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(57)【要約】
【課題】一の情報処理装置が一の接続システムを通じて
取得した情報を、他の情報処理装置が他の接続システム
を通じて安価に取得できるようにする。
【解決手段】情報処理装置１０の登録部１１は、接続シ
ステム２ａを通じて取得した情報３ａの識別子４を登録
する際、その情報３ａが通信料金の割引対象である場合
、識別子４に割引情報５を付加して登録する。識別子４
および割引情報５は、情報処理装置２０に対して転送さ
れ、記憶部２３に登録される。情報処理装置２０の情報
取得部２２は、記憶部２３から選択された識別子４が示
す情報３ａを接続システム２ｂを通じて取得するととも
に、選択された識別子４に割引情報５が付加されていた
場合には、情報３ａを取得する際の通信料金が割引され
るようにする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の接続システムを通じてネットワークに接続するとともに、前記ネットワークおよ
び前記第１の接続システムを通じて取得した情報の識別子を、その内部の記憶部に登録す
る機能を備えたコンピュータで実行される情報処理プログラムにおいて、
　前記コンピュータに、
　前記記憶部に識別子を登録する際に、登録する識別子が示す情報を第２の接続システム
を通じて取得する際に通信料金の割引を受けられるかを判定し、割引を受けられる場合に
、前記登録する識別子に割引情報を付加して前記記憶部に登録し、
　前記記憶部に登録された識別子および割引情報を、前記第２の接続システムを通じて前
記ネットワークに接続する他の情報処理装置に対して送信する、
　処理を実行させることを特徴とする情報処理プログラム。
【請求項２】
　前記記憶部に登録された識別子および割引情報を送信する処理では、当該識別子および
当該割引情報を、送信された識別子が示す情報を前記ネットワークおよび前記第２の接続
システムを通じて取得するとともに、割引情報が付加された識別子が示す情報の取得時に
通信料金の割引を適用させる処理において使用されるブックマーク情報として、前記他の
情報処理装置に送信することを特徴とする請求項１記載の情報処理プログラム。
【請求項３】
　前記記憶部に識別子を登録する際には、さらに、前記第１の接続システムが、前記第２
の接続システムに対応付けてあらかじめ指定された接続システムかを判定し、前記第１の
接続システムが指定された接続システムであり、かつ、前記登録する識別子が示す情報を
前記第２の接続システムを通じて取得する際に通信料金の割引を受けられる場合に、前記
登録する識別子に割引情報を付加して前記記憶部に登録することを特徴とする請求項１ま
たは２記載の情報処理プログラム。
【請求項４】
　前記記憶部に割引情報を付加した識別子を登録する際に、通信料金の割引率に応じた情
報を割引情報に含めることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の情報処理プ
ログラム。
【請求項５】
　第１の接続システムを通じてネットワークに接続する情報処理装置において、
　第２の接続システムを通じて前記ネットワークに接続する他の情報処理装置が前記ネッ
トワークおよび前記第２の接続システムを通じて取得した情報の識別子を、前記他の情報
処理装置から受信して前記情報処理装置内の記憶部に登録するとともに、前記取得した情
報を前記第１の接続システムを通じて取得する際に通信料金の割引を受けられると前記他
の情報処理装置が判定した場合には、識別子に付加された割引情報も前記他の情報処理装
置から受信して前記記憶部に登録する登録部と、
　前記記憶部から選択された識別子が示す情報を前記ネットワークおよび前記第１の接続
システムを通じて取得するとともに、前記選択された識別子に割引情報が付加されていた
場合には、前記選択された識別子が示す情報を取得する際の通信料金が割引されるように
する割引適用処理を実行する情報取得部と、
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項６】
　前記情報取得部は、前記割引適用処理として、前記第１の接続システムに含まれる、そ
れぞれ前記ネットワークに対する接続処理を行う複数の接続処理部のうち、通信料金が割
引されない場合とは異なる接続処理部にアクセスすることを特徴とする請求項５記載の情
報処理装置。
【請求項７】
　前記他の情報処理装置から受信した割引情報は割引率に応じた情報を含み、
　前記情報取得部は、前記割引適用処理として、前記選択された識別子に付加された割引
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情報に基づく通信料金の割引率が適用されるようにする、
　ことを特徴とする請求項５または６記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記情報取得部は、前記割引適用処理として、前記第１の接続システムに含まれる、そ
れぞれ前記ネットワークに対する接続処理を互いに異なる通信料金の割引率を適用して行
う複数の接続処理部のうち、前記選択された識別子に付加された割引情報に基づく割引率
を適用する接続処理部にアクセスすることを特徴とする請求項７記載の情報処理装置。
【請求項９】
　第１の接続システムを通じてネットワークに接続する第１の情報処理装置と、第２の接
続システムを通じて前記ネットワークに接続する第２の情報処理装置とを含む情報処理シ
ステムにおいて、
　前記第１の情報処理装置は、
　前記ネットワークおよび前記第１の接続システムを通じて取得した情報の識別子を、前
記第１の情報処理装置内の第１の記憶部に登録するとともに、登録する識別子が示す情報
を前記第２の接続システムを通じて取得する際に通信料金の割引を受けられるかを判定し
、割引を受けられる場合に、前記登録する識別子に割引情報を付加して前記第１の記憶部
に登録する第１の登録部と、
　前記第１の記憶部に登録された識別子および割引情報を前記第２の情報処理装置に送信
する送信部と、
　を有し、
　前記第２の情報処理装置は、
　前記送信部から送信された識別子および割引情報を、前記第２の情報処理装置内の第２
の記憶部に登録する第２の登録部と、
　前記第２の記憶部から選択された識別子が示す情報を前記ネットワークおよび前記第２
の接続システムを通じて取得するとともに、前記選択された識別子に割引情報が付加され
ていた場合には、前記選択された識別子が示す情報を取得する際の通信料金が割引される
ようにする割引適用処理を実行する情報取得部と、
　を有することを特徴とする情報処理システム。
【請求項１０】
　前記第１の登録部は、さらに、前記第１の接続システムが、前記第２の接続システムに
対応付けてあらかじめ指定された接続システムかを判定し、前記第１の接続システムが指
定された接続システムであり、かつ、前記登録する識別子が示す情報を前記第２の接続シ
ステムを通じて取得する際に通信料金の割引を受けられる場合に、前記登録する識別子に
割引情報を付加して前記記憶部に登録することを特徴とする請求項９記載の情報処理シス
テム。
【請求項１１】
　前記第２の情報処理装置の前記情報取得部は、前記割引適用処理として、前記第２の接
続システムに含まれる、それぞれ前記ネットワークに対する接続処理を行う複数の接続処
理部のうち、通信料金が割引されない場合とは異なる接続処理部にアクセスすることを特
徴とする請求項９または１０記載の情報処理システム。
【請求項１２】
　前記第１の情報処理装置の前記第１の登録部は、前記第１の記憶部に割引情報を付加し
た識別子を登録する際に、通信料金の割引率に応じた情報を割引情報に含め、
　前記第２の情報処理装置の前記情報取得部は、前記割引適用処理として、前記選択され
た識別子に付加された割引情報に基づく通信料金の割引率が適用されるようにする、
　ことを特徴とする請求項９または１０記載の情報処理システム。
【請求項１３】
　前記第２の情報処理装置の前記情報取得部は、前記割引適用処理として、前記第２の接
続システムに含まれる、それぞれ前記ネットワークに対する接続処理を互いに異なる通信
料金の割引率を適用して行う複数の接続処理部のうち、前記選択された識別子に付加され
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た割引情報に基づく割引率を適用する接続処理部にアクセスすることを特徴とする請求項
１２記載の情報処理システム。
【請求項１４】
　第１の接続システムを通じてネットワークに接続する第１の情報処理装置と、第２の接
続システムを通じて前記ネットワークに接続する第２の情報処理装置とを含む情報処理シ
ステムにおける情報処理方法であって、
　前記第１の情報処理装置が、前記ネットワークおよび前記第１の接続システムを通じて
取得した情報の識別子を、前記第１の情報処理装置内の第１の記憶部に登録するとともに
、登録する識別子が示す情報を前記第２の接続システムを通じて取得する際に通信料金の
割引を受けられるかを判定し、割引を受けられる場合に、前記登録する識別子に割引情報
を付加して前記第１の記憶部に登録し、
　前記第１の情報処理装置が、前記第１の記憶部に登録された識別子および割引情報を前
記第２の情報処理装置に送信し、
　前記第２の情報処理装置が、前記第１の情報処理装置から送信された識別子および割引
情報を、前記第２の情報処理装置内の第２の記憶部に登録し、
　前記第２の情報処理装置が、前記第２の記憶部から選択された識別子が示す情報を前記
ネットワークおよび前記第２の接続システムを通じて取得するとともに、前記選択された
識別子に割引情報が付加されていた場合には、前記選択された識別子が示す情報を取得す
る際の通信料金が割引されるようにする割引適用処理を実行する、
　ことを特徴とする情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理プログラム、情報処理装置、情報処理システムおよび情報処理方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、多くのユーザが、ＰＣ（Personal Computer）だけでなく、携帯電話機を用いて
Ｗｅｂページを閲覧している。このようなユーザの間には、ＰＣで日常的に閲覧するＷｅ
ｂページを、携帯電話機でも閲覧したいという要望がある。これに対し、ＰＣが自装置に
ブックマーク情報を登録する際に、登録するＷｅｂページのＵＲＬ（Uniform Resource L
ocator）をサーバに登録し、サーバに登録したＵＲＬを携帯電話機から参照可能にするこ
とで、ＰＣと携帯電話機との間でブックマーク情報を共有できるようにしたシステムがあ
る。
【０００３】
　また、一般的に、携帯電話機が移動通信網を通じてインターネットにアクセスする際の
通信料金は、ＰＣがインターネットプロバイダを通じてインターネットにアクセスする際
の通信料金より高額になる。そこで、携帯電話機などの移動機が通信する際の通信料金を
低減するための様々な施策が考えられている。例えば、情報提供サイトのサーバから携帯
電話機がファイルをダウンロードする際に、そのサイトが携帯電話会社の提携先であるか
否かに応じて、通信料金の割引率を設定するようにしたシステムがある。あるいは、移動
機から中継装置を介してサーバ装置にアクセスする際に、中継装置が、アクセス先のサー
バ装置が情報提供事業者課金の対象であるか否かに応じて課金処理を実行するようにした
システムもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－９７２０１号公報
【特許文献２】特開２００４－１７１３９２号公報
【特許文献３】特開２０００－７８１２９号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＰＣで日常的に閲覧するＷｅｂページを、携帯電話機でも閲覧しようとすると、高額な
通信料金がかかってしまうことがある。特に、携帯電話機では、モバイル端末向けのＷｅ
ｂサイトと比較して、ＰＣ向けのＷｅｂサイトを閲覧する際の通信料金がより高額である
場合が多い。このため、ＰＣで閲覧していたＷｅｂページを携帯電話機で閲覧しようとす
ると、通信料金がさらに増大する可能性がある。
【０００６】
　このように、ある接続サービスのシステムを通じて取得した情報を、別の情報処理装置
を用い、料金体系の異なる別の接続サービスのシステムを通じて取得しようとすると、通
信料金が増大してしまうという問題があった。
【０００７】
　本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、一の情報処理装置が一の接続シ
ステムを通じて取得した情報を、他の情報処理装置が他の接続システムを通じて安価に取
得できるようにした情報処理プログラム、情報処理装置、情報処理システムおよび情報処
理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、次のような情報処理プログラムが提供される。情報処理プ
ログラムは、第１の接続システムを通じてネットワークに接続するとともに、ネットワー
クおよび第１の接続システムを通じて取得した情報の識別子を、その内部の記憶部に登録
