実施形態の説明である。このように、選択無線チャネルのチャネル利用率
に基づいてプライマリ通信時間とセカンダリ通信時間を設けることで、プライマリシステ
ムの通信を保護しつつ、セカンダリシステムの通信も最大限行うことが可能となる。
【００７７】
　以上、実施形態を参照して本発明の説明を行ってきたが、本発明は上記の実施形態に限
定されるものではない、本発明の構成や詳細には、本発明の範囲内で当業者が理解しえる
様々な変更をすることができる。例えば、セカンダリ端末１００は、複数の無線チャネル
から最もチャネル利用率の低い一つの無線チャネルを選択無線チャネルとして決定してい
る。これは、チャネル利用率の低い複数のチャネルを選択して、その上で各実施形態にお
ける動作方法によって通信を行っても良い。また、いずれの実施形態においても、プライ



(20) JP 5115852 B2 2013.1.9

10

20

30

マリシステムは、無線ＬＡＮ（ＩＥＥＥ８０２．１１）プロトコルに準じて通信を行って
いる。これは、他の分散無線制御プロトコルを用いるものへ適用することも可能である。
また、各実施形態は独立してのみ実現し得るものではなく、相互に組み合わせて実現する
ことができるのは言うまでも無い。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】第１実施形態における、セカンダリ端末１００の構成を示す図である。
【図２】本発明における、プライマリシステムが通信中に、セカンダリシステムに送信デ
ータが発生し、セカンダリＳＴＡがデータ送信権を取得した場合のタイムチャートである
。
【図３】本発明における、プライマリシステムが通信中に、セカンダリシステムに送信デ
ータが発生し、セカンダリＳＴＡがデータ送信権を取得できない場合のタイムチャートで
ある。
【図４】本発明における、セカンダリシステムのセカンダリ端末１００が、複数の無線チ
ャネルから選択無線チャネルを決定する動作フローである。
【図５Ａ】第１実施形態において、セカンダリシステムのセカンダリ端末１００が、選択
無線チャネルにおいて通信を行う場合の動作フローである。
【図５Ｂ】第１実施形態において、セカンダリシステムのセカンダリ端末１００が、選択
無線チャネルにおいて通信を行う場合の動作フローである。
【図６】第２実施形態における、セカンダリ端末１００の構成を示す図である。
【図７】第３実施形態における、一定時間にプライマリ通信時間とセカンダリ通信時間を
設定した場合を示す図である。
【図８】第３実施形態における、ビーコン間隔にプライマリ通信時間とセカンダリ通信時
間を交互に設定した場合を示す図である。
【符号の説明】
【００７９】
１００　コグニティブ無線通信端末
１１０　無線部
１２０　記憶部
１３０　制御部
１３１　キャリアセンス手段
１３２　タイマー手段
１３３　利用率算出手段
１３４　通信許可確率算出手段
１３５　通信制御手段
１３６　判別手段
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