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コグニティブ無線システムのための時間変化に追従可能な高
精度占有率測定法
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あらまし 無線通信システムにおける周波数帯域の枯渇問題への対策として，無線機が自律的に利用効率の低いチャネ

ルを２次利用するコグニティブ無線システムが有力視されている．コグニティブ無線では利用可能なチャネルを探索する

際，各チャネルの平均的な占有率が事前情報として有益である．占有率の測定では，定常時における高い測定精度と占有

率の時間的な変化への追従性が求められるが，これらを両立する方法は提案されていない．本稿では，占有率の変化を検

出する機構と占有率を測定する機構を併用する新しい占有率測定法を提案した．計算機シミュレーションにより，測定精

度および追従性の観点で提案法の優位性を明らかにした．
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�� ま え が き

現在，無線通信システムでは通信資源である周波数帯域

（チャネル）の枯渇が問題視されており��，その対策として

コグニティブ無線システムに注目が集まっている．コグニ

ティブ無線システムは，周波数資源を使用するライセンスを

有するシステム（プライマリシステム：��  ������! �!
"

���##が利用していない時間やチャネルを，セカンダリシ

ステム（��  ��$�����! �!
���# #が独自に探索し活用す

る自律分散無線システムである��．

ここで，��の時間的なチャネルの利用率（占有率，%��

（%�����& �$$�'��$! �����））��を知ることは，効率かつ

短時間で使用されていないチャネルを探索するのに有益で

ある．占有率の測定は，��の定常的なチャネルの利用状況

を捕らえる高い測定精度と，��の入れ替わりに伴う占有率

の時間変化への追従性が求められる．これまでに，占有率

測定法としてメモリー法��と重み法��が提案されている．メ

モリー法はスロットと呼ばれる短い時間間隔において，��

のアクセスを検出した結果を (ビット情報として記録し，

一定の時間の間に ��がアクセスした回数として占有率を

測定する．時間追従性を高めるため，記憶領域（メモリー）
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が一定サイズの ���� ���
� �� ���
� ���#型メモリーを使

用し，一定の時間が経過した過去の結果は破棄する．メモ

リー法ではメモリーのサイズが大きくなると，より多くの

センシング結果で平均化した占有率が求められ，測定精度

が高まる．しかし，過去のセンシング結果の影響が強くな

り占有率の変化に対する時間追従性は劣化する．一方，重

み法では最近の検出結果に対して大きな比重を与える重み

を乗算することで，時間変化への感度を高めている．しか

し，瞬時の結果に影響され安定した占有率を求めることが

難しくなる．このように，時間追従性と高精度化を両立す

る占有率測定法はまだ確立されていない．

本稿では，コグニティブ無線における新しい占有率測定

法を提案する．提案法は記憶長の異なる )種類のメモリー

と利用率の変化を捉える検出機構から構成される．まず，占

有率の算出を記憶長の長いメモリーで実施することで測定

精度の向上を図る．一方，平行して記憶長の短いメモリー

と検出機構を用いて占有率の変化を認識する．もし，占有

率が変化したと認識した場合には，記憶長の長いメモリー

の結果をすべて消去する．これにより，占有率の変化前の

センシング結果の影響を回避し，測定結果の時間追従性を

高めることができる．ここで，提案法では占有率の変化を

認識する閾値が必要になる．そこで，占有率の変化を認識

する検出確率を解析的に導出し，高い検出確率を達成する

適切な検出閾値を決定した．計算機シミュレーションによ

る評価の結果，提案法が高い追従性と高い測定精度を両立
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図 � 検討するシステムモデル

していることを示す．

�� システムモデル

図 �に想定する無線通信システムを示す．本稿では一定

の時間間隔をスロットとし，時間の流れをスロット数で定

義する．��は任意のスロット時間において各チャネルに

アクセスする．��はチャネル別に ����型のメモリーを

用意してセンシング結果を記録する．図 �に ����	�
 ���

�	���	�
（切替センシング）��によるマルチチャネル占有率

測定の様子を示す．図において ����� ��は �番目のチャネ

ルにおける �番目アドレスのメモリーに記録された，�番目

のスロット時間におけるセンシング結果を示している．ここ

で，��のアクセスを認識した場合は ���，��のアクセスを

認識しなかった場合は���とする．つまり，����� �� � �� �

である．図 �より，��はチャネルの切替と ��のセンシン

グを進めながら占有率を測定している．このようにするこ

とで，無線機が �つのチャネルのみアクセスできる場合に

も，複数のチャネルの占有率を測定することができる．セ

ンシング結果は最新の結果を記憶する際に，最も古い結果

を破棄する．また，他チャネルをセンシングしている間は，

メモリーのデータは更新されない．そして，メモリーのセ

ンシング結果からチャネル別にそれぞれの占有率を算出す

る．キャリアセンスでは，��のアクセスを取り逃す誤検出

と ��が無アクセスのときにアクセスしていると判断する

誤警報が発生する��が，本稿ではキャリアセンスの精度は

検討対象外とし，誤検出や誤警報は理想的に発生しないと

仮定した．

�� 従来の占有率測定法

�� � メモリー法��

�番目のスロット時間 �� �� ��における，�番目のチャネ

ルにおける占有率� ������� を次式で求める．
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�
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����� ��

