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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自ユーザが利用する提供装置に割り当てられた無線通信資源を、無線通信可能な利用装
置を利用する他のユーザの前記利用装置を介した要求に応じて、前記他のユーザの前記利
用装置に、制御装置を介して、提供する制御部と、
　前記他のユーザが利用する前記利用装置に提供した無線通信資源の量に応じて、前記制
御装置から前記無線通信資源を使用するアプリケーションのサービスにおける報酬を取得
する取得部と、
を備え、
　前記制御部は、
　提供できる前記無線通信資源の情報を前記制御装置に送信し、
　前記報酬として、前記他のユーザの前記利用装置に割り当てる無線通信資源とは異なる
無線通信資源を使用して、前記制御装置を介して、前記他のユーザの利用する前記利用装
置に広告情報を提供し、
　前記他のユーザが所定の対価を支払ったことを条件に前記広告情報の提供を停止する、
　提供装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記他のユーザの前記利用装置への無線通信資源の提供を、前記提供装
置に割り当てられた無線通信資源の状況に応じて、動的に制御する、請求項１に記載の提
供装置。
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【請求項３】
　前記制御部は、前記他のユーザの前記利用装置へ提供する無線通信資源の帯域または量
を動的に制御する、請求項２に記載の提供装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記他のユーザの前記利用装置による対価の支払いと引き換えに前記他
のユーザの前記利用装置に前記無線通信資源を提供する、請求項１～３のいずれか１項に
記載の提供装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記他のユーザの前記利用装置への無線通信資源の割り当ての可否を、
前記自ユーザが利用する前記提供装置に割り当てられた無線通信資源の状況に基づいて、
判断する、請求項１～４のいずれか１項に記載の提供装置。
【請求項６】
　自ユーザが利用する提供装置に割り当てられた無線通信資源を、無線通信可能な利用装
置を利用する他のユーザの前記利用装置を介した要求に応じて、前記他のユーザの前記利
用装置に、制御装置を介して、提供する制御部と、
　前記他のユーザが利用する前記利用装置に提供した無線通信資源の量に応じて、前記制
御装置から前記無線通信資源を使用するアプリケーションのサービスにおける報酬を取得
する取得部と、
を備え、
　前記制御部は、提供できる前記無線通信資源の情報を前記制御装置に送信し、
　前記取得部は、前記自ユーザに提供される報酬としてゲームのアイテムを取得する、
　提供装置。
【請求項７】
　前記制御部は、提供する前記無線通信資源としてセルラーによる無線通信を前記他のユ
ーザの前記利用装置に提供する、請求項１～６のいずれか１項に記載の提供装置。
【請求項８】
　前記制御部は、提供する前記無線通信資源としてＷｉ－Ｆｉによる無線通信を前記他の
ユーザの前記利用装置に提供する、請求項１～６のいずれか１項に記載の提供装置。
【請求項９】
　第１のユーザが利用する提供装置に割り当てられた無線通信資源を、無線通信可能な利
用装置を利用する第２のユーザの前記利用装置を介した要求に応じて、前記第２のユーザ
の前記利用装置に、制御装置を介して、提供する提供制御部と、
　前記第２のユーザが利用する前記利用装置に提供した無線通信資源の量に応じて、前記
制御装置から前記無線通信資源を使用するアプリケーションのサービスにおける報酬を取
得する取得部と、
を含む提供装置と、
　前記第１のユーザが利用する前記提供装置に割り当てられた無線通信資源を要求し、前
記無線通信資源を利用する見返りとして前記無線通信資源を使用するアプリケーションの
サービスに関する所定の負担を負う利用制御部を含む前記利用装置と、
を備える、通信資源取引システムであって、
　前記提供制御部は、
　提供できる前記無線通信資源の情報を前記制御装置に送信し、
　前記報酬として、前記第２のユーザの前記利用装置に割り当てる無線通信資源とは異な
る無線通信資源を使用して、前記制御装置を介して、前記第２のユーザの利用する前記利
用装置に広告情報を提供し、
　前記広告情報の取得の停止のために前記第２のユーザが所定の対価を支払った旨の情報
を前記利用制御部から取得した場合には、前記広告情報の提供を停止する、
　通信資源取引システム。
【請求項１０】
　提供装置が、
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　自ユーザが利用する提供装置に割り当てられた無線通信資源を、無線通信可能な利用装
置を利用する他のユーザの前記利用装置を介した要求に応じて、前記他のユーザの前記利
用装置に、制御装置を介して、提供することと、
　前記他のユーザが利用する前記利用装置に提供した無線通信資源の量に応じて、前記制
御装置から前記無線通信資源を使用するアプリケーションのサービスにおける報酬を取得
することと、
を含み、
　提供できる前記無線通信資源の情報を前記制御装置に送信し、
　前記報酬として、前記他のユーザの前記利用装置に割り当てる無線通信資源とは異なる
無線通信資源を使用して、前記制御装置を介して、前記他のユーザの利用する前記利用装
置に広告情報を提供し、
　前記他のユーザが所定の対価を支払ったことを条件に前記広告情報の提供を停止する、
　ことをさらに含む、
　提供方法。
【請求項１１】
　第１のユーザの利用する提供装置に割り当てられた無線通信資源を、第２のユーザが利
用する利用装置からの要求に応じて前記第２のユーザの前記利用装置に割り当て、前記第
２のユーザの前記利用装置に割り当てた無線通信資源の量に応じて前記無線通信資源を使
用するアプリケーションのサービスにおける報酬を前記第１のユーザの前記提供装置に提
供する制御部を備え、
　前記制御部は、
　提供できる前記無線通信資源の情報を前記提供装置から取得し、要求される前記無線通
信資源の情報を前記利用装置から取得し、
　前記提供装置への前記報酬として、前記第２のユーザの前記利用装置に割り当てる無線
通信資源とは異なる無線通信資源を使用して、前記利用装置に、前記提供装置から送信さ
れた広告情報を提供し、
　前記広告情報の取得の停止のために前記第２のユーザが所定の対価を支払った旨の情報
を前記利用装置から受信した場合には、前記広告情報の提供を停止する、
　制御装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記第１のユーザの前記提供装置に割り当てられた無線通信資源の品質
に応じて提供する報酬を変化させる、請求項１１に記載の制御装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、前記第１のユーザの前記提供装置に割り当てられた無線通信資源の前記
第２のユーザの前記利用装置への割り当て可能量に応じて提供する報酬を変化させる、請
求項１１又は１２に記載の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、提供装置、利用装置、通信資源取引システム、提供方法、利用方法及び制御
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信が可能な装置の普及に伴って、限りある無線通信資源をユーザにどう利用させ
るかについての方策が提案されている。ここで無線通信資源とは、例えば無線通信で使用
される通信帯域のことをいう。例えば特許文献１などには、ユーザ間で通信帯域を分け合
うために通信帯域の取引を可能とする技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特表２０１０－５２７０７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、既存の技術は事前に通信帯域の取引を行ってからユーザ間で通信帯域を分け合
うものであり、事前に通信帯域の需要の予測が出来ない場合には、この既存の技術を利用
することが困難である。
【０００５】
　そこで本開示では、ユーザの無線通信資源の利用意思を柔軟に反映させてユーザ間で無
線通信資源を分け合うことが可能な、新規かつ改良された提供装置、利用装置、通信資源
取引システム、提供方法、利用方法及び制御装置を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示によれば、自ユーザに割り当てられた無線通信資源を、他のユーザの要求に応じ
て該他のユーザのために提供する制御部と、該他のユーザに提供した無線通信資源の量に
応じた該無線通信資源を使用するアプリケーションのサービスにおける報酬を取得する取
得部と、を備える、提供装置が提供される。
【０００７】
　また本開示によれば、他のユーザに割り当てられた無線通信資源を要求し、該無線通信
資源を利用する見返りとして該無線通信資源を使用するアプリケーションのサービスに関
する所定の負担を負うための処理を行う制御部を備える、利用装置が提供される。
【０００８】
　また本開示によれば、自ユーザに割り当てられた無線通信資源を、他のユーザの要求に
応じて該他のユーザのために提供する提供制御部と、該他のユーザに提供した無線通信資
源の量に応じた報酬を取得する取得部と、を含む提供装置と、前記第１のユーザに割り当
てられた無線通信資源を要求し、該無線通信資源を利用する見返りとして該無線通信資源
を使用するアプリケーションのサービスに関する所定の負担を負う利用制御部を含む利用
装置と、を備える、通信資源取引システムが提供される。
【０００９】
　また本開示によれば、自ユーザに割り当てられた無線通信資源を、他のユーザの要求に
