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概要 
本研究開発では、既存の無線システムの利用効率の向上を図るヘテロジニアス型コグニティブ無線技術と、使用されて

いない周波数帯(ホワイトスペース)の活用を図る周波数共用型コグニティブ無線技術の双方を融合したコグニティブ無

線ネットワーク環境の実現を目指し、(1)そのための制御アーキテクチャと最適化手法、(2)コグニティブ無線基地局の開

発、(3)これらの有効性を検証する試験評価技術を実施した。その成果により、周波数の割り当てを変更することなく周

波数利用効率が 1.5 倍以上に向上するなど、その有効性が確認できた。また、標準化活動に積極的に参加し制御アーキテ

クチャが IEEE 1900.4/4a 規格に採用されたり、コグニティブ無線基地局が一部で商用化されるなど、実用化・商用化に

向けた活動を推進した。 
Abstract 

The goal of the R&D project is to realize cognitive radio networking environments which consist from 
heterogeneous-type and spectrum-sharing-type cognitive radio technologies. Though the heterogeneous-type 
cognitive radio technology improves spectrum usage efficiency by controlling the traffic balance among existing 
RANs, the spectrum-sharing-type does by using the white space frequency bands. We worked for (1) design of 
management framework and algorisms working on the framework, (2) development of cognitive radio base stations 
and (3) development of test bed facilities and evaluation methods on it. We have achieved that the spectrum usage 
improves 1.5 times as efficient without changing spectrum assignment. Furthermore, we have promoted 
standardization and commercialization of our R&D results: our proposed managing framework becomes the 
essential part of IEEE 1900.4 and 1900.4a standards, and cognitive radio base stations are now available as a part 
of solution in business. 
 
１．まえがき 
移動通信システムにとって使い勝手のよい 6GHz 以下

の周波数帯域は極めて稠密に利用されており、深刻な電波

の逼迫状況が生じている。爆発的な増加を続けるモバイル

トラフィックを収容するための方策として、既存の無線シ

ステムをより有効かつ効率的に利用するための技術の確

立が急務となっている。 
現状の無線アクセスネットワーク (Radio Access 

Network, RAN)は、種類や通信事業者ごとに異なる周波

数帯を使用するように管理されている。それゆえ、利用ユ

ーザ数の多寡等により各RANの混雑状況が異なっていて

も、柔軟に帯域や通信容量を増減させることは難しい。 
この使用されていない、もしくは使用頻度の低い周波数

帯を有効利用する技術として、コグニティブ無線技術が注

目されている。コグニティブ無線とは、現在の周波数の利

用状況をセンシング等の技術により把握(Cognition)し、

その結果に基づいて動的に周波数の割り当てを変更させ

て周波数利用効率の向上を目指す技術である。コグニティ

ブ無線は、大きく図 1 に示す 2 種に分類することができ

る。 
ヘテロジニアス型コグニティブ無線とは、複数の無線シ

ステムが混在する環境において、コグニティブ無線機がそ

の場所に存在する無線システムについてセンシングを行

い、その場で利用できる無線システムのうち最適なものを

選択したり、必要・かつ可能であれば複数を組み合わせて

使用するものである。現在の運用されている RAN に大き

く手を加えることなく利用可能であるという点で、短期的

に周波数利用効率の改善が期待できるアプローチである

といえ、現在スマートフォンなどで導入されている、携帯

電話網へのトラフィックを無線 LAN等にオフロードする

仕組みもこのアプローチの一例といえる。また、災害時な

どで一部の RAN が使用不能になったときに、使用可能な

他の RAN 経由で通信継続性を担保できることから、その

意義は大きい。 
他方の周波数共用型コグニティブ無線は、ホワイトスペ

ース通信として現在活発に検討が行われている技術であ

る。コグニティブ無線機がセンシングを行った結果、その

場所で使用されていない周波数帯を特定し、その周波数帯
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を自分の利用したい無線方式・MAC プロトコルなどを組

み合わせて利用するものである。既存システムと周波数を

「共用」し、新しいシステムを導入することで、今まで使

用されていなかった周波数の利用が可能となり周波数利

用効率を高めることができる。しかし、既存システムに対

する与干渉をいかに回避するための手法や制度の導入が

必須であり、開発・検証が進められている。 

System A System B System C

Freq.

周波数共用型 コグニティブ無線

センシングし、利用されていない周波数帯・時間を発見する

センシングし、利用可能な(存在する)無線システムを発見する

ヘテロジニアス型 コグニティブ無線

System A System B System C

Freq.