�	���� �� ��
���

ここで�はメモリーのサイズ� �	��	� 
�は�	� 
のうち小さ

い値を返す関数，�はメモリーのアドレス番号である．

図 � 切替センシングによるマルチチャネル占有率測定

図 � 提案法における占有率測定

�� � 重み法��

占有率� ������� は次式で与えられる．
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ここで ����は次式で定義される．

���� �
�

� � �
� � �� �� � � � � �� � ���

上式より，メモリーのアドレス番号が小さくセンシング結

果がより最近の結果に対して，高い重みを乗算する．

�� 提案占有率測定法

図 �に提案法の処理フローを示す．提案法は記憶長の異

なる �つのメモリーと，占有率の変化を検出する検出機構

で構成される．まず，センシング結果を �つのメモリーに

入力する．ここで，�つのメモリーは ����型とし，記憶

長をそれぞれ �と� � � ��とする．占有率は記憶長

の長いメモリー（長メモリー）で算出する．算出法はメモ

リー法と同じである．次に，記憶長の短いメモリー（短メ

モリー）においても，メモリー法により占有率を算出する．

そして，算出した占有率を長さが のメモリーに記憶す

る．ここで，占有率を記憶するメモリーも����型とする．

このメモリーから次式の通り，占有率変化量������を求

める．
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ここで ������は �番目のチャネル，�番目のスロット時間

における，短メモリーから算出された占有率である．

次に，算出された占有率変化量������を一定の閾値 �

と比較する．もし，������ � � のとき，占有率が変化し

たと判断する．このとき，長メモリーに記憶されたセンシ

ング結果をすべて消去する．なお，長メモリーの結果を消

去した直後の一定時間は，センシング結果を消去しない停

止期間を設けている．これは，占有率が変化する過渡期に

は，占有率変化量が閾値を超える状態が続くため，最新の

センシング結果が過剰に消去されることを回避している．

提案法では，長メモリーを使用することで，より多くの

センシング結果から占有率を求めることができる．よって，

占有率が定常的であるとき高精度な占有率測定ができる．

一方，平行して短メモリーでは最近の結果だけで占有率を

算出するため，占有率の変化を高い感度で検出することが

できる．占有率の変化を検出したとき，長メモリー内のセ

ンシング結果を除去することで，占有率が変化する以前の

センシング結果の影響を回避し，占有率の時間変化に対す

る高い追従性を実現することができる．

�� 占有率変化の検出確率の導出

提案法における占有率の変化を認識する機構において，

認識に適した閾値の設計に必要な占有率変化の検出確率を

導出する．

	
は各スロットで独立したランダムアクセスであると

仮定する．このとき，�番目のスロット時刻における �番

目のチャネルにおいて，	
がチャネルを使用する確率（平

均アクセス確率）を ���� ��とする．ここで，平均アクセス

確率は 

が推定する占有率の真の値であるので，平均ア

クセス確率を真の占有率と呼ぶことにする．�番目のチャ

ネルを 

が短メモリーで推定した占有率 ����� ��は次式で

与えられる．

����� �� �
���� ��

����� �� ��
���

���� �� �

�����������

���

	��� 
� �� ���

ここで，���� ��は，�番目のチャネルにおける �番目のス

ロット時刻における，	
のアクセスを認識した回数を示

す．���� ��は複数のセンシング結果からなる確率過程であ

り，その過程の発生確率は次式で与えられる．

� ����� ��� � �������� ����� ���
������

��� ���� �����������

���

ここで，��� は から �を選択する組合せの数である．

式 ���で与えられる占有率の変化量����� ��が閾値 � を

超えたとき，提案法におけるセンサは占有率が変化したと判

表 � シミュレーション諸元
チャネル数 	

従来法のメモリーサイズと 	 	�� 
��


提案法の長メモリーのサイズ
提案法の短メモリーのサイズ � �� 
��


チャネル切り替えの時間周期 �� 
��


図 � 占有率変化の検出確率

断する．よって，�番目のチャネルにおける �番目のスロッ

ト時間において，占有率が変化したと判断する確率 ���� ��

は次式となる．

���� �� �
�

�������������������
���

�� ����� ��� � � ������ � �� ����

���

�� 数値解析結果

表 �にシミュレーション諸元を示す．チャネル切替の時

間周期が ��スロットであるので，

は ��スロット時間

連続で特定のチャネルをセンシングし，別のチャネルに切

替る．本稿では �チャネルを想定しているため１つのチャ

ネルの測定に着目すると，��スロット時間の間センシング

結果が記録された後，次の ��スロット時間の間センシン

グ結果は更新されない．従来法のメモリーサイズ �は，定

常時において真の占有率との測定誤差が ��未満を達成す

るように設定した．また，提案法の長メモリーは従来法の

メモリーサイズと等しく設定した．短メモリーは様々なサ

イズで評価した結果から，占有率の変化を高感度に検出し

た１例として ��スロットに設定した． 図 �に占有率変化

を検出した確率の特性を示す．�	���� ����，�	��������

����はそれぞれ，占有率が変化する前と後の真の占有率

の値を示している．垂直軸は占有率が変化したと判断する

確率を示している．図 �� �! �"�! �#�はそれぞれ，判定のた

めの閾値 � � ���� ��$� ����としている．

本結果より，次のルールで検出閾値を設計する．

（ �） もし，�	���� ����と �	�������� ����が等し
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図 � スロット時間に対する占有率および平均誤差量 � 特性

