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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信端末と無線通信を行うフェムトセル無線基地局であって、
　電力を供給する電力供給装置と接続された際に前記電力供給装置から電力を受け付ける
複数の端子と、
　前記複数の端子のうち前記電力供給装置と接続された接続端子が受け付けた電力の総和
を測定する測定手段と、
　前記測定手段の測定結果に応じて、前記通信端末との無線通信を制御する制御手段と、
を含むフェムトセル無線基地局。
【請求項２】
　請求項１に記載のフェムトセル無線基地局において、
　前記制御手段は、前記測定手段の測定結果に応じて、無線通信可能な前記通信端末の上
限数、無線通信電力および通信速度のうち、少なくとも１つを制御する、フェムトセル無
線基地局。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のフェムトセル無線基地局において、
　前記制御手段は、
　無線通信中の前記通信端末の数を減らすための通信切断手法を記憶した記憶手段と、
　前記測定手段の測定結果が、前記測定手段の前回の測定結果よりも小さい電力を示す場
合に、前記記憶手段に記憶されている通信切断手法に従って、前記無線通信中の通信端末
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の数を減らす処理手段と、を含む、フェムトセル無線基地局。
【請求項４】
　請求項３に記載のフェムトセル無線基地局において、
　前記記憶手段は、前記通信切断手法として、前記無線通信中のすべての通信端末との通
信を切断する第１手法と、前記無線通信中の通信端末のうち特定通信端末以外の通信端末
との通信を切断する第２手法と、前記処理手段が予め定められた手法で前記無線通信中の
通信端末の中から通信を切断する切断通信端末を選択し当該切断通信端末との通信を切断
する第３手法と、のいずれかを記憶する、フェムトセル無線基地局。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載のフェムトセル無線基地局において、
　前記端子は、USB端子である、フェムトセル無線基地局。
【請求項６】
　電力を供給する電力供給装置と接続された際に電力供給装置から電力を受け付ける複数
の端子を含むフェムトセル無線基地局での通信制御方法であって、
　前記複数の端子のうち前記電力供給装置と接続された接続端子が受け付けた電力の総和
を測定する測定ステップと、
　前記測定の結果に応じて、通信端末との無線通信を制御する制御ステップと、を含む通
信制御方法。
【請求項７】
　電力を供給する電力供給装置と接続された際に電力供給装置から電力を受け付ける複数
の端子と接続されたコンピュータに、
　前記複数の端子のうち前記電力供給装置と接続された接続端子が受け付けた電力の総和
を測定する測定手順と、
　前記測定の結果に応じて、通信端末との無線通信を制御する制御手順と、を実行させる
ためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フェムトセル無線基地局、通信制御方法およびプログラムに関し、例えば、
USB（Universal Serial Bus）ケーブル経由で電力を受け付けるフェムトセル無線基地局
、通信制御方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、USBケーブル経由で他の電子機器から供給された電力で動作する電子
機器が記載されている。また、USBケーブル経由で他の電子機器から供給された電力で動
作するフェムトセル無線基地局（以下「USB電源供給方式を用いたフェムトセル無線基地
局」と称する）も知られている。
【０００３】
　USB電源供給方式を用いたフェムトセル無線基地局では、フェムトセル無線基地局が提
供する通信サービス（例えば、通信可能な通信端末数、無線送信電力または通信速度）が