応じて該他のユーザのために提供することと、該他のユーザに提供した無線通信資源の量
に応じた該無線通信資源を使用するアプリケーションのサービスにおける報酬を取得する
ことと、を備える、提供方法が提供される。
【００１０】
　また本開示によれば、他のユーザに割り当てられた無線通信資源を要求し、該無線通信
資源を利用する見返りとして該無線通信資源を使用するアプリケーションのサービスに関
する所定の負担を負う制御部を備える、利用方法が提供される。
【００１１】
　また本開示によれば第１のユーザに割り当てられた無線通信資源を、第２のユーザの要
求に応じて該第２のユーザのために割り当て、該第２のユーザに割り当てた無線通信資源
の量に応じた該無線通信資源を使用するアプリケーションのサービスにおける報酬を前記
第１のユーザに提供する制御部を備える、制御装置が提供される。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように本開示によれば、ユーザの無線通信資源の利用意思を柔軟に反映さ
せてユーザ間で無線通信資源を分け合うことが可能な、新規かつ改良された提供装置、利
用装置、通信資源取引システム、提供方法、利用方法及び制御装置を提供することが出来
る。
【００１３】
　なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記
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の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る
他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０の構成例を示す説明図であ
る。
【図２】同実施形態に係る通信資源取引システム１０を構成する通信資源提供装置１００
の機能構成例を示す説明図である。
【図３】同実施形態に係る通信資源取引システム１０を構成する通信資源利用装置２００
の機能構成例を示す説明図である。
【図４】同実施形態に係る通信資源取引システム１０を構成する通信資源取引サーバ３０
０の機能構成例を示す説明図である。
【図５】同実施形態に係る通信資源取引システム１０の動作例を示すシーケンス図である
。
【図６】同実施形態に係る通信資源取引システム１０の実施例を示す説明図である。
【図７】同実施形態に係る通信資源取引システム１０の実施例を示す説明図である。
【図８】通信資源利用装置２００の表示部２４０に情報が表示されている様子を示す説明
図である。
【図９】通信資源提供装置１００に表示されるユーザインタフェースの例を示す説明図で
ある。
【図１０】通信資源提供装置１００に表示されるユーザインタフェースの例を示す説明図
である。
【図１１】同実施形態に係る通信資源取引システム１０の実施例を示す説明図である。
【図１２】同実施形態に係る通信資源取引システム１０の実施例を示す説明図である。
【図１３】同実施形態にかかる通信資源取引サーバ３００のハードウェア構成について説
明する説明図である。
【図１４】同実施形態にかかる通信資源提供装置１００や通信資源利用装置２００のハー
ドウェア構成について説明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１６】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．本開示の実施の形態
　　１．１．背景
　　１．２．構成例
　　１．３．動作例
　２．ハードウェア構成例
　３．まとめ
【００１７】
　＜１．本開示の実施の形態＞
　［１．１．背景］
　まず、本開示の実施の形態について詳細に説明する前に、本開示の実施の形態の背景に
ついて説明する。
【００１８】
　無線通信が可能な装置の普及に伴って、無線通信を利用するユーザが数多く存在するエ
リアなどでは、必ずしも全てのユーザに必要十分の帯域を割り当てることが出来ない事態
も発生している。そこで、限りある無線通信資源をユーザにどう利用させるかについての
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方策が提案されている。例えば、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）な
どの広域無線通信によるインターネット接続を提供する通信事業者は、通信量に応じた従
量制の課金や、１ヶ月あたりの通信量が所定量に達したら速度制限を掛けるなどの方策で
、ユーザによる無制限の、また無秩序なインターネット接続を抑制している。
【００１９】
　しかし、通信事業者がこのような方策を採ると、ユーザは通信量を気にしながらインタ
ーネット接続を利用する必要がある。そこで通信事業者は、広域無線通信の量を減らすた
めに、有線インターネットに接続されたＷｉ－Ｆｉなどの近距離無線通信が可能なアクセ
スポイントを、駅や店舗などの混雑するエリアに配置することを行っている。ユーザは、
端末をアクセスポイントに接続し、アクセスポイントを介したインターネット接続を行う
ことで、広域無線通信の通信量を気にせずにインターネットを利用することが出来る。
【００２０】
　しかし、全ての場所にアクセスポイントを設置するのは通信事業者によるコストが増大
する。またアクセスポイントからの電波が届かない場所では、ユーザはアクセスポイント
を介したインターネット接続が出来ない。
【００２１】
　広域無線通信には、基地局が端末ごとに通信の優先度を設定する仕組みがあり、優先度
の高い通信には帯域が割り振られやすくなる。ただし、どの通信を優先すべきかの決定に
はアプリケーションレイヤの知識が必要であり、基地局にはその知識がない。そのため、
通信の優先度を設定する仕組みを用いても、ユーザの意図を踏まえた柔軟な運用を行うこ
とができない。
【００２２】
　現状の広域無線通信ネットワークは、複数の論理ネットワークを柔軟に構築できるよう
な構造になっていない。従って、ユーザ毎に専用のポリシを持つ論理ネットワークを提供
することができない。そのため、ユーザの意図を踏まえた柔軟な運用を行う事ができない
。
【００２３】
　そこで、あるユーザによっては不要な通信帯域を別のユーザに分け与えるような通信帯
域の取引を可能とする技術が提案されている。例えば特許文献１などには、ユーザ間で通
信帯域を分け合うために通信帯域の取引を可能とする技術が開示されている。しかし、既
存の技術は事前に通信帯域の取引を行ってからユーザ間で通信帯域を分け合うものであり
、事前に通信帯域の需要の予測が出来ない場合には、この既存の技術を利用することが困
難である。また既存の技術は、いずれも通信帯域の取引の際にユーザに課金することのみ
を想定しており、通信帯域の取引の際に他の報酬を与えることは考えられていない。
【００２４】
　そこで本件開示者は、上述したような背景に鑑みて、ユーザの無線通信資源の利用意思
を柔軟に反映させてユーザ間で無線通信資源を分け合うことが可能となる技術について鋭
意検討を行った。その結果、本件開示者は、以下で説明するように、あるユーザに割り当
てられた無線通信資源を、他のユーザの要求に応じて、当該他のユーザのために提供して
、他のユーザに提供した無線通信資源の量に応じた報酬を無線通信資源の提供者に与える
ことで、ユーザの無線通信資源の利用意思を柔軟に反映させてユーザ間で無線通信資源を
分け合うことが可能な技術を考案するに至った。
【００２５】
　以上、本開示の実施の形態の背景について説明した。
【００２６】
　［１．２．構成例］
　［１．２．１．システム構成例］
　続いて、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システムの構成例を説明する。図１は
、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０の構成例を示す説明図である。以
下、図１を用いて本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０の構成例について
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詳細に説明する。
【００２７】
　図１に示したように、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０は、通信資
源提供装置１００と、通信資源利用装置２００と、通信資源取引サーバ３００と、を含ん
で構成される。
【００２８】
　通信資源提供装置１００は、自装置が利用可能な無線通信資源の少なくとも一部を通信
資源取引サーバ３００に提供する装置である。通信資源提供装置１００は、自装置が利用
可能な無線通信資源の少なくとも一部を通信資源取引サーバ３００に提供する見返りとし
て所定のインセンティブ（報酬）を通信資源取引サーバ３００から取得する。通信資源提
供装置１００は、例えば通信サービス２０が提供するインターネット接続のための無線通
信資源の少なくとも一部を、通信資源取引サーバ３００に提供する。通信サービス２０が
提供するインターネット接続のための無線通信資源には、通信帯域や、通信量が含まれう
る。なお通信資源提供装置１００そのものは、通信サービス２０が提供するインターネッ
ト接続を利用できる必要は無く、通信資源提供装置１００から制御可能な別の装置が、通
信サービス２０が提供するインターネット接続を利用できていれば良い。
【００２９】
　なお通信サービス２０は、専用線、光回線、ＡＤＳＬ（Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）等によるインターネット接続を提供するも
のであってもよく、ＬＴＥなどの広域無線通信によるインターネット接続を提供するもの
であってもよい。
【００３０】
　通信資源提供装置１００は、例えば自装置が利用可能な光回線や、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　
Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）などの広域無線通信によるインターネット接続を、無線
通信資源として通信資源取引サーバ３００に提供する。また通信資源提供装置１００は、
通信資源の提供の見返りとして、金銭の他、所定のサービスを無料又は割引料金で利用出
来ても良い。例えば通信資源提供装置１００は、無線通信資源の提供の見返りとして、通
信資源取引サーバ３００が提供するサービスへの広告の無料または割引料金での出稿、通
信資源取引サーバ３００が提供するサービスで使用できるアイテムなどを得ることが出来
る。
【００３１】
　通信資源利用装置２００は、通信資源取引サーバ３００から、通信サービス２０が提供
するインターネット接続のための無線通信資源の提供を受けて、その無線通信資源を含ん
だ無線通信資源による無線通信を行う装置である。通信資源利用装置２００は、例えばス
マートフォン、タブレット端末、パーソナルコンピュータ、携帯型ゲーム機、携帯型音楽
プレーヤ等である。
【００３２】
　通信資源利用装置２００は、通信資源取引サーバ３００から無線通信資源の提供を受け
る際に、必要に応じてその提供に対する所定の負担を負う。例えば通信資源利用装置２０
０は、通信資源取引サーバ３００から無線通信資源の提供を受ける際に、その提供に対す
る対価を支払ったり、通信資源取引サーバ３００が提供するサービスからの所定の広告を
表示する義務を負ったり、通信資源取引サーバ３００が提供するサービスで使用できるア
イテムを提供したりする。
【００３３】
　通信資源取引サーバ３００は、通信サービス２０が提供するインターネット接続のため
の無線通信資源の取引を行うためのサーバである。通信資源取引サーバ３００は、通信資
源提供装置１００が提供する無線通信資源を管理して、通信資源利用装置２００からの要
求に応じて、管理している通信資源を通信資源利用装置２００へ提供する。
【００３４】
　通信資源取引サーバ３００は、通信資源提供装置１００から無線通信資源の提供を受け
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ると、その提供の見返りを通信資源提供装置１００に提供し、通信資源利用装置２００か
ら無線通信資源の要求を受けると、その要求の見返りとして所定の負担を通信資源利用装
置２００に負わせる。
【００３５】
　本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０は、図１に示したような構成を有
することで、通信資源提供装置１００が使用するために割り当てられた無線通信資源を、
通信資源利用装置２００からの要求に応じて、通信資源取引サーバ３００から通信資源利
用装置２００へ提供することができる。
【００３６】
　また本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０は、図１に示したような構成
を有することで、通信資源利用装置２００に提供した無線通信資源の量に応じた報酬を、
通信資源取引サーバ３００から、無線通信資源の提供者である通信資源提供装置１００に
与えることができる。本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０は、図１に示
したような構成を有することで、ユーザの無線通信資源の利用意思を柔軟に反映させてユ
ーザ間で無線通信資源を分け合うことが可能となる。
【００３７】
　なお、図１に示したシステム構成例では、通信資源提供装置１００と、通信資源利用装
置２００とを分けて示しているが、同一の装置がある時は無線通信資源の提供者となり得
て、ある時は無線通信資源の提供を受ける利用者となり得る。すなわち、ある時は、通信
資源提供装置１００が無線通信資源の提供を受ける側となり得て、通信資源利用装置２０
０が無線通信資源を提供する側となり得る。
【００３８】
　以上、図１を用いて本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０の構成例につ
いて説明した。続いて、図１を用いて本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１
０を構成する各装置の機能構成例について説明する。
【００３９】
　［１．２．２．通信資源提供装置の機能構成例］
　まず、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０を構成する通信資源提供装
置１００の機能構成例について説明する。図２は、本開示の一実施形態に係る通信資源取
引システム１０を構成する通信資源提供装置１００の機能構成例を示す説明図である。以
下、図２を用いて通信資源提供装置１００の機能構成例について説明する。
【００４０】
　図２に示したように、本開示の一実施形態に係る通信資源提供装置１００は、アンテナ
部１１０と、無線通信部１２０と、ネットワーク通信部１３０と、記憶部１４０と、処理
部１５０と、を備える。
【００４１】
　（アンテナ部１１０）
　アンテナ部１１０は、無線通信部１２０により出力される信号を電波として空間に放射
する。また、アンテナ部１１０は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部１
２０へ出力する。
【００４２】
　（無線通信部１２０）
　無線通信部１２０は、信号を無線によって送受信する。無線通信部１２０は、他の装置
、例えば通信資源利用装置２００との間の無線通信や、通信サービス２０がＬＴＥなどの
広域無線通信によるインターネット接続を提供するサービスである場合において、基地局
との間の無線通信などを行う。また無線通信部１２０は、無線通信資源の提供を受けた通
信資源利用装置２００との間の直接または間接的な無線通信を行いうる。
【００４３】
　（ネットワーク通信部１３０）
　ネットワーク通信部１３０は、情報を無線または有線によって送受信する。例えば、ネ
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ットワーク通信部１３０は、通信サービス２０が提供するインターネット接続サービスを
用いた情報の送受信を行う。
【００４４】
　（記憶部１４０）
　記憶部１４０は、通信資源提供装置１００の動作のためのプログラム及びデータを一時
的にまたは恒久的に記憶する。本実施形態では、記憶部１４０は、通信資源提供装置１０
０によって参照されるキャッシュデータやアプリケーション及びアプリケーションが使用
するデータを記憶する。記憶部１４０に記憶されているプログラムやデータは、制御部１
５３によって随時読み出される。
【００４５】
　（処理部１５０）
　処理部１５０は、通信資源提供装置１００の様々な機能を提供する。処理部１５０は、
情報取得部１５１及び制御部１５３を含む。なお、処理部１５０は、これらの構成要素以
外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部１５０は、これらの構成要素の動作以
外の動作も行い得る。
【００４６】
　（情報取得部１５１）
　情報取得部１５１は、通信資源提供装置１００の動作のための情報やプログラム、また
、他のノードから受信した情報を取得する。情報取得部１５１は、通信資源提供装置１０
０の動作のための情報やプログラムを記憶部１４０から取得しうる。
【００４７】
　本実施形態では、情報取得部１５１は、通信資源取引サーバ３００に無線通信資源を提
供した報酬として、通信資源取引サーバ３００で行われているサービスに関する報酬を通
信資源取引サーバ３００から取得する。情報取得部１５１は、通信資源取引サーバ３００
に無線通信資源を提供した量に応じた報酬を通信資源取引サーバ３００から取得すること
が出来る。通信資源取引サーバ３００で行われているサービスと、そのサービスに関する
報酬の例については、後に詳述する。以下の説明では、通信資源取引サーバ３００で行わ
れているサービスに関する様々な報酬を取得するのは、特に断りがなければ情報取得部１
５１である。
【００４８】
　（制御部１５３）
　制御部１５３は、通信資源提供装置１００の動作を制御する。本実施形態では、制御部
１５３は、通信資源提供装置１００のユーザに割り当てられた無線通信資源を、他のユー
ザの要求に応じて該他のユーザのために提供する処理を行う。制御部１５３は、他のユー
ザへの無線通信資源（帯域幅または通信量）の割り当てを、状況に応じて動的に変化させ
うる。
【００４９】
　制御部１５３は、無線通信資源の提供を行う際に、例えば提供できる無線通信の種類、
提供できる通信量や通信帯域の情報などを通信資源取引サーバ３００に送信する。提供で
きる無線通信の種類には、例えばＷｉ－Ｆｉによる無線通信なのか、セルラー方式による
無線通信なのか、がある。以下の説明では、無線通信資源の提供に関する様々な処理を実
行するのは、特に断りがなければ制御部１５３である。
【００５０】
　以上、図２を用いて通信資源提供装置１００の機能構成例について説明した。続いて、
本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０を構成する通信資源利用装置２００
の機能構成例について説明する。
【００５１】
　［１．２．３．通信資源利用装置の機能構成例］
　図３は、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０を構成する通信資源利用
装置２００の機能構成例を示す説明図である。以下、図３を用いて通信資源利用装置２０
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０の機能構成例について説明する。
【００５２】
　図３に示したように、通信資源利用装置２００は、アンテナ部２１０、無線通信部２２
０、記憶部２３０、表示部２４０及び処理部２５０を備える。
【００５３】
　（アンテナ部２１０）
