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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用するサービスに対応するアプリケーシ
ョンを有する１以上のアプリケーション部と、
　該仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用する端末から、該仮想移動体通信事
業者の無線通信サービスを利用するサービスへの接続要求を受け付け、該接続要求に対応
するアプリケーション部を選択する選択部と、
　前記選択部により選択されたアプリケーション部と該仮想移動体通信事業者のサーバー
との間の通信、および該仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用する端末との間
の通信を制御する制御部と、
　を備えることを特徴とする基地局。
【請求項２】
　前記アプリケーション部は、前記接続要求に対応するサービスの提供の可否を判断する
ことを特徴とする請求項１に記載の基地局。
【請求項３】
　前記選択部は、前記接続要求に含まれる、前記仮想移動体通信事業者の無線通信サービ
スを利用するサービスを識別する情報に基づいて、前記アプリケーション部を選択するこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の基地局。
【請求項４】
　前記選択部は、前記接続要求に含まれる、前記アプリケーション部を識別する情報に基
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づいて、前記アプリケーション部を選択することを特徴とする請求項１～３のいずれか一
つに記載の基地局。
【請求項５】
　前記制御部は、前記仮想移動体通信事業者の端末から前記アプリケーションをダウンロ
ードしてインストールし、該インストールされたアプリケーションを前記選択部に登録す
ることを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の基地局。
【請求項６】
　仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用する端末と、
　該仮想移動体通信事業者が管理するサーバーと、
　該仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用するサービスに対応するアプリケー
ションを有する１以上のアプリケーション部、該仮想移動体通信事業者の無線通信サービ
スを利用する端末から、該仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用するサービス
への接続要求を受け付け、該接続要求に対応するアプリケーション部を選択する選択部、
並びに前記選択部により選択されたアプリケーション部と該仮想移動体通信事業者のサー
バーとの間の通信、および該仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用する端末と
の間の通信を制御する制御部、を備える基地局と、
　を含むことを特徴とする無線通信システム。
【請求項７】
　基地局に、仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用するサービスに対応するア
プリケーションを登録するステップと、
　該仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用する端末から該基地局に対して、該
仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用するサービスへの接続を要求するステッ
プと、
　該基地局が該端末からの接続の要求を受け付け、該接続の要求に対応するアプリケーシ
ョンを選択して起動するステップと、
　該接続の要求に対して起動されたアプリケーションと該仮想移動体通信事業者のサーバ
ーとの間で通信を行うステップと、
　該端末に対して、該接続の要求に対して起動されたアプリケーションによるサービスを
提供するステップと、
　を含むことを特徴とする無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、基地局、無線通信システムおよび無線通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、移動体通信サービスを提供する事業者の一つとして、仮想移動体通信事業者（Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｏｐｅｒａｔｏｒ、以下、ＭＶＮＯとす
る）が知られている。ＭＶＮＯは、物理的な移動体回線網を保有する移動体通信事業者（
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｏｐｅｒａｔｏｒ、以下、ＭＮＯとする）から移動体回
線網を借りて、移動体通信サービスを行う。
【０００３】
　ところで、公衆ネットワークへの接続を代行する接続事業者の接続制御サーバーに接続
され、ユーザ端末からの無線通信による公衆ネットワークへの接続要求に応じてユーザ端
末と接続制御サーバーとの接続を中継する中継基地局装置が知られている。例えば、中継
基地局装置は、接続要求データに含まれる接続事業者識別コードが、自己の接続事業者の
ものであるか否かを判断する。中継基地局装置は、自己の接続事業者の接続事業者識別コ
ードであると判断した場合に、自己の中継基地局装置に接続された接続制御サーバーとユ
ーザ端末との接続を中継して接続経路を構築する。中継基地局装置は、自己の接続事業者
の接続事業者識別コードでないと判断した場合に、予め記憶している接続先アドレスデー
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タに基づいて他の中継基地局装置にユーザ端末からの接続要求データを送信する。（例え
ば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　また、１つ以上の加入者ノードでプールを構成し、無線基地局にて移動機と加入者ノー
ド間の制御信号を転送する通信方法が知られている。例えば、無線基地局は、移動機から
制御メッセージを受信すると、自局がプールにオーバラップして接続されているかを判断
する。無線基地局は、オーバラップして接続されている場合に、制御メッセージからプー
ル識別子を抽出し、自局の接続されているプールに対応するかを判断する。無線基地局は
、自局の接続されているプールに対応する場合、および、自局がプールにオーバラップし
て接続されていない場合に、加入者ノード識別子に基づいて制御信号を転送する。また、
１つの無線ネットワークを複数のコアネットワークのオペレータで共有して制御するＭｕ
