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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固有のネットワーク識別子によって識別される通信ネットワークを構築する基地局装置
であって、
　複数のネットワーク識別子の使用状況を記憶するテーブルと、
　既設基地局によるネットワーク識別子の使用状況情報を受信する受信手段と、
　前記使用状況情報を参照して自局にネットワーク識別子を割り当てるとともに、割り当
てた自局のネットワーク識別子および前記使用状況情報に基づいて前記テーブルを更新す
る割当手段と、
　更新後のテーブルに関する情報を送信する送信手段と、
を有し、
　前記割当手段は、
　自局が前記既設基地局と同一の通信ネットワークを構築する場合は、前記テーブルに記
憶された前記使用状況情報を参照して、前記既設基地局によって使用されているネットワ
ーク識別子と同一のネットワーク識別子を自局のネットワーク識別子として割り当て、
　自局が前記既設基地局と異なる通信ネットワークを構築する場合は、前記既設基地局に
よって使用されているネットワーク識別子以外の未使用のネットワーク識別子を自局のネ
ットワーク識別子として割り当て、
　未使用のネットワーク識別子が無い場合であって、かつ、自局が前記既設基地局と異な
る通信ネットワークを構築する場合は、拡張識別子を設定するとともにネットワーク識別
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子として使用するビット数を増加させて、前記拡張識別子および前記増加したビットを自
局のネットワーク識別子として割り当てる
　基地局装置。
【請求項２】
　前記受信手段は、
　既設基地局から通信端末装置へ通知される使用状況情報であって、前記通信端末装置か
ら定期的に送信される使用状況情報を受信する
　請求項１に記載の基地局装置。
【請求項３】
　前記受信手段は、
　既設基地局が有するテーブルに関する情報であって、前記既設基地局による複数のネッ
トワーク識別子の使用状況を記憶するテーブルに関する情報を前記使用状況情報として受
信する
　請求項１に記載の基地局装置。
【請求項４】
　ネットワーク識別子にスクランブル処理を施すスクランブラ、をさらに有する
　請求項１に記載の基地局装置。
【請求項５】
　固有のネットワーク識別子によって識別される通信ネットワークを構築する基地局装置
におけるネットワーク識別子割り当て方法であって、
　既設基地局によるネットワーク識別子の使用状況情報を受信する受信工程と、
　前記使用状況情報を参照して前記基地局装置にネットワーク識別子を割り当てる割当工
程と、
　前記基地局装置に割り当てられたネットワーク識別子および前記使用状況情報に基づい
て、複数のネットワーク識別子の使用状況を記憶するテーブルを更新する更新工程と、
　更新後のテーブルに関する情報を送信する送信工程と、
を有し、
　前記割当工程は、
　前記基地局装置が前記既設基地局と同一の通信ネットワークを構築する場合は、前記テ
ーブルに記憶された前記使用状況情報を参照して、前記既設基地局によって使用されてい
るネットワーク識別子と同一のネットワーク識別子を前記基地局装置のネットワーク識別
子として割り当て、
　自局が前記既設基地局と異なる通信ネットワークを構築する場合は、前記既設基地局に
よって使用されているネットワーク識別子以外の未使用のネットワーク識別子を自局のネ
ットワーク識別子として割り当て、
　未使用のネットワーク識別子が無い場合であって、かつ、自局が前記既設基地局と異な
る通信ネットワークを構築する場合は、拡張識別子を設定するとともにネットワーク識別
子として使用するビット数を増加させて、前記拡張識別子および前記増加したビットを自
局のネットワーク識別子として割り当てる
　ネットワーク識別子割り当て方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ディジタル無線通信システムにおいて使用される基地局装置及びネットワーク
識別子割当て方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
少なくとも一つの通信端末装置と無線通信を行う基地局装置を複数含むディジタル無線通
信システムにおいては、通信ネットワークの識別を行っている。この通信ネットワークの
識別は、例えば以下のような場合に行われる。
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【０００３】
（１）通信端末の電源を投入した後に、基地局（ＡＰ）と通信を開始する前に、認証など
に先立って、接続可能なネットワークか否かを調べる場合（いわゆるアソシエーション時
）。
【０００４】
（２）ハンドオーバー時に接続先事業者やサポートされるサービスなどの照合を行う場合
。
【０００５】
通信ネットワークの識別は、ネットワーク識別子（例えばネットワークＩＤ、以下、ＮＥ
Ｔ－ＩＤと省略する）により行われる。このＮＥＴ－ＩＤには、ＢＣＣＨ（Broadcast Co
ntrol CHannel）の数ビットを用いている。このＮＥＴ－ＩＤを通信ネットワーク毎に割
当てて通信ネットワークを識別可能にしている。
【０００６】
一般には、ＮＥＴ－ＩＤには、ＢＣＣＨの４ビットが用いられ、１６種類の通信ネットワ
ークの識別を可能にしている。また、このＮＥＴ－ＩＤは、通信ネットワークの設置時に
