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(57)【要約】

（修正有）

【課題】チャネル不整合問題とランデブチャネルにおけ
る周波数利用効率の低下を改善し、さらにゼロ占有率と
なるチャネルが多数存在する場合に高速な補償を実現す
る。
【解決手段】無線通信周波数同期確立方法は、非線形増
幅が適用された状態で信号認識部を用いてスペクトラム
センシングを実行しチャネル占有率を測定するステップ
と、非線形増幅が適用された状態でチャネル選択部を用
いて学習型占有率測定を実行し有利チャネルを選択する
ステップと、送信信号としてＩＤ情報とチャネル番号を
含む制御信号を生成するステップと、制御信号をスレー
ブに送信するステップと、スレーブからの応答信号を受
信し、ＩＤ情報と応答信号に含まれる応答ＩＤ情報とを
比較するステップと、を含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
コントローラの指令に応じて受信信号に対し線形増幅と非線形増幅を選択的に適用する
受信部と、
前記コントローラの指令に応じて前記受信部の出力からチャネル番号に応じた周波数帯
域の信号をベースバンドに変換するチャネル選択部と、
前記チャネル選択部の出力信号のエネルギーを積算し、前記コントローラに供給する信
号認識部と、
前記前記チャネル選択部の出力信号を復調して受信情報を生成し、前記コントローラに
供給するベースバンド復調部と、
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前記コントローラの指令に応じて送信信号を生成する送信信号生成部と、
を備えた無線機。
【請求項２】
前記送信信号は対象スレーブのＩＤ情報とチャネル番号を含む制御信号であり、前記送
信信号生成部は、前記ＩＤ情報に応じてキャリアに対して第１の変調を適用する第１の変
調部と、前記チャネル番号に応じて前記チャネル周波数スペクトルに対し第２の変調を適
用する第２の変調部を有することを特徴とする、請求項１記載の無線機。
【請求項３】
前記受信信号は対象スレーブのＩＤ情報とチャネル番号を含む制御信号であり、前記ベ
ースバンド復調部は、キャリアに対して施された第１の変調を復調して前記ＩＤ情報を得
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る第１の復調部と、周波数スペクトルに対して施された第２の変調を復調して前記チャネ
ル番号を得る第２の復調部を有することを特徴とする、請求項１記載の無線機。
【請求項４】
前記第１の変調は振幅変調もしくは位相変調もしくは周波数変調であることを特徴とす
る請求項２または３記載の無線機。
【請求項５】
前記第２の変調はＩＦＤＭＡ変調であって、櫛の歯形状をなす周波数スペクトルの配置
を時間とともに変位させることによりチャネル番号を埋め込むことを特徴とする請求項２
または３記載の無線機。
【請求項６】
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請求項１記載の無線機をマスタとして用いたときに前記コントローラにより実行される
無線通信周波数同期確立方法であって、
非線形増幅が適用された状態で前記信号認識部を用いてスペクトラムセンシングを実行
しチャネル占有率を測定するステップと、
非線形増幅が適用された状態で前記チャネル選択部を用いて学習型占有率測定を実行し
有利チャネルを選択するステップと、
前記送信信号として対象スレーブのＩＤ情報とチャネル番号を含む制御信号を生成する
ステップと、
前記制御信号をスレーブに送信するステップと、
スレーブからの応答信号を受信し前記ＩＤ情報と前記応答信号に含まれる応答ＩＤ情報
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とを比較するステップと、
を含む無線通信周波数同期確立方法。
【請求項７】
前記制御信号をスレーブに送信するステップは、第１の送信ステップと、所定時間後に
実施される第２の送信ステップを含み、前記ＩＤ情報と前記応答ＩＤ情報が一致すれば処
理を完了することを特徴とする、請求項６記載の無線通信周波数同期確立方法。
【請求項８】
スレーブからの応答信号を受信し前記ＩＤ情報と前記応答信号に含まれる応答ＩＤ情報
とを比較するステップにおいて、
前記ＩＤ情報と一致する応答ＩＤ情報を有すスレーブのみが応答した場合は処理を完了
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し、
複数のスレーブが応答することにより輻輳が生じた場合には、再度制御信号をスレーブ
に送信するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項６記載の無線通信周波数同期
確立方法。
【請求項９】
請求項１記載の無線機をスレーブとして用いたときに前記コントローラにより実行され
る無線通信周波数同期確立方法であって、
非線形増幅が適用された状態で前記信号認識部を用いてスペクトラムセンシングを実行
しチャネル占有率を測定するステップと、
非線形増幅が適用された状態で前記チャネル選択部を用いて学習型占有率測定を実行し
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有利チャネルを選択するステップと、
非線形増幅が適用された状態でマスタが送信した制御信号を受信するステップと、
前記制御信号に含まれるチャネル番号にチャネルを設定するステップと、
前記マスタに応答信号を送信するステップと、
を含む無線通信周波数同期確立方法。
【請求項１０】
前記制御信号に含まれるチャネル番号にチャネルを設定した後、
線形増幅が適用された状態で前記マスタが送信した制御信号を受信するステップと、
前記制御信号から対象スレーブのＩＤ情報を復調するステップと、
前記ＩＤ情報と自身のＩＤ情報とを比較し、一致したときに前記応答信号を送信するス
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テップと、
を含む請求項９記載の無線通信周波数同期確立方法。
【請求項１１】
さらに、
前記応答信号を送信した後、線形増幅が適用された状態で前記マスタが送信した制御信
号を受信するステップと、
前記制御信号から対象スレーブのＩＤ情報を復調するステップと、
前記ＩＤ情報と自身のＩＤ情報とを比較し、一致したときに再度応答信号を送信するス
テップと、
を含む請求項９記載の無線通信周波数同期確立方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本開示は、無線端末どうしが直接通信を行うシステムにおけるチャネル不整合問題を解
決する無線機および無線通信周波数同期確立方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
たとえば、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）やｗｉｆｉに対応した任意の二つの無線端
末が直接通信チャネルを確立するためには、一方の端末が選択してアクセスするチャネル
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と他方の端末が選択して信号を受信するチャネルが一致していなければならない。しかし
、このような通信方式では、初期においてマスタとスレーブは任意のチャネルを選択して
いるため、相互に信号を受信することができないことがある。この問題をチャネル不整合
問題という（非特許文献１）。
【０００３】
チャネル不整合問題を克服する方法として、マスタとスレーブが通信要求を示す信号で
ある制御信号を交換する方法がある。これをハンドシェイクという。制御信号には通信相
手を示す情報としてＭＡＣアドレスやＩＰアドレスが記載されている。ここで，通信相手
を示す情報をＩＤ情報と称する。マスタはチャネルを任意に選択し、そのチャネルを選択
しているスレーブに制御信号を報知する。スレーブは，制御信号を復調し、ＩＤ情報を得
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ることで，マスタが所望とするスレーブが自局であるかを確認する。自局が通信相手であ
る場合、そのスレーブは応答信号を返信する。
【０００４】
マスタは制御信号を送信後、スレーブの応答信号が受領されるまで受信状態となる。も
し選択したチャネルに通信相手のスレーブ（これを対象スレーブという）が存在しない場
合には応答信号の返答がない。マスタは一定時間受信を待機したときにも、応答がない場
合、選択したチャネルには対象スレーブが存在しないと認識し、別のチャネルへ切り替え
る。以上のように、マスタは制御信号の報知と応答確認を対象スレーブから応答があるま
で繰り返す（ランデブチャネル）。これにより、チャネル不整合問題がある程度は解消さ
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れる（非特許文献２）。
【０００５】
この方法の利点は、マスタとスレーブが共有するべき事前情報がない場合、自律分散的
にシステムを運用する場合に適していることである。しかし一方で、制御信号を繰り返し
送信しなければならないためマスタの消費電力が極めて大きく、しかも周波数利用効率が
低下する。特にこの問題は利用可能なチャネル数が多くなるほど顕著になる。
【０００６】
そこで、事前情報が不要で制御信号の送信回数を少なく抑える方法として、学習型占有
率測定法に基づく方法が提案されている（非特許文献３、４、特許文献１）。本方法では
、マスタとスレーブが事前に各チャネルのＰＳ（プライマリシステム）の占有する時間率
を評価する。この時間率を占有率と定義する。占有率は、マスタとスレーブが共通に認識
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できる情報として活用でき、同時にスペクトラムセンシングを複数回繰り返すことで、自
助努力で占有率を測定できる。その結果、チャネルの選択基準に占有率との間に一定の関
係を設けることができる。それゆえ、一方の無線機は、推定した占有率情報を利用するこ
とで、他方の無線機が選択したチャネルを推定できる。
【０００７】
さらに非特許文献３の方法では、チャネル選択基準と占有率との関係に低占有率を上位
とする順位付けをしてチャネルをランキング化し、優先的にチャネルを選択する。その結
果、ＰＳがチャネルを占有する確率が低いため、マスタが制御信号の送信を待機する時間
を短く抑えられ、高速な制御信号の交換が可能になる。
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【０００８】
さらに非特許文献５の方法は、非線形受信機とＩＦＤＭＡ変調方式を用いることにより
受信信号のスペクトルを、チャネル帯域幅を超えて広範囲に拡張することで、アクセスチ
ャネルの異なるスレーブに対しチャネル番号を通知することを可能にしている。
【０００９】
また、近年、チャネルボンディング（非特許文献６）などのように複数のチャネルをま
とめて使用することで高スループット化を図る利用法が検討されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
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【特許文献１】特開２０１６−１３６７１４
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】Ｋ．Ｃ．Ｃｈｅｎ，
ｄｉｏ

