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概要
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
せるための端末技術、及びデバイス・ハードウェア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。高速センシング方式を開発・試作し諸外国
の(暫定)基準をクリアする性能が得られることを確認したほか、分散センシング方式の研究開発を実施し、IEEE 1900.6
規格の成立に大きく貢献した。さらには、開発したハードウェアプラットフォーム上にヘテロジニアス型・周波数共用型
両方に対応したコグニティブ無線基地局/端末を実装し、個別に開発した要素技術を集約してシステムとして動作させる
ことに成功した。

Abstract

In the R&D project, we researched the way to develop cognitive radio terminals and sensing technologies on the
terminals which aims to improve efficiency of spectrum utilization on multiple-RANs and multiple-operators
environments. Devices and hardware platform technologies are also developed for the terminals. We have achieved
that the spectrum usage improves 1.5 times as efficient without changing spectrum assignment, and we also
developed a quick sensing technology which conforms to the quality defined by overseas standards/draft standards,
e.g. US FCC and Singapore IDA. Furthermore, the developed distributed sensing framework becomes the essential
part of IEEE 1900.6 standards. In final, we successfully developed cognitive base station which supports both of
heterogeneous-type and spectrum-sharing-type cognitive radio technology to proof our cognitive radio networking
concept.

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
の周波数帯域は逼迫した状態にあり、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として、コグ
ニティブ無線技術の実用化が期待されている。現在使われ
ている周波数帯を探して最適な RAN を選択して使用する
ヘテロジニアス型コグニティブ無線と、現在ある場所で使
用されていない(いわゆるホワイトスペース)周波数を探
して利用しようとする周波数共用型コグニティブ無線と
いう、図 1 に示す 2 種のアプローチを組み合わせたコグ
ニティブ無線ネットワーク環境の実現を目標としている
(重複を避けるため、詳細は「異種無線システム協調制御
による周波数有効利用技術の研究開発」(以下「協調制御」
と記す)の 1 節を参照されたい)。
「協調制御」にて論じたように、コグニティブ無線技術
を広く利用するためには、必ずしも端末をコグニティブ無
線対応化する必要があるとは限らず、基地局をコグニティ
ブ無線機として適切に振る舞うようにすることで、その配
下に接続している端末が従来型端末であってもその恩恵
にあずかるような構成も併せて検討してきた。すなわち、
本研究開発及び「協調制御」の成果により、図 2 に示す 4
種の実現手法をとることが可能となった。図 1 の色に合わ

ヘテロジニアス型 コグニティブ無線
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
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
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
せ、青・黄・赤はそれぞれ既存の RAN の周波数帯、緑は
ホワイトスペースを意味する。薄い棒状のものが当該周波
数帯のセンシングを、そして矢印がその周波数帯を利用し
た通信を示している。
(a)及び(b)では、その場で使用可能な 3 つの RAN をセ
ンシングにて発見しつつも、(a)の端末は青システム、(b)
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図２ コグニティブ無線技術の 4 種の実現手法
のコグニティブ無線基地局は黄システムがそれぞれ最適
と判断して通信を行っている。(b)の基地局と端末間の通
信は、
WAN 側の RAN 選択や RAN 切り替えに依存せず、
別の独自システム(例えば無線 LAN など)で運用可能であ
る。
一方(c)では基地局が、(d)では各端末がそれぞれその場
で使われていない周波数帯(ホワイトスペース)を探すた
めのセンシングを行っている(既存システム保護のために
センシング以外の手法の併用も検討しているが、ここでは
割愛する)。その結果、(c)では基地局と端末が空き周波数
を利用して通信可能となり、(d)では端末がメッシュを構
成して相互に通信可能となる。もちろん、(c)の基地局は
有線ネットワークや、 (b)に示すような RAN 接続を使っ
て上位のネットワーク(インターネットや通信事業者のコ
アネットワークなど)への接続性を提供するだろう。(d)に
おいても、メッシュを構成する端末の 1 つ以上が上位ネッ
トワークに接続していれば、そこがゲートウェイとなって
全端末に接続性を提供することも可能となるだろう。図 3
に、本研究開発にて取り組んだ 3 課題を示す。コグニティ
ブ無線技術を活用するためには、「異種無線システム協調
制御による周波数有効利用技術の研究開発」の報告で述べ
られたようなネットワーク側での周波数利用効率改善の
ための技術の導入に合わせ、端末側においてもそれに対応
する技術が必要となる。特に、分散制御手法の適用や、現
在検討が進められている周波数共用型(ホワイトスペース
型)コグニティブ無線技術などにおいては、個々の端末に
て十分な精度を有するセンシングを行うことが重要とな
る。また、システムとして運用する場合、センシングの高
速化や、より精緻な情報を得るための分散センシング技術
などについて、課題(ア)にて検討を実施した。また課題(イ)
にて、これらのセンシング技術により得た情報を活用し、
ネットワーク側のマネージャ(Network Reconfiguration
Manager, NRM)と連携可能な制御フレームワーク及び判
断アルゴリズムの検討を行った。
また、課題(ウ)ではコグニティブ無線技術の実現のため