乱数により決定している。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、日本国内においては、無線通信の５ＧＨｚ帯として割り当てられている周
波数は４周波である。都心のオフィスビルなど隣接する私設網が多数存在する場合や、サ
ービス種別の異なる公衆網が複数存在する場合などでは、特定地域の少ない周波数帯に多
数の異なる通信ネットワークが存在することが想定される。
【０００８】
これらの状況を考慮すると、４ビットのＮＥＴ－ＩＤを用いて通信ネットワークの識別を
行うのは非常に困難である。したがって、従来の方法では、多数の通信ネットワークが共
存する場合に、通信ネットワーク識別を行うことが困難になる可能性がある。
【０００９】
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、多数の通信ネットワークが共存する場合
においても、通信ネットワーク識別を行うことができる基地局装置及びネットワーク識別
子割当て方法を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明の骨子は、周辺の基地局のＮＥＴ－ＩＤを調査して、その調査結果に基づいて自局
のＮＥＴ－ＩＤを割り当てて、多数の通信ネットワークが共存する場合においても、ＮＥ
Ｔ－ＩＤが衝突することを防止することである。
【００１１】
【発明の実施の形態】
本発明の第１の態様に係る基地局装置は、通信ネットワークのサービスエリアが重複する
既設基地局のネットワーク識別子を調査する調査手段と、前記調査の結果に基づいて未使
用のネットワーク識別子を自局のネットワーク識別子として割り当てる割当て手段と、を
具備する構成を採る。
【００１２】
この構成によれば、多数の通信ネットワークが共存する場合においても、他の通信ネット
ワークのネットワーク識別子と衝突しないように、ネットワーク識別子を割り当てること
ができる。
【００１３】
本発明の第２の態様に係る基地局装置は、通信ネットワークのサービスエリアが重複する
既設基地局のネットワーク識別子を調査する調査手段と、前記調査の結果、未使用のネッ
トワーク識別子が無い場合に拡張識別子を設定すると共に、ネットワーク識別子に割り当
てるビット数を拡張する設定手段と、未使用のネットワーク識別子を自局のネットワーク
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識別子として割り当てる割当て手段と、を具備する構成を採る。
【００１４】
この構成によれば、多数の通信ネットワークが共存する場合においても、他の通信ネット
ワークのネットワーク識別子と衝突しないように、ネットワーク識別子を割り当てること
ができる。また、設置可能な通信ネットワーク数を拡張することができる。
【００１５】
本発明の第３の態様に係る基地局装置は、第１又は第２の態様において、通信ネットワー
クとネットワーク識別子とを対応づけたテーブルを有する構成を採る。
【００１６】
本発明の第４の態様に係る基地局装置は、第１から第３のいずれかの態様において、前記
調査手段が、既設基地局から送られるネットワーク識別子情報に基づいて調査を行う構成
を採る。
【００１７】
本発明の第５の態様に係る基地局装置は、第１から第４のいずれかの態様において、ネッ
トワーク識別子にスクランブル処理を施すスクランブラを具備する構成を採る。
【００１８】
この構成によれば、ネットワーク識別子にオフセット値を与えて、よりネットワーク識別
子の衝突を防止して、より多くの通信ネットワークに対応することができ、設置可能な通
信ネットワーク数をより多くすることができる。
【００１９】
本発明の第６の態様に係る通信端末装置は、第１から第５のいずれかの態様の基地局装置
と無線通信を行うことを特徴とする。
【００２０】
本発明の第７の態様に係る通信端末装置は、通信ネットワークとネットワーク識別子とを
対応づけた情報を含む信号を受信する受信手段と、前記情報を通信相手に対して定期的に
送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
【００２１】
この構成によれば、サービスエリアが重複するが基地局間で制御チャネルを受信できない
場合にも、効率良くネットワーク識別子を割当てることができる。
【００２２】
本発明の第８の態様に係るネットワーク識別子割当て方法は、通信ネットワークのサービ
スエリアが重複する既設基地局のネットワーク識別子を調査する工程と、前記調査の結果
に基づいて未使用のネットワーク識別子を自局のネットワーク識別子として割り当てる工
程と、を具備する。
【００２３】
この方法によれば、多数の通信ネットワークが共存する場合においても、他の通信ネット
ワークのＮＥＴ－ＩＤと衝突しないように、ＮＥＴ－ＩＤを割り当てることができる。
【００２４】
本発明の第９の態様に係るネットワーク識別子割当て方法は、通信ネットワークのサービ
スエリアが重複する既設基地局のネットワーク識別子を調査する工程と、前記調査の結果
、未使用のネットワーク識別子が無い場合に拡張識別子を設定すると共に、ネットワーク
識別子に割り当てるビット数を拡張する工程と、未使用のネットワーク識別子を自局のネ
ットワーク識別子として割り当てる工程と、を具備する。
【００２５】
この方法によれば、多数の通信ネットワークが共存する場合においても、他の通信ネット
ワークのネットワーク識別子と衝突しないように、ネットワーク識別子を割り当てること
ができる。また、設置可能な通信ネットワーク数を拡張することができる。
【００２６】
本発明の第１０の態様に係るネットワーク識別子割当て方法は、第８又は第９の態様にお