固定されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２８０７７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　フェムトセル無線基地局の利用場面は、常に一定ではない。例えば、一名のユーザが一
台の通信端末を使用してフェムトセル無線基地局の通信サービスを占有する場面と、複数
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のユーザの各々が通信端末を使用してフェムトセル無線基地局の通信サービスを共有する
場面が想定される。
【０００６】
　しかしながら、USB電源供給方式を用いたフェムトセル無線基地局のように通信サービ
スが固定されたフェムトセル無線基地局では、通信サービスを変更することができない。
このため、ユーザは、通信サービスの異なる複数のフェムトセル無線基地局を、フェムト
セル無線基地局の利用場面に応じて使い分けなければならないという課題があった。
【０００７】
　本発明の目的は、上記課題を解決可能なフェムトセル無線基地局、通信制御方法および
プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のフェムトセル無線基地局は、通信端末と無線通信を行うフェムトセル無線基地
局であって、電力を供給する電力供給装置と接続された際に前記電力供給装置から電力を
受け付ける複数の端子と、前記複数の端子のうち前記電力供給装置と接続された接続端子
が受け付けた電力の総和を測定する測定手段と、前記測定手段の測定結果に応じて、前記
通信端末との無線通信を制御する制御手段と、を含む。
【０００９】
　本発明の通信制御方法は、電力を供給する電力供給装置と接続された際に電力供給装置
から電力を受け付ける複数の端子を含むフェムトセル無線基地局での通信制御方法であっ
て、前記複数の端子のうち前記電力供給装置と接続された接続端子が受け付けた電力の総
和を測定する測定ステップと、前記測定の結果に応じて、通信端末との無線通信を制御す
る制御ステップと、を含む。
【００１０】
　本発明のプログラムは、電力を供給する電力供給装置と接続された際に電力供給装置か
ら電力を受け付ける複数の端子と接続されたコンピュータに、前記複数の端子のうち前記
電力供給装置と接続された接続端子が受け付けた電力の総和を測定する測定手順と、前記
測定の結果に応じて、通信端末との無線通信を制御する制御手順と、を実行させる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、１台のフェムトセル無線基地局で、複数の利用場面に応じた通信サー
ビスを提供することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態のフェムトセル無線基地局１を説明するためのブロック図で
ある。
【図２】サービス記憶部１５ａ内のサービス情報１５ａ１の一例を示した図である。
【図３】フェムトセル無線基地局１の動作を説明するためのシーケンス図である。
【図４】USB端子１１および１２と供給電力測定部１４と制御部１５からなるフェムトセ
ル無線基地局を示したブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の一実施形態のフェムトセル無線基地局を図面を参照して説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の一実施形態のフェムトセル無線基地局１を説明するためのブロック図
である。
【００１５】
　図１において、フェムトセル無線基地局１は、USB電源供給装置２から電力を受け付け
、１台または複数台の移動端末３と無線通信を行う。USB電源供給装置２は、電力供給装
置の一例であり、USB端子２１および２２を備える。移動端末３は通信端末の一例である
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。