 
図 1 コグニティブ無線の 2 種のアプローチ 

 
この 2 種は排他的なものではなく、むしろ双方が相互に

補完し、あらゆる周波数帯において周波数を有効利用可能

とすることが求められる。本研究課題においては、図 2
に示す、この両アプローチを連携させたコグニティブ無線

ネットワーク環境を実現させ、新たに周波数を割り当てる

ことなく全 RAN による通信容量を 1.5 倍以上に向上させ

ること目標とした。 
この目標達成のために、図 3 に示す 3 課題について取

り組んだ。まず、各 RAN の利用を効率化するためには、

利用状況の収集・情報に基づくリソース再分配(各端末の

接続先の切り替え等)の判断、そして切り替え指示を行う

ためのフレームワークの検討が必要となる。このフレーム

ワーク、及び判断ロジック等を課題(イ)にて検討を行った。

そして、複数のRANに接続できる可搬型基地局の開発や、

課題(イ)にセンシング情報を提供したり、指示に基づいて

RAN 切り替えやパラメータの変更が可能とする手法を課

題(ア)にて開発した。そして、これらの開発した無線機と

制御フレームワークの有効性を確認するため、商用 RAN
環境を模擬した評価環境を構築し、これらのアーキテクチ

ャや基地局技術の有効性や性能の検証を課題(ウ）にて行

った。また、ユーザ端末及びデバイス技術については、並

行して実施された「異種無線システム対応端末技術の研究

開発」と連携して取り組んだ。なお、図 3 の各要素につい

ては、2.1 節にてその詳細を示す。 
 

 
図 3 3 課題の位置づけ 

 

 
図 2 コグニティブ無線ネットワーク環境 
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２．研究内容及び成果 
２．１．コグニティブ無線クラウドアーキテクチャ 
複数の RAN が協調し、情報交換を行うために必要な機

能を有するアーキテクチャとして、コグニティブ無線クラ

ウドを提唱した。図 4 にその概要を示す。NRM(Network 
Reconfiguration Manager)は複数の RAN・周波数帯を対

象としたリソースの管理や最適化の判断を行う機能を有

する。各 RAN や端末の運用状況を横断的に把握すること

で、随時より効率的なリソースの利用可能性について計算

し、RAN や端末に対してその結果を提示する。この結果

を も と に 、 コ グ ニ テ ィ ブ 無 線 基 地 局 中 の

CBSRM(Cognitive Base Station Reconfiguration 
Manager) 、 ユ ー ザ 端 末 中 の TRM(Terminal 
Reconfiguration Manager)が基地局／端末のパラメータ

や接続先の変更などを決定する。 
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図4 IEEE 1900.4a / 
コグニティブ無線クラウドアーキテクチャ 

 
異なる種類のRANが混在するヘテロジニアスネットワ

ークにおいては、いかにネットワーク・RAN・端末間で

情報交換を円滑に行うための制御ネットワークを構成す

るかが鍵となる。多くの RAN は、自システム内において

制御情報の交換の仕組みを有しているが、このような複数

の RAN を切り替える用途においては、事前に制御情報を

伝達する経路とプロトコル(パイロットチャネル)を事前

に決めておく必要がある。 
実現手法として、通常のデータパケットとして送受する

手法(インバンド方式)や、制御ネットワークのための専用

システム(アウトバンド方式)を構築する方法がある。図 5
に示すように、データ通信とは別に、専用の基地局と周波

数帯を有するアウトバンドチャネルの使用が好ましいこ

とがわかったが、周波数の占有や、基地局・端末のコスト

が課題となるため、例えば図 6 に示すような大ゾーンにて

受信可能な放送波に、制御情報を重畳することで置局や端

末コストの増大を回避する手法も検証した。この場合、上

り方向の信号はデータパケットとして通知する必要があ

るため、両方式のハイブリッド型となっている。 
 

 
図 5 アウトバンドパイロットチャネル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 放送波と重畳したアウトバンド 
パイロットチャネルの伝送実験 

 
前述のセンシングにより取得した値による判定に加え、

学習や推定等の手法を導入した方式の検討も行った。

xRM 内に実装される分散最適化・意思決定のロジックに

ついて、xRC から逐次収集したスループットの実測値や

トラフィック量等を元に、学習を使った最適接続先の判定

方式を開発した。その概要と実環境における評価結果を図

7 に示す。結果より、学習の深度に応じて周波数利用効率

が向上する様子が確認できる。 

 
図 7 学習を利用したリソース割り当て 

 