ｎｅｔｗｏｒｋｓ，

Ｒ．Ｐｒａｓａｄ，

Ｗｉｌｅｙ

Ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ

２００９．

【非特許文献２】Ｎ．Ｃ．Ｔｈｅｉｓ，Ｒ．Ｗ．Ｔｈｏｍａｓ，
Ｓｉｌｖａ，
ＩＥＥＥ
ｎｏ．２，

Ｒｅｎｄｅｚｖｏｕｓ
Ｔｒａｎｓ．

【非特許文献３】田久

ｆｏｒ

Ｍｏｂｉｌｅ

ｐｐ．２１６−２２７，

ｒａ

ａｎｄ

ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ

Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ，

Ｆｅｂ．

Ｌ．Ａ．Ｄａ
ｒａｄｉｏｓ，

ｖｏｌ．１０，

２０１１

修、木下和樹、藤井威生、楳田洋太郎、

マルチチャネル無線ア

クセスにおけるチャネル占有率を利用したチャネル共通化手法の検討

信学技報、ＳＲ
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２０１０−１４、ｐｐ．８７−９４，２０１０年５月
【非特許文献４】Ｏｓａｍｕ
Ｔａｋｅｏ

Ｆｕｊｉｉ，

，

Ｓｈｉｒｏ

ａｎｄ

ｎｉｎｇ
ｕｓ

Ｔｉｍｅ

ｆｏｒ

ｎｏ．２，

Ｙａｍａｋｉｔａ，

Ｆｕｍｉｈｉｔｏ

Ｓａｓａｍｏｒｉ

Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ

ｏｆ

Ｌｅａｒｎｉｎｇ−ａｓｓｉｓｔｅｄ

ｉｎ

Ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ

Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ

９８−Ｂ，

Ｔａｋａｙｕｋｉ

Ｏｈｔａ，

Ｈａｎｄａ，

Ｃｈａｎｎｅｌ

ＩＣＥ

Ｔａｋｙｕ，
Ｍａｉ

ｏｎ

Ｒａｄｉｏ

Ｒｅｎｄｅｚｖｏ

Ｓｙｓｔｅｍ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ，

ｐｐ．３６０−３６９，

Ｌｅａｒ

Ｆｅｂ．

ＩＥ

ｖｏｌ．

Ｅ

２０１５

【非特許文献５】黒沢諒、田久修、大田真衣、藤井威生、笹森文仁、半田志郎、

ＩＦＤ
10

ＭＡと非線形増幅を利用したアクセスチャネルの異なる狭帯域受信機への信号伝送法
信学技報、ＳＲ２０１６−１０８、ｐｐ．８３−８７、２０１７年２月
【非特許文献６】野林大起、福田豊、塚本和也、藤井一樹、田村
ネルボンディングの実用性に関する実験評価と一検討

瞳、池永全志、

チャ

信学技報、ＮＳ２０１６−４２、

ｐｐ．７９−８４、２０１６年６月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
しかしながら、従来の方法、特に学習型占有率測定法（非特許文献３等）において、ゼ
ロ占有率となるチャネルが多数存在する場合、最小占有率となるチャネルを１つに絞りこ
むことが困難になる。このような状況は、例えば、ＰＳ（プライマリシステム）がＷＥＢ
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を閲覧しているときに情報交換をしないことで、一時的にチャネルの利用率がゼロとなる
ときに生じる。
【００１３】
また、単独のＰＳがあるチャネルを独占的に使用しているとき、そのＰＳがエリア外に
移動した場合、占有率の急激な低下が生じ、最終的にゼロとなることがある。また、占有
帯域幅の異なる無線システムが周波数資源を共有する場合、例えばＩＳＭ−ＢＡＮＤにお
いて、無線ＬＡＮはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）に比べて帯域幅が大きく、無線ＬＡ
Ｎがチャネルの利用を停止するとＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）が定義する狭帯域のチ
ャネルが多数未使用となり、占有率がゼロとなるチャネルが多数現れる。
【００１４】
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このように占有率がゼロとなるチャネルを従来の学習型占有率測定法で探索し制御信号
交換を実施する場合、ゼロ占有率となるチャネルをすべて探索せざるを得ず、制御信号の
送信回数が却って拡大する問題が生じる。それゆえゼロ占有率となるチャネルに対しても
高速に制御信号を交換する方法が必要になる。
【００１５】
また、非特許文献５の方法は、他のチャネルのＰＳが送信した信号のスペクトルとも干
渉する混変調が生じ、却って検出感度が低下することが懸念される。
【００１６】
本開示の一態様の目的は、上記課題に鑑み、チャネル不整合問題とランデブチャネルに
おける周波数利用効率の低下を改善し、さらにゼロ占有率となるチャネルが多数存在する
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場合であっても低占有率チャネルを絞り込み、周波数不整合に対する高速な補償を実現す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
本開示の一態様に係る無線機は、コントローラの指令に応じて受信信号に対し線形増幅
と非線形増幅を選択的に適用する受信部と、前記コントローラの指令に応じて前記受信部
の出力からチャネル番号に応じた周波数帯域の信号をベースバンドに変換するチャネル選
択部と、前記チャネル選択部の出力信号のエネルギーを積算し、前記コントローラに供給
する信号認識部と、前記前記チャネル選択部の出力信号を復調して受信情報を生成し、前
記コントローラに供給するベースバンド復調部と、前記コントローラの指令に応じて送信
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信号を生成する送信信号生成部と、を備えたものである。
【００１８】
（マスタとして機能する場合）
前記送信信号は対象スレーブのＩＤ情報とチャネル番号を含む制御信号であり、前記送
信信号生成部は、前記ＩＤ情報に応じてキャリアに対して第１の変調を適用する第１の変
調部と、前記チャネル番号に応じて前記チャネル周波数スペクトルに対し第２の変調を適
用する第２の変調部を有してもよい。
【００１９】
（スレーブとして機能する場合）
前記受信信号は対象スレーブのＩＤ情報とチャネル番号を含む制御信号であり、前記ベ
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ースバンド復調部は、キャリアに対して施された第１の変調を復調して前記ＩＤ情報を得
る第１の復調部と、周波数スペクトルに対して施された第２の変調を復調して前記チャネ
ル番号を得る第２の復調部を有してもよい。
【００２０】
前記第１の変調は振幅変調もしくは位相変調もしくは周波数変調であってもよい。
【００２１】
前記第２の変調はＩＦＤＭＡ変調であって、櫛の歯形状をなす周波数スペクトルの配置
を時間とともに変位させることによりチャネル番号を埋め込んでもよい。
【００２２】
（マスタにおけるプロトコル）