には欠かせないハードウェア技術の研究開発を行った。
400MHz-6GHz にわたる多様な周波数・異なる帯域幅・
出力等に対応可能なデバイス(アンテナ、アンプ、ミキサ
等)の開発や、ソフトウェア無線技術を駆使し、様々な変
調方式・MAC プロトコル等に適応可能とするハードウェ
アプラットフォーム技術の研究・開発を実施した。

図 3 3 課題の位置づけ

２．研究内容及び成果
２．１．高速センシング技術
コグニティブ無線は、その場所における無線の利用状況
を認識することにより効率的な周波数利用を図る技術で
あり、その鍵となるのが無線機器におけるセンシング技術
である。特にホワイトスペース型(周波数共用型)コグニテ
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ィブ無線技術に対しては、既存の無線システムのユーザを
保護する必要があることから高いセンシング能力の要求
が 公 開 さ れ て い る 。 例 え ば 米 国 で は
-114bBm/6MHz(ATSC(Advanced Television Systems
Committee) 規 格 ) 、 シ ン ガ ポ ー ル で は
-120dB/8MHz(DVB-T(Digital Video Broadcasting Terrestrial)規格)などが要求されている。
日本においては、用途を限定する形でホワイトスペース
の利用が始まっており、2012 年 4 月よりエリア放送シス
テムに対して免許の付与が始まり、現在はホワイトスペー
ス推進会議にて、特定ワイヤレスマイクのホワイトスペー
ス利用を 2013 年度から開始するための制度や共存・運用
調整の在り方について議論が進められている。災害時シス
テムやセンサーネットワーク、高速通信等の用途について
も議論が開始されており、諸外国と同等の議論が展開され
る可能性が高い。
そこで、諸外国で提示されている指標をベンチマークと
して、高速かつ高精度なセンシングの実現手法について 2
つのアプローチに基づき検討を実施した。まず、まず、機
器単体でベンチマークに準じた性能を有する、デジタル・
アナログの各 TV 放送方式に対応したセンシングアルゴ
リズムを提案し、装置として実装を行った。本装置の概観
を図 4 に、また開発したデジタル放送の高速センシングア
ルゴリズム概要を図 5 に示す。本装置は、630-742MHz
帯で動作可能で、8 チャンネルを同時にセンシングする性
能を有する。シンガポールで実施されたホワイトスペース
トライアルにて本装置の性能評価を実施したところ、高周
波のノイズレベルは-99.6dBm であり、センシング時間を
0.1 秒としたときに、S/N＝-20-25dB のエリアにおいて誤
検出警報確率(false alarm probability)が 10%以下、検出
確率(probability of detection)が 90%以上という高い精度
を有することが確認された。各種テレビ放送規格、及びワ
イヤレスマイクに対して行った信号検出精度の測定結果
を表 1 に示す。結果、ベンチマークとなる各国の(暫定)規
格を満たす、十分な性能が得られていることが確認できた。

