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(57)【要約】
【課題】ユーザ好みのタイミングで無線接続サービスを
利用し、無線通信資源を効率的に活用する。
【解決手段】無線通信装置は、操作受付部および制御部
を具備する無線通信装置である。この操作受付部は、所
定のネットワークを介して所望の接続先に接続するため
の接続要求を行うタイミングを決定する決定操作を受け
付けるものである。また、制御部は、その決定操作によ
り決定されたタイミングでその接続要求を行うように制
御するものである。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定のネットワークを介して所望の接続先に接続するための接続要求を行うタイミング
を決定する決定操作を受け付ける操作受付部と、
　前記決定されたタイミングで前記接続要求を行うように制御する制御部と
を具備する無線通信装置。
【請求項２】
　前記操作受付部は、前記接続要求を行うための接続要求操作を受け付け、
　前記制御部は、前記接続要求操作が受け付けられた場合に前記決定されたタイミングで
前記接続要求を行う
請求項１記載の無線通信装置。
【請求項３】
　前記操作受付部は、前記接続要求を即時に行うための第１操作と、所定条件を満たすタ
イミングで前記接続要求を行うための第２操作との何れかを前記決定操作として受け付け
、
　前記制御部は、前記第１操作が受け付けられた場合には前記接続要求操作が受け付けら
れた直後に前記接続要求を行い、前記第２操作が受け付けられた場合には前記接続要求操
作が受け付けられた後に前記所定条件を満たすタイミングで前記接続要求を行う
請求項２記載の無線通信装置。
【請求項４】
　前記所定条件を満たすタイミングは、前記無線通信装置が存在するエリアが所定の無線
通信品質となるタイミングであり、
　前記制御部は、前記第２操作が受け付けられた場合には前記無線通信装置が存在するエ
リアが前記所定の無線通信品質であるか否かを判断し、前記無線通信装置が存在するエリ
アが前記所定の無線通信品質であると判断されたときに前記接続要求を行う
請求項３記載の無線通信装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記無線通信装置が存在するエリアが前記所定の無線通信品質となるエ
リアに関するエリア情報を取得し、当該取得されたエリア情報に基づいて当該所定の無線
通信品質となるエリアを表示部に表示させる請求項４記載の無線通信装置。
【請求項６】
　前記接続要求は、前記ネットワークを介して前記所望の接続先から所望のコンテンツを
取得するための接続要求であり、
　前記制御部は、前記第１操作が受け付けられた場合であっても、前記接続要求に応じて
取得されるコンテンツのサイズが所定サイズを基準として大きいときには、前記接続要求
操作が受け付けられた後に前記所定条件を満たすタイミングで前記接続要求を行う
請求項３記載の無線通信装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記第２操作が受け付けられた場合には前記所定条件を満たすタイミン
グで前記接続要求を行うための処理待ち情報を記憶部に記憶させ、
　前記制御部は、前記記憶部に記憶されている処理待ち情報に基づいて前記接続要求を行
う
請求項３記載の無線通信装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記記憶部に記憶されている前記処理待ち情報の一覧を表示部に表示さ
せる請求項７記載の無線通信装置。
【請求項９】
　前記操作受付部は、前記表示部に一覧表示されている前記処理待ち情報のうちから１ま
たは複数の処理待ち情報を削除するための削除操作を受け付け、
　前記制御部は、前記削除操作が受け付けられた場合には当該削除操作に係る前記処理待



(3) JP 2013-9298 A 2013.1.10

10

20

30

40

50

ち情報を前記記憶部から削除する
請求項８記載の無線通信装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記第２操作が受け付けられた場合には前記接続要求操作が受け付けら
れてから前記接続要求が行われるまでの間、前記所定条件を満たすタイミングで前記接続
要求を行う旨を表示部に表示させる請求項３記載の無線通信装置。
【請求項１１】
　前記所定条件を満たすタイミングは、前記無線通信装置が存在するエリアが所定の無線
通信品質となるタイミングであり、
　前記制御部は、前記第２操作が受け付けられた場合には、前記所定の無線通信品質とな
るエリアを検出して当該検出されたエリアに存在する無線通信装置に当該エリアが前記所
定の無線通信品質である旨の通知を送信する情報処理装置から前記通知を受信した場合に
前記接続要求を行う
請求項３記載の無線通信装置。
【請求項１２】
　前記情報処理装置は、前記検出されたエリアに係る通信事業者であって前記所定の無線
通信品質となる基地局に係る通信事業者に関する通信事業者情報を前記通知に含めて送信
し、
　前記制御部は、保持されている契約認証情報に係る通信事業者と前記受信した通知に含
まれる通信事業者情報に係る通信事業者とが異なる場合には、前記受信した通知に含まれ
る通信事業者情報に係る契約認証情報を設定し、当該設定後に前記接続要求を行う
請求項１１記載の無線通信装置。
【請求項１３】
　前記所定条件を満たすタイミングは、前記無線通信装置が存在するエリアが所定の無線
通信費となるタイミングであり、
　前記制御部は、前記第２操作が受け付けられた場合には前記無線通信装置が存在するエ
リアが前記所定の無線通信費となるエリアであるか否かを判断し、前記無線通信装置が存
在するエリアが前記所定の無線通信費となるエリアであると判断された場合に前記接続要
求を行う
請求項３記載の無線通信装置。
【請求項１４】
　コンテンツを記憶する記憶部をさらに具備し、
　前記接続要求は、前記所望の接続先に接続して当該接続先におけるコンテンツと前記記
憶部に記憶されているコンテンツとを同期させるための接続要求であり、
　前記操作受付部は、同期設定時刻において前記接続要求を行うための第１操作と、所定
条件を満たすタイミングで前記接続要求を行うための第２操作との何れかを前記決定操作
として受け付け、
　前記制御部は、前記第１操作が受け付けられた場合には前記同期設定時刻において前記
接続要求を行い、前記第２操作が受け付けられた場合には前記同期設定時刻が経過した後
に前記所定条件を満たすタイミングで前記接続要求を行う
請求項１記載の無線通信装置。
【請求項１５】
　前記制御部は、前記決定されたタイミングに基づいて前記接続要求に係る通信に関する
料金プランを設定する請求項１記載の無線通信装置。
【請求項１６】
　前記制御部は、前記ネットワークを介して前記所望の接続先からコンテンツのサイズに
関するサイズ情報を取得して当該サイズ情報に基づいて前記コンテンツのサイズを表示部
に表示させ、
　前記操作受付部は、前記コンテンツのサイズが表示された後に、前記第１操作または前
記第２操作を受け付ける
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請求項３記載の無線通信装置。
【請求項１７】
　前記制御部は、前記無線通信装置が存在するエリアの通信速度の予測値を算出し、前記
ネットワークを介して前記所望の接続先からコンテンツのサイズに関するサイズ情報を取
得して当該サイズ情報と前記算出された通信速度の予測値とに基づいて前記コンテンツの
ダウンロードに要する予測時間を算出し、前記算出された予測時間を表示部に表示させ、
　前記操作受付部は、前記算出された予測時間が表示された後に、前記第１操作または前
記第２操作を受け付ける
請求項３記載の無線通信装置。
【請求項１８】
　所定のネットワークを介して所望の接続先に接続して当該接続先から所望のコンテンツ
を取得するための代行要求を無線通信装置から受信した場合に当該接続先から前記所望の
コンテンツを取得する制御を行う制御部と、
　前記取得されたコンテンツを所定条件を満たすタイミングで前記無線通信装置に送信す
る送信制御部と
を具備する情報処理装置。
【請求項１９】
　前記制御部は、複数の無線通信装置から前記代行要求を受信した場合には前記代行要求
毎にコンテンツを取得し、
　前記送信制御部は、前記取得されたコンテンツを前記所定条件を満たすタイミングに従
って前記複数の無線通信装置毎に送信する
請求項１８記載の情報処理装置。
【請求項２０】
　所定のネットワークを介して所望の接続先に接続するための接続要求を行うタイミング
を決定する決定操作を受け付ける操作受付手順と、
　前記決定されたタイミングで前記接続要求を行うように制御する制御手順と
を具備する無線通信装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、無線通信装置に関する。詳しくは、無線通信を行う無線通信装置、情報処理
装置、これらを備える通信システムおよび無線通信装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、公衆無線網等のネットワークに接続する無線通信装置が広く普及している。また
、２００２年からは、３Ｇ（3rd Generation）方式の携帯電話サービス（日本では、第３
世代と呼ばれている）が開始された。この携帯電話サービスは、当初、音声、メール等の
小容量のパケットが主なアプリケーションであった。しかし、ＨＳＤＰＡ（High Speed D
ownlink Packet Access）等の導入により、音楽ファイルのダウンロードや動画の視聴等
のように比較的大きいサイズのパケットのダウンロードへとユーザの使用行動が変化しつ
つある。
【０００３】
　また、特定のエリア（基地局）にユーザが集中し、容量の大きなパケットのダウンロー
ドを行うことにより、局所的にトラフィックが集中することが想定される。この場合には
、十分な通信レートが得られない等の問題が発生する。
【０００４】
　そこで、例えば、無線通信装置からのコンテンツの配信要求を行う場合に、無線通信装
置における受信環境に応じてその配信の有無が決定される配信システムが提案されている
（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－７８０２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述の従来技術では、無線通信装置における受信環境が良好でない場合には、その無線
通信装置にコンテンツの配信が行われない。この場合には、例えば、その配信自体を中止
するか、所定期間経過後に受信環境の判別を行い、この受信環境に応じてその配信の有無
が再度決定される。
【０００７】
　しかしながら、コンテンツの取得をユーザが急ぐ場合や、コンテンツの取得を希望する
もののその取得タイミングについてはユーザが急がない場合等も想定される。このように
、ユーザが所望するコンテンツの取得タイミングは多種多様であるため、ユーザ好みのタ
イミングで無線接続サービスを利用することが重要である。この場合についても、無線通
信資源を効率的に活用することが重要である。
【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、ユーザ好みのタイミングで
無線接続サービスを利用し、無線通信資源を効率的に活用す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、所
定のネットワークを介して所望の接続先に接続するための接続要求を行うタイミングを決
定する決定操作を受け付ける操作受付部と、上記決定されたタイミングで上記接続要求を
行うように制御する制御部とを具備する無線通信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、接続要求を行うタイミン
グを決定する決定操作を受け付けると、その決定されたタイミングでその接続要求を行う
という作用をもたらす。
【００１０】
　また、この第１の側面において、上記操作受付部は、上記接続要求を行うための接続要
求操作を受け付け、上記制御部は、上記接続要求操作が受け付けられた場合に上記決定さ
れたタイミングで上記接続要求を行うようにしてもよい。これにより、接続要求を行うた
めの接続要求操作が受け付けられた場合に、その決定されたタイミングでその接続要求を
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、上記操作受付部は、上記接続要求を即時に行うための
第１操作と、所定条件を満たすタイミングで上記接続要求を行うための第２操作との何れ
かを上記決定操作として受け付け、上記制御部は、上記第１操作が受け付けられた場合に
は上記接続要求操作が受け付けられた直後に上記接続要求を行い、上記第２操作が受け付
けられた場合には上記接続要求操作が受け付けられた後に上記所定条件を満たすタイミン
グで上記接続要求を行うようにしてもよい。これにより、第１操作が受け付けられた場合
には、接続要求操作が受け付けられた直後に接続要求を行い、第２操作が受け付けられた
場合には、接続要求操作が受け付けられた後に、所定条件を満たすタイミングで接続要求
を行うという作用をもたらす。
【００１２】
　また、この第１の側面において、上記所定条件を満たすタイミングは、上記無線通信装
置が存在するエリアが所定の無線通信品質となるタイミングであり、上記制御部は、上記
第２操作が受け付けられた場合には上記無線通信装置が存在するエリアが上記所定の無線
通信品質であるか否かを判断し、上記無線通信装置が存在するエリアが上記所定の無線通
信品質であると判断されたときに上記接続要求を行うようにしてもよい。これにより、第
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２操作が受け付けられた場合には、無線通信装置が存在するエリアが所定の無線通信品質
であるか否かを判断し、無線通信装置が存在するエリアが所定の無線通信品質であると判
断されたときに接続要求を行うという作用をもたらす。
【００１３】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記無線通信装置が存在するエリアが
上記所定の無線通信品質となるエリアに関するエリア情報を取得し、当該取得されたエリ
ア情報に基づいて当該所定の無線通信品質となるエリアを表示部に表示させるようにして
もよい。これにより、エリア情報を取得し、このエリア情報に基づいて所定の無線通信品
質となるエリアを表示させるという作用をもたらす。
【００１４】
　また、この第１の側面において、上記接続要求は、上記ネットワークを介して上記所望
の接続先から所望のコンテンツを取得するための接続要求であり、上記制御部は、上記第
１操作が受け付けられた場合であっても、上記接続要求に応じて取得されるコンテンツの
サイズが所定サイズを基準として大きいときには、上記接続要求操作が受け付けられた後
に上記所定条件を満たすタイミングで上記接続要求を行うようにしてもよい。これにより
、第１操作が受け付けられた場合であっても、接続要求に応じて取得されるコンテンツの
サイズが所定サイズを基準として大きいときには、接続要求操作が受け付けられた後に、
所定条件を満たすタイミングでその接続要求を行うという作用をもたらす。
【００１５】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記第２操作が受け付けられた場合に
は上記所定条件を満たすタイミングで上記接続要求を行うための処理待ち情報を記憶部に
記憶させ、上記制御部は、上記記憶部に記憶されている処理待ち情報に基づいて上記接続
要求を行うようにしてもよい。これにより、第２操作が受け付けられた場合には、所定条
件を満たすタイミングで接続要求を行うための処理待ち情報を記憶部に記憶させ、記憶部
に記憶されている処理待ち情報に基づいてその接続要求を行うという作用をもたらす。
【００１６】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記記憶部に記憶されている上記処理
待ち情報の一覧を表示部に表示させるようにしてもよい。これにより、記憶部に記憶され
ている処理待ち情報の一覧を表示部に表示させるという作用をもたらす。
【００１７】
　また、この第１の側面において、上記操作受付部は、上記表示部に一覧表示されている
上記処理待ち情報のうちから１または複数の処理待ち情報を削除するための削除操作を受
け付け、上記制御部は、上記削除操作が受け付けられた場合には当該削除操作に係る上記
処理待ち情報を上記記憶部から削除するようにしてもよい。これにより、表示部に一覧表
示されている処理待ち情報のうちから１または複数の処理待ち情報を削除するための削除
操作が受け付けられた場合には、その削除操作に係る処理待ち情報を記憶部から削除する
という作用をもたらす。
【００１８】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記第２操作が受け付けられた場合に
は上記接続要求操作が受け付けられてから上記接続要求が行われるまでの間、上記所定条
件を満たすタイミングで上記接続要求を行う旨を表示部に表示させるようにしてもよい。
これにより、第２操作が受け付けられた場合には、接続要求操作が受け付けられてから接
続要求が行われるまでの間、所定条件を満たすタイミングでその接続要求を行う旨を表示
部に表示させるという作用をもたらす。
【００１９】
　また、この第１の側面において、上記所定条件を満たすタイミングは、上記無線通信装
置が存在するエリアが所定の無線通信品質となるタイミングであり、上記制御部は、上記
第２操作が受け付けられた場合には、上記所定の無線通信品質となるエリアを検出して当
該検出されたエリアに存在する無線通信装置に当該エリアが上記所定の無線通信品質であ
る旨の通知を送信する情報処理装置から上記通知を受信した場合に上記接続要求を行うよ
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うにしてもよい。これにより、第２操作が受け付けられた場合には、情報処理装置からそ
の通知を受信した場合に接続要求を行うという作用をもたらす。
【００２０】
　また、この第１の側面において、上記情報処理装置は、上記検出されたエリアに係る通
信事業者であって上記所定の無線通信品質となる基地局に係る通信事業者に関する通信事
業者情報を上記通知に含めて送信し、上記制御部は、保持されている契約認証情報に係る
通信事業者と上記受信した通知に含まれる通信事業者情報に係る通信事業者とが異なる場
合には、上記受信した通知に含まれる通信事業者情報に係る契約認証情報を設定し、当該
設定後に上記接続要求を行うようにしてもよい。これにより、情報処理装置は、通信事業
者情報を通知に含めて送信し、無線通信装置は、保持されている契約認証情報に係る通信
事業者と、その受信した通知に含まれる通信事業者情報に係る通信事業者とが異なる場合
には、その受信した通知に含まれる通信事業者情報に係る契約認証情報を設定し、この設
定後に接続要求を行うという作用をもたらす。
【００２１】
　また、この第１の側面において、上記所定条件を満たすタイミングは、上記無線通信装
置が存在するエリアが所定の無線通信費となるタイミングであり、上記制御部は、上記第
２操作が受け付けられた場合には上記無線通信装置が存在するエリアが上記所定の無線通
信費となるエリアであるか否かを判断し、上記無線通信装置が存在するエリアが上記所定
の無線通信費となるエリアであると判断された場合に上記接続要求を行うようにしてもよ
い。これにより、第２操作が受け付けられた場合には、無線通信装置が存在するエリアが
所定の無線通信費となるエリアであるか否かを判断し、無線通信装置が存在するエリアが
所定の無線通信費となるエリアであると判断された場合に接続要求を行うという作用をも
たらす。
【００２２】
　また、この第１の側面において、コンテンツを記憶する記憶部をさらに具備し、上記接
続要求は、上記所望の接続先に接続して当該接続先におけるコンテンツと上記記憶部に記
憶されているコンテンツとを同期させるための接続要求であり、上記操作受付部は、同期
設定時刻において上記接続要求を行うための第１操作と、所定条件を満たすタイミングで
上記接続要求を行うための第２操作との何れかを上記決定操作として受け付け、上記制御
部は、上記第１操作が受け付けられた場合には上記同期設定時刻において上記接続要求を
行い、上記第２操作が受け付けられた場合には上記同期設定時刻が経過した後に上記所定
条件を満たすタイミングで上記接続要求を行うようにしてもよい。これにより、第１操作
が受け付けられた場合には、同期設定時刻において接続要求を行い、第２操作が受け付け
られた場合には、その同期設定時刻が経過した後に、所定条件を満たすタイミングでその
接続要求を行うという作用をもたらす。
【００２３】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記決定されたタイミングに基づいて
上記接続要求に係る通信に関する料金プランを設定するようにしてもよい。これにより、
決定されたタイミングに基づいて、接続要求に係る通信に関する料金プランを設定すると
いう作用をもたらす。
【００２４】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記ネットワークを介して上記所望の
接続先からコンテンツのサイズに関するサイズ情報を取得して当該サイズ情報に基づいて
上記コンテンツのサイズを表示部に表示させ、上記操作受付部は、上記コンテンツのサイ
ズが表示された後に、上記第１操作または上記第２操作を受け付けるようにしてもよい。
これにより、コンテンツのサイズを表示させ、この表示後に、第１操作または第２操作を
受け付けるという作用をもたらす。
【００２５】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記無線通信装置が存在するエリアの
通信速度の予測値を算出し、上記ネットワークを介して上記所望の接続先からコンテンツ
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のサイズに関するサイズ情報を取得して当該サイズ情報と上記算出された通信速度の予測
値とに基づいて上記コンテンツのダウンロードに要する予測時間を算出し、上記算出され
た予測時間を表示部に表示させ、上記操作受付部は、上記算出された予測時間が表示され
た後に、上記第１操作または上記第２操作を受け付けるようにしてもよい。これにより、
コンテンツのダウンロードに要する予測時間を算出し、この算出された予測時間を表示さ
せ、その予測時間が表示された後に、第１操作または第２操作を受け付けるという作用を
もたらす。
【００２６】
　また、本技術の第２の側面は、所定のネットワークを介して所望の接続先に接続して当
該接続先から所望のコンテンツを取得するための代行要求を無線通信装置から受信した場
合に当該接続先から上記所望のコンテンツを取得する制御を行う制御部と、上記取得され
たコンテンツを所定条件を満たすタイミングで上記無線通信装置に送信する送信制御部と
を具備する情報処理装置およびその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、代行要求を無線通信装置から受信した場合に、その接
続先から所望のコンテンツを取得し、この取得されたコンテンツを所定条件を満たすタイ
ミングで無線通信装置に送信するという作用をもたらす。
【００２７】
　また、この第２の側面において、上記制御部は、複数の無線通信装置から上記代行要求
を受信した場合には上記代行要求毎にコンテンツを取得し、上記送信制御部は、上記取得
されたコンテンツを上記所定条件を満たすタイミングに従って上記複数の無線通信装置毎
に送信するようにしてもよい。これにより、複数の無線通信装置から代行要求を受信した
場合には、代行要求毎にコンテンツを取得し、これらの取得されたコンテンツを、所定条
件を満たすタイミングに従って、複数の無線通信装置毎に送信するという作用をもたらす
。
【００２８】
　また、本技術の第３の側面は、所定のネットワークを介して所望の接続先に接続して当
該接続先から所望のコンテンツを取得するための接続要求を所定条件を満たすタイミング
で行う接続要求操作を受け付ける操作受付部と、上記接続要求操作が受け付けられた場合
に上記所望のコンテンツを代行して取得することを要求する代行要求を上記情報処理装置
に送信する制御を行う制御部とを具備する無線通信装置と、上記代行要求を上記無線通信
装置から受信した場合に上記所望の接続先から上記所望のコンテンツを取得し、上記取得
されたコンテンツを所定条件を満たすタイミングで上記無線通信装置に送信する情報処理
装置とを具備する通信システムおよびその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、無線通信装置は、接続要求を所定条件を満たす
タイミングで行う接続要求操作が受け付けられた場合に、所望のコンテンツを代行して取
得することを要求する代行要求を情報処理装置に送信し、情報処理装置は、その代行要求
を無線通信装置から受信した場合に、所望の接続先から所望のコンテンツを取得し、この
取得されたコンテンツを所定条件を満たすタイミングで無線通信装置に送信するという作
用をもたらす。
【発明の効果】
【００２９】
　本技術によれば、ユーザ好みのタイミングで無線接続サービスを利用し、無線通信資源
を効率的に活用す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】
【００３０】
【図１】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２】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００の機能構成例を示すブロ
ック図である。
【図３】本技術の第１の実施の形態における処理待ちタスク情報記憶部２８０の記憶内容
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の一例を模式的に示す図である。
【図４】本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される接続要求操作画面
の表示例を示す図である。
【図５】本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される接続要求操作画面
の表示例を示す図である。
【図６】本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される接続要求操作画面
の表示例を示す図である。
【図７】本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される処理待ちタスク通
知画面の表示例を示す図である。
【図８】本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される接続要求処理に関
する通知画面の表示例を示す図である。
【図９】本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される接続要求処理に関
する通知画面の表示例を示す図である。
【図１０】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処理
手順の一例を示すフローチャートである。
【図１１】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処理
手順のうちの接続要求の実行タイミング選択処理手順を示すフローチャートである。
【図１２】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処理
手順のうちの接続要求の実行タイミング選択処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示されるファイル同期操
作画面の表示例を示す図である。
【図１４】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処理
手順の一例を示すフローチャートである。
【図１５】本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される表示画面の一例
を簡略的に示す図である。
【図１６】本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される接続要求操作画
面の表示例を示す図である。
【図１７】本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される接続要求操作画
面の表示例を示す図である。
【図１８】本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される接続要求操作画
面の表示例を示す図である。
【図１９】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処理
手順の一例を示すフローチャートである。
【図２０】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処理
手順のうちの接続要求の実行タイミング選択処理手順を示すフローチャートである。
【図２１】本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される通知画面の表示
例を示す図である。
【図２２】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処理
手順の一例を示すフローチャートである。
【図２３】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処理
手順のうちの接続要求実行処理手順を示すフローチャートである。
【図２４】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処理
手順のうちの接続要求実行処理手順を示すフローチャートである。
【図２５】本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される通知画面の表示
例を示す図である。
【図２６】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処理
手順のうちの接続要求実行処理手順を示すフローチャートである。
【図２７】本技術の第２の実施の形態における表示部２５０に表示される表示画面の表示
例を示す図である。
【図２８】本技術の第２の実施の形態における無線通信装置２００による設定処理の処理
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手順の一例を示すフローチャートである。