20

本開示の一態様に係る無線通信周波数同期確立方法は、前記無線機をマスタとして用い
たときに前記コントローラにより実行される無線通信周波数同期確立方法であって、非線
形増幅が適用された状態で前記信号認識部を用いてスペクトラムセンシングを実行しチャ
ネル占有率を測定するステップと、非線形増幅が適用された状態で前記チャネル選択部を
用いて学習型占有率測定を実行し有利チャネルを選択するステップと、前記送信信号とし
て対象スレーブのＩＤ情報とチャネル番号を含む制御信号を生成するステップと、前記制
御信号をスレーブに送信するステップと、スレーブからの応答信号を受信し前記ＩＤ情報
と前記応答信号に含まれる応答ＩＤ情報とを比較するステップとを含む。
【００２３】
（マスタ提案１）

30

前記制御信号をスレーブに送信するステップは、第１の送信ステップと、所定時間後に
実施される第２の送信ステップを含み、前記ＩＤ情報と前記応答ＩＤ情報が一致すれば処
理を完了してもよい。
【００２４】
（マスタ提案２）
スレーブからの応答信号を受信し前記ＩＤ情報と前記応答信号に含まれる応答ＩＤ情報
とを比較するステップにおいて、前記ＩＤ情報と一致する応答ＩＤ情報を有すスレーブの
みが応答した場合は処理を完了し、複数のスレーブが応答することにより輻輳が生じた場
合には、再度制御信号をスレーブに送信するステップをさらに含んでもよい。
【００２５】

40

（スレーブにおけるプロトコル）
本開示の一態様に係る無線通信周波数同期確立方法は、前記無線機をスレーブとして用
いたときに前記コントローラにより実行される無線通信周波数同期確立方法であって、非
線形増幅が適用された状態で前記信号認識部を用いてスペクトラムセンシングを実行しチ
ャネル占有率を測定するステップと、非線形増幅が適用された状態で前記チャネル選択部
を用いて学習型占有率測定を実行し有利チャネルを選択するステップと、非線形増幅が適
用された状態でマスタが送信した制御信号を受信するステップと、前記制御信号に含まれ
るチャネル番号にチャネルを設定するステップと、前記マスタに応答信号を送信するステ
ップと、を含む。
【００２６】
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（スレーブ提案１）
前記制御信号に含まれるチャネル番号にチャネルを設定した後、線形増幅が適用された
状態で前記マスタが送信した制御信号を受信するステップと、前記制御信号から対象スレ
ーブのＩＤ情報を復調するステップと、前記ＩＤ情報と自身のＩＤ情報とを比較し、一致
したときに前記応答信号を送信するステップと、を含んでもよい。
【００２７】
（スレーブ提案２）
さらに、前記応答信号を送信した後、線形増幅が適用された状態で前記マスタが送信し
た制御信号を受信するステップと、前記制御信号から対象スレーブのＩＤ情報を復調する
ステップと、前記ＩＤ情報と自身のＩＤ情報とを比較し、一致したときに再度応答信号を
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送信するステップと、
を含んでもよい。
【発明の効果】
【００２８】
本開示の一態様によれば、マスタもスレーブも、占有率測定において非線形増幅を適用
することにより、より確実にかつ高速に有利チャネルを選択することができ、さらに非線
形増幅を適用した状態でＩＦＤＭＡ変調されたチャネル番号を復調し、線形増幅を適用し
た状態でＩＤ情報を復調することにより、マスタとスレーブ間の制御信号の交換処理をよ
り少ない送信回数と時間スロットで解決することができ、その結果周波数不整合に対する
高速な補償を実現することができる。

20

【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本開示の一態様における無線通信システムの構成図
【図２】本開示の第１の実施の形態における無線通信周波数同期確立方法のフローチャー
ト
【図３】本開示の第１の実施の形態における無線機のブロック図
【図４】非線形増幅をしたときのＩＦＤＭＡ周波数スペクトル図
【図５】本開示の一態様におけるスペトラムセンシングの説明図
【図６】本開示の一態様における学習型占有率測定の説明図
【図７】本開示の第１の実施の形態における無線通信周波数同期確立方法のタイミングチ

30

ャート
【図８】本開示の第２の実施の形態における無線通信周波数同期確立方法のフローチャー
ト
【図９】本開示の第２の実施の形態における無線通信周波数同期確立方法のタイミングチ
ャート
【図１０】本開示の一実施例における制御信号送信回数対ＣＤＦのグラフ
【図１１】本開示の一実施例における時間スロット対ＣＤＦのグラフ
【発明を実施するための形態】
【００３０】
まず、本開示の一態様に係る実施の形態（以下、第１の実施の形態）において使用する

40

無線環境と用語の定義について、図面を用いながら、以下説明する。ここで説明する用語
は後記の実施の形態および実施例においても適宜使用することができる。
［チャネル］
無線通信資源である周波数資源であって、一定間隔に分割されたものを意味する。
［マルチチャネル環境］
分割の結果，複数のチャネルが存在する無線環境を意味する。マルチチャネル環境にお
いて、無線局は１つのチャネルを選択して通信を確立する。
【００３１】
［シングルラジオ］
単一チャネルで通信を確立する無線機を意味する。シングルラジオは、利用可能なチャ
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ネル数が１つに限定されるという欠点があるが、多数チャネルを一度に送受信できるマル
チラジオに比べて受信信号の電力変動が小さく、無線機フロントエンドの非線形性を許容
することやバンドパスフィルタを簡易に構成できるため、低コスト化を図ることができる
。それゆえ、本実施の形態ではシングルラジオ型の無線機に着目する。
［ダイナミックスペクトラムアクセス］
マルチチャネル環境において無線機が通信を確立するチャネルを切り替える機能を意味
する。
［コグニティブ無線］
チャネルの利用状況などの無線環境を考慮した無線機を意味する。特に無線環境認識の
結果を反映してアクセスするチャネル番号を決定する無線機をダイナミックスペクトルア