する機能を備えたコンピュータで実行される。このコンピュータは、情報処理プログラム
に従って次のような処理を実行する。コンピュータは、記憶部に識別子を登録する際に、
登録する識別子が示す情報を第２の接続システムを通じて取得する際に通信料金の割引を
受けられるかを判定し、割引を受けられる場合に、登録する識別子に割引情報を付加して
記憶部に登録する。また、コンピュータは、記憶部に登録された識別子および割引情報を
、第２の接続システムを通じてネットワークに接続する他の情報処理装置に対して送信す
る。
【０００９】
　また、上記目的を達成するために、第１の接続システムを通じてネットワークに接続す
る情報処理装置が提供される。この情報処理装置は、登録部と、情報取得部とを有する。
登録部は、第２の接続システムを通じてネットワークに接続する他の情報処理装置がネッ
トワークおよび第２の接続システムを通じて取得した情報の識別子を、他の情報処理装置
から受信して情報処理装置内の記憶部に登録するとともに、取得した情報を第１の接続シ
ステムを通じて取得する際に通信料金の割引を受けられると他の情報処理装置が判定した
場合には、識別子に付加された割引情報も他の情報処理装置から受信して記憶部に登録す
る。情報取得部は、記憶部から選択された識別子が示す情報をネットワークおよび第１の
接続システムを通じて取得するとともに、選択された識別子に割引情報が付加されていた
場合には、選択された識別子が示す情報を取得する際の通信料金が割引されるようにする
割引適用処理を実行する。
【００１０】
　さらに、上記目的を達成するために、第１の接続システムを通じてネットワークに接続
する第１の情報処理装置と、第２の接続システムを通じてネットワークに接続する第２の
情報処理装置とを含む情報処理システムが提供される。この情報処理システムにおいて、
第１の情報処理装置は、第１の登録部と、送信部とを有する。第１の登録部は、ネットワ
ークおよび第１の接続システムを通じて取得した情報の識別子を、第１の情報処理装置内
の第１の記憶部に登録するとともに、登録する識別子が示す情報を第２の接続システムを
通じて取得する際に通信料金の割引を受けられるかを判定し、割引を受けられる場合に、
登録する識別子に割引情報を付加して第１の記憶部に登録する。送信部は、第１の記憶部
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に登録された識別子および割引情報を第２の情報処理装置に送信する。また、第２の情報
処理装置は、第２の登録部と、情報取得部とを有する。第２の登録部は、送信部から送信
された識別子および割引情報を、第２の情報処理装置内の第２の記憶部に登録する。情報
取得部は、第２の記憶部から選択された識別子が示す情報をネットワークおよび第２の接
続システムを通じて取得するとともに、選択された識別子に割引情報が付加されていた場
合には、選択された識別子が示す情報を取得する際の通信料金が割引されるようにする割
引適用処理を実行する。
【００１１】
　また、上記目的を達成するために、上記の情報処理システムと同様の処理を実行する情
報処理方法が提供される。
【発明の効果】
【００１２】
　上記の情報処理プログラム、情報処理装置、情報処理システムおよび情報処理方法によ
れば、一方の装置が一方の接続システムを通じて取得した情報を、他方の装置が他方の接
続システムを通じて安価に取得できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施の形態に係る情報処理システムの構成例を示す図である。
【図２】第２の実施の形態に係る情報処理システムのシステム構成例を示す図である。
【図３】ＰＣのハードウェア構成例を示す図である。
【図４】携帯電話機のハードウェア構成例を示す図である。
【図５】情報処理システムにおける動作の概要を示す図である。
【図６】提携プロバイダＤＢに登録される情報の例を示す図である。
【図７】ＷｅｂサイトＤＢに登録される情報の例を示す図である。
【図８】ＰＣが備える処理機能の構成例を示すブロック図である。
【図９】ＰＣのプロバイダシステムに対する第１の接続形態例を示す図である。
【図１０】ＰＣのプロバイダシステムに対する第２の接続形態例を示す図である。
【図１１】ＩＰアドレス調査サーバとの間で送受信されるパケットの構成例を示す図であ
る。
【図１２】プロバイダ調査部の処理手順の例を示すフローチャートである。
【図１３】ブックマーク処理手順の例を示すフローチャートである。
【図１４】ＰＣに記憶されるブックマーク情報のデータ構造例を示す図である。
【図１５】ＰＣにおけるブックマーク情報の表示例を示す図である。
【図１６】携帯電話機が備える処理機能の構成例を示すブロック図である。
【図１７】ブックマーク情報の転送処理手順の例を示すシーケンス図である。
【図１８】携帯電話機におけるブックマーク情報の表示例を示す図である。
【図１９】キャリアシステムの内部構成例を示す図である。
【図２０】ブックマークされた情報に基づくＷｅｂページの表示処理手順の例を示すフロ
ーチャートである。
【図２１】携帯電話機の識別情報を用いてブックマーク情報を暗号化する場合の処理につ
いて示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
　〔第１の実施の形態〕
　図１は、第１の実施の形態に係る情報処理システムの構成例を示す図である。
【００１５】
　図１に示す情報処理システムは、それぞれネットワーク１に接続可能な２つの情報処理
装置１０，２０を含む。情報処理装置１０は、接続システム２ａを通じてネットワーク１
に接続する。一方、情報処理装置２０は、接続システム２ｂを通じてネットワーク１に接
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続する。
【００１６】
　接続システム２ａ，２ｂは、それぞれ、ネットワーク１に対する接続サービスを提供す
る個別のサービス業者によって運営されるシステムである。接続システム２ａ，２ｂのそ
れぞれには、例えば、ネットワーク１に対する接続処理を行う機器の他、通信料金の課金
を管理する機器などが含まれる。
【００１７】
　ここで、本実施の形態では、接続システム２ａを通じてネットワーク１に接続した際の
通信料金より、接続システム２ｂを通じてネットワーク１に接続した際の通信料金の方が
高額であるものとする。例えば、接続システム２ａが、インターネットプロバイダが運営
するシステムであるのに対し、接続システム２ｂが、携帯電話キャリアのような移動体通
信業者が運営するシステムであるものとする。
【００１８】
　図１中の点線矢印に示すように、情報処理装置１０は、ネットワーク１および接続シス
テム２ａを通じて、情報３ａを取得することができる一方、情報処理装置２０は、ネット
ワーク１および接続システム２ｂを通じて、同じ情報３ａを取得することができる。以下
の説明では、例として、情報３ａは、ネットワーク１に接続されたサーバ装置３から送信
されるものとする。情報３ａは、ＵＲＬなどの識別子によって特定されるデータまたはデ
ータ群である。このような情報３ａとしては、例えば、Ｗｅｂページのデータなどの表示
情報であってもよいし、あるいは、画像、動画像などのデータファイルであってもよい。
情報処理装置１０，２０は、識別子を指定してネットワーク１にアクセスすることで、指
定した識別子が示す情報３ａをサーバ装置３から受信する。
【００１９】
　情報処理装置１０は、登録部１１、送信部１２および記憶部１３を備える。登録部１１
および送信部１２の処理は、例えば、情報処理装置１０が有するＣＰＵ（Central Proces
sing Unit）が所定のプログラムを実行することで実現される。記憶部１３は、例えば、
ＨＤＤ（Hard Disk Drive）などの不揮発性記憶装置によって実現される。
【００２０】
　登録部１１は、情報処理装置１０がネットワーク１および接続システム２ａを通じて取
得した情報３ａの識別子４を、例えばユーザの入力操作に応じて、記憶部１３に登録する
。また、登録部１１は、このような識別子４を記憶部１３に登録する際に、この識別子４
が示す情報３ａを他方の接続システム２ｂを通じて取得した際に、通信料金の割引を受け
られるかを判定する。登録部１１は、通信料金の割引を受けられると判定した場合、識別
子４に対して割引情報５を付加して記憶部１３に登録する。一方、通信料金の割引を受け
られないと判定した場合、登録部１１は、識別子４のみを記憶部１３に登録することにな
る。
【００２１】
　登録部１１は、通信料金の割引を受けられるかの判定を、例えば、ネットワーク１に接
続された所定のサーバ装置（図示せず）に問い合わせることで実行する。この場合、登録
部１１は、例えば、記憶部１３に登録する識別子４をサーバ装置に通知する。サーバ装置
は、通知された識別子４が示す情報３ａが、通信料金の割引を受けられる対象であるかを
、情報処理装置１０に対して回答する。
【００２２】
　送信部１２は、記憶部１３に登録された識別子４を、情報処理装置２０に送信する。ま
た、送信部１２は、送信する識別子４に割引情報５が付加されていた場合には、識別子４
に割引情報５を付加したまま情報処理装置２０に送信する。なお、識別子４および割引情
報５は、例えば、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）ケーブルを通じた通信や、ブルートゥ
ース（Bluetooth，登録商標）に従った無線通信など、情報処理装置１０と情報処理装置
２０とがネットワークを介さずに直接通信できる通信方式によって送信されることが望ま
しい。
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【００２３】
　情報処理装置２０は、登録部２１、情報取得部２２および記憶部２３を備える。登録部
２１および情報取得部２２の処理は、例えば、情報処理装置２０が有するＣＰＵが所定の
プログラムを実行することで実現される。記憶部２３は、例えば、ＨＤＤなどの不揮発性
記憶装置によって実現される。
【００２４】
　登録部２１は、情報処理装置１０の送信部１２から送信された識別子４を、記憶部２３
に登録する。また、登録部２１は、送信部１２から送信された識別子４に割引情報５が付
加されている場合には、識別子４とともに割引情報５も記憶部２３に登録する。
【００２５】
　ここで、識別子４は、情報処理装置２０のユーザが簡単な操作によって呼び出して選択
できる状態で登録されることが望ましい。例えば、情報３ａがＷｅｂページであり、識別
子４がＵＲＬである場合、識別子４は、情報処理装置２０が備えるＷｅｂブラウザ機能に
よって利用されるブックマーク情報として登録される。
【００２６】
　情報取得部２２は、ユーザの操作によって記憶部２３から選択された識別子４が示す情
報３ａを、ネットワーク１および接続システム２ｂを通じて取得する。情報取得部２２は
、識別子４を指定してネットワーク１にアクセスすることで、サーバ装置３から情報３ａ
を受信する。このような取得処理の際、情報取得部２２は、選択された識別子４に割引情
報５が付加されていた場合には、選択された識別子４が示す情報３ａを取得する際の通信
料金が割引されるようにする割引適用処理を実行する。
【００２７】
　割引適用処理は、例えば、次のように実行される。接続システム２ｂには、ネットワー
ク１への接続処理をそれぞれ実行する複数の接続部が含まれる。情報取得部２２は、選択
された識別子４に割引情報５が付加されていた場合と、割引情報５が付加されていない場
合とで、異なる接続部にアクセスし、アクセスした接続部を通じて情報３ａを取得する。
接続部ごとに異なる通信料金が課金されることで、割引情報５が付加された識別子４が示
す情報３ａの取得時において、通信料金が低減される。
【００２８】
　また、別の処理方法として、情報取得部２２は、選択された識別子４に割引情報５が付
加されていた場合には、情報３ａの取得のために接続システム２ｂにアクセスする際に、
割引の適用を示す割引適用情報をパケットに付加して送信してもよい。この場合、接続シ
ステム２ｂ内の接続部は、割引適用情報が付加されたパケットをネットワーク１に送信す
る際と、その送信パケットに対する応答パケットをネットワーク１から受信して情報処理
装置２０に送信する際に、割引を適用した通信料金を課金する。
【００２９】
　以上説明した第１の情報処理システムでは、情報処理装置１０が接続システム２ａを通
じて取得した情報３ａを、別の情報処理装置２０が別の接続システム２ｂを通じて取得す
る際に、通信料金を低減できる。これにより、例えば、ユーザは、情報処理装置１０を用
いて日常的に取得している情報３ａを、別の情報処理装置２０を用いて取得したい場合で
も、情報３ａをより安価で取得できるようになる。
【００３０】
　〔第２の実施の形態〕
　次に、図１の情報３ａの例として、インターネット上のＷｅｂサーバからＷｅｂページ
の情報を取得可能な情報処理システムについて説明する。図２は、第２の実施の形態に係
る情報処理システムのシステム構成例を示す図である。
【００３１】
　図２に示す情報処理システムは、インターネット１００に対して、ユーザが使用する端
末装置が接続できるようになっている。本実施の形態において、ユーザは、ＰＣ２００お
よび携帯電話機３００という２つの端末装置を使用するものとする。