ｌｔｉ－Ｏｐｅｒａｔｏｒ　Ｃｏｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＭＯＣＮ、マルチオペレータコ
アネットワーク）が知られている（例えば、特許文献２参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１５１３９７号公報
【特許文献２】特開２００８－１１８２９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の技術では、ＭＮＯの基地局は、ＭＶＮＯの無線通信サービスを利用して提供され
るサービスを利用する者（以下、ＭＶＮＯのサービス利用者とする）の端末から該サービ
スへの接続要求を受信する。ＭＶＮＯには、ＭＶＮＯの無線通信サービスを利用してサー
ビスを提供する者（以下、ＭＶＮＯのサービス提供者とする）が提供する各種サービスに
対応するアプリケーションと、各サービスへの接続の可否などを判断する機能と、を備え
た装置がない。そのため、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末は、ＭＮＯが有する、各種サ
ービスに対応するアプリケーションと各サービスへの接続の可否などを判断する機能とを
備えた装置を介して、ＭＶＮＯのサーバーと通信することになる。その後、ＭＶＮＯのサ
ービス利用者は、ＭＶＮＯの無線通信サービスを利用してＭＶＮＯのサービス提供のサー
ビスを利用することができるようになる。そのため、ＭＶＮＯの無線通信サービスがＭＮ
Ｏの無線通信サービスにより制限されてしまうことがあり、ＭＶＮＯ独自の無線通信サー
ビスを提供することができないという問題点や、ＭＶＮＯのサービス提供者が提供できる
サービスに限りがあるという問題点がある。また、ＭＶＮＯは、基地局、各種サービスに
対応するアプリケーションと各サービスへの接続の可否などを判断する機能とを備えた装
置、基地局と該装置との間の設備、および該装置とＭＶＮＯのサーバーとの間の設備をＭ
ＮＯから借りる。そのため、ＭＶＮＯが提供する無線通信サービスの提供価格や、ＭＶＮ
Ｏのサービス提供者が提供するサービスの提供価格が高くなるという問題点がある。さら
に、ＭＶＮＯの無線通信サービスを利用する者が増えると、ＭＮＯの既存の設備では能力
が不足してしまう。そのため、ＭＮＯの設備を増やす必要が生じ、ＭＮＯの負担が増すと
いう問題点がある。
【０００７】
　一方、ＭＶＮＯが、ＭＶＮＯの各種サービスに対応するアプリケーションと各サービス
への接続の可否などを判断する機能とを備えた装置を保有する場合には、ＭＶＮＯのサー
ビス利用者の端末は、ＭＶＮＯの該装置を介してＭＶＮＯのサーバーと通信することにな
る。この場合には、上述したサービスの自由度やサービスの提供価格に関する問題を回避
することができる。しかし、この場合には、ＭＶＮＯが、ＭＶＮＯの各種サービスに対応
するアプリケーションと各サービスへの接続の可否などを判断する機能とを備えた装置を
用意することになる。このため、設備投資や該装置の維持管理などの負担が大きくなり、
仮想移動体通信事業に参入することが困難になるという問題点がある。
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【０００８】
　ＭＶＮＯやＭＶＮＯのサービス提供者が自由にサービスを提供することができる基地局
、無線通信システムおよび無線通信方法を提供することを目的とする。また、ＭＶＮＯや
ＭＶＮＯのサービス提供者が安価にサービスを提供することができる基地局、無線通信シ
ステムおよび無線通信方法を提供することを目的とする。また、ＭＶＮＯに移動体回線網
を貸しているＭＮＯの負担を軽減することができる基地局、無線通信システムおよび無線
通信方法を提供することを目的とする。また、仮想移動体通信事業への参入を容易にする
ことができる基地局、無線通信システムおよび無線通信方法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】
【０００９】
　無線通信システムは、基地局、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末、およびＭＶＮＯが管
理するサーバーを含む。基地局は、１以上のアプリケーション部、選択部および制御部を
備える。アプリケーション部は、ＭＶＮＯのサービス提供者のサービスに対応するアプリ
ケーションを有する。選択部は、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末から、ＭＶＮＯのサー
ビス提供者のサービスへの接続要求を受け付ける。選択部は、ＭＶＮＯのサービス提供者
のサービスへの接続要求に対応するアプリケーション部を選択する。制御部は、選択部に
より選択されたアプリケーション部とＭＶＮＯのサーバーとの間の通信、およびＭＶＮＯ
のサービス利用者の端末との間の通信を制御する。
【発明の効果】
【００１０】
　この基地局、無線通信システムおよび無線通信方法によれば、ＭＶＮＯやＭＶＮＯのサ
ービス提供者が自由にサービスを提供することができる。また、ＭＶＮＯやＭＶＮＯのサ
ービス提供者が安価にサービスを提供することができる。また、ＭＶＮＯに移動体回線網
を貸しているＭＮＯの負担を軽減することができる。また、仮想移動体通信事業への参入
を容易にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例にかかる無線通信システムの構成を示すブロック図である。
【図２】実施例にかかる無線通信方法を示すフローチャートである。
【図３】実施例にかかる無線通信システムの全体の構成を示すブロック図である。
【図４】実施例にかかる基地局の構成を示すブロック図である。
【図５】実施例にかかる識別情報とアプリケーション部との対応関係の一例を示すテーブ
ルである。
【図６】実施例にかかるアプリケーションの登録手順を示すシーケンス図である。
【図７】実施例にかかるアプリケーションの登録手順を示すシーケンス図である。
【図８】実施例にかかるサービス情報の登録手順の第１の例を示すシーケンス図である。
【図９】実施例にかかるサービス情報の登録手順の第２の例を示すシーケンス図である。
【図１０】実施例にかかるサービス情報の登録手順の第３の例を示すシーケンス図である
。
【図１１】実施例にかかるアプリケーションの選択手順を示すシーケンス図である。
【図１２】実施例にかかるアプリケーションの選択手順を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に添付図面を参照して、この基地局、無線通信システムおよび無線通信方法の好適
な実施の形態を詳細に説明する。
【００１３】
（実施例１）
・無線通信システムの構成
　図１は、実施例にかかる無線通信システムの構成を示すブロック図である。図１に示す