10

クセス型のコグニティブ無線という。
【００３２】
第１の実施の形態で想定するマルチチャネル環境では複数の無線機が各チャネルを共有
する。これに関する用語の定義を以下述べる。
［プライマリシステム（ＰＳ）］
チャネルを優先的に利用できる無線システムを意味する。
［セカンダリシステム（ＳＳ）］
プライマリシステム（ＰＳ）が使用していない時間にチャネルを二次利用することがで
きる無線システムを意味する。
【００３３】

20

ＰＳとＳＳの無線システムのモデル化は現在運用されている無線システムにも広く適用
できる。例えば、ライセンス制で運用されている周波数資源において、ライセンス権を有
する無線システムがＰＳ、ライセンス権がなくＰＳが未使用時にのみ使用できる無線シス
テムがＳＳとなる。また、ライセンス制ではない周波数資源運用（たとえばＩＳＭ−ＢＡ
ＮＤなど）においては、先に通信を確立しているシステムをＰＳ、新規に通信を確立する
無線システムをＳＳと想定され、ＳＳはＰＳの通信に阻害を与えてはならない。本実施の
形態では、周波数資源運用を限定することなく、ＰＳとＳＳがマルチチャネル環境におい
て周波数を共用することを想定する。
【００３４】
本実施の形態では、複数の無線機がマルチチャネル環境で通信を確立することを想定し
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ている。これに関する用語の定義を以下述べる。
［マスタ］
伝送すべき情報が無線機に発生したとき、その無線機をマスタと定義する。
［スレーブ］
マスタ以外の無線機であって、情報の受信を待機している無線機をスレーブと定義する
。なお、マスタ以外の無線機であって、無線通信をすでに確立している、あるいは通信中
の無線機はＰＳとする。ＰＳにおいては通信確立後も上位層のパケット発生の有無によっ
てチャネルの利用の有無が切り替わるとする。
【００３５】
以下、本実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。本実施の形態にお
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いて、マスタは多数存在するスレーブから一つのスレーブと通信を確立するものとする。
また、マスタとスレーブはダイナミックスペクトルアクセス型のコグニティブ無線である
と想定する。また，通信中のＰＳに対して通信を阻害することなく新規に通信を確立する
ため、マスタとスレーブは共にＳＳであるとする。
【００３６】
（無線通信システム）
図１は本実施の形態における無線通信システムを示したものである。図１において、１
００、１０１、１０２、２００は無線機である。さらに、無線機２００はマスタとして動
作し、無線機１００、１０１、１０２はスレーブとして動作する。以降、無線機２００は
マスタ２００と、無線機１００、１０１、１０２はそれぞれスレーブ１００、１０１、１
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０２と読み替えることがある。無線機（スレーブ）１００、１０１、１０２はそれぞれ＃
１１：００、＃１１：０１、＃１１：ｆｆ、といったＩＤ情報を有している。
【００３７】
図２は本実施の形態において、図１で示した無線通信システムにおける前記チャネル不
整合問題を解決するための無線通信周波数同期確立方法のフローチャートを示したもので
ある。まず、図２において、マスタ２００とスレーブ１００、１０１、１０２は非線形増
幅の適用を実行し（ステップ２００１、１００１、１０１１、１０２１）、その状態でス
ペクトラムセンシング（ステップ２００２、１００２、１０１２、１０２２）、続けて学
習型占有率測定（ステップ２００３、１００３、１０１３、１０２３）を実行する。これ
ら一連の処理によって、プライマリシステム（ＰＳ）による占有率が最小の有利チャネル

10

が選択される。
【００３８】
次に、マスタ２００は制御信号を送信する（ステップ２００４）。この制御信号には、
後述のように、振幅変調もしくは位相変調もしくは周波数変調などの１次変調によりキャ
リアに埋め込まれた対象スレーブのＩＤ情報や、さらにＩＦＤＭＡ変調などの２次変調に
よりスペクトラムに埋め込まれた、マスタ２００が現在使用しているチャネル番号が含ま
れる。この制御情報をスレーブ１００、１０１、１０２が受信する（ステップ１００５、
１０１５、１０２５）。このとき、各スレーブは制御信号に含まれる前記チャネル番号を
復調し、次にこれと同一のチャネルに切替える処理を実行する（ステップ１００６、１０
１６、１０２６）。ここで「切替え」というのは、変更するという動作に限定されず、直
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前に設定されていたチャネルがたまたまこのチャネル番号と同じであった場合、そのチャ
ネル番号に改めて設定する動作も含むとする。
【００３９】
次にマスタ２００は制御信号を再送する（ステップ２００７）。各スレーブは線形増幅
を適用した状態で（ステップ１００７、１０１７、１０２７）これを受信し、復調し、制
御信号に含まれる対象スレーブのＩＤ情報を復調する（ステップ１００８、１０１８、１
０２８）。各スレーブは、復調したＩＤ情報が自分のＩＤ情報と一致するか否かを判断し
（ステップ１００９、１０１９、１０２９）、一致すればそのスレーブのみ応答信号を送
信する（図７のスレーブ１０１）。この応答信号をマスタ２００が受信し、そのスレーブ
からの応答のＩＤ情報が対象スレーブのＩＤ情報と一致すると判断すれば（ステップ２０
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０８）、チャネル不整合問題は解決する。
【００４０】
以下、図１で示したシステムのより詳細な構成および図２で示したフローチャートのよ
り詳細な動作について、図面を用いながら説明する。
（無線機の構成）
まず図３に、本実施の形態においてマスタもしくはスレーブとして使用される無線機の
ブロック図を示す。ここでは無線機は１００（スレーブ）としているが、無線機１０１、
１０２、２００も同様の構成を有するものとする。機能的には、図２で示されたフローチ
ャートはコントローラ７が（マスタ、スレーブ、それぞれの役割に応じて）各機能ブロッ
クを順次制御することにより実行される。
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【００４１】
まず、アンテナ１によって受信された信号は、所定の帯域を有す帯域通過フィルタ（Ｂ
ＰＦ）２を通った後、増幅部３に供給される。次に、ミキサー（乗算器）４１、局部発振
器４２、低域通過フィルタ（ＬＰＦ）４３、Ａ／Ｄ変換器４４により構成されるチャネル
選択部４により、帯域通過フィルタ２の帯域内の任意のチャネルに対応する帯域がベース
バンドに変換される。受信信号のチャネル切り替えは、コントローラ７により局発発振器
４２の周波数を切り替えることにより行われる。ベースバンドに変換された信号はベース
バンド復調部５と信号認識部６に送られる。ベースバンド復調部５はベースバンド信号帯
域内で復調処理を行い、チャネル番号やＩＤ情報を再生する。信号認識部６は受信信号の
エネルギーを一定期間蓄積し、閾値を超えたかどうかをコントローラ７に伝える。
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【００４２】
さらに、特に図示はしていないが、帯域通過フィルタ２の通過帯域を切り替えることに
よって、一度に検出できるチャネル数を切り替えることができる。例えば、通過帯域を３
チャネルに相当する幅に設計することによって、３チャネルを超える帯域の信号は除去す
ることができる。そのため、検出可能なチャネル数は３チャネルに限定されるが、それを
超えるチャネルから発生する隣接チャネル干渉は回避でき、検出可能なチャネル数と除去
可能な隣接チャネル干渉のトレードオフを実現することができる。
【００４３】
増幅部３はコントローラ７の指令によって線形特性と非線形特性を任意に切替えること
ができる。例えば、線形増幅器（ＬＡ）３１と並列に非線形増幅器（ＮＬＡ）３２を設け
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、切替えスイッチ３３によりこれらを選択的に切替える。ここで増幅とは振幅を拡大する
という意味に限定されず、ゲイン１やこれ以下である場合も含まれるとする。切替えの際
、コントローラ７は前記ベースバンド復調部５の出力も参照する。
【００４４】
送信信号生成部８はコントローラ７からの指令に応じて送信すべき制御信号や応答信号
を生成し、さらに変調（１次、２次）を施す。変調された信号はアンテナ１から送信され
る。９は分波器（ＤＵＰ）であり、アンテナ１の送受信機能を切り替える。
【００４５】
（櫛の歯形状）
図３に示された無線機１００がスレーブとして機能している場合、受信部３にはＩＦＤ
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ＭＡにより変調された信号が入力する。ＩＦＤＭＡ変調信号のスペクトルは、図４に示さ
れるように、一定周期ごとにスペクトルが現れる櫛の歯形状となる。このスペクトルを有
する信号の特徴は一定周期に同じ時間信号が生成されることである。しかも、非線形歪が
発生した場合でもその非線形歪が繰り返し現れるため、櫛の歯スペクトルは崩れることな
く維持される。その一方で、１次変調シンボルのスペクトルは崩れるため、櫛の歯スペク
トルがチャネル帯域幅（所望帯域）を超えて漏洩（えい）帯域に現れる。
【００４６】
その結果、後述のように、マスタ２００が発したＩＦＤＭＡ信号を、マスタ２００が選
択したチャネルとは異なるチャネルを選択したスレーブも、櫛の歯形状のスペクトルを検
出することができ、制御信号の送信を認識できる。また、スペクトル配置を時間とともに
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変位させることで、チャネル番号を埋め込むことも可能である。その結果、アクセスチャ
ネルの異なるスレーブに対しチャネル番号を通知することができる。
【００４７】
しかし一方で、このような非線形歪を利用して漏えい帯域の櫛の歯形状のスペクトルを
検出する方法では、他のチャネルのＰＳが送信した信号のスペクトルとも干渉する混変調
が生じ、検出感度が低下することが懸念される。この混変調による干渉成分は、特に選択
した隣のチャネルから強く混入する。本実施の形態においては、このような干渉成分を隣
接チャネル干渉と呼ぶ。
【００４８】
（スペクトラムセンシング）

