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信システムの通信環境情報を管理する情報配信装置であって、複数の通信システムからO A M情報を収集するO A M
情報収集部と、O A M情報と、前記複数の通信方式に対 して夫 規定 された可変周波数帯情報及び固定周波数帯情
報とを用いて決定 された各通信方式に対する周波数帯域の割 り当て状態を含む通信環境情報を格納 した子一タベー
スを作成する子一タベース作成部と、通信環境情報に含まれる情報を前記各通信システムに対 して配信する配信部
とを含む。



技術分野

０００1 本発明は、使用可能周波数帯域の重複範囲を有する複数の通信方式に対して好

適な周波数帯域の割り当てを可能にするための通信環境情報を管理する情報配信

装置に関する。

背景技術

０００2 近年、携帯電話や無線 などの様々な無線システムが普及しており、周波数資

源の枯渇が懸念されている。今後、さらに多様な無線システムが混在する傾向がま

すます強くなる。このょぅな周波数枯渇に伴って、無線システムの電波利用効率の向

上が必須な環境が必要とされてくると考えられる。

０００3 現在、コグニティブ無線技術れづ無線通信技術が注目されている。コグニティブ無

線技術とは、通信環境認知技術とも呼ばれ、周囲の電波利用環境を適切に把握し、

最適な周波数帯、無線チヤネル帯域幅、変調方式、アクセス方式等を柔軟に選択す

ることにょり、無線システムの電波利用効率の向上を実現するための技術である。コ

グニティブ無線技術は、新世代移動通信システムの核となる技術として注目されてい
る。

０００4 また、近年では、ソフトウェア無線の技術も進歩しており、周波数帯、変調方式等を

自在に変ィヒさせることが可能な機器が登場しょぅとしている。

０００5 コグニティブ無線技術は、現在のところ実際の実現例はないものの、各種論文等で

は「移動端末自身が周囲の電波環境を判断し、適切な周波数帯を選択」れづょぅな

利用方法が提案されている。

特許文献 1 特表 2 ００5 6 号公報

特許文献2 特表 2 ００6 5 2 ０号公報

特許文献3 特表 2 ００5 2423 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題



０００6 コグニティブ無線技術の適用が考えられる現在の様々な無線通信システム(通信方

式) には、以下の課題がある。

０００7 )トラフィックの状態、障害 規制等の発生により、周波数の割り当てが効率的でな

くなる場合がある。本来周波数帯は、各通信システムに対して固定的に割り当てられ

ている。このため、各通信システムのトラフィックの状態に応じて周波数の割り当て状

況を変更することはできない。例えば、或る通信システムのトラフィックが輻醸しても、

その通信システムに対して本来割り当てられていない周波数を割り当てることはでき

ない。また、規制や障害によって使用不能になった通信システムの周波数帯を利用

することもできない。

０００8 2 )人工衛星，航空機，公用無線が使用している周波数帯は、時間や場所におい
て限定的に使用されている場合がある。このため、そのよぅな周波数帯が使用されて

いない場所 時間においては、全体としての周波数利用効率が低く非効率的である。

０００9 本発明は、複数の通信システムに係る情報を一元的に収集及び管理することを通

じて、各通信システムが使用する周波数帯域の最適ィビを図ることを可能とする技術を

提供することである。

課題を解決するための手段

００1０ 本発明は、上記した課題を解決するために、以下の構成を採用する。すなわち、本

発明は、使用可能周波数帯域の重複範囲を有する複数の通信方式の夫々を用いて

移動端末と無線通信を〒ぅ複数の通信システムの夫々とネットワークを介して接続さ

れ、前記複数の通信システムの通信環境情報を管理する情報配信装置であって、

前記複数の通信システムから運用保守管理(o )情報を前記ネットワークを通じ

て収集する 情報収集部と、

o 情報収集部で収集されたo 情報と、前記複数の通信方式に対して夫々

規定された可変周波数帯情報及び固定周波数帯情報とを用いて決定された各通信

方式に対する周波数帯域の割り当て状態を含む通信環境情報を格納したデータベ

ースを作成するデータベース作成部と、

前記通信環境情報に含まれる情報を前記各通信システムに対して配信する配信

部と



を含む情報配信装置である。

００11 好ましくは、本発明は、前記複数の通信方式の少なくとも つ重複する周波数帯域

を用いて無線通信を〒ぅ人工衛星に係る電波情報を収集する電波情報収集部と、

前記電波情報を前記データベースに格納される周波数割り当て状態に反映する反

映部とをさらに含む。

００12 好ましくは、本発明は、前記複数の通信方式の少なくとも つと重複する周波数帯

域を用いて無線通信を〒ぅ航空機に係る電波情報を収集する電波情報収集部と、

前記電波情報を前記データベースに格納される周波数割り当て状態に反映する反

映部とをさらに含む。

００13 好ましくは、本発明は、前記複数の通信方式の少なくとも つと重複する周波数帯

域を用いて無線通信を〒ぅ公用無線に係る電波情報を収集する電波情報収集部と、

前記電波情報を前記データベースに格納される周波数割り当て状態に反映する反

映部とをさらに含む。

００14 好ましくは、本発明は、前記データベースに格納された通信環境情報から、各通信

システムが配下の移動端末と無線通信を開始する場合に必要な通信環境情報を取

得するために利用できる周波数情報を含む初期ビーコンを作成するための初期ビー

コン情報を作成する初期ビーコン作成部をさらに含み、

前記配信部は、前記初期ビーコン情報を前記複数の通信システムに配信する。

００15 好ましくは、本発明は、前記データベースに格納された通信環境情報から、前記各

通信システムで使用すべき周波数帯域の変更情報を作成する変更情報作成部をさ

らに含み、

前記配信部は、前記各通信システムで前記変更情報に基づく使用周波数変更処

理が実施されるよぅに、前記変更情報を前記各通信システムに配信する。

００16 好ましくは、本発明は、前記複数の通信システムのいずれかを通じて移動端末から

の情報配信要求が受信された場合に、情報配信要求に応じた配信情報を前記通信

環境情報から抽出して作成する配信情報作成部をさらに含み、

前記配信部は、前記配信情報を、要求元の移動端末へ、前記複数の通信システム

のいずれかを介して送信する。



００17 好ましくは、本発明における 情報は、各通信方式のトラフィック使用率を含み

前記データベース作成部は、使用周波数帯域が重複する二つの通信方式がある

場合に、トラフィック使用率の商い方の通信方式に対して多くの周波数帯域が割り当

てられるよぅに、これらの二つの通信方式に対する使用周波数帯域を決定する。

００18 好ましくは、本発明は、複数の通信方式の少なくとも つと重複する周波数帯域を

用いて無線通信を行ぅ人工衛星，航空機，及び公用無線の少なくとも つに係る電

波情報を収集する電波情報収集部と、

前記電波情報を前記データベースに格納される周波数割り当て状態に反映する反

映部とをさらに含み、

前記データベース作成部は、所定の時間帯において、前記複数の通信方式の つ

で使用される周波数帯域と、人工衛星，航空機，公用無線のいずれか つで使用さ

れる周波数帯域とが重複部分を有する場合に、前記複数の通信方式の つが使用

する電波の最低送信強度と、前記人工衛星，航空機，公用無線のいずれか つの許

容電波強度とを比較し、前者が後者を上回る場合には、少なくとも重複部分につい
て前記複数の通信方式の つによる使用が禁止されるよぅに、各通信方式の周波数

帯域の割り当てを行ぅ。

００19 また、本発明は、上述した情報配信装置と同様の特徴を有する情報配信方法、又

は情報処理装置を上記した情報配信装置として機能させるコンピュータプログラム若

しくはこのプログラムを記録した記録媒体を実現することができる。

発明の効果

００2０ 本発明によれば、複数の通信システムに係る情報を一元的に収集及び管理するこ

とを通じて、各通信システムが使用する周波数帯域の最適化を図ることが可能となる

００2 1 図 A 図 は、本発明に係るシステムで適用可能な通信方式の周波数帯域の分布

イメージを示す図である。

図 図 は、本発明に係るコグニティブ処理後の周波数帯の分布イメージを示す



図である。

図2 図2は、本発明の実施形態に係るコグニティブ情報配信システムの全体構成例

を示す図である。

図3 図3は、図2に示したコグニティブ情報管理部2００の機能ブロック構成例を示す

図である。

図4 図4は、図2に示した各通信システム3００(通信方式 耳 ～ )の機能ブロック

構成例を示す図である。

図5 図5は、図2に示した移動端末の機能ブロック構成例を示す図である。

図6 図6は、図2に示した電波情報提供部の機能ブロック構成例を示す図である。

図7 図7は、コグニティブ情報配信システムにおけるコグニティブ情報テーブル作成

用情報の生成及び送信処理を示すシーケンス図である。

図8 図8は、O 情報送信部3０7から送信されるO 情報のデータフオーマット

例を示す表である。

図9 図9は、人工衛星管理部5０から送信される人工衛星軌道 使用周波数帯情

報のデータフオーマット例を示す表である。

図1０図 ０は、航空管制部5０2から送信される航空機軌道 使用周波数帯情報の

データフオーマット例を示す表である。

図11 図 、公用無線管理部5０3から送信される使用地域 使用周波数帯情報

のデータフオーマット例を示す表である。

図12 図 2は、可変周波数帯情報のデータフオーマット例を示す表である。

図13 図 3は、固定周波数帯情報のデータフオーマット例を示す表である。

図14 図 4は、周波数割り当て計算 の例における周波数帯域の関係 (Ka～Kb K

a～K b)を示す図である。

図15 図 5は、周波数割り当て計算 によって調整された周波数帯域の関係を示す

図である。

図16 図 6は、周波数割り当て計算 についての作成部2０9の処理例を示すフロー

チヤートである。

図17 図 7は、周波数割り当て計算2の例における通信方式と人工衛星との間の周



波数帯域の関係 (Ka～Kb K a～K b)を示す図である。

図18 図 8は、周波数割り当て計算2によって調整された主周波数帯域の関係を示

す図である。

図19 図 9は、周波数割り当て計算2に係るコグニティブ情報テーブル作成部の処

理例を示すフローチヤートである。

図2０図2０は、コグニティブ情報テーブルのデータフオーマット例を示す表である。

図2 1 図2 は、コグニティブ情報テーブル作成の例を示すシーケンス図である。

図22 図22は、コグニティブ情報作成に係る処理例を示すフローチヤートである。

図23 図23は、初期ビーコン情報のデータフオーマット例を示す図である。

図24 図24は、移動端末向けに送信される初期ビーコンの例を示す図である。

図25 図25は、初期ビーコン送信に係る手順の動作例を示すシーケンス図である。

図26 図26は、通信方式 周波数帯変更情報のデータフオーマット例を示す表であ

る。

図27 図27は、周波数帯域等変更に係る手順の動作例を示すシーケンス図である。

図28 図28は、要求リストのデータフオーマット例を示す図である。

図29 図29は、詳細リストのデータフオーマット例を示す図である。

図3０図3０は、要求リスト及び詳細リストの送受信に係る動作例を示すシーケンス図

である。

図3 1 図3 は、移動端末で実施可能な二つの動作方式( 方式及び 方式)を簡単

に示すフローチヤートである。

図32 図32は、移動端末4００で受信される初期ビーコンの例を示す図である。

図33 図33は、移動端末の初期ビーコン受信に係る動作例を示すシーケンス図であ

る。

図34 図34は、通信方式 周波数帯決定部によって実施される電波状況リスト作成

の手順例を示すフローチヤートである。

図35 図35は、通信方式 周波数帯決定部でリストィビされる周囲の電波状況を示す

電波状況リストのデータフオーマット例を示す表である。



図36 図36は、通信方式 周波数帯決定部による優先度(電波状況)を含む優先度

リスト作成の処理例を示すフローチヤートである。

図37 図37は、優先度リストのデータフオーマット例を示す表である。

図38 図38は、端末ステータスの例を示す表である。

図39 図39は、ュ一ザアクション内容の例を示す表である。

図4０図4０は、要求リスト作成部による要求リスト作成の処理手順例を示すフローチ

ヤートである。

図41 図4 は、要求リストのデータフオーマット例を示す表である。

図42 図42は、詳細リストの例を示す表である。

図43 図43は、通信方式 周波数帯決定部で実行される優先度リストの作成手 項(

優先度(周波数、トラフィッ勿の決定処理)の例を示すフローチヤートである。

図44 図44は、図43に示した処理を経て作成される優先度リストのデータフオーマッ
ト例を示す表である。

図45 図45は、通信方式 周波数帯決定部による端末ステータス及びュ一ザアクシ

ョン内容(サービス内容)に基づく優先度リスト作成の処理例を示すフローチヤートであ

る。

図46 図46は、バッテリー残量及びサービス内容に基づく優先度を含む優先度リスト

のデータフオーマット例を示す表である。

図47 図47は、通信方式 周波数帯決定部による通信方式 周波数帯の決定処

理に使用される通信方式 周波数帯決定基準例を示す表である。

図48 図48は、移動端末の動作6に係る動作例を示すシーケンス図である。

図49 図49は、移動端末が連続してサービスを受ける場合の処理例を示すフローチ

ヤートである。

符号の説明

００‥・コグニティブ情報配信システム

2００‥・コグニティブ情報管理部

2０ ‥・コグニティブ処理セクション

2０2‥・外部インタフェースセクション



2０3‥・他通信方式間インタフェース

2０4‥・初期ビーコン作成部

2０5‥・詳細リスト作成部

2０6‥・通信方式 周波数帯決定部

2０7‥・O 情報受信部

2０8‥・電波使用予定情報受信部

2０9‥・コグニティブ情報テーブル作成部

2 ０‥・コグニティブ情報テーブル

2 ‥・可変周波数帯情報テーブル

2 2‥・固定周波数帯情報テーブル

3００‥・通信方式

3０ ‥・外部インタフェースセクション

3０2‥・データ送受セクション

3０3‥・無線処理セクション

3０3 ‥・無線処理部

3０4‥・O セクション(O 情報部)