　アンテナ部２１０は、無線通信部２２０により出力される信号を電波として空間に放射
する。また、アンテナ部２１０は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部２
２０へ出力する。
【００５４】
　（無線通信部２２０）
　無線通信部２２０は、信号を送受信する。例えば、無線通信部２２０は、通信サービス
２０がＬＴＥなどの広域無線通信によるインターネット接続を提供するサービスである場
合において、基地局との間の無線通信などを行う。また無線通信部２２０は、無線通信資
源を提供した通信資源提供装置１００との間の直接または間接的な無線通信を行いうる。
【００５５】
　（記憶部２３０）
　記憶部２３０は、通信資源利用装置２００の動作のためのプログラム及びデータを一時
的にまたは恒久的に記憶する。本実施形態では、記憶部２３０は、例えば、通信資源利用
装置２００で動作するアプリケーションのプログラムを記憶する。記憶部２３０に記憶さ
れているプログラムやデータは、後述の制御部２５３によって随時読み出される。
【００５６】
　（表示部２４０）
　表示部２４０は、後述の制御部２５３による制御に基づいて文字、画像その他の情報を
表示する。表示部２４０は、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイその他の表示デバ
イスからなる。また表示部２４０は、ユーザの画面への接触による操作を可能にするタッ
チパネルが設けられていてもよい。
【００５７】
　（処理部２５０）
　処理部２５０は、通信資源利用装置２００の様々な機能を提供する。処理部２５０は、
情報取得部２５１及び制御部２５３を含む。なお、処理部２５０は、これらの構成要素以
外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部２５０は、これらの構成要素の動作以
外の動作も行い得る。
【００５８】
　（情報取得部２５１）
　情報取得部２５１は、アンテナ部２１０が受信した電波から得られた信号から、種々の
情報を取得する。また情報取得部２５１は、通信資源利用装置２００の動作のための情報
やプログラムを記憶部２３０から取得しうる。本実施形態では、情報取得部２５１は、通
信資源提供装置１００によって提供される無線通信資源に関する情報を通信資源取引サー
バ３００から取得する。情報取得部２５１が取得した無線通信資源に関する情報は、制御
部２５３による処理に用いられうる。
【００５９】
　（制御部２５３）
　制御部２５３は、通信資源利用装置２００の動作を制御するものである。本実施形態で
は、制御部２５３は、他のユーザ、例えば通信資源提供装置１００に割り当てられた無線
通信資源を通信資源取引サーバ３００に要求する処理を行う。また制御部２５３は、他の
ユーザ、例えば通信資源提供装置１００に割り当てられた無線通信資源を利用する見返り
として、その無線通信資源を使用するアプリケーションのサービスに関する所定の負担を
負うための処理を行う。
【００６０】
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　制御部２５３は、無線通信資源を通信資源取引サーバ３００に要求する際に、例えば必
要となる無線通信の通信量や通信帯域、利用する無線通信の種類の情報などを通信資源取
引サーバ３００に送信する。利用する無線通信の種類には、例えばＷｉ－Ｆｉによる無線
通信なのか、セルラー方式による無線通信なのか、がある。以下の説明では、提供される
無線通信資源の利用に関する様々な処理を実行するのは、特に断りがなければ制御部２５
３である。
【００６１】
　以上、図３を用いて通信資源利用装置２００の機能構成例について説明した。続いて、
本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０を構成する通信資源取引サーバ３０
０の機能構成例について説明する。
【００６２】
　［１．２．４．通信資源取引サーバの機能構成例］
　図４は、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０を構成する通信資源取引
サーバ３００の機能構成例を示す説明図である。以下、図４を用いて通信資源取引サーバ
３００の機能構成例について説明する。
【００６３】
　図４に示したように、通信資源取引サーバ３００は、通信部３１０と、記憶部３２０と
、処理部３３０と、を備える。
【００６４】
　（通信部３１０）
　通信部３１０は、情報を送受信する。例えば、通信部３１０は、他のノード、例えば通
信資源提供装置１００や通信資源利用装置２００への情報を送信し、他のノードからの情
報を受信する。
【００６５】
　（記憶部３２０）
　記憶部３２０は、通信資源取引サーバ３００の動作のためのプログラム及びデータを一
時的にまたは恒久的に記憶する。例えば、記憶部３２０は、情報取得部３３１が取得した
情報を、一時的にまたは恒久的に記憶する。記憶部３２０は、制御部３３３が各種制御の
ために使用するデータを記憶しうる。
【００６６】
　（処理部３３０）
　処理部３３０は、通信資源取引サーバ３００の様々な機能を提供する。処理部３３０は
、情報取得部３３１及び制御部３３３を含む。なお、処理部３３０は、これらの構成要素
以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部３３０は、これらの構成要素の動作
以外の動作も行い得る。
【００６７】
　（情報取得部３３１）
　情報取得部３３１は、通信資源取引サーバ３００の動作のための情報や、他のノードか
ら受信した情報を取得する。情報取得部３３１は、通信資源取引サーバ３００の動作のた
めの情報やプログラムを記憶部３２０から取得しうる。
【００６８】
　（制御部３３３）
　制御部３３３は、通信資源取引サーバ３００の動作を制御する。制御部３３３は、情報
取得部３３１が取得した情報に基づいて動作しうる。本実施形態では、制御部３３３は、
通信資源提供装置１００に割り当てられた無線通信資源を、通信資源利用装置２００の要
求に応じて通信資源利用装置２００のために割り当て、通信資源利用装置２００に割り当
てた無線通信資源の量に応じた報酬を通信資源提供装置１００に提供する。制御部３３３
は、通信資源提供装置１００に提供する報酬を、通信資源利用装置２００への無線通信資
源の割り当て可能量に応じて変化させても良い。
【００６９】
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　制御部３３３は、通信資源利用装置２００からの無線通信資源の要求を受けると、その
要求に応じられるだけの無線通信資源が通信資源提供装置１００から提供されているかど
うかを判断する。そして制御部３３３は、通信資源利用装置２００からの要求に応じられ
るだけの無線通信資源が通信資源提供装置１００から提供されていれば、要求に応じた無
線通信資源を通信資源利用装置２００に提供する。一方、制御部３３３は、通信資源利用
装置２００からの要求に応じられるだけの無線通信資源が通信資源提供装置１００から提
供されていなければ、無線通信資源を提供することが出来ない旨を通信資源利用装置２０
０に通知するか、一部のみであれば無線通信資源を提供できることを通信資源利用装置２
００に通知する。以下の説明では、無線通信資源の融通に関する様々な処理を実行するの
は、特に断りがなければ制御部３３３である。
【００７０】
　以上、図４を用いて通信資源取引サーバ３００の機能構成例について説明した。
【００７１】
　［１．３．動作例］
　続いて、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０の動作例について説明す
る。図５は、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０の動作例を示すシーケ
ンス図である。以下、図５を用いて本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０
の動作例を説明する。
【００７２】
　無線通信資源を提供できる通信資源提供装置１００は、通信資源取引サーバ３００に対
して、無線通信資源の提供を行う（ステップＳ１０１）。ステップＳ１０１の処理は、例
えば制御部１５３が実行する。通信資源提供装置１００は、ステップＳ１０１において無
線通信資源の提供を行う際に、例えば提供できる無線通信の種類、提供できる通信量や通
信帯域の情報などを通信資源取引サーバ３００に送信する。提供できる無線通信の種類に
は、例えばＷｉ－Ｆｉによる無線通信なのか、セルラー方式による無線通信なのか、があ
る。
【００７３】
　また、無線通信資源の提供を受けたい通信資源利用装置２００は、通信資源取引サーバ
３００に対して、無線通信資源の要求を行う（ステップＳ１０２）。ステップＳ１０２の
処理は、例えば制御部２５３が実行する。通信資源利用装置２００は、無線通信資源の要
求を行う際に、例えば必要となる無線通信の通信量や通信帯域、利用する無線通信の種類
の情報などを通信資源取引サーバ３００に送信する。利用する無線通信の種類には、例え
ばＷｉ－Ｆｉによる無線通信なのか、セルラー方式による無線通信なのか、がある。
【００７４】
　通信資源利用装置２００からの無線通信資源の要求を受けた通信資源取引サーバ３００
は、その要求に応じられるだけの無線通信資源が通信資源提供装置１００から提供されて
いるかどうかを判断する。
【００７５】
　通信資源取引サーバ３００は、通信資源利用装置２００からの要求に応じられるだけの
無線通信資源が通信資源提供装置１００から提供されていれば、要求に応じた無線通信資
源を通信資源利用装置２００に提供する。
【００７６】
　一方、通信資源取引サーバ３００は、通信資源利用装置２００からの要求に応じられる
だけの無線通信資源が通信資源提供装置１００から提供されていなければ、無線通信資源
を提供することが出来ない旨を通信資源利用装置２００に通知するか、一部のみであれば