いて、既設基地局から送られるネットワーク識別子情報に基づいて調査を行う。
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【００２７】
本発明の第１１の態様に係るネットワーク識別子割当て方法は、第８から大０のいずれか
の態様において、ネットワーク識別子にスクランブル処理を施す工程を具備する。
【００２８】
以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１に係る基地局装置の構成を示すブロック図である。ここで
は、ＴＤＭＡ方式のディジタル無線通信システムにおける基地局装置について説明する。
また、ネットワーク識別子は２ビットのネットワークＩＤとする。また、通信ネットワー
クとは、社内ＬＡＮや、種々の無線通信システムなどを含むものとする。
【００２９】
通信相手から送信された信号は、アンテナ１０１を介して無線受信部１０２で受信される
。無線受信部１０２において、受信信号に対して、増幅（利得制御）、ダウンコンバート
、及びＡ／Ｄ変換の各処理が行われる。このＡ／Ｄ変換後の信号は、復調部１０３に送ら
れ、復調処理されて受信データとして得られる。
【００３０】
また、復調後の信号は、ネットワークＩＤ割当て部１０５に送られる。ネットワークＩＤ
割当て部１０５は、信号に含まれる他の基地局のＮＥＴ－ＩＤに基づいて自局のＮＥＴ－
ＩＤを割り当て、ネットワークＩＤテーブル１０４を更新する。この更新されたネットワ
ークＩＤテーブル１０４の内容は、送信されるので、フレーム構成部１０７に送られる。
【００３１】
送信データは、フレーム構成部１０７に送られ、そこでフレーム構成され、変調部１０６
に送られる。さらに、送信データは、変調部１０６で変調された後に、無線送信部１０８
に送られる。無線送信部１０８では、変調された信号に対して、Ｄ／Ａ変換、アップコン
バート、及び増幅（利得制御）の各処理が行われる。このような処理された信号は、送信
信号としてアンテナ１０１を介して送信される。
【００３２】
次に、上記構成を有する基地局装置の動作、すなわちＮＥＴ－ＩＤ割当て方法について説
明する。なお、ここでは、図２に示すフレームフォーマットの信号でＴＤＭＡ通信が行わ
れているものとする。図２に示すフレームフォーマットは、ＢＣＣＨ２０１、ＦＣＣＨ（
Frame Control CHannel）２０２、ＳＢＣＨ（Slow Broadcast control CHannel）２０３
、ＤＬ（Down Link）２０４、ＵＬ（Up Link）２０５、及びＲＡ（Random Access channe
l）２０６で構成されている。
【００３３】
ＮＥＴ－ＩＤ割当て方法においては、新しく通信ネットワークが設置された場合に、周辺
の基地局のＮＥＴ－ＩＤを調査し、その後、その調査結果に基づいて適当なＮＥＴ－ＩＤ
を決定する。このとき、決定したＮＥＴ－ＩＤは、基地局に格納されたＮＥＴ－ＩＤテー
ブルに更新される。
【００３４】
具体的には、新しく通信ネットワークが設置された場合、まず、新設の基地局は、既設の
基地局に対して通信要求を出す。この要求は、調査指示信号により、フレーム構成部１０
７で調査指示信号がＲＡ２０６で送られることにより行われる。この調査指示信号は、基
地局を新しく設置する場合に、電源を入れたときに自動的に、もしくは手動で発信される
。
【００３５】
そして、このＲＡ２０６を介して送信された信号を受信した既設の基地局、すなわち新設
の基地局とサービスエリアが重複する基地局では、ＢＣＣＨ２０１で基地局番号を報知し
ている。この新設の基地局では、この基地局番号を含む信号を受信し、復調部１０３で復
調して基地局番号を認識する。
【００３６】
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次いで、認識された基地局番号に対してＴＤＭＡ方式のタイムスロットを割り当ててもら
う旨のフレーム割当て情報をフレーム構成部１０７に送り、フレーム構成部１０７では、
このフレーム割当て情報をＦＣＣＨ２０２にフレーム構成し、フレーム構成された信号を
既設基地局に送信する。
【００３７】
その後、既設基地局は、ＢＣＣＨ２０１で自局のＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を通知する
。新設基地局は、この信号を受信し、ネットワークＩＤ割当て部１０５に送る。ネットワ
ークＩＤ割当て部１０５は、受信したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容に基づいて、ＮＥＴ－
ＩＤが衝突しないようにＮＥＴ－ＩＤを決定し、受信したＮＥＴ－ＩＤ及び決定したＮＥ
Ｔ－ＩＤをネットワークＩＤテーブル１０４に更新する。
【００３８】
更新したネットワークＩＤテーブルの内容は、既設基地局に送られ、既設基地局は受信し
たネットワークＩＤテーブルの内容を自局のネットワークＩＤテーブルに更新する。
【００３９】
このようにして、他の通信ネットワークのＮＥＴ－ＩＤと衝突しないように、ＮＥＴ－Ｉ
Ｄを割り当てることができる。
【００４０】
ここで、ＮＥＴ－ＩＤの調査は、予め人手で行い、その情報に基づいて未使用のＮＥＴ－
ＩＤを割り当てるようにしても良い。この場合、未使用のＮＥＴ－ＩＤの調査を人手によ
って行うので、ＮＥＴ－ＩＤ調査のための特別な機構を設ける必要がなく、装置の簡素化
を図ることができる。
【００４１】
また、ＮＥＴ－ＩＤの割当て（設定）は、ＮＥＴ－ＩＤの調査結果に基づいて人手で行っ