YRP1 番館屋上に設置した 
制御信号送信用アンテナ 

(UHF 帯 ワンセグデータ方式) 
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最適化手法とその評価 
本研究開発の評価基準の 1 つである、周波数利用効率が

本手法によりどれだけ(何倍に)向上するかという評価は、

本手法導入前のネットワーク状況に強く依存するため、客

観的評価を行うのは難しい。しかしながら、目安として、

複数の RAN 選択ロジックを NRM に導入した場合の性能

評価を実施した。3 つの RAN が存在し、基地局が 100 台、

端末が 1000 台存在する環境にて、NRM における評価基

準と、従来型端末(NRM に従わない)とコグニティブ端末

の比率を変えたときの全基地局で送受できたトラフィッ

ク量を比較した結果を図 8 に示す。センシング結果を集約

し、その計測値の平均や時間変化に基づいて各 RAN の混

雑状況や推定スループット値等を算出し、それに基づき最

適制御を行うことで、1.5～2 倍程度ネットワーク全体で

のスループット向上が確認され、目標を達成した。 
さらに、RAN 側の基地局をヘテロジニアス型コグニテ

ィブ無線基地局として状況に応じてRAN側の方式を切り

替えることでさらに性能向上を図ったり、局所的に混雑し

ている場所に周波数共用型コグニティブ無線基地局を追

加導入しスループット向上を図ったりすることで、より高

い性能を引き出せることが確認できた。 
 

 
(ア)端末が移動しない場合 

 
(イ)端末が移動する場合 

図 8 本アーキテクチャによる周波数利用効率の評価例 
 
２．２．コグニティブ無線基地局 
複数 RAN に対応した無線機を用いることにより、その

場において適切な(混雑していない、スループットがより

高いと推定される)RAN を選択し、使用することが可能と

なる。端末にこの能力を持たせる場合、複数の無線デバイ

スを包含した、もしくはソフトウェア無線技術により複数

の方式・帯域に対応させたコグニティブ無線端末をユーザ

が使うこととなるが、機器の大型化や消費電力の問題など、

実用化・商用化を考えた場合、解決されるべき課題も多い。 
もう一案としては、ポータブル型の基地局にこれらの技

術を実装したコグニティブ無線基地局としての利用が考

えられる。 WAN(Wide Area Network)側(インターネット

への接続側)の通信手段としては、その場所において最適

な RAN が利用される。前節で述べた CBSMC から取得し

たセンシング情報や、NRM から受領した接続先候補情報

などに基づき、CBSRM が接続する RAN の決定を行う。

一方、LAN 側(ユーザ端末側)は、Wi-Fi 等での接続を想定

している。図 9 に、ヘテロジニアス型コグニティブ無線基

地局の概要を示す。 
図 10 は、これまで開発してきたヘテロジニアス型コグ

ニティブ無線基地局である。年々、対応する RAN の種類

を拡充したり、低消費電力化や小型化などを進めてきた。

また、3 節にて詳細を記すが、大規模なテストベッドを構

築しその機能性も評価している。 

 
図9 ヘテロジニアス型コグニティブ無線基地局 

 

  

 
図10 開発したヘテロジニアス型コグニティブ 

無線基地局 
(上段左: 初代(HSDPA, PHS, Ethernet対応)、上段右: 
WiMAX RFチップ内蔵型、下段: LTE対応高機能型) 

 
また、周波数共用型コグニティブ無線に対応した基地局

も開発を進めてきた。400MHz～6GHz に対応した試作装

置を、図 11 に示す。プライマリネットワークとして、地

上 波 テ レ ビ 放 送 (UHF 帯 ) 、 PHS(1.9GHz 帯 ) 、
W-CDMA(2.1GHz 帯)、無線 LAN(2.4GHz 帯及び 5GHz
帯)、WiMAX(2.5GHz 帯)をセンシング対象とし、これら

のうち最適な周波数帯を選んで通信が行えるものとした。

なお、本装置の開発に当たっては、「異種無線システム対

応端末技術の研究開発」にて開発されたデバイス、及びハ

ードウェアプラットフォームを活用した。 
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図 11 周波数共用型コグニティブ無線基地局(初代試作機) 
 
さらに、ヘテロジニアス型と周波数共用型の両方式に対

応したコグニティブ無線基地局(図 12)を試作した。本装置

は IEEE1900.4a 規格に準拠した動作を行うことができ、

NRM からの指示に基づいた接続先 RAN の切り替えがで

きることに加え、同基地局間でホワイトスペース通信によ

るメッシュ通信を行うことも可能である。位置情報に基づ

いてデータベースから使用可能周波数を取得するための

インタフェースを備えているため、ホワイトスペース通信

を行う際には、データベースが使用可能な場合には自律制

御を行うことも可能な構成としている。なお、本機のハー

ドウェア部も「異種無線システム対応端末技術の研究開

発」にて開発したものを使用しているため、スペック等は

そちらを参照されたい。 
 

 

