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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツの通信を行うサービスである特定サービスを提供する情報処理装置と無線通
信装置との間で前記特定サービスに係る通信処理を行うための所定条件を満たすかを判定
する判定部と、
　前記所定条件を満たす場合には、契約認証情報に基づいて基地局に接続して所定のネッ
トワークに接続するための接続権を前記無線通信装置に設定して当該設定された接続権に
基づいて前記基地局と前記ネットワークとを経由して接続された前記無線通信装置との間
で前記通信処理を行うように制御を行う制御部と
を具備する情報処理装置。
【請求項２】
　前記判定部は、前記無線通信装置について前記特定サービスを受けるための登録がされ
ている場合に前記所定条件を満たすと判定する請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記接続権は、前記特定サービスを提供するサービス提供者が契約している通信事業者
が運営する前記基地局に接続するための前記契約認証情報に基づいて前記基地局に接続す
る権利であって前記サービス提供者により一定数が確保されている権利であり、
　前記判定部は、前記登録がされている無線通信装置による前記接続権の利用状況を無線
通信装置毎に管理するデータベースに基づいて前記所定条件を満たすかを判定する
請求項２記載の情報処理装置。
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【請求項４】
　前記判定部は、前記一定数の接続権のうちの全ての接続権が利用されている場合には前
記所定条件を満たさないと判定する請求項３記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記接続権を前記無線通信装置に設定した場合および前記接続権が設定
された前記無線通信装置から当該接続権が開放された場合に前記データベースにおける当
該各無線通信装置に係る前記利用状況を更新する請求項３または４記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記データベースは、ＲＯ（Registration Operator）および前記情報処理装置のうち
の少なくとも一方に備えられている請求項３乃至５の何れかに記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記判定部は、前記無線通信装置において所定操作が受け付けられた場合、または、所
定のタイミングとなった場合に、前記所定条件を満たすと判定し、
　前記制御部は、前記所定条件を満たす場合には、前記接続権を前記無線通信装置に設定
することを要求するための設定要求をＲＯに対して行い、前記設定要求に応じてＳＨＯ（
Selected Home Operator）により前記無線通信装置に設定された前記接続権に基づいて前
記無線通信装置が前記ネットワークに接続された後に前記無線通信装置との間で前記通信
処理を行うように制御を行う
請求項１記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記ＲＯは、前記無線通信装置に前記接続権が設定されて前記無線通信装置が前記ネッ
トワークに接続された場合にその旨を前記情報処理装置に通知する請求項７記載の情報処
理装置。
【請求項９】
　前記ＲＯは、前記無線通信装置に設定された前記接続権が無効化された場合にその旨を
前記情報処理装置に通知する請求項７または８記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記接続権は、前記情報処理装置と前記無線通信装置との間で前記通信処理のみを行う
ための制限が付されている請求項１乃至９の何れかに記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記判定部は、前記設定された前記接続権を無効化するための所定条件を満たすかを判
定し、
　前記制御部は、前記無効化するための所定条件を満たすと判定された場合には、前記無
線通信装置に設定された前記接続権を無効化するための制御を行う
請求項１乃至１０の何れかに記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記情報処理装置と前記無線通信装置との間で行われた前記通信処理が
終了した場合には、前記無線通信装置に設定された前記接続権を無効化するための無効化
処理を行うように制御を行う請求項１乃至１１の何れかに記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記接続権は、前記特定サービスを提供するサービス提供者が契約している通信事業者
が運営する前記基地局に接続するための前記契約認証情報に基づいて前記基地局に接続す
る権利であり、
　前記無線通信装置は、前記契約認証情報をダウンロードして利用することができる無線
通信装置である
請求項１乃至１２の何れかに記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記特定サービスは、コンテンツ提供サービス、Ｗｅｂサービス、データダウンロード
サービス、データアップロードサービス、オンラインゲームのうちの少なくとも１つの通
信サービスである請求項１乃至１３の何れかに記載の情報処理装置。
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【請求項１５】
　無線通信を行う無線通信装置と、
　コンテンツの通信を行うサービスである特定サービスを提供する情報処理装置と前記無
線通信装置との間で前記特定サービスに係る通信処理を行うための所定条件を満たすかを
判定する判定部と、前記所定条件を満たす場合には、契約認証情報に基づいて基地局に接
続して所定のネットワークに接続するための接続権を前記無線通信装置に設定して当該設
定された接続権に基づいて前記基地局と前記ネットワークとを経由して接続された前記無
線通信装置との間で前記通信処理を行うように制御を行う制御部とを備える情報処理装置
と
を具備する通信システム。
【請求項１６】
　コンテンツの通信を行うサービスである特定サービスを提供する情報処理装置と無線通
信装置との間で前記特定サービスに係る通信処理を行うための所定条件を満たすかを判定
する判定手順と、
　前記所定条件を満たす場合には、契約認証情報に基づいて基地局に接続して所定のネッ
トワークに接続するための接続権を前記無線通信装置に設定して当該設定された接続権に
基づいて前記基地局と前記ネットワークとを経由して接続された前記無線通信装置との間
で前記通信処理を行うように制御を行う制御手順と
を具備する情報処理装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、情報処理装置に関する。詳しくは、ネットワークに接続する情報処理装置、
これを備える通信システムおよび情報処理装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、公衆無線通信ネットワークの技術仕様を策定している３ＧＰＰ（3rd Generation
 Partnership Project）において機能拡張が検討されている（例えば、非特許文献１参照
。）。
【０００３】
　この機能拡張（Machine to Machine Equipmentと称される）によれば、サービス利用可
能であることを示す情報について柔軟な使い方が可能になる。このサービス利用可能であ
ることを示す情報は、ＭＣＩＭ（Machine Communication Identity Module）である。例
えば、ＭＣＩＭをネットワークからダウンロードしたり、一時的に停止したり、再開する
ことができるようになる。
【０００４】
　また、現在、このＭＣＩＭに相当する情報は、ＳＩＭ（Subscriber Identity Module）
カードと呼ばれる物理デバイスに保存する必要がある。しかしながら、ＭＣＩＭをソフト
ウェアとして扱うことにより、保存方法も柔軟にすることができるようになる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】3GPP TR 33.812 V9.2.0（2010-06）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述の機能拡張を利用することにより、従来とは異なるＭＣＩＭの使用方法が考えられ
るようになる。
【０００７】
　例えば、各種通信サービスを提供する事業者からの所望の通信サービスを、ユーザが所
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有する無線通信装置により容易に受けることができれば、そのユーザにとって便利である
。また、その事業者にとっても各種通信サービスを提供する機会を増加させることができ
る。
【０００８】
　本技術はこのような状況に鑑みて生み出されたものであり、ユーザ好みの通信サービス
を容易に受けることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本技術は、上述の問題点を解消するためになされたものであり、その第１の側面は、コ
ンテンツの通信を行うサービスである特定サービスを提供する情報処理装置と無線通信装
置との間で上記特定サービスに係る通信処理を行うための所定条件を満たすかを判定する
判定部と、上記所定条件を満たす場合には、契約認証情報に基づいて基地局に接続して所
定のネットワークに接続するための接続権を上記無線通信装置に設定して当該設定された
接続権に基づいて上記基地局と上記ネットワークとを経由して接続された上記無線通信装
置との間で上記通信処理を行うように制御を行う制御部とを具備する情報処理装置および
その制御方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これによ
り、所定条件を満たす場合には、接続権を無線通信装置に設定し、その設定された接続権
に基づいてネットワークに接続された無線通信装置との間で通信処理を行うという作用を
もたらす。
【００１０】
　また、この第１の側面において、上記判定部は、上記無線通信装置について上記特定サ
ービスを受けるための登録がされている場合に上記所定条件を満たすと判定するようにし
てもよい。これにより、無線通信装置について特定サービスを受けるための登録がされて
いる場合に所定条件を満たすと判定するという作用をもたらす。
【００１１】
　また、この第１の側面において、上記接続権は、上記特定サービスを提供するサービス
提供者が契約している通信事業者が運営する上記基地局に接続するための上記契約認証情
報に基づいて上記基地局に接続する権利であって上記サービス提供者により一定数が確保
されている権利であり、上記判定部は、上記登録がされている無線通信装置による上記接
続権の利用状況を無線通信装置毎に管理するデータベースに基づいて上記所定条件を満た
すかを判定するようにしてもよい。これにより、登録がされている無線通信装置による接
続権の利用状況を管理するデータベース（例えば、デバイス管理データベース）に基づい
て、所定条件を満たすかを判定するという作用をもたらす。
【００１２】
　また、この第１の側面において、上記判定部は、上記一定数の接続権のうちの全ての接
続権が利用されている場合には上記所定条件を満たさないと判定するようにしてもよい。
これにより、一定数の接続権のうちの全ての接続権が利用されている場合には、所定条件
を満たさないと判定するという作用をもたらす。
【００１３】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記接続権を上記無線通信装置に設定
した場合および上記接続権が設定された上記無線通信装置から当該接続権が開放された場
合に上記データベースにおける当該各無線通信装置に係る上記利用状況を更新するように
してもよい。これにより、接続権を無線通信装置に設定した場合および接続権が設定され
た無線通信装置からその接続権が開放された場合に、データベースにおける無線通信装置
に係る利用状況を更新するという作用をもたらす。
【００１４】
　また、この第１の側面において、上記データベースは、ＲＯ（Registration Operator
）および上記情報処理装置のうちの少なくとも一方に備えられるようにしてもよい。これ
により、ＲＯおよび情報処理装置のうちの少なくとも一方に備えられるデータベースを用
いて判定を行うという作用をもたらす。
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【００１５】
　また、この第１の側面において、上記判定部は、上記無線通信装置において所定操作が
受け付けられた場合、または、所定のタイミングとなった場合に、上記所定条件を満たす
と判定し、上記制御部は、上記所定条件を満たす場合には、上記接続権を上記無線通信装
置に設定することを要求するための設定要求をＲＯに対して行い、上記設定要求に応じて
ＳＨＯ（Selected Home Operator）により上記無線通信装置に設定された上記接続権に基
づいて上記無線通信装置が上記ネットワークに接続された後に上記無線通信装置との間で
上記通信処理を行うように制御を行うようにしてもよい。これにより、所定条件を満たす
場合には、接続権を無線通信装置に設定することを要求するための設定要求をＲＯに対し
て行い、その設定要求に応じてＳＨＯにより無線通信装置に設定された接続権に基づいて
無線通信装置がネットワークに接続された後にその無線通信装置との間で通信処理を行う
という作用をもたらす。
【００１６】
　また、この第１の側面において、上記ＲＯは、上記無線通信装置に上記接続権が設定さ
れて上記無線通信装置が上記ネットワークに接続された場合にその旨を上記情報処理装置
に通知するようにしてもよい。これにより、ＲＯは、無線通信装置に接続権が設定されて
その無線通信装置がネットワークに接続された場合にその旨を情報処理装置に通知すると
いう作用をもたらす。
【００１７】
　また、この第１の側面において、上記ＲＯは、上記無線通信装置に設定された上記接続
権が無効化された場合にその旨を上記情報処理装置に通知するようにしてもよい。これに
より、ＲＯは、無線通信装置に設定された接続権が無効化された場合にその旨を情報処理
装置に通知するという作用をもたらす。
【００１９】
　また、この第１の側面において、上記接続権は、上記情報処理装置と上記無線通信装置
との間で上記通信処理のみを行うための制限が付されるようにしてもよい。これにより、
制限が付された接続権を無線通信装置に設定するという作用をもたらす。
【００２０】
　また、この第１の側面において、上記判定部は、上記設定された上記接続権を無効化す
るための所定条件を満たすかを判定し、上記制御部は、上記無効化するための所定条件を
満たすと判定された場合には、上記無線通信装置に設定された上記接続権を無効化するた
めの制御を行うようにしてもよい。これにより、無効化するための所定条件を満たすと判
定された場合には、無線通信装置に設定された接続権を無効化するという作用をもたらす
。
【００２１】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記情報処理装置と上記無線通信装置
との間で行われた上記通信処理が終了した場合には、上記無線通信装置に設定された上記
接続権を無効化するための無効化処理を行うように制御を行うようにしてもよい。これに
より、情報処理装置と無線通信装置との間で行われた通信処理が終了した場合には、その
無線通信装置に設定された接続権を無効化するための無効化処理を行うという作用をもた
らす。
【００２２】
　また、この第１の側面において、上記接続権を、上記特定サービスを提供するサービス
提供者が契約している通信事業者が運営する上記基地局に接続するための上記契約認証情
報に基づいて上記基地局に接続する権利とし、上記無線通信装置を、上記契約認証情報を
ダウンロードして利用することができる無線通信装置とするようにしてもよい。これによ
り、契約認証情報をダウンロードすることにより、無線通信装置に接続権を設定するとい
う作用をもたらす。
　また、この第１の側面において、上記特定サービスを、コンテンツ提供サービス、Ｗｅ
ｂサービス、データダウンロードサービス、データアップロードサービス、オンラインゲ
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ームのうちの少なくとも１つの通信サービスとするようにしてもよい。これにより、コン
テンツ提供サービス、Ｗｅｂサービス、データダウンロードサービス、データアップロー
ドサービス、オンラインゲームのうちの少なくとも１つの通信サービスを行うという作用
をもたらす。
【００２３】
　また、本技術の第２の側面は、無線通信を行う無線通信装置と、コンテンツの通信を行
うサービスである特定サービスを提供する情報処理装置と上記無線通信装置との間で上記
特定サービスに係る通信処理を行うための所定条件を満たすかを判定する判定部と、上記
所定条件を満たす場合には、契約認証情報に基づいて基地局に接続して所定のネットワー
クに接続するための接続権を上記無線通信装置に設定して当該設定された接続権に基づい
て上記基地局と上記ネットワークとを経由して接続された上記無線通信装置との間で上記
通信処理を行うように制御を行う制御部とを備える情報処理装置とを具備する通信システ
ムおよびその制御方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。
これにより、所定条件を満たす場合には、接続権を無線通信装置に設定し、その設定され
た接続権に基づいてネットワークに接続された無線通信装置との間で通信処理を行うとい
う作用をもたらす。
【発明の効果】
【００２４】
　本技術によれば、ユーザ好みの通信サービスを容易に受けることができるという優れた
効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本技術の第１の実施の形態における通信システム１０のシステム構成例を示すブ
ロック図である。
【図２】本技術の第１の実施の形態における通信システム１００のシステム構成例を示す
ブロック図である。
【図３】本技術の第１の実施の形態における情報処理装置２００の機能構成例を示すブロ
ック図である。
【図４】本技術の第１の実施の形態におけるサービス管理データベース２４０を模式的に
示す図である。
【図５】本技術の第１の実施の形態における通信制御装置（第１通信事業者）３００の機
能構成例を示すブロック図である。
【図６】本技術の第１の実施の形態におけるデバイス管理データベース３３０を模式的に
示す図である。
【図７】本技術の第１の実施の形態におけるＭＣＩＭ管理データベース３４０を模式的に
示す図である。
【図８】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置４００の内部構成例を示すブロ
ック図である。
【図９】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置４００の表示部４７０に表示さ
れる表示画面例（登録操作画面５００）を示す図である。
【図１０】本技術の第１の実施の形態における通信システム１００を構成する各装置間に
おける通信処理例を示すシーケンスチャートである。
【図１１】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置４００の使用例を簡略化して
示す図である。
【図１２】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置４００の表示部４７０に表示
される表示画面例（自動保存要否選択画面５１０）を示す図である。
【図１３】本技術の第１の実施の形態における通信システム１００を構成する各装置間に
おける通信処理例を示すシーケンスチャートである。
【図１４】本技術の第１の実施の形態における通信システム１００を構成する各装置間に
おける通信処理例を示すシーケンスチャートである。
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【図１５】本技術の第１の実施の形態における通信制御装置（第１通信事業者）３００に
よるＭＣＩＭの割り当て確認処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１６】本技術の第１の実施の形態における通信システム１００を構成する各装置間に
おける通信処理例を示すシーケンスチャートである。
【図１７】本技術の第１の実施の形態における通信システム１００を構成する各装置間に
おける通信処理例を示すシーケンスチャートである。
【図１８】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置４００の表示部４７０に表示
される表示画面例（保存要否選択画面５２０）を示す図である。
【図１９】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置４００による通信処理の処理
手順の一例を示すフローチャートである。
【図２０】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置４０５の使用例を簡略化して
示す図である。
【図２１】本技術の第２の実施の形態における通信システム１０１を構成する各装置間に