【００１６】
　フェムトセル無線基地局１は、USB端子１１および１２を備えるUSBケーブル１３と、供
給電力測定部１４と、制御部１５と、を含む。制御部１５は、サービス記憶部１５ａと、
処理部１５ｂと、を含む。処理部１５ｂは、通信制御部１５ｂ１と、送受信部／信号処理
部（以下「通信部」と称する）１５ｂ２と、アンテナ１５ｂ３と、を含む。
【００１７】
　USB端子１１および１２は、一般的に複数の端子と呼ぶことができる。
【００１８】
　USB端子１１および１２は、それぞれ、電力を供給するUSB電源供給装置２のUSB端子２
１または２２と接続された際にUSB電源供給装置２から電力を受け付ける。
【００１９】
　USBケーブル１３は、USB端子１１および１２のうち、USB電源供給装置２と接続されたU
SB端子（以下「接続端子」と称する）が受け付けた電力の総和を、供給電力測定部１４に
供給する。
【００２０】
　供給電力測定部１４は、一般的に測定手段と呼ぶことができる。
【００２１】
　供給電力測定部１４は、USBケーブル１３から供給された電力の総和、つまり、接続端
子が受け付けた電力の総和を測定する。
【００２２】
　また、供給電力測定部１４は、電力測定値（測定結果）を制御部１５（さらに言えば、
通信制御部１５ｂ１）に通知する機能を備えている。
【００２３】
　供給電力測定部１４は、例えば、ユーザがUSBケーブル１３をUSB端子２１および２２の
いずれか一方（例えば、端子２１）とのみ接続した状況では、ひとつのUSB端子の供給電
力量の最大値Ａを、電力測定値として制御部１５に通知する。
【００２４】
　また、供給電力測定部１４は、例えば、ユーザがUSBケーブル１３をUSB端子２１および
２２の両方に接続した状況では、ふたつのUSB端子の供給電力量の最大値の合計値Ｂを、
電力測定値として制御部１５に通知する。
【００２５】
　また、供給電力測定部１４は、USBケーブル１３から供給された電力をフェムトセル無
線基地局１内の各部に供給して各部を動作させる。
【００２６】
　制御部１５は、一般的に制御手段と呼ぶことができる。
【００２７】
　制御部１５は、供給電力測定部１４からの電力測定値に応じて、移動端末３との無線通
信を制御する。
【００２８】
　サービス記憶部１５ａは、一般的に記憶手段と呼ぶことができる。
【００２９】
　サービス記憶部１５ａは、サービス情報を保持する。サービス情報は、フェムトセル無
線基地局１が行う移動端末３との無線通信に関する通信サービスを表す。
【００３０】
　サービス情報は、供給電力量に応じた通信可能な移動端末数の上限値と、供給電力量に
応じた無線送信電力と、供給電力量に応じた通信速度と、無線通信中の移動端末３の数を
減らすための通信切断手法と、を表す。
【００３１】
　図２は、サービス記憶部１５ａ内のサービス情報１５ａ１の一例を示した図である。
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【００３２】
　サービス情報１５ａ１は、供給電力量１５ａ１ａと、供給電力量１５ａ１ａに関連づけ
られた通信制御情報１５ａ１ｂと、通信切断手法１５ａ１ｃと、を表す。
【００３３】
　供給電力量１５ａ１ａは、ひとつのUSB端子の供給電力量の最大値Ａと、ふたつのUSB端
子の供給電力量の最大値の合計値Ｂと、を表す。
【００３４】
　通信制御情報１５ａ１ｂは、フェムトセル無線基地局１が提供する通信サービスに関す
る情報である。
【００３５】
　通信制御情報１５ａ１ｂのうち、最大値Ａと関連づけられた通信制御情報１５ａ１ｂＡ
は、移動端末３の上限数：ｎ（但し、ｎ＞０）と、無線通信電力：ｓ（但し、ｓ＞０）と
、通信速度：ｕ（但し、ｕ＞０）と、を表す。
【００３６】
　通信制御情報１５ａ１ｂのうち、合計値Ｂと関連づけられた通信制御情報１５ａ１ｂＢ
は、移動端末３の上限数：ｍ（但し、ｍ＞ｎ）と、無線通信電力：ｔ（但し、ｔ≧ｓ）と
、通信速度：ｖ（但し、ｕ≧ｖ）と、を表す。
【００３７】