無線通信資源を提供できることを通信資源利用装置２００に通知する。
【００７７】
　図５の流れ図では、通信資源利用装置２００からの要求に応じられるだけの無線通信資
源が通信資源提供装置１００から提供されており、通信資源取引サーバ３００は、要求に
応じた無線通信資源を通信資源利用装置２００に提供する（ステップＳ１０３）。ステッ
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プＳ１０３の処理は、例えば制御部３３３が実行する。
【００７８】
　通信資源取引サーバ３００は、要求に応じた無線通信資源を通信資源利用装置２００に
提供する際に、無線通信資源を利用するために通信資源利用装置２００が負うべき負担の
情報を通信資源利用装置２００に通知しても良い。通信資源利用装置２００は、その負担
を負うかどうかをユーザに判断させ、負担を負うことをユーザが承諾すれば、通信資源利
用装置２００は、その負担を提供すること（ステップＳ１０４）を条件に、通信資源取引
サーバ３００から無線通信資源の提供を受けても良い。具体的な負担の例については後に
詳述する。
【００７９】
　そして通信資源取引サーバ３００は、通信資源利用装置２００に無線通信資源を提供す
ると、その無線通信資源を提供した通信資源提供装置１００に対して、その提供量に応じ
た報酬の提供を行う（ステップＳ１０５）。ステップＳ１０５の処理は、例えば制御部３
３３が実行する。
【００８０】
　なお、通信資源取引サーバ３００による通信資源提供装置１００への報酬の提供は、上
記ステップＳ１０１の通信資源提供装置１００からの無線通信資源の提供が行われた時点
で行われても良い。
【００８１】
　本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０は、図５に示したような一連の動
作を実行することで、通信資源提供装置１００が使用するために割り当てられた無線通信
資源を、通信資源利用装置２００からの要求に応じて、通信資源取引サーバ３００から通
信資源利用装置２００へ提供することができる。
【００８２】
　また本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０は、図５に示したような一連
の動作を実行することで、通信資源利用装置２００に提供した無線通信資源の量に応じた
報酬を、通信資源取引サーバ３００から、無線通信資源の提供者である通信資源提供装置
１００に与えることができる。本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０は、
図５に示したような一連の動作を実行することで、ユーザの無線通信資源の利用意思を柔
軟に反映させてユーザ間で無線通信資源を分け合うことが可能となる。
【００８３】
　以上、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０の動作例について説明した
。続いて、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０の実施例について説明す
る。
【００８４】
　［１．４．実施例］
　（実施例１：広告プラットフォームを適用したゲームサービス）
　まず、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０の実施例として、広告プラ
ットフォームを適用したゲームサービスの例を説明する。
【００８５】
　図６は、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０の実施例を示す説明図で
ある。この実施例１では、通信資源取引サーバ３００は、広告提供サービス及びアプリケ
ーション（以下単に「アプリ」とも称する）を通じたゲームサービスを提供している。通
信資源提供装置１００は、例えば通信サービス２０に登録している街中の店舗に置かれた
装置であり、通信資源利用装置２００は、例えばゲームサービスを利用するユーザが使用
する装置である。
【００８６】
　本実施例では、通信資源取引サーバ３００は、通信資源提供装置１００が登録している
通信サービス２０を利用するための無線通信資源を融通する通信資源取引サービスを提供
する。また通信資源取引サーバ３００は、通信資源提供装置１００が通信資源を提供する
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見返りとして、ゲームサービスへの広告の無料または低額での出稿を可能にさせる。
【００８７】
　街中の店舗は、光回線などのインターネット接続サービスの利用が可能であり、そのイ
ンターネット接続サービスを利用可能な近距離無線回線の設備（Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイ
ントなど）を保持している。その店舗は、通信資源取引サーバ３００による通信資源取引
サービスに登録すると、無料または低額でお店の広告を出稿する代わりに、その店舗の近
距離無線回線経由のインターネット接続を通信資源取引サービスに提供する。
【００８８】
　ゲームサービスを使用する一般ユーザは、ＬＴＥなどの広域無線および、Ｗｉ－Ｆｉな
どの近距離無線の両方をサポートした通信資源利用装置２００を保持している。この場合
、通信資源利用装置２００は例えばスマートフォンやタブレット端末などであり得る。
【００８９】
　上記一般ユーザは、通信資源取引サーバ３００が提供する通信資源取引サービスが併せ
て提供するゲームサービスを利用する際に、通信資源取引サービスに登録した店舗の近傍
では、Ｗｉ－Ｆｉなどの近距離無線通信を利用したオフロード通信を無料で利用すること
ができる。
【００９０】
　なお店舗のＷｉ－Ｆｉなどの近距離無線通信を利用する場合、通信資源利用装置２００
には、ゲーム上で街中のお店の広告が表示されたり、近傍の店舗の広告が頻繁に表示され
たりする。また、通信資源提供装置１００が提供する通信回線の品質や最大通信量によっ
て、通信資源取引サーバ３００は、通信資源利用装置２００に表示される広告表示回数に
偏りが出るようにしてもよい。また、通信資源利用装置２００のユーザから所定の対価が
通信資源取引サーバ３００による通信資源取引サービスに支払われると、通信資源取引サ
ーバ３００は、通信資源利用装置２００への広告の出力を停止してもよい。
【００９１】
　通信資源提供装置１００は、例えば店舗の位置、アクセスポイントのＩＤ、パスワード
、回線容量、最大通信量などを通信資源取引サーバ３００に登録する。通信資源利用装置
２００は、ゲームアプリを実行中に、ＧＰＳ等により近傍に店舗があることを検出すると
、その店舗のアクセスポイントのＩＤやパスワードをダウンロードしてアクセスポイント
を探索し、アクセスポイントに接続する。
【００９２】
　通信資源利用装置２００が店舗のアクセスポイントに接続すると、通信資源取引サーバ
３００は、通信資源利用装置２００の位置などから、通信資源利用装置２００に表示させ
る広告を決定して、通信資源利用装置２００に配信する。なお、通信資源利用装置２００
に配信された広告は、ゲームの開始時や、ゲーム中の待ち時間、ゲーム画面の一部などに
表示されうる。
【００９３】
　通信資源利用装置２００は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等を用いた機器間の直接
通信（メッシュネットワークなどによる通信）が可能であってもよい。通信資源利用装置
２００は、ゲームサービスを利用する際に直接通信機能を有効にして、通信資源利用装置
２００の近傍にいて、同じゲームを利用する他のユーザの装置とリンクしてもよい。同じ
ゲームを利用する他のユーザの装置とリンクした結果、装置間のネットワークが形成され
る。この装置間のネットワークは、いわゆるすれ違い通信などのゲームそのものの機能と
して用いられてもよい。
【００９４】
　同じゲームを利用する装置のうちのいずれかが、街中の店舗が提供するインターネット
接続サービスに接続可能な場合、その装置間のネットワークにおける全ての装置が、その
店舗のインターネット接続サービスにオフロードする。装置間のネットワークにおける全
ての装置が、その店舗のインターネット接続サービスにオフロードする結果、オフロード
可能な範囲が広くなるという効果を奏する。
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【００９５】
　この実施例１の変形例として、例えば通信資源提供装置１００からの広告だけでなく、
通信サービス２０、または別の広告配信事業者からの広告を、通信資源提供装置１００か
ら通信資源利用装置２００に配信するようにしても良い。一例としては、通信資源提供装
置１００が、自身の無線通信資源を利用させるためのアプリを通信資源利用装置２００に
提供し、通信資源利用装置２００がそのアプリを使用している間、アプリを通じて通信資
源提供装置１００からの広告や通信サービス２０等からの広告を通信資源利用装置２００
に配信するようにしても良い。
【００９６】
　（実施例２：ＬＴＥによる通信サービスを利用するゲームサービス）
　次に、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０の実施例として、ＬＴＥに
よる通信サービスを利用するゲームサービスの例を説明する。
【００９７】
　図７は、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０の実施例を示す説明図で
ある。この実施例２では、通信資源取引サーバ３００は、アプリを通じたゲームサービス
を提供している。通信資源提供装置１００は、例えば通信サービス２０が提供するインタ
ーネット接続サービスを使用可能な通信量に余裕のある、ゲームサービスを利用するユー
ザが使用する装置である。通信資源利用装置２００は、例えばゲームサービスを利用する
ユーザが使用する装置である。
【００９８】
　本実施例では、通信資源取引サーバ３００は、通信資源提供装置１００が登録している
