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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１通信網を使用するために端末装置毎に割り当てられた第１識別情報を含む第１プロ
ファイルを用いて当該第１通信網を使用し、第２通信網を使用するために端末装置毎に割
り当てられた第２識別情報を含む第２プロファイルを用いて当該第２通信網を使用し、書
き替え可能なＳＩＭに前記第１プロファイル又は前記第２プロファイルを記憶する端末装
置と、
　前記第１通信網と前記第２通信網に接続され、前記第１プロファイルと前記第２プロフ
ァイルを対応付けて記憶した管理装置と、
　前記第２通信網に設けられ、前記第２識別情報を記憶した認証装置と、
　前記端末装置からの要求に応じて前記端末装置と接続するサーバ装置と、
　を有し、
　前記端末装置は、前記第１通信網に在圏しているときに前記サーバ装置へ接続する場合
、前記第１識別情報を含み、プロファイルを要求する第１リクエストを、前記管理装置へ
送信し、
　前記管理装置は、前記第１リクエストを受信すると、受信した第１リクエストに含まれ
ている前記第１識別情報を含む第１プロファイルに対応付けられている第２プロファイル
を前記端末装置へ送信し、
　前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第２プロファイルを受信して、当該
第２プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、前記第１プロファイルに含まれていた前記第１
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識別情報と、記憶した第２プロファイルに含まれている前記第２識別情報を前記認証装置
へ送信し、
　前記認証装置は、前記端末装置から送信された前記第２識別情報を記憶している場合、
前記端末装置から当該第２識別情報と共に送信された前記第１識別情報を前記サーバ装置
へ送信し、
　前記サーバ装置は、前記認証装置から送信された前記第１識別情報を記憶し、
　前記端末装置は、前記ＳＩＭに記憶されている第２プロファイルに含まれている前記第
２識別情報を含み、プロファイルを要求する第２リクエストを前記管理装置へ送信し、
　前記管理装置は、前記第２リクエストを受信すると、受信した第２リクエストに含まれ
ている前記第２識別情報に対応付けられている第１プロファイルを前記端末装置へ送信し
、
　前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第１プロファイルを受信して、当該
第１プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、前記第１プロファイルに含まれている前記第１
識別情報を含み接続を要求する接続リクエストを前記サーバ装置へ送信し、
　前記サーバ装置は、前記端末装置から送信された接続リクエストに含まれている前記第
１識別情報を記憶している場合、前記端末装置と接続する
　通信システム。
【請求項２】
　第１通信網を使用するために端末装置毎に割り当てられた第１識別情報を含む第１プロ
ファイルを用いて当該第１通信網を使用し、第２通信網を使用するために端末装置毎に割
り当てられた第２識別情報を含む第２プロファイルを用いて当該第２通信網を使用し、書
き替え可能なＳＩＭに前記第１プロファイル又は前記第２プロファイルを記憶する端末装
置と、
　前記第１通信網と前記第２通信網に接続され、前記第１プロファイルと前記第２プロフ
ァイルを対応付けて記憶した管理装置と、
　前記第２通信網に設けられ、前記第２識別情報を記憶した認証装置と、
　前記端末装置からの要求に応じて前記端末装置と接続するサーバ装置と、
　を有し、
　前記端末装置は、前記第１通信網に在圏しているときに前記サーバ装置へ接続する場合
、前記第１識別情報を含み、プロファイルを要求する第１リクエストを、前記管理装置へ
送信し、
　前記管理装置は、前記第１リクエストを受信すると、受信した第１リクエストに含まれ
ている前記第１識別情報を含む第１プロファイルに対応付けられている第２プロファイル
を前記端末装置へ送信し、
　前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第２プロファイルを受信して、当該
第２プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、前記第２プロファイルに含まれている前記第２
識別情報を前記認証装置へ送信し、
　前記認証装置は、前記端末装置から送信された前記第２識別情報を記憶している場合、
当該第２識別情報を前記管理装置へ送信し、
　前記管理装置は、前記認証装置から送信された前記第２識別情報と、当該第２識別情報
を含む前記第２プロファイルに対応付けられている前記第１プロファイルに含まれている
前記第１識別情報を、前記サーバ装置への接続を許可する端末装置の識別情報として記憶
し、
　前記端末装置は、前記ＳＩＭに記憶されている第２プロファイルに含まれている前記第
２識別情報を含み、プロファイルを要求する第２リクエストを前記管理装置へ送信し、
　前記管理装置は、前記第２リクエストを受信すると、受信した前記第２リクエストに含
まれている前記第２識別情報を前記サーバ装置への接続を許可する端末装置の識別情報と
して記憶している場合、当該第２識別情報を含む前記第２プロファイルに対応付けて記憶
している前記第１プロファイルに含まれている前記第１識別情報を前記サーバ装置へ送信
し、当該第１プロファイルを前記端末装置へ送信し、
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　前記サーバ装置は、前記管理装置から送信された前記第１識別情報を記憶し、
　前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第１プロファイルを受信して、当該
第１プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、前記第１プロファイルに含まれている前記第１
識別情報を含む接続リクエストを前記サーバ装置へ送信し、
　前記サーバ装置は、前記端末装置から送信された接続リクエストに含まれている前記第
１識別情報を記憶している場合、前記端末装置と接続する
　通信システム。
【請求項３】
　第１通信網を使用するために端末装置毎に割り当てられた第１識別情報を含む第１プロ
ファイルを用いて当該第１通信網を使用し、第２通信網を使用するために端末装置毎に割
り当てられた第２識別情報を含む第２プロファイルを用いて当該第２通信網を使用し、書
き替え可能なＳＩＭに前記第１プロファイル又は前記第２プロファイルを記憶する端末装
置と、
　前記第１通信網と前記第２通信網に接続され、前記第１プロファイルと前記第２プロフ
ァイルを対応付けて記憶した管理装置と、
　前記第２通信網に設けられ、前記第２識別情報を記憶した認証装置と、
　前記端末装置からの要求に応じて前記端末装置と接続するサーバ装置と、
　を有し、
　前記端末装置は、前記第１通信網に在圏しているときに前記サーバ装置へ接続する場合
、前記第１識別情報を含み、プロファイルを要求する第１リクエストを、前記管理装置へ
送信し、
　前記管理装置は、前記第１リクエストを受信すると、受信した第１リクエストに含まれ
ている前記第１識別情報を含む第１プロファイルに対応付けられている第２プロファイル
を前記端末装置へ送信し、
　前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第２プロファイルを受信して、当該
第２プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、記憶した第２プロファイルに含まれている前記
第２識別情報を前記認証装置へ送信し、
　前記認証装置は、前記端末装置から送信された前記第２識別情報を記憶している場合、
前記サーバ装置へ接続するための認証情報を前記サーバ装置および前記端末装置へ送信し
、
　前記サーバ装置は、前記認証装置から送信された前記認証情報を記憶し、
　前記端末装置は、前記認証装置から送信された前記認証情報を受信すると、前記ＳＩＭ
に記憶されている第２プロファイルに含まれている前記第２識別情報を含み、プロファイ
ルを要求する第２リクエストを前記管理装置へ送信し、
　前記管理装置は、前記第２リクエストを受信すると、受信した第２リクエストに含まれ
ている前記第２識別情報に対応付けられている第１プロファイルを前記端末装置へ送信し
、
　前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第１プロファイルを受信して、当該
第１プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、前記認証情報を含む接続リクエストを前記サー
バ装置へ送信し、
　前記サーバ装置は、前記端末装置から送信された接続リクエストに含まれている前記認
証情報を記憶している場合、前記端末装置と接続する
　通信システム。
【請求項４】
　第１通信網を使用するために端末装置毎に割り当てられた第１識別情報を含む第１プロ
ファイルを用いて当該第１通信網を使用し、第２通信網を使用するために端末装置毎に割
り当てられた第２識別情報を含む第２プロファイルを用いて当該第２通信網を使用し、書
き替え可能なＳＩＭに前記第１プロファイル又は前記第２プロファイルを記憶する端末装
置と、
　前記第１通信網と前記第２通信網に接続され、前記第１プロファイルと前記第２プロフ
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ァイルを対応付けて記憶した管理装置と、
　前記第２通信網に設けられ、前記第２識別情報を記憶した認証装置と、
　前記端末装置からの要求に応じて前記端末装置と接続するサーバ装置と、
　を有する通信システムにおける通信方法であって、
　前記端末装置は、前記第１通信網に在圏しているときに前記サーバ装置へ接続する場合
、前記第１識別情報を含み、プロファイルを要求する第１リクエストを、前記管理装置へ
送信し、