おける通信処理例を示すシーケンスチャートである。
【図２２】本技術の第２の実施の形態における通信システム１０１を構成する各装置間に
おける通信処理例を示すシーケンスチャートである。
【図２３】本技術の第２の実施の形態における情報処理装置２００による通信処理の処理
手順の一例を示すフローチャートである。
【図２４】本技術の第３の実施の形態における情報処理装置２０５の機能構成例を示すブ
ロック図である。
【図２５】本技術の第３の実施の形態における通信システム１００を構成する各装置間に
おける通信処理例を示すシーケンスチャートである。
【図２６】本技術の第３の実施の形態における通信システム１００を構成する各装置間に
おける通信処理例を示すシーケンスチャートである。
【図２７】本技術の第３の実施の形態における通信システム１００を構成する各装置間に
おける通信処理例を示すシーケンスチャートである。
【図２８】本技術の第４の実施の形態における通信システム１０１を構成する各装置間に
おける通信処理例を示すシーケンスチャートである。
【図２９】本技術の第４の実施の形態における通信システム１０１を構成する各装置間に
おける通信処理例を示すシーケンスチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本技術を実施するための形態（以下、実施の形態と称する）について説明する。
説明は以下の順序により行う。
　１．第１の実施の形態（通信制御：ＲＯ（Registration Operator）側で管理されてい
るデータベースを用いて、サービス提供会社が契約しているＭＣＩＭを無線通信装置の判
断に基づいてその無線通信装置に設定して通信処理を行う例）
　２．第２の実施の形態（通信制御：ＲＯ側で管理されているデータベースを用いて、サ
ービス提供会社が契約しているＭＣＩＭをサービス提供会社の判断に基づいて無線通信装
置に設定して通信処理を行う例）
　３．第３の実施の形態（通信制御：サービス提供会社側で管理されているデータベース
を用いて、そのサービス提供会社が契約しているＭＣＩＭを無線通信装置の判断に基づい
てその無線通信装置に設定して通信処理を行う例）
　４．第４の実施の形態（通信制御：サービス提供会社側で管理されているデータベース
を用いて、サービス提供会社が契約しているＭＣＩＭをサービス提供会社の判断に基づい
て無線通信装置に設定して通信処理を行う例）
　５．変形例
【００２７】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［通信システムの構成例］
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　図１は、本技術の第１の実施の形態における通信システム１０のシステム構成例を示す
ブロック図である。図１では、ＳＨＯ（Selected Home Operator）およびＲＯ（Registra
tion Operator）から構成されるネットワーク構成を前提とする通信システムの構成例を
示す（例えば、非特許文献１参照。）。
【００２８】
　図１（ａ）には、無線通信装置４００が有効なＭＣＩＭ（Machine Communication Iden
tity Module）（ＭＣＩＭの使用権）４０１を保持している場合における無線通信例を示
す。また、図１（ｂ）には、無線通信装置４００が有効なＭＣＩＭ（ＭＣＩＭの使用権）
４０１を保持していない場合における無線通信例を示す。
【００２９】
　ここで、ＭＣＩＭは、契約認証情報の一例であり、契約認証情報は、電話の加入者（Su
bscriber）情報と、認証鍵（Authentication）の情報とを含む情報である。ＭＣＩＭは、
例えば、デバイス購入時には特定の通信事業者（例えば、携帯電話事業者）に限定されず
、購入後に柔軟に通信事業者を設定することができる契約認証情報（いわゆる、ソフトＳ
ＩＭ）である。また、ＭＣＩＭをネットワーク上から書き換え可能とすることにより、携
帯電話機の販売と通信事業者選択とを分離し易くなり、さらに、複数の無線通信装置間で
契約認証情報を容易に共有することができる。また、ＭＣＩＭの使用権を保持していない
場合は、例えば、ＭＣＩＭ自体を保持していない場合、または、ＭＣＩＭの無効化処理に
より無効とされたＭＣＩＭのみを保持している場合を意味する。
【００３０】
　また、例えば、ＭＣＩＭの使用権は、無線通信を利用してネットワーク４０に接続する
ための接続権（ネットワーク接続権）として把握することができる。すなわち、接続権は
、通信事業者が運営する基地局に接続するためのＭＣＩＭ（契約認証情報）に基づいて、
その基地局に接続するための権利である。また、例えば、接続権の有無は、ＭＣＩＭの使
用権の有無に対応する。
【００３１】
　また、ＲＯ、ＳＨＯは、論理的な役割を示すものであり、異なる事業者により運営され
ることが想定されるが、同一の事業者により運営されることも想定される。また、ＲＯ、
ＳＨＯは、それぞれ複数存在することも想定される。また、ＲＯ、ＳＨＯのそれぞれは、
情報処理装置として一体として構成されるようにしてもよく、複数の装置により構成され
るようにしてもよい。ここで、ＲＯ、ＳＨＯは、有効なＭＣＩＭを有する無線通信装置を
基準とする場合における相対的な役割を意味するものである。このため、１つの無線通信
装置についてＲＯに相当するものが、他の無線通信装置についてはＳＨＯに相当する可能
性もある。
【００３２】
　通信システム１０は、ＲＯ２０と、ＳＨＯ３０と、基地局２１、３１と、ネットワーク
４０と、情報処理装置２００と、無線通信装置４００とを備える。
【００３３】
　無線通信装置４００は、例えば、携帯電話装置（例えば、通話機能およびデータ通信機
能を備えるスマートフォン）である。無線通信装置４００は、ソフトウェアダウンローダ
ブルＳＩＭ（Subscriber Identity Module）を利用することが可能な情報処理装置の一例
である。また、ソフトウェアダウンローダブルＳＩＭを利用することが可能な他の無線通
信装置についても適用することができる。例えば、無線通信機能を備える撮像装置（例え
ば、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ（カメラ一体型レコーダ）、無線通信
機能を備える音声出力装置（例えば、携帯型ミュージックプレーヤー）適用することがで
きる。また、無線通信機能を備える表示装置（例えば、デジタルフォトフレーム）、無線
通信機能を備える電子書籍表示装置に適用することができる。また、例えば、無線通信機
能を備える無線通信機器を装着することにより、無線通信を行うことが可能な情報処理装
置（例えば、無線通信機能を備えていないパーソナルコンピュータ）についても適用する
ことができる。
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【００３４】
　図１（ａ）に示すように、無線通信装置４００が有効なＭＣＩＭ（ＭＣＩＭの使用権）
４０１を保持している場合には、無線通信装置４００は、ＭＣＩＭ４０１に基づいて、基
地局３１を介してＳＨＯ３０と接続することが可能となる。これに対して、図１（ｂ）に
示すように、無線通信装置４００が有効なＭＣＩＭ（ＭＣＩＭの使用権）４０１を保持し
ていない場合には、無線通信装置４００は、ＳＨＯ３０と接続することができない。ただ
し、この場合には、無線通信装置４００は、ＰＣＩＤ（Provisional Connectivity Ident
ity）に基づいて、基地局２１を介してＲＯ２０と接続することが可能となる。
【００３５】
　ここで、ＰＣＩＤは、ＲＯに接続するための識別子であり、ソフトウェアダウンローダ
ブルＳＩＭの仕組みを有する全ての無線通信装置（デバイス）に付与される。
【００３６】
　ネットワーク４０は、電話網、インターネット等のネットワーク（例えば、公衆回線網
）である。また、ネットワーク４０とＳＨＯ３０とは、ゲートウェイ（図示せず）を介し
て接続される。同様に、ネットワーク４０とＲＯ２０とは、ゲートウェイ（図示せず）を
介して接続される。
【００３７】
　ＲＯ２０は、初期接続登録等のサービスを提供する無線事業者により管理される通信制
御装置である。ＲＯ２０は、例えば、無線接続サービスを提供する無線事業者（例えば、
携帯電話事業者）に対応する。また、ＲＯ２０は、制御部（図５に示す制御部３２０に相
当）を備える。
【００３８】
　ＲＯ２０の制御部は、基地局２１を介して接続される無線通信装置の認証制御を行うも
のである。例えば、ＲＯ２０の制御部は、基地局２１を介して接続される無線通信装置に
ついて、ＰＣＩＤに基づく認証を行う。そして、ＲＯ２０は、認証された無線通信装置に
ついて、初期接続登録等のサービスを提供する。また、ＲＯ２０の制御部は、ＳＨＯ３０
と接続され、ＳＨＯ３０との間で各種情報のやり取りを行う。
【００３９】
　基地局２１は、無線回線を介して無線通信装置４００およびＲＯ２０を接続する移動体
通信基地局（ＮｏｄｅＢ）である。
【００４０】
　ＳＨＯ３０は、無線接続サービスを提供する無線事業者により管理される通信制御装置
である。ＳＨＯ３０は、インターネット・サービス等を提供するものであり、例えば、無
線接続サービスを提供する無線事業者（例えば、携帯電話事業者）に対応する。また、Ｓ
ＨＯ３０は、制御部（図２に示す制御部１２１に相当）を備える。
【００４１】
　ＳＨＯ３０の制御部は、基地局３１を介して接続される無線通信装置の認証制御を行う
ものである。例えば、ＳＨＯ３０の制御部は、基地局３１を介して接続される無線通信装
置のうち、ＳＨＯ３０の有効なＭＣＩＭ（契約認証情報）を保持する無線通信装置を認証
する。そして、ＳＨＯ３０は、認証された無線通信装置をゲートウェイ（図示せず）を介
してネットワーク４０に接続する。
【００４２】
　また、ＳＨＯ３０の制御部は、ＲＯ２０と接続され、ＲＯ２０との間で各種情報のやり
取りを行う。ここで、有効なＭＣＩＭ（契約認証情報）を保持していない無線通信装置は
、その無線通信装置のＰＣＩＤに基づいて、ＳＨＯ３０を介したＲＯ２０との接続（限定
接続）が可能である。
【００４３】
　基地局３１は、無線回線を介して無線通信装置４００およびＳＨＯ３０を接続する移動
体通信基地局（ＮｏｄｅＢ）である。
【００４４】
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　サービス提供会社５０は、通信販売、オンラインゲーム、コンテンツ保存サービス、コ
ンテンツ配信サービス等の各種通信サービスを提供する会社（ＳＰ（Service Provider）
）である。また、サービス提供会社５０は、それらの通信サービスを提供するための情報
処理装置２００を備える。また、情報処理装置２００は、ネットワーク４０を介してＲＯ
２０およびＳＨＯ３０に接続される。ここで、各種通信サービスを行う事業者は、無線接
続サービスを提供する通信事業者、ＭＶＮＯ（Mobile Virtual Network Operator）（い
わゆる、仮想通信事業者と称される事業形態の事業者）等が想定される。
【００４５】
　情報処理装置２００は、ネットワーク４０を介して各種通信サービスを提供する情報処
理装置であり、無線通信を利用して無線通信装置４００に各種通信サービスを提供する。
例えば、情報処理装置２００は、Ｗｅｂサービス、データダウンロードサービス、データ
アップロードサービス、オンラインゲーム等の通信サービスを提供する。
【００４６】
　例えば、図１（ａ）に示すように、無線通信装置４００が有効なＭＣＩＭ４０１を保持
する場合には、無線通信装置４００は、ＭＣＩＭ４０１に基づいて、無線回線を介して基
地局３１と接続され、基地局３１を介してＳＨＯ３０と接続される。この場合には、無線
通信装置４００は、基地局３１を介してＳＨＯ３０と接続され、情報処理装置２００から
の各種サービスの提供（例えば、コンテンツのダウンロード）を受けることができる。ま
た、有効なＭＣＩＭ４０１を保持する無線通信装置４００がＲＯ２０と接続する場合には
、ＳＨＯ３０を介してＲＯ２０と接続される。
【００４７】
　また、図１（ｂ）に示すように、無線通信装置４００が有効なＭＣＩＭ４０１を保持し
ていない場合は、無線通信装置４００は、保持されているＰＣＩＤに基づいて、基地局２
１を介してＲＯ２０との接続（限定接続）が可能である。この場合には、無線通信装置４
００は、基地局２１を介してＲＯ２０と接続（限定接続）されるが、限定的な通信（例え
ば、ＭＣＩＭのダウンロード、ＭＣＩＭの有効化／無効化）のみを行うことができる。
【００４８】
　なお、無線通信装置４００が有効なＭＣＩＭ４０１を保持していない場合には、無線通
信装置４００は、使用されている位置に応じて、基地局２１、３１の何れについても接続
が可能であり、これらの基地局を介してＲＯ２０と接続される。
【００４９】
　このように、有効なＭＣＩＭ４０１を保持していない無線通信装置４００については、
情報処理装置２００からの各種サービスの提供を受けることができない。すなわち、ＭＣ
ＩＭの使用権を保持していない無線通信装置は、サービス限定接続しているデバイス（RO
 Connected Device）として把握することができる。これに対して、ＭＣＩＭの使用権を
保持する無線通信装置は、サービス接続（通常接続）しているデバイス（SHO Connected 
Device）として把握することができる。なお、ＭＣＩＭの使用権を保持していない無線通
信装置は、ＭＣＩＭの使用権をＲＯ２０経由で取得（例えば、ＭＣＩＭのダウンロード、
ＭＣＩＭの有効化）することにより、ＳＨＯ３０への接続が可能となる。
【００５０】
　このように、無線通信装置４００を所有するユーザが、ＳＨＯ３０を運営する通信事業
者との間でＭＣＩＭの契約をしていない場合には、そのユーザは、情報処理装置２００か
らの各種サービスの提供を受けることができない。
【００５１】
　しかしながら、ＳＨＯ３０を運営する通信事業者との間でＭＣＩＭの契約をしていない
場合でも、無線通信装置４００を所有するユーザが、情報処理装置２００からの各種サー
ビスの提供を一時的に受けたいと希望することも想定される。また、サービス提供会社５
０にとっては、情報処理装置２００からの各種サービスの提供を受けることを希望するユ
ーザに対して、そのサービスの提供に係る通信料金を負担してでも、そのサービスの提供
を行うことを希望することも想定される。
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【００５２】
　そこで、本技術の第１の実施の形態では、ＳＨＯを運営する通信事業者との間でＭＣＩ
Ｍの契約をしていないユーザが、情報処理装置２００からの各種サービスの提供を容易に
受けることができる例を示す。
【００５３】
　［通信システムの構成例］
　図２は、本技術の第１の実施の形態における通信システム１００のシステム構成例を示
すブロック図である。
【００５４】
　通信システム１００は、ネットワーク１１０と、基地局１２２、３０１と、通信制御装
置（第１通信事業者）３００と、通信制御装置（第２通信事業者）１２０と、情報処理装
置２００と、無線通信装置４００とを備える。
【００５５】
　ここで、通信システム１００は、図１に示す通信システム１０に対応するシステムであ
る。具体的には、通信制御装置（第２通信事業者）１２０は、図１に示すＳＨＯ３０に対
応し、通信制御装置（第１通信事業者）３００は、図１に示すＲＯ２０に対応し、情報処
理装置２００は、図１に示す情報処理装置２００に対応する。このため、この例では、図
１に示す通信システム１０と共通する部分についての説明の一部を省略する。
【００５６】
　ネットワーク１１０は、電話網、インターネット等のネットワーク（例えば、公衆回線
網）である。また、ネットワーク１１０と通信制御装置（第２通信事業者）１２０とは、
ゲートウェイ（図示せず）を介して接続される。同様に、ネットワーク１１０と通信制御
装置（第１通信事業者）３００とは、ゲートウェイ（図示せず）を介して接続される。
【００５７】
　通信制御装置（第２通信事業者）１２０は、無線接続サービスを提供する無線事業者に
より管理される通信制御装置であり、図１に示すＳＨＯ３０に対応する。すなわち、通信
制御装置（第２通信事業者）１２０は、インターネット・サービス等を提供するものであ
り、例えば、無線接続サービスを提供する無線事業者（例えば、携帯電話事業者）に対応
する。また、通信制御装置（第２通信事業者）１２０は、制御部１２１を備える。
【００５８】
　制御部１２１は、基地局１２２を介して接続される無線通信装置の認証制御を行うもの
である。例えば、制御部１２１は、基地局１２２を介して接続される無線通信装置のうち
、通信制御装置（第２通信事業者）１２０の有効なＭＣＩＭ（契約認証情報）を保持する
無線通信装置を認証する。そして、通信制御装置１２０は、認証された無線通信装置をゲ
ートウェイ（図示せず）を介してネットワーク１１０に接続する。
【００５９】
　また、制御部１２１は、通信制御装置（第１通信事業者）３００と接続され、通信制御
装置（第１通信事業者）３００との間で各種情報のやり取りを行う。ここで、有効なＭＣ
ＩＭ（契約認証情報）を保持していない無線通信装置は、その無線通信装置のＰＣＩＤに
基づいて、基地局３０１を介した通信制御装置（第１通信事業者）３００との接続（限定
接続）が可能である。また、制御部１２１は、ＭＣＩＭの設定要求を無線通信装置４００
、情報処理装置２００から受信した場合には、それに応じた設定指示を通信制御装置（第
１通信事業者）３００に送信する。
【００６０】
　基地局１２２は、無線通信装置４００と、通信制御装置（第２通信事業者）１２０とを
無線回線を介して接続する移動体通信基地局（ＮｏｄｅＢ）である。
【００６１】
　通信制御装置（第１通信事業者）３００は、初期接続登録等のサービスを提供する無線
事業者により管理される通信制御装置であり、図１に示すＲＯ２０に対応する。通信制御
装置（第１通信事業者）３００は、例えば、無線接続サービスを提供する無線事業者（例
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えば、携帯電話事業者）に対応する。また、通信制御装置（第１通信事業者）３００は、
制御部３２０（図５に示す）を備える。
【００６２】
　制御部３２０は、直接、または、通信制御装置（第２通信事業者）１２０を介して接続
される無線通信装置に関する各種制御を行うものである。例えば、制御部３２０は、基地
局３０１を介して接続される無線通信装置の認証制御を行うものである。例えば、制御部
３２０は、基地局３０１を介して接続される無線通信装置について、ＰＣＩＤに基づく認
証を行う。そして、制御部３２０は、認証された無線通信装置について、初期接続登録等
のサービスを提供する。また、制御部３２０は、通信制御装置（第２通信事業者）１２０
と接続され、通信制御装置（第２通信事業者）１２０との間で各種情報のやり取りを行う
。
【００６３】
　例えば、通信システム１００において、有効なＭＣＩＭを保持する無線通信装置は、無
線回線を介して基地局１２２と接続され、基地局１２２を介して通信制御装置（第２通信
事業者）１２０と接続される。また、有効なＭＣＩＭを保持する無線通信装置が通信制御
装置（第１通信事業者）３００と接続する場合には、通信制御装置（第２通信事業者）１
２０を介して通信制御装置（第１通信事業者）３００と接続される。
【００６４】
　また、有効なＭＣＩＭを保持していない無線通信装置は、その無線通信装置のＰＣＩＤ
に基づいて、基地局３０１を介して通信制御装置（第１通信事業者）３００との接続（限
定接続）が可能である。なお、有効なＭＣＩＭを保持しない無線通信装置は、使用されて
いる位置に応じて、基地局３０１、１２２の何れについても接続が可能であり、これらの
基地局を介して通信制御装置（第１通信事業者）３００と接続される。
【００６５】
　ここで、通信システム１００において、有効なＭＣＩＭ（ＭＣＩＭの使用権）を設定す
る例（ネットワーク接続権の設定例）について説明する。例えば、各無線通信装置にＭＣ
ＩＭを保持させておく。そして、制御部３２０（図５に示す）からの指示に基づいて、通
信制御装置（第２通信事業者）１２０が各無線通信装置に保持されているＭＣＩＭの有効
化／無効化を行うことにより、ＭＣＩＭの使用権を設定することができる。なお、各無線
通信装置に保持されているＭＣＩＭの有効化／無効化については、通信制御装置（第１通
信事業者）３００側で行うことも可能である。このため、制御部３２０が、各無線通信装
置に保持されているＭＣＩＭの有効化／無効化を行うことにより、ＭＣＩＭの使用権を設
定するようにしてもよい。
【００６６】
　また、各無線通信装置にＭＣＩＭを保持させる代わりに、ＭＣＩＭそのものを送信する
ことにより、ＭＣＩＭの使用権を設定するようにしてもよい。例えば、制御部３２０（図
５に示す）を介して通信制御装置（第２通信事業者）１２０から無線通信装置に設定情報
（ＭＣＩＭを含む）が送信される。この設定情報に含まれるＭＣＩＭを無線通信装置に保
持させることにより、無線通信装置に有効なＭＣＩＭが設定される。なお、各無線通信装
置への設定情報（ＭＣＩＭを含む）の送信については、通信制御装置（第１通信事業者）
３００側で行うことも可能である。このため、制御部３２０が、各無線通信装置に設定情
報（ＭＣＩＭを含む）を送信することにより、ＭＣＩＭの使用権を設定するようにしても
よい。
【００６７】
　情報処理装置２００は、ネットワーク１１０を介して各種通信サービスを提供する情報
処理装置（例えば、コンテンツサーバ）であり、無線通信を利用して各無線通信装置に各
種通信サービスを提供する。なお、情報処理装置２００については、図３を参照して詳細
