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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の無線システムに割り当てられた、もしくは、優先的な使用が許可された周波数帯域
の使用状況の推定を行う自無線システムの基地局であって、
　少なくとも１つのセンシング装置における、他の無線システムの受信信号電力値と自無
線システムの受信信号電力値との受信信号電力比に基づいて、前記周波数帯域の使用状況
を推定する推定手段を、
　備えることを特徴とする基地局。
【請求項２】
　前記推定手段は、前記受信信号電力比と、前記センシング装置における他の無線システ
ムの受信信号電力値とを用いて、前記周波数帯域の使用状況を推定することを特徴とする
請求項１記載の基地局。
【請求項３】
　前記推定手段は、前記受信信号電力比と所定の信号電力比閾値との比較結果である第１
比較結果に基づいて、前記周波数帯域の使用状況を推定することを特徴とする請求項１ま
たは２記載の基地局。
【請求項４】
　前記推定手段は、前記第１比較結果と、他の無線システムの受信信号電力値と所定の信
号電力閾値との比較結果である第２比較結果とに基づいて、前記周波数帯域の使用状況を
推定することを特徴とする請求項３記載の基地局。



(2) JP 5590037 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

【請求項５】
　前記推定手段は、前記第２比較結果が、他の無線システムの受信信号電力値が前記信号
電力閾値と等しいかあるいは小さいとの結果であった場合に限り、前記第１比較結果を用
いて、前記周波数帯域の使用状況を推定することを特徴とする請求項４記載の基地局。
【請求項６】
　前記周波数帯域は、複数の周波数帯域に分割されており、前記推定手段は、分割された
周波数帯域毎に、使用状況の推定を行うことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に
記載の基地局。
【請求項７】
　前記信号電力比閾値を決定する閾値決定手段を、さらに備えることを特徴とする請求項
３～６のいずれか１項に記載の基地局。
【請求項８】
　前記閾値決定手段は、他の無線システムと自無線システムの各送受信局情報を用いて所
定の伝搬損失算出式により算出される各基地局の受信信号電力比に基づいて、前記信号電
力比閾値を決定することを特徴とする請求項７記載の基地局。
【請求項９】
　他の無線システムの受信信号電力値を自無線システムの受信信号電力値で除算すること
により前記受信信号電力比を求める場合、前記閾値決定手段は、他の無線システムの受信
信号電力値が所定の信号電力閾値を満足するエリアにおいて、最も小さな受信信号電力比
を、前記信号電力比閾値として設定することを特徴とする請求項８記載の基地局。
【請求項１０】
　自無線システムの受信信号電力値を他の無線システムの受信信号電力値で除算すること
により前記受信信号電力比を求める場合、前記閾値決定手段は、他の無線システムの受信
信号電力値が所定の信号電力閾値を満足するエリアにおいて、最も大きな受信信号電力比
を、前記信号電力比閾値として設定することを特徴とする請求項８記載の基地局。
【請求項１１】
　前記送受信局情報は、各送受信局の位置、各送受信局間の距離、各送受信局のアンテナ
ゲイン、各送受信局のアンテナの高さ、各基地局の搬送波周波数、各基地局の送信電力値
のうちの少なくとも１つであることを特徴とする請求項８～１０のいずれか１項に記載の
基地局。
【請求項１２】
　前記信号電力比閾値を更新する閾値更新手段を、さらに備えることを特徴とする請求項
３～１１のいずれか１項に記載の基地局。
【請求項１３】
　自無線システムと通信可能な端末局であって、
　少なくとも１つのセンシング装置における、他の無線システムの受信信号電力値と自無
線システムの受信信号電力値との受信信号電力比に基づいて、他の無線システムに割り当
てられた、もしくは、優先的な使用が許可された周波数帯域の使用状況を推定する推定手
段を、
　備えることを特徴とする端末局。
【請求項１４】
　前記センシング装置のうちの少なくとも１つは端末局であり、センシングを行う端末局
は、自端末局における、他の無線システムの受信信号電力値と自無線システムの受信信号
電力値との受信信号電力比および該受信信号電力比と所定の閾値との比較結果のうちの少
なくとも一方を、自端末局または他の端末局の前記推定手段、あるいは自無線システムの
基地局の前記推定手段へ通知することを特徴とする請求項１３記載の端末局。
【請求項１５】
　自無線システムと、該自無線システムと通信または放送を行うことが可能な端末局を備
える無線システムであって、
　少なくとも１つのセンシング装置における、他の無線システムの受信信号電力値と自無
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線システムの受信信号電力値との受信信号電力比に基づいて、前記周波数帯域の使用状況
を推定する推定手段を、
　備えることを特徴とする無線システム。
【請求項１６】
　前記推定手段は、自無線システムのカバーエリアにおいて、他の無線システムに割り当
てられた、あるいは、優先的な使用が許可された周波数帯域が通信または放送に使用され
ている地域を推定することを特徴とする請求項１５記載の無線システム。
【請求項１７】
　前記推定手段の推定結果に基づいて、自無線システムにおける通信または放送について
の無線リソースを管理する管理手段を、さらに備えることを特徴とする請求項１５または
１６記載の無線システム。
【請求項１８】
　他の無線システムに割り当てられた、もしくは、優先的な使用が許可された周波数帯域
の使用状況の推定を行う、自無線システムの基地局における無線制御方法であって、
　少なくとも１つのセンシング装置における、他の無線システムの受信信号電力値と自無
線システムの受信信号電力値との受信信号電力比に基づいて、前記周波数帯域の使用状況
を推定することを特徴とする無線制御方法。
【請求項１９】
　自無線システムの基地局のコンピュータに実行させる制御プログラムを記憶する記憶媒
体であって、
　前記制御プログラムは、少なくとも１つのセンシング装置における、他の無線システム
の受信信号電力値と自無線システムの受信信号電力値との受信信号電力比に基づいて、前
記周波数帯域の使用状況を推定する処理を含むことを特徴とする記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局、端末局、無線システム、無線制御方法、および記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信において、周波数資源には限りがあるため、周波数を有効利用するための技術
が重要視されている。そこで、近年、“コグニティブ無線（ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ　ｒａｄ
ｉｏ）”技術が注目を浴びている。コグニティブ無線は、例えば、無線基地局自らが、利
用対象の全周波数帯域のうち、無線基地局周辺で現在空いている周波数帯を探し出して通
信に利用するものである。例えば、他の無線システムにおいて、現時点で使われていない
周波数帯が存在している場合、自無線システムの基地局は、この周波数帯を用いて無線通
信することができる。従って、周波数資源を有効に利用することができる。
　コグニティブ無線において、基地局や基地局がカバーするエリアに存在する端末局は、
電波が存在していない周波数帯を検出する。ここで、電波が存在していない周波数帯を検
出する手法としては、例えば、利用対象の全周波数帯域のうち、通信に利用したい候補の
各周波数帯の受信信号電力値を検出する手法を挙げることができる。
　具体的には、まず、利用対象の全周波数帯域をある一定の帯域を有するバンドに区切る
。そして、広帯域に亘って動作可能な直交復調器・シンセサイザなどのＲＦ（Ｒａｄｉｏ
　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）回路により、ＲＦ信号をベースバンド信号に変換する。基地局や
端末局は、それぞれのバンド内の受信信号電力値を算出し、算出した受信信号電力値が所
定の閾値よりも低いバンドを探索する。また、中心周波数を順次変えてそれぞれのバンド
内の受信信号電力値を算出していき、受信信号電力値が低いバンドを探索するという手法
も考えられる。
　ここで、受信信号電力が閾値よりも低いバンドは、他の無線システムへの与干渉、ある
いは、他の無線システムからの被干渉の影響が小さいものと判断することができる。従っ
て、このようなバンドは、空き周波数帯と見なすことができ、すなわち、無線通信に使用
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することができる。
　上記に関連し、例えば、特許文献１は、基地局あるいは基地局のカバーエリアに存在す
る端末局が、利用対象の全周波数帯域について、基地局または端末局周辺の受信信号電力
値を算出し、算出した受信信号電力値を所定の閾値と比較することにより空き周波数帯域
か否かを判定する方法について記載する。さらに、特許文献１は、それらの算出結果や判
定結果を複数の基地局間で交換することにより自基地局周辺における空き周波数帯域の検
出精度を高めることを記載する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－７９２８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の場合、上述したように、受信信号電力値と閾値とを比較す
ることにより空き周波数帯域か否かを判定する方法を採用する。ここで、例えば、端末局
が屋内に存在する場合、建物進入損の影響により電波が減衰する（受信局における受信信
号電力値が小さくなる）場合がある。このような状態において受信信号電力値を閾値と比
較した場合、実際にはセンシング対象の周波数帯域が使用されているにも拘わらず、閾値
を下回る（空き周波数帯域である）と判定されてしまう虞がある。すなわち、特許文献１
の方法（受信信号電力値と閾値とを比較することにより空き周波数帯域か否かを判定する
方法）では、周波数帯域の使用状況の推定を高精度に行うことはできない。
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、他の無線システムに割り
当てられた、あるいは優先的な使用が許可された周波数帯域の使用状況の推定を、高精度
に行うことが可能な基地局、端末局、無線システム、無線制御方法、および記憶媒体を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の基地局は、他の無線システムに割り当てられた、もしくは、優先的な使用が許
可された周波数帯域の使用状況の推定を行う自無線システムの基地局であって、少なくと
も１つのセンシング装置における、他の無線システムの受信信号電力値と自無線システム
の受信信号電力値との受信信号電力比に基づいて、前記周波数帯域の使用状況を推定する
推定手段を、備える。
　また、本発明の端末局は、自無線システムと通信可能な端末局であって、少なくとも１
つのセンシング装置における、他の無線システムの受信信号電力値と自無線システムの受
信信号電力値との受信信号電力比に基づいて、他の無線システムに割り当てられた、もし
くは、優先的な使用が許可された周波数帯域の使用状況を推定する推定手段を、備える。
　また、本発明の無線システムは、自無線システムと、該自無線システムと通信または放
送を行うことが可能な端末局を備える無線システムであって、少なくとも１つのセンシン
グ装置における、他の無線システムの受信信号電力値と自無線システムの受信信号電力値
との受信信号電力比に基づいて、前記周波数帯域の使用状況を推定する推定手段を、備え
る。
　また、本発明の無線制御方法は、他の無線システムに割り当てられた、もしくは、優先
的な使用が許可された周波数帯域の使用状況の推定を行う、自無線システムの基地局にお
ける無線制御方法であって、少なくとも１つのセンシング装置における、他の無線システ
ムの受信信号電力値と自無線システムの受信信号電力値との受信信号電力比に基づいて、
前記周波数帯域の使用状況を推定する。
　また、本発明の記憶媒体は、自無線システムの基地局のコンピュータに実行させる制御
プログラムを記憶する記憶媒体であって、前記制御プログラムは、少なくとも１つのセン
シング装置における、他の無線システムの受信信号電力値と自無線システムの受信信号電
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力値との受信信号電力比に基づいて、前記周波数帯域の使用状況を推定する処理を含む。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、他の無線システムに割り当てられた、あるいは優先的な使用が許可さ
れた周波数帯域の使用状況の推定を、高精度に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明に係る第１の実施形態の基地局の構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明に係る第２の実施形態の無線システムの一例を示すシステム構成図である
。
【図３】図２に示す端末局の構成例を示すブロック図である。
【図４】図３に示す端末局を構成するセンシング部の構成例を示すブロック図である。
【図５】図２に示す自無線システムの基地局（受信系）の構成例を示すブロック図である
。
【図６】図５に示す使用状況推定部の構成例を示すブロック図である。
【図７】信号電力比閾値の設定方法を示す概念図である。
【図８】図６に示す総合判定部における判定結果例を示す表である。
【図９】図２に示す自無線システムの基地局（送信系）の構成例を示すブロック図である
。
【図１０】センシングを行う端末局の動作例を説明するためのフローチャートである。
【図１１】自無線システムの基地局の動作例を説明するためのフローチャートである。