　前記管理装置は、前記第１リクエストを受信すると、受信した第１リクエストに含まれ
ている前記第１識別情報を含む第１プロファイルに対応付けられている第２プロファイル
を前記端末装置へ送信し、
　前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第２プロファイルを受信して、当該
第２プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、前記第１プロファイルに含まれていた前記第１
識別情報と、記憶した第２プロファイルに含まれている前記第２識別情報を前記認証装置
へ送信し、
　前記認証装置は、前記端末装置から送信された前記第２識別情報を記憶している場合、
前記端末装置から当該第２識別情報と共に送信された前記第１識別情報を前記サーバ装置
へ送信し、
　前記サーバ装置は、前記認証装置から送信された前記第１識別情報を記憶し、
　前記端末装置は、前記ＳＩＭに記憶されている第２プロファイルに含まれている前記第
２識別情報を含み、プロファイルを要求する第２リクエストを前記管理装置へ送信し、
　前記管理装置は、前記第２リクエストを受信すると、受信した第２リクエストに含まれ
ている前記第２識別情報に対応付けられている第１プロファイルを前記端末装置へ送信し
、
　前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第１プロファイルを受信して、当該
第１プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、前記第１プロファイルに含まれている前記第１
識別情報を含み接続を要求する接続リクエストを前記サーバ装置へ送信し、
　前記サーバ装置は、前記端末装置から送信された接続リクエストに含まれている前記第
１識別情報を記憶している場合、前記端末装置と接続する
　通信方法。
【請求項５】
　第１通信網を使用するために端末装置毎に割り当てられた第１識別情報を含む第１プロ
ファイルを用いて当該第１通信網を使用し、第２通信網を使用するために端末装置毎に割
り当てられた第２識別情報を含む第２プロファイルを用いて当該第２通信網を使用し、書
き替え可能なＳＩＭに前記第１プロファイル又は前記第２プロファイルを記憶する端末装
置と、
　前記第１通信網と前記第２通信網に接続され、前記第１プロファイルと前記第２プロフ
ァイルを対応付けて記憶した管理装置と、
　前記第２通信網に設けられ、前記第２識別情報を記憶した認証装置と、
　前記端末装置からの要求に応じて前記端末装置と接続するサーバ装置と、
　を有する通信システムにおける通信方法であって、
　前記端末装置は、前記第１通信網に在圏しているときに前記サーバ装置へ接続する場合
、前記第１識別情報を含み、プロファイルを要求する第１リクエストを、前記管理装置へ
送信し、
　前記管理装置は、前記第１リクエストを受信すると、受信した第１リクエストに含まれ
ている前記第１識別情報を含む第１プロファイルに対応付けられている第２プロファイル
を前記端末装置へ送信し、
　前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第２プロファイルを受信して、当該
第２プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、前記第２プロファイルに含まれている前記第２
識別情報を前記認証装置へ送信し、
　前記認証装置は、前記端末装置から送信された前記第２識別情報を記憶している場合、
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当該第２識別情報を前記管理装置へ送信し、
　前記管理装置は、前記認証装置から送信された前記第２識別情報と、当該第２識別情報
を含む前記第２プロファイルに対応付けられている前記第１プロファイルに含まれている
前記第１識別情報を、前記サーバ装置への接続を許可する端末装置の識別情報として記憶
し、
　前記端末装置は、前記ＳＩＭに記憶されている第２プロファイルに含まれている前記第
２識別情報を含み、プロファイルを要求する第２リクエストを前記管理装置へ送信し、
　前記管理装置は、前記第２リクエストを受信すると、受信した前記第２リクエストに含
まれている前記第２識別情報を前記サーバ装置への接続を許可する端末装置の識別情報と
して記憶している場合、当該第２識別情報を含む前記第２プロファイルに対応付けて記憶
している前記第１プロファイルに含まれている前記第１識別情報を前記サーバ装置へ送信
し、当該第１プロファイルを前記端末装置へ送信し、
　前記サーバ装置は、前記管理装置から送信された前記第１識別情報を記憶し、
　前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第１プロファイルを受信して、当該
第１プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、前記第１プロファイルに含まれている前記第１
識別情報を含む接続リクエストを前記サーバ装置へ送信し、
　前記サーバ装置は、前記端末装置から送信された接続リクエストに含まれている前記第
１識別情報を記憶している場合、前記端末装置と接続する
　通信方法。
【請求項６】
　第１通信網を使用するために端末装置毎に割り当てられた第１識別情報を含む第１プロ
ファイルを用いて当該第１通信網を使用し、第２通信網を使用するために端末装置毎に割
り当てられた第２識別情報を含む第２プロファイルを用いて当該第２通信網を使用し、書
き替え可能なＳＩＭに前記第１プロファイル又は前記第２プロファイルを記憶する端末装
置と、
　前記第１通信網と前記第２通信網に接続され、前記第１プロファイルと前記第２プロフ
ァイルを対応付けて記憶した管理装置と、
　前記第２通信網に設けられ、前記第２識別情報を記憶した認証装置と、
　前記端末装置からの要求に応じて前記端末装置と接続するサーバ装置と、
　を有する通信システムにおける通信方法であって、
　前記端末装置は、前記第１通信網に在圏しているときに前記サーバ装置へ接続する場合
、前記第１識別情報を含み、プロファイルを要求する第１リクエストを、前記管理装置へ
送信し、
　前記管理装置は、前記第１リクエストを受信すると、受信した第１リクエストに含まれ
ている前記第１識別情報を含む第１プロファイルに対応付けられている第２プロファイル
を前記端末装置へ送信し、
　前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第２プロファイルを受信して、当該
第２プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、記憶した第２プロファイルに含まれている前記
第２識別情報を前記認証装置へ送信し、
　前記認証装置は、前記端末装置から送信された前記第２識別情報を記憶している場合、
前記サーバ装置へ接続するための認証情報を前記サーバ装置および前記端末装置へ送信し
、
　前記サーバ装置は、前記認証装置から送信された前記認証情報を記憶し、
　前記端末装置は、前記認証装置から送信された前記認証情報を受信すると、前記ＳＩＭ
に記憶されている第２プロファイルに含まれている前記第２識別情報を含み、プロファイ
ルを要求する第２リクエストを前記管理装置へ送信し、
　前記管理装置は、前記第２リクエストを受信すると、受信した第２リクエストに含まれ
ている前記第２識別情報に対応付けられている第１プロファイルを前記端末装置へ送信し
、
　前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第１プロファイルを受信して、当該
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第１プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、前記認証情報を含む接続リクエストを前記サー
バ装置へ送信し、
　前記サーバ装置は、前記端末装置から送信された接続リクエストに含まれている前記認
証情報を記憶している場合、前記端末装置と接続する
　通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システムおよび通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＳＩＭ（Universal Subscriber Identity Module）の内容を書き換えることにより接
続する移動体通信網を変更してコンテンツを取得する発明として、例えば特許文献１に開
示された通信システムがある。この通信システムにおいては、無線端末装置は、第１の通
信事業者の基地局に接続するための情報をＵＳＩＭが保持している場合、第１の通信事業
者の基地局を介して情報処理装置から第１のコンテンツを取得して表示する。次に、無線
端末装置において第１のコンテンツに対応する第２のコンテンツを取得するため、第１の
コンテンツ内に表示された接続先を選択する操作がユーザーにより行われると、第２の通
信事業者の基地局に接続するための認証要求が無線端末装置から情報処理装置へ送信され
、認証処理が行われる。
【０００３】
　この認証処理により認証がされると、ＵＳＩＭの情報は、第２の通信事業者の基地局に
接続するための情報に書き換えられ、無線端末装置は、第２の通信事業者の基地局を介し
て情報処理装置と通信可能となる。次に無線端末装置が接続要求を送信し、送信された接
続要求を情報処理装置が受信すると、情報処理装置は、第２の通信事業者の基地局を介し
て第２のコンテンツを無線端末装置へ送信する。そして、第２のコンテンツのダウンロー
ドが終了すると、情報処理装置から無線端末装置へ第１の通信事業者の基地局に接続する
ための情報が送信されてＵＳＩＭの情報が書き換えられ、無線端末装置は、第１の通信事
業者の基地局に接続可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１６５１５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、端末装置とサーバ装置とが通信を行うシステムにおいては、端末装置が自動
的に測定を行い、測定結果を自動的にサーバへアップロードするシステムがある。このよ
