100 周年記念招待論文特集

招待論文

ソフトウェア無線・コグニティブ無線技術の研究開発
上原

一浩† a)

Research and Development of Software Defined Radio and Cognitive Radio
Technologies
Kazuhiro UEHARA†a)

あらまし 1980 年代，軍用通信への応用を目指してソフトウェア無線の研究開発がスタートし，DSP や FPGA
等の急速な性能向上と低価格化も進み，民生機器への展開に向けた研究開発が本格化した．また，1990 年代に
は，ソフトウェア無線機を適応的に制御し利用するためのコグニティブ無線の概念が提唱され，その応用として
高度な電波利用の実現に向けた技術開発が加速した．無線装置及び無線ネットワークの機能や性能を動的かつ適
応的に変更可能とするソフトウェア無線・コグニティブ無線を実現するためには，信号処理技術やシステム制御
技術，ネットワーク技術，広帯域フロントエンド技術や無線機構成技術，スペクトルのセンシング・可視化・管
理・共用技術，セキュリティ技術など，ベースバンド部から RF 部に至るまで，ハードウェア・ソフトウェアの
両面で，様々な基盤技術の開発が必要である．本論文では，このソフトウェア無線・コグニティブ無線技術の研
究開発に関し，特に無線アクセスシステムへの応用を目指した我が国における基盤技術開発を中心に，これまで
の主要な取り組みについて概説する．更に，主要な実用化事例と，2020 年代の IoT 時代に向けた将来展望につ
いても述べる．
キーワード ソフトウェア無線（SDR），コグニティブ無線，マルチバンド RF，ヘテロジニアスネットワー
ク，周波数有効利用，周波数共用，ホワイトスペース，スペクトルセンシング，ダイナミックスペクトルアクセ
ス（DSA），ICT，IoT，M2M

1. ま え が き

beyond）[1], [2] の世界に向けても，逼迫している周波

Maxwell が電磁波の存在を理論的に指摘し，Hert

ある．

数の一層の有効利用は，ICT の最重要課題の一つで

が電波の存在を実証し，Marconi が無線電信を発明

これらを解決する技術として，無線機能を再構築

してから百数十年が経った現在，情報通信端末が広く

可能（reconfigurable），プログラミング可能（pro-

世の中に普及し，無線の利用は増加の一途を辿ってい

grammable），ダウンロード可能（downloadable）に

る．多種多様な無線の規格や方式，ネットワークが乱

す る ソ フ ト ウェア 無 線（Software Defined Radio:

立する中，例えば，無線機の機能を動的に変更して単

SDR）技術 [3]〜[5] が，更にその無線機能を，例え

一のハードウェアを複数方式で共用可能にし，あるい

ばユーザの要求や電波利用状況等の外部環境を認識し

はヘテロジニアスなネットワークを最適に使い分け

て動的に制御（変更や学習）し，最適なリソース利用

データレートの高速化や通信リソースの負荷分散を図

を実現するコグニティブ無線（Cognitive Radio: CR）

るなど，ユーザにとってもオペレータにとっても，効

技術 [6] の研究開発が進められてきた [7]〜[15]．現在，

率的かつ経済的な利用・運用を可能にしていくことが

軍用通信，セルラ通信，業務用無線システム等の分野

必要である．更に IMT-2020 及びそれ以降（5G and

で実用化もされている．
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速した．我が国では，1999 年に無線分野とコンピュー

が，一般的な考え方である．また，単なるソフトウェ

タ・サイエンス分野等との融合による新しい研究領域

ア信号処理を行う無線機ではなく，本質的には無線

の開拓も視野に，ソフトウェア無線研究会が時限研究

機の機能が再構築可能（reconfigurable），プログラミ

会として設立された．産学官が連携し，また欧米の研

ング可能（programmable），かつダウンロード可能

究機関や法制化機関とも密に連携し，本分野の研究

（downloadable）である無線技術であると考えられて

開発が本格化した [16]．2005 年から第一種研究会と

いる．更に広義には，再構築可能なネットワークまで

なり，2011 年には本分野の主要国際会議の一つであ

を含めた概念としても検討されてきている．その構成

る CROWNCOM を初めて日本に招致し，ダイナミッ

要素には，ソフトウェアの書き換えだけでは機能変更

クスペクトルアクセス（dynamic spectrum access:

ができないアンテナや RF 部，A/D/A 変換部，外部

DSA）技術やコグニティブ・ネットワーク技術等につ

インタフェース部等のアナログ・ハードウェアも必然

いて議論を交わした [17]．2014 年には研究領域を異種

的に含まれる．

無線融合型ネットワーク分野にまで拡大するとともに，

ソフトウェア無線技術のメリットとして，ユーザは

スマート無線研究会と名称変更し，現在に至っている．

一台の端末で，アクセス方式を意識せず，様々な環境

これまでに本研究会を中心にソフトウェア無線・コグ

でネットワークに接続し，所望のサービスを享受可能

ニティブ無線に関する 11 件の論文誌小特集号を企画・

となり，更に通信環境やニーズ（速度，料金，通信品

発行し，海外への情報発信を続けている [18]〜[28]．ま

質等）に応じた最適な通信方式に自動的に切り替えて

た 2014 年から，Smart Wireless Communications に

接続するシームレス通信が可能となる．通信事業者

関する国際ワークショップ SmartCom を毎年開催し，
海外との連携を一層強化している [29]〜[31]．

は，ソフトウェアの変更で，新しい方式への対応・移行
（マイグレーション）が容易に可能となり，インフラ

無線装置及び無線ネットワークの機能や性能を動的

の長寿命化が可能となる．実際，数年ごとに新しい無

かつ適応的に変更可能とするソフトウェア無線・コグ

線方式が次々に規格化されてきている．トラヒック状

ニティブ無線を実現するためには，信号処理技術やシ

況に応じた通信リソースの負荷分散も可能となる．ま

ステム制御技術，ネットワーク技術，広帯域フロント

た，ソフトウェアの変更で，新しいサービスを迅速に

エンド技術や無線機構成技術，スペクトルのセンシン

提供可能となり，更に，端末やインフラのバグフィク

グ・可視化・管理・共用技術，セキュリティ技術など，

スやメンテナンスなどの維持管理が容易になる．製造

ベースバンド部から RF 部に至るまで，ハードウェア・

メーカは，共通プラットホームの実現により，方式ご

ソフトウェアの両面で，様々な基盤技術の開発が必要

と，機種ごとに ASIC を開発する必要がなくなり，開

である．

発期間短縮とコスト削減が期待される．電波監理を司

本論文では，ソフトウェア無線・コグニティブ無線

る法制化機関としては，周波数有効利用に資する最新

技術に関し，2. においてそれらの概念と法制化・標準

の技術が迅速に導入可能となり，周波数資源枯渇問題

化について，3. においてそれらを実現するための基盤

解決の一手段となる．このように多くのメリットが期

技術の研究開発，特に無線アクセスシステムへの応用

待されて研究開発が進められてきており，後述のコグ

を目指した我が国におけるこれまでの主要な取り組み

ニティブ無線技術の概念やメリットも包含されている．

について概説する．4. では代表的な実用化例を示し，

5. では 2020 年代に向けた将来展望について述べる．

2. ソフトウェア無線・コグニティブ無線の
概念と法制化・標準化

ITU-R においては，第 4 世代移動通信システムの標
準化において，WP4F，WP8F でソフトウェア無線の
採用が検討された．2007 年世界無線通信会議（WRC-

07）において，次回 WRC-12 の議題 1.19 として「ソ
フトウェア無線システム（SDR）及びコグニティブ無

2. 1 ソフトウェア無線の概念と法制化・標準化

線システム（CRS）の導入に伴う規制事項の検討」が

ソフトウェア無線とは，パソコンのように，単一

設定され，検討が進められてきた [32]．ITU-R におけ

のプラットホーム上で，ソフトウェアを書き換えるこ

る SDR の定義の骨子は，周波数，変調方式，または

とにより，様々な周波数や通信方式の無線機に機能

出力電力を含む RF 動作パラメータが，ソフトウェア

が変更でき，放送受信などの上位のサービスも含め

によって設定または変更可能な無線送受信機とされて

て新しい機能も追加できる無線装置であるというの

いる [33]．
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テム内部状態に関する情報を取得し，取得した情報に
基づき，あらかじめ定められた目的を達成するため，
動作パラメータやプロトコルを動的・適応的に調整し，
行った動作の結果を学習する技術を有する無線シス
テムであると定義されている [33]．FCC では，2003
年にコグニティブ無線技術を推進する立場を公表し，

FCC Rule Part 15 を改正した．コグニティブ無線は，
電力，周波数，変調方式などのパラメータを識別して，
図 1 SDR ソフトウェア配信モデルとセキュリティ・アー
キテクチャの例 [14]
Fig. 1 An example of SDR software distribution
model and security architecture [14].