【図１２】図５に示す使用状況推定部とは異なる使用状況推定部（信号電力値判定部の判
定結果に基づいて、信号電力比判定部の結果を利用するかどうかを判断する使用状況推定
部）の構成例を示すブロック図である。
【図１３】図４に示すセンシング部とは異なるセンシング部（端末局において、受信信号
電力値および受信信号電力比と各閾値との比較までを実行し、比較結果をセンシング結果
として基地局へ送信する場合のセンシング部）の構成例を示すブロック図である。
【図１４】本発明に係る第３の実施形態の基地局を構成する使用状況推定部の一例を示す
ブロック図である。
【図１５】図１４に示す使用状況推定部を構成する信号電力比閾値更新部の構成例を示す
ブロック図である。
【図１６】本発明に係る第４の実施形態の無線システムを構成する端末局の構成例を示す
ブロック図である。
【図１７】第４の実施形態の無線システムを構成する自無線システムの基地局の構成例を
示すブロック図である。
【図１８】図１７に示す基地局を構成するセンシングマップ生成部の構成例を示すブロッ
ク図である。
【図１９】第４の実施形態における自無線システムの基地局において作成されるセンシン
グマップの一例である。
【図２０】第５の実施形態の基地局において作成されるセンシングマップの一例を示す。
【図２１】第５の実施形態における端末局を構成するセンシング部の構成例を示すブロッ
ク図である。
【図２２】第６の実施形態において、端末局が他の無線システムの所定の基地局のカバー
エリアの境界付近に存在するか否かを判定する判定概念図の一例である。
【図２３】第６の実施形態の基地局の構成例を示すブロック図である。
【図２４】第６の実施形態において、他の無線システムの所定の基地局から所定距離以上
離れた位置に存在する端末局、あるいは、所定の基地局のカバーエリアから所定距離以上
離れた位置に存在する端末局を判定する際の判定概念図である。
【図２５】第７の実施形態に関し、自無線システムの基地局のカバーエリア内に存在する
端末局の散在状況を示すカバーエリア図である。
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【図２６】第７の実施形態に関し、自無線システムの基地局のカバーエリア内において、
複数の端末局をグループ化する方法例を示す概念図である。
【図２７】第７の実施形態の基地局の構成例を示すブロック図である。
【図２８】第８の実施形態の基地局の構成例を示すブロック図である。
【図２９】図２８に示す基地局を構成するセンシングマップ生成部の構成例を示すブロッ
ク図である。
【図３０】第９の実施形態に関し、自無線システムの基地局のカバーエリアと、自無線シ
ステムの基地局と同一の周波数帯域を使用する他の無線システムの基地局のカバーエリア
と、端末局との位置関係を示す第１のカバーエリア図である。
【図３１】第９の実施形態に関し、自無線システムの基地局のカバーエリアと、自無線シ
ステムの基地局と同一の周波数帯域を使用する他の無線システムの基地局のカバーエリア
と、端末局との位置関係を示す第２のカバーエリア図である。
【図３２】第９の実施形態の基地局の構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　［第１の実施形態］
　図１は、本発明に係る第１の実施形態の基地局１の構成例を示すブロック図である。基
地局１は、自無線システムに属し、他の無線システムに割り当てられた、もしくは、優先
的な使用が許可された周波数帯域の使用状況の推定を行う。ここで、本実施形態の基地局
１は、少なくとも１つのセンシング装置における、他の無線システムの受信信号電力値と
自無線システムの受信信号電力値との受信信号電力比に基づいて、上記周波数帯域の使用
状況を推定する推定部２（推定手段）を備える。
　ここで、センシング装置が、例えば、屋内に存在する場合、他の無線システムの基地局
からの送信電波は建物進入損の影響を受けて減衰する。従って、センシング装置における
受信信号電力値は、小さくなってしまう。そして、受信信号電力値が閾値以下となった場
合、実際にはセンシング対象の周波数帯域が使用されているにも拘わらず、空き周波数帯
域と判断されてしまう。しかしながら、受信信号電力比の場合、減衰した電波同士の比と
なるため、その値（比）は、建物進入損の影響を受けない。すなわち、以上説明した第１
の実施形態の基地局１は、センシング装置の存在状況（例えば、屋外かあるいは屋内か）
に拘わらず、周波数帯域の使用状況の推定を高精度に行うことが可能となる。
　［第２の実施形態］
　本実施形態の概略について説明する。本実施形態において、自無線システムの基地局ま
たは該基地局のカバーエリア（該基地局と通信または放送が可能な地域）に存在するセン
シング装置（例えば、端末局）は、他の無線システムが、利用対象の周波数帯域を利用し
ているか否かを推定する。ここで、上記推定は、センシング装置における、他の無線シス
テムの基地局と自無線システムの基地局の受信信号電力比を用いて行われる。自無線シス
テムの基地局またはセンシング装置は、その推定結果に基づき、自無線システムにおける
通信または放送についての無線リソース管理を行う。無線リソースの管理例としては、例
えば、使用する周波数帯域の選択、送信電力制御、あるいは、通信方式／変調方式／符号
化率等の管理を挙げることができる。
　以下、本実施形態の詳細について説明する。
　図２は、本発明に係る第２の実施形態の無線システム１０の一例を示すシステム構成図
である。無線システム１０は、他の無線システム１１と自無線システム１２とを備える。
他の無線システム１１には、システム帯域として、例えば、周波数帯域ｆ１、ｆ２、ｆ３
が割り当てられ、あるいは優先的な使用が許可されている。また、他の無線システム１１
は、基地局１０１～１０３を備える。この場合、基地局１０１は、システム帯域のうちの
周波数帯域ｆ１を利用する。基地局１０２は、システム帯域のうちの周波数帯域ｆ２を利
用する。基地局１０３は、システム帯域のうちの周波数帯域ｆ３を利用する。
　自無線システム１２は、基地局２０１を備える。基地局２０１は、そのカバーエリアが
、他の無線システム１１の各基地局１０１～１０３のカバーエリアにオーバーラップする
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ように配置される。ここで、例えば、自無線システム１２には、周波数帯域Ｆが割り当て
られ、あるいは優先的な使用が許可されているものとする。すなわち、この場合、自無線
システム１２の基地局２０１は、周波数帯域Ｆを利用する。また、本実施形態の場合、基
地局２０１のカバーエリア内に、端末局３０１、３０２（センシング装置）が存在すると
仮定する。
　ここで、先ず、端末局３０１、３０２の概略的機能について説明する。端末局３０１、
３０２は、自無線システム１２の基地局２０１と通信する機能と、他の無線システム１１
が使用する周波数帯域（例えば、本実施形態の場合、ｆ１、ｆ２、ｆ３）をセンシングす
る機能とを備える。自無線システム１２の基地局２０１のカバーエリアに存在する端末局
３０１、３０２は、例えば、基地局２０１の指示に基づいて利用対象の周波数帯域ｆ１～
ｆ３をセンシングする。端末局３０１、３０２は、センシング結果（例えば、端末局にお
ける、他の無線システム１１の基地局から受信する信号の電力値と自システムの基地局か
ら受信する信号の電力値の比）を、自無線システム１２の基地局２０１へ送信する。
　次いで、基地局２０１の概略的機能について説明する。基地局２０１は、例えば、端末
局３０１、３０２から収集したセンシング結果に基づいて、他の無線システム１１に割り
当てられた、あるいは優先的な使用が許可された周波数帯域の使用状況を推定する。基地
局２０１は、その推定結果に基づき、自無線システム１２における通信または放送につい
ての無線リソース管理を行う。無線リソースの管理例としては、例えば、使用する周波数
帯域の選択、送信電力制御、あるいは、通信方式／変調方式／符号化率等の管理を挙げる
ことができる。
　図３は、図２に示す端末局３０１、３０２の構成例を示すブロック図である。端末局３
０１、３０２は、送受信アンテナ４０１と、スイッチ４０２と、センシング部４０３と、
無線送受信部４０４と、スイッチ４０５と、復調／復号部４０６と、変調部４０７とを備
える。
　送受信アンテナ４０１は、無線信号を受信し且つ送信することが可能な送受信兼用のア
ンテナである。送受信アンテナ４０１の受信機能は、他の無線システム１１の各基地局１
０１～１０３からの無線信号を受信する機能（センシング時受信機能）と、自無線システ
ム１２の基地局２０１からの無線信号を受信する機能（通常時受信機能）とを含む。送受
信アンテナ４０１の送信機能は、自無線システム１２の基地局２０１へ無線信号を送信す
る機能を含む。ここで、送受信アンテナ４０１は、受信用アンテナと送信用アンテナとに
分かれた構成であっても良い。
　スイッチ４０２は、センシングを行う場合には、送受信アンテナ４０１とセンシング部
４０３とを接続し、一方、センシング結果を送信し、あるいは通常の通信を行う場合には
、送受信アンテナ４０１と無線送受信部４０４とを接続する。
　センシング部４０３は、他の無線システム１１の基地局１０１～１０３から受信する信
号から、その基地局が使用する周波数帯域における受信信号電力値を算出する。また、セ
ンシング部４０３は、他の無線システム１１の基地局１０１～１０３から受信する信号の
電力値と自無線システム１２の基地局２０１から受信する信号の電力値の比（受信信号電
力比）を算出する。センシング部４０３は、これらの受信信号電力値と受信信号電力比を
、センシング結果として、出力する。センシング結果は、例えば、自無線システム１２の
基地局２０１へ送信される。具体的には、センシング結果は、変調部４０７、スイッチ４
０５、無線送受信部４０４、スイッチ４０２および送受信アンテナ４０１を介して、基地
局２０１へ送信される。
　無線送受信部４０４は、受信処理時、送受信アンテナ４０１を介して受信された無線信
号に対して、受信電力増幅、ダウンコンバート、Ａ／Ｄ変換等の処理を行い、当該処理後
の信号をスイッチ４０５へ出力する。この場合、スイッチ４０５は、無線送受信部４０４
と復調／復号部４０６とを接続する。復調／復号部４０６は、スイッチ４０５を介して入
力する信号を復調および復号し、ユーザデータや制御信号を出力する。
　送信処理時、ユーザデータと、制御信号および／またはパイロット信号と、センシング
部４０３から出力されるセンシング結果（例えば、受信信号電力値と受信信号電力比）と
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が、変調部４０７へ入力される。変調部４０７は、入力した上記情報に対して、符号化、
インターリーブ、変調、マッピング等の処理を施し、スイッチ４０５へ出力する。この場
合、スイッチ４０５は、変調部４０７と無線送受信部４０４とを接続する。無線送受信部
４０４は、スイッチ４０５からの信号に対して、Ｄ／Ａ（Ｄｉｇｉｔａｌ／Ａｎａｌｏｇ
）変換、アップコンバート、送信電力増幅等の処理を施し、該処理後の信号を、スイッチ
４０２を介して送受信アンテナ４０１へ出力する。そして、該処理後の信号は、送受信ア
ンテナ４０１から基地局２０１へ送信される。
　図４は、図３に示す端末局３０１、３０２（すなわち、センシング装置の一例であり、
センシングを行う端末局）を構成するセンシング部４０３の詳細構成例を示すブロック図
である。センシング部４０３は、直交復調部４０８と、シンセサイザ４０９と、バンドパ
スフィルタ４１０－１～４１０－ｎと、電力値算出部４１１－１～４１１－ｎと、電力比
算出部４１２－１～４１２－ｎとを備える。ここで、ｎはセンシング対象となる周波数帯
域の数を表す。すなわち、本実施形態の場合、他の無線システム１１には、ｆ１、ｆ２、
ｆ３の３つの周波数帯域が割り当てられ、あるいは優先的な使用が許可されているので、
ｎ＝３となる。
　シンセサイザ４０９は、入力した周波数情報に基づいて周波数信号を生成し、これを直
交復調部４０８へ出力する。直交復調部４０８は、スイッチ４０２を介して送受信アンテ
ナ４０１から入力される無線信号を、上記周波数信号を用いて復調する。直交復調部４０
８の出力は、バンドパスフィルタ４１０－１～４１０－ｎへ入力する。バンドパスフィル
タ４１０－１～４１０－ｎは、センシング対象の各周波数帯域での信号を抽出する。ここ
で、バンドパスフィルタ４１０－１のセンシング対象の周波数帯域は、ｆ１である。バン
ドパスフィルタ４１０－２のセンシング対象の周波数帯域は、ｆ２である。バンドパスフ
ィルタ４１０－３のセンシング対象の周波数帯域は、ｆ３である。
　バンドパスフィルタ４１０－１～４１０－ｎの各々は、抽出した信号を、電力値算出部
４１１－１～４１１－ｎおよび電力比算出部４１２－１～４１２－ｎへ出力する。ここで
、バンドパスフィルタ４１０－１～４１０－ｎは、他の無線システム１１の基地局と自無
線システム１２の基地局との受信信号電力比を求めるために、それぞれの周波数帯域（ｆ
１～ｆ３とＦ）の信号を抽出して出力する。電力値算出部４１１－１～４１１－ｎは、バ
ンドパスフィルタ４１０－１～４１０－ｎの出力信号の信号電力値を算出し、信号電力値
１～信号電力値ｎとして出力する。電力比算出部４１２－１～４１２－ｎは、バンドパス
フィルタ４１０－１～４１０－ｎの出力である複数の周波数帯域（すなわち、ｆ１～ｆ３
とＦ）の信号を用いて、それらの信号電力比を算出し、信号電力比１～信号電力比ｎとし
て出力する。
　ここで、信号電力値１～信号電力値ｎおよび信号電力比１～信号電力比ｎは、センシン
グ結果として、自無線システム１２の基地局２０１へ送信される。この場合、送信情報と
しては、信号電力値や信号電力比をそのまま送信しても良いし、特定の信号形式（例えば
、符号化や量子化など）に変換して送信しても良い。
　図５は、図２に示す自無線システム１２の基地局２０１（受信系）の構成例を示すブロ
ック図である。基地局２０１（受信系）は、受信用アンテナ５０１と、無線受信部５０２
と、復調／復号部５０３と、使用状況推定部５０４（推定手段）と、電波検出用アンテナ