3０5‥・コグニティブ情報管理部間インタフェース

3０6‥・外部インタフェース

3０7‥・O 情報送信部

3０8‥・初期ビーコン送信部

3０9‥・通信方式 周波数帯変更部

3 ０‥・データ通信部

4００‥・移動端末

4０ ‥・無線処理セクション

4 ‥・無線処理部

4０2‥・データ送受セクション

4０3‥・コグニティブ処理セクション

4０4‥・初期ビーコン受信部



4０5‥・詳細リスト受信部

4０6‥・通信方式 周波数帯変更部

4０7‥・データ通信部

4０8‥・要求リスト作成部

4０9‥・通信方式 周波数帯決定部

4 ０‥・端末ステータス

4 ‥・ュ一ザアクション内容

5００‥・電波情報提供部

5０ ‥・人工衛星管理部

5０2‥・航空管制部

5０3‥・公用無線管理部

5０4‥・人工衛星軌道 使用周波数帯情報

5０5 5０7 5０9‥・コグニティブ情報管理部間インタフェース

5０6‥・航空機軌道 使用周波数帯情報

5０8‥・使用地域 使用周波数帯情報

発明を実施するための最良の形態

００24 以下、図面を参照して本発明の実施形態にっいて説明する。実施形態の構成は

例示であり、本発明は実施形態の構成に限定されない。

００25 (本発明の実施形態の概要

本発明では、現在の状況から今後の予定まで膨大な量の電波利用状況を一括し

て管理するデータベースを作成する。通信の際、移動端末がそのデータベースを参

照することで、より適切な周波数帯を選択する。この方式を用いることで、人工衛星や

公共無線 (警察無線など)の利用状況なども管理可能になり、より幅広い周波数を利

用することができる。

００26 なお、本来のコグニティブ無線技術は、「移動端末自身が周囲の電波環境を判断し

、適切な周波数帯を選択」れづ意味を指し示している。しかし、本発明は、端末に対

してその周囲の現在及び未来の電波状況を情報(通信環境情報又はコグニティブ情

報とレづ)として送信することで、端末が周波数を認知し選択することを可能にする。ま



た、本発明は、本来のコグニテイブ無線技術とのハイブリッド方式(端末では到底認知

できない情報 (人工衛星の使用周波数予定等)のみを送付)することも可能とする。

００2 7 本発明の実施形態に係るシステムの大まかな機能及び動作は以下の㈲～(11)に示

す通りである。

００2 8 ㈲周波数の効率的な割り当て、及び各通信システムの周波数帯変更に必要な情

報テーブル( 「コグニテイブ情報テーブル」と称する)の作成

( ) 各通信方式を司る通信システムから、トラフイック情報，障害情報，規制情報を取

得する。

(2) 人工衛星、航空機、公用無線の使用している周波数、地域に関する情報を取得

する。

(3) 上記の ( ) 及び (2) で得た情報を元に、周波数の効率的な割り当て、及び通信

システムの周波数帯変更に必要な情報テーブル(コグニテイブ情報テーブル)を作成

する。

(4 ) 各通信システムは、コグニテイブ情報テーブル内の情報を元に、周波数の割り当

てを変更する。なお、周波数使用の種類として、固定値、可変値、初期ビーコ ィノ直 (

移動端末が通信環境情報を取得する際の通信を確立するために、各通信方式にお

いて固定で利用できる周波数を含む情報 ) の三種類を持つこととする。

００2 9 図 は、本発明で適用可能な複数の通信方式で規定されている周波数帯域の分

布イメージを示す図である。図 は、本発明に係るコグニテイブ処理 (各通信方式の

通信環境情報から、各通信方式に対し、最適な周波数を割り当てる処理) 後の周波

数帯の分布イメージを示す図である。

００3 ０ 図 に示す例では、通信方式として、3 G S3G 及びW (W e ess F de )が示

されている。それぞれの通信方式は、固定周波数帯域と、可変周波数帯域と、初期

ビーコン周波数 (固定)とを有している。また、図 に示す例では、W 及び3 G の可

変周波数帯域と公用無線の使用周波数帯域とが重なっており、S 3 G の可変周波数

帯域と人工衛星の使用周波数帯域とが重なっている。

００3 1 本発明によれば、図 に示した周波数帯域の分布に対するコグニテイブ処理に基

づく周波数割り当てが行われることによって、図 に示すよぅに、各通信方式が最適



な周波数帯域を使用するとともに、公用無線や人工衛星の使用周波数と重ならない
よぅな各通信方式の使用周波数帯を決定することができる。

００32 )移動端末による情報取得

移動端末は、初期ビーコンから周波数に関する基礎情報を得て、さらに詳細なコグ

ニティブ情報 (各通信方式の通信環境情報)を取得する。手順は次の通りである。

( )移動端末は、初期ビーコンから基礎情報を取得する。

(2) 移動端末は、基礎情報に基づき、詳細なコグニティブ情報を要求及び取得する

(3) 移動端末は、コグニティブ情報と、移動端末自身が有している様々な情報とを比

較し、使用すべき通信システムを決定する。

(4)移動端末は、決定した通信システムを用いて通信を開始する。

００33 本発明によるコグニティブ情報配信システムによれば、各通信システム (通信方式)

のトラフィック，障害，規制等の情報を一元的に収集及び管理する。これによって、各

通信システムで使用すべき周波数帯域の最適ィビを図ることができる。例えば、障害

や工事規制を有する通信システムには使用可能な周波数帯域を少なくし、他の正常

な通信方式に多く割り当てる。或いは、トラフィック量が多い通信システムがある場合

には、その通信システムに対し、トラフィック量の少ない他の通信方式の周波数帯域

より多い周波数帯域を割り当てるよぅにする。

００34 また、本発明によれば、上記の情報に加え、人工衛星、航空機、公用無線の使用

無線帯域，使用地域，人工衛星や航空機の通過の情報も収集される。これによって

、従来は移動通信システムが使用不可能であった周波数帯域を使用可能にし、更な

る周波数利用率の向上が可能となる。例えば、人工衛星が通らない地域及び時間に

おいて、移動通信システムが人工衛星に割り当てられた周波数帯域を使用可能にす

ることができる。

００35 (システム構成

図2は、本発明の実施形態に係るコグニティブ情報配信システムの全体構成例を

示す図である。図2において、コグニティブ情報配信システム ００は、コグニティブ情

報管理部2００，複数の( 個の)通信システム(通信方式)3００( ～ )，移動端末4



００，及び電波情報提供部 5００からなる4つのセグメントで構成される。

００3 6 コグニティブ情報管理部2００，通信システム3００，電波情報提供部 5００は、インタ

ーネットを介して相互に接続されており、通信システム3００は移動端末4００と無線路

を介して通信可能となっている。

００3 7 仲グニティブ情報管理部

図3 は、図2 に示したコグニティブ情報管理部2００の機能ブロック構成例を示す図

である。コグニティブ情報管理部2００は、各通信方式より ( p e a ons A d n s

a on a nd Ma n enanc 保守運用管理)情報を受信し、電波情報提供部 5００より電

波情報を受信し、コグニティブ情報テーブル2 ０を作成する。また、コグニティブ情報

管理部2００は、各通信方式3００に対し、初期ビーコン、及び通信方式 周波数帯変

更情報の送信を行ぅ。さらに、コグニティブ情報管理部2００は、移動端末からの要求

に応じて、詳細リストの送信を行ぅ。コグニティブ情報管理部2００は、インターネットに

接続されたサ一バ装置(コグニティブ情報配信装置)として実現される。

００3 8 サ一バ装置は、C P ロセッサ)，記憶装置ひモり)，入出力装置(1 )，通

等からなる情報処理装置であり、記憶装置上に格納されたコンピュータプログラムを

P が実行することによって、コグニティブ情報管理部2００としての機能が実現され

る。

００3 9 コグニティブ情報管理部2００は、外部インタフェース(外部1 )セクション2０ と、コグ

ニティブ処理セクション2０2 とを備えている。外部 セクション2０は、他通信方式間

インタフェース2０3を含んでいる。

００4０ コグニティブ処理セクション2０2 は、初期ビーコン作成部2０4 ，詳細リスト作成部2０

5 ，通信方式 周波数帯決定部2０6 O 情報受信部2０7，電波使用予定情報

受信部2０8 ，コグニティブ情報テーブル作成部2０9 ，及びコグニティブ情報テーブル

2 ０を備えている。

００4 1 他通信方式間 2０3 は、インターネット( n e ne )網を通じて、通信方式3００( ～
)，移動端末4００，及び電波情報提供部 5００との通信を行ぅためのインタフェース

を司る。

００4 2 配信部としての初期ビーコン作成部2０4 は、コグニティブ情報テーブル2 ０の格納



内容に基づいて、通信方式 耳 ～ が移動端末4００へ送信するために必要な初

期ビーコン情報を作成し、他通信方式間 2０3を通じて、通信方式 耳 ～ に送

信する。

００43 信部としての詳細リスト作成部2０5は、移動端末4００から、通信方式決定の為に

必要な詳細リストの要求(要求リスト)を受信した場合には、要求リストの内容に基づい
た詳細リストをコグニティブ情報テーブル2 ０に基づき作成し、他通信方式間 2０3

、及び通信方式な ～な の少なくとも つを通じて移動端末4００に送信する。

００44 変更情報作成部、配信部としての通信方式 周波数帯決定部2０6は、通信方式 耳

～ に対して周波数帯域の変更情報を通知するため、コグニティブ情報テーブル

2 ０を用いて通信方式 周波数帯変更情報を作成し、通信方式 耳 ～ に送信す
る。

００45 O 情報収集部としての 情報受信部2０7は、通信方式 耳 ～ からの

情報を取得するため、通信方式 耳 ～ が夫々有するO 部内のO 情

報送信部3０7(図4)より送信されたO 情報を、他通信方式間 2０3を通じて受信

する。

００46 電波情報収集部としての電波使用予定情報受信部2０8は、電波情報提供部5００

を構成する各管理部5０ 5０2及び5０3(図6)で管理されている電波使用予定情報を

収集するために、電波使用予定情報を他通信方式間 2０3を通じて受信する。

００47 データベース作成部，反映部としてのコグニティブ情報テーブル作成部2０9は、

情報受信部2０7で受信されたO 情報と、電波使用予定情報受信部2０8で

受信された電波使用予定情報と、データとして記録媒体上に作成されている可変周

波数情報テーブル2 及び固定周波数帯情報テーブル2 2とを元に、コグニティブ

情報テーブル2 ０(データベース)を作成する。

００48 コグニティブ情報テーブル2 ０は、コグニティブ情報管理部2００が備える記憶装置

上に作成される。コグニティブ情報テーブル2 ０は、通信方式 耳 ～ へ初期ビー

コン情報，及び通信方式 周波数帯変更情報を提供するために作成される。また、コ

グニテイブ情報テーブル2 ０は、移動端末4００へ詳細リストを提供するために作成さ

れる。



００4 9 可変周波数帯情報テーブル2 は、通信方式 耳 ～ の夫々で使用可能な周

波数帯のぅち、可変周波数帯域として扱ぅことが可能な周波数帯域の情報を記録した

テーブルである。

００5 ０ 固定周波数帯情報テーブル2 2 は、通信方式 耳 ～ の、使用可能な周波数帯

域のぅち、固定として扱われる周波数帯域の情報を記録したテーブルである。

００5 1 O 情報は、通信方式 耳 ～ のO 部において管理されるトラフィック情報

，障害情報，規制予定情報の総称である。O 情報については後述する。

００5 2 通信方式(通信システム)