　なお、図２に示した通信制御情報１５ａ１ｂでは、移動端末の上限数と無線通信電力と
通信速度とが、供給電力量に応じて変更するが、例えば、移動端末の上限数と無線通信電
力と通信速度とのうちの少なくとも１つが供給電力量に応じて変更してもよい。
【００３８】
　通信切断手法１５ａ１ｃは、無線通信中の移動端末３の数を減らすための通信切断手法
である。
【００３９】
　通信切断手法としては、例えば、無線通信中のすべての移動端末３との通信を一旦全て
切断する方法（第１手法）と、無線通信中の移動端末３のうち特定の移動端末以外の移動
端末３との通信を切断する方法（第２手法）と、処理部１５ｂが予め定められた自立的な
判定手法で無線通信中の移動端末３の中から通信を切断する切断通信端末を選択しその切
断通信端末との通信を切断する方法（第３手法）、という３つの選択肢がある。
【００４０】
　いずれの選択肢をサービス記憶部１５ａに保持するかは、ユーザによって選択可能であ
る。
【００４１】
　図２では、通信切断手法１５ａ１ｃとして第１手法が用いられている。
【００４２】
　なお、第３手法における自立的な判定手法としては、例えば、無線通信中の移動端末３
のうち、フェムトセル無線基地局１からの距離が最も長い移動端末３を切断通信端末とし
て選択するという判定手法が用いられる。なお、処理部１５ｂは、フェムトセル無線基地
局１からの距離が長い移動端末３ほど、移動端末３との通信に用いる送信電力を大きくす
る。このため、この判定手法が用いられた場合、処理部１５ｂは、無線通信中の移動端末
３のうち、通信に用いる送信電力が最も大きい移動端末３を、切断通信端末として選択す
る。
【００４３】
　処理部１５ｂは、一般的に処理手段と呼ぶことができる。
【００４４】
　処理部１５ｂは、供給電力測定部１４からの電力測定値を記憶する。処理部１５ｂは、
サービス記憶部１５ａを参照して、供給電力測定部１４からの今回の電力測定値に応じた
通信制御情報１５ａ１ｂ（通信可能な移動端末数、無線送信電力および通信速度）を特定
し、その特定された通信制御情報１５ａ１ｂが示す通信サービスを実行する。
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【００４５】
　また、処理部１５ｂは、供給電力測定部１４からの今回の電力測定値が、前回の電力測
定値よりも小さい電力を示す場合に、サービス記憶部１５ａに記憶されている通信切断手
法１５ａ１ｃに従って、無線通信中の移動端末３の数を減らす。
【００４６】
　本実施形態では、処理部１５ｂは、供給電力測定部１４からの今回の電力測定値が前回
の電力測定値よりも小さい電力を示し、かつ、無線通信中の移動端末３の数が、今回の電
力測定値に応じた移動端末３の上限数よりも大きい場合に、サービス記憶部１５ａに記憶
されている通信切断手法１５ａ１ｃに従って、無線通信中の移動端末３の数を、今回の電
力測定値に応じた移動端末３の上限数まで減らす。
【００４７】
　通信制御部１５ｂ１は、供給電力測定部１４から電力測定値を受け付けるごとに、その
電力測定値を記憶し、かつ、記憶されている電力測定値のうち、前回の電力測定値よりも
前のタイミングで記憶された電力測定値を削除する。なお、通信制御部１５ｂ１は、供給
電力測定部１４からの電力の供給が断たれると、記憶しているすべての電力測定値を削除
する。
【００４８】
　通信制御部１５ｂ１は、供給電力測定部１４からの電力測定値に基づき、サービス記憶
部１５ａに対してサービス情報の問合せを行う。通信制御部１５ｂ１は、サービス記憶部
１５ａから、問合せの回答情報として、電力測定値に応じた通信制御情報１５ａ１ｂ、ま
たは、電力測定値に応じた通信制御情報１５ａ１ｂと通信切断手法１５ａ１ｃとを受け取
ると、その回答情報を示す制御信号を生成し、その制御信号を通信部１５ｂ２に出力する
。
【００４９】
　通信部１５ｂ２は、通信制御部１５ｂ１からの制御信号に基づいて、アンテナ１５ｂ３
を介して１台または複数の移動端末３と無線通信する。
【００５０】
　次に、動作を説明する。
【００５１】