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【００３２】
　図２において、ＰＣ２００は、ユーザが使用する一方の端末装置の例である。また、プ
ロバイダシステム４００は、インターネット１００に対する接続サービスを提供するイン
ターネットプロバイダによって運営されるシステムであり、ＰＣ２００は、プロバイダシ
ステム４００を通じてインターネット１００に接続する。
【００３３】
　プロバイダシステム４００には、例えば、ネットワーク４０１、ルータ４０２およびゲ
ートウェイサーバ（ＧＷＳ）４０３などが設けられている。ネットワーク４０１は、例え
ば、ＩＰ（Internet Protocol）ネットワークである。ルータ４０２は、プロバイダシス
テム４００の内部のネットワーク４０１と、インターネットプロバイダに加入するユーザ
の端末装置（図２ではＰＣ２００）との間で、データを中継する。ゲートウェイサーバ４
０３は、ネットワーク４０１とインターネット１００との間でデータを中継する。また、
ゲートウェイサーバ４０３は、例えば、ネットワーク４０１に接続された加入者データベ
ースサーバ（図示せず）などと連携して、データの送受信の際の認証処理や課金処理など
を実行してもよい。
【００３４】
　一方、図２において、携帯電話機３００は、ユーザが使用する他方の端末装置の例であ
る。携帯電話機３００は、携帯電話キャリアが運営するキャリアシステム５００を通じて
、インターネット１００に接続する。なお、キャリアシステム５００に接続する端末装置
の例としては、携帯電話機の他、ノート型ＰＣなどの各種情報処理装置がある。
【００３５】
　キャリアシステム５００には、例えば、ネットワーク５０１、基地局５０２およびゲー
トウェイサーバ（ＧＷＳ）５０３などが設けられている。ネットワーク５０１は、携帯電
話キャリア独自のプロトコルに従って通信可能なネットワークである。基地局５０２は、
携帯電話機３００など、携帯電話キャリアに加入するユーザの端末装置との間で無線通信
し、端末装置とネットワーク５０１との間でデータを中継する。なお、実際には、基地局
５０２は複数存在する。ゲートウェイサーバ５０３は、ネットワーク５０１とインターネ
ット１００との間でデータを中継する。データの中継の際、ゲートウェイサーバ５０３は
、ネットワーク５０１で使用されるプロトコルとインターネット１００で使用されるプロ
トコルとの相互変換を行う。
【００３６】
　また、インターネット１００には、それぞれＷｅｂサイトを提供する複数のＷｅｂサー
バ１１０ａ～１１０ｃが接続されている。ＰＣ２００は、プロバイダシステム４００を通
じてＷｅｂサーバ１１０ａ～１１０ｃにアクセスすることで、各サーバが提供するＷｅｂ
サイトのページを、ＰＣ２００に接続されたモニタに表示させることができる。また、携
帯電話機３００は、キャリアシステム５００を通じてＷｅｂサーバ１１０ａ～１１０ｃに
アクセスすることで、各サーバが提供するＷｅｂサイトのページを、携帯電話機３００が
備えるモニタに表示させることができる。
【００３７】
　さらに、インターネット１００には、ＩＰアドレス調査サーバ１２０および割引情報サ
ーバ１３０が接続されている。ＩＰアドレス調査サーバ１２０は、インターネット１００
を通じて調査要求コマンドを受信したとき、その受信パケット内の送信元ＩＰアドレスを
、送信パケット内のデータ領域に埋め込んで返信する。割引情報サーバ１３０は、携帯電
話キャリアが運営するサーバ装置である。割引情報サーバ１３０は、携帯電話キャリアに
おける通信料金の割引に関する情報を、インターネット１００を通じて提供する。
【００３８】
　なお、ＰＣ２００と携帯電話機３００とは、例えばＵＳＢケーブルを介して接続できる
ようになっている。
　図３は、ＰＣのハードウェア構成例を示す図である。
【００３９】
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　ＰＣ２００は、ＣＰＵ２０１によって装置全体が制御されている。ＣＰＵ２０１には、
バス２０９を介して、ＲＡＭ（Random Access Memory）２０２と複数の周辺機器が接続さ
れている。
【００４０】
　ＲＡＭ２０２は、ＰＣ２００の主記憶装置として使用される。ＲＡＭ２０２には、ＣＰ
Ｕ２０１に実行させるＯＳ（Operating System）プログラムやアプリケーションプログラ
ムの少なくとも一部が一時的に格納される。また、ＲＡＭ２０２には、ＣＰＵ２０１によ
る処理に必要な各種データが格納される。
【００４１】
　バス２０９に接続されている周辺機器としては、ＨＤＤ２０３、グラフィック処理装置
２０４、入力インタフェース（Ｉ／Ｆ）２０５、光学ドライブ装置２０６、ネットワーク
インタフェース２０７および通信インタフェース２０８がある。
【００４２】
　ＨＤＤ２０３は、内蔵した磁気ディスクに対して、磁気的にデータの書き込みおよび読
み出しを行う。ＨＤＤ２０３は、ＰＣ２００の二次記憶装置として使用される。ＨＤＤ２
０３には、ＯＳプログラム、アプリケーションプログラム、および各種データが格納され
る。なお、二次記憶装置としては、フラッシュメモリなどの半導体記憶装置を使用するこ
ともできる。
【００４３】
　グラフィック処理装置２０４には、モニタ２０４ａが接続されている。グラフィック処
理装置２０４は、ＣＰＵ２０１からの命令に従って、画像をモニタ２０４ａに表示させる
。なお、モニタ２０４ａは、例えば、液晶ディスプレイである。
【００４４】
　入力インタフェース２０５には、例えば、キーボード２０５ａおよびマウス２０５ｂが
接続されている。入力インタフェース２０５は、キーボード２０５ａやマウス２０５ｂか
らの出力信号をＣＰＵ２０１に送信する。なお、マウス２０５ｂは、ポインティングデバ
イスの一例であり、他のポインティングデバイスを使用することもできる。他のポインテ
ィングデバイスとしては、タッチパネル、タブレット、タッチパッド、トラックボールな
どがある。
【００４５】
　光学ドライブ装置２０６は、レーザ光などを利用して、光ディスク２０６ａに記録され
たデータの読み取りを行う。光ディスク２０６ａは、光の反射によって読み取り可能なよ
うにデータが記録された可搬型の記録媒体である。光ディスク２０６ａには、ＤＶＤ（Di
gital Versatile Disc）、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only Mem
ory）、ＣＤ－Ｒ（Recordable）／ＲＷ（Rewritable）などがある。
【００４６】
　ネットワークインタフェース２０７は、ＰＣ２００が設置された建物内のネットワーク
に接続されている。ネットワークインタフェース２０７は、建物内に設置されたブロード
バンドルータなどを通じて、プロバイダシステム４００のルータ４０２に接続する。
【００４７】
　通信インタフェース２０８は、他の機器と有線または無線により接続して通信を行う。
本実施の形態では、ＰＣ２００は、通信インタフェース２０８を通じて、携帯電話機３０
０との間で通信する。なお、有線通信の例としては、例えば、ＵＳＢ方式などを使用でき
る。無線通信の例としては、ブルートゥースなどを使用できる。
【００４８】
　なお、Ｗｅｂサーバ１１０ａ～１１０ｃ、ＩＰアドレス調査サーバ１２０および割引情
報サーバ１３０も、図３と同様のハードウェア構成によって実現できる。
　図４は、携帯電話機のハードウェア構成例を示す図である。
【００４９】
　携帯電話機３００は、無線処理回路３０１、音声処理回路３０２、制御回路３０３、不
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揮発性メモリ３０４、入力インタフェース３０５、グラフィック処理装置３０６、メモリ
カードインタフェース３０７および通信インタフェース３０８を備えており、これらの各
部はバス３０９を介して接続されている。
【００５０】
　無線処理回路３０１には、キャリアシステム５００の基地局５０２との間で無線通信す
るためのアンテナ３０１ａが接続されている。無線処理回路３０１は、アンテナ３０１ａ
からの受信信号の復調やデータ分離、送信すべきデータの生成や変調などを行う。
【００５１】
　音声処理回路３０２には、スピーカ３０２ａおよびマイクロフォン３０２ｂが接続され
ている。音声処理回路３０２は、通話が行われる際、マイクロフォン３０２ｂによって収
音された音声信号をエンコードして、無線処理回路３０１に供給する。これとともに、音
声処理回路３０２は、無線処理回路３０１によって受信電波から復調された音声信号をデ
コードして増幅し、通話音声をスピーカ３０２ａに再生出力させる。
【００５２】
　制御回路３０３は、ＣＰＵ、ＲＡＭなどを備え、携帯電話機３００全体を統括的に制御
する。例えば、制御回路３０３は、無線処理回路３０１を通じた通話処理やデータ通信処
理の制御、不揮発性メモリ３０４に記憶されたアプリケーションプログラムの実行などを
行う。
【００５３】
　不揮発性メモリ３０４は、制御回路３０３が実行する各種プログラムや、プログラムの
実行に必要な各種データなどが記憶される。不揮発性メモリ３０４は、フラッシュメモリ
などの半導体メモリとして実現される。なお、不揮発性メモリ３０４の代わりにＨＤＤな
どの他の種類の不揮発性記憶媒体が設けられてもよい。
【００５４】
　入力インタフェース３０５には、入力キー３０５ａが接続されている。入力インタフェ
ース３０５は、入力キー３０５ａからの出力信号を制御回路３０３に送信する。なお、入
力キー３０５ａは、入力デバイスの一例であり、例えば、モニタ３０６ａに設けられるタ
ッチパネルなどの他の入力デバイスを使用することもできる。
【００５５】
　グラフィック処理装置３０６には、モニタ３０６ａが接続されている。モニタ３０６ａ
は、例えば、液晶ディスプレイ、有機ＥＬ（Electroluminescence）ディスプレイなどで
ある。グラフィック処理装置３０６は、制御回路３０３からの命令に従って、画像をモニ
タ３０６ａに表示させる。
【００５６】
　メモリカードインタフェース３０７には、記憶デバイスとしてフラッシュメモリなどを
用いた可搬型記憶装置であるメモリカード３０７ａが接続される。メモリカードインタフ
ェース３０７は、メモリカード３０７ａから読み出したデータを制御回路３０３に出力す
る。また、メモリカードインタフェース３０７は、制御回路３０３から書き込みが要求さ
れたデータをメモリカード３０７ａに書き込む。
【００５７】
　通信インタフェース３０８は、ＰＣ２００の通信インタフェース２０８と同じ通信規格
に従って、他の機器との間で通信を行う。本実施の形態では、携帯電話機３００は、通信
インタフェース３０８を通じて、ＰＣ２００との間で通信する。
【００５８】
　次に、図５は、情報処理システムにおける動作の概要を示す図である。
　キャリアシステム５００を運営する携帯電話キャリアは、キャリアシステム５００を通
じてインターネット１００に接続する際の通信料金について、次のような割引サービスを
提供する。携帯電話キャリアは、ＰＣ２００が、特定のインターネットプロバイダを通じ
て、特定のＷｅｂサイトにアクセスした場合に、そのＷｅｂサイトに対して携帯電話機３
００からキャリアシステム５００を通じてアクセスした際の通信料金に、割引を適用する
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。
【００５９】
　携帯電話キャリアは、割引情報サーバ１３０の記憶装置内に、割引サービスの対象とす
るインターネットプロバイダやＷｅｂサイトをあらかじめ登録しておく。割引情報サーバ
１３０の記憶装置には、提携プロバイダＤＢ（データベース）１３１とＷｅｂサイトＤＢ
（データベース）１３２とが格納される。
【００６０】
　提携プロバイダＤＢ１３１には、割引サービスの対象とするインターネットプロバイダ
を識別する情報が登録される。例えば、図５に示すように、インターネット１００に対す
る接続サービスを提供する２つのインターネットプロバイダＸ，Ｙが存在するものとする
。そして、これらのうちインターネットプロバイダＸが、携帯電話キャリアによってあら
かじめ割引サービスの対象として指定されているものとする。この場合、提携プロバイダ
ＤＢ１３１には、インターネットプロバイダＸのプロバイダ名、あるいは、インターネッ
トプロバイダＸが使用するグローバルＩＰアドレスの範囲などが登録される。
【００６１】
　ＷｅｂサイトＤＢ１３２には、割引サービスの対象とするＷｅｂサイトを識別する情報
が登録される。例えば、図５に示すように、インターネット１００には、それぞれＷｅｂ
サイトＡ，Ｂ，Ｃを提供するＷｅｂサーバ１１０ａ，１１０ｂ，１１０ｃが接続されてい
るものとする。そして、これらのうちＷｅｂサイトＡが、携帯電話キャリアによってあら
かじめ割引サービスの対象として指定されているものとする。この場合、ＷｅｂサイトＤ
Ｂ１３２には、ＷｅｂサイトＡに含まれるＷｅｂページを識別可能な情報（例えば、Ｗｅ
ｂサイトＡのＵＲＬにおけるドメイン名）が登録される。
【００６２】
　上記例のように提携プロバイダＤＢ１３１およびＷｅｂサイトＤＢ１３２に情報が登録
されている場合には、次のような割引サービスが行われる。ＰＣ２００がインターネット
プロバイダＸの接続システムを通じてインターネット１００に接続している状態において