【図２９】本技術の第２の実施の形態における表示部２５０に表示される表示画面の表示
例を示す図である。
【図３０】本技術の第２の実施の形態における無線通信装置２００による設定処理の処理
手順の一例を示すフローチャートである。
【図３１】本技術の第２の実施の形態における表示部２５０に表示される表示画面の表示
例を示す図である。
【図３２】本技術の第２の実施の形態におけるネットワーク制御装置１３０による課金処
理の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図３３】本技術の第２の実施の形態における表示部２５０に表示される表示画面の遷移
例を示す図である。
【図３４】本技術の第２の実施の形態における無線通信装置２００による設定処理の処理
手順の一例を示すフローチャートである。
【図３５】本技術の第２の実施の形態におけるネットワーク制御装置１３０による課金処
理の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図３６】本技術の第３の実施の形態における通信システム６００のシステム構成例を示
すブロック図である。
【図３７】本技術の第３の実施の形態における通信システム６００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３８】本技術の第３の実施の形態における通信システム６００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３９】本技術の第３の実施の形態における通信システム６００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４０】本技術の第３の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処理
手順の一例を示すフローチャートである。
【図４１】本技術の第３の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処理
手順の一例を示すフローチャートである。
【図４２】本技術の第３の実施の形態における通信品質管理サーバ６０１による課金処理
の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図４３】本技術の第３の実施の形態における通信品質管理サーバ６０１による課金処理
の処理手順のうちの各課金処理手順を示すフローチャートである。
【図４４】本技術の第４の実施の形態における通信システム８００のシステム構成例を示
す図である。
【図４５】本技術の第４の実施の形態における優先度情報記憶部８１３の記憶内容の一例
を模式的に示す図である。
【図４６】本技術の第４の実施の形態における通信システム８００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４７】本技術の第４の実施の形態における通信システム８００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４８】本技術の第４の実施の形態における処理待ちタスク代行サーバ８１０による優
先度の設定処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図４９】本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される接続要求操作画
面の表示例を示す図である。
【図５０】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処理
手順の一例を示すフローチャートである。
【図５１】本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処理
手順の一例を示すフローチャートである。
【図５２】本技術の第４の実施の形態における通信システム８６０のシステム構成例を示
す図である。
【図５３】本技術の第４の実施の形態における代行ダウンロードリスト記憶部８８０の記
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憶内容の一例を模式的に示す図である。
【図５４】本技術の第４の実施の形態における処理待ちタスク代行サーバ８７０による代
行ダウンロード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】
【００３１】
　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（接続制御：ユーザ操作により接続タイミングを選択する例）
　２．第２の実施の形態（料金プラン設定制御：接続方法および料金プランを関連付けて
設定する例）
　３．第３の実施の形態（ＵＳＩＭ（Universal Subscriber Identity Module）情報書換
制御：適切な通信事業者のＵＳＩＭ情報に書き換えて通信を行う例）
　４．第４の実施の形態（接続制御：無線通信装置以外の装置がコンテンツの取得を代行
する例）
【００３２】
　＜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１００のシステム構成例を示
すブロック図である。
【００３３】
　通信システム１００は、ネットワーク１１０と、コンテンツ提供サーバ１２０と、ネッ
トワーク制御装置１３０と、基地局１３１、１３２と、無線通信装置２００とを備える。
【００３４】
　ネットワーク１１０は、電話網、インターネット等の通信網（例えば、公衆回線網）で
ある。また、ネットワーク１１０およびネットワーク制御装置１３０は、ゲートウェイ（
図示せず）を介して接続される。
【００３５】
　コンテンツ提供サーバ１２０は、ネットワーク１１０を介して各種コンテンツを提供す
る情報処理装置であり、無線回線を介して無線通信装置２００に各種コンテンツを提供す
る。例えば、コンテンツ提供サーバ１２０は、音楽コンテンツ、画像コンテンツ（静止画
コンテンツ、動画コンテンツ）等のコンテンツを提供する。これらのコンテンツは、画像
コンテンツを含む一般的なウェブサイト等を包含するものである。また、コンテンツ提供
サーバ１２０は、例えば、無線接続サービスを提供する通信事業者、ＭＶＮＯ（Mobile V
irtual Network Operator）、コンテンツを配信する事業者等により管理されることが想
定される。なお、ＭＶＮＯは、仮想通信事業者と称される事業形態の事業者を意味する。
【００３６】
　ネットワーク制御装置１３０は、無線接続サービスを提供する第１通信事業者により管
理される通信制御装置であり、基地局１３１、１３２を介して接続される無線通信装置の
認証制御を行う。そして、ネットワーク制御装置１３０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。なお、第１通信事業者
は、例えば、無線接続サービスを提供する移動体通信事業者である。
【００３７】
　ここで、ネットワーク制御装置１３０は、基地局１３１、１３２を介して接続される無
線通信装置のうち、特定の場合を除き、第１通信事業者に係るＵＳＩＭ情報（契約認証情
報）を保持する無線通信装置のみを認証する。なお、特定の場合は、例えば、緊急用途で
発呼する場合（例えば、警察や消防署等に発呼する場合）である。
【００３８】
　ここで、ＵＳＩＭ情報は、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
（Subscriber）情報と、認証鍵（Authentication）の情報とを含む情報である。すなわち
、無線通信装置２００を所有するユーザは、第１通信事業者との間で無線接続サービスの
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契約をしているものとする。また、この契約は、無線通信装置２００を所有するユーザが
、第１通信事業者が運用する基地局１３１、１３２を利用するための契約としても把握す
ることができる。
【００３９】
　また、ネットワーク制御装置１３０は、基地局１３１、１３２を介して無線通信装置２
００から送信される各種情報をコンテンツ提供サーバ１２０に送信する。また、ネットワ
ーク制御装置１３０は、コンテンツ提供サーバ１２０から出力される各種情報を基地局１
３１、１３２を介して無線通信装置２００に送信する。
【００４０】
　基地局１３１、１３２は、第１通信事業者が運用する基地局であり、第１通信事業者の
ＵＳＩＭ情報を保持する無線通信装置と、ネットワーク制御装置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。また、図１では、基地局１３１の
電波が届く範囲（無線通信可能な範囲）をセル１３３とし、基地局１３２の電波が届く範
囲をセル１３４として模式的に示す。
【００４１】
　なお、本技術の実施の形態において、基地局は、その基地局そのものと、その基地局に
より特定されるセルとの双方の意味を含むものとする。例えば、本技術の実施の形態にお
いて、基地局を利用する契約は、その基地局により特定されるセルを利用する契約の意味
も含むものとする。
【００４２】
　無線通信装置２００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
能を備える携帯電話装置やスマートフォン）、無線通信機能を備えるデータ通信装置（例
えば、パーソナルコンピュータ）等である。また、無線通信装置２００は、ネットワーク
制御装置１３０を運営する第１通信事業者との契約に基づいて、第１通信事業者が管理運
用する無線通信網との接続に必要なパラメータの初期設定が行われているものとする。こ
のパラメータの設定は、例えば、第１通信事業者が管理する無線通信網への接続に必要な
ＵＳＩＭ情報を書き換えることにより行われる。
【００４３】
　また、無線通信装置２００は、例えば、無線回線を介して基地局１３１と接続され、基
地局１３１を介してネットワーク制御装置１３０と接続される。そして、無線通信装置２
００は、ネットワーク制御装置１３０を介してコンテンツ提供サーバ１２０に接続するこ
とができる。
【００４４】
　また、図１では、説明の容易のため、通信事業者として、第１通信事業者のみを示すが
、２以上の通信事業者が存在する場合についても同様に適用することができる。また、図
１では、説明の容易のため、第１通信事業者が運用する基地局として、基地局１３１、１
３２のみを示すが、各通信事業者が運用する基地局が３以上の場合についても同様に適用
することができる。
【００４５】
　ここで、無線通信装置２００が接続可能な基地局１３１に接続されている他の無線通信
装置の数が多い場合において、無線通信装置２００のユーザが、無線通信装置２００を用
いて通信サービス（例えば、動画のダウンロード）を利用する場合を想定する。例えば、
無線通信装置２００が接続可能な基地局１３２に接続されている他の無線通信装置の数が
少なく、無線通信装置２００が基地局１３２側に移動する可能性がある場合を想定する。
この場合には、無線通信装置２００を基地局１３１に接続するよりも、無線通信装置２０
０を移動させて基地局１３２に接続する方が、比較的高速に通信サービスを利用すること
ができると想定される。また、この場合には、ユーザが通信サービスを利用する時間が遅
くなるが、その通信サービスの利用をユーザが急いでいない場合には、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。そこで、本技術の第１の実施の形態では、ユーザ
が接続要求のタイミングを選択しておき、この選択されたタイミングで接続要求を行うこ
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とにより所望の通信サービスを利用する例を示す。
【００４６】
　［無線通信装置の構成例］
　図２は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００の機能構成例を示すブ
ロック図である。
【００４７】
　無線通信装置２００は、通信部２１０と、位置情報取得部２２０と、制御部２３０と、
操作受付部２４０と、表示部２５０と、ＵＳＩＭ情報書換部２６０と、ＵＳＩＭ情報記憶
部２７０と、処理待ちタスク情報記憶部２８０と、メモリ２９０とを備える。無線通信装
置２００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。な
お、マイクロフォンやスピーカ等については、図示および説明を省略する。
【００４８】
　通信部２１０は、各基地局から送信された無線信号を受信する受信部と、各基地局へ無
線信号を送信する送信部とを含み、複数の無線通信サービスに対応する通信部である。例
えば、通信部２１０は、ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）やＯＦＤＭＡ（Ort
hogonal Frequency Division Multiple Access）に従って通信することが可能である。な
お、ＣＤＭＡは、符号分割多重接続を意味し、ＯＦＤＭＡは、直交周波数分割多重接続を
意味する。
【００４９】
　位置情報取得部２２０は、無線通信装置２００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２３０に出力する。位置情報取得部２２
０は、例えば、ＧＰＳ（Global Positioning System）信号受信アンテナにより受信され
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（Loca
l 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。
【００５０】
　制御部２３０は、メモリ２９０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２３０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２３０は、通信部２１０と接続され、基地局１３１、１３２を介して接続さ
れるネットワーク制御装置１３０との間で行われる各種データの送受信を行う。
【００５１】
　操作受付部２４０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２３０に出力する。操作受付部２４０は
、例えば、数字キーやアルファベットキー等の各種キーを備える。
【００５２】
　表示部２５０は、制御部２３０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２５０は、例えば、接続要求を行うための各情報（例え
ば、図４乃至図９に示す表示画面）を表示する。なお、表示部２５０として、例えば、有
機ＥＬ（Electro 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、操作受付部２４０および表示部２５０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。
【００５３】
　ＵＳＩＭ情報書換部２６０は、制御部２３０の制御に基づいて、ＵＳＩＭ情報記憶部２
７０に保持されているＵＳＩＭ情報（契約認証情報）の書換処理を行うものである。ここ
で、第１通信事業者に係るＵＳＩＭ情報を保持している状態は、第１通信事業者に係る基
地局１３１、１３２に接続するための接続権を有する状態として把握することができる。
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例えば、ＵＳＩＭ情報の有効化処理および無効化処理により、その接続権の移転を行うこ
とができる。また、ＵＳＩＭ情報自体の転送処理により、その接続権の移転を行うことが
できる。また、第１通信事業者に係るＵＳＩＭ情報を保持している状態は、第１通信事業
者に係る基地局１３１、１３２との接続に必要なパラメータが設定されている状態として
把握することができる。
【００５４】
　ＵＳＩＭ情報記憶部２７０は、ＵＳＩＭ情報（契約認証情報）を保持するメモリである
。ＵＳＩＭ情報記憶部２７０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、ＵＳＩＭ情報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、ＵＳＩＭ情報記憶部２７０としてＵＩＣＣカードを用い
る場合には、ＵＳＩＭ情報が固定的に書き込まれているものではなく、ＵＳＩＭ情報の有
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、ＵＳＩＭ情報書換部２６０
がＵＳＩＭ情報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、ＵＳＩＭ情
報の書換処理が可能なものを用いる。なお、ＵＳＩＭ情報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。これらの各処理は、例えば、携帯電話
装置の販売ショップで行われている。なお、メモリ２９０の一部領域にセキュアな領域を
確保し、この領域をＵＳＩＭ情報の記憶領域として用いるようにしてもよい。
【００５５】
　処理待ちタスク情報記憶部２８０は、処理待ちタスクに関する情報（処理待ちタスク情
報）を記憶する記憶部である。この処理待ちタスクについては、図４乃至図９等を参照し
て詳細に説明する。また、処理待ちタスク情報記憶部２８０の記憶内容については、図３
を参照して詳細に説明する。なお、処理待ちタスク情報記憶部２８０は、特許請求の範囲
に記載の記憶部の一例である。
【００５６】
　メモリ２９０は、制御部２３０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２９０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２９０には、
無線通信装置２００を特定するための各情報（例えば、端末識別情報）等を記憶すること
ができる。
【００５７】
　例えば、操作受付部２４０は、ネットワーク１１０を介してコンテンツ提供サーバ１２
０に接続するための接続要求を行うタイミングを決定する決定操作を受け付ける。例えば
、操作受付部２４０は、その接続要求を即時に行うための第１操作と、所定条件を満たす
タイミングでその接続要求を行うための第２操作との何れかを決定操作として受け付ける
。ここで、第１操作は、例えば、図４に示す実行ボタン３０２の押下操作である。また、
第２操作は、例えば、図４に示す最適な環境で実行ボタン３０３の押下後に実行ボタン３
０２を押下する操作である。また、所定条件を満たすタイミングは、無線通信装置２００
が存在するエリアが所定の無線通信品質となるタイミングである。例えば、無線通信装置
２００が所定の無線通信品質となるエリアに到達した場合や、無線通信装置２００が存在
するエリアの無線通信品質が変化して所定の無線通信品質となる場合が想定される。
【００５８】
　また、操作受付部２４０は、その接続要求を行うための接続要求操作（例えば、図４に
示す実行ボタン３０２の押下操作）を受け付ける。
【００５９】
　また、例えば、制御部２３０は、その決定されたタイミングでその接続要求を行うよう
に制御する。すなわち、制御部２３０は、接続要求操作が受け付けられた場合に、その決
定されたタイミングでその接続要求を行う。
【００６０】
　具体的には、制御部２３０は、第１操作が受け付けられた場合には、その接続要求操作
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が受け付けられた直後にその接続要求を行う。一方、制御部２３０は、第２操作が受け付
けられた場合には、その接続要求操作が受け付けられた後に、所定条件を満たすタイミン
グでその接続要求を行う。例えば、制御部２３０は、第２操作が受け付けられた場合には
、無線通信装置２００が所定の無線通信品質となるエリアに存在するか否かを判断し、無
線通信装置２００が所定の無線通信品質となるエリアに存在すると判断されたときにその
接続要求を行う。なお、所定の無線通信品質となるエリアに存在するか否かの判断は、例
えば、一定または可変の周期において行うことができる。
【００６１】
　また、制御部２３０は、第２操作が受け付けられた場合には、所定条件を満たすタイミ
ングでその接続要求を行うための処理待ち情報（処理待ちタスク情報）を処理待ちタスク
情報記憶部２８０に記憶させる。そして、制御部２３０は、処理待ちタスク情報記憶部２
８０に記憶されている処理待ち情報に基づいてその接続要求を行う。
【００６２】
　また、制御部２３０は、例えば、基地局が送信する信号の受信レベルに基づいて、無線
通信装置２００が所定の無線通信品質となるエリアに存在するか否かを判断することがで
きる。また、制御部２３０は、例えば、基地局が送信する信号のＳＩＲ（Signal to Inte
rference Ratio）を検出する。そして、制御部２３０は、その検出されたＳＩＲの値に基
づいて、無線通信装置２００が所定の無線通信品質となるエリアに存在するか否かを判断
することができる。
【００６３】
　ここで、無線通信装置２００がＳＩＲを検出する方法としては、例えば、符号分割多重
接続方式においては、パイロット信号の相関検出の際に得られる信号対雑音比に基づいて
検出する方法を用いることができる。また、直交周波数分割多元接続方式においては、例
えば、同期信号の相関検出の際に得られる信号対雑音比に基づいて検出する方法を用いる
ことができる。なお、他のＳＩＲの検出方法を用いるようにしてもよい。
【００６４】
　このように、無線通信品質を判断する場合には、ＳＩＲ、ＲＳＳＩ（Receive Signal S
trength Indication）を利用することができる（ただし、ＳＩＲを利用することが望まし
い）。例えば、ＲＳＳＩ＝－７０ｄＢｍ、または、ＳＩＲ＝１７．５ｄＢを設定値とし、
この設定値以上である場合に、無線通信品質が一定条件を満たすエリア（無線通信品質が
良いエリア）であると判断することができる。また、この設定値をアプリケーションに応
じて可変させるようにしてもよい。例えば、比較的サイズが大きいコンテンツ（ファイル
）をダウンロードするような場合には、ＲＳＳＩ、ＳＩＲの設定値として、比較的高い値
を設定することができる。
【００６５】
　また、基地局の混雑度を用いて無線通信品質を判断することができる。例えば、通信速
度は、基地局から受信する信号の強度（厳密にはＳＩＲ）と、その基地局の混雑度とに大
きく依存する。これは、第３世代携帯電話で利用されているＨＳＤＰＡ方式以降のシステ
ムで採用されているＡＭＣ（Adaptive Modulation and Coding）が大きく関係している。
【００６６】
　そこで、基地局の混雑度が小さく、ＳＩＲが大きい地点を無線通信品質が良いエリア（
例えば、高い通信レートが期待できるエリア）と判断することができる。例えば、１Ｍｂ
ｐｓ以上のエリアを初期値と設定しておくことができる。また、ユーザ自身で、この設定
値を適宜再設定することもできる。この設定値以上の予測通信レートとなるエリアに無線
通信装置２００が在圏した時点で、無線通信品質が一定条件を満たすエリア（無線通信品
質が良いエリア）であると判断し、処理待ちタスクを実行することができる。
【００６７】
　ここで、無線通信装置２００による基地局の混雑度検出方法について説明する。無線通
信装置２００が基地局の混雑度を検出する方法としては、Ｗ－ＣＤＭＡ方式の場合には、
待ち受け時に行うセルサーチおよび周辺セルサーチ、または、セル再選択の処理により取
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得する相関検出値を利用することができる。また、ＯＦＤＭＡの場合には、フレーム毎の
全サブキャリア数に対して、実際に割り当てられたサブキャリア数の割合に関する情報を
検出することにより、基地局の混雑度を検出することができる。
【００６８】
　［処理待ちタスク情報記憶部の内容例］
　図３は、本技術の第１の実施の形態における処理待ちタスク情報記憶部２８０の記憶内
容の一例を模式的に示す図である。
【００６９】
　処理待ちタスク情報記憶部２８０は、処理待ちタスクに関する情報（処理待ちタスク情
報）を記憶する記憶部である。処理待ちタスクは、所定条件を満たすタイミングでその接
続要求を行うためのタスクである。具体的には、処理待ちタスク情報記憶部２８０には、
接続先情報２８１と、購入情報２８２と、期限情報２８３と、選択情報２８４とがタスク
毎に関連付けて記憶される。
【００７０】
　接続先情報２８１は、処理待ちタスクに係る接続先に関する情報である。例えば、接続
先のＵＲＬ（Uniform Resource Locator）、または、ＩＰ（Internet Protocol）アドレ
スが接続先情報として格納される。この接続先情報は、例えば、ユーザによる手動操作や
選択操作に応じて格納される。
【００７１】
　購入情報２８２は、処理待ちタスクに係る接続先から購入すべきコンテンツに関する情
報（購入情報）である。この購入情報については、図６を参照して詳細に説明する。
【００７２】
　期限情報２８３は、処理待ちタスクを実行する期限に関する情報（期限情報）である。
この期限情報については、図１６を参照して詳細に説明する。
【００７３】
　選択情報２８４は、処理待ちタスクを実行する際における判断基準に関する情報（選択
情報）である。この選択情報については、図１８を参照して詳細に説明する。
【００７４】
　なお、この例では、無線通信装置２００に処理待ちタスク情報を記憶する例を示すが、
処理待ちタスク情報を他の装置（例えば、ネットワークサーバ等の情報処理装置）に記憶
させるようにしてもよい。この場合には、他の装置に記憶されている処理待ちタスク情報
を、ネットワーク１１０を介して無線通信装置２００が取得して用いることができる。
【００７５】
　［接続要求操作画面の表示例］
　図４乃至図６は、本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される接続要
求操作画面の表示例を示す図である。
【００７６】
　図４には、所定のネットワーク（例えば、ネットワーク１１０）を介して、所望の接続
先（例えば、コンテンツ提供サーバ１２０）に接続するための接続要求を行う接続要求操
作画面３００を示す。
【００７７】
　接続要求操作画面３００には、接続先情報入力領域３０１と、実行ボタン３０２と、最
適な環境で実行ボタン３０３と、戻るボタン３０４とが設けられている。
【００７８】
　接続先情報入力領域３０１は、所望の接続先（例えば、コンテンツ提供サーバ１２０）
に接続するための接続先情報を入力する領域である。この接続先情報は、例えば、接続先
のＵＲＬまたはＩＰアドレスであり、所望のコンテンツにアクセスするための情報である
。また、例えば、この接続先情報は、操作受付部２４０を用いたユーザによる手動の入力
操作や選択操作により入力される。
【００７９】
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　実行ボタン３０２は、接続先情報入力領域３０１に入力された接続先情報に係る接続先
への接続要求を実行する場合に押下されるボタンである。なお、実行ボタン３０２の押下
操作の前に、最適な環境で実行ボタン３０３が押下されたか否かに応じて、その接続要求
を実行するタイミングが異なる。
【００８０】
　最適な環境で実行ボタン３０３は、接続先情報入力領域３０１に入力された接続先情報
に係る接続先に接続要求を、最適な通信環境となったことを条件に行うことを選択するた
めに押下されるボタンである。ここで、最適な通信環境は、例えば、無線通信品質が一定
条件を満たすエリアを意味する。
【００８１】
　例えば、最適な環境で実行ボタン３０３が押下されずに、実行ボタン３０２が押下され
た場合には、実行ボタン３０２の押下直後に、接続先情報入力領域３０１に入力された接
続先情報に係る接続先に接続要求が行われる。一方、例えば、最適な環境で実行ボタン３
０３が押下された後に、実行ボタン３０２が押下された場合には、接続先情報入力領域３
０１に入力された接続先情報に係る接続先に、所定のタイミングで接続要求が行われる。
この所定のタイミングは、例えば、無線通信装置２００が所定の無線通信品質となるエリ
アに到達したタイミングである。このため、最適な環境で実行ボタン３０３が押下された
後に、実行ボタン３０２が押下された場合には、その接続要求を行うための情報（処理待
ちタスク情報）が、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０に格納される。このよう
に、処理待ちタスク情報記憶部２８０に格納された接続要求は、無線通信品質が一定条件
を満たすエリアに、無線通信装置２００が到達した場合に実行される。これにより、例え
ば、無線通信装置２００が無線通信品質の良好なエリアに在圏した際に、その接続要求を
実行させるため、ＡＭＣによる多値化、さらには、高い符号化率を適応することにより、
無線基地局に与える負荷を軽減させることができる。
【００８２】
　このように、実行ボタン３０２は、接続要求を即座に実行するためのボタンである。ま
た、最適な環境で実行ボタン３０３は、接続先への接続要求を即座に実行するか、所定の
タイミングで実行するかを選択するためのボタンである。そして、ボタンの押下操作の有
無により、接続要求を実行するタイミングをユーザが容易に選択することができる。
【００８３】
　ここで、最適な環境で実行ボタン３０３が押下された場合には、最適な通信環境で実行
することが選択された旨をユーザに通知するための表示を行うようにしてもよい。例えば
、最適な環境で実行ボタン３０３が押下された場合には、最適な環境で実行ボタン３０３
の色を変化して表示させる等のように視覚的な効果を与えことにより、その旨をユーザに
通知することができる。また、例えば、最適な環境で実行ボタン３０３が押下された場合
には、特定のアイコンを表示させたり、「最適な環境で実行を選択中」等のメッセージを
表示させたりして、その旨をユーザに通知するようにしてもよい。
【００８４】
　戻るボタン３０４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。また、図５以降に示す戻るボタン（例えば、図５に示す戻るボタン３１３
、３１８）についても同様である。
【００８５】
　なお、図４では、実行ボタン３０２および最適な環境で実行ボタン３０３をボタン形式
で表示して用いる例を示したが、これらの各ボタンをアイコン形式で表示して用いるよう
にしてもよい。また、これらの各ボタンを、無線通信装置２００に備えられている操作部
材（例えば、キー入力装置の特定のキー）を割り当てて用いるようにしてもよい。また、
これらの各ボタン操作に関する操作入力を、特定の数字キーの組み合わせを用いて行うよ
うにしてもよい。また、図５以降に示す各ボタンについても同様に、無線通信装置２００
が備える各操作部材（例えば、タッチパネル、キー入力装置）を用いることができる。
【００８６】