動的に周波数を再利用するものと定義している．この
ようにコグニティブ無線の定義や捉え方は様々である
が，本質的には，外部環境を認識し，適応制御するこ
とにより，最適な無線リソース利用を実現するもので
あると言えよう．

電波法の観点からは，ソフトウェア無線設備は，上

コグニティブ無線の実現形態として，ヘテロジニア

述のように電波法に基づく認証が行われた後に，ソフ

ス型と周波数共用型の二つが一般に考えられている．

トウェアの書き換え等により，無線機能が変更・追加さ

前者のヘテロジニアス型コグニティブ無線は，既存シ

れる可能性があるため，規制の見直しに関する検討も

ステム間のシームレス・ハンドオーバが基本であり，

必要となる．2001 年，逸早く米国では FCC がソフト

ユーザ嗜好や通信状況に基づく無線システムの選択・

ウェア無線の普及に向けた機器認証の新基準の概要を

併用，エンドツーエンド QoS のサポート，既に割り当

発表し，ソフトウェアのダウンロードが許可され，電

てられている周波数の利用率平準化や通信リソースの

子ラベリングが導入された．同年我が国でも FCC を

負荷分散等が可能となる．この実現形態は，既存無線

招いたワークショップが開催され，技術基準適合証明

システムという無線リソースを動的に有効利用・最適

の在り方に関する議論が行われた [34]．ソフトウェア

利用する技術であると言える．一方，後者の周波数共

ダウンロードに伴うプログラム配送法などに新たなセ

用型コグニティブ無線は，空間的・時間的・技術的に未

キュリティ対策も必要となる [14], [35]〜[37]．図 1 に

利用の周波数（ホワイトスペース）や未割当周波数を，

将来想定されるソフトウェアの配信モデルと，必要と

一次利用者（プライマリシステム）の随時優先利用を

なるセキュリティ・アーキテクチャの検討例を示す．ソ

担保しつつ二次利用者（セカンダリシステム）が動的

フトウェア無線が市場に導入されても正常な無線サー

に二次利用するものであり，ダイナミックスペクトル

ビスが確保できるよう，法的な対応及びそれに基づく

アクセス（DSA）とも呼ばれる．二次利用者は一次利

無線設備の試験方法並びに技術基準の適合性評価方

用者に干渉を与えないことが必須条件であり，スペク

法などの確立を目的とし，無線設備のソフトウェア技

トルセンシングや地理位置情報データベースを用いる

術に関する調査検討が行われた [38]〜[40]．本検討の

方法等により，干渉を与えないことを確認した上で二

結果等も踏まえ，2005 年 5 月に 5 GHz 帯無線 LAN

次利用を行う必要がある．周波数共用型コグニティブ

（IEEE 802.11a）へのソフトウェア無線技術の適用も

無線に必要となる機能は基本的にヘテロジニアス型と

考慮した，電波法施行規則の一部を改正する省令が発

同じであるが，新たなスペクトル運用であり，電波政

令された．

策や法規制にも関わってくる．異システム間周波数共

2. 2 コグニティブ無線の概念と法制化・標準化

用の実現や，利用率の低いスペクトルの二次利用によ

コグニティブ無線とは，例えばユーザの要求や電波

る周波数資源の利用機会拡大や利用率の平準化が期待

利用状況等の外部環境を観測し，認知・判断学習・行動

される．前者の実現形態が既存無線システムという無

（機能変更）を繰り返すことにより，ソフトウェア無線

線リソースを動的に利用していたのに対し，後者は周

機を一層高機能化しパーソナライズするものであると

波数という無線リソースを動的に有効利用・最適利用

いう考え方が最初に提唱された概念である [6]．ITU-R

する技術であると言える [41], [42]．

においては，コグニティブ無線システム（CRS）は，
動作環境や地理位置環境，既定のポリシー，及びシス

ITU-R においては，WRC-07 以降，WP5A，WP1B
を中心に，コグニティブ無線の定義，導入に伴う技術
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的特性や要求条件，アプリケーションと周波数管理に