、ユーザがＰＣ２００を用いてＷｅｂサイトＡを閲覧した場合に、ユーザは、同じＷｅｂ
サイトＡを携帯電話機３００を用いて閲覧する際に、割引料金の適用を受けることができ
る。しかし、ＰＣ２００がインターネットプロバイダＹの接続システムを通じてインター
ネット１００に接続している場合や、ユーザがＰＣ２００を用いてＷｅｂサイトＢまたは
ＷｅｂサイトＣを閲覧した場合には、ユーザは、ＷｅｂサイトＢ，Ｃを携帯電話機３００
を用いて閲覧する際に、割引料金の適用を受けることはできない。
【００６３】
　ここで、図６は、提携プロバイダＤＢに登録される情報の例を示す図である。
　提携プロバイダＤＢ１３１には、例えば、割引サービスの対象とするインターネットプ
ロバイダが使用するグローバルＩＰアドレスの範囲が登録される。ここで言うグローバル
ＩＰアドレスとは、端末装置がプロバイダシステムを通じてインターネット１００にアク
セスした際に、インターネット１００上に送信されるパケット内に送信元ＩＰアドレスと
して記載されるアドレスである。なお、割引サービスの対象とするインターネットプロバ
イダが複数ある場合には、提携プロバイダＤＢ１３１にも、複数のアドレス範囲が登録さ
れる。
【００６４】
　図７は、ＷｅｂサイトＤＢに登録される情報の例を示す図である。
　ＷｅｂサイトＤＢ１３２には、例えば、割引サービスの対象とするＷｅｂサイトのドメ
イン名が登録される。さらに、ＷｅｂサイトＤＢ１３２には、ドメイン名に対応付けて、
サービスコードが登録されてもよい。サービスコードは、割引サービスの種別を示す情報
であり、例えば、通信料金の割引率ごとに個別の値をとる。例えば、「０００１」は割引
率１０％、「００１０」は割引率２０％を示す。このようなサービス情報をドメイン名ご
とに設定しておくことで、Ｗｅｂサイトごとに異なる割引率を適用することが可能になる
。なお、Ｗｅｂサイトごとに割引率を変えない場合には、サービスコードは登録されなく
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てよい。
【００６５】
　また、上記の図６，図７の例では、Ｗｅｂサイトごとに異なる割引率を適用できるよう
にしたが、さらに、Ｗｅｂサイトの閲覧の際に経由したインターネットプロバイダごとに
異なる割引率を設定できるようにしてもよい。この場合、例えば、提携プロバイダＤＢ１
３１において、各インターネットプロバイダについてのＩＰアドレス範囲ごとに、サービ
スコードを登録しておく。
【００６６】
　以下、図５に戻って説明する。
　ＰＣ２００が特定のインターネットプロバイダを通じて特定のＷｅｂサイトにアクセス
したことは、ブックマーク情報を用いて、ＰＣ２００から携帯電話機３００に通知される
。ブックマーク情報は、Ｗｅｂブラウザを用いて表示中のＷｅｂページのＵＲＬを、ユー
ザの操作に応じて装置内に保存した情報である。ユーザは、Ｗｅｂブラウザの画面からブ
ックマーク情報を呼び出すことで、呼び出したブックマーク情報に記載されたＵＲＬに対
応するＷｅｂページを、Ｗｅｂブラウザの画面に表示させることができる。
【００６７】
　ここで、ユーザが携帯電話機３００の通信料金の割引サービスを受けるまでの処理手順
の概要について、順を追って説明する。
　まず、ＰＣ２００は、例えば一定時間ごとに、自装置が接続しているプロバイダシステ
ムが、割引サービスの対象とされたインターネットプロバイダのシステムかを判定する。
ＰＣ２００は、ＩＰアドレス調査サーバ１２０にアクセスすることなどにより、自装置が
インターネット１００に接続する際のグローバルＩＰアドレスを認識する。ＰＣ２００は
、認識したグローバルＩＰアドレスを割引情報サーバ１３０に通知し、通知したＩＰアド
レスが提携プロバイダＤＢ１３１に登録されているかを問い合わせる。通知したＩＰアド
レスが提携プロバイダＤＢ１３１に登録されていた場合、割引情報サーバ１３０はその旨
をＰＣ２００に通知する（ステップＳ１１）。
【００６８】
　次に、ユーザの操作によりＰＣ２００のＷｅｂブラウザが起動され、ＰＣ２００がＷｅ
ｂサーバにアクセスすることにより、Ｗｅｂブラウザの画面上にＷｅｂページが表示され
る（ステップＳ１２）。ここで、ユーザの操作により、表示中のＷｅｂページのＵＲＬが
ブックマークされたとき、ＰＣ２００は、現在接続しているプロバイダシステムを運営す
るインターネットプロバイダと、ブックマークしたＷｅｂページとが、それぞれ割引サー
ビスの対象であるかを判定する。
【００６９】
　ＰＣ２００は、前述の処理により、接続しているプロバイダシステムが割引サービスの
対象とされたインターネットプロバイダのシステムであると判定されていた場合には、さ
らに、割引情報サーバ１３０に対してブックマークしたＵＲＬを通知し、通知したＵＲＬ
がＷｅｂサイトＤＢ１３２に登録されているかを問い合わせる。通知したＵＲＬがＷｅｂ
サイトＤＢ１３２に登録されていた場合、割引情報サーバ１３０は、そのＵＲＬに対応付
けられたサービスコードをＰＣ２００に通知する（ステップＳ１３）。
【００７０】
　ＰＣ２００は、現在接続しているプロバイダシステムを運営するインターネットプロバ
イダと、ブックマークしたＷｅｂページとが、ともに割引サービスの対象であると判定す
ると、割引情報サーバ１３０から通知されたサービスコードを、ＵＲＬに付加してブック
マーク情報に登録する（ステップＳ１４）。なお、現在接続しているプロバイダシステム
が、割引サービスの対象とされたインターネットプロバイダのシステムでない場合、およ
び、ブックマークしたＷｅｂページが割引サービスの対象でない場合には、ＰＣ２００は
、ブックマーク情報にＵＲＬのみ登録する。
【００７１】
　次に、ユーザは、ＰＣ２００に対して携帯電話機３００を接続する。ＰＣ２００は、携
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帯電話機３００が接続されたことを検知すると、例えば自動的に、登録されたブックマー
ク情報を携帯電話機３００に送信する（ステップＳ１５）。このとき、ＵＲＬにサービス
コードが付加されている場合には、付加されたサービスコードもＵＲＬとともに携帯電話
機３００に送信される。
【００７２】
　携帯電話機３００は、受信したブックマーク情報を、自装置内のＷｅｂブラウザのブッ
クマーク情報として使用する。ユーザは、携帯電話機３００のＷｅｂブラウザの画面から
ブックマーク情報を呼び出し、ブックマーク情報内に登録されたＵＲＬを選択する。携帯
電話機３００は、選択されたＵＲＬにアクセスし、そのＵＲＬが示すＷｅｂページを自装
置のモニタ３０６ａに表示する（ステップＳ１６）。
【００７３】
　携帯電話機３００は、ブックマーク情報から選択されたＵＲＬにアクセスする際、その
ＵＲＬにサービスコードが付加されているかを判定する。サービスコードが付加されてい
る場合、携帯電話機３００は、サービスコードに応じた通信料金の割引を受けることがで
きる。携帯電話機３００は、例えば、キャリアシステム５００内に設けられた、サービス
コードに対応するプロキシサーバにアクセスし、そのプロキシサーバを通じてＷｅｂサー
バにアクセスすることで、通信料金の割引サービスを受ける。
【００７４】
　以上の図５で説明した処理によれば、ユーザは、例えば、ＰＣ２００を用いて日常的に
閲覧しているＷｅｂサイトを携帯電話機３００を用いて閲覧する際に、安価な通信料金で
そのＷｅｂサイトを閲覧できるようになる。また、ユーザが割引サービスを受けられるよ
うになるまでには、ユーザはＰＣ２００と携帯電話機３００とを接続する操作のみを行え
ばよく、その他の処理はＰＣ２００および携帯電話機３００とが自動的に実行する。従っ
て、ユーザはごく簡単な操作で割引サービスを受けることができる。
【００７５】
　さらに、携帯電話キャリアにとっては、例えば、自身と関連するＷｅｂサイトを割引サ
ービスの対象に設定しておくことで、そのＷｅｂサイトがユーザに閲覧される機会を増や
すことができる。このような場合、携帯電話キャリアは、例えば、自身と関連するＷｅｂ
サイトを閲覧することの対価として、ユーザに対して通信料金の割引サービスを提供する
。
【００７６】
　また、携帯電話キャリアは、自身と提携関係にある業者に関するＷｅｂサイトを割引サ
ービスの対象に設定することもできる。このような場合、携帯電話キャリアは、キャリア
システム５００を通じてそのＷｅｂサイトを閲覧する際の通信料金を低減する代わりに、
そのＷｅｂサイトに関連する業者から、Ｗｅｂサイトの閲覧機会が増えたことに対する対
価として所定の料金を受け取る、といったビジネスモデルを構築することもできる。
【００７７】
　さらに、携帯電話キャリアが、自身と提携関係にあるインターネットプロバイダを割引
サービスの対象に設定しておくことで、携帯電話キャリアとインターネットプロバイダの
両方において加入者が増加するなどのメリットが生じる。
【００７８】
　次に、ＰＣ２００の処理について説明する。まず、図８は、ＰＣが備える処理機能の構
成例を示すブロック図である。
　ＰＣ２００は、Ｗｅｂ閲覧処理部２２１、ブックマーク処理部２２２、プロバイダ調査
部２３１、情報付加処理部２３２および同期処理部２３３を備える。ここで、Ｗｅｂ閲覧
処理部２２１およびブックマーク処理部２２２の処理は、例えば、ＰＣ２００のＣＰＵ２
０１がＷｅｂブラウザプログラム２２０を実行することで実現される。一方、プロバイダ
調査部２３１、情報付加処理部２３２および同期処理部２３３の処理は、例えば、ＰＣ２
００のＣＰＵ２０１が割引適用プログラム２３０を実行することで実現される。なお、割
引適用プログラム２３０がＰＣ２００にインストールされたとき、割引適用プログラム２
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３０のうち、例えば、情報付加処理部２３２の処理を実行するためのプログラム領域は、
Ｗｅｂブラウザプログラム２２０のプラグインとしてインストールされる。
【００７９】
　また、ＰＣ２００は、ブックマーク情報２２３、アドレス範囲２３４およびプロバイダ
フラグ２３５を記憶する。ブックマーク情報２２３およびアドレス範囲２３４は、例えば
、ＰＣ２００のＨＤＤ２０３に記憶され、プロバイダフラグ２３５は、例えば、ＰＣ２０
０のＲＡＭ２０２に記憶される。
【００８０】
　Ｗｅｂ閲覧処理部２２１は、Ｗｅｂサーバと通信して、Ｗｅｂサーバから提供されるＷ
ｅｂページをモニタ２０４ａに表示させる。
　ブックマーク処理部２２２は、Ｗｅｂ閲覧処理部２２１によるＷｅｂページの表示処理
中に、ブックマークの要求操作を受け付けると、表示処理中のＷｅｂページの名称および
ＵＲＬをＷｅｂ閲覧処理部２２１から取得して、ブックマーク情報２２３に登録する。ま
た、ブックマーク情報２２３に登録されたＷｅｂページ名に対する選択操作を受け付ける
と、選択されたＷｅｂページに対応付けられたＵＲＬをＷｅｂ閲覧処理部２２１に通知し
、Ｗｅｂページの表示を要求する。要求を受けたＷｅｂ閲覧処理部２２１は、ブックマー
ク処理部２２２から通知されたＵＲＬが示すＷｅｂサーバにアクセスし、アクセスしたＷ
ｅｂサーバから提供されるＷｅｂページをモニタ２０４ａに表示させる。
【００８１】
　プロバイダ調査部２３１は、現在接続されているプロバイダシステムが、割引サービス
の対象とされたインターネットプロバイダのシステムかを判定する。プロバイダ調査部２
３１は、プライベートＩＰアドレスの範囲を示すアドレス範囲２３４を参照可能になって
いる。アドレス範囲２３４には、プライベートＩＰアドレスとしての使用が許可されてい
るＩＰアドレスの範囲（例えば、１０．０．０．０～１０．２５５．２５５．２５５，１
７２．１６．０．０～１７２．３１．２５５．２５５，１９２．１６８．０．０～１９２
．１６８．２５５．２５５など）が登録されている。
【００８２】
　プロバイダ調査部２３１は、アドレス範囲２３４に登録された情報や、ＩＰアドレス調
査サーバ１２０へのアクセスに対する応答から、ＰＣ２００がインターネット１００に接
続する際に使用するグローバルＩＰアドレスを認識する。プロバイダ調査部２３１は、グ
ローバルＩＰアドレスを割引情報サーバ１３０に通知して、通知したグローバルＩＰアド
レスを使用するインターネットプロバイダが割引サービスの対象であるかを問い合わせる
。
【００８３】
　プロバイダ調査部２３１は、割引情報サーバ１３０への問い合わせの結果、現在接続さ
れているプロバイダシステムが、割引サービスの対象とされたインターネットプロバイダ
のシステムである場合に、プロバイダフラグ２３５を「１」に設定する。一方、プロバイ
ダ調査部２３１は、現在接続されているプロバイダシステムが、割引サービスの対象とさ
れたインターネットプロバイダのシステムでない場合に、プロバイダフラグ２３５を「０
」に設定する。
【００８４】
　情報付加処理部２３２は、ブックマーク処理部２２２がブックマークを行ったとき、プ
ロバイダフラグ２３５が「１」である場合に、ブックマーク情報２２３に登録されたＵＲ
Ｌが示すＷｅｂページが、割引サービスの対象かを判定する。情報付加処理部２３２は、
ブックマークされたＵＲＬを割引情報サーバ１３０に通知し、通知したＵＲＬが割引サー
ビスの対象かを問い合わせる。情報付加処理部２３２は、割引情報サーバ１３０への問い