(18) JP 2013-9298 A 2013.1.10

10

20

30

40

50

　このように、図４では、所定のネットワークを介して所望の接続先に接続するための接
続要求を行う際に用いられる表示例を示した。図５では、画像（例えば、静止画、動画）
に関するコンテンツを視聴または取得する際に用いられる表示例を示す。
【００８７】
　［画像コンテンツの視聴または取得に係る表示例］
　図５（ａ）には、所定のネットワークを介して所望の接続先に接続して所望のコンテン
ツを取得するための接続要求を行うための接続要求操作画面３１０を示す。
【００８８】
　接続要求操作画面３１０には、接続先情報入力領域３１１と、実行ボタン３１２と、戻
るボタン３１３とが設けられている。なお、接続先情報入力領域３１１および実行ボタン
３１２は、図４に示す接続先情報入力領域３０１および実行ボタン３０２に対応するもの
であるため、ここでの詳細な説明を省略する。
【００８９】
　図５（ｂ）には、所定のネットワークを介して所望の接続先から取得されたコンテンツ
一覧を表示するためのコンテンツ取得要求操作画面３１５を示す。コンテンツ取得要求操
作画面３１５は、画像（例えば、静止画、動画）に関するコンテンツを視聴または取得す
る際に用いられる表示画面である。
【００９０】
　コンテンツ取得要求操作画面３１５には、コンテンツ一覧表示領域３１６と、最適な環
境で実行ボタン３１７と、戻るボタン３１８とが設けられている。なお、最適な環境で実
行ボタン３１７は、図４に示す最適な環境で実行ボタン３０３に対応するものであるため
、ここでの詳細な説明を省略する。
【００９１】
　コンテンツ一覧表示領域３１６は、所定のネットワークを介して所望の接続先から取得
されたコンテンツ一覧を表示するための領域である。
【００９２】
　例えば、接続先情報入力領域３１１に接続先情報が入力された後に、実行ボタン３１２
が押下された場合には、その入力された接続先情報に係る接続先に接続要求が行われる。
この接続要求に応じて、接続先（例えば、コンテンツ提供サーバ１２０）からコンテンツ
に関する情報（例えば、コンテンツ一覧を表示するための情報）がダウンロードされ、コ
ンテンツ取得要求操作画面３１５が表示部２５０に表示される。
【００９３】
　ここで、コンテンツ取得要求操作画面３１５に表示されている画像（コンテンツを表す
画像）が接続先情報を含むリンクを有する場合には、コンテンツ取得要求操作画面３１５
に最適な環境で実行ボタン３１７が表示される。
【００９４】
　なお、図５では、接続要求操作画面３１０からコンテンツ取得要求操作画面３１５に遷
移する場合に、実行ボタン３１２の押下操作の直後にコンテンツ取得要求操作画面３１５
を表示する例を示した。ただし、実行ボタン３１２の押下操作の後には、１または複数の
表示画面を経由して、コンテンツ取得要求操作画面３１５を表示するようにしてもよい。
さらに、任意のキーワードで検索されたコンテンツ一覧をコンテンツ取得要求操作画面３
１５に表示するようにしてもよい。
【００９５】
　例えば、最適な環境で実行ボタン３１７が押下されずに、コンテンツ一覧表示領域３１
６に表示されている画像が押下された場合には、この押下直後に、この押下された画像に
係るコンテンツを視聴または取得するための接続要求が行われる。一方、例えば、最適な
環境で実行ボタン３１７が押下された後に、コンテンツ一覧表示領域３１６に表示されて
いる画像が押下された場合には、この押下された画像に係るコンテンツを視聴または取得
するための接続要求が所定のタイミングで行われる。この所定のタイミングは、例えば、
図４に示す例と同様である。このため、最適な環境で実行ボタン３１７が押下された後に



(19) JP 2013-9298 A 2013.1.10

10

20

30

40

50

、コンテンツ一覧表示領域３１６に表示されている画像が押下された場合には、その接続
要求を行うための情報が、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０に格納される。こ
のように、処理待ちタスク情報記憶部２８０に格納された接続要求は、無線通信品質が一
定条件を満たすエリアに、無線通信装置２００が到達した場合に実行される。
【００９６】
　図５では、画像（例えば、静止画、動画）に関するコンテンツを視聴または取得する際
に用いられる表示例を示した。図６では、音楽に関するコンテンツを取得する際に用いら
れる表示例を示す。
【００９７】
　［音楽コンテンツ取得に係る表示例］
　図６には、所定のネットワークを介して所望の接続先から取得されたコンテンツ一覧を
表示するためのコンテンツ購入要求操作画面３２０を示す。コンテンツ購入要求操作画面
３２０は、音楽に関するコンテンツを購入する際に用いられる表示画面（コンテンツ購入
サイト）である。
【００９８】
　コンテンツ購入要求操作画面３２０には、コンテンツ表示領域（３２１、３２３）と、
購入ボタン３２４と、最適な環境で実行ボタン３２５と、戻るボタン３２６とが設けられ
ている。図６では、アルバム（複数の音楽が関連付けられている集合）に含まれる音楽の
一覧に関する情報を取得して、アルバム毎に一覧表示させる例を示す。なお、最適な環境
で実行ボタン３２５は、図４に示す最適な環境で実行ボタン３０３に対応するものである
ため、ここでの詳細な説明を省略する。
【００９９】
　コンテンツ表示領域３２１は、所定のネットワークを介して所望の接続先から取得され
た情報（アルバムに関する情報（例えば、アルバム名、歌手名））を表示するための領域
である。
【０１００】
　コンテンツ表示領域３２３は、所定のネットワークを介して所望の接続先から取得され
た情報（アルバムに含まれる各音楽に関する情報（例えば、歌のタイトル））を表示する
ための領域である。
【０１０１】
　ラジオボタン表示領域３２２は、コンテンツ表示領域３２３に対応させてラジオボタン
を表示するための領域である。例えば、ユーザが購入を希望する場合には、その購入を希
望する音楽に対応するラジオボタンにチェック印（黒抜き丸）を付す。
【０１０２】
　購入ボタン３２４は、ラジオボタン表示領域３２２にチェック印が付された音楽を購入
するための接続要求を行う際に押下されるボタンである。
【０１０３】
　例えば、最適な環境で実行ボタン３２５が押下されずに、購入ボタン３２４が押下され
た場合には、購入ボタン３２４の押下直後に、ラジオボタン表示領域３２２にチェック印
が付された音楽を購入するための接続要求が行われる。一方、例えば、最適な環境で実行
ボタン３２５が押下された後に、購入ボタン３２４が押下された場合には、ラジオボタン
表示領域３２２にチェック印が付された音楽を購入するための接続要求が所定のタイミン
グで行われる。この所定のタイミングは、例えば、図４に示す例と同様である。このため
、最適な環境で実行ボタン３２５が押下された後に、購入ボタン３２４が押下された場合
には、その接続要求を行うための情報が、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０に
格納される。この場合には、購入を希望する音楽に対応する情報（購入情報）が購入情報
２８２に格納される。このように、処理待ちタスク情報記憶部２８０に格納された接続要
求は、無線通信品質が一定条件を満たすエリアに、無線通信装置２００が到達した場合に
実行される。なお、この場合におけるコンテンツ購入に係る課金処理については、所定の
タイミングで接続要求が行われて、音楽コンテンツが取得されたタイミングとすることが
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できる。
【０１０４】
　なお、購入ボタン３２４の押下操作後に、購入の確認を促すための確認画面（例えば、
「本当に購入しますか？」等のメッセージを表示する確認画面）を表示させ、この確認画
面における確認操作によりその購入操作を確定させるようにしてもよい。この確認操作は
、例えば、その確認画面において確認ボタンを押下する操作である。
【０１０５】
　なお、歌手名や楽曲名等から検索された複数のアルバムに関する情報を取得しておき、
コンテンツ購入要求操作画面３２０では、アルバム名等の検索により抽出されたアルバム
を表示するようにしてもよい。
【０１０６】
　なお、図６では、音楽コンテンツを購入する場合における表示例を示すが、ゲーム、書
籍、映画コンテンツ、アプリ等のコンテンツ（ダウンロードにより取得するコンテンツ）
を購入する場合についても適用することができる。
【０１０７】
　また、最適な環境で実行ボタン３２５が押下された後に、購入ボタン３２４が押下され
た場合には、ユーザに一定の優遇を与えるようにしてもよい。例えば、課金処理において
、ダウンロードに係る通信費の割り引き、または、ダウンロードに係る通信費の無料等を
行うことにより、ユーザに優遇を与えることができる。
【０１０８】
　このように、コンテンツをダウンロードする場合に、ダウンロードを実行する接続先へ
の接続要求の実行のタイミングをユーザが容易に選択することができる。
【０１０９】
　［処理待ちタスクの通知例］
　図７は、本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される処理待ちタスク
通知画面の表示例を示す図である。図７（ａ）には、図３に示す処理待ちタスク情報記憶
部２８０に処理待ちタスク情報が格納されている場合に、その旨をユーザに通知するため
の処理待ちタスク通知画面３３０を示す。
【０１１０】
　処理待ちタスク通知画面３３０には、表示領域３３１および確認ボタン３３２が設けら
れている。なお、表示領域３３１は、無線通信装置２００において実行されている機能（
例えば、通話機能、メール送受信機能）に関する各情報が表示される領域である。このた
め、図７（ａ）では、表示領域３３１における表示内容を省略する。また、図８および図
９に示す点線の矩形領域についても、表示領域３３１と同様であるため、その表示内容を
省略する。
【０１１１】
　確認ボタン３３２は、図７（ｂ）に示す処理待ちタスク一覧表示画面３３３に遷移する
ためのボタンである。また、確認ボタン３３２は、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部
２８０に１つ以上の処理待ちタスク情報が格納されている場合に表示される。すなわち、
表示部２５０に確認ボタン３３２が表示されることにより、図３に示す処理待ちタスク情
報記憶部２８０に処理待ちタスク情報が格納されている旨をユーザに通知することができ
る。なお、図７（ａ）では、その旨に関する情報を簡略化して示すが、例えば、その旨を
示す他のメッセージやアイコン等を表示させるようにしてもよい。
【０１１２】
　図７（ｂ）には、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０に格納されている処理待
ちタスク情報を一覧表示するための処理待ちタスク一覧表示画面３３３を示す。上述した
ように、確認ボタン３３２が押下された場合には、処理待ちタスク一覧表示画面３３３が
表示される。
【０１１３】
　処理待ちタスク一覧表示画面３３３には、処理待ちタスク情報表示領域３３４と、詳細