うなシステムにおいては、端末装置は、決まった通信しか行わないため、ユーザーにより
操作されるユーザーインターフェースを持たない場合が多い。この端末装置の場合、例え
ば、端末装置が通信可能な通信網の圏内から他の通信網の圏内に移動すると、サーバ装置
と通信を行うためには、ＳＩＭの情報を書き換え、接続する通信網を変更する必要がある
。しかしながら、ユーザーにより操作されるユーザーインターフェースを持たない場合、
ＳＩＭの情報を書き換えることが難しく、端末装置を容易にサーバ装置へ接続することが
困難となる。
【０００６】
　本発明は、上述した背景の下になされたものであり、使用する通信網を変更する操作が
ユーザーにより行われなくても、端末装置が通信網を変更してサーバ装置と接続できるよ
うにする技術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】
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【０００７】
　本発明は、第１通信網を使用するために端末装置毎に割り当てられた第１識別情報を含
む第１プロファイルを用いて当該第１通信網を使用し、第２通信網を使用するために端末
装置毎に割り当てられた第２識別情報を含む第２プロファイルを用いて当該第２通信網を
使用し、書き替え可能なＳＩＭに前記第１プロファイル又は前記第２プロファイルを記憶
する端末装置と、前記第１通信網と前記第２通信網に接続され、前記第１プロファイルと
前記第２プロファイルを対応付けて記憶した管理装置と、前記第２通信網に設けられ、前
記第２識別情報を記憶した認証装置と、前記端末装置からの要求に応じて前記端末装置と
接続するサーバ装置と、を有し、前記端末装置は、前記第１通信網に在圏しているときに
前記サーバ装置へ接続する場合、前記第１識別情報を含み、プロファイルを要求する第１
リクエストを、前記管理装置へ送信し、前記管理装置は、前記第１リクエストを受信する
と、受信した第１リクエストに含まれている前記第１識別情報を含む第１プロファイルに
対応付けられている第２プロファイルを前記端末装置へ送信し、前記端末装置は、前記管
理装置から送信された前記第２プロファイルを受信して、当該第２プロファイルを前記Ｓ
ＩＭに記憶し、前記第１プロファイルに含まれていた前記第１識別情報と、記憶した第２
プロファイルに含まれている前記第２識別情報を前記認証装置へ送信し、前記認証装置は
、前記端末装置から送信された前記第２識別情報を記憶している場合、前記端末装置から
当該第２識別情報と共に送信された前記第１識別情報を前記サーバ装置へ送信し、前記サ
ーバ装置は、前記認証装置から送信された前記第１識別情報を記憶し、前記端末装置は、
前記ＳＩＭに記憶されている第２プロファイルに含まれている前記第２識別情報を含み、
プロファイルを要求する第２リクエストを前記管理装置へ送信し、前記管理装置は、前記
第２リクエストを受信すると、受信した第２リクエストに含まれている前記第２識別情報
に対応付けられている第１プロファイルを前記端末装置へ送信し、前記端末装置は、前記
管理装置から送信された前記第１プロファイルを受信して、当該第１プロファイルを前記
ＳＩＭに記憶し、前記第１プロファイルに含まれている前記第１識別情報を含み接続を要
求する接続リクエストを前記サーバ装置へ送信し、前記サーバ装置は、前記端末装置から
送信された接続リクエストに含まれている前記第１識別情報を記憶している場合、前記端
末装置と接続する通信システムを提供する。
【０００８】
　また、本発明は、第１通信網を使用するために端末装置毎に割り当てられた第１識別情
報を含む第１プロファイルを用いて当該第１通信網を使用し、第２通信網を使用するため
に端末装置毎に割り当てられた第２識別情報を含む第２プロファイルを用いて当該第２通
信網を使用し、書き替え可能なＳＩＭに前記第１プロファイル又は前記第２プロファイル
を記憶する端末装置と、前記第１通信網と前記第２通信網に接続され、前記第１プロファ
イルと前記第２プロファイルを対応付けて記憶した管理装置と、前記第２通信網に設けら
れ、前記第２識別情報を記憶した認証装置と、前記端末装置からの要求に応じて前記端末
装置と接続するサーバ装置と、を有し、前記端末装置は、前記第１通信網に在圏している
ときに前記サーバ装置へ接続する場合、前記第１識別情報を含み、プロファイルを要求す
る第１リクエストを、前記管理装置へ送信し、前記管理装置は、前記第１リクエストを受
信すると、受信した第１リクエストに含まれている前記第１識別情報を含む第１プロファ
イルに対応付けられている第２プロファイルを前記端末装置へ送信し、前記端末装置は、
前記管理装置から送信された前記第２プロファイルを受信して、当該第２プロファイルを
前記ＳＩＭに記憶し、前記第２プロファイルに含まれている前記第２識別情報を前記認証
装置へ送信し、前記認証装置は、前記端末装置から送信された前記第２識別情報を記憶し
ている場合、当該第２識別情報を前記管理装置へ送信し、前記管理装置は、前記認証装置
から送信された前記第２識別情報と、当該第２識別情報を含む前記第２プロファイルに対
応付けられている前記第１プロファイルに含まれている前記第１識別情報を、前記サーバ
装置への接続を許可する端末装置の識別情報として記憶し、前記端末装置は、前記ＳＩＭ
に記憶されている第２プロファイルに含まれている前記第２識別情報を含み、プロファイ
ルを要求する第２リクエストを前記管理装置へ送信し、前記管理装置は、前記第２リクエ
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ストを受信すると、受信した前記第２リクエストに含まれている前記第２識別情報を前記
サーバ装置への接続を許可する端末装置の識別情報として記憶している場合、当該第２識
別情報を含む前記第２プロファイルに対応付けて記憶している前記第１プロファイルに含
まれている前記第１識別情報を前記サーバ装置へ送信し、当該第１プロファイルを前記端
末装置へ送信し、前記サーバ装置は、前記管理装置から送信された前記第１識別情報を記
憶し、前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第１プロファイルを受信して、
当該第１プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、前記第１プロファイルに含まれている前記
第１識別情報を含む接続リクエストを前記サーバ装置へ送信し、前記サーバ装置は、前記
端末装置から送信された接続リクエストに含まれている前記第１識別情報を記憶している
場合、前記端末装置と接続する通信システムを提供する。
【００１０】
　また、本発明は、第１通信網を使用するために端末装置毎に割り当てられた第１識別情
報を含む第１プロファイルを用いて当該第１通信網を使用し、第２通信網を使用するため
に端末装置毎に割り当てられた第２識別情報を含む第２プロファイルを用いて当該第２通
信網を使用し、書き替え可能なＳＩＭに前記第１プロファイル又は前記第２プロファイル
を記憶する端末装置と、前記第１通信網と前記第２通信網に接続され、前記第１プロファ
イルと前記第２プロファイルを対応付けて記憶した管理装置と、前記第２通信網に設けら
れ、前記第２識別情報を記憶した認証装置と、前記端末装置からの要求に応じて前記端末
装置と接続するサーバ装置と、を有し、前記端末装置は、前記第１通信網に在圏している
ときに前記サーバ装置へ接続する場合、前記第１識別情報を含み、プロファイルを要求す
る第１リクエストを、前記管理装置へ送信し、前記管理装置は、前記第１リクエストを受
信すると、受信した第１リクエストに含まれている前記第１識別情報を含む第１プロファ
イルに対応付けられている第２プロファイルを前記端末装置へ送信し、前記端末装置は、
前記管理装置から送信された前記第２プロファイルを受信して、当該第２プロファイルを
前記ＳＩＭに記憶し、記憶した第２プロファイルに含まれている前記第２識別情報を前記
認証装置へ送信し、前記認証装置は、前記端末装置から送信された前記第２識別情報を記
憶している場合、前記サーバ装置へ接続するための認証情報を前記サーバ装置および前記
端末装置へ送信し、前記サーバ装置は、前記認証装置から送信された前記認証情報を記憶
し、前記端末装置は、前記認証装置から送信された前記認証情報を受信すると、前記ＳＩ
Ｍに記憶されている第２プロファイルに含まれている前記第２識別情報を含み、プロファ
イルを要求する第２リクエストを前記管理装置へ送信し、前記管理装置は、前記第２リク
エストを受信すると、受信した第２リクエストに含まれている前記第２識別情報に対応付
けられている第１プロファイルを前記端末装置へ送信し、前記端末装置は、前記管理装置
から送信された前記第１プロファイルを受信して、当該第１プロファイルを前記ＳＩＭに
記憶し、前記認証情報を含む接続リクエストを前記サーバ装置へ送信し、前記サーバ装置
は、前記端末装置から送信された接続リクエストに含まれている前記認証情報を記憶して
いる場合、前記端末装置と接続する通信システムを提供する。
【００１２】
　また、本発明は、第１通信網を使用するために端末装置毎に割り当てられた第１識別情
報を含む第１プロファイルを用いて当該第１通信網を使用し、第２通信網を使用するため
に端末装置毎に割り当てられた第２識別情報を含む第２プロファイルを用いて当該第２通
信網を使用し、書き替え可能なＳＩＭに前記第１プロファイル又は前記第２プロファイル
を記憶する端末装置と、前記第１通信網と前記第２通信網に接続され、前記第１プロファ
イルと前記第２プロファイルを対応付けて記憶した管理装置と、前記第２通信網に設けら
れ、前記第２識別情報を記憶した認証装置と、前記端末装置からの要求に応じて前記端末
装置と接続するサーバ装置と、を有する通信システムにおける通信方法であって、前記端
末装置は、前記第１通信網に在圏しているときに前記サーバ装置へ接続する場合、前記第
１識別情報を含み、プロファイルを要求する第１リクエストを、前記管理装置へ送信し、
前記管理装置は、前記第１リクエストを受信すると、受信した第１リクエストに含まれて
いる前記第１識別情報を含む第１プロファイルに対応付けられている第２プロファイルを