に説明する。
【００６８】
　このように、通信システム１００は、契約認証情報をネットワーク経由で書き換え可能
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な無線通信装置（デバイス）を有する無線通信システムである。
【００６９】
　［情報処理装置の構成例］
　図３は、本技術の第１の実施の形態における情報処理装置２００の機能構成例を示すブ
ロック図である。
【００７０】
　情報処理装置２００は、通信部２１０と、サービス提供部２２０と、コンテンツ管理デ
ータベース２３０と、サービス管理データベース２４０と、判定部２５０と、制御部２６
０とを備える。なお、情報処理装置２００は、特許請求の範囲に記載の情報処理装置およ
び情報処理システムの一例である。
【００７１】
　通信部２１０は、ネットワーク１１０と接続され、制御部２６０の制御に基づいて、ネ
ットワーク１１０を介して接続される各無線通信装置との間で行われる通信を行うもので
ある。例えば、通信部２１０は、各無線通信装置から送信される各情報（例えば、各種通
知）を、ネットワーク１１０を介して受け付け、その受け付けられた各情報を制御部２６
０に出力する。また、通信部２１０は、サービス提供部２２０から出力された各種コンテ
ンツを各無線通信装置に、ネットワーク１１０を介して送信する。
【００７２】
　サービス提供部２２０は、制御部２６０の制御に基づいて、ネットワーク１１０を介し
て接続される無線通信装置からの要求に応じて、各種サービスをその無線通信装置に提供
するものである。また、サービス提供部２２０は、各種通信サービスを提供する際にコン
テンツ管理データベース２３０に格納されている各種データを用いる。例えば、無線通信
装置４００からコンテンツのダウンロード要求が受け付けられた場合には、サービス提供
部２２０は、その要求に係るコンテンツ（例えば、電子書籍コンテンツ）をコンテンツ管
理データベース２３０から取得する。そして、サービス提供部２２０は、その取得された
コンテンツを、通信部２１０を介して無線通信装置４００に送信する。
【００７３】
　コンテンツ管理データベース２３０は、サービス提供部２２０が各種通信サービスを提
供する際における各種データや、無線通信装置から送信されたデータを格納するデータベ
ースである。コンテンツ管理データベース２３０には、例えば、無線通信装置からアップ
ロードされたコンテンツ（例えば、画像コンテンツ）や、ダウンロード対象となるコンテ
ンツ（例えば、電子書籍コンテンツ、Ｗｅｂサイト）を提供するためのコンテンツ等が格
納される。
【００７４】
　サービス管理データベース２４０は、情報処理装置２００が各種通信サービスを提供す
る際に用いられる各種データを格納するデータベースである。なお、サービス管理データ
ベース２４０については、図４を参照して詳細に説明する。
【００７５】
　判定部２５０は、情報処理装置２００と無線通信装置４００との間で通信処理を行うた
めの所定条件を満たすかを判定するものであり、その判定結果を制御部２６０に出力する
。また、例えば、判定部２５０は、情報処理装置２００と無線通信装置４００との間でサ
ービス提供会社５０が提供する特定サービスに係る通信処理を行うための所定条件（例え
ば、月末）を満たすかを判定する。また、判定部２５０は、無線通信装置４００に設定さ
れた接続権（ＭＣＩＭの使用権）を無効化するための所定条件（例えば、特定サービスの
通信終了）を満たすかを判定し、その判定結果を制御部２６０に出力する。なお、この所
定条件については、図２１、図２２を参照して詳細に説明する。
【００７６】
　制御部２６０は、ネットワーク１１０を介して接続される各無線通信装置との間で行わ
れる通信に関する制御を行うものである。例えば、制御部２６０は、コンテンツ提供処理
、アップロード処理、または、ダウンロード処理（通信処理）を行うための制御を行う。
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なお、コンテンツ提供処理は、情報処理装置２００から無線通信装置４００にコンテンツ
を提供する通信処理である（例えば、Ｗｅｂサイトの閲覧）。また、アップロード処理は
、無線通信装置４００から情報処理装置２００にコンテンツをアップロードする通信処理
であり、ダウンロード処理は、情報処理装置２００から無線通信装置４００にコンテンツ
をダウンロードする通信処理である。
【００７７】
　また、例えば、制御部２６０は、判定部２５０により所定条件を満たすと判定された場
合には、接続権（ＭＣＩＭの使用権）を無線通信装置４００に設定するための制御を行う
。そして、制御部２６０は、その設定された接続権に基づいて無線通信装置４００がネッ
トワーク１１０に接続して情報処理装置２００との間で通信処理を行うように制御を行う
。この後に、制御部２６０は、判定部２５０により無効化するための所定条件を満たすと
判定された場合には、無線通信装置４００に設定された接続権を無効化するための制御を
行う。すなわち、制御部２６０は、情報処理装置２００と無線通信装置４００との間で行
われた通信処理が終了した場合には、無線通信装置４００に設定された接続権を無効化す
るための無効化処理を行うように制御を行う。これらの制御については、図２１、図２２
を参照して詳細に説明する。
【００７８】
　［サービス管理データベースの構成例］
　図４は、本技術の第１の実施の形態におけるサービス管理データベース２４０を模式的
に示す図である。
【００７９】
　サービス管理データベース２４０には、サービス識別情報２４１と、サービス情報２４
２と、サービスＩＤ２４３と、サービスパスワード２４４と、端末識別情報２４５と、関
連情報２４６とが関連付けて記憶されている。これらの情報は、例えば、サービス提供会
社５０からの登録修正要求に基づいて、制御部２６０により順次更新される。例えば、無
線通信装置４００のユーザ６０が、サービス提供会社５０との間で所定のサービスを受け
る契約を行った場合に、その契約内容がサービス管理データベース２４０に反映されて登
録される。
【００８０】
　サービス識別情報２４１には、各サービスを識別するための識別情報が格納される。
【００８１】
　サービス情報２４２には、各無線通信装置が受けることができるサービスの種類等の情
報が格納される。例えば、無線通信装置４００は、画像コンテンツを保存するサービスを
受けることができるものとし、その旨がサービス情報２４２に格納される。
【００８２】
　サービスＩＤ２４３には、無線通信装置のユーザがサービス提供会社５０との間で契約
しているサービス（その無線通信装置を用いて受けるサービス）のＩＤが格納される。
【００８３】
　サービスパスワード２４４には、無線通信装置のユーザがサービス提供会社５０との間
で契約しているサービス（その無線通信装置を用いて受けるサービス）のパスワードが格
納される。
【００８４】
　端末識別情報２４５には、各無線通信装置を識別するための端末識別情報が格納される
。この端末識別情報は、無線通信装置を識別するための識別情報（例えば、機器固有ＩＤ
）である。端末識別情報２４５には、例えば、ＩＭＥＩ（International Mobile Equipme
nt Identity）が格納される。なお、ＩＭＥＩは、１５桁の数字により表されるため、図
４では、「１２１２３１２３４５６７８９０」を一例として示す。例えば、端末識別情報
２４５の「１２１２３１２３４５６７８９０」が無線通信装置４００に対応するものとす
る。
【００８５】
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　関連情報２４６には、各無線通信装置が受けることができるサービスに関連する情報（
関連情報）が格納される。例えば、無線通信装置４００が受けることができる画像コンテ
ンツの保存サービスについて、上限値（１００ＭＢ以内）が制限されている場合には、そ
の旨が関連情報２４６に格納される。
【００８６】
　［通信制御装置の構成例］
　図５は、本技術の第１の実施の形態における通信制御装置（第１通信事業者）３００の
機能構成例を示すブロック図である。
【００８７】
　通信制御装置（第１通信事業者）３００は、通信部３１０と、制御部３２０と、デバイ
ス管理データベース３３０と、ＭＣＩＭ管理データベース３４０とを備える。なお、通信
制御装置（第１通信事業者）３００は、特許請求の範囲に記載の情報処理装置の一例であ
る。
【００８８】
　通信部３１０は、ネットワーク１１０、通信制御装置（第２通信事業者）１２０、基地
局３０１と接続され、制御部３２０の制御に基づいて、基地局３０１を介して接続される
各無線通信装置との間で行われる通信を行うものである。
【００８９】
　制御部３２０は、図２で示したように、直接、または、通信制御装置（第２通信事業者
）１２０を介して接続される無線通信装置に関する各種制御を行うものである。
【００９０】
　また、例えば、制御部３２０は、無線通信装置４００について特定サービスを受けるた
めの登録がデバイス管理データベース３３０にされている場合に所定条件を満たすと判定
する。具体的には、制御部３２０は、登録がされている無線通信装置と、この無線通信装
置による接続権の利用状況とを無線通信装置毎に管理するデバイス管理データベース３３
０に基づいて所定条件を満たすかを判定する。また、制御部３２０は、サービス提供会社
５０が確保している一定数の接続権のうちの全ての接続権が利用されている場合には、所
定条件を満たさないと判定する。
【００９１】
　また、例えば、制御部３２０は、所定条件を満たす場合には、接続権（ＭＣＩＭの使用
権）を無線通信装置４００に設定するための制御を行う。そして、制御部３２０は、その
設定された接続権に基づいて無線通信装置４００がネットワーク１１０に接続して情報処
理装置２００との間で通信処理を行うように制御を行う。また、制御部３２０は、接続権
を無線通信装置４００に設定した場合および接続権が設定された無線通信装置４００から
その接続権が開放された場合に、デバイス管理データベース３３０における無線通信装置
４００に係る利用状況を更新する。この更新例を図６に示す。また、制御部３２０は、情
報処理装置２００と無線通信装置４００との間で行われた通信処理が終了した場合には、
無線通信装置４００に設定された接続権を無効化するための無効化処理を行うように制御
を行う。なお、制御部３２０は、特許請求の範囲に記載の判定部および制御部の一例であ
る。
【００９２】
　デバイス管理データベース３３０は、基地局３０１を介して接続される各無線通信装置
（デバイス）を管理するための各種情報を格納するデータベースである。なお、デバイス
管理データベース３３０については、図６を参照して詳細に説明する。また、デバイス管
理データベース３３０は、特許請求の範囲に記載のデータベースの一例である。
【００９３】
　ＭＣＩＭ管理データベース３４０は、基地局３０１を介して接続される各無線通信装置
（デバイス）に設定するＭＣＩＭを管理するための各種情報を格納するデータベースであ
る。なお、ＭＣＩＭ管理データベース３４０については、図７を参照して詳細に説明する
。
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【００９４】
　［デバイス管理データベースの構成例］
　図６は、本技術の第１の実施の形態におけるデバイス管理データベース３３０を模式的
に示す図である。
【００９５】
　デバイス管理データベース３３０には、サービス識別情報３３１と、端末識別情報３３
２と、ＰＣＩＤ３３３と、ＭＣＩＭ割り当て情報３３４とが関連付けて記憶されている。
これらの情報は、例えば、各無線通信装置からの登録要求やＭＣＩＭ取得要求に基づいて
、制御部３２０により順次更新される。また、この更新の遷移例を図６（ａ）乃至（ｃ）
に示す。すなわち、図６（ａ）には、１つの無線通信装置も登録処理を行っていない状態
を示し、図６（ｂ）には、１つの無線通信装置（無線通信装置４００）が登録処理後に登
録されている状態を示す。また、図６（ｃ）には、１つの無線通信装置（無線通信装置４
００）にＭＣＩＭが割り当てられている状態を示す。
【００９６】
　サービス識別情報３３１には、各サービスを識別するための識別情報が格納される。な
お、サービス識別情報３３１は、図４に示すサービス識別情報２４１に対応する。
【００９７】
　端末識別情報３３２には、各無線通信装置を識別するための端末識別情報が格納される
。なお、端末識別情報３３２は、図４に示す端末識別情報２４５に対応する。
【００９８】
　ＰＣＩＤ３３３には、各無線通信装置に付与されているＰＣＩＤが格納される。
【００９９】
　ＭＣＩＭ割り当て情報３３４には、基地局３０１を介して接続される各無線通信装置に
ＭＣＩＭを割り当てたか否かを管理するための情報（ＭＣＩＭ割り当て情報）が格納され
る。
【０１００】
　［ＭＣＩＭ管理データベースの構成例］
　図７は、本技術の第１の実施の形態におけるＭＣＩＭ管理データベース３４０を模式的
に示す図である。
【０１０１】
　ＭＣＩＭ管理データベース３４０には、ＭＣＩＭ識別情報３４１と、端末識別情報３４
２とが関連付けて記憶されている。これらの情報は、例えば、各無線通信装置からのＭＣ
ＩＭ取得要求に基づいて、制御部３２０により順次更新される。また、この更新の遷移例
を図７（ａ）および（ｂ）に示す。
【０１０２】
　上述したように、サービス提供会社５０は、第２通信事業者との間で事前に契約を行い
、その契約に基づいて一定数のＭＣＩＭ（すなわち、ＭＣＩＭ　Ｐｏｏｌ）を用意してい
るものとする。このため、無線通信装置のユーザが、サービス提供会社５０が提供するサ
ービスを利用する際には、その一定数のＭＣＩＭの中から未使用のＭＣＩＭが割り当てら
れる。このように、各無線通信装置に割り当てられる一定数のＭＣＩＭ（すなわち、ＭＣ
ＩＭ　Ｐｏｏｌ）を、ＭＣＩＭ管理データベース３４０が管理する。
【０１０３】
　ＭＣＩＭ識別情報３４１には、各無線通信装置に割り当てられるＭＣＩＭを識別するた
めのＭＣＩＭ識別情報が格納される。
【０１０４】
　端末識別情報３４２には、各無線通信装置を識別するための端末識別情報が格納される
。なお、端末識別情報３４２は、図４に示す端末識別情報２４５に対応する。
【０１０５】
　［無線通信装置の構成例］
　図８は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置４００の内部構成例を示すブ
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ロック図である。
【０１０６】
　無線通信装置４００は、アンテナ４１１と、アンテナ共用部４１２と、変調部４２１と
、復調部４２２と、制御部４３０と、メモリ４４０と、ＭＣＩＭ情報記憶部４５０とを備
える。また、無線通信装置４００は、操作部４６０と、表示部４７０と、位置情報取得部
４８０と、マイクロフォン４９１と、スピーカ４９２とを備える。また、各部がバス４３
１により接続される。なお、無線通信装置４００は、特許請求の範囲に記載の無線通信装
置および情報処理装置の一例である。
【０１０７】
　例えば、受信処理が行われる場合には、アンテナ４１１により受信された電波が、アン
テナ共用部４１２を経由して復調部４２２により復調され、この復調された受信データが
制御部４３０に供給される。その受信処理が受話処理である場合には、その復調された受
信データ（音声データ）が制御部４３０を経由してスピーカ４９２から音声として出力さ
れる。
【０１０８】
　また、例えば、送信処理が行われる場合には、制御部４３０により出力された送信デー
タが変調部４２１により変調され、変調された送信データがアンテナ共用部４１２を経由
してアンテナ４１１から送信される。その送信処理が送話処理である場合には、マイクロ
フォン４９１から入力された音声データが制御部４３０を経由して変調部４２１により変
調され、変調された送信データ（音声データ）がアンテナ共用部４１２を経由してアンテ
ナ４１１から送信される。
【０１０９】
　制御部４３０は、メモリ４４０に格納されている制御プログラムに基づいて各種の制御
を行うものである。制御部４３０は、例えば、マイクロプロセッサにより構成される。例
えば、制御部４３０は、変調部４２１および復調部４２２と接続され、基地局１２２を介
して接続される通信制御装置（第２通信事業者）１２０との間で行われる各種データの送
受信を行う。また、制御部４３０は、例えば、ＭＣＩＭを用いずにＰＣＩＤに基づく限定
接続により無線回線を介して通信制御装置（第１通信事業者）３００と接続する接続処理
を行う。なお、制御部４３０は、特許請求の範囲に記載の判定部および制御部の一例であ
る。
【０１１０】
　メモリ４４０は、制御部４３０が各種制御を行うための制御プログラム、送信データ、
受信データ等を格納するメモリである。メモリ４４０は、例えば、ＲＯＭ（Read Only Me
mory）やＲＡＭ（Random Access Memory）により構成される。また、メモリ４４０には、
無線通信装置４００を特定するための端末識別情報（例えば、ＩＭＥＩ）が記憶されてい
る。
【０１１１】
　ＭＣＩＭ情報記憶部４５０は、ＭＣＩＭ（契約認証情報）を保持するメモリである。Ｍ
ＣＩＭ情報記憶部４５０として、例えば、ＵＩＣＣ（Universal Integrated Circuit）カ
ードを用いるようにしてもよく、ＭＣＩＭをセキュアに保つための専用メモリを用いるよ
うにしてもよい。なお、ＭＣＩＭ情報記憶部４５０としてＵＩＣＣカードを用いる場合に
は、ＭＣＩＭが固定的に書き込まれているものではなく、ＭＣＩＭの有効化処理および無
効化処理が可能なものを用いる。すなわち、アンテナ４１１から受信して復調された情報
（設定情報、無効化情報）に基づいて制御部４３０がＭＣＩＭの有効化処理および無効化
処理が可能なものを用いる。また、ＭＣＩＭの書換処理が可能なものを用いる。なお、Ｍ
ＣＩＭの有効化処理および無効化処理については、３ＧＰＰ（Third Generation Partner
ship Project）に規定されている有効化処理および無効化処理により行うことができる。
また、メモリ４４０にセキュアな領域を確保することにより、ＭＣＩＭ情報記憶部４５０
をメモリ４４０内に設けるようにしてもよい。
【０１１２】
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　操作部４６０は、ユーザにより操作された操作入力を受け付ける操作受付部であり、受
け付けられた操作入力に応じた信号を制御部４３０に出力する。操作部４６０は、数字キ
ーやアルファベットキー等の各種キーを備える。また、操作部４６０は、情報処理装置２
００との間で各種通信サービスを行うための操作を受け付ける。
【０１１３】
　表示部４７０は、制御部４３０の制御に基づいて、各種情報（文字情報や時刻情報等）
を表示する表示部である。表示部４７０は、例えば、情報処理装置２００との間で各種通
信サービスを行うための各情報（例えば、図９に示す表示画面）を表示する。なお、表示
部４７０として、例えば、有機ＥＬ（Electro Luminescence）パネル、ＬＣＤ（Liquid C
rystal Display）パネル等の表示パネルを用いることができる。なお、操作部４６０およ
び表示部４７０については、使用者がその指を表示面に接触または近接することにより操
作入力を行うことが可能なタッチパネルを用いて一体で構成することができる。
【０１１４】
　ここで、例えば、制御部４３０は、情報処理装置２００と無線通信装置４００との間で
サービス提供会社５０が提供する特定サービスに係る通信処理を行うための所定条件を満
たすかを判定する。具体的には、制御部４３０は、操作部４６０により所定操作が受け付
けられた場合、または、所定のタイミングとなった場合に、所定条件を満たすと判定する
。ここで、所定操作は、例えば、サービス利用開始操作（例えば、撮影指示操作）であり
、所定のタイミングは、例えば、画像コンテンツをアップロードするためのタイミング（
例えば、メモリ４４０の空き容量が一定値以下となったタイミング）である。
【０１１５】
　また、制御部４３０は、所定条件を満たす場合には、接続権（ＭＣＩＭの使用権）を無
線通信装置４００に設定してその接続権に基づいて無線通信装置４００がネットワーク１
１０に接続して情報処理装置２００との間で通信処理を行うように制御を行う。具体的に
は、制御部４３０は、その接続権を無線通信装置４００に設定することを要求するための
設定要求（ＭＣＩＭ取得要求）を通信制御装置（第１通信事業者）３００に対して行う。
そして、制御部４３０は、その設定要求に応じて通信制御装置（第２通信事業者）１２０
により設定された接続権に基づいてネットワーク１１０に接続した後に情報処理装置２０
０との間で通信処理を行うように制御を行う。例えば、制御部４３０は、上述したように
、コンテンツ提供処理、アップロード処理、または、ダウンロード処理を行うための制御
を行う。
【０１１６】
　ここで、接続権（ネットワーク接続権）は、サービス提供会社５０が契約している通信
事業者（例えば、第２通信事業者）が運営する基地局に接続するための契約認証情報（例
えば、ＭＣＩＭ）に基づいて基地局に接続する権利である。また、接続権として、情報処
理装置２００と無線通信装置４００との間で特定の通信処理のみを行うための制限を付し
た接続権を設定するようにしてもよい。例えば、情報処理装置２００のドメイン内しかア
クセスすることができないようにする等の制限を付することができる。
【０１１７】
　また、通信制御装置（第１通信事業者）３００は、無線通信装置４００に接続権が設定