ても良い。この場合、ＮＥＴ－ＩＤ設定のための特別な機構が不要となり、装置の簡素化
を図ることができる。なお、この場合には、ＮＥＴ－ＩＤの割当て（設定）は、自動、す
なわち基地局が独自に行っても良く、予め手動であっても良い。
【００４２】
また、ＮＥＴ－ＩＤの調査は、一定時間、定期的に行っても良い。これにより、ＮＥＴ－
ＩＤテーブルの更新を定期的に行うことができ、より効果的に未使用のＮＥＴ－ＩＤを衝
突なしに割り当てることができる。調査周期については、特に制限はない。
【００４３】
さらに、新設基地局が既設基地局から取得するＮＥＴ－ＩＤは、有線通信ネットワークに
より取得しても良く、無線通信ネットワークにより取得しても良い。例えば、少なくとも
２つの基地局が通信ネットワークを共有するような場合で、基地局同士が有線通信ネット
ワークで接続されている場合には、既設基地局から新設基地局に直接ＮＥＴ－ＩＤが有線
通信により送信するようにすることができる。
【００４４】
次に、上述したネットワーク識別子割当て方法について、具体例を示して説明する。
【００４５】
（１）Ａ社が社内ＬＡＮ用に通信ネットワークを設置する（図３参照）。
まず、ＡＰ＃１－１を設置し、ＮＥＴ－ＩＤ＝１に設定する。このとき、周囲では、この
システムは使用されていないため、制限のない状態で任意の値を設定することができる。
【００４６】
次いで、ＡＰ＃１－２を設置し、ＮＥＴ－ＩＤを設定する。このとき、ＡＰ＃１－２は、
同じシステムにおける通信ネットワークを構築するので、ＮＥＴ－ＩＤとして、ＡＰ＃１
－１と同じＮＥＴ－ＩＤ（ＮＥＴ－ＩＤ＝１）を用いる。このとき、ＡＰ＃１－２は、上
述した方法により、ＡＰ＃１－１から有線もしくは無線でＮＥＴ－ＩＤ＝１を取得する。
【００４７】
（２）Ｂ社が社内ＬＡＮ用にネットワークを設置する（図４参照）。
（１）の状態において、さらにＢ社がＡＰ＃２－１を設置し、ＮＥＴ－ＩＤ＝２を設定す
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る。このとき、ＡＰ＃２－１は、ＡＰ＃１－１からＢＣＣＨデータを受信して基地局番号
を識別した後、ＡＰ＃１－１にＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容の送信を依頼する。ＡＰ＃１
－１は、ＡＰ＃２－１の依頼に応じて自局のＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容をＡＰ＃２－１
に送信する。
【００４８】
これにより、ＡＰ＃２－１は、受信したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容からＮＥＴ－ＩＤ＝
１以外のＮＥＴ－ＩＤが未使用であることを認識することができる。そして、ＡＰ＃２－
１は、自局のＮＥＴ－ＩＤとして、ＮＥＴ－ＩＤ＝１以外、例えばＮＥＴ－ＩＤ＝２を設
定すると共に、自局のＮＥＴ－ＩＤテーブルに設定した自局のＮＥＴ－ＩＤを更新する。
【００４９】
さらに、ＡＰ＃２－１は、更新したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容をＡＰ＃１－１に送信す
る。ＡＰ＃１－１は、受信したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を自局のＮＥＴ－ＩＤテーブ
ルに更新し、更新したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を有線若しくは無線でＡＰ＃１－２に
送信する。ＡＰ＃１－２は、受信したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を自局のＮＥＴ－ＩＤ
テーブルに更新する。
【００５０】
（３）Ｃ社が社内ＬＡＮ用にネットワークを設置する（図５参照）。
（２）の状態において、さらにＣ社がＡＰ＃３－１を設置し、ＮＥＴ－ＩＤ＝３を設定す
る。このとき、ＡＰ＃３－１は、ＡＰ＃２－１からＢＣＣＨデータを受信して基地局番号
を識別した後、ＡＰ＃２－１にＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容の送信を依頼する。ＡＰ＃２
－１は、ＡＰ＃３－１の依頼に応じて自局のＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容をＡＰ＃３－１
に送信する。
【００５１】
これにより、ＡＰ＃３－１は、受信したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容からＮＥＴ－ＩＤ＝
１，２以外のＮＥＴ－ＩＤが未使用であることを認識することができる。そして、ＡＰ＃
３－１は、自局のＮＥＴ－ＩＤとして、ＮＥＴ－ＩＤ＝１，２以外、例えばＮＥＴ－ＩＤ
＝３を設定すると共に、自局のＮＥＴ－ＩＤテーブルに設定した自局のＮＥＴ－ＩＤを更
新する。
【００５２】
さらに、ＡＰ＃３－１は、更新したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容をＡＰ＃２－１に送信す
る。ＡＰ＃２－１は、受信したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を自局のＮＥＴ－ＩＤテーブ
ルに更新し、更新したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容をＢＣＣＨデータとして、ＡＰ＃１－
１に送信する。
【００５３】
