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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　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が設定されていない第
１の無線通信装置が前記ネットワークに接続して所定の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と判定された場合には、前記接続権が設定されている第２の無線
通信装置から前記第１の無線通信装置に前記接続権を移転するための移転要求を行い、前
記移転要求に応じて前記第１の無線通信装置に設定された前記接続権を用いて前記第１の
無線通信装置との間で前記通信処理を行うための制御を行う制御部と
を具備する情報処理装置。
【請求項２】
　前記第１の無線通信装置を含む複数の無線通信装置により構成されるグループであって
前記接続権を共有するグループを構成する各無線通信装置を特定するための識別情報が前
記グループを管理するＲＯ（Registration Operator）に記憶され、
　前記制御部は、前記ＲＯから前記識別情報を取得して前記取得された識別情報を前記第
２の無線通信装置に送信するための制御を行う
請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記グループを構成する複数の無線通信装置のうちから前記第１の無線
通信装置を選択するための選択画面を前記第２の無線通信装置の表示部に表示させるため
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の情報として、前記取得された識別情報を前記第２の無線通信装置に送信する請求項２記
載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記判定部は、前記第１の無線通信装置の通信環境が一定条件を満たす場合、または、
設定された時間帯となった場合に、前記所定条件を満たすと判定する請求項１乃至３の何
れかに記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記情報処理装置は、コンテンツを扱う情報処理装置であり、
　前記制御部は、前記第１の無線通信装置から前記コンテンツをアップロードするアップ
ロード処理、または、前記第１の無線通信装置に対して前記コンテンツをダウンロードす
るダウンロード処理を前記通信処理として行うための制御を行う
請求項１乃至４の何れかに記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記ダウンロード処理を行うタイミングを決定する決定操作により決定
されたタイミングで前記ダウンロード処理を行わせるための制御を行う請求項５記載の情
報処理装置。
【請求項７】
　前記第１の無線通信装置を含む複数の無線通信装置により前記接続権を共有するグルー
プが構成され、
　前記第２の無線通信装置は、前記グループを構成する複数の無線通信装置のうちから前
記ダウンロード処理を行わせる前記第１の無線通信装置を決定する決定操作を受け付ける
受付部を備える
請求項６記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記グループを管理するＲＯに前記グループを構成する各無線通信装置を特定するため
の識別情報が記憶され、
　前記第２の無線通信装置は、前記ＲＯから前記識別情報を取得して前記グループを構成
する複数の無線通信装置のうちから前記第１の無線通信装置を選択するための選択画面を
前記取得された識別情報に基づいて表示部に表示させ、前記選択画面においてユーザ操作
により選択された無線通信装置を前記第１の無線通信装置として決定する
請求項７記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記移転により設定された前記接続権を用いた前記通信処理が終了した場合に前記第１
の無線通信装置から前記第２の無線通信装置に前記接続権が移転される請求項１乃至８の
何れかに記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　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が設定されていない当
該情報処理装置が前記ネットワークに接続して当該情報処理装置において生成されたコン
テンツを記憶する他の情報処理装置に、前記生成されたコンテンツをアップロードする通
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と判定された場合には、前記接続権が設定されている無線通信装
置から当該情報処理装置に前記接続権を移転するための移転要求を行い、前記移転要求に
応じて設定された前記接続権を用いて前記通信処理を行うための制御を行う制御部とを具
備し、
　前記判定部は、電源オフ時または電源オフ時から一定時間経過後のタイミングにおいて
前記所定条件を満たすと判定する
情報処理装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、ＲＯ（Registration Operator）に対して前記移転要求を行い、前記移
転要求に応じてＳＨＯ（Selected Home Operator）により設定された接続権を用いて前記
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通信処理を行うための制御を行う請求項１０記載の無線通信装置。
【請求項１２】
　前記移転により設定された前記接続権を用いた前記通信処理が終了した場合に前記情報
処理装置から前記無線通信装置に前記接続権が移転される請求項１０または１１記載の情
報処理装置。
【請求項１３】
　前記接続権は、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】
　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が設定されていない第
１の無線通信装置と、
　前記接続権が設定されている第２の無線通信装置と、
　前記第１の無線通信装置が前記ネットワークに接続して所定の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と判定された場合には、前
記第２の無線通信装置から前記第１の無線通信装置に前記接続権を移転するための移転要
求を行い、前記移転要求に応じて前記第１の無線通信装置に設定された前記接続権を用い
て前記第１の無線通信装置との間で前記通信処理を行うための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１５】
　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が設定されていない第
１の無線通信装置と、
　前記接続権が設定されている第２の無線通信装置とを具備し、
　前記第１の無線通信装置は、前記第１の無線通信装置が前記ネットワークに接続して前
記第１の無線通信装置において生成されたコンテンツを記憶する他の情報処理装置に、前
記生成されたコンテンツをアップロードするアップロード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と判定された場合には、前記第２の無
線通信装置から前記第１の無線通信装置に前記接続権を移転するための移転要求を行い、
前記移転要求に応じて設定された前記接続権を用いて前記アップロード処理を行うための
制御を行う制御部とを備え、
　前記判定部は、電源オフ時または電源オフ時から一定時間経過後のタイミングにおいて
前記所定条件を満たすと判定する
通信システム。
【請求項１６】
　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が設定されていない第
１の無線通信装置が前記ネットワークに接続して所定の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と判定された場合には、情報処理装置が、前記接続権が設定され
ている第２の無線通信装置から前記第１の無線通信装置に前記接続権を移転するための移
転要求を行い、前記移転要求に応じて前記第１の無線通信装置に設定された前記接続権を
用いて前記第１の無線通信装置との間で前記通信処理を行う制御手順と
を具備する情報処理方法。
【請求項１７】
　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が設定されていない当
該情報処理装置が前記ネットワークに接続して当該情報処理装置において生成されたコン
テンツを記憶する他の情報処理装置に、前記生成されたコンテンツをアップロードするア
ップロード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と判定された場合には、前記接続権が設定されている無線通信装
置から当該情報処理装置に前記接続権を移転するための移転要求を行い、前記移転要求に
応じて設定された前記接続権を用いて前記アップロード処理を行う制御手順とを具備し、
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　前記判定手順は、電源オフ時または電源オフ時から一定時間経過後のタイミングにおい
て前記所定条件を満たすと判定する
情報処理方法。
【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、複数の無線通信装置を所有するユーザが、所望の無線通信装置を操作する場合
に、その操作に応じた適切な通信サービスを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。
【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、適切な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、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が設定されていない第１の
無線通信装置が上記ネットワークに接続して所定の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と判定された場合には、上記接続権が設
定されている第２の無線通信装置から上記第１の無線通信装置に上記接続権を移転するた
めの移転要求を行い、上記移転要求に応じて上記第１の無線通信装置に設定された上記接
続権を用いて上記第１の無線通信装置との間で上記通信処理を行うための制御を行う制御
部とを具備する情報処理装置およびその情報処理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、移転要求を行い
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、その移転要求に応じて第１の無線通信装置に設定された接続権を用いて、第１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。
【００１０】
　また、この第１の側面において、上記第１の無線通信装置を含む複数の無線通信装置に
より構成されるグループであって上記接続権を共有するグループを構成する各無線通信装
置を特定するための識別情報が上記グループを管理するＲＯ（Registration Operator）
に記憶され、上記制御部は、上記ＲＯから上記識別情報を取得して上記取得された識別情
報を上記第２の無線通信装置に送信するための制御を行うようにしてもよい。これにより
、ＲＯから取得された識別情報を第２の無線通信装置に送信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、上記制御部は、上記グループを構成する複数の無線通
信装置のうちから上記第１の無線通信装置を選択するための選択画面を上記第２の無線通
信装置の表示部に表示させるための情報として、上記取得された識別情報を上記第２の無
線通信装置に送信するようにしてもよい。これにより、選択画面を第２の無線通信装置の
表示部に表示させるための情報として、取得された識別情報を第２の無線通信装置に送信
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、上記第１の無線通信装置の通信環境が
一定条件を満たす場合、または、設定された時間帯となった場合に、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、第１の無線通信装置の通信環境が一定条件
を満たす場合、または、設定された時間帯となった場合に、所定条件を満たすと判定する
という作用をもたらす。
【００１３】
　また、この第１の側面において、上記情報処理装置は、コンテンツを扱う情報処理装置
であり、上記制御部は、上記第１の無線通信装置から上記コンテンツをアップロードする
アップロード処理、または、上記第１の無線通信装置に対して上記コンテンツをダウンロ
ードするダウンロード処理を上記通信処理として行うための制御を行うようにしてもよい
。これにより、第１の無線通信装置からコンテンツをアップロードするアップロード処理
、または、第１の無線通信装置に対してコンテンツをダウンロードするダウンロード処理
を行うという作用をもたらす。
【００１４】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記ダウンロード処理を行うタイミン
グを決定する決定操作により決定されたタイミングで上記ダウンロード処理を行わせるた
めの制御を行うようにしてもよい。これにより、決定操作により決定されたタイミングで
ダウンロード処理を行わせるという作用をもたらす。
【００１５】
　また、この第１の側面において、上記第１の無線通信装置を含む複数の無線通信装置に
より上記接続権を共有するグループが構成され、上記第２の無線通信装置は、上記グルー
プを構成する複数の無線通信装置のうちから上記ダウンロード処理を行わせる上記第１の
無線通信装置を決定する決定操作を受け付ける受付部を備えるようにしてもよい。これに
より、グループを構成する複数の無線通信装置のうちからダウンロード処理を行わせる第
１の無線通信装置を決定する決定操作を受け付けるという作用をもたらす。
【００１６】
　また、この第１の側面において、上記グループを管理するＲＯに上記グループを構成す
る各無線通信装置を特定するための識別情報が記憶され、上記第２の無線通信装置は、上
記ＲＯから上記識別情報を取得して上記グループを構成する複数の無線通信装置のうちか
ら上記第１の無線通信装置を選択するための選択画面を上記取得された識別情報に基づい
て表示部に表示させ、上記選択画面においてユーザ操作により選択された無線通信装置を
上記第１の無線通信装置として決定するようにしてもよい。これにより、選択画面を表示
部に表示させ、その選択画面においてユーザ操作により選択された無線通信装置を第１の
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無線通信装置として決定するという作用をもたらす。
【００１７】
　また、本技術の第２の側面は、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
の接続権が設定されていない当該情報処理装置が上記ネットワークに接続して当該情報処
理装置において生成されたコンテンツを記憶する他の情報処理装置に、上記生成されたコ
ンテンツをアップロードす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と判定された場合には、上記接続権が設定されている無線通信
装置から当該情報処理装置に上記接続権を移転するための移転要求を行い、上記移転要求
に応じて設定された上記接続権を用いて上記通信処理を行うための制御を行う制御部とを
具備し、上記判定部は、電源オフ時または電源オフ時から一定時間経過後のタイミングに
おいて上記所定条件を満たすと判定する情報処理装置およびその情報処理方法ならびに当
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、電源オフ時または電
源オフ時から一定時間経過後のタイミングにおいて、他の情報処理装置に、生成されたコ
ンテンツをアップロードする通信処理を行うための所定条件を満たすと判定するという作
用をもたらす。
【００１８】
　また、この第２の側面において、上記制御部は、ＲＯ（Registration Operator）に対
して上記移転要求を行い、上記移転要求に応じてＳＨＯ（Selected Home Operator）によ
り設定された接続権を用いて上記通信処理を行うための制御を行うようにしてもよい。こ
れにより、ＲＯに対して移転要求を行い、その移転要求に応じてＳＨＯにより設定された
接続権を用いて通信処理を行うという作用をもたらす。
【００１９】
　また、この第１および第２の側面において、上記移転により設定された上記接続権を用
いた上記通信処理が終了した場合に移転先の装置から移転元の装置に上記接続権が移転さ
れるようにしてもよい。これにより、移転により設定された接続権を用いた通信処理が終
了した場合に、移転先の装置から移転元の装置に接続権が戻されるという作用をもたらす
。
【００２０】
　また、この第１および第２の側面において、上記接続権を、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上記基地局に接続する権利とするようにして
もよい。これにより、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
いて基地局に接続する権利を接続権として用いるという作用をもたらす。
【００２１】
　また、本技術の第３の側面は、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
の接続権が設定されていない第１の無線通信装置と、上記接続権が設定されている第２の
無線通信装置と、上記第１の無線通信装置が上記ネットワークに接続して所定の通信処理
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と判定され
た場合には、上記第２の無線通信装置から上記第１の無線通信装置に上記接続権を移転す
るための移転要求を行い、上記移転要求に応じて上記第１の無線通信装置に設定された上
記接続権を用いて上記第１の無線通信装置との間で上記通信処理を行うための制御を行う
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情報処理方法ならび
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、移転要求を行い、その移転要求に応じて第１の無線通信装置に設定された接
続権を用いて、第１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。
【００２２】
　また、本技術の第４の側面は、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
の接続権が設定されていない第１の無線通信装置と、上記接続権が設定されている第２の
無線通信装置とを具備し、上記第１の無線通信装置は、上記第１の無線通信装置が上記ネ
ットワークに接続して上記第１の無線通信装置において生成されたコンテンツを記憶する
他の情報処理装置に、上記生成されたコンテンツをアップロードするアップロード処理を
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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と判定された
場合には、上記第２の無線通信装置から上記第１の無線通信装置に上記接続権を移転する
ための移転要求を行い、上記移転要求に応じて設定された上記接続権を用いて上記アップ
ロード処理を行うための制御を行う制御部とを備え、上記判定部は、電源オフ時または電
源オフ時から一定時間経過後のタイミングにおいて上記所定条件を満たすと判定する通信
システムおよびその情報処理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、電源オフ時または電源オフ時から一定時間経過後のタイミングに
おいて、他の情報処理装置に、生成されたコンテンツをアップロードする通信処理を行う
ための所定条件を満たすと判定するという作用をもたらす。
【発明の効果】
【００２７】
　本技術によれば、適切な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】
【００２８】
【図１】本技術の第１の実施の形態における複数の無線通信装置（デバイス）の使用例を
簡略化して示す図である。
【図２】本技術の第１の実施の形態における通信システム１０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４】本技術の第１の実施の形態におけるグループ管理データベース２２０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第１の無線通信装置３００の内部構成例を示
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情報処理装置４００の機能構成例を示すブロ
ック図である。
【図７】本技術の第１の実施の形態における第２の無線通信装置１３０の表示部３７０に
表示される表示画面例を示す図である。
【図８】本技術の第１の実施の形態における第２の無線通信装置１３０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４００に保存する場合における流れを簡略化
して示す図である。
【図９】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第２の無線通信装置１３０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１２】本技術の第２の実施の形態における第１の無線通信装置３００の表示部３７０
に表示される表示画面例（保存先選択画面５２０）を示す図である。
【図１３】本技術の第２の実施の形態における第１の無線通信装置３００を用いた購入操
作により購入された音楽コンテンツを第３の無線通信装置１４０に保存する場合における
流れを簡略化して示す図である。
【図１４】本技術の第２の実施の形態における第１の無線通信装置３００を用いた購入操
作により購入された音楽コンテンツを第３の無線通信装置１４０に保存する場合における
流れを簡略化して示す図である。
【図１５】本技術の第２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】本技術の第２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。



