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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一次通信サービスに割当てられた周波数帯の一部を使用して二次通信サービスを提供す
る１つ以上の二次利用ノードによる通信を制御する通信制御装置であって：
　各二次利用ノードから、当該二次利用ノードが提供する二次通信サービスについてのサ
ービスエリアを推定するためのサービスエリア情報、及び当該二次利用ノードにより使用
可能な無線アクセス方式を表すアクセス方式情報を受信する通信部と；
　前記通信部により受信される前記サービスエリア情報及び前記アクセス方式情報を記憶
する記憶部と；
　前記サービスエリア情報を用いて２つ以上の二次通信サービスのサービスエリアを推定
する推定部と；
　前記推定部により推定されるサービスエリア間の位置関係と前記アクセス方式情報とに
基づいて、前記２つ以上の二次通信サービスの少なくとも１つについて推奨される無線ア
クセス方式又は推奨されるチャネルを、当該二次通信サービスを提供する二次利用ノード
に通知する制御部と；
　を備える通信制御装置。
【請求項２】
　前記サービスエリア情報は、対応する二次通信サービスを提供する二次利用ノードの位
置、当該二次利用ノードに適用される最大送信電力、及び当該二次利用ノードのアンテナ
の高さについてのデータを含む、請求項１に記載の通信制御装置。
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【請求項３】
　前記通信部は、前記二次利用ノードから当該二次利用ノードが使用を許可されたチャネ
ルを表す許可チャネル情報をさらに受信し、
　前記制御部は、各二次利用ノードに推奨するチャネルを、当該二次利用ノードから受信
された前記許可チャネル情報により表されるチャネルの中から選択する、
　請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項４】
　前記制御部は、２つの二次通信サービスのサービスエリアが重複している場合であって
、当該２つの二次通信サービスをそれぞれ提供する２つの二次利用ノードにより使用可能
な無線アクセス方式が共通するときに、当該共通する無線アクセス方式の使用を推奨する
、請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記２つの二次通信サービスの一方のサービスエリアに他方の二次利用
ノードが含まれない場合に、前記通信部から前記２つの二次利用ノードに同期信号を送信
させる、請求項４に記載の通信制御装置。
【請求項６】
　前記制御部は、２つの二次通信サービスのサービスエリアが重複している場合であって
、当該２つの二次通信サービスをそれぞれ提供する２つの二次利用ノードにより使用可能
な無線アクセス方式が異なるときに、一方の二次通信サービスが使用するチャネルと異な
るチャネルの使用を他方の二次通信サービスを提供する二次利用ノードに推奨する、請求
項１に記載の通信制御装置。
【請求項７】
　前記制御部は、２つの二次通信サービスのサービスエリアが重複しておらず、かつ当該
２つの二次通信サービスの間の相互干渉のレベルが許容され得る干渉レベルを超えない場
合には、当該２つの二次通信サービスをそれぞれ提供する２つの二次利用ノードに、共通
するチャネルの使用を推奨する、請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項８】
　前記制御部は、二次通信サービス間の干渉を検知した二次利用ノードからの要求に応じ
て、当該二次利用ノード又は当該二次利用ノードとサービスエリアが重複する他の二次利
用ノードに、推奨される無線アクセス方式又は推奨されるチャネルを通知する、請求項１
に記載の通信制御装置。
【請求項９】
　前記制御部は、サービスエリアの拡張を求める二次利用ノードからの要求に応じて、当
該二次利用ノード又は当該二次利用ノードと共通する無線アクセス方式を使用可能な他の
二次利用ノードに、推奨される無線アクセス方式又は推奨されるチャネルを通知する、請
求項１に記載の通信制御装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、帯域の拡張を求める二次利用ノードからの要求に応じて、当該二次利用
ノードに推奨されるチャネルを通知する、請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、推奨可能なチャネルが複数存在する場合には、送信電力の制限のないチ
ャネルを優先的に推奨する、請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項１２】
　一次通信サービスに割当てられた周波数帯の一部を使用して二次通信サービスを提供す
る１つ以上の二次利用ノードによる通信を制御するための通信制御方法であって：
　各二次利用ノードから、当該二次利用ノードが提供する二次通信サービスについてのサ
ービスエリアを推定するためのサービスエリア情報、及び当該二次利用ノードにより使用
可能な無線アクセス方式を表すアクセス方式情報を受信するステップと；
　受信した前記サービスエリア情報及び前記アクセス方式情報を記憶するステップと；
　前記サービスエリア情報を用いて２つ以上の二次通信サービスのサービスエリアを推定
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するステップと；
　推定したサービスエリア間の位置関係と前記アクセス方式情報とに基づいて、前記２つ
以上の二次通信サービスの少なくとも１つについて推奨される無線アクセス方式又は推奨
されるチャネルを、当該二次通信サービスを提供する二次利用ノードに通知するステップ
と；
　を含む通信制御方法。
【請求項１３】
　一次通信サービスに割当てられた周波数帯の一部を使用して二次通信サービスを提供す
る１つ以上の二次利用ノードと当該１つ以上の二次利用ノードによる通信を制御する通信
制御装置とを含む通信システムであって、
　前記通信制御装置は：
　各二次利用ノードから、当該二次利用ノードが提供する二次通信サービスについてのサ
ービスエリアを推定するためのサービスエリア情報、及び当該二次利用ノードにより使用
可能な無線アクセス方式を表すアクセス方式情報を受信する通信部と；
　前記通信部により受信される前記サービスエリア情報及び前記アクセス方式情報を記憶
する記憶部と；
　前記サービスエリア情報を用いて２つ以上の二次通信サービスのサービスエリアを推定
する推定部と；
　前記推定部により推定されるサービスエリア間の位置関係と前記アクセス方式情報とに
基づいて、前記２つ以上の二次通信サービスの少なくとも１つについて推奨される無線ア
クセス方式又は推奨されるチャネルを、当該二次通信サービスを提供する二次利用ノード
に通知する制御部と；
　を備え、
　各二次利用ノードは：
　前記サービスエリア情報及び前記アクセス方式情報を前記通信制御装置へ送信する通信
部と；
　前記通信制御装置により推奨される無線アクセス方式又は推奨されるチャネルを使用し
て、１つ以上の端末装置に二次通信サービスを提供する二次利用制御部と；
　を備える、
　通信システム。
【請求項１４】
　一次通信サービスに割当てられた周波数帯の一部を使用して二次通信サービスを提供す
る通信装置であって：
　前記通信装置が提供する二次通信サービスについてのサービスエリアを推定するための
サービスエリア情報及び前記通信装置により使用可能な無線アクセス方式を表すアクセス
方式情報を他の装置へ送信する通信部と；
　前記サービスエリア情報を用いて推定される前記二次通信サービスのサービスエリアと
他の二次通信サービスのサービスエリアとの位置関係及び前記アクセス方式情報に基づい
て前記他の装置により推奨される無線アクセス方式又は推奨されるチャネルを使用して、
１つ以上の端末装置に前記二次通信サービスを提供する二次利用制御部と；
　を備える通信装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信制御装置、通信制御方法、通信システム及び通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、一次利用される周波数帯（スペクトラム）の利用状況に応じて、その周波数帯を
二次的な通信サービスに利用できるようにするための議論が進められている。例えば、米
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国のデジタルＴＶ放送の周波数帯に含まれる未使用のチャネル（ＴＶホワイトスペース）
を無線通信に開放するための標準規格がＩＥＥＥ８０２．２２ワーキンググループにおい
て検討されている（下記非特許文献１参照）。
【０００３】
　また、２００８年１１月のＦＣＣ（Federal　Communications　Commission）からの勧
告によれば、一定の条件を満たして認証を受けた通信装置を用いてＴＶホワイトスペース
を二次利用することが認められる方向にある。このＦＣＣの勧告は、ＴＶホワイトスペー
スの二次利用の標準化の先駆けであるＩＥＥＥ８０２．２２の上記標準規格を容認すると
共に、ＩＥＥＥのＮｅｗ　Ｓｔｕｄｙ　Ｇｒｏｕｐの動きもカバーするものであった。技
術的な内容としては、例えば、既存の技術を用いて－１１４［ｄＢｍ］（例えばＮＦ（No
ise　Figure）＝１１［ｄＢ］だとすると、ＳＮＲ＝－１９［ｄＢ］程度）レベルの信号
検知を行うことが要求されるため、地理位置情報データベースアクセス（Geo-location　
Database　Access）のような補助的な機能が必要となる見込みである（下記非特許文献２
参照）。また、ＦＣＣは、新たな二次利用のためのチャネルとして、５ＧＨｚ帯の一部の
２５０ＭＨｚの帯域を開放することを模索している。
【０００４】
　また、ＥＵでは、長期的な戦略の下、ＤＳＡ（Dynamic　Spectrum　Access）を実現す
るためのＣＰＣ（Cognitive　Pilot　Channel）と呼ばれる専用の制御チャネルを全世界
共通で割当てようとする動きもある。ＣＰＣの割当てについては、２０１１年のＩＴＵ（
International　Telecommunication　Union）－ＷＰ１１のアジェンダに組み込まれてい
る。さらに、ＤＳＡを行う二次利用システムのための技術検討は、ＩＥＥＥのＳＣＣ（St
andards　Coordinating　Committee）４１においても進められている。
【０００５】
　一般的に、一次利用に係る通信サービス（以下、一次通信サービスという）に割当てら
れた周波数帯を二次利用する場合には、二次利用に係る通信サービス（以下、二次通信サ
ービスという）が一次通信サービスに干渉を与えないことが重要である。そこで、下記非
特許文献２は、二次通信サービスを提供しようとする二次利用ノードから管理者情報及び