図4 は、図2 に示した各通信システム3００( ～ )の機能ブロック構成例を示す

図である。通信方式3００は、S 3 G W X 3 G 2G(P C) P S，公衆無線

等の様々な通信方式の処理を行ぅインフラであり、各通信方式におけるネットワーク

側の処理を司る通信装置又は通信システムとして機能する。例えば、通信方式 耳

が 3 G を取り扱ぅ通信システムである場合には、通信方式 耳 が有する複数の機能は

R C(Rad o Ne wo k C on o e )及び TS(Base T ansce ve a on) で実現され
る。

００5 3 なお、図2 において、通信方式3００( ～ の夫 )々は、通信方式3００へのアクセ

スポイント( P)及び通信方式間を結ぶコアネットワーク(C )を含む概念として示され

ている。

００5 4 通信方式3００は、コグニティブ情報管理部2００に対するO 情報の送信処理や

、移動端末4００に対する初期ビーコンの送信処理等を行ぅ。図4 において、通信方式

3００は、外部 セクション3０ と、データ送受セクション3０2 と、無線処理セクション3

０3 と、O セクション3０4 とを備える装置として機能する。

００5 5 外部 セクション3０は、コグニティブ情報管理部間1 3０5 と、外部1 3０6 とを含

んでいる。コグニティブ情報管理部間1 3０5 は、インターネット網を通じて、コグニティ
ブ情報管理部2００の他通信方式間 との通信を行ぅためのインタフェースである。

００5 6 また、外部1 3０6 は、各通信方式に応じた呼処理に関するデータ，U P a neデータ

，アプリケーション等の送受信を行ぅためのインタフェースであり、コグニティブ情報管

理部2００との間でやりとりされるデータを除く総てのデータを送受信するためのインタ



フェースである。

００5 7 データ送受部 3０2 は、初期ビーコン送信部 3０8 ，通信方式 周波数帯変更部 3 ０9

，及びデータ通信部 3 ０を備えている。また、データ送受部 3０2 は、無線処理部 3０3

(移動端末4 ００)からの要求リストを1 3０5 に受け渡すとともに、1 3０5 (コグニティブ

情報管理部 2００)からの詳細リストを無線処理部 3０3 にスルーさせる。

００5 8 ここに、初期ビーコン送信部 3０8 は、コグニティブ情報管理部 2００内の初期ビーコ

ン作成部 2０4 から送信された初期ビーコン情報を無線処理部 3０3 に送信する。

００5 9 通信方式 周波数帯変更部 3０9 は、コグニティブ情報管理部 2００内の通信方式

周波数帯決定部 2０6からの通信方式 周波数帯変更情報を受信し、無線処理部

3０3 に対して、周波数帯域及び許容電波強度の変更を実施する。データ通信部 3

０は、各通信方式3００の呼処理に関するデータ，U P a n eデータ，アプリケーション

等のデータを送受信する。

００6０ 無線処理セクション3０3 は、無線処理部 (R べ一スバンド処理部 (ソフトウェア無線)

) 3 ０3 を有している。無線処理部 3０3 は、移動端末4 ００とのェアインタフェースで

あり、様々なデータを移動端末4 ００との無線通信を通じて送受信することができる。

また、無線処理部 3０3 での (Rad o F eq enc )処理やべ一スバンド処理等はソフ

トウェア無線で構成されており、無線処理部 3０3 は、通信方式 周波数帯変更部 3

０9 が決定する指示に従って、周波数帯域及び許容電波強度の変更を行ぅ。

００6 1 O セクション(O 情報部) 3 ０4 は、O 情報送信部 3０7 を含んでいる。O

情報送信部 3０7 は、通信方式に応じたトラフィック情報，障害情報，規制予定情報

等を収集し、コグニティブ情報管理部間1 3０5 を通じ、コグニティブ情報管理部 2００

内のO 情報受信部 2０7 に送信する。

００6 2 トラフィック情報，障害情報，及び規制予定情報等は、通信方式3００に備えられた

記憶装置上に作成されたテーブル内に格納されている。図4 に示す例では、トラフィ
、ソク情報を格納するトラフィック情報テーブル3 ，障害情報を格納する障害情報テ

ーブル3 2 ，及び規制予定情報を格納する規制予定情報テーブル3 3 が例示され

ている。

００6 3 ここに、テーブル3 には、トラフィック情報として、通信方式3００内における通信



量(ユーザ数，ユーザ使用帯域)の実測値及び 又は予測値が記録される。また、テ

ーブル3 2には、障害情報として、通信方式3００内における障害(通信障害(リンク障

害、装置障害)等)の発生の有無(実測ィ直)が記録される。テーブル3 3には、規制予

定情報として、通信方式3００内における規制の有無(実測値もしくは予測値)が記録

される。

００64 O セクション3０4は、O 情報を定期的又は不定期に収集し、各テーブル3

～3 3を更新する。O 情報送信部3０7は、定期的に、又はコグニテイブ情報管

理部2００からの要求毎に、O 情報を送信することができる。

００65 移動端末

図5は、図2に示した移動端末4００の機能ブロック構成例を示す図である。図5にお

いて、移動端末4００は、複数の通信方式 耳 ～ の2以上を利用して通信可能な

端末装置である。

００66 移動端末4００は、無線処理セクション4０，データ送受セクション4０2，コグニテイ

ブ処理セクション4０3からなり、通信方式3００との通信を実現する。

００67 無線処理セクション4０は、無線処理部( べ一スバンド処理部(ソフトゥェア無

線又は各通信方式別モジュール))4０ を含んでいる。

００68 無線処理部4０ は、通信方式3００とのェアインタフェースであり、通信方式3００と

の無線通信を通じて様々なデータを送受信可能である。また、無線処理部4０ に

よる 処理やべ一スバンド処理等はソフトウェア無線又は各通信方式に応じたモジ

ュールで構成されており、通信方式 周波数帯変更部4０6の指示に従って、周波数

帯域及び許容電波強度の変更を行ぅことができる。

００69 データ送受セクション4０2は、初期ビーコン受信部4０4と、詳細リスト受信部4０5と

、通信方式 周波数帯変更部4０6と、データ通信部4０7とを含んでいる。

００7０ 初期ビーコン受信部4０4は、通信方式3００内の初期ビーコン送信部3０8から送信

される初期ビーコンを受信する。また、初期ビーコン受信部4０4は、要求リスト作成部

4０8から初期ビーコンの取得要求があった場合には、当該取得要求に応じて無線処

理部4 で受信される初期ビーコンを要求リスト作成部4０8に渡す。

００7 1 詳細リスト受信部4０5は、コグニテイブ情報管理部2００内の詳細リスト作成部2０5(



図3)からの詳細リストを受信し、通信方式 周波数帯決定部4０9に送信する。

００72 データ通信部4０7は、移動端末4００と各通信方式3００との間の呼処理に関するデ

ータ，U P aneデータ，アプリケーション等の様々なデータを送受信する。

００73 コグニテイブ処理セクション4０3は、要求リスト作成部4０8と、通信方式 周波数帯

決定部4０9とを備えている。要求リスト作成部4０8は、端末ステータス4 ０やュ一ザ

アクション内容4 に基づいて決定されるコグニテイブ情報の配信要求がリストィビされ

た要求リストを作成して無線処理部4０ に送る。要求リストは、コグニテイブ情報管

理部2００内の詳細リスト作成部2０5まで送信される。

００74 通信方式 周波数帯決定部4０9は、詳細リスト受信部4０5から送信された詳細リス

ト，端末ステータス4 ０，及びュ一ザアクション内容4 に基づいて、移動端末4００
が使用すべき通信方式 周波数帯を決定する。決定された通信方式 周波数帯は

、通信方式 周波数帯変更部4０9に送信される。また、通信方式 周波数帯決定

部4０9は、通信方式の変更を決定した場合には、データ通信部4０7へ通信方式

周波数帯の変更内容を通知する。

００75 端末ステータス4 ０は、移動端末4００のバッテリー残量，現在時刻，現在位置等の

移動端末4００に係る状態が記述されたデータである。ュ一ザアクション内容4 は、

ュ一ザのアクション(サービス内容，使用予定時間，使用予定レート等)が記述された

データであり、ュ一ザによる移動端末4００の操作入力を通じて生成される。端末ステ

ータス4 ０及びュ一ザアクション内容4 は、移動端末4００に設けられた記憶装置

上に作成される。

００76 電波情報提供部

図6は、図2に示した電波情報提供部5００の機能ブロック構成例を示す図である。

電波情報提供部5００は、 個の人工衛星管理部5０ ( ～ )と、 個の航空管制

部5０2( ～ )と、 個の公用無線管理部5０3( ～ )とからなる。

００77 人工衛星管理部5０は、人工衛星の軌道や電波使用状況等を管理している機関

で取得された情報を管理するサ一バである。航空管制部5０2は、航空機の軌道や電

波使用状況等を管理する機関で取得された情報を管理するサ一バである。公用無

線管理部5０3は、公用無線の使用場所や電波使用状況を管理する機関で取得され



た情報を管理するサ一バである。

００78 人工衛星管理部5０，航空管制部5０2及び公用無線管理部5０3は、それぞれが

管理している電波使用情報の実測値及び 又は予定値をコグニティブ情報管理部2

００にインターネットを介して送f (提供)する。

００79 人工衛星管理部5０は、人工衛星軌道 使用周波数帯情報5０4をインターネットを

介してコグニティブ情報管理部2００へ送信するためのコグニティブ情報管理部間

5０5を備えている。

００8０ 人工衛星軌道 使用周波数帯情報5０4は、人工衛星管理機関の管理下にある人

工衛星の軌道及び、使用周波数帯の情報を記録しているデータであり、人工衛星管

理部5０ 内の記憶装置上に格納されている。

００8 1 航空管制部5０2は、航空機軌道 使用周波数帯情報5０6をインターネットを介し

てコグニティブ情報管理部2００へ送信するためのコグニティブ情報管理部間 5０7

を含んでいる。

００82 航空機軌道 使用周波数帯情報5０6は、航空管制機関の管理下にある航空機の

軌道、及び使用周波数帯の情報を記録しているデータであり、航空管制部5０2内の

記憶装置上に格納されている。

００83 公用無線管理部5０3は、使用地域 使用周波数帯情報5０8を、インターネットを

介してコグニティブ情報管理部2００へ送信するためのコグニティブ情報管理部間

5０9を含んでいる。

００84 使用地域 使用周波数帯情報5０8は、公用無線管理機関の管理下にある公用無

線の使用地域、及び使用周波数帯の情報を記録しているデータであり、公用無線管

理部5０3内の記憶装置上に格納されている。

００85 (動作例(各部における処理)

次に、図2に示したコグニティブ情報配信システムの動作例(各部の処理)として、移

動端末4００に対するネットワーク側(コグニティブ情報管理部2００，通信方式3００，電

波情報提供部5００)の動作例にっいて説明する。動作例は、以下の5っの動作に分

類することができる。

(動作 )コグニティブ情報テーブル作成用情報の生成及び送信



(動作2)コグニティブ情報テーブルの作成

(動作3)初期ビーコンの送信

(動作4)通信方式 周波数帯変更情報に基づく周波数帯等の変更

(動作5)移動端末に対する詳細リストの提供

以下、上記動作 ～5の詳細について説明する。

００86 動作 コグニティブ情報テーブル作成用情報の生成及び送f

図7は、コグニティブ情報配信システム ００におけるコグニティブ情報テーブル作成

用情報の生成及び送信処理を示すシーケンス図である。当該処理は、コグニティブ

情報テーブル2 ０(図3)を作成するために、通信方式3００( ～ )の 情報

送信部3０7(図2、図4)が、O 情報をコグニティブ情報管理部2００に送信する。ま

た、電波情報提供部5００(図6)を構成する人工衛星管理部5０，航空管制部5０2及

び公用無線管理部5０3が、それぞれの使用周波数帯等の情報をコグニティブ情報

管理部2００に送信する。詳細は以下の手順( )～(4)の通りである。

００87 (手 ))

複数の通信方式3００の夫々(図7は通信方式 耳 を例示)では、O セクション(

情報部)3０4のO 情報送信部3０7(図4)が、O 情報部3０4内のトラフィッ
ク情報，障害情報，規制予定情報を取得し(図7 S )、コグニティブ情報管理部2００

のO 情報受信部2０7(図3)に送信する(図7 S2)

００88 O 情報の送信は、任意の時刻(タイミング)又は定期的な時刻(タイミング 例えば

時間に 回)の一方を選択することができるにの例では定期的)。O 情報受信部

2０7は、O 情報を受信 保存する(図7 S3)

００89 図8は、O 情報送信部3０7から送信されるO 情報のデータフオーマット例を

示す表である。図8には、通信方式 (例えば3G) であり、送信時刻は 2 ００であ

り、予測時刻は 4 ００までの場合におけるO 情報が示されている。

００9０ O 情報は、トラフィック情報，障害情報，及び規制情報を含んでいる。トラフィッ
ク情報は、通信方式 耳 の利用可能地域(地域 及 )と、各地域の各時刻におけるト

ラフィック使用率の実測値及び予測値を含んでいる。

００9 1 また、障害情報は、通信方式 耳 の利用可能地域 及び に関する障害発生の有



無、通信方式の使用可否を示す情報を含んでいる。さらに、規制情報は、地域 及

び の夫々に関して、規制の有無を時刻毎に示す実測値及び予測値を含んでいる。

００92 (手) I (2))

電波情報提供部5００の人工衛星管理部5０ ( ～ 図6)が、人工衛星管理部

5０で管理されている人工衛星の軌道，使用電波の周波数帯，要求される離調幅(

ギヤップ)，許容電波強度の情報を取得し(図7 4)、人工衛星軌道 使用周波数帯

情報として、コグニティブ情報管理部2００の電波使用予定情報受信部2０8に送信す

る(図7 5)。送信タイミングとして、任意の時刻(タイミング)又は定期的な時刻(タイミ

ング 例えば 時間に 回)の一方を選択可能であるにの例では定期的)。電波使用予

定情報受信部2０8は、人工衛星軌道 使用周波数帯情報を受信 保存する(図7

S6)