　図３は、フェムトセル無線基地局１の動作を説明するためのシーケンス図である。
【００５２】
　まず、ユーザ４が、USB電源供給装置２とフェムトセル無線基地局１が接続されていな
い状況（この状況では、通信制御部１５ｂ１には以前の電力測定値は記憶されていない）
で、USBケーブル１３を用いて、USB電源供給装置２のUSB端子２１とフェムトセル無線基
地局１を接続したとする（ステップＡ１）。
【００５３】
　USBケーブル１３の１つのUSB端子（USB端子１１または１２）がUSB電源供給装置２のUS
B端子２１と接続すると、供給電力測定部１４は、USB電源供給装置２のUSB端子２１からU
SBケーブル１３を介して受給する電力を測定し、電力測定値を通信制御部１５ｂ１に通知
する（ステップＡ２）。この場合、電力測定値として、最大値Ａが通知される。
【００５４】
　通信制御部１５ｂ１は、以前の電力測定値を記憶していない状況で、電力測定値（最大
値Ａ）を受け付けると、その電力測定値（今回の電力測定値）を記憶し、今回の電力測定
値に基づいて、サービス記憶部１５ａに対してサービス情報の問い合わせを行う（ステッ
プＡ３）。
【００５５】
　本実施形態では、通信制御部１５ｂ１は、今回の電力測定値である最大値Ａをサービス
情報の問合せとしてサービス記憶部１５ａに出力する。サービス記憶部１５ａは、電力測
定値（最大値Ａ）を受け付けると、電力測定値（最大値Ａ）に関連づけられた通信制御情
報１５ａ１ｂＡ（図２参照）を、問合せの回答情報として通信制御部１５ｂ１に出力する
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。
【００５６】
　通信制御部１５ｂ１は、問合せの回答情報（通信制御情報１５ａ１ｂＡ）を受け付ける
と、通信制御情報１５ａ１ｂＡを示す制御信号を生成し、その制御信号で通信部１５ｂ２
を制御する（ステップＡ４）。
【００５７】
　通信部１５ｂ２は、通信制御部１５ｂ１からの制御信号に基づいて、アンテナ１５ｂ３
を用いて、移動端末３の上限数をｎとし無線通信電力をｓとし通信速度をｕとする通信サ
ービスを実行し、最大ｎ台の移動端末３と無線通信する（ステップＡ５）。
【００５８】
　その後、ユーザ４が、フェムトセル無線基地局１の利用場面に応じて、USBケーブル１
３を用いて、USB電源供給装置２のUSB端子２２とフェムトセル無線基地局１を追加接続し
たとする（ステップＡ６）。
【００５９】
　USBケーブル１３のUSB端子１１および１２がUSB電源供給装置２のUSB端子２１および２
２とそれぞれ接続すると、供給電力測定部１４は、USB電源供給装置２のUSB端子２１およ
び２２からUSBケーブル１３を介して受給する電力を測定し、電力測定値（この場合、合
計値Ｂ）を通信制御部１５ｂ１に通知する（ステップＡ７）。
【００６０】
　通信制御部１５ｂ１は、電力測定値（合計値Ｂ）を受け付けると、今回の電力測定値（
合計値Ｂ）を記憶し、今回の電力測定値（合計値Ｂ）に基づいて、サービス記憶部１５ａ
に対してサービス情報の問い合わせを行う（ステップＡ８）。
【００６１】
　本実施形態では、通信制御部１５ｂ１は、今回の電力測定値である合計値Ｂをサービス
情報の問合せとしてサービス記憶部１５ａに出力する。サービス記憶部１５ａは、電力測
定値（合計値Ｂ）を受け付けると、電力測定値（合計値Ｂ）に関連づけられた通信制御情
報１５ａ１ｂＢ（図２参照）を、問合せの回答情報として通信制御部１５ｂ１に出力する
。
【００６２】
　通信制御部１５ｂ１は、問合せの回答情報（通信制御情報１５ａ１ｂＢ）を受け付ける
と、通信制御情報１５ａ１ｂＢを示す制御信号を生成し、その制御信号で通信部１５ｂ２
を制御する（ステップＡ９）。
【００６３】
　通信部１５ｂ２は、通信制御部１５ｂ１からの制御信号に基づいて、アンテナ１５ｂ３
を用いて、移動端末３の上限数をｍとし無線通信電力をｔとし通信速度をｖとする通信サ
ービスを実行し、最大ｍ台の移動端末３と無線通信する（ステップＡ１０）。
【００６４】