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ように、無線通信システムは、基地局１、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末２、およびＭ
ＶＮＯが管理するサーバー３を含む。基地局１は、１以上のアプリケーション部４，５，
６、選択部７および制御部８を備える。アプリケーション部４，５，６は、ＭＶＮＯのサ
ービス提供者のサービスに対応するアプリケーションを有する。選択部７は、ＭＶＮＯの
サービス利用者の端末２から、ＭＶＮＯのサービス提供者のサービスへの接続要求を受け
付ける。選択部７は、登録されているアプリケーション部４，５，６の中から、ＭＶＮＯ
のサービス提供者のサービスへの接続要求に対応するアプリケーション部を選択する。制
御部８は、選択部７により選択されたアプリケーション部とＭＶＮＯのサーバー３との間
の通信を制御する。制御部８は、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末２との間の通信を制御
する。
【００１４】
・無線通信方法
　図２は、実施例にかかる無線通信方法を示すフローチャートである。図２に示すように
、実施例にかかる無線通信方法においては、まず、基地局に、ＭＶＮＯのサービス提供者
のサービスに対応するアプリケーションがインストールされ、登録される（ステップＳ１
）。次いで、ＭＶＮＯのサービス利用者は、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末から基地局
に対して、ＭＶＮＯのサービス提供者のサービスへの接続を要求する（ステップＳ２）。
基地局は、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末からの接続要求を受け付け、該接続要求に対
応するアプリケーションを選択して起動する（ステップＳ３）。起動されたアプリケーシ
ョンは、ＭＶＮＯのサーバーに接続し、ＭＶＮＯのサーバーとの間で通信を行う（ステッ
プＳ４）。次いで、ＭＶＮＯのサービス提供者のサービスへの接続を要求した、ＭＶＮＯ
のサービス利用者の端末に対して、該接続要求に対して起動されたアプリケーションによ
るサービスが提供される（ステップＳ５）。
【００１５】
　実施例１によれば、基地局に、ＭＶＮＯのサービス提供者のサービスに対応するアプリ
ケーションが登録されており、起動されたアプリケーションがＭＶＮＯのサーバーと通信
する。それによって、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末とＭＶＮＯのサーバーとは、ＭＮ
Ｏが有する、各種サービスに対応するアプリケーションと各サービスへの接続の可否など
を判断する機能とを備えた装置を介さずに、通信することができる。つまり、ＭＶＮＯや
ＭＶＮＯのサービス提供者は、ＭＮＯの無線通信サービスによる制限を受けずに、自由に
サービスを提供することができる。また、ＭＶＮＯは、各種サービスに対応するアプリケ
ーションと各サービスへの接続の可否などを判断する機能とを備えた装置をＭＮＯから借
りずに済むので、ＭＶＮＯやＭＶＮＯのサービス提供者は、安価にサービスを提供するこ
とができる。また、ＭＶＮＯがＭＮＯの、各種サービスに対応するアプリケーションと各
サービスへの接続の可否などを判断する機能とを備えた装置を使用しないので、ＭＶＮＯ
が該装置を使用する場合に比べて、ＭＮＯの負荷が軽減される。従って、ＭＮＯの負担を
軽減することができる。また、基地局が、ＭＶＮＯの各種サービスに対応するアプリケー
ションを備え、各サービスへの接続の可否などを判断するので、ＭＶＮＯが、各種サービ
スに対応するアプリケーションと各サービスへの接続の可否などを判断する機能とを備え
た装置を保有せずに済む。従って、ＭＶＮＯの初期の設備投資を少なくすることができる
ので、仮想移動体通信事業への参入が容易となる。
【００１６】
（実施例２）
・無線通信システムの構成
　図３は、実施例にかかる無線通信システムの全体の構成を示すブロック図である。図３
に示すように、無線通信システムは、基地局１１、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末１２
およびＭＶＮＯのサーバー１３を含む。基地局１１は、例えばＭＮＯ内のネットワーク１
４に接続されている。ＭＶＮＯのサーバー１３は、例えばＭＶＮＯ内のゲートウェイ１５
およびＭＮＯ内のゲートウェイ１６を介してＭＮＯ内のネットワーク１４に接続されてい
る。ＭＶＮＯのオペレーション端末１７は、ＭＶＮＯ内のゲートウェイ１５またはＭＶＮ
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Ｏのサーバー１３に接続されている。ＭＶＮＯのサーバー１３は、ＭＶＮＯ内のゲートウ
ェイ１８を介してＭＶＮＯ外のネットワーク１９に接続されている。
【００１７】
　また、ＭＮＯ内のネットワーク１４には、例えばＭＮＯの各種サービスに対応するアプ
リケーションと各サービスへの接続の可否などを判断する機能とを備えた装置（以下、単
に「制御装置」とする）２０が接続されている。制御装置２０の一例として、例えばＭｏ
ｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ（ＭＭＥ、移動制御ノード）が挙げ
られる。ＭＭＥや移動体用交換機などの装置を含めて例えばコアネットワークノードまた
はコアノードと呼ばれることがある。ネットワークは、制御装置２０は、ＭＮＯ内のゲー
トウェイ２１を介してＭＮＯ外のネットワーク２２に接続されている。基地局１１および
制御装置２０は、ＭＮＯの無線通信システム２３に含まれる。ＭＶＮＯのサーバー１３お
よびＭＶＮＯのオペレーション端末１７は、ＭＶＮＯの無線通信システム２４に含まれる
。なお、無線通信システムに、ＭＮＯの無線通信サービスを利用する者の端末が含まれて
いてもよい。
【００１８】
　基地局１１は、例えばＭＶＮＯの各種サービスに対応するアプリケーションを備えてい
る。基地局１１は、ＭＶＮＯの各サービスへの接続の可否などを判断する。つまり、基地
局１１は、ＭＶＮＯの無線通信システム２４に対して、ＭＮＯの無線通信システム２３に
おける制御装置２０と同様の装置を有することになる。基地局１１でＭＶＮＯの各種サー
ビスに対応するアプリケーションが起動されると、該アプリケーションは、制御装置２０
を経由せずに、ＭＶＮＯのサーバー１３と通信する。以下に、基地局１１の詳細な構成に
ついて説明する。
【００１９】
・基地局の構成
　図４は、実施例にかかる基地局の構成を示すブロック図である。図４に示すように、基
地局１１は、１以上のアプリケーション部３１，３２，３３、選択部３４、制御部３５、
無線制御部３６およびインタフェース部３７を備える。アプリケーション部（１）３１は
、ＭＶＮＯのサービス提供者のサービスに対応するアプリケーションを有する。アプリケ
ーション部（１）３１は、サービス制御部４１、セッション制御部４２、データベース管