００93 図9は、人工衛星管理部5０から送信される人工衛星軌道 使用周波数帯情報の

データフオーマット例を示す表である。図9には、人工衛星管理部 耳 が送信元であ

り、送信時刻は 2 ００で、予測時刻は 4 ００までの場合における人工衛星軌道 使

用周波数帯情報が示されている。

００94 図9に示す例では、人工衛星軌道 使用周波数帯情報は、送信元の人工衛星管

理部5０で管理される人工衛星がその上空を通過する 以上の地域に関して、3つ

の時刻(時刻の単位は 時間)において、上空を通過する人工衛星の識別子，使用周

波数帯，離調幅，及び許容電波強度を含んでいる。

００95 (手) I (3))

電波情報提供部5００の航空管制部5０2( ～ )が、航空管制部5０2で管理さ

れている航空機の軌道，使用電波の周波数帯，要求される離調幅(ギヤ、ソ ，許容

電波強度の情報を取得し(図7 7)、航空機軌道 使用周波数帯情報として、コグニ

ティブ情報管理部2００の電波使用予定情報受信部2０8に送信する(図7 8)。送信

時刻(タイミング)として、任意のタイミング又は定期的なタイミング(例汀時間に 回)の

一方を選択可能であるにの例では定期的)。電波使用予定情報受信部2０8は、航空

機軌道 使用周波数帯情報を受信 保存する(図7 Sg)

００96 図 ０は、航空管制部5０2から送信される航空機軌道 使用周波数帯情報のデ一



タフオーマット例を示す表である。図 ０には、航空管制部 耳 が送信元であり、送信

時刻は 2 ００で、予測時刻は 4 ００までの場合における航空機軌道 使用周波数

帯情報が示されている(時刻の単位は 時間)。

００97 図 ０に示すよぅに、航空機軌道 使用周波数帯情報に含まれるパラメータは、航

空機の識別情報を除き、人工衛星軌道 使用周波数情報(図9)と同様である。

００98 (手) (4))

電波情報提供部5００の公用無線管理部5０3 な ～な が、公用無線管理部5０3

で管理されている公用無線の地域，使用電波の周波数帯，要求される離調幅(ギヤッ

プ)，許容電波強度の情報を取得し(図7 S ０)、使用地域 使用周波数帯情報として

、コグニティブ情報管理部2００の電波使用予定情報受信部2０8に送信する(図7 S

)。送信時刻(送信タイミング)として、任意のタイミング又は定期的なタイミング(例 1

時間に1回)の一方を選択可能であるにの例では定期的)。電波使用予定情報受信

部2０8は、使用地域 使用周波数帯情報を受信 保存する(図7 S 2)

００99 図 、公用無線管理部5０3から送信される使用地域 使用周波数帯情報のデ

ータフオーマット例を示す表である。図皿には、公用無線管理部 耳 が送信元であり

、送信時刻は 2 ００で、予測時刻は 4 ００までの場合における使用地域 使用周

波数帯情報が示されている(時刻の単位は 時間)。

０1００ 図皿に示すよぅに、使用地域 使用周波数帯情報に含まれるパラメータは、使用

情報(公用無線の識別子)を除き、人工衛星軌道 使用周波数情報(図9)と同様であ

る。

０1０1 動作2 コグニティブ情報テーブルの作成

コグニティブ情報管理部2００内のコグニティブ情報テーブル作成部2０9(図3)は、

情報受信部2０7及び電波使用予定情報受信部2０8内に保存された情報と、

事前にテーブル2 及び2 2にて保存されている可変周波数帯情報及び固定周波

数帯情報を用いて、コグニティブ情報テーブル2 ０を作成する。具体的な処理は次

の手順( )及び(2)に示す通りである。

０1０2 (手M

コグニティブ情報管理部2００内のコグニティブ情報テーブル作成部2０9は、O



情報受信部2０7及び電波使用予定情報受信部2０8内に保存された人工衛星軌道

使用周波数帯情報，航空機軌道 使用周波数帯情報，及び使用地域 使用周波数

帯情報と、事前にテーブル2 及び2 2にて保存されている可変周波数帯情報及

び固定周波数帯情報を取得する。取得時刻(タイミング)は、任意もしくは定期的とす

る。例えば、 時間に 回の取得タイミングが発生するよぅに設定される。

０1０3 図 2は、可変周波数帯情報(テーブル2 )のデータフオーマット例を示す表であり

、図 3は、固定周波数帯情報 テーブル2 2 のデータフオーマ、ソト例を示す表である

０1０4 図 2に示すよぅに、テーブル2 には、可変周波数帯情報として、通信方式 耳 ～
の夫々に関して、利用可能地域と、帯域番号と、帯域番号に対応する周波数帯

域，最低帯域幅，帯域幅単位，離調幅，及び最低送信強度を示す情報が格納され

ている。

０1０5 また、図 3に示すよぅに、テーブル2 2には、固定周波数帯情報として、通信方式

耳 ～ の夫々に関して、利用可能地域と、帯域番号と、帯域番号に対応する周波

数帯域，初期ビーコン周波数，及び離調幅を示す情報が格納されている。

０1０6 (手順(2))

コグニティブ情報管理部2００内のコグニティブ情報テーブル作成部2０9は、上述し

た手順( )にて取得されたデータを用い、コグニティブ情報テーブル2 ０を作成する

。作成時刻は任意もしくは定期的とする。例えば、テーブル2 ０を 時間に 回作成

する設定が適用される。

０1０7 コグニティブ情報テーブル作成部2０9によるコグニティブ情報テーブル2 ０作成の

手順例は次のステップ ～付 5 に示す通りである。

０1０8 最初に、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、空欄のコグニティブ情報テ

ーブル2 ０を作成する。

０1０9 2 次に、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、複数の通信方式の つ(例え

ば通信方式 )の初期時間、初期地域の情報を読み込む。

０11０ 3 次に、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、固定周波数帯情報の値をコグ

ニティブ情報テーブル2 ０に適用(書込み)する。



０111 4 次に、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、 情報の値をコグニティブ

情報テーブル2 ０に適用(書込み)する。

０112 5 上記ステップ 4 において、O 情報に処理中の通信方式(通信方式 )に

係る障害情報又は規制情報が含まれている場合には、コグニティブ情報テーブル作

成部2０9は、当該通信方式 耳 に対して可変周波数帯を割り当てないよぅにテーブ

ル2 ０を作成する。

０113 6 次に、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、可変周波数帯情報の値をコグ

ニティブ情報テーブル2 ０に適用(書込み)する。

０114 7 コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、上記したステップ付 ～6 の処理を

、残りの総ての通信方式 2～ について実施する。

０115 8 ステップ 7 の処理が終了した後、通信方式間で周波数帯が重なる箇所がある

場合には、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、重複箇所を有する各通信方式

のトラフィック情報の値(O 情報に含まれる)を比較し、トラフィック使用率の高い方

の通信方式に多くの周波数帯域を割り当てる。

０116 このとき、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、テーブル2 に予め格納され

た最低帯域幅，帯域幅単位，及び離調幅(図 2)で規定される範囲を遵守した割り当

てを行ぅ。余りの帯域が発生する場合には、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は

余りの帯域を離調幅として取り扱ぅ。このよぅな割り当てに係る計算を「周波数割り当て

計算 」と定義する。周波数割り当て計算 の詳細は後述する。

０117 9 コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、人工衛星軌道 使用周波数帯情報

で使用される周波数帯域がコグニティブ情報テーブル2 ０で使用されているか否か

を調べる。

０118 ０ステップ 9 で、周波数帯域が使用されていると判定される場合には、コグニ

ティブ情報テーブル作成部2０9は、周波数帯域が重複する箇所に関して最低送信

強度(図 2)と許容電波強度(図9)を比較する。

０119 このとき、「最低送信強度く許容電波強度」である場合には、コグニティブ情報テー

ブル作成部2０9は、コグニティブ情報テーブル2 ０の許容電波強度にその許容電

波強度値を入れる。



０12０ これに対し、「最低送信強度ノ許容電波強度」である場合には、コグニティブ情報

テーブル作成部2 ０は、コグニティブ情報テーブル2 ０から、当該周波数帯域を削

除する。

０121 このとき、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、最低帯域幅，帯域幅単位，及

び離調幅の値について予め規定された範囲を遵守した割り当てを行ぅ。このよぅな割

り当てに係る計算を「周波数割り当て計算2」と定義する。周波数割り当て計算2の詳

細は後述する。

０122 次に、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、航空機軌道 使用周波数帯

情報で使用される周波数帯域がコグニティブ情報テーブル2 ０で使用されているか

否かを調べる。

０123 2 記ステップ で周波数帯域が使用されていると判定される場合には、作

成部2０9は、重複箇所について最低送信強度(図 2)と許容電波強度(図 ０)を比較

する。

０124 このとき、「最低送信強度く許容電波強度」である場合には、コグニティブ情報テー

ブル作成部2０9は、コグニティブ情報テーブル2 ０の許容電波強度にその許容電

波強度値を入れる。これに対し、「最低送信強度ノ許容電波強度」である場合には、

コグニティブ情報テーブル作成部2 ０は、コグニティブ情報テーブル2 ０から当該周

波数帯域を削除する。このとき、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、予め規定

された最低帯域幅，帯域幅単位，及び離調幅の値を遵守する範囲で割り当てを行刃

周波数割り当て計算2)

０125 3 次に、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、使用地域 使用周波数帯情

報で使用される周波数帯域がコグニティブ情報テーブル2 ０で使用されているか否

かを調べる。

０126 4 ステップ 3 で周波数帯域が使用されていると判定される場合には、コグニ

ティブ情報テーブル作成部2０9は、重複箇所に関して最低送信強度(図 2)と許容

電波強度(図 )を比較する。

０127 このとき、「最低送信強度く許容電波強度」の場合には、コグニティブ情報テーブ

ル作成部2０9は、コグニティブ情報テーブル2 ０の許容電波強度にその許容電波



強度値を入れる。

０128 これに対し、「最低送信強度ノ許容電波強度」の場合には、コグニティブ情報テー

ブル作成部2０9は、コグニティブ情報テーブル2 ０から当該周波数帯域を削除する

０129 このとき、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、予め規定された最低帯域幅，

帯域幅単位，及び離調幅の値を遵守する範囲で割り当てを行Ⅹ周波数割り当て計

算2)

０13０ 5 コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、上述した 2 ～付4 の処理を、総

ての地域及び総ての時間(時刻)に対して行ぅ。

０131 は周波数割り当て計算 の詳細》

周波数割り当て計算 は、二つ以上の周波数帯域が重なった場合に行ぅ計算であ

る。例として、異なる二つの通信方式(通信方式 及び )間で周波数帯域が重なった

場合の計算方法について説明する。

０132 例えば、通信方式 のパラメータを以下のよぅに規定する。

可変周波数帯域 a～Kb(Hz)

最低帯域幅 (H，)
帯域幅単位 T(Hz)

離調幅 R (Hz)

トラフィック使用率 ( )

また、通信方式 のパラメータを以下のよぅに規定する。

可変周波数帯域 a～K b(Hz)

最低帯域幅 (H，)
帯域幅単位 T (Hz)

離調幅 R (Hz)

トラフィック使用率 ( )

周波数帯域の関係 (Ka～Kb K a～K b)は、図 4に示されるよぅな関係であると仮

定する。図 4に示す例では、重なっている周波数帯は、Kb K aである。ここで、Kb

K a 二 と規定する。



０133 ここで使用される離調幅は、R R の場合、Rであり、Rく R の場合はR である。また

、R二R の場合はRと規定する。この例では離調幅を とする。

０134 周波数割り当て計算 では、トラフィック使用率の高い方に多く周波数帯を割り当て

る。このため、重なっている周波数から離調幅を確保した後に、互いのトラフィック使

用率の比をとって、

通信方式 の周波数帯 ( R) ( )

通信方式 の周波数帯 ( R) ( )

とする。

０135 このとき、( R) ( ) 、及び ( R) ( ) が成り立つことが条件であ

る。

０136 また、周波数帯域は、「最低帯域 帯域単位の整数倍」で表現されるので、 ( R)

( ) T コ整数 と規定し、通信方式 の可変周波数帯の終端は、K a T

となる。

０137 同様に、通信方式 は、 (1 「) ( ) 十 コ整数 と規定し、通信方式

の可変周波数帯の始端は、Kb ( T )となる。よって、通信方式 及び のそれぞ

れの周波数帯のイメージは図 5に示す通りとなる。

０138 図 6は、周波数割り当て計算 に係るコグニティブ情報テーブル作成部2０9の処

理例を示すフローチヤートである。図 6において、周波数割り当て計算 が開始され

ると、最初に、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、 情報テーブル(受信部

2０7で保存されたO 情報)、及び可変周波数帯情報テーブル2 から、通信方

式 に係る各パラメータを読み込む(ステップS ０ )