ＡＰ＃１－１は、受信したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を自局のＮＥＴ－ＩＤテーブルに
更新し、更新したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を有線若しくは無線でＡＰ＃１－２に送信
する。ＡＰ＃１－２は、受信したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を自局のＮＥＴ－ＩＤテー
ブルに更新する。
【００５４】
（実施の形態２）
本実施の形態においては、ＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を移動局のような通信端末を介し
て通知する場合について説明する。例えば、基地局同士がＢＣＣＨを受信できない状態が
想定される。このような状態では、同じＮＥＴ－ＩＤを使用してしまう恐れがある。そこ
で、両基地局間に通信端末が存在する場合には、この通信端末を用いてＮＥＴ－ＩＤの割
当てを行う。
【００５５】
本発明の実施の形態２に係る基地局装置の構成は実施の形態１（図１）と同様である。図
７は、本実施の形態に係る基地局装置と無線通信を行う通信端末装置の構成を示すブロッ
ク図である。
【００５６】
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通信相手から送信された信号は、アンテナ７０１を介して無線受信部７０２で受信される
。無線受信部７０２において、受信信号に対して、増幅（利得制御）、ダウンコンバート
、及びＡ／Ｄ変換の各処理が行われる。このＡ／Ｄ変換後の信号は、復調部７０３に送ら
れ、復調処理されて受信データとして得られる。
【００５７】
送信データは、変調部７０４で変調された後に、フレーム構成部７０５に送られ、そこで
フレーム構成され、無線送信部７０６に送られる。無線送信部７０６では、拡散変調され
た信号に対して、Ｄ／Ａ変換、アップコンバート、及び増幅（利得制御）の各処理が行わ
れる。このような処理された信号は、送信信号としてアンテナ７０１を介して送信される
。
【００５８】
次に、上記構成を有する基地局装置の動作、すなわちＮＥＴ－ＩＤ割当て方法について説
明する。ここでは、新設基地局と既設基地局がＢＣＣＨを受信できないときに、両基地局
間に通信端末が存在する場合を想定し、かつ、通信端末が常時もしくは定期的にＮＥＴ－
ＩＤテーブルの内容を含む信号を通信相手の基地局に送信しているものとする。
【００５９】
新しく通信ネットワークが設置されると、新設基地局は、通信端末と既設基地局との間で
送受信されているＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を含む信号を受信することができる。すな
わち、新設基地局は、実施の形態１と同様の動作により、基地局番号を識別して既設基地
局のＢＣＣＨのタイムスロットを認識し、ＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を含む信号を受信
する。
【００６０】
新設基地局は、受信信号から既設基地局のＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を抽出し、ネット
ワークＩＤ割当て部１０５に送る。ネットワークＩＤ割当て部１０５は、受信したＮＥＴ
－ＩＤテーブルの内容に基づいて、ＮＥＴ－ＩＤが衝突しないようにＮＥＴ－ＩＤを決定
し、受信したＮＥＴ－ＩＤ及び決定したＮＥＴ－ＩＤをネットワークＩＤテーブル１０４
に更新する。
【００６１】
更新したネットワークＩＤテーブルの内容は、上記のようにして通信端末を介して既設基
地局に送られ、既設基地局は受信したＮＥＴ－ＩＤの内容を自局のＮＥＴ－ＩＤテーブル
に更新する。この新設基地局で更新されたＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容は、例えば新設基
地局と通信を行っている他の通信端末が常時もしくは定期的に送信する信号から既設基地
局が上述した手順により取得して、自局のＮＥＴ－ＩＤテーブルに更新する。
【００６２】
また、本実施の形態においては、新しく通信ネットワークが設置された時に、新設基地局
が自局と通信を行っている通信端末を介して、既設の基地局に対して自局のＮＥＴ－ＩＤ
テーブルの内容を通知する要求を出すようにしても良い。このとき、通信端末は、内容通
知要求を受信したときに、ネットワークＩＤ調査指示信号をフレーム構成部７０５に送り
、フレーム構成部７０５は、既設基地局に対する送信フレームにネットワークＩＤ調査指
示信号を組み込む。
【００６３】
通信端末は、このネットワークＩＤ調査指示信号を含む信号を既設基地局に送信する。既
設基地局は、受信信号に含まれるネットワークＩＤ調査指示信号に応じて、自局のＮＥＴ
－ＩＤテーブルの内容を通信端末に通知する。
【００６４】
通信端末は、既設基地局のＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容をフレーム構成部７０５に送り、
フレーム構成部７０５は、新設基地局に対する送信フレームに既設基地局のＮＥＴ－ＩＤ
テーブルの内容を組み込む。そして、通信端末は、ＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容が組み込
まれた信号を新設基地局に送信する。
【００６５】
