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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１通信事業者が運営する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第１
接続権に基づいて無線通信装置が前記ネットワークを介して情報処理システムに接続され
て前記情報処理システムが提供するサービスに関する表示画面が前記無線通信装置に表示
されている場合に、前記表示されたサービスの利用を開始するための操作である所定操作
が前記無線通信装置において行われたことを判定する判定部と、
　前記所定操作が行われた場合には、第２通信事業者が運営する基地局に接続して前記ネ
ットワークに接続するための第２接続権を前記無線通信装置に設定して当該設定された第
２接続権に基づいて前記無線通信装置を前記ネットワークを介して前記情報処理システム
に接続させて前記情報処理システムおよび前記無線通信装置間での前記サービスに関する
通信処理において前記サービスに関する表示画面を前記無線通信装置に表示させるように
制御を行う制御部と
を具備する情報処理装置。
【請求項２】
　前記情報処理装置は、前記無線通信装置であり、
　前記制御部は、前記所定操作が行われた場合には、前記第２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（Registration Operator）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第２
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
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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３】
　前記ＲＯは、前記無線通信装置に前記第２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請求項２記載
の情報処理装置。
【請求項４】
　前記ＲＯは、前記無線通信装置に設定された前記第２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請求項２記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記情報処理装置は、前記情報処理システムであり、
　前記制御部は、前記所定操作が行われた場合には、前記第２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Ｓ
ＨＯにより前記無線通信装置に設定された前記第２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６】
　前記第１接続権は、前記第１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
報に基づいて当該基地局に接続する権利であり、
　前記第２接続権は、前記サービスを提供するサービス提供者が契約している前記第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に基づいて当該基地局に接続す
る権利である
請求項１記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記第２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請求項１記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記情報処理システムから前記無線通信装置にコンテンツを提供するコ
ンテンツ提供処理、前記無線通信装置から前記情報処理システムに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、前記情報処理システムから前記無線通信装置にコン
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記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記判定部は、前記設定された前記第２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第２接続権を無効化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第２接続権を無効化するための無効化要求をＲＯに対して行
うように制御を行う
請求項９記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　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第２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記載の情報処理装置。
【請求項１２】
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　サービス提供者に係る情報処理システムと、
　無線通信を行う無線通信装置と、
　第１通信事業者が運営する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第１
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を介して前記情報処理システムに
接続されて前記情報処理システムが提供するサービスに関する表示画面が前記無線通信装
置に表示されている場合に、前記表示されたサービスの利用を開始するための操作である
所定操作が前記無線通信装置において行われたことを判定する判定部と、
　前記所定操作が行われた場合には、第２通信事業者が運営する基地局に接続して前記ネ
ットワークに接続するための第２接続権を前記無線通信装置に設定して当該設定された第
２接続権に基づいて前記無線通信装置を前記ネットワークを介して前記情報処理システム
に接続させて前記情報処理システムおよび前記無線通信装置間での前記サービスに関する
通信処理において前記サービスに関する表示画面を前記無線通信装置に表示させるように
制御を行う制御部と
を具備する通信システム。
【請求項１３】
　第１通信事業者が運営する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第１
接続権に基づいて無線通信装置が前記ネットワークを介して情報処理システムに接続され
て前記情報処理システムが提供するサービスに関する表示画面が前記無線通信装置に表示
されている場合に、前記表示されたサービスの利用を開始するための操作である所定操作
が前記無線通信装置において行われたことを判定する判定手順と、
　前記所定操作が行われた場合には、第２通信事業者が運営する基地局に接続して前記ネ
ットワークに接続するための第２接続権を前記無線通信装置に設定して当該設定された第
２接続権に基づいて前記無線通信装置を前記ネットワークを介して前記情報処理システム
に接続させて前記情報処理システムおよび前記無線通信装置間での前記サービスに関する
通信処理において前記サービスに関する表示画面を前記無線通信装置に表示させるように
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】
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【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
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、第
１通信事業者が運営する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第１接続
権に基づいて無線通信装置が上記ネットワークを介して情報処理システムに接続されて上
記情報処理システムが提供するサービスに関する表示画面が上記無線通信装置に表示され
ている場合に、上記表示されたサービスの利用を開始するための操作である所定操作が上
記無線通信装置において行われたことを判定する判定部と、上記所定操作が行われた場合
には、第２通信事業者が運営する基地局に接続して上記ネットワークに接続するための第
２接続権を上記無線通信装置に設定して当該設定された第２接続権に基づいて上記無線通
信装置を上記ネットワークを介して上記情報処理システムに接続させて上記情報処理シス
テムおよび上記無線通信装置間での上記サービスに関する通信処理において上記サービス
に関する表示画面を上記無線通信装置に表示させる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、第１接続権に基づいて無線通信装置が情報処理システムに接続さ
れて情報処理システムが提供するサービスに関する表示画面が無線通信装置に表示されて
いる場合に、その表示されたサービスの利用を開始するための操作である所定操作が無線
通信装置において行われた場合には、第２接続権を無線通信装置に設定してその第２接続
権に基づいて無線通信装置を情報処理システムに接続させて情報処理システムおよび無線
通信装置間でのサービスに関する通信処理においてそのサービスに関する表示画面を無線
通信装置に表示させるという作用をもたらす。
【００１０】
　また、この第１の側面において、上記情報処理装置は、上記無線通信装置であり、上記
制御部は、上記所定操作が行われた場合には、上記第２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（Registration Operator）に対して行い、上
記設定要求に応じてＳＨＯ（Selected Home Operator）により設定された上記第２接続権
に基づいて上記ネットワークに接続した後に上記情報処理システム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、所定操作が行われた場合には、
第２接続権の設定要求をＲＯに対して行い、その設定要求に応じてＳＨＯにより設定され
た第２接続権に基づいてネットワークに接続した後に情報処理システムとの間で通信処理
を行う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ＲＯは、上記無線通信装置に上記第２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
システムに通知するようにしてもよい。これにより、ＲＯは、無線通信装置に第２接続権
が設定されて無線通信装置がネットワークに接続された場合に、その旨を情報処理システ



(5) JP 6035713 B2 2016.11.30

10

20

30

40

50

ムに通知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ＲＯは、上記無線通信装置に設定された上記第２
接続権が無効化された場合にその旨を上記情報処理システム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第２接続権が無効化された場合に、そ
の旨を情報処理システムに通知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、上記情報処理システムであり、