理やプロトコル制御等の負荷をいかに機能配分する

及ぼす影響，他システムとの共存を可能とする周波数

か，また各プロセッサ間の割込みを制御し，リアルタ

共用技術，周波数資源の有効利用方策等の検討が進め

イム処理をいかに実現するか等が重要な課題となる．

られてきた．その結果，WRC-12 において，上述の議

論文 [46]〜[49] では，試作した MPA ソフトウェア無

題 1.19 について，SDR・CRS は共に実現技術であり，

線機プラットホームにおいて，全二重リアルタイム通

無線通信規則（Radio Regulations: RR）の改定は不

信を実現するためのソフトウェアの設計手法と評価結

要であり，周波数割当の議論は行わず，個々の問題は

果が示された．CPU-DSP 間の独自の API 及び DSP

ITU-R で更に研究を行い，ITU-R 勧告またはレポー

プログラムを用いた信号処理タスク管理方法により，

トにまとめて解決を図るとの結論に至っている [43]．
標準化については，米国 IEEE においては，802.11，

実際に RCR-STD28 PHS 方式及び無線 LAN（IEEE

802.11）の基本機能を記述したプログラムを試作し，

802.22，1900 ワーキンンググループ等において，欧

基地局–端末間通信を行い DSP の負荷特性を測定した

州では ETSI RRS 等においてコグニティブ無線に関

結果，リアルタイム通信が実現されていることが示さ

連する標準化の議論が進められてきている．海外では

れた．

既にコグニティブ無線技術を用いたホワイトスペース

柔軟性を最重視した汎用の信号処理プロセッサでは，

の二次利用が行われている国々もある．我が国では，

全ての無線信号処理を行うには，処理速度と消費電

2009 年に新たな電波の活用ビジョンに関する検討チー

力の観点で限界がある．そこで，柔軟性と高速性能の

ムが発足し，2010 年にホワイトスペース活用の実現

両立を目指したリコンフィギュラブルプロセッサの開

に向けた推進方策が策定された．制度化に向け，同年

発が進められてきた [50]〜[52]．小型・低消費電力の

にホワイトスペース推進会議が開催され，ホワイトス

ソフトウェア無線携帯端末実現に向け，論文 [53], [54]

ペース特区先行モデルの公募・選定が行われ，2010 年

では，3 種類の特性の異なる演算ノードを実装した開

から 11 件の研究開発や実証実験が開始された．同年，

発段階のヘテロジニアス型リコンフィギュラブルプロ

更にホワイトスペース特区 25 件が採択され，2013 年

セッサ（クロック速度 200 MHz）[52] を用いて，デー

には TV ホワイトスペース利用システム運用調整連絡

タ速度 54 Mbit/s の無線 LAN（IEEE 802.11a）プロ

会が民間団体として設立され，技術の有効性検証や課

グラムの性能評価が行われた（図 4）．その結果，プロ

題抽出が進められてきている [44], [45]．

3. 基盤技術の研究開発
3. 1 ソフトウェア無線機アーキテクチャ
ソフトウェア無線研究開発の黎明期には，無線機構
成技術，無線ダウンロードを含む制御技術やネット
ワーク技術等の検討が盛んに進められた．無線機アー
キテクチャの検討においては，当時は汎用の CPU，

DSP，FPGA 等を組み合わせたマルチプロセッサ・
アーキテクチャ（MPA）のソフトウェア無線機が試

図 3 マルチプロセッサ・アーキテクチャ（MPA）の例 [47]
Fig. 3

作され性能評価が行われた（図 2, 3）．MPA を用い

An example of Multiprocessor architecture
(MPA) [47].

たソフトウェア無線機では，各プロセッサに変復調処

図4
図 2 ソフトウェア無線機プロトタイプの例 [48]
Fig. 2 An example of SDR prototype [48].
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セッサの更なる最適化は必要ではあものの，高速性能
と低消費電力性能が両立できる可能性が示された [14]．
これらの取り組みにより，セルラ方式や無線 LAN
等の高速・広帯域の実システムに対するソフトウェア
無線技術のフィージビリティが世界で始めて示される
とともに，本研究領域の今後の課題や研究開発の方向
性が示された．

3. 2 ハードウェア技術
アナログ・ハードウェア技術もソフトウェア無線・
コグニティブ無線システム実現の鍵となる．単体の無

図5

広帯域低雑音増幅器とバイアス回路の簡易等価回路
の例 [58]
Fig. 5 An example of wideband LNA and simple
equivalent circuit of its bias circuit [58].