５０５と、センシング部５０６と、無線リソース管理部５５０（管理手段）とを備える。
基地局２０１は、例えば、自らのセンシング結果と端末局３０１、３０２におけるセンシ
ング結果により、他の無線システム１１が利用している周波数帯域を推定する。
　受信用アンテナ５０１から受信された受信信号は、無線受信部５０２へ入力される。無
線受信部５０２は、受信した無線信号に対して、受信電力増幅、ダウンコンバート、Ａ／
Ｄ変換等の処理を行い、当該処理後の信号を復調／復号部５０３へ出力する。復調／復号
部５０３は、入力した信号に対して復調および復号処理を施す。復調／復号部５０３は、
例えば、ユーザデータ、制御信号、センシング結果を出力する。ここで、センシング結果
は、端末局３０１、３０２における受信信号電力値と受信信号電力比である。センシング
結果は、使用状況推定部５０４へ入力される。
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　また、基地局２０１においても他の無線システム１１のセンシングを行なう場合、セン
シング部５０６は、電波検出用アンテナ５０５で受信された信号を用いて他の無線システ
ム１１の受信信号電力の算出を行い、その算出結果を使用状況推定部５０４へ出力する。
ここで、センシング部５０６の構成は、端末局３０１、３０２におけるセンシング部４０
３（図４参照）において、電力比算出部４１２－１～４１２－ｎが存在しない構成となる
。
　使用状況推定部５０４は、他の無線システム１１が使用している周波数帯域の使用状況
を推定し、「使用状況推定結果」として出力する。具体的には、使用状況推定部５０４は
、復調／復号部５０３から入力される、端末局３０１、３０２のセンシング結果（例えば
、受信信号電力値および受信信号電力比）と、外部入力として与えられる、信号電力閾値
情報および信号電力比閾値情報とを用いて、上記使用状況を推定する。
　無線リソース管理部５５０は、「使用状況推定結果」に基づいて、基地局２０１と端末
局３０１、３０２との通信または放送に使用する無線リソースの管理（例えば、使用する
周波数帯域の選択、送信電力制御、あるいは、通信方式／変調方式／符号化率等の管理）
を行う。
　なお、基地局２０１において他の無線システム１１のセンシングを行わない場合、基地
局２０１の構成の内、電波検出用アンテナ５０５とセンシング部５０６とは不要である。
その場合、使用状況推定部５０４は、復調／復号部５０３から出力される端末局３０１、
３０２における上記センシング結果のみを用いて、他の無線システム１１が使用している
周波数帯域の使用状況を推定する。
　図６は、図５に示す使用状況推定部５０４の構成例を示すブロック図である。使用状況
推定部５０４は、信号電力値判定部５０７と、信号電力比判定部５０８と、信号電力比閾
値算出部５０９（閾値決定手段）と、総合判定部５１０とを備える。
　尚、以下で説明するように、使用状況推定部５０４内部の各処理は、「判定」処理であ
るが、使用状況推定部５０４の出力結果自体は、あくまで「推定」値である。なぜならば
、周波数帯域の使用の有無の判定結果自体は、信号電力比閾値や信号電力閾値に依存する
推定値であって、使用状況に正確に対応するものではない。従って、以下の説明において
、基本的には、使用状況推定部５０４内部の処理（閾値との比較および該比較結果の最終
判断）については「判定」を使用し、使用状況推定部５０４の出力結果については「推定
」を使用するものとする。
　復調／復号部５０３から出力される受信信号電力値と受信信号電力比は、各々に、信号
電力値判定部５０７と信号電力比判定部５０８へ入力される。
　信号電力値判定部５０７は、他の無線システム１１において予め定められている所定の
受信信号電力値情報を信号電力閾値情報として入力し、その値を「信号電力閾値」として
設定する。信号電力値判定部５０７は、受信信号電力値と「信号電力閾値」とを比較し、
比較結果を総合判定部５１０へ出力する。ここで、比較結果は、例えば、数値化されて出
力される。例えば、比較結果は、受信信号電力値が閾値以上の場合は１とし、閾値未満の
場合は０とすることができる。
　ここで、他の無線システム１１において予め定められている所定の受信信号電力値情報
は、他の無線システム１１において規定される所要の受信信号電力値であり、固定値の場
合もあるし可変値の場合もある。この規定値は、予め他の無線システム１１の規定情報を
入手して設定しても良く、可変値の場合には、変更になる度に他の無線システム１１の規
定情報を入手して設定しても良い。情報の入手方法としては、他の無線システム１１に有
線または無線にて接続して入手する方法、あるいは、規定値が格納されているデータベー
スなどにアクセスして入手する方法等を挙げることができる。
　信号電力比判定部５０８は、受信信号電力比と、信号電力比閾値算出部５０９から出力
される「信号電力比閾値」とを比較し、比較結果を総合判定部５１０へ出力する。ここで
、比較結果は、例えば、数値化されて出力される。例えば、比較結果は、受信信号電力比
が閾値以上の場合は１とし、閾値未満の場合は０とすることができる。
　ここで、同一の周波数帯域について、複数の端末局からのセンシング結果が得られる場
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合、使用状況推定部５０４は、複数のセンシング結果を用いて使用状況の推定を行うこと
も可能である。例えば、複数の端末局から送信される受信信号電力値や受信信号電力比の
平均値（加算平均値あるいは重み付け加算平均値）を各々に算出し、算出した各平均値を
用いて使用状況の推定を行うこともできる。
　ここで、重み付け加算平均値を算出する際に用いる重み係数は、各センシング結果の信
頼度に応じて設定することができる。例えば、端末局の基地局からの距離や、端末局クラ
スの大小、受信信号電力値や受信信号電力比の値の大小、前回のセンシング実行時からの
時間間隔の大小などにより設定することが可能である。
　この場合、信号電力値判定部５０７と信号電力比判定部５０８の各前段に、復調／復号
部５０３から出力される受信信号電力値と受信信号電力比の重み付け加算平均値を算出す
る機能を追加することができる。信号電力値判定部５０７および信号電力比判定部５０８
は、算出された各重み付け加算平均値を用いて閾値との比較を行う。
　信号電力比閾値算出部５０９は、信号電力比閾値を算出する。ここで、周波数帯域ｆ１
（他の無線システム１１の基地局１０１に割り当てられた、あるいは優先的使用が許可さ
れた周波数帯域）の信号電力比閾値を決定する場合を例に挙げて、以下説明する。
　図７は、信号電力比閾値の設定方法を示す概念図である。受信信号電力値が所定の閾値
以上となるエリア１０４において、受信信号電力値が最も小さな値になる点Ａ（ここでは
、基地局２０１からエリア１０４に最も近い地点）における受信信号電力比（－１０ｄＢ
）を信号電力比閾値として設定する。他の無線システム１１の基地局と自無線システム１
２の基地局２０１の受信信号電力比は、例えば次式により算出される。
　受信信号電力比＝（基地局１０１の受信信号電力値）／（基地局２０１の受信信号電力
値）
　ここで、各基地局の受信信号電力値は、各基地局の送信電力値、伝搬損、各送受信局の
アンテナゲインを用いて、例えば次式により算出される。
　各基地局の受信信号電力値＝送信電力値－伝搬損＋アンテナゲイン
　さらに、伝搬損は、各基地局の位置と各受信局の位置から求まる各送受信局間の距離、
各基地局の搬送波周波数、各送受信局のアンテナの高さを用いて、例えば次式に示すよう
な伝搬損算出式により算出される。
　伝搬損＝６９．５５＋２６．１６×ｌｏｇ１０（ｆ）
　　　　　－１３．８２×ｌｏｇ１０（ｈｂ）
　　　　　－｛（１．１１×ｌｏｇ１０（ｆ）－０．７）×ｈｍ
　　　　　－（１．５６×ｌｏｇ１０（ｆ）－０．８）｝
　　　　　＋（４４．９－６．５５×ｌｏｇ１０（ｈｂ））×ｌｏｇ１０（ｄ）
　ここで、ｆは搬送波周波数［ＭＨｚ］、ｈｂは送信局アンテナ高［ｍ］、ｈｂは受信局
アンテナ高［ｍ］、ｄは伝搬距離（各基地局の位置と各受信局の位置から求まる各送受信
局間の距離）［ｍ］を表す。ここで、受信局アンテナ高は、算出地点での想定受信アンテ
ナ高とする。なお、伝搬損算出式は、使用する周波数や地域（都市部、郊外部）などを考
慮して最適な算出式を用いる。また、アンテナゲインについては、それぞれの無線システ
ムにおける値を用いても良いし、全ての無線システムで同一と仮定して同じ値を用いても
良い。
　なお、受信信号電力比を、（基地局２０１の受信信号電力値）／（基地局１０１の受信
信号電力値）で算出する場合、すなわち、分母と分子が上記と逆の場合について説明する
。この場合、信号電力比閾値は、他の無線システム１１の基地局１０１の受信信号電力値
が所定の信号電力閾値以上となるエリアにおいて、最も大きな、基地局１０１と基地局２
０１の受信信号電力比に設定される。
　総合判定部５１０は、信号電力値判定部５０７と信号電力比判定部５０８から出力され
る判定結果を用いて、利用対象の周波数帯域における他の無線システム１１の使用状況を
、総合的に判定する。
　図８は、総合判定部５１０における判定結果例を示す表である。例えば、受信信号電力
値と受信信号電力比とがともに閾値未満の場合、総合判定部５１０は、利用対象の周波数
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帯域は、他の無線システム１１によって使用されていないと判定する。一方、例えば、受
信信号電力値と受信信号電力比の内の少なくとも一方が閾値以上の場合、総合判定部５１
０は、利用対象の周波数帯域は、他の無線システム１１によって使用されていると判定す
る。もちろん、総合判定部５１０における判定方法は、上記に限定されることはなく、他
の判定方法を採用することができる。
　ここで、複数の端末局からのセンシング結果が得られる場合、使用状況推定部５０４は
、それぞれの端末局のセンシング結果による使用状況の推定結果を用いて最終的な使用状
況推定を行うことも可能である。具体的には、それぞれの端末局のセンシング結果による
使用状況の判定結果を用いて、信号が検出されたと判定した端末局の数が予め設定される
所定の数判定閾値ＴＨｎ以上になる場合、総合判定部５１０は、信号が検出されたと最終
的に判定する。一方、数判定閾値ＴＨｎ未満の場合、総合判定部５１０は、信号が検出さ
れないと最終的に判定する。
　また、以上説明した第２の実施形態では、他の無線システム１１の基地局と自無線シス
テム１２の基地局の受信信号電力比を、端末局において算出する場合を例に挙げて説明し
たが、これに限定されない。例えば、端末局が、他の無線システム１１の基地局と自無線
システム１２の受信信号電力値をそれぞれ算出して自無線システム１２の基地局２０１へ
送信する。そして、基地局２０１が、それらの受信信号電力値を用いて受信信号電力比を
算出するようにしてもよい。この場合、端末局において、センシング部４０３の電力比算
出部４１２－１～４１２－ｎは不要である。一方、基地局において、信号電力比判定部５
０８の前段に、他の無線システム１１の基地局の受信信号電力値と自無線システム１２の
基地局の受信信号電力値から受信信号電力比を算出する機能を追加すればよい。
　図９は、図２に示す自無線システム１２の基地局２０１（送信系）の構成例を示すブロ
ック図である。基地局２０１（送信系）は、制御信号生成部５１１と、変調部５１２と、
無線送信部５１３と、送信用アンテナ５１４とを備える。
　制御信号生成部５１１は、通信または放送のために、上位レイヤの制御部（不図示）や
無線リソース管理部５５０から送られてくる制御信号と、センシング情報とを入力し、通
信用フォーマットに合わせた制御信号を生成し出力する。ここで、センシング情報とは、
センシングに関する指示情報（センシングを行う端末局情報、センシングを行う周波数情
報、センシングを行うタイミングや周期についての情報など）である。変調部５１２は、
制御信号生成部５１１から出力される制御信号と、上位レイヤの制御部から送られるユー
ザデータやパイロット信号を入力し、これらの信号に対して、符号化、インターリーブ、
変調、マッピング等の処理を施した後、無線送信部５１３へ出力する。無線送信部５１３
は、通信または放送に使用される周波数帯域情報を入力し、使用周波数帯域に合わせて、
Ｄ／Ａ変換、アップコンバート、送信電力増幅等の処理を行う。無線送信部５１３は、当
該処理実行後の信号を、送信用アンテナ５１４を介して端末局３０１、３０２へ送信する
。
　図１０は、センシングを行う端末局の動作例を説明するためのフローチャートである。
　尚、本動作例が実行される端末局は、センシング指定された端末局である。センシング
指定は、例えば、予め、基地局２０１から行われているものとする。以下、例えば、端末
局３０１、３０２がセンシング指定されているものとして説明する。
　まず、端末局３０１、３０２は、センシング条件が成立したか否かを判定する（ステッ
プＳ１）。ここで、センシング条件の成立例としては、例えば、基地局２０１等により予
め設定されたセンシング時期になった場合等を挙げることができる。
　センシング条件が成立した場合、端末局３０１、３０２は、センシング準備を行う（ス
テップＳ２）。具体的には、端末局３０１、３０２は、スイッチ４０２を操作して、送受
信アンテナ４０１とセンシング部４０３とを接続する。端末局３０１、３０２は、センシ
ングを実行する（ステップＳ３）。具体的には、センシング部４０３は、他の無線システ
ム１１の基地局１０１～１０３から受信する信号から、その基地局が使用する周波数帯域
における受信信号電力値を算出する。また、センシング部４０３は、他の無線システム１
１の基地局１０１～１０３から受信する信号の電力値と自無線システム１２の基地局２０
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１から受信する信号の電力値の比（受信信号電力比）を算出する。センシング部４０３は
、これらの受信信号電力値と受信信号電力比を、センシング結果として、自無線システム
１２の基地局２０１へ送信する（ステップＳ４）。
　図１１は、自無線システム１２の基地局２０１の動作例を説明するためのフローチャー