されて無線通信装置４００がネットワーク１１０に接続された場合には、その旨を情報処
理装置２００に通知する。
【０１１８】
　また、制御部４３０は、設定された接続権を無効化するための所定条件（例えば、サー
ビスの利用が終了した場合）を満たすかを判定する。そして、制御部４３０は、無効化す
るための所定条件を満たすと判定された場合には、無線通信装置４００に設定された接続
権を無効化するための制御を行う。
【０１１９】
　また、制御部４３０は、情報処理装置２００と無線通信装置４００との間で行われた通
信処理が終了した場合には、無線通信装置４００に設定された接続権を無効化するための
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無効化処理を行うように制御を行う。
【０１２０】
　また、通信制御装置（第１通信事業者）３００は、無線通信装置４００に設定された接
続権が無効化された場合には、その旨を情報処理装置２００に通知する。
【０１２１】
　位置情報取得部４８０は、無線通信装置４００が存在する位置を示す位置情報を取得す
るものであり、この取得された位置情報を制御部４３０に出力する。位置情報取得部４８
０は、例えば、ＧＰＳ（Global Positioning System）信号受信アンテナ（図示せず）に
より受信されたＧＰＳ信号に基づいて位置情報を算出するＧＰＳユニットにより実現する
ことができる。この算出された位置情報には、ＧＰＳ信号の受信時における緯度、経度、
高度等の位置に関する各データが含まれる。また、他の位置情報の取得方法により位置情
報を取得する位置情報取得装置を用いるようにしてもよい。例えば、周囲に存在する無線
ＬＡＮ（Local Area Network）によるアクセスポイント情報を用いて位置情報を導き出し
、この位置情報を取得する位置情報取得装置を用いるようにしてもよい。
【０１２２】
　［登録操作画面の表示例］
　図９は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置４００の表示部４７０に表示
される表示画面例（登録操作画面５００）を示す図である。
【０１２３】
　登録操作画面５００は、通信制御装置（第１通信事業者）３００のデバイス管理データ
ベース３３０（図６に示す）に無線通信装置４００を登録するための登録操作を行うため
の登録操作画面５００を示す。登録操作画面５００には、サービスのＩＤ入力領域５０１
と、サービスのパスワード入力領域５０２と、確定ボタン５０３と、戻るボタン５０４と
が設けられている。
【０１２４】
　サービスのＩＤ入力領域５０１は、無線通信装置４００のユーザがサービス提供会社５
０との間で契約しているサービス（無線通信装置４００を用いて受けるサービス）のＩＤ
を入力するための領域である。
【０１２５】
　サービスのパスワード入力領域５０２は、無線通信装置４００のユーザがサービス提供
会社５０との間で契約しているサービス（無線通信装置４００を用いて受けるサービス）
のパスワードを入力するための領域である。すなわち、サービスのＩＤ入力領域５０１に
は、無線通信装置４００のユーザがサービス提供会社５０との間で契約しているサービス
のＩＤが入力され、サービスのパスワード入力領域５０２には、そのサービスのパスワー
ドが入力される。具体的には、サービスのＩＤ入力領域５０１には、図４に示すサービス
ＩＤ２４３に格納されている情報が入力され、サービスのパスワード入力領域５０２には
、図４に示すサービスパスワード２４４に格納されている情報が入力される。なお、パス
ワードについては、実際の画面ではセキュリティの観点から非表示となるため、図９では
「＊＊＊＊」で示す。
【０１２６】
　確定ボタン５０３は、上述した各操作（入力操作）がされた後に、その操作内容を確定
する際に押下されるボタンである。
【０１２７】
　戻るボタン５０４は、例えば、直前に表示されていた表示画面に戻る場合に押下される
ボタンである。
【０１２８】
　なお、この例では、サービス提供会社５０との間で契約した際に取得されたサービスの
ＩＤおよびパスワードをユーザが手動で入力する例を示す。ただし、サービスのＩＤおよ
びパスワードの入力を省略するようにしてもよい。例えば、そのサービスを利用可能な機
種として無線通信装置４００が出荷される場合を想定する。この場合には、その出荷時に
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サービスのＩＤおよびパスワードを無線通信装置４００にプレインストールしておき、こ
のプレインストールされたサービスのＩＤおよびパスワードを用いるようにしてもよい。
また、サービス提供会社５０との間で契約した際に、情報処理装置２００から無線通信装
置４００にサービスのＩＤおよびパスワードを送信して記憶させて用いるようにしてもよ
い。このように、無線通信装置４００にサービスのＩＤおよびパスワードが記憶されてい
る場合には、登録操作画面５００の表示を省略することができる。または、無線通信装置
４００に記憶されているサービスのＩＤおよびパスワードを登録操作画面５００に表示し
て、ユーザに確認させるようにしてもよい。
【０１２９】
　なお、本技術の第１の実施の形態では、無線通信装置４００のユーザは、サービス提供
会社５０との間で、サービス提供会社５０が提供するサービス利用に関する契約を事前に
行っているものとする。そして、そのサービス利用登録が情報処理装置２００のサービス
管理データベース２４０に記録されているものとする（例えば、サービス識別情報２４１
の「Ｇ０００１」）。
【０１３０】
　また、通信制御装置（第１通信事業者）３００は、情報処理装置２００（サービス提供
会社５０）に対して、ログイン要求を行った無線通信装置が、サービス提供会社５０にサ
ービス利用登録済みであるか否かを確認することが可能であるものとする。
【０１３１】
　［契約サービスを第１通信事業者に登録する場合における通信例］
　図１０は、本技術の第１の実施の形態における通信システム１００を構成する各装置間
における通信処理例を示すシーケンスチャートである。
【０１３２】
　図１０では、無線通信装置４００がＭＣＩＭを保持していない場合において、無線通信
装置４００のユーザとサービス提供会社５０との間で契約されているサービスを通信制御
装置（第１通信事業者）３００に登録（初期登録）する例について説明する。また、図１
０では、無線通信装置４００が通信制御装置（第１通信事業者）３００と接続状態（６０
１）とされているものとする。また、図１０では、無線通信装置４００を操作することに
より、サービス提供会社５０との間で契約しているサービス（例えば、画像コンテンツ保
存サービス）に関する登録情報を通信制御装置（第１通信事業者）３００に登録する場合
における通信処理例を示す。
【０１３３】
　最初に、ユーザ操作により、無線通信装置４００から通信制御装置（第１通信事業者）
３００に対してログイン要求が行われる（６０２）。具体的には、サービス提供会社５０
との間で契約しているサービス（例えば、画像コンテンツ保存サービス）に関する登録情
報を第１通信事業者に登録するための表示画面を無線通信装置４００の表示部４７０に表
示させる。例えば、無線通信装置４００の表示部４７０には、図９に示す登録操作画面５
００（ただし、各入力領域が空欄となっている画面）が表示される。
【０１３４】
　ここで、図９に示す登録操作画面５００において、サービスのＩＤ入力領域５０１およ
びサービスのパスワード入力領域５０２には、無線通信装置４００のユーザが契約してい
るサービスのＩＤおよびパスワードが入力される（６０２）。これらの入力操作が行われ
た後に、確定ボタン５０３が押下される（６０２）。
【０１３５】
　このようにサービス利用登録操作が受け付けられた場合には（６０２）、このサービス
利用登録操作に対応するサービス利用登録要求が無線通信装置４００から通信制御装置（
第１通信事業者）３００に送信される（６０３、６０４）。上述したように、無線通信装
置４００が通信制御装置（第１通信事業者）３００と接続状態（６０１）とされているた
め、サービス利用登録要求は、無線通信装置４００から通信制御装置（第１通信事業者）
３００に直接送信される（６０３、６０４）。
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【０１３６】
　ここで、サービス利用登録要求には、登録操作画面５００において入力された各情報と
、サービス利用登録要求を行った無線通信装置の端末識別情報（メモリ４４０に記憶され
ている端末識別情報（１２１…））とが含まれる。登録操作画面５００において入力され
た各情報は、例えば、サービスのＩＤおよびパスワードである。
【０１３７】
　サービス利用登録要求を受信すると（６０４）、通信制御装置（第１通信事業者）３０
０の制御部３２０は、情報処理装置２００にサービス利用登録確認のメッセージを送信す
る（６０５、６０６）。このサービス利用登録確認は、サービス利用登録要求を送信した
無線通信装置が正規利用者のものであるか否かを確認するためのメッセージである。また
、サービス利用登録確認には、受信したサービス利用登録要求に含まれる各情報（例えば
、サービスのＩＤおよびパスワード、無線通信装置の端末識別情報）が含まれる。
【０１３８】
　サービス利用登録確認のメッセージを受信すると（６０６）、情報処理装置２００の制
御部２６０は、サービス利用登録確認に含まれる端末識別情報に係る無線通信装置が、正
規利用者の所有に係るものであるか否かを確認する確認処理を行う（６０７）。例えば、
サービス利用登録確認に含まれる各情報（サービスのＩＤおよびパスワード、端末識別情
報）と、情報処理装置２００のサービス管理データベース２４０に格納されている各情報
とが一致するか否かが確認される。
【０１３９】
　続いて、情報処理装置２００の制御部２６０は、正規利用者の確認処理の結果（確認結
果情報）を通信制御装置（第１通信事業者）３００に送信する（６０８、６０９）。ここ
で、サービス利用登録要求を送信した無線通信装置が、正規利用者の所有に係るものであ
る場合には、確認成功を示す確認結果情報（success通知）が送信される。一方、サービ
ス利用登録要求を送信した無線通信装置が、正規利用者の所有に係るものでない場合には
、確認失敗を示す確認結果情報（failure通知）が送信される。
【０１４０】
　確認失敗を示す確認結果情報（failure通知）を受信すると（６０９）、通信制御装置
（第１通信事業者）３００の制御部３２０は、サービス利用登録要求を送信した無線通信
装置に、サービス利用登録を行うことができない旨の通知を行う。
【０１４１】
　また、確認成功を示す確認結果情報（success通知）を受信すると（６０９）、通信制
御装置（第１通信事業者）３００の制御部３２０は登録処理を行う（６１０）。この登録
処理は、サービス利用登録要求を送信した無線通信装置をデバイス管理データベース３３
０に登録する処理である。例えば、デバイス管理データベース３３０の内容が、図６（ａ
）に示す内容から図６（ｂ）に示す内容に変更される。
【０１４２】
　続いて、通信制御装置（第１通信事業者）３００の制御部３２０は、サービス利用登録
要求を送信した無線通信装置に、サービス利用登録が完了した旨を示すサービス利用登録
情報を送信する（６１１、６１２）。
【０１４３】
　無線通信装置４００がサービス利用登録情報を受信すると（６１２）、そのサービス利
用登録情報が無線通信装置４００の表示部４７０に表示される（６１３）。例えば、サー
ビス利用登録要求について、そのサービス利用登録が完了した旨を通知するための登録結
果通知画面がそのサービス利用登録情報として表示される（６１３）。
【０１４４】
　このように登録処理を行うことにより、通信制御装置（第１通信事業者）３００が保持
するデバイス管理データベース３３０に無線通信装置４００が登録される。このため、無
線通信装置４００は、ＭＣＩＭの利用が認められるようになる。
【０１４５】
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　［無線通信装置の使用例］
　図１１は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置４００の使用例を簡略化し
て示す図である。図１１には、無線通信装置４００を用いて写真撮影が行われている状態
を示す。
【０１４６】
　図１１では、無線通信装置４００が、無線通信機能を備える撮像装置（例えば、デジタ
ルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ（カメラ一体型レコーダ））であり、ソフトウェ
アダウンローダブルＳＩＭを利用することが可能である場合を想定する。また、情報処理
装置２００は、各種コンテンツ（画像コンテンツ、音楽コンテンツ）を保存することが可
能なコンテンツサーバである場合を想定する。
【０１４７】
　ここで、無線通信装置４００を用いた撮影により生成された画像コンテンツを情報処理
装置２００にアップロードして保存する例について説明する。例えば、無線通信装置４０
０において、所定タイミング（例えば、撮影直後）で、写真（画像コンテンツ）を情報処
理装置２００に自動的に保存する設定がされているものとする。
【０１４８】
　例えば、被写体（山）に無線通信装置４００のレンズを向けた状態で、ユーザ６０がシ
ャッターボタン４６１（図１２に示す）の全押し操作を行う。このシャッターボタン４６
１の全押し操作に応じて、無線通信装置４００の撮像部（図示せず）が撮像処理を行い、
画像データを生成する。このように生成された画像データが、無線通信装置４００のメモ
リ４４０に画像コンテンツ（画像ファイル）として記録される。このように、メモリ４４
０に画像コンテンツが記録されている場合に、無線通信装置４００の制御部４３０は、ネ
ットワーク１１０に接続して所定の通信処理（画像コンテンツのアップロード処理）を行
うための所定条件を満たすか否かを判定する。この判定については、図１３を参照して詳
細に説明する。
【０１４９】
　例えば、ネットワーク１１０に接続して所定の通信処理（画像コンテンツのアップロー
ド処理）を行うための所定条件を満たす場合を想定する。この場合には、無線通信装置４
００は、ＭＣＩＭを用いて、写真（画像コンテンツ７０）を情報処理装置２００にアップ
ロードすることができる。例えば、無線通信装置４００のメモリ４４０に記録された写真
（画像コンテンツ７０）が、通信制御装置（第２通信事業者）１２０、ネットワーク１１
０を介して、情報処理装置２００に送信され、コンテンツ管理データベース２３０（図３
に示す）に記録される。
【０１５０】
　このように、例えば、無線通信を利用して写真（画像コンテンツ７０）を情報処理装置
２００にアップロードする場合には、無線通信装置４００に有効なＭＣＩＭを設定する必
要がある。しかしながら、無線通信装置４００（例えば、カメラ）は、インターネット等
のネットワークに接続して通信処理を行うことが比較的少ないと想定される。このため、
無線通信装置４００（例えば、カメラ）については、インターネット等のネットワークに
常時接続しておく必要はない。例えば、運動会等のイベントにおいて写真撮影を行った場
合に、その写真を情報処理装置２００にアップロードするため、無線通信装置４００（例
えば、カメラ）を、インターネット等のネットワークに接続することが想定される。
【０１５１】
　すなわち、無線通信装置４００（例えば、カメラ）のようなデバイスは、通常時には、
限定接続状態、または、電源オフ状態としておき、必要に応じて、ＭＣＩＭの使用権を一
時的に利用することにより、対応が可能であることが多い。この場合に、例えば、無線通
信装置４００に記録されている写真（画像コンテンツ）のアップロード（通信処理）を行
う場合にのみ、ＭＣＩＭを設定することができれば、ユーザ６０は、無線通信装置４００
のためのＭＣＩＭの契約をしなくてもよい。
【０１５２】
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　そこで、本技術の第１の実施の形態では、無線通信装置４００に記録されている写真（
画像コンテンツ）のアップロード（通信処理）を行う場合にのみ、ＭＣＩＭを設定する例
を示す。
【０１５３】
　［設定画面の表示例］
　図１２は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置４００の表示部４７０に表
示される表示画面例（自動保存要否選択画面５１０）を示す図である。
【０１５４】
　自動保存要否選択画面５１０は、無線通信装置４００を用いて撮影された写真（画像コ
ンテンツ）を、情報処理装置２００に自動的に保存するか否かを選択するための表示画面
である。また、自動保存要否選択画面５１０は、例えば、無線通信装置４００に実行させ
る機能を選択するための表示画面（例えば、メニュー画面）における選択操作に応じて表
示される。
【０１５５】
　なお、図１２では、操作部４６０および表示部４７０を一体で構成する入出力パネル４
７１が、無線通信装置４００の背面（すなわち、被写体に向けられるレンズが設けられて
いる面の反対側の面）側に設けられている例を示す。
【０１５６】
　入出力パネル４７１は、各種画像を表示するとともに、入出力パネル４７１における接
触操作を検出することによりユーザからの操作入力を受け付けるものである。入出力パネ
ル４７１は、例えば、タッチパネルにより実現される。
【０１５７】
　自動保存要否選択画面５１０には、自動保存要否選択領域５１１と、確定ボタン５１２
と、戻るボタン５１３とが設けられている。
【０１５８】
　自動保存要否選択領域５１１には、無線通信装置４００を用いて撮影された写真（画像
コンテンツ）を、情報処理装置２００に自動的に保存するか否かを選択するためのラジオ
ボタンが表示される。また、自動保存する場合において、情報処理装置２００に保存され
た写真（画像コンテンツ）について、無線通信装置４００のメモリ４４０に残すか否かを
選択するためのラジオボタンが表示される。情報処理装置２００に保存された写真（画像
コンテンツ）についても、無線通信装置４００のメモリ４４０に残す場合には、図１２に
示すように、一番上側のラジオボタンが選択される。
【０１５９】
　確定ボタン５１２は、自動保存要否選択領域５１１において、自動保存の要否を選択す
る選択操作が行われた後に、その操作を確定する際に押下されるボタンである。
【０１６０】
　戻るボタン５１３は、例えば、直前に表示されていた表示画面に戻る場合に押下される
ボタンである。
【０１６１】
　［画像コンテンツのアップロード処理を行う場合における通信例］
　図１３および図１４は、本技術の第１の実施の形態における通信システム１００を構成
する各装置間における通信処理例を示すシーケンスチャートである。
【０１６２】
　図１３および図１４では、無線通信装置４００がＭＣＩＭ（ユーザ契約によるＭＣＩＭ
）を保持していない場合において、サービス提供会社５０が契約しているＭＣＩＭを用い
て通信制御装置（第２通信事業者）１２０に接続する例について説明する。なお、図１３
および図１４では、無線通信装置４００が通信制御装置（第１通信事業者）３００と接続
状態（６２０）とされているものとする。また、図１３および図１４では、無線通信装置
４００において所定条件を満たす場合に、画像コンテンツのアップロード処理を行う例を
示す。
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【０１６３】
　最初に、無線通信装置４００の制御部４３０は、画像コンテンツをアップロードするサ
ービスの利用を開始するための所定条件を満たすか否かを判定する（６２１）。この所定
条件は、例えば、メモリ４４０の空き容量が一定値以下となった場合、ユーザ操作により
画像コンテンツのアップロード指示が行われている場合等を条件とすることができる。
【０１６４】
　ここで、メモリ４４０の空き容量が一定値以下となったか否かについては、例えば、写
真撮影時に空き容量を自動で確認し、この確認結果を利用するか、または、一定時間毎に
無線通信装置４００を自動的に起動させ、空き容量を確認することにより判定される。ま
た、ユーザが手動でメモリ４４０の空き容量を確認し、この確認後にユーザの手動操作に
より画像コンテンツのアップロード指示を行うようにしてもよい。
【０１６５】
　なお、ユーザ操作により画像コンテンツのアップロード指示が行われている場合には、
例えば、その旨がメモリ４４０に記録され、無線通信装置４００の電源オフ時における所
定タイミング（例えば、電源オフから１時間後）を、所定条件を満たすと判定する。
【０１６６】
　また、サービス利用開始判定において、所定条件を満たすと判定されない場合には（６
２１）、以降の処理を行わずに終了する。
【０１６７】
　サービス利用開始判定において、所定条件を満たすと判定された場合には（６２１）、
無線通信装置４００の制御部４３０が、ＭＣＩＭ取得要求を通信制御装置（第１通信事業
者）３００に送信する（６２２、６２３）。このＭＣＩＭ取得要求は、ＭＣＩＭの取得を
要求するものである。
【０１６８】
　ここで、ＭＣＩＭ取得要求の送信については、無線通信装置４００の出荷時にプリイン
ストールされている情報（例えば、送信先情報）に基づいて行うことができる。また、無
線通信装置４００のユーザ６０が、サービス提供会社５０との間で画像コンテンツの保存
契約を行った際に、サービス提供会社５０から付与された情報（例えば、送信先情報）に
基づいて行うことができる。この情報については、例えば、ユーザ６０による手動操作に
より無線通信装置４００に入力される。また、ＭＣＩＭ取得要求には、端末識別情報（例