合わせの結果、通知したＵＲＬが割引サービスの対象であった場合には、割引情報サーバ
１３０からサービスコードを受信し、受信したサービスコードを、ブックマーク情報２２
３に登録されたＵＲＬに付加する。
【００８５】
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　同期処理部２３３は、ＰＣ２００が携帯電話機３００に接続したことを検知すると、自
動的に起動する。同期処理部２３３は、登録されたブックマーク情報２２３を、接続され
た携帯電話機３００に対して送信する。
【００８６】
　次に、プロバイダ調査部２３１の処理について説明する。まず、図９は、ＰＣのプロバ
イダシステムに対する第１の接続形態例を示す図である。また、図１０は、ＰＣのプロバ
イダシステムに対する第２の接続形態例を示す図である。
【００８７】
　図９，図１０では、例として、宅内に３つのＰＣ２００ａ～２００ｃが接続されており
、各ＰＣ２００ａ～２００ｃは、ブロードバンドルータ４１０を介してプロバイダシステ
ム４００のルータ４０２に接続するものとする。このような接続形態では、図９の例のよ
うに、ブロードバンドルータ４１０のＷＡＮ（Wide Area Network）側にグローバルＩＰ
アドレスが割り当てられる場合と、図１０の例のように、ＰＣ２００ａ～２００ｃのそれ
ぞれに対してグローバルＩＰアドレスが割り当てられる場合とが考えられる。
【００８８】
　図１０の例のように、ＰＣ２００ａ～２００ｃのそれぞれにグローバルＩＰアドレスが
割り当てられている場合、ＰＣ２００ａ～２００ｃのそれぞれのプロバイダ調査部２３１
は、自装置がインターネット１００に接続する際に使用するグローバルＩＰアドレスは、
自装置に割り当てられたＩＰアドレスと同じであることを認識できる。一方、図９のよう
に、ブロードバンドルータ４１０のＷＡＮ側にグローバルＩＰアドレスが割り当てられて
いる場合、ＰＣ２００ａ～２００ｃのそれぞれには、ブロードバンドルータ４１０から自
動設定された（またはユーザによって手動で設定された）プライベートＩＰアドレスが割
り当てられる。このような場合、ＰＣ２００ａ～２００ｃのそれぞれのプロバイダ調査部
２３１は、自装置がインターネット１００に接続する際に使用するグローバルＩＰアドレ
スを、ＩＰアドレス調査サーバ１２０に問い合わせる。
【００８９】
　図１１は、ＩＰアドレス調査サーバとの間で送受信されるパケットの構成例を示す図で
ある。
　ＰＣからＩＰアドレス調査サーバ１２０に送信される送信パケットと、ＩＰアドレス調
査サーバ１２０からＰＣに返信される返信パケットは、ともに、先頭にヘッダ領域が設け
られ、その次にデータ領域が設けられた基本構成を有する。ヘッダ領域には、送信元ＩＰ
アドレスと、宛先ＩＰアドレスとが設定される。図９のように、ブロードバンドルータ４
１０のＷＡＮ側にグローバルＩＰアドレスが割り当てられている場合、例えばＰＣ２００
ａから送信された送信パケットのヘッダ領域に設定された送信元ＩＰアドレスは、ブロー
ドバンドルータ４１０によってプライベートＩＰアドレスからグローバルＩＰアドレスに
書き替えられる。
【００９０】
　ＩＰアドレス調査サーバ１２０は、ブロードバンドルータ４１０からプロバイダシステ
ム４００およびインターネット１００を通じて送信された送信パケットを受信すると、そ
のヘッダ領域から送信元ＩＰアドレスを抽出する。ＩＰアドレス調査サーバ１２０は、Ｐ
Ｃ２００ａに返信する返信パケットのデータ領域に、送信パケットから抽出した送信元Ｉ
Ｐアドレスを設定する。このとき設定される送信元ＩＰアドレスが、ＰＣ２００ａがイン
ターネット１００に接続する際に使用するグローバルＩＰアドレスとなり、ＰＣ２００ａ
は、ＩＰアドレス調査サーバ１２０から受信した返信パケットのデータ領域から、グロー
バルＩＰアドレスを認識する。
【００９１】
　なお、ＩＰアドレス調査サーバ１２０は、上記のように受信パケット内の送信元ＩＰア
ドレスを利用する代わりに、ＰＣから受信したパケットの経路をトレースすることにより
、ＰＣに対してグローバルＩＰアドレスを通知してもよい。
【００９２】
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　また、図９に示した接続形態例では、ブロードバンドルータ４１０のＷＡＮ側にグロー
バルＩＰアドレスが割り当てられた場合を示したが、別の例として、ブロードバンドルー
タ４１０のＷＡＮ側に、インターネットプロバイダが指定したプライベートＩＰアドレス
が割り当てられる場合もある。このような場合、例えばＰＣ２００ａから送信されたパケ
ットの送信元ＩＰアドレスは、ブロードバンドルータ４１０によって変換された後、プロ
バイダシステム４００のゲートウェイサーバ４０３によって、グローバルＩＰアドレスに
変換される。このような構成の場合でも、ＰＣ２００ａのプロバイダ調査部２３１は、Ｉ
Ｐアドレス調査サーバ１２０に問い合わせることで、自装置がインターネット１００に接
続する際に使用するグローバルＩＰアドレスを認識することができる。
【００９３】
　図１２は、プロバイダ調査部の処理手順の例を示すフローチャートである。
　［ステップＳ２１］プロバイダ調査部２３１は、ＰＣ２００に設定されているＩＰアド
レスを確認する。プロバイダ調査部２３１は、例えば、ＯＳが提供するＩＰアドレスの通
知機能に対して、「ｉｐｃｏｎｆｉｇ．ｓｙｓ」コマンドを発行することで、ＩＰアドレ
スを確認する。
【００９４】
　［ステップＳ２２］プロバイダ調査部２３１は、アドレス範囲２３４を参照し、ステッ
プＳ２１で確認した、ＰＣ２００のＩＰアドレスが、アドレス範囲２３４に登録されたプ
ライベートＩＰアドレスの範囲に含まれるかを判定する。プロバイダ調査部２３１は、Ｐ
Ｃ２００のＩＰアドレスがアドレス範囲２３４に登録されており、このＩＰアドレスがプ
ライベートＩＰアドレスであると判定した場合には、ステップＳ２３の処理を実行する。
一方、ＰＣ２００のＩＰアドレスがアドレス範囲２３４に登録されておらず、このＩＰア
ドレスがグローバルＩＰアドレスであると判定した場合には、ステップＳ２４の処理を実
行する。
【００９５】
　［ステップＳ２３］プロバイダ調査部２３１は、ＩＰアドレス調査サーバ１２０にアク
セスし、ＰＣ２００がインターネット１００に接続する際に使用するグローバルＩＰアド
レスを問い合わせる。プロバイダ調査部２３１は、ＩＰアドレス調査サーバ１２０からの
応答パケットから、グローバルＩＰアドレスを認識する。
【００９６】
　［ステップＳ２４］プロバイダ調査部２３１は、ステップＳ２２でグローバルＩＰアド
レスであると判定した、ＰＣ２００のＩＰアドレス、または、ステップＳ２３でＩＰアド
レス調査サーバ１２０から通知を受けたグローバルＩＰアドレスを、割引情報サーバ１３
０に送信して、送信したグローバルＩＰアドレスが、割引サービスの対象とされたインタ
ーネットプロバイダに割り当てられたものかを問い合わせる。
【００９７】
　［ステップＳ２５］プロバイダ調査部２３１は、ステップＳ２４での問い合わせに対す
る応答に基づき、割引情報サーバ１３０に送信したグローバルＩＰアドレスが、割引サー
ビスの対象とされたインターネットプロバイダに割り当てられたものかを判定する。なお
、プロバイダ調査部２３１は、送信したグローバルＩＰアドレスが割引サービス対象のイ
ンターネットプロバイダに割り当てられている場合、割引情報サーバ１３０からサービス
コードを受信する。
【００９８】
　プロバイダ調査部２３１は、グローバルＩＰアドレスが割引サービス対象のインターネ
ットプロバイダに割り当てられている場合、ステップＳ２６の処理を実行する。一方、プ
ロバイダ調査部２３１は、グローバルＩＰアドレスが割引サービス対象のインターネット
プロバイダに割り当てられていない場合、ステップＳ２７の処理を実行する。
【００９９】
　［ステップＳ２６］ステップＳ２５で「Ｙｅｓ」と判定された場合、すなわち、現在接
続しているプロバイダシステムが、割引サービス対象のインターネットプロバイダのシス
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テムである場合、プロバイダ調査部２３１は、プロバイダフラグ２３５を「１」に設定す
る。
【０１００】
　［ステップＳ２７］ステップＳ２５で「Ｎｏ」と判定された場合、すなわち、現在接続
しているプロバイダシステムが、割引サービス対象のインターネットプロバイダのシステ
ムでない場合、プロバイダ調査部２３１は、プロバイダフラグ２３５を「０」に設定する
。
【０１０１】
　以上の図１２の処理は、例えば、一定時間ごとに繰り返し実行される。これにより、プ
ロバイダフラグ２３５は、現在接続しているプロバイダシステムが、割引サービス対象の
インターネットプロバイダのシステムであるかを、常時示すようになる。また、図１２の
処理は、例えば、Ｗｅｂ閲覧処理部２２１によってＰＣ２００のモニタ２０４ａにＷｅｂ
ブラウザが表示されたときに実行され、それ以後、Ｗｅｂブラウザの表示が終了されるま
で、一定時間ごとに実行されてもよい。さらに、図１２の処理は、Ｗｅｂブラウザが表示
された状態で、ユーザによってブックマーク操作が行われたときに実行されてもよい。
【０１０２】
　次に、ＰＣ２００でのブックマーク処理について説明する。まず、図１３は、ブックマ
ーク処理手順の例を示すフローチャートである。
　［ステップＳ３１］Ｗｅｂ閲覧処理部２２１の処理により、ＰＣ２００のモニタ２０４
ａにＷｅｂページが表示されている状態で、ユーザによってブックマーク操作が行われる
と、ブックマーク処理部２２２は、Ｗｅｂ閲覧処理部２２１から、表示中のＷｅｂページ
の名称およびＵＲＬを、ブックマーク情報２２３に対応付けて登録する。なお、ブックマ
ーク処理部２２２は、Ｗｅｂページの名称およびＵＲＬをブックマーク情報２２３に登録
する際には、ユーザによる指定操作に基づき、Ｗｅｂページの名称をブックマーク画面に
表示する際のフォルダを指定することも可能である。
【０１０３】
　［ステップＳ３２］情報付加処理部２３２は、プロバイダフラグ２３５を参照する。情
報付加処理部２３２は、プロバイダフラグ２３５が「１」の場合にはステップＳ３３の処
理を実行する。一方、情報付加処理部２３２は、プロバイダフラグ２３５が「０」の場合
には、ブックマーク処理を終了する。
【０１０４】
　［ステップＳ３３］プロバイダフラグ２３５が「１」の場合、すなわち、現在接続して
いるプロバイダシステムが、割引サービス対象のインターネットプロバイダのシステムで
ある場合、情報付加処理部２３２は、ステップＳ３１でブックマーク情報２２３に登録さ
れたＵＲＬを割引情報サーバ１３０に送信し、送信したＵＲＬが示すＷｅｂページが、割
引サービスの対象であるかを問い合わせる。
【０１０５】
　［ステップＳ３４］情報付加処理部２３２は、割引情報サーバ１３０からの応答に基づ
き、ステップＳ３３で送信したＵＲＬが割引サービスの対象である場合には、ステップＳ
３５の処理を実行する。なお、送信したＵＲＬが割引サービスの対象である場合、情報付
加処理部２３２は、割引情報サーバ１３０からサービスコードを受信する。一方、情報付
加処理部２３２は、ステップＳ３３で送信したＵＲＬが割引サービスの対象でない場合に
は、ブックマーク処理を終了する。
【０１０６】
　［ステップＳ３５］情報付加処理部２３２は、ステップＳ３１でブックマーク情報２２
３に登録されたＵＲＬに対して、割引情報サーバ１３０から受信したサービスコードを付
加する。
【０１０７】
　図１４は、ＰＣに記憶されるブックマーク情報のデータ構造例を示す図である。図１４
に示すように、ＰＣ２００に記憶されるブックマーク情報２２３には、フォルダ名、名称
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、ＵＲＬおよびサービスコードの項目が設けられる。
【０１０８】
　名称の項目には、ブックマークされたＷｅｂページの名称が登録される。ＵＲＬの項目
には、ブックマークされたＷｅｂページのＵＲＬが登録される。サービスコードの項目に
は、ブックマークされたＷｅｂページを携帯電話キャリアを通じて閲覧した際に通信料金
の割引サービスが受けられる場合に、その割引率を示すサービスコードが登録される。
【０１０９】
　なお、割引サービスが受けられないＷｅｂページについては、サービスコードの項目に
は何も登録されない。別の例として、割引サービスが受けられないＷｅｂページについて
は、サービスコードの項目に特定の値（「００００」など）が登録されてもよい。
【０１１０】
　また、ブックマーク処理部２２２は、ブックマーク情報２２３に登録されたＷｅｂペー
ジの名称を、階層構造で表示できるようになっている。図１４の例では、Ｗｅｂページの
名称は、ルート階層とその下層の２階層で表示される。フォルダ名の項目には、対応付け
られたＷｅｂページの名称を表示する際の階層についての情報が登録される。フォルダ名
の項目に「ルート」が設定されている場合、対応するＷｅｂページの名称はルート階層に
表示される。フォルダ名の項目に「趣味」などのフォルダの名称が設定されている場合、
対応するＷｅｂページの名称は、その名称が付されたフォルダの配下に表示される。
【０１１１】
　なお、ブックマーク情報２２３に登録される情報のうち、サービスコードの項目に登録
される情報については、外部に対して秘匿されていることが望ましい。なぜなら、サービ