　その後、ユーザ４が、フェムトセル無線基地局１の利用場面に応じて、USBケーブル１
３の１つのUSB端子（USB端子１１または１２）をUSB電源供給装置２のUSB端子２２から外
したとする（ステップＡ１１）。
【００６５】
　USBケーブル１３の１つのUSB端子がUSB電源供給装置２のUSB端子２２から外されると、
供給電力測定部１４は、USB電源供給装置２のUSB端子２１からUSBケーブル１３を介して
受給する電力を測定し、電力測定値を通信制御部１５ｂ１に通知する（ステップＡ１２）
。この場合、電力測定値として、最大値Ａが通知される。
【００６６】
　通信制御部１５ｂ１は、前回の電力測定値（合計値Ｂ）と前々回の電力測定値とを記憶
している状況で、今回の電力測定値（最大値Ａ）を受け付けると、今回の電力測定値（最
大値Ａ）を記憶すると共に、前々回の電力測定値を削除する。そして、通信制御部１５ｂ
１は、今回の電力測定値（最大値Ａ）が前回の電力測定値（合計値Ｂ）よりも小さくなっ
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ているため、通信切断手法１５ａ１ｃを読み出す旨の読み出し要求を生成し、読み出し要
求と今回の電力測定値（最大値Ａ）とに基づいて、サービス記憶部１５ａに対してサービ
ス情報の問い合わせを行う（ステップＡ１３）。
【００６７】
　本実施形態では、通信制御部１５ｂ１は、今回の電力測定値である最大値Ａと読み出し
要求とを、サービス情報の問合せとして、サービス記憶部１５ａに出力する。サービス記
憶部１５ａは、電力測定値（最大値Ａ）と読み出し要求とを受け付けると、電力測定値（
最大値Ａ）に関連づけられた通信制御情報１５ａ１ｂＡ（図２参照）と、通信切断手法１
５ａ１ｃとを、問合せの回答情報として通信制御部１５ｂ１に出力する。
【００６８】
　通信制御部１５ｂ１は、問合せの回答情報（通信制御情報１５ａ１ｂＡおよび通信切断
手法１５ａ１ｃ）を受け付けると、通信制御情報１５ａ１ｂＡおよび通信切断手法１５ａ
１ｃを示す制御信号を生成し、その制御信号で通信部１５ｂ２を制御する（ステップＡ１
４）。
【００６９】
　通信部１５ｂ２は、通信制御部１５ｂ１からの制御信号に基づいて、アンテナ１５ｂ３
を用いて、移動端末３の上限数をｎとし無線通信電力をｓとし通信速度をｕとする通信サ
ービスを実行し、最大ｎ台の移動端末３と無線通信する（ステップＡ１５）。この際、通
信部１５ｂ２は、無線通信中の移動端末３の数が、今回の電力測定値に応じた移動端末３
の上限数ｎよりも大きい場合に、制御信号に示された通信切断手法１５ａ１ｃに従って、
無線通信中の移動端末３の数を、今回の電力測定値に応じた移動端末３の上限数ｎまで減
らす。
【００７０】
　本実施形態によれば、供給電力測定部１４は、USBケーブル１３のUSB端子１１および１
２のうち、USB電源供給装置２と接続された接続端子が受け付けた電力の総和を測定する
。制御部１５は、供給電力測定部１４の測定結果に応じて、移動端末３との無線通信を制
御する。
【００７１】
　このため、USB電源供給装置２から電力供給を受けるフェムトセル無線基地局１におい
て、USB電源供給装置２から供給される電力量に応じて、フェムトセル無線基地局１にお
ける移動端末３との無線通信を変更することが可能になる。よって、USB電源供給装置２
から供給される電力量に応じて、移動端末３との通信に関するサービスを変更することが
可能になり、単一のフェムトセル無線基地局１によって、ユーザの利用場面に応じたサー
ビスの提供をすることが可能になる。なお、この効果は、USB端子１１および１２と供給
電力測定部１４と制御部１５からなるフェムトセル無線基地局でも奏する。図４は、USB
端子１１および１２と供給電力測定部１４と制御部１５からなるフェムトセル無線基地局
を示したブロック図である。
【００７２】
　また、本実施形態では、制御部１５は、供給電力測定部１４の測定結果に応じて、無線
通信可能な移動端末３の上限数、無線通信電力および通信速度のうち、少なくとも１つを