図 5 デジタルテレビ放送に対応した
高速センシングアルゴリズム
表 1 本装置の信号検出性能

２．２．分散センシング技術とセンシングアーキテクチ
ャ
もう 1 つの高速かつ高精度なセンシングの実現手法と
して、分散センシングがあげられる。複数のセンサの情報
を近隣で交換することにより、単体では得られなかったス
ペクトル情報を面的に得ることができるようになるため、
より高度に最適なパラメータや使用可能な周波数帯の推
定が可能となったり、自らセンシングを行う代わりに近隣
から受領した情報を代用することでセンシングに要する
時間や消費電力を低減する効果が期待できる。
これらを可能とするために、複数のセンサが協調して動
作するために必要な分散センシングアーキテクチャの検
討を行った。センシングに必要となるセンサそのものと情
報処理部について定め、その間のインタフェースとプロト
コルを策定した。図 6 にその概要を、図 7 に策定したイ
ンタフェース(Service Access Point, SAP)を示す。これに
より、センサと情報処理部の分離や、1:n の接続が可能と
なり、分散センシングが可能となった。3 節にて述べるが、
本アーキテクチャは 2011 年に発行された IEEE 1900.6
規格の主要部に採択されている。
さらに、本アーキテクチャ上で複数センサが協調動作す
るために必要な機能として、近隣での情報交換のための制
御信号方式や伝送効率を考慮したクロスレイヤ MAC 方
式、センシング情報解析法などについても提案・検証を行
っている。

図4 高速センシング装置
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コグニティブ
エンジン

コグニティブ・エンジン
データ・アーカイブ

1900.6 インターフェース

センサー
A

を実装した。図 8 に iOS 版の試作ソフトウェアを示す。
本祖父等ケアの導入により、端末単体では得られない、精
緻な周辺の基地局情報を利用したり、各基地局に現在どれ
だけの負荷がかかっているのかなどを加味して接続先を
選択できることが確認できた一方、取得できる情報の種類
や接続先 RAN/AP の切り替えには OS の制約を受けるな
ど、導入における課題も明らかにすることができた。

センサー
B

CE/DA-S インターフェース：コグニティブ・エンジン又はデータアーカイブと
センサー間のセンシング情報とセンシング制御情報の交換
S-S インターフェース：センサーとセンサー間のセンシング情報と
センシング制御情報の交換
CE-CE/DA インターフェース：コグニティブ・エンジンとコグニティブ・エンジン又は
データアーカイブ間のセンシング情報とセンシング制御情報の交換

図6 IEEE 1900.6 分散センシングアーキテクチャ

図7 IEEE 1900.6 SAPインタフェース
２．３．コグニティブ無線クラウドアーキテクチャ
「協調制御」の報告書にも記載した通り、複数の RAN
を協調可能とするコグニティブ無線クラウドアーキテク
チャをまとめ、IEEE 1900.4/4a 規格として成立させた。
アーキテクチャやその上で動作するアルゴリズム、周波数
利用効率の評価結果等の詳細は「協調制御」の 2.1 節を参
照いただきたい。ここでは、特に、既存の商用端末を本ア
ーキテクチャに導入するために行った検討・試作について
述べる。
これまで述べたように、コグニティブ無線技術を実用化
するには、複数の RAN に接続可能な端末、及び基地局が
必 要 で あ る 。 端 末 に 対 し て は TRM(Terminal
Reconfiguration
Manager) 、 基 地 局 に は
CBSRM(Cognitive Base Station Reconfiguration
Manager)といったソフトウェアによる制御モジュールを
導入することで、NRM と連係動作するコグニティブ端末
/基地局となる。すべての端末、基地局がコグニティブ無
線対応になるということは現実的な想定とは言い難く、既
存の端末や基地局と共存しつつ運用を行うことになるだ
ろう。その場合でも、
「協調制御」の図 8 に示すように、
混在環境においても周波数利用効率が向上することが確
認されている。
しかし、現在市販されている端末の多くは 2 つ以上の
RAN( 例 え ば 携 帯 電 話 シ ス テ ム に 加 え 無 線 LAN や
WiMAX 等)に対応し、またソフトウェアを追加導入可能
ないわゆるスマートフォンが普及している。つまり、複数
RAN への接続性はすでに有しているため、TRM を追加
導入できればそれをコグニティブ無線対応化できると考
え、iOS 及び Android 端末にて動作する TRM モジュール