位置情報等を受信してこれら情報をデータベースに蓄積するデータサーバを設置すること
を勧告している。この場合、データサーバは、二次利用ノードからの要求に応じて、二次
利用のために供与可能なチャネルを特定し、特定したチャネルを二次利用ノードへ通知す
る。二次利用ノードがこのようにデータサーバから通知されるチャネルを利用することで
、一次通信サービスへの干渉が防止される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】「IEEE802.22　WG　on　WRANs」、［online］、［２０１０年７月１日
検索］、インターネット＜URL：http://www.ieee802.org/22/＞
【非特許文献２】「SECOND　REPORT　AND　ORDER　AND　MEMORANDUM　OPINION　AND　ORD
ER」、［online］、［２０１０年７月１日検索］、インターネット＜URL：http://hraunf
oss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-08-260A1.pdf＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述したデータサーバから提供される情報を用いるのみでは、複数の二
次利用ノードが存在し、複数の二次通信サービスが提供され得る状況において、二次通信
サービス間で干渉又は信号の衝突などの障害が生じるリスクが残されている。また、複数
の二次通信サービスが互いに協調することなく独立的に提供されれば、高い周波数利用効
率を達成することは困難である。従って、無線アクセス方式及びチャネルなどの二次利用
のための構成を互いに調整した上で、個々の二次通信サービスが提供されることが望まし
い。
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【０００８】
　そこで、本発明は、二次利用のための構成を複数の二次通信サービス間で調整すること
を可能とする、新規かつ改良された通信制御装置、通信制御方法、通信システム及び通信
装置を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のある実施形態によれば、一次通信サービスに割当てられた周波数帯の一部を使
用して二次通信サービスを提供する１つ以上の二次利用ノードによる通信を制御する通信
制御装置であって、各二次利用ノードから、当該二次利用ノードが提供する二次通信サー
ビスについてのサービスエリアを推定するためのサービスエリア情報、及び当該二次利用
ノードにより使用可能な無線アクセス方式を表すアクセス方式情報を受信する通信部と、
上記通信部により受信される上記サービスエリア情報及び上記アクセス方式情報を記憶す
る記憶部と、上記サービスエリア情報を用いて２つ以上の二次通信サービスのサービスエ
リアを推定する推定部と、上記推定部により推定されるサービスエリア間の位置関係と上
記アクセス方式情報とに基づいて、上記２つ以上の二次通信サービスの少なくとも１つに
ついて推奨される無線アクセス方式又は推奨されるチャネルを、当該二次通信サービスを
提供する二次利用ノードに通知する制御部と、を備える通信制御装置が提供される。
【００１０】
　また、上記サービスエリア情報は、対応する二次通信サービスを提供する二次利用ノー
ドの位置、当該二次利用ノードに適用される最大送信電力、及び当該二次利用ノードのア
ンテナの高さについてのデータを含んでもよい。
【００１１】
　また、上記通信部は、上記二次利用ノードから当該二次利用ノードが使用を許可された
チャネルを表す許可チャネル情報をさらに受信し、上記制御部は、各二次利用ノードに推
奨するチャネルを、当該二次利用ノードから受信された上記許可チャネル情報により表さ
れるチャネルの中から選択してもよい。
【００１２】
　また、上記制御部は、２つの二次通信サービスのサービスエリアが重複している場合で
あって、当該２つの二次通信サービスをそれぞれ提供する２つの二次利用ノードにより使
用可能な無線アクセス方式が共通するときに、当該共通する無線アクセス方式の使用を推
奨してもよい。
【００１３】
　また、上記制御部は、上記２つの二次通信サービスの一方のサービスエリアに他方の二
次利用ノードが含まれない場合に、上記通信部から上記２つの二次利用ノードに同期信号
を送信させてもよい。
【００１４】
　また、上記制御部は、２つの二次通信サービスのサービスエリアが重複している場合で
あって、当該２つの二次通信サービスをそれぞれ提供する２つの二次利用ノードにより使
用可能な無線アクセス方式が異なるときに、一方の二次通信サービスが使用するチャネル
と異なるチャネルの使用を他方の二次通信サービスを提供する二次利用ノードに推奨して
もよい。
【００１５】
　また、上記制御部は、２つの二次通信サービスのサービスエリアが重複しておらず、か
つ当該２つの二次通信サービスの間の相互干渉のレベルが許容され得る干渉レベルを超え
ない場合には、当該２つの二次通信サービスをそれぞれ提供する２つの二次利用ノードに
、共通するチャネルの使用を推奨してもよい。
【００１６】
　また、上記制御部は、二次通信サービス間の干渉を検知した二次利用ノードからの要求
に応じて、当該二次利用ノード又は当該二次利用ノードとサービスエリアが重複する他の
二次利用ノードに、推奨される無線アクセス方式又は推奨されるチャネルを通知してもよ
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い。
【００１７】
　また、上記制御部は、サービスエリアの拡張を求める二次利用ノードからの要求に応じ
て、当該二次利用ノード又は当該二次利用ノードと共通する無線アクセス方式を使用可能
な他の二次利用ノードに、推奨される無線アクセス方式又は推奨されるチャネルを通知し
てもよい。
【００１８】
　また、上記制御部は、帯域の拡張を求める二次利用ノードからの要求に応じて、当該二
次利用ノードに推奨されるチャネルを通知してもよい。
【００１９】
　また、上記制御部は、推奨可能なチャネルが複数存在する場合には、送信電力の制限の
ないチャネルを優先的に推奨してもよい。
【００２０】
　また、本発明の別の実施形態によれば、一次通信サービスに割当てられた周波数帯の一
部を使用して二次通信サービスを提供する１つ以上の二次利用ノードによる通信を制御す
るための通信制御方法であって、各二次利用ノードから、当該二次利用ノードが提供する
二次通信サービスについてのサービスエリアを推定するためのサービスエリア情報、及び
当該二次利用ノードにより使用可能な無線アクセス方式を表すアクセス方式情報を受信す
るステップと、受信した上記サービスエリア情報及び上記アクセス方式情報を記憶するス
テップと、上記サービスエリア情報を用いて２つ以上の二次通信サービスのサービスエリ
アを推定するステップと、推定したサービスエリア間の位置関係と上記アクセス方式情報
とに基づいて、上記２つ以上の二次通信サービスの少なくとも１つについて推奨される無
線アクセス方式又は推奨されるチャネルを、当該二次通信サービスを提供する二次利用ノ
ードに通知するステップと、を含む通信制御方法が提供される。
【００２１】
　また、本発明の別の実施形態によれば、一次通信サービスに割当てられた周波数帯の一
部を使用して二次通信サービスを提供する１つ以上の二次利用ノードと当該１つ以上の二
次利用ノードによる通信を制御する通信制御装置とを含む通信システムであって、上記通
信制御装置は、各二次利用ノードから、当該二次利用ノードが提供する二次通信サービス
についてのサービスエリアを推定するためのサービスエリア情報、及び当該二次利用ノー
ドにより使用可能な無線アクセス方式を表すアクセス方式情報を受信する通信部と、上記
通信部により受信される上記サービスエリア情報及び上記アクセス方式情報を記憶する記
憶部と、上記サービスエリア情報を用いて２つ以上の二次通信サービスのサービスエリア
を推定する推定部と、上記推定部により推定されるサービスエリア間の位置関係と上記ア
クセス方式情報とに基づいて、上記２つ以上の二次通信サービスの少なくとも１つについ
て推奨される無線アクセス方式又は推奨されるチャネルを、当該二次通信サービスを提供
する二次利用ノードに通知する制御部と、を備え、各二次利用ノードは、上記サービスエ
リア情報及び上記アクセス方式情報を上記通信制御装置へ送信する通信部と、上記通信制
御装置により推奨される無線アクセス方式又は推奨されるチャネルを使用して、１つ以上
の端末装置に二次通信サービスを提供する二次利用制御部と、を備える、通信システムが
提供される。
【００２２】
　また、本発明の別の実施形態によれば、一次通信サービスに割当てられた周波数帯の一
部を使用して二次通信サービスを提供する通信装置であって、上記通信装置が提供する二
次通信サービスについてのサービスエリアを推定するためのサービスエリア情報及び上記
通信装置により使用可能な無線アクセス方式を表すアクセス方式情報を他の装置へ送信す
る通信部と、上記サービスエリア情報を用いて推定される上記二次通信サービスのサービ
スエリアと他の二次通信サービスのサービスエリアとの位置関係及び上記アクセス方式情
報に基づいて上記他の装置により推奨される無線アクセス方式又は推奨されるチャネルを
使用して、１つ以上の端末装置に上記二次通信サービスを提供する二次利用制御部と、を
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備える通信装置が提供される。
【発明の効果】
【００２３】
　以上説明したように、本発明に係る通信制御装置、通信制御方法、通信システム及び通
信装置によれば、二次利用のための構成を複数の二次通信サービス間で調整することが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】一実施形態に係る通信システムの概要について説明するための説明図である。
【図２】二次利用ノードとデータサーバとの間の処理の流れの一例を示すシーケンス図で
ある。
【図３】一実施形態に係る通信制御装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図４】二次通信サービスのサービスエリア間の位置関係の第１の例について説明するた
めの説明図である。
【図５】二次通信サービスのサービスエリア間の位置関係の第２の例について説明するた
めの説明図である。
【図６】二次通信サービスのサービスエリア間の位置関係の第３の例について説明するた
めの説明図である。
【図７】一実施形態に係る二次利用ノードの構成の一例を示すブロック図である。
【図８】一実施形態に係る通信制御装置と二次利用ノードとの間の通信制御処理の流れの
一例を示すシーケンス図である。
【図９】一実施形態に係るサービスエリア推定処理の流れの一例を示すフローチャートで
ある。