０139 次に、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、O 情報テーブル、及び可変周

波数帯情報テーブル2 から、通信方式 に係る各パラメータを読み込む(ステップ

S ０2)

０14０ 次に、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、通信方式 と通信方式 との間で

重なっている周波数帯1を算出する( 二 b ステップS ０3)

０14 1 次に、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、離調幅 ０を算出し、 三 か否

かを判定する(ステップ ０4)。このとき、 三 である場合に ( ０4 S)には、



コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、 二 と決定する(ステップS 5)。これに

対し、 三 でない場合には( ０4 O)には、コグニティブ情報テーブル作成部2

０9 は、 二 と決定する(ステップS ０6)

０142 次に、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、通信方式 の周波数帯として、 (

を算出する(ステップS ０7)。続いて、コグニティブ情報テーブル作

成部2０9は、通信方式 の周波数帯として、 ( を算出する(ステッ
プS 8

０143 次に、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、通信方式 の可変周波数帯の終

端として、 a S J (但し、J 二 ( 一S ，Jは小数点切り捨て

を算出する(ステップS ０9)

０144 次に、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、通信方式 の可変周波数帯の終

端として、 b J )(但し、J 二 ( ( ) ( ) J は小数

点切り捨て を算出し(ステップ ０)、周波数割り当て計算 を終了する。

０145 は周波数割り当て計算2の詳細》

周波数割り当て計算2は、人工衛星，航空機，及び公用無線の使用周波数帯が、

或る通信方式の周波数帯と重なり、通信方式側の周波数帯を削除しなければならな

い場合の計算方法である。

０146 例として、一つの通信方式(通信方式 )の周波数帯に、人工衛星(航空機，公用無

線でもよレリの周波数が重なった際の計算例を示す。

０147 通信方式 のパラメータを以下の通りで規定する。

可変周波数帯域 Ka～Kb(Hz)

最低帯域幅 (H，)
帯域幅単位 T (Hz)

離調幅 R (Hz)

人工衛星に関するパラメータを以下の通りで規定する。

使用周波数帯域 K a～K b(Hz)

離調幅 R ( z

通信方式 と人工衛星との間の周波数の関係 (Ka～Kb K a～K b)は、図 7に示



す通りであると仮定する。この場合、通信方式 の使用できる周波数帯は、必要な離

調幅 を考慮すると、 a Ka Rである。このとき、K a Ka R二 とする。なお、離調幅

は、R R の場合、Rであり、R くR の場合はR である。またR 二R の場合はR とする。こ

こではR とする。

０14 8 この場合、通信方式 の最低帯域幅，帯域幅単位，通信方式 及び人工衛星の離

調幅を考慮する必要がある。このため、 が条件となる。また、この場合、 ( )

Tコ整数 と規定する。この場合における通信方式 の可変周波数帯の終端は

、 Ka MT となる。よって、通信方式 及び人工衛星のそれぞれの周波数帯のイメ

ージは、図 8 に示す通りとなる。

０14 9 なお、上述したよぅに、周波数割り当て計算 2 は、航空機の使用周波数帯，又は公

用無線の使用周波数帯と或る通信方式の使用周波数帯が重複する場合にも適用さ

れる。

０15０ 図 9 は、周波数割り当て計算 2 に係るコグニティブ情報テーブル作成部 2０9 の処

理例を示すフローチヤートである。図 9 において、周波数割り当て計算 2 が開始され

ると、コグニティブ情報テーブル作成部 2０9 は、可変周波数帯情報テーブル2 か

ら、通信方式 に係る各パラメータを読み込む(ステップS 2 )o

０15 1 次に、コグニティブ情報テーブル作成部 2０9 は、人工衛星軌道 使用周波数帯情

報テーブル(受信部 2０7で保存されている人工衛星軌道 使用周波数帯情報)から

、人工衛星に係る各パラメータを読み込む(ステップ 22) 。この例では、人工衛星と

通信方式との間で使用周波数帯域を調整する例を示しており、調整対象が航空機

又は公用無線である場合には、調整対象に係る航空機又は公用無線の各パラメー

タがステップS 2 2で読み込まれる。

０15 2 次に、コグニティブ情報テーブル作成部 2０9 は、離調幅 を算出し、 三 か否

かを判定する(ステップ 23) 。このとき、 三 である場合に S 2 3 S)には、

コグニティブ情報テーブル作成部 2０9 は、 二 と決定する(ステップ 24) 。これに

対し、 三 でない場合には( 2 3 O)には、コグニティブ情報テーブル作成部 2

０9 は、 二㍗と決定する ステ、ソプS 5

０15 3 次に、コグニティブ情報テーブル作成部 2０9 は、通信方式 の使用できる周波数



帯 として、 二 a ０を算出する(ステップ 26)。続いて、コグニティブ情

報テーブル作成部2０9は、通信方式 の周波数帯として、 ( ) ( )を算

出する(ステップS 7)

０154 次に、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、通信方式 の可変周波数帯の終

端として、 a S (但し、 二 ( ， は小数点切り捨てを算出し(ス

テップ 28)、周波数割り当て計算2を終了する。

０ 55 コグニティブ情報テーブルの例》

図2０は、コグニティブ情報テーブル2 ０のデータフオーマット例を示す表である。

但し、図2０に示す例では、作成時刻は 2 ００であり、予測時刻は 4 ００までの場合

を示している(時刻単位は 時間)。

０156 コグニティブ情報テーブル2 ０には、通信方式 耳 ～ の夫々に関して、利用可

能地域と、ビーコン周波数と、時刻(実測及び予測)と、帯域番号と、周波数帯域と、許

容電波強度と、トラフィック情報，と、障害情報と、規制情報とを含むコグニティブ情報

が登録される。

０157 はコグニティブ情報テーブル作成のシーケンス及びフローチヤート》

図2 は、コグニティブ情報テーブル作成の例を示すシーケンス図であり、図22は、

コグニティブ情報作成に係る処理例を示すフローチヤートである。

０158 図2 において、コグニティブ情報管理部2００内の 情報受信部2０7は、各通

信方式 耳 ～ から受信及び保存していたO 情報を読み込み(S 2 )、コグニテ

ィブ情報テーブル作成部2０9に送信する( 22)。コグニティブ情報テーブル作成部2

０9は、O 情報を受信して保存する(S 23)

０159 また、電波使用予定情報受信部2０8は、電波情報提供部5００から受信及び保存し

ていた電波情報(人工衛星軌道 使用周波数帯情報，航空機軌道 使用周波数帯

情報，及び使用地域 使用周波数帯情報)を読み込み( 24)、コグニティブ情報テ

ーブル作成部2０9に送信する( 5)。コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、電

波情報を受信して保存する(S 26)

０ 6０ 続いて、コグニティブ情報テーブル作成部2０9は、各テーブル2 及び2 2内の

可変周波数帯情報及び固定周波数帯情報を読み込む( 7)。その後、図22に示す



フローチヤートの処理を開始する。図22に示すフローチヤートの各ブロックにおける

数字は、上述したステップ付 ～付 5 と符合する。このため、フローチヤートの詳細な

説明は省略する。

０161 なお、周波数割り当て計算 ステップ 8ｻ)として、図 6に示した処理が実行される

。また、周波数割り当て計算2(ステップ ０，付 2 ，付4 )として、図 9に示した処理

が実行される。

０162 動作3 通信方式 耳 ～ による初期ビーコン送f

コグニティブ情報テーブル2 ０が作成されると、通信方式3００( ～ )の夫々が

、自身の管理する通信エリアに対して、初期ビーコンを送信する。

０163 即ち、コグニティブ情報管理部2００内の初期ビーコン作成部2０4が、コグニティブ

情報テーブル2 ０の登録内容を基に初期ビーコン情報を作成し、通信方式3００(

～ )の夫々に送信する。

０164 各通信方式3００は、コグニティブ情報管理部2００から受信された初期ビーコシ清

報を元に初期ビーコン送信周波数を決定し、この初期ビーコン情報を移動端末4００

向けに決定された周波数で送信する。詳細には、以下の手順( )及び(2)が行われる

０165 (手 ( )

コグニティブ情報管理部2００内の初期ビーコン作成部2０4(図3)が、コグニティブ情

報テーブル2 ０を基に、初期ビーコン情報を作成し、通信方式3００( ～ )に送

信する。

０166 図23は、初期ビーコン情報のデータフオーマット例を示す図である。図23に示す

初期ビーコン情報の作成時刻は、例として 2 ００の場合を示している。初期ビーコン

情報は、各通信方式 耳 ～ に関する利用可能地域、及びビーコン周波数を含ん

でいる。

０167 (手) I (2))

初期ビーコン情報を受信した各通信方式3００(図4)では、初期ビーコン送信部3０8

が、初期ビーコンを送信したい地域を、初期ビーコン情報(図23) 中の自通信方式と

対応する欄から抽出し、その地域に対応するビーコン周波数で、初期ビーコンを移



動端末4００へ向けて送信する。

０168 初期ビーコン送信のための周波数例としては、例えば、作成時刻が 2 ００の場合

であって、通信方式 、地域 である場合には、初期ビーコン周波数二26０MHzと

する(図23参照)。

０169 図24は、地域 に存する移動端末4００に向けて送信される初期ビーコンの例を示

す図である。図24 に示す初期ビーコンの作成時刻は 2 ００である。

０ 7０ (初期ビーコン送信のシーケンス》

図25は、上記した初期ビーコン送信に係る手順( )及び(2)の動作例を示すシーケ

ンス図である。図25において、コグニティブ情報管理部2００の初期ビーコン作成部2

０4は、コグニティブ情報テーブル2 ０を基に初期ビーコン情報を作成し( )、各通

信方式3００( ～ )へ送信する(S3 2)

０171 通信方式3００(例えば )の初期ビーコン送信部3０8は、初期ビーコン情報を受

信すると、初期ビーコンを送信すべき地域(例えば地域 )のビーコン周波数を、初期

ビーコン情報(図23) 内における自身の通信方式(通信方式 )に対応する欄から抽

出し、初期ビーコンの送信周波数を決定する( 33)

０172 続いて、初期ビーコン送信部3０8は、送信地域(地域 )の情報のみを初期ビーコン

情報から抜き出し( 34)、決定した送信周波数で初期ビーコンを移動端末4００へ送

信する( )

０173 移動端末4００では、初期ビーコン受信部4０4が、初期ビーコンを、無線処理部4０

を介して受信し保存する(S3 6)

０174 動作4 通信方式 周波数帯変更情報に基づく周波数帯域等の変更

動作4では、コグニティブ情報管理部2００内の通信方式 周波数帯決定部2０6が

、コグニティブ情報テーブル2 ０に基づき、通信方式3００( ～ )向けに通信方

式 周波数帯変更情報を作成し、各通信方式3００内の通信方式 周波数帯変更部

3０9に送信する。

０175 通信方式 周波数帯変更情報を受信した通信方式 周波数帯変更部3０9は、通

信方式 周波数帯変更情報を基に、無線処理部3０3 に対し、地域毎に決められ

た周波数帯、及び許容電波強度を設定していく。詳細な手順は以下の( )及び(2)の



通りである。

０176 手順(

コグニティブ情報管理部2００の通信方式 周波数帯決定部2０6(図3)が、コグニティ
ブ情報テーブル2 ０を参照し、各通信方式3００( ～ )向けに通信方式 周波

数帯変更情報を作成する。

０177 図26は、通信方式 周波数帯変更情報のデータフオーマット例を示す。図26 に示

す例は、通信方式 耳 であり、作成時刻は 2 ００である。

０178 通信方式 周波数大変項情報は、通信方式の利用可能地域の夫々に関して、指

定時刻，帯域番号，周波数帯域及び許容電波強度を含む。これらの情報は、コグニ

ティブ情報テーブル2 ０からの情報抽出により作成可能である。

０179 (手) I (2))

通信方式 周波数帯変更情報を受信した通信方式3００( ～ )の通信方式

周波数帯変更部3０9は、通信方式 周波数帯変更情報を基に、無線処理部3０3

に対し、地域毎に決められた周波数帯、及び許容電波強度を設定していく。

０18０ はシーケンス》

図27は、通信方式 周波数帯域変更に係る手順( )及び(2)の動作例を示すシー

ケンス図である。図27において、コグニティブ情報管理部2００の通信方式 周波数

帯決定部2０6は、コグニティブ情報テーブル2 ０を参照し、通信方式 周波数帯変

更情報(図26)を作成し( 4 )、各通信方式3００( ～ )へ送信する( 42)

０181 通信方式3００(例えば )の通信方式 周波数帯変更部3０9は、通信方式 周

波数帯変更情報に基づいて、地域ごとに決められた周波数帯域，許容電波強度を、

無線処理部3０3 に対して設定する(S 4 3 S44 S45)