(8) JP 5842454 B2 2016.1.13

10

20

30

40

50

【図１７】本技術の第２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２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１９】本技術の第２の実施の形態における第１の無線通信装置３００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２の実施の形態における第３の無線通信装置１４０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２１】本技術の第３の実施の形態における第１の無線通信装置３００の表示部３７０
に表示される表示画面例（タイミング選択画面５３０）を示す図である。
【図２２】本技術の第３の実施の形態における第１の無線通信装置３００を用いた購入操
作により購入された音楽コンテンツを第３の無線通信装置１４０に保存する場合における
流れを簡略化して示す図である。
【図２３】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２４】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２５】本技術の第３の実施の形態における第１の無線通信装置３００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２６】本技術の第３の実施の形態における情報処理装置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２７】本技術の第３の実施の形態における情報処理装置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２８】本技術の第３の実施の形態における情報処理装置４００に記憶されているサー
ビス予約データベース８５０を模式的に示す図である。
【図２９】本技術の第４の実施の形態における通信システム１００のシステム構成例を簡
略的に示す図である。
【図３０】本技術の第４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３１】本技術の第４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。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　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：ＭＣＩＭを保持していない無線通信装置における所
定操作（例えば、撮影操作）に応じてＭＣＩＭの移転処理を行い、アップロード等の処理
を行う例）
　２．第２の実施の形態（通信制御：ＭＣＩＭを保持する無線通信装置における所定操作
（例えば、コンテンツ購入操作）に応じてＭＣＩＭの移転処理を行い、ダウンロード等の
処理を行う例）
　３．第３の実施の形態（通信制御：ネットワーク側の制御に基づいて、ＭＣＩＭの移転
処理を行い、ダウンロード等の処理を行う例）
　４．第４の実施の形態（通信制御：複数の装置間においてコンテンツのやりとりを行う
例）
【００３０】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［無線通信装置の使用例］
　図１は、本技術の第１の実施の形態における複数の無線通信装置（デバイス）の使用例
を簡略化して示す図である。
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【００３１】
　図１（ａ）には、ユーザ６０が所有する４つの無線通信装置（第１の無線通信装置３０
０、第２の無線通信装置１３０、第３の無線通信装置１４０および第４の無線通信装置１
５０）を示す。
【００３２】
　第１の無線通信装置３００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。また、第２の無線通信装置１３０は、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））である。また、第３の無線通信装置１４０は、例えば、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）である。ま
た、第４の無線通信装置１５０は、例えば、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）である。なお、これらの無線通信装置は、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無線通信装置の
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（例えば、無線通信機能を備える電子書籍表示装置）についても適用すること
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。なお、第１の無線通信装置３００、
第２の無線通信装置１３０、第３の無線通信装置１４０および第４の無線通信装置１５０
は、特許請求の範囲に記載の情報処理装置の一例である。
【００３３】
　また、これらの４つの無線通信装置は、所定のネットワークに接続するための接続権を
共有するグループ（グループ名：グループＡＢ）に属しているものとする。この接続権は
、例えば、ＭＣＩＭ（Machine Communication Identity Module）の使用権として把握す
ることができる。
【００３４】
　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。
【００３５】
　図１（ｂ）には、第２の無線通信装置１３０を用いて写真撮影を行う場合を簡略化して
示す。
【００３６】
　ここで、例えば、第２の無線通信装置（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、第２の
無線通信装置（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、
その写真をコンテンツサーバ８０にアップロードするため、第２の無線通信装置（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。
【００３７】
　すなわち、第２の無線通信装置（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。
【００３８】
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　ここで、例えば、ユーザ６０は、通常時には、第１の無線通信装置３００を使用するこ
とが多いため、ＭＣＩＭの使用権を第１の無線通信装置３００に保持させておくものとす
る。このため、他の無線通信装置において通信処理を行う場合には、ユーザ６０による手
動操作によりＭＣＩＭの使用権を移転するものとする。
【００３９】
　ここで、例えば、図１（ｂ）に示すように、第２の無線通信装置１３０を用いて写真撮
影を行い、この写真撮影により記録された写真（画像コンテンツ６１）を、無線通信を利
用してコンテンツサーバ８０にアップロードする場合を想定する。
【００４０】
　この場合には、例えば、ユーザ６０が、第２の無線通信装置１３０を用いて写真撮影を
行った後に、第１の無線通信装置３００から第２の無線通信装置１３０にＭＣＩＭの使用
権を移転する移転操作を行い、ＭＣＩＭの移転処理を行う。このように、ＭＣＩＭの使用
権が第２の無線通信装置１３０に移転された後に、第２の無線通信装置１３０が、写真撮
影により記録された写真（画像コンテンツ６１）を、ネットワーク上のコンテンツサーバ
８０にアップロードする。また、ユーザ６０は、通常時には、第１の無線通信装置３００
を使用することが多いため、ＭＣＩＭの使用権を第１の無線通信装置３００に手動操作に
より戻しておく必要がある。
【００４１】
　このように、例えば、第２の無線通信装置１３０を用いて写真撮影を行う毎に、写真（
画像コンテンツ）のアップロード（通信処理）を行う場合には、写真撮影を行う毎にＭＣ
ＩＭの使用権の移転操作を行う必要がある。すなわち、各無線通信装置により通信処理を
行う場合には、その通信処理を行う無線通信装置にＭＣＩＭの使用権を移転する移転操作
を行う必要があり、この移転操作が煩雑となる。
【００４２】
　そこで、本技術の第１の実施の形態では、複数の無線通信装置間でＭＣＩＭの使用権を
共有する場合に、そのＭＣＩＭの移転処理を容易に行う例を示す。
【００４３】
　［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１０のシステム構成例を示す
ブロック図である。図２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場合における通信システ
ムの構成例を示す（例えば、非特許文献１参照。）。
【００４４】
　また、図２（ａ）には、第１の無線通信装置３００が有効なＭＣＩＭ（ＭＣＩＭの使用
権）３０１を保持している場合における無線通信例を示す。また、図２（ｂ）には、第１
の無線通信装置３００が有効なＭＣＩＭ（ＭＣＩＭの使用権）３０１を保持していない場
合における無線通信例を示す。
【００４５】
　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５１と、第１の無線通信装置３００とを備える。
【００４６】
　ここで、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。
【００４７】
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　図２（ａ）に示すように、第１の無線通信装置３００が有効なＭＣＩＭ（ＭＣＩＭの使
用権）３０１を保持している場合には、第１の無線通信装置３００は、ＭＣＩＭ３０１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２（ｂ）に示すように、第１の無線通信装置３００が有効なＭＣＩＭ（ＭＣＩＭの使用
権）３０１を保持していない場合には、第１の無線通信装置３００は、ＳＨＯ３０と接続
することができない。ただし、この場合には、第１の無線通信装置３００は、ＰＣＩＤ（
Provisional Connectivity Identity）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。
【００４８】
　ここで、ＰＣＩＤは、ＲＯに接続するための識別子（例えば、図４に示すネットワーク
上の端末識別情報２２５）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。
【００４９】
　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。
【００５０】
　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（図示せず）を備える。
【００５１】
　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。
【００５２】
　基地局２１は、無線回線を介して第１の無線通信装置３００およびＲＯ２０を接続する
移動体通信基地局（ＮｏｄｅＢ）である。
【００５３】
　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（図示せず）を備える。
【００５４】
　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。
【００５５】
　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。
【００５６】
　基地局３１は、無線回線を介して第１の無線通信装置３００およびＳＨＯ３０を接続す
る移動体通信基地局（ＮｏｄｅＢ）である。
【００５７】
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　サービス提供会社５０は、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））であり、これらの通信サービ
スを提供するための情報処理装置５１を備える。また、情報処理装置５１は、ネットワー
ク４０を介してＲＯ２０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 Netwo
rk 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。
【００５８】
　情報処理装置５１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第１の無線通信装置３００に各種通信サービスを提供す
る。例えば、情報処理装置５１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。
【００５９】
　例えば、図２（ａ）に示すように、第１の無線通信装置３００が有効なＭＣＩＭ３０１
を保持する場合には、第１の無線通信装置３００は、ＭＣＩＭ３０１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、第１の無線通信装置３００は、基地局３１を介してＳＨＯ３０と接続され、情報
処理装置５１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ＭＣＩＭ３０１を保持する第１の無線通信装置３００がＲＯ
２０と接続する場合には、ＳＨＯ３０を介してＲＯ２０と接続される。
【００６０】
　また、図２（ｂ）に示すように、第１の無線通信装置３００が有効なＭＣＩＭ３０１を
保持していない場合は、第１の無線通信装置３００は、保持されているＰＣＩＤに基づい
て、基地局２１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、第
１の無線通信装置３００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。
【００６１】
　なお、第１の無線通信装置３００が有効なＭＣＩＭ３０１を保持していない場合には、
第１の無線通信装置３００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。
【００６２】
　このように、有効なＭＣＩＭ３０１を保持していない第１の無線通信装置３００につい
ては、情報処理装置５１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、
ＭＣＩＭ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 Connec
ted 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。また、第２
の無線通信装置１３０、第３の無線通信装置１４０、第４の無線通信装置１５０について
も同様である。
【００６３】
　［通信システムの構成例］
　図３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。
【００６４】
　通信システム１００は、ネットワーク１１０と、基地局１２１、１２２、２０６と、第
１の無線通信装置３００と、第２の無線通信装置１３０と、第３の無線通信装置１４０と
、第４の無線通信装置１５０とを備える。また、通信システム１００は、通信制御装置（
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第２通信事業者）１２０と、通信制御装置（第１通信事業者）２００と、情報処理装置４
００とを備える。
【００６５】
　ここで、通信システム１００は、図２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２に示すＳＨＯ３０に対
応し、通信制御装置（第１通信事業者）２００は、図２に示すＲＯ２０に対応し、情報処
理装置４００は、図２に示す情報処理装置５１に対応する。このため、この例では、図２
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。
【００６６】
　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）２００とは、ゲートウェイ（図示せず）を介して接続される。
【００６７】
　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２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１２０は、制御部１２５を備える。
【００６８】
　制御部１２５は、基地局１２１、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１２５は、基地局１２１、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。
【００６９】
　また、制御部１２５は、通信制御装置（第１通信事業者）２００と接続され、通信制御
装置（第１通信事業者）２００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、通信制御装置（第２通信事業者）１２０を介した通信制御装置（第１通信事業
者）２００との接続（限定接続）が可能である。また、制御部１２５は、ＭＣＩＭの移転
要求を無線通信装置から受信した場合には、その移転要求を通信制御装置（第１通信事業
者）２００に送信する。
【００７０】
　基地局１２１、１２２は、第１の無線通信装置３００、第２の無線通信装置１３０、第
３の無線通信装置１４０、第４の無線通信装置１５０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。
【００７１】
　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１２１、１２２と接続され、基地局１２１、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）２００と接続する場合には、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）２００と接続される。
【００７２】
　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２０６を介して通信制御装置（第１通信事業者）２００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１２１、１２２、２０６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）２００と接続される。
【００７３】
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　通信制御装置（第１通信事業者）２００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２に示すＲＯ２０に対応する。通信制御
装置（第１通信事業者）２００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、通信制御装置（第１通信事業者）２００は、
通信部２０５と、制御部２１０と、グループ管理データベース２２０とを備える。
【００７４】
　通信部２０５は、制御部２１０の制御に基づいて、各種情報の送受信を行うものである
。通信部２０５は、例えば、通信制御装置（第２通信事業者）１２０、基地局２０６と接
続され、これらを介して接続される各無線通信装置との間で各種情報の送受信を行う。
【００７５】
　制御部２１０は、通信部２０５（または、通信部２０５および通信制御装置（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２１０は、ＭＣＩＭの使用権を共有する複数の無線通信装置により構成さ
れるグループに関する情報（グループ情報）をグループ管理データベース２２０から取得
する。そして、制御部２１０は、そのグループ情報を、通信部２０５、通信制御装置（第
２通信事業者）１２０を介して無線通信装置に供給する。
【００７６】
　ここで、複数の無線通信装置間においてＭＣＩＭの使用権（ＭＣＩＭを使用する権利）
を移転することにより、複数の無線通信装置によりＭＣＩＭを共有することができる。こ
の場合には、この共有に係る複数の無線通信装置を１つのグループとして設定することが
できる。このグループについては、グループ管理データベース２２０により管理すること
ができる。
【００７７】
　このグループは、接続権（ネットワーク接続権）を共有するグループである。この接続
権は、無線通信を利用して所定のネットワーク（例えば、ネットワーク１１０）に接続す
るための権利であり、例えば、ＭＣＩＭの使用権に対応する。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。
【００７８】
　グループ管理データベース２２０は、ＭＣＩＭを共有する複数の無線通信装置により構
成されるグループを管理するためのデータベースである。なお、グループ管理データベー
ス２２０については、図４を参照して詳細に説明する。
【００７９】
　ここで、通信システム１００において、ＭＣＩＭの使用権を移転する例（ネットワーク
接続権の移転例）について説明する。例えば、各無線通信装置にＭＣＩＭを保持させてお
く。そして、制御部２１０からの指示に基づいて、通信制御装置（第２通信事業者）１２
０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、ＭＣ
ＩＭの使用権を移転することができる。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）２００側で行うことも可