【図１０Ａ】一実施形態に係る推奨サービス構成判定処理の流れの一例を示すフローチャ
ートの第１の部分である。
【図１０Ｂ】一実施形態に係る推奨サービス構成判定処理の流れの一例を示すフローチャ
ートの第２の部分である。
【図１０Ｃ】一実施形態に係る推奨サービス構成判定処理の流れの一例を示すフローチャ
ートの第３の部分である。
【図１１Ａ】一実施形態に係る通信制御処理の第１のシナリオについて説明するための第
１の説明図である。
【図１１Ｂ】一実施形態に係る通信制御処理の第１のシナリオについて説明するための第
２の説明図である。
【図１２Ａ】一実施形態に係る通信制御処理の第２のシナリオについて説明するための第
１の説明図である。
【図１２Ｂ】一実施形態に係る通信制御処理の第２のシナリオについて説明するための第
２の説明図である。
【図１３Ａ】一実施形態に係る通信制御処理の第３のシナリオについて説明するための第
１の説明図である。
【図１３Ｂ】一実施形態に係る通信制御処理の第３のシナリオについて説明するための第
２の説明図である。
【図１４Ａ】一実施形態に係る通信制御処理の第４のシナリオについて説明するための第
１の説明図である。
【図１４Ｂ】一実施形態に係る通信制御処理の第４のシナリオについて説明するための第
２の説明図である。
【図１５Ａ】一実施形態に係る通信制御処理の第５のシナリオについて説明するための第
１の説明図である。
【図１５Ｂ】一実施形態に係る通信制御処理の第５のシナリオについて説明するための第
２の説明図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２５】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付すことにより重複説明を省略する。
【００２６】
　また、以下の順序にしたがって当該「発明を実施するための形態」を説明する。
　　１．システムの概要
　　２．一実施形態に係る装置の構成例
　　　２－１．通信制御装置の構成例
　　　２－２．サービスエリア間の位置関係の例
　　　２－３．二次利用ノードの構成例
　　３．一実施形態に係る処理の流れ
　　　３－１．通信制御処理
　　　３－２．サービスエリア判定処理
　　　３－３．推奨サービス構成判定処理
　　４．通信制御の典型的なシナリオ
　　　４－１．第１のシナリオ
　　　４－２．第２のシナリオ
　　　４－３．第３のシナリオ
　　　４－４．第４のシナリオ
　　　４－５．第５のシナリオ
　　５．まとめ
【００２７】
　＜１．システムの概要＞
　図１は、本発明の一実施形態に係る通信システムの概要について説明するための説明図
である。図１を参照すると、一次利用ノード１０、二次利用ノード２０ａ及び２０ｂ、デ
ータサーバ４０、並びに通信制御装置１００が示されている。
【００２８】
　一次利用ノード１０は、予め割り当てられた周波数帯を使用して一次通信サービスのた
めの無線信号を送受信するノードである。但し、一次利用ノード１０は、必ずしも割り当
てられた全ての周波数帯を使用しているとは限らない。図１の例では、チャネルＦ１、Ｆ
２及びＦ３を含む周波数帯が割り当てられているが、一次利用ノード１０は、そのうちチ
ャネルＦ１のみを使用している。一次通信サービスとは、例えば、デジタルＴＶ放送サー
ビス、衛星通信サービス、又は移動体通信サービスなどを含む任意の通信サービスであっ
てよい。例えば、一次通信サービスがデジタルＴＶ放送サービスである場合には、一次利
用ノード１０は、ＴＶ放送局に相当し得る。また、例えば、一次通信サービスが移動体通
信サービスである場合には、一次利用ノード１０は、基地局に相当し得る。
【００２９】
　図１に示した境界Ｂ０１は、一次利用ノード１０により提供される一次通信サービスの
サービスエリアの外縁である。境界Ｂ０１の内部に位置する端末装置（図示せず）は、一
次利用ノード１０が提供する一次通信サービスを受けることができる。境界Ｂ０２は、一
次通信サービスのサービスエリアの周囲に設けられるガードエリアの外縁である。ガード
エリアは、一次通信サービスのサービスエリアといわゆるホワイトスペースとの間に設け
られる緩衝地帯である。ガードエリアが存在することにより、ホワイトスペースにおいて
周波数帯が二次利用される場合にも、サービスエリアの内部に位置する端末装置において
干渉などの障害が生じる可能性が低減される。
【００３０】
　境界Ｂ０２と境界Ｂ０３との間は、いわゆるホワイトスペースである。図１の例では、
二次利用ノード２０ａ及び２０ｂは、このホワイトスペースに位置する。二次利用ノード
２０ａ及び２０ｂは、それぞれ、一次通信サービスに割当てられた周波数帯の一部を使用
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して二次通信サービスを提供する通信装置である。なお、本明細書の以降の説明において
は、特に二次利用ノード２０ａ及び２０ｂを相互に区別する必要がない場合には、符号の
末尾のアルファベットを省略してこれらを二次利用ノード２０と総称する。
【００３１】
　二次利用ノード２０は、所定のスペクトラムポリシーに従って二次利用の可否を判断し
、データサーバ４０からチャネルの供与を受けた上で、周囲に位置する端末装置（図示せ
ず）に二次通信サービスを提供する。図１の例に限定されず、二次利用ノード２０は、一
次通信サービスのサービスエリア内又はサービスエリアの周辺部に位置してもよい。例え
ば、シャドウイング（遮蔽）又はフェージングなどの影響によりサービスエリア内に生じ
たスペクトラムホールをカバーするために、一次通信サービスのサービスエリア内に二次
利用ノードが設けられる場合がある。
【００３２】
　二次通信サービスとは、典型的には、一次通信サービスに割当てられた周波数帯の一部
又は全部を使用して提供される追加的あるいは代替的な通信サービスをいう。“二次利用
”という用語の意味において、一次通信サービスと二次通信サービスとは、異なる種類の
通信サービスであってもよく、又は同一の種類の通信サービスであってもよい。異なる種
類の通信サービスとは、例えば、デジタルＴＶ放送サービス、衛星通信サービス、移動体
通信サービス、無線ＬＡＮアクセスサービス、又はＰ２Ｐ（Peer　To　Peer）接続サービ
スなどの任意の通信サービスから選択し得る２以上の異なる種類の通信サービスをいう。
一方、同一の種類の通信サービスとは、例えば、移動体通信サービスにおける、通信事業
者により提供されるマクロセルによるサービスと、ユーザ又はＭＶＮＯ（Mobile　Virtua
l　Network　Operator）により運用されるフェムトセルによるサービスとの間の関係を含
み得る。また、同一の種類の通信サービスとは、ＷｉＭＡＸ、ＬＴＥ（Long　Term　Evol
ution）又はＬＴＥ－Ａ（LTE－Advanced）などに準拠した通信サービスにおける、基地局
により提供されるサービスと、スペクトラムホールをカバーするために中継局（リレーノ
ード）により提供されるサービスとの間の関係をも含み得る。さらに、二次通信サービス
は、スペクトラムアグリゲーション技術を用いて集約された複数の断片的な周波数帯を利
用するものであってもよい。さらに、二次通信サービスは、基地局により提供されるサー
ビスエリア内に存在する、フェムトセル群、中継局群、基地局よりも小さなサービスエリ
アを提供する中小基地局群により提供される補助的な通信サービスであってもよい。本明
細書において説明する本発明の各実施形態の要旨は、このようなあらゆる種類の二次利用
の形態に広く適用可能なものである。
【００３３】
　データサーバ４０は、二次利用ノード２０から管理者情報及び位置情報等を含むノード
情報を受信し、受信したノード情報を蓄積するデータベースを有するサーバである。デー
タサーバ４０は、例えば、インターネット又は一次通信サービスのバックボーンネットワ
ークなどを介して、一次利用ノード１０及び二次利用ノード２０と接続され得る。データ
サーバ４０は、二次利用ノード２０から受信される上述したノード情報を蓄積する。また
、データサーバ４０は、二次利用ノード２０からの要求に応じて、例えば、二次利用のた
めに供与可能なチャネル、最大送信電力及びスペクトラムマスクなどの情報を二次利用ノ
ード２０に提供する。それにより、二次利用ノード２０が二次通信サービスを開始するこ
とが可能となる。
【００３４】
　図２は、図１に例示した二次利用ノード２０とデータサーバ４０との間の処理の流れの
一例を示すシーケンス図である。図２を参照すると、一次通信サービスに割当てられた周
波数帯を二次利用しようとする二次利用ノード２０は、まず、データサーバ４０にノード
情報を送信し、ノード情報の登録を要求する（ステップＳ０２）。すると、データサーバ
４０は、二次利用ノード２０から受信したノード情報をデータベースに登録する（ステッ
プＳ０４）。
【００３５】
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　ここでデータベースに登録されるノード情報は、例えば、次の情報を含む：
・レギュレーションＩＤ（Regulation　ID）：二次利用に使用可能なデバイスとして認証
された際に付与されるＩＤ。ＴＶホワイトスペースの二次利用の場合にノード情報に含ま
れ得る。
・製造者ＩＤ（Manufacturer　ID）：デバイスの製造者のＩＤ。
・位置データ：ＧＰＳなどの測位手段を利用して動的に計測され、又は固定的に保持され
るデバイスの位置を表す。
・アンテナ高さ：デバイスのアンテナの高さ。例えばＨＡＡＴ（Height　Above　Average
　Terrain　of　the　tx）などが用いられ得る。
・管理者情報：デバイスのオーナーの氏名、住所、メールアドレスなどを含む。
【００３６】
　次に、データサーバ４０は、ノード情報の登録が終了したことを確認する確認信号（co
nfirmation）を二次利用ノード２０へ送信する（ステップＳ０６）。次に、二次利用ノー
ド２０は、二次利用の許可をデータサーバ４０に要求する（ステップＳ０８）。すると、
データサーバ４０は、例えば、二次利用ノード２０に供与可能なチャネル（例えば、一次
通信サービスに割り当てられた周波数帯のうち未使用の部分）を判定し、供与可能なチャ
ネルが存在する場合には二次利用ノード２０に二次利用を許可する（ステップＳ１０）。
なお、二次利用ノード２０に供与可能なチャネルは、二次利用ノード２０が使用可能な送
信電力について、一般的な送信電力と比較して低い送信電力とするような制限が課せられ
る制限付きチャネル（Restricted　Channel）と、そのような制限が課せられない通常の
チャネル（Normal　Channel）とに分類され得る。データサーバ４０は、通常のチャネル
を供与可能である場合には、通常のチャネルを優先的に二次利用ノード２０に供与しても
よい。例えば、ＦＣＣの規定における所謂Mode-Iクライアントについて、Personal/Porta
bleの場合、あるチャネルの隣接チャネルが一次通信サービスにより利用されていなけれ