スコードは、ＰＣ２００が特定のインターネットプロバイダを通じて特定のＷｅｂサイト
にアクセスしたことを証明する情報であり、不正に利用できないようにすべき情報だから
である。
【０１１２】
　また、ブックマーク情報２２３に登録される情報のうち、サービスコードの項目の情報
と、対応するＵＲＬを示す情報との組合せは、他の項目の情報とは別のファイルとして記
憶されてもよい。この場合、例えば、サービスコードの項目の情報と対応するＵＲＬを示
す情報とを含むファイルのみ、暗号化されて記憶されてもよい。
【０１１３】
　図１５は、ＰＣにおけるブックマーク情報の表示例を示す図である。この図１５の表示
例は、図１４に示した登録データの例に基づく表示例である。
　ブックマーク処理部２２２は、例えば、Ｗｅｂブラウザ画面上のブックマーク表示ボタ
ンに対する選択操作に応じて、ブックマーク情報２２３に登録された情報を一覧表示する
ブックマーク画面２２３ａを、モニタ２０４ａに表示させる。図１５に示すように、ブッ
クマーク画面２２３ａには、例えば、「音楽」、「趣味」、「育児」というフォルダが表
示されている。なお、ブックマーク画面２２３ａに表示されるフォルダについては、図示
しないフォルダ管理情報によって管理されればよい。
【０１１４】
　ブックマーク処理部２２２は、図１４に示したブックマーク情報２２３に基づいて、次
のようにブックマーク画面２２３ａを表示させる。ブックマーク処理部２２２は、ルート
階層に「天気予報」、「ニュース」というＷｅｂページの名称を表示させる。ブックマー
ク処理部２２２は、「趣味」フォルダの配下に「園芸のページ」、「野菜の病気」という
Ｗｅｂページの名称を表示させ、「育児」フォルダの配下に「家庭の医学」というＷｅｂ
ページの名称を表示させる。
【０１１５】
　ブックマーク画面２２３ａに表示されたＷｅｂページの名称のうちの１つが、ユーザの
操作によって選択されると、ブックマーク処理部２２２は、選択された名称に対応付けら
れたＵＲＬをブックマーク情報２２３から読み出して、Ｗｅｂ閲覧処理部２２１に通知す
る。Ｗｅｂ閲覧処理部２２１は、通知されたＵＲＬに対してアクセスし、ＵＲＬが示すＷ
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ｅｂページをモニタ２０４ａに表示させる。
【０１１６】
　なお、情報付加処理部２３２は、ブックマーク処理部２２２がブックマーク画面２２３
ａを表示させる際に、サービスコードが付加されたＷｅｂページの名称については、割引
サービス対象であることが明示されるように表示してもよい。図１５の例では、ブックマ
ーク情報２２３においてサービスコードが付加された「園芸のページ」、「野菜の病気」
、「天気予報」の各名称について、下線を引いて示している。割引サービス対象であるこ
とを明示する方法としては、他に例えば、Ｗｅｂページの名称の文字色を変える、名称に
対して何らかのマークを付加して表示するなどの方法を採用してもよい。
【０１１７】
　このように、割引サービス対象であるＷｅｂページを明示することで、ＰＣ２００のユ
ーザは、携帯電話機３００を通じて閲覧したときに通信料金の割引サービスを受けること
ができるＷｅｂページを認識することができる。なお、ブックマーク画面２２３ａにおい
ては、サービスコードが付加されていることだけでなく、サービスコードの種類（すなわ
ち、割引率）についてもユーザが認識できるような表示が行われてもよい。
【０１１８】
　次に、携帯電話機３００の処理について説明する。まず、図１６は、携帯電話機が備え
る処理機能の構成例を示すブロック図である。
　携帯電話機３００は、Ｗｅｂ閲覧処理部３２１，３２２、ブックマーク処理部３２３お
よび同期処理部３２４を備える。これらの各ブロックの処理は、例えば、携帯電話機３０
０のＣＰＵ３０１が所定のプログラムを実行することで実現される。なお、Ｗｅｂ閲覧処
理部３２１，３２２の処理は、それぞれ、モバイルサイト表示用のＷｅｂブラウザプログ
ラム、ＰＣサイト表示用のＷｅｂブラウザプログラムが実行されることで実現される。ま
た、携帯電話機３００の不揮発性メモリ３０４は、ブックマーク情報３３１を記憶する。
【０１１９】
　Ｗｅｂ閲覧処理部３２１，３２２は、ともに、Ｗｅｂサーバと通信して、Ｗｅｂサーバ
から提供されるＷｅｂページをモニタ３０６ａに表示させる。ただし、Ｗｅｂ閲覧処理部
３２１は、モバイル端末装置向けのＷｅｂサイト（モバイルサイト）に特化した表示処理
を実行する。これに対して、Ｗｅｂ閲覧処理部３２２は、一般に「フルブラウザ」と呼ば
れる、ＰＣ向けのＷｅｂサイト（ＰＣサイト）を適切に表示可能なブラウザ画面を表示さ
せる。
【０１２０】
　後述するように、Ｗｅｂ閲覧処理部３２１は、Ｗｅｂサーバにアクセスする際に、キャ
リアシステム５００内のプロキシサーバ５２０ａを通じてＷｅｂサーバにアクセスする。
一方、Ｗｅｂ閲覧処理部３２２は、Ｗｅｂサーバにアクセスする際に、キャリアシステム
５００内のプロキシサーバ５２０ｂ～５２０ｄのいずれかを通じてＷｅｂサーバにアクセ
スする。
【０１２１】
　ブックマーク処理部３２３は、Ｗｅｂ閲覧処理部３２１，３２２のいずれかによるＷｅ
ｂページの表示処理中に、ブックマークの要求操作を受け付けると、表示処理中のＷｅｂ
ページの名称およびＵＲＬをＷｅｂ閲覧処理部３２１，３２２のいずれかから取得して、
ブックマーク情報３３１に登録する。
【０１２２】
　また、ブックマーク処理部３２３は、ブックマーク情報３３１に登録されたＷｅｂペー
ジ名に対する選択操作を受け付けると、選択されたＷｅｂページに対応付けられたＵＲＬ
をＷｅｂ閲覧処理部３２１，３２２のいずれかに通知し、Ｗｅｂページの表示を要求する
。ブックマーク処理部３２３は、ブックマーク情報３３１において、選択されたＷｅｂペ
ージにサービスコードが付加された場合には、選択されたＷｅｂページに対応するＵＲＬ
をＷｅｂ閲覧処理部３２２に通知して、Ｗｅｂページの表示を要求する。これとともに、
ブックマーク処理部３２３は、サービスコードに応じたプロキシサーバにアクセスするよ
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うに、Ｗｅｂ閲覧処理部３２２に要求する。
【０１２３】
　同期処理部３２４は、携帯電話機３００がＰＣ２００に接続したことを検知すると、自
動的に起動する。同期処理部３２４は、ＰＣ４００からブックマーク情報を受信し、受信
したブックマーク情報をブックマーク情報３３１内の所定領域に登録する。
【０１２４】
　ここで、ＰＣ２００から携帯電話機３００に対するブックマーク情報の転送処理につい
て説明する。図１７は、ブックマーク情報の転送処理手順の例を示すシーケンス図である
。
【０１２５】
　ＰＣ２００の通信インタフェース２０８と携帯電話機３００の通信インタフェース３０
８とが接続されると、ＰＣ２００の同期処理部２３３は、携帯電話機３００と接続された
ことを検知する（ステップＳ４１）。携帯電話機３００の同期処理部３２４も、ＰＣ２０
０と接続されたことを検知する（ステップＳ４２）。このとき、同期処理部３２４は、Ｐ
Ｃ２００からの情報送信を待機する状態となる。あるいは、同期処理部３２４が、ＰＣ２
００に対してブックマーク情報の転送を要求するようにしてもよい。
【０１２６】
　ＰＣ２００の同期処理部２３３は、ブックマーク情報２２３をＨＤＤ２０３から読み出
し、通信インタフェース２０８を通じて携帯電話機３００に転送する（ステップＳ４３）
。携帯電話機３００の同期処理部３２４は、ＰＣ２００から転送されたブックマーク情報
２２３を受信し、自装置に保存されたブックマーク情報３３１の一部として不揮発性メモ
リ３０４に登録する（ステップＳ４４）。
【０１２７】
　なお、ブックマーク情報の転送の際、ＰＣ２００の同期処理部２３３は、例えば、ＰＣ
２００に登録されているブックマーク情報２２３のうち、携帯電話機３００内のブックマ
ーク情報３３１に登録されていない情報のみを抽出して、携帯電話機３００に転送しても
よい。
【０１２８】
　また、本実施の形態では、ＰＣ２００から携帯電話機３００に対してブックマーク情報
が直接的に転送されるが、例えば、ＰＣ２００は、サーバ装置を介してブックマーク情報
を携帯電話機３００に受け渡してもよい。例えば、ＰＣ２００の同期処理部２３３は、Ｐ
Ｃ２００内のブックマーク情報２２３が更新されるたびに、または一定時間ごとに、ブッ
クマーク情報２２３を、インターネット１００に接続されたサーバ装置に登録する。携帯
電話機３００の同期処理部３２４は、一定時間ごとに、あるいは、Ｗｅｂブラウザの表示
開始時などの所定のタイミングで、サーバ装置にアクセスし、サーバ装置に登録されたブ
ックマーク情報を読み込む。
【０１２９】
　図１８は、携帯電話機におけるブックマーク情報の表示例を示す図である。
　携帯電話機３００に登録されるブックマーク情報３３１のデータ構造は、例えば、図１
５に示したＰＣ２００内のブックマーク情報２２３と同様とされる。携帯電話機３００内
のブックマーク情報３３１においては、例えば、ＰＣ２００から転送されたブックマーク
情報を登録するための専用のフォルダ「ＰＣブックマーク」が作成される。同期処理部３
２４は、例えば、ＰＣ２００から転送されたブックマーク情報の初回登録時に、ブックマ
ーク情報３３１に対して「ＰＣブックマーク」フォルダを作成し、作成したフォルダの配
下に、ＰＣ２００から受信したブックマーク情報を登録する。
【０１３０】
　図１８に示すブックマーク画面３３１ａはこのような方法で登録されたブックマーク情
報３３１の内容を表示した場合の例である。ブックマーク画面３３１ａにおいて、「ＰＣ
ブックマーク」フォルダの配下には、図１５に示したブックマーク画面２２３ａに表示さ
れたフォルダ名やＷｅｂページ名が、そのまま表示される。
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【０１３１】
　なお、「ＰＣブックマーク」フォルダは、ブックマーク情報３３１にあらかじめ設定さ
れていてもよい。あるいは、ユーザが指定した任意のフォルダの配下に、ＰＣ２００から
転送されたブックマーク情報が登録されてもよい。
【０１３２】
　また、ブックマーク画面３３１ａでは、サービスコードが付加されたＷｅｂページ名に
ついては、割引サービス対象であることが明示されるように表示される。これにより、携
帯電話機３００を操作するユーザは、通信料金の割引サービスを受けることができるＷｅ
ｂページを認識することができる。図１８の例では、サービスコードが付加されている「
園芸のページ」、「野菜の病気」、「天気予報」の各Ｗｅｂページ名について、下線を引
いて示している。割引サービス対象であることを明示する方法としては、他に例えば、Ｗ
ｅｂページ名の文字色を変える、Ｗｅｂページ名に対して何らかのマークを付加して表示
するなどの方法を採用してもよい。さらに、割引率ごとに異なる表示が行われてもよい。
【０１３３】
　次に、携帯電話機３００によるＷｅｂページの表示処理について説明する。まず、図１
９は、キャリアシステムの内部構成例を示す図である。
　キャリアシステム５００内のネットワーク５０１（図示せず）には、基地局５０２およ
びゲートウェイサーバ５０３に加えて、プロキシサーバ５２０ａ～５２０ｄと、課金サー
バ５３０とが接続されている。
【０１３４】
　プロキシサーバ５２０ａ～５２０ｄは、それぞれ、携帯電話機３００からＷｅｂサーバ
に対するアクセスを中継する。携帯電話機３００は、プロキシサーバ５２０ａ～５２０ｄ
のいずれかを通じてＷｅｂサーバにアクセスする。Ｗｅｂページの表示を行う際に携帯電
話機３００がアクセスするプロキシサーバに応じて、適用される通信料金が異なる。
【０１３５】
　携帯電話機３００は、モバイルサイトのＷｅｂページを表示する際には、プロキシサー
バ５２０ａにアクセスする。このとき、携帯電話機３００には、モバイルサイト用の通信
料金が適用される。また、携帯電話機３００は、割引対象でないＰＣサイトのＷｅｂペー
ジを表示する際には、プロキシサーバ５２０ｂにアクセスする。このとき、携帯電話機３
００には、ＰＣサイト用の通信料金が適用される。
【０１３６】
　さらに、携帯電話機３００は、ブックマーク情報３３１の中からの選択操作に応じて、
サービスコートが付加されたＰＣサイトのＷｅｂページを表示する際には、プロキシサー
バ５２０ｃ，５２０ｄのいずれかにアクセスする。携帯電話機３００は、例えば、サービ
スコードが「０００１」の場合、プロキシサーバ５２０ｃにアクセスする。この場合、携
帯電話機３００の通信料金は、ＰＣサイト用の通信料金に対して、サービスコード「００
０１」に対応する割引率が適用された料金となる。一方、携帯電話機３００は、サービス
コードが「００１０」の場合、プロキシサーバ５２０ｄにアクセスする。この場合、携帯
電話機３００の通信料金は、ＰＣサイト用の通信料金に対して、サービスコード「００１
０」に対応する割引率が適用された料金となる。
【０１３７】
　プロキシサーバ５２０ａ～５２０ｄは、それぞれフロー情報５２１ａ～５２１ｄを記憶
する。フロー情報５２１ａ～５２０ｄのそれぞれには、Ｗｅｂページ表示処理の際の通信
データ量および日時が、ユーザを識別するユーザＩＤごとに登録される。
【０１３８】