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新設基地局は、受信信号から既設基地局のＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を抽出し、ネット
ワークＩＤ割当て部１０５に送る。ネットワークＩＤ割当て部１０５は、受信したＮＥＴ
－ＩＤテーブルの内容に基づいて、ＮＥＴ－ＩＤが衝突しないようにＮＥＴ－ＩＤを決定
し、受信したＮＥＴ－ＩＤ及び決定したＮＥＴ－ＩＤをネットワークＩＤテーブル１０４
に更新する。
【００６６】
更新したネットワークＩＤテーブルの内容は、上記のようにして通信端末を介して既設基
地局に送られ、既設基地局は受信したネットワークＩＤテーブルの内容を自局のネットワ
ークＩＤテーブルに更新する。
【００６７】
このようにして、本実施の形態においても、他の通信ネットワークのＮＥＴ－ＩＤと衝突
しないように、ＮＥＴ－ＩＤを割り当てることができる。また、本実施の形態においては
、サービスエリアが重複するが基地局間でＢＣＣＨを受信できない場合にも、効率良くＮ
ＥＴ－ＩＤを割当てることができる。
【００６８】
（実施の形態３）
本実施の形態においては、ＮＥＴ－ＩＤのビット数を越える数の通信ネットワークが共存
するときに拡張コードを用いて対応する場合について説明する。
【００６９】
ＢＣＣＨにおいてＮＥＴ－ＩＤのために割り当てられているビット数には制限があるので
（例えば４ビット以下）、ＢＣＣＨにおいてＮＥＴ－ＩＤに割り当てられたビット数を越
える数の通信ネットワークの設定がなされる場合には、ＳＢＣＨを用いる。
【００７０】
このＳＢＣＨは、接続先ネットワークが契約済みか、また、使用するサービスがサポート
されているか、などを調べる際に使用されるチャネルであり、毎フレーム送信せず、長周
期で送信する報知チャネルである。
【００７１】
このＳＢＣＨを用いる場合には、特定のＮＥＴ－ＩＤを拡張用の識別子とする必要がある
。例えば、ＮＥＴ－ＩＤ＝０を拡張識別子とする。
【００７２】
基地局設置前の既使用ＮＥＴ－ＩＤを調査した結果、未使用のＮＥＴ－ＩＤ値が存在しな
かった場合、すなわちＮＥＴ－ＩＤに割り当てられているビット数が２ビットである場合
に、ＮＥＴ－ＩＤ＝１～３のすべてが使用されていた場合には、ＮＥＴ－ＩＤ値のフィー
ルドは”０”として拡張識別子であることを報知する。
【００７３】
そして、ＮＥＴ－ＩＤ＝１～３のすべてが使用されていた状態で、新たに設置する基地局
のＮＥＴ－ＩＤは、ＳＢＣＨを用いて報知する。したがって、ＮＥＴ－ＩＤテーブルの内
容を取得して拡張識別子しか残っていない場合には、その拡張識別子が「ＮＥＴ－ＩＤを
ＳＢＣＨで報知する」という印となる。これにより、ＮＥＴ－ＩＤのビット数を拡張する
ことができる。この結果、設置可能な通信ネットワーク数を拡張することができる。なお
、上記方法において、ＮＥＴ－ＩＤの調査及び設定については、異なるチャネルを用いる
ことを除いて実施の形態１，２と同様に行う。
【００７４】
本実施の形態において、ＢＣＣＨでＮＥＴ－ＩＤを用いる通信ネットワークと、ＳＢＣＨ
でＮＥＴ－ＩＤを用いる通信ネットワークを区別しても良い。例えば、ＢＣＣＨでＮＥＴ
－ＩＤを報知する通信ネットワークを私設通信ネットワークのみとし、ＳＢＣＨで公衆通
信ネットワークのＮＥＴ－ＩＤを報知する。
【００７５】
これにより、私設通信ネットワークのみに使用する機器の動作を単純化することができる
。これは、コストメリット及びハード規模メリットが大きい。その結果、家庭用機器に適
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用することが可能となる。
【００７６】
また、ＢＣＣＨでＮＥＴ－ＩＤを報知する通信ネットワークを公衆通信ネットワークのみ
とし、ＳＢＣＨで私設通信ネットワークのＮＥＴ－ＩＤを報知する。
【００７７】
これにより、高速ハンドオーバー可能な公衆通信ネットワーク数を十分確保することがで
きる。例えば、ＮＥＴ－ＩＤを４ビットとすると、高速ハンドオーバー可能な公衆通信ネ
ットワーク数を１５種まで許容することができる。この数は、公衆通信ネットワーク事業
者どうしのローミングを考慮すると十分であると考えられる。
【００７８】
本実施の形態において、ＢＣＣＨに割り当てられたビット数を越える通信ネットワークが
存在する場合、基地局設置後も周囲の通信ネットワークで使用されているＮＥＴ－ＩＤを
監視する。そして、ＮＥＴ－ＩＤ監視の結果、拡張識別子（例えばＮＥＴ－ＩＤ＝０）が
使用されていた場合は、それまで拡張識別子以外の値のＮＥＴ－ＩＤ（例えば、ＮＥＴ－
ＩＤ＝１～３の中のいずれかの値）を使用している通信ネットワークにおいても、拡張識
別子を用いて、実際のＮＥＴ－ＩＤをＳＢＣＨを使用して報知するようにする。
【００７９】
すなわち、設置済みネットワーク数がＢＣＣＨに割り当てられたビット数を越える場合に
おいて、全通信ネットワークが拡張識別子を使用してＳＢＣＨを使用してＮＥＴ－ＩＤを
報知する。
【００８０】
ＢＣＣＨを用いて報知を行うＮＥＴ－ＩＤ＝１～３を使用しつづける通信ネットワーク（
設置時期が早い）は、長周期であるＳＢＣＨを用いて報知を行う通信ネットワーク（設置
時期が遅い）に比べて高速ハンドオーバーができるため、公平ではない。上記のように、
全通信ネットワークが拡張識別子を使用してＳＢＣＨを使用してＮＥＴ－ＩＤを報知する
ことにより、ハンドオーバーについて公平性を保つことができる。
【００８１】
次に、上述したネットワーク識別子割当て方法について、具体例を示して説明する。
【００８２】
Ｄ社が社内ＬＡＮ用にネットワークを設置する（図６参照）。