理部４３およびサービス情報４４を有していてもよい。
【００２０】
　サービス制御部４１は、受信した信号の内容に基づいて、サービスへの接続を要求して
きた端末が当該サービスの利用者の端末であるか否かを判別し、当該端末にサービスを提
供するか否かを判断する。サービス制御部４１は、サービスへの接続要求内容に基づいて
サービス情報の種類を判別し、データベース管理部４３を介して、サービスの利用者にサ
ービス情報を送信する。また、サービス制御部４１は、ＭＶＮＯのサーバー１３へ制御信
号を送信してネットワーク側の機器の制御を行うことができる。セッション制御部４２は
、ＭＶＮＯのサーバー１３とアプリケーションとの間で通信を行う際の制御信号の解析や
、該制御信号の作成を行う。セッション制御部４２は、シーケンスの管理を行う。データ
ベース管理部４３は、サービス制御部４１から指示された情報をサービス情報４４から選
択して制御部３５へ渡す。データベース管理部４３は、サービスデータを更新する依頼が
あった場合には、サービス情報４４を新たなサービスデータで上書きしたり、サービス情
報４４に新たなサービスデータを追加する。サービス情報４４は、アプリケーションによ
り使用されるデータである。アプリケーション部（２）３２およびアプリケーション部（
ｎ）３３についても、アプリケーション部（１）３１と同様である。ここで、ｎは自然数
であり、基地局１１にアプリケーション部が一つまたは二つしかない場合もある。
【００２１】
　選択部３４は、受信した信号から、識別情報を抽出する。選択部３４は、識別情報に基
づいてアプリケーション部を特定して選択する。識別情報の一例として、端末の種別の情
報、事業者のＩＤ（Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）などの情報、またはアプリケーショ
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ンの番号などの情報が挙げられる。選択部３４は、識別情報とアプリケーション部との対
応関係の情報を有していてもよい。選択部３４は、識別情報とアプリケーション部との対
応関係の情報に基づいて、受信した信号を該当するアプリケーション部へ渡す。選択部３
４は、識別情報とアプリケーション部との対応関係の情報を管理する情報管理部５１を有
していてもよい。図５に、識別情報とアプリケーション部との対応関係の一例を示す。図
５に示す例では、識別情報とアプリケーション部との対応関係を示すテーブル５２として
、例えば事業者のＩＤとアプリケーションの番号とプロセスのＩＤとの関係が示されてい
る。プロセスのＩＤは、プログラムの識別番号である。
【００２２】
　制御部３５は、選択部３４により選択されたアプリケーション部とＭＶＮＯのサーバー
１３との間の通信を制御する。制御部３５は、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末１２との
間の通信を制御する。制御部３５は、監視制御部６１、再開制御部６２、規制制御部６３
、転送制御部６４、呼制御部６５、リソース管理部６６、送受信制御部６７およびリンク
制御部６８を備えていてもよい。
【００２３】
　監視制御部６１は、基地局１１に設けられている各機器を監視して制御する。監視制御
部６１は、アプリケーション部３１，３２，３３、選択部３４および制御部３５の各プロ
セスの動作を監視して制御する。再開制御部６２は、基地局１１の起動時に、アプリケー
ション部３１，３２，３３、選択部３４および制御部３５の起動を制御する。再開制御部
６２は、アプリケーション部３１，３２，３３のアプリケーションをインストールすると
きに、アプリケーション部３１，３２，３３、選択部３４および制御部３５を制御する。
再開制御部６２は、起動完了後にリンク制御部６８に対向ノードとの局間リンクの接続を
指示する。
規制制御部６３は、トラヒックの輻輳やメンテナンスなどの状況に応じてトラヒック量の
制御を行いたい場合、または予め設定されている規制の条件に基づいて、アプリケーショ
ン部３１，３２，３３からの要求により、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末１２と基地局
１１との間や、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末１２とＭＶＮＯのサーバー１３との間の
通信を規制する制御を実施する。
【００２４】
　例えば、アプリケーション部３１，３２，３３は、ＭＶＮＯのサーバー１３と定期的に
通信を行い、ＭＶＮＯのサーバー１３またはネットワークの負荷状態を把握する。アプリ
ケーション部３１，３２，３３は、負荷が高い場合、輻輳状態にあると判断し、規制制御
部６３に対して通信の規制を指示する。また、アプリケーション部３１，３２，３３は、
自身のサービスを利用しているサービス利用者の数を認識することができるので、自身の
サービスを利用しているサービス利用者の数が一定以上に達するときに、規制制御部６３
に対して通信の規制を指示するようにしてもよい。規制制御部６３は、基地局１１やＭＶ
ＮＯのサーバー１３とＭＶＮＯのサービス利用者の端末１２との間の通信に規制を掛ける
。それによって、基地局１１、ＭＶＮＯのサーバー１３またはネットワークの負荷を軽減
することができる。
【００２５】
　転送制御部６４は、アプリケーション部３１，３２，３３や制御部３５のソフトウェア
、基地局１１に関するデータ、またはアプリケーション部３１，３２，３３が使用するサ
ービス情報４４を更新する場合に、ファイルを更新する動作を管理する。転送制御部６４
は、基地局１１に保存している各種データやログをアップロードする場合に動作する。呼
制御部６５は、局間リンクが接続した後、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末１２、ＭＮＯ
の無線通信サービスを利用する者の端末またはネットワーク側の機器からの指示により呼
を接続するときに、接続のシーケンスを制御する。
【００２６】
　リソース管理部６６は、呼制御を行う際にアプリケーションまたは呼制御部６５から指
示されたリソースの捕捉または解放を行う。送受信制御部６７は、ＭＶＮＯのサービス利
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用者の端末１２、ＭＮＯの無線通信サービスを利用する者の端末、ＭＶＮＯのサーバー１
３、またはＭＶＮＯのサーバー１３を介して接続されるネットワーク上の機器や通信端末
との間でやりとりされる制御信号の送受信を制御する。リンク制御部６８は、アプリケー
ション部３１，３２，３３からの接続の要求時に対向ノードとの局間リンクを接続する動
作を制御する。選択部３４と制御部３５を含めて例えばプラットフォームと呼ばれること
がある。選択部３４および制御部３５は、例えば基地局１１の図示しないプロセッサがそ