上記制御部は、上記所定操作が行われた場合には、上記第２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ＳＨ
Ｏにより上記無線通信装置に設定された上記第２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、所定操作が行われた場合には、第２接続権の設
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
た第２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。
【００１４】
　また、この第１の側面において、上記第１接続権を、上記第１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当該基地局に接続する権利とし、上記第２
接続権を、上記サービスを提供するサービス提供者が契約している上記第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に基づいて当該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、サービス提供者が契約している第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に基づいて基地局に接続する権利を第２接続権
として用い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２接続権に、上記情報処理システムと上記無線
通信装置との間で上記通信処理のみを行うための制限を付すようにしてもよい。これによ
り、情報処理システムと無線通信装置との間で通信処理のみを行うための制限が付されて
いる第２接続権を用い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、上記制御部は、上記情報処理システムから上記無線通
信装置にコンテンツを提供するコンテンツ提供処理、上記無線通信装置から上記情報処理
システムに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、上記情報処理シス
テムから上記無線通信装置に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、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通信処理として行うという作用をもたら
す。
【００１７】
　また、この第１の側面において、上記判定部は、上記設定された上記第２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第２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、設定された第２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、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第２接続権を無効化するという作用をもたらす。
【００１８】
　また、この第１の側面において、上記情報処理装置は、上記情報処理システムであり、
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第２接続権を無効化するための無効化要求をＲＯに対して行う
ように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第２接続権を無効化するための無効化要
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求をＲＯに対して行うという作用をもたらす。
【００１９】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記情報処理システムと上記無線通信
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
上記第２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、情報処理システム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、無線通信装置に設定された第２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。
【００２０】
　また、本技術の第２の側面は、サービス提供者に係る情報処理システムと、無線通信を
行う無線通信装置と、第１通信事業者が運営する基地局に接続して所定のネットワークに
接続するための第１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を介して上記
情報処理システムに接続されて上記情報処理システムが提供するサービスに関する表示画
面が上記無線通信装置に表示されている場合に、上記表示されたサービスの利用を開始す
るための操作である所定操作が上記無線通信装置において行われたことを判定する判定部
と、上記所定操作が行われた場合には、第２通信事業者が運営する基地局に接続して上記
ネットワークに接続するための第２接続権を上記無線通信装置に設定して当該設定された
第２接続権に基づいて上記無線通信装置を上記ネットワークを介して上記情報処理システ
ムに接続させて上記情報処理システムおよび上記無線通信装置間での上記サービスに関す
る通信処理において上記サービスに関する表示画面を上記無線通信装置に表示させるよう
に制御を行う制御部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、第１接続権に基づいて無線通信
装置が情報処理システムに接続されて情報処理システムが提供するサービスに関する表示
画面が無線通信装置に表示されている場合に、その表示されたサービスの利用を開始する
ための操作である所定操作が無線通信装置において行われた場合には、第２接続権を無線
通信装置に設定してその第２接続権に基づいて無線通信装置を情報処理システムに接続さ
せて情報処理システムおよび無線通信装置間でのサービスに関する通信処理においてその
サービスに関する表示画面を無線通信装置に表示させるという作用をもたらす。
【発明の効果】
【００２１】
　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】
【００２２】
【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５】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置３００の表示部３７０に表示さ
れる表示画面例を示す図である。
【図６】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７】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８】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置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。
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【図９】本技術の第２の実施の形態における通信システム１０１のシステム構成例を示す
ブロック図である。
【図１０】本技術の第２の実施の形態における無線通信装置３００の表示部３７０に表示
される表示画面例を示す図である。
【図１１】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１２】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１３】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。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　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が、サービ
ス提供会社が契約しているＭＣＩＭを用いて通信処理を行う例）
　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が、サービス提供
会社が契約している他のＭＣＩＭを用いて通信処理を行う例）
　３．変形例
【００２４】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［通信システムの構成例］
　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。）。
【００２５】
　図１（ａ）には、無線通信装置３００が有効なＭＣＩＭ（Machine Communication Iden
tity Module）（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１（ｂ）には、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。
【００２６】
　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。
【００２７】
　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。
【００２８】
　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、
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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。
【００２９】
　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３００とを備える。
【００３０】
　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。無線通信装置３００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。
【００３１】
　図１（ａ）に示すように、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、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１（ｂ）に
示すように、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、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、無線通信装置３００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。
【００３２】
　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。
【００３３】
　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。
【００３４】