40

本実施の形態においては、チャネル不整合問題を解決するにあたり、マスタ及びスレー
ブはまずはスペクトラムセンシング（図２におけるステップ１００１、１０１１、１０２
１）を実施する。スペクトラムセンシングとは、本実施の形態においては学習型占有率測
定法（非特許文献３等）において占有率測定の際に用いる測定技術を意味する。例えば、
受信アンテナから信号を受信し、一定時間信号電力を蓄積する。そして蓄積した電力を示
すエネルギーが一定量を超えたときに、ＰＳ（プライマリシステム）による信号が存在す
ると認識する。
【００４９】
以下、本実施の形態におけるスペクトラムセンシングについて図５を用いて説明する。
まず従来の線形的な手法で測定されたチャネル１とチャネル５の占有率がそれぞれ０．８
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、チャネル２、３、４の占有率（ＣＯＲ）がすべて０であったとする（図５（ａ））。こ
の状態では、先述のように、ゼロ占有率となるチャネルをすべて探索しなければならなく
なり、制御信号の送信回数が却って拡大する問題が生じる。
【００５０】
そこで、本実施の形態においては予め非線形増幅を適用する（ステップ１００１、１０
１１、１０２１）。これにより、先述の櫛の歯スペクトルの隣接チャネルへの漏えいが発
生する、つまりチャネル２とチャネル４はそれぞれチャネル１とチャネル５から強烈な隣
接チャネル干渉（ＡＣＩ）を受ける（図５（ｂ）ではチャネル番号２、４）。その結果、
隣接チャネルを利用しているＰＳのから選択チャネルに漏れこんだスペクトルも検出でき
るため、隣接チャネルにおけるＰＳの利用の有無も識別できる。