能である。このため、制御部２１０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の使用権を移転するようにしてもよい。
【００８０】
　また、各無線通信装置にＭＣＩＭを保持させる代わりに、ＭＣＩＭそのものを移転する
ことにより、ＭＣＩＭの使用権を移転するようにしてもよい。例えば、第１の無線通信装
置３００から第２の無線通信装置１３０にＭＣＩＭの使用権を移転する場合を想定する。
例えば、ＭＣＩＭの移転要求が、第１の無線通信装置３００から制御部２１０に送信され
る。この場合には、制御部２１０からの指示に基づいて、第１の無線通信装置３００に保
持されているＭＣＩＭが通信制御装置（第２通信事業者）１２０により無効（消去）とさ
れる。また、制御部２１０を介して通信制御装置（第２通信事業者）１２０から第２の無
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線通信装置１３０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を第２の無線通信装置１３０に保持させることにより、第２の無線通信装置１３
０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）２００側で行うことも可能である
。このため、制御部２１０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の使用権を移転するようにしてもよい。
【００８１】
　情報処理装置４００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、これらの各種通信サービスについては、図８乃至図１
０等を参照して詳細に説明する。
【００８２】
　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
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。また、通信システム１０
０は、契約認証情報を複数の無線通信装置（デバイス）で共有し、アプリケーション等の
要求に応じて、適切な無線通信装置（デバイス）に接続権を自動的に割り当てることがで
きる無線通信システムである。
【００８３】
　［グループ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グループ管理データベース２２０を模式的
に示す図である。
【００８４】
　図４には、グループＡＢに、第１の無線通信装置３００、第２の無線通信装置１３０、
第３の無線通信装置１４０および第４の無線通信装置１５０が登録されている場合を示す
。
【００８５】
　グループ管理データベース２２０には、グループ名称２２１と、グループＩＤ２２２と
、グループパスワード２２３と、デバイスネーム２２４と、端末識別情報２２５と、有効
無効情報２２６とがグループ単位で関連付けて記憶されている。同様に、グループ管理デ
ータベース２２０には、予約受付時刻２２７と、タイミング情報２２８とがグループ単位
で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各要求（
グループ追加要求、グループ削除要求）に基づいて、制御部２１０により順次更新される
。
【００８６】
　グループ名称２２１には、グループに付与されている名称が格納される。この名称は、
例えば、グループの作成時に格納される。
【００８７】
　グループＩＤ２２２には、グループに付与されているＩＤが格納される。また、グルー
プパスワード２２３には、グループに付与されているパスワードが格納される。これらの
ＩＤおよびパスワードを用いて、例えば、新たな無線通信装置をグループに追加するグル
ープ追加要求が行われる。また、グループに属する各無線通信装置は、そのグループに付
与されているＩＤおよびパスワードを記憶しておくようにしてもよい（例えば、図５に示
すメモリ３４０に記憶）。または、ＩＤおよびパスワードを無線通信装置に記憶させずに
ユーザに毎回入力させるような態様とするようにしてもよい。
【００８８】
　デバイスネーム２２４には、無線通信装置に付与されている名称が格納される。この名
称は、例えば、無線通信装置のグループへの追加登録時に格納される。
【００８９】
　端末識別情報２２５には、無線通信装置の端末識別番号が格納される。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であり、例えば、ＰＣＩＤが格納される。
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また、図４では、端末識別情報２２５の「ＰＣＩＤ＃１」が第１の無線通信装置３００に
対応するものとする。同様に、端末識別情報２２５の「ＰＣＩＤ＃２」が第２の無線通信
装置１３０に対応し、端末識別情報２２５の「ＰＣＩＤ＃３」が第３の無線通信装置１４
０に対応し、端末識別情報２２５の「ＰＣＩＤ＃４」が第４の無線通信装置１５０に対応
するものとする。
【００９０】
　有効無効情報２２６には、無線通信装置におけるＭＣＩＭが有効であるか、無効（また
は、ＭＣＩＭを未保持）であるかを示す情報が格納される。なお、図４では、説明の容易
のため、ＭＣＩＭが有効である無線通信装置には「有効」を示し、ＭＣＩＭが無効である
無線通信装置には「無効」を示す。
【００９１】
　なお、予約受付時刻２２７およびタイミング情報２２８については、本技術の第３の実
施の形態で詳細に説明する。
【００９２】
　このように、グループ管理データベース２２０において、ＭＣＩＭを共有する複数の無
線通信装置により構成されるグループが管理される。なお、本技術の第１の実施では、同
一のグループに属する無線通信装置間でＭＣＩＭの移転処理が行われることを想定して説
明する。
【００９３】
　ここで、ＭＣＩＭを共有する複数の無線通信装置により構成されるグループに、新たな
無線通信装置を追加する例について説明する。例えば、追加対象となる新たな無線通信装
置において、追加登録操作を行うことにより、そのグループに新たな無線通信装置を追加
登録することができる。この場合に、新たな無線通信装置以外の１または複数の無線通信
装置（グループに登録されている）において、その追加登録の承認操作が行われたことを
条件に、そのグループに新たな無線通信装置を追加登録するようにしてもよい。
【００９４】
　なお、本技術の実施の形態では、説明の容易のため、複数の無線通信装置により構成さ
れるグループについて、１つのＭＣＩＭを共有する例を示す。ただし、Ｍ個の無線通信装
置により構成されるグループについて、Ｎ個のＭＣＩＭ（Ｍ＞Ｎ）を共有する場合につい
ても同様に適用することができる。
【００９５】
　［無線通信装置の構成例］
　図５は、本技術の第１の実施の形態における第１の無線通信装置３００の内部構成例を
示すブロック図である。なお、第２の無線通信装置１３０、第３の無線通信装置１４０お
よび第４の無線通信装置１５０の内部構成については、第１の無線通信装置３００と同様
であるため、ここでの説明を省略する。また、図６以降において、第２の無線通信装置１
３０、第３の無線通信装置１４０および第４の無線通信装置１５０を用いて説明する場合
には、第１の無線通信装置３００に対応する名称および符号を付して説明する。
【００９６】
　第１の無線通信装置３００は、アンテナ３１１と、アンテナ共用部３１２と、変調部３
２１と、復調部３２２と、制御部３３０と、メモリ３４０と、ＭＣＩＭ情報記憶部３５０
とを備える。また、第１の無線通信装置３００は、操作部３６０と、表示部３７０と、位
置情報取得部３８０と、マイクロフォン３９１と、スピーカ３９２とを備える。また、各
部がバス３３１により接続される。第１の無線通信装置３００は、例えば、通話およびデ
ータ通信が可能な携帯電話装置により実現される。
【００９７】
　例えば、受信処理が行われる場合には、アンテナ３１１により受信された電波が、アン
テナ共用部３１２を経由して復調部３２２により復調され、この復調された受信データが
制御部３３０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３３０を経由してスピーカ３９２から音声として出力さ
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れる。
【００９８】
　また、例えば、送信処理が行われる場合には、制御部３３０により出力された送信デー
タが変調部３２１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３１２を経由
してアンテナ３１１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３９１から入力された音声データが制御部３３０を経由して変調部３２１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３１２を経由してアンテ
ナ３１１から送信される。
【００９９】
　制御部３３０は、メモリ３４０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３３０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３３０は、変調部３２１および復調部３２２と接続され、基地局１２１、１
２２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３３０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）２００と接続する
接続処理を行う。なお、制御部３３０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。
【０１００】
　メモリ３４０は、制御部３３０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３４０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３４０には、
第１の無線通信装置３００を特定するための端末識別情報（ＰＣＩＤ＃１）と、第１の無
線通信装置３００のデバイスネーム（例えば、図４に示すデバイスネーム２２４）とが記
憶されている。このデバイスネームについては、例えば、ユーザ操作により登録される。
また、メモリ３４０には、第１の無線通信装置３００が属するグループＡＢに付与されて
いるＩＤおよびパスワード（例えば、図４に示すグループＩＤ２２２、グループパスワー
ド２２３）が記憶されている。このグループＩＤおよびパスワードについては、例えば、
グループ追加要求に応じたグループ追加認証結果に含めて、通信制御装置２００から送信
されて、メモリ３４０に記録される。
【０１０１】
　また、メモリ３４０には、各設定情報（例えば、図７に示す表示画面において設定され
た設定内容）が記録されている。
【０１０２】
　ＭＣＩＭ情報記憶部３５０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３５０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３５０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３１１から受信して復調された移転
情報に基づいて制御部３３０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、ＭＣＩＭの有効化処理お
よび無効化処理については、３ＧＰＰ（Third Generation Partnership 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３４０に
セキュアな領域を確保することにより、ＭＣＩＭ情報記憶部３５０をメモリ３４０内に設
けるようにしてもよい。
【０１０３】
　操作部３６０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３３０に出力する。操作部３６０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。なお、操作部３６０は、特許請求の範囲
に記載の受付部の一例である。
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【０１０４】
　表示部３７０は、制御部３３０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３７０は、例えば、各種設定を行うための情報（例えば
、図７に示す表示画面）を表示する。なお、表示部３７０として、例えば、有機ＥＬ（El
ectro Luminescence）パネル、ＬＣＤ（Liquid Crystal 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３６０および表示部３７０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。
【０１０５】
　ここで、例えば、制御部３３０は、無線通信を利用して所定のネットワークに接続する
ための接続権が設定されていない無線通信装置（無線通信装置Ａ）がそのネットワークに
接続して所定の通信処理を行うための所定条件を満たすかを判定する。
【０１０６】
　また、制御部３３０は、所定条件を満たす場合には、接続権が設定されている無線通信
装置（無線通信装置Ｂ）から無線通信装置Ａへの接続権の移転により、無線通信装置Ａに
設定された接続権を用いて無線通信装置Ａが通信処理を行うための制御を行う。
【０１０７】
　ここで、第２の無線通信装置１３０を想定して説明する。この場合に、上述した所定条
件は、例えば、図７（ｂ）に示す条件（写真撮影の終了直後、内蔵メモリに記録されてい
る写真の容量が所定容量を超えた、電源をオフする操作がされた）である。すなわち、第
２の無線通信装置１３０の制御部３３０は、次の（１）乃至（３）の何れかのタイミング
において所定条件を満たすと判定する。（１）画像コンテンツが生成されたタイミング。
（２）メモリ３４０に記憶されている画像コンテンツの容量が所定容量を超えたタイミン
グ。（３）電源オフ時または電源オフ時から一定時間経過後のタイミング。
【０１０８】
　また、第２の無線通信装置１３０の制御部３３０は、第２の無線通信装置１３０におい
て所定条件を満たすと判定された場合には、無線通信装置Ｂ（例えば、第１の無線通信装
置３００）から第２の無線通信装置１３０に接続権を移転するための移転要求を行う。こ
の移転要求は、通信制御装置（第１通信事業者）２００に対して行われる。そして、第２
の無線通信装置１３０の制御部３３０は、その移転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を用いて上述した通信処理を行うための制御を行
う。
【０１０９】
　具体的には、第２の無線通信装置１３０の制御部３３０は、生成された画像コンテンツ
を記憶させるための情報処理装置４００に、その生成された画像コンテンツをアップロー
ドするアップロード処理を通信処理として行うための制御を行う。
【０１１０】
　また、上述した移転により設定された接続権を用いた通信処理（例えば、画像コンテン
ツのダウンロード処理）が終了した場合には、移転先から移転元に接続権が移転される。
【０１１１】
　位置情報取得部３８０は、第１の無線通信装置３００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３３０に出力する。位置情報取得
部３８０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。
【０１１２】
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　［情報処理装置の構成例］
　図６は、本技術の第１の実施の形態における情報処理装置４００の機能構成例を示すブ
ロック図である。
【０１１３】
　情報処理装置４００は、通信部４１０と、サービス提供部４２０と、記憶部４３０と、
判定部４４０と、制御部４５０とを備える。
【０１１４】
　通信部４１０は、ネットワーク１１０と接続され、制御部４５０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４１０は、各無線通信装置から送信される各情報（例えば、コンテ
ンツのアップロード要求）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４５０に出力する。また、通信部４１０は、サービス提供部４２０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。
【０１１５】
　サービス提供部４２０は、制御部４５０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４２０は、各種通信サービスを提供する際に記憶
部４３０に格納されている各種データを用いる。例えば、第１の無線通信装置３００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４２０は、そ
の要求に係るコンテンツ（例えば、音楽コンテンツ）を記憶部４３０から取得する。そし
て、サービス提供部４２０は、その取得されたコンテンツを、通信部４１０を介して第１
の無線通信装置３００に送信する。
【０１１６】
　記憶部４３０は、サービス提供部４２０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記憶部である。記憶部４３０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、ゲームコンテンツ、音楽コンテンツ
）を提供するためのコンテンツ等が格納される。
【０１１７】
　判定部４４０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が設
定されていない無線通信装置がそのネットワークに接続して所定の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る。また、判定部４４０は、その判定結果を制御
部４５０に出力する。なお、判定部４４０による判定については、図２８を参照して詳細
に説明する。
【０１１８】
　制御部４５０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４５０は、無線通信装置からコ
ンテンツをアップロードするアップロード処理、または、無線通信装置に対してコンテン
ツをダウンロードするダウンロード処理を行うための制御を行う。
【０１１９】
　［表示画面例］
　図７は、本技術の第１の実施の形態における第２の無線通信装置１３０の表示部３７０
に表示される表示画面例を示す図である。なお、図７では、操作部３６０および表示部３
７０を一体で構成する入出力パネル１３２が、第２の無線通信装置１３０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。
【０１２０】
　入出力パネル１３２は、各種画像を表示するとともに、入出力パネル１３２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１３２は、例えば、タッチパネルにより実現される。
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【０１２１】
　図７（ａ）には、第２の無線通信装置１３０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４００に自動的に保存するか否かを選択するための表示画面（自動保
存要否選択画面５００）を示す。自動保存要否選択画面５００は、例えば、第２の無線通
信装置１３０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。
【０１２２】
　具体的には、自動保存要否選択画面５００には、自動保存要否選択領域５０１と、確定
ボタン５０２と、戻るボタン５０３とが設けられている。
【０１２３】
　自動保存要否選択領域５０１には、第２の無線通信装置１３０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４００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４００に保
存された写真（画像コンテンツ）について、第２の無線通信装置１３０のメモリ３４０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４００に保存され
た写真（画像コンテンツ）についても、第２の無線通信装置１３０のメモリ３４０に残す
場合には、図７（ａ）に示すように、一番上側のラジオボタンが選択される。
【０１２４】
　確定ボタン５０２は、自動保存要否選択領域５０１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。
【０１２５】
　戻るボタン５０３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。
【０１２６】
　図７（ｂ）には、第２の無線通信装置１３０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４００に自動的に保存するタイミングを選択するための表示画面（保
存タイミング選択画面５１０）を示す。保存タイミング選択画面５１０は、例えば、図７
（ａ）に示す自動保存要否選択画面５００において、自動保存するための選択操作が行わ
れた後に表示される。すなわち、の自動保存要否選択領域５０１において、自動保存する
ためのラジオボタン（すなわち、上側の２つのラジオボタンの何れか１つ）が選択され、
確定ボタン５０２が押下された後に表示される。
【０１２７】