　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。
【００３５】
　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。
【００３６】
　基地局２１は、無線回線を介して無線通信装置３００およびＲＯ２０を接続する移動体
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通信基地局（ＮｏｄｅＢ）である。
【００３７】
　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。
【００３８】
　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。
【００３９】
　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。
【００４０】
　基地局３１は、無線回線を介して無線通信装置３００およびＳＨＯ３０を接続する移動
体通信基地局（ＮｏｄｅＢ）である。
【００４１】
　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。
【００４２】
　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３００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。
【００４３】
　例えば、図１（ａ）に示すように、無線通信装置３００が有効なＭＣＩＭ３０１を保持
する場合には、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、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ＭＣＩＭ３０１を保持する無線通信装置３００がＲＯ２０と接続する場合には
、ＳＨＯ３０を介してＲＯ２０と接続される。
【００４４】
　また、図１（ｂ）に示すように、無線通信装置３００が有効なＭＣＩＭ３０１を保持し
ていない場合は、無線通信装置３００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３
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。
【００４５】
　なお、無線通信装置３００が有効なＭＣＩＭ３０１を保持していない場合には、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
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が可能であり、これらの基地局を介してＲＯ２０と接続される。
【００４６】
　このように、有効なＭＣＩＭ３０１を保持していない無線通信装置３００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。
【００４７】
　このように、無線通信装置３００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。
【００４８】
　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３００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。
【００４９】
　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。
【００５０】
　［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。
【００５１】
　通信システム１００は、ネットワーク１１０と、基地局１２２、１３２と、通信制御装
置（第１通信事業者）１２０と、通信制御装置（第２通信事業者）１３０と、情報処理装
置２００と、無線通信装置３００とを備える。
【００５２】
　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）１３０は、図１に示すＳＨＯ３０に対
応し、通信制御装置（第１通信事業者）１２０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
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。
【００５３】
　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）１３０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）１２０とは、ゲートウェイ（図示せず）を介して接続される。
【００５４】
　通信制御装置（第２通信事業者）１３０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）１３０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）１３０は、制御部１３１を備える。
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【００５５】
　制御部１３１は、基地局１３２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１３１は、基地局１３２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）１３０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。
【００５６】
　また、制御部１３１は、通信制御装置（第１通信事業者）１２０と接続され、通信制御
装置（第１通信事業者）１２０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）１３０を介した通信制御装置（第１通信事業
者）１２０との接続（限定接続）が可能である。また、制御部１３１は、ＭＣＩＭの設定
要求を無線通信装置３００、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）１２０に送信する。
【００５７】
　基地局１３２は、無線通信装置３００と、通信制御装置（第２通信事業者）１３０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。
【００５８】
　通信制御装置（第１通信事業者）１２０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）１２０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）１２０は、
制御部１２１を備える。
【００５９】
　制御部１２１は、直接、または、通信制御装置（第２通信事業者）１３０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について、ＰＣＩＤに基づく認
証を行う。そして、制御部１２１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１２１は、通信制御装置（第２通信事業者）１３０
と接続され、通信制御装置（第２通信事業者）１３０との間で各種情報のやり取りを行う
。
【００６０】
　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１３２と接続され、基地局１３２を介して通信制御装置（第２通信
事業者）１３０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）１２０と接続する場合には、通信制御装置（第２通信事業者）１
３０を介して通信制御装置（第１通信事業者）１２０と接続される。
【００６１】
　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１２２を介して通信制御装置（第１通信事業者）１２０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１２２、１３２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）１２０と接続される。
【００６２】
　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１２１からの指示に基づいて、通信制御装置（第
２通信事業者）１３０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
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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）１２
０側で行うことも可能である。このため、制御部１２１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。
【００６３】
　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１２１を介
して通信制御装置（第２通信事業者）１３０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）１２０側で行う
ことも可能である。このため、制御部１２１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。
【００６４】
　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、これらの各種通信サービスについては、図５乃至図７
等を参照して詳細に説明する。
【００６５】
　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。
【００６６】
　［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。
【００６７】
　情報処理装置２００は、通信部２１０と、サービス提供部２２０と、記憶部２３０と、
判定部２４０と、制御部２５０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システムの一例である。
【００６８】
　通信部２１０は、ネットワーク１１０と接続され、制御部２５０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２５
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。
【００６９】
　サービス提供部２２０は、制御部２５０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記憶
部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２２０は、その要求
に係るコンテンツ（例えば、ゲームコンテンツ）を記憶部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３００に送信する。
【００７０】
　記憶部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記憶部である。記憶部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、ゲームコンテンツ、Ｗｅｂサイト）