10

【００５１】
また、スペクトラムセンシングをしている無線機１００が選択したチャネルの信号スペ
クトルと、隣接チャネルから漏えいした信号スペクトルが混合されて検出される。その結
果、隣接チャネルあるいは選択チャネルのいずれかあるいは両方が利用されているような
場合、スペクトラムセンシングにおけるエネルギーが閾値を超えたときにチャネルが占有
されていると判断される。言い換えれば、選択チャネルと隣接チャネルが同時に利用され
ていないときにのみチャネル（図５（ｂ）ではチャネル番号３）が空きと判断される。
【００５２】
このように非線形増幅を適用したスペクトラムセンシングには次のような特徴がある。
［特徴１］シングルラジオでありながら、選択チャネルと隣接チャネルから成る連続した
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チャネルが同時に未使用であることを認識することができる。
［特徴２］チャネルの占有率を評価する際に、連続するチャネルが同時に未使用となる平
均的な確率を求めることができる。
【００５３】
複数チャネル同時送信においては、ＩＦＤＭＡ信号を送信する前に非線形増幅を適用し
たスペクトラムセンシングを実施する。そして空きと判断したときにのみ信号を伝送する
。前記の特徴１にあるように、選択チャネルと隣接チャネルが同時に空いているときに信
号を伝送することができるため、隣接チャネルからのスペクトル漏洩による不検出を一定
程度避けることができる。
【００５４】
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以上まとめると、チャネル不整合補償法において次に述べる学習型占有率測定法を用い
る場合、占有率測定に用いるスペクトラムセンシングに非線形増幅を適用すると、元来ゼ
ロ占有率となる一定区間のチャネル（番号２、４）が、占有率がゼロではないチャネルか
らのスペクトル漏えいを受け、占有率がより高く測定され、あたかもチャネルが利用され
ていると判断される。その結果、占有率がゼロと観測されるチャネルが狭まり、マスタ及
びスレーブは占有率が小さいと判断するチャネルをより少なく限定し、最小占有率となる
チャネルの選択候補（チャネル番号３）を限定しやすくなる。
【００５５】
また、近年、チャネルボンディング（非特許文献６）などのように複数のチャネルをま
とめて使用することで高スループット化を図る利用法が検討されている。その際、前記の
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特徴２を利用することで、連続するチャネルを同時利用できる確率が予測でき、チャネル
ボンディングの適用の可否の判断に用いることができる。
【００５６】
以下、学習型占有率測定（ステップ２００３、１００３、１０１３、１０２３）の詳細
について説明する。
（事前の占有率測定）
本実施の形態においては、学習型占有率測定法（非特許文献３）を基本構成とし、図６
に示すような複数チャネルの送信法を用い、マスタとスレーブが学習の後、制御信号を交
換する構成を有する。図６において横軸は時間スロットを縦軸はチャネルを表す。ここで
、時間スロットとは制御信号あるいは応答信号の送信に要する時間単位であり、またスロ
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ット毎にＰＳのチャネルの占有及び非占有が独立に切り替わるものとする。
【００５７】
マスタ及びスレーブ、いずれにおいても、まず、図３の信号認識部６を用いて、それぞ
れ各チャネルの占有率を測定する（学習期間）。図６において、マスタは時間スロットご
とに、＃３→＃２→＃１→＃３→＃２→＃１の順にチャネルをスキャンする。次に、先述
のスペクトラムセンシングに非線形増幅を適用した状態（非線形増幅器３２がオン）で占
有率を測定する。図６では、占有率が高いチャネルはグレーで、占有率が低いチャネルは
白で、それぞれ表示されている。最終的に、各チャネルの占有率の中で最も低いチャネル
を有利チャネルとして選択する。図６では学習期間の時間スロット番号５で＃１が選択さ
れる。さらに、マスタは時間スロット番号６でスレーブと落合い、以降制御信号を交換す
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る処理へと進む（時間スロット７〜１１）。
【００５８】
以上の動作中、スレーブは、占有率を測定した後も非線形増幅をオンにして、さらに有
利チャネルを選択する。スレーブは一定時間間隔の間でチャネル選択をランダムに切り替
える方法を用いる場合、有利チャネルを選択する確率をそれ以外のチャネルを選択する確
率よりも高くするように設定する方法を用いてもよいが、図６では説明の簡単のため、ス
レーブは占有率を測定した後に有利チャネルを１つ選択し、チャネルは切り替えないもの
とした。併せて、スレーブは、測定した占有率に基づき、占有率が低い順でランキングを
形成する。なお、占有率が同率である場合、同率の占有率の中でランダムに並べ、各チャ
ネルは一つの固有のランキングを有しているとする。スレーブはランキングが高い順に制
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御信号を送信する。
【００５９】
以下、制御信号の送受信から補償終了に至るまでの、制御信号交換処理（プロトコル）
について、図面を用いながら説明する。
（マスタの制御信号の構成）
制御信号はマスタとして動作する無線機内の送信信号生成部８において生成され、スレ
ーブとして動作する無線機に伝送される。すなわち、まず、マスタにおいて、対象スレー
ブを指定するＩＤ情報（ＭＡＣアドレスやＩＰアドレス等）を振幅変調もしくは位相変調
もしくは周波数変調などの１次変調を用いてキャリアに載せた上で、２次変調として櫛の
歯スペクトルを形成するＩＦＤＭＡ変調を段階的に適用する。
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【００６０】
さらに、２次変調であるＩＦＤＭＡ変調において、櫛の歯配置を変化させて情報（例え
ば、選択したチャネル番号）を埋め込む。１次変調の対象となる前記ＩＤ情報は、ノード
数を任意に拡大できるようにするため余裕を持ったビット数で構成されているが、これに
対しチャネル番号は事前に定義されたチャネル数の範囲内であるため、ＩＤ情報より圧倒
的に少ないビット数で済む。そこで、ＩＦＤＭＡ変調によるスペクトルによる情報伝送で
は、繰り返しシンボルを送信することでスペクトルの安定的な検出を図ることを最優先に
考えることができる。このように、それぞれの特徴を考慮すると、対象とするＩＤ情報を
１次変調に載せ、チャネル番号を伝える情報を２次変調のＩＦＤＭＡ変調にそれぞれ載せ
て伝送する方法が、本実施の形態において最も適した情報伝送法であるといえる。
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【００６１】
以下、本実施の形態における制御信号交換のプロトコルについて説明する。これまでの
ステップでマスタ及びスレーブは事前の占有率測定を終え、マスタは占有率基準でチャネ
ルをランキング化しているものとする。一方、スレーブは最も低い占有率のチャネルを有
利チャネルとして選択し、接続しているとする。またスレーブは非線形増幅が依然有効で
あり、隣接チャネルの信号スペクトルも検出可能な状態であるとする。
【００６２】
（制御信号交換プロトコル１：連続送信型）
無線機２００（マスタ）は既に制御信号の送信前に非線形増幅を適用したスペクトラム
センシングを実行し（ステップ２００２）、選択したチャネルと隣接するチャネルが同時
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に空いているかを判断し（ステップ２００３）、空きと判断されたとき制御信号を送信す
る（ステップ２００４）。これら一連の動作により隣接チャネルの干渉を回避することが
できる。
【００６３】
一方スレーブは、マスタ２００が選択したチャネルと両隣接のチャネルを選択している
ときでも、非線形受信による櫛の歯スペクトル漏えい効果を利用して、マスタから発せら
れた制御信号のスペクトルを検出することができる。しかし、非線形増幅により漏えいス
ペクトルを検出する場合、制御信号が正しく復調できない場合がある。例えば図４に示さ
れているスペクトルの場合、マスタ選択チャネルの周波数帯域（正規化周波数０〜１）に
対し、隣接チャネルの周波数帯域（正規化周波数１〜２）におけるスペクトル強度は５〜
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１５ｄＢも低い。また、非線形歪により１次変調の復調精度が大きく低下することも懸念
される。そのため、非線形増幅適用の状態では１次変調されたＩＤ等の情報を復調するこ
とは極めて困難である。そこで本実施の形態では、以下述べる手順で非線形と線形とチャ
ネルを切り替えながら、最終的に制御信号を正しく復調するプロトコルを提案する。
【００６４】
図２において、まず、非線形増幅の適用下において、スレーブ（１００、１０１）は１
次変調のシンボルの復調処理をせずに、ＩＦＤＭＡ変調による櫛の歯形状のスペクトル変
位からチャネル番号を解読する（図２ステップ１００５、１０１５）。このときのタイミ
ングチャートを図７に示す。図７において、マスタ２００が選択したチャネル番号は＃１
であり、次に、スレーブ１００、１０１は初期のチャネル（それぞれ＃１、＃２）からマ
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スタが選択したチャネル番号（それぞれ＃１、＃１）に切り替える（図２ステップ１００
６、１０１６）。最後に、スレーブ１００、１０１は非線形増幅を線形増幅に切り替える
（図２ステップ１００７、１０１７）。その結果、各スレーブは周波数帯域が完全に一致
した状態で、通常のスペクトル強度でマスタ２００からの１次変調シンボルを受ける状態
となる。
【００６５】
この状態でマスタ２００は再び同じ制御信号を送信する（図２ステップ２００７）。ス
レーブ１００、１０１は既に線形増幅に切り替わっているため、前記制御信号から１次変
調の情報を復調し（図２ステップ１００８、１０１８）、これに含まれるＩＤ情報からマ
スタが所望とする対象スレーブであるか否かを判断する（図２ステップ１００９、１０１
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９）。もし該当するスレーブが自局であった場合、そのスレーブ（１０１）は受信確認を
示す応答信号（ＩＤ情報＃１１：０１を含む）を送信する（図７）。マスタ２００は、こ
の応答信号を受信したとき、スレーブ１０１が同じチャネル（＃１）を選択したと認識し
（図２ステップ２００８）、同時にチャネル不整合問題が補償され、プロトコルが完了す
る。
【００６６】
なお、応答信号がいずれのスレーブからも受領されない場合には、マスタ２００は、選
択チャネル（＃１）と両隣の隣接チャネル（＃２）にはスレーブが存在しないと判断し、
次の順位のチャネルに切り替える。再びそのチャネルにおいてマスタは制御信号の二回の
送信と応答の有無を確認し、以上の動作をスレーブ１００、１０１、１０２の応答がある
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まで繰り返す。なお、図７においてはスレーブ１０２について示されていないが、対象外
のスレーブとしてスレーブ１００と同様に振る舞うとする。
【００６７】
以上、本実施の形態における前記制御信号交換プロトコルの特徴を整理すると次のよう
になる。
【００６８】
［特徴１］
一度の制御信号の送信で選択チャネルと同時に隣接チャネルに対して制御信号を通知で
きる。マスタの観点からは、２回の制御信号の送信で最大３つのチャネルに対してスレー
ブの存在を確認することができる。その結果１回の制御信号の送信で１チャネルを確認す
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る方法に比べて２／３倍程度に制御信号の送信回数を削減できる。
［特徴２］
センシングに非線形増幅を利用し、選択チャネルと二つの隣接チャネルが同時に空いて
いる状態のチャネルを選択するため、隣接チャネルからの漏えいの影響を抑制できる。
［特徴３］
占有率測定において非線形増幅のチャネルセンシングを用いているため、非線形増幅に
よる隣接チャネル干渉が高確率に発生するチャネルの選択を回避でき、隣接チャネル干渉
の影響を緩和しやすい。
［特徴４］
マスタの通信相手であるスレーブ（該当スレーブ）の制御信号の送信回数は１回で済む
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。
［特徴５］
該当スレーブが選択チャネル及び隣接チャネルを選択していない場合にも、その状況を
認識するために、制御信号を２回、３ステップ（制御信号の送信２ステップ、応答信号の
確認１ステップ）が必要になる。ここで、ステップ数がチャネル不整合補償に要する時間
を示している
【００６９】
以下、本開示の一態様に係る第２の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
図８は本実施の形態のフローチャートを示すものであり、図９はそのタイミングチャート
を示すものである。本実施例においても非線形増幅適用、スペクトラムセンシング、学習
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型占有率測定を実行するが、最初の制御信号送信までのステップは、図２におけるステッ
プ１００１〜１００３、１０１１〜１０１３、１０２１〜１０２３、２００１〜２００１
３と同様の処理あるため、図８では省略する。
【００７０】
（制御信号交換プロトコル２：再送型）
無線機（マスタ）２００と無線機（スレーブ）１００、１０１、１０２は非線形増幅適
用下でのスペクトラムセンシングにより占有率の測定を完了しているものとする。すなわ
ち、スレーブ１００、１０１、１０２は有利チャネルを既に選択しており、マスタ２００
は占有率に基づくチャネルランキングを生成した後、最上位のランクのチャネルを選択し
ている。さらに第１の実施の形態と同様、マスタ２００は非線形増幅によるキャリアセン
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シングを実施し、選択チャネル＃１及び隣接チャネル＃２でＰＳが占有していないと確認
した後、チャネル＃１に制御信号を送信する（ステップ２００４）。マスタ２００の制御
信号の送信とスレーブの非線形増幅も第１の実施の形態と同様であるとする。
【００７１】
本実施の形態では、マスタ２００が制御信号を送信した後、制御信号のスペクトルを受
信した（ステップ３００１、３０１１、３０２１）すべてのスレーブがマスタの選択した
チャネル＃１へ切り替え（ステップ３００２、３０１２、３０２２）、さらに各スレーブ
は非線形増幅を線形増幅に切り替え（ステップ３００３、３０１３、３０２３）、応答信
号を返信する（ステップ３００４、３０１４、３０２４）。マスタ２００はこれらの応答
信号を受信するが（ステップ２０１１）、これ以降の動作は以下の３つのケースに分かれ