(21) JP 2013-9298 A 2013.1.10

10

20

30

40

50

ボタン３３５と、削除ボタン３３６と、戻るボタン３３７とが設けられている。
【０１１４】
　処理待ちタスク情報表示領域３３４は、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０に
格納されている処理待ちタスク情報を処理待ちタスク毎に表示する領域である。例えば、
処理待ちタスク情報として、処理待ちタスクに係る接続先を確認するための情報（接続先
情報（例えば、ＵＲＬ、ＩＰアドレス））が表示される。なお、図７（ｂ）では、処理待
ちタスク情報の一部を省略して示す。
【０１１５】
　詳細ボタン３３５は、処理待ちタスク情報表示領域３３４に表示されている処理待ちタ
スク情報に関する詳細情報を表示する際に押下される詳細ボタンであり、処理待ちタスク
毎に表示される。
【０１１６】
　削除ボタン３３６は、処理待ちタスク情報表示領域３３４に表示されている処理待ちタ
スク情報を削除する際に押下される削除ボタンであり、処理待ちタスク毎に表示される。
すなわち、削除ボタン３３６が押下された場合には、対応する処理待ちタスク情報が、図
３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０から削除される。このように、押下された削除
ボタン３３６に対応する処理待ちタスク情報が、処理待ちタスク情報記憶部２８０から削
除された場合には、その処理待ちタスクに係る接続要求は行われない。
【０１１７】
　なお、必要な処理待ちタスク情報が誤って削除されることがないように、削除ボタン３
３６の押下操作の後に、その確認を促すための確認画面を表示させ、この確認画面におけ
る確認操作後に削除処理を行うようにしてもよい。例えば、「本当に削除しますか？」等
の確認メッセージと、確認ボタンとを確認画面に表示させ、その確認ボタンの押下により
、その削除操作を確定させることができる。
【０１１８】
　また、処理待ちタスク一覧表示画面３３３において、複数の処理待ちタスクを同時に削
除することができるように、削除のためのラジオボタンを処理待ちタスク毎に設けるよう
にしてもよい。この場合には、処理待ちタスク一覧表示画面３３３において、１つの削除
ボタンを設けるようにする。そして、１または複数の処理待ちタスクを削除する場合には
、削除すべき処理待ちタスクに対応するラジオボタン（１または複数）にチェック印を付
した後に、１つの削除ボタンを押下する。これにより、ラジオボタンにチェック印が付さ
れた１または複数の処理待ちタスクの削除処理が行われる。
【０１１９】
　このように、制御部２３０は、処理待ちタスク情報記憶部２８０に記憶されている処理
待ちタスク情報の一覧を表示部２５０に表示させる。また、操作受付部２４０は、表示部
２５０に一覧表示されている処理待ちタスク情報のうちから１または複数の処理待ち情報
を削除するための削除操作を受け付ける。そして、制御部２３０は、その削除操作が受け
付けられた場合には、その削除操作に係る処理待ちタスク情報を処理待ちタスク情報記憶
部２８０から削除する。
【０１２０】
　このように、処理待ちタスクに登録されている接続要求をいつでも閲覧することができ
るため、処理待ちタスクの内容をユーザが容易に把握することができる。また、処理待ち
タスクに登録されている接続要求のうち、実行を希望しない接続要求が生じた場合には、
その実行を希望しない接続要求を処理待ちタスクから容易に削除することができる。
【０１２１】
　［接続要求処理の通知例］
　図８および図９は、本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される接続
要求処理に関する通知画面の表示例を示す図である。
【０１２２】
　図８（ａ）には、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０に処理待ちタスク情報が
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格納されている場合に、その旨をユーザに通知するための処理待ちタスク通知画面３４０
を示す。
【０１２３】
　処理待ちタスク通知画面３４０には、メッセージ表示領域３４１が設けられている。な
お、点線の矩形で示す表示領域は、上述したように、図７（ａ）に示す表示領域３３１と
同様であるため、ここでの説明を省略する。また、メッセージ表示領域３４１は、図３に
示す処理待ちタスク情報記憶部２８０に処理待ちタスク情報が格納されている旨を通知す
るためのメッセージが表示される領域である。なお、図７（ａ）に示す確認ボタン３３２
を処理待ちタスク通知画面３４０に設けるようにしてもよい。
【０１２４】
　また、処理待ちタスク通知画面３４０は、無線通信装置２００を保持しているユーザが
、通信状況の良いエリア（無線通信品質が一定条件を満たすエリア）に到達するまで表示
部２５０に継続して表示することができる。すなわち、処理待ちタスク通知画面３４０は
、処理待ちタスクに係る処理（接続要求処理）が実行されるまでの間、表示部２５０の一
部に継続して表示することができる。
【０１２５】
　なお、処理待ちタスク通知画面３４０は、例えば、一定期間継続して表示させた後に、
消去するようにしてもよい。また、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０に処理待
ちタスク情報が格納されている旨を通知するための表示として、文字の代わりに、その旨
を想起させるアイコン等を用いるようにしてもよい。さらに、接続要求が処理待ちの間、
表示部２５０の表示画面を用いた他の操作入力を実行し易くするため、処理待ちタスク通
知画面３４０を一定期間継続して表示した後に、表示態様を変更するようにしてもよい。
例えば、その通知をするための小さい標識（例えば、小さなアイコン）を表示部２５０の
表示画面における端部（例えば、左上部分）に表示させるようにしてもよい。
【０１２６】
　そして、無線通信装置２００が通信状況の良いエリアに存在すると判断された場合には
、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０に格納されている処理待ちタスク情報に係
る処理（接続要求処理）が実行される。この処理が実行中である場合には、その旨を示す
通知画面（図８（ｂ）に示す処理待ちタスクの実行通知画面３４２）が表示部２５０に表
示される。
【０１２７】
　図８（ｂ）には、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０に格納されている処理待
ちタスク情報に係る処理待ちタスクを実行中である旨をユーザに通知するための処理待ち
タスクの実行通知画面３４２を示す。
【０１２８】
　処理待ちタスクの実行通知画面３４２には、メッセージ表示領域３４３が設けられてい
る。なお、点線の矩形で示す表示領域は、上述したように、図７（ａ）に示す表示領域３
３１と同様であるため、ここでの説明を省略する。また、メッセージ表示領域３４３は、
図３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０に格納されている処理待ちタスク情報に係る
処理（接続要求処理）を実行中である旨を通知するためのメッセージが表示される領域で
ある。なお、その旨を通知するための表示として、文字の代わりに、その旨を想起させる
アイコン等を用いるようにしてもよい。
【０１２９】
　ここで、処理待ちタスク情報記憶部２８０に格納されている処理待ちタスク情報に係る
処理が終了した場合には、その旨をユーザに通知するための通知画面が表示される。例え
ば、処理待ちタスク情報に係る接続要求が実行され、その処理待ちタスク情報に係る接続
先からコンテンツのダウンロードが完了した場合には、その旨をユーザに通知するための
通知画面（図９（ａ）に示す処理終了通知画面３４４）が表示部２５０に表示される。
【０１３０】
　図９（ａ）には、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０に格納されている処理待
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ちタスク情報に係る処理（接続要求処理）が終了した旨をユーザに通知するための処理終
了通知画面３４４を示す。
【０１３１】
　処理終了通知画面３４４には、メッセージ表示領域３４５が設けられている。なお、点
線の矩形で示す表示領域は、上述したように、図７（ａ）に示す表示領域３３１と同様で
あるため、ここでの説明を省略する。
【０１３２】
　メッセージ表示領域３４５は、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０に格納され
ている処理待ちタスク情報に係る処理（接続要求処理）が終了した旨を通知するためのメ
ッセージが表示される領域である。なお、その旨を通知するための表示として、文字の代
わりに、その旨を想起させるアイコン等を用いるようにしてもよい。また、その旨を通知
するための通知方法として、音声出力による通知方法を用いるようにしてもよく、無線通
信装置２００の振動（例えば、バイブレータの振動）による通知方法を用いるようにして
もよい。音声出力として、例えば、取得されたコンテンツに係る楽曲の一部を出力したり
、所定のメロディーを出力したりすることができる。
【０１３３】
　ここで、メッセージ表示領域３４５における所定領域３４６（文字「ここをクリック」
の部分）を押下することにより、その終了した処理により取得されたコンテンツを確認す
るための確認画面（例えば、図９（ｂ）に示す確認画面３４７）を表示させることができ
る。
【０１３４】
　図９（ｂ）には、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０に格納されている処理待
ちタスク情報に係る処理（接続要求処理）により取得されたコンテンツを確認するための
確認画面３４７を示す。
【０１３５】
　確認画面３４７には、コンテンツ表示領域３４８および戻るボタン３４９が設けられて
いる。
【０１３６】
　コンテンツ表示領域３４８は、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０に格納され
ている処理待ちタスク情報に係る処理（接続要求処理）により取得されたコンテンツに関
する情報が表示される領域である。図９（ｂ）では、図６に示すコンテンツ購入要求操作
画面３２０を用いて取得されたコンテンツ（音楽に関するコンテンツ）をコンテンツ表示
領域３４８に一覧表示する例を示す。例えば、コンテンツ表示領域３４８には、取得され
たコンテンツに関する情報として、アルバムに関する情報（例えば、アルバム名、歌手名
）、そのアルバムに含まれる各音楽に関する情報（例えば、歌のタイトル）等が表示され
る。
【０１３７】
　このように、制御部２３０は、第２操作が受け付けられた場合には、接続要求操作が受
け付けられてから接続要求が行われるまでの間、所定条件を満たすタイミングで接続要求
を行う旨を表示部２５０に表示させることができる。
【０１３８】
　［無線通信装置の動作例］
　次に、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００の動作について図面を参
照して説明する。
【０１３９】
　図１０は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置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。
【０１４０】
　最初に、接続要求の実行タイミング選択処理が行われる（ステップＳ９１０）。この選
択処理については、図１１を参照して詳細に説明する。なお、ステップＳ９１０は、特許
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請求の範囲に記載の操作受付手順の一例である。
【０１４１】
　続いて、制御部２３０が、接続要求が処理待ちタスクに登録されているか否かを判断す
る（ステップＳ９０１）。すなわち、その接続要求に係る処理待ちタスク情報が処理待ち
タスク情報記憶部２８０に記憶されているか否かが判断される。
【０１４２】
　その接続要求が処理待ちタスクに登録されている場合には（ステップＳ９０１）、制御
部２３０が、無線通信品質を測定し（ステップＳ９０２）、無線通信品質が一定条件を満
たすエリアに在圏しているか否かを判断する（ステップＳ９０３）。無線通信品質が一定
条件を満たすエリアに在圏していない場合には（ステップＳ９０３）、無線通信品質の測
定を継続して行う（ステップＳ９０２）。
【０１４３】
　無線通信品質が一定条件を満たすエリアに在圏している場合には（ステップＳ９０３）
、制御部２３０が、処理待ちタスクに登録されている接続要求を実行する（ステップＳ９
０４）。
【０１４４】
　また、その接続要求が処理待ちタスクに登録されていない場合には（ステップＳ９０１
）、制御部２３０が、その接続要求を実行する（ステップＳ９０５）。なお、ステップＳ
９０１乃至Ｓ９０５は、特許請求の範囲に記載の制御手順の一例である。
【０１４５】
　図１１は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処
理手順のうちの接続要求の実行タイミング選択処理手順（図１０に示すステップＳ９１０
の処理手順）を示すフローチャートである。なお、この処理手順は、図４に示す例に対応
する。
【０１４６】
　最初に、制御部２３０が、接続先情報の入力操作（例えば、図４に示す接続先情報入力
領域３０１における接続先情報の入力操作）が行われたか否かを判断し（ステップＳ９１
１）、接続先情報の入力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、接
続先情報の入力操作が行われた場合には（ステップＳ９１１）、制御部２３０が、最適な
環境で実行ボタン（例えば、図４に示す最適な環境で実行ボタン３０３）の押下操作が行
われたか否かを判断する（ステップＳ９１２）。
【０１４７】
　最適な環境で実行ボタンの押下操作が行われた場合には（ステップＳ９１２）、制御部
２３０が、実行ボタン（例えば、図４に示す実行ボタン３０２）の押下操作が行われたか
否かを判断する（ステップＳ９１３）。そして、その押下操作が行われていない場合には
、ステップＳ９１２に戻る。なお、実行ボタンの押下操作が一定期間行われない場合につ
いても、ステップＳ９１２に戻る処理を行うようにしてもよい。一方、実行ボタンの押下
操作が行われた場合には（ステップＳ９１３）、制御部２３０が、その入力された接続先
情報に係る接続要求を処理待ちタスクに登録する（ステップＳ９１４）。すなわち、その
接続要求に係る処理待ちタスク情報が処理待ちタスク情報記憶部２８０に記憶される。
【０１４８】
　また、最適な環境で実行ボタンの押下操作が行われていない場合についても（ステップ
Ｓ９１２）、制御部２３０が、実行ボタンの押下操作が行われたか否かを判断し（ステッ
プＳ９１５）、その押下操作が行われていない場合には、ステップＳ９１２に戻る。一方
、実行ボタンの押下操作が行われた場合には（ステップＳ９１５）、接続要求の実行タイ
ミング選択処理の動作を終了する。すなわち、最適な環境で実行ボタンの押下操作が行わ
れずに、実行ボタンの押下操作が行われた場合には、その接続要求が処理待ちタスクに登
録されない。
【０１４９】
　図１２は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処
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理手順のうちの接続要求の実行タイミング選択処理手順を示すフローチャートである。な
お、この処理手順は、図１１の変形例（図１０に示すステップＳ９１０に相当）であり、
図５に示す例に対応する。
【０１５０】
　最初に、制御部２３０が、コンテンツの取得操作（例えば、図５に示す接続先情報入力
領域３１１における接続先情報の入力操作と実行ボタン３１２の押下操作）が行われたか
否かを判断する（ステップＳ９２１）。そして、その取得操作が行われていない場合には
（ステップＳ９２１）、監視を継続して行う。
【０１５１】
　コンテンツの取得操作が行われた場合には（ステップＳ９２１）、制御部２３０が、そ
の取得操作に係るコンテンツ（例えば、コンテンツ一覧情報）を受信したか否かを判断す
る（ステップＳ９２２）。そして、その取得操作に係るコンテンツを受信していない場合
には（ステップＳ９２２）、監視を継続して行う。
【０１５２】
　その取得操作に係るコンテンツを受信した場合には（ステップＳ９２２）、制御部２３
０が、受信したコンテンツを表示部２５０に一覧表示する（ステップＳ９２３）。例えば
、図５（ｂ）にように、コンテンツ取得要求操作画面３１５が表示される。
【０１５３】
　続いて、制御部２３０が、最適な環境で実行ボタン（例えば、図５（ｂ）に示す最適な
環境で実行ボタン３１７）の押下操作が行われたか否かを判断する（ステップＳ９２４）
。
【０１５４】
　最適な環境で実行ボタンの押下操作が行われた場合には（ステップＳ９２４）、制御部
２３０が、表示されているコンテンツの選択操作（例えば、図５（ｂ）に示す各画像の押
下操作）が行われたか否かを判断する（ステップＳ９２５）。そして、その選択操作が行
われていない場合には（ステップＳ９２５）、ステップＳ９２４に戻る。なお、コンテン
ツの選択操作が一定期間行われない場合についても、ステップＳ９２４に戻る処理を行う
ようにしてもよい。一方、コンテンツの選択操作が行われた場合には（ステップＳ９２５
）、制御部２３０が、その選択されたコンテンツの取得に係る接続要求を処理待ちタスク
に登録する（ステップＳ９２６）。すなわち、その接続要求に係る処理待ちタスク情報が
処理待ちタスク情報記憶部２８０に記憶される。
【０１５５】
　また、最適な環境で実行ボタンの押下操作が行われていない場合についても（ステップ
Ｓ９２４）、制御部２３０が、表示されているコンテンツの選択操作が行われたか否かを
判断する（ステップＳ９２７）。そして、その選択操作が行われていない場合には（ステ
ップＳ９２７）、ステップＳ９２４に戻る。一方、コンテンツの選択操作が行われた場合
には（ステップＳ９２５）、接続要求の実行タイミング選択処理の動作を終了する。すな
わち、最適な環境で実行ボタンの押下操作が行われずに、表示されているコンテンツの選
択操作が行われた場合には、その接続要求が処理待ちタスクに登録されない。
【０１５６】
　［コンテンツ同期の適用例］
　以上では、所定のネットワークを介してコンテンツにアクセスする場合やコンテンツを
取得する例について説明した。ここでは、所定のネットワークを介してコンテンツ（ファ
イル）同期を行う例について説明する。なお、コンテンツ（ファイル）同期は、無線通信
装置２００以外の他の装置（例えば、コンテンツ提供サーバ１２０）に格納されているコ
ンテンツ（ファイル）と、無線通信装置２００に格納されているコンテンツ（ファイル）
との同期を行うことを意味する。例えば、音楽、動画、静止画等のコンテンツを再生する
ことが可能な携帯型メディアプレーヤーにおけるニュースの自動更新や、携帯型メディア
プレーヤーと情報処理装置（たとえば、パーソナルコンピュータ）との有線接続による自
動同期が想定される。
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【０１５７】
　［ファイル同期操作画面の表示例］
　図１３は、本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示されるファイル同期
操作画面の表示例を示す図である。図１３に示すファイル同期操作画面３５０は、所定の
ネットワーク（例えば、ネットワーク１１０）を介して、所望の接続先（例えば、コンテ
ンツ提供サーバ１２０）に接続してファイル同期処理を行うための接続要求を行う表示画
面である。
【０１５８】
　ファイル同期操作画面３５０には、接続先情報入力領域３５１と、実行ボタン３５２と
、最適な環境で実行ボタン３５３と、戻るボタン３５４とが設けられている。なお、これ
らは、図４に示す同一名称のものに対応するため、図４と共通する点についての説明の一
部を省略する。
【０１５９】
　実行ボタン３５２は、接続先情報入力領域３５１に入力された接続先情報に係る接続先
に接続してファイル同期処理を行うための接続要求を実行する場合に押下されるボタンで
ある。ここで、実行ボタン３５２の押下操作の前に、最適な環境で実行ボタン３５３が押
下されたか否かに応じて、その接続要求を実行するタイミングが異なる。
【０１６０】
　最適な環境で実行ボタン３５３は、接続先情報入力領域３５１に入力された接続先情報
に係る接続先に接続してファイル同期処理を行うための接続要求を、最適な通信環境とな
ったことを条件に行うことを選択するために押下されるボタンである。
【０１６１】
　例えば、最適な環境で実行ボタン３５３が押下されずに、実行ボタン３５２が押下され
た場合には、実行ボタン３５２の押下後の同期設定時刻において、接続先情報入力領域３
５１に入力された接続先情報に係る接続先に接続要求が行われる。一方、例えば、最適な
環境で実行ボタン３５３が押下された後に、実行ボタン３５２が押下された場合には、接
続先情報入力領域３５１に入力された接続先情報に係る接続先に、所定のタイミングで接
続要求が行われる。すなわち、最適な環境で実行ボタン３５３が押下された後に、実行ボ
タン３５２が押下された場合には、同期設定時刻以外の時刻（所定のタイミング）におい
て、ファイル同期処理が行われる。
【０１６２】
　このように、実行ボタン３５２は、同期設定時刻にファイル同期処理を実行するための
ボタンである。また、最適な環境で実行ボタン３５３は、同期設定時刻にファイル同期処
理を実行するか、所定のタイミングでファイル同期処理を実行するかを選択するためのボ
タンである。そして、無線通信装置２００と任意のサーバとの間でコンテンツ（ファイル
）同期を行う場合において、同期のためにコンテンツ（ファイル）をダウンロードする際
に実行するそのサーバへの接続要求を実行するタイミングをユーザが容易に選択すること
ができる。
【０１６３】
　ここで、同期処理の対象となるファイルは、例えば、メモリ２９０に記憶することがで
きる。そして、制御部２３０は、最適な環境で実行ボタン３５３が押下されずに実行ボタ
ン３５２が押下された場合には、実行ボタン３５２の押下後の同期設定時刻において、そ
の同期処理のための接続要求を行う。一方、制御部２３０は、最適な環境で実行ボタン３
５３の押下後に実行ボタン３５２が押下された場合には、同期設定時刻が経過した後に、
所定条件を満たすタイミングでその接続要求を行う。
【０１６４】
　［無線通信装置の動作例］
　図１４は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処
理手順の一例を示すフローチャートである。この処理手順は、図１０の変形例であるため
、図１０に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
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。
【０１６５】
　最初に、同期のための接続要求の実行タイミング選択処理が行われる（ステップＳ９３
０）。この選択処理については、図１１に示す処理手順と略同様であるため、ここでの説
明を省略する。
【０１６６】
　また、その接続要求が処理待ちタスクに登録されていない場合には（ステップＳ９０１
）、制御部２３０が、同期設定時刻において、その接続要求を実行する（ステップＳ９３
１）。すなわち、同期設定時刻において、ファイル同期処理が行われる。
【０１６７】
　また、その接続要求が処理待ちタスクに登録されている場合には（ステップＳ９０１）
、同期設定時刻以外の時刻（所定のタイミング）において、ファイル同期処理が行われる
（ステップＳ９０２乃至Ｓ９０４）。
【０１６８】
　なお、この例では、実行ボタンの押下操作後に（図１１に示すステップＳ９１３）、同
期のための接続要求を処理待ちタスクに登録する例（図１１に示すステップＳ９１４）を
示した。ただし、実行ボタンの押下操作後、同期設定時刻になった場合に、同期のための
接続要求を処理待ちタスクに登録するようにしてもよい。
【０１６９】
　また、この例では、１回の同期設定時刻において、ファイル同期処理を行う例を示した
。ただし、定期的または不定期に複数回行われるファイル同期処理についても同様に、同
期のための接続要求を処理待ちタスクに登録しておき、その同期設定時刻を基準にしてフ
ァイル同期処理を行うようにしてもよい。
【０１７０】
　また、同期設定時刻が設定されていない場合には、現在の時刻を同期設定時刻とするよ
うにしてもよい。
【０１７１】
　［最適エリアの表示例］
　以上では、無線通信品質が一定条件を満たすタイミングで接続要求を行う例を示した。
ここで、無線通信品質が一定条件を満たすタイミングで接続要求を実行することが選択さ
れた場合を想定する。この場合において、無線通信装置２００を所有するユーザは、無線
通信品質が一定条件を満たすエリアを把握することが困難であり、どのタイミングで接続
要求が実行されるかを把握することも困難であることが想定される。そこで、この例では
、無線通信品質が一定条件を満たすエリアを表示する例を示す。これにより、無線通信品
質が一定条件を満たすエリアをユーザが容易に把握することができ、どのタイミングで接
続要求が実行されるかをユーザが容易に把握することができる。
【０１７２】
　図１５は、本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される表示画面の一
例を簡略的に示す図である。
【０１７３】
　図１５に示す最適エリア案内地図表示画面４００は、無線通信装置２００が存在する場
所と、無線通信装置２００の通信環境が最適となるエリアとを地図上に重ねて表示する画
面である。なお、図１５では、説明の容易のため、地図については簡略化して示す。
【０１７４】
　なお、最適エリア案内地図表示画面４００は、ユーザによる特定操作（例えば、特定ボ
タンの押下操作）後、または、最適な環境で実行ボタンの押下操作後における実行ボタン
の押下操作後に表示させることができる。実行ボタンの押下操作後の表示は、例えば、一
定時間（例えば、１分）のみ表示させることができる。また、例えば、実行ボタンの押下
操作前に、最適エリア案内地図表示画面４００を表示させることにより、最適な環境で実
行ボタンを押下するか否かをユーザが適切に判断することができる。
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【０１７５】
　また、最適エリア案内地図表示画面４００に含まれる地図を表示させるための地図情報
は、メモリ２９０に記憶されている。そして、最適エリア案内地図表示画面４００を表示
させるための操作入力が行われた場合には、表示対象となる地図（無線通信装置２００が
存在する位置を含む地図）を表示させるための地図情報を制御部２３０がメモリ２９０か
ら取得する。なお、無線通信装置２００が存在する位置については、位置情報取得部２２
０により取得された位置情報に基づいて取得することができる。また、無線通信装置２０
０以外の地図情報記憶装置に地図情報を記憶させておき、インターネット等のネットワー
クを介してその地図情報記憶装置から地図情報を無線通信装置２００が取得するようにし
てもよい。さらに、無線通信品質が一定条件を満たすエリアにおいて、無線通信装置２０
０の位置情報を利用して周辺の地図情報を随時取得しておき、この取得された地図情報を
用いるようにしてもよい。例えば、上述したコンテンツ同期処理を適用して、地図情報記
憶装置との間で地図情報を同期させるようにしてもよい。
【０１７６】
　最適エリア案内地図表示画面４００には、地図表示領域４０１および戻るボタン４０７
が設けられている。地図表示領域４０１には、無線通信装置２００が存在する場所付近の
地図が表示される。また、地図表示領域４０１に表示される地図上には、住所表示領域４
０２と、矢印ボタン４０３乃至４０６と、現在位置標識４１１と、最適エリア標識４１２
乃至４１４とが表示される。
【０１７７】
　住所表示領域４０２には、最適エリア案内地図表示画面４００に表示されている地域を
表す名称（例えば、住所、シンボルマークの名称）が表示される。
【０１７８】
　矢印ボタン４０３乃至４０６は、最適エリア案内地図表示画面４００に表示されている
地図を上下左右の何れかに移動させる際に押下されるボタンである。
【０１７９】
　現在位置標識４１１は、無線通信装置２００が存在する位置を表す標識である。また、
最適エリア標識４１２乃至４１４は、無線通信装置２００の通信環境が最適となるエリア
を表す標識である。なお、図１５では、説明の容易のため、最適エリア標識４１２乃至４
１４を点線の円で表すが、そのエリアに応じて、他の形状とするようにしてもよい。
【０１８０】
　また、各エリアにおける信号強度に基づいて、最適エリア標識に異なる色を付して表示
するようにしてもよい。例えば、信号強度が強いエリアに係る最適エリア標識には青色を
付し、信号強度が弱くなるに応じて、その青色を薄くするような色の濃淡で信号強度を表
示することができる。また、例えば、各エリアにおける信号強度を、天気予報の降雨量表
示のように色の種別で表示するようにしてもよい。
【０１８１】
　ここで、無線通信装置２００の通信環境が最適となるエリアについては、情報処理装置
（例えば、ネットワーク制御装置１３０）から送信される最適エリア情報に基づいて求め
ることができる。例えば、その情報処理装置は、無線通信品質情報（無線通信品質に関す
る情報）および位置情報（無線通信装置の現在位置）を複数の無線通信装置から取得する
。そして、その情報処理装置は、取得された無線通信品質情報および位置情報に基づいて
、所定の無線通信品質となるエリアを検出し、この検出された所定の無線通信品質となる
エリアに関する情報を最適エリア情報として各無線通信装置に送信する。また、無線通信
装置２００は、対象とする基地局の各エリアでの信号強度情報をその情報処理装置から取
得し、その信号強度情報と無線通信装置２００が検出したその基地局の混雑度情報とに基
づいて所定の無線通信品質となるエリアを検出するようにしてもよい。
【０１８２】
　また、無線通信装置２００が、無線通信品質情報および位置情報を複数の他の無線通信
装置から取得し、取得された無線通信品質情報および位置情報に基づいて、所定の無線通
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信品質となるエリアを検出するようにしてもよい。すなわち、制御部２３０は、無線通信
装置２００が所定の無線通信品質となるエリアを検出し、この検出されたエリアを表示部
２５０に表示させることができる。
【０１８３】
　このように、制御部２３０は、無線通信装置２００が存在するエリアが所定の無線通信
品質となるエリアを、他の無線通信装置から収集した情報に基づいて直接検出することに
より把握することができる。また、制御部２３０は、無線通信装置２００が存在するエリ
アが所定の無線通信品質となるエリアを、情報処理装置（例えば、ネットワーク制御装置
１３０）により検出された最適エリア情報を受信することにより把握することができる。
そして、制御部２３０は、その把握されたエリアを表示部２５０に表示させることができ
る。すなわち、制御部２３０は、無線通信装置２００が存在するエリアが所定の無線通信
品質となるエリアに関するエリア情報を取得し、この取得されたエリア情報に基づいて、
所定の無線通信品質となるエリアを表示部２５０に表示させることができる。
【０１８４】
　なお、図１５では、地図表示領域４０１に表示されている地図上に最適エリア標識を表
示する例を示したが、無線通信装置２００の予測経路を算出し、この予測経路を含む周辺
に係る最適エリア標識のみを表示するようにしてもよい。
【０１８５】
　ここで、予測経路の算出方法について説明する。例えば、無線通信装置２００の現在位
置および現在時刻を取得する。そして、無線通信装置２００の過去の移動履歴（または、
他のユーザの移動履歴）を用いて、無線通信装置２００の現在位置および現在時刻に基づ
いて、無線通信装置２００を所有するユーザがどのように移動するかを予測することがで
きる。
【０１８６】
　例えば、過去の移動履歴を用いて、現在の時刻および現在の曜日に、そのユーザが移動
する複数の移動ルートのそれぞれについて、ユーザが移動する確率を求め、最も確率が高
い移動ルートを抽出する。または、隠れマルコフモデルを用いた学習アルゴリズム等を用
いて、現在の状態（または、現在までの一定期間の状態）に応じて、過去の移動履歴から
求められる移動ルートの候補の中から移動ルートを予測するようにしてもよい。
【０１８７】
　また、過去の移動履歴のみを用いて、移動ルート、目的地を予測する予測方法の他に、
予定表、電子メール、メモ帳のようなパーソナルコンテンツを解析することにより、これ
からの予定を割り出し、目的地を予測する方法を用いることもできる。これにより、ユー
ザの現在地、現在時刻に対して、ユーザが今後どのように移動していくかを予測すること
ができる。
【０１８８】
　また、地図表示領域４０１に表示されている地図の縮尺をユーザ操作に基づいて変更す
るようにしてもよく、無線通信装置２００の移動に応じて地図を順次変更するようにして
もよい。
【０１８９】
　［接続要求を行うまでの時間を制限する例］
　以上では、無線通信装置の通信環境が最適となるタイミングで接続要求を行う例を示し
た。ただし、ユーザによっては、ある時間までにコンテンツが欲しいため、その時間まで
に接続要求を希望することも想定される。例えば、朝の電車で聞くための音楽コンテンツ
を取得する場合を想定する。この場合に、例えば、朝、家を出る前に、接続要求操作を行
い、その操作による取得対象となる音楽コンテンツを、駅に着くまでに欲しいと考えるこ
とが想定される。このような場合には、接続要求を行うまでの時間に制限を設けることに
より、ユーザが所望する時間内でコンテンツを容易に取得することができる。
【０１９０】
　図１６および図１７は、本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される
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接続要求操作画面の表示例を示す図である。
【０１９１】
　図１６には、所定のネットワーク（例えば、ネットワーク１１０）を介して、所望の接
続先（例えば、コンテンツ提供サーバ１２０）に接続するための接続要求を行う接続要求
操作画面３６０を示す。
【０１９２】
　接続要求操作画面３６０には、接続先情報入力領域３６１と、実行ボタン３６２と、最
適な環境で実行ボタン３６３と、戻るボタン３６４と、リセットボタン３６５と、設定時
間表示領域３６６とが設けられている。なお、接続要求操作画面３６０は、図４に示す接
続要求操作画面３００の変形例であり、リセットボタン３６５および設定時間表示領域３
６６が追加されて表示される点が接続要求操作画面３００とは異なる。このため、この例
では、主に接続要求操作画面３００と異なる点について説明し、共通する部分についての
説明の一部を省略する。
【０１９３】
　最適な環境で実行ボタン３６３は、制限時間を設定する際に用いられるボタンであり、
図４に示す最適な環境で実行ボタン３０３に対応する。すなわち、最適な環境で実行ボタ
ン３６３を押下する毎に、設定対象となる制限時間を増加させることができる（例えば、
１回の押下操作毎に５分単位で増加）。また、最適な環境で実行ボタン３６３の押下操作
により設定された制限時間は、設定時間表示領域３６６に表示される。なお、最適な環境
で実行ボタン３６３が一定回数（例えば、１０回）だけ連続して押下された場合には、時
間制限がない設定がされるようにしてもよい。この場合には、設定時間表示領域３６６に
は、「時間制限なし」が表示される。
【０１９４】
　リセットボタン３６５は、設定された制限時間を初期状態にするためのボタンである。
すなわち、リセットボタン３６５が押下されると、設定された制限時間が０分となり、設
定時間表示領域３６６には、「０分」が表示される。
【０１９５】
　設定時間表示領域３６６は、最適な環境で実行ボタン３６３の押下操作により設定され
た制限時間を表示する領域である。
【０１９６】
　このように、接続要求操作画面３６０において制限時間が設定された場合には、その設
定された制限時間が、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０の期限情報２８３に格
納される。このように、処理待ちタスク情報記憶部２８０に格納された接続要求は、期限
情報２８３に格納されている制限時間内に接続要求が行われる。ここで、例えば、その設
定された制限時間内において最適なエリアに到達しなかった場合には、その制限時間の終
了時において、接続要求を行うことができる。また、制限時間が設定された場合には、通
信環境が最適なエリアを判断するための閾値を、その制限時間の長さに応じて変更するよ
うにしてもよい。例えば、その制限時間が短くなるのに応じて、通信環境が最適なエリア
を判断するための閾値を低い値とすることができる。
【０１９７】
　また、制限時間内における経路予測ができ、その予測された経路上において通信品質の
予測を行うことが可能な場合には、その経路上において通信品質が最も良いと予測された
エリアに到達した場合に、接続要求を行うようにしてもよい。
【０１９８】
　なお、図１６では、最適な環境で実行ボタン３６３の押下操作により、制限時間を設定
する例を示したが、他の操作方法により制限時間を設定するようにしてもよい。例えば、
「↑」ボタンおよび「↓」ボタンを接続要求操作画面３６０に設け、その「↑」ボタンお
よび「↓」ボタンの押下操作により、制限時間を設定するようにしてもよい。この場合に
は、例えば、「↑」ボタンが押下された場合には、制限時間の値がインクリメントされ、
「↓」ボタンが押下された場合には、制限時間の値がデクリメントされる。また、制限時
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間の値をユーザの手動操作（例えば、テンキーを用いた入力操作）により入力するように
してもよい。
【０１９９】
　図１７には、所定のネットワークを介して、所望の接続先に接続するための接続要求を
行う接続要求操作画面３７０を示す。
【０２００】
　接続要求操作画面３７０には、接続先情報入力領域３７１と、実行ボタン３７２と、最
適な環境で実行ボタン３７３と、時間表示領域３７４と、戻るボタン３７５とが設けられ
ている。なお、接続要求操作画面３７０は、図４に示す接続要求操作画面３００の変形例
であり、時間表示領域３７４が追加されて表示される点が接続要求操作画面３００とは異
なる。このため、この例では、主に接続要求操作画面３００と異なる点について説明し、
共通する部分についての説明の一部を省略する。
【０２０１】
　時間表示領域３７４は、無線通信装置２００の通信環境が最適となるエリア（無線通信
品質が一定条件を満たすエリア）に到達するまでの時間（所要時間）を表示する領域であ
る。時間表示領域３７４に表示される時間は、例えば、上述した経路予測と最適エリア情
報とに基づいて制御部２３０が算出することができる。
【０２０２】
　例えば、上述したように、移動経路を予測した後に、その移動経路上における無線通信
品質が良好なエリアを検出する。続いて、移動履歴情報に基づいて平均移動速度を求め、
移動方法（歩行中、電車での移動中等）を判断する。この判断結果（例えば、歩行中であ
れば、８０ｍｍ／分、電車での移動中であれば、４０ｋｍ／時の移動速度）を用いて、そ
の検出されたエリア（無線通信品質が良好なエリア）までの到達予測時間を算出すること
ができる。また、時間表示領域３７４には、所要時間とともに移動方法を表示するように
してもよい。例えば、「歩行時には２０分、電車での移動時には２．４分」と表示するこ
とができる。
【０２０３】
　また、無線通信装置２００は、定期的または不定期に最適エリア情報を取得し、最適エ
リア情報を取得する毎に、その時間を更新することができる。なお、時間表示領域３７４
に表示される時間については、情報処理装置（例えば、ネットワーク制御装置１３０）が
算出し、この算出された時間情報を無線通信装置２００に送信するようにしてもよい。
【０２０４】
　このように、接続要求操作画面３７０に所要時間を表示することにより、ユーザが、即
座の接続要求の実行を選択するか、または、通信環境が最適となるエリアでの実行を選択
するかを判断する場合に、その所要時間を指標として用いることができる。
【０２０５】
　［無線通信費を判断基準とする例］
　以上では、ユーザ操作に基づいて、無線通信品質が一定条件を満たすエリアにおいて接
続要求を行う例を示した。ただし、ユーザによっては、無線通信品質よりも無線通信費を
重視することも想定される。そこで、図１８では、ユーザ操作に基づいて、無線通信費が
一定条件を満たすエリアにおいて接続要求を行う例を示す。
【０２０６】
　図１８は、本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される接続要求操作
画面の表示例を示す図である。図１８に示す接続要求操作画面３８０は、所定のネットワ
ーク（例えば、ネットワーク１１０）を介して、所望の接続先（例えば、コンテンツ提供
サーバ１２０）に接続するための接続要求を行う接続要求操作画面である。
【０２０７】
　接続要求操作画面３８０には、接続先情報入力領域３８１と、実行ボタン３８２と、通
信品質が最適な環境で実行ボタン３８３と、通信費が最適な環境で実行ボタン３８４と、
戻るボタン３８５とが設けられている。なお、接続要求操作画面３８０は、図４に示す接
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続要求操作画面３００の変形例であり、通信費が最適な環境で実行ボタン３８４が追加さ
れて表示される点が接続要求操作画面３００とは異なる。また、最適な環境で実行ボタン
３０３の代わりに、通信品質が最適な環境で実行ボタン３８３を設けた点が接続要求操作
画面３００とは異なる。このため、この例では、主に接続要求操作画面３００と異なる点
について説明し、共通する部分についての説明の一部を省略する。
【０２０８】
　通信品質が最適な環境で実行ボタン３８３は、図４に示す最適な環境で実行ボタン３０
３に対応するボタンである。
【０２０９】
　通信費が最適な環境で実行ボタン３８４は、接続先情報入力領域３８１に入力された接
続先情報に係る接続先に接続要求を、通信費が最適な環境となったことを条件に行うこと
を選択するために押下されるボタンである。ここで、通信費が最適な環境は、例えば、無
線通信費が一定条件を満たすエリアを意味する。
【０２１０】
　例えば、通信品質が最適な環境で実行ボタン３８３および通信費が最適な環境で実行ボ
タン３８４が押下されずに、実行ボタン３８２が押下された場合を想定する。この場合に
は、実行ボタン３８２の押下直後に、接続先情報入力領域３８１に入力された接続先情報
に係る接続先に接続要求が行われる。一方、例えば、通信費が最適な環境で実行ボタン３
８４が押下された後に、実行ボタン３８２が押下された場合には、接続先情報入力領域３
８１に入力された接続先情報に係る接続先に、無線通信費が一定条件を満たす場合にのみ
接続要求が行われる。この一定条件を満たす場合は、例えば、その接続要求に係る通信費
が、ユーザが所望する金額（例えば、１０円）以下となった場合である。このため、通信
費が最適な環境で実行ボタン３８４が押下された後に、実行ボタン３８２が押下された場
合には、その接続要求を行うための情報が、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０
に格納される。この場合に、その接続要求を行うための情報として、通信費が最適な環境
で実行ボタン３８４が選択されたことを示す選択情報（通信費用）が、図３に示す処理待
ちタスク情報記憶部２８０の選択情報２８４に格納される。このように、処理待ちタスク
情報記憶部２８０に格納された接続要求は、無線通信費が一定条件を満たすエリアに無線
通信装置２００が存在する場合に行われる。
【０２１１】
　また、処理待ちタスク情報記憶部２８０に処理待ちタスク情報（選択情報２８４「通信
費」）が格納されている場合には、その旨（例えば、「無線通信品質が良好なエリアでの
接続を選択中」等の文字）を表示部２５０に表示するようにしてもよい。
【０２１２】
　ここで、通信事業者が同一である場合には、その通信事業が運営する基地局に対応する
エリアでは無線通信費が同一であることが多い。しかしながら、無線通信装置から基地局
までの遠近に応じて無線通信費を変更することも想定される。
【０２１３】
　例えば、基地局から比較的近い位置に存在する無線通信装置と、基地局から比較的離れ
ている位置に存在する無線通信装置に対して、同一の通信レートのサービスを提供する場
合を想定する。この場合には、基地局から比較的近い位置に存在する無線通信装置に割り
当てるリソースの方が、より多値化された、さらには、高い符号化率の信号を用いること
ができる。このため、基地局から比較的離れている位置に存在する無線通信装置に割り当
てるリソースよりも少なくてよい。そこで、基地局に対する負荷を考慮して、無線通信装
置から基地局までの遠近に応じて、無線通信費を変更して設定することが想定される。例
えば、基地局に比較的近いエリアを通信費の安価なエリアと設定し、基地局から比較的遠
いエリアを通信費が高価なエリアと設定することができる。
【０２１４】
　また、例えば、将来、トラフィック状況に応じた通信費が導入された場合（需要と供給
に基づいて価格が決定される）、比較的空いている基地局のエリアを通信費が安価なエリ
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アと設定することができる。この場合には、制御部２３０は、基地局が送信する信号から
算出されるその基地局の混雑度に基づいて、無線通信装置２００が存在するエリアの無線
通信費を算出することができる。
【０２１５】
　なお、基地局からの距離に関連する情報としては、パスロス、パイロット信号の受信レ
ベル、ＲＳＳＩ、同期信号のＳＩＲ、または、取得した位置情報から基地局との距離を算
出する方法等が考えられる。また、基地局の混雑度に基づいて期待される通信費用を無線
通信装置２００側において予測することもできる。
【０２１６】
　また、例えば、上述したように、移動経路を予測した後、その移動経路上における全て
の通信事業者の通信単価情報を参照し、安価な通信費となるエリアおよびその通信事業者
を特定することができる。この場合には、その特定されたエリアにおいて、その特定され
た通信事業者に接続することができるようにする。この例については、本技術の第３の実
施の形態で示す。
【０２１７】
　このように、所定条件を満たすタイミングを、無線通信装置２００が存在するエリアが
所定の無線通信費となるエリアとなるタイミングとすることができる。この場合には、制
御部２３０は、第２操作が受け付けられた場合には、無線通信装置２００が所定の無線通
信費となるエリアに存在するか否かを判断し、無線通信装置２００が所定の無線通信費と
なるエリアに存在すると判断された場合にその接続要求を行う。
【０２１８】
　［無線通信装置の動作例］
　図１９は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処
理手順の一例を示すフローチャートである。この処理手順は、図１０の変形例であるため
、図１０に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
。
【０２１９】
　最初に、接続要求の実行タイミング選択処理が行われる（ステップＳ９５０）。この選
択処理については、図２０を参照して詳細に説明する。
【０２２０】
　また、その接続要求が処理待ちタスクに登録されている場合には（ステップＳ９０１）
、制御部２３０が、その処理待ちタスクに登録されている選択情報は、通信品質であるか
否かを判断する（ステップＳ９４１）。すなわち、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部
２８０の選択情報２８４に「通信品質」が格納されているか否かが判断される。その選択
情報が通信品質である場合には（ステップＳ９４１）、ステップＳ９０２に進む。
【０２２１】
　その選択情報が通信品質でない場合（すなわち、通信費である場合）には（ステップＳ
９４１）、制御部２３０が、無線通信費を算出し（ステップＳ９４２）、無線通信費が一
定条件を満たすエリアに在圏しているか否かを判断する（ステップＳ９４３）。無線通信
費が一定条件を満たすエリアに在圏していない場合には（ステップＳ９４３）、無線通信
費の算出を継続して行う（ステップＳ９４２）。
【０２２２】
　無線通信費が一定条件を満たすエリアに在圏している場合には（ステップＳ９４３）、
制御部２３０が、処理待ちタスクに登録されている接続要求を実行する（ステップＳ９０
４）。
【０２２３】
　図２０は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処
理手順のうちの接続要求の実行タイミング選択処理手順（図１９に示すステップＳ９５０
の処理手順）を示すフローチャートである。この処理手順は、図１１の変形例であるため
、図１１に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