通信サービス２０を利用するための無線通信資源を融通する通信資源取引サービスを提供
する。また通信資源取引サーバ３００は、通信資源提供装置１００が通信資源を提供する
見返りとして、ゲームサービス上で使用できるアイテム等の便益を提供する。
【００９９】
　ゲームサービスを使用する一般ユーザは、ＬＴＥなどの広域無線および、Ｗｉ－Ｆｉな
どの近距離無線の両方をサポートした通信資源提供装置１００や、通信資源利用装置２０
０を保持している。この場合、通信資源利用装置２００は例えばスマートフォンやタブレ
ット端末などであり得る。
【０１００】
　上記一般ユーザは、通信資源取引サーバ３００が提供する通信資源取引サービスが併せ
て提供するゲームサービスを利用する際に、自分の契約において使用可能な通信量を通信
資源取引サービスに提供することができる。使用可能な通信量を通信資源取引サービスに
提供することで、上記一般ユーザは、サービス上で使用できるアイテム等の便益を得るこ
とができる。
【０１０１】
　ゲームサービスを使用する一般ユーザが使用する装置（通信資源提供装置１００や、通
信資源利用装置２００）は、ゲームサービスをアプリで使用している間、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）等を用いた機器間の直接近距離無線通信（メッシュネットワークなどに
よる通信）によって、近傍にいて、同じゲームを利用する他のユーザの装置とリンクして
もよい。同じゲームを利用する他のユーザの装置とリンクした結果、装置間のネットワー
クが形成される。この装置間のネットワークは、いわゆるすれ違い通信などのゲームその
ものの機能として用いられてもよい。
【０１０２】
　通信資源利用装置２００を使用してゲームサービスを使用する一般ユーザは、通信資源
取引サービスが提供するゲームサービスを利用する際に、上記装置間のネットワークを形
成する装置のいずれかが通信資源提供装置１００となって、自分のＬＴＥ回線などの契約
において使用可能な通信量を通信資源取引サービスに提供している場合は、提供されてい
る通信量の上限までは、上記装置間のネットワークを介してそのＬＴＥ回線などを利用し
てインターネット接続を行うことができる。通信資源提供装置１００が提供している無線
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通信資源を使用することで、通信資源利用装置２００は、契約している通信の通信量を抑
制することができる。
【０１０３】
　通信資源提供装置１００が提供している無線通信資源を使用することが出来るのは、例
えば、ゲームサービスにおける対価（ゲーム内の活動に応じて得られるポイントを消費す
る、特別なアイテムを消費する、など）を提供するユーザに限定されても良い。
【０１０４】
　本実施例では、通信資源提供装置１００が無線通信資源を提供すると、その報酬として
ゲームサービスで使用できるアイテムが通信資源提供装置１００に提供できるようなルー
ルがゲーム上で設けられていても良い。例えば、通信資源提供装置１００が無線通信資源
を１ＧＢ分提供すると、通信資源提供装置１００は、ゲームサービスで使用できる回復ア
イテムが貰えてもよい。
【０１０５】
　通信資源提供装置１００がアプリを実行してゲームの画面を表示しており、ユーザが無
線通信資源の提供を行うような操作を行うと、通信資源提供装置１００は通信資源取引サ
ーバ３００へ、ユーザを識別する情報（例えばユーザＩＤ）と、提供する通信量とを送信
する。通信資源取引サーバ３００は、通信資源提供装置１００からユーザを識別する情報
と、ユーザが提供する通信量とが送信されると、当該ユーザの提供可能通信量を記録する
。
【０１０６】
　例えば、あるユーザが既に１ＧＢ分の無線通信資源を提供している状態で、さらに２Ｇ
Ｂ分の無線通信資源の提供が行われたら、通信資源取引サーバ３００は、当該ユーザは３
ＧＢ分の無線通信資源を提供している旨を記録する。
【０１０７】
　また通信資源取引サーバ３００は、ユーザ毎の被提供通信量を記録する。
【０１０８】
　通信資源取引サーバ３００は、通信資源利用装置２００からの要求に応じて無線通信資
源を提供しても良いが、使用可能な無線通信資源に応じて通信資源利用装置２００へ自動
的に無線通信資源を提供してもよい。
【０１０９】
　例えば、通信資源取引サーバ３００は、提供可能通信量が０より多いユーザＡと、同一
のメッシュネットワーク上に別のユーザＢが存在する場合、提供可能通信量の一部または
全部を、そのユーザＢに割り振ってもよい。もちろん、ユーザＢに割り振った分だけ、ユ
ーザＡの提供可能通信量は減少する。割り振られたユーザＢは、被提供通信量が割り振ら
れた通信量の分だけ増加する。
【０１１０】
　通信資源取引サーバ３００は、どのユーザから提供を受けたかを、被提供通信量に併せ
て記録する。この場合、通信資源取引サーバ３００はユーザＡのメッシュネットワークに
おけるＩＤをユーザＢの被提供通信量に併せて記録する。
【０１１１】
　被提供通信量が０より多いユーザＢの装置（通信資源利用装置２００）は、次の通信の
際、自らが契約しているＬＴＥ回線ではなく、通信資源取引サーバ３００から割り振られ
た無線通信資源を使用して通信を行う。具体的には、ユーザＢの装置は、提供元のユーザ
Ａのメッシュネットワーク上のＩＤを利用してルーティングを行い、提供元のユーザＡに
対して、インターネット上の接続先を指定して受信の要求を行う。
【０１１２】
　提供元のユーザＡの装置は、このユーザＢの装置からの要求に従って、指定されたイン
ターネット上の接続先からデータを受信し、ユーザＢの端末に受信したデータを転送する
。
【０１１３】
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　なお、ユーザＢの装置から指定されたインターネット上の接続先から受信したデータの
サイズがユーザＢの被提供通信量を超えた場合は、例えば何もせずに統計だけを取ってお
き、将来的な通信量の貸し借りで相殺されるモデルにしても良いし、都度通信を打ち切る
モデルにしてもよい。
【０１１４】
　通信資源取引サーバ３００が提供するゲームサービスにおけるインセンティブは、ユー
ザが無線通信資源を提供することによって得られるものである。このインセンティブには
、例えば、ゲーム上で得られるポイント、通貨獲得、獲得率の増加、新しいキャラクター
やアイテムの獲得や獲得率の増加、キャラクターやアイテムの性能向上や性能向上率の増
加、ゲーム上のイベントへの参加機会獲得やその獲得率の増加、ゲーム上の広告の非表示
、などがある。もちろん、ゲームサービスにおけるインセンティブは無くても良い。ゲー
ムサービスにおけるインセンティブが無い場合は、ゲームができることそのものがインセ
ンティブとなりうる。
【０１１５】
　通信資源取引サーバ３００が提供するゲームサービスにおける対価は、ユーザが無線通
信資源を要求する場合にゲームサービスに提供するものである。この対価には、例えば、
ゲーム上で得られるポイントや通貨、アイテム、ＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
ｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）やアプリストアでのゲームの評価や宣伝、実際のお金、ゲーム
上の広告の表示、などがある。もちろん、ゲームサービスにおける対価は無くても良い。
ゲームサービスにおける対価が無い場合は、ゲームの基本サービスとして無線通信資源の
融通が提供されていることが対価となりうる。
【０１１６】
　図８は、通信資源利用装置２００の表示部２４０に情報が表示されている様子を示す説
明図である。図８は、無線通信資源の提供を受けた通信資源利用装置２００が、ゲーム画
面を表示している表示部２４０に広告を表示する場合の例を示している。図８には、ゲー
ム画面の上部に広告が表示されている様子を示している。もちろん広告の位置はゲーム画
面の上部に限定されるものでは無い。
【０１１７】
　無線通信資源を提供した通信資源提供装置１００は、事前にインセンティブの受け入れ
や拒否、また提供した無線通信資源の他のユーザによる利用についてのポリシを決定でき
るようにしても良い。ポリシには、自ユーザに割り当てられた無線通信資源の状況に応じ
て設定されうる。また例えばポリシには、常時提供可、Ｗｉ－Ｆｉ接続時のみ可、常時拒
否、などがありうる。また、無線通信資源を提供した通信資源提供装置１００は、インセ
ンティブの受け入れや拒否について、リクエストベースで提供可否を判断してもよい。
【０１１８】
　図９は、無線通信資源を提供する通信資源提供装置１００に表示されるユーザインタフ
ェースの例を示す説明図である。図９に示したユーザインタフェースＵ１は、インセンテ
ィブの受け入れや拒否についてのポリシをユーザに決定させるためのユーザインタフェー
スである。なお、図９に示したユーザインタフェースＵ１には、併せて、今月のゲームサ
ービスにおけるポイント獲得率も表示されている。このポイント獲得率は、無線通信資源
の自動提供量に応じて増加しても良い。
【０１１９】
　図１０は、無線通信資源を提供する通信資源提供装置１００に表示されるユーザインタ
フェースの例を示す説明図である。図１０に示したユーザインタフェースＵ２は、無線通
信資源の提供リクエストがあったことをユーザに通知するためのユーザインタフェースで
ある。通信資源提供装置１００のユーザは、図１０のように表示されるユーザインタフェ
ースＵ２を見て、無線通信資源を提供するかどうかを決定することが出来る。
【０１２０】
　この実施例２の変形例として、例えば無線通信資源を提供する通信資源提供装置１００
だけが、通信資源取引サーバ３００が提供するゲームサービスに関するデータを通信資源
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取引サーバ３００にアップロード出来るという報酬が得られるようにしても良い。