40

る。
【００７２】
[ケース１]該当スレーブが返信し、他のスレーブが存在しない
この場合、チャネル不整合が補償されて、プロトコルが終了する。
[ケース２]該当しないスレーブが１つ存在し、応答信号を受信する
この場合、応答信号を送信したスレーブは対象となるスレーブではないことを認識でき
、チャネルを変更する。
[ケース３]複数のスレーブが返信した場合（該当スレーブの有無に関係なく）
この場合、複数の応答信号が衝突し（輻輳が発生し）、応答信号の復調が困難になる。
【００７３】
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ケース３の場合、マスタは再び制御信号を送信する（ステップ２０１２）。スペクトル
を検出したスレーブ１００、１０１、１０２はマスタ２００が選択したチャネルへの切り
替えと線形増幅の設定（線形増幅器３１への切り替え）を完了しているため、制御信号か
ら１次変調を復調することで対象となるスレーブのＩＤ情報が得られる状態にある。そこ
で、対象となるスレーブのＩＤ情報（＃１１：０１）を各スレーブが復号し（ステップ３
００５、３０１５、３０２５）各自のＩＤと一致しているかどうか判断する（ステップ３
００６、３０１６、３０２６）。その結果、図９のタイミングチャートに示されるように
、該当スレーブ１０１のみ応答信号を発する。
【００７４】
マスタ２００は、スレーブ１０１からの応答信号を受信すれば、チャネル周波数不整合

10

が補償されたと判断し（ステップ２０１３）、プロトコルを完了する。一方、応答信号が
全く来ない場合には、マスタ２００はチャネルを切り替え、再び制御信号の送信から一連
の処理を始める。該当スレーブから応答信号があるまでマスタはチャネル切り替えと制御
信号の送信を繰り返す。
【００７５】
以上、第２の実施の形態の方法の特徴を整理すると次のようになる。
【００７６】
［特徴１］一度の制御信号で３チャネル分のスレーブの確認が可能である
スレーブ数が１つの場合には制御信号の送信回数は１回、スレーブが複数存在する場合
には２回となる。
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［特徴２］該当スレーブ以外も応答信号を返信する
［特徴３］マスタは制御信号を１度送信で済む場合がある
選択したチャネル及び隣接チャネルにスレーブがいない場合、マスタは制御信号を１度
送信することで認識可能である（第１の実施の形態の方法ではスレーブがいない場合にも
２回の制御信号を送信しなければならない）。
［特徴４］スレーブの存在確認まで最小２ステップ
各チャネルにおいて制御信号の送信とスレーブの存在確認までを完了するまでにかかる
ステップは最小で２ステップ、最大でも４ステップとなる。
なお、隣接チャネルからの漏えいの影響の抑制と隣接チャネル干渉の影響の緩和につい
ては、第１の実施形態の方法と同様の効果が得られる。
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【００７７】
（方法の比較）
第１の実施の形態の方法では、制御信号は必然的に２回送信が必要であるが、返信は該
当スレーブのみが行い、時間的には３ステップで完了する。一方第２の実施形態の方法で
は、選択したチャネル及び隣接する二つのチャネルにスレーブが０あるいは１つの場合に
はマスタが送信する制御信号の送信回数は１回で済み、時間的には２ステップで完了する
。しかし２つ以上のスレーブが存在し輻輳が生じる場合には、マスタは２回の制御信号の
送信が必要となり、さらに時間的には４ステップが必要となる。また、該当スレーブ以外
の制御信号も送信される不要な制御信号の送信が増え、その結果システム全体の消費電力
が増える。以上の考察から、スレーブ数が少ない環境では第２の実施形態の方法が優位で
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あり、スレーブ数が多い環境では第１の実施の形態の方法が優位であると言える。
【００７８】
非線形増幅による櫛の歯スペクトラムの漏えい効果を利用し、選択チャネルと２つの隣
接チャネルにおいてスレーブの存在確認を同時に実現できる。それゆえ、チャネルを切り
替えながらスレーブの存在を確認する場合、探索済みの３つのチャネルを再度探索する必
要はなく、それ以外のチャネルを探索することで高速にスレーブを発見することができる
。しかし、マスタが選択したチャネルの隣接チャネルを選択したスレーブは、次隣接のチ
ャネルからも干渉を受けることがあり、その場合、制御信号のスペクトルが正しく検出で
きない。そこで、前記実施の形態においては、非線形増幅のセンシングにより占有率を測
定している。これにより隣接チャネルから漏えいする可能性が高いチャネルをスレーブが
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選択する確率を低くすることができる。
【００７９】
マスタ２００においても、非線形のセンシングによる占有率を測定するため、隣接チャ
ネル干渉の発生の有無を認識できる。そこでマスタ２００は、測定した占有率においてゼ
ロ占有率のチャネルが存在する場合には１つの制御信号の送信で選択チャネルと隣接チャ
ネルを同時に探索できたとし、３つのチャネル以外を探索する。もしゼロ占有率となるチ
ャネルが存在しない場合には、隣接チャネルも探索候補とし、マスタ２００は占有率が低
い順に選択し、制御信号を送信する。
【００８０】
以下、計算機シミュレーションにより上記実施の形態の有効性を評価した結果を実施例