０182 動作5 移動端末からの要求に応じた詳細リストの送f

移動端末4００内の要求リスト作成部4０8(図5)からの詳細リストの要求(要求リスト)が

発生した場合には、要求リストをコグニティブ情報管理部2００内の詳細リスト作成部2

０5 (図3)が受信する。

０183 詳細リスト作成部2０5は、コグニティブ情報テーブル2 ０を参照して詳細リストを作

成し、移動端末4００内の詳細リスト受信部4０5へ向けて送信する。詳細な手順は、以



下の手順( )及び(2)の通りである。

０184 (手 ))

移動端末4００内の要求リスト作成部4０8にて要求リストが作成されると、要求リスト

は、無線処理部4０ から送信され、通信中の通信方式3００を経て、コグニティブ情

報管理部2００内の詳細リスト作成部2０5で受信される。

０185 図28は、要求リストのデータフオーマット例を示す図である。図28に示す例では、

詳細リストの要求に係る通信方式は耳 及び 2である。詳細リスト中に必要なパラメ

ータは周波数帯域，トラフィック情報，障害情報，規制情報である。また、要求地域は

地域 で、取得時間帯が 2 ００～3 ００までの場合である。

０186 (手) I (2))

コグニティブ情報管理部2００(図3)では、1 2０3で受信された要求リストが詳細リスト

作成部2０5に渡される。詳細リスト作成部2０5は、要求リストに基づき、コグニティブ

情報テーブル2 ０を参照して詳細リストを作成する。

０187 詳細リストは、例えば、要求リスト内の必要パラメータのみを、コグニティブ情報テー

ブル2 ０から抜き出し、抜き出した情報を表形式にすることで詳細リストを作成する方

法を用いて作成される。

０188 詳細リストは、詳細リスト作成部2０5から移動端末4００内の詳細リスト受信部4０5へ

向けて送信される。詳細リストは、 2０3から通信方式3００を経て、移動端末4００の

無線処理部4 にて受信され、詳細リスト受信部4０5に渡される。

０189 図29は、詳細リストのデータフオーマット例を示す図である。図27における詳細リス

トは、図26に示した要求リストの必要パラメータをコグニティブ情報テーブル2 ０(図2

０)から抽出することによって作成されたものである。

０19０ はシーケンス》

図3０は、上述した要求リスト及び詳細リストの送受信に係る手順( )及び(2)の動作

例を示すシーケンス図である。図3０において、移動端末4００の要求リスト作成部4０

8は、要求リストを作成し(S5 )、コグニティブ情報管理部2００の詳細リスト作成部2０5

へ向けて送信する(S5 2)

０191 要求リストは、無線処理部4０ から送信され、通信方式3００で中継(スルー冶れ、



他通信方式間 2 3で受信され、詳細リスト作成部2０5に到達する。

０192 詳細リスト作成部2０5は、要求リストに基づき、コグニティブ情報テーブル2 ０を参

照して詳細リストを作成する( )。詳細リストは、他通信方式間 2０3から送信され

、通信方式3００をスルーして、無線処理部4０ で受信され、詳細リスト受信部4０5

に到達する(S5 4)。詳細リスト受信部4０5は、詳細リストを受信して保存する( )。そ

の後、移動端末4００では、詳細リストを元に、通信方式 周波数帯が決定される。

０193 実施形態の効果

本発明の実施形態によるコグニティブ情報配信システムによれば、コグニティブ情

報管理部2００が、各通信システム (通信方式) ～ から、トラフィック，障害，規

制等の情報(O 情報)を収集する。また、コグニティブ情報管理部2００は、電波情

報提供部5００から、人工衛星，航空機及び公衆無線に係る情報を収集する。

０194 さらに、コグニティブ情報管理部2００は、収集した情報と可変周波数帯情報及び固

定周波数情報とを合わせてコグニティブ情報テーブル2 ０を作成する。

０195 コグニティブ情報管理部2００は、コグニティブ情報テーブル2 ０を基に初期ビーコ

ン情報を作成し、初期ビーコン情報は各通信方式 耳 ～ に配信される。各通信

方式 耳 ～ は初期ビーコン情報に基づく初期ビーコンを、管理下の移動端末4０

に配信する。

０196 また、コグニティブ情報管理部2００は、各通信方式 耳 ～ の使用周波数帯をコ

グニティブ情報テーブル2 ０に基づいて決定し、通信方式 使用周波数帯情報を

各通信方式 耳 ～ に配信する。これによって、通信方式 耳 ～ の夫々は、コ

グニティブ情報テーブル2 ０に基づき決定された周波数帯域で無線通信を行ぅよぅ

に周波数帯域を変更する。

０197 また、コグニティブ情報管理部2００は、通信方式3００を介して移動端末4００から受

信される要求リストに応じた詳細リストを作成し、移動端末4００に提供する。このよぅに

して、各通信方式 耳 ～ において、最適な周波数帯域の割り当てを行ぅことが可

能となる。即ち、複数の通信方式間にまたがって、効率的な周波数利用が可能となる

０198 (移動端末の詳細な説明



次に、上述した移動端末4００における処理及び動作に関して詳細に説明を加える

。移動端末4００の処理及び動作は、以下の6つの動作に分類される。

(動作 )初期ビーコン受信

(動作2)周囲の電波状況の認知、及び優先度付け

(動作3) コグニティブ情報管理部へ要求する要求リストの作成、送信

(動作4)コグニティブ情報管理部からの詳細リストの受信及び、それに基づく優先度

付け

(動作5)端末側ステータス、ュ一ザアクションに基づく優先度付け

(動作6)通信方式 周波数帯の決定、及び通信方式の変更

また、移動端末4００における処理の流れ(処理方式)は、以下の 方式及び 方式

の二つに大きく分けることが出来る。

( 方式)認知に必要な情報を端末自身が収集するのではなく、ネットワーク側で収

集し、情報を一括管理し、その情報を用いて端末が認知を行ぅ方式

( 方式)ｱ記の方式に本来のコグニティブ無線技術の技術として、端末側でも情報

を収集することによるハイブリット方式

図3 は、上述した 方式及び 方式の動作を簡単に示すフローチヤートである。図

3 に示すよぅに、上記の動作2 周囲の電波状況の認知、及び優先度付げが付加さ

れている点で、 方式は 方式と異なる。以下に、上記した実施形態に係る動作 ～
動作6の詳細を説明する。

０199 動作 初期ビーコン受f

初期ビーコン受信部4０4(図5)は、通信方式3００内の初期ビーコン送信部3０8が

送信する初期ビーコンを定期的に受信する。また、移動端末4００の通信開始、及び

通信切り替え時において、要求リスト作成部4０8から初期ビーコンの取得要求があっ
た場合には、取得要求に応じて通信方式3００から送信されてくる初期ビーコンを受

信し、要求リスト作成部4０4に初期ビーコンの内容を送信する。詳細な手順は、以下

の手順( )～(3) に示す通りである。

０2００ (手M( ))

初期ビーコン受信部4０4は、定期的(例汀時間に 回)に各通信方式3００( ～耳



)から初期ビーコンを受信する。初期ビーコンは各通信方式 耳 ～ について夫々

固定の周波数で送信される。

０2０1 (手) I (2))

また、移動端末4００では、通信が開始される際、及び切り替えの際に、要求リスト生

成部4０8が、初期ビーコン受信部4０4へ初期ビーコン取得要求を行ぅ。

０2０2 (手) I (3))

要求リスト生成部4０8から初期ビーコン取得要求を受けとった初期ビーコン受信部

4０4は、通信方式3００の初期ビーコン送信部3０8から送信された初期ビーコンを受

信する。

０2０3 図32は、移動端末4００で受信される初期ビーコンの例を示す図である。図32は、

初期ビーコン作成時刻が 2 ００で、地域 に対する初期ビーコンを示している。

０2０4 図33は、初期ビーコン受信に係る手順( )～(3)の動作例を示すシーケンス図であ

る。図33において、移動端末4００の要求リスト作成部4０8は、通信方式 耳 での初

期ビーコン受信要求を作成し( 2０ ) 、データ通信部4０7に対して使用通信方式を

通信方式 耳 へ変更することを要求する ( 2０2)。データ通信部4０7は、要求リスト

作成部4０8からの要求に応じて、通信方式を通信方式 耳 に変更する ( 2０3)

０2０5 また、要求リスト作成部4０8は、通信方式 耳 に応じた周波数帯域及び許容電波強

度の設定を無線処理部4０ に要求する (S2 ０4)。無線処理部4０ は、要求に応

じて周波数帯域及び許容電波強度の設定変更を行 (S2 ０5)

０2０6 その後、データ通信部4０7と通信方式3００( )のデータ通信部3 ０との間で通

信のためのコネクションが確立される (S2 ０6)。その後、通信方式3００( )の初期

ビーコン送信部3０8から初期ビーコンが送信される ( 2０7)。初期ビーコンは移動端

末4００の初期ビーコン受信部4０4で受信され保存される ( 2０8)

０2０7 なお、上記したS 2０～S 2０8の手順は、残りの通信方式 2～ について繰り返

し実行される。これによって、移動端末4００は、通信方式 耳 ～ に係る初期ビー

コンを受信することができる。

０2０8 動作2 周囲の電波状況の認知、及び優先度付け

移動端末4００自身が、周囲の電波状況を観測する。その電波強度により、各通



信方式3００( ～ ) に対し、通信方式 周波数帯域選択時における優先度を付

加する。なお、周波数帯域の認知に必要な情報を端末自身が収集する 方式ではな

く、ネットワーク側で収集し、情報を一括管理し、その情報を用いて端末が認知を行ぅ

方式では、当該動作2は行われない(図3 )。詳細には、次の手順( )及び(2)が行

われる。

０2０9 (手順( ))

移動端末4００内の無線処理部4０ において、移動端末4００の周囲における各

通信方式 耳 ～ に係る電波状況を測定する。電波状況は、移動端末4００内の通

信方式 周波数帯決定部4０9においてリストィビされる。即ち、電波状況リストが作成

される。

０2 1０ 図34は、通信方式 周波数帯決定部4０9によって実施される電波状況リスト作

成の手順例を示すフローチヤートである。電波状況リストは、以下のステップS 2 ～
S 2 7を経て作成される。

０2 11 ステップS 2 通信方式 周波数帯決定部4０9は、空欄の電波状況リストを作

成する。

０2 12 ステップS 2 2 無線処理部4０ は、認知した周波数帯を通信方式 周波数

帯決定部4０9に送信する。周波数帯域の認知は、電波を無線処理部4０ で受信

及び測定することにより行われる。

０2 13 ステップS 2 3 次に、通信方式 周波数帯決定部4０9は、無線処理部4０ で

測定された周囲の電波状況 (周波数帯域)を電波状況リストに書き込む。

０2 14 ステップS 2 4 次に、通信方式 周波数帯決定部4０9は、無線処理部4０ で

受信された周波数帯域の通信方式を算出し、電波状況リストに書き込む。

０2 15 ステップS 2 5 無線処理部4０ は、認知した周波数帯の電波強度を測定し、

通信方式 周波数帯決定部4０9に送信する。

０2 16 ステップ 2 6 通信方式 周波数帯決定部4０9は、周波数帯の電波強度を電

波状況リストに書き込む。

０2 17 ステップS 2 7 記したステップS 2 ～S 2 6の処理は、無線処理部4０ が

認知できる周波数 (通信可能な通信方式)分だけ繰り返し実行される。



０2 18 図3 5 は、通信方式 周波数帯決定部4０9でリスト化される周囲の電波状況を示す

電波状況リストのデータフオーマット例を示す表である。電波状況リストには、受信さ

れた(通信可能な)通信方式に関する周波数帯域と電波強度とが格納される。

０2 19 (手順(2))

通信方式 周波数帯決定部4０9 に保存された電波状況より、各通信方式 周波

数帯域について、通信方式 周波数選択時における優先度を決定し、優先度リスト

に書き込む。

０2 2０ 図3 6 は、通信方式 周波数帯決定部4０9 による優先度リスト作成の処理例を示

すフローチヤートである。優先度リストは、図3 6 に示す以下のステップS22 ～S225

を経て作成される。

０2 2 1 ステップS22 通信方式 周波数帯決定部2０9 は、空欄の優先度リストを作成

する。

０222 ステップ 222 次に、通信方式 周波数帯決定部2０9 は、優先度 (電波状況)の

重みを決定し、優先度リストに書き込む。

０223 ステップ 223 次に、通信方式 周波数帯決定部2０9 は、電波状況リストの電

波強度から優先度を算出する (算出方法例は後述 ) 。

０2 2 4 ステップ 224 次に、通信方式 周波数帯決定部2０9 は、優先度 (電波状況)をリ

ストに書き込む。

０225 ステップS225 記したステップS223 及びS22 4の処理は、電波状況リスト中

の周波数帯域分、繰り返し実行される。

０226 優先度は、例えば、以下の算出式を用いて決定される。

０227 優先度 (電波状況))二 (電波強度 ( )) X ０・1
‥・算出式

但し、電波強度 ( ) は、各通信方式における最高強度と最低強度とに対する割合で

定めるものとする。例えば、通信方式 耳 の最高強度が X B で、最低強度が X2

dB であり、測定した電波強度が X3dBm の時の電波強度は、次のよぅに算出され

る。すなわち、最低強度を０とすると、最高強度はX X2、測定した強度はX 3 X2であ

るので、(電波強度 ( ))二 1０ (X3 X2 X X2)となる。

０228 図3 7 は、優先度リストのデータフオーマット例を示す。図3 7 に示す例では、移動端



末3００が通信方式 耳 ～ 3を利用可能であると仮定した場合における、通信方式

耳 ～ 3に係る優先度が示されている。但し、図37に示す例では、移動端末4００

が通信方式 3の認知 (電波受f )を行っていない場合が示されている。この場合、

通信方式 3の優先度 (電波状況) は、値無しとなる。

０229 動作3 コグニテイブ情報管理部へ要求する要求リストの作成、送f

要求リスト作成部4０9では、移動端末4００の使用可能な通信方式、及び移動端末

のステータス 端末ステータス を元に、通信方式 周波数選択時に必要であるパラメ

ータをリストィビし、コグニテイブ情報管理部2００へ該当パラメータの要求リストを送信

する。詳細は、以下の手順( )及び(2)からなる。

０23０ (手順( ))