図8 iOS対応TRMソフトウェアの試作
２．４．リンクアグリゲーション技術
コグニティブ無線端末やコグニティブ無線基地局は、ヘ
テロジニアス環境での無線利用の最適化を実現するため
に、複数の通信方式に接続可能なデバイスを有している。
この搭載されたデバイスが同時に複数帯域・複数方式に接
続可能であるならば、WAN 側の接続は、1 つに限定され
る必要はない。特に、ユーザが高速通信を必要としている
ときや、多数のユーザが接続してトラフィック量が増大し
ているとき、また移動時に信頼性の高い(瞬断等が発生し
ない)通信を行いたい場合には、複数の RAN に同時に接
続した運用が期待される。
そこで、複数リンクの活用するリンクアグリゲーション技
術の検討を行い、そのときのトラフィック(スループット、
遅延、ジッタ等)の改善度の評価を行った。図 9 に構成を、
図 10 に本技術を導入したコグニティブ無線基地局を示す。
(なお、
「協調制御」で開発した基地局ハードウェアと連携
して実証を行った。)
接続する(複数)リンクの選択とトラフィックの最適分
配比率は、コグニティブ無線クラウドアーキテクチャにお
ける xRM(端末では TRM、コグニティブ無線基地局では
CBSRM)における分散最適化・意思決定のロジックと連携
し決定されるように設計を行った。単に 2 経路束ねて使用
すると特性の悪いリンクの性能に引きずられて十分な性
能が得られないのに対し、バッファサイズやパケットの分
割比率などを動的に最適制御して通信特性が改善可能で
あることを確認した(図 11)。
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物理I/F：物理ネットワークインターフェイス
仮想I/F：仮想ネットワークインターフェイス
NAT ：Network Address Translation
RAN ： Radio Access Network

ウェブサーバ等

アグリゲーションクライアント（端末，基地局）

アプリケーション

アグリゲーションサーバ
NAT
ルーティング

仮想I/F

Local

仮想I/F

Global

RAN1
アグリゲーション
プロキシクライアント
（APC）

物理 /F
物理I/F
物理 /F
RAN2

分散送受信、受信順序整列、連続送信

アグリゲーション
プロキシサーバ
（APS）

インターネット
リンクアグリゲーションによる仮想リンク

タ/フィルタ/ミキサ/アンプ/プロセッサの設計と試作の概
要と、それぞれによって得られた性能を記す。いずれも、
想定通り所望の性能が得られた。また、詳細例として図
12 に開発したアンプの内部構成を示す。アンプについて
は、400M-6GHz にわたり、出力電力 24dBm 以上、利得
30dB 以上（3.6V 給電時の最大消費電力 600mA）を実現
している。また、フィルタ/ミキサ/アンプを統合したトラ
ンシーバの設計・試作を実施した(図 13)。本デバイスによ
り、センシングと通信、複数システムの同時通信を行うこ
とが可能となった。

図 9 リンクアグリゲーション
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図 10 リンクアグリゲーション機能を実装した
コグニティブ無線基地局とその動作画面
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図12 異種無線システム対応端末用アンプの試作