 
図 12 ヘテロジニアス型・周波数共用型 両方式に 

対応したコグニティブ無線基地局試作装置 
(UHF 帯(TV ホワイトスペース、ISDB-T data 

(パイロットチャネル))、2.4GHz 帯対応) 
 
コグニティブ無線基地局のユースケースとしては、ユー

ザが本基地局を持参し、ユーザが所持する機器が本基地局

を介しいつでもインターネット接続を利用可能とするよ

うな可搬型の利用形態や、公共のスペースや公共交通機関

などに設置し、その場所を利用するユーザのトラフィック

をそこに収容するような設置型のユースケースの 2 種を

想定している。 
 
２．３．コグニティブ無線評価環境 
本研究開発において開発されるコグニティブ無線シス

テムにおいて、実装されたプロトコルやアルゴリズムによ

り、同システムがどのような性能を示すか、さらに、開発

を経てどの程度の性能改善が図られたかを客観的且つ定

量的に評価することは必須である。 

そこで、現在一般に普及している GSM(Global System 
for Mobile communications)，W-CDMA(Wideband Code 
Division Multiple Access)，Wi-Fi，WiMAX，及び商用サ

ービスも各国で提供され始めた LTE の計 5 異種無線方式

を同一施設内に発射できる実環境と同等の評価環境を構

築した。 
本評価環境は、全ての無線方式において、通信事業者が商

用設備として導入した実績のある設備を採用しており、実

環境と同様に音声通話とデータ送受信が可能である。また、

計算機シミュレーションや通信事業者の提供する実環境

だけでは実施不可能な、基地局の送信電力やチャネル帯域

幅の変更、無線ネットワーク内の各種閾値等のチューニン

グにより、任意の環境を作りだすことを可能としている。

さらに、実環境では確認することが不可能な無線ネットワ

ーク内の通信状況をリアルタイムにモニタリングするこ

とも可能である。 
以上のような理由から、本試験環境は、コグニティブ無

線システムの通信路として利用した場合の評価だけでは

なく、被干渉・与干渉評価や同システムの限界性能評価等、

様々な評価を行うにあたって最適な検証環境を作りだす

ことができる特徴を持つ。図 13 に本評価環境の全体図を

示す。 
 

 
図13コグニティブ無線評価環境全体図 

 
この評価環境を利用して、2.1 節で開発したアルゴリズ

ムの評価や、2.2 節に記載したコグニティブ無線基地局の

試作装置の動作検証や性能評価を実施した。その 1 つとし

て、本評価環境にて IEEE1900.4/4a アーキテクチャの評

価を実施可能とするために、各 RAN(商用システム)中に

RMC に相当するノードを配置し、RAN 外に配置した

NRM へ各 RAN の利用状況に関する情報を集約できるよ

うに拡張を行い、RAN 切り替え時の性能評価を実施した。

基地局数や端末数に制約があるが、RAN 外の NRM を介

した協調方式のアルゴリズムを導入することで、3 割程度

の周波数利用効率の向上が確認できた。 
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図 14 コグニティブ無線評価環境を利用した 