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前記端末装置へ送信し、前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第２プロファ
イルを受信して、当該第２プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、前記第１プロファイルに
含まれていた前記第１識別情報と、記憶した第２プロファイルに含まれている前記第２識
別情報を前記認証装置へ送信し、前記認証装置は、前記端末装置から送信された前記第２
識別情報を記憶している場合、前記端末装置から当該第２識別情報と共に送信された前記
第１識別情報を前記サーバ装置へ送信し、前記サーバ装置は、前記認証装置から送信され
た前記第１識別情報を記憶し、前記端末装置は、前記ＳＩＭに記憶されている第２プロフ
ァイルに含まれている前記第２識別情報を含み、プロファイルを要求する第２リクエスト
を前記管理装置へ送信し、前記管理装置は、前記第２リクエストを受信すると、受信した
第２リクエストに含まれている前記第２識別情報に対応付けられている第１プロファイル
を前記端末装置へ送信し、前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第１プロフ
ァイルを受信して、当該第１プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、前記第１プロファイル
に含まれている前記第１識別情報を含み接続を要求する接続リクエストを前記サーバ装置
へ送信し、前記サーバ装置は、前記端末装置から送信された接続リクエストに含まれてい
る前記第１識別情報を記憶している場合、前記端末装置と接続する通信方法を提供する。
【００１３】
　また、本発明は、第１通信網を使用するために端末装置毎に割り当てられた第１識別情
報を含む第１プロファイルを用いて当該第１通信網を使用し、第２通信網を使用するため
に端末装置毎に割り当てられた第２識別情報を含む第２プロファイルを用いて当該第２通
信網を使用し、書き替え可能なＳＩＭに前記第１プロファイル又は前記第２プロファイル
を記憶する端末装置と、前記第１通信網と前記第２通信網に接続され、前記第１プロファ
イルと前記第２プロファイルを対応付けて記憶した管理装置と、前記第２通信網に設けら
れ、前記第２識別情報を記憶した認証装置と、前記端末装置からの要求に応じて前記端末
装置と接続するサーバ装置と、を有する通信システムにおける通信方法であって、前記端
末装置は、前記第１通信網に在圏しているときに前記サーバ装置へ接続する場合、前記第
１識別情報を含み、プロファイルを要求する第１リクエストを、前記管理装置へ送信し、
前記管理装置は、前記第１リクエストを受信すると、受信した第１リクエストに含まれて
いる前記第１識別情報を含む第１プロファイルに対応付けられている第２プロファイルを
前記端末装置へ送信し、前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第２プロファ
イルを受信して、当該第２プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、前記第２プロファイルに
含まれている前記第２識別情報を前記認証装置へ送信し、前記認証装置は、前記端末装置
から送信された前記第２識別情報を記憶している場合、当該第２識別情報を前記管理装置
へ送信し、前記管理装置は、前記認証装置から送信された前記第２識別情報と、当該第２
識別情報を含む前記第２プロファイルに対応付けられている前記第１プロファイルに含ま
れている前記第１識別情報を、前記サーバ装置への接続を許可する端末装置の識別情報と
して記憶し、前記端末装置は、前記ＳＩＭに記憶されている第２プロファイルに含まれて
いる前記第２識別情報を含み、プロファイルを要求する第２リクエストを前記管理装置へ
送信し、前記管理装置は、前記第２リクエストを受信すると、受信した前記第２リクエス
トに含まれている前記第２識別情報を前記サーバ装置への接続を許可する端末装置の識別
情報として記憶している場合、当該第２識別情報を含む前記第２プロファイルに対応付け
て記憶している前記第１プロファイルに含まれている前記第１識別情報を前記サーバ装置
へ送信し、当該第１プロファイルを前記端末装置へ送信し、前記サーバ装置は、前記管理
装置から送信された前記第１識別情報を記憶し、前記端末装置は、前記管理装置から送信
された前記第１プロファイルを受信して、当該第１プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、
前記第１プロファイルに含まれている前記第１識別情報を含む接続リクエストを前記サー
バ装置へ送信し、前記サーバ装置は、前記端末装置から送信された接続リクエストに含ま
れている前記第１識別情報を記憶している場合、前記端末装置と接続する通信方法を提供
する。
【００１４】
　また、本発明は、第１通信網を使用するために端末装置毎に割り当てられた第１識別情
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報を含む第１プロファイルを用いて当該第１通信網を使用し、第２通信網を使用するため
に端末装置毎に割り当てられた第２識別情報を含む第２プロファイルを用いて当該第２通
信網を使用し、書き替え可能なＳＩＭに前記第１プロファイル又は前記第２プロファイル
を記憶する端末装置と、前記第１通信網と前記第２通信網に接続され、前記第１プロファ
イルと前記第２プロファイルを対応付けて記憶した管理装置と、前記第２通信網に設けら
れ、前記第２識別情報を記憶した認証装置と、前記端末装置からの要求に応じて前記端末
装置と接続するサーバ装置と、を有する通信システムにおける通信方法であって、前記端
末装置は、前記第１通信網に在圏しているときに前記サーバ装置へ接続する場合、前記第
１識別情報を含み、プロファイルを要求する第１リクエストを、前記管理装置へ送信し、
前記管理装置は、前記第１リクエストを受信すると、受信した第１リクエストに含まれて
いる前記第１識別情報を含む第１プロファイルに対応付けられている第２プロファイルを
前記端末装置へ送信し、前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第２プロファ
イルを受信して、当該第２プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、記憶した第２プロファイ
ルに含まれている前記第２識別情報を前記認証装置へ送信し、前記認証装置は、前記端末
装置から送信された前記第２識別情報を記憶している場合、前記サーバ装置へ接続するた
めの認証情報を前記サーバ装置および前記端末装置へ送信し、前記サーバ装置は、前記認
証装置から送信された前記認証情報を記憶し、前記端末装置は、前記認証装置から送信さ
れた前記認証情報を受信すると、前記ＳＩＭに記憶されている第２プロファイルに含まれ
ている前記第２識別情報を含み、プロファイルを要求する第２リクエストを前記管理装置
へ送信し、前記管理装置は、前記第２リクエストを受信すると、受信した第２リクエスト
に含まれている前記第２識別情報に対応付けられている第１プロファイルを前記端末装置
へ送信し、前記端末装置は、前記管理装置から送信された前記第１プロファイルを受信し
て、当該第１プロファイルを前記ＳＩＭに記憶し、前記認証情報を含む接続リクエストを
前記サーバ装置へ送信し、前記サーバ装置は、前記端末装置から送信された接続リクエス
トに含まれている前記認証情報を記憶している場合、前記端末装置と接続する通信方法を
提供する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、使用する通信網を変更する操作がユーザーにより行われなくても、端
末装置は、通信網を変更してサーバ装置と接続することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る通信システム１の全体構成を示した図。
【図２】端末装置１０のハードウェア構成を示したブロック図。
【図３】端末装置１０の機能ブロック図。
【図４】認証装置３０のハードウェア構成を示したブロック図。
【図５】認証テーブルＴＢ１の一例を示した図。
【図６】認証装置３０の機能ブロック図。
【図７】管理装置５０のハードウェア構成を示したブロック図。
【図８】管理装置５０の機能ブロック図。
【図９】サーバ装置４０のハードウェア構成を示したブロック図。
【図１０】サーバ装置４０の機能ブロック図。
【図１１】第１実施形態の動作を説明するためのシーケンス図。
【図１２】第２実施形態に係る管理装置５０の機能ブロック図。
【図１３】第２実施形態の動作を説明するためのシーケンス図。
【図１４】第３実施形態に係る通信システム１Ａの全体構成を示した図。
【図１５】端末装置１０Ａのハードウェア構成を示したブロック図。
【図１６】端末装置１０Ａの機能ブロック図。
【図１７】第３実施形態に係る認証装置３０の機能ブロック図。
【図１８】第３実施形態の動作を説明するためのシーケンス図。



(11) JP 6355479 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】
【００１７】
［第１実施形態］
（全体構成）
　図１は、本発明の第１実施形態に係る通信システム１を構成する装置を示した図である
。第１通信網２０Ａと第２通信網２０Ｂは、音声通信やデータ通信などの通信サービスを
提供する移動体通信網である。本実施形態においては、第２通信網２０Ｂは、第１通信網
２０Ａがある国とは異なる国にある通信網である。なお、第１通信網２０Ａと第２通信網
２０Ｂには、インターネットや固定電話網なども接続される。
【００１８】
　第１実施形態に係る端末装置１０は、無線通信により第１通信網２０Ａまたは第２通信
網２０Ｂに接続してデータ通信を行うコンピュータ装置である。端末装置１０は、ｅＳＩ
Ｍ（embedded Subscriber Identity Module）を有しており、ｅＳＩＭに書き込まれてい
る情報（プロファイル）に応じて、第１通信網２０Ａまたは第２通信網２０Ｂに接続し、
データ通信を行う。
【００１９】
　サーバ装置４０は、端末装置１０へ各種サービスを提供するサーバ装置である。サーバ
装置４０は、専用線で第１通信網２０Ａおよび第２通信網２０Ｂに接続されている。第１