実施の形態１で説明した（３）の状態において、さらにＤ社がＡＰ＃４－１を設置し、Ｎ
ＥＴ－ＩＤを設定する場合、ＡＰ＃４－１は、ＡＰ＃３－１からＢＣＣＨデータを受信し
て基地局番号を識別した後、ＡＰ＃３－１にＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容の送信を依頼す
る。ＡＰ＃３－１は、ＡＰ＃４－１の依頼に応じて自局のＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を
ＡＰ＃４－１に送信する。
【００８３】
これにより、ＡＰ＃４－１は、受信したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容からＮＥＴ－ＩＤ＝
１～３すべてが使用済であり、ＮＥＴ－ＩＤ＝０のみが未使用であることを認識すること
ができる。そして、ＡＰ＃４－１は、自局のＮＥＴ－ＩＤとして、拡張識別子ＮＥＴ－Ｉ
Ｄ＝０を設定すると共に、通信ネットワーク識別のために、ＳＢＣＨ内のＮＯＰ－ＩＤ（
Network Operator ID）に自社の識別子を設定する。また、ＡＰ＃４－１は、自局のＮＥ
Ｔ－ＩＤテーブルに設定した自局のＮＥＴ－ＩＤを更新する。
【００８４】
さらに、ＡＰ＃４－１は、更新したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容をＡＰ＃３－１に送信す
る。ＡＰ＃３－１は、受信したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を自局のＮＥＴ－ＩＤテーブ
ルに更新する。更新の結果、ＮＥＴ－ＩＤ拡張識別子が使用されていることが判明するた
め、自局のＮＥＴ－ＩＤテーブルにＮＥＴ－ＩＤ＝０（拡張識別子）を設定する。さらに
、ＳＢＣＨ内のＮＯＰ－ＩＤ（Network Operator ID）に自社の識別子を設定する。更新
したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容をＡＰ＃２－１に送信する。
【００８５】
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ＡＰ＃２－１は、受信したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を自局のＮＥＴ－ＩＤテーブルに
更新する。更新の結果、ＮＥＴ－ＩＤ拡張識別子が使用されていることが判明するため、
自局のＮＥＴ－ＩＤテーブルにＮＥＴ－ＩＤ＝０（拡張識別子）を設定する。さらに、Ｓ
ＢＣＨ内のＮＯＰ－ＩＤ（Network Operator ID）に自社の識別子を設定する。更新した
ＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容をＡＰ＃１－１に送信する。
【００８６】
ＡＰ＃１－１は、受信したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を自局のＮＥＴ－ＩＤテーブルに
更新する。更新の結果、ＮＥＴ－ＩＤ拡張識別子が使用されていることが判明するため、
自局のＮＥＴ－ＩＤテーブルにＮＥＴ－ＩＤ＝０（拡張識別子）を設定する。さらに、Ｓ
ＢＣＨ内のＮＯＰ－ＩＤ（Network Operator ID）に自社の識別子を設定する。更新した
ＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を有線若しくは無線でＡＰ＃１－２に送信する。ＡＰ＃１－
２は、受信したＮＥＴ－ＩＤテーブルの内容を自局のＮＥＴ－ＩＤテーブルに更新する。
更新の結果、ＮＥＴ－ＩＤ拡張識別子が使用されていることが判明するため、自局のＮＥ
Ｔ－ＩＤテーブルにＮＥＴ－ＩＤ＝０（拡張識別子）を設定する。さらに、ＳＢＣＨ内の
ＮＯＰ－ＩＤ（Network Operator ID）に自社の識別子を設定する。
【００８７】
（実施の形態４）
本実施の形態においては、ＮＥＴ－ＩＤにオフセット値を与えて、よりＮＥＴ－ＩＤの衝
突を防止して、より多くの通信ネットワークに対応することができる場合について説明す
る。これにより、設置可能な通信ネットワーク数をより多くすることができる。
【００８８】
図８は、本発明の実施の形態４に係る基地局装置の概略構成を示すブロック図である。な
お、図８に示す基地局装置において、図１と同じ部分については、図１と同じ符号を付し
てその詳細な説明は省略する。
【００８９】
本基地局装置は、ＢＣＣＨをスクランブルするスクランブラ８０１と、スクランブルされ
たＢＣＣＨからスクランブルを解除するスクランブル解除部８０２を備えている。スクラ
ンブラ８０１は、図９に示すように、オフセット値をフレームカウンタ値に加算する加算
器９０１１を有する初期値設定器９０１と、遅延器９０２１及び加算器９０２２，９０２
３を有するシフトレジスタ９０２とから構成されている。また、スクランブル解除部８０
２も、図９に示すスクランブラと同じ構成を有している。
【００９０】
このスクランブラ８０１においては、初期値にフレームカウンタ値（図９ではＢＣＣＨの
先頭４ビット）＋αを使用する。したがって、図９に示すスクランブラにおいて、フレー
ムカウンタ値が初期値設定器９０１の加算器９０１１に入力されると、オフセット値αが
加算されて、シフトレジスタ９０２（図９においては７ビット）側に出力される。
【００９１】
このシフトレジスタ９０２においては、加算器９０２２があるために、ビット列がランダ
ム化される。したがって、このランダム化されたビット列をフレームカウンタ値に加算器