ば、１００ｍ［Ｗ］の最大送信電力が認められる。このようなチャネルは、通常のチャネ
ルとして扱われ得る。一方、あるチャネルの隣接チャネルが一次通信サービスにより利用
されていれば、最大送信電力は４０ｍ［Ｗ］に制限される。このようなチャネルは、制限
付きチャネルとして扱われ得る。
【００３７】
　ステップＳ１０において、データサーバ４０は、二次利用ノード２０に、例えば、次の
情報を提供する：
・最大送信電力：二次利用ノード２０が放射することを許可される最大の送信電力。
・許可チャネル情報：二次利用ノード２０に供与可能なチャネルを特定するチャネル番号
のリスト。一次通信サービスに割り当てられた周波数帯は、予め複数のチャネルに分割さ
れ、個々のチャネルにチャネル番号が付与され得る。なお、チャネル番号の代わりにチャ
ネルの中央周波数が用いられてもよい。許可チャネル情報は、チャネルごとのチャネル分
類（通常のチャネルか制限付きチャネルか、など）を表す情報も含み得る。
・規制情報（Regulatory　Information）：スペクトラムマスクなどの二次利用のための
ルールを含み得る。
　本明細書では、これらデータサーバ４０から二次利用ノード２０に提供される情報を許
可情報（grant　information）という。
【００３８】
　このようなステップを経た後、二次利用ノード２０は、一次通信サービスに割当てられ
た周波数帯の二次利用を開始することができる。
【００３９】
　通信制御装置１００は、１つ以上の二次利用ノード２０による通信を制御する通信装置
である。通信制御装置１００もまた、データサーバ４０と同様、例えば、インターネット
又は一次通信サービスのバックボーンネットワークなどを介して、一次利用ノード１０及
び二次利用ノード２０と接続され得る。なお、通信制御装置１００は、データベース４０
と物理的に同一の装置を用いて構成されてもよい。通信制御装置１００は、次節より詳し
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く説明するように、二次利用ノード２０のノード情報及びデータサーバ４０により提供さ
れる情報等を用いて、各二次利用ノード２０が提供する二次通信サービスの無線アクセス
方式及びチャネルなどの構成を複数の二次通信サービス間で調整する。
【００４０】
　＜２．一実施形態に係る装置の構成例＞
　　［２－１．通信制御装置の構成例］
　図３は、本実施形態に係る通信制御装置１００の構成の一例を示すブロック図である。
図３を参照すると、通信制御装置１００は、通信部１１０、記憶部１２０、推定部１３０
、及び制御部１４０を備える。
【００４１】
　　（通信部）
　通信部１１０は、通信制御装置１００が二次利用ノード２０との間で通信するための通
信インタフェースである。また、通信部１１０は、さらにデータサーバ４０との間で通信
可能であってよい。本実施形態において、通信部１１０は、例えば、二次利用を許可され
た各二次利用ノード２０から、二次利用の登録要求を受信する。
【００４２】
　二次利用の登録要求は、例えば、以下の情報を含む：
・レギュレーションＩＤ：ノード情報としてデータサーバに登録され得る情報の１つ。
・製造者ＩＤ：ノード情報としてデータサーバに登録され得る情報の１つ。
・位置データ：ノード情報としてデータサーバに登録され得る情報の１つ。
・アンテナ高さ：ノード情報としてデータサーバに登録され得る情報の１つ。
・最大送信電力：許可情報としてデータサーバから提供され得る情報の１つ。
・許可チャネル情報：許可情報としてデータサーバから提供され得る情報の１つ。
・規制情報：許可情報としてデータサーバから提供され得る情報の１つ。
・利用チャネル情報：許可チャネル情報のリストに含まれるチャネルのうち、二次利用ノ
ードが二次通信サービスのために利用しようとしているチャネルの番号。
・アクセス方式情報：二次利用ノードにより使用可能な（及び現在使用中の）無線アクセ
ス方式を表すアクセス方式番号のリスト。ＩＥＥＥ８０２．１１ａｆ、１１ｇ若しくは１
１ｎ、ＩＥＥＥ８０２．２２、ＩＥＥＥ８０２．１６、又はＬＴＥ若しくはＬＴＥ－Ａな
どの個々の無線アクセス方式に予め番号が付与され得る。アクセス方式情報は、アクセス
方式番号のリストの代わりに、各無線アクセス方式のサポートの有無を表すビット列又は
コード値などを含んでもよい。また、アクセス方式情報は、後述する通信サービスの共存
のためのプロトコルが使用可能か否かを表す情報を含んでもよい。
【００４３】
　本実施形態において、通信制御装置１００は、これら情報のうち位置データ、アンテナ
高さ及び最大送信電力を、二次利用ノード２０が提供する二次通信サービスについてのサ
ービスエリアを推定するためのサービスエリア情報として扱う。なお、ここで列挙した情
報は一例に過ぎない。即ち、二次利用ノード２０から通信制御装置１００へ送信される二
次利用の登録要求は、上述した情報の一部を含んでいなくてもよく、又は追加的な情報を
さらに含んでいてもよい。また、通信制御装置１００は、上述した情報の一部を二次利用
ノード２０ではなくデータサーバ４０から取得してもよい。
【００４４】
　通信部１１０は、各二次利用ノード２０から受信した情報を、記憶部１２０に記憶させ
る。さらに、通信部１１０は、二次通信サービス間の調整を求める二次利用ノード２０か
ら、調整の要求を受信する。二次利用ノード２０からの調整の要求は、後に説明する制御
部１４０により処理される。
【００４５】
　　（記憶部）
　記憶部１２０は、例えば、ハードディスク又は半導体メモリなどの記憶媒体を用いて実
現される。本実施形態において、記憶部１２０は、通信部１１０により受信される上記登
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録要求に含まれる情報を記憶する。記憶部１２０により記憶される情報のうち、二次利用
ノード２０の位置データ、アンテナ高さ及び最大送信電力を含むサービスエリア情報は、
後に説明する推定部１３０によるサービスエリアの推定のために用いられ得る。また、許
可チャネル情報、利用チャネル情報及びアクセス方式情報は、後に説明する制御部１４０
による二次通信サービス間の調整のために用いられ得る。
【００４６】
　　（推定部）
　推定部１３０は、記憶部１２０により記憶されているサービスエリア情報、即ち二次利
用ノード２０の位置データ、アンテナ高さ及び最大送信電力を用いて、二次利用ノード２
０が提供する二次通信サービスのサービスエリアを推定する。推定部１３０は、例えば、
二次利用ノード２０が提供する二次通信サービスのサービスエリアを、二次利用ノード２
０の位置を中心とする円形状のエリアであると近似する。
【００４７】
　サービスエリアの半径を推定するための手法としては、２つの手法が考えられる。第１
の手法は、“Method　for　point-to-area　predictions　for　terrestrial　services
　in　the　frequency　range　30　mhz　to　3000mhz”（International　Telecommunic
ations　Commission(ITU),　RECOMMENDAION　ITU-R　P1546-3,　2007）に記載された伝播
路カーブを利用する手法である。この場合、アンテナ高さ及び電界強度から通信距離（一
定の場所率及び一定の時間率で通信が可能である距離）を導くための実測値に基づく統計
的な曲線（伝播路カーブ）が、予め記憶部１２０により記憶される。そして、推定部１３
０は、二次利用ノード２０の最大送信電力を電界強度に変換し、二次利用ノード２０のア
ンテナ高さ及び電界強度に対応する通信距離を、記憶部１２０に記憶されている伝播路カ
ーブから取得する。この通信距離が、二次利用ノード２０が提供する二次通信サービスの
サービスエリアの半径となる。
【００４８】
　サービスエリアの半径を推定するための第２の手法は、奥村・秦カーブの市街地モデル
（“デジタルワイヤレス伝送技術”（三瓶政一著，Pearson　Education　Japan，pp.16-1
9）参照）における評価式を利用する手法である。この場合、推定部１３０は、二次利用
ノード２０の最大送信電力と受信機の最小受信感度から、許容される最大の経路損失を算
出する。そして、推定部１３０は、算出された経路損失及びアンテナ高さを評価式に代入
することにより、通信距離を算出する。この通信距離が、二次利用ノード２０が提供する
二次通信サービスのサービスエリアの半径となる。
【００４９】
　推定部１３０は、このように推定した二次利用ノード２０ごとの二次通信サービスのサ
ービスエリアを表す値（例えば、円形の中心位置及び半径）を、記憶部１２０に記憶させ
る。
【００５０】
　　（制御部）
　制御部１４０は、推定部１３０により推定されるサービスエリア間の位置関係と二次利
用ノード２０により使用可能な無線アクセス方式とに基づいて、二次通信サービス間で二
次利用のための構成を調整する。二次通信サービス間での二次利用のための構成の調整と
は、例えば、二次利用機会の拡大又は周波数利用効率の向上などの観点での、少なくとも
１つの二次利用ノード２０に対する、無線アクセス方式の推奨又は使用すべきチャネルの
推奨を含む。即ち、制御部１４０は、推定部１３０により推定されるサービスエリア間の
位置関係と二次利用ノード２０により使用可能な無線アクセス方式とに基づいて、少なく
とも１つの二次利用ノード２０に推奨される無線アクセス方式又は推奨されるチャネルを
決定する。そして、制御部１４０は、決定した無線アクセス方式又はチャネルを、通信部
１１０を介して二次利用ノード２０に通知する。それに応じて、二次利用ノード２０は、
推奨された新たな無線アクセス方式又はチャネルを使用して二次利用を行う。
【００５１】
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　　［２－２．サービスエリア間の位置関係の例］
　制御部１４０が二次通信サービス間の調整の基礎とするサービスエリア間の位置関係は
、例えば、図４～図６に例示した３つのクラス（それぞれ、クラスＡ、クラスＢ及びクラ
スＣという）に分類される。
【００５２】
　　（クラスＡ）
　図４を参照すると、クラスＡに属するサービスエリア間の位置関係の例が示されている
。図４において、二次利用ノード２０ａのサービスエリアＡ１１と二次利用ノード２０ｂ
のサービスエリアＡ１２とは重複している。また、二次利用ノード２０ａのサービスエリ
アＡ１１に二次利用ノード２０ｂが含まれている。同様に、二次利用ノード２０ｂのサー
ビスエリアＡ１２に二次利用ノード２０ａが含まれている。このような位置関係において
は、これら隣接する二次利用ノード２０ａ及び二次利用ノード２０ｂが発信する電波が互
いに干渉の原因となり、二次利用に障害が生じる可能性がある。なお、２つの二次利用ノ
ード２０の一方のみが他方のサービスエリアに含まれる場合もこのクラスＡに含めてよい
。
【００５３】