要求リスト作成部4０9では、移動端末4００が使用可能な通信方式，端末ステータス

，及びュ一ザアクション内容を元に、通信方式 周波数選択時に必要であるパラメ

ータを要求リストとして作成する。以下に、端末ステータス，及びュ一ザアクション内

容の例を示す。

０23 1 例えば、地域 で時刻 2 3０から 時間、音声電話を行ぅ時の場合について説明

する。図38は、端末ステータスの例を示す表である。図38に示す例では、端末ステ

ータスは、現在位置，現在時刻，バッテリー残量，対応機能を含む。対応機能は、通

信方式 周波数選択時に参照できる電波情報を示し、ここでは、トラフイック情報，障

害情報，及び規制情報が含まれている。

０232 図39は、ュ一ザアクション内容の例を示す表である。図39に示す例では、ュ一ザ

アクション内容としてサービス内容及び使用予定時間が含まれている。図38及び図3

9に示した端末ステータス及びュ一ザアクション内容は、図5に示した端末ステータス

4 ０及びュ一ザアクション内容4 に相当し、要求リスト作成部4０8が要求リスト作成

のために収集する。

０233 図4０は、要求リスト作成部4０8による要求リスト作成の処理手順例を示すフローチ

ヤートである。要求リストは、以下のステップS23 ～244を経て作成される。

０234 ステップ 23 要求リスト作成部4０8は、空欄の要求リストを作成する。

０235 はテップ 232 次に、要求リスト作成部4０8は、端末ステータス4 ０(図38) に基



づき、現在の移動端末4００の位置情報の読み込みを行ぅ。

０236 ステップS233 S23 4 S235 次に、要求リスト作成部4０8は、移動端末4００が

利用可能な総ての通信方式を要求リストに書き込む。

０237 ステップ 236 次に、要求リスト作成部4０8は、要求リスト中の要求パラメータに周

波数を追加する。

０238 ステップS23 7 S238 次に、要求リスト作成部4０8は、端末ステータス4 ０を参

照し、要求パラメータにトラフィック情報が対応している (端末ステータス4 ０中の対応

機能にトラフィック情報が含まれている)場合には、要求リスト中の対応機能にトラフィ
、ソク情報を追加する。

０239 ステップS239 S24０次に、要求リスト作成部4０8は、端末ステータス4 ０を参

照し、要求パラメータに障害情報が対応している (端末ステータス4 ０中の対応機能

に障害情報が含まれている 場合には、要求リスト中の対応機能に障害情報を追加

する。

０24０ ステップS24 S242 次に、要求リスト作成部4０8は、端末ステータス4 ０を参

照し、要求パラメータに規制情報が対応している (端末ステータス4 ０中の対応機能

に規制情報が含まれている)場合には、要求リスト中の対応機能に規制情報を追加

する。

０241 ステップ 43 次に、要求リスト作成部4０8は、ュ一ザアクション内容より、使用予

定時間を読み込む。

０242 ステップ 44 要求リスト作成部4０8は、コグニティブ情報管理部2００により作成

されるコグニティブ情報テーブル2 ０のフオーマットに準じた取得時間帯の書き込み

を行ぅ。例えば、コグニティブ情報テーブル2 ０の設定時刻が 時間単位の場合、要

求リスト作成部4０8は、取得時間帯を 時間単位で書き込む。

０243 上記の手順を経て作成完了した要求リストのデータフオーマット例を図4 に示す。

図4 には、地域 で時刻 2 3０から 時間、音声電話を〒ぅ場合における要求リスト

が示されている。なお、端末ステータスは上記と同様とする。

０244 (手順(2))

作成された要求リストは、無線処理部4０ から送信され、初期ビーコンを送信した



通信方式3００を通じて、コグニティブ情報管理部2００へ送信される。

０245 動作4 コグニティブ情報管理部からの詳細リストの受信及び、それに基づく優先

度付け

詳細リスト受信部4０5(図5)では、動作3でコグニティブ情報管理部2００へ送信した

要求リストに対してコグニティブ情報管理部2００から送信される詳細リストを受信し、

通信方式 周波数帯決定部4０9に送信する。通信方式 周波数帯決定部4０9で

は、受信した詳細リスト内のパラメータより、各通信方式 各周波数帯に対し、通信方

式 周波数選択時における優先度を決定する。詳細には、以下の手順( )～(2)が行

われる。

０246 (手順( ))

詳細リスト受信部4０5は、コグニティブ情報管理部2００から要求リストに対応する詳

細リストを無線受信部4０ を介して受信し、通信方式 周波数帯決定部4０9に送

信する。図42は、受信される詳細リストの例を示す。

０247 (手順(2))

通信方式 周波数帯決定部4０9は、受信した詳細リスト内のパラメータ、端末ステ

ータス4 ０、及びュ一ザアクション内容4 に基づき、各通信方式 各周波数帯に

関して、通信方式 周波数帯選択時における優先度を決定し、優先度リストに書き

込む。

０248 図43は、この手順(2)において通信方式 周波数帯決定部4０9で実行される優先

度リストの作成手順例を示すフローチヤートである。作成手順は、以下の通りである。

０249 はテップ 25 通信方式 周波数帯決定部4０9は、既に優先度リストが作成され

ているか確認する。優先度リストが作成されている場合(S 25 Y S)には、処理がス

テップS252 に進み、優先度リストが作成されていない場合(S 25 )には、処理

がステップS26 ０に進む。

０25０ なお、移動端末2００が周囲の電波状況を認知しているとき、即ち動作2が実行済み

である場合( 方式が実行される場合)のみに、優先度リストが既に存在することになる

０25 1 はテップ 252 通信方式 周波数帯決定部4０9は、優先度(周波数)の重みを決



定し、優先度リストに書き込む。

０252 はテップS253 S25 4 通信方式 周波数帯決定部4０9は、詳細リストにおいて、

障害情報が 障害発生有げまたは、規制情報が 規制有げである周波数が優先度リ

スト内にある場合は、優先度リストから該当周波数を削除する。

０253 はテップ 255 次に、通信方式 周波数帯決定部4０9は、詳細リスト(図42)中の

周波数帯の つと電波状況リスト(図35)の周波数帯とを比較し、両者が同じであるか

、共通部分を有するか、共通部分を有しないかを判定する。

０254 はテップ 256 詳細リストの周波数帯が電波状況リストの周波数、すなわち移動端

末4００が認知した周波数帯と同じであれば、通信方式 周波数帯決定部4０9は、優

先度 ０を優先度リストに書き込む。

０255 はテップ 257 詳細リストの周波数帯が移動端末4００で認知された周波数帯と共

通部分を有する場合には、通信方式 周波数帯決定部4０9は、優先度 5 を優先

度リストに書き込む。

０256 はテップ 258 詳細リストの周波数帯が移動端末で認知された周波数帯と共通部

分を有しない場合には、通信方式 周波数帯決定部4０9は、優先度 ０を優先度リ

ストに書き込む。

０257 はテップ 259 詳細リストに他の周波数帯があれば、通信方式 周波数帯決定

部4０9は、その他の周波数帯の総てについて、ステップ 253～258の操作を繰り

返し実行する。但し、障害情報が 障害発生有げまたは、規制情報が 規制有げの

周波数帯に対してはS255 ～S258 の操作は行われない(ステップS253 )。詳細

リスト中の総ての周波数帯に関する処理が終了すると、通信方式 周波数帯決定部

4０9は処理をステップS26 に進める。

０258 はテップ 26０通信方式 周波数帯決定部4０9は、優先度リストが末だ作成され

ていないので、空欄の優先度リストを作成する。

０259 はテップ 26 次に、通信方式 周波数帯決定部4０9は、優先度 (トラフィッ力
の重みを決定する。

０26０ はテップS263 S26 4 次に、通信方式 周波数帯決定部4０9は、詳細リストのト

ラフィック使用率から優先度 (トラフィッ列を算出し、優先度リストに書き込む。



０26 1 はテップ 265 詳細リスト中に他の周波数帯がある場合には、他の周波数帯の総

てに関してステップ 263及び 264の処理が繰り返し行われる。ただし、障害情報

が 障害発生有げまたは、規制情報が 規制有げの周波数帯に対しては、通信方式

周波数帯決定部4０9は、S263 及びS26 4の操作を行わない(ステップ )

０262 ステップ 263における優先度(トラフィッ列の算出は、例えば、以下の算出式に従

って行われる。

０263 優先度(トラフィック))二 (1００ トラフィック使用率( x ・1
‥・(算出式)

図44は、図43に示した処理を経て作成される優先度リストのデータフオーマット例

を示す表である。なお、移動端末4００の処理方式が周囲の電波状況を認知しない
方式である場合には、電波状況の優先度は空欄となる。また、移動端末4００自体が

認知を行わない通信方式(図42の通信方式 3)に関しては、優先度 (電波状況，周

波数) は値無しとされる。

０264 動作5 端末ステータス、ュ一ザアクション内容に基づく優先度付け

通信方式 周波数帯決定部4０9は、端末ステータス4 ０、及びュ一ザアクション内

容4 に基づいて、通信方式 周波数選択時における優先度を決定することができ

る。詳細な手順は、以下の( )及び(2)である。

０265 (手 ( ))

通信方式 周波数帯決定部4０9は、端末ステータス4 ０に基づき、通信方式 周

波数選択時における優先度を決定し、優先度リストに書き込む。このとき、端末ステー

タス(バッテリー残量)に関しては、予め定められたバッテリー残量に対する通信方式

の優先度が用いられる。

０266 例えば、通信方式 耳 及び 2に関して、以下のよぅに優先度を予め規定する。

(例 ) 通信方式 耳

優先度(バッテリ 二 ０残量7０以上1００以下

5 残量4０以上7０未満

０残量０以上4０未満

(例2) 通信方式 2(例 バッテリーの消費が通信方式 耳 よりも少ない通信方式)

優先度(バッテリ 二０残量7０以上1００以下



5 残量4０以上7０未満

０残量０以上4０未満

(手順(2))

次に、通信方式 周波数帯決定部4０9は、ュ一ザアクション内容4 に基づき、通

信方式 周波数選択時における優先度を決定し、優先度リストに書き込む。ュ一ザ

アクション内容(サービス内容)に関しては、サービス内容に対して予め規定された通

信方式の優先度を用いる。優先度の例は次の通りである。

(例 )通信方式 (例 長時間サービスを受けたい時)

優先度(サービス)二 ０現在、未来 (予測値) とも利用可能

０未来は利用不可能

(例2)通信方式 2 (例 移動中の通信に強い通信方式)

優先度(サービス)二０音声電話

5 パケ、ソト通信

０移動通信

図45は、通信方式 周波数帯決定部4０9による端末ステータス及びュ一ザアクシ

ョン内容(サービス内容)に基づく優先度リスト作成の処理例を示すフローチヤートであ

る。

０267 図45に示す処理例では、端末ステータス(バッテリー残量)に関して「バッテリーの消

費が少ない方式」が適用され、且つュ一ザアクション内容(サービス内容)に関して「移

動中の通信に強い方式」が適用されている。

０268 図45の処理が開始されると、通信方式 周波数帯決定部4０9は、優先度(バッテリ

の重みを決定し、リストに書き込む処理を行メステップS 27 )。すなわち、通信方

式 周波数帯決定部4０9は、詳細リスト中の周波数帯の つについて、端末ステー

タス4 ０に含まれるバッテリーの残量を確認する(ステップS 272)

０269 このとき、バッテリー残量が7０ 以ｱ ００ 以下であれば、通信方式 周波数帯

決定部4０9は優先度 ０を優先度リストに書き込む(ステップ 273)

０27０ これに対し、バッテリー残量が4０ 以ｱ7０ 未満であれば、通信方式 周波数帯

決定部4０9は優先度 5 を優先度リストに書き込む(ステップ 274)



０27 1 これに対し、バッテリー残量が０ 以上4０未満であれば、通信方式 周波数帯決

定部4０9は、優先度 ０"を優先度リストに書き込む(ステップS 275)

０272 次に、通信方式 周波数帯決定部4０9は、詳細リスト(電波状況リスト)に他の周波

数帯がある場合には、ステップS 272～S 275の処理を、他の周波数帯の総てに関し

て行メステップS 276)