れぞれのソフトウェアを実行することにより実現される。
【００２７】
　無線制御部３６は、図示しないアンテナを介して、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末１
２やＭＮＯの無線通信サービスを利用する者の端末と基地局１１とが無線通信する際の制
御を行う。インタフェース部３７は、ＭＮＯ内のネットワーク１４などのネットワークと
のインタフェースである。なお、基地局１１は、ＭＮＯの無線通信サービスを利用してサ
ービスを提供する者のサービスに対応するアプリケーションを有していてもよい。例えば
図４において、アプリケーション部（ｎ）３３がＭＮＯの無線通信サービスを利用してサ
ービスを提供する者のサービスに対応するアプリケーションを有していてもよい。この場
合、ＭＮＯの無線通信サービスを利用してサービスを提供する者のサービスへの接続要求
に対して、選択部３４は、ＭＮＯの無線通信サービスを利用してサービスを提供する者の
サービスに対応するアプリケーションを選択して、起動してもよい。制御部３５は、ＭＮ
Ｏの無線通信サービスを利用してサービスを提供する者のサービスに対応するアプリケー
ションに対しても、ＭＶＮＯのサービス提供者のサービスに対応するアプリケーションに
対するのと同様に制御してもよい。
【００２８】
・無線通信方法
　実施例２における無線通信方法の全体の流れは、図２に示す実施例１における無線通信
方法の流れと同様である。以下に、アプリケーションの登録手順、サービス情報の登録手
順、発呼時の基地局におけるアプリケーションの選択手順について説明する。
【００２９】
・アプリケーションの登録手順
　図６は、実施例にかかるアプリケーションの登録手順を示すシーケンス図である。図７
は、図６の続きを示すシーケンス図である。ここでは、アプリケーション部（１）３１に
サービス提供者のアプリケーションを登録する場合について説明する。図６に示すように
、まず、ＭＶＮＯのオペレーション端末１７は、基地局１１の制御部３５に対してアプリ
ケーションのインストールを指示する（ステップＳ１１）。制御部３５は、サービス提供
者のアプリケーションをＭＶＮＯのサーバー１３からダウンロードする（ステップＳ１２
）。サービス提供者のアプリケーションは、例えばサービス提供者とＭＶＮＯとの間の契
約内容やサービス提供者の要求仕様などに基づいてＭＶＮＯにより予め作成されており、
ＭＶＮＯのサーバー１３に格納されている。制御部３５は、ダウンロードしたアプリケー
ションを、基地局１１に設けられているアプリケーションの登録テーブルに登録する（ス
テップＳ１３）。インストールが完了すると、制御部３５は、ＭＶＮＯのオペレーション
端末１７にインストールの完了を報告する（ステップＳ１４）。次いで、制御部３５は、
アプリケーションの登録テーブルを読み込み（ステップＳ１５）、アプリケーションのプ
ロセスを生成する（ステップＳ１６）。
【００３０】
　次いで、図７に示すように、制御部３５は、アプリケーション部（１）３１に対してア
プリケーションを起動して再開することを指示する（ステップＳ１７）。アプリケーショ
ン部（１）３１は、制御部３５に対して使用するメモリの獲得を指示する（ステップＳ１
８）。次いで、制御部３５は、事業者のＩＤやアプリケーションの番号などの識別情報を
選択部３４に登録する（ステップＳ１９）。一方、アプリケーション部（１）３１は、デ
ータを初期化し、ＭＶＮＯのサーバー１３の識別情報を取得する（ステップＳ２０）。Ｍ
ＶＮＯのサーバー１３の識別情報の一例として、例えばＭＶＮＯのサーバー１３のＩＰ（
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Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレスが挙げられる。次いで、アプリケーショ
ン部（１）３１は、制御部３５に局間制御リンクの確立を要求する（ステップＳ２１）。
局間制御リンクの一例として、例えばＳＣＴＰ（Ｓｔｒｅａｍ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｒａ
ｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）リンクが挙げられる。制御部３５は、局間制御
リンクの接続を行う（ステップＳ２２）。それによって、制御部３５とＭＶＮＯ内のゲー
トウェイ１５との間で局間制御リンクが確立する（ステップＳ２３）。制御部３５は、ア
プリケーション部（１）３１に局間制御リンクの確立の要求に対する応答を返す（ステッ
プＳ２４）。アプリケーション部（１）３１は、制御部３５にアプリケーションの再開が
完了したことを通知する（ステップＳ２５）。これ以降、通常の運用動作となり、制御部
３５は、アプリケーションのプロセスを監視する。
【００３１】
・サービス情報の登録手順＜第１の例＞
　図８は、実施例にかかるサービス情報の登録手順の第１の例を示すシーケンス図である
。ここでは、アプリケーション部（１）３１にサービス情報を登録する場合について説明
する（以下の第２の例および第３の例においても同じ）。図８に示すように、第１の例で
は、まず、ＭＶＮＯのオペレーション端末１７が、各基地局１１の制御部３５に対して、
アプリケーションを指定してサービス情報の登録を指示する（ステップＳ３１）。各基地
局１１の制御部３５は、サービス情報をＭＶＮＯのサーバー１３からダウンロードする（
ステップＳ３２）。サービス情報は、例えばサービス提供者からＭＶＮＯのサーバー１３
に予め送信されている。各基地局１１の制御部３５は、サービス情報に含まれている事業
者のＩＤやアプリケーションの番号などの識別情報に基づいてアプリケーションを識別す
る（ステップＳ３３）。各基地局１１において、制御部３５は、該当するアプリケーショ
ンが登録されているアプリケーション部（１）３１にサービス情報を通知する（ステップ
Ｓ３４）。各基地局１１のアプリケーション部（１）３１は、アプリケーション内のメモ
リにサービス情報を展開する（ステップＳ３５）。各基地局１１において、アプリケーシ
ョン部（１）３１は、制御部３５に、サービス情報の登録が完了したことを報告する（ス
テップＳ３６）。各基地局１１の制御部３５は、ＭＶＮＯのオペレーション端末１７に、
サービス情報の登録が完了したことを報告する（ステップＳ３７）。
【００３２】
・サービス情報の登録手順＜第２の例＞
　図９は、実施例にかかるサービス情報の登録手順の第２の例を示すシーケンス図である
。図９に示すように、第２の例では、まず、サービス提供者の携帯端末などの端末が、最
寄りの基地局１１に対してアプリケーションを指定してサービス情報の登録を指示する（
ステップＳ４１）。最寄りの基地局１１の制御部３５は、サービス情報をサービス提供者
の携帯端末などの端末からダウンロードする（ステップＳ４２）。最寄りの基地局１１の
制御部３５は、サービス情報に含まれている事業者のＩＤやアプリケーションの番号など