　制御部１４０は、例えば、２つの二次通信サービスのサービスエリアがクラスＡの位置
関係にある場合には、さらに当該２つの二次通信サービスをそれぞれ提供する２つの二次
利用ノード２０ａ及び２０ｂにより使用可能な無線アクセス方式が共通するか否かを判定
する。例えば、二次利用ノード２０ａが無線アクセス方式Ｒ１及びＲ２を使用可能であっ
て、二次利用ノード２０ｂが無線アクセス方式Ｒ１を使用可能である場合には、無線アク
セス方式Ｒ１が共通すると判定される。このように使用可能な無線アクセス方式が共通す
る場合には、制御部１４０は、当該共通する無線アクセス方式及び共通するチャネルを使
用することを二次利用ノード２０ａ及び２０ｂに推奨する。それにより、例えば、二次利
用ノード２０ａ及び２０ｂの間で通信サービスを共存させ、又はメッシュネットワークを
形成して、互いに干渉を与えることなく二次通信サービスを運用することができる。例え
ば、ＩＥＥＥ８０２．２２、Ｅｃｍａ３９２、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーのうち１
１ｓ、及びＩＥＥＥ．８０２．１６（ＷｉＭａｘ）ファミリーのうち１６ｊなどは、メッ
シュプロトコル又はスケジューリング情報の交換のためのプロトコルをサポートしている
。従って、これら無線アクセス方式を使用する通信サービス間では、通信サービスの共存
が可能となり得る。また、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーでは、Public　Action　Fram
eを用いたビーコンリクエストなどの手法でアクセスポイント又は端末を介して隣接ネッ
トワークのリソース利用情報を入手するための機能をサポートしている場合がある。その
場合にも、同様に通信サービスの共存が可能となり得る。また、制御部１４０は、使用可
能な無線アクセス方式が異なる（共通していない）場合であっても、無線アクセス方式の
組合せが互いに共存可能な組合せであるときは、共通するチャネル上で２つの通信サービ
スを共存させることができる。この点は、後述する他のクラスについても同様である。制
御部１４０は、使用可能な無線アクセス方式が互いに異なり、かつそれらが共存可能でな
い場合には、一方の二次通信サービスが使用する第１のチャネルとは異なる第２のチャネ
ルの使用を、他方の二次通信サービスを提供する二次利用ノード２０ａ又は２０ｂに推奨
する。このとき、第２のチャネルが周波数軸上で第１のチャネルに隣接しないチャネルで
あれば、帯域外放射による干渉も防止されることから、より望ましい。それにより、二次
利用ノード２０ａによる二次通信サービスと二次利用ノード２０ｂによる二次通信サービ
スとを、互いに干渉を与えることなく、異なるチャネルでそれぞれ運用することができる
。
【００５４】
　　（クラスＢ）
　図５を参照すると、クラスＢに属するサービスエリア間の位置関係の例が示されている
。図５において、二次利用ノード２０ａのサービスエリアＡ１１と二次利用ノード２０ｂ
のサービスエリアＡ１２とは重複している。但し、二次利用ノード２０ａのサービスエリ
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アＡ１１に二次利用ノード２０ｂは含まれず、二次利用ノード２０ｂのサービスエリアＡ
１２に二次利用ノード２０ａは含まれない。このような位置関係においては、例えば、重
複する領域に位置する端末装置２２ａにおいて電波が干渉し、二次利用に部分的に障害が
生じる可能性がある。
【００５５】
　制御部１４０は、例えば、２つの二次通信サービスのサービスエリアがクラスＢの位置
関係にある場合には、さらに当該２つの二次通信サービスをそれぞれ提供する２つの二次
利用ノード２０ａ及び２０ｂにより使用可能な無線アクセス方式が共通するか否かを判定
する。そして、制御部１４０は、使用可能な無線アクセス方式が共通する場合には、当該
共通する無線アクセス方式及び共通するチャネルを使用することを二次利用ノード２０ａ
及び２０ｂに推奨する。それにより、クラスＡの場合と同様、二次利用ノード２０ａ及び
２０ｂの間で互いに干渉を与えることなく二次通信サービスを運用することができる。但
し、クラスＢの場合には、二次利用ノード２０ａ及び２０ｂは、相手が送信する信号を直
接的に受信することができない。そのため、この場合、制御部１４０は、通信部１１０か
ら２つの二次利用ノード２０ａ及び２０ｂに同期信号を送信させることで、通信サービス
の共存又はメッシュネットワークの形成を支援する。また、制御部１４０は、クラスＡの
場合と同様、使用可能な無線アクセス方式が異なり、かつそれらが共存可能でない場合に
は、一方の二次通信サービスが使用するチャネルとは異なるチャネル（好適には隣接しな
いチャネル）の使用を、他方の二次通信サービスを提供する二次利用ノード２０ａ又は２
０ｂに推奨する。
【００５６】
　　（クラスＣ）
　図６を参照すると、クラスＣに属するサービスエリア間の位置関係の例が示されている
。図６において、二次利用ノード２０ａのサービスエリアＡ１１と二次利用ノード２０ｂ
のサービスエリアＡ１２とは重複していない。このような位置関係においては、制御部１
４０は、例えば、２つの二次通信サービスをそれぞれ提供する２つの二次利用ノード２０
ａ及び２０ｂに、使用可能な無線アクセス方式に関わらず、共通するチャネルの使用を推
奨する。それにより、第３の二次通信サービス（図示せず）を提供する二次利用ノード２
０のためのチャネルの選択の余地を広げることができる。但し、クラスＣにおいても、２
つの二次通信サービスのノード間の相互干渉（例えば、２つのサービスエリアの外縁部に
位置するノード間の干渉）が許容し得るレベルを超える場合には、制御部１４０は、上述
したクラスＡ及びクラスＢと同様に通信リソースの共用のための制御を行うことが望まし
い。
【００５７】
　なお、制御部１４０は、例えば、各二次利用ノード２０に推奨するチャネルを、当該二
次利用ノード２０から受信された許可チャネル情報により表されるチャネルの中から選択
する。これは、通信制御装置１００による二次通信サービス間の調整が、二次利用のため
の規制（各国の法的な規制又は事業者間で定められる規制など）の範囲内で行われ得るこ
とを意味している。従って、二次利用ノード２０が通信制御装置１００からの通知を受け
てチャネルを変更したとしても、一次通信サービス又は周辺で運用され得るその他の通信
サービスに干渉を与えるリスクは生じない。
【００５８】
　　［２－３．二次利用ノードの構成例］
　図７は、本実施形態に係る二次利用ノード２０の構成の一例を示すブロック図である。
二次利用ノード２０は、例えば、中小基地局、無線中継局又は無線アクセスポイントなど
、任意の二次通信サービスを提供する通信装置であってよい。従って、二次利用ノード２
０は、その役割に応じて様々な構成要素を備える可能性がある。しかしながら、図７にお
いては、本実施形態に直接的に関連する構成要素のみが示されている。図７を参照すると
、二次利用ノード２０は、第１通信部２１０、第２通信部２２０、記憶部２３０及び二次
利用制御部２４０を備える。
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【００５９】
　　（第１通信部）
　第１通信部２１０は、二次利用ノード２０がデータサーバ４０及び通信制御装置１００
との間で通信するための通信インタフェースである。第１通信部２１０は、例えば、二次
利用制御部２４０による制御に応じて、図２を用いて説明したノード情報の登録要求をデ
ータサーバ４０へ送信し、ノード情報の登録確認を受信する。また、第１通信部２１０は
、例えば、二次利用制御部２４０による制御に応じて、二次利用の許可要求をデータサー
バ４０へ送信し、データサーバ４０からの応答に含まれる許可情報を受信する。さらに、
第１通信部２１０は、後により詳細に説明する二次通信サービス間の調整の要求を通信制
御装置１００へ送信し、調整の結果として通信制御装置１００から送信される推奨される
サービス構成に関する情報を受信する。
【００６０】
　　（第２通信部）
　第２通信部２２０は、二次利用ノード２０が周囲の端末装置に二次通信サービスを提供
するための通信インタフェースである。第２通信部２２０がサポートする無線アクセス方
式は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｆ、１１ｇ若しくは１１ｎ、ＩＥＥＥ８０２．２２又はＬ
ＴＥ若しくはＬＴＥ－Ａなどの任意の方式であってよい。第２通信部２２０がサポートす
る無線アクセス方式を表すアクセス方式情報は、予め記憶部２３０により記憶される。
【００６１】
　　（記憶部）
　記憶部２３０は、例えば、ハードディスク又は半導体メモリなどの記憶媒体を用いて実
現される。本実施形態において、記憶部２３０は、二次利用ノード２０がデータサーバ４
０に登録すべき上述したノード情報を予め記憶する。また、記憶部２３０は、上述したア
クセス方式情報を予め記憶する。また、記憶部２３０は、データサーバ４０から上述した
許可情報が提供された場合には、当該許可情報を記憶する。さらに、二次利用ノード２０
は、二次利用制御部２４０が二次通信サービスのために利用しようとしているチャネルの
番号を利用チャネル情報として記憶する。
【００６２】
　　（二次利用制御部）
　二次利用制御部２４０は、二次利用ノード２０による周波数帯の二次利用のための一連
の処理を制御する。例えば、二次利用制御部２４０は、第１通信部２１０を介して、図２
に例示したデータサーバ４０との間の処理を遂行する。また、二次利用制御部２４０は、
二次通信サービス間での調整の必要性を判定し、調整が必要とされる場合に、調整の要求
を通信制御装置１００へ送信する。二次通信サービス間での調整が必要とされる場合とは
、例えば、データサーバ４０からの許可に従って二次利用を開始したものの、二次通信サ
ービス間の干渉を原因として期待したような通信品質が得られない場合を含み得る。また
、二次通信サービス間での調整が必要とされる場合とは、例えば、未接続の端末装置を二
次通信サービスに参入させるためにサービスエリアの拡張が望まれる場合を含み得る。ま
た、二次通信サービス間での調整が必要とされる場合とは、例えば、チャネルを追加する
ことによる帯域の拡張が望まれる場合を含み得る。二次利用制御部２４０が調整の要求を
送信した後の処理の例については、次節において具体的に説明する。なお、通信制御装置
１００は、二次利用ノード２０からの調整の要求を受けることなく、例えば周波数利用効
率の向上のために自発的に二次通信サービス間での調整を実行してもよい。
【００６３】
　＜３．一実施形態に係る処理の流れ＞
　次に、図８～図１０Ｃを用いて、本実施形態に係る通信制御装置１００と複数の二次利
用ノード２０との間の通信制御処理の流れについて説明する。
【００６４】
　　［３－１．通信制御処理］
　図８は、本実施形態に係る通信制御装置１００と二次利用ノード２０ａ及び２０ｂとの