10

として示す。
【実施例】
【００８１】
本実施例では、チャネル数を４０、スレーブ数を４０、マスタを１つとし、一般性を失
うことなく一番目のスレーブとチャネル不整合を補償する方法を適用する。各チャネルを
利用するＰＳは連続する５チャネルを１つの単位とし、４単位分をＰＳが使用していない
ゼロ占有率とし、残りの４単位を平均０．７で最大偏差０．２の一様分布としてモデル化
した。各単位がどちらに属するかはランダムに決定する。
【００８２】
結果を図１０および図１１に示す。図１０はチャネル不整合の補償に必要な制御信号の
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送信回数に対する累積分布関数（ＣＤＦ）を、図１１はチャネル不整合の補償に要する時
間スロット数に対する累積分布関数（ＣＤＦ）を、それぞれ示す。ここで，時間スロット
とは制御信号あるいは応答信号の送信に要する時間単位であり、またスロット毎にＰＳの
チャネルの占有及び非占有が独立に切り替わるものとする。各図において、シンボル〇で
表示された破線は従来の（線形）学習型占有率測定法による方法（従来法）を用いてしか
も1チャネルずつ探索した場合の結果を示す。また、シンボル□で表示された破線は前記
従来法に単に非線形増幅を適用した方法を、シンボル■で表示された実線は連続送信型の
プロトコルを用いた方法（第１の実施の形態）を、シンボル●で表示された実線は制御信
号の交換に再送型のプロトコルを用いた方法（第２の実施の形態）を、それぞれ用いてチ
ャネル不整合の補償を行った結果を表す。
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【００８３】
両図より明らかなように、連続送信法（第１の実施の形態）が他の方法に比べて、より
少ない制御信号の送信回数および時間スロットでチャネル不整合問題の補償を実現してい
る。具体的には、連続送信法（第１の実施の形態）では１６回の制御信号の送信でＣＤＦ
＝１．０（１００％の確率で補償を実現する状態）を達成している。これは、再送法（第
２の実施形態）に比べて約５０％、従来法に比べて約３０％早くチャネル不整合問題の補
償が完了することを意味する。
【００８４】
従来（線形）法との比較においては、今回の評価環境では、ゼロ占有率となるチャネル
の環境において有利チャネルを少なく絞り込めることや、ＩＦＤＭＡ信号と非線形受信に
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よる複数チャネル探索により少ない制御信号で所望スレーブを発見できる点が有利に作用
した。一方、再送法（第２の実施の形態）との比較においては、今回の評価環境はスレー
ブの数が多く、必然的に制御信号の送信に対して複数のスレーブが応答するために衝突が
頻発し、そのため制御信号の送信が増え、再送法（第２の実施の形態）には不利な環境で
あったため、相対的に連続送信法（第１の実施の形態）の優位性が高まった。
【００８５】
なお、第１、第２実施の形態いずれの方法も用いず従来法に単にＩＦＤＭＡ信号と非線
形受信を使用した方法（図中シンボル□で表示された破線）の場合、今回の評価環境では
従来法よりもさらに悪化し、制御信号３０回の送信内にはＣＤＦ＝１．０を達成しえなか
った。これは、隣接チャネル干渉（ＡＣＩ）が原因と考えられる。すなわち、プライマリ
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ーシステム（ＰＳ）からのＡＣＩによって制御信号のスペクトルへの干渉が生じ、不検出
が生じることがあり、その場合、マスタがすべてのチャネルを探索したとしても、所望の
マスタを特定することができない。一方、第1および第２の実施の形態では、非線形セン
シングによる占有率測定によって、予めＡＣＩが発生しやすいチャネルの選択を回避でき
るため、このような非線形受信に起因する隣接チャネル干渉問題を相殺することができる
。
【００８６】
制御信号の送信回数の場合と同様に、時間スロット数に対しても連続送信法（第１の実
施の形態）の優位性が示される（図１１）。具体的には、ＣＤＦ＝１．０に到達する時間
スロット数は、再送法（第２の実施の形態）では３１、従来法では３９必要であるのに対

10

し、連続送信法では２３で済む。言い換えれば、再送法に比べて約３０％、従来法に比べ
て約５０％短い時間で、チャネル補償が完了する。
【００８７】
以上、本開示の態様に係る第１および第２の実施の形態について説明した。
【００８８】
なお、これらの実施の形態において、増幅部３は、線形増幅器３１、非線形増幅器３２
、および切り替えスイッチ３３よりなるとしたが、ＩＦＤＭＡ変調信号に対して非線形処
理を施すことができるものであれば、この構成に制限されるものではない。例えば、大振
幅ほど非線形特性が強くなる増幅器を用い、これに入力する信号のゲインを切り替えるこ
20

とで非線形特性の強弱を切り替えるものであってもよい。
【００８９】
また、前記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、ＬＳＩとして実現される可
能性が高い。これらは個別に１チップ化されてもよいし、１チップに統合されてもよい。
また、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ
Ｇａｔｅ

Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ

Ａｒｒａｙ）やリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。

【００９０】
また、前記実施の形態では、無線機の各ブロックをハードウェアで構成してもよいが、
これらを例えばソフトウェア無線のように、ＤＳＰやマイコンを用いたマイクロコードも
しくはプログラムで実現することも可能である。
【産業上の利用可能性】
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【００９１】
本発明は、コグニティブ無線やＰ２Ｐ通信等、基地局を通さずに通信が可能なシステム
におけるチャネルの確立時に利用することが可能である。
【符号の説明】
【００９２】
１

アンテナ

２

バンドパスフィルタ（ＢＰＦ）

３

増幅部

３１

線形増幅器（ＬＡ）

３２

非線形増幅器（ＮＬＡ）

３３

切替スイッチ

４

40

チャネル選択部

４１

ミキサー

４２

局部発振器

４３

低域通過フィルタ（ＬＰＦ）

４４

Ａ／Ｄ変換器

５

ベースバンド復調部

６

信号認識部

７

コントローラ

８

送信信号生成部
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９

分波器

１００

無線機（スレーブ）

１０１

無線機（スレーブ）

１０２

無線機（スレーブ）

２００

無線機（マスタ）
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