(34) JP 2013-9298 A 2013.1.10

10

20

30

40

50

。
【０２２４】
　制御部２３０が、通信品質が最適な環境で実行ボタン（例えば、図１８に示す通信品質
が最適な環境で実行ボタン３６３）の押下操作が行われたか否かを判断する（ステップＳ
９５１）。通信品質が最適な環境で実行ボタンの押下操作が行われた場合には（ステップ
Ｓ９５１）、ステップＳ９１３に進む。
【０２２５】
　また、実行ボタン（例えば、図１８に示す実行ボタン３８２）の押下操作が行われた場
合には（ステップＳ９１３）、制御部２３０が、その旨の選択情報とともに、その入力さ
れた接続先情報に係る接続要求を処理待ちタスクに登録する（ステップＳ９５２）。すな
わち、その接続要求に係る処理待ちタスク情報（選択情報を通信品質とする）が処理待ち
タスク情報記憶部２８０に記憶される。
【０２２６】
　また、通信品質が最適な環境で実行ボタンの押下操作が行われていない場合には（ステ
ップＳ９５１）、制御部２３０が、通信費が最適な環境で実行ボタンの押下操作が行われ
たか否かを判断する（ステップＳ９５３）。例えば、図１８に示す通信費が最適な環境で
実行ボタン３８４の押下操作が行われたか否かが判断される。
【０２２７】
　通信費が最適な環境で実行ボタンの押下操作が行われた場合には（ステップＳ９５３）
、制御部２３０が、実行ボタンの押下操作が行われたか否かを判断する（ステップＳ９５
４）。そして、その押下操作が行われていない場合には、ステップＳ９５１に戻る。なお
、実行ボタンの押下操作が一定期間行われない場合についても、ステップＳ９５１に戻る
処理を行ってもよい。一方、実行ボタンの押下操作が行われた場合には（ステップＳ９５
４）、制御部２３０が、その旨の選択情報とともに、その入力された接続先情報に係る接
続要求を処理待ちタスクに登録する（ステップＳ９５５）。すなわち、その接続要求に係
る処理待ちタスク情報（選択情報を通信費用とする）が処理待ちタスク情報記憶部２８０
に記憶される。
【０２２８】
　また、通信費が最適な環境で実行ボタンの押下操作が行われていない場合には（ステッ
プＳ９５３）、ステップＳ９１５に進む。
【０２２９】
　［コンテンツサイズに基づく接続要求の制限例］
　以上では、接続要求を、無線通信品質（または、無線通信費）が一定条件を満たすタイ
ミングで実行するか、即時に実行するかをユーザ操作により選択する例を示した。ここで
、接続要求を即時に行うことが選択されている場合であっても、取得対象となるコンテン
ツのサイズが比較的大きい場合には、最適な通信環境において接続要求を行うことが好ま
しいことも想定される。そこで、この例では、コンテンツサイズに基づいて接続要求を制
限する例を示す。
【０２３０】
　［通知画面の表示例］
　図２１は、本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される通知画面の表
示例を示す図である。
【０２３１】
　図２１（ａ）には、接続要求を即座に実行することが選択された後に表示される通知画
面４２０を示す。すなわち、通知画面４２０は、接続要求操作画面（例えば、図４に示す
接続要求操作画面３００）において、接続要求を即座に実行する旨の選択操作が行われた
直後に、無線通信品質が一定条件を満たしていない場合に表示される画面である。また、
通知画面４２０には、通知メッセージ表示領域４２１および確認ボタン４２２が設けられ
ている。
【０２３２】
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　通知メッセージ表示領域４２１は、接続要求を即座に実行することが選択されたが、無
線通信装置２００が存在するエリアの無線通信品質が一定条件を満たしていないため、そ
の接続要求がすぐに行われない旨のメッセージを表示する領域である。すなわち、通知画
面４２０が表示された場合には、その接続要求が処理待ちタスクに登録されるものとする
。
【０２３３】
　確認ボタン４２２は、通知画面４２０をユーザが確認した後に押下されるボタンである
。確認ボタン４２２が押下された場合には、他の画面（例えば、初期画面）が表示される
。
【０２３４】
　図２１（ｂ）には、接続要求を即座に実行することが選択された後に表示される通知画
面４２５を示す。なお、通知画面４２５は、図２１（ａ）に示す通知画面４２０の変形例
であり、キャンセルボタン４２７を設けた点が異なる。すなわち、通知画面４２５は、接
続要求が処理待ちタスクに登録された後に、その接続要求をユーザ操作によりキャンセル
するための表示画面である。
【０２３５】
　通知画面４２５には、通知メッセージ表示領域４２６と、キャンセルボタン４２７と、
確認ボタン４２８とが設けられている。
【０２３６】
　キャンセルボタン４２７は、処理待ちタスクに登録された接続要求をキャンセルする際
に押下されるボタンである。例えば、キャンセルボタン４２７が押下された場合には、処
理待ちタスクに登録された接続要求をキャンセルする旨のメッセージが表示され、その接
続要求の削除処理が行われる。
【０２３７】
　［無線通信装置の動作例］
　図２２は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処
理手順の一例を示すフローチャートである。この処理手順は、図１０の変形例であるため
、図１０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を省略する。
【０２３８】
　その接続要求が処理待ちタスクに登録されていない場合には（ステップＳ９０１）、接
続要求実行処理が行われる（ステップＳ９６０）。この接続要求実行処理については、図
２３を参照して詳細に説明する。
【０２３９】
　図２３は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処
理手順のうちの接続要求実行処理手順（図２２に示すステップＳ９６０の処理手順）を示
すフローチャートである。
【０２４０】
　最初に、制御部２３０が、その接続要求によりダウンロードされるコンテンツに関する
サイズ情報（コンテンツサイズ情報）を接続先から取得する（ステップＳ９６１）。この
場合には、その接続先に接続要求が行われ、コンテンツサイズ情報のみが取得される。
【０２４１】
　続いて、制御部２３０が、取得されたコンテンツサイズ情報に基づいて、ダウンロード
されるコンテンツのサイズを求め、このサイズが閾値以上であるか否かを判断する（ステ
ップＳ９６２）。そして、ダウンロードされるコンテンツのサイズが閾値以上でない場合
（すなわち、閾値未満である場合）には（ステップＳ９６２）、制御部２３０が、そのコ
ンテンツをその接続先からダウンロードする（ステップＳ９６５）。
【０２４２】
　また、ダウンロードされるコンテンツのサイズが閾値以上である場合には（ステップＳ
９６２）、制御部２３０が、無線通信品質を測定し（ステップＳ９６３）、無線通信品質
が一定条件を満たすエリアに在圏しているか否かを判断する（ステップＳ９６４）。そし
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て、無線通信品質が一定条件を満たすエリアに在圏している場合には（ステップＳ９６４
）、ステップＳ９６５に進む。一方、無線通信品質が一定条件を満たすエリアに在圏して
いない場合には（ステップＳ９６４）、制御部２３０が、その接続要求を中断し（ステッ
プＳ９６６）、その接続要求を処理待ちタスクに登録する（ステップＳ９６７）。すなわ
ち、その接続要求に係る処理待ちタスク情報が処理待ちタスク情報記憶部２８０に記憶さ
れる。
【０２４３】
　続いて、制御部２３０が、その旨を示す通知画面（例えば、図２１（ａ）に示す通知画
面４２０）を表示部２５０に表示させる（ステップＳ９６８）。
【０２４４】
　続いて、制御部２３０が、無線通信品質を測定し（ステップＳ９６９）、無線通信品質
が一定条件を満たすエリアに在圏しているか否かを判断する（ステップＳ９７０）。そし
て、無線通信品質が一定条件を満たすエリアに在圏していない場合には（ステップＳ９７
０）、無線通信品質の測定を継続して行う（ステップＳ９６９）。
【０２４５】
　また、無線通信品質が一定条件を満たすエリアに在圏している場合には（ステップＳ９
７０）、制御部２３０が、処理待ちタスクに登録されている接続要求を実行し、そのコン
テンツをその接続先からダウンロードする（ステップＳ９７１）。
【０２４６】
　なお、通知画面として、図２１（ｂ）に示す通知画面４２５を表示部２５０に表示させ
る場合には（ステップＳ９６８）、キャンセルボタン４２７の押下操作に応じて、処理待
ちタスクに登録されている接続要求の削除処理が行われる。
【０２４７】
　このように、制御部２３０は、接続要求を即座に実行することが選択された場合であっ
ても、その接続要求に応じて取得されるコンテンツのサイズが所定サイズを基準として大
きいときには、所定条件を満たすタイミングでその接続要求を行う。
【０２４８】
　［ユーザ操作に基づく接続要求の制限例］
　以上では、コンテンツサイズに基づいて接続要求を自動で制限する例を示した。ただし
、例えば、ユーザが所望のコンテンツをダウンロードする場合に、そのコンテンツのダウ
ンロード時間を確認した後に、ユーザ操作に基づいて接続要求を制限するようにしてもよ
い。そこで、この例では、コンテンツのダウンロード時間に基づいて接続要求を手動また
は自動で制限する例を示す。
【０２４９】
　［コンテンツの予想ダウンロード時間の表示例］
　図４９は、本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される接続要求操作
画面の表示例を示す図である。
【０２５０】
　図４９（ａ）には、所定のネットワークを介して所望の接続先から取得されたコンテン
ツ一覧を表示するためのコンテンツ取得要求操作画面４７０を示す。コンテンツ取得要求
操作画面４７０は、図５（ｂ）に示す最適な環境で実行ボタン３１７を省略し、予想ダウ
ンロード時間表示ボタン４７２を設けた点以外は、図５（ｂ）に示すコンテンツ取得要求
操作画面３１５と同様であるため、ここでの詳細な説明を省略する。
【０２５１】
　例えば、図５（ａ）に示す接続先情報入力領域３１１に接続先情報が入力された後に、
実行ボタン３１２が押下された場合には、その入力された接続先情報に係る接続先に接続
要求が行われる。この接続要求に応じて、接続先（例えば、コンテンツ提供サーバ１２０
）からコンテンツに関する情報（例えば、コンテンツ一覧を表示するための情報）がダウ
ンロードされ、コンテンツ取得要求操作画面４７０が表示部２５０に表示される。
【０２５２】
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　ここで、コンテンツ取得要求操作画面４７０に表示されている画像（コンテンツを表す
画像）が接続先情報を含むリンクを有する場合には、予想ダウンロード時間を確認するこ
とができる旨のメッセージがコンテンツ取得要求操作画面４７０に表示される。
【０２５３】
　例えば、コンテンツ取得要求操作画面４７０において、コンテンツ一覧表示領域４７１
に表示されている１または複数の画像が押下され、予想ダウンロード時間表示ボタン４７
２が押下された場合を想定する。この場合には、その押下された画像のコンテンツに係る
予想ダウンロード時間が表示される。例えば、コンテンツ一覧表示領域４７１に表示され
ている３つの画像（図４９（ａ）に示す真ん中ラインの各画像）が押下され、予想ダウン
ロード時間表示ボタン４７２が押下された場合には、図４９（ｂ）に示すコンテンツ取得
要求操作画面４８０が表示される。
【０２５４】
　図４９（ｂ）には、図４９（ａ）に示すコンテンツ取得要求操作画面４７０において選
択された１または複数のコンテンツに関する予想ダウンロード時間を表示するためのコン
テンツ取得要求操作画面４８０を示す。コンテンツ取得要求操作画面４８０は、予想ダウ
ンロード時間表示領域４８４を設けた点以外は、図５（ｂ）に示すコンテンツ取得要求操
作画面３１５と同様であるため、ここでの詳細な説明を省略する。
【０２５５】
　例えば、コンテンツ一覧表示領域４８３に画像が表示されているコンテンツに関する予
想ダウンロード時間が予想ダウンロード時間表示領域４８４にコンテンツ毎に表示される
。このように、各コンテンツに関する予想ダウンロード時間が表示されるため、ユーザは
、その予想ダウンロード時間を確認した後に、最適な環境で実行ボタン４８１を押下する
か否かを判断することができる。
【０２５６】
　例えば、予想ダウンロード時間が比較的短い場合（例えば、１分以内）において、所望
のコンテンツの早期取得を希望する場合には、最適な環境で実行ボタン４８１を押下せず
に、コンテンツ一覧表示領域４８３の画像の押下操作を行うことができる。また、例えば
、予想ダウンロード時間が比較的長い場合（例えば、１０分以上）において、所望のコン
テンツの取得が遅れてもよい場合には、最適な環境で実行ボタン４８１を押下し、コンテ
ンツ一覧表示領域４８３の画像の押下操作を行うことができる。
【０２５７】
　なお、これらの判断を自動で行うようにしてもよい。例えば、コンテンツのダウンロー
ドを、即座に実行するか最適な環境で実行するかの判断を、手動操作で行うかまたは自動
で行うかの設定を、ユーザが予め行っておく。そして、手動操作で行う設定がされている
場合には、上述した手動操作によりユーザが判断する。一方、自動で行う設定がされてい
る場合には、予想ダウンロード時間に基づいて、即座に実行するか最適な環境で実行する
かが判断される。
【０２５８】
　例えば、制御部２３０は、予想ダウンロード時間と閾値（例えば、３分）とを比較して
、予想ダウンロード時間が閾値以上である場合には、最適な環境で実行する旨を決定する
。また、制御部２３０は、予想ダウンロード時間が閾値未満である場合には、即座に実行
する旨を決定する。また、ダウンロード対象となるコンテンツが複数存在する場合には、
予想ダウンロード時間と閾値とをコンテンツ毎に比較する。そして、例えば、少なくとも
１つのコンテンツに係る予想ダウンロード時間が閾値以上である場合には、最適な環境で
実行する旨を決定するようにしてもよい。また、例えば、予想ダウンロード時間が閾値未
満であるコンテンツについてのみ、即座に実行する旨を決定し、他のコンテンツについて
は、最適な環境で実行する旨を決定するようにしてもよい。
【０２５９】
　また、制御部２３０は、現在位置でのダウンロードに要する予測時間の算出とともに、
予測経路上の通信速度の予測値を算出して、予測経路上のダウンロードに要する予測時間
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を表示させるようにしてもよい。例えば、地図上に予測経路を示す標識（例えば、予測経
路を示す太線）を表示させ、この標識上に、コンテンツを表す画像と予想ダウンロード時
間とを関連付けて表示させることができる。この場合には、例えば、予測経路上における
所定間隔（時間軸上の所定間隔、または、地図上の所定間隔）で、コンテンツを表す画像
と予想ダウンロード時間とを関連付けて表示させることができる。なお、表示対象となる
予想ダウンロード時間のうち、最短となる時間のみを予測経路上に表示させるようにして
もよい。これにより、ユーザがどこに移動すれば、ダウンロード時間が最短となるかを容
易に把握することができる。
【０２６０】
　また、制御部２３０は、通信品質管理サーバ６０１（図３６に示す）から予測経路上の
通信品質に係る情報を取得して、ダウンロードに要する予測時間を算出するようにしても
よい。
【０２６１】
　ここで、通信速度の予測値の算出方法について説明する。通信速度の予測値の算出方法
として、例えば、基地局の混雑度、または、受信信号強度を利用する算出方法を用いるこ
とができる。
【０２６２】
　例えば、無線通信装置２００が基地局の混雑度を検出する方法としては、Ｗ－ＣＤＭＡ
方式の場合には、待ち受け時に行うセルサーチおよび周辺セルサーチ、または、セル再選
択の処理により取得する相関検出値を利用することができる。
【０２６３】
　また、ＯＦＤＭＡの場合には、フレーム毎の全サブキャリア数に対して、実際に割り当
てられたサブキャリア数の割合に関する情報を検出することにより、基地局の混雑度を検
出することができる。
【０２６４】
　また、Ｗ－ＣＤＭＡ方式の場合には、混雑度からＳＩＲを算出して、ＣＱＩ（Channel 
Quality Indicator）に対応する最大通信速度を見積もることが可能である。
【０２６５】
　一方、ＯＦＤＭＡの場合には、フレーム同期または基地局の判別に用いられるプリアン
ブル信号またはリファレンス信号の受信結果を用いることができる。すなわち、その受信
結果に基づいて、受信品質としてプリアンブル信号またはリファレンス信号のＳＩＲを取
得して、ＣＱＩに対応する最大通信速度を見積もることが可能である。そして、この最大
通信速度に対して、混雑度が大きい場合には通信速度の予測値を小さく、混雑度が小さい
場合には通信速度の予測値が大きくなるように算出することができる。
【０２６６】
　また、Ｗ－ＣＤＭＡ方式の場合には、Ｅｃ／Ｎｏ（Energy-per-Chip-to-Noise）と呼ば
れる指標を利用して、ＣＱＩに対応する最大通信速度を算出するようにしてもよい。
【０２６７】
　［無線通信装置の動作例］
　図５０および図５１は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置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。
【０２６８】
　最初に、制御部２３０は、コンテンツ一覧画面（例えば、図４９（ａ）に示すコンテン
ツ取得要求操作画面４７０）を表示部２５０に表示させる（ステップＳ１１０１）。続い
て、制御部２３０は、コンテンツ一覧画面において、画像（コンテンツ）の選択操作が行
われたか否かを判断し（ステップＳ１１０２）、画像（コンテンツ）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、画像（コンテンツ）の選択操作が行われ
た場合には（ステップＳ１１０２）、制御部２３０は、予測ダウンロード時間表示指示操
作が行われたか否かを判断する（ステップＳ１１０３）。そして、予測ダウンロード時間
表示指示操作が行われていない場合には（ステップＳ１１０３）、監視を継続して行う。
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なお、予測ダウンロード時間表示指示操作は、例えば、図４９（ａ）に示す予想ダウンロ
ード時間表示ボタン４７２の押下操作である。
【０２６９】
　また、予測ダウンロード時間表示指示操作が行われた場合には（ステップＳ１１０３）
、制御部２３０は、選択された画像に関するコンテンツサイズ情報を、接続先から取得す
る（ステップＳ１１０４）。
【０２７０】
　続いて、制御部２３０は、無線通信品質を測定し（ステップＳ１１０５）、選択された
画像に関するコンテンツのダウンロード時の通信速度の予測値を算出する（ステップＳ１
１０６）。続いて、制御部２３０は、接続先から取得したコンテンツサイズ情報と、算出
されたダウンロード時の通信速度の予測値とに基づいて、コンテンツのダウンロードに要
する予測時間（予想ダウンロード時間）を算出する（ステップＳ１１０７）。続いて、制
御部２３０は、算出された予想ダウンロード時間と、これに対応するコンテンツとをコン
テンツ毎に表示部２５０に表示させる（ステップＳ１１０８）。例えば、図４９（ｂ）に
示すように、コンテンツを表す画像と、予想ダウンロード時間とが並べて表示される。
【０２７１】
　続いて、制御部２３０は、自動設定がされている否かを判断する（ステップＳ１１０９
）。この自動設定は、コンテンツのダウンロードを、即座に実行するか最適な環境で実行
するかの判断を自動で行う旨の設定である。
【０２７２】
　自動設定がされている場合には（ステップＳ１１０９）、制御部２３０は、ダウンロー
ド対象となるコンテンツのダウンロードに要する予測時間（予想ダウンロード時間）が閾
値以上であるか否かを判断する（ステップＳ１１１０）。そして、予想ダウンロード時間
が閾値未満である場合には（ステップＳ１１１０）、制御部２３０は、選択された画像に
係るコンテンツのダウンロードを実行する（ステップＳ１１１１）。一方、予想ダウンロ
ード時間が閾値以上である場合には（ステップＳ１１１０）、ステップＳ１１１５に進む
。
【０２７３】
　自動設定がされていない場合には（ステップＳ１１０９）、制御部２３０は、最適な環
境で実行ボタン（例えば、図４９（ｂ）に示す最適な環境で実行ボタン４８１）の押下操
作が行われたか否かを判断する（ステップＳ１１１２）。
【０２７４】
　最適な環境で実行ボタンの押下操作が行われていない場合には（ステップＳ１１１２）
、制御部２３０が、ダウンロード対象となるコンテンツの画像（例えば、図４９（ｂ）に
示す３つの画像）の押下操作が行われたか否かを判断する（ステップＳ１１１３）。そし
て、その押下操作が行われていない場合には（ステップＳ１１１３）、ステップＳ１１１
２に戻り、その押下操作が行われた場合には、ステップＳ１１１０に進む。
【０２７５】
　また、最適な環境で実行ボタンの押下操作が行われた場合についても（ステップＳ１１
１２）、制御部２３０が、ダウンロード対象となるコンテンツの画像（例えば、図４９（
ｂ）に示す３つの画像）の押下操作が行われたか否かを判断する（ステップＳ１１１４）
。そして、その押下操作が行われていない場合には（ステップＳ１１１４）、ステップＳ
１１１２に戻る。一方、その押下操作が行われた場合には（ステップＳ１１１４）、制御
部２３０が、その押下された画像に係るコンテンツをダウンロードするための接続要求を
処理待ちタスクに登録する（ステップＳ１１１５）。すなわち、その接続要求に係る処理
待ちタスク情報が処理待ちタスク情報記憶部２８０に記憶される。
【０２７６】
　続いて、制御部２３０が、無線通信品質を測定し（ステップＳ１１１６）、無線通信品
質が一定条件を満たすエリアに在圏しているか否かを判断する（ステップＳ１１１７）。
無線通信品質が一定条件を満たすエリアに在圏していない場合には（ステップＳ１１１７
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）、無線通信品質の測定を継続して行う（ステップＳ１１１６）。
【０２７７】
　無線通信品質が一定条件を満たすエリアに在圏している場合には（ステップＳ１１１７
）、制御部２３０が、処理待ちタスクに登録されている接続要求を実行する（ステップＳ
１１１８）。
【０２７８】
　なお、この例では、コンテンツ一覧画面において選択されたコンテンツについてのみ、
予想ダウンロード時間を表示する例を示した。ただし、例えば、選択可能な全てのコンテ
ンツについて予想ダウンロード時間を表示するようにしてもよい。
【０２７９】
　このように、ダウンロードに要する予測時間（予想ダウンロード時間）が表示部２５０
に表示される。このため、ユーザは、その予測時間を参考にしながら、コンテンツのダウ
ンロードのための接続要求を即座に行う操作（第１操作）、または、所定条件を満たすタ
イミングで行う操作（第２操作）を選択することができる。
【０２８０】
　なお、この例では、ダウンロードに要する予測時間（予想ダウンロード時間）を表示部
２５０に表示する例を示したが、接続先から取得したコンテンツサイズ情報に基づいて、
コンテンツのサイズを表示部２５０に表示するようにしてもよい。また、予想ダウンロー
ド時間およびコンテンツのサイズを同時に表示部２５０に表示するようにしてもよい。こ
のように表示することにより、ユーザは、そのコンテンツのサイズを参考にしながら、コ
ンテンツのダウンロードのための接続要求を即座に行う操作（第１操作）、または、所定
条件を満たすタイミングで行う操作（第２操作）を選択することができる。
【０２８１】
　［各閾値の変更例］
　以上では、各比較に用いられる閾値として固定の値を用いる例を示した。ただし、無線
通信装置２００の使用状態やコンテンツサイズ等に応じて、各閾値を変更して用いること
ができる。例えば、無線通信装置２００が在圏するエリアにおける無線通信品質に応じて
閾値（ダウンロードするコンテンツサイズと比較する際に用いられる閾値）を変化させる
ことができる。例えば、ＳＩＲが大きくなるに応じて、その閾値を大きく設定することが
できる。
【０２８２】
　また、無線通信品質が一定条件を満たすか否かを判断する際に用いられる閾値について
も、例えば、接続先から取得したコンテンツサイズ情報に応じて変化させることができる
。例えば、コンテンツサイズが大きくなるに応じて、その閾値となるＳＩＲを大きく設定
することができる。
【０２８３】
　また、バッテリの残容量に応じて、その閾値を変化させるようにしてもよい。例えば、
無線通信品質の悪い場所では、基地局との信号の送受信で消費される電力が比較的大きく
なる。このため、バッテリの残容量が少ない場合には、コンテンツのダウンロードに係る
消費電力を低減させることが重要である。そこで、例えば、バッテリの残容量が少なくな
るに応じて、その閾値を大きく設定することができる。
【０２８４】
　このように、無線通信装置２００の制御部２３０は、アプリケーションの種類と、コン
テンツのサイズと、バッテリ残量とのうちの少なくとも１つに基づいて、無線通信品質が
一定条件を満たすか否かを判断する際に用いられる閾値を変更することができる。すなわ
ち、制御部２３０は、アプリケーションの種類と、コンテンツのサイズと、バッテリ残量
とのうちの少なくとも１つに基づいて、閾値としての所定の無線通信品質を変更すること
ができる。
【０２８５】
　［無線通信装置の動作例］
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　図２４は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処
理手順のうちの接続要求実行処理手順（図２２に示すステップＳ９６０の処理手順に対応
する）を示すフローチャートである。この処理手順は、図２３の変形例であるため、図２
３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を省略する。
【０２８６】
　最初に、その接続要求によりダウンロードされるコンテンツに関するサイズ情報（コン
テンツサイズ情報）が接続先から取得された後に（ステップＳ９６１）、制御部２３０が
、各比較処理に用いられる閾値を更新する（ステップＳ９７３）。上述したように、例え
ば、ＳＩＲ、コンテンツサイズ、バッテリの残容量等に基づいて、各閾値が更新される。
【０２８７】
　また、ダウンロードされるコンテンツのサイズが閾値以上である場合には（ステップＳ
９６２）、ステップＳ９６６に進む。
【０２８８】
　［追加料金の加算による制限解除例］
　以上では、取得対象となるコンテンツのサイズが比較的大きい場合には、そのコンテン
ツの取得に係る接続要求を処理待ちタスクに登録する例を示した。しかしながら、追加料
金を払ってでも、そのコンテンツを迅速に取得したいと希望するユーザも存在すると想定
される。そこで、この例では、取得対象となるコンテンツのサイズが比較的大きい場合に
は、追加料金の支払いを条件にそのコンテンツの取得を実行する例を示す。
【０２８９】
　［通知画面の表示例］
　図２５は、本技術の第１の実施の形態における表示部２５０に表示される通知画面の表
示例を示す図である。
【０２９０】
　図２５（ａ）には、接続要求を即座に実行することが選択された後に表示される通知画
面４３０を示す。すなわち、通知画面４３０は、接続要求操作画面（例えば、図４に示す
接続要求操作画面３００）において、接続要求を即座に実行する旨の選択操作が行われた
直後に、無線通信品質が一定条件を満たしていない場合に表示される画面である。
【０２９１】
　通知画面４３０には、通知メッセージ表示領域４３１と、はいボタン４３２と、いいえ
ボタン４３３と、戻るボタン４３４とが設けられている。
【０２９２】
　通知メッセージ表示領域４３１は、コンテンツのサイズが比較的大きいため、迅速に接
続要求を行う場合には、追加料金が発生する旨のメッセージを表示する領域である。なお
、追加料金の額（図２５では、１０％）については、固定とするようにしてもよく、コン
テンツのサイズや無線通信環境等に応じて変更するようにしてもよい。
【０２９３】
　はいボタン４３２は、追加料金の払いを承認する場合に押下されるボタンである。また
、いいえボタン４３３は、追加料金の払いを承認しない場合に押下されるボタンである。
【０２９４】
　すなわち、はいボタン４３２が押下された場合には、その直後にコンテンツ取得処理が
行われる。このコンテンツ取得処理の後に、通常の通信費に追加料金が加算される。
【０２９５】
　また、いいえボタン４３３が押下された場合には、その接続要求を処理待ちタスクに登
録するか否かを確認するための確認画面が表示される。この確認画面の表示例を図２５（
ｂ）に示す。
【０２９６】
　図２５（ｂ）には、図２５（ａ）に示す通知画面４３０において、いいえボタン４３３
が押下された後に表示される確認画面４３５を示す。
【０２９７】
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　確認画面４３５には、確認メッセージ表示領域４３６と、はいボタン４３７と、いいえ
ボタン４３８と、戻るボタン４３９とが設けられている。
【０２９８】
　確認メッセージ表示領域４３６は、その接続要求を処理待ちタスクに登録するか否かを
確認するためのメッセージを表示する領域である。
【０２９９】
　はいボタン４３７は、その接続要求を処理待ちタスクに登録することを承認する場合に
押下されるボタンである。また、いいえボタン４３８は、その接続要求を処理待ちタスク
に登録することを承認しない場合に押下されるボタンである。
【０３００】
　すなわち、はいボタン４３７が押下された場合には、その接続要求に係る処理待ちタス
ク情報が、図３に示す処理待ちタスク情報記憶部２８０に格納される。また、いいえボタ
ン４３８が押下された場合には、その接続要求が取り消される。
【０３０１】
　［無線通信装置の動作例］
　図２６は、本技術の第１の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処
理手順のうちの接続要求実行処理手順（図２２に示すステップＳ９６０の処理手順に対応
する）を示すフローチャートである。この処理手順は、図２３の変形例であるため、図２
３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を省略する。
【０３０２】
　無線通信品質が一定条件を満たすエリアに在圏していない場合には（ステップＳ９６４
）、制御部２３０が、その接続要求を中断し（ステップＳ９６６）、通知画面（例えば、
図２５（ａ）に示す通知画面４３０）を表示部２５０に表示させる（ステップＳ９７６）
。
【０３０３】
　続いて、制御部２３０が、その通知画面において、追加料金を承認する旨の承認操作（
例えば、図２５（ａ）に示すはいボタン４３２の押下操作）が行われたか否かを判断し（
ステップＳ９７７）、その承認操作が行われた場合には、ステップＳ９６５に進む。一方
、その承認操作が行われなかった場合には（ステップＳ９７７）、制御部２３０が、確認
画面（例えば、図２５（ｂ）に示す確認画面４３５）を表示部２５０に表示させる（ステ
ップＳ９７８）。
【０３０４】
　続いて、制御部２３０が、その確認画面において、その接続要求を処理待ちタスクに登
録することを承認する旨の承認操作（例えば、図２５（ｂ）に示すはいボタン４３７の押
下操作）が行われたか否かを判断する（ステップＳ９７９）。そして、その承認操作が行
われた場合には（ステップＳ９７９）、ステップＳ９６７に進む。一方、その承認操作が
行われなかった場合には（ステップＳ９７９）、接続要求実行処理の動作を終了する。す
なわち、その接続要求が取り消される。
【０３０５】
　ここで、例えば、モバイル環境において、無線を介してコンテンツを楽しむユーザの行
動様式も多様化しつつある。例えば、即座にストリーミングサービスを楽しみたいユーザ
もいれば、時間的制約は比較的緩いが、より安価にコンテンツサービスを楽しみたいユー
ザもいる。そこで、本技術の第１の実施の形態では、移動環境下で無線を介してコンテン
ツにアクセスするための様々な起動方法をユーザが容易に選択することができる。例えば
、移動環境下において、受信状態の良好な位置での無線接続と、即時無線接続という異な
る無線接続起動方法の中から、ユーザが好む起動方法を容易に選択することができる。ま
た、通信事業者は、モバイル環境にいるユーザの状況に基づいて、トラフィックに極力負
荷をかけない形で無線通信サービスを提供することができる。また、例えば、行動予測に