０273 優先度(バッテリ )の書き込み処理が終了すると、通信方式 周波数帯決定部4０

9は、優先度 サービス の重みを決定し、詳細リストに書き込む処理を行メステッ

277)。すなわち、通信方式 周波数帯決定部4０9は、詳細リスト中の周波数帯の

つに関して、ュ一ザアクション内容4 を参照し、ュ一ザが所望するサービス内容を

受けたいかを確認する(ステップ 278)

０274 このとき、サービス内容が 音声電話 であれば、通信方式 周波数帯決定部4０9

は優先度 ０を優先度リストに書き込む(ステップS 279)

０275 これに対し、サービス内容が パケ、ソト通信 であれば、通信方式 周波数帯決定

部4０9は優先度 5 を優先度リストに書き込む(ステップ 28０)

０276 これに対し、サービス内容が 移動通信 であれば、通信方式 周波数帯決定部4

０9は優先度 ０を優先度リストに書き込む(ステップS28 )

０277 次に、通信方式 周波数帯決定部4０9は、詳細リスト(電波状況リスト)に他の周波

数帯がある場合には、ステップS 278～S28 の処理を他の周波数帯の総てに関して

行メステップ )。総ての周波数帯に係る優先度(サービス)の書き込みが終了す

ると、優先度リスト作成処理が終了する。

０278 図46は、動作5を経て作成されたバッテリー残量及びサービス内容に基づく優先

度を含む優先度リストのデータフオーマット例を示す表である。

０279 動作6 通信方式 周波数帯の決定、及び通信方式の変更

通信方式 周波数帯決定部4０9は、動作 ～動作5を経て作成された優先度リスト

を元に実際に通信に利用する通信方式 周波数帯を決定する。決定された通信方

式 周波数帯は、通信方式 周波数帯変更部4０6に送信される。

０28０ また、通信方式の変更については、データ通信部4０7に変更を通知する。その後、

決定した通信方式 周波数帯で通信が行われる。詳細には、次の手順( )～(3)が行



われる。

０281 (手 ( ))

通信方式 周波数帯決定部4０9は、優先度リストを元に、実際に通信に利用する

通信方式 周波数帯を決定する。図47は、決定部4０9による通信方式 周波数帯

の決定処理に使用される通信方式 周波数帯決定基準例(優先度リスト)を示す表で

ある。

０282 なお、図47の表において、重みは総ての優先度に関して ㌣が設定されている。但

し、重みは、優先させたい優先度の種類により変更することが可能である。図47に示

す優先度リストの内容では、決定部4０9で決定(選択冶れる通信方式は、最も重みの

大きい「通信方式 3」となる。

０283 (手順(2))

決定された通信方式 周波数帯は、通信方式 周波数帯変更部4０6に送信され

る。無線処理部4０ は、通信方式 周波数帯変更部4０6からの指示に従って、決

定された内容で周波数帯域及び許容電波強度の変更を行ぅ。

０284 (手順(3))

決定された通信方式 周波数帯は、データ通信部4０7に送信され、通信方式の変

更が行われ、通信が開始可能となる。

０285 図48は、動作6に係る動作例を示すシーケンス図である。図48において、移動端

末4００の通信方式 周波数帯決定部4０9は、通信方式 周波数帯を決定し(ステッ
プ 29 )、決定内容(通信方式 周波数帯)を通信方式 周波数帯変更部4０6へ送

信する(ステップS292)

０286 通信方式 周波数帯変更部4０6は、受信した決定内容を、その決定内容に基づく

変更指示とともに無線処理部4０ に送信する(ステップS293) 。無線処理部4０

は、変更指示に応じて、決定内容に基づき、使用周波数帯域及び許容電波強度の

変更を行メステップS29 4)

０287 また、通信方式 周波数帯決定部4０9は、通信方式 周波数帯の決定内容をデ

ータ通信部4０7に送信する ステップ 。データ通信部4０7は、決定内容に応じ

て移動端末4００が通信に用いる通信方式を変更する(ステップ 296)



０288 その後、変更された通信方式3００にの例では通信方式 と移動端末4００との間

で通信用のコネクションが確立され(ステップ 297)、ュ一ザ通信が開始される(ステッ
プS298)

０289 実運用の流れ

次に、移動端末4００の実運用における動作例について説明する。基本的な動作は

、これまでに説明した動作 ～動作6の通りである。以下に、移動端末4００が連続し

て長時間サービスを受ける場合の流れを示す。

０29０ 図49は、移動端末が連続してサービスを受ける場合の処理例を示すフローチヤー

トである。図49において、移動端末4００は、ステップ 3０～3０6からなる通信方

式決定処理(ステップ 3００動作 ～動作6)を行ぅ。

０29 1 通信方式決定処理( ００)において、移動端末4００は、或る通信方式3００から初

期ビーコンを受信し(ステップS3０ 動作 )、通信方式3００との間で通信を開始する(

ステップS3０2 動作2)

０292 次に、移動端末4００は、要求リストをコグニティブ情報管理部2００へ向けて送信し(

ステップ 3０3 動作3)、通信方式3００を介してコグニティブ情報管理部2００からの

詳細リストを受信する(ステップ ０4 動作4)

０293 次に、移動端末4００は、詳細リストに基づき、移動端末4００で利用可能な通信方式

に対する優先度付け(優先度設定)を行い(優先度リストの作成 ステップ 3０5 動作5

)、優先度リストに基づき通信方式 周波数帯を決定する(ステップ 3０6 動作6)。こ

のよぅにして、決定された通信方式及び周波数帯域で通信が開始される。

０294 その後、通信が開始されてから所定時間(例えば55分)が経過すると(ステップ 3０7

)、移動端末4００は、ュ一ザに対してサービスを続けて受けるか否かを問い合わせる

。例えば、移動端末4００は、当該質問を表示装置に表示する。このとき、ュ一ザがサ

ービスの継続を所望しない場合(S 3０8 O)には、サービスの提供単位にの例では

時間)が終了した時点でサービスを終了する。もっとも、直ちにサービスを終了しても

良い。

０295 これに対し、ュ一ザがサービスの継続を所望する場合 S 3０8 Y S には、

末4００は、通信方式決定処理を再び行メステップS 3００)



０296 その後、移動端末4００は、エラーが生じることなく通信方式を決定することができた

場合(S3 ０9 S)には、その新しく決定された通信方式での通信サービスを所定時

間継続する(処理がステップ 3０7へ進む)。

０297 これに対し、通信方式決定処理にてエラーが発生した場合( 3０9 )には、初期

リスト(通信方式決定にこれまで利用していたデータ)を再度読み込み(ステップ 3 ０)

、詳細リスト中の予測データを元に通信方式を決定(選択)する(ステップS 3 )o

０298 このよぅに、通信方式決定処理で決定された通信方式での通信が開始されてから

そのサービスの提供単位( 時間)までの残り時間が所定時間(5分程度)になった際、

ュ一ザが当該通信方式によるサービスを継続して受ける場合には、通信方式決定処

理が再度行われる。

０299 再度の通信方式決定処理にてエラーが生じなかった場合には、その決定処理で新

しく選択された通信方式でサービス提供を継続することができる。これに対し、エラー

が出てしまったときは、今まで使用していた情報を再度読み込み、予測データを元に

通信方式が選択される。

０3００ (効果

実施形態による移動端末4００によれば、初期ビーコンを受信して通信を開始した

後、要求リストに応じた詳細リストをコグニティブ情報管理部2００から受信して、詳細リ

ストの内容に基づき最適な通信方式及び周波数帯域を用いて通信を行メサービス

を受けるにとができる。



請求の範囲

使用可能周波数帯域の重複範囲を有する複数の通信方式の夫々を用いて移動端

末と無線通信を〒ぅ複数の通信システムの夫々とネットワークを介して接続され、前

記複数の通信システムの通信環境情報を管理する情報配信装置であって、

前記複数の通信システムから運用保守管理(O )情報を前記ネットワークを通じ

て収集する 情報収集部と、

O 情報収集部で収集されたO 情報と、前記複数の通信方式に対して夫々

規定された可変周波数帯情報及び固定周波数帯情報とを用いて決定された各通信

方式に対する周波数帯域の割り当て状態を含む通信環境情報を格納したデータベ

ースを作成するデータベース作成部と、

前記通信環境情報に含まれる情報を前記各通信システムに対して配信する配信

部と

を含む情報配信装置。

2 前記複数の通信方式の少なくとも つ重複する周波数帯域を用いて無線通信を行

ぅ人工衛星に係る電波情報を収集する電波情報収集部と、

前記電波情報を前記データベースに格納される周波数割り当て状態に反映する反

映部と

をさらに含む請求項 に記載の情報配信装置。

3 前記複数の通信方式の少なくとも つと重複する周波数帯域を用いて無線通信を

〒ぅ航空機に係る電波情報を収集する電波情報収集部と、

前記電波情報を前記データベースに格納される周波数割り当て状態に反映する反

映部と

をさらに含む請求項 又は2に記載の情報配信装置。

4 前記複数の通信方式の少なくとも つと重複する周波数帯域を用いて無線通信を

〒ぅ公用無線に係る電波情報を収集する電波情報収集部と、

前記電波情報を前記データベースに格納される周波数割り当て状態に反映する反

映部と

をさらに含む請求項 ～3のいずれかに記載の情報配信装置。



5 前記データベースに格納された通信環境情報から、各通信システムが配下の移動

端末と無線通信を開始する場合に必要な通信環境情報を取得するために利用でき

る周波数情報を含む初期ビーコン情報を作成する初期ビーコン作成部をさらに含み

前記配信部は、前記初期ビーコン情報を前記複数の通信システムに配信する

請求項 ～4のいずれかに記載の情報配信装置。

6 前記データベースに格納された通信環境情報から、前記各通信システムで使用す

べき周波数帯域の変更情報を作成する変更情報作成部をさらに含み、

前記配信部は、前記各通信システムで前記変更情報に基づく使用周波数変更処

理が実施されるよぅに、前記変更情報を前記各通信システムに配信する

請求項 ～5のいずれかに記載の情報配信装置。

7 前記複数の通信システムのいずれかを通じて移動端末からの情報配信要求が受

信された場合に、情報配信要求に応じた配信情報を前記通信環境情報から抽出し

て作成する配信情報作成部をさらに含み、

前記配信部は、前記配信情報を、要求元の移動端末へ、前記複数の通信システム

のいずれかを介して送信する

請求項 ～6のいずれかに記載の情報配信装置。

8 前記 情報は、各通信方式のトラフィック使用率を含み、

前記データベース作成部は、使用周波数帯域が重複する二つの通信方式がある

場合に、トラフィック使用率の高い方の通信方式に対して多くの周波数帯域が割り当

てられるよぅに、これらの二つの通信方式に対する使用周波数帯域を決定する

請求項 ～7のいずれかに記載の情報配信装置。

9 前記複数の通信方式の少なくとも つと重複する周波数帯域を用いて無線通信を

行ぅ人工衛星，航空機，及び公用無線の少なくとも つに係る電波情報を収集する電

波情報収集部と、

前記電波情報を前記データベースに格納される周波数割り当て状態に反映する反

映部とをさらに含み、

前記データベース作成部は、所定の時間帯において、前記複数の通信方式の つ



で使用される周波数帯域と、人工衛星，航空機，公用無線のいずれか つで使用さ

れる周波数帯域とが重複部分を有する場合に、前記複数の通信方式の つが使用

する電波の最低送信強度と、前記人工衛星，航空機，公用無線のいずれか つの許

容電波強度とを比較し、前者が後者を上回る場合には、少なくとも重複部分につい
て前記複数の通信方式の つによる使用が禁止されるよぅに、各通信方式の周波数

帯域の割り当てを行ぅ

請求項 ～8のいずれかに記載の情報配信装置。

０ 使用可能周波数帯域の重複範囲を有する複数の通信方式の夫々を用いて移動端

末と無線通信を〒ぅ複数の通信システムの夫々とネットワークを介して接続された情

報処理装置が、

前記複数の通信システムから運用保守管理(O )情報を前記ネットワークを通じ

て収集し、

前記 情報と、前記複数の通信方式に対して夫々規定された可変周波数帯情

報及び固定周波数帯情報とを用いて決定された各通信方式に対する周波数帯域の

割り当て状態を含む通信環境情報を格納したデータベースを作成し、

前記通信環境情報に含まれる情報を前記各通信システムに対して配信する

ことを含む情報配信方法。

使用可能周波数帯域の重複範囲を有する複数の通信方式の夫々を用いて移動端

末と無線通信を〒ぅ複数の通信システムの夫々とネットワークを介して接続された情

報処理装置に、

前記複数の通信システムから運用保守管理(O )情報を前記ネットワークを通じ

て収集するステップと、

前記O 情報と、前記複数の通信方式に対して夫々規定された可変周波数帯情

報及び固定周波数帯情報とを用いて決定された各通信方式に対する周波数帯域の

割り当て状態を含む通信環境情報を格納したデータベースを作成するステップと、

前記通信環境情報に含まれる情報を前記各通信システムに対して配信するステッ
プと

を実行させるプログラム。
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