線機をマルチバンド（複数の周波数帯），マルチモー
ド（複数の無線方式）で動作させるためには，ベース
バンド信号処理部だけでなく，電波の入出力や増幅・
周波数変換等を司るアナログ・ハードウェアがマルチ
バンド・マルチモードに対応している必要がある．し
かし，アナログ・ハードウェアの性能は物理法則に支
配されているため，ベースバンド信号処理部を再構成
可能とする技術とは全く異なる考え方や技術的アプ
ローチが必要となる．例えば，アンテナについては，
効率・利得・帯域の積は，アンテナの電気的体積に比

Fig. 6

図 6 マルチバンド一括受信ミキサの構成例 [60]
An example of concurrent multiband mixer [60].

例する．更に，これらの特性に加え，指向性パターン
やインピーダンス特性についてもシステムの要求条件

（高線形化）したものである．トランジスタサイズを

を同時に満たす必要がある．増幅器については，利得

大きくして高線形化し，負帰還回路を用いて広帯域化

と帯域の積は一定であり，更にこれらの特性は効率や

を図っているが，これらの影響よる入力インピーダン

雑音指数とのトレードオフとなる．ソフトウェア無線

スの低下を補償するための，新しい構成のバイアス回

機用アンテナの実現手法としては，アンテナ構造の工

路が考案されている．

夫による広帯域化，アンテナ構造の工夫によるマルチ

論文 [60], [61] では，単一のミキサで複数バンド・複

バンド化（複数周波数共用化），能動回路と組み合わ

数信号の同時周波数変換を行うことが可能となるマル

せ，またはアンテナ電気長や整合回路の電子制御・機

チバンド一括送受信ミキサが提案された．その原理は

械制御による広帯域化・マルチバンド化，手動切替・

局部発信器（LO）信号の 3 次非線形成分を利用した

差替方式，及び上記の組み合わせ等が考えられる [55]．

ものである．受信用ミキサ（図 6）については，周波

今後，例えばアンテナ素子に装荷した RF-MEMS ス

数帯域及びレベルの異なる複数の受信信号に対し，周

イッチ等を用いて，ベースバンド信号処理部の再構築

波数帯域別に利得を調整しダイナミックレンジを圧縮

と連動して特性を適応的に調整・切替ができるような

可能，また広帯域に分布する信号を所定の中間周波数

ソフトウェア無線機用アンテナや可変フィルタが実用

帯（IF 帯）に圧縮可能，更に信号の優先度等に応じて

化されていくと思われる [56]．

IF 帯の任意の周波数に配置可能という特長を有する．

RF フロントエンド技術として，これまでに様々な研

これらにより，IF 帯をそのままデジタル変換して伝送

究開発成果が報告されてきている [57]．論文 [58], [59]

する場合の A/D/A 変換部等の負荷を低減することが

では，互いにトレードオフとなる広帯域・高線形・低

可能となる．

雑音の三つの性能を両立した，UHF 帯からマイクロ

マルチバンド同時送信を行う際の増幅器の非線形ひ

波帯までをワンチップでカバーする高周波モジュール

ずみ補償技術の研究開発も進められてきている．論

が提案された（図 5）．ソフトウェア無線機に用いる

文 [62] では，2 バンド同時増幅時の非線形増幅特性を

ため，低雑音性能を保ったまま，通常の低雑音増幅器

表現するモデル化手法が提案され，その手法による非

（LNA）よりも広帯域化し，更に飽和入力電力を高く

線形モデルと複素ガウス分布の振幅変動特性に基づき
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出力自己相関関数を導く複素 Mehler 展開により，調
波関係の 2 バンド上の OFDM 信号の非線形同時増幅
特性の理論解析が可能であることが示されている．更
に論文 [63]〜[66] 等では，4 次元ニュートン法や逆シ
ステム法を適用したプリディストーション技術による
マルチバンド同時送信を行う際の非線形ひずみ補償特
性が示されている．これらの技術を上述のマルチバン
ド一括ミキサに適用した例も報告されている [67]．

3. 3 ヘテロジニアスネットワーク技術
ソフトウェア無線・コグニティブ無線技術を無線ア
クセスシステムに応用したヘテロジニアスネットワー
クの研究開発も進められてきている．
論文 [68] では，システムダイバーシチ（方式ダイ

図 7 フレキシブルワイヤレスシステムの構成 [80]
Fig. 7 Conceptual diagram of Flexible Wireless
System [80].