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間の通信制御処理の流れの一例を示すシーケンス図である。なお、図８の処理の前に、二
次利用ノード２０ａ及び２０ｂによるデータサーバ４０へのノード情報の登録は終了し、
二次利用ノード２０ａ及び２０ｂに対する二次利用の許可は既に与えられているものとす
る。
【００６５】
　図８を参照すると、まず、二次利用ノード２０ｂは、通信制御装置１００に対して二次
利用の登録を要求する（ステップＳ１０２）。二次利用ノード２０ｂから送信される登録
要求は、上述したように、二次利用ノード２０ｂが提供する二次通信サービスについての
サービスエリアを推定するためのサービスエリア情報及びアクセス方式情報等を含む。す
ると、通信制御装置１００は、二次利用ノード２０ｂから受信した情報を記憶部１２０に
記憶する（ステップＳ１０４）。そして、通信制御装置１００は、登録が終了したことを
確認する確認信号（confirmation）を二次利用ノード２０ｂへ送信する（ステップＳ１０
６）。
【００６６】
　また、二次利用ノード２０ａは、通信制御装置１００に対して二次利用の登録を要求す
る（ステップＳ１０８）。二次利用ノード２０ａから送信される登録要求もまた、サービ
スエリア情報及びアクセス方式情報等を含む。すると、通信制御装置１００は、二次利用
ノード２０ａから受信した情報を記憶部１２０に記憶する（ステップＳ１１０）。そして
、通信制御装置１００は、登録が終了したことを確認する確認信号（confirmation）を二
次利用ノード２０ａへ送信する（ステップＳ１１２）。
【００６７】
　その後、通信制御装置１００の推定部１３０は、二次利用ノード２０ａ及び２０ｂから
それぞれ受信したサービスエリア情報を用いて、各二次通信サービスのサービスエリアを
推定する（ステップＳ１１４）。なお、推定部１３０によるサービスエリア推定処理は、
ステップＳ１１６における二次通信サービス間の調整の要求があった後に行われてもよい
。
【００６８】
　次に、二次利用ノード２０ａは、二次通信サービス間の調整の必要性を認識すると、通
信制御装置１００に二次通信サービス間の調整を要求する（ステップＳ１１６）。なお、
二次利用ノードが通信制御装置１００に二次通信サービス間の調整を要求する代わりに、
通信制御装置１００が自発的に二次通信サービス間の調整を開始してもよい。その後、通
信制御装置１００は、二次利用ノード２０ａ又は他の二次利用ノード２０に推奨すべき二
次通信サービスの構成を判定する（ステップＳ１１８）。図８の例では、他の二次利用ノ
ード２０は、二次利用ノード２０ｂに相当する。そして、通信制御装置１００は、二次利
用ノード２０ａ及び二次利用ノード２０ｂの少なくとも一方に、推奨されるサービス構成
（即ち、使用すべき無線アクセス方式、又は使用すべきチャネルなど）を通知する（ステ
ップＳ１２０）。
【００６９】
　　［３－２．サービスエリア判定処理］
　図９は、図８のステップＳ１１４における通信制御装置１００によるサービスエリア推
定処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【００７０】
　図９を参照すると、まず、通信制御装置１００の推定部１３０は、記憶部１２０に記憶
されている二次利用ノード２０の位置、最大送信電力及びアンテナ高さを取得する（ステ
ップＳ１３２）。次に、推定部１３０は、二次利用ノード２０の最大送信電力及びアンテ
ナ高さを用いて、二次通信サービスのサービスエリアの半径を算出する（ステップＳ１３
４）。そして、推定部１３０は、二次利用ノード２０の位置を中心とし、ステップＳ１３
４において算出した半径を有する円形状のエリアを、二次利用ノード２０により提供され
る二次通信サービスのサービスエリアであると推定する（ステップＳ１３６）。なお、推
定部１３０は、例えば二次利用ノード２０のアンテナの指向性のデータ又は周辺の地形デ
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ータなどの追加的な情報を取得できる場合には、円形状ではなく楕円形状又は地形に応じ
てより複雑な形状のサービスエリアを推定してもよい。
【００７１】
　　［３－３．推奨サービス構成判定処理］
　図１０Ａ～図１０Ｃは、図８のステップＳ１１８における通信制御装置１００による推
奨サービス構成判定処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【００７２】
　図１０Ａを参照すると、まず、通信制御装置１００の制御部１４０は、二次利用ノード
２０ａ及び２０ｂにより提供される２つの二次通信サービスのサービスエリアが重複して
いるか否かを判定する（ステップＳ１５１）。サービスエリアが重複しているか否かは、
例えば、２つのサービスエリアの半径の和が二次利用ノード２０ａ及び２０ｂの間の距離
よりも小さいか否かに基づいて判定されてよい。ここでサービスエリアが重複していない
と判定された場合には、処理は図１０ＣのステップＳ１７０へ進む。一方、サービスエリ
アが重複していると判定された場合には、処理はステップＳ１５２へ進む。
【００７３】
　処理がステップＳ１５２に進んだ場合、２つの二次通信サービスのサービスエリア間の
位置関係は、図４及び図５に示したクラスＡ及びクラスＢのいずれかに属している。この
場合、制御部１４０は、２つの二次利用ノード２０ａ及び２０ｂが使用可能な無線アクセ
ス方式が共通しているか否かを判定する（ステップＳ１５２）。ここで使用可能な無線ア
クセス方式が共通していないと判定された場合には、処理は図１０ＢのステップＳ１６１
へ進む。一方、使用可能な無線アクセス方式が共通していると判定された場合には、処理
はステップＳ１５３へ進む。
【００７４】
　ステップＳ１５３において、制御部１４０は、実行中の推奨サービス構成判定処理のト
リガが二次利用ノードであったか否かを判定する（ステップＳ１５３）。例えば、通信制
御装置１００が二次利用ノード２０ａから二次通信サービス間の調整の要求を受信したこ
とをきっかけとして推奨サービス構成判定処理が開始された場合には、推奨サービス構成
判定処理のトリガは二次利用ノードであったと判定される。その場合、処理は図１０Ｂの
ステップＳ１６１へ進む。一方、通信制御装置１００が能動的に推奨サービス構成判定処
理を開始した場合には、処理のトリガは二次利用ノードではないため、処理はステップＳ
１５４へ進む。
【００７５】
　ステップＳ１５４において、制御部１４０は、２つの二次利用ノード２０ａ及び２０ｂ
により現在使用されている無線アクセス方式が共通しているか否かを判定する（ステップ
Ｓ１５４）。ここで現在使用中の無線アクセス方式が共通していると判定された場合には
、処理は図１０ＢのステップＳ１６１へ進む。一方、現在使用中の無線アクセス方式が共
通していないと判定された場合には、処理はステップＳ１５５へ進む。
【００７６】
　ステップＳ１５５において、制御部１４０は、２つの二次利用ノード２０ａ及び２０ｂ
により現在使用されている共通の無線アクセス方式が有効に（即ち、障害を起こすことな
く並行して）動作するか否かを判定する（ステップＳ１５５）。例えば、サービスエリア
が重複している状況での２つのシステムの並列的な運用が困難な無線アクセス方式が使用
されている場合には、制御部１４０は、共通の無線アクセス方式が有効に動作しないと判
定し得る。その場合、処理は図１０ＣのステップＳ１７３へ進む。一方、共通の無線アク
セス方式が有効に動作すると判定された場合には、処理はステップＳ１５６へ進む。
【００７７】
　処理がステップＳ１５６に進んだ場合、制御部１４０は、２つの二次利用ノード２０ａ
及び２０ｂが使用可能な共通する無線アクセス方式と共通するチャネルとを使用すること
を推奨する（ステップＳ１５６）。なお、制御部１４０は、推奨可能なチャネルとして送
信電力の制限のない通常のチャネルと送信電力の制限のある制限付きチャネルとが存在す
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る場合には、通常のチャネルを使用することを優先的に推奨してよい。さらに、制御部１
４０は、２つの二次利用ノード２０ａ及び２０ｂへの同期信号の供給が必要であるか否か
を判定する（ステップＳ１５７）。例えば、一方の二次利用ノード２０が他方のサービス
エリアに含まれない場合には、２つの二次通信サービスのサービスエリア間の位置関係は
クラスＢに属している。その場合、例えばＥｃｍａ３９２などのメッシュプロトコルスタ
ックが利用可能でなければ、通信サービス間の同期を補助することが必要となる。また、
クラスＡなどの場合でも、ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーのようにクロックずれが大き
い状況下では、通信サービス間の同期を補助することが望ましい。これらの状況に該当す
る場合には、制御部１４０は、２つの二次利用ノード２０ａ及び２０ｂに同期信号の供給
が必要であると判定し得る。
【００７８】
　ステップＳ１５７において、同期信号の供給が必要であると判定された場合には、制御
部１４０は、通信部１１０を介して２つの二次利用ノード２０ａ及び２０ｂに同期信号を
供給する（ステップＳ１５８）。一方、ステップＳ１５７において、同期信号の供給が必
要ではないと判定された場合には、通信制御装置１００は、これらノードに同期信号を供
給しない。
【００７９】
　図１０ＢのステップＳ１６１では、制御部１４０は、重複するサービスエリア内の共通
するチャネル上で、２つの二次利用ノード２０ａ及び２０ｂにより使用可能かつ互いに共
存可能な無線アクセス方式の組合せが存在するか否かを判定する（ステップＳ１６１）。
例えば、ＩＥＥＥ８０２．２２の標準仕様におけるフレームフォーマットには、複数の通
信サービス間で情報を交換するための“Coexistence　Beacon　Period”が設けられてい
る。二次利用ノード２０ａ及び２０ｂは、例えば、この“Coexistence　Beacon　Period
”を用いてスケジューリング情報又は経路情報などを交換することにより、メッシュネッ
トワークを形成し、又はスケジューリングのタイミングが重ならないように制御情報を交
換して２つの通信サービスを共存させ得る。制御部１４０は、共存可能な無線アクセス方
式の組合せが存在すると判定した場合には、当該無線アクセス方式と共通するチャネルと
を使用することを推奨する（ステップＳ１６２）。一方、共存可能な無線アクセス方式の
組合せが存在しない場合には、処理はステップＳ１６３へ進む。
【００８０】
　ステップＳ１６３では、制御部１４０は、互いに異なるチャネルを２つの二次通信サー
ビスに割り当てることができるか否かを判定する（ステップＳ１６３）。ここで、互いに
異なるチャネルを２つの二次通信サービスに割り当てることができる場合には、制御部１
４０は、当該異なるチャネルの使用を二次利用ノード２０ａ及び２０ｂに推奨する（ステ