いときは，占有率が変化していないため，検出確率

は �あるいはできる限り低く抑える．

（ �） ������ �	
�と ��������� �	
�に差があると

きは，検出確率は �とする．

この �つの条件を満足する閾値を検討する．図 ����では，

������ �	
�と��������� �	
�が等しい領域で，占有率

の変化を誤認識している確率が高い．一方 ���では，������

�	
�と ��������� �	
�が大きく異なる場合において

も，検出確率が �となっているため，占有率の変化を取り

逃している．一方 ���では，�つの条件を高い水準で満足し

ているため，適切な閾値であると判断できる．よって，以

降の評価では閾値 � � ����とする．

図 �に，各スロット時間に対する測定占有率の平均誤差

量 �の特性を示す．ここで，�は次式で定義される．

� � � ������ ��� ����� ���� ���

ここで ����� ��は �番目のチャネルにおける �番目のスロッ

ト時間における測定占有率である．�は ������回の施行結

果で平均化している．本評価では，�から ����スロット時

間までの真の占有率 ��
��� �	
��が図のとおりに変化す

る占有率モデルを用いて，真の占有率を平均アクセス確率

とする ��のランダムアクセスをシミュレーションで実現

した．そして，各時刻において ��の平均誤差量 �を示して

いる．なお，�スロット時間以前にもセンシングを実施し

ているため，�スロット時間では占有率を測定するメモリー

にセンシング結果がすべて記録されている状態になってい

る．�� �� �! �� ����"���#�はそれぞれ，メモリー法，

重み法および提案法の結果を示している．図 �より占有率

が変化する $��スロットおよび �$��スロットの時間の直

後において，提案法が最も低い平均誤差量を達成している．

また，真の占有率が変化していない定常時においても，メ

モリー法とほぼ同等の結果となっている．これより提案法

が高い時間追従性と定常時における高い測定精度を両立し

ていることがわかる．

�� む す び

本稿では ��のチャネルの占有率が時間と共に変化する

無線システム環境において，高い時間追従性と良好な測定

精度を実現する占有率測定法を提案し，その有効性を示し

た．��のさまざまなアクセスモデル（トラヒックモデル）

における占有率測定の定量的な評価が，今後の検討課題で

ある．
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わ か お

若尾
ゆ う た

悠太 �#��年 信州大学工学部卒業，�#��年
より信州大学大学院 修士課程に在学．主としてコグニ
ティブ無線の研究に従事．学生会員．

たきゅう

田久
おさむ

修 �##� 年 東京理科大学理工学部卒業，
�##!年 慶應義塾大学大学院 修士課程修了，�##4年慶應
義塾大学大学院 博士課程修了 博士（工学），�## 年オー
ストラリアシドニー大学 ?������� 8��	��．�##4 年慶
應義塾大学特別研究助手（専任），�##5 年東京理科大学
理工学部電気電子情報工学科 嘱託助教，�#�� 年信州大
学工学部電気電子工学科 助教，�#�! 年同大学 准教授．
現在，無線通信システムに関する研究に従事．
ふ じ い

藤井
た け お

威生 �115 年 慶應義塾大学理工学部電気工
学科卒業．�111 年同大大学院修士課程修了．�### 年同
大特別研究助手．�##� 年同大学院博士課程修了．博士
（工学）．�##� 年東京農工大学工学部電気電子工学科助
手．�##4 年電気通信大学先端ワイヤレスコミュニケー
ション研究センター助教授．現在，同大学同センター准
教授．コグニティブ無線，アドホック無線ネットワーク
の研究に従事．
ささもり

笹森
ふみひと

文仁 �11 年早稲田大学理工学部電子通信
学科卒業．�114 年同大学大学院修士課程修了．�### 年
同大学大学院博士課程修了．同年信州大学工学部助手，
同助教授を経て，�##5 年准教授，現在に至る．ディジタ
ル無線通信技術の研究に従事．博士（工学）．

は ん だ

半田
し ろ う

志郎 �150年 信州大学工学部卒業，�10#年
同大学大学院修士課程修了，�10� 年神戸大学大学院博
士課程中退� 同年神戸大学工学部電気工学科助手，�100
年長野工業高等専門学校電気工学科講師，同校助教授，
�11 年信州大学工学部電気電子工学科助教授，�114 年
カルフォルニア大 ">�*�� 校$ 客員研究員，�##: 年信州
大学工学部電気電子工学科教授，�#�� 年信州大学評議
員．移動通信方式，可視光通信などの研究に従事．工学
博士 著書「ディジタル通信」�
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