【０１２１】
　（実施例３：広告付き無線通信サービス）
　次に、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０の実施例として、広告付き
無線通信サービスの例を説明する。
【０１２２】
　図１１は、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０の実施例を示す説明図
である。この実施例３では、通信資源提供装置１００及び通信資源取引サーバ３００は、
広告付き無線通信サービスを提供している。通信資源利用装置２００は、この広告付き無
線通信サービスを利用するユーザが使用する装置である。
【０１２３】
　広告付き無線通信サービスを提供するのは、例えば移動体通信業者（ＭＮＯ；Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｏｐｅｒａｔｏｒ）または移動体通信業者から回線を借りて運用
する仮想移動体通信事業者（ＭＶＮＯ；Ｍｏｂｉｌｅ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
　Ｏｐｅｒａｔｏｒ）であり得る。無線通信資源を提供する通信資源提供装置１００も、
上記ＭＮＯまたはＭＶＮＯであり得る。広告付き無線通信サービスの提供者は、無線通信
資源を提供する見返りとしてユーザに広告を表示する。
【０１２４】
　この実施例では、広告付き無線通信サービスの業者（無線通信資源を提供するユーザ）
は、顧客であるユーザ会員に対して、無料もしくは低コストの接続料金にてインターネッ
ト接続サービスを提供する。広告付き無線通信サービスが提供する無線通信資源を利用す
る通信資源利用装置２００のユーザは、提供される無線通信資源を使用して、通信資源利
用装置２００によるインターネット接続を行う。この実施例では、通信資源利用装置２０
０は、ＬＴＥ、３Ｇ、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈその他の無線による接続が可能な
装置である。
【０１２５】
　無線通信資源を利用する通信資源利用装置２００は、インターネットへの接続料金を有
利な条件で提供してもらう代わりに、広告付き無線通信サービスの業者（無線通信資源を
提供するユーザ）から提示される広告を通信資源取引サーバ３００から受け取る。通信資
源利用装置２００は、その受け取った広告を、自装置で実行されるアプリケーションで受
け取る事を承諾することで、広告付き無線通信サービスが提供する通信回線を用いてイン
ターネットへ接続することができる。なお通信資源利用装置２００で実行されるアプリケ
ーションには、ＷＥＢブラウザ、動画配信アプリケーション、ゲームアプリケーション、
インターネットラジオアプリケーションなどが含まれうる。
【０１２６】
　広告付き無線通信サービスの提供者は、サービスを利用するユーザに対して、ユーザを
一意に識別するＩＤを付与する。例えば、広告付き無線通信サービスの提供者は、広告の
提供を承諾する契約者には、ユーザの接続を特定するＩＤをＳＩＭカードなどで提供する
。または、広告付き無線通信サービスの提供者は、ｅＳＩＭやソフトウェアＳＩＭなどの
書き換え可能なＳＩＭの情報を、通信資源利用するユーザが使用する通信資源利用装置２
００にあらかじめ用意されたメモリ領域に書き込むことでＩＤを提供する。
【０１２７】
　広告付き無線通信サービスの通信資源を利用するユーザは、無線接続を行う際、あらか
じめ接続ユーザ毎のプロファイルが規定されている認証機器（ＭＭＥ；Ｍｏｂｉｌｉｔｙ
　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙなど）に接続して、接続ユーザ毎の課金情報、提
供する通信資源の設定などを通信資源利用装置２００に設定する。この際、広告を受ける
ことを了承しているユーザに対しては、ユーザの利用する通信資源とは別に、広告を流す
ための専用の帯域（広告専用帯域）が、広告付き無線通信サービスの提供者（ＭＮＯまた
はＭＶＮＯ）からアロケーションされる。
【０１２８】
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　広告付き無線通信サービスの提供者は、事前に配布されたＩＤに紐つけられた情報に広
告出力の可否を付け加える以外にも、例えば携帯電話網、無線ＬＡＮ網などの無線リンク
を確立した後に、特定のアプリ（ＷＥＢブラウザなど）のＵＩを介して、利用者に広告出
力の可否を求めてもよい。ユーザが広告出力を許可した場合は、ユーザが利用する無線帯
域とは別に、広告専用帯域が広告付き無線通信サービスの提供者（ＭＮＯまたはＭＶＮＯ
）からアロケーションされる。
【０１２９】
　また広告付き無線通信サービスの提供者は、無線通信システムがサポートするブロード
キャスト信号（例えばＷｉ－Ｆｉ　Ｂｅａｃｏｎ、ｉＢｅａｃｏｎ、Ｂｅａｃｏｎ　ｃａ
ｓｔなど）に、広告出力の可否を求める情報を埋め込んでもよい。広告出力の可否を求め
る情報が埋め込まれた信号を受信した通信資源利用装置２００は、特定のアプリ（ＷＥＢ
ブラウザなど）のＵＩを介して、利用者に広告出力の可否を求めてもよい。ユーザが広告
出力を許可した場合は、ユーザが利用する無線帯域とは別に、広告専用帯域が広告付き無
線通信サービスの提供者（ＭＮＯまたはＭＶＮＯ）からアロケーションされる。
【０１３０】
　また広告付き無線通信サービスの提供者は、無線通信システムがサポートするマルチキ
ャスト信号（例えばＷｉ－Ｆｉ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ、ｅＭＢＭＳ＠ＬＴＥなど）に、広
告出力の可否を求める情報を埋め込んでもよい。広告出力の可否を求める情報が埋め込ま
れた信号を受信した通信資源利用装置２００は、特定のアプリ（ＷＥＢブラウザなど）の
ＵＩを介して、利用者に広告出力の可否を求めてもよい。ユーザが広告出力を許可した場
合は、ユーザが利用する無線帯域とは別に、広告専用帯域が広告付き無線通信サービスの
提供者（ＭＮＯまたはＭＶＮＯ）からアロケーションされる。
【０１３１】
　広告付き無線通信サービスの提供者は、広告専用帯域を利用して、任意の広告情報を、
通信資源を利用するユーザに対して提供する。通信資源利用装置２００は、アプリやサー
ビスを利用している際に、受信した広告を例えば専用アプリケーションを用いて提供する
。アプリやサービスとしては、ＷＥＢブラウザ、ゲーム内の特定表示領域、ゲームアプリ
やＷＥＢブラウザの余白、音楽聴取アプリ、映画視聴アプリなどがありうる。
【０１３２】
　また、広告付き無線通信サービスの通信資源を利用するユーザは、サービスの利用中に
正規の契約料金を支払って、通信資源利用装置２００を用いてインターネットに接続する
と、通信資源利用装置２００による広告の出力を一旦停止にすることができる。通信資源
利用装置２００は、広告の出力のオン・オフを切り替える機能や、課金のオン・オフを切
り替える機能を有していても良い。ユーザが正規の契約料金を支払って、広告の出力をオ
フに切り替える際は、通信資源取引サーバ３００は、通信資源利用装置２００からの要求
信号を受けて、それまで広告専用にアロケーションしていた帯域を開放して、正規の契約
料金での接続に切り替える。
【０１３３】
　なお、通信資源を利用する通信資源利用装置２００からの要求としては、ＨＴＴＰ／Ｒ
ＥＳＴベースのいわゆるＷＥＢ－Ｉ／Ｆにより、ＷＥＢ－ＡＰＩが規定されているネット
ワーク機器を適切に制御するものが用いられ得る。広告付き無線通信サービスの提供者（
ＭＮＯ／ＭＶＮＯなど）も、上述したＷＥＢ－Ｉ／Ｆにより、ＷＥＢ－ＡＰＩが規定され
ているネットワーク機器を適切に制御するものが用いられ得る。
【０１３４】
　通信資源取引サーバ３００は、例えば通信資源利用装置２００での広告の表示回数に比
例して、通信資源利用装置２００に提供する無線通信資源の量を増やしても良い。また通
信資源取引サーバ３００は、例えば通信資源利用装置２００での広告の回数が所定値に達
すると、翌月には最初から通信資源利用装置２００に提供する無線通信資源の量を増やし
たり、無線通信資源の質を上げたりしてもよい。
【０１３５】
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　（実施例４：通信サービス付きゲームサービス）
　次に、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０の実施例として、通信サー
ビス付きゲームサービスの例を説明する。
【０１３６】
　図１２は、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システム１０の実施例を示す説明図
である。この実施例４では、通信資源提供装置１００及び通信資源取引サーバ３００は、
通信サービス付きゲームサービスを提供している。通信資源利用装置２００は、この通信
サービス付きゲームサービスを利用するユーザが使用する装置である。
【０１３７】
　通信サービス付きゲームサービスを提供するのは、例えば移動体通信業者から回線を借
りて運用する仮想移動体通信事業者（ＭＶＮＯ）であり得る。またその仮想移動体通信事
業者は、インターネット上で提供されるゲームコンテンツを提供するＯＴＴ－ＭＶＮＯで
あり得る。無線通信資源を提供する通信資源提供装置１００も、上記ＭＶＮＯまたはＯＴ
Ｔ－ＭＶＮＯであり得る。通信サービス付きゲームサービスの提供者は、無線通信資源を
提供する見返りとしてユーザに広告を表示したり、提供するゲームの顧客価値を向上させ
たりする。
【０１３８】
　無線アクセスを介してネットワークゲームを提供するＯＴＴ－ＭＶＮＯは、利用者であ
るゲームユーザに対して、プレイの即時性（レイテンシ）の変化、高データ容量のアイテ
ムの高速ダウンロード、同時アクションの追加、対戦相手に対する即時性、同時アクショ
ンへの制限、アイテムの取得時間の遅れなどの障害を、無線ネットワークをダイナミック
に制御する事で、実現する。