実施形態のサーバ装置４０は、端末装置１０から送信される各種データを記憶するサービ
スを提供する。なお、サーバ装置４０が提供するサービスは、各種データを記憶するサー
ビスに限定されるものではなく、他のサービスであってもよい。
【００２０】
　管理装置５０は、端末装置１０のｅＳＩＭに書き込まれるプロファイルを管理する管理
装置である。管理装置５０は、第１通信網２０Ａおよび第２通信網２０Ｂに接続されてい
る。管理装置５０は、第１通信網２０Ａまたは第２通信網２０Ｂを介して端末装置１０と
通信を行い、端末装置１０へプロファイルを提供する。
【００２１】
　認証装置３０は、端末装置１０からサーバ装置４０への接続を許可する装置である。認
証装置３０は、第２通信網２０Ｂに設けられている。認証装置３０は、端末装置１０から
送信される情報を用いて端末装置１０からサーバ装置４０への接続を許可する。
【００２２】
（端末装置１０の構成）
　図２は、端末装置１０のハードウェア構成の一例を示した図である。制御部１０１は、
ＣＰＵ（Central Processing Unit）やＲＡＭ（Random Access Memory）、不揮発性メモ
リを備えており、ＣＰＵが不揮発性メモリに記憶されているプログラムを実行すると、第
１通信網２０Ａまたは第２通信網２０Ｂを介してデータ通信を行う機能が実現する。
【００２３】
　表示部１０３は、各種メッセージを表示するディスプレイ装置を備えている。操作部１
０４は、端末装置１０の電源をオン／オフするための電源ボタンを備えている。通信部１
０５は、第１通信網２０Ａまたは第２通信網２０Ｂを介してデータ通信を行う通信インタ
ーフェースとして機能する。測位部１１０は、衛星航法システムを利用して端末装置１０
の位置を測位する機能を有する。測位部１１０は、衛星航法システムが有する人工衛星か
らの電波を取得し、取得した電波に基づいて端末装置１０の位置を示す位置情報を生成す
る。
【００２４】
　ｅＳＩＭ１１１は、書き換えが可能なＳＩＭであり、管理装置５０から送られるプロフ
ァイルを記憶する。プロファイルは、通信網の提供する通信サービスを端末装置１０が受
けるために必要となるＩＭＳＩ（International Mobile Subscriber Identity）を含む。
【００２５】
　記憶部１０２は、不揮発性メモリであり、各種アプリケーションプログラムやデータを
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記憶する。本実施形態においては、記憶部１０２は、サーバ装置４０と通信を行う機能を
実現するアプリケーションプログラム（以下、アプリＡと称する）を記憶している。制御
部１０１のＣＰＵが、記憶部１０２に記憶されているアプリＡを実行すると、サーバ装置
４０と通信を行い、測位部１１０が生成した位置情報をサーバ装置４０へアップロードす
る機能が実現する。
【００２６】
（端末装置１０の機能構成）
　図３は、アプリＡを実行することにより実現する機能のうち、本発明に係る機能の構成
を示したブロック図である。取得部１５１は、通信部１０５を制御し、ｅＳＩＭ１１１に
書き込むプロファイルを取得する。要求部１５２は、サーバ装置４０との接続の許可を要
求するリクエストを、通信部１０５を制御して送信する。
【００２７】
（認証装置３０の構成）
　図４は、認証装置３０のハードウェア構成の一例を示したブロック図である。通信部３
０５は、データ通信を行うための通信インターフェースである。通信部３０５は、第２通
信網２０Ｂが備える交換機に接続されている。記憶部３０２は、データを永続的に記憶す
る装置（例えばハードディスク装置）を有しており、認証テーブルＴＢ１を記憶している
。
【００２８】
　認証テーブルＴＢ１は、サーバ装置４０の提供するサービスを利用するユーザーに対し
、第２通信網２０Ｂを運用する通信事業者が付与したＩＭＳＩを格納するテーブルである
。図５は、認証テーブルＴＢ１の一例を示した図である。認証テーブルＴＢ１は、「ＩＭ
ＳＩ」フィールドを有している。本実施形態においては、「ＩＭＳＩ」フィールドには、
第２通信網２０Ｂを運用する通信事業者が端末装置１０のユーザーに付与したＩＭＳＩ（
以下、ＩＭＳＩ（Ｂ）とする）が格納される。
【００２９】
　また、記憶部３０２は、他の装置と通信を行う機能や、端末装置１０からサーバ装置４
０への接続を許可する機能を実現するプログラムを記憶している。制御部３０１は、ＣＰ
ＵやＲＡＭを有しており、記憶部３０２や通信部３０５を制御する。制御部３０１のＣＰ
Ｕが記憶部３０２に記憶されているプログラムを実行すると、上述した機能が実現する。
【００３０】
（認証装置３０の機能構成）
　図６は、認証装置３０において実現する機能のうち、本発明に係る機能の構成を示した
ブロック図である。認証部３５２は、端末装置１０から送信されたＩＭＳＩと認証テーブ
ルＴＢ１に格納されているＩＭＳＩに基づいて認証処理を行い、端末装置１０とサーバ装
置４０との接続を許可する。通知部３５１は、認証部３５２が端末装置１０とサーバ装置
４０との接続を許可した場合、端末装置１０とサーバ装置４０との接続を許可したことを
他の装置へ通知する。
【００３１】
（管理装置５０の構成）
　図７は、管理装置５０のハードウェア構成の一例を示したブロック図である。通信部５
０５は、データ通信を行うための通信インターフェースである。通信部５０５は、第１通
信網２０Ａおよび第２通信網２０Ｂに接続されている。
【００３２】
　記憶部５０２は、データを永続的に記憶する装置（例えばハードディスク装置）を有し
ており、ｅＳＩＭ１１１へ書き込まれるプロファイルを格納したプロファイルテーブルＴ
Ｂ２を記憶している。
　プロファイルテーブルＴＢ２は、サーバ装置４０の提供するサービスに対して利用契約
を結んだユーザー毎に記憶される。例えば、第１通信網２０Ａの利用契約と第２通信網２
０Ｂの利用契約を結んだ端末装置１０のユーザーが、サーバ装置４０の提供するサービス
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に対して利用契約を結んだ場合、プロファイルテーブルＴＢ２には、端末装置１０が第１
通信網２０Ａを使用する際に用いるプロファイルと、端末装置１０が第２通信網２０Ｂを
使用する際に用いるプロファイルとが格納される。
【００３３】
　また、記憶部５０２は、他の装置と通信を行う機能や、端末装置１０へプロファイルを
提供する機能を実現するプログラムを記憶している。制御部５０１は、ＣＰＵやＲＡＭを
有しており、記憶部５０２や通信部５０５を制御する。制御部５０１のＣＰＵが記憶部５
０２に記憶されているプログラムを実行すると、上述した機能が実現する。
【００３４】
（管理装置５０の機能構成）
　図８は、管理装置５０において実現する機能のうち、本発明に係る機能の構成を示した
ブロック図である。提供部５５１は、通信部５０５が受信した端末装置１０からのリクエ
ストに応じて、プロファイルテーブルＴＢ２に格納されているプロファイルを取得する。
提供部５５１は、取得したプロファイルを、通信部５０５を制御して端末装置１０へ送信
する。
【００３５】
（サーバ装置４０の構成）
　図９は、サーバ装置４０のハードウェア構成の一例を示したブロック図である。通信部
４０５は、データ通信を行うための通信インターフェースである。通信部４０５は、専用
線で第１通信網２０Ａおよび第２通信網２０Ｂに接続されている。
　記憶部４０２は、データを永続的に記憶する装置（例えばハードディスク装置）を有し
ており、端末装置１０から送信されたデータを記憶する。また、記憶部４０２は、サーバ
装置４０への接続を認証装置３０により許可されたユーザーのＩＭＳＩを記憶する。
【００３６】
　また、記憶部４０２は、他の装置と通信を行う機能や、端末装置１０から送信された位
置情報を記憶部４０２に記憶する機能を実現するプログラムを記憶している。制御部４０
１は、ＣＰＵやＲＡＭを有しており、記憶部４０２や通信部４０５を制御する。制御部４
０１のＣＰＵが記憶部４０２に記憶されているプログラムを実行すると、上述した機能が
実現する。
【００３７】
（サーバ装置４０の機能構成）
　図１０は、サーバ装置４０において実現する機能のうち、本発明に係る機能の構成を示
したブロック図である。接続部４５２は、通信部４０５が端末装置１０から送信されたリ
クエストを受信すると、受信したリクエストに基づいて端末装置１０との接続を確立する
。記憶制御部４５１は、サーバ装置４０との接続を許可されたユーザーのＩＭＳＩを通信
部４０５が受信すると、受信したＩＭＳＩを記憶部５０２に記憶させる。
【００３８】
（第１実施形態の動作例）
　次に第１実施形態の動作例について説明する。なお、以下の説明においては、動作の開
始時点においては、端末装置１０は、第１通信網２０Ａの通信エリア内に在圏し、ｅＳＩ
Ｍ１１１には第１通信網２０Ａを使用するためのプロファイル（第１通信網２０Ａを運用
する通信事業者がユーザーに付与したＩＭＳＩ（Ａ）を含む）が記憶されており、サーバ
装置４０には、端末装置１０のユーザーのＩＭＳＩが記憶されていない場合を想定して動
作例の説明を行う。
【００３９】
　まず、ユーザーが端末装置１０の電源を入れると、測位部１１０が端末装置１０の位置
の測位を開始する。制御部１０１は、測位部１１０が生成した位置情報を所定の周期で取
得し、取得したデータを記憶部１０２に記憶させる。また、制御部１０１は、所定の時刻
になると、記憶部１０２に記憶されたデータをサーバ装置４０へアップロードする処理を
開始する。
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【００４０】
　具体的には、まず制御部１０１は、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているプロファイルに含
まれているＩＭＳＩ（Ａ）を取得する。制御部１０１は、取得したＩＭＳＩ（Ａ）を含み
、接続の許可を要求するリクエストを、通信部１０５を制御してサーバ装置４０へ送信す
る（ステップＳ１）。
【００４１】
　ステップＳ１で送信されたリクエストは、第１通信網２０Ａを介してサーバ装置４０へ
送られる。ステップＳ１で送信されたリクエストを通信部４０５が受信すると、制御部４