基づいた無線リソースの予約等が可能になった場合には、無線リソースを効率的に利用す
ることができる。
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【０３０６】
　このように、無線通信品質が良好なエリアにおいてダウンロード等を実行することによ
り、無線基地局の負荷を低減することができ、無線通信装置２００の消費電力を低減する
ことができる。例えば、３ＧのＨＳＤＰＡ以降のシステムでは、ＡＭＣという機能が実装
され、無線通信品質の良好な場合には、無線基地局は、多値化、かつ、高い符号化率の変
調方式で、無線通信装置２００に信号を送信することができる。すなわち、同じ容量のデ
ータを送信する場合に、無線基地局は、より少ない無線リソースを使ってデータを提供す
ることができるため、無線基地局のキャパシティが増えることになる。また、無線通信品
質の良好なエリアでの送受信は、無線通信装置２００に対しては、より低いパワーでの送
信、および、より高い電力の受信を可能にするため、信号の増幅処理に必要な消費電力を
低減することができる。このように、本技術の実施の形態によれば、ユーザ好みのタイミ
ングで無線接続サービスを利用し、無線通信資源を効率的に活用することができる。
【０３０７】
　なお、本技術の第１の実施の形態では、無線通信装置２００が、無線通信品質が一定以
上であるか否かを判断する例を示したが、無線通信装置２００以外の情報処理装置（例え
ば、通信品質管理サーバ）がその判断を行うようにしてもよい。例えば、無線回線を介し
て無線通信装置２００と接続される情報処理装置が、無線通信装置２００の位置情報を取
得し、この位置情報に基づいて無線通信装置２００の在圏するエリアの無線通信品質が一
定以上であるか否かを判断する。そして、その情報処理装置が、無線通信装置２００の在
圏するエリアの無線通信品質が一定以上であると判断した場合に、無線通信装置２００に
その旨を無線回線を介して通知する。この通知を受信した場合に、無線通信装置２００は
、その通知を受信したタイミングで処理待ちタスクに登録されている接続要求を実行する
。
【０３０８】
　また、消費電力の観点から、処理待ちタスクに登録されている接続要求が１つ以上ある
場合にのみ、無線通信品質が良好である旨の通知を受信する設定を無線通信装置２００に
おいて行うようにしてもよい。
【０３０９】
　また、処理待ちタスクに登録されている接続要求の数を無線通信装置２００と情報処理
装置間で共有するため、無線通信装置２００は、処理待ちタスクに登録されている接続要
求の数を情報処理装置に送信するようにしてもよい。この処理待ちタスクに登録されてい
る接続要求の数を情報処理装置に通知するタイミングは、定期的、または、処理待ちタス
クに登録されている接続要求の数が変化したタイミングで行うことができる。
【０３１０】
　また、無線通信費が一定以上であるか否かを判断する場合についても同様に、無線通信
装置２００以外の情報処理装置がその判断を行うようにしてもよい。
【０３１１】
　＜２．第２の実施の形態＞
　本技術の第１の実施の形態では、所望の接続先への接続要求を行う際にその接続方法を
選択する例を示した。ここで、例えば、無線通信品質が一定条件を満たすタイミングで接
続要求が行われる場合には、無線通信資源を効率的に有効利用することができると考えら
れる。このため、例えば、無線通信品質が一定条件を満たすタイミングで接続要求を行う
ことを選択したユーザについて何らかの優遇を与えることにより、その選択率を向上させ
ることが重要である。そこで、本技術の第２の実施の形態では、接続方法および無線通信
費を適切に設定する例を示す。なお、本技術の第２の実施の形態における通信システム、
無線通信装置等の構成については、図１、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、同一の符号を付して、これらの説明
の一部を省略する。
【０３１２】
　［設定画面の表示例］
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　図２７は、本技術の第２の実施の形態における表示部２５０に表示される表示画面の表
示例を示す図である。
【０３１３】
　図２７（ａ）には、所定のネットワークを介して所望の接続先に接続する際における接
続方法を設定するための接続方法設定画面４５０を示す。接続方法設定画面４５０には、
接続方法表示領域４５１と、適用ボタン４５２と、戻るボタン４５３とが設けられている
。
【０３１４】
　接続方法表示領域４５１は、所定のネットワークを介して所望の接続先に接続する際に
おける複数の接続方法を表示する領域である。また、接続方法表示領域４５１には、選択
方法に対応する料金プラン（括弧内に表示）と、接続方法に対応するラジオボタンとが選
択方法毎に表示される。
【０３１５】
　なお、図２７（ａ）に示す例では、ラジオボタンを用いて所望の接続方法を選択する例
を示すが、複数の接続方法を選択可能な他の表示態様（例えば、押下可能なアイコンとし
て各接続方法を表示）とするようにしてもよい。また、図２９、図３１等に示す例につい
ても同様に、他の表示態様とするようにしてもよい。
【０３１６】
　適用ボタン４５２は、接続方法表示領域４５１に表示されている複数の接続方法のうち
、ラジオボタンにチェック印が付された接続方法を確定するために押下されるボタンであ
る。
【０３１７】
　このように、図２７（ａ）では、設定された接続方法に基づいて料金プランを設定する
例を示す。また、この設定処理の処理手順例については、図２８（ａ）に示す。
【０３１８】
　図２７（ｂ）には、所定のネットワークを介して所望の接続先に接続する際における料
金プランを設定するための料金プラン設定画面４５４を示す。料金プラン設定画面４５４
には、料金プラン表示領域４５５と、適用ボタン４５２と、戻るボタン４５３とが設けら
れている。
【０３１９】
　料金プラン表示領域４５５は、所定のネットワークを介して所望の接続先に接続する際
における複数の料金プランを表示する領域である。また、料金プラン表示領域４５５には
、料金プランに対応する選択方法（括弧内に表示）と、料金プランに対応するラジオボタ
ンとが料金プラン毎に表示される。
【０３２０】
　このように、図２７（ｂ）では、設定された料金プランに基づいて接続方法を設定する
例を示す。また、この設定処理の処理手順例については、図２８（ｂ）に示す。
【０３２１】
　［無線通信装置の動作例］
　図２８は、本技術の第２の実施の形態における無線通信装置２００による設定処理の処
理手順の一例を示すフローチャートである。図２８（ａ）には、図２７（ａ）に示す接続
方法設定画面４５０が表示されている場合における設定処理の一例を示す。
【０３２２】
　最初に、接続方法設定画面４５０において、接続方法の選択操作が行われたか否かが判
断される（ステップＳ９８１）。例えば、接続方法設定画面４５０の接続方法表示領域４
５１における何れかのラジオボタンにチェック印が付された状態で、適用ボタン４５２の
押下操作が行われたか否かが判断される。接続方法の選択操作が行われていない場合には
（ステップＳ９８１）、監視を継続して行う。
【０３２３】
　接続方法の選択操作が行われた場合には（ステップＳ９８１）、「即座に接続要求を実
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行する」を選択する選択操作が行われたか否かが判断される（ステップＳ９８２）。「即
座に接続要求を実行する」を選択する選択操作が行われていない場合には（ステップＳ９
８２）、定額制の料金プランが設定される（ステップＳ９８３）。「即座に接続要求を実
行する」を選択する選択操作が行われた場合には（ステップＳ９８２）、従量制の料金プ
ランが設定される（ステップＳ９８４）。
【０３２４】
　図２８（ｂ）には、図２７（ｂ）に示す料金プラン設定画面４５４が表示されている場
合における設定処理の一例を示す。
【０３２５】
　最初に、料金プラン設定画面４５４において、料金プランの選択操作が行われたか否か
が判断される（ステップＳ９８５）。例えば、料金プラン設定画面４５４の料金プラン表
示領域４５５における何れかのラジオボタンにチェック印が付された状態で、適用ボタン
４５２の押下操作が行われたか否かが判断される。料金プランの選択操作が行われていな
い場合には（ステップＳ９８５）、監視を継続して行う。
【０３２６】
　料金プランの選択操作が行われた場合には（ステップＳ９８５）、「定額制料金プラン
」を選択する選択操作が行われたか否かが判断される（ステップＳ９８６）。「定額制料
金プラン」を選択する選択操作が行われた場合には（ステップＳ９８６）、「通信品質の
良好なエリアでのみ接続を実行する」接続設定が行われる（ステップＳ９８７）。一方、
「定額制料金プラン」を選択する選択操作が行われていない場合（すなわち、「従量制料
金プラン」を選択する選択操作が行われた場合）には（ステップＳ９８６）、「即座に接
続要求を実行する」接続設定が行われる（ステップＳ９８８）。
【０３２７】
　また、これらの設定がされた後には、無線通信装置２００の表示部２５０の一部にその
設定内容（接続方法、料金プランの種類）を表示することにより、その設定内容をユーザ
が容易に把握することができる。例えば、文字またはアイコンによりその設定内容を表示
することができる。
【０３２８】
　ここで、パケット通信の普及に伴い、国内ではパケット定額制の料金体系が広く普及し
ている。また、スマートフォンの増加に伴い、トラフィックが急増し、通信事業者のキャ
パシティも逼迫しつつある。このような状況から、近い将来、パケット定額制も限界に達
し、従量課金制に移行することも想定される。
【０３２９】
　また、例えば、数％のヘビーユーザがトラフィックの半分を占有している場合には、多
くの一般ユーザが、定額制という安心の見返りに、その数％のヘビーユーザのために高い
コストを負担することになる。
【０３３０】
　しかしながら、ユーザ心理としては、無線通信費の上限を把握することができる定額制
が受け入れやすく、従量課金制には抵抗感があることも想定される。以上から、ユーザの
様々な利用形態に対して柔軟な料金制度を実現する課金方法を構築することが重要である
。そこで、本技術の第２の実施の形態では、接続方法および無線通信費を適切に設定する
。すなわち、無線通信品質が一定条件を満たすタイミングでの接続要求を選択したユーザ
は、基地局に負荷をかけない接続方法でのみ通信を行うため、格安な定額制の料金プラン
を設定することができる。
【０３３１】
　なお、図２７および図２８では、２つの接続方法、２つの料金プランのうちから選択す
る例を示した。ただし、限定的な通信（例えば、上限３００ｋｂｐｓ等の通信速度制限）
のみを行う接続方法を追加することにより、さらに低価格な定額制料金プラン（第２の定
額制料金プラン）を設定することができる。この設定例を図２９および図３０に示す。
【０３３２】
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　［設定画面の表示例］
　図２９は、本技術の第２の実施の形態における表示部２５０に表示される表示画面の表
示例を示す図である。
【０３３３】
　図２９（ａ）には、所定のネットワークを介して所望の接続先に接続する際における接
続方法を設定するための接続方法設定画面４５６を示す。接続方法設定画面４５６には、
接続方法表示領域４５７と、適用ボタン４５２と、戻るボタン４５３とが設けられている
。
【０３３４】
　なお、接続方法設定画面４５６は、接続方法表示領域４５７において、３００ｋｂｐｓ
の通信速度制限がされた接続方法（２行目の接続方法）が追加された点以外は、図２７（
ａ）に示す接続方法設定画面４５０と略同様である。このため、ここでの詳細な説明を省
略する。
【０３３５】
　このように、図２９（ａ）では、設定された接続方法に基づいて料金プランを設定する
例を示す。また、この設定処理の処理手順例については、図３０に示す。
【０３３６】
　図２９（ｂ）には、所定のネットワークを介して所望の接続先に接続する際における料
金プランを設定するための料金プラン設定画面４５８を示す。料金プラン設定画面４５８
には、料金プラン表示領域４５９と、適用ボタン４５２と、戻るボタン４５３とが設けら
れている。
【０３３７】
　なお、料金プラン設定画面４５８は、料金プラン表示領域４５９において、第２の定額
制料金プラン（２行目の接続方法）が追加された点以外は、図２７（ｂ）に示す料金プラ
ン設定画面４５４と略同様である。このため、ここでの詳細な説明を省略する。
【０３３８】
　このように、図２９（ｂ）では、設定された料金プランに基づいて接続方法を設定する
例を示す。
【０３３９】
　［無線通信装置の動作例］
　図３０は、本技術の第２の実施の形態における無線通信装置２００による設定処理の処
理手順の一例を示すフローチャートである。この処理手順は、図２８（ａ）の変形例であ
るため、図２８（ａ）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を省
略する。
【０３４０】
　「即座に接続要求を実行する」を選択する選択操作が行われていない場合には（ステッ
プＳ９８２）、「通信品質の良好なエリアでのみ接続を実行する＋３００ｋｂｐｓ速度制
限」を選択する選択操作が行われたか否かが判断される（ステップＳ９９１）。その選択
操作が行われていない場合には（ステップＳ９９１）、第１の定額制料金プランが設定さ
れる（ステップＳ９９２）。その選択操作が行われた場合には（ステップＳ９９１）、第
２の定額制料金プランが設定される（ステップＳ９９３）。
【０３４１】
　また、図２９（ｂ）に示す設定処理についても、図２８（ｂ）の変形例として行うこと
ができるが、ここでの図示およびその説明を省略する。
【０３４２】
　また、これらの設定がされた後には、無線通信装置２００の表示部２５０の一部にその
設定内容（接続方法、速度制限の有無、料金プランの種類）を表示することにより、その
設定内容をユーザが容易に把握することができる。例えば、文字またはアイコンによりそ
の設定内容を表示することができる。
【０３４３】
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　このように、複数種類の料金プランを設定することにより、コスト重視、通信レート重
視という両極端な使用方法を好むユーザに対して、適正な価格を反映した料金プランを設
定することができる。
【０３４４】
　次に、コスト重視、通信レート重視という極端な使い方をするユーザ層の中間に位置す
る多くのユーザを満足させる料金プランの設定例（ハイブリッドの方法）について説明す
る。例えば、定額制料金プランと従量制料金プランを利用した接続方法（無線通信品質が
一定条件を満たすタイミングでの実行の選択、即座の実行の選択）に基づいて、日毎、ま
たは、時間毎に設定することができる。
【０３４５】
　例えば、日毎の定額料金は、月毎の定額料金を日割り換算する。また、時間毎の定額料
金は、月毎の定額料金を時間割り換算する。また、月毎の定額料金を時間割り換算する場
合には、日中、夜間等の違いに応じて、時間毎の定額料金を変えるようにしてもよい。さ
らに、従量制の通信単価を日中、夜間等の違いに応じて変えるようにしてもよい。
【０３４６】
　［設定画面の表示例］
　図３１は、本技術の第２の実施の形態における表示部２５０に表示される表示画面の表
示例を示す図である。
【０３４７】
　図３１（ａ）には、所定のネットワークを介して所望の接続先に接続する際における接
続方法を設定するための接続方法設定画面４６０を示す。接続方法設定画面４６０には、
接続方法表示領域４６１と、適用ボタン４５２と、戻るボタン４５３とが設けられている
。
【０３４８】
　なお、接続方法設定画面４６０は、接続方法表示領域４６１において、フレキシブル接
続を実行する接続方法（４行目の接続方法）が追加された点以外は、図２９（ａ）に示す
接続方法設定画面４５６と略同様である。このため、ここでの詳細な説明を省略する。こ
こで、フレキシブル接続とは、ユーザが臨機応変に複数種類の接続方法を使い分ける接続
方法であると把握することができる。例えば、「即座に接続要求を実行する」、「通信品
質の良好なエリアでのみ接続を実行する」、または、「通信品質の良好なエリアでのみ接
続を実行する＋３００ｋｂｐｓ速度制限」をユーザが臨機応変に使い分けることができる
。
【０３４９】
　このように、図３１（ａ）では、設定された接続方法に基づいて料金プランを設定する
例を示す。また、フレキシブル接続を実行する接続方法が設定された場合における通信費
用の算出処理の処理手順例については、図３２に示す。
【０３５０】
　図３１（ｂ）には、所定のネットワークを介して所望の接続先に接続する際における料
金プランを設定するための料金プラン設定画面４６２を示す。料金プラン設定画面４６２
には、料金プラン表示領域４６３と、適用ボタン４５２と、戻るボタン４５３とが設けら
れている。
【０３５１】
　なお、料金プラン設定画面４６２は、料金プラン表示領域４６３において、フレキシブ
ル接続料金プラン（４行目の接続方法）が追加された点以外は、図２９（ｂ）に示す料金
プラン設定画面４５８と略同様である。このため、ここでの詳細な説明を省略する。
【０３５２】
　このように、図３１（ｂ）では、設定された料金プランに基づいて接続方法を設定する
例を示す。また、フレキシブル接続料金プランが設定された場合における通信費用の算出
処理の処理手順例については、図３２に示す。
【０３５３】
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　［ネットワーク制御装置の動作例］
　図３２は、本技術の第２の実施の形態におけるネットワーク制御装置１３０による課金
処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。この処理手順では、フレキシブル接
続料金プランが設定されている場合において、無線通信装置２００に関する通信費用につ
いて月単位の通信費用を日毎に算出する例を示す。
【０３５４】
　最初に、月の初日（例えば、５月１日）が対象日として設定される（ステップＳ１００
１）。続いて、無線通信装置２００からの接続要求のうち、即座に実行する接続要求が対
象日に実行されたか否かが判断される（ステップＳ１００２）。即座に実行する接続要求
が対象日に実行された場合には（ステップＳ１００２）、従量制料金プランの通信単価に
基づいて、対象日の通信費用の合計額が算出される（ステップＳ１００３）。
【０３５５】
　続いて、その算出された合計額が、定額制料金プラン（例えば、第１定額制料金プラン
）の日割り料金以下であるか否かが判断される（ステップＳ１００４）。そして、その算
出された合計額が、定額制料金プランの日割り料金以下でない場合（すなわち、定額制料
金プランの日割り料金を超えた場合）には（ステップＳ１００４）、月毎の通信費用の合
計額に、その算出された合計額が加算される（ステップＳ１００５）。
【０３５６】
　続いて、対象日が月末日（例えば、５月３１日）であるか否かが判断され（ステップＳ
１００６）、対象日が月末日でない場合には、対象日がインクリメントされ（ステップＳ
１００７）、ステップＳ１００２に戻る。一方、対象日が月末日である場合には（ステッ
プＳ１００６）、その月の合計額が出力される（ステップＳ１００９）。
【０３５７】
　また、即座に実行する接続要求が対象日に実行されていない場合には（ステップＳ１０
０２）、月額の定額料金の日割り料金が適用され（ステップＳ１００８）、月毎の通信費
用の合計額に、その定額料金の日割り料金が加算される（ステップＳ１００５）。また、
従量制料金プランの通信単価に基づいて算出された対象日の通信費用の合計額（ステップ
Ｓ１００３）が、定額制料金プランの日割り料金以下である場合には（ステップＳ１００
４）、ステップＳ１００８に進む。
【０３５８】
　また、これらの設定がされた後には、無線通信装置２００の表示部２５０の一部にその
設定内容（接続方法、速度制限の有無、料金プランの種類）を表示することにより、その
設定内容をユーザが容易に把握することができる。例えば、文字またはアイコンによりそ
の設定内容を表示することができる。
【０３５９】
　［表示画面の表示遷移例］
　図３３は、本技術の第２の実施の形態における表示部２５０に表示される表示画面の遷
移例を示す図である。
【０３６０】
　図３３（ａ）には、所定のネットワークを介して所望の接続先に接続するための接続要
求を行う接続要求操作画面３００を示す。なお、接続要求操作画面３００は、図４と同様
であるため、ここでの詳細な説明を省略する。
【０３６１】
　図３３（ｂ）には、所定のネットワークを介して所望の接続先に接続する際における料
金プランを設定するための料金プラン設定画面４６４を示す。なお、料金プラン設定画面
４６４は、戻るボタン４５３の代わりにキャンセルボタン４６５を設けた点以外は、図３
１（ｂ）に示す料金プラン設定画面４６２と同様であるため、ここでの詳細な説明を省略
する。
【０３６２】
　ここで、料金プランとして「従量制料金プラン」が設定されている場合を想定する。こ
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の場合に、図３３（ａ）に示す接続要求操作画面３００において、最適な環境で実行ボタ
ン３０３が押下された場合には、図３３（ｂ）に示す料金プラン設定画面４６４を表示さ
せる。すなわち、「従量制料金プラン」が設定されている場合に、無線通信品質が一定条
件を満たすタイミングで接続要求を行う旨が選択された場合には、「フレキシブル接続料
金プラン」への変更をユーザに促すようにする。
【０３６３】
　そして、図３３（ｂ）に示す料金プラン設定画面４６４において、適用ボタン４５２が
押下されると、この押下以降の料金プランが「フレキシブル接続料金プラン」に変更され
るとともに、接続方法が「フレキシブル接続を実行する」に変更される。また、適用ボタ
ン４５２の押下後には、図３３（ａ）に示す接続要求操作画面３００が再度表示される。
ただし、最適な環境で実行ボタン３０３が押下済みであることを、ユーザが識別すること
ができるような視覚効果が、接続要求操作画面３００に施される。例えば、最適な環境で
実行ボタン３０３の色彩を変更して表示させることができる。また、最適な環境で実行ボ
タン３０３が押下済みである旨を表示させる。
【０３６４】
　また、再表示された接続要求操作画面３００において、実行ボタン３０２が押下された
場合には、無線通信品質が一定条件を満たすタイミングでその接続要求が実行される。
【０３６５】
　なお、図３３（ｂ）に示す料金プラン設定画面４６４において、キャンセルボタン４６
５が押下されると、料金プランおよび接続方法の変更は行わずに、図３３（ａ）に示す接
続要求操作画面３００が再度表示される。この場合には、最適な環境で実行ボタン３０３
の押下前の状態に戻される。このため、実行ボタン３０２が押下された場合には、即座に
接続要求が実行される。
【０３６６】
　なお、この例では、料金プランとして「従量制料金プラン」が設定されている場合を想
定したが、接続方法として「即座に接続を実行する」が設定されている場合についても同
様に、表示遷移を行うことができる。
【０３６７】
　［無線通信装置の動作例］
　図３４は、本技術の第２の実施の形態における無線通信装置２００による設定処理の処
理手順の一例を示すフローチャートである。この処理手順では、フレキシブル接続料金を
自動で設定する例を示す。
【０３６８】
　最初に、制御部２３０が、接続先情報の入力操作（例えば、図３３（ａ）に示す接続先
情報入力領域３０１における接続先情報の入力操作）が行われたか否かを判断し（ステッ
プＳ１０１１）、接続先情報の入力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、接続先情報の入力操作が行われた場合には（ステップＳ１０１１）、制御部２３
０が、最適な環境で実行ボタン（例えば、図３３（ａ）に示す最適な環境で実行ボタン３
０３）の押下操作が行われたか否かを判断する（ステップＳ１０１２）。
【０３６９】
　最適な環境で実行ボタンの押下操作が行われた場合には（ステップＳ１０１２）、制御
部２３０が、従量制料金プランが設定されているか否かを判断する（ステップＳ１０１３
）。そして、従量制料金プランが設定されている場合には（ステップＳ１０１３）、制御
部２３０が、フレキシブル接続料金を設定するための設定処理を行う（ステップＳ１０１
４）。
【０３７０】
　また、最適な環境で実行ボタンの押下操作が行われない場合には（ステップＳ１０１２
）、設定されている料金プラン（例えば、第１の定額制料金プラン、第２の定額制料金プ
ラン）が継続される（ステップＳ１０１５）。また、従量制料金プランが設定されていな
い場合についても同様に（ステップＳ１０１３）、設定されている料金プランが継続され
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る（ステップＳ１０１５）。
【０３７１】
　［フレキシブル接続料金の設定時における日毎の料金算出例］
　図３２では、月単位の通信費用を日毎に算出する例を示した。ここで、ある日の接続数
（例えば、１０回）のうち、１回だけ即座の接続要求を実行した場合を想定する。この場
合に、全ての接続要求に係る料金を、従量制プランの通信単価に基づいて算出すると、ユ
ーザにとって不本意であるとも考えられる。
【０３７２】
　そこで、図３５では、無線通信品質が一定条件を満たすタイミングで接続要求を実行し
た場合には、定額制プランの料金を適用し、残りの接続要求については従量制プランの料
金を適用する課金方法を用いる例を示す。ただし、両者を加算した料金と、全ての接続要
求に従量制プランを適用した際の料金とを比較し、安価な方を選択するようにする。
【０３７３】
　［ネットワーク制御装置の動作例］
　図３５は、本技術の第２の実施の形態におけるネットワーク制御装置１３０による課金
処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。この処理手順では、フレキシブル接
続料金プランが設定されている場合において、無線通信装置２００に関する通信費用につ
いて月単位の通信費用を日毎に算出する例を示す。また、この処理手順は、図３２に示す
処理手順において、ステップＳ１００３に対応するものである。
【０３７４】
　最初に、従量制料金プランの通信単価に基づいて、対象日の即時接続要求に係る通信費
用の合計額（第１の合計額）が算出される（ステップＳ１０２１）。
【０３７５】
　続いて、対象日に、任意のタイミング（無線通信品質が一定条件を満たすタイミング）
で接続要求が実行されたか否かが判断される（ステップＳ１０２２）。対象日に、任意の
タイミングで接続要求が実行された場合には（ステップＳ１０２２）、定額制料金プラン
（例えば、第１定額制料金プラン）の日割り料金が、第１の合計額に加算される（ステッ
プＳ１０２３）。一方、対象日に、任意のタイミングで接続要求が実行されていない場合
には（ステップＳ１０２２）、ステップＳ１０２４に進む。
【０３７６】
　続いて、従量制料金プランの通信単価に基づいて、対象日の全ての接続要求に係る通信
費用の合計額（第２の合計額）が算出される（ステップＳ１０２４）。続いて、第１の合
計額および第２の合計額が比較され、第１の合計額が第２の合計額よりも大きいか否かが
判断される（ステップＳ１０２５）。そして、第１の合計額が第２の合計額よりも大きい
場合には（ステップＳ１０２５）、第２の合計額が選択される（ステップＳ１０２６）。
一方、第１の合計額が第２の合計額以下である場合には（ステップＳ１０２５）、第１の
合計額が選択される（ステップＳ１０２７）。
【０３７７】
　このように、本技術の第２の実施の形態では、制御部２３０は、ユーザ操作による接続
要求の実行タイミングに基づいて、その接続要求に係る通信に関する料金プランを設定す
る。これにより、無線通信品質が一定条件を満たすタイミングで接続要求を行うことを選
択したユーザに一定の優遇を与えることにより、その選択率を向上させることができる。
このため、無線通信資源を効率的に有効活用することができる。
【０３７８】
　＜３．第３の実施の形態＞
　本技術の第１および第２の実施の形態では、無線通信装置が保持するＵＳＩＭ情報に基
づいて通信事業者に接続する例を示した。ここで、無線通信装置が存在するエリア（また
は、無線通信装置が移動する移動先のエリア）において、現在保持されているＵＳＩＭ情
報に係る通信事業者への接続よりも他の通信事業者に接続した方が、通信環境が良いこと
も想定される。このような場合には、そのエリアにおいて、他の通信事業者に接続するこ
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とにより、全ての通信事業者における無線通信資源を効率的に有効活用することができる
と想定される。そこで、本技術の第３の実施の形態では、接続要求を行うエリアに応じて
、ＵＳＩＭ情報を切り替える例を示す。なお、本技術の第３の実施の形態における通信シ
ステム、無線通信装置等の構成については、図１、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、同一の符号を付して、これ
らの説明の一部を省略する。
【０３７９】
　［通信システムの構成例］
　図３６は、本技術の第３の実施の形態における通信システム６００のシステム構成例を
示すブロック図である。なお、通信システム６００は、図１に示す通信システム１００の
変形例である。このため、通信システム１００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。
【０３８０】
　通信システム６００は、通信品質管理サーバ６０１と、ネットワーク制御装置６０２と
、基地局６０３とを備える。
【０３８１】
　通信品質管理サーバ６０１は、無線回線を介して各基地局に接続される各無線通信装置
が存在するエリアにおける無線通信品質を管理する情報処理装置であり、無線通信品質に
関する情報を各無線通信装置に提供する。
【０３８２】
　例えば、通信品質管理サーバ６０１は、無線通信品質情報（無線通信品質に関する情報
）および位置情報（無線通信装置の現在位置）を複数の無線通信装置から取得し、これら
の情報に基づいて各無線通信装置が在圏するエリアを特定する。また、通信品質管理サー
バ６０１は、各通信事業者が運営する基地局に対応するエリアの無線通信品質をモニター
し、無線通信品質が一定条件を満たすエリアが存在するか否かを監視する。例えば、複数
の無線通信装置から取得された無線通信品質情報および位置情報、または、各基地局から
の情報に基づいて、無線通信品質が一定条件を満たすエリアを検出することができる。そ
して、通信品質管理サーバ６０１は、無線通信品質が一定条件を満たすエリアが検出され
た場合には、そのエリアに無線通信装置２００が到達したタイミングで、無線通信品質が
良好である旨の通知を無線通信装置２００に送信する。この場合には、無線通信装置２０
０が保持するＵＳＩＭ情報に係る通信事業者を介してその通知が送信される。また、その
通知には、無線通信品質が一定条件を満たすエリアに対応する基地局に係る通信事業者に
関する情報（通信事業者情報）が含まれる。なお、通信品質管理サーバ６０１は、例えば
、無線接続サービスを提供する通信事業者、ＭＶＮＯ等により設置されることが想定され
る。
【０３８３】
　ネットワーク制御装置６０２は、無線接続サービスを提供する第２通信事業者により管
理される通信制御装置であり、基地局６０３を介して接続される無線通信装置の認証制御
を行う。そして、ネットワーク制御装置６０２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。なお、第２通信事業者は、例え
ば、無線接続サービスを提供する移動体通信事業者である。
【０３８４】
　基地局６０３は、第２通信事業者が運用する基地局であり、第２通信事業者のＵＳＩＭ
情報を保持する無線通信装置と、ネットワーク制御装置６０２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。また、図３６では、基地局６０３の電波が
届く範囲をセル６０４として模式的に示す。
【０３８５】
　また、無線通信装置２００は、ネットワーク制御装置１３０を運営する第１通信事業者
との契約に基づいて、第１通信事業者が管理運用する無線通信網との接続に必要なパラメ
ータの初期設定が行われているものとする。
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【０３８６】
　［通信システムにおける接続処理例］
　図３７および図３８は、本技術の第３の実施の形態における通信システム６００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３７および図３８