トである。使用状況推定部５０４は、端末局３０１、３０２から、センシング結果（受信
信号電力値と受信信号電力比）を取得する（ステップＳ１０）。また、使用状況推定部５
０４は、信号電力閾値情報および信号電力比閾値情報を外部から取得する。使用状況推定
部５０４は、これらの情報に基づいて、他の無線システム１１が使用している周波数帯域
の使用状況を推定する（ステップＳ１１）。例えば、使用状況推定部５０４は、図８に示
す判定結果を導出することができる。使用状況推定部５０４は、該判定結果を「使用状況
推定結果」として出力する。無線リソース管理部５５０は、「使用状況推定結果」に基づ
いて、基地局２０１と端末局３０１、３０２との通信または放送に使用する無線リソース
の管理を行う（ステップＳ１２）。無線リソースの管理としては、例えば、使用する周波
数帯域の選択、送信電力制御、あるいは、通信方式／変調方式／符号化率等の管理を挙げ
ることができる。
　以上説明した第２の実施形態によれば、他の無線システム１１に割り当てられた、もし
くは、優先的な使用が許可された周波数帯域が使用されているかどうかを推定することが
できる。
　ここで、センシングを行う端末局（例えば、端末局３０１、３０２）が、例えば、屋内
に存在する場合、他の無線システム１１の基地局からの送信電波は建物進入損の影響を受
けて減衰する。従って、端末局における受信信号電力値は、小さくなってしまう。そして
、受信信号電力値が閾値以下となった場合、実際にはセンシング対象の周波数帯域が使用
されているにも拘わらず、空き周波数帯域と判断されてしまう。しかしながら、受信信号
電力比の場合、減衰した電波同士の比となるため、その値（比）は、建物進入損の影響を
受けない。すなわち、以上説明した第２の実施形態の場合、センシングを行う端末局の存
在状況（例えば、屋外かあるいは屋内か）に拘わらず、周波数帯域の使用状況の推定を高
精度に行うことが可能となる。
　さらに、この推定結果に基づいて、自無線システム１２において、通信または放送に使
用する無線リソースの管理を適切に行なうことにより、他の無線システム１１に割り当て
られた、もしくは、優先的な使用が許可された周波数帯域を有効に利用することができる
。ここで、周波数帯域が複数に分割されている場合には、分割された周波数帯域毎に使用
されているかどうかを推定する。
　尚、以上説明した第２の実施形態において、端末局のセンシング部４０３は、他の無線
システム１１の基地局と自無線システム１２の基地局の受信信号電力比のみを算出するこ
ともできる。すなわち、この場合、端末局は、センシング結果として、他の無線システム
１１の基地局の受信信号電力値と自無線システム１２の基地局の受信信号電力値から、受
信信号電力比を算出し、算出結果を基地局２０１へ送信する。この場合、端末局における
センシング部４０３（図４参照）において、電力値算出部４１１－１～４１１－ｎを不要
とすることができる。
　上記に対応して基地局２０１においては、端末局から送信された受信信号電力比のみを
用いて使用状況推定部５０４において他の無線システム１１の使用状況を推定する。この
とき、入力される受信信号電力比が信号電力比閾値以上の場合、使用状況推定部５０４は
、利用対象の周波数帯域が他の無線システム１１によって使用されていると推定し、一方
、閾値未満の場合、該周波数帯域は他の無線システム１１によって使用されていないと推
定する。この場合、基地局２０１の使用状況推定部５０４（図６参照）において、信号電
力値判定部５０７および総合判定部５１０を不要とすることができる。すなわち、信号電
力比判定部５０８の判定結果が、そのまま使用状況推定部５０４の推定結果となるからで
ある。
　また、以上説明した第２の実施形態において、総合判定部５１０は、信号電力値判定部
５０７の判定結果に基づいて、信号電力比判定部５０８の結果を利用するかどうかを判断
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することができる。具体的には、信号電力値判定部５０７によって受信信号電力値が信号
電力閾値未満と判断された場合のみ、総合判定部５１０は、信号電力比判定部５０８の結
果を用いて周波数帯域の使用状況を判定する。ここで、受信信号電力比が信号電力比閾値
以上の場合、総合判定部５１０は、他の無線システム１１が利用対象の周波数帯域を使用
していると判定し、一方、閾値未満の場合、他の無線システム１１が該周波数帯域を使用
していないと判定する。
　図１２は、信号電力値判定部５０７の判定結果に基づいて、信号電力比判定部５０８の
結果を利用するかどうかを判断する使用状況推定部５０４Ａの構成例を示すブロック図で
ある。使用状況推定部５０４Ａは、図６に示す使用状況推定部５０４の構成に加えて、さ
らに、スイッチ５１５を備える。信号電力値判定部５０７から出力される判定結果におい
て、受信信号電力値が信号電力閾値未満の場合には、スイッチ５１５は、信号電力比判定
部５０８の出力を総合判定部５１０へ入力するように、信号電力比判定部５０８の方へ接
続する。一方、受信信号電力値が信号電力閾値以上の場合には、信号電力比判定部５０８
の出力は総合判定部５１０に入力されない。総合判定部５１０は、信号電力値判定部５０
７の出力のみを用いて使用状況判定を行う。すなわち、この場合、受信信号電力値が信号
電力閾値以上であるから、総合判定部５１０は、利用対象の周波数帯域は他の無線システ
ム１１によって使用されていると判断する。
　受信信号電力値の信号電力閾値による判定も併せて行う場合の利点について説明する。
例えば、センシング動作を行う自無線システム１２の端末局が低レベルの信号まで高精度
に検出できる場合、受信信号電力比の信号電力比閾値による判定動作のみを行う場合に比
べてより高精度に、他の無線システム１１のセンシングが可能となる。
　また、以上説明した第２の実施形態では、端末局において受信信号電力値と受信信号電
力比を算出して基地局に送信し、基地局において、それぞれを閾値と比較して使用状況を
推定すると説明した。しかしながら、上記の構成に限定されない。例えば、端末局におい
て、受信信号電力値および受信信号電力比と各閾値との比較までを実行し、比較結果をセ
ンシング結果として基地局へ送信する構成とすることもできる。
　図１３は、端末局において、受信信号電力値および受信信号電力比と各閾値との比較ま
でを実行し、比較結果をセンシング結果として基地局２０１へ送信する場合のセンシング
部４０３Ａの構成例を示すブロック図である。
　センシング部４０３Ａは、図４に示すセンシング部４０３の構成に加えて、さらに、電
力値判定部４１３－１～４１３－ｎと電力比判定部４１４－１～４１４－ｎとを備える。
それらの出力は、それぞれ信号電力判定値１～信号電力判定値ｎ、信号電力比判定値１～
信号電力比判定値ｎとして基地局２０１へ送信される。
　この場合、基地局２０１の使用状況推定部５０４の構成は、図６において信号電力値判
定部５０７と、信号電力比判定部５０８と、信号電力比閾値算出部５０９とが無い構成と
なる。端末局から送信されるセンシング結果（この場合、信号電力判定値１～信号電力判
定値ｎと信号電力比判定値１～信号電力比判定値ｎ）は、直接、総合判定部５１０に入力
される。
　なお、この場合、端末局での判定に用いる信号電力閾値および信号電力比閾値は、基地
局２０１から端末局へ通知する必要がある。従って、基地局２０１は、各閾値を算出・設
定し、該各閾値をセンシング情報に含めて端末局へ通知したり、あるいは、報知チャネル
により端末局へ通知したりする。
　また、以上説明した第２の実施形態において、周波数帯域の使用状況推定は、基地局２
０１で行われると説明した。しかしながら、該使用状況推定は、端末局において行われて
もよい。具体的には、端末局は、例えば、基地局２０１の使用状況推定部５０４と同等の
構成を備え、利用対象の周波数帯域が他の無線システム１１によって使用されているか否
かの推定を行い、推定結果を基地局２０１へ通知することも可能である。この場合、使用
状況推定部５０４を構成する信号電力比閾値算出部５０９も端末局に搭載可能であること
は言うまでもない。この際、基地局２０１の使用状況推定部５０４は不要となり、無線リ
ソース管理部５５０は、復調／復号部５０３から、直接、使用状況推定結果を得る。
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　なお、以上説明した第２の実施形態では、基地局１０１と基地局２０１における処理に
着目した説明を行ったが、基地局１０２や基地局１０３についても同様の処理を行うこと
ができるのは言うまでもない。さらに、１つの他の無線システム１１に２以下あるいは４
以上の基地局が存在する場合（すなわち、周波数帯域が複数に分割されている場合）、上
記各基地局に対して上記と同様の処理を行うことにより、各周波数帯域についての使用状
況を推定することができる。あるいは、少なくとも１つの基地局を備える他の無線システ
ム１１が複数存在する場合、各無線システムに対して上記と同様の処理を行うことにより
、各周波数帯域についての使用状況を推定することができる。
　また、基地局の代わりに、ある端末局が他の端末局のセンシング結果を収集して利用対
象の周波数帯域の使用状況の推定を行うアドホック的な構成とすることも可能である。こ
こで、基地局と端末局の間に中継局が存在する場合も想定されるが、中継局は基地局に接
続する端末局の一種と考えることもできるし、端末局が接続する基地局の一種と考えるこ
ともできる。従って、中継局において利用対象の周波数帯域の使用状況の推定を行うこと
を排除するものではない。
　さらに、以上説明した第２の実施形態では、自無線システム１２に特定の周波数帯域（
周波数帯域Ｆ）が割り当てられた、もしくは優先的な使用が許可された場合を例に挙げて
説明した。しかしながら、自無線システム１２に特定の周波数帯域が割り当てられず、も
しくは、優先的な使用が許可されていない場合においても、他の無線システム１１が使用
していない周波数帯域の二次利用開始後に、それぞれの無線システムにおける既知信号な
どを用いて受信信号電力値を算出することで適用が可能である。
　また、複数の端末局でアドホック的なネットワークを構成する場合には、センシング結
果を基地局へ送信せずに、所定の端末局（例えば、利用対象の周波数帯域の使用状況の推
定を行う端末局）が無線リソース管理を行い、複数の端末局間で通信または放送を行うこ
とも可能である。この場合、所定の端末局は、無線リソース管理部を備える。この場合の
無線リソース管理部は、図５に示す無線リソース管理部５５０と同じものを採用すること
ができる。そして、この無線リソース管理部は、自または他の端末局、あるいは、基地局
２０１から受信する「使用状況推定結果」に基づいて、無線リソース管理を行う。
　また、端末局３０１、３０２において、送受信アンテナ４０１を、受信用アンテナと送
信用アンテナに分割する構成を採用することもできる。
　また、基地局２０１において、電波検出用アンテナ５０５と受信用アンテナ５０１は、
共通の１つのアンテナとすることもできる。この場合、共通アンテナを使用用途（例えば
、センシング時受信または通常時受信）に応じて時分割に使用することができる。さらに
、電波検出用アンテナ５０５と受信用アンテナ５０１と送信用アンテナ５１４は、共通の
１つのアンテナとすることもできる。この場合、共通アンテナを使用用途（例えば、セン
シング受信、通常受信、または通常送信）に応じて時分割に使用することができる。
　また、無線リソース管理の一例として、例えば、無線リソース管理部５５０は、「通信
方式／変調方式／符号化率の管理」を行うことができる。具体的には、無線リソース管理
部５５０は、他の無線システム１１の周波数帯域の地理的利用状況と、自無線システム１
２の基地局２０１と端末局との距離に応じて、通信方式／変調方式／符号化率を選択する
ことができる。例えば、距離が小さい場合、無線リソース管理部５５０は、通信方式をＯ
ＦＤＭとし、変調方式を６４ＱＡＭとし、符号化率を７／８とすることができる。ここで
、ＯＦＤＭは、Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅｘｉｎｇの略であり、ＱＡＭは、Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ
　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎの略である。一方、距離が大きい場合、無線リソース管理部５５
０は、通信方式をＤＦＴ－ｓ－ＯＦＤＭとし、変調方式をＱＰＳＫとし、符号化率を１／
１２とすることができる。ここで、ＤＦＴ－ｓ－ＯＦＤＭは、Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕ
ｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ－ｓｐｒｅａｄ－ＯＦＤＭの略であり、ＱＰＳＫは、Ｑｕ
ａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇの略である。なお、通信方式
／変調方式／符号化率は、複数の距離レベルに応じて設定することも可能である。
　［第３の実施形態］
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　本実施の形態は、信号電力比閾値を、端末局で算出した受信信号電力比により更新する
ことを特徴とする。
　センシングを行う端末局は、第２の実施形態と同様に、他の無線システム１１の基地局
の受信信号電力値と、他の無線システム１１の基地局と自無線システム１２の基地局２０
１の受信信号電力比を算出し、それらをセンシング結果として基地局２０１へ送信する。
基地局２０１は、第２の実施形態と同様に、端末局から送信されるセンシング結果（受信
信号電力値および受信信号電力比）を用いて、利用対象の周波数帯域を他の無線システム
１１が使用しているか否かを推定する。本実施形態の場合、さらに、信号電力比閾値を更
新する点を特徴とする。
　第２の実施形態において説明した信号電力比閾値算出方法により閾値を設定する場合、
地形や建物等の地理的条件を考慮せずに受信信号電力値を算出するため、実際の受信信号