９０２３で加算することにより、スクランブルがかけられることになる。このようにして
ＢＣＣＨの所定のビット（ＮＥＴ－ＩＤ用ビット）がスクランブルされる。スクランブル
解除部８０２においても、上記と同様の動作によりスクランブルが解除される。
【００９２】
本実施の形態においては、スクランブラの初期値として、ＭＯＤ（フレームカウンタ値＋
α）を使用しても良い。例えば、４ビットの場合では、ＭＯＤ１６（α＝０～１５となる
）。この場合、αが１６通り、ＮＥＴ－ＩＤ値が１６通りであるので、２５６種までの通
信ネットワークの識別が可能になる。特に、αをフレームカウンタ値と同じビット数とし
ているので、スクランブラにおける特別なハード付加は不要となる。
【００９３】
また、スクランブラにおいて、初期値を（フレームカウンタ＋β：βは１６以上の任意の
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数値）とすることにより、設置可能な通信ネットワーク数を２５７以上に拡張することが
できる。
【００９４】
本実施の形態においては、スクランブラの初期値となるフレームカウンタ値をフレーム毎
に変更して、システムの秘匿性を高めるようにしても良い。例えば、通信ネットワーク毎
に変更パターンを変えて、フレームカウンタ値の選択をランダムにしてスクランブル処理
を行う。具体的には、通信ネットワーク１では、”１”→”２”→”３”のようにフレー
ム毎にフレームカウンタ値を増加させ、通信ネットワーク２では、”１”→”７”→”６
”のようにフレーム毎にフレームカウンタ値を減少させ、通信ネットワーク３では、”１
”→”３”→”５”のようにフレーム毎にフレームカウンタ値を増加させる。
【００９５】
また、図９に示すスクランブラは、固定長の多項式（６次多項式）に基づいてスクランブ
ル処理を行っている。この多項式の次数をシステム毎に変えることにより、より多くの通
信ネットワークの識別を行うことができる。
【００９６】
公衆サービスでの異なる事業者間のローミング、ハンドオーバーを容易にすることを考え
ると、スクランブラで使用する多項式の次数は、通信ネットワーク間で同一であることが
望ましい。そこで、自営システムと公衆システムで多項式の次数を変えることが考えられ
る。例えば、自営システムでは６次多項式を用い、公衆システムでは７次多項式を用いる
。これにより、各システム毎に、識別できる通信ネットワーク数を適切に増加させること
ができる。
【００９７】
上記実施の形態１～４においては、ネットワーク識別子としてＮＥＴ－ＩＤを用いた場合
について説明しているが、本発明は通信ネットワークを識別できるものを用いた場合すべ
てに適用することが可能である。また、ＮＥＴ－ＩＤを報知するチャネルとしてＢＣＣＨ
及びＳＢＣＨを用いた場合について説明しているが、本発明は、ＮＥＴ－ＩＤを報知でき
れば、いずれのチャネルを用いても良い。
【００９８】
上記実施の形態１～４においては、ＮＥＴ－ＩＤが２ビットである場合について説明して
いるが、ＮＥＴ－ＩＤのビット数には制限されない。また、上記実施の形態１～４では、
ＮＥＴ－ＩＤ＝０に拡張コードを設定している場合について説明しているが、他のＮＥＴ
－ＩＤに拡張コードを設定しても良い。
【００９９】
また、上記実施の形態１～４においては、ディジタル無線通信システムがＴＤＭＡ方式で
ある場合について説明しているが、本発明は、他の通信方式、例えばＯＦＤＭ方式やＣＤ
ＭＡ方式などである場合においても適用することができる。
【０１００】
本発明は、上記実施の形態１～４に限定されず、種々変更して実施することが可能である
。例えば、上記実施の形態１～４は、適宜組み合わせて実施することが可能である。
【０１０１】
【発明の効果】
以上説明したように本発明の基地局装置及びネットワーク識別子割当て方法は、周辺の基
地局のＮＥＴ－ＩＤを調査して、その調査結果に基づいて自局のＮＥＴ－ＩＤを割り当て
るので、多数の通信ネットワークが共存する場合においても、ＮＥＴ－ＩＤが衝突するこ
とを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係る基地局装置の概略構成を示すブロック図
【図２】無線通信において使用するフレームフォーマットを示す図
【図３】通信ネットワークにＮＥＴ－ＩＤを割り当てる方法を説明するための図
【図４】通信ネットワークにＮＥＴ－ＩＤを割り当てる方法を説明するための図
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【図５】通信ネットワークにＮＥＴ－ＩＤを割り当てる方法を説明するための図
【図６】通信ネットワークにＮＥＴ－ＩＤを割り当てる方法を説明するための図
【図７】本発明の実施の形態２に係る基地局装置と無線通信を行う通信端末装置の概略構
成を示すブロック図
【図８】本発明の実施の形態４に係る基地局装置の概略構成を示すブロック図
【図９】上記実施の形態４に係る基地局装置におけるスクランブラの構成を示すブロック
図
【符号の説明】
１０１，７０１　アンテナ
１０２，７０２　無線受信部
１０３，７０３　復調部
１０４　ネットワークＩＤテーブル
１０５　ネットワークＩＤ割当て部
１０６，７０４　変調部
１０７，７０５　フレーム構成部
１０８，７０６　無線送信部
８０１　スクランブラ
８０２　スクランブル解除部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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