　課金サーバ５３０は、ユーザごとに課金する通信料金を計算する。課金サーバ５３０は
、プロキシサーバ５２０ａ～５２０ｄからフロー情報５２１ａ～５２１ｄを定期的に収集
し、課金ＤＢ（データベース）５３１に登録する。課金サーバ５３０は、フロー情報を課
金ＤＢ５３１に登録する際に、どのプロキシサーバから収集したものかを示す情報を付加
しておく。課金サーバ５３０は、課金ＤＢ５３１に基づき、一定期間における通信データ
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量と、フロー情報の収集元のプロキシサーバに対応する通信料金とから、一定期間におけ
る通信料金をユーザごとに計算する。
【０１３９】
　図２０は、ブックマークされた情報に基づくＷｅｂページの表示処理手順の例を示すフ
ローチャートである。
　［ステップＳ５１］図２０の処理における初期状態では、例として、モバイルサイト用
およびＰＣサイト用のいずれのＷｅｂブラウザも表示されていないものとする。この状態
で、ユーザの操作によりＷｅｂブラウザの起動が要求されると、Ｗｅｂ閲覧処理部３２１
が起動して、モニタ３０６ａにモバイルサイト用のＷｅｂブラウザが表示される。
【０１４０】
　［ステップＳ５２］ブックマーク処理部３２３は、ユーザの操作に応じて、ブックマー
ク画面３３１ａをモニタ３０６ａに表示させる。そして、ブックマーク画面３３１ａに表
示されたＷｅｂページ名の１つに対する選択操作が行われると、ブックマーク処理部３２
３は、次のステップＳ５３の処理を実行する。
【０１４１】
　［ステップＳ５３］ブックマーク処理部３２３は、選択されたＷｅｂページ名が示すＷ
ｅｂページが、割引サービスの対象であるかを判定する。ブックマーク処理部３２３は、
ブックマーク情報３３１を参照し、選択されたＷｅｂページ名に対してサービスコードが
付加されている場合に、割引サービスの対象であると判定する。
【０１４２】
　ブックマーク処理部３２３は、Ｗｅｂページが割引サービスの対象である場合、ステッ
プＳ５９の処理を実行する一方、Ｗｅｂページが割引サービスの対象でない場合、ステッ
プＳ５４の処理を実行する。
【０１４３】
　［ステップＳ５４］ブックマーク処理部３２３は、選択されたＷｅｂページ名が示すＷ
ｅｂページが、モバイルサイトのＷｅｂページか、あるいはＰＣサイトのＷｅｂページか
を判定する。この処理では、例えば、ブックマーク処理部３２３は、選択したＷｅｂペー
ジ名がＰＣサイトのＷｅｂページの名称かをユーザに確認するための画面をモニタ３０６
ａに表示させ、その画面を閲覧したユーザによる入力操作に基づいて、モバイルサイトの
Ｗｅｂページか、あるいはＰＣサイトのＷｅｂページかを判定する。ブックマーク処理部
３２３は、モバイルサイトのＷｅｂページと判定した場合、ステップＳ５５の処理を実行
する一方、ＰＣサイトのＷｅｂページと判定した場合、ステップＳ５７の処理を実行する
。
【０１４４】
　［ステップＳ５５］ブックマーク処理部３２３は、ステップＳ５２で選択されたＷｅｂ
ページ名に対応するＵＲＬをブックマーク情報３３１から読み出し、読み出したＵＲＬを
Ｗｅｂ閲覧処理部３２１に通知して、Ｗｅｂページの表示を要求する。Ｗｅｂ閲覧処理部
３２１は、プロキシサーバ５２０ａにアクセスして、ブックマーク処理部３２３から通知
されたＵＲＬに対するアクセスを要求する。プロキシサーバ５２０ａは、アクセスが要求
されたＵＲＬに対応するＷｅｂサーバにアクセスし、その応答情報を携帯電話機３００に
送信する。
【０１４５】
　［ステップＳ５６］Ｗｅｂ閲覧処理部３２１は、プロキシサーバ５２０ａからの応答情
報を基に、モバイルサイト用のＷｅｂブラウザ内にＷｅｂページを表示させる。
　［ステップＳ５７］ブックマーク処理部３２３は、Ｗｅｂ閲覧処理部３２１の処理を終
了させて、モバイルサイト用のＷｅｂブラウザの表示を終了させるとともに、Ｗｅｂ閲覧
処理部３２２を起動させる。Ｗｅｂ閲覧処理部３２２は、ＰＣサイト用のＷｅｂブラウザ
をモニタ３０６ａに表示させる。
【０１４６】
　［ステップＳ５８］Ｗｅｂ閲覧処理部３２２は、ステップＳ５２で選択されたＷｅｂペ
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ージ名に対応するＵＲＬをブックマーク情報３３１から読み出し、読み出したＵＲＬをＷ
ｅｂ閲覧処理部３２２に通知して、Ｗｅｂページの表示を要求する。Ｗｅｂ閲覧処理部３
２２は、プロキシサーバ５２０ｂにアクセスして、ブックマーク処理部３２３から通知さ
れたＵＲＬに対するアクセスを要求する。プロキシサーバ５２０ｂは、アクセスが要求さ
れたＵＲＬに対応するＷｅｂサーバにアクセスし、その応答情報を携帯電話機３００に送
信する。
【０１４７】
　［ステップＳ５９］ブックマーク処理部３２３は、Ｗｅｂ閲覧処理部３２１の処理を終
了させて、モバイルサイト用のＷｅｂブラウザの表示を終了させるとともに、Ｗｅｂ閲覧
処理部３２２を起動させる。Ｗｅｂ閲覧処理部３２２は、ＰＣサイト用のＷｅｂブラウザ
をモニタ３０６ａに表示させる。
【０１４８】
　［ステップＳ６０］Ｗｅｂ閲覧処理部３２２は、ステップＳ５２で選択されたＷｅｂペ
ージ名に対応するＵＲＬおよびサービスコードをブックマーク情報３３１から読み出し、
読み出したＵＲＬをＷｅｂ閲覧処理部３２２に通知して、Ｗｅｂページの表示を要求する
。
【０１４９】
　Ｗｅｂ閲覧処理部３２２は、ブックマーク処理部３２３から通知されたサービスコード
に対応するプロキシサーバ（プロキシサーバ５２０ｃ，５２００ｄのいずれか）にアクセ
スして、ブックマーク処理部３２３から通知されたＵＲＬに対するアクセスを要求する。
アクセスを受けたプロキシサーバは、アクセスが要求されたＵＲＬに対応するＷｅｂサー
バにアクセスし、その応答情報を携帯電話機３００に送信する。
【０１５０】
　［ステップＳ６１］Ｗｅｂ閲覧処理部３２１は、ステップＳ５８またはステップＳ６０
でアクセスしたプロキシサーバからの応答情報を基に、ＰＣサイト用のＷｅｂブラウザ内
にＷｅｂページを表示させる。
【０１５１】
　以上の図２０の処理によれば、ユーザがブックマーク画面３３１ａの中からＷｅｂサイ
ト名を選択してＷｅｂサイトを閲覧しようとした際に、選択されたＷｅｂページ名が割引
サービス対象のＷｅｂページの名称である場合には、携帯電話機３００は、割引率に応じ
たプロキシサーバに自動的にアクセスする。これにより、Ｗｅｂページを表示する際の通
信料金が、サービスコードに応じた分だけ割引されるようになる。
【０１５２】
　なお、上記の図２０では、モバイルサイト用およびＰＣサイト用のどちらのＷｅｂブラ
ウザも表示されていない状態から、ブックマーク画面３３１ａ内のＷｅｂページ名を受け
た場合について示したが、例えば、すでにモバイルサイト用のＷｅｂブラウザにＷｅｂペ
ージが表示されていた状態から、ステップＳ５２の処理が実行されてもよい。
【０１５３】
　また、ＰＣ用のＷｅｂブラウザにＷｅｂページが表示された状態から、ブックマーク画
面３３１ａ内のＷｅｂページ名の選択操作を受けた場合には、例えば、まず、ステップＳ
５３の処理が実行される。そして、選択されたＷｅｂページ名が割引サービス対象のＷｅ
ｂページの名称である場合には、ステップＳ５９の処理が実行される一方、選択されたＷ
ｅｂページ名が割引サービス対象のＷｅｂページの名称でない場合には、ステップＳ５７
の処理が実行される。
【０１５４】
　以上説明した第２の実施の形態では、ユーザは、ＰＣ２００と携帯電話機３００との間
で、ブックマーク情報を共用することができる。このため、ユーザは例えば、ＰＣ２００
を用いて頻繁に閲覧するＷｅｂページを、携帯電話機３００を使用した状態でも、ブック
マーク画面３３１ａから選択することで、容易に閲覧することができる。
【０１５５】
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　さらに、ユーザは、携帯電話キャリアによって指定されたインターネットプロバイダを
通じてＷｅｂページの閲覧を行うことで、ＰＣ２００を用いて頻繁に閲覧するＷｅｂペー
ジのうち、携帯電話キャリアによってあらかじめ決められた特定のＷｅｂページを、携帯
電話機３００を用いて安価な通信料金で閲覧できる。ユーザは、ＰＣ２００におけるブッ
クマーク操作と、ＰＣ２００と携帯電話機３００との接続操作とを行うだけで、上記のよ
うな通信料金の割引サービスを受けることができる。
【０１５６】
　ところで、前述のように、ＰＣ２００内のブックマーク情報２２３に保存されるサービ
スコードや、携帯電話機３００内のブックマーク情報３３１に保存されるサービスコード
は、ユーザが割引サービスを受けられることを証明する情報である。このため、サービス
コードは、不正に利用されない状態で保存されることが望ましい。例えば、ブックマーク
されたＵＲＬとサービスコードとの組合せ情報が流通し、その組合せ情報が携帯電話機３
００のブックマーク情報３３１に対して容易に追加登録できてしまうと、携帯電話機３０
０の通信料金が不正に割引されてしまう。
【０１５７】
　サービスコードの不正利用を防止する方法としては、少なくとも、サービスコードと、
このサービスコードに対応するＵＲＬを示す情報の組合せについて、所定の暗号キーを用
いて暗号化する方法がある。
【０１５８】
　図２１は、携帯電話機の識別情報を用いてブックマーク情報を暗号化する場合の処理に
ついて示す図である。ここでは、携帯電話機３００の識別情報として、携帯電話機３００
のＭＡＣ（Media Access Control）アドレスを使用する。
【０１５９】
　図２１において、正規のユーザは、ＰＣ２００ａと携帯電話機３００ａとを使用するも
のとする。ユーザは、あらかじめＰＣ２００ａと携帯電話機３００ａとを接続し、携帯電
話機３００ａのＭＡＣアドレスをＰＣ２００ａに登録させる（ステップＳ８１）。例えば
、携帯電話機３００ａの同期処理部３２４は、ＰＣ２００ａに対して携帯電話機３００ａ
のＭＡＣアドレスを送信し、ＰＣ２００ａの同期処理部２３３は、携帯電話機３００ａか
ら受信したＭＡＣアドレスを、ＨＤＤ２０３などの不揮発性記憶部に格納する。
【０１６０】
　その後、ＰＣ２００ａにおいてブックマーク操作が行われると、ＰＣ２００ａのブック
マーク処理部２２２は、携帯電話機３００ａのＭＡＣアドレスを暗号キーとして使用して
、ブックマークが要求されたＷｅｂページ名およびＵＲＬを暗号化してブックマーク情報
２２３に登録する。このとき、ＵＲＬにサービスコードを付加する場合には、ＰＣ２００
ａの情報付加処理部２３２は、同様に、携帯電話機３００ａのＭＡＣアドレスを暗号キー
として使用して、サービスコードを暗号化してブックマーク情報２２３に登録する（ステ
ップＳ８２）。なお、ブックマーク情報２２３に登録される情報のうち、サービスコード
、およびこのサービスコードが付加されたＷｅｂページ名およびＵＲＬのみが、暗号化さ
れてもよい。
【０１６１】
　その後、ＰＣ２００ａに対して携帯電話機３００ａが接続されると、ＰＣ２００ａの同
期処理部２３３は、ブックマーク情報２２３を携帯電話機３００ａに転送する（ステップ
Ｓ８３）。携帯電話機３００ａの同期処理部３２４は、転送されたブックマーク情報を、
携帯電話機３００ａ内のブックマーク情報３３１に追加登録する。ここで、ブックマーク
情報３３１に追加登録された、暗号化された情報は、携帯電話機３００ａ自身のＭＡＣア
ドレスを復号キーとして用いることで、復号可能である（ステップＳ８４）。
【０１６２】
　また、例えば、ＰＣ２００ａに登録されたブックマーク情報２２３が、他のＰＣ２００
ｂに対して不正にコピーされたものとする（ステップＳ８５）。このＰＣ２００ｂに対し
て、上記の携帯電話機３００ａとは別の携帯電話機３００ｂが接続されると、ＰＣ２００
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ｂは、ＰＣ２００ａからコピーしたブックマーク情報２２３を携帯電話機３００ｂに転送
する（ステップＳ８６）。しかし、携帯電話機３００ｂは、自装置のＭＡＣアドレスを復
号キーとして用いた場合、ＰＣ２００ｂから転送されたブックマーク情報を復号すること
はできない（ステップＳ８７）。従って、サービスコードが不正に利用されて、携帯電話
機３００ｂの通信料金が不正に割引されることが防止される。
【０１６３】
　なお、サービスコードの不正利用を防止する他の方法として、ＰＣに登録するブックマ
ーク情報をＰＣの識別情報（ＭＡＣアドレスなど）によって暗号化する方法もある。この
場合、暗号化されたブックマーク情報を携帯電話機に転送する経路と、復号キー（ＰＣの
識別情報）を携帯電話機に通知する経路とを分離することが望ましい。例えば、ＰＣは、
暗号化されたブックマーク情報をサーバ装置に格納し、携帯電話機は、そのサーバ装置か
らブックマーク情報を取得する。これとは別に、携帯電話機は、ＰＣと直接接続すること
で、ＰＣの識別情報を取得する。これにより、携帯電話機は、ブックマーク情報の暗号化
を行ったＰＣと接続した場合のみ、サーバ装置から取得したブックマーク情報を復号でき
るようになる。
【０１６４】
　なお、上記の各実施の形態に示した装置（例えば、情報処理装置１０，２０、ＰＣ２０
０および携帯電話機３００など）の処理機能は、コンピュータによって実現することがで
きる。その場合、上記各装置が有すべき機能の処理内容を記述したプログラムが提供され