では、無線通信装置２００が、第２通信事業者に接続するためのＵＳＩＭ情報（契約認証
情報）を自動で取得する例を示す。また、図３７および図３８では、無線通信品質が一定
条件を満たすエリアにおいて、処理待ちタスクに登録されている接続要求を行う例を示す
。
【０３８７】
　最初に、通信品質管理サーバ６０１は、各基地局からの情報を通信事業者を介して取得
し、各基地局のエリアにおける無線通信品質を監視する。そして、無線通信品質が一定条
件を満たすエリアに無線通信装置２００が到達した場合には、通信品質管理サーバ６０１
が、無線通信品質が一定条件を満たす旨の通知を無線通信装置２００に送信する（６１１
乃至６１４）。この場合には、無線通信装置２００が第１通信事業者に係るＵＳＩＭ情報
を保持しているため、ネットワーク制御装置１３０を介して、その通知が無線通信装置２
００に送信される（６１１乃至６１４）。ここで、無線通信品質が一定条件を満たす旨の
通知には、無線通信品質が一定条件を満たすエリアに係る通信事業者に関する情報（通信
事業者情報）が含まれる。この例では、無線通信品質が一定条件を満たすエリアが、図３
６に示すセル６０４に対応するエリアであるものとする。すなわち、第２通信事業者に係
る基地局６０３に無線通信装置２００を接続させた場合に、無線通信品質が一定条件を満
たすものとする。
【０３８８】
　無線通信品質が一定条件を満たす旨の通知を受信すると（６１４）、制御部２３０が、
受信した通知に含まれる通信事業者情報に基づいて、ＵＳＩＭ情報の比較処理を行う（６
１５）。すなわち、制御部２３０は、ＵＳＩＭ情報記憶部２７０に記憶されているＵＳＩ
Ｍ情報に係る通信事業者と、受信した通知に含まれる通信事業者情報により特定される通
信事業者とが同一であるか否かを判断する。この例では、上述したように、ＵＳＩＭ情報
記憶部２７０に記憶されているＵＳＩＭ情報に係る通信事業者（第１通信事業者）と、受
信した通知に係る通信事業者（第２通信事業者）とが異なる。この場合には、制御部２３
０が、受信した通知に係る通信事業者のＵＳＩＭ情報に書き換えるためのＵＳＩＭ情報書
換要求を通信品質管理サーバ６０１に送信する（６１６乃至６１９）。なお、比較対象と
なる２つの通信事業者が同一である場合には、ＵＳＩＭ情報の書換を行わずに、接続要求
が行われる。
【０３８９】
　ＵＳＩＭ情報書換要求を受信すると（６１９）、通信品質管理サーバ６０１は、受信し
たＵＳＩＭ情報書換要求に対する認証処理を行い、この認証処理により認証がされると、
ＵＳＩＭ情報書換承認情報を無線通信装置２００に送信する（６２０乃至６２３）。この
ＵＳＩＭ情報書換承認情報は、第２通信事業者に係るＵＳＩＭ情報を無線通信装置２００
に設定するための情報であり、例えば、第２通信事業者が管理する基地局６０３に接続す
るために必要な情報（例えば、第２通信事業者に係るＵＳＩＭ情報）を含む。例えば、Ｕ
ＳＩＭ情報書換承認情報にＵＳＩＭ情報（第２通信事業者）が含まれる場合には、このＵ
ＳＩＭ情報をＵＳＩＭ情報記憶部２７０に書き込むことにより、有効なＵＳＩＭ情報が設
定される。また、第２通信事業者に係るＵＳＩＭ情報を無線通信装置２００に保持させて
おき、そのＵＳＩＭ情報の有効化を行うことにより、有効なＵＳＩＭ情報を設定するよう
にしてもよい。この場合には、ＵＳＩＭ情報書換承認情報は、第２通信事業者に係るＵＳ
ＩＭ情報の有効化を行うための設定情報を含み、この設定情報に基づいて、第２通信事業
者に係るＵＳＩＭ情報の有効化処理が行われる。
【０３９０】
　なお、通信品質管理サーバ６０１および無線通信装置２００間でＵＳＩＭ情報書換要求
およびＵＳＩＭ情報書換承認情報を通信する場合についても、ネットワーク制御装置１３
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０を介して行われる。
【０３９１】
　ＵＳＩＭ情報書換承認情報を受信すると（６２３）、ＵＳＩＭ情報書換部２６０が、制
御部２３０の制御に基づいて、第２通信事業者に係るＵＳＩＭ情報をＵＳＩＭ情報記憶部
２７０に書き換える書換処理を行う（６２４）。これにより、無線通信装置２００に有効
なＵＳＩＭ情報が設定される。
【０３９２】
　続いて、制御部２３０が、第２通信事業者に係るＵＳＩＭ情報を用いて、処理待ちタス
ク情報記憶部２８０に記憶されている処理待ちタスク情報に係る接続要求を行う（６２５
、６２６）。この場合には、制御部２３０が、ネットワーク制御装置６０２に接続要求を
送信して（６２５、６２６）、無線通信装置２００およびネットワーク制御装置６０２間
において接続処理が行われる（６２７、６２８）。
【０３９３】
　続いて、ネットワーク制御装置６０２が、無線通信装置２００に接続承認情報を送信し
（６２９、６３０）、その接続要求に係る通信が行われる（６３１、６３２）。
【０３９４】
　続いて、その接続要求に係る通信が終了した場合には（６３１、６３２）、制御部２３
０が、ＵＳＩＭ情報復元要求を通信品質管理サーバ６０１にネットワーク制御装置６０２
を介して送信する（６３３乃至６３６）。このＵＳＩＭ情報復元要求は、無線通信装置２
００に新たに設定されたＵＳＩＭ情報（第２通信事業者）を、元のＵＳＩＭ情報（第１通
信事業者）に復元することを要求するための情報である。
【０３９５】
　ＵＳＩＭ情報復元要求を受信した場合には（６３６）、通信品質管理サーバ６０１は、
ＵＳＩＭ情報復元指示情報をネットワーク制御装置６０２を介して無線通信装置２００に
送信する（６３７乃至６４０）。このＵＳＩＭ情報復元指示は、元のＵＳＩＭ情報（第２
通信事業者）に復元することを指示するための情報である。
【０３９６】
　ＵＳＩＭ情報復元指示を受信すると（６４０）、制御部２３０が、終了要求をネットワ
ーク制御装置６０２に送信する（６４１、６４２）。終了要求を受信した場合には（６４
２）、ネットワーク制御装置６０２が、その終了を承認するための終了承認情報を無線通
信装置２００に送信する（６４３、６４４）。
【０３９７】
　続いて、ＵＳＩＭ情報書換部２６０が、制御部２３０の制御に基づいて、第１通信事業
者に係るＵＳＩＭ情報をＵＳＩＭ情報記憶部２７０に復元する復元処理を行う（６４５）
。これにより、無線通信装置２００に元のＵＳＩＭ情報（第１通信事業者）が設定される
。
【０３９８】
　このように、制御部２３０は、保持されているＵＳＩＭ情報に係る通信事業者と、受信
した通知に含まれる通信事業者情報に係る通信事業者とが異なる場合には、その受信した
通知に含まれる通信事業者情報に係るＵＳＩＭ情報を設定する。そして、制御部２３０は
、その設定後に接続要求を行う。これにより、複数の通信事業者の通信サービスを利用す
ることができるため、より広い無線通信品質の良好なエリアを活用することが可能となる
。また、通信品質管理サーバ６０１は、各基地局からの情報を、通信事業者を介して取得
する以外に、複数の無線通信装置から取得した無線通信品質情報に基づいて算出するよう
にしてもよい。
【０３９９】
　［通信システムにおける接続処理例］
　図３９は、本技術の第３の実施の形態における通信システム６００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３９では、無線通信装置２００
が、第２通信事業者に接続するためのＵＳＩＭ情報（契約認証情報）を自動で取得する例
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を示す。また、図３９では、無線通信費が一定条件を満たすエリアにおいて、処理待ちタ
スクに登録されている接続要求を行う例を示す。なお、図３９に示す例は、図３７および
図３８の変形例であるため、図３７および図３８に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。
【０４００】
　最初に、通信品質管理サーバ６０１は、各基地局からの情報を通信事業者を介して取得
し、各基地局のエリアにおける無線通信費を監視する。そして、無線通信費が一定条件を
満たすエリアに無線通信装置２００が到達した場合には、通信品質管理サーバ６０１が、
無線通信費が一定条件を満たす旨の通知を無線通信装置２００に送信する（６５１乃至６
５４）。ここで、無線通信費が一定条件を満たす旨の通知には、無線通信費が一定条件を
満たすエリアに係る通信事業者に関する情報（通信事業者情報）が含まれる。
【０４０１】
　このように、複数の通信事業者の通信サービスを利用することができるため、より広い
無線通信費の安価なエリアを活用することが可能となる。また、通信品質管理サーバ６０
１は、各基地局からの情報を、通信事業者を介して取得する以外に、複数の無線通信装置
から取得した無線通信品質情報に基づいて算出するようにしてもよい。
【０４０２】
　なお、これらの例では、無線通信装置２００においてＵＳＩＭ情報を管理する例を示す
が、通信品質管理サーバ６０１が、各無線通信装置に記憶されているＵＳＩＭ情報を管理
するようにしてもよい。例えば、通信品質管理サーバ６０１にＵＳＩＭ情報管理データベ
ースを設け、このＵＳＩＭ情報管理データベースにより各無線通信装置に記憶されている
ＵＳＩＭ情報を管理することができる。
【０４０３】
　このように、通信品質管理サーバ６０１がＵＳＩＭ情報を管理する場合には、ＵＳＩＭ
情報の比較処理（６１５）を通信品質管理サーバ６０１が行うことができる。そして、こ
の比較処理の結果、比較対象となる通信事業者が異なる場合には、無線通信装置２００に
送信する通知（無線通信品質が一定条件を満たす旨の通知、無線通信費が一定条件を満た
す旨の通知）に、ＵＳＩＭ書換指示およびその承認を含めて送信する。
【０４０４】
　また、通信品質管理サーバ６０１以外の他の情報処理装置が、各無線通信装置に記憶さ
れているＵＳＩＭ情報を管理し、各無線通信装置にＵＳＩＭ情報を設定するための設定情
報を送信するようにしてもよい。
【０４０５】
　［無線通信装置の動作例］
　図４０は、本技術の第３の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処
理手順の一例を示すフローチャートである。この処理手順は、図１０の変形例であるため
、図１０に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、この処理手順では、無線通信品質が一定条件を満たすエリアにおいて、処理待ち
タスクに登録されている接続要求を行う例を示す。
【０４０６】
　接続要求が処理待ちタスクに登録されている場合には（ステップＳ９０１）、制御部２
３０が、無線通信品質が一定条件を満たす旨の通知を通信品質管理サーバ６０１から受信
したか否かを判断する（ステップＳ１０３２）。その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、その通知を通信品質管理サーバ６０１から受信した場合には（
ステップＳ１０３２）、制御部２３０が、受信した通知に含まれる通信事業者情報により
特定される通信事業者に係る有効なＵＳＩＭ情報を保持しているか否かを判断する（ステ
ップＳ１０３３）。すなわち、受信した通知に含まれる通信事業者情報に基づいて、ＵＳ
ＩＭ情報の比較処理が行われる。この比較処理は、ＵＳＩＭ情報記憶部２７０に記憶され
ているＵＳＩＭ情報に係る通信事業者と、受信した通知に含まれる通信事業者情報により
特定される通信事業者とが同一であるか否かを判断する処理である。
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【０４０７】
　受信した通知により特定される通信事業者に係る有効なＵＳＩＭ情報を保持していない
場合には（ステップＳ１０３３）、制御部２３０が、その有効なＵＳＩＭ情報を書き換え
るための書換処理を行う（ステップＳ１０３４）。すなわち、ＵＳＩＭ情報書換要求が通
信品質管理サーバ６０１に送信され、通信品質管理サーバ６０１からＵＳＩＭ情報書換承
認情報が送信される。そして、ＵＳＩＭ情報書換部２６０が、受信した通知により特定さ
れる通信事業者に係る有効なＵＳＩＭ情報をＵＳＩＭ情報記憶部２７０に書き換える書換
処理を行う。
【０４０８】
　続いて、制御部２３０が、書換後のＵＳＩＭ情報を用いて、処理待ちタスク情報記憶部
２８０に記憶されている処理待ちタスク情報に係る接続要求を実行する（ステップＳ１０
３５）。すなわち、ネットワーク制御装置６０２に接続要求が送信され、無線通信装置２
００およびネットワーク制御装置６０２間において接続処理が行われる。続いて、ネット
ワーク制御装置６０２から無線通信装置２００に接続承認情報が送信され、その接続要求
に係る通信が行われる。
【０４０９】
　続いて、制御部２３０が、元のＵＳＩＭ情報に復元するための復元処理を行う（ステッ
プＳ１０３６）。すなわち、その接続要求に係る通信が終了した場合には、ＵＳＩＭ情報
復元要求が通信品質管理サーバ６０１に送信され、通信品質管理サーバ６０１からＵＳＩ
Ｍ情報復元指示情報が送信される。そして、終了要求、終了承認情報のやり取りを行った
後に、ＵＳＩＭ情報書換部２６０が、元のＵＳＩＭ情報をＵＳＩＭ情報記憶部２７０に復
元する復元処理を行う。
【０４１０】
　また、受信した通知により特定される通信事業者に係る有効なＵＳＩＭ情報を保持して
いる場合には（ステップＳ１０３３）、制御部２３０が、処理待ちタスクに登録されてい
る接続要求を実行する（ステップＳ１０３７）。
【０４１１】
　［無線通信装置の動作例］
　図４１は、本技術の第３の実施の形態における無線通信装置２００による通信処理の処
理手順の一例を示すフローチャートである。この処理手順は、図４０の変形例であるため
、図４０に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、この処理手順では、無線通信費が一定条件を満たすエリアにおいて、処理待ちタ
スクに登録されている接続要求を行う例を示す。
【０４１２】
　接続要求が処理待ちタスクに登録されている場合には（ステップＳ９０１）、制御部２
３０が、無線通信費が一定条件を満たす旨の通知を通信品質管理サーバ６０１から受信し
たか否かを判断する（ステップＳ１０３８）。その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、その通知を通信品質管理サーバ６０１から受信した場合には（ス
テップＳ１０３８）、ステップＳ１０３３に進む。
【０４１３】
　［通信品質管理サーバの動作例］
　図４２は、本技術の第３の実施の形態における通信品質管理サーバ６０１による課金処
理の処理手順の一例を示すフローチャートである。この処理手順では、ＵＳＩＭ情報の切
り替えに応じて、課金処理に用いられる通信単価を変更する例を示す。また、この処理手
順では、第１通信事業者および第２通信事業者間においてＵＳＩＭ情報を切り替える例を
示す。
【０４１４】
　最初に、無線通信装置からの接続要求があったか否かが判断され（ステップＳ１０４１
）、接続要求がない場合には、監視を継続して行う。一方、無線通信装置からの接続要求
があった場合には（ステップＳ１０４１）、その接続要求に係る通信は、第１通信事業者
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を介して実行されるか否かが判断される（ステップＳ１０４２）。
【０４１５】
　その接続要求に係る通信が、第１通信事業者を介して実行される場合には（ステップＳ
１０４２）、第１通信事業者の通信単価を用いた課金処理が行われる（ステップＳ１０５
０）。また、その接続要求に係る通信が、第２通信事業者を介して実行される場合には（
ステップＳ１０４２）、第２通信事業者の通信単価を用いた課金処理が行われる（ステッ
プＳ１０６０）。これらの課金処理については、図４３を参照して詳細に説明する。
【０４１６】
　図４３は、本技術の第３の実施の形態における通信品質管理サーバ６０１による課金処
理の処理手順のうちの各課金処理手順（図４２に示すステップＳ１０５０、Ｓ１０６０の
処理手順）を示すフローチャートである。
【０４１７】
　図４３（ａ）には、図４２に示すステップＳ１０５０の処理手順を示す。
【０４１８】
　最初に、接続要求があった無線通信装置に設定されている料金プランが従量制料金プラ
ンであるか否かが判断される（ステップＳ１０５１）。その無線通信装置に設定されてい
る料金プランが従量制料金プランである場合には（ステップＳ１０５１）、第１通信事業
者の従量制料金プランに基づく通信単価を用いて課金処理が行われる（ステップＳ１０５
２）。
【０４１９】
　また、その無線通信装置に設定されている料金プランが従量制料金プランでない場合（
すなわち、定額制料金プランである場合）には（ステップＳ１０５１）、その定額制料金
プランが、日単位の料金プランであるか否かが判断される（ステップＳ１０５３）。その
定額制料金プランが、日単位の料金プランである場合には（ステップＳ１０５３）、第１
通信事業者の日毎の定額制料金プランに基づく通信単価を用いて課金処理が行われる（ス
テップＳ１０５４）。
【０４２０】
　その定額制料金プランが、日単位の料金プランでない場合（すなわち、時間単位の料金
プラン）には（ステップＳ１０５３）、第１通信事業者の時間毎の定額制料金プランに基
づく通信単価を用いて課金処理が行われる（ステップＳ１０５５）。
【０４２１】
　図４３（ｂ）には、図４２に示すステップＳ１０６０の処理手順を示す。
【０４２２】
　最初に、接続要求があった無線通信装置に設定されている料金プランが従量制料金プラ
ンであるか否かが判断される（ステップＳ１０６１）。その無線通信装置に設定されてい
る料金プランが従量制料金プランである場合には（ステップＳ１０６１）、第２通信事業
者の従量制料金プランに基づく通信単価を用いて課金処理が行われる（ステップＳ１０６
２）。
【０４２３】
　また、その無線通信装置に設定されている料金プランが従量制料金プランでない場合（
すなわち、定額制料金プランである場合）には（ステップＳ１０６１）、その定額制料金
プランが、日単位の料金プランであるか否かが判断される（ステップＳ１０６３）。その
定額制料金プランが、日単位の料金プランである場合には（ステップＳ１０６３）、第２
通信事業者の日毎の定額制料金プランに基づく通信単価を用いて課金処理が行われる（ス
テップＳ１０６４）。
【０４２４】
　その定額制料金プランが、日単位の料金プランでない場合（すなわち、時間単位の料金
プラン）には（ステップＳ１０６３）、第２通信事業者の時間毎の定額制料金プランに基
づく通信単価を用いて課金処理が行われる（ステップＳ１０６５）。
【０４２５】
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　＜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、処理待ちタスク情報を無線通信装置が保持し
て、その処理待ちタスク情報に基づいて接続要求を行う例を示した。しかしながら、例え
ば、１または複数の無線通信装置における処理待ちタスクを、他の装置（例えば、サーバ
）で代行して行うことも想定される。そこで、本技術の第４の実施の形態では、無線通信
装置における処理待ちタスクを、無線通信装置以外の装置で代行して行う例を示す。
【０４２６】
　［通信システムの構成例］
　図４４は、本技術の第４の実施の形態における通信システム８００のシステム構成例を
示す図である。通信システム８００は、図１に示す通信システム１００の変形例であり、
無線通信装置８０１乃至８０４、処理待ちタスク代行サーバ８１０を追加した点が通信シ
ステム１００とは異なる。このため、通信システム１００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。
【０４２７】
　通信システム８００は、無線通信装置８０１乃至８０４と、処理待ちタスク代行サーバ
８１０とを備える。
【０４２８】
　無線通信装置８０１乃至８０４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携帯電話装置やスマートフォン）、無線通信機能を備えるデータ通
信装置（例えば、パーソナルコンピュータ）等である。また、無線通信装置８０１乃至８
０４は、第１通信事業者との契約（または、仮想通信事業の形態に準じた事業者との契約
）に基づいて、第１通信事業者が管理運用する無線通信網との接続に必要なパラメータの
初期設定が行われているものとする。
【０４２９】
　処理待ちタスク代行サーバ８１０は、１または複数の無線通信装置に記憶されている処
理待ちタスク情報を取得して管理し、その処理待ちタスクを代行して処理する情報処理装
置である。例えば、処理待ちタスク代行サーバ８１０は、無線通信装置２００の処理待ち
タスク情報記憶部２８０に記憶されている処理待ちタスク情報を受信すると、その処理待
ちタスクを代行して処理する。なお、処理待ちタスク代行サーバ８１０は、特許請求の範
囲に記載の情報処理装置の一例である。
【０４３０】
　また、処理待ちタスク代行サーバ８１０は、例えば、光ファイバー等の有線通信回線に
よりコンテンツ提供サーバ１２０と接続され、その有線通信回線を介してコンテンツ提供
サーバ１２０からコンテンツを取得することができる。
【０４３１】
　処理待ちタスク代行サーバ８１０は、制御部８１１と、優先度設定部８１２と、優先度
情報記憶部８１３とを備える。
【０４３２】
　制御部８１１は、無線通信装置２００から代行要求（処理待ちタスク代行依頼情報）を
受信した場合に、その代行要求に係る処理を行うものである。例えば、所定のネットワー
クを介して所望の接続先に接続してその接続先から所望のコンテンツを取得するための代
行要求を受信した場合を想定する。この場合には、制御部８１１は、その接続先からその
コンテンツを取得し、この取得されたコンテンツを所定条件を満たすタイミングで無線通
信装置２００に送信する。また、制御部８１１は、複数の無線通信装置から代行要求を受
信した場合には、代行要求毎にコンテンツを取得し、取得されたコンテンツを、所定条件
を満たすタイミングに従って複数の無線通信装置毎に送信する。なお、制御部８１１は、
特許請求の範囲に記載の送信制御部の一例である。
【０４３３】
　優先度設定部８１２は、複数の無線通信装置に係る処理待ちタスクについて、各無線通
信装置に対する送信処理の優先度を設定するものである。なお、優先度の設定方法につい
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ては、図４８を参照して詳細に説明する。
【０４３４】
　優先度情報記憶部８１３は、複数の無線通信装置（無線通信装置２００、８０１乃至８
０４）に設定される優先度に関する情報（優先度情報）を記憶する記憶部である。なお、
優先度情報記憶部８１３の記憶内容については、図４５を参照して詳細に説明する。
【０４３５】
　［優先度情報記憶部の内容例］
　図４５は、本技術の第４の実施の形態における優先度情報記憶部８１３の記憶内容の一
例を模式的に示す図である。
【０４３６】
　優先度情報記憶部８１３は、複数の無線通信装置（無線通信装置２００、８０１乃至８
０４）に設定される優先度に関する情報（優先度情報）を記憶する記憶部である。具体的
には、優先度情報記憶部８１３には、端末識別情報８１４と、最短到達予測時間８１５と
、優先度８１６とが無線通信装置毎に関連付けて記憶される。
【０４３７】
　端末識別情報８１４は、各無線通信装置を識別するための識別情報である。
【０４３８】
　最短到達予測時間８１５は、優先度設定部８１２により無線通信装置毎に算出された到
達予測時間のうち、無線通信装置毎の最短到達予測時間である。
【０４３９】
　優先度８１６は、優先度設定部８１２により無線通信装置毎に設定された優先度である
。なお、優先度の設定方法については、図４８を参照して詳細に説明する。
【０４４０】
　［各装置間における通信例］
　図４６および図４７は、本技術の第４の実施の形態における通信システム８００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。
【０４４１】
　最初に、無線通信装置２００において、接続要求操作が行われる（８２１）。例えば、
接続先情報の入力操作（例えば、図４に示す接続先情報入力領域３０１における接続先情
報の入力操作）が行われる。そして、最適な環境で実行ボタン（例えば、図４に示す最適
な環境で実行ボタン３０３）の押下操作が行われた後に、実行ボタン（例えば、図４に示
す実行ボタン３０２）の押下操作が行われる。この接続要求操作により、その入力された
接続先情報に係る接続要求が処理待ちタスクに登録される。すなわち、その接続要求に係
る処理待ちタスク情報が処理待ちタスク情報記憶部２８０に記憶される。
【０４４２】
　続いて、無線通信装置２００の制御部２３０が、処理待ちタスク代行依頼情報を処理待
ちタスク代行サーバ８１０にネットワーク制御装置１３０を介して送信する（８２２乃至
８２５）。この処理待ちタスク代行依頼情報は、処理待ちタスクに登録されている処理待
ちタスクの代行を処理待ちタスク代行サーバ８１０に依頼するための情報であり、処理待
ちタスク情報を含む。
【０４４３】
　このように、操作受付部２４０は、所定のネットワークを介して所望の接続先に接続し
てその接続先から所望のコンテンツを取得するための接続要求を所定条件を満たすタイミ
ングで行う接続要求操作を受け付ける。そして、制御部２３０は、その接続要求操作が受
け付けられた場合に、そのコンテンツを代行して取得することを要求する代行要求（処理
待ちタスク代行依頼情報）を処理待ちタスク代行サーバ８１０に送信する制御を行う。
【０４４４】
　なお、処理待ちタスクに係るコンテンツサイズが基準値よりも大きい場合にのみ、処理
待ちタスク代行依頼情報を処理待ちタスク代行サーバ８１０に送信するようにしてもよい
。この場合には、処理待ちタスクに係るコンテンツサイズが基準値以下であれば、無線通
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信装置２００がその処理待ちタスクを実行する。
【０４４５】
　処理待ちタスク代行依頼情報を受信すると（８２５）、処理待ちタスク代行サーバ８１
０の制御部８１１は、その依頼を受任する旨を示す代行受任情報を無線通信装置２００に
ネットワーク制御装置１３０を介して送信する（８２６乃至８２９）。
【０４４６】
　また、処理待ちタスク代行サーバ８１０の制御部８１１は、処理待ちタスク代行依頼情
報に係る接続要求をコンテンツ提供サーバ１２０に送信する（８３０、８３１）。処理待
ちタスク代行依頼情報に係る接続要求を受信した場合には（８３１）、コンテンツ提供サ
ーバ１２０は、その接続を承認する旨を示す接続承認情報を処理待ちタスク代行サーバ８
１０に送信する（８３２、８３３）。
【０４４７】
　接続承認情報を受信すると（８３３）、処理待ちタスク代行サーバ８１０の制御部８１
１は、処理待ちタスク代行依頼情報に係るコンテンツのダウンロード要求をコンテンツ提
供サーバ１２０に送信する（８３４、８３５）。そのダウンロード要求を受信した場合に
は（８３５）、コンテンツ提供サーバ１２０は、そのダウンロード要求に係るコンテンツ
を処理待ちタスク代行サーバ８１０に送信する（８３６、８３７）。すなわち、ダウンロ
ード処理が行われる。
【０４４８】
　続いて、処理待ちタスク代行サーバ８１０の制御部８１１は、各基地局からの情報を通
信事業者を介して取得し、各基地局のエリアにおける無線通信品質を測定する（８３８）
。そして、無線通信品質が一定条件を満たすエリアに無線通信装置２００が到達した場合
には、制御部８１１が、無線通信品質が一定条件を満たす旨の通知を無線通信装置２００
にネットワーク制御装置１３０を介して送信する（８３９乃至８４２）。なお、処理待ち
タスク代行サーバ８１０の制御部８１１は、各基地局のエリアにおける無線通信品質を測
定する際に、複数の無線通信装置から取得した無線通信品質情報に基づいて算出する方法
を用いてもよい。
【０４４９】
　無線通信品質が一定条件を満たす旨の通知を受信すると（８４２）、無線通信装置２０
０の制御部２３０は、コンテンツ送信要求を処理待ちタスク代行サーバ８１０にネットワ
ーク制御装置１３０を介して送信する（８４３乃至８４６）。このコンテンツ送信要求は
、処理待ちタスクに登録されている処理待ちタスクに係るコンテンツの送信を求める要求
である。
【０４５０】
　コンテンツ送信要求を受信すると（８４６）、処理待ちタスク代行サーバ８１０の制御
部８１１は、そのコンテンツ送信要求に係るコンテンツを無線通信装置２００にネットワ
ーク制御装置１３０を介して送信する（８４７乃至８５０）。
【０４５１】
　このように、無線通信装置２００は、処理待ちタスクを処理待ちタスク代行サーバ８１
０に依頼して、無線通信品質が一定条件を満たす状態となった場合に、その処理待ちタス
クに係るコンテンツをダウンロードすることができる。ここで、処理待ちタスク代行依頼
情報の送信時（８２２）において、無線通信装置２００が存在するエリアの無線通信品質
が一定条件を満たしていない場合も想定される。このような場合でも、処理待ちタスク代
行依頼情報のサイズは比較的小さいため、無線通信資源に極力負荷をかけないように送信
処理を行うことができる。例えば、通信速度のボトルネックが無線通信区間ではなく、コ
ンテンツサーバーからのダウンロード処理である場合を想定する。この場合には、無線通
信品質が一定条件を満たす条件において、多値化、さらには、高い符号化率によって迅速
にダウンロードすることができるため、結果的に無線区間のリソースを有効に活用すると
ともに、基地局に負荷をかけない通信を実現することができる。
【０４５２】
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　［処理待ちタスク代行サーバの動作例］
　図４６および図４７では、１つの無線通信装置２００に係る処理待ちタスクを処理待ち
タスク代行サーバ８１０が代行して実行する例を示した。ただし、図４４に示すように、
複数の無線通信装置に係る処理待ちタスクを処理待ちタスク代行サーバ８１０が代行して
実行する場合には、これらの処理待ちタスクを順次実行し、処理待ちタスクに係るコンテ
ンツを各無線通信装置に送信することになる。そこで、図４８では、複数の無線通信装置
に係る処理待ちタスクを処理待ちタスク代行サーバ８１０が代行して実行する場合に、各
無線通信装置に対する送信処理の優先度を設定する例を示す。
【０４５３】
　図４８は、本技術の第４の実施の形態における処理待ちタスク代行サーバ８１０による
優先度の設定処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【０４５４】
　最初に、優先度設定部８１２が、処理待ちタスクを管理している無線通信装置を抽出す
る（ステップＳ１０７１）。例えば、優先度情報記憶部８１３の端末識別情報８１４に端
末識別情報が格納されている無線通信装置が抽出される。
【０４５５】
　続いて、優先度設定部８１２が、抽出された各無線通信装置の移動経路を予測する（ス
テップＳ１０７２）。この移動経路の予測方法として、例えば、上述した予測方法を用い
ることができる。
【０４５６】
　続いて、優先度設定部８１２が、求められた移動経路上の無線通信品質を無線通信装置
毎に算出する（ステップＳ１０７３）。
【０４５７】
　続いて、優先度設定部８１２が、算出された無線通信品質のうち、一定条件を満たす無
線通信品質となるエリアへの到達予測時間を無線通信装置毎に算出する（ステップＳ１０
７４）。
【０４５８】
　続いて、優先度設定部８１２が、算出された到達予測時間を比較し（ステップＳ１０７
５）、算出された到達予測時間に基づいて、各無線通信装置の優先度を設定する（ステッ
プＳ１０７６）。例えば、算出された到達予測時間が短い順に優先度が設定される。例え
ば、算出された到達予測時間が一番短い無線通信装置には、優先度として１位が設定され
、算出された到達予測時間が一番長い無線通信装置には、優先度として最下位が設定され
る。
【０４５９】
　このように、設定された優先順位については、優先度情報記憶部８１３の優先度８１６
に格納される。そして、処理待ちタスク代行サーバ８１０は、複数の無線通信装置に係る
処理待ちタスクのうち、優先度情報記憶部８１３の優先度８１６に格納されている優先度
が高い順に、処理待ちタスクに係るコンテンツの無線通信装置への送信処理を行う。
【０４６０】
　このように、一定条件を満たす無線通信品質となるエリアへの到達予測時間に基づいて
、各無線通信装置の優先度を設定することにより、処理待ちタスク代行サーバ８１０が複
数の無線通信装置に係る処理待ちタスクを効率的に代行して実行することができる。
【０４６１】
　また、処理待ちタスク代行サーバ８１０は、処理待ちタスクの数を共有することにより
、今後どの程度の接続が行われるかを容易に把握することができる。つまり、この把握し
た接続数に基づいて、無線通信品質の一定条件を無線通信装置毎に可変させることもでき