図 11 送信比率の違いによるスループットの検証
２．５．対応デバイス・端末プラットフォーム技術
コグニティブ無線技術の実現にあたっては、使用が想定
される周波数帯域(例えば 400MHz 帯～6GHｚ帯)全体に
わたって、複数の無線方式に対応動作するデバイスが必要
となる。リンクアグリゲーション技術が併用されることを
考えると、1 デバイスにて複数の帯域に対応可能なデバイ
スの実現も求められる。さらに 2.1 節でも述べたように、
周波数共用型(ホワイトスペース型)機器に使用するデバ
イスに対しては、高精度なセンシング精度と、さまざまな
パラメータに対応可能な自由度の高さが求められ、それに
対応しうるデバイスの開発が求められる。
そこで、求められる性能と機能要件を満たすアンプ・フ
ィルタ・ミキサのそれぞれについて開発を行い、これらの
デバイスを搭載した複数チャネルに対応した高周波部装
置を試作し、その性能評価を行った。図 11 に、RF-COMS
を利用した複数周波数帯に対応したチューナブルフィル

図13 開発デバイスを利用した4ch対応
異種無線システム対応端末用高周波部(68mm×149mm)
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MIXER
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仕様

周波数帯

High band: 2 5-6 2 GHz
Low band 0 4-2 5 GHz

利得

39dB-5dB

最大出力

24 dBm (Typ)

NF

Typ: 5dB, MAX:30dB

使用プロセス

90nm RF CMOS

サイズ

5mm×5mm×0 8mm

電源

3 3V, 1 2V

インターフェース

50 Ω

Multi-band
sy nthesizer

Multi-band
sy nthesizer
FILTER

フィルタ

Tunable filter or
band selection
RF filter

Broadband
down-conversion
mixer

ミキサ

項目

仕様

周波数帯

Mode 1: 0 4～0 8 GHz Mode 2: 0 8～1 3 GHz
Mode 3: 1 3～2 1 GHz Mode 4: 2 1～3 0 GHz
Mode 5: 3 0～4 0 GHz Mode 6: 4 4～6 0 GHz

3dB 帯域幅

Mode 1: 250～600 MHz Mode 2: 400～1300 MHz
Mode 3: 400～1500 MHz Mode 4: 600～2000 MHz
Mode 5 600～2000 MHz Mode 6: 500～3250 MHz

低域通過フィルタ
のカットオフ周波
数

Mode 1: 665～1080 MHz Mode 2: 1195～2010 MHz
Mode 3: 1730～2940 MHz Mode 4: 2500～4300 MHz
Mode 5 3 600～6250 MHz Mode 6: 4500～7800 MHz

項目

仕様

送信側入力

20MHz, 50MHz (可変), 入力レベル -10dBm
最大信号帯域：40MHz

送信側出力

0 4 - 6GHz, 最小出力 -50 dBm, 最大出力 0dBm

受信側入力

0 4 - 6GHz,最小入力 -100 dBm, 最大入力 -10dBm

受信側出力

20MHz, 50MHz (可変), 出力レベル -10dBm
最大信号帯域：40MHz

広域通過フィルタ
のカットオフ周波
数

Mode 1: 290～450 MHz Mode 2: 545～840 MHz
Mode 3: 985～1470 MHz Mode 4: 1580～2380 MHz
Mode 5 2460～3550 MHz Mode 6: 3440～5200 MHz

挿入損失

0 dB(アンプ内蔵）

使用プロセス

90nm RF CMOS

使用プロセス

90nm RF CMOS

サイズ

9mm×9mm×0 8mm

サイズ

5mm×5mm×0 3mm

電源

電源

3 3V,1 2V

インターフェース

50 Ω

図11 異種無線システム対応端末用広帯域デバイスの開発
こ れ ら の デ バ イ ス を 活 用 し 、 MAC 制 御 や IEEE
1900.4/6 規格に対応したロジック・ソフトウェアを搭載
し、UHF 帯からマイクロ波帯まで対応可能な単体の無線
機(端末や基地局)として動作可能なハードウェアプラッ
トフォームを設計し、試作を行った。本プラットフォーム
上に複数のリコンフィギュアブルなデバイス(FPGA)を搭