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を提供するためのコンテンツ等が格納される。
【００７１】
　判定部２４０は、情報処理装置２００と無線通信装置３００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２５０に出力する
。また、判定部２４０は、無線通信装置３００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を満たすかを判定し、その判定結果を制御部２５０に出力す
る。なお、判定部２４０による判定については、図１１および図１２を参照して詳細に説
明する。
【００７２】
　制御部２５０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２５０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。
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３００にコンテンツ
を提供する通信処理である。また、アップロード処理は、無線通信装置３００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３００にコンテンツをダウンロードする通信処理であ
る。
【００７３】
　［無線通信装置の構成例］
　図４は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置３００の内部構成例を示すブ
ロック図である。
【００７４】
　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３２１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、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３３
１により接続される。なお、無線通信装置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。
【００７５】
　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
れる。
【００７６】
　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。
【００７７】
　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１３２を介
して接続される通信制御装置（第２通信事業者）１３０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）１２０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。
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【００７８】
　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、
無線通信装置３００を特定するための端末識別情報（ＩＭＥＩ（International Mobile E
quipment Identity）＃０１）が記憶されている。
【００７９】
　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情報
（設定情報、無効化情報）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、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。
【００８０】
　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。また、操作部３６０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。
【００８１】
　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、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５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（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。
【００８２】
　ここで、例えば、制御部３３０は、情報処理装置２００と無線通信装置３００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。具体的には、制御部３３０は、操
作部３６０により所定操作が受け付けられた場合に、所定条件を満たすと判定する。ここ
で、所定操作は、例えば、図６に示すサービス利用開始操作（５０２）である。
【００８３】
　また、制御部３３０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３００に設定してその接続権に基づいて無線通信装置３００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３３０は、その接続権を無線通信装置３００に設定することを要求するための
ＭＣＩＭの設定要求を通信制御装置（第１通信事業者）１２０に対して行う。そして、制
御部３３０は、その設定要求に応じて通信制御装置（第２通信事業者）１３０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２００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３３０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。
【００８４】
　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
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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３００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。
【００８５】
　また、通信制御装置（第１通信事業者）１２０は、無線通信装置３００に接続権が設定
されて無線通信装置３００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。
【００８６】
　また、制御部３３０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、図７
に示すサービス利用終了操作（５２０））を満たすかを判定する。そして、制御部３３０
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３００に設
定された接続権を無効化するための制御を行う。
【００８７】
　また、制御部３３０は、情報処理装置２００と無線通信装置３００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３００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。
【００８８】
　また、通信制御装置（第１通信事業者）１２０は、無線通信装置３００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。
【００８９】
　位置情報取得部３８０は、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３８
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。
【００９０】
　［サービスの利用開始操作画面および利用終了操作画面の表示例］
　図５は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置３００の表示部３７０に表示
される表示画面例を示す図である。
【００９１】
　図５（ａ）には、情報処理装置２００との間で行われる通信サービスの利用を開始する
ための利用開始操作画面４００を示す。図５（ａ）では、電子メール形式の利用開始操作
画面４００を一例として示す。この利用開始操作画面４００は、例えば、ＭＣＩＭを保持
していた期間（過去）において、電子メールの受信処理により取得され、メモリ３４０に
格納されたものとする。
【００９２】
　利用開始操作画面４００は、情報処理装置２００が提供するＷｅｂサイト（例えば、オ
ンラインショッピングサイト）にアクセスするための操作画面であり、ヘッダ情報表示領
域４０１および本文表示領域４０２が設けられている。なお、説明の容易のため、利用開
始操作画面４００に表示される他の情報の図示および説明を省略する。
【００９３】
　ヘッダ情報表示領域４０１は、送信者、日時、宛先、件名等の電子メールに表示される
ヘッダ情報を表示する領域である。
【００９４】
　本文表示領域４０２は、送信者により入力されたメッセージ等が表示される領域である
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。例えば、情報処理装置２００との間で行われる通信サービスを利用する場合には、ＭＣ
ＩＭの契約が不要であり、かつ、通信費用が無料である旨のメッセージが表示される。
【００９５】
　また、本文表示領域４０２には、サービス提供会社５０の情報処理装置２００にアクセ
スするためのＵＲＬ（Uniform Resource Locator）４０３が表示される。ＵＲＬ４０３は
、いわゆる、広告メールに記載されている商品案内ＵＲＬに相当するものである。
【００９６】
　例えば、無線通信装置３００のユーザが、表示部３７０に利用開始操作画面４００を表
示させ、操作部３６０からの操作入力により、ＵＲＬ４０３のクリック操作を行う。この
クリック操作が受け付けられた場合には、制御部３３０は、通信処理を開始するための制
御を行う。この処理については、図６および図７を参照して詳細に説明する。
【００９７】
　図５（ｂ）には、情報処理装置２００との間で行われている通信サービスの利用を終了
するための利用終了操作画面を示す。図５（ｂ）では、その通信サービスを利用している
場合に表示される商品購入操作画面４１０を一例として示す。この商品購入操作画面４１
０は、例えば、ユーザ操作に応じて、または、自動で表示部３７０に表示されるものとす
る。
【００９８】
　商品購入操作画面４１０は、通信サービスを利用している表示画面（情報処理装置２０
０が提供するＷｅｂサイト（例えば、オンラインショッピングサイト））において、通信
サービスの利用終了操作ボタン（通信サービス終了ボタン４１１）が設けられている。な
お、説明の容易のため、商品購入操作画面４１０に表示される他の情報の図示および説明
を省略する。
【００９９】
　通信サービス終了ボタン４１１は、情報処理装置２００との間で行われている通信サー
ビスの利用を終了する場合に押下されるボタンである。
【０１００】
　例えば、無線通信装置３００のユーザが、通信サービス終了ボタン４１１が表示部３７
０に表示されている状態で、操作部３６０からの操作入力により、通信サービス終了ボタ
ン４１１の押下操作を行う。この押下操作が受け付けられた場合には、制御部３３０は、