の識別情報に基づいてアプリケーションを識別する（ステップＳ４３）。最寄りの基地局
１１において、制御部３５は、該当するアプリケーションが登録されているアプリケーシ
ョン部（１）３１にサービス情報を通知する（ステップＳ４４）。最寄りの基地局１１の
アプリケーション部（１）３１は、アプリケーション内のメモリにサービス情報を展開す
る（ステップＳ４５）。最寄りの基地局１１において、アプリケーション部（１）３１は
、制御部３５に、サービス情報の登録が完了したことを報告する（ステップＳ４６）。最
寄りの基地局１１の制御部３５は、サービス提供者の携帯端末などの端末に、サービス情
報の登録が完了したことを報告する（ステップＳ４７）。また、最寄りの基地局１１のア
プリケーション部（１）３１は、ＭＶＮＯのサーバー１３にサービス情報を転送し、サー
ビス情報の登録を通知する（ステップＳ４８）。ＭＶＮＯのサーバー１３は、転送されて
きたサービス情報を登録し、サービス情報の転送元（前記最寄りの基地局１１）のアプリ
ケーション部（１）３１に、サービス情報の登録が完了したことを報告する（ステップＳ
４９）。ＭＶＮＯのサーバー１３は、前記最寄りの基地局１１以外の基地局にサービス情
報を転送し、サービス情報の登録を通知する（ステップＳ５０）。サービス情報を受け取
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った基地局では、サービス情報の登録が行われる。
【００３３】
・サービス情報の登録手順＜第３の例＞
　図１０は、実施例にかかるサービス情報の登録手順の第３の例を示すシーケンス図であ
る。図１０に示すように、第３の例では、ステップＳ６１～ステップＳ６８は、前記サー
ビス情報の登録手順の第２の例におけるステップＳ４１～ステップＳ４８と同様である。
第３の例が前記第２の例と異なるのは、最寄りの基地局１１のアプリケーション部（１）
３１が、ＭＶＮＯのサーバー１３にサービス情報を転送し、サービス情報の登録を通知す
る（ステップＳ６８）とともに、他の基地局にサービス情報を転送し、サービス情報の登
録を通知する（ステップＳ６９）ことである。サービス情報を受け取ったＭＶＮＯのサー
バー１３および基地局では、サービス情報の登録が行われる。
【００３４】
・基地局からサービス利用者へのサービス情報の提供方法
　基地局１１は、サービス利用者の端末からサービス情報の提供の要求を受け付けると、
要求の発信元にサービス情報を送信する。また、基地局１１は、アプリケーションから自
律の要求があると、サービス情報をサービス利用者の端末へ送信する。
【００３５】
・アプリケーションの選択手順
　図１１は、実施例にかかるアプリケーションの選択手順を示すシーケンス図である。図
１２は、図１１の続きを示すシーケンス図である。ここでは、アプリケーション部（１）
３１を選択する場合について説明する。図１１に示すように、まず、ＭＶＮＯのサービス
利用者の端末１２は、基地局１１にＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ）コネクションを要求する（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ、ステ
ップＳ７１）。ＲＲＣコネクションを要求する信号には、端末の種別、事業者のＩＤまた
はアプリケーションの番号などの識別情報が含まれている。基地局１１の制御部３５は、
ＲＲＣコネクションを要求する信号から識別情報を抽出して保存する（ステップＳ７２）
。制御部３５は、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末１２にＲＲＣコネクションの設定を要
求する（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ、ステップＳ７３）。ＭＶＮＯのサ
ービス利用者の端末１２は、ＲＲＣコネクションを設定し、制御部３５にＲＲＣコネクシ
ョンの設定を完了したことを通知する（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ　Ｃ
ｏｍｐｌｅｔｅ、ステップＳ７４）。次いで、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末１２は、
基地局１１にサービスへの接続を要求する（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ、ステップ
Ｓ７５）。基地局１１の制御部３５は、サービスへの接続を要求する信号からインスタン
スＩＤを取得し（ステップＳ７６）、選択部３４に対して、サービスへの接続を要求する
（ステップＳ７７）。選択部３４に対するサービスへの接続を要求する信号には、インス
タンスＩＤが含まれている。選択部３４は、事業者のＩＤやアプリケーションの番号など
の識別情報に基づいて、該当するアプリケーションがあるか否かを判断する。該当するア
プリケーションがない場合には、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末１２からの接続の要求
を拒否する。該当するアプリケーションがある場合には、該当するアプリケーションを選
択する（ステップＳ７８）。そして、該当するアプリケーションを有するアプリケーショ
ン部（１）３１に対して、サービスへの接続を要求する（ステップＳ７９）。アプリケー
ション部（１）３１は、該当するアプリケーションを起動し、インスタンスＩＤの格納、
サービス提供の可否の判定、サービスクラスの決定および秘匿キーの抽出などを行う（ス
テップＳ８０）。
【００３６】
　次いで、図１２に示すように、アプリケーション部（１）３１は、制御部３５に秘匿の
設定を要求する（ステップＳ８１）。制御部３５は、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末１
２にセキュリティ情報を送信する（Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｍｏｄｅ　Ｃｏｍｍａｎｄ、ステ
ップＳ８２）。ＭＶＮＯのサービス利用者の端末１２は、セキュリティ情報を設定し、制
御部３５にセキュリティ情報の設定を完了したことを通知する（Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｍｏ
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ｄｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ、ステップＳ８３）。制御部３５は、アプリケーション部（１）
３１に秘匿の設定の要求に対する応答を返す（ステップＳ８４）。アプリケーション部（
１）３１は、選択されたアプリケーションに対応するＭＶＮＯのサーバー１３を選択し（
ステップＳ８５）、制御部３５に対して該ＭＶＮＯのサーバー１３への接続を要求する（