えば、図６に示す端末識別情報３３２）と、サービス識別情報（例えば、図６に示すサー
ビス識別情報３３１）とが含まれる。これらの各情報は、通信制御装置（第１通信事業者
）３００によるＭＣＩＭの割り当て確認（６２４）の際に用いられる。
【０１６９】
　ＭＣＩＭ取得要求を受信した場合には（６２３）、通信制御装置（第１通信事業者）３
００の制御部３２０は、そのＭＣＩＭ取得要求を送信した無線通信装置について、ＭＣＩ
Ｍを割り当てることができるか否かを確認する（６２４）。
【０１７０】
　具体的には、制御部３２０は、デバイス管理データベース３３０のサービス識別情報３
３１および端末識別情報３３２（図６に示す）と、受信したＭＣＩＭ取得要求に含まれる
サービス識別情報および端末識別情報とを比較して認証処理を行う（６２４）。この認証
処理により、ＭＣＩＭ取得要求を送信した無線通信装置が登録済みの正規の無線通信装置
であるか否かを確認する。
【０１７１】
　続いて、ＭＣＩＭ取得要求を送信した無線通信装置が登録済みの正規の無線通信装置で
ある場合には、制御部３２０は、使用されていないＭＣＩＭが存在するか否かを確認する
（６２４）。具体的には、制御部３２０は、ＭＣＩＭ管理データベース３４０（図７に示
す）の内容を参照して使用されていないＭＣＩＭが存在するか否かを確認する（６２４）
。例えば、図７（ａ）に示すＭＣＩＭ管理データベース３４０では、全てのＭＣＩＭが使
用されていない状態を示す。また、図７（ｂ）に示すＭＣＩＭ管理データベース３４０で
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は、１つのＭＣＩＭのみが使用されている状態を示す。これらの状態では、使用されてい
ないＭＣＩＭが存在するため、ＭＣＩＭ利用可能であると判断される。
【０１７２】
　すなわち、ＭＣＩＭ取得要求を送信した無線通信装置が登録済みの正規の無線通信装置
であり、かつ、使用されていないＭＣＩＭが存在する場合は、ＭＣＩＭ利用可能であると
判定される。一方、ＭＣＩＭ取得要求を送信した無線通信装置が登録済みでない場合、ま
たは、使用されていないＭＣＩＭが存在しない場合には、ＭＣＩＭ利用不可であると判定
される。なお、この確認処理については、図１５を参照して詳細に説明する。
【０１７３】
　なお、その確認処理により、ＭＣＩＭ利用不可であると判断された場合には（６２４）
、その無線通信装置にその旨の割り当て確認結果（failure）を送信し（６２５、６２６
）、その旨を表示させる。そして、それ以降の処理を行わずに終了する。
【０１７４】
　その確認処理により、ＭＣＩＭ利用可能であると判断された場合には（６２４）、通信
制御装置（第１通信事業者）３００の制御部３２０は、その旨の割り当て確認結果（succ
ess）を無線通信装置４００に送信する（６２５、６２６）。なお、割り当て確認結果を
受信した場合に（６２６）、無線通信装置４００の制御部４３０は、ＭＣＩＭ利用可能で
ある旨を表示部４７０に表示させるようにしてもよい。
【０１７５】
　また、その確認処理により、ＭＣＩＭ利用可能であると判断された場合には（６２４）
、通信制御装置（第１通信事業者）３００の制御部３２０は、Ｂｏｏｔｓｔｒａｐメッセ
ージを無線通信装置４００に送信する（６２８、６２９）。ここで、Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ
メッセージは、無線通信装置が実際にＭＣＩＭを取得する処理を開始するためのトリガと
なるものである（例えば、非特許文献１（５．１．３．６．３）参照）。
【０１７６】
　Ｂｏｏｔｓｔｒａｐメッセージを受信した場合には（６２９）、無線通信装置４００の
制御部４３０は、通信制御装置（第２通信事業者）１２０に接続するための処理（ＳＨＯ
接続処理）を行う（６３０）。この処理（ＳＨＯ接続処理）では、無線通信装置４００が
ＭＣＩＭを取得して、通信制御装置（第２通信事業者）１２０に接続するための処理を行
う。なお、ＳＨＯ接続処理については、図１６を参照して詳細に説明する。
【０１７７】
　また、ＳＨＯ接続処理の完了後に（６３０）、通信制御装置（第２通信事業者）１２０
の制御部１２１は、無線通信装置４００が接続されたことを通知するための接続完了通知
を通信制御装置（第１通信事業者）３００に送信する（６３２、６３３）。この接続完了
通知には、通信制御装置（第２通信事業者）１２０に接続された無線通信装置（無線通信
装置４００）の端末識別情報が含まれる。
【０１７８】
　接続完了通知を受信すると（６３３）、通信制御装置（第１通信事業者）３００の制御
部３２０は、接続完了通知を情報処理装置２００に送信する（６３４、６３５）。この接
続完了通知は、通信制御装置（第２通信事業者）１２０および無線通信装置４００が接続
された旨の通知であり、通信制御装置（第２通信事業者）１２０に接続された無線通信装
置（無線通信装置４００）の端末識別情報が含まれる。
【０１７９】
　また、接続完了通知を受信すると（６３３）、通信制御装置（第１通信事業者）３００
の制御部３２０は、各データベースについてＭＣＩＭが無線通信装置４００に割り当てら
れた旨を記録し、これらの各データベースを更新する（６３６）。すなわち、デバイス管
理データベース３３０およびＭＣＩＭ管理データベース３４０において、ＭＣＩＭが無線
通信装置４００に割り当てられた旨が記録され、更新される（６３６）。デバイス管理デ
ータベース３３０については、例えば、ＭＣＩＭ割り当て情報３３４の内容が、図６（ｂ
）に示す状態（未割り当て）から図６（ｃ）に示す状態（割り当て）に変更される。また
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、ＭＣＩＭ管理データベース３４０については、例えば、端末識別情報３４２の内容が、
図７（ａ）に示す状態から、図７（ｂ）に示す状態に変更される。
【０１８０】
　また、ＳＨＯ接続処理の完了後には、無線通信装置４００が通信制御装置（第２通信事
業者）１２０と接続状態（６３１）となっている。このため、無線通信装置４００は、通
信制御装置（第２通信事業者）１２０を介して情報処理装置２００と接続し、情報処理装
置２００との間で通信処理を行うことができる（６３８乃至６４０）。すなわち、ネット
ワーク（例えば、インターネット）１１０を介して通信サービス（画像コンテンツのアッ
プロード）を利用することができる状態となる（６３８乃至６４０）。
【０１８１】
　この接続状態（６３１）において、無線通信装置４００は、メモリ４４０に記憶されて
いるコンテンツ（画像ファイル）を通信制御装置（第２通信事業者）１２０を介して情報
処理装置２００にアップロードするためのサービス利用開始処理を行う（６３７）。そし
て、無線通信装置４００が情報処理装置２００と接続された後に、無線通信装置４００の
制御部４３０は、画像コンテンツのアップロード処理を行う（６３８乃至６４０）。例え
ば、図１１に示すように、無線通信装置４００の制御部４３０は、メモリ４４０に記録さ
れている画像コンテンツ７０を情報処理装置２００に送信して、情報処理装置２００のコ
ンテンツ管理データベース２３０に記録させるための制御を行う（６４１）。
【０１８２】
　ここで、無線通信装置４００においてスリープ機能（例えば、低消費電力機能）が有効
に設定されている場合には、例えば、ネットワーク接続の切断や処理の中断を引き起こす
ことも想定される。そこで、アップロード処理中は、アップロード処理を確実に成功させ
るため、無線通信装置４００におけるスリープ機能を無効とする等の設定を行うようにし
てもよい。
【０１８３】
　続いて、無線通信装置４００の制御部４３０は、画像コンテンツのアップロードが終了
したか否かを判断する（６４２）。この画像コンテンツのアップロードの終了については
、次の（１）乃至（４）の何れかを判定条件とすることができる。
【０１８４】
　（１）メモリ４４０に記録されている全ての画像コンテンツについて、アップロードが
完了した場合。
　（２）メモリ４４０に記録されている画像コンテンツのうち、撮影日時がある値（例え
ば、２０１１年８月９日）以前の全ての画像コンテンツについて、アップロードが完了し
た場合。
　（３）ユーザが指定した画像コンテンツの全てについて、アップロードが完了した場合
。この場合には、例えば、無線通信装置４００の電源オン時において、ユーザの手動操作
により指定操作が行われているものとする。
　（４）情報処理装置２００にアップロードされている画像コンテンツの総数、または、
合計サイズ等が上限値に達した場合。例えば、図４に示す関連情報２４６に格納されてい
る上限値に達した場合とすることができる。この場合には、関連情報２４６に格納されて
いる上限値を無線通信装置４００の制御部４３０が取得して判断するようにしてもよく、
ネットワーク側で判断するようにしてもよい。
【０１８５】
　ここで、図１２に示す自動保存要否選択画面５１０において、「サーバに保存された写
真を内蔵メモリに残さない」設定がされている場合には、画像コンテンツのアップロード
処理が終了した後に、アップロードされた画像コンテンツがメモリ４４０から削除される
。
【０１８６】
　また、画像コンテンツのアップロードが終了したと判断された場合には（６４２）、無
線通信装置４００は、アップロード処理を終了させるためのサービス利用終了処理を行う
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（６４２）。
【０１８７】
　サービス利用終了処理後には（６４２）、無線通信装置４００の制御部４３０が、通信
制御装置（第２通信事業者）１２０を介して通信制御装置（第１通信事業者）３００にＭ
ＣＩＭ返却要求を送信する（６４３乃至６４６）。このＭＣＩＭ返却要求は、ＭＣＩＭの
返却を要求するものである。また、ＭＣＩＭ返却要求には、通信制御装置（第１通信事業
者）３００による割り当て状況の更新（６５６）の際に用いられる端末識別情報と、サー
ビス識別情報とが含まれる。
【０１８８】
　ＭＣＩＭ返却要求を受信した場合には（６４６）、通信制御装置（第１通信事業者）３
００の制御部３２０は、そのＭＣＩＭ返却要求を送信した無線通信装置について、ＭＣＩ
Ｍの返却処理を行うか否かを確認する。
【０１８９】
　具体的には、制御部３２０は、デバイス管理データベース３３０（図６に示す）におい
て、受信したＭＣＩＭ返却要求に含まれるサービス識別情報および端末識別情報に一致す
る無線通信装置を抽出する。そして、抽出された無線通信装置にＭＣＩＭが割り振られて
いるか否かを確認する。すなわち、ＭＣＩＭ返却要求を送信した無線通信装置がデバイス
管理データベース３３０に登録されており、かつ、ＭＣＩＭが割り振られている場合は、
ＭＣＩＭ返却処理可能であると判定される。一方、ＭＣＩＭ返却要求を送信した無線通信
装置がデバイス管理データベース３３０に登録されていない場合、または、ＭＣＩＭが割
り振られていない場合には、ＭＣＩＭ返却処理不可であると判定される。
【０１９０】
　なお、その確認処理により、ＭＣＩＭ返却処理不可であると判断された場合には、その
無線通信装置にその旨のＭＣＩＭ返却要求結果（failure）を送信する（６４７乃至６５
０）。この場合にはその旨を表示させるようにしてもよい。そして、それ以降の処理を行
わずに終了する。
【０１９１】
　その確認処理により、ＭＣＩＭ返却処理可能であると判断された場合には、通信制御装
置（第１通信事業者）３００の制御部３２０は、その旨のＭＣＩＭ返却要求結果（succes
s）を無線通信装置４００に送信する（６４７乃至６５０）。
【０１９２】
　ＭＣＩＭ返却要求結果を受信した場合には（６５０）、無線通信装置４００の制御部４
３０は、通信制御装置（第２通信事業者）１２０との接続を切断し、ＭＣＩＭを開放する
ための処理（ＳＨＯ切断処理）を行う（６５１）。この処理（ＳＨＯ切断処理）では、無
線通信装置４００がＭＣＩＭを無効化して、通信制御装置（第２通信事業者）１２０との
接続を切断するための処理を行う。なお、ＳＨＯ切断処理については、図１７を参照して
詳細に説明する。
【０１９３】
　また、ＳＨＯ切断処理の完了後に（６５１）、通信制御装置（第２通信事業者）１２０
の制御部１２１は、無線通信装置４００との接続が切断されたことを通知するための切断
完了通知を通信制御装置（第１通信事業者）３００に送信する（６５２、６５３）。この
切断完了通知には、通信制御装置（第２通信事業者）１２０との接続が切断された無線通
信装置（無線通信装置４００）の端末識別情報が含まれる。
【０１９４】
　切断完了通知を受信すると（６５３）、通信制御装置（第１通信事業者）３００の制御
部３２０は、切断完了通知を情報処理装置２００に送信する（６５４、６５５）。この切
断完了通知は、通信制御装置（第２通信事業者）１２０および無線通信装置４００の接続
が切断された旨の通知であり、通信制御装置（第２通信事業者）１２０との接続が切断さ
れた無線通信装置（無線通信装置４００）の端末識別情報が含まれる。
【０１９５】
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　また、切断完了通知を受信すると（６５３）、通信制御装置（第１通信事業者）３００
の制御部３２０は、各データベースについて無線通信装置４００からＭＣＩＭが開放され
た旨を記録し、これらの各データベースを更新する（６５６）。すなわち、デバイス管理
データベース３３０およびＭＣＩＭ管理データベース３４０において、無線通信装置４０
０にＭＣＩＭが割り当てられた旨が削除され、更新される（６５６）。デバイス管理デー
タベース３３０については、例えば、ＭＣＩＭ割り当て情報３３４の内容が、図６（ｃ）
に示す状態（割り当て）から図６（ｂ）に示す状態（未割り当て）に変更される。また、
ＭＣＩＭ管理データベース３４０については、例えば、端末識別情報３４２の内容が、図
７（ｂ）に示す状態から、図７（ａ）に示す状態に変更される。
【０１９６】
　このようにして、無線通信装置４００は、通信制御装置（第１通信事業者）３００との
接続状態に戻る（６５７）。
【０１９７】
　このように、通信制御装置（第１通信事業者）３００がデバイス管理データベース３３
０を保持する場合において、無線通信装置４００側からの契機により、無線通信装置４０
０が情報処理装置２００のＭＣＩＭを利用してサービスを享受することができる。
【０１９８】
　ここで、デバイス管理データベース３３０を通信制御装置（第１通信事業者）３００が
保持するため、ＭＣＩＭの利用が可能かどうかの判定を通信制御装置（第１通信事業者）
３００が行うことができる。このため、通信制御装置（第２通信事業者）１２０から通信
制御装置（第１通信事業者）３００への接続完了通知の送信（６３２、６３３）について
は、省略することができる。また、通信制御装置（第１通信事業者）３００から情報処理
装置２００への接続完了通知の送信（６３４、６３５）についても、省略することができ
る。同様に、通信制御装置（第２通信事業者）１２０から通信制御装置（第１通信事業者
）３００への切断完了通知の送信（６５２、６５３）についても、省略することができる
。また、通信制御装置（第１通信事業者）３００から情報処理装置２００への切断完了通
知の送信（６５４、６５５）についても、省略することができる。
【０１９９】
　このように、接続完了通知の送信、切断完了通知の送信を省略した場合には、実際のサ
ービスを提供する以外の処理に情報処理装置２００が関与する必要がなくなる。このため
、情報処理装置２００における機能の追加を不要（または、最小限）とすることができる
。
【０２００】
　このように、ネットワークに接続可能な無線通信装置４００において、無線通信装置４
００におけるメモリ４４０の空き容量が逼迫してきた場合には、例えば、画像コンテンツ
（画像ファイル）を情報処理装置２００に自動でアップロードすることができる。また、
アップロードが完了すると、そのアップロードした画像コンテンツ（画像ファイル）を削
除する設定がされている場合には、メモリ４４０の空き容量を容易に確保することができ
る。
【０２０１】
　［通信制御装置の動作例］
　図１５は、本技術の第１の実施の形態における通信制御装置（第１通信事業者）３００
によるＭＣＩＭの割り当て確認処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。なお
、この確認処理は、図１３に示すＭＣＩＭの割り当て確認処理（６２４）に対応する処理
である。
【０２０２】
　最初に、制御部３２０は、無線通信装置からＭＣＩＭ取得要求を送信したか否かを判断
し（ステップＳ９０１）、ＭＣＩＭ取得要求を受信していない場合には、監視を継続して
行う。ＭＣＩＭ取得要求を受信した場合には（ステップＳ９０１）、制御部３２０は、Ｍ
ＣＩＭ取得要求を送信した無線通信装置が登録済みの正規の無線通信装置であるか否かを
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確認する（ステップＳ９０２）。すなわち、ＭＣＩＭ取得要求を送信した無線通信装置に
ついてサービス登録がされているか否かが判断される（ステップＳ９０２）。
【０２０３】
　ＭＣＩＭ取得要求を送信した無線通信装置がサービス登録されている場合には（ステッ
プＳ９０２）、制御部３２０は、使用されていないＭＣＩＭが存在するか否かを確認する
（ステップＳ９０３）。すなわち、ＭＣＩＭの空きがあるか否かが判断される（ステップ
Ｓ９０３）。
【０２０４】
　ＭＣＩＭの空きがある場合には（ステップＳ９０３）、制御部３２０は、ＭＣＩＭ利用
可能である旨の割り当て確認結果（success）の送信を決定する（ステップＳ９０４）。
【０２０５】
　また、ＭＣＩＭ取得要求を送信した無線通信装置がサービス登録されていない場合（ス
テップＳ９０２）、または、ＭＣＩＭの空きがない場合には（ステップＳ９０３）、制御
部３２０は、割り当て確認結果（failure）の送信を決定する（ステップＳ９０５）。な
お、ステップＳ９０２乃至Ｓ９０５は、特許請求の範囲に記載の判定手順の一例である。
【０２０６】
　［ＳＨＯ接続処理を行う場合における通信例］
　図１６は、本技術の第１の実施の形態における通信システム１００を構成する各装置間
における通信処理例を示すシーケンスチャートである。図１６に示す通信処理例は、図１
３に示すＳＨＯ接続処理（６３０）に対応する処理である。すなわち、無線通信装置４０
０がＭＣＩＭを取得して通信制御装置（第２通信事業者）１２０に接続する際における通
信処理例を示す。なお、矩形の点線１９０で囲まれている通信処理は、非特許文献１（５
．１．３．６．３）に対応する処理である。
【０２０７】
　Ｂｏｏｔｓｔｒａｐメッセージを受信した無線通信装置４００の制御部４３０は、受信
したＢｏｏｔｓｔｒａｐメッセージに含まれるＵＲＬ（Uniform Resource Locator）を取
得する（６６１）。続いて、制御部４３０は、取得されたＵＲＬを用いて通信制御装置（
第１通信事業者）３００にアクセスし、ＭＣＩＭ供給要求を送信する（６６２、６６３）
。このＭＣＩＭ供給要求は、ＭＣＩＭの設定を要求するものであり、無線通信装置４００
の端末識別情報が含まれる。
【０２０８】
　ＭＣＩＭ供給要求を受信すると（６６３）、通信制御装置（第１通信事業者）３００の
制御部３２０は、供給先情報を通信制御装置（第２通信事業者）１２０に送信する（６６
４、６６５）。この供給先情報は、例えば、ＭＣＩＭ供給要求を送信した無線通信装置に
関する各情報（例えば、端末識別情報）である。
【０２０９】
　供給先情報を受信すると（６６５）、通信制御装置（第２通信事業者）１２０の制御部
１２１は、受信した供給先情報により特定される無線通信装置について検証を行う（６６
６）。この検証では、例えば、法的に正当なデバイスであるか等が検証される。例えば、
盗難品ではないか、正式に登録されているか等が検証される。この検証により、受信した
供給先情報により特定される無線通信装置に、ＭＣＩＭを供給することができないと判定
された場合には、その旨の通知が通信制御装置（第１通信事業者）３００に送信される。
【０２１０】
　また、その検証により、受信した供給先情報により特定される無線通信装置に、ＭＣＩ
Ｍを供給することができると判定された場合には（６６６）、制御部１２１は、その無線
通信装置に供給するＭＣＩＭを暗号化する（６６７）。続いて、制御部１２１は、暗号化
されたＭＣＩＭ情報を通信制御装置（第１通信事業者）３００に送信する（６６８、６６
９）。
【０２１１】
　暗号化されたＭＣＩＭ情報を受信すると（６６９）、通信制御装置（第１通信事業者）
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３００の制御部３２０は、その暗号化されたＭＣＩＭ情報を、ＭＣＩＭ供給要求を送信し
た無線通信装置（無線通信装置４００）に送信する（６７０、６７１）。
【０２１２】
　暗号化されたＭＣＩＭ情報を受信すると（６７１）、無線通信装置４００の制御部４３
０は、その暗号化されたＭＣＩＭ情報を復号する（６７２）。続いて、制御部４３０は、
復号したＭＣＩＭを設定する（６７３）。すなわち、制御部４３０は、復号したＭＣＩＭ
をＭＣＩＭ情報記憶部４５０に記憶させ、復号したＭＣＩＭを利用可能状態とする（prov
isioning）（６７３）。
【０２１３】
　続いて、制御部４３０は、ＭＣＩＭ供給結果通知（provisioning結果）を通信制御装置
（第１通信事業者）３００に送信する（６７４、６７５）。ＭＣＩＭ供給結果通知（prov
isioning結果）を受信すると（６７５）、通信制御装置（第１通信事業者）３００の制御
部３２０は、そのＭＣＩＭ供給結果通知を通信制御装置（第２通信事業者）１２０に送信
する（６７６、６７７）。