　具体的には、保存タイミング選択画面５１０には、保存タイミング選択領域５１１と、
確定ボタン５１２と、戻るボタン５１３とが設けられている。
【０１２８】
　保存タイミング選択領域５１１には、第２の無線通信装置１３０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４００に自動的に保存するタイミングを選択する
ためのラジオボタンが表示される。例えば、写真撮影の終了直後（すなわち、静止画の撮
影毎）のタイミング、内蔵メモリに記録されている写真の容量が所定容量を超えたタイミ
ング、電源をオフする操作がされたタイミングの何れかを選択するためのラジオボタンが
表示される。
【０１２９】
　ここで、写真撮影の終了直後のタイミングは、例えば、写真撮影における写真（画像コ
ンテンツ）の記録処理終了直後のタイミングとすることができる。また、電源をオフする
操作がされたタイミングは、例えば、電源をオフする操作直後、または、電源オフの状態
が一定時間経った後のタイミングとすることができる。すなわち、カメラの場合には、頻
繁に、電源のオン、オフが繰り返されることも想定される。このため、電源オフの状態が
一定時間維持されたことを条件に、撮影された写真（画像コンテンツ）を保存する処理（
アップロード処理）を行うことができる。
【０１３０】
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　確定ボタン５１２は、保存タイミング選択領域５１１において、自動保存のタイミング
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。
【０１３１】
　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。
【０１３２】
　［画像コンテンツの保存例］
　図８は、本技術の第１の実施の形態における第２の無線通信装置１３０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４００に保存する場合における流れを簡略
化して示す図である。
【０１３３】
　図８では、ＭＣＩＭの使用権を保持している無線通信装置を太線で示す。すなわち、図
８（ａ）および（ｄ）では、第１の無線通信装置３００がＭＣＩＭの使用権を保持し、図
８（ｂ）および（ｃ）では、第２の無線通信装置１３０がＭＣＩＭの使用権を保持してい
るものとする。
【０１３４】
　また、図８では、写真撮影の終了直後（すなわち、静止画の撮影毎）のタイミングで、
写真（画像コンテンツ）を情報処理装置４００に自動的に保存する設定がされている場合
を例にして示す。
【０１３５】
　図８（ａ）には、第２の無線通信装置１３０を用いて写真撮影が行われている状態を示
す。例えば、被写体（山）に第２の無線通信装置１３０のレンズを向けた状態で、ユーザ
６０がシャッターボタン１３１の全押し操作を行う。このシャッターボタン１３１の全押
し操作に応じて、第２の無線通信装置１３０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、第２の無線通信装置１３０の
メモリ３４０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
３４０に画像コンテンツが記録された場合に、第２の無線通信装置１３０の制御部３３０
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と判定する。
【０１３６】
　図８（ｂ）には、第１の無線通信装置３００から第２の無線通信装置１３０へのＭＣＩ
Ｍの使用権の移転処理が行われた状態を示す。上述したように、メモリ３４０への画像コ
ンテンツの記録処理が終了すると、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と判定される。このため
、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、第１の無線通信装置３００から第２の無線通信装置１３０へのＭＣＩＭの使
用権の移転処理が行われる。なお、このＭＣＩＭの移転処理については、図９および図１
０を参照して詳細に説明する。
【０１３７】
　図８（ｃ）には、第２の無線通信装置１３０に設定されたＭＣＩＭの使用権を用いて、
写真（画像コンテンツ１３３）を情報処理装置４００にアップロードしている状態を示す
。例えば、第２の無線通信装置１３０のメモリ３４０に記録された写真（画像コンテンツ
１３３）が、通信制御装置（第２通信事業者）１２０、ネットワーク１１０を介して、情
報処理装置４００に送信され、記憶部４３０に記録される。
【０１３８】
　図８（ｄ）には、第２の無線通信装置１３０から第１の無線通信装置３００へのＭＣＩ
Ｍの使用権の移転処理が行われた状態を示す。写真（画像コンテンツ１３３）の情報処理
装置４００へのアップロード処理が終了すると、ＭＣＩＭの移転処理（復元処理）が行わ
れる。なお、このＭＣＩＭの移転処理については、図９および図１０を参照して詳細に説
明する。
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【０１３９】
　［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９および図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。
【０１４０】
　図９および図１０では、上述したグループＡＢが構成されている場合において、第１の
無線通信装置３００がＭＣＩＭの使用権を保持している場合を想定して説明する。また、
図９および図１０では、第２の無線通信装置１３０を用いて写真撮影が行われた場合に、
その写真撮影により記録された画像コンテンツを自動的に情報処理装置４００にアップロ
ードする場合における通信処理例を示す。すなわち、図７（ｂ）に示す保存タイミング選
択領域５１１における一番上側のラジオボタンの選択操作により設定されたタイミングで
アップロードする場合における通信処理例を示す。
【０１４１】
　なお、図９および図１０では、第１の無線通信装置３００が通信制御装置（第２通信事
業者）１２０と接続状態（６０２）とされ、第２の無線通信装置１３０が通信制御装置（
第１通信事業者）２００と接続状態（６０１）とされているものとする。なお、図９およ
び図１０では、説明の容易のため、第３の無線通信装置１４０、第４の無線通信装置１５
０等の図示を省略する。
【０１４２】
　最初に、図８（ａ）に示すように、ユーザ６０により第２の無線通信装置１３０を用い
て写真撮影が行われる（６０３）。このように、第２の無線通信装置１３０において写真
撮影操作が行われた場合には（６０３）、第２の無線通信装置１３０の制御部３３０は、
ＭＣＩＭの移転要求を通信制御装置（第１通信事業者）２００に送信する（６０４、６０
５）。この場合には、第２の無線通信装置１３０が通信制御装置（第１通信事業者）２０
０と接続状態（６０１）とされている。このため、ＭＣＩＭの移転要求は、第２の無線通
信装置１３０から通信制御装置（第１通信事業者）２００に直接送信される（６０４、６
０５）。
【０１４３】
　すなわち、第２の無線通信装置１３０の制御部３３０が、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
と判定する（６０３）。このように所定条件を満たすと判定された場合には、第２の無線
通信装置１３０の制御部３３０が、ＭＣＩＭの使用権を保持するか否かを判断する。そし
て、ＭＣＩＭの使用権を保持していない場合には、ＭＣＩＭの移転要求を通信制御装置（
第１通信事業者）２００に送信する（６０４、６０５）。なお、ＭＣＩＭの使用権を保持
している場合には、ＭＣＩＭの移転要求を送信せずに、画像コンテンツのアップロード処
理が行われる。また、ＭＣＩＭの移転要求は、ＭＣＩＭの使用権を保持する無線通信装置
（第１の無線通信装置３００）から、その使用権を移転することを要求するものである。
このＭＣＩＭの移転要求により、図８（ｂ）に示すＭＣＩＭの使用権の移転処理が行われ
る。
【０１４４】
　ＭＣＩＭの移転要求を通信制御装置（第１通信事業者）２００が受信すると（６０５）
、通信制御装置（第１通信事業者）２００の制御部２１０は、ＭＣＩＭの無効化指示を通
信制御装置（第２通信事業者）１２０に送信する（６０６、６０７）。このＭＣＩＭの無
効化指示は、ＭＣＩＭの移転要求に係る移転元の無線通信装置（第１の無線通信装置３０
０）のＭＣＩＭを無効化するための指示である。ここで、ＭＣＩＭの有効化／無効化につ
いては、通信制御装置（第２通信事業者）１２０の制御に基づいて行われる。このため、
通信制御装置（第１通信事業者）２００は、ＭＣＩＭの無効化指示を通信制御装置（第２
通信事業者）１２０に対して行い、通信制御装置（第２通信事業者）１２０がＭＣＩＭの
無効化処理を行う。
【０１４５】
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　このように、制御部２１０からの指示に基づいて、通信制御装置（第２通信事業者）１
２０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、Ｍ
ＣＩＭの使用権を移転することができる。なお、各無線通信装置に保持されているＭＣＩ
Ｍ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）２００側で行うことも
可能である。このため、制御部２１０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の使用権を移転するようにしてもよい。
【０１４６】
　ＭＣＩＭの無効化指示を通信制御装置（第２通信事業者）１２０が受信すると（６０７
）、通信制御装置（第２通信事業者）１２０の制御部１２５は、ＭＣＩＭの無効化情報を
第１の無線通信装置３００に送信する（６０８、６０９）。このＭＣＩＭの無効化情報は
、有効なＭＣＩＭが保持されている無線通信装置におけるそのＭＣＩＭを無効化するため
の情報である。この場合には、第１の無線通信装置３００が通信制御装置（第２通信事業
者）１２０と接続状態（６０２）とされている。このため、ＭＣＩＭの無効化情報は、通
信制御装置（第２通信事業者）１２０から第１の無線通信装置３００に直接送信される（
６０８、６０９）。
【０１４７】
　ＭＣＩＭの無効化情報を第１の無線通信装置３００が受信すると（６０９）、第１の無
線通信装置３００のＭＣＩＭ情報記憶部３５０に記憶されているＭＣＩＭの無効化処理が
行われる（６１０）。これにより、第１の無線通信装置３００に保持されているＭＣＩＭ
が無効化されるため、第１の無線通信装置３００は、ＭＣＩＭに基づく通信制御装置（第
２通信事業者）１２０との接続を行うことができなくなる。このため、第１の無線通信装
置３００は、ＰＣＩＤに基づく限定接続により通信制御装置（第１通信事業者）２００と
接続する接続状態となる（６１１）。
【０１４８】
　このように、移転元（第１の無線通信装置３００）におけるＭＣＩＭの無効化処理が行
われ（６１０）、移転元および通信制御装置（第２通信事業者）１２０の接続が切断され
ると、この切断を通信制御装置（第１通信事業者）２００の制御部２１０が検出する。例
えば、ＭＣＩＭの無効化処理が行われた後に、その旨を移転元（第１の無線通信装置３０
０）から通信制御装置（第１通信事業者）２００に送信することにより、その切断を制御
部２１０が検出することができる。また、ＰＣＩＤに基づく限定接続により移転元（第１
の無線通信装置３００）が通信制御装置（第１通信事業者）２００と接続する状態（接続
状態）となったことを制御部２１０が検出することにより、その切断を制御部２１０が検
出することができる。
【０１４９】
　このように、移転元および通信制御装置（第２通信事業者）１２０の切断を通信制御装
置（第１通信事業者）２００の制御部２１０が検出すると、制御部２１０は、ＭＣＩＭの
設定指示を通信制御装置（第２通信事業者）１２０に送信する（６１２、６１３）。この
ＭＣＩＭの設定指示は、ＭＣＩＭの移転要求に係る移転先の無線通信装置（第２の無線通
信装置１３０）に有効なＭＣＩＭを設定するための指示である。
【０１５０】
　ＭＣＩＭの設定指示を通信制御装置（第２通信事業者）１２０が受信すると（６１３）
、通信制御装置（第２通信事業者）１２０の制御部１２５は、ＭＣＩＭの設定情報を第２
の無線通信装置１３０に送信する（６１４乃至６１７）。このＭＣＩＭの設定情報は、無
線通信装置に有効なＭＣＩＭを設定するための情報である。この場合に、第２の無線通信
装置１３０が通信制御装置（第１通信事業者）２００と接続状態（６０１）とされている
。このため、ＭＣＩＭの設定情報は、通信制御装置（第２通信事業者）１２０から第２の
無線通信装置１３０に、通信制御装置（第１通信事業者）２００を介して送信される（６
１４乃至６１７）。
【０１５１】
　ＭＣＩＭの設定情報を第２の無線通信装置１３０が受信すると（６１７）、第２の無線
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通信装置１３０のＭＣＩＭ情報記憶部３５０に記憶されているＭＣＩＭの設定処理（例え
ば、有効化処理）が行われる（６１８）。これにより、第２の無線通信装置１３０に有効
なＭＣＩＭが設定されるため、第２の無線通信装置１３０は、ＭＣＩＭに基づく通信制御
装置（第２通信事業者）１２０との接続を行うことができる（６１９）。すなわち、第２
の無線通信装置１３０は、ＭＣＩＭに基づく接続により通信制御装置（第２通信事業者）
１２０と接続する接続状態となる（６１９）。
【０１５２】
　このように、第２の無線通信装置１３０が通信制御装置（第２通信事業者）１２０と接
続状態となった場合に（６１９）、通信制御装置（第２通信制御装置）１２０が、移転完
了通知を、通信制御装置（第１通信制御装置）２００に送信する（６２０、６２１）。こ
の移転完了通知は、ＭＣＩＭの移転要求に係るＭＣＩＭの移転処理が完了した旨の通知で
ある。そして、移転完了通知を通信制御装置（第１通信制御装置）２００が受信すると（
６２１）、通信制御装置（第１通信制御装置）２００の制御部２１０は、グループ管理デ
ータベース２２０（図４に示す）の内容を更新する（６２２）。例えば、図４に示す有効
無効情報２２６について、第１の無線通信装置３００（端末識別情報２２５「ＰＣＩＤ＃
１」）が「有効」から「無効」に変更される。一方、第２の無線通信装置１３０（端末識
別情報２２５「ＰＣＩＤ＃２」）が「無効」から「有効」に変更される。すなわち、図８
（ｂ）に示すＭＣＩＭの使用権の移転処理が完了する。
【０１５３】
　続いて、図８（ｃ）に示すように、第２の無線通信装置１３０と情報処理装置４００と
の間で、通信制御装置（第２通信制御装置）１２０を介した通信処理が行われる（６２３
乃至６２５）。すなわち、第２の無線通信装置１３０のメモリ３４０に記録された写真（
画像コンテンツ）の情報処理装置４００へのアップロード処理が行われる（６２３乃至６
２５）。そして、情報処理装置４００の制御部４５０は、アップロード処理により第２の
無線通信装置１３０から送信された写真（画像コンテンツ）を記憶部４３０に記録させる
（６２６）。
【０１５４】
　また、第２の無線通信装置１３０と情報処理装置４００との間の通信処理が終了した場
合には（６２７）、図８（ｄ）に示すＭＣＩＭの使用権の移転処理（復元処理）が行われ
る。すなわち、第２の無線通信装置１３０のＭＣＩＭ情報記憶部３５０に記憶されている
ＭＣＩＭの無効化処理が行われる（６２８）。これにより、第２の無線通信装置１３０に
保持されているＭＣＩＭが無効化されるため、第２の無線通信装置１３０は、ＭＣＩＭに
基づく通信制御装置（第２通信事業者）１２０との接続を行うことができなくなる。この
ため、第２の無線通信装置１３０は、ＰＣＩＤに基づく限定接続により通信制御装置（第
１通信事業者）２００と接続する接続状態となる（６２９）。すなわち、第２の無線通信
装置１３０の接続状態が、元の接続状態（６０１）に戻る（６２９）。
【０１５５】
　続いて、第２の無線通信装置１３０の制御部３３０は、ＭＣＩＭの移転要求を通信制御
装置（第１通信事業者）２００に送信する（６３０、６３１）。このＭＣＩＭの移転要求
は、ＭＣＩＭの移転処理によりＭＣＩＭの使用権が設定された無線通信装置（第２の無線
通信装置１３０）から、ＭＣＩＭの移転処理に係る移転元の無線通信装置に、その使用権
を移転する（戻す）ことを要求するものである。この場合には、第２の無線通信装置１３
０が通信制御装置（第１通信事業者）２００と接続状態（６２９）とされている。このた
め、ＭＣＩＭの移転要求は、第２の無線通信装置１３０から通信制御装置（第１通信事業
者）１２０に直接送信される（６３０、６３１）。
【０１５６】
　ＭＣＩＭの移転要求を通信制御装置（第１通信事業者）２００が受信すると（６３１）
、通信制御装置（第１通信事業者）２００の制御部２１０は、ＭＣＩＭの設定指示を通信
制御装置（第２通信事業者）１２０に送信する（６３２、６３３）。
【０１５７】
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　ＭＣＩＭの設定指示を通信制御装置（第２通信事業者）１２０が受信すると（６３４）
、通信制御装置（第２通信事業者）１２０の制御部１２５は、ＭＣＩＭの設定情報を第１
の無線通信装置３００に送信する（６３４乃至６３７）。この場合に、第１の無線通信装
置３００が通信制御装置（第１通信事業者）２００と接続状態（６１１）とされている。
このため、ＭＣＩＭの設定情報は、通信制御装置（第２通信事業者）１２０から第１の無
線通信装置３００に、通信制御装置（第１通信事業者）２００を介して送信される（６３
４乃至６３７）。
【０１５８】
　ＭＣＩＭの設定情報を第１の無線通信装置３００が受信すると（６３７）、第１の無線
通信装置３００においてＭＣＩＭの設定処理（例えば、有効化処理）が行われる（６３８
）。これにより、第１の無線通信装置３００に有効なＭＣＩＭが設定されるため、第１の
無線通信装置３００は、ＭＣＩＭに基づく通信制御装置（第２通信事業者）１２０との接
続を行うことができる（６３９）。すなわち、第１の無線通信装置３００の接続状態が、
元の接続状態（６０２）となる（６３９）。
【０１５９】
　このように、第１の無線通信装置３００が通信制御装置（第２通信事業者）１２０と接
続状態となった場合に（６３９）、通信制御装置（第２通信制御装置）１２０が、移転完
了通知を、通信制御装置（第１通信制御装置）２００に送信する（６４０、６４１）。こ
の移転完了通知を通信制御装置（第１通信制御装置）２００が受信すると（６４１）、通
信制御装置（第１通信制御装置）２００の制御部２１０は、グループ管理データベース２
２０（図４に示す）の内容を変更する（６４２）。例えば、図４に示す有効無効情報２２
６について、第１の無線通信装置３００（端末識別情報２２５「ＰＣＩＤ＃１」）が「無
効」から「有効」に変更される。一方、第２の無線通信装置１３０（端末識別情報２２５
「ＰＣＩＤ＃２」）が「有効」から「無効」に変更される。すなわち、ＭＣＩＭの移転処
理が行われる前の状態となる。
【０１６０】
　このように、本技術の第１の実施の形態では、ユーザが操作するアプリケーションと連
動した接続制御を自動的に行うことにより、ユーザは接続設定を意識することなく複数の
無線通信装置でのネットワーク利用を容易に行うことができる。すなわち、ユーザが操作
するアプリケーションの要望に応じて、自動的に接続権を適切な無線通信装置に設定する
仕組みを提供することができ、接続を意識しないアプリケーション指向でのソフトウェア
ダウンローダブルＳＩＭの利用を実現することができる。このため、ユーザは、ＭＣＩＭ
の使用権の移転操作を行わずに、所望の通信サービスを適切なタイミングで受けることが
できる。すなわち、ユーザは、サービスを受けるために接続設定を行うことなく、ユーザ
が実行したい処理やアプリケーションに応じて、自動的に接続設定を行うことができ、適
切な通信サービスを容易に受けることができる。
【０１６１】
　ここで、近年では、クラウド上にコンテンツを保存し、このコンテンツに関連付けられ
ているメタデータのみを必要な時にだけダウンロードして保存する無線通信装置（例えば
、ネットブック）が存在する。このような無線通信装置においては、ユーザが本や音楽の
タイトルを示すメタデータをクリックした時を、上述したイベントの検出時とするように
してもよい。この場合には、イベントの検出時に、ＭＣＩＭの使用権の移転処理が行われ
、必要なコンテンツをダウンロードした段階で、ＭＣＩＭの使用権を元の状態に戻すよう
にすることができる。このように、クラウドを利用したコンテンツを保存する場合におい
ても、本技術の第１の実施の形態を適用することができる。
【０１６２】
　なお、この例では、有効化／無効化を行うことにより、ＭＣＩＭの使用権を移転する例
を示したが、ＭＣＩＭそのものを転送することにより、ＭＣＩＭの使用権を移転するよう
にしてもよい。この場合には、ＭＣＩＭの無効化情報が第１の無線通信装置３００に送信
されると、第１の無線通信装置３００に保持されているＭＣＩＭが無効（消去）とされる
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。一方、ＭＣＩＭの設定情報（ＭＣＩＭを含む）が第２の無線通信装置１３０に送信され
ると、その設定情報に基づいて、第２の無線通信装置１３０のＭＣＩＭ情報記憶部３５０
に有効なＭＣＩＭが記録される。これにより、第２の無線通信装置１３０に有効なＭＣＩ
Ｍが設定される。
【０１６３】
　また、この例では、１つの無線通信装置が１つのＭＣＩＭを保持して、そのＭＣＩＭの
有効化／無効化を行うことにより、ＭＣＩＭの使用権を移転する例を示した。ただし、Ｍ
ＣＩＭ（例えば、第２の契約認証情報と称する。）の使用権の移転処理に係る接続にのみ
使用する契約認証情報（例えば、第１の契約認証情報と称する。）を各無線通信装置に保
持させ、第１の契約認証情報を用いて移転処理に係る接続を行うようにしてもよい。
【０１６４】
　［通信システムの動作例］