０１は、接続の許可を判断する（ステップＳ２）。具体的には、制御部４０１は、受信し
たリクエストに含まれているＩＭＳＩ（Ａ）を取得し、取得したＩＭＳＩ（Ａ）が記憶部
４０２に記憶されているか判断する。本動作例においては、ここではＩＭＳＩ（Ａ）が記
憶部４０２に記憶されていないため、制御部４０１は、接続を不許可とする。制御部４０
１は、接続を不許可と判断すると、通信部４０５を制御し、接続を不許可としたことを通
知するメッセージを端末装置１０へ送信する（ステップＳ３）。
【００４２】
　ステップＳ３で送信されたメッセージを通信部１０５が受信すると、制御部１０１は、
ｅＳＩＭ１１１のプロファイルにあるＩＭＳＩ（Ａ）を含み、プロファイルを要求するリ
クエストを、管理装置５０へ送信する（ステップＳ４）。ステップＳ４で送信されたリク
エストは、第１通信網２０Ａを介して管理装置５０へ送られる。ステップＳ４で送信され
たリクエストを通信部５０５が受信すると、制御部５０１は、リクエストに含まれている
ＩＭＳＩ（Ａ）を取得する。
【００４３】
　次に制御部５０１は、取得したＩＭＳＩ（Ａ）が格納されているプロファイルテーブル
ＴＢ２を検索する（ステップＳ５）。制御部５０１は、取得したＩＭＳＩ（Ａ）が格納さ
れているプロファイルテーブルＴＢ２がヒットすると、ＩＭＳＩ（Ａ）とは異なるＭＮＣ
（Mobile Network Code）を有するＩＭＳＩを含むプロファイル（本動作例では、ＩＭＳ
Ｉ（Ｂ）を含むプロファイル）をプロファイルテーブルＴＢ２から取得し、取得したプロ
ファイルを、通信部５０５を制御して端末装置１０へ送信する（ステップＳ６）。
【００４４】
　ステップＳ６で送信されたプロファイルを通信部１０５が受信すると、制御部１０１は
、まず、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているプロファイルに含まれているＩＭＳＩ（Ａ）を
記憶部１０２に書き込む（ステップＳ７）。次に制御部１０１は、ｅＳＩＭ１１１に記憶
されているプロファイルを、受信したプロファイルに書き換える（ステップＳ８）。制御
部１０１は、プロファイルの書き換えが終了すると、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているプ
ロファイルに含まれているＩＭＳＩ（Ｂ）と、記憶部１０２に書き込まれたＩＭＳＩ（Ａ
）とを含み、サーバ装置４０への接続の許可を要求するリクエストを、通信部１０５を制
御して認証装置３０へ送信する（ステップＳ９）。
【００４５】
　ステップＳ９で送信されたリクエストを通信部３０５が受信すると、制御部３０１は、
受信したリクエストに含まれているＩＭＳＩを認証テーブルＴＢ１において検索する（ス
テップＳ１０）。本動作例においては、上述したようにＩＭＳＩ（Ｂ）が認証テーブルＴ
Ｂ１に記憶されているため、リクエストに含まれているＩＭＳＩのうち、ＩＭＳＩ（Ｂ）
が検索によりヒットする。制御部３０１は、リクエストに含まれているＩＭＳＩが検索で
ヒットした場合、受信したリクエストから、検索でヒットしたＩＭＳＩ（ここではＩＭＳ
Ｉ（Ｂ））とは異なるＩＭＳＩ（ここではＩＭＳＩ（Ａ））を抽出する（ステップＳ１１
）。次に制御部３０１は、抽出したＩＭＳＩ（Ａ）を含むリクエストを許可するように指
示するメッセージを、サーバ装置４０へ送信する（ステップＳ１２）。
【００４６】
　ステップＳ１２で送信されたメッセージを通信部４０５が受信すると、制御部４０１は
、メッセージに含まれているＩＭＳＩ（Ａ）を記憶部４０２に書き込む（ステップＳ１３
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）。制御部４０１は、ＩＭＳＩ（Ａ）の記憶部４０２への書き込みが終了すると、受信し
たメッセージの指示を了承したことを通知するメッセージを、通信部４０５を制御して認
証装置３０へ送信する（ステップＳ１４）。
【００４７】
　ステップＳ１４で送信されたメッセージを通信部３０５が受信すると、制御部３０１は
、サーバ装置４０への接続を許可したことを通知するメッセージを、通信部３０５を制御
して端末装置１０へ送信する（ステップＳ１５）。
　ステップＳ１５で送信されたメッセージを通信部１０５が受信すると、制御部１０１は
、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているプロファイルに含まれているＩＭＳＩ（Ｂ）を含み、
プロファイルを要求するリクエストを、通信部１０５を制御して管理装置５０へ送信する
（ステップＳ１６）。
【００４８】
　ステップＳ１６で送信されたリクエストは、第１通信網２０Ａを介して管理装置５０へ
送られる。このリクエストを通信部５０５が受信すると、制御部５０１は、リクエストに
含まれているＩＭＳＩ（Ｂ）を取得する。
【００４９】
　次に制御部５０１は、取得したＩＭＳＩ（Ｂ）が格納されているプロファイルテーブル
ＴＢ２を検索する（ステップＳ１７）。制御部５０１は、取得したＩＭＳＩ（Ｂ）が格納
されているプロファイルテーブルＴＢ２がヒットすると、ＩＭＳＩ（Ｂ）とは異なるＭＮ
Ｃを有するＩＭＳＩを含むプロファイル（本動作例では、ＩＭＳＩ（Ａ）を含むプロファ
イル）をプロファイルテーブルＴＢ２から取得し、取得したプロファイルを、通信部５０
５を制御して端末装置１０へ送信する（ステップＳ１８）。
【００５０】
　ステップＳ１８で送信されたプロファイルを通信部１０５が受信すると、制御部１０１
は、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているプロファイルを、受信したプロファイルに書き換え
る（ステップＳ１９）。次に制御部１０１は、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているプロファ
イルに含まれているＩＭＳＩ（Ａ）を取得し、取得したＩＭＳＩ（Ａ）を含み、接続の許
可を要求するリクエストを、通信部１０５を制御してサーバ装置４０へ送信する（ステッ
プＳ２０）。
【００５１】
　ステップＳ２０で送信されたリクエストは、第１通信網２０Ａを介してサーバ装置４０
へ送られる。ステップＳ２０で送信されたリクエストを通信部４０５が受信すると、接続
の許可を判断する（ステップＳ２１）。具体的には、制御部４０１は、リクエストに含ま
れているＩＭＳＩ（Ａ）を取得し、取得したＩＭＳＩ（Ａ）が記憶部４０２に記憶されて
いるか判断する。
　ここでは、ステップＳ１３でＩＭＳＩ（Ａ）が記憶部４０２に記憶されている。制御部
４０１は、取得したＩＭＳＩ（Ａ）が記憶部４０２に記憶されている場合、接続を許可す
る。制御部４０１は、接続を許可すると、通信部４０５を制御し、接続を許可することを
通知するメッセージを端末装置１０へ送信する（ステップＳ２２）。
【００５２】
　ステップＳ２２で送信されたメッセージを通信部１０５が受信すると、端末装置１０と
サーバ装置４０との接続が確立する。端末装置１０Ａとサーバ装置４０Ａとの接続が確立
すると、制御部１０１は、記憶部１０２に記憶されたデータを、通信部１０５を制御して
サーバ装置４０へ送信する。このデータを通信部４０５が受信すると、制御部４０１は、
受信したデータを記憶部４０２に記憶させる。
【００５３】
　端末装置１０のようにＩＤやパスワードを入力するためのユーザーインターフェースを
有していない装置に対しては、ＩＤやパスワードで接続を許可する方法では、サーバ装置
４０に対する接続の許可を得ることができない。しかしながら、本実施形態においては、
ＩＤやパスワードを入力するためのユーザーインターフェースを有していない端末装置１
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０であっても、認証装置３０、管理装置５０およびサーバ装置４０の協同により、端末装
置１０からサーバ装置４０への接続が許可され、端末装置１０とサーバ装置４０とが通信
を行うことができる。
【００５４】
［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。本発明の第２実施形態に係る通信シス
テムは、第１実施形態と同じ装置を含み、通信システムに含まれる装置のハードウェア構
成は第１実施形態と同じである。本実施形態においては、各装置が行う処理が第１実施形
態と異なる。このため、第１実施形態と同じ構成については説明を省略し、以下では第１
実施形態との相違点について説明する。
【００５５】
　図１２は、第２実施形態に係る管理装置５０において実現する機能のうち、本発明に係
る機能の構成を示したブロック図である。通知部５５２は、サーバ装置４０との接続が許
可されたユーザーのＩＭＳＩを取得し、取得したＩＭＳＩをサーバ装置４０へ通知する。
【００５６】
（第２実施形態の動作例）
　次に第２実施形態の動作例について、図１３を用いて説明する。なお、以下の説明にお
いては、動作の開始時点においては、端末装置１０は、第１通信網２０Ａの通信エリア内
に在圏し、ｅＳＩＭ１１１には第１通信網２０Ａを使用するためのプロファイルが記憶さ
れており、サーバ装置４０には、端末装置１０のユーザーのＩＭＳＩが記憶されていない
場合を想定して動作例の説明を行う。
【００５７】
　まず、ユーザーが端末装置１０の電源を入れると、測位部１１０が端末装置１０の位置
の測位を開始する。制御部１０１は、測位部１１０が生成した位置情報を所定の周期で取
得し、取得したデータを記憶部１０２に記憶させる。また、制御部１０１は、所定の時刻
になると、記憶部１０２に記憶されたデータをサーバ装置４０へアップロードする処理を
開始する。
　ここで、制御部１０１が接続の許可を要求するリクエストを送信するステップＳ３１か
ら、制御部５０１がＩＭＳＩ（Ｂ）を送信するステップＳ３６までの動作は、第１実施形
態のステップＳ１からステップＳ６までの動作と同じであるため、その説明を省略する。
【００５８】
　ステップＳ３６で送信されたプロファイルを通信部１０５が受信すると、制御部１０１
は、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているプロファイルを、受信したプロファイルに書き換え
る（ステップＳ３７）。制御部１０１は、プロファイルの書き換えが終了すると、ｅＳＩ
Ｍ１１１に記憶されているプロファイルに含まれているＩＭＳＩ（Ｂ）を含み、サーバ装