、そのプログラムをコンピュータで実行することにより、上記処理機能がコンピュータ上
で実現される。処理内容を記述したプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒
体に記録しておくことができる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体としては、磁気
記憶装置、光ディスク、光磁気記録媒体、半導体メモリなどがある。磁気記憶装置には、
ハードディスク装置（ＨＤＤ）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、磁気テープなどがある
。光ディスクには、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ／ＲＷなどがある
。光磁気記録媒体には、ＭＯ（Magneto-Optical disk）などがある。
【０１６５】
　プログラムを流通させる場合には、例えば、そのプログラムが記録されたＤＶＤ、ＣＤ
－ＲＯＭなどの可搬型記録媒体が販売される。また、プログラムをサーバコンピュータの
記憶装置に格納しておき、ネットワークを介して、サーバコンピュータから他のコンピュ
ータにそのプログラムを転送することもできる。
【０１６６】
　プログラムを実行するコンピュータは、例えば、可搬型記録媒体に記録されたプログラ
ムまたはサーバコンピュータから転送されたプログラムを、自己の記憶装置に格納する。
そして、コンピュータは、自己の記憶装置からプログラムを読み取り、プログラムに従っ
た処理を実行する。なお、コンピュータは、可搬型記録媒体から直接プログラムを読み取
り、そのプログラムに従った処理を実行することもできる。また、コンピュータは、ネッ
トワークを介して接続されたサーバコンピュータからプログラムが転送されるごとに、逐
次、受け取ったプログラムに従った処理を実行することもできる。
【０１６７】
　以上の各実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
　（付記１）　第１の接続システムを通じてネットワークに接続するとともに、前記ネッ
トワークおよび前記第１の接続システムを通じて取得した情報の識別子を、その内部の記
憶部に登録する機能を備えたコンピュータで実行される情報処理プログラムにおいて、
　前記コンピュータに、
　前記記憶部に識別子を登録する際に、登録する識別子が示す情報を第２の接続システム
を通じて取得する際に通信料金の割引を受けられるかを判定し、割引を受けられる場合に
、前記登録する識別子に割引情報を付加して前記記憶部に登録し、
　前記記憶部に登録された識別子および割引情報を、前記第２の接続システムを通じて前
記ネットワークに接続する他の情報処理装置に対して送信する、
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　処理を実行させることを特徴とする情報処理プログラム。
【０１６８】
　（付記２）　前記記憶部に登録された識別子および割引情報を送信する処理では、当該
識別子および当該割引情報を、送信された識別子が示す情報を前記ネットワークおよび前
記第２の接続システムを通じて取得するとともに、割引情報が付加された識別子が示す情
報の取得時に通信料金の割引を適用させる処理において使用されるブックマーク情報とし
て、前記他の情報処理装置に送信することを特徴とする付記１記載の情報処理プログラム
。
【０１６９】
　（付記３）　前記記憶部に識別子を登録する際には、さらに、前記第１の接続システム
が、前記第２の接続システムに対応付けてあらかじめ指定された接続システムかを判定し
、前記第１の接続システムが指定された接続システムであり、かつ、前記登録する識別子
が示す情報を前記第２の接続システムを通じて取得する際に通信料金の割引を受けられる
場合に、前記登録する識別子に割引情報を付加して前記記憶部に登録することを特徴とす
る付記１または２記載の情報処理プログラム。
【０１７０】
　（付記４）　前記記憶部に割引情報を付加した識別子を登録する際に、通信料金の割引
率に応じた情報を割引情報に含めることを特徴とする付記１～３のいずれか１つに記載の
情報処理プログラム。
【０１７１】
　（付記５）　第１の接続システムを通じてネットワークに接続する情報処理装置におい
て、
　第２の接続システムを通じて前記ネットワークに接続する他の情報処理装置が前記ネッ
トワークおよび前記第２の接続システムを通じて取得した情報の識別子を、前記他の情報
処理装置から受信して前記情報処理装置内の記憶部に登録するとともに、前記取得した情
報を前記第１の接続システムを通じて取得する際に通信料金の割引を受けられると前記他
の情報処理装置が判定した場合には、識別子に付加された割引情報も前記他の情報処理装
置から受信して前記記憶部に登録する登録部と、
　前記記憶部から選択された識別子が示す情報を前記ネットワークおよび前記第１の接続
システムを通じて取得するとともに、前記選択された識別子に割引情報が付加されていた
場合には、前記選択された識別子が示す情報を取得する際の通信料金が割引されるように
する割引適用処理を実行する情報取得部と、
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【０１７２】
　（付記６）　前記情報取得部は、前記割引適用処理として、前記第１の接続システムに
含まれる、それぞれ前記ネットワークに対する接続処理を行う複数の接続処理部のうち、
通信料金が割引されない場合とは異なる接続処理部にアクセスすることを特徴とする付記
５記載の情報処理装置。
【０１７３】
　（付記７）　前記他の情報処理装置から受信した割引情報は割引率に応じた情報を含み
、
　前記情報取得部は、前記割引適用処理として、前記選択された識別子に付加された割引
情報に基づく通信料金の割引率が適用されるようにする、
　ことを特徴とする付記５または６記載の情報処理装置。
【０１７４】
　（付記８）　前記情報取得部は、前記割引適用処理として、前記第１の接続システムに
含まれる、それぞれ前記ネットワークに対する接続処理を互いに異なる通信料金の割引率
を適用して行う複数の接続処理部のうち、前記選択された識別子に付加された割引情報に
基づく割引率を適用する接続処理部にアクセスすることを特徴とする付記７記載の情報処
理装置。
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【０１７５】
　（付記９）　第１の接続システムを通じてネットワークに接続する第１の情報処理装置
と、第２の接続システムを通じて前記ネットワークに接続する第２の情報処理装置とを含
む情報処理システムにおいて、
　前記第１の情報処理装置は、
　前記ネットワークおよび前記第１の接続システムを通じて取得した情報の識別子を、前
記第１の情報処理装置内の第１の記憶部に登録するとともに、登録する識別子が示す情報
を前記第２の接続システムを通じて取得する際に通信料金の割引を受けられるかを判定し
、割引を受けられる場合に、前記登録する識別子に割引情報を付加して前記第１の記憶部
に登録する第１の登録部と、
　前記第１の記憶部に登録された識別子および割引情報を前記第２の情報処理装置に送信
する送信部と、
　を有し、
　前記第２の情報処理装置は、
　前記送信部から送信された識別子および割引情報を、前記第２の情報処理装置内の第２
の記憶部に登録する第２の登録部と、
　前記第２の記憶部から選択された識別子が示す情報を前記ネットワークおよび前記第２
の接続システムを通じて取得するとともに、前記選択された識別子に割引情報が付加され
ていた場合には、前記選択された識別子が示す情報を取得する際の通信料金が割引される
ようにする割引適用処理を実行する情報取得部と、
　を有することを特徴とする情報処理システム。
【０１７６】
　（付記１０）　前記第１の登録部は、さらに、前記第１の接続システムが、前記第２の
接続システムに対応付けてあらかじめ指定された接続システムかを判定し、前記第１の接
続システムが指定された接続システムであり、かつ、前記登録する識別子が示す情報を前
記第２の接続システムを通じて取得する際に通信料金の割引を受けられる場合に、前記登
録する識別子に割引情報を付加して前記記憶部に登録することを特徴とする付記９記載の
情報処理システム。
【０１７７】
　（付記１１）　前記第２の情報処理装置の前記情報取得部は、前記割引適用処理として
、前記第２の接続システムに含まれる、それぞれ前記ネットワークに対する接続処理を行
う複数の接続処理部のうち、通信料金が割引されない場合とは異なる接続処理部にアクセ
スすることを特徴とする付記９または１０記載の情報処理システム。
【０１７８】
　（付記１２）　前記第１の情報処理装置の前記第１の登録部は、前記第１の記憶部に割
引情報を付加した識別子を登録する際に、通信料金の割引率に応じた情報を割引情報に含
め、
　前記第２の情報処理装置の前記情報取得部は、前記割引適用処理として、前記選択され
た識別子に付加された割引情報に基づく通信料金の割引率が適用されるようにする、
　ことを特徴とする付記９または１０記載の情報処理システム。
【０１７９】
　（付記１３）　前記第２の情報処理装置の前記情報取得部は、前記割引適用処理として
、前記第２の接続システムに含まれる、それぞれ前記ネットワークに対する接続処理を互
いに異なる通信料金の割引率を適用して行う複数の接続処理部のうち、前記選択された識
別子に付加された割引情報に基づく割引率を適用する接続処理部にアクセスすることを特
徴とする付記１２記載の情報処理システム。
【０１８０】
　（付記１４）　第１の接続システムを通じてネットワークに接続する第１の情報処理装
置と、第２の接続システムを通じて前記ネットワークに接続する第２の情報処理装置とを
含む情報処理システムにおける情報処理方法であって、
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　前記第１の情報処理装置が、前記ネットワークおよび前記第１の接続システムを通じて
取得した情報の識別子を、前記第１の情報処理装置内の第１の記憶部に登録するとともに
、登録する識別子が示す情報を前記第２の接続システムを通じて取得する際に通信料金の
割引を受けられるかを判定し、割引を受けられる場合に、前記登録する識別子に割引情報
を付加して前記第１の記憶部に登録し、
　前記第１の情報処理装置が、前記第１の記憶部に登録された識別子および割引情報を前
記第２の情報処理装置に送信し、
　前記第２の情報処理装置が、前記第１の情報処理装置から送信された識別子および割引
情報を、前記第２の情報処理装置内の第２の記憶部に登録し、
　前記第２の情報処理装置が、前記第２の記憶部から選択された識別子が示す情報を前記
ネットワークおよび前記第２の接続システムを通じて取得するとともに、前記選択された
識別子に割引情報が付加されていた場合には、前記選択された識別子が示す情報を取得す
る際の通信料金が割引されるようにする割引適用処理を実行する、
　ことを特徴とする情報処理方法。
【０１８１】
　（付記１５）　前記第１の情報処理装置は、さらに、前記第１の接続システムが、前記
第２の接続システムに対応付けてあらかじめ指定された接続システムかを判定し、前記第
１の接続システムが指定された接続システムであり、かつ、前記登録する識別子が示す情
報を前記第２の接続システムを通じて取得する際に通信料金の割引を受けられる場合に、
前記登録する識別子に割引情報を付加して前記記憶部に登録することを特徴とする付記１
４記載の情報処理方法。
【０１８２】
　（付記１６）　前記第２の情報処理装置は、前記割引適用処理として、前記第２の接続
システムに含まれる、それぞれ前記ネットワークに対する接続処理を行う複数の接続処理
部のうち、通信料金が割引されない場合とは異なる接続処理部にアクセスすることを特徴
とする付記１４または１５記載の情報処理方法。
【０１８３】
　（付記１７）　前記第１の情報処理装置は、前記第１の記憶部に割引情報を付加した識
別子を登録する際に、通信料金の割引率に応じた情報を割引情報に含め、
　前記第２の情報処理装置は、前記割引適用処理として、前記選択された識別子に付加さ
れた割引情報に基づく通信料金の割引率が適用されるようにする、
　ことを特徴とする付記１４または１５記載の情報処理方法。
【０１８４】
　（付記１８）　前記第２の情報処理装置は、前記割引適用処理として、前記第２の接続
システムに含まれる、それぞれ前記ネットワークに対する接続処理を互いに異なる通信料
金の割引率を適用して行う複数の接続処理部のうち、前記選択された識別子に付加された
割引情報に基づく割引率を適用する接続処理部にアクセスすることを特徴とする付記１７
記載の情報処理方法。
【符号の説明】
【０１８５】
　１　ネットワーク
　２ａ，２ｂ　接続システム
　３　サーバ装置
　３ａ　情報
　４　識別子
　５　割引情報
　１０，２０　情報処理装置
　１１，２１　登録部
　１２　送信部
　１３，２３　記憶部
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　２２　情報取得部
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