載し、ウェーブフォームを書き換えることで複数方式に対
応可能とした。そのハードウェアプラットフォームの概要
を図 14 に、諸元を表 2 に示す。無線機の低廉化を図るた
めに、汎用 OS(Linux, Android)と汎用プロセッサ(Intel
社 x64 ベース CPU)を利用することでコストを抑え、商用
化が行いやすい構成となるように設計を行った。
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小型版

周波数共用型
コグニティブ端末

周波数共用型
コグニティブ基地局

FPGA board RF board

周波数：UHF 帯（470-770MHz）、2.4GHz 帯
PHY：IEEE 802.11af 準拠
MAC：IEEE 802.11a 準拠
制御：IEEE1900.4/4a 準拠
（NRM と協調し、空き周波数において運

CPU board

図 14 異種無線システム対応端末用
ハードウェアプラットフォーム
表 2 異種無線システム対応端末用
ハードウェアプラットフォームの諸元

802.11g(無 線 LAN) 、 ISDB-T ワ ン セ グ 放 送 、 及 び
IEEE802.11af(ホワイトスペース無線 LAN 規格)ドラフト
に準拠したウェーブフォームを開発し、本プラットフォー
ム上に実装した(図 15)。これを用い、ヘテロジニアス型及
び周波数共用型の両方に対応したコグニティブ無線基地
局を実装、UHF(地上波テレビ帯域)及び 2.4GHz 帯を使っ
た総合評価試験を行い、特性を評価した。その構成を図
16 に示す。
本実験により、ヘテロジニアス型と周波数共用型を組み
合わせたコグニティブ無線ネットワークのコンセプトが
実証された。
「協調制御」図 6 に示した放送波と重畳した
アウトバンドパイロットチャネルによる制御が可能であ
り、RAN の切り替え指示や使用するホワイトスペース周
波数の変更指示に応答可能であることが確認された。

用）
図 15 ハードウェアプラットフォームを利用した
コグニティブ無線基地局試作装置

図 16 コグニティブ無線基地局総合試験の構成

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 319 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。
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。2.2 節
に示した分散センシングに対応したセンシングアーキテ
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クチャについて IEEE に対し適宜寄書を入力し、情報を入
力を行った結果、2011 年に分散センシングアーキテクチ
ャとして IEEE 1900.6 規格が成立した。
IEEE 802 委員会においては、IEEE802.11af(TV ホワ
イトスペース WLAN)、IEEE 802.15.4m(TV ホワイトス
ペースを利用したスマートユーティリティネットワーク
(SUN))、IEEE802.22/22b(TV ホワイトスペースデバイス
WRAN)、および IEEE802.19.1(複数の TV ホワイトスペ
ース通信規格デバイスの共存メカニズム)などが議論され
ている。これらのグループに対し積極的に寄書を出しドラ
フト文書に研究成果の多くが収録されており、本研究成果
の将来の知財展開の可能性を担保している。これらの
IEEE802 委員会下の各ワーキンググループにおいても、
802.19.1 の議長、802.15.4m の副議長・セクレタリ・テ
クニカルエディタ、また 802.11af のセクレタリなど、運
営の要職を担当し、活動を牽引している。このように、複
数のホワイトスペース通信に関する標準化組織に寄与し
ているのは世界でも希少な存在であり、本技術領域におけ
るプレゼンスを高めることに成功している。
他にも、ITU-R WP1B や WP5A におけるコグニティブ
無線に関連した周波数割り当てや技術的定義に関する議
論についても、コグニティブ無線技術の研究開発を受託し
ている複数社と連携し、日本代表団として寄書の提出や議
論参加等を行い、決議やレポートの策定に貢献するなど広
い範囲で活動を行っている。
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。高速セ
ンシング方式を開発・試作し諸外国の(暫定)基準をクリア
する性能が得られることを確認したほか、分散センシング
方式の研究開発を実施し、IEEE 1900.6 規格の成立に大
きく貢献した。さらには、開発したハードウェアプラット
フォーム上にヘテロジニアス型・周波数共用型両方に対応
したコグニティブ無線基地局/端末を実装し、個別に開発
した要素技術を集約してシステムとして動作させること
に成功した。
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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