　次に、本技術の第１の実施の形態における通信システム１００の動作について図面を参
照して説明する。
【０１６５】
　［無線通信装置（操作デバイス）の動作例］
　図１１は、本技術の第１の実施の形態における第２の無線通信装置１３０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。
【０１６６】
　最初に、第２の無線通信装置１３０の制御部３３０が、所定のイベントを検出したか否
かを判断し（ステップＳ９００）、所定のイベントを検出していない場合には、監視を継
続して行う。所定のイベントは、図７（ｂ）に示す各イベントであり、例えば、写真撮影
の終了直後の画像コンテンツの記録処理である。所定のイベントが検出された場合には、
ネットワーク１１０に接続して所定の通信処理を行うための所定条件を満たすと判定され
る。なお、ステップＳ９００は、特許請求の範囲に記載の判定手順の一例である。
【０１６７】
　所定のイベントを検出した場合には（ステップＳ９００）、第２の無線通信装置１３０
の制御部３３０が、ＭＣＩＭの使用権を保持するか否かを判断する（ステップＳ９０１）
。ＭＣＩＭの使用権を保持している場合には（ステップＳ９０１）、検出されたイベント
に応じた通信処理（例えば、画像コンテンツのアップロード処理）が行われる（ステップ
Ｓ９０９）。
【０１６８】
　一方、ＭＣＩＭの使用権を保持していない場合には（ステップＳ９０１）、第２の無線
通信装置１３０の制御部３３０が、ＭＣＩＭの移転要求を通信制御装置（第１通信事業者
）２００に送信する（ステップＳ９０２）。
【０１６９】
　続いて、第２の無線通信装置１３０の制御部３３０は、ＭＣＩＭの設定情報を受信した
か否かを判断し（ステップＳ９０３）、ＭＣＩＭの設定情報を受信していない場合には、
監視を継続して行う。また、ＭＣＩＭの設定情報を受信した場合には（ステップＳ９０３
）、第２の無線通信装置１３０の制御部３３０は、第２の無線通信装置１３０のＭＣＩＭ
情報記憶部３５０に記憶されているＭＣＩＭの設定処理（例えば、有効化処理）を行う（
ステップＳ９０４）。
【０１７０】
　続いて、第２の無線通信装置１３０の制御部３３０は、情報処理装置４００との間で通
信処理（検出されたイベントに応じた通信処理（例えば、画像コンテンツのアップロード
処理））を行う（ステップＳ９０５）。この通信処理は、通信制御装置（第２通信制御装
置）１２０を介して行われる。
【０１７１】
　続いて、第２の無線通信装置１３０の制御部３３０は、情報処理装置４００との通信処
理が終了したか否かを判断し（ステップＳ９０６）、その通信処理が終了していない場合
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には、監視を継続して行う。一方、その通信処理が終了した場合には（ステップＳ９０６
）、第２の無線通信装置１３０の制御部３３０が、第２の無線通信装置１３０のＭＣＩＭ
情報記憶部３５０に記憶されているＭＣＩＭの無効化処理を行う（ステップＳ９０７）。
【０１７２】
　続いて、第２の無線通信装置１３０の制御部３３０は、ＭＣＩＭの移転要求を通信制御
装置（第１通信事業者）２００に送信する（ステップＳ９０８）。なお、ステップＳ９０
２乃至Ｓ９０６は、特許請求の範囲に記載の制御手順の一例である。
【０１７３】
　＜２．第２の実施の形態＞
　本技術の第１の実施の形態では、ＭＣＩＭを保持していない無線通信装置におけるイベ
ント（例えば、撮影操作）に応じてＭＣＩＭの移転処理を行う例を示した。ただし、ＭＣ
ＩＭを保持する無線通信装置におけるイベントに応じてＭＣＩＭの移転処理を行うように
してもよい。
【０１７４】
　そこで、本技術の第２の実施の形態では、ＭＣＩＭを保持する無線通信装置におけるイ
ベント（コンテンツ購入操作）に応じてＭＣＩＭの移転処理を行う例を示す。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、図３等に示す例と略同様
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、その説明の一
部を省略する。
【０１７５】
　［保存先選択画面の表示例］
　図１２は、本技術の第２の実施の形態における第１の無線通信装置３００の表示部３７
０に表示される表示画面例（保存先選択画面５２０）を示す図である。
【０１７６】
　保存先選択画面５２０は、第１の無線通信装置３００の操作により購入された音楽コン
テンツを保存する無線通信装置を選択するための表示画面である。例えば、保存先選択画
面５２０は、音楽コンテンツを購入するための音楽コンテンツ購入画面における購入操作
が終了した後に表示される。
【０１７７】
　具体的には、保存先選択画面５２０には、保存先選択領域５２１と、デバイスネーム表
示領域５２２と、端末識別情報表示領域５２３と、ＭＣＩＭ有効無効情報表示領域５２４
と、確定ボタン５２５と、戻るボタン５２６とが設けられている。
【０１７８】
　保存先選択領域５２１には、グループに属する各無線通信装置のうちから、購入した音
楽コンテンツを保存する保存先の無線通信装置を選択するためのラジオボタンが表示され
る。例えば、保存先の無線通信装置の選択操作が行われた場合には、その選択された無線
通信装置に対応する保存先選択領域５２１のラジオボタン内に黒丸が付される。
【０１７９】
　デバイスネーム表示領域５２２には、グループに属する各無線通信装置を表す名称（デ
バイスネーム）が表示される。例えば、グループ管理データベース２２０に格納されてい
るデバイスネーム（図４に示すデバイスネーム２２４）が表示される。
【０１８０】
　端末識別情報表示領域５２３には、グループに属する各無線通信装置を表す端末識別情
報が表示される。例えば、グループ管理データベース２２０に格納されている端末識別情
報（図４に示す端末識別情報２２５）が表示される。
【０１８１】
　ＭＣＩＭ有効無効情報表示領域５２４には、グループに属する各無線通信装置における
ＭＣＩＭの有効無効情報が表示される。例えば、グループ管理データベース２２０に格納
されている有効無効情報（図４に示す有効無効情報２２６）が表示される。すなわち、Ｍ
ＣＩＭ有効無効情報表示領域５２４に表示される「有効」「無効」を見ることにより、ユ
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ーザは、有効なＭＣＩＭを保持する無線通信装置を視覚的に容易に把握することができる
。
【０１８２】
　確定ボタン５２５は、保存先選択画面５２０において、保存先の無線通信装置の選択操
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。
【０１８３】
　戻るボタン５２６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。
【０１８４】
　［音楽コンテンツの保存例］
　図１３および図１４は、本技術の第２の実施の形態における第１の無線通信装置３００
を用いた購入操作により購入された音楽コンテンツを第３の無線通信装置１４０に保存す
る場合における流れを簡略化して示す図である。
【０１８５】
　図１３および図１４では、ＭＣＩＭの使用権を保持している無線通信装置を太線で示す
。すなわち、図１３、図１４（ａ）および（ｄ）では、第１の無線通信装置３００がＭＣ
ＩＭの使用権を保持し、図１４（ｂ）および（ｃ）では、第２の無線通信装置１３０がＭ
ＣＩＭの使用権を保持しているものとする。
【０１８６】
　また、図１３および図１４では、音楽コンテンツの購入操作を行った第１の無線通信装
置３００が属するグループ（グループＡＢ）と同一グループに属する無線通信装置に、そ
の購入された音楽コンテンツを保存する例を示す。
【０１８７】
　図１３（ａ）には、第１の無線通信装置３００を用いてユーザ６０が所望する音楽コン
テンツを購入する購入操作が行われている状態を示す。ここで、第１の無線通信装置３０
０は、ＭＣＩＭの使用権を保持するため、通信制御装置（第２通信事業者）１２０を介し
て情報処理装置４００に接続することができる。そして、第１の無線通信装置３００は、
情報処理装置４００に接続した状態で音楽コンテンツ購入画面（図示せず）を表示部３７
０に表示する。この音楽コンテンツ購入画面は、音楽コンテンツを購入するための表示画
面であり、この音楽コンテンツ購入画面においてユーザ６０が購入操作を行う。例えば、
音楽コンテンツ購入画面には、複数の音楽コンテンツ（例えば、音楽コンテンツ４３１、
４３２）を表す標識が表示され、これらの音楽コンテンツからユーザ６０が所望する音楽
コンテンツ（例えば、音楽コンテンツ４３１）を選択する選択操作を行う。さらに、その
選択された音楽コンテンツ（例えば、音楽コンテンツ４３１）を購入する購入操作を行う
。
【０１８８】
　図１３（ｂ）には、情報処理装置４００が通信制御装置（第１通信事業者）２００から
グループ情報を取得する取得処理が行われている状態を示す。
【０１８９】
　図１３（ａ）に示すように、第１の無線通信装置３００を用いて音楽コンテンツの購入
操作が行われた場合には、その購入操作が行われた無線通信装置が属するグループに関す
る情報（グループ情報）を情報処理装置４００が取得する。具体的には、第１の無線通信
装置３００および情報処理装置４００間で行われる音楽コンテンツ購入に係る通信処理で
、第１の無線通信装置３００の端末識別情報が情報処理装置４００に送信される。情報処
理装置４００は、第１の無線通信装置３００の端末識別情報を通信制御装置（第１通信事
業者）２００に送信し、通信制御装置（第１通信事業者）２００は、その端末識別情報に
基づいて、第１の無線通信装置３００が属するグループを抽出する。そして、通信制御装
置（第１通信事業者）２００は、その抽出されたグループに属する各無線通信装置に関す
る情報（グループ情報）を、情報処理装置４００に送信する。
【０１９０】
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　図１３（ｃ）には、情報処理装置４００から第１の無線通信装置３００にグループ情報
を送信する送信処理が行われている状態を示す。
【０１９１】
　図１３（ｃ）に示すように、情報処理装置４００は、通信制御装置（第１通信事業者）
２００から取得されたグループ情報を、第１の無線通信装置３００に送信する。この場合
に、第１の無線通信装置３００は、通信制御装置（第２通信事業者）１２０と接続されて
いるため、情報処理装置４００は、通信制御装置（第２通信事業者）１２０を介して、グ
ループ情報を第１の無線通信装置３００に送信する。
【０１９２】
　図１３（ｄ）には、第１の無線通信装置３００にグループ情報を表示して、購入された
音楽コンテンツを保存する保存先を選択する選択操作が行われている状態を示す。
【０１９３】
　情報処理装置４００からのグループ情報を受信した場合には、第１の無線通信装置３０
０は、そのグループ情報を表示部３７０に表示する。例えば、そのグループ情報に基づい
て、図１２に示す保存先選択画面５２０が表示される。この保存先選択画面５２０におい
て、購入された音楽コンテンツを保存する保存先を選択する選択操作が行われる。この例
では、第３の無線通信装置１４０を保存先として選択する選択操作が行われたものとする
。
【０１９４】
　図１４（ａ）には、ユーザ選択操作に係る選択情報（選択された保存先に関する情報）
を第１の無線通信装置３００から情報処理装置４００に送信する送信処理が行われている
状態を示す。
【０１９５】
　例えば、図１２に示す保存先選択画面５２０において選択された保存先に関する情報が
選択情報（例えば、選択された保存先の端末識別情報）として、第１の無線通信装置３０
０から情報処理装置４００に送信される。
【０１９６】
　図１４（ｂ）には、第１の無線通信装置３００から第３の無線通信装置１４０へのＭＣ
ＩＭの使用権の移転処理が行われた状態を示す。上述した選択情報を情報処理装置４００
が受信すると、ネットワーク１１０に接続して所定の通信処理（音楽コンテンツのダウン
ロード処理）を行うため、第１の無線通信装置３００から第３の無線通信装置１４０への
ＭＣＩＭの使用権の移転処理が行われる。ここで、第３の無線通信装置１４０がＭＣＩＭ
の設定情報を受信した場合には、ネットワーク１１０に接続して所定の通信処理（音楽コ
ンテンツのダウンロード処理）を行うための所定条件を満たすと判定される。なお、この
ＭＣＩＭの移転処理については、図１５乃至図１８を参照して詳細に説明する。
【０１９７】
　図１４（ｃ）には、第３の無線通信装置１４０が、設定されたＭＣＩＭを用いて、音楽
コンテンツ４３１を情報処理装置４００からダウンロードしている状態を示す。例えば、
音楽コンテンツ４３１が、ネットワーク１１０、通信制御装置（第２通信事業者）１２０
を介して、情報処理装置４００から送信され、第３の無線通信装置１４０のメモリ３４０
に記録される。
【０１９８】
　図１４（ｄ）には、第３の無線通信装置１４０から第１の無線通信装置３００へのＭＣ
ＩＭの使用権の移転処理が行われた状態を示す。音楽コンテンツ４３１の情報処理装置４
００からのダウンロード処理が終了すると、ＭＣＩＭの移転処理（復元処理）が行われる
。なお、このＭＣＩＭの移転処理については、図１５乃至図１８を参照して詳細に説明す
る。
【０１９９】
　［音楽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１５乃至図１８は、本技術の第２の実施の形態における通信システム１００を構成す
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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。
【０２００】
　図１５乃至図１８では、上述したグループＡＢが構成されている場合において、第１の
無線通信装置３００がＭＣＩＭの使用権を保持している場合を想定して説明する。また、
図１５乃至図１８では、第１の無線通信装置３００を用いて音楽コンテンツの購入操作が
行われた場合に、その購入操作により購入された音楽コンテンツを情報処理装置４００か
ら第３の無線通信装置１４０にダウンロードする場合における通信処理例を示す。
【０２０１】
　なお、図１５乃至図１８では、第１の無線通信装置３００が通信制御装置（第２通信事
業者）１２０と接続状態（６４６）とされ、第３の無線通信装置１４０が通信制御装置（
第１通信事業者）２００と接続状態（６４５）とされているものとする。なお、図１５乃
至図１８では、説明の容易のため、第２の無線通信装置１３０、第４の無線通信装置１５
０等の図示を省略する。
【０２０２】
　最初に、図１３（ａ）に示すように、ユーザ６０により第１の無線通信装置３００を用
いて音楽コンテンツの購入操作が行われる（６４７乃至６４９）。すなわち、第１の無線
通信装置３００と情報処理装置４００との間で、通信制御装置（第２通信制御装置）１２
０を介した通信処理（音楽コンテンツの購入に係る通信処理）が行われる（６４７乃至６
４９）。この場合には、音楽コンテンツの購入処理のみが行われ、購入されたコンテンツ
のダウンロード処理は行われない。
【０２０３】
　このように、第１の無線通信装置３００により音楽コンテンツの購入操作が行われた場
合には（６４７乃至６４９）、図１３（ｂ）に示すように、情報処理装置４００は、グル
ープ情報を通信制御装置（第１通信事業者）２００から取得する（６５０乃至６５４）。
【０２０４】
　具体的には、情報処理装置４００は、グループ情報取得要求を通信制御装置（第１通信
事業者）２００に送信する（６５０、６５１）。このグループ情報取得要求は、第１の無
線通信装置３００が属するグループに関する情報（グループ情報）を取得することを要求
するものであり、第１の無線通信装置３００の端末識別情報を含む。
【０２０５】
　グループ情報取得要求を通信制御装置（第１通信事業者）２００が受信すると（６５１
）、通信制御装置（第１通信事業者）２００の制御部２１０は、受信したグループ情報取
得要求に応じたグループ情報を抽出する（６５２）。具体的には、制御部２１０は、グル
ープ管理データベース２２０の中から、受信したグループ情報取得要求に含まれる端末識
別情報（ＰＣＩＤ＃１）を抽出する。そして、制御部２１０は、その抽出された端末識別
情報（ＰＣＩＤ＃１）に係る無線通信装置（第１の無線通信装置３００）が属するグルー
プ（グループＡＢ）を抽出する。そして、制御部２１０は、抽出されたグループ（グルー
プＡＢ）に関する情報（グループ情報）を情報処理装置４００に送信する（６５３、６５
４）。
【０２０６】
　情報処理装置４００がグループ情報を受信すると（６５４）、図１３（ｃ）に示すよう
に、受信したグループ情報を第１の無線通信装置３００に送信する（６５５乃至６５８）
。この場合には、第１の無線通信装置３００が通信制御装置（第２通信事業者）１２０と
接続状態（６４６）とされている。このため、グループ情報は、情報処理装置４００から
第１の無線通信装置３００に通信制御装置（第２通信事業者）１２０を介して送信される
（６５５乃至６５８）。
【０２０７】
　第１の無線通信装置３００がグループ情報を受信すると（６５８）、図１３（ｄ）に示
すように、第１の無線通信装置３００の制御部３３０は、受信したグループ情報を表示部
３７０に表示させる（６５９）。例えば、図１２に示す保存先選択画面５２０がグループ
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情報として表示される（６５９）。
【０２０８】
　続いて、グループ情報が表示されている状態で、ユーザが購入したコンテンツを保存す
る保存先の選択操作を行う（６６０）。例えば、図１２に示す保存先選択画面５２０が表
示されている状態で、第３の無線通信装置１４０が選択され、その選択を確定する操作（
コンテンツ保存先の選択操作）が行われる（６６０）。
【０２０９】
　このように、コンテンツ保存先の選択操作が行われた場合には（６６０）、図１４（ａ
）に示すように、第１の無線通信装置３００の制御部３３０が、その選択操作に係る選択
情報を情報処理装置４００に送信する（６６１乃至６６４）。この選択情報には、コンテ
ンツ保存先として選択された無線通信装置の端末識別情報および送信元（コンテンツ購入
元）の端末識別情報が含まれ、これらの端末識別情報が、購入したコンテンツに関する情
報（コンテンツ購入情報）と関連付けて保持される。また、この場合には、第１の無線通
信装置３００が通信制御装置（第２通信事業者）１２０と接続状態（６４６）とされてい
る。このため、選択情報は、第１の無線通信装置３００から情報処理装置４００に通信制
御装置（第２通信事業者）１２０を介して送信される（６６１乃至６６４）。
【０２１０】
　選択情報を情報処理装置４００が受信すると（６６４）、情報処理装置４００の制御部
４５０は、ＭＣＩＭを移転する旨の通知（ＭＣＩＭの移転通知）を、コンテンツの購入操
作を行った無線通信装置（第１の無線通信装置３００）に送信する（６６５乃至６６８）
。
【０２１１】
　続いて、情報処理装置４００の制御部４５０は、ＭＣＩＭの移転要求を、通信制御装置
（第１通信事業者）２００に送信する（６６９、６７０）。このＭＣＩＭの移転要求は、
コンテンツの購入操作を行った無線通信装置（第１の無線通信装置３００）から、コンテ
ンツ保存先として選択された無線通信装置（第３の無線通信装置１４０）にＭＣＩＭの使
用権を移転するための要求である。ここで、コンテンツの購入操作を行った無線通信装置
（第１の無線通信装置３００）と、コンテンツ保存先として選択された無線通信装置（第
３の無線通信装置１４０）とについては、選択情報に含まれる端末識別情報に基づいて判
断される。
【０２１２】
　続いて、コンテンツの購入操作を行った無線通信装置（第１の無線通信装置３００）か
ら、コンテンツ保存先として選択された無線通信装置（第３の無線通信装置１４０）への
ＭＣＩＭの使用権の移転処理が行われる（６７１乃至６８７）。この移転処理については
、図９および図１０に示す移転処理（６０６乃至６２２）と略同様であるため、ここでの
説明を省略する。
【０２１３】
　また、情報処理装置４００の制御部４５０は、保存先状態確認要求を通信制御装置（第
１通信事業者）２００に送信する（６８８、６８９）。この保存先状態確認要求は、コン
テンツ保存先として選択された無線通信装置（第３の無線通信装置１４０）の状態（ＭＣ
ＩＭの使用権の保持状態）を確認するための要求である。
【０２１４】
　保存先状態確認要求を通信制御装置（第１通信事業者）２００が受信すると（６８９）
、通信制御装置（第１通信事業者）２００の制御部２１０は、第３の無線通信装置１４０
の状態（ＭＣＩＭの使用権の保持状態）を確認する（６９０）。具体的には、制御部２１
０は、グループ管理データベース２２０の内容を確認し、第３の無線通信装置１４０にＭ
ＣＩＭの使用権が設定されているか否かを確認する（６９０）。
【０２１５】
　続いて、通信制御装置（第１通信事業者）２００の制御部２１０は、保存先状態確認要
求に応じた確認結果を情報処理装置４００に送信する（６９１、６９２）。この例では、
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第３の無線通信装置１４０にＭＣＩＭの使用権が設定されているため、その旨の確認結果
が情報処理装置４００に送信される（６９１、６９２）。
【０２１６】
　第３の無線通信装置１４０にＭＣＩＭの使用権が設定されている旨の確認結果を情報処
理装置４００が受信した場合には（６９２）、購入された音楽コンテンツのダウンロード
処理が行われる（６９３乃至６９５）。すなわち、第３の無線通信装置１４０と情報処理
装置４００との間で、通信制御装置（第２通信制御装置）１２０を介した通信処理が行わ
れる（６９３乃至６９５）。具体的には、情報処理装置４００の記憶部４３０に記憶され
ている音楽コンテンツ（購入された音楽コンテンツ）の第３の無線通信装置１４０へのダ
ウンロード処理が行われる（６９３乃至６９５）。そして、第３の無線通信装置１４０制
御部３３０は、ダウンロード処理により情報処理装置４００から送信された音楽コンテン
ツをメモリ３４０に記録させる（６９６）。
【０２１７】