RAN 情報を利用した制御方式の評価 
 
３．今後の研究成果の展開 

IEEE や ITU 等の標準化団体へは 4 年間で 425 件の寄

書を行い、精力的に活動を行った。多数の寄与文章を提出

し、本研究開発により得られた知見の多くを入力しており、

規格の根幹は本研究開発の成果により構成するものとな

っている。本研究開発の成果が世界的にも有用かつ新規性

のあるものであったことの裏づけとなっている。 
IEEE でのホワイトスペース通信に関する各タスクグ

ループに対して成果を入力し、本研究開発の成果が標準規

格に含まれるよう議論を進めるとともに、それらのグルー

プや親組織である委員会、ワーキンググループ等の主要役

職を務め、標準化活動の推進及び策定される規格のプロモ

ーションを行い、開発された技術及びホワイトスペース通

信そのものの有効性や将来性について推進を行っている。

コグニティブ無線技術に関する技術の標準策定を行って

いる IEEE DySPAN-sc (旧称 IEEE SCC41)においては、

議長とセクレタリ、また傘下の WG の議長、副議長、セ

クレタリ、テクニカルエディタ等の要職を NICT の研究

者が務め、本委員会自体の活動を牽引している。 
2.1節に示したコグニティブ無線クラウドアーキテクチ

ャの実環境への適用を念頭に、IEEE に対し本アーキテク

チャを元にしたコグニティブネットワークを提案してき

た。その結果、2009 年にネットワークアーキテクチャと

して IEEE 1900.4 規格が、さらに 2011 年にコグニティブ

無線基地局やホワイトスペース通信に対応した IEEE 
1900.4a 規格が成立しており、これらにはコグニティブ無

線クラウドの提案がほぼ採録されている。  

また、2.2 節のコグニティブ無線基地局に関して、これ

らのユースケースの有効性検証として、湘南・藤沢地区を

対象としたテストベッドを構築し、大規模機能実証試験を

実施した。概要を図 15 に示す。試験の結果、市町村レベ

ルにおけるエリアの管理やトラフィックの把握、混雑状況

に応じた上位RANの切り替え制御等が想定通りに行える

ことが確認できた。 
本技術の有効性が確認できたことから、民間企業へ技術

移転を行い、移転先企業より本装置がソリューションの一

部として商用販売されている。また、実用化とは若干異な

るが、前述の大規模機能実証試験中に東日本大震災が発生

したため、設置していたコグニティブ無線基地局の一部を

福島県、岩手県、宮城県の被災地に持参し、避難所等で被

災者や行政機関・ボランティアに対してインターネット接

続を提供する機器として活用いただいた。日々変わる復旧

状況に自動適応するコグニティブ無線基地局の特性が活

かされた。 

大学、博物館、学校、
レストラン、病院、
スポーツ施設、
ショッピングモール、等

東京

横須賀市
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500 個のコグニティブ無線ルータ

藤沢市

独立行政法人情報通信研究機構
横須賀研究所

ネットワーク再構築サーバ、認証サーバ、
NRMデータベースサーバ、
認証データベースサーバ、
ウェブサーバ、メールサーバ、
監視サーバ

100km

管理ネットワーク

 

 
図 15 コグニティブ無線基地局 大規模機能実証試験 

 
今後は、ITU や IEEE にて議論が継続されている標準

化活動に対し引き続き貢献を続けると共に、さらに 2～3
年後の実用化や商用化を目指し、各ホワイトスペース通信

規格のコミュニティ(アライアンス・コンソーシアム等)に
参画し、規格のプロモーションにも貢献すべく活動を開始

している。また、ホワイトスペース推進会議など、日本に

おける本技術を活用するための法制度や技術基準の策定

議論などで必要となるデータや情報を提供し、一助となる

べく活動してゆきたい。 
 
４．むすび 
本研究開発では、コグニティブ無線技術を利用した

RAN の種類やオペレータにかかわらずに周波数利用効率

を向上させるための技術について検討を行った。その結果、

周波数利用効率を少なくとも 1.5 倍以上に向上できるア

ーキテクチャ及びアルゴリズムの開発に成功した。端末側

と連携した制御アルゴリズムの決定方式を検討し、自律決

定(ニューラルネット)方式・学習方式等を活用して高い性

能を得ることが可能であることを示した。これらのアーキ

テクチャとアルゴリズムを活用し、ヘテロジニアス型と周

波数共用型を融合したコグニティブネットワーク環境を
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実現し、実機での性能評価を実施した。また、商用の各無

線システムに対応した大規模ヘテロジニアス型評価環境

を整備し、開発した機器やアルゴリズムの性能評価に活用

した。 
また、本研究開発の成果の実用化を念頭に、「異種無線

システム対応端末技術の研究開発」とあわせて ITU/IEEE
におけるコグニティブ無線における標準化活動のほぼす

べてに関与し、議論を主導してきた。特に、IEEE におい

ては IEEE 1900.4/4aがほぼ本研究開発の成果を反映する

形で成立しており、また各グループの議長・セクレタリ・

エディタ等の要職を務めたり、新しいグループの設立等に

も尽力してきた。他方では、都市型大規模テストベッドネ

ットワークを構築した実用規模での評価の実施や、ヘテロ

ジニアス型コグニティブ無線基地局技術の一部を民間企

業に技術移転する等、標準化や法制度の改正が不要な技術

については積極的に実用化を進めてきた。 
現在も IEEE において進められているホワイトスペー

ス通信に関する各標準化グループに継続的に寄書を入力

し、本研究開発の成果が実用化されるための活動を継続す

る所存である。 
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