置４０への接続の許可を要求するリクエストを、通信部１０５を制御して認証装置３０へ
送信する（ステップＳ３８）。
【００５９】
　ステップＳ３８で送信されたリクエストを通信部３０５が受信すると、制御部３０１は
、受信したリクエストに含まれているＩＭＳＩを認証テーブルＴＢ１において検索する（
ステップＳ３９）。
　本動作例においては、ＩＭＳＩ（Ｂ）が認証テーブルＴＢ１に記憶されているため、リ
クエストに含まれているＩＭＳＩ（Ｂ）が検索によりヒットする。制御部３０１は、リク
エストに含まれているＩＭＳＩが検索でヒットした場合、検索でヒットしたＩＭＳＩ（こ
こではＩＭＳＩ（Ｂ））または当該ＩＭＳＩに関連付けられているＩＭＳＩを含むリクエ
ストを許可するように指示するメッセージを、管理装置５０へ送信する（ステップＳ４０
）。
【００６０】
　ステップＳ４０で送信されたメッセージを通信部５０５が受信すると、制御部５０１は
、メッセージに含まれているＩＭＳＩ（Ｂ）が格納されているプロファイルテーブルＴＢ
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２を検索する（ステップＳ４１）。制御部５０１は、ＩＭＳＩ（Ｂ）が格納されているプ
ロファイルテーブルＴＢ２がヒットすると、ヒットしたプロファイルテーブルＴＢ２に格
納されているＩＭＳＩ（Ａ）と、プロファイルテーブルＴＢ２においてＩＭＳＩ（Ａ）に
関連付けられているＩＭＳＩ（Ｂ）を、サーバ装置４０への接続を許可するユーザーのＩ
ＭＳＩとして記憶部５０２に書き込む（ステップＳ４２）。制御部５０１は、ＩＭＳＩ（
Ａ）およびＩＭＳＩ（Ｂ）の記憶部５０２への書き込みが終了すると、受信したメッセー
ジの指示を了承したことを通知するメッセージを、通信部５０５を制御して認証装置３０
へ送信する（ステップＳ４３）。
【００６１】
　ステップＳ４３で送信されたメッセージを通信部３０５が受信すると、制御部３０１は
、サーバ装置４０への接続を許可したことを通知するメッセージを、通信部３０５を制御
して端末装置１０へ送信する（ステップＳ４４）。ステップＳ４４で送信されたメッセー
ジを通信部１０５が受信すると、制御部１０１は、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているプロ
ファイルに含まれているＩＭＳＩ（Ｂ）を含み、プロファイルを要求するリクエストを、
管理装置５０へ送信する（ステップＳ４５）。
【００６２】
　ステップＳ４５で送信されたリクエストは、第１通信網２０Ａを介して管理装置５０へ
送られる。このリクエストを通信部５０５が受信すると、制御部５０１は、リクエストに
含まれているＩＭＳＩ（Ｂ）を取得する。
　制御部５０１は、取得したＩＭＳＩ（Ｂ）が、サーバ装置４０への接続を許可するユー
ザーのＩＭＳＩとして記憶部５０２に記憶されているか判断する（ステップＳ４６）。こ
こで、上述したように記憶部５０２においては、ステップＳ４２でＩＭＳＩ（Ａ）および
ＩＭＳＩ（Ｂ）が記憶されている。
　制御部５０１は、取得したＩＭＳＩ（Ｂ）が、サーバ装置４０への接続を許可するユー
ザーのＩＭＳＩとして記憶部５０２に記憶されている場合、取得したＩＭＳＩ（Ｂ）と共
に記憶されているＩＭＳＩ（Ａ）を含み、このＩＭＳＩ（Ａ）を含むリクエストを許可す
るように指示するメッセージを、サーバ装置４０へ送信する（ステップＳ４７）。
【００６３】
　ステップＳ４７で送信されたメッセージを通信部４０５が受信すると、制御部４０１は
、メッセージに含まれているＩＭＳＩ（Ａ）をサーバ装置４０への接続を許可するユーザ
ーのＩＭＳＩとして記憶部４０２に書き込む（ステップＳ４８）。
【００６４】
　次に制御部５０１は、取得したＩＭＳＩ（Ｂ）が格納されているプロファイルテーブル
ＴＢ２を検索する（ステップＳ４９）。制御部５０１は、ＩＭＳＩ（Ｂ）が格納されてい
るプロファイルテーブルＴＢ２がヒットすると、ＩＭＳＩ（Ｂ）とは異なるＭＮＣを有す
るＩＭＳＩを含むプロファイル（ここでは、ＩＭＳＩ（Ａ）を含むプロファイル）をプロ
ファイルテーブルＴＢ２から取得し、取得したプロファイルを、通信部５０５を制御して
端末装置１０へ送信する（ステップＳ５０）。
【００６５】
　ステップＳ５０で送信されたプロファイルを通信部１０５が受信すると、制御部１０１
は、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているプロファイルを、受信したプロファイルに書き換え
る（ステップＳ５１）。次に制御部１０１は、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているプロファ
イルに含まれているＩＭＳＩ（Ａ）を取得する。制御部１０１は、取得したＩＭＳＩ（Ａ
）を含み、接続の許可を要求するリクエストを、通信部１０５を制御してサーバ装置４０
へ送信する（ステップＳ５２）。
【００６６】
　ステップＳ５２で送信されたリクエストは、第１通信網２０Ａを介してサーバ装置４０
へ送られる。ステップＳ５２で送信されたリクエストを通信部４０５が受信すると、制御
部４０１は、リクエストに含まれているＩＭＳＩ（Ａ）を取得する。制御部４０１は、取
得したＩＭＳＩ（Ａ）が、サーバ装置４０への接続を許可するユーザーのＩＭＳＩとして
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記憶部４０２に記憶されているか判断する（ステップＳ５３）。
　ここでは、ＩＭＳＩ（Ａ）がステップＳ４８で記憶部４０２に記憶されている。制御部
４０１は、取得したＩＭＳＩ（Ａ）が記憶部４０２に記憶されている場合、接続を許可す
る。制御部４０１は、接続を許可すると、通信部４０５を制御し、接続を許可することを
通知するメッセージを端末装置１０へ送信する（ステップＳ５４）。
【００６７】
　ステップＳ５４で送信されたメッセージを通信部１０５が受信すると、端末装置１０と
サーバ装置４０との接続が確立する。端末装置１０Ａとサーバ装置４０Ａとの接続が確立
すると、制御部１０１は、記憶部１０２に記憶されたデータを、通信部１０５を制御して
サーバ装置４０へ送信する。このデータを通信部４０５が受信すると、制御部４０１は、
受信したデータを記憶部４０２に記憶させる。
【００６８】
　以上説明したように本実施形態でも、ＩＤやパスワードを入力するためのユーザーイン
ターフェースを有していない端末装置１０であっても、認証装置３０、管理装置５０およ
びサーバ装置４０の協同により、端末装置１０からサーバ装置４０への接続が許可され、
端末装置１０とサーバ装置４０とが通信を行うことができる。
【００６９】
　なお、第２実施形態においては、ステップＳ４７でＩＭＳＩ（Ａ）をサーバ装置４０へ
送信しているが、ステップＳ４２とステップＳ４４との間でＩＭＳＩ（Ａ）を管理装置５
０からサーバ装置４０へ送信し、サーバ装置４０は、ステップＳ４５の前に、管理装置５
０から送信されたＩＭＳＩ（Ａ）を記憶するようにしてもよい。
【００７０】
［第３実施形態］
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。
　図１４は、第３実施形態に係る通信システム１Ａを構成する装置を示した図である。
　通信システム１Ａを構成する第１通信網２０Ａ、第２通信網２０Ｂ、認証装置３０およ
び管理装置５０のハードウェア構成は、第１実施形態と同じ構成である。
　通信システム１Ａは、端末装置１０に替えて端末装置１０Ａを含み、サーバ装置４０に
替えてサーバ装置４０Ａを含む点が第１実施形態と異なる。端末装置１０Ａは、一部のハ
ードウェア構成と、実行する処理が端末装置１０と異なる。また、サーバ装置４０Ａのハ
ードウェア構成は、サーバ装置４０と同じであるが、実行する処理が異なる。また、サー
バ装置４０Ａは、端末装置１０に対して動画を配信するサービスを提供する点がサーバ装
置４０と異なる。また、本実施形態においては、認証装置３０および管理装置５０が行う
処理が第１実施形態と異なる。
　以下、第１実施形態と同じ構成については説明を省略し、以下では第１実施形態との相
違点について説明する。
【００７１】
　図１５は、端末装置１０Ａのハードウェア構成を示した図である。表示部１０３Ａは、
タッチパネルを備えており、ユーザーにより操作される操作部の一例である。タッチパネ
ルは、文字やグラフィック画面、端末装置１０Ａを操作するためのメニュー画面などを表
示する。また、記憶部１０２は、サーバ装置４０が配信する動画を視聴するアプリケーシ
ョンプログラム（以下、アプリＢとする）を記憶している。
【００７２】
　図１６は、第３実施形態に係る端末装置１０Ａにおいて実現する機能のうち、本発明に
係る機能の構成を示したブロック図である。認証トークン取得部１５３は、サーバ装置４
０Ａに接続する権限があることを示す情報であり、端末装置１０Ａがサーバ装置４０Ａへ
接続するための認証情報である認証トークンを認証装置３０から取得する。
【００７３】
　図１７は、第３実施形態に係る認証装置３０において実現する機能のうち、本発明に係
る機能の構成を示したブロック図である。認証トークン生成部３５３は、端末装置１０か
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らのリクエストに応じて認証トークンを生成する。生成された認証トークンは、サーバ装
置４０Ａと端末装置１０Ａへ送信される。
【００７４】
（第３実施形態の動作例）
　次に第３実施形態の動作例について、図１８を用いて説明する。なお、以下の説明にお
いては、動作の開始時点においては、端末装置１０Ａは、第１通信網２０Ａの通信エリア
内に在圏し、ｅＳＩＭ１１１には第２通信網２０Ｂを使用するためのプロファイル（第２
通信網２０Ｂを運用する通信事業者がユーザーに付与したＩＭＳＩ（Ｂ）を含む）が記憶
されており、サーバ装置４０Ａには、端末装置１０Ａに対する認証トークンが記憶されて
いない場合を想定して動作例の説明を行う。
【００７５】
　まず、ユーザーが端末装置１０Ａの電源を入れると、端末装置１０Ａは、第１通信網２
０Ａから送信されるＭＮＣを取得する。制御部１０１は、取得したＭＮＣと、ｅＳＩＭ１
１１に記憶されているプロファイルに含まれているＩＭＳＩ（Ｂ）のＭＮＣとを比較する