　続いて、ダウンロード処理が終了した場合には（６９３乃至６９５）、情報処理装置４
００の制御部４５０は、ＭＣＩＭの移転要求を、通信制御装置（第１通信事業者）２００
に送信する（６９７、６９８）。このＭＣＩＭの移転要求は、ダウンロード処理を行った
無線通信装置（第３の無線通信装置１４０）から、コンテンツの購入操作を行った無線通
信装置（第１の無線通信装置３００）にＭＣＩＭの使用権を移転するための要求である。
また、コンテンツの購入操作を行った無線通信装置（第１の無線通信装置３００）と、ダ
ウンロード処理を行った無線通信装置（第３の無線通信装置１４０）とは、コンテンツ購
入情報に関連付けられている２つの端末識別情報に基づいて判断される。
【０２１８】
　続いて、ダウンロード処理を行った無線通信装置（第３の無線通信装置１４０）から、
コンテンツの購入操作を行った無線通信装置（第１の無線通信装置３００）へのＭＣＩＭ
の使用権の移転処理が行われる（６９９乃至７１５）。この移転処理については、移転先
および移転元が入れ替わる点以外は、上述した移転処理（６７１乃至６８７）と略同様で
あるため、ここでの説明を省略する。
【０２１９】
　また、情報処理装置４００の制御部４５０は、保存先状態確認要求を通信制御装置（第
１通信事業者）２００に送信する（７１６、７１７）。この保存先状態確認要求は、コン
テンツの購入操作を行った無線通信装置（第１の無線通信装置３００）の状態（ＭＣＩＭ
の使用権の保持状態）を確認するための要求である。
【０２２０】
　保存先状態確認要求を通信制御装置（第１通信事業者）２００が受信すると（７１７）
、通信制御装置（第１通信事業者）２００の制御部２１０は、第１の無線通信装置３００
の状態（ＭＣＩＭの使用権の保持状態）を確認する（７１８）。この確認は、上述した確
認処理（６９０）と同様であるため、ここでの説明を省略する。
【０２２１】
　続いて、通信制御装置（第１通信事業者）２００の制御部２１０は、保存先状態確認要
求に応じた確認結果を情報処理装置４００に送信する（７１９、７２０）。この例では、
第１の無線通信装置３００にＭＣＩＭの使用権が設定されているため、その旨の確認結果
が情報処理装置４００に送信される（７１９、７２０）。
【０２２２】
　第１の無線通信装置３００にＭＣＩＭの使用権が設定されている旨の確認結果を情報処
理装置４００が受信した場合には（７２０）、ダウンロード完了通知が送信される（７２
１、７２２）。すなわち、情報処理装置４００の制御部４５０は、コンテンツの購入操作
を行った無線通信装置（第１の無線通信装置３００）に、ダウンロード完了通知を送信す
る（７２１、７２２）。
【０２２３】
　第１の無線通信装置３００がダウンロード完了通知を受信すると（７２２）、第１の無
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線通信装置３００の制御部３３０は、購入した音楽コンテンツのダウンロードが完了した
旨を表示部３７０に表示させる（７２３）。
【０２２４】
　このように、第１の無線通信装置３００の制御部３３０は、所定条件を満たすと判定さ
れた場合には、第３の無線通信装置１４０に接続権を移転させるための制御を行う。ここ
で、所定条件を満たす場合は、例えば、コンテンツ購入操作（６４７乃至６４９）、コン
テンツ保存先の選択操作（６６０）が行われた場合である。また、第１の無線通信装置３
００の制御部３３０は、情報処理装置４００から第３の無線通信装置１４０に音楽コンテ
ンツをダウンロードさせるダウンロード処理を通信処理として行わせるための制御を行う
。なお、第３の無線通信装置１４０において、ＭＣＩＭの設定情報を受信した場合（６８
２）を、所定条件を満たすと判定してもよい。
【０２２５】
　また、第１の無線通信装置３００の操作部３６０は、グループＡＢを構成する複数の無
線通信装置のうちから、そのダウンロード処理を行わせる無線通信装置（第３の無線通信
装置１４０）を決定する決定操作（選択操作）を受け付ける。すなわち、第１の無線通信
装置３００の制御部３３０は、情報処理装置４００を介して、通信制御装置（第１通信事
業者）２００からグループ情報（端末識別情報を含む）を取得する。そして、この制御部
３３０は、グループＡＢを構成する複数の無線通信装置のうちから第３の無線通信装置１
４０を選択するための選択画面（例えば、図１２に示す保存先選択画面５２０）をそのグ
ループ情報に基づいて表示部３７０に表示させる。また、第１の無線通信装置３００の制
御部３３０は、その選択画面においてユーザ操作により選択された無線通信装置を、その
ダウンロード処理を行わせる無線通信装置として決定する。
【０２２６】
　また、情報処理装置４００の制御部４５０は、通信制御装置（第１通信事業者）２００
からグループ情報（端末識別情報を含む）を取得し、その取得されたグループ情報を第１
の無線通信装置３００に送信するための制御を行う。すなわち、その取得されたグループ
情報は、上述した選択画面（例えば、図１２に示す保存先選択画面５２０）を第１の無線
通信装置３００の表示部３７０に表示させるための情報として送信される。
【０２２７】
　このように、本技術の第２の実施の形態では、ＭＣＩＭを保持する無線通信装置におけ
るイベント（コンテンツ購入操作）に応じてＭＣＩＭの移転処理を行う。すなわち、アプ
リケーション指向のＭＣＩＭの使用権の移転処理、自動アプリ実行を実現することができ
る。また、通信制御装置（第１通信事業者）２００が管理するグループ情報（ＭＣＩＭ共
有可能な無線通信装置に関する情報）を、外部サービス（情報処理装置４００）や無線通
信装置と共有することができる仕組みを提供することができる。
【０２２８】
　［無線通信装置（操作デバイス）の動作例］
　図１９は、本技術の第２の実施の形態における第１の無線通信装置３００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。
【０２２９】
　最初に、制御部３３０が、所定の通信処理（例えば、音楽コンテンツの購入処理）が行
われているか否かを判断し（ステップＳ９１１）、所定の通信処理が行われていない場合
には、監視を継続して行う。
【０２３０】
　所定の通信処理が行われている場合には（ステップＳ９１１）、制御部３３０は、グル
ープ情報を受信したか否かを判断し（ステップＳ９１２）、グループ情報を受信していな
い場合には、監視を継続して行う。一方、グループ情報を受信した場合には（ステップＳ
９１２）、制御部３３０は、受信したグループ情報を表示部３７０に表示させる（ステッ
プＳ９１３）。例えば、図１２に示す保存先選択画面５２０がグループ情報として表示さ
れる（ステップＳ９１３）。
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【０２３１】
　続いて、制御部３３０は、グループ情報が表示されている状態で、ユーザが購入したコ
ンテンツを保存する保存先の選択操作が行われたか否かを判断する（ステップＳ９１４）
、その選択操作が行われていない場合には、監視を継続して行う。一方、その選択操作が
行われた場合には（ステップＳ９１４）、制御部３３０は、その選択操作に係る選択情報
を情報処理装置４００に送信する（ステップＳ９１５）。
【０２３２】
　続いて、制御部３３０は、ＭＣＩＭの無効化情報を受信したか否かを判断し（ステップ
Ｓ９１６）、ＭＣＩＭの無効化情報を受信していない場合には、監視を継続して行う。ま
た、ＭＣＩＭの無効化情報を受信した場合には（ステップＳ９１６）、制御部３３０は、
ＭＣＩＭ情報記憶部３５０に記憶されているＭＣＩＭの無効化処理を行う（ステップＳ９
１７）。
【０２３３】
　続いて、制御部３３０は、ＭＣＩＭの設定情報を受信したか否かを判断し（ステップＳ
９１８）、ＭＣＩＭの設定情報を受信していない場合には、監視を継続して行う。また、
ＭＣＩＭの設定情報を受信した場合には（ステップＳ９１８）、制御部３３０は、ＭＣＩ
Ｍ情報記憶部３５０に記憶されているＭＣＩＭの設定処理（例えば、有効化処理）を行う
（ステップＳ９１９）。
【０２３４】
　続いて、制御部３３０は、ダウンロード完了通知を受信したか否かを判断し（ステップ
Ｓ９２０）、ダウンロード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、ダウンロード完了通知を受信した場合には（ステップＳ９２０）、制御部３３０は、
受信したダウンロード完了通知を表示部３７０に表示させる（ステップＳ９２１）。
【０２３５】
　［無線通信装置（コンテンツの保存先デバイス）の動作例］
　図２０は、本技術の第２の実施の形態における第３の無線通信装置１４０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。
【０２３６】
　最初に、第３の無線通信装置１４０の制御部３３０は、ＭＣＩＭの設定情報を受信した
か否かを判断し（ステップＳ９３１）、ＭＣＩＭの設定情報を受信していない場合には、
監視を継続して行う。また、ＭＣＩＭの設定情報を受信した場合には（ステップＳ９３１
）、第３の無線通信装置１４０の制御部３３０は、第３の無線通信装置１４０のＭＣＩＭ
情報記憶部３５０に記憶されているＭＣＩＭの設定処理（例えば、有効化処理）を行う（
ステップＳ９３２）。
【０２３７】
　続いて、第３の無線通信装置１４０の制御部３３０は、購入された音楽コンテンツのダ
ウンロード処理を行う（ステップＳ９３３）。すなわち、第３の無線通信装置１４０と情
報処理装置４００との間で、通信制御装置（第２通信制御装置）１２０を介した通信処理
（ダウンロード処理）が行われる（ステップＳ９３３）。続いて、第３の無線通信装置１
４０制御部３３０は、ダウンロード処理により情報処理装置４００から送信された音楽コ
ンテンツをメモリ３４０に記録させる（ステップＳ９３４）。
【０２３８】
　続いて、第３の無線通信装置１４０の制御部３３０は、ＭＣＩＭの無効化情報を受信し
たか否かを判断し（ステップＳ９３５）、ＭＣＩＭの無効化情報を受信していない場合に
は、監視を継続して行う。また、ＭＣＩＭの無効化情報を受信した場合には（ステップＳ
９３５）、第３の無線通信装置１４０の制御部３３０は、第３の無線通信装置１４０のＭ
ＣＩＭ情報記憶部３５０に記憶されているＭＣＩＭの無効化処理を行う（ステップＳ９３
６）。
【０２３９】
　＜３．第３の実施の形態＞
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　本技術の第１および第２の実施の形態では、無線通信装置においてユーザ操作が行われ
た直後にＭＣＩＭの移転処理を行う例を示した。すなわち、ユーザアプリケーション主導
によりＭＣＩＭの移転処理を迅速に行う例を示した。しかしながら、ダウンロードやアッ
プロードの種類やユーザによっては、それらの処理をユーザ操作の直後に行わなくてもよ
いことも想定される。このような場合には、例えば、ネットワーク側の制御に基づいて、
無線資源に余裕がある時間帯（例えば、ダウンロードやアップロードの資源利用コストが
低い時間帯）にそれらの処理を行うことにより、無線資源を効率的に活用することができ
ると考えられる。
【０２４０】
　そこで、本技術の第３の実施の形態では、ネットワーク側の制御に基づいて、ＭＣＩＭ
の移転処理を行い、ダウンロードやアップロード等の処理を行う例を示す。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、図３等に示す例と略同様で
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、その説明の一部
を省略する。
【０２４１】
　［タイミング選択画面の表示例］
　図２１は、本技術の第３の実施の形態における第１の無線通信装置３００の表示部３７
０に表示される表示画面例（タイミング選択画面５３０）を示す図である。
【０２４２】
　タイミング選択画面５３０は、第１の無線通信装置３００の操作により購入された音楽
コンテンツを無線通信装置にダウンロードするタイミングを選択するための表示画面であ
る。例えば、タイミング選択画面５３０は、図１２に示す保存先選択画面５２０における
選択操作が終了した後に表示される。
【０２４３】
　具体的には、タイミング選択画面５３０には、タイミング選択領域５３１と、タイミン
グ表示領域５３２と、通信料表示領域５３３と、確定ボタン５３４と、戻るボタン５３５
とが設けられている。
【０２４４】
　タイミング選択領域５３１には、保存先として選択された無線通信装置に、購入した音
楽コンテンツをダウンロードするタイミングを選択するためのラジオボタンが表示される
。例えば、タイミングの選択操作が行われた場合には、その選択されたタイミングに対応
するタイミング選択領域５３１のラジオボタン内に黒丸が付される。
【０２４５】
　タイミング表示領域５３２には、保存先として選択された無線通信装置に、購入した音
楽コンテンツをダウンロードするタイミングが表示される。図２１では、購入した音楽コ
ンテンツをダウンロードするタイミングとして、今すぐにダウンロード、１２時間以内に
ダウンロード、２４時間以内にダウンロードが表示される。なお、これらのタイミングは
、一例であり、他のタイミングを選択可能とするようにしてもよい。
【０２４６】
　通信料表示領域５３３には、タイミング表示領域５３２に表示されているタイミングで
、購入した音楽コンテンツをダウンロードする場合に課金される通信料が表示される。図
２１では、ダウンロードするタイミングが遅くなるに応じて、通信料が安くなる例を示す
。
【０２４７】
　確定ボタン５３４は、タイミング選択画面５３０において、タイミングの選択操作が行
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。
【０２４８】
　戻るボタン５３５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。
【０２４９】
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　［音楽コンテンツの保存例］
　図２２は、本技術の第３の実施の形態における第１の無線通信装置３００を用いた購入
操作により購入された音楽コンテンツを第３の無線通信装置１４０に保存する場合におけ
る流れを簡略化して示す図である。
【０２５０】
　なお、図２２に示す例は、図１３および図１４の変形例であり、ＭＣＩＭの使用権の移
転処理と、第３の無線通信装置１４０による音楽コンテンツのダウンロード処理とをユー
ザにより選択されたタイミングで行う点が異なる。そこで、図２２では、図１３および図
１４と共通する部分についての図示およびその説明の一部を省略し、図１３および図１４
と異なる点について主に説明する。
【０２５１】
　図２２（ａ）には、第１の無線通信装置３００を用いて、音楽コンテンツの購入操作、
音楽コンテンツの保存先の選択操作、音楽コンテンツをダウンロードするタイミングの選
択操作が行われている状態を示す。なお、音楽コンテンツの購入操作と、音楽コンテンツ
の保存先の選択操作とは、図１３（ａ）乃至図１４（ａ）に対応する処理である。
【０２５２】
　また、音楽コンテンツをダウンロードするタイミングの選択操作を行う場合には、情報
処理装置４００から第１の無線通信装置３００にタイミング情報が送信され、このタイミ
ング情報が第１の無線通信装置３００に表示される。このタイミング情報は、例えば、図
２１に示すタイミング選択画面５３０を表示させるための情報である。また、タイミング
情報として、例えば、図２１に示すタイミング選択画面５３０が表示される。
【０２５３】
　タイミング選択画面５３０において、購入された音楽コンテンツをダウンロードするタ
イミングを選択する選択操作が行われる。この例では、「１２時間以内にダウンロード」
を選択する選択操作が行われたものとする。このように、タイミング選択画面５３０にお
いて、選択されたタイミングに関する情報がタイミング選択情報として、第１の無線通信
装置３００から情報処理装置４００に送信される。
【０２５４】
　ここで、情報処理装置４００は、受信したタイミング選択情報が「今すぐダウンロード
」以外のタイミングである場合には、そのタイミング選択情報に係るタイミングを予約情
報として通信制御装置（第１通信事業者）２００に送信する。この予約情報を受信すると
、通信制御装置（第１通信事業者）２００の制御部２１０は、その予約情報をコンテンツ
の保存先に関連付けてグループ管理データベース２２０に記録する。例えば、予約情報の
受信時刻が、図４に示す予約受付時刻２２７に記録され、予約情報に係るタイミング（例
えば、１２時間以内、２４時間以内）が、図４に示すタイミング情報２２８に記録される
。
【０２５５】
　図２２（ｂ）には、第３の無線通信装置１４０が、設定されたＭＣＩＭを用いて、音楽
コンテンツ４３１を情報処理装置４００からダウンロードしている状態を示す。
【０２５６】
　通信制御装置（第１通信事業者）２００は、グループ管理データベース２２０の内容に
基づいて、保存先（第３の無線通信装置１４０）と通信制御装置（第２通信事業者）１２
０との間の通信環境が一定条件を満たすか否かを監視する。例えば、通信制御装置（第１
通信事業者）２００は、通信制御装置（第２通信事業者）１２０からの通信環境情報を順
次取得して、その通信環境が一定条件を満たすか否かを監視する。ここで、その通信環境
が一定条件を満たす場合は、例えば、通信制御装置（第２通信事業者）１２０の利用負荷
が少ない時間帯、通信制御装置（第２通信事業者）１２０側のネットワーク負荷が低い時
間帯である。このネットワーク負荷が低い時間帯は、例えば、ネットワーク負荷状態をポ
ーリングすることにより求めることができる。また、その通信環境が一定条件を満たす場
合を、所定時間帯（例えば、深夜の３時頃）とすることができる。
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【０２５７】
　通信制御装置（第１通信事業者）２００は、保存先（第３の無線通信装置１４０）と通
信制御装置（第２通信事業者）１２０との間の通信環境が一定条件を満たすと判断した場
合には、ＭＣＩＭの使用権の移転処理のための制御を行う。具体的には、通信制御装置（
第１通信事業者）２００は、第１の無線通信装置３００から第３の無線通信装置１４０に
ＭＣＩＭの使用権を移転するための指示（移転指示）を、通信制御装置（第２通信事業者
）１２０に出力する。この移転指示に基づいて第３の無線通信装置１４０にＭＣＩＭが設
定された後に、第３の無線通信装置１４０が音楽コンテンツ４３１を情報処理装置４００
からダウンロードする。
【０２５８】
　また、音楽コンテンツ４３１のダウンロードの終了後には、ＭＣＩＭの使用権が第３の
無線通信装置１４０から第１の無線通信装置３００に移転される。
【０２５９】
　なお、選択されたタイミングの時間内に、保存先（第３の無線通信装置１４０）と通信
制御装置（第２通信事業者）１２０との間の通信環境が一定条件を満たさない場合には、
その時間の経過時に、上述した移転処理およびダウンロード処理が行われる。
【０２６０】
　［選択されたタイミングでアップロード処理を行う場合における通信例］
　図２３および図２４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。
【０２６１】
　なお、図２３および図２４に示す例は、図１５乃至図１８の変形例であり、ＭＣＩＭの
使用権の移転処理と、第３の無線通信装置１４０による音楽コンテンツのダウンロード処
理とをユーザにより選択されたタイミングで行う点が異なる。そこで、図２３および図２
４では、図１５乃至図１８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。また、図２３および図２４では、図１５乃至図１８と異なる点につい
て主に説明する。
【０２６２】
　最初に、図２２（ａ）に示すように、音楽コンテンツの購入操作と、音楽コンテンツの
保存先の選択操作とが行われる（図１５に示す処理（６４７乃至６６４））。
【０２６３】
　続いて、図１５に示すように、情報処理装置４００が選択情報を受信すると（６６４）
、情報処理装置４００の制御部４５０は、タイミング情報を第１の無線通信装置３００に
送信する（７２５乃至７２８）。この場合には、第１の無線通信装置３００が通信制御装
置（第２通信事業者）１２０と接続状態（６４６）とされている。このため、タイミング
情報は、情報処理装置４００から第１の無線通信装置３００に通信制御装置（第２通信事
業者）１２０を介して送信される（７２５乃至７２８）。
【０２６４】
　第１の無線通信装置３００がタイミング情報を受信すると（７２８）、第１の無線通信
装置３００の制御部３３０は、受信したタイミング情報を表示部３７０に表示させる（７
２９）。例えば、図２１に示すタイミング選択画面５３０がタイミング情報として表示さ
れる（７２９）。
【０２６５】
　続いて、タイミング情報が表示されている状態で、購入したコンテンツを保存するタイ
ミングを選択する選択操作をユーザが行う（７３０）。例えば、図２１に示すタイミング
選択画面５３０が表示されている状態で、「１２時間以内にダウンロード」が選択され、
その選択を確定する操作（タイミングの選択操作）が行われる（７３０）。
【０２６６】
　このように、タイミングの選択操作が行われた場合には（７３０）、第１の無線通信装
置３００の制御部３３０が、その選択操作に係るタイミング選択情報を情報処理装置４０
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０に送信する（７３１乃至７３４）。この場合には、第１の無線通信装置３００が通信制
御装置（第２通信事業者）１２０と接続状態（６４６）とされている。このため、選択情
報は、第１の無線通信装置３００から情報処理装置４００に通信制御装置（第２通信事業
者）１２０を介して送信される（７３１乃至７３４）。
【０２６７】
　タイミング選択情報を情報処理装置４００が受信すると（７３４）、情報処理装置４０
０の制御部４５０は、受信したタイミング選択情報が「今すぐダウンロード」であるか否
かを確認する（７３５）。ここで、受信したタイミング選択情報が「今すぐダウンロード