バーシチ）の概念が提案された．所定の QoS パラメー
タに基づき，無線方式自体を動的に切り替える手法に

フレキシブル・アクセスポイントには 3.2 で述べた

ついて，具体的なモデルを用いたシミュレーションに

アナログ・ハードウェア技術を応用し，V/UHF から

よりその効果が定量的に示されている．論文 [69] では，

6 GHz 帯までの複数信号同時送受信機能を実現してい

複数無線方式の複数チャネルを同時に収容可能な自律

る．受信した膨大な電波データを光アクセス回線を介

適応型ネットワークシステム構成技術が提案され，マ

して高効率に伝送するために，周波数・時間領域のス

ルチリンク通信も可能な基地局プロトタイプを用いた

パース性を利用した圧縮センシング技術 [76] の適用が

評価が行われた．トラヒック状況及び周波数利用状況

検討されてきており，前述のマルチバンド一括受信ミ

等の通信状況を正確に認識し，ネットワーク機器構成

キサとも組み合わせた選択的圧縮サンプリング技術，

を自律適応的に変更することにより，通信リソース及

1 bit 圧縮センシング技術や分散圧縮センシング技術等

び周波数リソースを有効に利用可能であることが示さ

を用いた，復調信号とスペクトルセンシング信号の両

れている．協調型スペクトルセンシングを用いた干渉

信号の高効率圧縮伝送技術の研究開発が進められてい

検出・回避技術 [70] についてもプロトタイプを用いた

る [73], [77], [78]．サーバに伝送された電波データは，

評価結果が示されている．

電波の利用状況を場所毎，周波数ごとに “見える化”

無線方式の多種多様化が急速に進む中で，ユーザが

して有効に利用するための広帯域スペクトルセンシン

無線方式を全く意識せず，利用したいときにいつでも

グ及び分析にも用いられる．フレキシブル信号処理部

簡単にネットワークを利用できる，ユーザセントリッ

では，複数信号が重畳した電波データから，例えば短

ク・ワイヤレスホームネットワークの実現を目指した

時間フーリエ変換を用いて信号の電力・位相成分を抽

研究開発も進められた．論文 [71]〜[75] で提案されて

出し原信号を復元するアルゴリズムを用い，所望信号

いるフレキシブルワイヤレスシステム（図 7）は，ソフ

を分離・復元する蓄積一括信号処理技術が検討されて

トウェア無線・コグニティブ無線の様々な基盤技術を

いる [74], [79], [80]．

結集し応用したものであり，多種多様な無線システム

3. 4 周波数共用技術

が混在する無線環境において，無線アクセスポイント

移動通信に利用しやすい V/UHF 帯から 6 GHz 帯

（フレキシブル・アクセスポイント）が全ての無線通信

までの周波数は既に稠密に利用されており，電波をよ

方式に対応する専用の機器をもつことなく，受信した

り有効かつ効率的に活用するための一技術としてホワ

広帯域かつ広ダイナミックレンジの電波データを，光

イトスペース通信技術の活用が期待されている．本技

アクセス回線を介してそのままネットワーク上のサー

術をワイヤレスブロードバンドに適用し，既存業務へ

バに伝送し，サーバ側（フレキシブル信号処理部）で

の影響を回避しつつ柔軟かつ高度に周波数を活用する

一括信号処理を行う構成により，IoT を含め高度化・

ための技術を確立し，実用化に向けて技術基準を策定

多様化する様々な無線システムに柔軟に即応可能な無

していく必要がある．総務省の電波資源拡大のための

線アクセス・プラットホームの実現を目指している．

研究開発における，周波数の共同利用を促進する技術

698

招待論文／ソフトウェア無線・コグニティブ無線技術の研究開発

用システムが共存するためのフレームワークが提案さ
れた．
ウ）DSA 技術については，ホワイトスペース WRAN
（Wireless Regional Area Network）
，WLAN（Wire-

less Local Area Network），SUN（Smart Utility Network）の各装置が試作され，シンガポールで等での
海外のホワイトスペーストライアル参加を含むフィー
図 8 リアルタイム分散型広帯域協調周波数センシング技
術 [84]
Fig. 8 Real-time distributed wideband cooperative
spectrum sensing method [84].