。ここで、取得したＭＮＣは第１通信網２０ＡのＭＮＣであり、記憶されているプロファ
イルのＩＭＳＩ（Ｂ）のＭＮＣは、第２通信網２０ＢのＭＮＣであって、通信網から取得
したＭＮＣと、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているＭＮＣとが異なる。
【００７６】
　制御部１０１は、通信網から取得したＭＮＣと、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているＭＮ
Ｃとが異なる場合、ｅＳＩＭ１１１のプロファイルにあるＩＭＳＩ（Ｂ）を含み、プロフ
ァイルを要求するリクエストを、管理装置５０へ送信する（ステップＳ６０）。ステップ
Ｓ６０で送信されたリクエストは、第１通信網２０Ａを介して管理装置５０へ送られる。
ステップＳ６０で送信されたリクエストを通信部５０５が受信すると、制御部５０１は、
リクエストに含まれているＩＭＳＩ（Ｂ）を取得する。
【００７７】
　次に制御部５０１は、取得したＩＭＳＩ（Ｂ）が格納されているプロファイルテーブル
ＴＢ２を検索する（ステップＳ６１）。制御部５０１は、ＩＭＳＩ（Ｂ）が格納されてい
るプロファイルテーブルＴＢ２がヒットすると、ＩＭＳＩ（Ｂ）とは異なるＭＮＣを有す
るＩＭＳＩを含むプロファイル（本動作例では、ＩＭＳＩ（Ａ）を含むプロファイル）を
プロファイルテーブルＴＢ２から取得し、取得したプロファイルを、通信部５０５を制御
して端末装置１０Ａへ送信する（ステップＳ６２）。
【００７８】
　ステップＳ６２で送信されたプロファイルを通信部１０５が受信すると、制御部１０１
は、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているプロファイルを、受信したプロファイルに書き換え
る（ステップＳ６３）。
【００７９】
　ＩＭＳＩ（Ａ）を含むプロファイルがｅＳＩＭ１１１に記憶されると、端末装置１０は
、第１通信網２０Ａを介した通信が可能となる。この後、端末装置１０Ａにおいてユーザ
ーがＷｅｂブラウザのプログラムの実行を指示する操作をタッチパネルで行い、Ｗｅｂサ
イトへ接続する操作を行うと、端末装置１０ＡとＷｅｂサイトが通信を行い、Ｗｅｂサイ
トが提供するＷｅｂページが端末装置１０Ａで表示される。
【００８０】
　次に、端末装置１０ＡにおいてユーザーがアプリＢの実行を指示する操作を行うと、制
御部１０１は、アプリＢを実行する（ステップＳ６４）。アプリＢを実行した制御部１０
１は、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているプロファイルのＩＭＳＩ（Ａ）を含み、プロファ
イルを要求するリクエストを、通信部１０５を制御して管理装置５０へ送信する（ステッ
プＳ６５）。ステップＳ６５で送信されたリクエストを通信部５０５が受信すると、制御
部５０１は、リクエストに含まれているＩＭＳＩ（Ａ）を取得する。
【００８１】
　次に制御部５０１は、取得したＩＭＳＩ（Ａ）が格納されているプロファイルテーブル
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ＴＢ２を検索する（ステップＳ６６）。制御部５０１は、取得したＩＭＳＩ（Ａ）が格納
されているプロファイルテーブルＴＢ２がヒットすると、ＩＭＳＩ（Ａ）とは異なるＭＮ
Ｃを有するＩＭＳＩを含むプロファイル（本動作例では、ＩＭＳＩ（Ｂ）を含むプロファ
イル）をプロファイルテーブルＴＢ２から取得し、取得したプロファイルを、通信部５０
５を制御して端末装置１０へ送信する（ステップＳ６７）。
【００８２】
　ステップＳ６７で送信されたプロファイルを通信部１０５が受信すると、制御部１０１
は、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているプロファイルを、受信したプロファイルに書き換え
る（ステップＳ６８）。制御部１０１は、プロファイルの書き換えが終了すると、受信し
たプロファイルに含まれているＩＭＳＩ（ここではＩＭＳＩ（Ｂ））を含み、認証トーク
ンを要求するリクエストを認証装置３０へ送信する（ステップＳ６９）。
【００８３】
　ステップＳ６９で送信されたリクエストを通信部３０５が受信すると、制御部３０１は
、受信したリクエストに含まれているＩＭＳＩを認証テーブルＴＢ１において検索する（
ステップＳ７０）。本動作例においては、ＩＭＳＩ（Ｂ）が認証テーブルＴＢ１に記憶さ
れているため、リクエストに含まれているＩＭＳＩ（Ｂ）が検索によりヒットする。制御
部３０１は、リクエストに含まれているＩＭＳＩが検索でヒットした場合、サーバ装置４
０Ａへ接続するための認証トークンを生成し（ステップＳ７１）生成した認証トークンを
、通信部３０５を制御してサーバ装置４０Ａと端末装置１０Ａへ送信する（ステップＳ７
２、ステップＳ７３）。
【００８４】
　ステップＳ７２で送信された認証トークンを通信部４０５が受信すると、制御部４０１
は、受信した認証トークンを記憶部４０２に記憶させる（ステップＳ７４）。また、端末
装置１０Ａにおいては、ステップＳ７３で送信された認証トークンを通信部１０５が受信
すると、制御部１０１は、受信した認証トークンを記憶部１０２に記憶させる（ステップ
Ｓ７５）。次に制御部１０１は、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているプロファイルに含まれ
ているＩＭＳＩ（Ｂ）を含み、プロファイルを要求するリクエストを、管理装置５０へ送
信する（ステップＳ７６）。
【００８５】
　ステップＳ７６で送信されたリクエストを通信部５０５が受信すると、制御部５０１は
、リクエストに含まれているＩＭＳＩ（Ｂ）を取得する。次に制御部５０１は、取得した
ＩＭＳＩ（Ｂ）が格納されているプロファイルテーブルＴＢ２を検索する（ステップＳ７
７）。制御部５０１は、取得したＩＭＳＩ（Ｂ）が格納されているプロファイルテーブル
ＴＢ２がヒットすると、ＩＭＳＩ（Ｂ）とは異なるＭＮＣを有するＩＭＳＩを含むプロフ
ァイル（本動作例では、ＩＭＳＩ（Ａ）を含むプロファイル）をプロファイルテーブルＴ
Ｂ２から取得し、取得したプロファイルを、通信部５０５を制御して端末装置１０へ送信
する（ステップＳ７８）。
【００８６】
　ステップＳ７８で送信されたプロファイルを通信部１０５が受信すると、制御部１０１
は、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているプロファイルを、受信したプロファイルに書き換え
る（ステップＳ７９）。次に制御部１０１は、ｅＳＩＭ１１１に記憶されているプロファ
イルに含まれているＩＭＳＩ（Ａ）を取得する。制御部１０１は、記憶部１０２に記憶さ
れている認証トークンを含み、接続の許可を要求するリクエストを、通信部１０５を制御
してサーバ装置４０へ送信する（ステップＳ８０）。
【００８７】
　ステップＳ８０で送信されたリクエストは、第１通信網２０Ａを介してサーバ装置４０
へ送られる。ステップＳ８０で送信されたリクエストを通信部４０５が受信すると、接続
の許可を判断する（ステップＳ８１）。具体的には、制御部４０１は、リクエストに含ま
れている認証トークンを取得し、取得した認証トークンが記憶部４０２に記憶されている
か判断する。ここでは、取得した認証トークンと同じ認証トークンがステップＳ７４で記
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記憶されている場合、接続を許可する。制御部４０１は、接続を許可すると、通信部４０
５を制御し、接続を許可することを通知するメッセージを端末装置１０へ送信する（ステ
ップＳ８２）。
【００８８】
　ステップＳ８２で送信されたメッセージを通信部１０５が受信すると、端末装置１０Ａ
とサーバ装置４０Ａとの接続が確立する。端末装置１０Ａとサーバ装置４０Ａとの接続が
確立した状態において、ユーザーが、サーバ装置４０Ａの提供する動画を視聴する操作を
行うと、端末装置１０Ａとサーバ装置４０Ａとが通信を行い、動画のデータがサーバ装置
４０Ａから端末装置１０Ａへ送信される。端末装置１０Ａが、送信されたデータに基づい
て表示部１０３Ａを制御すると、サーバ装置４０Ａが配信する動画が表示部１０３Ａに表
示される。
【００８９】
　以上説明したように、本実施形態でも、ＩＤやパスワードをユーザーが入力しなくても
、認証装置３０、管理装置５０およびサーバ装置４０Ａの協同により、端末装置１０Ａか
らサーバ装置４０Ａへの接続が許可され、端末装置１０Ａとサーバ装置４０Ａとが通信を
行うことができる。
【００９０】
［変形例］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定される
ことなく、他の様々な形態で実施可能である。例えば、上述の実施形態を以下のように変
形して本発明を実施してもよい。なお、上述した実施形態および以下の変形例は、各々を
組み合わせてもよい。
【００９１】
　上述した実施形態においては、端末装置１０とサーバ装置４０との接続の許可を判断す
るためにＩＭＳＩが使用されているが、接続の許可を判断するために用いる情報はＩＭＳ
Ｉに限定されるものではなく、ユーザーが契約している回線を特定できる情報であれば、
例えば電話番号などの他の情報であってもよい。
【００９２】
　各装置のプログラムは、磁気記録媒体（磁気テープ、磁気ディスク（ＨＤＤ（Hard Dis
k Drive）、ＦＤ（Flexible Disk））など）、光記録媒体（光ディスクなど）、光磁気記
録媒体、半導体メモリなどのコンピュータ読取り可能な記録媒体に記憶した状態で提供し
、インストールしてもよい。また、通信回線を介してプログラムをダウンロードしてイン
ストールしてもよい。
【符号の説明】
【００９３】
１０，１０Ａ…端末装置、２０Ａ…第１通信網、２０Ｂ…第２通信網、３０…認証装置、
４０，４０Ａ…サーバ装置、５０…管理装置、１０１…制御部、１０２…記憶部、１０３
…表示部、１０４…操作部、１０５…通信部、１１０…測位部、１１１…ｅＳＩＭ、３０
１…制御部、３０２…記憶部、３０５…通信部、４０１…制御部、４０２…記憶部、４０
５…通信部、５０１…制御部、５０２…記憶部、５０５…通信部
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