」である場合には、図１５乃至図１８で示したように、ＭＣＩＭの使用権の移転処理と、
第３の無線通信装置１４０による音楽コンテンツのダウンロード処理とがすぐに行われる
。一方、受信したタイミング選択情報が「今すぐダウンロード」でない場合には、そのタ
イミングタイミング（例えば、１２時間以内、２４時間以内）でＭＣＩＭの使用権の移転
処理と、音楽コンテンツのダウンロード処理とが行われる。
【０２６８】
　そこで、情報処理装置４００の制御部４５０は、ユーザ操作により選択されたタイミン
グで音楽コンテンツをダウンロードするための予約を行う旨の通知（予約承認）を第１の
無線通信装置３００に送信する（７３６乃至７３９）。
【０２６９】
　また、情報処理装置４００の制御部４５０は、受信したタイミング選択情報に係るタイ
ミング（例えば、１２時間以内、２４時間以内）を予約情報として通信制御装置（第１通
信事業者）２００に送信する（７４０、７４１）。この予約情報には、コンテンツの購入
操作を行った無線通信装置と、コンテンツの保存先の無線通信装置との端末識別情報が含
まれる。
【０２７０】
　通信制御装置（第１通信事業者）２００が予約情報を受信すると（７４１）、通信制御
装置（第１通信事業者）２００の制御部２１０は、その予約情報を保存先に関連付けてグ
ループ管理データベース２２０に記録する（７４２）。例えば、予約情報の受信時刻が、
図４に示す予約受付時刻２２７に記録され、予約情報に係るタイミング（例えば、１２時
間以内、２４時間以内）が、図４に示すタイミング情報２２８に記録される（７４２）。
【０２７１】
　また、通信制御装置（第１通信事業者）２００の制御部２１０は、通信制御装置（第２
通信事業者）１２０における通信状態を定期的または不定期に確認する（７４３）。
【０２７２】
　そして、保存先（第３の無線通信装置１４０）と通信制御装置（第２通信事業者）１２
０との間の通信環境が一定条件を満たすと判断された場合（または、制限時間になった場
合）には（７４３）、ＭＣＩＭの使用権の移転処理が行われる（６７１乃至６８７）。す
なわち、一定条件を満たすと判断された場合には（７４３）、ＭＣＩＭの使用権の移転処
理が行われる（６７１乃至６８７）。このＭＣＩＭの使用権の移転処理は、コンテンツの
購入操作を行った無線通信装置（第１の無線通信装置３００）から、コンテンツ保存先と
して選択された無線通信装置（第３の無線通信装置１４０）への移転処理である。ただし
、予約処理の場合には、その予約時間までにユーザが、別の理由で予約に係る無線通信装
置以外の無線通信装置にＭＣＩＭの使用権を移動させていることも想定される。この場合
には、ＭＣＩＭの使用権の移転処理は、実行時点で有効なＭＣＩＭを保持する無線通信装
置から、コンテンツ保存先として選択された無線通信装置（第３の無線通信装置１４０）
への移転処理を意味するものとする。このＭＣＩＭの使用権の移転処理が終了した場合に
は（６８７）、通信制御装置（第１通信事業者）２００の制御部２１０は、ダウンロード
を開始するための指示（ダウンロード指示）を情報処理装置４００に送信する（７４５、
７４６）。
【０２７３】
　ダウンロード指示を情報処理装置４００が受信した場合には（７４６）、購入された音
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楽コンテンツのダウンロード処理が行われる（６９３乃至６９５）。なお、以降の各処理
については、図１５乃至図１８に示す各処理（６９６乃至７２３）と同様であるため、図
示およびその説明を省略する。
【０２７４】
　このように、第１の無線通信装置３００の操作部３６０は、購入された音楽コンテンツ
のダウンロード処理を行うタイミングを決定する決定操作（選択操作）を受け付ける。ま
た、第１の無線通信装置３００の制御部３３０は、その決定されたタイミングで、購入さ
れた音楽コンテンツの保存先（第３の無線通信装置１４０）にそのダウンロード処理を行
わせるための制御を行う。
【０２７５】
　このように、本技術の第３の実施の形態では、無線通信のためのコストや負荷が低い時
間帯に、即時性を求めないコンテンツ（例えば、音楽コンテンツ、画像コンテンツ）のア
ップロードやダウンロードを行うことができる。この場合に、通信事業者またはサービス
提供者が接続権を自動的に対象となる無線通信装置（デバイス）に割り振ることができる
。また、対象となるアップロードやダウンロード等の処理が終了すると、その接続権を自
動的に移転元の無線通信装置に戻すことができる。
【０２７６】
　［無線通信装置（操作デバイス）の動作例］
　図２５は、本技術の第３の実施の形態における第１の無線通信装置３００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。なお、図２５は、図１９の変形例であ
るため、図１９と共通する部分については、同一の符号を付して、その説明の一部を省略
する。
【０２７７】
　選択情報を情報処理装置４００に送信した後に（ステップＳ９１５）、制御部３３０は
、タイミング情報を受信したか否かを判断し（ステップＳ９４１）、タイミング情報を受
信していない場合には、監視を継続して行う。一方、タイミング情報を受信した場合には
（ステップＳ９４１）、制御部３３０は、受信したタイミング情報を表示部３７０に表示
させる（ステップＳ９４２）。例えば、図２１に示すタイミング選択画面５３０がタイミ
ング情報として表示される（ステップＳ９４２）。
【０２７８】
　続いて、制御部３３０は、タイミング情報が表示されている状態で、ユーザが購入した
コンテンツを保存するタイミングの選択操作が行われたか否かを判断し（ステップＳ９４
３）、その選択操作が行われていない場合には、監視を継続して行う。一方、その選択操
作が行われた場合には（ステップＳ９４３）、制御部３３０は、その選択操作に係るタイ
ミング選択情報を情報処理装置４００に送信する（ステップＳ９４４）。
【０２７９】
　続いて、制御部３３０は、ＭＣＩＭの移転承認を受信したか否かを判断し（ステップＳ
９４５）、ＭＣＩＭの移転承認を受信していない場合には、監視を継続して行う。一方、
ＭＣＩＭの移転承認を受信した場合には（ステップＳ９４５）、ステップＳ９１６に進む
。
【０２８０】
　［情報処理装置の動作例］
　図２６および図２７は、本技術の第３の実施の形態における情報処理装置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。
【０２８１】
　最初に、制御部４５０が、所定の通信処理（例えば、音楽コンテンツの購入処理）が行
われているか否かを判断し（ステップＳ９５１）、所定の通信処理が行われていない場合
には、監視を継続して行う。
【０２８２】
　所定の通信処理が行われた場合には（ステップＳ９５１）、制御部４５０は、グループ
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情報取得要求を通信制御装置（第１通信事業者）２００に送信する（ステップＳ９５２）
。続いて、制御部４５０は、そのグループ情報取得要求に応じたグループ情報を受信した
か否かを判断し（ステップＳ９５３）、グループ情報を受信していない場合には、監視を
継続して行う。一方、グループ情報を受信した場合には（ステップＳ９５３）、制御部４
５０は、そのグループ情報を、所定の通信処理（例えば、音楽コンテンツの購入処理）を
行った無線通信装置に送信する（ステップＳ９５４）。
【０２８３】
　続いて、制御部４５０は、選択情報を受信したか否かを判断し（ステップＳ９５５）、
選択情報を受信していない場合には、監視を継続して行う。一方、選択情報を受信した場
合には（ステップＳ９５５）、制御部４５０は、タイミング情報を、所定の通信処理（例
えば、音楽コンテンツの購入処理）を行った無線通信装置に送信する（ステップＳ９５６
）。
【０２８４】
　続いて、制御部４５０は、タイミング選択情報を受信したか否かを判断し（ステップＳ
９５７）、タイミング選択情報を受信していない場合には、監視を継続して行う。一方、
タイミング選択情報を受信した場合には（ステップＳ９５７）、制御部４５０は、そのタ
イミング選択情報が予約に係る情報（すなわち、「今すぐダウンロード」以外）か否かを
判断する（ステップＳ９５８）。
【０２８５】
　そのタイミング選択情報が予約に係る情報でない場合には（ステップＳ９５８）、ＭＣ
ＩＭの使用権の移転処理と、保存先の無線通信装置による音楽コンテンツのダウンロード
処理とがすぐに行われる。すなわち、制御部４５０は、ＭＣＩＭの移転通知を、所定の通
信処理（例えば、音楽コンテンツの購入処理）を行った無線通信装置に送信する（ステッ
プＳ９５９）。続いて、制御部４５０は、ＭＣＩＭの移転要求を、通信制御装置（第１通
信事業者）２００に送信する（ステップＳ９６０）。続いて、制御部４５０は、保存先状
態確認要求を、通信制御装置（第１通信事業者）２００に送信する（ステップＳ９６１）
。続いて、制御部４５０は、保存先状態情報を受信したか否かを判断し（ステップＳ９６
２）、保存先状態情報を受信していない場合には、監視を継続して行う。一方、保存先状
態情報を受信した場合には（ステップＳ９６２）、ステップＳ９６６に進む。
【０２８６】
　そのタイミング選択情報が予約に係る情報である場合には（ステップＳ９５８）、ユー
ザ操作により選択されたタイミングで、ＭＣＩＭの使用権の移転処理と、保存先の無線通
信装置による音楽コンテンツのダウンロード処理とが行われる。すなわち、制御部４５０
は、予約承認を、所定の通信処理（例えば、音楽コンテンツの購入処理）を行った無線通
信装置に送信する（ステップＳ９６３）。続いて、制御部４５０は、予約情報を、通信制
御装置（第１通信事業者）２００に送信する（ステップＳ９６４）。続いて、制御部４５
０は、ダウンロード指示を受信したか否かを判断し（ステップＳ９６５）、ダウンロード
指示を受信していない場合には、監視を継続して行う。一方、ダウンロード指示を受信し
た場合には（ステップＳ９６５）、制御部４５０は、通信処理（例えば、音楽コンテンツ
のダウンロード処理）を行う（ステップＳ９６６）。
【０２８７】
　続いて、制御部４５０は、ＭＣＩＭの移転要求（復元処理のための移転要求）を、通信
制御装置（第１通信事業者）２００に送信する（ステップＳ９６７）。続いて、制御部４
５０は、保存先状態確認要求を、通信制御装置（第１通信事業者）２００に送信する（ス
テップＳ９６８）。続いて、制御部４５０は、保存先状態情報を受信したか否かを判断し
（ステップＳ９６９）、保存先状態情報を受信していない場合には、監視を継続して行う
。一方、保存先状態情報を受信した場合には（ステップＳ９６９）、制御部４５０は、ダ
ウンロード完了通知を、所定の通信処理（例えば、音楽コンテンツの購入処理）を行った
無線通信装置に送信する（ステップＳ９７０）。
【０２８８】
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　［サービス予約データベースの構成例］
　以上では、通信制御装置（第１通信事業者）２００に保持されている予約情報に基づい
て、ダウンロード処理を行う例を示した。ただし、例えば、予約情報を情報処理装置４０
０に保持しておき、この予約情報に基づいて、ダウンロード処理を行うようにしてもよい
。そこで、以下では、予約情報を情報処理装置４００に保持しておき、この予約情報に基
づいて、ダウンロード処理を行う例を示す。
【０２８９】
　図２８は、本技術の第３の実施の形態における情報処理装置４００に記憶されているサ
ービス予約データベース８５０を模式的に示す図である。サービス予約データベース８５
０は、例えば、記憶部４３０に記憶される。
【０２９０】
　サービス予約データベース８５０には、送信先デバイス情報８５１と、接続時刻８５２
と、購入リスト８５３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
通信装置からの各要求（コンテンツの購入処理）に基づいて、制御部４５０により順次更
新される。
【０２９１】
　送信先デバイス情報８５１は、コンテンツの購入処理により購入されたコンテンツの保
存先の無線通信装置を識別するための情報であり、例えば、端末識別情報が格納される。
【０２９２】
　接続時刻８５２は、コンテンツの購入処理により購入されたコンテンツの保存先の無線
通信装置に、そのコンテンツを送信する時刻（ダウンロード時刻）である。
【０２９３】
　購入リスト８５３は、コンテンツの購入処理により購入されたコンテンツを特定するた
めの情報である。
【０２９４】
　例えば、情報処理装置４００は、サービス予約データベース８５０の内容に基づいて、
通信制御装置（第１通信事業者）２００に、ＭＣＩＭの移転要求を送信する（図１６に示
す６６９に対応）。例えば、判定部４４０は、接続時刻８５２の時刻となった場合に、上
述した所定条件を満たすと判定する。そして、制御部４５０は、その判定結果に基づいて
、送信先デバイス情報８５１の無線通信装置にＭＣＩＭの使用権を移転させるためのＭＣ
ＩＭの移転要求を、通信制御装置（第１通信事業者）２００に送信する。そして、ＭＣＩ
Ｍの使用権が移転された後に、購入リスト８５３に格納されているコンテンツのダウンロ
ード処理が行われる。
【０２９５】
　すなわち、制御部４５０は、判定部４４０により所定条件を満たすと判定された場合に
は、接続権を移転するための移転要求を通信制御装置（第１通信事業者）２００に対して
行う。また、制御部４５０は、その移転要求に応じて設定された接続権を用いて、その接
続権が設定された無線通信装置との間で通信処理（例えば、音楽コンテンツのダウンロー
ド処理）を行うための制御を行う。ここで、判定部４４０は、通信処理（例えば、音楽コ
ンテンツのダウンロード処理）の対象となる無線通信装置の通信環境が一定条件を満たす
場合、または、設定された時間帯となった場合に、所定条件を満たすと判定することがで
きる。無線通信装置の通信環境については、その無線通信装置が接続されている基地局、
または、その通信制御装置からの情報に基づいて判断することができる。また、その通信
環境が一定条件を満たす場合は、上述したように、通信制御装置の利用負荷が少ない時間
帯、通信制御装置側のネットワーク負荷が低い時間帯等である。
【０２９６】
　＜４．第４の実施の形態＞
　本技術の第１乃至第３の実施の形態では、ユーザ操作に応じて画像コンテンツのアップ
ロードや音楽コンテンツのダウンロードを行う例を示した。ただし、これらを組み合わせ
て複数の装置間においてコンテンツのやりとりを行うことも考えられる。
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【０２９７】
　そこで、本技術の第４の実施の形態では、複数の装置間においてコンテンツのやりとり
を行う場合における適用例を示す。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、図３等に示す例と略同様である。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、その説明の一部を省略する。
【０２９８】
　［通信システムの構成例］
　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１００のシステム構成例を
簡略的に示す図である。
【０２９９】
　図２９では、東京８００に在住している家族８０１が第１の無線通信装置３００および
第２の無線通信装置１３０を所有し、北海道８０５に在住している祖母８０６の家８０７
に第４の無線通信装置１５０が設置されている例を示す。また、図２９では、通常時には
、第１の無線通信装置３００が有効なＭＣＩＭ（ＭＣＩＭの使用権）３０１を保持してい
るものとする。なお、図２９では、説明の容易のため、第３の無線通信装置１４０、通信
制御装置（第１通信事業者）３００、通信制御装置（第２通信事業者）１２０等の図示を
省略する。
【０３００】
　ここで、東京８００に在住している家族８０１が、第２の無線通信装置１３０を用いて
、家族８０１の写真撮影を行った場合を想定する。この場合には、本技術の第１の実施の
形態で示したように、第１の無線通信装置３００から第２の無線通信装置１３０にＭＣＩ
Ｍの使用権を移転させる。そして、その写真撮影により記録された写真（画像コンテンツ
８０２）を情報処理装置４００にアップロードすることができる。
【０３０１】
　また、北海道８０５に在住している祖母８０６が、家８０７に設置されている第４の無
線通信装置１５０に表示される画像を見る場合を想定する。この場合には、本技術の第２
および第３の実施の形態で示したように、第１の無線通信装置３００から第４の無線通信
装置１５０にＭＣＩＭの使用権を移転させる。そして、情報処理装置４００に記録されて
いる写真（画像コンテンツ８０２）をダウンロードすることができる。この場合には、北
海道８０５に在住している祖母８０６が、第４の無線通信装置１５０の操作を行わなくて
も、情報処理装置４００に記録されている写真（画像コンテンツ８０２）を自動でダウン
ロードして表示させることができる。このため、北海道８０５に在住している祖母８０６
は、東京８００に在住している家族８０１の最新の写真を順次見ることができる。
【０３０２】
　［画像コンテンツのアップロードおよびダウンロードを行う場合における通信例］
　図３０および図３１は、本技術の第４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。
【０３０３】
　なお、図３０および図３１に示す例は、本技術の第１乃至第３の実施の形態の応用例で
あり、これらを組み合わせた例である。そこで、図３０および図３１では、本技術の第１
乃至第３の実施の形態と共通する部分については、これらの図示を簡略化して示し、これ
らの説明の一部を省略する。
【０３０４】
　また、図３０および図３１では、情報処理装置４００の制御に基づいて、情報処理装置
４００から第４の無線通信装置１５０へのアップロード処理を行う例を示す。
【０３０５】
　また、第１の無線通信装置３００が通信制御装置（第２通信事業者）１２０と接続状態
（８１３）とされ、第２の無線通信装置１３０、第４の無線通信装置１５０が通信制御装
置（第１通信事業者）２００と接続状態（８１１、８１２）とされているものとする。
【０３０６】
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　ここで、図２９に示すように、東京８００において、第２の無線通信装置１３０を用い
て、家族８０１が写真撮影を行ったものとする。この場合には、矢印８０３（図２９に示
す）に示すように、第１の無線通信装置３００から第２の無線通信装置１３０にＭＣＩＭ
の使用権を移転する移転処理が行われる（８１４）。これにより、第２の無線通信装置１
３０が通信制御装置（第２通信事業者）１２０と接続状態（８１６）とされ、第１の無線
通信装置３００、第４の無線通信装置１５０が通信制御装置（第１通信事業者）２００と
接続状態（８１５、８１７）とされる。
【０３０７】
　続いて、矢印８４１（図２９に示す）に示すように、第２の無線通信装置１３０を用い
た写真撮影により記録された写真（画像コンテンツ８０２）が情報処理装置４００にアッ
プロードされる（８１８）。
【０３０８】
　このアップロード処理が終了した場合には（８１８）、矢印８０４（図２９に示す）に
示すように、第２の無線通信装置１３０から第１の無線通信装置３００にＭＣＩＭの使用
権を移転する移転処理が行われる（８１９）。これにより、各無線通信装置の接続状態が
元の状態（８２０乃至８２２）となる。
【０３０９】
　続いて、情報処理装置４００の制御部４５０が、所定条件を満たすか否かを判断する（
８２３）。例えば、図２８に示す接続時刻８５２の時刻になったことを、所定条件とする
ことができる。そして、所定条件を満たす場合（例えば、深夜の３時になった場合）には
（８２３）、矢印８０８（図２９に示す）に示すように、第１の無線通信装置３００から
第４の無線通信装置１５０にＭＣＩＭの使用権を移転する移転処理が行われる（８２４）
。これにより、第４の無線通信装置１５０が通信制御装置（第２通信事業者）１２０と接
続状態（８２５）とされ、第１の無線通信装置３００、第２の無線通信装置１３０が通信
制御装置（第１通信事業者）２００と接続状態（８２６、８２７）とされる。
【０３１０】
　続いて、矢印８４２（図２９に示す）に示すように、情報処理装置４００の記憶部４３
０に記憶されている写真（画像コンテンツ８０２）が情報処理装置４００から第４の無線
通信装置１５０にダウンロードされる（８２８）。この場合には、情報処理装置４００と
第４の無線通信装置１５０との間で同期処理（例えば、画像コンテンツの同期処理）を行
うようにしてもよい。
【０３１１】
　このダウンロード処理が終了した場合には（８２８）、矢印８０９（図２９に示す）に
示すように、第４の無線通信装置１５０から第１の無線通信装置３００にＭＣＩＭの使用
権を移転する移転処理が行われる（８２９）。これにより、各無線通信装置の接続状態が
元の状態（８３０乃至８３２）となる。
【０３１２】
　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、２００、情報処理装置４００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、グループ管理データベース２２０）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。
また、本技術の実施の形態では、４の無線通信装置により構成されるグループＡＢを例に
して説明したが、２、３、または、５以上の無線通信装置により構成されるグループにつ
いても本技術の実施の形態を適用することができる。また、本技術の実施の形態では、グ
ループを構成する複数の無線通信装置間において通信処理を行う場合を例にして説明した
。ただし、グループを構成しない複数の無線通信装置間において通信処理を行う場合につ
いても本技術の実施の形態を適用することができる。この場合には、例えば、通信処理を
行う相手先を、ユーザ操作（例えば、相手先の無線通信装置を識別するための識別情報の
入力操作）により設定することができる。
【０３１３】