る。例えば、複数の無線通信装置が、同一時刻に一定条件を満たす無線通信品質となる同
一エリアに集中することが予想される場合、これらの接続処理を効率良くさばくために、
任意の無線通信装置の接続処理のみを早めに起動させる等の応用も可能になる。
【０４６２】
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　［処理待ちタスク代行サーバをキャッシュサーバのように使用する例］
　ここで、近年では、公衆無線網等のネットワークに接続して各種コンテンツをダウンロ
ードすることが可能な無線通信装置が広く普及している。例えば、無線通信を利用して電
子書籍（コンテンツ）をダウンロードしてその電子書籍を表示させることが可能な無線通
信装置（電子機器）が存在する。この電子書籍として、例えば、定期刊行物（例えば、フ
ァッション雑誌やコミック）や小説等の書籍が存在する。
【０４６３】
　例えば、購読者が多い電子書籍（例えば、画像を多く含むファッション雑誌やコミック
）の発売日には、その電子書籍の購入を希望するユーザが集中することが想定される。こ
の場合には、その電子書籍をダウンロードするタイミングが重複し、その電子書籍のダウ
ンロードが集中することが想定される。このようにダウンロードが集中すると、無線網の
トラフィックが集中する。この場合には、無線網のみではなく、コアネットワークを含む
固定網でのトラフィックも集中することが想定される。このため、無線網および固定網を
含む通信資源を効率的に活用することが重要である。
【０４６４】
　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、通信資源を効率的に活用す
ることを目的とする。また、上述の問題点を解消するため、本技術の第４の実施の形態は
、以下のような構成をとることができる。また、本技術は、上述の問題点を解消するため
、以下のような構成（構成例１乃至８）をとることができる。
【０４６５】
　［通信システムの構成例］
　図５２は、本技術の第４の実施の形態における通信システム８６０のシステム構成例を
示す図である。通信システム８６０は、図４４に示す通信システム８００の変形例であり
、処理待ちタスク代行サーバ８１０の代わりに、処理待ちタスク代行サーバ８７０を設け
た点が通信システム８００とは異なる。このため、通信システム８００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。
【０４６６】
　処理待ちタスク代行サーバ８７０は、処理待ちタスク代行サーバ８１０と同様に、１ま
たは複数の無線通信装置に記憶されている処理待ちタスク情報を取得して管理し、その処
理待ちタスクを代行して処理する。また、処理待ちタスク代行サーバ８７０は、例えば、
光ファイバー等の有線通信回線によりコンテンツ提供サーバ１２０と接続され、その有線
通信回線を介してコンテンツ提供サーバ１２０からコンテンツを取得する。
【０４６７】
　処理待ちタスク代行サーバ８７０は、制御部８７１と、アクセス権設定部８７２と、コ
ンテンツ記憶部８７３と、代行ダウンロードリスト記憶部８８０とを備える。
【０４６８】
　制御部８７１は、無線通信装置２００から代行要求（処理待ちタスク代行依頼情報）を
受信した場合に、その代行要求に係る処理を行うものである。なお、その代行要求に係る
処理については、図５３、図５４を参照して詳細に説明する。
【０４６９】
　アクセス権設定部８７２は、代行要求（処理待ちタスク代行依頼情報）を送信した無線
通信装置について、コンテンツ記憶部８７３に記憶されているコンテンツにアクセス（ダ
ウンロード）するためのアクセス権を設定するものである。なお、アクセス権の設定方法
については、図５３、図５４を参照して詳細に説明する。
【０４７０】
　コンテンツ記憶部８７３は、代行要求（処理待ちタスク代行依頼情報）に係るコンテン
ツを記憶するものである。すなわち、無線通信装置から送信された代行要求（処理待ちタ
スク代行依頼情報）に基づいてコンテンツ提供サーバ１２０から取得されたコンテンツが
、コンテンツ記憶部８７３に記憶される。
【０４７１】
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　代行ダウンロードリスト記憶部８８０は、代行要求（処理待ちタスク代行依頼情報）に
係るコンテンツを管理するための管理情報（代行ダウンロードリスト情報）を記憶するも
のである。なお、代行ダウンロードリスト記憶部８８０の記憶内容については、図５３を
参照して詳細に説明する。
【０４７２】
　［代行ダウンロードリスト記憶部の内容例］
　図５３は、本技術の第４の実施の形態における代行ダウンロードリスト記憶部８８０の
記憶内容の一例を模式的に示す図である。
【０４７３】
　代行ダウンロードリスト記憶部８８０には、コンテンツ識別情報８８１と、アクセス権
の数情報８８２と、端末識別情報８８３とがコンテンツ毎に関連付けて記憶される。
【０４７４】
　コンテンツ識別情報８８１は、コンテンツ記憶部８７３に記憶されている各コンテンツ
を識別するための識別情報である。なお、コンテンツ記憶部８７３に記憶されている各コ
ンテンツは、無線通信装置から送信された代行要求（処理待ちタスク代行依頼情報）に基
づいて取得されたものである。
【０４７５】
　アクセス権の数情報８８２は、コンテンツ記憶部８７３に記憶されている１つのコンテ
ンツについて設定されているアクセス権の数を示す情報である。すなわち、アクセス権の
数情報８８２には、端末識別情報８８３に端末識別情報が格納されている無線通信装置の
数が格納される。
【０４７６】
　端末識別情報８８３は、各無線通信装置を識別するための識別情報である。なお、端末
識別情報８８３の代わりに、各無線通信装置を所有するユーザを識別するためのユーザ識
別情報（ユーザＩＤ）を用いるようにしてもよい。また、アクセス権の有効期間を無線通
信装置毎に設定しておき、この設定された有効期間を端末識別情報８８３に関連付けて記
憶させるようにしてもよい。この有効期間は、例えば、代行要求（処理待ちタスク代行依
頼情報）を受信した時点から所定期間（例えば、３日間）とすることができる。そして、
有効期間が経過した端末識別情報については、自動で削除することができる。
【０４７７】
　ここで、アクセス権の設定方法について説明する。
【０４７８】
　アクセス権設定部８７２は、無線通信装置２００から代行要求（処理待ちタスク代行依
頼情報）を受信した場合に、その代行要求に係るコンテンツ（代行してダウンロードを行
うコンテンツ）を登録して管理する。例えば、アクセス権設定部８７２は、図５３に示す
ように、代行ダウンロードリスト記憶部８８０において、代行ダウンロードリストを作成
して更新する。
【０４７９】
　具体的には、アクセス権設定部８７２は、無線通信装置から代行要求（処理待ちタスク
代行依頼情報）を受信した場合に、その代行要求に係るコンテンツと同一のコンテンツが
、代行ダウンロードリスト記憶部８８０に登録されているか否かを確認する。この確認の
結果、その代行要求に係るコンテンツが代行ダウンロードリスト記憶部８８０に登録され
ている場合を想定する。この場合には、アクセス権設定部８７２は、代行ダウンロードリ
スト記憶部８８０に登録されているコンテンツにアクセスするためのアクセス権を、その
代行要求を送信した無線通信装置に設定する。例えば、その代行要求を送信した無線通信
装置の端末識別情報を、その代行要求に係るコンテンツのコンテンツ識別情報に関連付け
て、端末識別情報８８３に格納する。すなわち、代行要求に係るコンテンツが代行ダウン
ロードリスト記憶部８８０に登録されている場合には、その代行依頼を送信した無線通信
装置についてアクセス権が追加設定される。
【０４８０】
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　一方、その代行要求に係るコンテンツが代行ダウンロードリスト記憶部８８０に登録さ
れていない場合を想定する。この場合には、制御部８７１は、その代行要求に係るコンテ
ンツをコンテンツ提供サーバ１２０から取得し、この取得されたコンテンツをコンテンツ
記憶部８７３に記憶させる。また、アクセス権設定部８７２は、その代行要求に係るコン
テンツを代行ダウンロードリスト記憶部８８０に登録し、そのコンテンツにアクセスする
ためのアクセス権を、その代行要求を送信した無線通信装置に設定する。例えば、その代
行要求に係るコンテンツのコンテンツ識別情報をコンテンツ識別情報８８１に格納し、そ
の代行要求を送信した無線通信装置の端末識別情報を、そのコンテンツ識別情報に関連付
けて、端末識別情報８８３に格納する。すなわち、代行要求に係るコンテンツが代行ダウ
ンロードリスト記憶部８８０に登録されていない場合には、そのコンテンツが新たに登録
されるとともに、その代行依頼を送信した無線通信装置についてアクセス権が設定される
。
【０４８１】
　ここで、代行ダウンロードリスト記憶部８８０に登録されているコンテンツが、アクセ
ス権が設定されている無線通信装置に送信された場合を想定する。この場合には、アクセ
ス権設定部８７２は、代行ダウンロードリスト記憶部８８０に登録されているアクセス権
（その無線通信装置に設定されているアクセス権）を削除する。例えば、そのコンテンツ
に関連付けられている無線通信装置の端末識別情報を、端末識別情報８８３から消去し、
アクセス権の数情報８８２の数から１を減ずる。
【０４８２】
　また、アクセス権設定部８７２は、代行ダウンロードリスト記憶部８８０に登録されて
いるアクセス権の数が０になったコンテンツについては、代行ダウンロードリストの登録
を抹消する。そして、制御部８７１は、代行ダウンロードリストの登録が抹消されたコン
テンツについては、コンテンツ記憶部８７３から削除する。
【０４８３】
　このように、アクセス権設定部８７２は、代行要求に係るコンテンツを管理するための
管理情報（代行ダウンロードリスト）を代行ダウンロードリスト記憶部８８０に記憶させ
る。また、アクセス権設定部８７２は、代行ダウンロードリスト記憶部８８０に管理情報
が記憶されているコンテンツにアクセスするためのアクセス権をそのコンテンツに係る代
行要求を送信した無線通信装置に設定する。ここで、受信した代行要求が、代行ダウンロ
ードリスト記憶部８８０に管理情報が記憶されているコンテンツを取得するための代行要
求である場合を想定する。この場合には、アクセス権設定部８７２は、そのコンテンツに
アクセスするためのアクセス権をその代行要求を送信した無線通信装置に設定する。また
、アクセス権設定部８７２は、代行ダウンロードリスト記憶部８８０に管理情報が記憶さ
れているコンテンツを、アクセス権が設定されている無線通信装置に送信した場合には、
そのコンテンツについてその無線通信装置に設定されているアクセス権を削除する。
【０４８４】
　また、制御部８７１は、代行ダウンロードリスト記憶部８８０に管理情報（代行ダウン
ロードリスト）が記憶されているコンテンツを、アクセス権が設定されている無線通信装
置に、所定条件を満たすタイミングで送信する。ここで、代行ダウンロードリスト記憶部
８８０に管理情報が記憶されているコンテンツは、コンテンツ提供サーバ１２０からダウ
ンロードしてコンテンツ記憶部８７３に記憶されている。このため、制御部８７１は、代
行ダウンロードリスト記憶部８８０に管理情報が記憶されているコンテンツを取得するた
めの代行要求を受信した場合には、そのコンテンツを取得するための制御を行わない。ま
た、制御部８７１は、コンテンツ記憶部８７３に記憶されているコンテンツのうち、アク
セス権設定部８７２により設定された全てのアクセス権が削除されたコンテンツを削除す
る。
【０４８５】
　このように、この例では、アクセス権設定部８７２が各無線通信装置のアクセス権を管
理する。これにより、同一のコンテンツについて複数の無線通信装置から代行要求を受信
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したような場合でも、コンテンツ提供サーバ１２０から同一のコンテンツを複数回ダウン
ロードすることを回避することができる。
【０４８６】
　例えば、コンテンツ提供サーバ１２０および処理待ちタスク代行サーバ８７０間のダウ
ンロード処理と、処理待ちタスク代行サーバ８７０から無線通信装置２００への送信処理
との間に時間差が生じる。このため、この時間差を利用して、コンテンツ提供サーバ１２
０および処理待ちタスク代行サーバ８７０間のダウンロード処理を集約することができる
。すなわち、同一のコンテンツについては、コンテンツ提供サーバ１２０からのダウンロ
ード処理を一度だけ行うのみでよいため、無線通信装置から送信された代行要求毎にダウ
ンロード処理を行う必要がない。このため、コンテンツ提供サーバ１２０および処理待ち
タスク代行サーバ８７０間におけるトラフィックを低減することができる。
【０４８７】
　また、アクセス権の数が０になったコンテンツを、処理待ちタスク代行サーバ８７０か
ら削除するため、代行要求を送信した無線通信装置以外の他の無線通信装置に利用される
ようなことを防止することができる。すなわち、処理待ちタスク代行サーバ８７０にコン
テンツを長期間保存することを防止して、コンテンツに係る著作権を適切に保護すること
ができる。
【０４８８】
　［処理待ちタスク代行サーバの動作例］
　図５４は、本技術の第４の実施の形態における処理待ちタスク代行サーバ８７０による
代行ダウンロード処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【０４８９】
　最初に、制御部８７１は、無線通信装置から代行要求（処理待ちタスク代行依頼情報）
を受信したか否かを判断し（ステップＳ１２０１）、代行要求を受信していない場合には
、ステップＳ１２０７に進む。一方、無線通信装置から代行要求を受信した場合には（ス
テップＳ１２０１）、アクセス権設定部８７２は、受信した代行要求に係るコンテンツが
代行ダウンロードリスト記憶部８８０に登録されているか否かを判断する（ステップＳ１
２０２）。
【０４９０】
　受信した代行要求に係るコンテンツが登録されていない場合には（ステップＳ１２０２
）、アクセス権設定部８７２が、その代行要求に係るコンテンツを代行ダウンロードリス
ト記憶部８８０に登録する（ステップＳ１２０３）。続いて、制御部８７１は、その代行
要求に係るコンテンツを、コンテンツ提供サーバ１２０から取得する（ステップＳ１２０
４）。すなわち、コンテンツのダウンロードが実行される（ステップＳ１２０４）。
【０４９１】
　続いて、アクセス権設定部８７２が、代行ダウンロードリスト記憶部８８０に新たに登
録したコンテンツに対するアクセス権を、その代行要求を送信した無線通信装置に設定す
る（ステップＳ１２０５）。
【０４９２】
　また、受信した代行要求に係るコンテンツが登録されている場合には（ステップＳ１２
０２）、アクセス権設定部８７２が、その代行要求を送信した無線通信装置にアクセス権
を設定する（ステップＳ１２０６）。すなわち、アクセス権設定部８７２は、代行ダウン
ロードリスト記憶部８８０に登録されているコンテンツ（その代行要求に係るコンテンツ
）に対するアクセス権を、その代行要求を送信した無線通信装置に設定する（ステップＳ
１２０６）。
【０４９３】
　続いて、制御部８７１は、アクセス権が設定されている無線通信装置のうち、無線通信
品質が一定条件を満たすものが存在するか否かを判断する（ステップＳ１２０７）。すな
わち、代行ダウンロードリスト記憶部８８０に登録されている無線通信装置のうち、無線
通信品質が一定条件を満たすエリアに在圏している無線通信装置が存在するか否かが判断
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される（ステップＳ１２０７）。無線通信品質が一定条件を満たす無線通信装置が存在し
ない場合には（ステップＳ１２０７）、代行ダウンロード処理の動作を終了する。
【０４９４】
　また、無線通信品質が一定条件を満たす無線通信装置が存在する場合には（ステップＳ
１２０７）、制御部８７１は、その無線通信装置に設定されているアクセス権に基づいて
、その無線通信装置にコンテンツを送信する（ステップＳ１２０８）。なお、同一の無線
通信装置に複数のアクセス権が設定されている場合には、複数のアクセス権に係るコンテ
ンツが順次送信される。
【０４９５】
　続いて、アクセス権設定部８７２は、コンテンツを送信した無線通信装置に設定されて
いるアクセス権（そのコンテンツに対するアクセス権）を削除する（ステップＳ１２０９
）。すなわち、その無線通信装置の端末識別情報が代行ダウンロードリスト記憶部８８０
から削除される。続いて、アクセス権設定部８７２は、そのアクセス権が削除されたコン
テンツに係るアクセス権の数を算出する（ステップＳ１２１０）。
【０４９６】
　続いて、アクセス権設定部８７２は、算出されたアクセス権の数が０であるか否かを判
断し（ステップＳ１２１１）、その算出されたアクセス権の数が０でない場合には、代行
ダウンロード処理の動作を終了する。この場合には、その算出されたアクセス権の数が代
行ダウンロードリスト記憶部８８０（アクセス権の数情報８８２）に登録される。一方、
その算出されたアクセス権の数が０である場合には（ステップＳ１２１１）、アクセス権
設定部８７２は、アクセス権の数が０となったコンテンツの登録を代行ダウンロードリス
ト記憶部８８０から抹消する（ステップＳ１２１２）。また、制御部８７１は、アクセス
権の数が０となったコンテンツをコンテンツ記憶部８７３から削除する（ステップＳ１２
１２）。
【０４９７】
　このように、アクセス権の数が０となるまでの間、処理待ちタスク代行サーバ８７０に
コンテンツが保持され、他の無線通信装置に関する無線通信品質のモニターが継続して行
われる。
【０４９８】
　このように、処理待ちタスク代行サーバ８７０をキャッシュサーバ的に使用することが
できる。これにより、同一コンテンツをコンテンツ提供サーバ１２０から重複してダウン
ロードすることを防止し、コンテンツ提供サーバ１２０および処理待ちタスク代行サーバ
８７０間のトラフィックを低減することができる。このため、例えば、購読者が多い電子
書籍の発売日において、その電子書籍の購入を希望するユーザが集中するような場合でも
、固定網でのトラフィックを低減することができ、無線網および固定網を含む通信資源を
効率的に活用することができる。
【０４９９】
　また、上述したように、本技術は、上述の問題点を解消するため、以下のような構成（
構成例１乃至８）をとることができる。
　［構成例１］
　所定のネットワークを介して所望の接続先に接続して当該接続先から所望のコンテンツ
を取得するための代行要求を無線通信装置から受信した場合に当該接続先から前記所望の
コンテンツを取得する制御を行う制御部と、
　前記取得されたコンテンツを所定条件を満たすタイミングで前記無線通信装置に送信す
る送信制御部と
を具備する情報処理装置。
　［構成例２］
　前記制御部は、複数の無線通信装置から前記代行要求を受信した場合には前記代行要求
毎にコンテンツを取得し、
　前記送信制御部は、前記取得されたコンテンツを前記所定条件を満たすタイミングに従
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って前記複数の無線通信装置毎に送信する
構成例１記載の情報処理装置。
　［構成例３］
　前記代行要求に係るコンテンツを管理するための管理情報を記憶部に記憶させ、前記記
憶部に前記管理情報が記憶されているコンテンツにアクセスするためのアクセス権を当該
コンテンツに係る代行要求を送信した無線通信装置に設定するアクセス権設定部をさらに
具備し、
　前記送信制御部は、前記記憶部に前記管理情報が記憶されているコンテンツを前記アク
セス権が設定されている無線通信装置に前記所定条件を満たすタイミングで送信する
構成例１記載の情報処理装置。
　［構成例４］
　前記制御部は、前記記憶部に前記管理情報が記憶されているコンテンツを取得するため
の代行要求を受信した場合には、当該コンテンツを取得するための制御を行わず、
　前記アクセス権設定部は、前記記憶部に前記管理情報が記憶されているコンテンツを取
得するための代行要求を受信した場合には、当該コンテンツにアクセスするための前記ア
クセス権を当該代行要求を送信した無線通信装置に設定する
構成例３記載の情報処理装置。
　［構成例５］
　前記アクセス権設定部は、前記記憶部に前記管理情報が記憶されているコンテンツを、
前記アクセス権が設定されている無線通信装置に送信した場合には、当該コンテンツにつ
いて当該無線通信装置に設定されている前記アクセス権を削除する構成例３または４記載
の情報処理装置。
　［構成例６］
　前記制御部は、前記取得されたコンテンツを記憶するコンテンツ記憶部に記憶されてい
るコンテンツのうち、前記アクセス権設定部により設定された全てのアクセス権が削除さ
れたコンテンツを削除する構成例５記載の情報処理装置。
　［構成例７］
　所定のネットワークを介して所望の接続先に接続して当該接続先から所望のコンテンツ
を取得するための接続要求を所定条件を満たすタイミングで行う接続要求操作を受け付け
る操作受付部と、前記接続要求操作が受け付けられた場合に前記所望のコンテンツを代行
して取得することを要求する代行要求を前記情報処理装置に送信する制御を行う制御部と
を具備する無線通信装置と、
　前記代行要求を前記無線通信装置から受信した場合に前記所望の接続先から前記所望の
コンテンツを取得し、前記取得されたコンテンツを所定条件を満たすタイミングで前記無
線通信装置に送信する情報処理装置と
を具備する通信システム。
　［構成例８］
　所定のネットワークを介して所望の接続先に接続して当該接続先から所望のコンテンツ
を取得するための代行要求を無線通信装置から受信した場合に当該接続先から前記所望の
コンテンツを取得する制御を行う制御手順と、
　前記取得されたコンテンツを所定条件を満たすタイミングで前記無線通信装置に送信す
る送信制御手順と
を具備する情報処理装置の制御方法。
【０５００】
　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（例えば、コンテ
ンツ提供サーバ１２０、ネットワーク制御装置１３０、６０２、通信品質管理サーバ６０
１、処理待ちタスク代行サーバ８１０、８７０）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、携帯電話装置以外の携帯型の無線通信
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（例えば、自動販売
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機のデータ収集を目的とする無線通信装置）に本技術の実施の形態を適用することができ
る。
【０５０１】
　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。
【０５０２】
　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、ハードディスク、ＣＤ（Compact Disc）、ＭＤ（MiniDisc）、ＤＶＤ（Digital 
Versatile Disk）等を用いることができる。また、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。
【０５０３】
　なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
（１）　所定のネットワークを介して所望の接続先に接続するための接続要求を行うタイ
ミングを決定する決定操作を受け付ける操作受付部と、
　前記決定されたタイミングで前記接続要求を行うように制御する制御部と
を具備する無線通信装置。
（２）　前記操作受付部は、前記接続要求を行うための接続要求操作を受け付け、
　前記制御部は、前記接続要求操作が受け付けられた場合に前記決定されたタイミングで
前記接続要求を行う
前記（１）に記載の無線通信装置。
（３）　前記操作受付部は、前記接続要求を即時に行うための第１操作と、所定条件を満
たすタイミングで前記接続要求を行うための第２操作との何れかを前記決定操作として受
け付け、
　前記制御部は、前記第１操作が受け付けられた場合には前記接続要求操作が受け付けら
れた直後に前記接続要求を行い、前記第２操作が受け付けられた場合には前記接続要求操
作が受け付けられた後に前記所定条件を満たすタイミングで前記接続要求を行う
前記（２）に記載の無線通信装置。
（４）　前記所定条件を満たすタイミングは、前記無線通信装置が存在するエリアが所定
の無線通信品質となるタイミングであり、
　前記制御部は、前記第２操作が受け付けられた場合には前記無線通信装置が存在するエ
リアが前記所定の無線通信品質であるか否かを判断し、前記無線通信装置が存在するエリ
アが前記所定の無線通信品質であると判断されたときに前記接続要求を行う
前記（３）に記載の無線通信装置。
（５）　前記制御部は、前記無線通信装置が存在するエリアが前記所定の無線通信品質と
なるエリアに関するエリア情報を取得し、当該取得されたエリア情報に基づいて当該所定
の無線通信品質となるエリアを表示部に表示させる前記（４）に記載の無線通信装置。
（６）　前記接続要求は、前記ネットワークを介して前記所望の接続先から所望のコンテ
ンツを取得するための接続要求であり、
　前記制御部は、前記第１操作が受け付けられた場合であっても、前記接続要求に応じて
取得されるコンテンツのサイズが所定サイズを基準として大きいときには、前記接続要求
操作が受け付けられた後に前記所定条件を満たすタイミングで前記接続要求を行う
前記（３）から（５）のいずれかに記載の無線通信装置。
（７）　前記制御部は、前記第２操作が受け付けられた場合には前記所定条件を満たすタ
イミングで前記接続要求を行うための処理待ち情報を記憶部に記憶させ、
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　前記制御部は、前記記憶部に記憶されている処理待ち情報に基づいて前記接続要求を行
う
前記（３）から（６）のいずれかに記載の無線通信装置。
（８）　前記制御部は、前記記憶部に記憶されている前記処理待ち情報の一覧を表示部に
表示させる前記（７）に記載の無線通信装置。
（９）　前記操作受付部は、前記表示部に一覧表示されている前記処理待ち情報のうちか
ら１または複数の処理待ち情報を削除するための削除操作を受け付け、
　前記制御部は、前記削除操作が受け付けられた場合には当該削除操作に係る前記処理待
ち情報を前記記憶部から削除する
前記（８）に記載の無線通信装置。
（１０）　前記制御部は、前記第２操作が受け付けられた場合には前記接続要求操作が受
け付けられてから前記接続要求が行われるまでの間、前記所定条件を満たすタイミングで
前記接続要求を行う旨を表示部に表示させる前記（３）から（９）のいずれかに記載の無
線通信装置。
（１１）　前記所定条件を満たすタイミングは、前記無線通信装置が存在するエリアが所
定の無線通信品質となるタイミングであり、
　前記制御部は、前記第２操作が受け付けられた場合には、前記所定の無線通信品質とな
るエリアを検出して当該検出されたエリアに存在する無線通信装置に当該エリアが前記所
定の無線通信品質である旨の通知を送信する情報処理装置から前記通知を受信した場合に
前記接続要求を行う
前記（３）に記載の無線通信装置。
（１２）　前記情報処理装置は、前記検出されたエリアに係る通信事業者であって前記所
定の無線通信品質となる基地局に係る通信事業者に関する通信事業者情報を前記通知に含
めて送信し、
　前記制御部は、保持されている契約認証情報に係る通信事業者と前記受信した通知に含
まれる通信事業者情報に係る通信事業者とが異なる場合には、前記受信した通知に含まれ
る通信事業者情報に係る契約認証情報を設定し、当該設定後に前記接続要求を行う
前記（１１）に記載の無線通信装置。
（１３）　前記所定条件を満たすタイミングは、前記無線通信装置が存在するエリアが所
定の無線通信費となるタイミングであり、
　前記制御部は、前記第２操作が受け付けられた場合には前記無線通信装置が存在するエ
リアが前記所定の無線通信費となるエリアであるか否かを判断し、前記無線通信装置が存
在するエリアが前記所定の無線通信費となるエリアであると判断された場合に前記接続要
求を行う
前記（３）に記載の無線通信装置。
（１４）　コンテンツを記憶する記憶部をさらに具備し、
　前記接続要求は、前記所望の接続先に接続して当該接続先におけるコンテンツと前記記
憶部に記憶されているコンテンツとを同期させるための接続要求であり、
　前記操作受付部は、同期設定時刻において前記接続要求を行うための第１操作と、所定
条件を満たすタイミングで前記接続要求を行うための第２操作との何れかを前記決定操作
として受け付け、
　前記制御部は、前記第１操作が受け付けられた場合には前記同期設定時刻において前記
接続要求を行い、前記第２操作が受け付けられた場合には前記同期設定時刻が経過した後
に前記所定条件を満たすタイミングで前記接続要求を行う
前記（１）に記載の無線通信装置。
（１５）　前記制御部は、前記決定されたタイミングに基づいて前記接続要求に係る通信
に関する料金プランを設定する前記（１）から（１４）のいずれかに記載の無線通信装置
。
（１６）　前記制御部は、前記ネットワークを介して前記所望の接続先からコンテンツの
サイズに関するサイズ情報を取得して当該サイズ情報に基づいて前記コンテンツのサイズ
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を表示部に表示させ、
　前記操作受付部は、前記コンテンツのサイズが表示された後に、前記第１操作または前
記第２操作を受け付ける
前記（３）から（１３）のいずれかに記載の無線通信装置。
（１７）　前記制御部は、前記無線通信装置が存在するエリアの通信速度の予測値を算出
し、前記ネットワークを介して前記所望の接続先からコンテンツのサイズに関するサイズ
情報を取得して当該サイズ情報と前記算出された通信速度の予測値とに基づいて前記コン
テンツのダウンロードに要する予測時間を算出し、前記算出された予測時間を表示部に表
示させ、
　前記操作受付部は、前記算出された予測時間が表示された後に、前記第１操作または前
記第２操作を受け付ける
前記（３）から（１３）のいずれかに記載の無線通信装置。
（１８）　所定のネットワークを介して所望の接続先に接続して当該接続先から所望のコ
ンテンツを取得するための代行要求を無線通信装置から受信した場合に当該接続先から前
記所望のコンテンツを取得する制御を行う制御部と、
　前記取得されたコンテンツを所定条件を満たすタイミングで前記無線通信装置に送信す
る送信制御部と
を具備する情報処理装置。
（１９）　前記制御部は、複数の無線通信装置から前記代行要求を受信した場合には前記
代行要求毎にコンテンツを取得し、
　前記送信制御部は、前記取得されたコンテンツを前記所定条件を満たすタイミングに従
って前記複数の無線通信装置毎に送信する
前記（１８）に記載の情報処理装置。
（２０）　所定のネットワークを介して所望の接続先に接続するための接続要求を行うタ
イミングを決定する決定操作を受け付ける操作受付手順と、
　前記決定されたタイミングで前記接続要求を行うように制御する制御手順と
を具備する無線通信装置の制御方法。
【０５０４】
　また、本技術は以下のような構成もとることができる。
（２１）　前記所定条件を満たすタイミングは、前記無線通信装置が存在するエリアが所
定の無線通信品質となるタイミングであり、
　前記制御部は、アプリケーションの種類と、コンテンツのサイズと、バッテリ残量との
うちの少なくとも１つに基づいて前記所定の無線通信品質を変更する
前記（３）から（１０）のいずれかに記載の無線通信装置。
【符号の説明】
【０５０５】
　１００、６００、８００、８６０　通信システム
　１１０　ネットワーク
　１２０　コンテンツ提供サーバ
　１３０、６０２　ネットワーク制御装置
　１３１、１３２、６０３　基地局
　１３３、１３４、６０４　セル
　２００、８０１～８０４　無線通信装置
　２１０　通信部
　２２０　位置情報取得部
　２３０、８１１、８７１　制御部
　２４０　操作受付部
　２５０　表示部
　２６０　ＵＳＩＭ情報書換部
　２７０　ＵＳＩＭ情報記憶部
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　２８０　処理待ちタスク情報記憶部
　２９０　メモリ
　６０１　通信品質管理サーバ
　８１０、８７０　処理待ちタスク代行サーバ
　８１２　優先度設定部
　８１３　優先度情報記憶部
　８７２　アクセス権設定部
　８７３　コンテンツ記憶部
　８８０　代行ダウンロードリスト記憶部
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