ップＳ１６４）。例えば、二次利用ノード２０ａ及び２０ｂからの許可チャネル情報が共
にチャネルＦ１及びＦ２を含む場合には、二次利用ノード２０ａにチャネルＦ１、二次利
用ノード２０ｂにチャネルＦ２がそれぞれ推奨され得る。一方、互いに異なるチャネルを
２つの二次通信サービスに割り当てることができない場合には、処理はステップＳ１６５
へ進む。
【００８１】
　ステップＳ１６５では、制御部１４０は、２つの二次通信サービスの通信リソースの共
用を支援することで通信リソースの共用が可能となるか否かを判定する（ステップＳ１６
５）。例えば、二次利用ノード２０ａ及び２０ｂに同期信号を供給し、時間分割方式で２
つの通信サービスを共存させることができる場合には、通信リソースの共用が可能である
と判定され得る。その場合、処理はステップＳ１６７へ進む。一方、通信リソースの共用
が可能でないと判定された場合には、処理はステップＳ１６６へ進む。ステップＳ１６６
では、制御部１４０は、推奨可能なサービス構成が見つからないため、推奨可能なサービ
ス構成が見つからないことを二次利用ノード２０ａに通知する。
【００８２】
　処理がステップＳ１６７に進んだ場合、２つの二次通信サービスのサービスエリア間の
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位置関係は、クラスＡ又はクラスＢに属している。また、通信リソースは共用可能である
。このような無線アクセス方式の組合せは、例えば、ＯＦＤＭＡとＣＳＭＡとの組合せを
含む。この場合、制御部１４０は、互いに異なる無線アクセス方式と共通するチャネルと
を使用することを推奨する（ステップＳ１６７）。その後、制御部１４０は、二次利用ノ
ード２０ａ及び２０ｂの間で共用可能な通信リソースの範囲を特定する情報を交換させ、
二次利用ノード２０ａ及び２０ｂに同期信号を供給することにより、互いに異なる無線ア
クセス方式を使用する２つの通信サービスを共存させる。
【００８３】
　処理が図１０ＣのステップＳ１７０に進んだ場合、２つの二次通信サービスのサービス
エリア間の位置関係は、図６に示したクラスＣに属している。この場合、制御部１４０は
、実行中の推奨サービス構成判定処理のトリガが二次利用ノードであったか否かを判定す
る（ステップＳ１７０）。ここで、推奨サービス構成判定処理のトリガが二次利用ノード
であった場合には、処理はステップＳ１７２へ進む。一方、推奨サービス構成判定処理の
トリガが二次利用ノードではなかった場合には、処理はステップＳ１７１へ進む。ステッ
プＳ１７１では、制御部１４０は、２つの二次通信サービスのノード間の相互干渉が許容
し得るレベル以下であるか否かを判定する（ステップＳ１７１）。例えば、制御部１４０
は、各二次通信サービスの送信電力とノード間の距離に応じた経路損失とに基づいて、２
つの二次通信サービスのノード間の干渉レベルを推定する。このとき、推定誤差を吸収す
るためのマージンが干渉レベルの推定結果に含められてもよい。そして、制御部１４０は
、推定した干渉レベルを各二次通信サービスの所要通信品質（最小ＳＩＮＲなど）に応じ
た許容干渉レベルと比較する。その結果に基づいて、制御部１４０は、ノード間の相互干
渉が許容し得るレベルであるか否かを判定することができる。その代わりに、二次通信サ
ービスのノードが実際の干渉レベルを測定し、通信制御装置１００がその測定結果を許容
干渉レベルとの比較のために受信してもよい。また、二次通信サービスのノードが実際の
干渉レベルと許容干渉レベルとの比較の結果を通信制御装置１００に報告してもよい。こ
こで、２つの二次通信サービスのノード間の相互干渉が許容し得るレベルを超えない場合
には、処理は、ステップＳ１７２へ進む。ステップＳ１７２では、制御部１４０は、無線
アクセス方式に関わらず、共通するチャネルの使用を二次利用ノード２０ａ及び２０ｂに
推奨する（ステップＳ１７２）。一方、２つの二次通信サービスのノード間の相互干渉が
許容し得るレベルを超える場合には、処理はステップＳ１７３へ進む。
【００８４】
　ステップＳ１７３では、制御部１４０は、互いに異なるチャネルを２つの二次通信サー
ビスに割り当てることができるか否かを判定する（ステップＳ１７３）。ここで、互いに
異なるチャネルを２つの二次通信サービスに割り当てることができる場合には、制御部１
４０は、当該異なるチャネルの使用を二次利用ノード２０ａ及び２０ｂに推奨する（ステ
ップＳ１７４）。一方、互いに異なるチャネルを２つの二次通信サービスに割り当てるこ
とができない場合には、処理はステップＳ１７５へ進む。
【００８５】
　ステップＳ１７５では、制御部１４０は、２つの二次通信サービスの通信リソースの共
用を支援することで通信リソースの共用が可能となるか否かを判定する（ステップＳ１７
５）。ここで、通信リソースの共用が可能であると判定された場合には、処理はステップ
Ｓ１７７へ進む。一方、通信リソースの共用が可能でないと判定された場合には、処理は
ステップＳ１７６へ進む。ステップＳ１７６では、制御部１４０は、推奨可能なサービス
構成が見つからないため、推奨可能なサービス構成が見つからないことを二次利用ノード
２０ａに通知する。
【００８６】
　ステップＳ１７７では、制御部１４０は、互いに異なる無線アクセス方式と共通するチ
ャネルとを使用することを推奨する（ステップＳ１７７）。その後、制御部１４０は、二
次利用ノード２０ａ及び２０ｂの間で共用可能な通信リソースの範囲を特定する情報を交
換させ、二次利用ノード２０ａ及び２０ｂに同期信号を供給することにより、例えば時間
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分割方式で、２つの通信サービスを共存させる。
【００８７】
　なお、通信制御装置１００による推奨サービス構成判定処理の流れは、図１０Ａ～図１
０Ｃに示した例に限定されない。即ち、図１０Ａ～図１０Ｃに示したいくつかの処理ステ
ップが省略され若しくは統合されてもよく、追加的なステップが加えられてもよい。また
、処理ステップの順序が変更されてもよい。また、ここでは通信制御装置１００が２つの
通信サービスの間でサービス構成を調整する例について主に説明した。しかしながら、３
つ以上の通信サービス間での調整の場合にも、本実施形態は同様に適用可能である。
【００８８】
　また、図１０Ａ～図１０Ｃに示したステップＳ１５６、Ｓ１６２、Ｓ１６４、Ｓ１６７
、Ｓ１７２、Ｓ１７４、Ｓ１７７などにおいて、推奨可能なチャネルとして通常のチャネ
ルと制限付きチャネルとが存在する場合には、通常のチャネルが優先的に推奨され得る。
かかる構成によれば、二次通信サービス間の調整によって周波数利用効率を高めながら、
個々の二次通信サービスのスループットを高く維持することができる。
【００８９】
　＜４．通信制御の典型的なシナリオ＞
　上述した通信制御装置１００による二次通信サービス間の調整は、様々なシナリオにお
いて有益である。以下、例示的な５つのシナリオについて説明する。
【００９０】
　　［４－１．第１のシナリオ］
　図１１Ａ及び図１１Ｂは、通信制御処理の第１のシナリオについて説明するための説明
図である。図１１Ａを参照すると、一次利用ノード１０、二次利用ノード２０ａ及び２０
ｂ、並びに通信制御装置１００が示されている。
【００９１】
　一次利用ノード１０により提供される一次通信サービスには、チャネルＦ１、Ｆ２及び
Ｆ３を含む周波数帯が割り当てられている。このうち、一次利用ノード１０は、チャネル
Ｆ１を使用している。一方、チャネルＦ２及びＦ３は未使用である。
【００９２】
　二次利用ノード２０ａは、図示しないデータサーバからの許可を受けて、チャネルＦ２
上で無線アクセス方式Ｒ１を使用して二次通信サービスを提供している。また、二次利用
ノード２０ｂは、図示しないデータサーバからの許可を受けて、チャネルＦ２上で無線ア
クセス方式（ＲＡＴ）Ｒ２を使用して二次通信サービスを提供している。しかし、この場
合、二次利用ノード２０ａ及び２０ｂの間の距離が近いため、例えば、二次利用ノード２
０ｂから送信される信号が二次利用ノード２０ａ上で干渉を生じさせる。二次利用ノード
２０ａは、かかる干渉を検知し、干渉が生じていることを通信制御装置１００へ報告する
（ＳＩＧ１ａ）。この報告は、二次通信サービス間の調整の要求を意味する。
【００９３】
　この場合、通信制御装置１００は、図１０Ａ～図１０Ｃに例示した推奨サービス構成判
定処理に従って、例えば二次利用ノード２０ａが使用しているチャネルをＦ２からＦ３に
変更することを推奨する（ＳＩＧ１ｂ）。それにより、二次利用ノード２０ａは、二次利
用のためのチャネルをＦ３に変更し、干渉を回避して良好に二次利用を継続することがで
きる。
【００９４】
　　［４－２．第２のシナリオ］
　図１２Ａ及び図１２Ｂは、通信制御処理の第２のシナリオについて説明するための説明
図である。図１２Ａを参照すると、一次利用ノード１０、二次利用ノード２０ａ及び２０
ｂ、並びに通信制御装置１００が再び示されている。
【００９５】
　第１のシナリオと同様、本シナリオにおいても、一次利用ノード１０により提供される
一次通信サービスには、チャネルＦ１、Ｆ２及びＦ３を含む周波数帯が割り当てられてい
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る。このうち、一次利用ノード１０は、チャネルＦ１を使用している。一方、特にチャネ
ルＦ２は未使用である。
【００９６】
　二次利用ノード２０ａは、図示しないデータサーバからの許可を受けて、チャネルＦ２
上で無線アクセス方式Ｒ１を使用して二次通信サービスを提供している。但し、二次利用
ノード２０ａは、無線アクセス方式Ｒ１の他に無線アクセス方式Ｒ２も使用することがで
きる。また、二次利用ノード２０ｂは、図示しないデータサーバからの許可を受けて、チ
ャネルＦ２上で無線アクセス方式Ｒ２を使用して二次通信サービスを提供している。しか
し、この場合、二次利用ノード２０ａ及び２０ｂの間の距離が近いため、例えば、二次利
用ノード２０ｂから送信される信号が二次利用ノード２０ａ上で干渉を生じさせる。二次
利用ノード２０ａは、かかる干渉を検知し、干渉が生じていることを通信制御装置１００
へ報告する（ＳＩＧ２ａ）。
【００９７】
　この場合、通信制御装置１００は、図１０Ａ～図１０Ｃに例示した推奨サービス構成判
定処理に従って、例えば二次利用ノード２０ａに無線アクセス方式をＲ１からＲ２に切り
替えることを推奨する（ＳＩＧ２ｂ）。それにより、二次利用ノード２０ａは、二次利用
ノード２０ｂと共通する無線アクセス方式Ｒ２及び共通するチャネルＦ２を使用してメッ
シュネットワークを形成し、干渉を回避して良好に二次利用を継続することができる。
【００９８】
　　［４－３．第３のシナリオ］
　図１３Ａ及び図１３Ｂは、通信制御処理の第３のシナリオについて説明するための説明
図である。図１３Ａを参照すると、一次利用ノード１０、二次利用ノード２０ａ及び２０
ｂ、並びに通信制御装置１００が再び示されている。