通信処理を終了させるための制御を行う。この処理については、図６および図７を参照し
て詳細に説明する。
【０１０１】
　［通信サービスを利用する場合における通信例］
　図６および図７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。
【０１０２】
　図６および図７では、無線通信装置３００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により契約されているＭＣＩＭを用
いて通信制御装置（第２通信事業者）１３０に接続する例について説明する。なお、ユー
ザ契約によるＭＣＩＭと区別するため、サービス提供会社５０により契約されているＭＣ
ＩＭを、以下では、ＳＰ　ＭＣＩＭと称して説明する。また、図６および図７では、無線
通信装置３００が通信制御装置（第１通信事業者）１２０と接続状態（５０１）とされて
いるものとする。また、図６および図７では、無線通信装置３００を操作することにより
、情報処理装置２００から提供される通信サービス（例えば、オンラインショッピングサ
イト）を利用する場合における通信処理例を示す。
【０１０３】
　最初に、ユーザ操作により、情報処理装置２００との間で通信サービスを開始するため
のサービス利用開始操作を行うための表示画面を無線通信装置３００の表示部３７０に表
示させる。例えば、無線通信装置３００の表示部３７０には、図５（ａ）に示す利用開始
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操作画面４００が表示される。
【０１０４】
　ここで、図５（ａ）に示す利用開始操作画面４００において、ＵＲＬ４０３のクリック
操作が行われる（５０２）。このように、無線通信装置３００においてサービス利用開始
操作が受け付けられた場合には（５０２）、ＳＰ　ＭＣＩＭの設定要求が無線通信装置３
００から通信制御装置（第１通信事業者）１２０に送信される（５０３、５０４）。この
場合に、無線通信装置３００が通信制御装置（第１通信事業者）１２０と接続状態（５０
１）とされているため、ＳＰ　ＭＣＩＭの設定要求は、無線通信装置３００から通信制御
装置（第１通信事業者）１２０に直接送信される（５０３、５０４）。
【０１０５】
　ＳＰ　ＭＣＩＭの設定要求は、サービス提供会社５０により予め用意（契約）されてい
るＭＣＩＭ（ＳＰ　ＭＣＩＭ）を取得するための要求であり、ＵＲＬ４０３に基づいて送
信される。このＳＰ　ＭＣＩＭの設定要求には、無線通信装置３００を識別するための識
別情報と、無線通信装置の種類を特定するための種類情報（例えば、携帯電話装置）とが
含まれる。ここで、識別情報は、例えば、無線通信装置３００の固有ＩＤ（例えば、メモ
リ３４０に記憶されているＩＭＥＩ＃０１）である。
【０１０６】
　ＳＰ　ＭＣＩＭの設定要求を受信すると（５０４）、通信制御装置（第１通信事業者）
１２０の制御部１２１は、ＳＰ　ＭＣＩＭの設定指示を通信制御装置（第２通信事業者）
１３０に送信する（５０５、５０６）。このＳＰ　ＭＣＩＭの設定指示は、ＳＰ　ＭＣＩ
Ｍの設定要求に係る送信元の無線通信装置（無線通信装置３００）に有効なＭＣＩＭ（サ
ービス提供会社５０により契約されているＭＣＩＭ）を設定するための指示である。
【０１０７】
　ＳＰ　ＭＣＩＭの設定要求を受信すると（５０６）、通信制御装置（第２通信事業者）
１３０の制御部１３１は、ＳＰ　ＭＣＩＭの設定情報を、通信制御装置（第１通信事業者
）１２０を介して無線通信装置３００に送信する（５０７乃至５１０）。このＳＰ　ＭＣ
ＩＭの設定情報は、ＳＰ　ＭＣＩＭを無線通信装置３００に設定するための情報であり、
ＳＰ　ＭＣＩＭを含む。すなわち、この例では、通信制御装置（第１通信事業者）１２０
を介して、通信制御装置（第２通信事業者）１３０から無線通信装置３００にＳＰ　ＭＣ
ＩＭがダウンロードされる例を示す。ただし、無線通信装置３００にＳＰ　ＭＣＩＭを保
持させておき、この保持されているＳＰ　ＭＣＩＭの有効化／無効化を行うことにより、
ＳＰ　ＭＣＩＭを無線通信装置３００に設定するようにしてもよい。この場合には、ＭＣ
ＩＭの設定情報には、無線通信装置３００に保持されているＳＰ　ＭＣＩＭを有効化する
ための情報が含まれる。また、無線通信装置３００にＳＰ　ＭＣＩＭを保持させておく場
合でも、通常時には、ＳＰ　ＭＣＩＭが無効とされているため、ユーザは使用することが
できない。
【０１０８】
　ここで、ＳＰ　ＭＣＩＭには、例えば、一定の制限を設けるようにしてもよい。この一
定の制限として、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設けることができる。
【０１０９】
　ＳＰ　ＭＣＩＭの設定情報を無線通信装置３００が受信すると（５１０）、無線通信装
置３００において有効なＭＣＩＭ（ＳＰ　ＭＣＩＭ）が設定される（５１１）。具体的に
は、ダウンロードされたＳＰ　ＭＣＩＭが無線通信装置３００のＭＣＩＭ情報記憶部３５
０に書き込まれる（５１１）。これにより、無線通信装置３００に有効なＭＣＩＭ（ＳＰ
　ＭＣＩＭ）が保持され、無線通信装置３００が通信制御装置（第２通信事業者）１３０
と接続状態（５１２）とされる。すなわち、無線通信装置３００に通信制御装置（第２通
信事業者）１３０の接続権が設定される。この接続処理時には、無線通信装置３００の識
別情報を通信制御装置（第２通信事業者）１３０に通知するようにしてもよい。これによ
り、通信制御装置（第２通信事業者）１３０は、無線通信装置３００との接続が完了した
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ことを容易に検出することができる。
【０１１０】
　無線通信装置３００が通信制御装置（第２通信事業者）１３０と接続状態（５１２）と
された場合には、通信制御装置（第２通信事業者）１３０は、接続完了通知を通信制御装
置（第１通信事業者）１２０に送信する（５１３、５１４）。この接続完了通知は、無線
通信装置３００が接続されたことを通知するための情報である。また、その接続完了通知
を受信した場合には（５１４）、通信制御装置（第１通信事業者）１２０の制御部１２１
は、その接続完了通知を情報処理装置２００に送信する（５１５、５１６）。
【０１１１】
　なお、上述した接続処理時において（５１２）、無線通信装置３００の識別情報が通信
制御装置（第２通信事業者）１３０に通知されている場合には、それらを通信制御装置（
第１通信事業者）１２０に通知するようにしてもよい（５１３、５１４）。この場合には
、同様に、無線通信装置３００の識別情報を情報処理装置２００に通知するようにしても
よい（５１５、５１６）。これにより、通信制御装置（第１通信事業者）１２０、情報処
理装置２００は、通信制御装置（第２通信事業者）１３０および無線通信装置３００の接
続が完了したことを容易に検出することができる。
【０１１２】
　ここで、無線通信装置３００が通信制御装置（第２通信事業者）１３０と接続状態（５
１２）とされている。このため、無線通信装置３００は、通信制御装置（第２通信事業者
）１３０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（５１７乃至５１９）。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を利用することができる状態となる（５１７乃至５１
９）。
【０１１３】
　例えば、ユーザ操作に基づいて、図５（ｂ）に示す商品購入操作画面４１０を表示部３
７０に表示させることができる。商品購入操作画面４１０は、情報処理装置２００から提
供されるＷｅｂサイトである。無線通信装置３００のユーザは、商品購入操作画面４１０
において、商品の閲覧や購買を行うことができる。例えば、ペンギンのぬいぐるみや蟹の
閲覧および購買を行うことができる。
【０１１４】
　ここで、ＳＰ　ＭＣＩＭに基づく接続により行われている通信サービスの利用を終了す
る場合について説明する。例えば、図５（ｂ）に示す商品購入操作画面４１０における通
信サービス終了ボタン４１１の押下操作をユーザが行うことにより、その通信サービスの
利用を終了することができる（５２０）。
【０１１５】
　このように、サービス利用終了操作が行われた場合には（５２０）、無線通信装置３０
０および通信制御装置（第２通信事業者）１３０間において切断処理が行われる（５２１
、５２２）。この切断処理が行われた後に（５２１、５２２）、無線通信装置３００にお
いて、ＭＣＩＭの無効化処理が行われる（５２３）。すなわち、ＭＣＩＭ情報記憶部３５
０に書き込まれたＭＣＩＭ（ＳＰ　ＭＣＩＭ）が消去される（５２３）。これにより、無
線通信装置３００が通信制御装置（第１通信事業者）１２０と接続状態（５２４）とされ
る。
【０１１６】
　また、切断処理が行われた後に（５２１、５２２）、通信制御装置（第２通信事業者）
１３０は、無線通信装置３００との接続が切断された旨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）１２０に送信する（５２５、５２６）。また、切断完了
通知を受信した場合には（５２６）、通信制御装置（第１通信事業者）１２０の制御部１
２１は、その切断完了通知（無効化通知）を情報処理装置２００に送信する（５２７、５
２８）。
【０１１７】
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　なお、これらの通知を行う場合において（５２５乃至５２８）、無線通信装置３００の
識別情報が通知された場合には、それらを次の送信対象となる通知に含めて送信するよう
にしてもよい（５２５乃至５２８）。これにより、通知を受けた通信制御装置（第１通信
事業者）１２０、情報処理装置２００は、通信制御装置（第２通信事業者）１３０および
無線通信装置３００の接続が切断されたことを容易に検出することができる。
【０１１８】
　なお、この例では、通信サービス終了ボタン４１１の押下操作により、ＳＰ　ＭＣＩＭ
に基づく接続により行われている通信サービスの利用を終了する例について説明したが、
他の条件を終了処理の条件（無効化処理の所定条件）とするようにしてもよい。例えば、
利用しているアプリケーション（例えば、ブラウザ）を閉じる操作が行われた場合、ＳＰ
　ＭＣＩＭをダウンロードしてから一定時間（例えば、１時間）が経過した場合を、終了
処理の条件とすることができる。また、サービス利用時の通信量が一定値を超えた場合、
閲覧または購入した商品（例えば、数量限定の商品）の数が一定値を超えた場合を、終了
処理の条件とすることができる。
【０１１９】
　また、この例では、無線通信装置３００が通信制御装置（第２通信事業者）１３０と接
続状態（５１２）とされた場合に、接続完了通知の送信が行われる（５１３乃至５１６）
例を示すが、接続完了通知の送信を省略するようにしてもよい。また、この例では、切断
処理が行われた後に（５２１、５２２）、切断完了通知の送信を行う例（５２５乃至５２
８）を示すが、切断完了通知の送信を省略するようにしてもよい。
【０１２０】
　また、この例では、無線通信装置３００が通信制御装置（第２通信事業者）１３０と接
続状態（５１２）とされた場合に、情報処理装置２００から無線通信装置３００にコンテ
ンツ（例えば、Ｗｅｂサイト）を提供するコンテンツ提供処理の例を示した。ただし、無
線通信装置３００から情報処理装置２００に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、情報処理装置２００から無線通信装置３００に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ようにしてもよい。