【０２１４】
　また、復号したＭＣＩＭを設定した後に（６７３）、無線通信装置４００の制御部４３
０は、通信制御装置（第１通信事業者）３００との接続を切断する切断処理を行う（６７
８、６７９）。この切断処理の際に、無線通信装置４００から通信制御装置（第１通信事
業者）３００に、無線通信装置４００の端末識別情報を通知するようにしてもよい。
【０２１５】
　続いて、無線通信装置４００および通信制御装置（第１通信事業者）３００の切断処理
が終了した後に（６７８、６７９）、無線通信装置４００の制御部４３０は、通信制御装
置（第２通信事業者）１２０との接続を確立するための接続処理を行う（６８０、６８１
）。この接続処理の際に、無線通信装置４００から通信制御装置（第２通信事業者）１２
０に、無線通信装置４００の端末識別情報を通知するようにしてもよい。
【０２１６】
　［ＳＨＯ切断処理を行う場合における通信例］
　図１７は、本技術の第１の実施の形態における通信システム１００を構成する各装置間
における通信処理例を示すシーケンスチャートである。図１７に示す通信処理例は、図１
４に示すＳＨＯ切断処理（６５１）に対応する処理である。すなわち、無線通信装置４０
０が通信制御装置（第２通信事業者）１２０との接続を切断する際における通信処理例を
示す。
【０２１７】
　無線通信装置４００の制御部４３０は、通信制御装置（第２通信事業者）１２０との接
続を切断し、設定されているＭＣＩＭを開放する旨の接続切断およびＭＣＩＭ開放通知を
通信制御装置（第２通信事業者）１２０に送信する（６８５、６８６）。このＭＣＩＭ供
給要求には、無線通信装置４００の端末識別情報が含まれる。
【０２１８】
　接続切断およびＭＣＩＭ開放通知を受信すると（６８６）、通信制御装置（第２通信事
業者）１２０の制御部１２１は、ＭＣＩＭの開放を承認する旨のＭＣＩＭ開放承認通知を
無線通信装置４００に送信する（６８７、６８８）。なお、接続切断およびＭＣＩＭ開放
通知に含まれる端末識別情報により特定される無線通信装置が、ＭＣＩＭを設定した無線
通信装置ではない場合も想定される。この場合には、通信制御装置（第２通信事業者）１
２０の制御部１２１は、ＭＣＩＭの開放を承認しない旨のＭＣＩＭ開放承認通知を無線通
信装置４００に送信する（６８７、６８８）。
【０２１９】
　ＭＣＩＭ開放承認通知を受信すると（６８８）、無線通信装置４００の制御部４３０は
、通信制御装置（第２通信事業者）１２０との接続を切断する切断処理を行う（６８９、
６９０）。この切断処理の際に、無線通信装置４００から通信制御装置（第２通信事業者
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）１２０に、無線通信装置４００の端末識別情報を通知するようにしてもよい。
【０２２０】
　続いて、無線通信装置４００の制御部４３０は、設定されているＭＣＩＭを無効化する
無効化処理を行う（６９１）。この無効化処理では、無効対象となるＭＣＩＭについては
、無効なＭＣＩＭとして継続して保持させるようにしてもよく、ＭＣＩＭ自体を削除する
ようにしてもよい。
【０２２１】
　続いて、無線通信装置４００の制御部４３０は、通信制御装置（第１通信事業者）３０
０との接続を確立するための接続処理を行う（６９２、６９３）。この接続処理の際に、
無線通信装置４００から通信制御装置（第１通信事業者）３００に、無線通信装置４００
の端末識別情報を通知するようにしてもよい。
【０２２２】
　［ユーザの手動操作によるアップロード処理を行う場合における指示画面例］
　図１８は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置４００の表示部４７０に表
示される表示画面例（保存要否選択画面５２０）を示す図である。
【０２２３】
　保存要否選択画面５２０は、無線通信装置４００を用いて撮影された写真（画像コンテ
ンツ）を、情報処理装置２００に保存するか否かをユーザ６０の手動操作により選択する
ための表示画面である。また、保存要否選択画面５２０は、例えば、撮影操作（例えば、
シャッターボタン４６１の全押し操作）に応じて生成された画像が、表示部４７０に表示
される場合における表示画面（確認画面）である。
【０２２４】
　保存要否選択画面５２０には、撮像部（図示せず）により生成された画像上に、保存さ
せるボタン５２１と、保存しないボタン５２２とが重ねて設けられている。
【０２２５】
　保存させるボタン５２１および保存しないボタン５２２は、無線通信装置４００を用い
て撮影された写真（画像コンテンツ）を、情報処理装置２００に保存させるか否かを指示
するためのボタンである。
【０２２６】
　例えば、保存要否選択画面５２０において保存させるボタン５２１が押下された場合に
は、ＭＣＩＭ取得要求が無線通信装置４００から通信制御装置（第１通信事業者）３００
に送信される（図１３に示す６２２、６２３）。また、保存要否選択画面５２０において
保存しないボタン５２２が押下された場合には、画像コンテンツのアップロード処理に係
る各処理は行われない。
【０２２７】
　このように、所定のイベント（例えば、撮影、電源オフ）が行われる毎に、ユーザ操作
によりアップロードの要否を判断するようにしてもよい。
【０２２８】
　［無線通信装置の動作例］
　図１９は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置４００による通信処理の処
理手順の一例を示すフローチャートである。この処理手順では、無線通信装置４００にお
いて所定条件を満たす場合に、画像コンテンツのアップロード処理を行う例を示す。
【０２２９】
　最初に、制御部４３０は、画像コンテンツをアップロードするサービスの利用を開始す
るための所定条件を満たすか否かを判定する（ステップＳ９１１）。すなわち、サービス
利用開始判定が行われる。このサービス利用開始判定において、所定条件を満たすと判定
されない場合には（ステップＳ９１１）、監視を継続して行う。なお、ステップＳ９１１
は、特許請求の範囲に記載の判定手順の一例である。
【０２３０】
　サービス利用開始判定において、所定条件を満たすと判定された場合には（ステップＳ
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９１１）、制御部４３０が、ＭＣＩＭ取得要求を通信制御装置（第１通信事業者）３００
に送信する（ステップＳ９１２）。
【０２３１】
　続いて、制御部４３０は、通信制御装置（第１通信事業者）３００から割り当て確認結
果（success）を受信したか否かを判断する（ステップＳ９１３）。そして、割り当て確
認結果（success）を受信していない場合には（ステップＳ９１３）、割り当て確認結果
（failure）を受信したか否かを判断する（ステップＳ９１４）。割り当て確認結果（fai
lure）を受信していない場合には（ステップＳ９１４）、ステップＳ９１３に戻る。一方
、割り当て確認結果（failure）を受信した場合には（ステップＳ９１４）、通信処理の
動作を終了する。
【０２３２】
　また、割り当て確認結果（success）を受信した場合には（ステップＳ９１３）、制御
部４３０は、通信制御装置（第１通信事業者）３００からＢｏｏｔｓｔｒａｐメッセージ
を受信したか否かを判断する（ステップＳ９１５）。Ｂｏｏｔｓｔｒａｐメッセージを受
信していない場合には（ステップＳ９１５）、監視を継続して行う。
【０２３３】
　Ｂｏｏｔｓｔｒａｐメッセージを受信した場合には（ステップＳ９１５）、制御部４３
０は、通信制御装置（第２通信事業者）１２０に接続するための処理（ＳＨＯ接続処理）
を行う（ステップＳ９１６）。
【０２３４】
　そして、無線通信装置４００が情報処理装置２００と接続された後に、制御部４３０は
、通信制御装置（第２通信事業者）１２０を介して通信処理を行う（ステップＳ９１７）
。続いて、制御部４３０は、通信処理が終了したか否かを判断する（ステップＳ９１８）
。すなわち、サービス利用終了の判定が行われる（ステップＳ９１８）。通信処理が終了
していない場合には（ステップＳ９１８）、ステップＳ９１７に戻る。
【０２３５】
　また、通信処理が終了した場合には（ステップＳ９１８）、制御部４３０は、通信制御
装置（第２通信事業者）１２０を介して通信制御装置（第１通信事業者）３００にＭＣＩ
Ｍ返却要求を送信する（ステップＳ９１９）。
【０２３６】
　続いて、制御部４３０は、ＭＣＩＭ返却要求結果を受信したか否かを判断し（ステップ
Ｓ９２０）、ＭＣＩＭ返却要求結果を受信していない場合には、監視を継続して行う。一
方、ＭＣＩＭ返却要求結果を受信した場合には（ステップＳ９２０）、制御部４３０は、
通信制御装置（第２通信事業者）１２０との接続を切断し、ＭＣＩＭを開放するための処
理（ＳＨＯ切断処理）を行う（ステップＳ９２１）。このようにして、無線通信装置４０
０は、通信制御装置（第１通信事業者）３００との接続状態に戻る。なお、ステップＳ９
１２乃至Ｓ９２１は、特許請求の範囲に記載の制御手順の一例である。
【０２３７】
　このように、通信制御装置（第１通信事業者）３００側がデバイス管理データベースを
保持する場合において、無線通信装置４００側からの契機により、無線通信装置４００が
サービス提供会社５０のＭＣＩＭを利用してサービスを享受することができる。
【０２３８】
　また、無線通信装置４００側が契機となることにより、無線通信装置４００のユーザは
、所望のタイミングで、所望のサービスを受けることが可能となる。
【０２３９】
　＜２．第２の実施の形態＞
　本技術の第１の実施の形態では、無線通信装置（例えば、撮像装置）側の判断に基づい
てアップロード処理を行う例を示した。ここで、スマートフォンや電子書籍表示装置を用
いて、ユーザが雑誌等の定期刊行物（コンテンツ）を購入する場合を想定する。この場合
には、電子書籍を販売するオンラインサービスが、その定期刊行物（コンテンツ）を購入
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したユーザの情報処理装置（スマートフォンや電子書籍表示装置）に対して、定期的に新
着コンテンツを配信する。このようなオンラインサービスでは、サービス提供者側におけ
る判断に基づいて、ＭＣＩＭの取得およびＳＨＯへの接続が行われるようにしてもよい。
【０２４０】
　そこで、本技術の第２の実施の形態では、サービス提供者側の判断に基づいて、ＭＣＩ
Ｍの取得およびＳＨＯへの接続が行われ、各種サービスを提供する例について説明する。
なお、本技術の第２の実施の形態における通信システムの構成については、本技術の第１
の実施の形態と略同様である。このため、本技術の第１の実施の形態と共通する部分につ
いては、同一の符号を付してこれらの説明の一部を省略する。
【０２４１】
　［無線通信装置の使用例］
　図２０は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置４０５の使用例を簡略化し
て示す図である。
【０２４２】
　図２０では、無線通信装置４０５が、無線通信機能を備える電子書籍表示装置（例えば
、携帯型表示装置）であり、ソフトウェアダウンローダブルＳＩＭを利用することが可能
である場合を想定する。なお、無線通信装置４０５の内部構成については、図８に示す無
線通信装置４００と略同様であるため、以下では、無線通信装置４０５における各部には
、無線通信装置４００と同一の符号を付して説明する。また、情報処理装置２００は、各
種コンテンツ（画像コンテンツ、音楽コンテンツ、電子書籍コンテンツ）を保存すること
が可能なコンテンツサーバである場合を想定する。
【０２４３】
　ここで、情報処理装置２００のコンテンツ管理データベース２３０に記憶されているコ
ンテンツ（例えば、電子書籍）を無線通信装置４０５にダウンロードする例について説明
する。
【０２４４】
　例えば、ダウンロード対象（配信対象）となる電子書籍は、無線通信装置４０５のユー
ザ６１が、サービス提供会社５０との間で契約した定期刊行物（例えば、月末に発行）で
あるものとする。この場合には、情報処理装置２００において、所定タイミング（例えば
、月末）で、電子書籍（コンテンツ）が無線通信装置４０５に自動的に配信される設定が
されているものとする。
【０２４５】
　ここで、例えば、無線通信を利用して電子書籍（コンテンツ）８０を情報処理装置２０
０から無線通信装置４０５にダウンロードする場合には、無線通信装置４０５に有効なＭ
ＣＩＭを設定する必要がある。しかしながら、無線通信装置４０５（例えば、携帯型表示
装置）は、インターネット等のネットワークに接続して通信処理を行うことが比較的少な
いと想定される。このため、無線通信装置４０５（例えば、携帯型表示装置）については
、インターネット等のネットワークに常時接続しておく必要はない。例えば、サービス提
供会社５０との間で契約した定期刊行物をダウンロードする場合に、無線通信装置４０５
（例えば、携帯型表示装置）を、インターネット等のネットワークに接続することが想定
される。
【０２４６】
　すなわち、無線通信装置４０５（例えば、携帯型表示装置）のようなデバイスは、通常
時には、限定接続状態、または、電源オフ状態としておき、必要に応じて、ＭＣＩＭの使
用権を一時的に利用することにより、対応が可能であることが多い。この場合に、例えば
、無線通信装置４０５に電子書籍（コンテンツ）をダウンロード（通信処理）する場合に
のみ、ＭＣＩＭを設定することができれば、ユーザ６１は、無線通信装置４０５のための
ＭＣＩＭの契約をしなくてもよい。
【０２４７】
　そこで、本技術の第２の実施の形態では、無線通信装置４０５に電子書籍（コンテンツ
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）をダウンロード（通信処理）する場合にのみ、ＭＣＩＭを設定する例を示す。
【０２４８】
　［画像コンテンツのアップロード処理を行う場合における通信例］
　図２１および図２２は、本技術の第２の実施の形態における通信システム１０１を構成
する各装置間における通信処理例を示すシーケンスチャートである。
【０２４９】
　図２１および図２２では、無線通信装置４０５がＭＣＩＭ（ユーザ契約によるＭＣＩＭ
）を保持していない場合において、サービス提供会社５０が契約しているＭＣＩＭを用い
て通信制御装置（第２通信事業者）１２０に接続する例について説明する。なお、図２１
および図２２では、無線通信装置４０５が通信制御装置（第１通信事業者）３００と接続
状態（７００）とされているものとする。また、図２１および図２２では、情報処理装置
２００において所定条件を満たす場合に、コンテンツのダウンロード処理を行う例を示す
。
【０２５０】
　また、本技術の第２の実施の形態では、無線通信装置４０５のユーザ６１が、サービス
提供会社５０との間でコンテンツの購読（サービス利用登録に相当）の契約を事前に行っ
ているものとする。また、本技術の第１の実施の形態で示したように、そのサービス利用
登録が通信制御装置（第１通信事業者）３００に登録されているものとする。このため、
通信制御装置（第１通信事業者）３００は、登録済み利用者の照会を行うことができるも
のとする。
【０２５１】
　最初に、情報処理装置２００の制御部２６０は、コンテンツをダウンロードするサービ
スの利用を開始するための所定条件を満たすか否かを判定する（７０１）。この所定条件
は、例えば、ダウンロード対象となるコンテンツの配信タイミング（例えば、月間の刊行
物であれば、月末）となった場合等を条件とすることができる。例えば、図４に示す関連
情報２４６（例えば、月末配信）を用いて、所定条件を満たすか否かを判定することがで
きる。ただし、例えば、ダウンロード先の無線通信装置の数が多い場合（一定数のＭＣＩ
Ｍの数よりも多い場合）には、ダウンロード処理を行う時刻をずらすため、所定条件を満
たすタイミングを無線通信装置毎にずらすようにすることができる。これにより、同一日
（例えば、月末）に、１または複数のＭＣＩＭを用いて、ＭＣＩＭの数以上の複数の無線
通信装置にダウンロード処理を順次行うことができる。
【０２５２】
　なお、サービス利用開始判定において、所定条件を満たすと判定されない場合には（７
０１）、以降の処理を行わずに終了する。
【０２５３】
　サービス利用開始判定において、所定条件を満たすと判定された場合には（７０１）、
情報処理装置２００の制御部２６０が、ＭＣＩＭ配信要求を通信制御装置（第１通信事業
者）３００に送信する（７０２、７０３）。このＭＣＩＭ配信要求は、ダウンロード対象
となるコンテンツを購入したユーザの無線通信装置にＭＣＩＭを割り当てるための通信制
御装置（第１通信事業者）３００に対する要求である。また、ＭＣＩＭ配信要求には、コ
ンテンツ配信先の無線通信装置の端末識別情報と、配信対象となるコンテンツに係るサー
ビスのサービス識別情報とが含まれる。
【０２５４】
　ＭＣＩＭ配信要求を受信した場合には（７０３）、通信制御装置（第１通信事業者）３
００の制御部３２０は、そのＭＣＩＭ配信要求に含まれる端末識別情報に係る無線通信装
置について、ＭＣＩＭを割り当てることができるか否かを確認する（７０４）。なお、こ
の確認については、図１３に示す確認処理（６２４）と略同様であるため、ここでの説明
を省略する。
【０２５５】
　なお、その確認処理により、ＭＣＩＭ利用不可であると判断された場合には（７０４）
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、情報処理装置２００にその旨の割り当て確認結果（failure）を送信する。そして、そ
れ以降の処理を行わずに終了する。
【０２５６】
　また、ＭＣＩＭ利用可能であると判断された場合には（７０４）、通信制御装置（第１
通信事業者）３００の制御部３２０は、ＭＣＩＭ配信要求に含まれる端末識別情報に係る
無線通信装置（無線通信装置４０５）にＭＣＩＭ配信要求を送信する（７０５、７０６）
。
【０２５７】
　ＭＣＩＭ配信要求を受信した場合には（７０６）、無線通信装置４０５の制御部４３０
は、そのＭＣＩＭ配信要求に対する返答としてＭＣＩＭ配信承認通知（success）を送信
する（７０７、７０８）。
【０２５８】
　また、ＭＣＩＭ利用可能であると判断された場合には（７０４）、通信制御装置（第１
通信事業者）３００の制御部３２０は、そのＭＣＩＭ配信要求に対する返答として割り当
て確認結果（success）を情報処理装置２００に送信する（７０９、７１０）。
【０２５９】
　なお、図２１に示す各処理（７１１乃至７１９）は、図１３に示す各処理（６２８乃至
６３６）に対応するため、ここでの説明を省略する。
【０２６０】
　また、ＳＨＯ接続処理の完了後には（７１３）、無線通信装置４０５が通信制御装置（
第２通信事業者）１２０と接続状態（７１４）となっている。このため、無線通信装置４
０５は、通信制御装置（第２通信事業者）１２０を介して情報処理装置２００と接続し、
情報処理装置２００との間で通信処理を行うことができる（７２１乃至７２３）。すなわ
ち、ネットワーク（例えば、インターネット）１１０を介して通信サービス（コンテンツ
のダウンロード）を利用することができる状態となる（７２１乃至７２３）。
【０２６１】
　この接続状態（７１４）において、情報処理装置２００は、サービス利用開始処理を行
う（７２０）。例えば、コンテンツ管理データベース２３０に記憶されているコンテンツ
（例えば、電子書籍ファイル）を通信制御装置（第２通信事業者）１２０を介して無線通
信装置４０５にダウンロードするためのサービス利用開始処理が行われる（７２０）。
【０２６２】
　そして、情報処理装置２００が無線通信装置４０５と接続された後に、情報処理装置２