制御する。この場合、例えば、通信の品質を維持しつつ動的に通信可能な移動端末数、無
線送信電力または通信速度を変動させることが可能になる。
【００７３】
　また、本実施形態では、サービス記憶部１５ａは、無線通信中の移動端末３の数を減ら
すための通信切断手法１５ａ１ｃを記憶する。処理部１５ｂは、供給電力測定部１４の測
定結果が、前回の測定結果よりも小さい電力を示す場合に、サービス記憶部１５ａに記憶
されている通信切断手法１５ａ１ｃに従って、無線通信中の移動端末３の数を減らす。こ
の場合、無線通信中の移動端末３の数を減らす必要があるときに、その減らし方を設定す
ることが可能になる。
【００７４】
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　また、本実施形態では、サービス記憶部１５ａは、通信切断手法として、無線通信中の
すべての移動端末３との通信を切断する第１手法と、無線通信中の移動端末３のうち特定
通信端末以外の移動端末３との通信を切断する第２手法と、処理部１５ｂが予め定められ
た手法で無線通信中の移動端末３の中から通信を切断する切断通信端末を選択しその切断
通信端末との通信を切断する第３手法と、のいずれかを記憶する。この場合、通信切断手
法を複数の手法の中から選択することが可能になる。
【００７５】
　次に、本実施形態の効果を説明する。
【００７６】
　第１の効果は、ユーザの利用場面に応じたサービスが提供できるという事である。この
ため、単一のフェムトセル無線基地局を、ユーザが１名で１台の移動端末を使用しサービ
スを占有する場面と、複数のユーザが複数台の移動端末を使用しサービスを共有する場面
、それぞれの場面で活用できる。その理由は、供給電力量に基づいてサービス上限を動的
に変動させる構成としているためである。
【００７７】
　第２の効果は、ユーザによる特殊な操作が不要であるということである。このため、幅
広い層のユーザが個々の利用場面に合わせてフェムトセル無線基地局を活用できる。その
理由は、サービス上限をUSBケーブルの抜き差しといった容易な操作により変更できるた
めである。
【００７８】
　第３の効果は、不必要な電力使用が防止できるということである。このため、USB電源
供給装置がバッテリーを内蔵した携帯用コンピュータ装置などである場合、バッテリーの
消費を軽減し省電力に貢献できる。その理由は、ひとつのUSB端子からの供給電力でもサ
ービスが利用できる構成としているためである。
【００７９】
　第４の効果は、USB電源供給装置の端子数に制限がある場合でも最低限のサービスが利
用できるという事である。この為、USB電源供給装置側にUSB端子がひとつしか確保できな
い場合でも、ユーザによるサービス利用が可能である。その理由は、ひとつのUSB端子か
らの供給電力でもサービスが利用できる構成としているためである。
【００８０】
　なお、フェムトセル無線基地局１は、USBケーブル１３が接続されたコンピュータにて
実現されてもよい。この場合、コンピュータは、コンピュータにて読み取り可能なＣＤ－
ＲＯＭ（Compact Disk Read Only Memory）のような記録媒体に記録されたプログラムを
読込み実行して、供給電力測定部１４、サービス記憶部１５ａおよび処理部１５ｂとして
機能する。記録媒体は、ＣＤ－ＲＯＭに限らず適宜変更可能である。
【００８１】
　以上説明した実施形態において、図示した構成は単なる一例であって、本発明はその構
成に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００８２】
　　　１　　　　フェムトセル無線基地局
　　　１１、１２　USB端子
　　　１３　　　USBケーブル
　　　１４　　　供給電力測定部
　　　１５　　　制御部
　　　１５ａ　　サービス記憶部
　　　１５ｂ　　処理部
　　　１５ｂ１　通信制御部
　　　１５ｂ２　送受信部／信号処理部（通信部）
　　　１５ｂ３　アンテナ
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