【０１２１】
　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。
【０１２２】
　これに対して、本技術の第１の実施の形態では、通信制御装置（第２通信事業者）１３
０のＭＣＩＭ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のＭＣＩＭ（ＳＰ　ＭＣ
ＩＭ）を用いて、サービス提供会社５０の各種通信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）１３０のＭＣＩＭを契約していないユーザが、Ｍ
ＣＩＭを保持していない無線通信装置３００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。
【０１２３】
　また、サービス提供会社５０は、予め契約しているＭＣＩＭ（ＳＰ　ＭＣＩＭ）を無線
通信装置３００にダウンロードさせ、所定期間（例えば、１時間）だけ、無線通信装置３
００に使用させることができる。これにより、無線通信装置３００のユーザに、サービス
提供会社５０のＷｅｂサイトを見せる機会を増加させることができる。
【０１２４】
　また、サービス提供会社５０のＭＣＩＭ（ＳＰ　ＭＣＩＭ）を用いた通信が行われてい
る場合には、その通信に係る通信費用は、サービス提供会社５０に課金される。このため
、サービス提供会社５０の各種通信サービスを受けているユーザは、その通信サービスに
係る通信料を支払う心配がないため、その分だけその通信サービスをユーザがじっくりと
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楽しむことができる。また、そのようにユーザに楽しんでもらうことにより、ユーザとの
関係性が強化され、サービス提供会社５０は、そのユーザによる継続した利用により安定
した収益を確保することが可能となる。
【０１２５】
　すなわち、ユーザ自身の契約認証情報がない状態であっても、ユーザは好みの通信サー
ビスを容易に享受することが可能となる。また、サービス提供者側にとっては、ユーザに
通信サービスを利用してもらう機会を増加させることができる。
【０１２６】
　［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。
【０１２７】
　［無線通信装置の動作例］
　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。
【０１２８】
　最初に、制御部３３０が、サービス利用開始操作が受け付けられたか否かを判断し（ス
テップＳ９０１）、サービス利用開始操作が受け付けられていない場合には、監視を継続
して行う。一方、サービス利用開始操作が受け付けられた場合には（ステップＳ９０１）
、制御部３３０は、ＳＰ　ＭＣＩＭの設定要求を通信制御装置（第１通信事業者）１２０
に送信する（ステップＳ９０２）。なお、ステップＳ９０１は、特許請求の範囲に記載の
判定手順の一例である。
【０１２９】
　続いて、制御部３３０は、ＳＰ　ＭＣＩＭの設定情報を受信したか否かを判断し（ステ
ップＳ９０３）、ＳＰ　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。一方、ＳＰ　ＭＣＩＭの設定情報を受信した場合には（ステップＳ９０３）、制御
部３３０は、ＳＰ　ＭＣＩＭの設定処理を行う（ステップＳ９０４）。具体的には、制御
部３３０は、ダウンロードされたＳＰ　ＭＣＩＭをＭＣＩＭ情報記憶部３５０に書き込む
。
【０１３０】
　続いて、制御部３３０は、設定されたＳＰ　ＭＣＩＭに基づいて、通信制御装置（第２
通信事業者）１３０との間で接続処理を行う（ステップＳ９０５）。これにより、無線通
信装置３００が通信制御装置（第２通信事業者）１３０と接続状態とされる。
【０１３１】
　続いて、制御部３３０は、通信制御装置（第２通信事業者）１３０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（ステップＳ９０６）。
続いて、制御部３３０は、サービス利用終了操作が行われたか否かを判断し（ステップＳ
９０７）、サービス利用終了操作が行われていない場合には、ステップＳ９０６に戻る。
一方、サービス利用終了操作が行われた場合には（ステップＳ９０７）、制御部３３０は
、通信制御装置（第２通信事業者）１３０との間で切断処理を行う（ステップＳ９０８）
。
【０１３２】
　続いて、制御部３３０は、ＳＰ　ＭＣＩＭの無効化処理を行われる（ステップＳ９０９
）。なお、ステップＳ９０２乃至Ｓ９０９は、特許請求の範囲に記載の制御手順の一例で
ある。
【０１３３】
　＜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からＳＰ　Ｍ
ＣＩＭの設定要求を行い、これにより取得されたＳＰ　ＭＣＩＭに基づいてＳＨＯに接続
する例を示した。ただし、ＭＣＩＭを有する無線通信装置からＳＰ　ＭＣＩＭの設定要求
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を行い、これにより取得されたＳＰ　ＭＣＩＭに基づいてＳＨＯに新たに接続するように
してもよい。
【０１３４】
　そこで、本技術の第２の実施の形態では、ＭＣＩＭを有する無線通信装置からＳＰ　Ｍ
ＣＩＭの設定要求を行い、これにより取得されたＳＰ　ＭＣＩＭに基づいてＳＨＯに新た
に接続する例を示す。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２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。
【０１３５】
　［通信システムの構成例］
　図９は、本技術の第２の実施の形態における通信システム１０１のシステム構成例を示
すブロック図である。
【０１３６】
　通信システム１０１は、図２に示す通信システム１００において、通信制御装置（第３
通信事業者）１４０および基地局１４２を追加した点のみが異なる。そこで、以下では、
主に、通信制御装置（第３通信事業者）１４０および基地局１４２について説明し、通信
システム１００と共通する部分については、その説明の一部を省略する。
【０１３７】
　通信制御装置（第３通信事業者）１４０は、無線接続サービスを提供する無線事業者（
第２通信事業者とは異なる）により管理される通信制御装置であり、図１に示すＳＨＯ３
０に対応する。すなわち、通信制御装置（第３通信事業者）１４０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３通信事業者）１４０は、
制御部１４１を備える。
【０１３８】
　制御部１４１は、基地局１４２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１４１は、基地局１４２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３通信事業者）１４０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。ＭＣＩＭ（契約認証情報）は、第２通信事業者のＭＣＩＭとは
異なるものである。
【０１３９】
　なお、管理する通信事業者およびＭＣＩＭ以外については、通信制御装置（第３通信事
業者）１４０および基地局１４２は、通信制御装置（第２通信事業者）１３０および基地
局１３２と略同様であるため、ここでの説明を省略する。
【０１４０】
　また、本技術の第２の実施の形態では、オンラインゲームサイトにおいて、ユーザが所
望するゲームを行う場合を例にして説明する。具体的には、オンラインゲームサイトにお
いて、ユーザが所望する無料体験版ゲームを選択することにより、そのオンラインゲーム
を提供するサービス提供会社５０のＭＣＩＭ（ＳＰ　ＭＣＩＭ）を利用してゲームを行う
例を示す。
【０１４１】
　また、本技術の第２の実施の形態では、初期状態において、ユーザの操作する無線通信
装置３００には、ユーザ自身が契約したＭＣＩＭが保持され、このＭＣＩＭを利用してオ
ンラインゲームサイトを閲覧しているものとする。
【０１４２】
　［ゲーム選択操作画面およびゲーム終了画面の表示例］
　図１０は、本技術の第２の実施の形態における無線通信装置３００の表示部３７０に表
示される表示画面例を示す図である。
【０１４３】
　図１０（ａ）には、情報処理装置２００との間で通信サービスが行われている場合にお
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けるゲーム選択操作画面４２０を示す。このゲーム選択操作画面４２０は、例えば、サー
ビス提供会社５０が提供するオンラインゲームサイトに無線通信装置３００が接続してい
る状態で表示される操作画面の一例である。
【０１４４】
　ゲーム選択操作画面４２０には、ゲームアイコン４２１乃至４２３と、開始ボタン４２
４と、戻るボタン４２５とが設けられている。なお、説明の容易のため、ゲーム選択操作
画面４２０に表示される他の情報の図示および説明を省略する。
【０１４５】
　ゲームアイコン４２１乃至４２３は、サービス提供会社５０が提供するオンラインゲー
ムを表すアイコンである。ユーザは、これらのアイコンを選択する選択操作を行うことに
より、所望のオンラインゲームを選択することができる。
【０１４６】
　開始ボタン４２４は、ゲームアイコン４２１乃至４２３の何れかを選択する選択操作が
行われた後に、その操作されたオンラインゲームを開始する際に押下されるボタンである
。
【０１４７】
　戻るボタン４２５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。
【０１４８】
　例えば、無線通信装置３００のユーザが、表示部３７０にゲーム選択操作画面４２０を
表示させ、操作部３６０からの操作入力により、所望のゲームアイコンを選択し、開始ボ
タン４２４の押下操作を行う。この押下操作が受け付けられた場合には、制御部３３０は
、ＳＰ　ＭＣＩＭを設定するための制御を行う。この処理については、図１１および図１
２を参照して詳細に説明する。
【０１４９】
　図１０（ｂ）には、情報処理装置２００との間で行われている通信サービス（オンライ
ンゲーム）の利用を終了するためのゲーム終了画面４３０を示す。このゲーム終了画面４
３０は、例えば、図１０（ａ）に示すゲーム選択操作画面４２０においてユーザが選択し
たオンラインゲームが終了した際に表示部３７０に表示される。
【０１５０】
　ゲーム終了画面４３０には、ユーザが選択したオンラインゲームが終了した際における
画像４３１と、続けるボタン４３２と、終了ボタン４３３とが設けられている。なお、説
明の容易のため、ゲーム終了画面４３０に表示される他の情報の図示および説明を省略す
る。
【０１５１】
　続けるボタン４３２は、終了したオンラインゲームを再度行う場合に押下されるボタン
である。なお、オンラインゲームの終了後に行うことが可能なゲームの回数制限（例えば
、３回）を設け、この回数に達した場合には、続けるボタン４３２を非表示とするように
してもよい。
【０１５２】
　終了ボタン４３３は、オンラインゲームの終了を確定する際に押下されるボタンである
。終了ボタン４３３が押下された場合には、表示画面が初期メニュー等に戻る。
【０１５３】
　例えば、無線通信装置３００のユーザが、表示部３７０にゲーム終了画面４３０が表示
されている状態で、操作部３６０からの操作入力により、終了ボタン４３３の押下操作を
行う。この押下操作が受け付けられた場合には、制御部３３０は、ＳＰ　ＭＣＩＭを解除