ステップＳ８６）。制御部３５は、ＭＶＮＯのサーバー１３に無線接続の更新を要求する
（Ｕｐｄａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ、ステップＳ８７）。ＭＶＮＯのサーバ
ー１３は、無線接続の更新を行い、制御部３５に無線接続の更新の要求に対する応答を返
す（Ｕｐｄａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ、ステップＳ８８）。制御部３５は
、アプリケーション部（１）３１にＭＶＮＯのサーバーへの接続の要求に対する応答を返
す（ステップＳ８９）。次いで、アプリケーション部（１）３１は、制御部３５にユーザ
ープレーン（Ｕ－Ｐｌａｎｅ）の接続を指示する（ステップＳ９０）。それによって、制
御部３５とＭＶＮＯのサービス利用者の端末１２との間で無線接続が確立する（ステップ
Ｓ９１）。制御部３５は、アプリケーション部（１）３１にユーザープレーンの接続の指
示に対する応答を返す（ステップＳ９２）。その後、ＭＶＮＯのサービス利用者の端末１
２とＭＶＮＯのサーバー１３との間で、上りリンクのデータや下りリンクのデータの送受
信が行われる（ステップＳ９３）。
【００３７】
・適用例＜第１の例＞
　例えば、ＭＶＮＯのサービス提供者が商店街であり、ＭＶＮＯのサービス利用者が、Ｍ
ＶＮＯと商店街サービス用のアプリケーションの利用契約を結んでいる買い物客であって
もよい。この場合、ＭＶＮＯのサービス提供者は、サービスの詳細をＭＶＮＯに示して契
約を行う。ＭＶＮＯは、商店街サービス用のアプリケーションを作成する。商店街サービ
ス用のアプリケーションは、商店街近辺のＭＮＯの基地局にダウンロードされ、インスト
ールされる。商店街のサービス情報（例えば、特売セールの情報など）は、ＭＶＮＯのサ
ービス提供者からＭＶＮＯに渡され、ＭＶＮＯから、商店街サービス用のアプリケーショ
ンがインストールされた基地局に登録される。あるいは、商店街のサービス情報は、ＭＶ
ＮＯのサービス提供者が有する端末から、商店街サービス用のアプリケーションがインス
トールされた基地局に登録される。商店街サービス用のアプリケーションおよび商店街の
サービス情報が登録された基地局は、圏内にいるＭＶＮＯのサービス利用者の端末に、商
店街のサービス情報を提供する。
【００３８】
・適用例＜第２の例＞
　例えば、ＭＶＮＯのサービス提供者が家電機器の遠隔監視および遠隔制御のサービスを
提供する者であり、ＭＶＮＯのサービス利用者が、ＭＶＮＯと家電機器の遠隔監視および
遠隔制御サービス用のアプリケーションの利用契約を結んでいる者であってもよい。この
場合、ＭＶＮＯのサービス提供者は、住居や事務所や工場などの建物にある機器の監視や
制御を行うサービスの詳細をＭＶＮＯに示して契約を行う。ＭＶＮＯは、機器の監視や制
御のサービス用のアプリケーションを作成する。機器の監視や制御のサービス用のアプリ
ケーションは、当該サービスの提供を行う地域にあるＭＮＯの基地局にダウンロードされ
、インストールされる。
【００３９】
　機器の監視や制御のサービスに加入する利用者の情報（例えば、機器を特定するＭＡＣ
アドレス（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｄｄｒｅｓｓ）などの情報）
は、ＭＶＮＯのサービス提供者からＭＶＮＯに渡され、ＭＶＮＯから、機器の監視や制御
のサービス用のアプリケーションがインストールされた基地局に登録される。あるいは、
機器の監視や制御のサービスに加入する利用者の情報は、ＭＶＮＯのサービス提供者が有
する端末から、機器の監視や制御のサービス用のアプリケーションがインストールされた
基地局に登録される。機器の監視や制御のサービス用のアプリケーションは、機器の監視
や制御のサービスに加入する利用者により登録された機器から定期的に監視情報を収集し
、各基地局に配信する。あるいは、機器の監視や制御のサービス用のアプリケーションは
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、機器の監視や制御のサービスに加入する利用者が要求するときに、登録された機器から
監視情報を収集して各基地局に配信してもよい。機器の監視や制御のサービスに加入する
利用者は、例えば自身の端末から機器の監視（例えば、風呂に水が入っているかなど）や
制御（例えば、風呂を沸かすなど）を実施する。機器の監視の一例として、例えば風呂に
水が入っているということや、エアコンディショナーの動作状態などが挙げられる。機器
の制御の一例として、例えば風呂を沸かすことや、エアコンディショナーを動作させるこ
となどが挙げられる。
【００４０】
　実施例２によれば、実施例１と同様の効果が得られる。また、ＭＶＮＯのサービス提供
者が自身の端末から基地局に登録されているサービス情報を更新することができ、一方、
ＭＶＮＯのサービス利用者が自身の端末を用いて基地局に登録されている、ＭＶＮＯのサ
ービス提供者のサービスに対応するアプリケーションからサービス情報を取得することが
できる。従って、ＭＶＮＯのサーバーがメンテナンスや障害の発生などにより停止してい
るときでも、ＭＶＮＯのサービス利用者にサービス情報の提供が停止されるのを極力、回
避することができる。また、ＭＮＯの、サービスへの接続の可否などを判断する機能を備
えた制御装置を経由しないで、ＭＶＮＯのサービス利用者にサービス情報が提供されるの
で、サービス情報の伝送経路が短くなり、データ通信速度の高速化を図ることができる。
すなわち、遅延を回避することができる。また、ＭＶＮＯのサービス利用者がサービス情
報を取得するまでのレスポンスの時間が短縮される。また、ＭＮＯの、サービスへの接続
の可否などを判断する機能を備えた制御装置を経由しないので、ＭＮＯ内やＭＮＯとＭＶ
ＮＯとの間の情報転送量が減り、ネットワークの負荷が低減される。また、ＭＶＮＯのサ
ービス提供者が提供するサービスのアプリケーションと基地局の制御部との間を簡易なＡ
ＰＩ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）で実現すること
ができる。従って、ＭＶＮＯは、ＲＲＣやＳ１アプリケーションなどのプロトコルを熟知
していなくても、アプリケーションを作成することができるので、仮想移動体通信事業へ
の参入が容易となる。なお、上述した二つの適用例以外にも、通話やデータ通信などの種
々のサービスに適用することができる。
【００４１】
　上述した実施例１、２に関し、さらに以下の付記を開示する。
【００４２】
（付記１）仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用するサービスに対応するアプ
リケーションを有する１以上のアプリケーション部と、該仮想移動体通信事業者の無線通
信サービスを利用する端末から、該仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用する