電力値との間に誤差が生じる場合がある。
　そこで、本実施形態では、端末局でのセンシング結果として算出される受信信号電力値
と受信信号電力比を用いることにより、実際の伝搬環境に基づいた信号電力比閾値を設定
する。
　具体的には、受信信号電力値が信号電力閾値以上となる複数の端末局における受信信号
電力比の中で、最も小さな受信信号電力比の値に信号電力比閾値を設定する。
　この方法により、実際の伝搬環境に即したより適切な信号電力比閾値の設定が可能とな
り、利用対象の周波数帯域を他の無線システム１１が使用しているか否かを、より高精度
に推定することが可能となる。
　図１４は、本発明に係る第３の実施形態の基地局を構成する使用状況推定部５０４Ｂの
一例を示すブロック図である。使用状況推定部５０４Ｂは、図６に示す使用状況推定部５
０４の構成に加えて、さらに、信号電力比閾値更新部５１６（閾値更新手段）を備える。
なお、その他の構成については、先に説明した第２の実施形態と同様であるため、同一の
符号を付してその説明を省略し、ここでは第２の実施形態と異なる構成および動作につい
てのみ説明する。
　図１５は、図１４に示す使用状況推定部５０４Ｂを構成する信号電力比閾値更新部５１
６の構成例を示すブロック図である。信号電力比閾値更新部５１６は、判定結果確認部５
１７と、比較部５１８と、メモリ部５１９とを備える。
　判定結果確認部５１７は、信号電力値判定部５０７の出力において、受信信号電力値が
信号電力閾値以上であるかを確認する。閾値以上である場合、比較部５１８は、端末局か
ら送信される受信信号電力比と、メモリ部５１９に記憶されている現在の信号電力比閾値
とを比較する。比較の結果、受信信号電力比の方が現在の信号電力比閾値より小さい場合
、比較部５１８は、この受信信号電力比の値を新たな信号電力比閾値として、メモリ部５
１９へ記憶する。メモリ部５１９の初期値は、信号電力比閾値算出部５０９の出力とし、
比較部５１８での比較の結果、新たな閾値が設定された場合には、その閾値を記憶すると
ともに、信号電力比閾値として信号電力比判定部５０８へ出力する。
　以上説明したように、第３の実施形態の場合、信号電力比閾値を、端末局で算出した受
信信号電力比により更新するので、実際の伝搬環境に即したより適切な閾値の設定が可能
となり、他の無線システム１１の使用状況を、より高精度に推定することが可能となる。
　なお、以上説明した第３の実施形態において、基地局１０１と基地局２０１の受信信号
電力比を、（基地局１０１の受信信号電力値）／（基地局２０１の受信信号電力値）によ
り求める場合で説明したため、更新に用いる受信信号電力比は複数の端末局における受信
信号電力比の中で最も小さな値に設定した。しかしながら、基地局１０１と基地局２０１
の受信信号電力比を、（基地局２０１の受信信号電力値）／（基地局１０１の受信信号電
力値）により求める場合、上記とは逆に、更新に用いる受信信号電力比は、複数の端末局
における受信信号電力比の中で最も大きな値に設定する。
　また、以上説明した第３の実施形態では、信号電力比閾値の更新を、基地局において行
う場合を例に挙げたが、これに限定されない。例えば、基地局の代わりに、ある端末局が
他の端末局のセンシング結果を収集して信号電力比閾値の更新を行うアドホック的な構成
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とすることも可能である。この場合、端末局は、信号電力比閾値更新部５１６と同等の構
成を搭載することができる。ここで、基地局と端末局の間に中継局が存在する場合も想定
されるが、中継局は基地局に接続する端末局の一種と考えることもできるし、端末局が接
続する基地局の一種と考えることもでき、中継局において信号電力比閾値の更新を行うこ
とを排除するものではない。
　［第４の実施形態］
　本実施の形態において、例えば、自無線システム１２の基地局は、センシングを行う端
末局のセンシング結果とその端末局の位置情報とを用いて、他の無線システム１１が、利
用対象の周波数帯域を利用している地域を推定する。上記において、センシング結果とは
、例えば、端末局における、他の無線システム１１の基地局から受信する信号の電力値と
自無線システム１２の基地局から受信する信号の電力値の比である。その推定結果に基づ
いて、例えば、自無線システム１２の基地局は、通信または放送についての無線リソース
管理を適切に行なうことにより、他の無線システム１１に割り当てられた、もしくは、優
先的な使用が許可された周波数帯域を使用する。
　図１６は、本発明の第４の実施形態に係る無線システムにおけるセンシング動作を行う
端末局３０１Ａ、３０２Ａの構成例を示すブロック図である。端末局３０１Ａ、３０２Ａ
は、図３の構成に加えて、さらに、位置情報推定部４１５を備える。その他の構成につい
ては、図３と同様であるため、同一の符号を付してその説明を省略する。
　位置情報推定部４１５は、例えば、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍ）から、自端末局の位置情報（緯度、経度情報）を取得する。ここで、位置
情報推定部４１５における位置推定手段は、ＧＰＳに限定されることはない。例えば、Ｇ
ＰＳ以外の位置推定システムを用いることも可能である。あるいは、端末局３０１Ａ、３
０２Ａ自らが複数の基地局からの受信信号を用いて自端末局の位置を推定する方法を採用
することも可能である。
　位置情報推定部４１５から出力される端末局の位置情報は、変調部４０７へ入力される
。変調部４０７は、センシング結果と、ユーザデータと、制御信号およびパイロット信号
と、自端末局の位置情報に対して、符号化、インターリーブ、変調、マッピング等の処理
を施し、スイッチ４０５へ出力する。無線送受信部４０４は、スイッチ４０５からの信号
に対して、Ｄ／Ａ変換、アップコンバート、送信電力増幅等の処理を施し、該処理後の信
号を、スイッチ４０２を介して送受信アンテナ４０１へ出力する。そして、該処理後の信
号は、送受信アンテナ４０１から基地局２０１へ送信される。
　図１７は、本発明の第４の実施形態に係る無線システムにおける自無線システム１２の
基地局２０１Ａの構成例を示すブロック図である。基地局２０１Ａは、図５に示す基地局
２０１（受信系）および図９に示す基地局２０１（送信系）の構成に加えて、さらに、セ
ンシングマップ生成部５２０と通信用周波数帯／地域決定部５２１を備える。
　尚、図１７から諒解されるように、基地局２０１Ａは、使用状況推定部５０４を備えて
いないが、その一部の機能（信号電力比判定部５０８および総合判定部５１０）は、例え
ば、通信用周波数帯／地域決定部５２１に含まれる。また、本実施形態では、基地局２０
１Ａにおいて、センシングを実行しない場合を例に挙げる。従って、基地局２０１Ａは、
電波検出用アンテナ５０５およびセンシング部５０６を備えていない。その他の構成につ
いては、図５および図９と同様であるため、同一の符号を付してその説明を省略する。
　センシングマップ生成部５２０は、受信用アンテナ５０１、無線受信部５０２、および
復調／復号部５０３を介して端末局３０１Ａ、３０２Ａから受信するセンシング結果（受
信信号電力比）および位置情報に基づいて、センシングマップを作成する。センシングマ
ップ生成部５２０は、マッピングの結果としての情報であるマッピング情報（センシング
マップ情報と呼ぶ場合もある）を、通信用周波数帯／地域決定部５２１へ出力する。
　通信用周波数帯／地域決定部５２１は、センシングマップ生成部５２０から出力される
マッピング情報を入力する。通信用周波数帯／地域決定部５２１は、マッピング情報に基
づいて、他の無線システム１１が使用している周波数帯域（本実施形態の場合、周波数帯
域ｆ１～ｆ３）およびそれらの周波数帯域が使用されている地域を決定し、「通信用周波
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数帯／地域情報」として出力する。
　ここで、通信用周波数帯／地域決定部５２１は、信号電力比判定部５０８（図６参照）
と同等の機能を発揮する。すなわち、通信用周波数帯／地域決定部５２１は、図１９に示
すように、例えば、他の無線システム１１の基地局１０１のカバーエリア（すなわち、基
地局１０１が利用対象の周波数帯域ｆ１を使用している地域）を推定する。「通信用周波
数帯／地域情報」は、無線リソース管理部５５０、制御信号生成部５１１、および無線送
信部５１３へ入力される。
　無線リソース管理部５５０は、「通信用周波数帯／地域情報」に基づいて、自無線シス
テム１２において通信または放送に使用する無線リソースの管理を行う。ここで、無線リ
ソースの管理としては、例えば、使用する周波数帯域の選択、送信電力制御、あるいは、
通信方式／変調方式／符号化率等の管理を挙げることができる。
　制御信号生成部５１１は、「通信用周波数帯／地域情報」と、通信のために上位レイヤ
の制御部（不図示）または無線リソース管理部５５０から送られてくる制御信号と、セン
シング情報（前述）とを入力する。制御信号生成部５１１は、これらの情報を所定の通信
フォーマットに合わせた制御信号として生成し、変調部５１２へ出力する。変調部５１２
は、制御信号生成部５１１から出力される制御信号と、上位レイヤの制御部から送られる
ユーザデータやパイロット信号を入力する。変調部５１２は、これらの信号に対して、符
号化、インターリーブ、変調、マッピング等の処理を施した後、無線送信部５１３へ出力
する。無線送信部５１３は、「通信用周波数帯／地域情報」を入力し、使用周波数帯域に
合わせて、Ｄ／Ａ変換、アップコンバート、送信電力増幅等の処理を行い、当該処理実行
後の信号を、送信用アンテナ５１４を介して端末局３０１Ａ、３０２Ａへ送信する。
　図１８は、図１７に示す基地局２０１Ａを構成するセンシングマップ生成部５２０の構
成例を示すブロック図である。センシングマップ生成部５２０は、マップフォーマット決
定部５２２と、マッピング部５２３と、メモリ部５２４と、マップ補間部５２５とを備え
る。
　マップフォーマット決定部５２２は、基地局２０１Ａの動作開始時等に入力されるマッ
プフォーマット決定情報により、マップフォーマットを決定する。マップフォーマット決
定情報は、例えば、センシングマップを作成するエリアの広さや、センシング結果をマッ
ピングするグリッド（後述）の寸法、あるいは、センシング結果をマッピングする観測点
（後述）の位置や観測点間の距離などである。ここで、マップフォーマット決定部５２２
は、端末局から送信される位置情報が、例えば、観測点の位置に一致しない場合、端末局
が存在する位置に最も近い観測点にマッピングを行う。
　マッピング部５２３は、マップフォーマット決定部５２２から出力されるマップにセン
シング結果をマッピングしてセンシングマップを生成する。メモリ部５２４に前回までの
センシングマップ情報が記憶されている場合、マッピング部５２３は、その情報を予めマ
ッピングしておき、そこへ新たなセンシング結果をマッピングしていく。また、同一位置
に複数のセンシング結果がある場合、マッピング部５２３は、最新のセンシング結果をマ
ッピングすることもでき、あるいは、複数のセンシング結果を平均（例えば、加算平均や
重み付け加算平均）した値をマッピングすることもできる。
　マッピング部５２３から出力されるセンシングマップは、マップ補間部５２５へ入力さ
れるとともに、メモリ部５２４に記憶される。
　マップ補間部５２５は、マッピング部５２３から出力されるセンシングマップに補間処
理を施す。センシングを行う端末局が少ない場合、位置的に離れた地点でのセンシング結
果しか得られないことになる。マップ補間部５２５は、補間処理として、受信信号電力比
が等しくなる地点を線で結合してセンシングマップを作成する。マップ補間部５２５は、
補間処理が終了したセンシングマップを、センシングマップ情報として、通信用周波数帯
／地域決定部５２１へ出力する。なお、センシング結果が存在する位置間の補間は、直線
補間だけでなく、二次補間など複数の点の間を補間する方法であれば適用可能である。
　ここで、マッピング部５２３の出力をメモリ部５２４に入力する構成としているが、補
間処理後のマップ補間部５２５の出力をメモリ部５２４に入力して記憶する構成としても
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良い。
　図１９は、自無線システム１２の基地局２０１Ａにおいて作成されるセンシングマップ
の一例である。なお、図１９に示すセンシングマップは、他の無線システム１１の基地局
１０１に関するセンシングマップである。このセンシングマップに示すように、通信用周
波数帯／地域決定部５２１は、比較処理により、上記信号電力比閾値以上となる地域を基
地局１０１のカバーエリア内とし、該信号電力比閾値未満となる地域を基地局１０１のカ
バーエリア外とする。上記における比較処理とは、各位置での受信信号電力比と「信号電
力比閾値」との比較処理である。所定の信号電力比閾値は、図１９に示すように、例えば
、５ｄＢ、０ｄＢ、－５ｄＢ等と設定することができる。これらの閾値情報は、予め、通
信用周波数帯／地域決定部５２１に記憶され、必要に応じて選択される。
　次に、端末局３０１Ａ、３０２Ａの動作について説明する。自無線システム１２の基地
局２０１Ａのカバーエリアに存在する端末局３０１Ａ、３０２Ａは、例えば、基地局２０
１Ａの指示に基づいて、利用対象の周波数帯のセンシングを行う。端末局３０１Ａ、３０
２Ａは、センシングにより得られたセンシング結果（例えば、受信信号電力比）と、ＧＰ
Ｓ等により取得した自端末局の位置情報とを基地局２０１Ａへ送信する。
　次に、基地局２０１Ａの動作について説明する。基地局２０１Ａは、複数の端末局３０
１Ａ、３０２Ａから収集したセンシング結果を元にセンシングマップを作成する。このセ
ンシングマップにより、他の無線システム１１の基地局１０１がどの地域でどの周波数帯
域を利用しているかが明らかとなる。例えば、基地局２０１Ａは、基地局１０１に割り当
てられた、あるいは優先的な使用が許可された周波数帯域を、基地局１０１のカバーエリ
ア外で使用する。これにより、同一周波数干渉を回避した通信または放送を行うことがで