【００９９】
　これまでのシナリオと同様、本シナリオにおいても、一次利用ノード１０により提供さ
れる一次通信サービスには、チャネルＦ１、Ｆ２及びＦ３を含む周波数帯が割り当てられ
ている。このうち、一次利用ノード１０は、チャネルＦ１を使用している。一方、チャネ
ルＦ２及びＦ３は未使用である。
【０１００】
　二次利用ノード２０ａは、図示しないデータサーバからの許可を受けて、チャネルＦ２
上で無線アクセス方式Ｒ２を使用して二次通信サービスを提供している。また、二次利用
ノード２０ｂは、図示しないデータサーバからの許可を受けて、チャネルＦ３上で無線ア
クセス方式Ｒ１を使用して二次通信サービスを提供している。但し、二次利用ノード２０
ｂは、無線アクセス方式Ｒ１の他に無線アクセス方式Ｒ２も使用することができる。この
場合、二次利用ノード２０ａ及び２０ｂが使用しているチャネルが異なるため、２つの二
次通信サービス間で大きな干渉は生じない。しかし、例えば二次利用ノード２０ａの近傍
に位置する端末装置２２ａと二次利用ノード２０ｂの近傍に位置する端末装置２２ｂとは
、それぞれが属する通信サービスが異なるため、互いに通信することができない。そこで
、二次利用ノード２０ａは、これら端末装置間の通信のニーズに応じて、通信制御装置１
００にネットワークの拡張を要求する（ＳＩＧ３ａ）。このネットワークの拡張要求は、
二次通信サービス間の調整の要求を意味する。
【０１０１】
　この場合、通信制御装置１００は、図１０Ａ～図１０Ｃに例示した推奨サービス構成判
定処理に従って、例えば二次利用ノード２０ｂに無線アクセス方式をＲ１からＲ２に切り
替えると共に、チャネルＦ２を使用することを推奨する（ＳＩＧ３ｂ）。また、通信制御
装置１００は、二次利用ノード２０ａ及び２０ｂが同期するための同期信号（ＳＹＮＣ）
を供給する。それにより、二次利用ノード２０ａ及び２０ｂは、共通する無線アクセス方
式Ｒ２及び共通するチャネルＦ２を使用してメッシュネットワークを形成する。その結果
、二次利用ノード２０ａ及び２０ｂが端末装置２２ａ及び２２ｂの間で送受信される信号
を中継し、端末装置２２ａ及び２２ｂの間での通信が可能となる。
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【０１０２】
　　［４－４．第４のシナリオ］
　図１４Ａ及び図１４Ｂは、通信制御処理の第４のシナリオについて説明するための説明
図である。図１４Ａを参照すると、一次利用ノード１０、二次利用ノード２０ａ、２０ｂ
及び２０ｃ、並びに通信制御装置１００が示されている。
【０１０３】
　これまでのシナリオと同様、本シナリオにおいても、一次利用ノード１０により提供さ
れる一次通信サービスには、チャネルＦ１、Ｆ２及びＦ３を含む周波数帯が割り当てられ
ている。このうち、一次利用ノード１０は、チャネルＦ１を使用している。一方、チャネ
ルＦ２及びＦ３は未使用である。
【０１０４】
　二次利用ノード２０ｂは、図示しないデータサーバからの許可を受けて、チャネルＦ２
上で無線アクセス方式Ｒ３を使用して二次通信サービスを提供している。また、二次利用
ノード２０ｃは、図示しないデータサーバからの許可を受けて、チャネルＦ３上で無線ア
クセス方式Ｒ１を使用して二次通信サービスを提供している。
【０１０５】
　さらに、本シナリオにおいて、二次利用ノード２０ａは、図示しないデータサーバから
の許可を受けて、無線アクセス方式Ｒ２を使用して二次通信サービスを提供しようとする
。データサーバから許可される許可チャネル情報は、チャネルＦ２及びＦ３を含む。しか
し、二次利用ノード２０ａは、チャネルＦ２及びＦ３のいずれを使用したとしても、周囲
に位置する二次利用ノード２０ｂ及び２０ｃからの信号を原因として生じる干渉により、
二次通信サービスを開始することができない。そこで、二次利用ノード２０ａは、干渉が
生じていることを通信制御装置１００へ報告する（ＳＩＧ４ａ）。
【０１０６】
　この場合、通信制御装置１００は、図１０Ａ～図１０Ｃに例示した推奨サービス構成判
定処理に従って、例えば二次利用ノード２０ｂにチャネルＦ３を使用すべきことを推奨す
る（ＳＩＧ４ｂ）。これは、二次利用ノード２０ｂのサービスエリアＡ２２と二次利用ノ
ード２０ｃのサービスエリアＡ２３との間の位置関係が上述したクラスＣに属し、二次利
用ノード２０ｃがチャネルＦ３を使用しているためである。また、通信制御装置１００は
、例えば二次利用ノード２０ａにチャネルＦ２を使用すべきことを推奨する（ＳＩＧ４ｃ
）。それにより、二次利用ノード２０ａは、二次利用ノード２０ｂ及び２０ｃとは異なる
チャネルＦ２を使用し、干渉を回避して二次利用を開始することができる。
【０１０７】
　　［４－５．第５のシナリオ］
　図１５Ａ及び図１５Ｂは、通信制御処理の第５のシナリオについて説明するための説明
図である。図１５Ａを参照すると、一次利用ノード１０、二次利用ノード２０ａ及び２０
ｂ、並びに通信制御装置１００が示されている。
【０１０８】
　本シナリオでは、一次利用ノード１０により提供される一次通信サービスには、チャネ
ルＦ１、Ｆ２、Ｆ３及びＦ４を含む周波数帯が割り当てられている。このうち、一次利用
ノード１０は、チャネルＦ１を使用している。一方、チャネルＦ２、Ｆ３及びＦ４は未使
用である。
【０１０９】
　二次利用ノード２０ａは、図示しないデータサーバからの許可を受けて、チャネルＦ３
上で無線アクセス方式Ｒ１を使用して二次通信サービスを提供している。また、二次利用
ノード２０ｂは、図示しないデータサーバからの許可を受けて、チャネルＦ２上で無線ア
クセス方式Ｒ２を使用して二次通信サービスを提供している。この場合、二次利用ノード
２０ａ及び２０ｂが使用しているチャネルが異なるため、２つの二次通信サービス間で大
きな干渉は生じない。ここで、例えば、二次利用ノード２０ａにより提供される二次通信
サービスにおいて、例えば高いデータレートを要するアプリケーションのニーズが生じた
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ものとする。そこで、二次利用ノード２０ａは、二次通信サービスの帯域を拡張してデー
タレートを向上させるために、通信制御装置１００にチャネルの追加を要求する（ＳＩＧ
５ａ）。このチャネルの追加要求は、二次通信サービス間の調整の要求を意味する。
【０１１０】
　この場合、通信制御装置１００は、図１０Ａ～図１０Ｃに例示した推奨サービス構成判
定処理に従って、例えば二次利用ノード２０ｂが使用していないチャネルＦ３及びＦ４を
使用することを二次利用ノード２０ａに推奨する（ＳＩＧ５ｂ）。その結果、二次利用ノ
ード２０ａは、チャネルＦ３及びＦ４を使用し、それまでよりも広い帯域で、即ち高いデ
ータレートで二次通信サービスを提供することが可能となる。
【０１１１】
　＜５．まとめ＞
　ここまで、図１～図１５Ｂを用いて、本発明の一実施形態について説明した。上述した
実施形態によれば、通信制御装置１００は、２つ以上の二次通信サービスのサービスエリ
ア間の位置関係と当該二次通信サービスを提供する二次利用ノードが使用可能な無線アク
セス方式とに基づいて、少なくとも１つの二次利用ノードに、使用すべき無線アクセス方
式又はチャネルを推奨する。従って、二次利用のための構成を複数の二次通信サービス間
で調整することが可能となる。特に、周波数帯の二次利用の場面では、個々の二次利用ノ
ードがどのような無線アクセス方式をサポートしているかが事前に把握されない場合が多
い。また、個々の二次利用ノードに二次通信サービス間の調整を行うための機能を課すこ
とは、コストの観点から現実的でなく、調整の中立性も確保しにくい。従って、各二次利
用ノードについての無線アクセス方式などの情報を収集し、二次通信サービス間の調整を
行う中立的なエンティティである通信制御装置１００が提供されることは、コストの観点
からも調整の中立性の観点からも有益である。
【０１１２】
　また、上述した実施形態によれば、通信制御装置１００は、各二次利用ノードが使用を
許可されたチャネルの中から、各二次利用ノードに推奨するチャネルを選択する。従って
、通信制御装置１００が調整を行うことによって、一次通信サービス又は周辺で運用され
得るその他の通信サービスに干渉を与えるリスクは生じない。
【０１１３】
　また、上述した実施形態によれば、二次利用ノードが二次通信サービス間の干渉を検知
した場合には、干渉を回避するように、二次通信サービスの構成が変更され得る。二次利
用ノードがサービスエリアの拡張を求める場合には、サービスエリアが拡張されるように
二次通信サービスの構成が変更され得る。二次利用ノードが帯域の拡張を求める場合には
、新たに干渉を生じさせることなく、二次通信サービスの帯域が拡張され得る。それによ
り、ユーザにとっての二次利用の機会が拡大されると共に、周波数利用効率は一層向上す
る。
【０１１４】
　なお、本明細書において説明した通信制御装置１００及び二次利用ノード２０における
制御処理は、ソフトウェアを用いて実現され得る。上述した制御処理を実現するソフトウ
ェアを構成するプログラムは、各装置の内部又は外部に設けられる記憶媒体に予め格納さ
れる。そして、各プログラムは、例えば、実行時にＲＡＭ（Random　Access　Memory）に
読み込まれ、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）などのプロセッサにより実行される
。
【０１１５】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
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【０１１６】
　１０　　　一次利用ノード
　２０　　　二次利用ノード
　４０　　　データサーバ
　１００　　通信制御装置
　１１０　　通信部（通信制御装置）
　１２０　　記憶部（通信制御装置）
　１３０　　推定部（通信制御装置）
　１４０　　制御部（通信制御装置）
　２１０　　第１通信部（二次利用ノード）
　２２０　　第２通信部（二次利用ノード）
　２３０　　記憶部（二次利用ノード）
　２４０　　二次利用制御部（二次利用ノード）
 
 

【図１】 【図２】
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【図１０Ｃ】 【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】
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【図１４Ａ】
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【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】
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