サービスへの接続要求を受け付け、該接続要求に対応するアプリケーション部を選択する
選択部と、前記選択部により選択されたアプリケーション部と該仮想移動体通信事業者の
サーバーとの間の通信、および該仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用する端
末との間の通信を制御する制御部と、を備えることを特徴とする基地局。
【００４３】
（付記２）前記アプリケーション部は、前記接続要求に対応するサービスの提供の可否を
判断することを特徴とする付記１に記載の基地局。
【００４４】
（付記３）前記選択部は、前記接続要求に含まれる、前記仮想移動体通信事業者の無線通
信サービスを利用するサービスを識別する情報に基づいて、前記アプリケーション部を選
択することを特徴とする付記１または２に記載の基地局。
【００４５】
（付記４）前記選択部は、前記接続要求に含まれる、前記アプリケーション部を識別する
情報に基づいて、前記アプリケーション部を選択することを特徴とする付記１～３のいず
れか一つに記載の基地局。
【００４６】
（付記５）前記制御部は、前記仮想移動体通信事業者の端末から前記アプリケーションを
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ダウンロードしてインストールし、該インストールされたアプリケーションを前記選択部
に登録することを特徴とする付記１～４のいずれか一つに記載の基地局。
【００４７】
（付記６）前記制御部は、前記仮想移動体通信事業者の端末から、前記アプリケーション
が使用するサービス情報をダウンロードして前記アプリケーション部に通知することを特
徴とする付記１～５のいずれか一つに記載の基地局。
【００４８】
（付記７）前記制御部は、前記仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用してサー
ビスを提供する端末から、前記アプリケーションが使用するサービス情報をダウンロード
して前記アプリケーション部に通知することを特徴とする付記１～５のいずれか一つに記
載の基地局。
【００４９】
（付記８）前記仮想移動体通信事業者に移動体回線網を貸している移動体通信事業者の無
線通信サービスを利用するサービスに対応するアプリケーションを有する１以上のアプリ
ケーション部、をさらに備えることを特徴とする付記１～７のいずれか一つに記載の基地
局。
【００５０】
（付記９）仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用する端末と、該仮想移動体通
信事業者が管理するサーバーと、該仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用する
サービスに対応するアプリケーションを有する１以上のアプリケーション部、該仮想移動
体通信事業者の無線通信サービスを利用する端末から、該仮想移動体通信事業者の無線通
信サービスを利用するサービスへの接続要求を受け付け、該接続要求に対応するアプリケ
ーション部を選択する選択部、並びに前記選択部により選択されたアプリケーション部と
該仮想移動体通信事業者のサーバーとの間の通信、および該仮想移動体通信事業者の無線
通信サービスを利用する端末との間の通信を制御する制御部、を備える基地局と、を含む
ことを特徴とする無線通信システム。
【００５１】
（付記１０）前記アプリケーション部は、前記接続要求に対応するサービスの提供の可否
を判断することを特徴とする付記９に記載の無線通信システム。
【００５２】
（付記１１）前記選択部は、前記接続要求に含まれる、前記仮想移動体通信事業者の無線
通信サービスを利用するサービスを識別する情報に基づいて、前記アプリケーション部を
選択することを特徴とする付記９または１０に記載の無線通信システム。
【００５３】
（付記１２）前記選択部は、前記接続要求に含まれる、前記アプリケーション部を識別す
る情報に基づいて、前記アプリケーション部を選択することを特徴とする付記９～１１の
いずれか一つに記載の無線通信システム。
【００５４】
（付記１３）前記仮想移動体通信事業者の端末、をさらに含み、前記制御部は、該仮想移
動体通信事業者の端末から前記アプリケーションをダウンロードしてインストールし、該
インストールされたアプリケーションを前記選択部に登録することを特徴とする付記９～
１２のいずれか一つに記載の無線通信システム。
【００５５】
（付記１４）前記仮想移動体通信事業者の端末、をさらに含み、前記制御部は、該仮想移
動体通信事業者の端末から、前記アプリケーションが使用するサービス情報をダウンロー
ドして前記アプリケーション部に通知することを特徴とする付記９～１３のいずれか一つ
に記載の無線通信システム。
【００５６】
（付記１５）前記仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用してサービスを提供す
る端末、をさらに含み、前記制御部は、該仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利
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用してサービスを提供する端末から、前記アプリケーションが使用するサービス情報をダ
ウンロードして前記アプリケーション部に通知することを特徴とする付記９～１３のいず
れか一つに記載の無線通信システム。
【００５７】
（付記１６）前記基地局は、前記仮想移動体通信事業者に移動体回線網を貸している移動
体通信事業者の無線通信サービスを利用するサービスに対応するアプリケーションを有す
る１以上のアプリケーション部、をさらに備えることを特徴とする付記９～１５のいずれ
か一つに記載の無線通信システム。
【００５８】
（付記１７）基地局に、仮想移動体通信事業者の無線通信サービスを利用するサービスに
対応するアプリケーションを登録するステップと、該仮想移動体通信事業者の無線通信サ
ービスを利用する端末から該基地局に対して、該仮想移動体通信事業者の無線通信サービ
スを利用するサービスへの接続を要求するステップと、該基地局が該端末からの接続の要
求を受け付け、該接続の要求に対応するアプリケーションを選択して起動するステップと
、該接続の要求に対して起動されたアプリケーションと該仮想移動体通信事業者のサーバ
ーとの間で通信を行うステップと、該端末に対して、該接続の要求に対して起動されたア
プリケーションによるサービスを提供するステップと、を含むことを特徴とする無線通信
方法。
【符号の説明】
【００５９】
　１，１１　基地局
　２，１２　ＭＶＮＯのサービス利用者の端末
　３，１３　ＭＶＮＯのサーバー
　４，５，６，３１，３２，３３　アプリケーション部
　７，３４　選択部
　８，３５　制御部
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