して、元のＭＣＩＭを設定するための制御を行う。この処理については、図１１および図
１２を参照して詳細に説明する。
【０１５４】
　［オンラインゲームを行う場合における通信例］
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　図１１および図１２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。
【０１５５】
　図１１および図１２では、無線通信装置３００が第２通信事業者のＭＣＩＭ（ユーザ契
約によるＭＣＩＭ）を保持する場合において、第３通信事業者のＭＣＩＭ（ＳＰ　ＭＣＩ
Ｍ）を用いて第３通信事業者に接続する例について説明する。すなわち、図１１および図
１２では、無線通信装置３００が通信制御装置（第２通信事業者）１３０と接続状態（５
３１）とされているものとする。ここで、第３通信事業者のＭＣＩＭは、サービス提供会
社５０が契約しているＭＣＩＭ（ＳＰ　ＭＣＩＭ）であるものとする。また、図１１およ
び図１２では、無線通信装置３００を操作することにより、情報処理装置２００から提供
される通信サービス（例えば、オンラインゲーム）を利用する場合における通信処理例を
示す。
【０１５６】
　最初に、ユーザ操作により、通信制御装置（第２通信事業者）１３０を介して無線通信
装置３００を情報処理装置２００と接続させ、情報処理装置２００との間で通信処理を行
う（５３２乃至５３４）。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を利用することができる状態とする（５３２乃至５３４）。
【０１５７】
　このように通信サービスを利用することができる状態とし、例えば、ユーザ操作に基づ
いて、オンラインゲームを選択するための選択操作を行うための表示画面を無線通信装置
３００の表示部３７０に表示させる。例えば、図１０（ａ）に示すゲーム選択操作画面４
２０を表示部３７０に表示させる。
【０１５８】
　ここで、図１０（ａ）に示すゲーム選択操作画面４２０において、ユーザが所望するゲ
ームアイコン４２１乃至４２３の選択操作が行われる（５３５）。このように、無線通信
装置３００においてゲーム選択操作が受け付けられた場合には（５３５）、ゲーム選択情
報が無線通信装置３００から情報処理装置２００に送信される（５３６乃至５３９）。こ
のゲーム選択情報は、ユーザによる選択操作により選択されたゲームを特定するための情
報である。また、ゲーム選択情報には、無線通信装置３００を識別するための識別情報と
、無線通信装置の種類を特定するための種類情報（例えば、携帯電話装置）とが含まれる
。また、無線通信装置３００が通信制御装置（第２通信事業者）１３０と接続状態（５３
１）とされているため、ゲーム選択情報は、無線通信装置３００から情報処理装置２００
に通信制御装置（第２通信事業者）１３０を介して送信される（５３６乃至５３９）。
【０１５９】
　ゲーム選択情報を受信すると（５３９）、情報処理装置２００の制御部２５０は、ＳＰ
　ＭＣＩＭの設定要求を通信制御装置（第１通信事業者）１２０に送信する（５４０、５
４１）。このＳＰ　ＭＣＩＭの設定要求は、ゲーム選択情報を送信した無線通信装置（無
線通信装置３００）に有効なＭＣＩＭ（サービス提供会社５０により契約されている第３
通信事業者のＭＣＩＭ（ＳＰ　ＭＣＩＭ））を設定するための要求である。
【０１６０】
　ＳＰ　ＭＣＩＭの設定要求を受信すると（５４１）、通信制御装置（第１通信事業者）
１２０の制御部１２１は、ＳＰ　ＭＣＩＭの設定指示を通信制御装置（第３通信事業者）
１４０に送信する（５４２、５４３）。このＳＰ　ＭＣＩＭの設定指示は、ゲーム選択情
報を送信した無線通信装置（無線通信装置３００）にＳＰ　ＭＣＩＭを設定するための指
示である。
【０１６１】
　ＭＣＩＭの設定指示を受信すると（５４３）、通信制御装置（第３通信事業者）１４０
の制御部１４１は、通信制御装置（第１通信事業者）１２０を介してＳＰ　ＭＣＩＭの設
定情報を無線通信装置３００に送信する（５４４乃至５４７）。このＳＰ　ＭＣＩＭの設
定情報は、ＳＰ　ＭＣＩＭを無線通信装置３００に設定するための情報であり、ＳＰ　Ｍ
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ＣＩＭを含む。すなわち、この例では、通信制御装置（第１通信事業者）１２０を介して
、通信制御装置（第３通信事業者）１４０から無線通信装置３００にＳＰ　ＭＣＩＭがダ
ウンロードされる例を示す。ただし、本技術の第１の実施の形態と同様に、無線通信装置
３００にＳＰ　ＭＣＩＭを保持させておき、この保持されているＳＰ　ＭＣＩＭの有効化
／無効化を行うことにより、ＳＰ　ＭＣＩＭを無線通信装置３００に設定するようにして
もよい。
【０１６２】
　ＳＰ　ＭＣＩＭの設定情報を無線通信装置３００が受信すると（５４７）、無線通信装
置３００において有効なＭＣＩＭ（ＳＰ　ＭＣＩＭ）が設定される（５４８）。具体的に
は、ダウンロードされたＳＰ　ＭＣＩＭが無線通信装置３００のＭＣＩＭ情報記憶部３５
０に書き込まれる（５４８）。この場合には、ＭＣＩＭ情報記憶部３５０に保持されてい
たＭＣＩＭ（ユーザ契約によるＭＣＩＭ）は無効化される。これにより、無線通信装置３
００に有効なＭＣＩＭ（ＳＰ　ＭＣＩＭ）が保持され、無線通信装置３００が通信制御装
置（第３通信事業者）１４０と接続状態（５５０）とされる。すなわち、無線通信装置３
００に通信制御装置（第３通信事業者）１４０の接続権が設定される。この接続処理時に
は、本技術の第１の実施の形態と同様に、無線通信装置３００の識別情報を通信制御装置
（第３通信事業者）１４０に通知するようにしてもよい。
【０１６３】
　無線通信装置３００が通信制御装置（第３通信事業者）１４０と接続状態（５５０）と
された場合には、通信制御装置（第３通信事業者）１４０は、接続完了通知を通信制御装
置（第１通信事業者）１２０に送信する（５５１、５５２）。この接続完了通知は、無線
通信装置３００が接続されたことを通知するための情報である。また、その接続完了通知
を受信した場合には（５５２）、通信制御装置（第１通信事業者）１２０の制御部１２１
は、その接続完了通知を情報処理装置２００に送信する（５５３、５５４）。この接続完
了通知により、情報処理装置２００は、接続完了を検出することができるため、オンライ
ンゲームの提供を開始することができる。
【０１６４】
　なお、上述した接続処理時において（５５０）、無線通信装置３００の識別情報が通信
制御装置（第３通信事業者）１４０に通知されている場合には、それらを通信制御装置（
第１通信事業者）１２０に通知するようにしてもよい（５５１、５５２）。この場合には
、同様に、無線通信装置３００の識別情報を情報処理装置２００に通知するようにしても
よい（５５３、５５４）。これにより、通信制御装置（第１通信事業者）１２０、情報処
理装置２００は、通信制御装置（第３通信事業者）１４０および無線通信装置３００の接
続が完了したことを容易に検出することができる。
【０１６５】
　ここで、無線通信装置３００が通信制御装置（第３通信事業者）１４０と接続状態（５
５０）とされている。このため、無線通信装置３００は、通信制御装置（第３通信事業者
）１４０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（５５５乃至５５７）。すなわち、ネットワーク（例えば、インターネ
ット）２０を介して通信サービス（オンラインゲーム）を利用することができる状態とな
る（５５５乃至５５７）。
【０１６６】
　すなわち、図１０（ａ）に示すゲーム選択操作画面４２０において選択されたゲームア
イコンに対応するオンラインゲームを行うためのゲーム画面が表示部３７０に表示される
（５５５乃至５５７）。そして、無線通信装置３００のユーザは、そのゲーム画面におい
て、所望のゲームを行うことができる（５５５乃至５５７）。
【０１６７】
　ここで、ＳＰ　ＭＣＩＭに基づく接続により行われている通信サービス（オンラインゲ
ーム）を終了する場合について説明する。例えば、予め規定されている場面までゲームが
進行した場合、ゲーム開始から一定時間（例えば、１時間）が経過した場合、ユーザの手
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動操作によりゲームプレイが中止された場合等を、オンラインゲームの終了タイミングと
することができる。これらのオンラインゲームの終了タイミングは、情報処理装置２００
の判定部２４０により判定される。
【０１６８】
　このようにオンラインゲームの終了タイミングとなった場合には、情報処理装置２００
の制御部２５０からの指示に基づいて、無線通信装置３００が自動で切断処理を行うよう
にしてもよい。また、例えば、オンラインゲームの終了タイミングであると判定された場
合には、ユーザによる終了操作が行われたことを条件に、ゲーム終了と判定するようにし
てもよい。例えば、オンラインゲームの終了タイミングであると判定された場合には、図
１０（ｂ）に示すゲーム終了画面４３０を表示部３７０に表示させる。そして、ゲーム終
了画面４３０において、終了ボタン５３３の押下操作をユーザが行うことを条件に、ゲー
ム終了と判定するようにしてもよい。
【０１６９】
　このように、情報処理装置２００の判定部２４０によりゲーム終了と判定された場合に
は（５５８）、ＳＰ　ＭＣＩＭの無効化要求が情報処理装置２００から通信制御装置（第
１通信事業者）１２０に送信される（５５９、５６０）。ＳＰ　ＭＣＩＭの無効化要求は
、無線通信装置３００に設定されているＳＰ　ＭＣＩＭを無効化するための要求である。
【０１７０】
　ＳＰ　ＭＣＩＭの無効化要求を受信すると（５６０）、通信制御装置（第１通信事業者
）１２０の制御部１２１は、ＳＰ　ＭＣＩＭの無効化指示を通信制御装置（第３通信事業
者）１４０に送信する（５６１、５６２）。このＳＰ　ＭＣＩＭの無効化指示は、無線通
信装置３００に設定されているＳＰ　ＭＣＩＭを無効化するための指示である。
【０１７１】
　ＳＰ　ＭＣＩＭの無効化指示を受信すると（５６２）、通信制御装置（第３通信事業者
）１４０の制御部１４１は、ＭＣＩＭの無効化情報を無線通信装置３００に送信する（５
６３、５６４）。このＭＣＩＭの無効化情報は、無線通信装置３００に設定されているＳ
Ｐ　ＭＣＩＭを無効化（消去）するための情報である。すなわち、この例では、無線通信
装置３００に設定されているＳＰ　ＭＣＩＭを消去することにより無効化する。ただし、
無線通信装置３００にＳＰ　ＭＣＩＭを保持させておき、この保持されているＳＰ　ＭＣ
ＩＭの有効化／無効化を行うことにより、無線通信装置３００に設定されているＳＰ　Ｍ
ＣＩＭを無効化するようにしてもよい。この場合には、ＭＣＩＭの無効化情報には、無線
通信装置３００に保持されているＳＰ　ＭＣＩＭを無効化するための情報が含まれる。
【０１７２】
　ＳＰ　ＭＣＩＭの無効化情報を無線通信装置３００が受信すると（５６４）、無線通信
装置３００および通信制御装置（第３通信事業者）１４０間において切断処理が行われる
（５６５、５６６）。この切断処理が行われた後に（５６５、５６６）、無線通信装置３
００において、ＭＣＩＭの無効化処理が行われる（５６７）。すなわち、ＭＣＩＭ情報記
憶部３５０に書き込まれたＭＣＩＭ（ＳＰ　ＭＣＩＭ）が消去される（５６７）。これに
より、無線通信装置３００が通信制御装置（第１通信事業者）１２０と接続状態（５６８
）とされる。
【０１７３】
　続いて、無線通信装置３００において有効なＭＣＩＭ（ユーザ契約によるＭＣＩＭ）が
設定される（５６９）。具体的には、無線通信装置３００のＭＣＩＭ情報記憶部３５０に