ルド実証実験が行われた．これらの研究開発成果は，

IEEE 802.11af（無線 LAN），802.15.4m（無線セン
サネットワーク），802.22（無線地域ネットワーク）等
の標準化団体に提案され，標準規格として採用されて

として，2011 年度から 3ヵ年度，ホワイトスペースに
おける新たなブロードバンドアクセスの実現に向けた
周波数高度利用技術の研究開発が進められた [81]．ホ
ワイトスペース利用に必要な三つの研究課題である，
ア）リアルタイムセンシング技術，イ）動的周波数管

いる [45]．

4. 実 用 化 例
1990 年代から本格化した軍用通信への応用を目指
した研究開発は，SPEAKEasy と呼ばれるシステムの

理技術，ウ）ダイナミックスペクトルアクセス（DSA）

開発や SDR フォーラム等での議論を経て，Software

技術について，複数の研究機関が協力・分担して研究

Communication Architecture（SCA）と呼ばれるフ

開発が進められ，フィールド実証も行われた．

レームワークにまとめられ，ソフトウェア無線携帯端

ア）リアルタイムセンシング技術については，高速・

末や衛星通信用モデムが米国で開発された．様々な開

低演算量・低消費電力のセンシングアルゴリズムの検

発業者や製造業者が，ハードウェアとソフトウェアと

討が行われ [82], [83]．また，リアルタイムセンシング

を相互連携し，容易に一つの装置に統合できるように

プラットホームとして，極めて微弱の電波を検出する

するための CORBA をベーストしたオープンアーキ

ためのリアルタイム分散型広帯域協調周波数センシン

テクチャである [86]．

グ技術が開発された（図 8）．このプラットホームは，

セルラ通通信への応用事例としては，ルーラルエリ

3.3 で述べたフレキシブルワイヤレスシステムを用い

アにおいて高いイニシャル及び運用コストパフォーマ

たものであり，複数の観測センサ（フレキシブル・ア

ンスを実現する目的で GSM/CDMA 基地局に，ソフ

クセスポイント）で電波を受信し，受信レベルが所定

トウェア無線技術が導入された．また，マイグレーショ

のしきい値より高い基準波形データと，ノイズフロア

ンのための設備投資を削減する目的で，CDMA/LTE

以下の信号を含む波形データとの相関性に基づき，各

基地局にソフトウェア無線技術が導入された．更に，

観測センサに含まれる信号の受信レベルを推定する技

トラヒックの爆発的増加に対し，オペレータの設備投

術である．フィールド実験の結果，FCC が定める規

資・運用コストを削減する目的で，共通プラットホーム

定値である −114 dBm/6 MHz 以下の，ノイズフロア

で LTE/WCDMA/GSM 等に対応可能なソフトウェ

より 25 dB 低い信号も検出可能であることが実証され

ア無線ベースの小型・低消費電力基地局も開発され

た [84]．

た．携帯端末については，設計リスクを低減し早期製

イ）動的周波数管理技術については，FCC が定め

品開発を実現するとともに，高速化と低消費電力化を

るホワイトスペースの応答時間への要件である 10 秒

実現することを目的として，ベースバンド・プロセッ

を満足する必要があるが，地形遮蔽を考慮した電波伝

サ LSI にカスタマイズ可能なプロセッサが採用され

搬シミュレーションによって，二次利用者から一次利

た [87], [88]．

用者のサービスエリアへの干渉と，二次利用者同士の

現在，外出先であるいは移動中に PC や情報携帯端

干渉を推定し，高速に利用可否判断を行うホワイトス

末をインターネットに接続するためのコグニティブ無

ペースデータベースが構築された [85]．また，各種ホ

線ルータが一般に広く利用されているが，これもコグ

ワイトスペース通信規格に対応するため，異方式デバ

ニティブ無線の概念を具現化した製品である．ルータ

イス間の相互情報管理方式が検討され，複数の二次利

の WAN 側は複数のブロードバンド・モバイルネット
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ワークを利用できるようにし，利用環境や通信状況に
応じ，例えば最も高速のダウンロードが可能なセル
ラ通信回線を選択したり，あるいは公衆無線 LAN が
利用可能な場合には自動的に接続したりと，最適な