(44) JP 5842454 B2 2016.1.13

10

20

30

40

50

　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。
【０３１４】
　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。
【０３１５】
　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。
【０３１６】
　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。
【０３１７】
　なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
（１）　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が設定されてい
ない第１の無線通信装置が前記ネットワークに接続して所定の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を具備し、
　前記所定条件を満たす場合には、前記接続権が設定されている第２の無線通信装置から
前記第１の無線通信装置への前記接続権の移転により前記第１の無線通信装置に設定され
た前記接続権を用いて前記第１の無線通信装置が前記通信処理を行う
情報処理装置。
（２）　前記情報処理装置は、前記第１の無線通信装置であり、
　前記第１の無線通信装置において前記所定条件を満たすと判定された場合には、前記第
２の無線通信装置から前記第１の無線通信装置に前記接続権を移転するための移転要求を
行い、前記移転要求に応じて設定された接続権を用いて前記通信処理を行うための制御を
行う制御部をさらに具備する
前記（１）に記載の情報処理装置。
（３）　前記情報処理装置は、コンテンツを生成するコンテンツ生成装置であり、
　前記制御部は、前記生成されたコンテンツを記憶させるための情報処理装置に、前記生
成されたコンテンツをアップロードするアップロード処理を前記通信処理として行うため
の制御を行う
前記（２）に記載の情報処理装置。
（４）　前記判定部は、前記コンテンツが生成されたタイミングと、記憶部に記憶されて
いる前記コンテンツの容量が所定容量を超えたタイミングと、電源オフ時または電源オフ
時から一定時間経過後のタイミングとの何れかのタイミングにおいて前記所定条件を満た
すと判定する前記（３）に記載の情報処理装置。
（５）　前記制御部は、ＲＯ（Registration Operator）に対して前記移転要求を行い、
前記移転要求に応じてＳＨＯ（Selected Home Operator）により設定された接続権を用い
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て前記通信処理を行うための制御を行う前記（２）から（４）のいずれかに記載の情報処
理装置。
（６）　前記情報処理装置は、前記第２の無線通信装置であり、
　前記第２の無線通信装置において前記所定条件を満たすと判定された場合には、前記第
２の無線通信装置から前記第１の無線通信装置に前記接続権を移転させるための制御を行
う制御部をさらに具備する
前記（１）に記載の情報処理装置。
（７）　前記第１の無線通信装置は、コンテンツを扱う情報処理装置であり、
　前記制御部は、前記コンテンツを扱う他の情報処理装置から前記第１の無線通信装置に
前記コンテンツをダウンロードさせるダウンロード処理を前記通信処理として行わせるた
めの制御を行う
前記（６）に記載の情報処理装置。
（８）　前記ダウンロード処理を行うタイミングを決定する決定操作を受け付ける受付部
をさらに具備し、
　前記制御部は、前記決定されたタイミングで前記ダウンロード処理を行わせるための制
御を行う
前記（７）に記載の情報処理装置。
（９）　前記情報処理装置を含む複数の無線通信装置により前記接続権を共有するグルー
プが構成され、
　前記グループを構成する複数の無線通信装置のうちから前記ダウンロード処理を行わせ
る前記第１の無線通信装置を決定する決定操作を受け付ける受付部をさらに具備する
前記（７）または（８）に記載の情報処理装置。
（１０）　前記グループを管理するＲＯに前記グループを構成する各無線通信装置を特定
するための識別情報が記憶され、
　前記制御部は、前記ＲＯから前記識別情報を取得して前記グループを構成する複数の無
線通信装置のうちから前記第１の無線通信装置を選択するための選択画面を前記取得され
た識別情報に基づいて表示部に表示させ、前記選択画面においてユーザ操作により選択さ
れた無線通信装置を前記第１の無線通信装置として決定する
前記（９）に記載の情報処理装置。
（１１）　前記情報処理装置は、前記第１の無線通信装置との間で前記通信処理を行う情
報処理装置であり、
　前記情報処理装置において前記所定条件を満たすと判定された場合には、前記第２の無
線通信装置から前記第１の無線通信装置に前記接続権を移転するための移転要求を行い、
前記移転要求に応じて前記第１の無線通信装置に設定された前記接続権を用いて前記第１
の無線通信装置との間で前記通信処理を行うための制御を行う制御部をさらに具備する
前記（１）に記載の情報処理装置。
（１２）　前記情報処理装置を含む複数の無線通信装置により構成されるグループであっ
て前記接続権を共有するグループを構成する各無線通信装置を特定するための識別情報が
前記グループを管理するＲＯに記憶され、
　前記制御部は、前記ＲＯから前記識別情報を取得して前記取得された識別情報を前記第
２の無線通信装置に送信するための制御を行う
前記（１１）に記載の情報処理装置。
（１３）　前記制御部は、前記グループを構成する複数の無線通信装置のうちから前記第
１の無線通信装置を選択するための選択画面を前記第２の無線通信装置の表示部に表示さ
せるため情報として、前記取得された識別情報を前記第２の無線通信装置に送信する前記
（１２）に記載の情報処理装置。
（１４）　前記判定部は、前記第１の無線通信装置の通信環境が一定条件を満たす場合、
または、設定された時間帯となった場合に、前記所定条件を満たすと判定する前記（１１
）から（１３）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１５）　前記情報処理装置は、コンテンツを扱う情報処理装置であり、
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　前記制御部は、前記第１の無線通信装置から前記コンテンツをアップロードするアップ
ロード処理、または、前記第１の無線通信装置に対して前記コンテンツをダウンロードす
るダウンロード処理を前記通信処理として行うための制御を行う
前記（１１）に記載の情報処理装置。
（１６）　前記移転により設定された前記接続権を用いた前記通信処理が終了した場合に
前記第１の無線通信装置から前記第２の無線通信装置に前記接続権が移転される前記（１
）から（１５）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１７）　前記接続権は、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る前記（１）から（１６）のいずれかに記載の情
報処理装置。
（１８）　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が設定されて
いない第１の無線通信装置と、
　前記接続権が設定されている第２の無線通信装置とを具備し、
　前記第１の無線通信装置が前記ネットワークに接続して所定の通信処理を行うための所
定条件を満たすかを判定し、前記所定条件を満たす場合には、前記第２の無線通信装置か
ら前記第１の無線通信装置への前記接続権の移転により前記第１の無線通信装置に設定さ
れた前記接続権を用いて前記第１の無線通信装置が前記通信処理を行う
通信システム。
（１９）　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が設定されて
いない第１の無線通信装置が前記ネットワークに接続して所定の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、前記接続権が設定されている第２の無線通信装置から
前記第１の無線通信装置への前記接続権の移転により前記第１の無線通信装置に設定され
た前記接続権を用いて前記第１の無線通信装置が前記通信処理を行うための制御を行う制
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】
【０３１８】
　１０、１００　通信システム
　４０、１１０　ネットワーク
　５０　サービス提供会社
　５１、４００　情報処理装置
　８０　コンテンツサーバ
　１２０　通信制御装置（第２通信事業者）
　２１、３１、１２１、１２２、２０６　基地局
　１２５、２１０、３３０、４５０　制御部
　１３１　シャッターボタン
　１３２　入出力パネル
　１３０　第２の無線通信装置
　１４０　第３の無線通信装置
　１５０　第４の無線通信装置
　２００　通信制御装置（第１通信事業者）
　２０５、４１０　通信部
　２２０　グループ管理データベース
　３００　第１の無線通信装置
　３１１　アンテナ
　３１２　アンテナ共用部
　３２１　変調部
　３２２　復調部
　３３１　バス



(47) JP 5842454 B2 2016.1.13

10

　３４０　メモリ
　３５０　ＭＣＩＭ情報記憶部
　３６０　操作部
　３７０　表示部
　３８０　位置情報取得部
　３９１　マイクロフォン
　３９２　スピーカ
　４２０　サービス提供部
　４３０　記憶部
　４４０　判定部

【図１】 【図２】
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