きる。
　すなわち、以上説明した第４の実施形態において、自無線システム１２は、他の無線シ
ステム１１に割り当てられた、もしくは、優先的な使用が許可された周波数帯域が使用さ
れている地域を推定する。この推定結果に基づいて、自無線システム１２が無線リソース
管理を適切に行なうことにより、他の無線システム１１に割り当てられた、もしくは、優
先的な使用が許可された周波数帯域を有効に利用することができる。従って、周波数利用
効率を高めることができる。
　尚、以上の説明では、端末局３０１Ａ、３０２Ａが存在する位置を用いてセンシングマ
ップを作成する例を示したが、これに限定されない。例えば、自無線システム１２の基地
局２０１Ａがカバーするエリアを複数の地域（グリッド）に分割し、端末局のセンシング
結果を、その端末局が存在する１つの地域での値としてセンシングマップを作成すること
も可能である。１つの地域は、例えば１ｋｍ四方や１０ｍ四方のように正方形のものでも
良いし、縦１０ｍ横２０ｍのように長方形のものとしても良い。
　この場合には、信号電力比閾値以上の受信信号電力比となるグリッドと、信号電力比閾
値未満の受信信号電力比となるグリッドが隣接するところが基地局１０１のカバーエリア
の境界となり、それぞれのグリッドにおいてどの周波数帯域を使用可能かが判明する。
　さらに、例えば、自無線システム１２の基地局２０１Ａがカバーするエリアに複数の観
測点を配置し、端末局のセンシング結果を、その端末局から最も近い１つの観測点での値
としてセンシングマップを作成することも可能である。観測点は、例えば東西南北の方向
に１ｋｍ間隔や１０ｍ間隔のように等間隔のものでも良いし、東西方向は１０ｍ間隔、南
北方向は２０ｍ間隔のように方向により異なるものとしても良い。さらには、自無線シス
テム１２の基地局２０１がカバーするエリアにおける、地形や建物などの地理的条件を考
慮して任意に観測点を設定することも可能である。
　この場合には、信号電力比閾値以上の受信信号電力比となる観測点と、信号電力比閾値
未満の受信信号電力比となる観測点が隣接するところが基地局１０１のカバーエリアの境
界となり、それぞれの観測点においてどの周波数帯域を使用可能かが判明する。
　一方、境界を決定することなく、それぞれのグリッドもしくは観測点毎に他の無線シス
テム１１が使用している周波数帯域を推定することもできる。その推定結果に基づいて、
自無線システム１２が適切な無線リソース管理を行うことにより、他の無線システム１１
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に割り当てられた、もしくは、優先的な使用が許可された周波数帯域を使用することも可
能である。
　また、以上説明した基地局２０１Ａ（図１７参照）において、通信用周波数帯／地域決
定部５２１は必ずしも必要ではない。なぜならば、基地局２０１Ａの無線リソース管理部
５５０は、センシングマップ生成部５２０から直接受信するマッピング情報に基づいて、
自らが「通信用周波数帯／地域情報」を算出することもできるからである。
　また、本実施の形態では、基地局１０１と基地局２０１Ａにおける処理に着目した説明
を行ったが、基地局１０２や基地局１０３についても同様の処理を行うことができるのは
言うまでもない。さらに、１つの他の無線システム１１に２以下あるいは４以上の基地局
が存在する場合（すなわち、周波数帯域が複数に分割されている場合）、上記各基地局に
対して上記と同様の処理を行うことにより、各周波数帯域についての使用状況を推定する
ことができる。あるいは、少なくとも１つの基地局を備える他の無線システム１１が複数
存在する場合、各無線システムに対して上記と同様の処理を行うことにより、各周波数帯
域についての使用状況を推定することができる。
　また、本実施の形態においては、センシングマップの作成を基地局において行う場合を
例に説明したが、これに限定されない。基地局の代わりに、ある端末局が他の端末局のセ
ンシング結果を収集してセンシングマップを作成するアドホック的な構成にすることも可
能である。ここで、基地局と端末局の間に中継局が存在する場合も想定されるが、中継局
は基地局に接続する端末局の一種と考えることもできるし、端末局が接続する基地局の一
種と考えることもできる。従って、中継局においてセンシングマップの作成を行うことを
排除するものではない。
　また、複数の端末局でアドホック的なネットワークを構成する場合には、センシング結
果を基地局へ送信せずに、所定の端末局（例えば、利用対象の周波数帯域の使用状況の判
定を行う端末局）が無線リソース管理を行い、複数の端末局間で通信または放送を行うこ
とも可能である。この場合、所定の端末局は、無線リソース管理部を備える。この場合の
無線リソース管理部は、図５に示す無線リソース管理部５５０と同じものを採用すること
ができる。この場合、無線リソース管理部は、自または他の端末局、あるいは、基地局（
例えば、基地局２０１Ａ）から受信する「使用状況推定結果」に基づいて、無線リソース
管理を行う。
　そして、この端末局は、さらに、通信用周波数帯／地域決定部５２１を備えることもで
きる。この場合、端末局の無線リソース管理部は、通信用周波数帯／地域決定部５２１が
出力する「通信用周波数帯／地域情報」に基づいて、自無線システム１２において使用す
る無線リソースの管理を行う。ここで、無線リソース管理としては、例えば、使用する周
波数帯域の選択、送信電力制御、あるいは、通信方式／変調方式／符号化率の管理を挙げ
ることができる。尚、端末局において、通信用周波数帯／地域決定部５２１は必ずしも必
要ではない。なぜならば、端末局の無線リソース管理部は、センシングマップ生成部から
直接受信するマッピング情報に基づいて、自らが「通信用周波数帯／地域情報」を算出す
ることもできるからである。
　また、基地局２０１Ａにおいて、受信用アンテナ５０１と送信用アンテナ５１４は、共
通の１つのアンテナとすることもできる。この場合、共通アンテナを使用用途（例えば、
受信、または送信）に応じて時分割に使用することができる。
　［第５の実施形態］
　本実施形態と第４の実施形態との差異について説明する。尚、本実施形態の無線システ
ムは、図２に示す無線システムと同等とする。また、この場合の自無線システム１２の基
地局は、第４の実施形態の基地局２０１Ａとする。第４の実施形態では、端末局がＧＰＳ
等により取得した端末局の位置情報を、自無線システム１２の基地局へ送信する。これに
対して、本実施形態の場合、端末局は、他の無線システム１１の各基地局からの電波の到
来方向推定値を、自無線システム１２の基地局へ送信する。これに対応して、自無線シス
テム１２の基地局２０１Ａにおけるセンシングマップ作成方法も、第４の実施形態とは異
なる。尚、第５の実施形態におけるセンシング結果は、第４の実施形態と同じく受信信号
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電力比である。
　センシングを行う端末局は、他の無線システム１１の基地局と自無線システム１２の基
地局２０１Ａの受信信号電力比を算出するとともに、それぞれの基地局からの電波到来方
向を推定する。そして、受信信号電力比とそれぞれの基地局の電波到来方向推定値を、基
地局２０１Ａへ通知する。
　ここで、受信信号電力比と電波到来方向推定値はセンシング結果として基地局へ送信さ
れるが、送信情報としては、受信信号電力比と電波到来方向推定値をそのまま送信しても
良いし、特定の信号形式に変換して（例えば、符号化や量子化など）送信しても良い。
　電波の到来方向の推定方法としては、様々なものが適用可能である。例えば、アレー入
力の相関行列の固有値・固有ベクトルにより到来方向を推定するＭＵＳＩＣ（ＭＵｌｔｉ
ｐｌｅ　ＳＩｇｎａｌ　Ｃｌａｓｓｆｉｃａｔｉｏｎ）アルゴリズムを用いて推定するこ
とができる。もちろん、その他にも、電波の到来方向が推定可能なアルゴリズムであれば
適用可能である。
　基地局２０１Ａは、各端末局から送信されるセンシング結果（受信信号電力比）および
電波到来方向推定値に基づいて、センシングマップを作成する。センシング結果は、予め
判明している他の無線システム１１の基地局位置と基地局２０１との間で、各端末局で推
定した電波到来方向を対象の基地局（他の無線システム１１の各基地局）に向かう方向に
合わせてセンシングマップ上にマッピングされる。
　図２０は、基地局２０１Ａにおいて作成されるセンシングマップの一例を示す。
　ここで、第４の実施形態と同様に、所定の信号電力比閾値以上となる地域が、他の無線
システム１１の基地局（以下、基地局１０１を例に挙げる）のカバーエリア内となり、信
号電力比閾値未満となる地域が基地局１０１のカバーエリア外となる。これにより、基地
局１０１のカバーエリアの境界線が判明する。
　なお、ここでは他の無線システム１１の基地局の位置は既知であると仮定している。こ
の位置情報の取得方法としては、各無線システムの基地局位置などの情報が集約され、ダ
ウンロードすることが可能であるようなデータベースからの取得や、他の無線システム１
１との情報交換により取得することも可能である。
　また、自無線システム１２の基地局２０１Ａがカバーするエリアを複数の地域に分割し
、端末局のセンシング結果を、その端末局が存在する１つの地域での値としてセンシング
マップを作成することも可能である。この場合には、信号電力比閾値以上の受信信号電力
比となるグリッドと、信号電力比閾値未満の受信信号電力比となるグリッドが隣接すると
ころが基地局１０１のカバーエリアの境界となり、それぞれのグリッドにおいてどの周波
数帯域を使用可能かが判明する。
　さらに、自無線システム１２の基地局２０１Ａがカバーするエリアに複数の観測点を配
置し、端末局のセンシング結果を、その端末局から最も近い１つの観測点での値としてセ
ンシングマップを作成することも可能である。この場合には、信号電力比閾値以上の受信
信号電力比となる観測点と、信号電力比閾値未満の受信信号電力比となる観測点が隣接す
るところが基地局１０１のカバーエリアの境界となり、それぞれの観測点においてどの周
波数帯域を使用可能かが判明する。
　一方、境界を決定することなく、それぞれのグリッドもしくは観測点毎に他の無線シス
テム１１が使用している周波数帯域を推定することもできる。その推定結果に基づいて、
自無線システム１２が適切な無線リソース管理により他の無線システム１１に割り当てら
れた、もしくは、優先的な使用が許可された周波数帯域を使用することも可能である。
　このセンシングマップにより、他の無線システム１１がどの地域でどの周波数帯域を利
用しているかが推定できる。その推定結果に基づいて自無線システム１２が適切な無線リ
ソース管理を行なうことで、他の無線システム１１に割り当てられた、もしくは、優先的
な使用が許可された周波数帯域の利用が可能となる。
　本実施形態の端末局の構成は、図３の構成と同一であるが、センシング部４０３の構成
は、異なる。
　図２１は、第５の実施形態における端末局を構成するセンシング部４０３Ｂの構成例を
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示すブロック図である。センシング部４０３Ｂは、電力値算出部４１１－１～４１１－ｎ
（図４参照）を備えず、新たに、方向算出部４１６－１～４１６－ｎを備える。なお、そ
の他の構成についてはセンシング部４０３（図４）と同様であるため、同一の符号を付し
てその説明を省略する。
　方向算出部４１６－１～４１６－ｎでは、バンドパスフィルタ部４１０－１～４１０－
ｎからの出力信号を用いて、各周波数帯域を使用する基地局からの電波到来方向を推定す
る。推定する方法としては、前述したとおり、例えば、ＭＵＳＩＣアルゴリズムを採用す
ることができる。
　センシング部４０３Ｂは、スイッチ４０２より送られる受信信号から、他の無線システ
ム１１の基地局と自無線システム１２の基地局の受信信号電力比を求め、さらにそれぞれ
の基地局からの電波の到来方向を推定する。これらの受信信号電力比と電波到来方向推定
値は、センシング結果として基地局２０１Ａへ送信するために変調部４０７へ入力される
。
　次に、第５の実施形態における基地局２０１Ａの動作について説明する。センシングマ
ップ生成部５２０は、各端末局で推定した電波到来方向が対象の基地局に向かう方向に合
わせてセンシングマップ上にマッピングしていく。この操作を行うことで、どの位置で受
信信号電力比が所定の信号電力比閾値以上になるか、あるいは、未満になるかにより、そ
れぞれの基地局のカバーエリアの境界線が判明する。
　以上説明したように、第５の実施形態によれば、自無線システム１２の基地局のカバー
エリアに存在する端末局は、他の無線システム１１の基地局と自無線システム１２の基地
局の受信信号電力比を算出し、さらにそれらの基地局からの電波到来方向を推定する。自
無線システム１２において、それらの算出・推定結果を用いて、他の無線システム１１に
割り当てられた、もしくは、優先的な使用が許可された周波数帯域が使用されている地域
が推定される。その推定結果に基づいた無線リソース管理を適切に行なうことにより、他
の無線システム１１に割り当てられた、もしくは、優先的な使用が許可された周波数帯域
を有効利用することが可能となる。
　また、本実施形態の場合、電波到来方向推定値を用いてセンシングマップを作成するた
め、センシング装置（例えば、端末局）において、ＧＰＳ等の位置情報を取得するための
機能が不要となる。従って、センシング装置の構成を簡素なものとすることができる。
　なお、以上説明した第５の実施形態では、基地局１０１と基地局２０１Ａにおける処理
に着目した説明を行ったが、基地局１０２や基地局１０３についても同様の処理を行うこ
とができるのは言うまでもない。さらに、１つの他の無線システム１１に２以下あるいは
４以上の基地局が存在する場合（すなわち、周波数帯域が複数に分割されている場合）、
上記各基地局に対して上記と同様の処理を行うことにより、各周波数帯域についての使用
状況を推定することができる。あるいは、少なくとも１つの基地局を備える他の無線シス
テム１１が複数存在する場合、各無線システムに対して上記と同様の処理を行うことによ
り、各周波数帯域についての使用状況を推定することができる。