００のサービス提供部２２０は、コンテンツのダウンロード処理（コンテンツ配信処理）
を行う（７２１乃至７２３）。例えば、図２０に示すように、サービス提供部２２０は、
コンテンツ管理データベース２３０に記憶されている電子書籍（コンテンツ）８０を無線
通信装置４０５に送信して、無線通信装置４０５のメモリ４４０に記録させる制御を行う
（７２４）。
【０２６３】
　ここで、無線通信装置４０５においてスリープ機能（例えば、低消費電力機能）が有効
に設定されている場合には、例えば、ネットワーク接続の切断や処理の中断を引き起こす
ことも想定される。そこで、ダウンロード処理中は、ダウンロード処理を確実に成功させ
るため、無線通信装置４０５におけるスリープ機能を無効とする等の設定を行うようにし
てもよい。
【０２６４】
　続いて、情報処理装置２００の制御部２６０は、電子書籍（コンテンツ）のダウンロー
ドが終了したか否かを判断する（７２５）。この電子書籍（コンテンツ）のダウンロード
の終了については、次の（１）乃至（３）の何れかを判定条件とすることができる。
【０２６５】
　（１）ダウンロード対象（配信対象）となる全ての電子書籍（コンテンツ）について、
ダウンロード（配信）が完了した場合。
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　（２）ダウンロード対象（配信対象）となる電子書籍（コンテンツ）のダウンロード（
配信）が不可となった場合。例えば、無線通信装置４０５のメモリ４４０の空き容量は、
ダウンロード対象（配信対象）となる電子書籍（コンテンツ）のサイズよりも小さいこと
が想定されるため、ダウンロード（配信）が不可となることも想定される。
　（３）無線通信装置４０５のユーザがダウンロード（配信）の中止を指示した場合。
【０２６６】
　また、画像コンテンツのダウンロードが終了したと判断された場合には（７２５）、情
報処理装置２００の制御部２６０は、ダウンロード処理を終了させるためのサービス利用
終了処理を行う（７２５）。
【０２６７】
　サービス利用終了処理後には（７２５）、情報処理装置２００の制御部２６０が、通信
制御装置（第１通信事業者）３００にＭＣＩＭ返却要求を送信する（７２６、７２７）。
このＭＣＩＭ返却要求は、無線通信装置４０５に割り当てられたＭＣＩＭを返却するため
の要求である。また、ＭＣＩＭ返却要求には、返却元の無線通信装置の端末識別情報と、
返却元の無線通信装置が受けたサービスのサービス識別情報とが含まれる。
【０２６８】
　ＭＣＩＭ返却要求を受信した場合には（７２７）、通信制御装置（第１通信事業者）３
００の制御部３２０は、そのＭＣＩＭ返却要求を送信した無線通信装置について、ＭＣＩ
Ｍの返却処理を行うか否かを確認する。この確認については、図１４に示す処理と同様で
あるため、ここでの説明を省略する。
【０２６９】
　そして、その確認処理により、ＭＣＩＭ返却処理不可であると判断された場合には、情
報処理装置２００にその旨のＭＣＩＭ返却要求結果（failure）を送信する。この場合に
は、それ以降の処理を行わずに終了する。
【０２７０】
　その確認処理により、ＭＣＩＭ返却処理可能であると判断された場合には、通信制御装
置（第１通信事業者）３００の制御部３２０は、通信制御装置（第２通信事業者）１２０
を介して、ＭＣＩＭ返却要求を無線通信装置４０５に送信する（７２８乃至７３１）。こ
のＭＣＩＭ返却要求には、返却元の無線通信装置の端末識別情報と、返却元の無線通信装
置が受けたサービスのサービス識別情報とが含まれる。
【０２７１】
　ＭＣＩＭ返却要求を受信した場合には（７３１）、無線通信装置４０５の制御部４３０
は、そのＭＣＩＭ返却要求に対する応答としてＭＣＩＭ返却要求結果（success）を通信
制御装置（第１通信事業者）３００に送信する（７３２乃至７３５）。このＭＣＩＭ返却
要求結果（success）は、通信制御装置（第２通信事業者）１２０を介して送信される（
７３２乃至７３５）。
【０２７２】
　また、ＭＣＩＭ返却処理可能であると判断された場合には、通信制御装置（第１通信事
業者）３００の制御部３２０は、ＭＣＩＭ返却要求に対する応答としてその旨のＭＣＩＭ
返却要求結果（success）を情報処理装置２００に送信する（７３６、７３７）。
【０２７３】
　なお、図２２に示す各処理（７３８乃至７４４）は、図１４に示す各処理（６５１乃至
６５７）に対応するため、ここでの説明を省略する。なお、ダウンロード処理が終了した
場合には（７２４）、その旨を無線通信装置４０５に表示させるようにしてもよい。
【０２７４】
　［情報処理装置の動作例］
　図２３は、本技術の第２の実施の形態における情報処理装置２００による通信処理の処
理手順の一例を示すフローチャートである。この処理手順では、情報処理装置２００にお
いて所定条件を満たす場合に、コンテンツのダウンロード処理を行う例を示す。
【０２７５】
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　最初に、制御部２６０は、コンテンツをダウンロードするサービスの利用を開始するた
めの所定条件を満たすか否かを判定する（ステップＳ９３１）。すなわち、サービス利用
開始判定が行われる（ステップＳ９３１）。このサービス利用開始判定において、所定条
件を満たすと判定されない場合には（ステップＳ９３１）、監視を継続して行う。
【０２７６】
　また、サービス利用開始判定において、所定条件を満たすと判定された場合には（ステ
ップＳ９３１）、制御部２６０は、ＭＣＩＭ配信要求を通信制御装置（第１通信事業者）
３００に送信する（ステップＳ９３２）。
【０２７７】
　続いて、制御部２６０は、通信制御装置（第１通信事業者）３００から割り当て確認結
果（success）を受信したか否かを判断する（ステップＳ９３３）。そして、割り当て確
認結果（success）を受信していない場合には（ステップＳ９３３）、割り当て確認結果
（failure）を受信したか否かを判断する（ステップＳ９３４）。割り当て確認結果（fai
lure）を受信していない場合には（ステップＳ９３４）、ステップＳ９３３に戻る。一方
、割り当て確認結果（failure）を受信した場合には（ステップＳ９３４）、通信処理の
動作を終了する。
【０２７８】
　また、割り当て確認結果（success）を受信した場合には（ステップＳ９３３）、制御
部２６０は、通信制御装置（第１通信事業者）３００から接続完了通知を受信したか否か
を判断する（ステップＳ９３５）。そして、接続完了通知を受信していない場合には（ス
テップＳ９３５）、監視を継続して行う。一方、接続完了通知を受信した場合には（ステ
ップＳ９３５）、無線通信装置４０５が情報処理装置２００と接続されているため、制御
部２６０は、通信制御装置（第２通信事業者）１２０を介して通信処理を行う（ステップ
Ｓ９３６）。
【０２７９】
　続いて、制御部２６０は、通信処理が終了したか否かを判断する（ステップＳ９３７）
。すなわち、サービス利用終了の判定が行われる（ステップＳ９３７）。通信処理が終了
していない場合には（ステップＳ９３７）、ステップＳ９３６に戻る。
【０２８０】
　また、通信処理が終了した場合には（ステップＳ９３７）、制御部２６０は、通信制御
装置（第２通信事業者）１２０を介して通信制御装置（第１通信事業者）３００にＭＣＩ
Ｍ返却要求を送信する（ステップＳ９３８）。
【０２８１】
　続いて、制御部２６０は、ＭＣＩＭ返却確認結果を受信したか否かを判断し（ステップ
Ｓ９３９）、ＭＣＩＭ返却確認結果を受信していない場合には、監視を継続して行う。一
方、ＭＣＩＭ返却確認結果を受信した場合には（ステップＳ９３９）、制御部２６０は、
切断完了通知を受信したか否かを判断し（ステップＳ９４０）、切断完了通知を受信して
いない場合には、監視を継続して行う。一方、切断完了通知を受信した場合には（ステッ
プＳ９４０）、通信処理の動作を終了する。
【０２８２】
　このように、通信制御装置（第１通信事業者）３００側がデバイス管理データベースを
保持する場合において、サービス提供会社５０側からの契機により、無線通信装置４０５
がサービス提供会社５０のＭＣＩＭを利用してサービスを享受することができる。
【０２８３】
　また、サービス提供会社５０側が契機となることにより、無線通信装置４０５のユーザ
は、無線通信装置４０５を操作することなく、新着コンテンツの配信を受けることが可能
となる。
【０２８４】
　＜３．第３の実施の形態＞
　本技術の第１および第２の実施の形態では、ＲＯ側でデバイス管理データベースを保持
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する例を示した。ただし、サービス提供者側でデバイス管理データベースを保持するよう
にしてもよい。
【０２８５】
　そこで、本技術の第３の実施の形態では、サービス提供者側でデバイス管理データベー
スを保持する例について説明する。なお、本技術の第３の実施の形態における通信システ
ムの構成については、本技術の第１の実施の形態と略同様である。このため、本技術の第
１の実施の形態と共通する部分については、同一の符号を付してこれらの説明の一部を省
略する。
【０２８６】
　［情報処理装置の構成例］
　図２４は、本技術の第３の実施の形態における情報処理装置２０５の機能構成例を示す
ブロック図である。なお、情報処理装置２０５は、図３に示す情報処理装置２００の変形
例である。このため、情報処理装置２００と共通する部分については、同一の名称を付し
て、これらの説明の一部を省略する。
【０２８７】
　情報処理装置２０５は、デバイス管理データベース２７０と、ＭＣＩＭ管理データベー
ス２８０とを備える。
【０２８８】
　デバイス管理データベース２７０は、ネットワーク１１０を介して接続される各無線通
信装置（デバイス）を管理するための各種情報を格納するデータベースである。なお、デ
バイス管理データベース２７０は、図５、図６に示すデバイス管理データベース３３０に
対応するものであり、その内容は共通する。このため、ここでの詳細な説明を省略する。
なお、デバイス管理データベースは、通信制御装置（第１通信事業者）３００および情報
処理装置２０５のうちの少なくとも一方に備えられるようにしてもよく、両方に備えられ
るようにしてもよい。ただし、両方に備える場合には、登録されているデータを同期させ
ておくことが好ましい。
【０２８９】
　ＭＣＩＭ管理データベース２８０は、ネットワーク１１０を介して接続される各無線通
信装置（デバイス）に設定するＭＣＩＭを管理するための各種情報を格納するデータベー
スである。なお、ＭＣＩＭ管理データベース２８０は、図５、図７に示すＭＣＩＭ管理デ
ータベース３４０に対応するものであり、その内容は共通する。このため、ここでの詳細
な説明を省略する。
【０２９０】
　例えば、判定部２５０は、無線通信装置４００について特定サービスを受けるための登
録がデバイス管理データベース２７０にされている場合に所定条件を満たすと判定する。
具体的には、判定部２５０は、その登録がされている無線通信装置と、この無線通信装置
による接続権（ＭＣＩＭの使用権）の利用状況とを無線通信装置毎に管理するデバイス管
理データベース２７０に基づいて所定条件を満たすかを判定する。また、判定部２５０は
、サービス提供会社５０が確保している一定数の接続権のうちの全ての接続権が利用され
ている場合には、所定条件を満たさないと判定する。
【０２９１】
　また、例えば、判定部２５０は、無線通信装置４００において所定操作（例えば、定期
刊行物購入操作）が受け付けられた場合、または、所定のタイミング（例えば、月末）と
なった場合に、所定条件を満たすと判定する。
【０２９２】
　また、例えば、制御部２６０は、接続権を無線通信装置４００に設定した場合および接
続権が設定された無線通信装置４００からその接続権が開放された場合に、デバイス管理
データベース２７０における無線通信装置４００に係る利用状況を更新する。
【０２９３】
　また、制御部２６０は、例えば、所定条件を満たす場合には、接続権（ＭＣＩＭの使用
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権）を無線通信装置４００に設定してその接続権に基づいて無線通信装置４００がネット
ワーク１１０に接続して情報処理装置２０５との間で通信処理を行うように制御を行う。
具体的には、制御部２６０は、その接続権を無線通信装置４００に設定することを要求す
るための設定要求（ＭＣＩＭ取得要求）を通信制御装置（第１通信事業者）３００に対し
て行う。そして、制御部２６０は、その設定要求に応じて通信制御装置（第２通信事業者
）１２０により無線通信装置４００に設定された接続権に基づいて無線通信装置４００が
ネットワーク１１０に接続した後に無線通信装置４００との間で通信処理を行うように制
御を行う。
【０２９４】
　［デバイス管理データベースをサービス提供会社に登録する場合における通信例］
　図２５は、本技術の第３の実施の形態における通信システム１００を構成する各装置間
における通信処理例を示すシーケンスチャートである。
【０２９５】
　図２５では、無線通信装置４００がＭＣＩＭを保持していない場合において、無線通信
装置４００のユーザとサービス提供会社５０との間で契約されているサービスを情報処理
装置２０５に登録（初期登録）する例について説明する。また、図２５では、無線通信装
置４００が通信制御装置（第１通信事業者）３００と接続状態（７５１）とされているも
のとする。また、図２５では、無線通信装置４００を操作することにより、サービス提供
会社５０との間で契約しているサービス（例えば、画像コンテンツ保存サービス）に関す
る登録情報を情報処理装置２０５に登録する場合における通信処理例を示す。
【０２９６】
　最初に、ユーザ操作により、無線通信装置４００から通信制御装置（第１通信事業者）
３００に対してログイン要求が行われる（７５２）。具体的には、サービス提供会社５０
との間で契約しているサービス（例えば、画像コンテンツ保存サービス）に関する登録情
報を情報処理装置２０５に登録するための表示画面を無線通信装置４００の表示部４７０
に表示させる。例えば、無線通信装置４００の表示部４７０には、図９に示す登録操作画
面５００（ただし、各入力領域が空欄となっている画面）が表示される。
【０２９７】
　ここで、図９に示す登録操作画面５００において、サービスのＩＤ入力領域５０１およ
びサービスのパスワード入力領域５０２には、無線通信装置４００のユーザが契約してい
るサービスのＩＤおよびパスワードが入力される（７５２）。これらの入力操作が行われ
た後に、確定ボタン５０３が押下される（７５２）。
【０２９８】
　このようにサービス利用登録操作が受け付けられた場合には（７５２）、このサービス
利用登録操作に対応するサービス利用登録要求が無線通信装置４００から通信制御装置（
第１通信事業者）３００に送信される（７５３、７５４）。上述したように、無線通信装
置４００が通信制御装置（第１通信事業者）３００と接続状態（７５１）とされているた
め、サービス利用登録要求は、無線通信装置４００から通信制御装置（第１通信事業者）
３００に直接送信される（７５３、７５４）。
【０２９９】
　ここで、サービス利用登録要求には、登録操作画面５００において入力された各情報と
、サービス利用登録要求を行った無線通信装置の端末識別情報とが含まれる。登録操作画
面５００において入力された各情報は、例えば、サービスのＩＤおよびパスワードである
。
【０３００】
　サービス利用登録要求を受信すると（７５４）、通信制御装置（第１通信事業者）３０
０の制御部３２０は、情報処理装置２０５にサービス利用登録確認のメッセージを送信す
る（７５５、７５６）。このサービス利用登録確認は、サービス利用登録要求を送信した
無線通信装置が正規利用者のものであるか否かを確認するためのメッセージである。また
、サービス利用登録確認には、受信したサービス利用登録要求に含まれる各情報（例えば
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、サービスのＩＤおよびパスワード、無線通信装置の端末識別情報）が含まれる。
【０３０１】
　サービス利用登録確認のメッセージを受信すると（７５６）、情報処理装置２０５の制
御部２６０は、サービス利用登録確認に含まれる端末識別情報に係る無線通信装置が、正
規利用者の所有に係るものであるか否かを確認する確認処理を行う（７５７）。この確認
処理は、図１０に示す確認処理（６０７）と同様であるため、ここでの説明を省略する。
【０３０２】
　ここで、サービス利用登録要求を送信した無線通信装置が、正規利用者の所有に係るも
のでない場合には、確認失敗を示す確認結果情報（failure通知）が通信制御装置（第１
通信事業者）３００に送信される。この場合には、通信制御装置（第１通信事業者）３０
０の制御部３２０は、サービス利用登録要求を送信した無線通信装置（無線通信装置４０
０）に、そのサービス利用登録要求に対する応答として、サービス利用登録を行うことが
できない旨の通知を行う。
【０３０３】
　また、サービス利用登録要求を送信した無線通信装置が、正規利用者の所有に係るもの
である場合には、情報処理装置２０５の制御部２６０は、デバイス管理データベース２７
０に、サービス利用登録要求を送信した無線通信装置を登録する登録処理を行う（７５８
）。例えば、デバイス管理データベース２７０の内容が、図６（ａ）および（ｂ）に示す
変更と同様に変更される。
【０３０４】
　続いて、情報処理装置２０５の制御部２６０は、通信制御装置（第１通信事業者）３０
０の制御部３２０に、サービス利用登録が完了した旨を示すサービス利用登録情報を送信
する（７５９、７６０）。続いて、通信制御装置（第１通信事業者）３００の制御部３２
０は、サービス利用登録要求を送信した無線通信装置に、サービス利用登録が完了した旨
を示すサービス利用登録情報を送信する（７６１、７６２）。
【０３０５】
　無線通信装置４００がサービス利用登録情報を受信すると（７６２）、そのサービス利
用登録情報が無線通信装置４００の表示部４７０に表示される（７６３）。例えば、サー
ビス利用登録要求について、そのサービス利用登録が完了した旨を通知するための登録結
果通知画面がそのサービス利用登録情報として表示される（７６３）。
【０３０６】
　このように登録処理を行うことにより、情報処理装置２０５が保持するデバイス管理デ
ータベース２７０に無線通信装置４００が登録される。このため、無線通信装置４００は
、ＭＣＩＭの利用が認められるようになる。
【０３０７】
　［画像コンテンツのアップロード処理を行う場合における通信例］
　図２６および図２７は、本技術の第３の実施の形態における通信システム１００を構成
する各装置間における通信処理例を示すシーケンスチャートである。なお、図２６および
図２７に示すシーケンスチャートは、図１３および図１４の変形例であるため、図１３お
よび図１４と共通する部分については、その説明の一部を省略する。また、図２６および
図２７では、サービス提供者側でデバイス管理データベースを保持する例について説明す
る。
【０３０８】
　図２６に示す各処理（７７２乃至７７４）は、図１３に示す各処理（６２１乃至６２３
）に対応するため、ここでの説明を省略する。
【０３０９】
　ＭＣＩＭ取得要求を受信した場合には（７７４）、通信制御装置（第１通信事業者）３
００の制御部３２０は、そのＭＣＩＭ取得要求を送信した旨を通知するためのＭＣＩＭ取
得要求通知を情報処理装置２０５に送信する（７７５、７７６）。このＭＣＩＭ取得要求
通知には、ＭＣＩＭ取得要求に含まれる各情報（例えば、端末識別情報、サービス識別情