保持されているＭＣＩＭ（ユーザ契約によるＭＣＩＭ）が有効化される（５６９）。これ
により、無線通信装置３００に有効なＭＣＩＭが保持され、無線通信装置３００が通信制
御装置（第２通信事業者）１３０と接続状態（５７０）とされる。すなわち、無線通信装
置３００に通信制御装置（第２通信事業者）１３０の接続権が設定される。
【０１７４】
　また、切断処理が行われた後に（５６５、５６６）、通信制御装置（第３通信事業者）
１４０は、無線通信装置３００との接続が切断された旨を通知するための切断完了通知を
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通信制御装置（第１通信事業者）１２０に送信する（５７１、５７２）。また、切断完了
通知を通信制御装置（第１通信事業者）１２０が受信した場合には（５７２）、通信制御
装置（第１通信事業者）１２０は、その切断完了通知を情報処理装置２００に送信する（
５７３、５７４）。
【０１７５】
　このように、判定部２４０は、無線通信装置３００において所定操作（例えば、ゲーム
選択操作）が受け付けられた場合に所定条件を満たすと判定する。
【０１７６】
　また、制御部２５０は、所定条件を満たす場合には、接続権を無線通信装置３００に設
定することを要求するためのＳＰ　ＭＣＩＭの設定要求を通信制御装置（第１通信事業者
）１２０に対して行う。そして、その設定要求に応じて通信制御装置（第２通信事業者）
１３０により無線通信装置３００に設定された接続権に基づいて無線通信装置３００がネ
ットワーク１１０に接続された後に無線通信装置３００との間で通信処理を行うように制
御を行う。
【０１７７】
　また、制御部２５０は、無効化するための所定条件を満たすと判定部２４０により判定
された場合には、無線通信装置３００に設定された接続権を無効化するための無効化要求
を通信制御装置（第１通信事業者）１２０に対して行うように制御を行う。
【０１７８】
　なお、本技術の第１の実施の形態と同様に、各通知（接続完了通知、切断完了通知）の
送信を省略するようにしてもよい。
【０１７９】
　このように、本技術の第２の実施の形態では、サービス提供会社５０側からの設定要求
に基づいて、無線通信装置３００にＳＰ　ＭＣＩＭを設定することができる。この場合に
は、サービス提供会社５０側がＳＰ　ＭＣＩＭの設定要求側となるため、現在何台の無線
通信装置にＳＰ　ＭＣＩＭを付与しているか等の情報やその状態を、サービス提供会社５
０側で容易に管理することができる。例えば、オンラインゲームでは、ユーザがサービス
を利用している間、常に一定量の通信が生じるため、サービス提供会社５０側が接続機器
の台数等を管理することができることは重要である。
【０１８０】
　［情報処理装置の動作例］
　図１３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。
【０１８１】
　最初に、通信制御装置（第２通信事業者）１３０を介して無線通信装置３００との間で
通信処理（例えば、ゲーム選択操作中）が行われている（ステップＳ９２１）。
【０１８２】
　続いて、制御部２５０は、ゲーム選択情報を受信したか否かを判断し（ステップＳ９２
２）、ゲーム選択情報を受信していない場合には、ステップＳ９２１に戻る。一方、ゲー
ム選択情報を受信した場合には（ステップＳ９２２）、制御部２５０は、ＳＰ　ＭＣＩＭ
の設定要求を通信制御装置（第１通信事業者）１２０に送信する（ステップＳ９２３）。
なお、ステップＳ９２２は、特許請求の範囲に記載の判定手順の一例である。
【０１８３】
　続いて、制御部２５０は、接続完了通知を受信したか否かを判断し（ステップＳ９２４
）、接続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、接続完了通知
を受信した場合には（ステップＳ９２４）、通信制御装置（第３通信事業者）１４０を介
して無線通信装置３００と接続状態とされている。このため、制御部２５０は、通信制御
装置（第３通信事業者）１４０を介して情報処理装置２００との間で通信処理を行う（ス
テップＳ９２５）。
【０１８４】
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　続いて、制御部２５０は、判定部２４０によりゲーム終了と判定されたか否かを判断し
（ステップＳ９２６）、ゲーム終了と判定されていない場合には、監視を継続して行う。
一方、ゲーム終了と判定された場合には（ステップＳ９２６）、制御部２５０は、ＳＰ　
ＭＣＩＭの無効化要求を通信制御装置（第１通信事業者）１２０に送信する（ステップＳ
９２７）。
【０１８５】
　続いて、制御部２５０は、切断完了通知を受信したか否かを判断し（ステップＳ９２８
）、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Ｓ９２８）、通信処理の動作を終了する。なお、ステップ
Ｓ９２３乃至Ｓ９２８は、特許請求の範囲に記載の制御手順の一例である。
【０１８６】
　＜３．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および第２の実施の形態と同様の仕組みを実現することができる。
【０１８７】
　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。
【０１８８】
　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。
【０１８９】
　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。
【０１９０】
　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。
【０１９１】
　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、１３０、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２５０、判定部２４０）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。
【０１９２】
　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。
【０１９３】
　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
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 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。
【０１９４】
　このように、本技術の実施の形態によれば、ソフトウェアダウンローダブルＳＩＭを利
用して、利用者の通信料をサービス提供者が支払う仕組みを実現することができる。すな
わち、利用者は、サービス提供者が提供する通信サービスを受ける場合に、そのサービス
提供者が契約したＭＣＩＭをダウンロードすることにより、そのサービス提供者の通信サ
ービスに係る通信料を無料で利用することができる。
【０１９５】
　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。
【０１９６】
　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。
【０１９７】
　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
を具備する情報処理装置。
（２）　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（Registration Operator）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。
（３）　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（２）
に記載の情報処理装置。
（４）　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（２）または（３）に記載の情報処理装置。
（５）　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
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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。
（６）　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る前記（１）か
ら（５）のいずれかに記載の情報処理装置。
（７）　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（６）のいずれかに記載の情報処理
装置。
（８）　前記制御部は、前記情報処理システムから前記無線通信装置にコンテンツを提供
するコンテンツ提供処理、前記無線通信装置から前記情報処理システムにコンテンツをア
ップロードするアップロード処理、または、前記情報処理システムから前記無線通信装置
に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（１）から（７）のいずれかに記載の情報処理装置。
（９）　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（８）のいずれか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無効化要求をＲＯに対して行うよ
うに制御を行う
前記（９）に記載の情報処理装置。
（１１）　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（１０）のいずれかに記載の情
報処理装置。
（１２）　サービス提供者に係る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。
（１３）　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】
【０１９８】
　１０、１００、１０１、１０２　通信システム
　２１、３１、１２２、１３２、１４２　基地局
　４０、１１０　ネットワーク
　５０　サービス提供会社
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　１２０　通信制御装置（第１通信事業者）
　１２１、１３１、１４１、２５０、３３０　制御部
　１３０　通信事業者（第２通信事業者）
　１４０　通信事業者（第３通信事業者）
　２００　情報処理装置
　２１０　通信部
　２２０　サービス提供部
　２３０　記憶部
　２４０　判定部
　３００　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
　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

【図１】 【図２】



(31) JP 6035713 B2 2016.11.30

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(32) JP 6035713 B2 2016.11.30

【図７】 【図８】
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