　また、基地局の代わりに、ある端末局が他の端末局のセンシング結果を収集して利用対
象の周波数帯域の使用状況の推定を行うアドホック的な構成とすることも可能である。こ
こで、基地局と端末局の間に中継局が存在する場合も想定されるが、中継局は基地局に接
続する端末局の一種と考えることもできるし、端末局が接続する基地局の一種と考えるこ
ともできる。従って、中継局において利用対象の周波数帯域の使用状況の推定を行うこと
を排除するものではない。
　また、複数の端末局でアドホック的なネットワークを構成する場合には、センシング結
果を基地局へ送信せずに、所定の端末局（例えば、利用対象の周波数帯域の使用状況の推
定を行う端末局）が無線リソース管理を行い、複数の端末局間で通信または放送を行うこ
とも可能である。
　［第６の実施形態］
　本実施形態の特徴は、センシング動作の頻度を端末局毎に異ならせる点にある。電波の
到来状況や他の無線システム１１の通信状況の変化の伴い、対象の周波数帯を利用する他
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の無線システム１１のカバーエリアも変化する。そのため、カバーエリアの変化に合わせ
てセンシングマップの更新が必要となる。このとき、変化するのはカバーエリアの境界で
あるため、センシングマップの更新は他の無線システム１１のそれぞれの基地局のカバー
エリアの境界付近を重点的に行えば良い。そこで、本実施形態の場合、他の無線システム
１１の各基地局のカバーエリア境界付近に存在する端末局はセンシング頻度を高く設定し
、境界から離れて存在する端末局はセンシング頻度を低く設定する。
　ここで、各端末局がカバーエリア境界付近に存在するか否かの判断は、各端末局が存在
する位置と、対象となる他の無線システム１１の基地局のカバーエリア境界線との間の距
離ｄと、予め定める境界からの距離に関する閾値ＴＨ１との比較により行う。距離ｄが閾
値ＴＨ１より小さい場合には、その端末局は境界付近に存在する端末局と判断して高頻度
にセンシングを実行する。一方、距離ｄが閾値ＴＨ１以上の場合には、その端末局は境界
線から離れて存在する端末局と判断し、センシングの頻度を低くして実行する。
　図２２は、第６の実施形態において、端末局３０３～３０８が他の無線システム１１の
所定の基地局（以下、基地局１０１を例に挙げる）のカバーエリア１０４の境界付近に存
在するか否かを判定する判定概念図の一例である。図２２に示すように、他の無線システ
ム１１の基地局１０１と、自無線システム１２の基地局２０１と、端末局３０３～３０８
が存在する場合を仮定する。図２２のような閾値ＴＨ１を設定すると、他の無線システム
１１の基地局１０１のカバーエリア境界からの距離が閾値ＴＨ１となる範囲（ここでは、
基地局２０１側のみを記載）は格子模様が記載された境界線１０５、１０６で囲まれた範
囲となる。この範囲に含まれる端末局３０３、３０５、３０７は高頻度にセンシングを行
い、この範囲に含まれない端末局３０４、３０６、３０８は低頻度にセンシングを行うよ
う制御する。
　図２３は、第６の実施形態の基地局２０１Ｂの構成例を示すブロック図である。基地局
２０１Ｂと、第４の実施形態の基地局２０１Ａ（図１７参照）との差異は、さらに、セン
シング端末決定部５２６（センシング決定手段）を備える点にある。基地局２０１Ｂの、
このセンシング端末決定部５２６以外の構成については、図１７に示す構成と同一である
ため、図２３において同一の符号を付して、それらの説明については省略する。
　センシング端末決定部５２６は、通信用周波数帯／地域決定部５２１から受信する「通
信用周波数帯／地域情報」と、所定の装置から受信する境界からの距離に関する閾値ＴＨ
１とに基づいて、センシング対象となる他の無線システム１１の基地局のカバーエリアの
境界付近に存在する端末局を抽出する。センシング端末決定部５２６は、その端末局の情
報を制御信号生成部５１１へ出力する。尚、上記「通信用周波数帯／地域情報」は、他の
無線システム１１が使用している周波数帯域ｆ１～ｆ３およびそれらが使用されている地
域に関する情報である。
　ここで、閾値ＴＨ１は１つだけに限らない。例えば、複数の閾値（ＴＨ１、ＴＨ２、・
・・；ＴＨ１＜ＴＨ２＜・・・）を設定し、それぞれの閾値により定められる範囲におい
て、異なるセンシング頻度を設定してセンシングマップの更新を行うことも可能である。
閾値ＴＨ１により定められる範囲に存在する端末局のセンシング間隔はＴ１、ＴＨ２によ
り定められる範囲に存在する端末局のセンシング間隔はＴ２とし、Ｔ１＜Ｔ２とすること
で、より更新の必要性の高い端末局で高頻度にセンシングを行うことが可能となる。
　さらに、上記では、他の無線システム１１の基地局のカバーエリアの境界付近に存在す
る端末局が高頻度でセンシングを行う場合の実施の形態を説明したが、センシングを行う
端末局の選択はその方法に限定されない。例えば、他の無線システム１１の基地局から遠
い端末局では、その基地局のセンシングを行わない方法も適用可能である。
　図２４は、第６の実施形態において、他の無線システム１１の所定の基地局（例えば、
基地局１０１）から所定距離以上離れた位置に存在する端末局（例えば、端末局３０９）
、あるいは、所定の基地局（例えば、基地局１０１）のカバーエリアから所定距離以上離
れた位置に存在する端末局（例えば、端末局３０９）を判定する際の判定概念図である。
ここでは、基地局１０１からの距離に関するセンシング閾値をＴＨｂとし、基地局１０１
のカバーエリアからの距離に関するセンシング閾値をＴＨａとしている。
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　以上説明したように、第６の実施形態において、カバーエリアが変動する可能性が高い
エリア（すなわち、カバーエリア境界線からの距離が閾値ＴＨ１である境界線内）に存在
する端末局のセンシングが、重点的に行われる。従って、全端末局が同頻度（高頻度時よ
りも低い頻度）でセンシングを行う場合と比較して、センシングマップの更新速度が向上
し、他の無線システム１１のカバーエリアの変化にも迅速に対応可能となる。
　しかも、カバーエリアの境界線付近に存在しない端末局のセンシング頻度を、高頻度セ
ンシング時の頻度よりも相対的に低い頻度（場合によっては、全端末局が同頻度に設定さ
れている場合の頻度よりも低頻度）にすることができる。従って、システム全体の消費電
力を抑えることができる。
　尚、上記では、他の無線システム１１の基地局１０１のカバーエリアの境界付近に存在
する端末局が高頻度でセンシングを行う場合を例に挙げたが、センシングを行う端末局の
選択は上記の例に限定されない。つまり、センシング端末決定部５２６は、各端末局にお
けるセンシングの有無自体を決定することもできる。例えば、他の無線システム１１の所
定の基地局から所定距離以上離れた位置に存在する端末局（あるいは、所定の基地局のカ
バーエリアから所定距離以上離れた端末局）では、その基地局についてのセンシングを実
行しないようにすることもできる。あるいは、センシング端末決定部５２６は、他の無線
システム１１の基地局のエリア境界付近に存在する端末局、他の無線システム１１の基地
局から一定距離内に存在する端末局、および他の無線システム１１の基地局の境界線から
一定距離内に存在する端末局のうちのいずれかの端末局に限定することも可能である。
　また、以上説明した基地局２０１Ｂ（図２３参照）において、通信用周波数帯／地域決
定部５２１は必ずしも必要ではない。なぜならば、基地局２０１Ｂのセンシング端末決定
部５２６は、センシングマップ生成部５２０から直接受信するマッピング情報に基づいて
、自らが「通信用周波数帯／地域情報」を算出することもできるからである。
　また、第６の実施形態においては、センシングを行う端末局の決定（あるいは、センシ
ング頻度の決定）を、自無線システム１２の基地局２０１Ｂにおいて行う場合を例に説明
したがこれに限定されない。例えば、端末局間で通信または放送を行う場合には、ある端
末局がセンシング結果を収集してセンシングを行う端末局の決定を行う構成とすることも
可能である。その場合、端末局は、センシング端末決定部５２６と同等の構成を搭載する
ことができる。
　［第７の実施形態］
　本実施の形態の特徴は、複数の端末局をグループに分け、グループ内で分担してセンシ
ングを行う点にある。
　図２５は、第７の実施形態に関し、自無線システム１２の基地局２０１Ｃ（詳細につい
ては後述）のカバーエリア内に存在する端末局６０１～６２２の散在状況を示すカバーエ
リア図である。
　図２６は、第７の実施形態に関し、自無線システム１２の基地局２０１Ｃのカバーエリ
ア内において、複数の端末局をグループ化する方法例を示す概念図である。
　図２６に示すように、基地局２０１のカバーエリアを縦方向のライン７０１～７０５と
横方向のライン７０６～７１０で複数のグリッドに分割し、１つのグリッド内に存在する
端末局を同一グループとすることも考えられる。他には、ある特定の基地局からの受信信
号電力値が、ある一定の範囲内となる端末局を同一グループとするような分け方もあり、
それぞれの無線システムにおいて最適なグループ分けの方法を適用することが可能である
。
　このように、端末局を複数のグループに分けた場合、同一グループに存在する端末局の
センシング結果は類似すると予想されるので、同一グループ内の全端末局が同時にセンシ
ングを行う必要性は低く、いずれかの端末局が代表者としてセンシングを行えば良い。
　代表となる端末局の決定方法としては、例えば、端末局ＩＤの数字が大きな順（または
小さな順）で決定する方法を挙げることができる。あるいは、代表となる端末局は、端末
局クラスの大きな順（または小さな順）、アクティブモードとなってからの経過時間の長
い順（または短い順）、または、今までにセンシングを行った回数の多い順（または少な
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い順）で決定されてもよい。また、所定の基準に基づいて、センシングを交代で行わせる
ような制御（換言すれば、センシングを行う代表端末局を変更する制御）を行うこともで
きる。もちろん、代表となる端末局は交代せずに、特定の端末局のみがセンシングを行う
方法であってもよい。
　図２７は、第７の実施形態の基地局２０１Ｃの構成例を示すブロック図である。
　基地局２０１Ｃと第６の実施形態の基地局２０１Ｂ（図２３）との差異は、さらに、端
末局グループ決定部５２７（グループ決定手段）を備える点にある。基地局２０１Ｃの、
この端末局グループ決定部５２７以外の構成については、図２３に示す構成と同様である
ため、図２７において同一の符号を付して、それらの説明については省略する。以下、図
２５に示すように、基地局２０１のカバーエリア内に、端末局６０１～６２２が存在する
と仮定する。
　端末局グループ決定部５２７は、通信用周波数帯／地域決定部５２１から、「通信用周
波数帯／地域情報」を受信する。ここで、通信用周波数帯／地域情報は、他の無線システ
ム１１が使用している周波数帯域ｆ１～ｆ３およびそれらが使用されている地域に関する
情報である。端末局グループ決定部５２７は、予め決められた規則に沿って端末局のグル
ープ分けを行う。端末局のグループ分け情報は、センシング端末決定部５２６へ出力され
る。センシング端末決定部５２６は、各端末局のグループ内からセンシングを実行する端
末局（代表端末局とも呼ぶ）を選択して決定する。センシングを実行する端末局の決定方
法は、上述したとおりである。
　以上説明したように、第７の実施形態によれば、複数の端末局をグループ分けし、グル
ープ内で分担してセンシングを行う。従って、全端末局がセンシングを行う場合と比較し
て、センシングによる端末局と基地局間の信号送受信によるシグナリングオーバーヘッド
を削減することができる。また、不要なセンシング動作を行わないことにより、端末局の
消費電力を小さくすることでバッテリの消耗を抑えることができる。さらに、センシング
の必要性の高い端末局のセンシングを優先させることにより、センシングマップの更新速
度が向上し、他の無線システム１１のカバーエリアの変化にも迅速に対応可能となる。
　なお、本実施の形態は、他の無線システム１１に複数の基地局が存在する場合や、少な
くとも１つの基地局を含む他の無線システム１１が複数存在する場合にも、適用可能であ
る。それぞれの基地局もしくは無線システムに対して同様な処理を行うことにより、各周
波数帯域の検出が可能であることは言うまでもない。
　また、以上説明した基地局２０１Ｃ（図２７参照）において、通信用周波数帯／地域決
定部５２１は必ずしも必要ではない。なぜならば、基地局２０１Ｃの端末局グループ決定
部５２７は、センシングマップ生成部５２０から直接受信するマッピング情報に基づいて
、自らが「通信用周波数帯／地域情報」を算出することもできるからである。
　また、本実施の形態においては、端末局グループの決定を、自無線システム１２の基地
局２０１Ｃにおいて行う場合を例に挙げて説明したが、端末局間で通信または放送を行う
場合には、ある端末局がセンシング結果を収集して端末局グループの決定を行う構成とす
ることも可能である。その場合、端末局は、端末局グループ決定部５２７と同等の構成を
搭載することができる。
　［第８の実施形態］
　本実施の形態の特徴は、自無線システム１２の基地局が電波伝搬推定機能を備え、推定
結果をセンシングマップの初期値として設定し、他の無線システム１１の基地局のカバー
エリア境界付近に存在する端末局で優先的にセンシングを実行させる点にある。基地局の
電波伝搬推定機能は、他の無線システム１１の基地局と自無線システム１２の基地局の電
波伝搬推定結果から得られる受信信号電力比を、センシングマップ作成時の初期値として
利用する。基地局の電波伝搬推定機能は、他の無線システム１１の基地局のカバーエリア
境界付近に存在する端末局が優先的にセンシングを実行する。
　自無線システム１２の基地局は、他の無線システム１１および自無線システム１２の基
地局配置情報、基地局送信電力情報、アンテナパラメータ情報、エリア内の地形や存在す
るビルの情報を含んだ地図情報などを入力パラメータとして入力する。自無線システム１