(41) JP 5942374 B2 2016.6.29

10

20

30

40

50

報）が含まれる。
【０３１０】
　ＭＣＩＭ取得要求通知を受信した場合には（７７６）、情報処理装置２０５の制御部２
６０は、そのＭＣＩＭ取得要求を送信した無線通信装置について、ＭＣＩＭを割り当てる
ことができるか否かを確認する（７７７）。この確認処理については、通信制御装置（第
１通信事業者）３００の制御部３２０の代わりに、情報処理装置２０５の制御部２６０が
実行する点が異なるが、これ以外は、図１３に示す各処理（６２４）に対応するため、こ
こでの説明を省略する。
【０３１１】
　なお、その確認処理により、ＭＣＩＭ利用不可であると判断された場合には（７７７）
、情報処理装置２０５の制御部２６０は、その旨の割り当て確認結果（failure）を通信
制御装置（第１通信事業者）３００に送信する（７７８、７７９）。この場合には、通信
制御装置（第１通信事業者）３００の制御部３２０は、ＭＣＩＭ取得要求を送信した無線
通信装置に、ＭＣＩＭ取得要求に対する応答としてＭＣＩＭ取得要求結果（failure）を
送信する（７８０、７８１）。そして、それ以降の処理を行わずに終了する。
【０３１２】
　その確認処理により、ＭＣＩＭ利用可能であると判断された場合には（７７７）、情報
処理装置２０５の制御部２６０は、その旨の割り当て確認結果（success）を通信制御装
置（第１通信事業者）３００に送信する（７７８、７７９）。割り当て確認結果（succes
s）を受信した場合には（７７９）、通信制御装置（第１通信事業者）３００の制御部３
２０は、ＭＣＩＭ取得要求を送信した無線通信装置にＭＣＩＭ取得要求結果（success）
を送信する（７８０、７８１）。このＭＣＩＭ取得要求結果（success）は、ＭＣＩＭ取
得要求に対する応答として送信される。
【０３１３】
　また、割り当て確認結果（success）を受信した場合には（７７９）、通信制御装置（
第１通信事業者）３００の制御部３２０は、Ｂｏｏｔｓｔｒａｐメッセージを無線通信装
置４００に送信する（７８２、７８３）。
【０３１４】
　図２６に示す各処理（７８２乃至７８９）は、図１３に示す各処理（６２８乃至６３５
）に対応するため、ここでの説明を省略する。
【０３１５】
　また、接続完了通知を受信すると（７８９）、情報処理装置２０５の制御部２６０は、
各データベースについて新たにＭＣＩＭが無線通信装置４００に割り当てられた旨を記録
し、これらの各データベースを更新する（７９０）。このデータベース更新処理について
は、通信制御装置（第１通信事業者）３００の制御部３２０の代わりに、情報処理装置２
０５の制御部２６０が実行する点が異なるが、これ以外は、図２６に示す各処理（６３６
）に対応するため、ここでの説明を省略する。
【０３１６】
　図２７に示す各処理（７９１乃至８００）は、図１４に示す各処理（６３７乃至６４６
）に対応するため、ここでの説明を省略する。
【０３１７】
　ＭＣＩＭ返却要求を受信した場合には（８００）、通信制御装置（第１通信事業者）３
００の制御部３２０は、そのＭＣＩＭ返却要求通知を情報処理装置２０５に送信する（８
０１、８０２）。このＭＣＩＭ返却要求通知には、サービス識別情報、端末識別情報が含
まれる。
【０３１８】
　ＭＣＩＭ返却要求通知を受信した場合には（８０２）、情報処理装置２０５の制御部２
６０は、そのＭＣＩＭ返却要求を送信した無線通信装置について、ＭＣＩＭの返却処理を
行うか否かを確認する。この確認処理は、図１４に示す確認処理（６４６、６４７）に対
応するため、ここでの説明を省略する。
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【０３１９】
　なお、その確認処理により、ＭＣＩＭ返却処理不可であると判断された場合には、その
無線通信装置にその旨のＭＣＩＭ返却要求結果（failure）が送信される（８０３乃至８
０８）。この場合にはその旨を表示させるようにしてもよい。そして、それ以降の処理を
行わずに終了する。
【０３２０】
　その確認処理により、ＭＣＩＭ返却処理可能であると判断された場合には、情報処理装
置２０５の制御部２６０は、その旨のＭＣＩＭ返却要求結果（success）を無線通信装置
４００に送信する（８０３乃至８０８）。
【０３２１】
　図２７に示す各処理（８０９乃至８１３）は、図１４に示す各処理（６５１乃至６５５
）に対応するため、ここでの説明を省略する。
【０３２２】
　切断完了通知を受信すると（８１３）、情報処理装置２０５の制御部２６０は、各デー
タベースについて無線通信装置４００からＭＣＩＭが開放された旨を記録し、これらの各
データベースを更新する（８１４）。このデータベース更新処理については、通信制御装
置（第１通信事業者）３００の制御部３２０の代わりに、情報処理装置２０５の制御部２
６０が実行する点が異なるが、これ以外は、図１４に示す各処理（６５６）に対応するた
め、ここでの説明を省略する。
【０３２３】
　このようにして、無線通信装置４００は、通信制御装置（第１通信事業者）３００との
接続状態に戻る（８１５）。
【０３２４】
　このように、サービス提供会社５０側がデバイス管理データベースを保持する場合にお
いて、無線通信装置４００側からの契機により、無線通信装置４００がサービス提供会社
５０のＭＣＩＭを利用してサービスを享受することができる。
【０３２５】
　また、デバイス管理データベースをサービス提供会社５０が保持するため、ＭＣＩＭの
利用が可能かどうかの判定をサービス提供会社５０内で閉じて行うことができる。このた
め、通信制御装置（第１通信事業者）３００はサービス提供会社５０のサービスに関与す
る必要がなく、無線通信装置４００とサービス提供会社５０との間のメッセージを単純に
中継するのみでよい。また、サービスに対して独立しており、様々なサービスを展開する
場合においても、通信制御装置（第１通信事業者）３００に対する変更を不要（または、
比較的容易に変更）とすることができる。
【０３２６】
　＜４．第４の実施の形態＞
　本技術の第３の実施の形態では、無線通信装置（例えば、撮像装置）側の判断に基づい
てアップロード処理を行う例を示した。本技術の第２の実施の形態で示したように、サー
ビス提供者側における判断に基づいて、ＭＣＩＭの取得およびＳＨＯへの接続が行われる
ようにしてもよい。
【０３２７】
　そこで、本技術の第４の実施の形態では、サービス提供者側の判断に基づいて、ＭＣＩ
Ｍの取得およびＳＨＯへの接続が行わせ、各種サービスを提供する例について説明する。
なお、本技術の第４の実施の形態における通信システムの構成については、本技術の第２
の実施の形態と略同様である。このため、本技術の第２の実施の形態と共通する部分につ
いては、同一の符号を付してこれらの説明の一部を省略する。
【０３２８】
　［画像コンテンツのアップロード処理を行う場合における通信例］
　図２８および図２９は、本技術の第４の実施の形態における通信システム１０１を構成
する各装置間における通信処理例を示すシーケンスチャートである。なお、図２８および
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図２９に示すシーケンスチャートは、図２１、図２２、図２６、図２７の変形例であるた
め、図２１、図２２、図２６、図２７と共通する部分については、その説明の一部を省略
する。また、図２８および図２９では、サービス提供者側でデバイス管理データベースを
保持する例について説明する。
【０３２９】
　最初に、情報処理装置２０５の制御部２６０は、コンテンツをダウンロードするサービ
スの利用を開始するための所定条件を満たすか否かを判定する（８２１）。この判定処理
は、図２１に示す判定処理（７０１）に対応するため、ここでの説明を省略する。
【０３３０】
　サービス利用開始判定において、所定条件を満たすと判定された場合には（８２１）、
情報処理装置２０５の制御部２６０が、所定条件を満たすと判定された無線通信装置につ
いて、ＭＣＩＭを割り当てることができるか否かを確認する（８２２）。なお、この確認
については、図２６に示す確認処理（７７７）と略同様であるため、ここでの説明を省略
する。
【０３３１】
　なお、その確認処理により、ＭＣＩＭ利用不可であると判断された場合には（８２２）
、それ以降の処理を行わずに終了する。この場合に、一定時間経過後等にＭＣＩＭの割り
当て確認を再度行う等の措置を講じてもよい。
【０３３２】
　その確認処理により、ＭＣＩＭ利用可能であると判断された場合には（８２２）、情報
処理装置２０５の制御部２６０は、通信制御装置（第１通信事業者）３００にＭＣＩＭ配
信要求を送信する（８２３、８２４）。このＭＣＩＭ配信要求には、サービス識別情報、
端末識別情報が含まれる。
【０３３３】
　ＭＣＩＭ配信要求を受信した場合には（８２４）、通信制御装置（第１通信事業者）３
００の制御部３２０は、そのＭＣＩＭ配信要求に含まれる端末識別情報に係る無線通信装
置４０５にＭＣＩＭ配信要求を送信する（８２５、８２６）。
【０３３４】
　ＭＣＩＭ配信要求を受信した場合には（８２６）、無線通信装置４０５の制御部４３０
は、そのＭＣＩＭ配信要求に対する返答としてＭＣＩＭ配信承認通知（success）を送信
する（８２７、８２８）。
【０３３５】
　ＭＣＩＭ配信承認通知（success）を受信した場合には（８２８）、通信制御装置（第
１通信事業者）３００の制御部３２０は、ＭＣＩＭ配信承認通知（success）を情報処理
装置２０５に送信する（８２９、８３０）。このＭＣＩＭ配信承認通知（success）は、
ＭＣＩＭ配信要求に対する返答として送信される。
【０３３６】
　図２８に示す各処理（８３１乃至８３９）は、図２６に示す各処理（７８２乃至７９０
）に対応するため、ここでの説明を省略する。
【０３３７】
　図２９に示す各処理（８４０乃至８６２）は、図２２に示す各処理（７２０乃至７４２
）に対応するため、ここでの説明を省略する。
【０３３８】
　切断完了通知を受信すると（８６２）、情報処理装置２０５の制御部２６０は、各デー
タベースについて無線通信装置４０５からＭＣＩＭが開放された旨を記録し、これらの各
データベースを更新する（８６３）。このデータベース更新処理については、図２７に示
す各処理（８１４）に対応するため、ここでの説明を省略する。
【０３３９】
　このようにして、無線通信装置４０５は、通信制御装置（第１通信事業者）３００との
接続状態に戻る（８６４）。



(44) JP 5942374 B2 2016.6.29

10

20

30

40

50

【０３４０】
　このように、サービス提供会社５０側がデバイス管理データベースを保持する場合にお
いて、サービス提供会社５０側からの契機により、無線通信装置４０５がサービス提供会
社５０のＭＣＩＭを利用してサービスを享受することができる。
【０３４１】
　＜５．変形例＞
　上述したように、ＲＯおよびＳＨＯは論理的な役割であり、ＲＯおよびＳＨＯのそれぞ
れを同一の通信事業者が運営することもあり得る。この場合には、ＰＣＩＤおよびＭＣＩ
Ｍの代わりに、２種類の他の契約認証情報をその通信事業者が発行することにより、本技
術の第１乃至第４の実施の形態と同様の仕組みを実現することができる。
【０３４２】
　ＰＣＩＤおよびＭＣＩＭの代わりの他の契約認証情報として、例えば、２種類のＩＭＳ
Ｉ（International Mobile Subscriber Identity）をその通信事業者が発行することが想
定される。ここで、２種類のＩＭＳＩを、第１のＩＭＳＩおよび第２のＩＭＳＩと称して
説明する。
【０３４３】
　第１のＩＭＳＩは、例えば、限定された情報をやりとりする接続のための契約認証情報
であるものとし、第２のＩＭＳＩは、通常の通信を行うための契約認証情報であるものと
する。
【０３４４】
　この場合には、第１のＩＭＳＩは、ＰＣＩＤに相当し、第２のＩＭＳＩは、ＭＣＩＭに
相当する。また、無線通信装置は、予め第１のＩＭＳＩを保持しているものとする。そし
て、保持されている第１のＩＭＳＩを用いて通信事業者に接続し、第２のＩＭＳＩを取得
することができる。
【０３４５】
　このように、本技術の実施の形態では、サービス提供者により契約されている契約認証
情報をダウンロード（または、有効化）して、その契約認証情報を用いて利用者がネット
ワーク接続権を容易に得ることができる。ただし、上述した通信システムの構成（例えば
、非特許文献１参照。）に限定されるものではなく、他の通信システムに適用することが
できる。
【０３４６】
　なお、本技術の実施の形態では、一体として構成される情報処理装置（通信制御装置１
２０、３００、情報処理装置２００等）を例にして説明した。ただし、これらの情報処理
装置が備える各部（例えば、制御部２６０、判定部２５０）を複数の装置により構成する
情報処理システムについても本技術の実施の形態を適用することができる。
【０３４７】
　また、携帯型の無線通信装置（例えば、データ通信専用端末装置）や、固定型の無線通
信装置に本技術の実施の形態を適用することができる。例えば、自動販売機のデータ収集
を目的とする無線通信装置、エレベータ、自動車、電子機器（例えば、家電製品、ゲーム
機、デジタルフォトフレーム）に搭載されている無線通信装置に本技術の実施の形態を適
用することができる。
【０３４８】
　また、本技術の実施の形態では、ネットワーク接続権（接続権）として、ＭＣＩＭの使
用権を例にして説明した。ただし、他の情報（例えば、ＵＳＩＭ（Universal Subscriber
 Identity Module））に基づいて、所定のネットワークと接続するための接続権について
も、本技術の実施の形態を適用することができる。
【０３４９】
　このように、本技術の実施の形態によれば、他者により契約されている契約認証情報（
特定利用者向けの契約認証情報）を用いた公衆無線接続を実現することができる。すなわ
ち、ソフトウェアダウンローダブルＳＩＭを利用して、サービス提供者が通信事業者と契
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約した契約認証情報を、サービス加入者が容易に利用することができる通信システムを実
現することができる。この場合に、サービス提供者は、サービス加入者の無線通信装置を
サービス単位で管理し、そのサービス単位で登録されている無線通信装置にのみ契約認証
情報の利用を許可することができる。
【０３５０】
　ここで、一般に、ユーザが通信サービスを利用する場合には、予め契約を行った通信事
業者を利用してその通信サービスを利用している。しかしながら、ユーザが自ら通信事業
者との間で契約を結ぶことを前提としているため、サービス提供者が結んだ契約（例えば
、フリーダイヤルのような契約）をユーザが利用することはできない。
【０３５１】
　これに対して、本技術の実施の形態では、通信制御装置（第２通信事業者）１２０のＭ
ＣＩＭを契約していないユーザでも、サービス提供会社５０の各種通信サービスを容易に
受けることができる。具体的には、サービス提供会社５０が提供するサービスに利用登録
を行ったユーザは、サービス提供会社５０のＭＣＩＭを用いて、そのサービスを受けるこ
とができる。すなわち、通信制御装置（第２通信事業者）１２０のＭＣＩＭを契約してい
ないユーザが、ＭＣＩＭを保持していない無線通信装置４００、４０５を用いても、サー
ビス提供会社５０の各種通信サービスを容易に受けることができる。
【０３５２】
　また、サービス提供会社５０が第２通信事業者と一定数のＭＣＩＭをまとめて契約して
おき、登録済み利用者をデバイス管理データベースに登録しておくことにより、ＭＣＩＭ
の割り当ての管理および利用状況の把握を容易に行うことができる。
【０３５３】
　このように、本技術の実施の形態では、サービス提供者が契約した契約認証情報を、サ
ービス提供者が利用を許可した利用者のみが利用できるようにすることができる。また、
サービス登録済みの利用者は、利用者自身の契約認証情報を必要とせずに、そのサービス
登録済みのサービスを享受することができる。すなわち、ユーザ好みの通信サービスを容
易に受けることができる。
【０３５４】
　なお、上述の実施の形態は本技術を具現化するための一例を示したものであり、実施の
形態における事項と、特許請求の範囲における発明特定事項とはそれぞれ対応関係を有す
る。同様に、特許請求の範囲における発明特定事項と、これと同一名称を付した本技術の
実施の形態における事項とはそれぞれ対応関係を有する。ただし、本技術は実施の形態に
限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において実施の形態に種々の変形を
施すことにより具現化することができる。
【０３５５】
　また、上述の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方法
として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプログ
ラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として、
例えば、ＣＤ（Compact Disc）、ＭＤ（MiniDisc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）
、メモリカード、ブルーレイディスク（Blu-ray Disc（登録商標））等を用いることがで
きる。
【０３５６】
　なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
（１）　サービス提供者に係る情報処理システムと無線通信装置との間で前記サービス提
供者が提供する特定サービスに係る通信処理を行うための所定条件を満たすかを判定する
判定部と、
　前記所定条件を満たす場合には、無線通信を利用して所定のネットワークに接続するた
めの接続権を前記無線通信装置に設定して当該設定された接続権に基づいて前記無線通信
装置が前記ネットワークに接続して前記情報処理システムとの間で前記通信処理を行うよ
うに制御を行う制御部と
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を具備する情報処理装置。
（２）　前記判定部は、前記無線通信装置について前記特定サービスを受けるための登録
がされている場合に前記所定条件を満たすと判定する前記（１）に記載の情報処理装置。
（３）　前記接続権は、前記サービス提供者が契約している通信事業者が運営する基地局
に接続するための契約認証情報に基づいて前記基地局に接続する権利であって前記サービ
ス提供者により一定数が確保されている権利であり、
　前記判定部は、前記登録がされている無線通信装置による前記接続権の利用状況を無線
通信装置毎に管理するデータベースに基づいて前記所定条件を満たすかを判定する
前記（２）に記載の情報処理装置。
（４）　前記判定部は、前記一定数の接続権のうちの全ての接続権が利用されている場合
には前記所定条件を満たさないと判定する前記（３）に記載の情報処理装置。
（５）　前記制御部は、前記接続権を無線通信装置に設定した場合および前記接続権が設
定された無線通信装置から当該接続権が開放された場合に前記データベースにおける当該
各無線通信装置に係る前記利用状況を更新する前記（３）または（４）に記載の情報処理
装置。
（６）　前記データベースは、ＲＯ（Registration Operator）および前記情報処理シス
テムのうちの少なくとも一方に備えられている前記（３）から（５）のいずれかに記載の
情報処理装置。
（７）　前記情報処理装置は、前記無線通信装置であり、
　前記判定部は、操作部により所定操作が受け付けられた場合、または、所定のタイミン
グとなった場合に、前記所定条件を満たすと判定し、
　前記制御部は、前記所定条件を満たす場合には、前記接続権を前記無線通信装置に設定
することを要求するための設定要求をＲＯに対して行い、前記設定要求に応じてＳＨＯ（
Selected Home Operator）により設定された前記接続権に基づいて前記ネットワークに接
続した後に前記情報処理システムとの間で前記通信処理を行うように制御を行う
前記（１）に記載の情報処理装置。
（８）　前記ＲＯは、前記無線通信装置に前記接続権が設定されて前記無線通信装置が前
記ネットワークに接続された場合にその旨を前記情報処理システムに通知する前記（７）
に記載の情報処理装置。
（９）　前記ＲＯは、前記無線通信装置に設定された前記接続権が無効化された場合にそ
の旨を前記情報処理システムに通知する前記（７）または（８）に記載の情報処理装置。
（１０）　前記情報処理装置は、前記情報処理システムであり、
　前記判定部は、前記無線通信装置において所定操作が受け付けられた場合、または、所
定のタイミングとなった場合に、前記所定条件を満たすと判定し、
　前記制御部は、前記所定条件を満たす場合には、前記接続権を前記無線通信装置に設定
することを要求するための設定要求をＲＯに対して行い、前記設定要求に応じてＳＨＯに
より前記無線通信装置に設定された前記接続権に基づいて前記無線通信装置が前記ネット
ワークに接続された後に前記無線通信装置との間で前記通信処理を行うように制御を行う
前記（１）に記載の情報処理装置。
（１１）　前記接続権は、前記情報処理システムと前記無線通信装置との間で前記通信処
理のみを行うための制限が付されている前記（１）から（１０）のいずれかに記載の情報
処理装置。
（１２）　前記判定部は、前記設定された前記接続権を無効化するための所定条件を満た
すかを判定し、
　前記制御部は、前記無効化するための所定条件を満たすと判定された場合には、前記無
線通信装置に設定された前記接続権を無効化するための制御を行う
前記（１）から（１１）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１３）　前記制御部は、前記情報処理システムと前記無線通信装置との間で行われた前
記通信処理が終了した場合には、前記無線通信装置に設定された前記接続権を無効化する
ための無効化処理を行うように制御を行う前記（１）から（１２）のいずれかに記載の情
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報処理装置。
（１４）　前記接続権は、前記サービス提供者が契約している通信事業者が運営する基地
局に接続するための契約認証情報に基づいて前記基地局に接続する権利であり、
　前記無線通信装置は、前記契約認証情報をダウンロードして利用することができる無線
通信装置である
前記（１）から（１３）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１５）　サービス提供者が提供する特定サービスに係る通信処理を行う情報処理システ
ムと、
　無線通信を行う無線通信装置と、
　前記情報処理システムと前記無線通信装置との間で前記通信処理を行うための所定条件
を満たすかを判定する判定部と、
　前記所定条件を満たす場合には、無線通信を利用して所定のネットワークに接続するた
めの接続権を前記無線通信装置に設定して当該設定された接続権に基づいて前記無線通信
装置が前記ネットワークに接続して前記情報処理システムとの間で前記通信処理を行うよ
うに制御を行う制御部と
を具備する通信システム。
（１６）　サービス提供者に係る情報処理システムと無線通信装置との間で前記サービス
提供者が提供する特定サービスに係る通信処理を行うための所定条件を満たすかを判定す
る判定手順と、
　前記所定条件を満たす場合には、無線通信を利用して所定のネットワークに接続するた
めの接続権を前記無線通信装置に設定して当該設定された接続権に基づいて前記無線通信
装置が前記ネットワークに接続して前記情報処理システムとの間で前記通信処理を行うよ
うに制御を行う制御手順と
を具備する情報処理装置の制御方法。
【符号の説明】
【０３５７】
　１０、１００、１０１　通信システム
　２１、３１、１２２、３０１　基地局
　４０、１１０　ネットワーク
　１２０　通信制御装置（第２通信事業者）
　１２１、２６０、３２０、４３０　制御部
　２００、２０５　情報処理装置
　２１０、３１０　通信部
　２２０　サービス提供部
　２３０　コンテンツ管理データベース
　２４０　サービス管理データベース
　２５０　判定部
　２７０、３３０　デバイス管理データベース
　２８０、３４０　ＭＣＩＭ管理データベース
　３００　通信制御装置（第１通信事業者）
　４００、４０５　無線通信装置
　４１１　アンテナ
　４１２　アンテナ共用部
　４２１　変調部
　４２２　復調部
　４３１　バス
　４４０　メモリ
　４５０　ＭＣＩＭ情報記憶部
　４６０　操作部
　４６１　シャッターボタン
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　４７０　表示部
　４７１　入出力パネル
　４８０　位置情報取得部
　４９１　マイクロフォン
　４９２　スピーカ

【図１】 【図２】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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【図２７】 【図２８】
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