通信環境を動的・適応的に提供する機能を実現してい
る [89]．コグニティブ無線は災害時にも有用な技術で
あり，実際に東日本大震災の避難所にコグニティブ無
線ルータが設置され，復旧までの通信手段を確保する
役割を担った [90]．
業務用無線の分野では，近年，旧来のアナログ方式
のデジタル化が進行中であるが，その移行期間中の
対応として，マルチモード対応のソフトウェア無線機
が用いられている．列車無線においては，マイグレー

図 9 IoT 時代に想定される無線アクセスの課題
Fig. 9 Issues of wireless access assumed in the IoT
era.

ション対応に加え，鉄道事業者間で無線方式や仕様が

めて多数の低機能の端末が無秩序に信号を送信すると，

異なるため，列車の相互乗り入れにも柔軟に対応で

衝突や干渉が頻発し，重要なデータが受信できず失わ

きるよう，かつ，搭載機器の設備費用削減や省スペー

れてしまうことが起こる．失われたデータが例えば災

ス化にも有効なソフトウェア無線機が導入されてい

害や防災に関わるものであったり，あるいはセキュリ

る [91], [92]．

ティに関するものであったりした場合には，人々の暮

ソフトウェア無線機を開発するためのオープンソース

．
しの安心安全をも脅かす事態に陥ることになる（図 9）

の開発キットも提供されている [87]．GNU Radio は，

また，もう一つの課題として，現状の IoT/M2M 無線

開発言語に Python と C++ を用いた，汎用の RF 装置

システムでは，用途に応じた専用ハードウェアが必要

やプロセッサの利用を想定した開発キットである [93]．

であり，専用のアクセスポイントを開発・製造，導入・

Universal Software Radio Peripheral（USRP）は，

購入する必要があり，IoT サービスの低廉化を阻害す

オープンソースのソフトウェア無線プラットホームであ

る要因となる．無線アクセスの共通化・共用化が実現

る [94]．RTL-SDR は，デコーダーチップ RTL2832U

できれば，サービスの相乗りも可能となり，IoT サー

を搭載したチューナーをソフトウェアで無線機能が記

ビスの低廉化・経済化が実現でき，本分野の産業の発

述できる USB ドングル型汎用受信である [95]．これ

展を一層加速できる可能性がある．更に，IoT は段階

らを用い，ソフトウェア無線機の設計技術を教育に取

的に発展していくと予想され，ユーザ数や収容端末数

り入れる動きも広がっている [55]．

の増加に応じて，段階的に設備を増設していく必要が

5. 将 来 展 望

ある．したがって，スケーラビリティの高い無線設備
が求められる．

近年，身の回りのほとんどの情報携帯端末，更には

ソフトウェア無線技術は，これらの課題を解決する

家電や車載機器などのデバイスに無線機能が搭載さ

ためのキー技術になると考えられる．例えばアクセス

れつつあり，IoT 時代の到来が間近である．世界的に

ポイントに 3.3 で述べたフレキシブルワイヤレスシス

も ITU-R における第 5 世代移動通信システム（IMT-

テムの構成を用いることにより，無線アクセスの共通

2020）の標準化において，新しい IoT/M2M サービス

化・共用化が可能となり，設備費用を低減できる．蓄

の実現が標榜されており，これを支える無線技術の実

積一括信号処理技術により，常に最新の高度な干渉補

現が鍵である [96], [97]．しかし，一般的に IoT/M2M

償，衝突回避技術が適用でき，従来の受信機を凌駕す

端末は極端な低廉化，長寿命化のための低消費電力化

る性能が期待できる．信号処理リソースはスケーラブ

が求められることから，セルラ通信や無線 LAN 等に

ルに増減可能であり，将来の端末数の増加に応じて設

比べて低機能な無線アクセス方式が用いられる場合が

備を段階的に増設していけばよい．IoT/M2M 端末の

多い．更に現状では利用可能な周波数も限られている．

信号分離技術を実現することにより，周波数有効利用

近い将来，人口の 10〜100 倍以上の多数の端末が世の

にも大きく貢献できることになる．

中に偏在するようになると予測されており，これら極
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