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２の基地局は、入力パラメータに基づいて、他の無線システム１１の基地局と自無線シス
テム１２の基地局のカバーエリア内の受信信号レベルを推定する。ここで、他の無線シス
テム１１の基地局情報は、データセンターなどから取得しても良いし、基地局間の通信に
より取得しても良い。
　推定結果は、位置情報（緯度や経度など場所を特定する情報）と、その位置での基地局
から送信された電波の受信信号電力値または伝搬損値である。自無線システム１２の基地
局は、この推定結果を用いて、他の無線システム１１の基地局と自無線システム１２の基
地局の受信信号電力比を算出し、算出結果をセンシングマップにマッピングする。そして
、自無線システム１２の基地局は、このセンシングマップに基づいて、予め設定される信
号電力比閾値以上となる受信信号電力比の地域を、他の無線システム１１の基地局のカバ
ーエリア内と判定する。
　他の無線システム１１の基地局のカバーエリアが判明すると、カバーエリア境界に存在
する端末局において優先的にセンシングを実行することができる。ここで、カバーエリア
境界に存在する端末局かどうかは、第６の実施形態に示したような、カバーエリア境界か
らの距離に関する閾値ＴＨ１を用いて決定することが可能である。
　図２８は、第８の実施形態の基地局２０１Ｄの構成例を示すブロック図である。基地局
２０１Ｄと第６の実施形態に基地局（図２３）との差異は、基地局２０１Ｄが、さらに、
伝搬推定部５２８（電波伝搬推定手段）を備える点にある。また、基地局２０１Ｄは、図
１８に示すセンシングマップ生成部５２０に替えて、センシングマップ生成部５２０Ａを
備える。基地局２０１Ｄの、これら以外の構成については、図２３に示す構成と同様であ
るため、図２８において同一の符号を付して、それらの説明については、省略する。
　伝搬推定部５２８は、推定した他の無線システム１１の基地局と自無線システム１２の
基地局の受信信号レベルから、それらの受信信号電力比を算出し、位置情報（緯度や経度
など場所を特定する情報）とともにセンシングマップ生成部５２０Ａへ出力する。
　図２９は、図２８に示す基地局２０１Ｄを構成するセンシングマップ生成部５２０Ａの
構成例を示すブロック図である。伝搬推定結果は、センシングマップの初期値としてメモ
リ部５２４に入力される。
　以上説明したように、第８の実施形態によれば、基地局２０１Ｄが電波伝搬推定機能（
伝搬推定部５２８）を備えることにより、予め他の無線システム１１の基地局のカバーエ
リア情報を取得することができる。従って、その情報をセンシングマップの初期値として
利用することができるので、センシングマップ作成過程において迅速に他の無線システム
１１のカバーエリアを求めることができる。
　尚、図２９において、マッピング部５２３の出力をメモリ部５２４に入力する構成とし
ているが、補間処理後のマップ補間部５２５の出力をメモリ部５２４に入力して記憶する
構成としても良い。
　なお、本実施の形態は、他の無線システム１１に複数の基地局が存在する場合や、少な
くとも１つの基地局を備える他の無線システム１１が複数存在する場合にも適用可能であ
る。それぞれの基地局もしくは無線システムに対して上記と同様の処理を行うことにより
、各周波数帯域の検出が可能であることは言うまでもない。
　また、本実施の形態においては、電波伝搬推定機能が基地局に備わる場合を例に説明し
たが、端末局間で通信を行う場合には、ある端末局が電波伝搬推定機能を備えることも可
能である。この場合、その端末局は、伝搬推定部５２８と同等の構成を搭載することがで
きる。
　［第９の実施形態］
　本実施の形態の特徴は、自無線システム１２の送信局と受信局間の通信または放送は、
送信局からの送信信号が、他の無線システム１１の送受信に与える干渉を考慮した所定の
基準を満足する送信局と受信局間でのみ行う点にある。
　干渉を考慮する所定の基準として、以下では、距離を用いた方法を例に挙げる。
　ここで、例えば、図２に示す無線システム１０において、利用対象の周波数帯域を利用
する他の無線システム１１の基地局のカバーエリア外で、自無線システム１２の基地局２
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０１が、その周波数帯域を用いて通信または放送を行なう場合の処理について説明する。
この場合、第９の実施形態において、基地局２０１から端末局への通信または放送は、セ
ンシングマップにより判明する他の無線システム１１の基地局のカバーエリア境界線と基
地局２０１との距離よりも近い位置に存在する端末局とのみ行われる。すなわち、基地局
２０１と端末局間での通信または放送における所要送信電力量が、他の無線システム１１
のカバーエリア内に届かない範囲で通信または放送を行なう。
　図３０は、第９の実施形態に関し、自無線システム１２の基地局２０１のカバーエリア
と、自無線システム１２の基地局２０１と同一の周波数帯域を使用する他の無線システム
１１の基地局（例えば、基地局１０１）のカバーエリア１０４と、端末局３１０との位置
関係を示す第１のカバーエリア図である。ここでは基地局２０１から端末局３１０へ送信
する場合（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ通信）で説明する。この時、基地局２０１と他の無線システ
ム１１の基地局１０１のカバーエリアまでの距離をａとし、基地局２０１と端末局３１０
との距離をｂとする。尚、この場合、他の無線システム１１の基地局１０１では、基地局
２０１と同一の周波数帯域が使用されているものとする。このとき、距離ａ＞距離ｂであ
れば、基地局２０１から端末局３１０への上記Ｄｏｗｎｌｉｎｋ通信は、可能となる。
　これにより、基地局２０１からの送信電波は、他の無線システム１１の基地局１０１の
カバーエリア内へは届かず、他の無線システム１１の受信局に与える干渉を抑えることが
できる。
　図３１は、第９の実施形態に関し、自無線システム１２の基地局２０１のカバーエリア
と、自無線システム１２の基地局２０１と同一の周波数帯域を使用する他の無線システム
１１の基地局（例えば、基地局１０１）のカバーエリア１０４と、端末局３１０との位置
関係を示す第２のカバーエリア図である。ここでは端末局３１０から基地局２０１へ送信
する場合（Ｕｐｌｉｎｋ通信）で説明する。この時、端末局３１０と他の無線システム１
１の基地局１０１のカバーエリアまでの距離をｃとし、基地局２０１と端末局３１０との
距離をｂとする。このとき、距離ｃ＞距離ｂであれば、端末局３１０から基地局２０１へ
の上記Ｕｐｌｉｎｋ通信は、可能となる。
　これにより、端末局３１０からの送信電波は、他の無線システム１１の基地局１０１の
カバーエリア内へは届かず、他の無線システム１１の受信局に与える干渉を抑えることが
できる。
　図３２は、第９の実施形態の基地局２０１Ｅの構成例を示すブロック図である。基地局
２０１Ｅは、新たに、通信端末決定部５２９（決定手段）を備える。基地局２０１Ｅの、
その他の構成については、図１７に示す基地局２０１Ａと同様であるため、図３２におい
て同一の符号を付して、それらの説明については、省略する。
　通信端末決定部５２９は、通信用周波数帯／地域決定部５２１から、「通信用周波数帯
／地域情報」を受信する。ここで、通信用周波数帯／地域情報は、他の無線システム１１
が使用している周波数帯域ｆ１～ｆ３およびそれらが使用されている地域に関する情報で
ある。通信端末決定部５２９は、「通信用周波数帯／地域情報」に基づいて、通信または
放送可能な端末を決定する。
　まず、基地局２０１Ｅから端末局へのＤｏｗｎｌｉｎｋ通信の場合について説明する。
基地局２０１Ｅと端末局との間の距離が、基地局２０１Ｅから、基地局２０１Ｅが使用を
希望する周波数帯域を使用している他の無線システム１１の基地局のカバーエリアまでの
距離以下の場合、基地局２０１Ｅは、該Ｄｏｗｎｌｉｎｋ通信を可能とする。
　次いで、端末局から基地局２０１ＥへのＵｐｌｉｎｋ通信の場合について説明する。端
末局と基地局２０１Ｅとの間の距離が、端末局から、基地局２０１Ｅが使用を希望する周
波数帯域を使用している他の無線システム１１の基地局のカバーエリアまでの距離以下の
場合、基地局２０１Ｅは、該Ｕｐｌｉｎｋ通信を可能とする。
　そして、通信端末決定部５２９の出力信号（通信または放送可能な端末情報）は、無線
リソース管理部５５０に送られて、自無線システム１２の無線リソース管理に供される。
　以上説明した第９の実施形態において、自無線システム１２における送信局と受信局間
の通信または放送は、自無線システム１２の送信局からの送信信号が、他の無線システム
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１１の送受信に与える干渉を考慮した所定の基準を満足する送信局と受信局間のみで行わ
れる。従って、他の無線システム１１への与干渉を回避しつつ、他の無線システム１１に
割り当てられた、あるいは優先的な使用が許可された周波数帯域を利用した通信または放
送を行うことが可能となる。
　尚、以上説明した第９の実施形態では、干渉を考慮する所定の基準として距離を用いた
場合を例に挙げたが、上記に限定されない。例えば、同一の周波数帯域を使用する他の無
線システム１１および自無線システム１２の各基地局の受信信号電力値の比が、所定の基
準を満たす場合に限り、自無線システム１２の通信または放送を可能とすることもできる
。
　例えば、他の無線システム１１の基地局の受信信号電力値（Ｐ１）と自無線システム１
２の基地局の受信信号電力値（Ｐ２）との比（Ｐ１／Ｐ２）が、予め設定されるしきい値
ＴＨｐ以上となる場合のみ、自無線システム１２の通信または放送を可能とする。
　尚、以上説明した基地局２０１Ｅ（図３２参照）において、通信用周波数帯／地域決定
部５２１は必ずしも必要ではない。なぜならば、基地局２０１Ｅの通信端末決定部５２９
は、センシングマップ生成部５２０から直接受信するマッピング情報に基づいて、自らが
「通信用周波数帯／地域情報」を算出することもできるからである。
　また、第９の実施形態においては、通信または放送可能な端末の決定を、自無線システ
ム１２の基地局２０１Ｅにおいて行う場合を例に説明したが、これに限定されない。例え
ば、端末局間で通信または放送を行う場合には、ある端末局がセンシング結果を収集し、
通信または放送可能な端末局を決定する構成とすることも可能である。その場合、端末局
は、通信端末決定部５２９と同等の構成を搭載することができる。
　また、以上説明した第１～第９の実施形態において、基地局および端末局は、専用のハ
ードウェアで制御されると説明した。しかしながら、これらの基地局および端末局は、制
御プログラムに基づいて図示しないコンピュータ回路（例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ））によって制御され、動作するようにすることがで
きる。その場合、これらの制御プログラムは、基地局および端末局内部の記憶媒体あるい
は外部の記憶媒体に記憶され、上記コンピュータ回路によって読み出され実行される。内
部の記憶媒体としては、例えば、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やハード
ディスク等を挙げることができる。また、外部の記憶媒体としては、例えば、リムーバブ
ルメディアやリムーバブルディスク等を挙げることができる。
　以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定され
ものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る
様々な変更をすることができる。
　この出願は、２００９年９月２４日に出願された日本出願特願２００９－２１８７５１
号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【０００９】
１　　　基地局
２　　　推定部
１０　　　無線システム
１１　　　他の無線システム
１２　　　自無線システム
１０１～１０３　　　（他の無線システムの）基地局
２０１、２０１Ａ、２０１Ｂ、２０１Ｃ、２０１Ｄ、２０１Ｅ　　　（自無線システムの
）基地局
３０１～３１０、３０１Ａ、３０２Ａ、６０１～６２２　　　端末局
４０１　　　送受信アンテナ
４０２　　　スイッチ
４０３、４０３Ａ、４０３Ｂ　　　センシング部
４０４　　　無線送受信部
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４０５　　　スイッチ
４０６　　　復調／復号部
４０７　　　変調部
４０８　　　直交復調部
４０９　　　シンセサイザ部
４１０－１～４１０－ｎ　　　バンドパスフィルタ部
４１１－１～４１１－ｎ　　　電力値算出部
４１２－１～４１２－ｎ　　　電力比算出部
４１３－１～４１３－ｎ　　　電力値判定部
４１４－１～４１４－ｎ　　　電力比判定部
４１５　　　位置情報推定部
４１６－１～４１６－ｎ　　　方向算出部
５０１　　　受信用アンテナ
５０２　　　無線受信部
５０３　　　復調／復号部
５０４、５０４Ａ、５０４Ｂ　　　使用状況推定部
５０５　　　電波検出用アンテナ
５０６　　　センシング部
５０７　　　信号電力値判定部
５０８　　　信号電力比判定部
５０９　　　信号電力比閾値算出部
５１０　　　総合判定部
５１１　　　制御信号生成部
５１２　　　変調部
５１３　　　無線送信部
５１４　　　送信用アンテナ
５１５　　　スイッチ
５１６　　　信号電力比閾値更新部
５１７　　　判定結果確認部
５１８　　　比較部
５１９　　　メモリ部
５２０、５２０Ａ　　　センシングマップ生成部
５２１　　　通信用周波数帯／地域決定部
５２２　　　マップフォーマット決定部
５２３　　　マッピング部
５２４　　　メモリ部
５２５　　　マップ補間部
５２６　　　センシング端末決定部
５２７　　　端末局グループ決定部
５２８　　　伝搬推定部
５２９　　　通信端末決定部
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