【０１３９】
　通信サービス付きゲームサービスの提供者は、利用者であるゲームユーザに対して、通
常より安い価格または無料にて、そのゲームサービスで使われる上記アイテムや機能を取
得できる代わりに、ゲームサービス上で広告の受信を受け入れる仕組みを実現する。その
際、通信サービス付きゲームサービスの提供者は、その広告を配信する第三者から広告収
入を得ることも実現する事ができる。
【０１４０】
　通信サービス付きゲームサービスの提供者は、サービスを利用するユーザに対して、ユ
ーザを一意に識別するＩＤを付与する。例えば、広告付き無線通信サービスの提供者は、
広告の提供を承諾する契約者には、ユーザの接続を特定するＩＤをＳＩＭカードなどで提
供する。または、広告付き無線通信サービスの提供者は、ｅＳＩＭやソフトウェアＳＩＭ
などの書き換え可能なＳＩＭの情報を、通信資源利用するユーザが使用する通信資源利用
装置２００にあらかじめ用意されたメモリ領域に書き込むことでＩＤを提供する。
【０１４１】
　通信サービス付きゲームサービスの通信資源を利用するユーザは、無線接続を行う際、
あらかじめ接続ユーザ毎のプロファイルが規定されている認証機器（ＭＭＥなど）に接続
して、接続ユーザ毎の課金情報、提供する通信資源の設定などを通信資源利用装置２００
に設定する。この際、広告を受けることを了承しているユーザに対しては、ユーザの利用
する通信資源とは別に、広告を流すための専用の帯域（広告専用帯域）が、通信サービス
付きゲームサービスの提供者（ＭＮＯまたはＭＶＮＯ）からアロケーションされる。
【０１４２】
　通信サービス付きゲームサービスの提供者は、事前に配布されたＩＤに紐つけられた情
報に広告出力の可否を付け加える以外にも、例えば携帯電話網、無線ＬＡＮ網などの無線
リンクを確立した後に、特定のアプリ（ＷＥＢブラウザなど）のＵＩを介して、利用者に
広告出力の可否を求めてもよい。ユーザが広告出力を許可した場合は、ユーザが利用する
無線帯域とは別に、広告専用帯域が通信サービス付きゲームサービスの提供者（ＭＮＯま
たはＭＶＮＯ）からアロケーションされる。
【０１４３】
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　また通信サービス付きゲームサービスの提供者は、無線通信システムがサポートするブ
ロードキャスト信号（例えばＷｉ－Ｆｉ　Ｂｅａｃｏｎ、ｉＢｅａｃｏｎ、Ｂｅａｃｏｎ
　ｃａｓｔなど）に、広告出力の可否を求める情報を埋め込んでもよい。広告出力の可否
を求める情報が埋め込まれた信号を受信した通信資源利用装置２００は、特定のアプリ（
ＷＥＢブラウザなど）のＵＩを介して、利用者に広告出力の可否を求めてもよい。ユーザ
が広告出力を許可した場合は、ユーザが利用する無線帯域とは別に、広告専用帯域が通信
サービス付きゲームサービスの提供者（ＭＮＯまたはＭＶＮＯ）からアロケーションされ
る。
【０１４４】
　また通信サービス付きゲームサービスの提供者は、無線通信システムがサポートするマ
ルチキャスト信号（例えばＷｉ－Ｆｉ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ、ｅＭＢＭＳ＠ＬＴＥなど）
に、広告出力の可否を求める情報を埋め込んでもよい。広告出力の可否を求める情報が埋
め込まれた信号を受信した通信資源利用装置２００は、特定のアプリ（ＷＥＢブラウザな
ど）のＵＩを介して、利用者に広告出力の可否を求めてもよい。ユーザが広告出力を許可
した場合は、ユーザが利用する無線帯域とは別に、広告専用帯域が通信サービス付きゲー
ムサービスの提供者（ＭＮＯまたはＭＶＮＯ）からアロケーションされる。
【０１４５】
　通信資源を提供するユーザは、広告専用帯域を利用して、例えば通信資源取引サーバ３
００などから任意の広告情報を通信資源利用装置２００に対して提供する。広告情報が通
信資源利用装置２００に提供されると、通信資源利用装置２００は、アプリやサービスを
利用している際に、受信した広告を例えば専用アプリケーションを用いて提供する。アプ
リやサービスとしては、ＷＥＢブラウザ、ゲーム内の特定表示領域、ゲームアプリやＷＥ
Ｂブラウザの余白、音楽聴取アプリ、映画視聴アプリなどがありうる。
【０１４６】
　また、通信サービス付きゲームサービスの通信資源を利用するユーザは、サービスの利
用中に正規の契約料金を支払って、通信資源利用装置２００を用いてインターネットに接
続すると、通信資源利用装置２００による広告の出力を一旦停止にすることができる。通
信資源利用装置２００は、広告の出力のオン・オフを切り替える機能や、課金のオン・オ
フを切り替える機能を有していても良い。ユーザが正規の契約料金を支払って、広告の出
力をオフに切り替える際は、通信資源取引サーバ３００は、通信資源利用装置２００から
の要求信号を受けて、それまで広告専用にアロケーションしていた帯域を開放して、正規
の契約料金での接続に切り替える。
【０１４７】
　なお、通信資源を利用する通信資源利用装置２００からの要求としては、ＨＴＴＰ／Ｒ
ＥＳＴベースのいわゆるＷＥＢ－Ｉ／Ｆにより、ＷＥＢ－ＡＰＩが規定されているネット
ワーク機器を適切に制御するものが用いられ得る。広告付き無線通信サービスの提供者（
ＭＮＯ／ＭＶＮＯなど）も、上述したＷＥＢ－Ｉ／Ｆにより、ＷＥＢ－ＡＰＩが規定され
ているネットワーク機器を適切に制御するものが用いられ得る。
【０１４８】
　通信資源利用装置２００は、ＷＥＢ－Ｉ／Ｆなどにより、通信資源を利用するユーザが
ゲームをしている最中に、そのゲームのプレイに役に立つアイテムが通信資源取引サーバ
３００から提供されうる。ゲームのプレイに役に立つアイテムとしては、例えば対戦型の
ゲームにおいて、高速なレスポンスが得られるとゲームを有利に進められるような機能が
ある場合、最も遅延が小さくなるようなコマンドを通信資源利用装置２００から送れる機
能をアイテムがある
【０１４９】
　通信資源取引サーバ３００は、上述したようなゲームのプレイに役に立つアイテムを通
信資源利用装置２００に提供する際に、通信資源利用装置２００の契約ポリシを確認する
。通信資源取引サーバ３００は、広告の出力を承諾しているユーザには、そのアイテムを
無料または正規の料金より安価で提供するが、広告の出力を承諾していないユーザには、
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そのアイテムの取得に対して、プレイヤの承諾の元で課金してもよい。課金機能のオン、
オフや広告の出力のオン、オフは通信資源利用装置２００からいつでも設定出来ても良い
。また、上述したようなゲームのプレイに役に立つアイテムは、ゲームのプレイヤ間で売
買出来ても良い。
【０１５０】
　通信資源取引サーバ３００が提供するアイテムや機能の実現例を示す。
　（例１）低遅延機能
　低遅延機能は、例えば、通信資源利用装置２００から、ＷＥＢ－ＡＰＩなどを介して、
無線ネットワーク側に対して、最も遅延が少なくなる無線方式を選択したり、ネットワー
クの最短経を設定したり、最もレスポンスの速いコンテンツサーバを設定したり、キュー
のプライオリティの優先設定をしたりすること等で実現する。
【０１５１】
　（例２）高速アイテムダウンロード、複数同時プレイ機能
　高速アイテムダウンロードや複数同時プレイ機能は、低遅延機能と同様に、通信資源利
用装置２００から、ＷＥＢ－ＡＰＩなどを介して、無線ネットワーク側に対して、アイテ
ムをダウンロードするサーバなどから最も高いＥ２Ｅスループットが実現できる経路とな
るよう通信制御をしたり、最も高速な伝送が実現できる無線基地局のメディアのレートを
設定したり、無線通信資源を含む伝送キューのプライオリティの優先設定をしたりするこ
と等で実現する。
【０１５２】
　（例３）対戦相手にダメージを与える機能
　対戦相手にダメージを与える機能は、低遅延機能などと同様に、通信資源利用装置２０
０から、ＷＥＢ－ＡＰＩなどを介して、無線ネットワーク側に対して、指定された現在の
対戦相手の識別子を伝える。ネットワーク側は、その識別子に対応する利用者のＳＩＭ－
ＩＤを特定して、そのＳＩＭ－ＩＤで特定される対戦相手の無線リンクに対して、帯域制
限、ネットワーク遅延、低速無線リンクへのフォールバックなどを行う。このように、対
戦相手の無線リンクに対して制限を加えることで、対戦相手の俊敏性などの操作性に妨害
を与えることができる。なおこの例では、例えば通信資源取引サーバ３００が、ＳＩＭ－
ＩＤとゲームプレイヤのＩＤとを紐付けて管理する。
【０１５３】
　同じＳＩＭ－ＩＤでの無線接続に対して複数のプレイヤが存在する場合は、ネットワー
ク側は、プレイヤ毎にロジカルリンクレイヤを構築する。ネットワーク側は、その上で障
害を与える対戦相手に対して、それぞれのロジカルリンクレイヤに制限をかける仕組みを
有する。
【０１５４】
　プレイヤ間でも、それぞれの無線通信資源の共有や強化を実現できてもよい。また、一
つの物理リンクに作られる複数のロジカルリンクレイヤ間でも無線通信資源の共有や強化
を実現できてもよい。
【０１５５】
　異なる無線リンクで繋がるプレイヤ間で、無線通信資源やアイテム、機能の売買が可能
となるように、ネットワーク側は、ＳＩＭ－ＩＤ間での課金の仕組みを備えていても良い
。同じく、異なる無線リンクで繋がるプレイヤ間で、広告配信や広告配信に対する対価と
して、無料アイテムのやり取りも可能にする仕組みを備えていても良い。
【０１５６】
　通信資源取引サーバ３００が提供するゲームサービスが、個人だけではなくグループを
組んでプレイ出来るものである場合、通信資源取引サーバ３００は、グループ全体に報酬
を与えるようにしても良い。例えば通信資源取引サーバ３００は、無線通信資源をより融
通し合っているグループには、よりより報酬を提供するようにしても良い。
【０１５７】
　あるグループＸは無線通信資源を１週間に１０回融通し合っているが、別のグループＹ
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は無線通信資源を１週間に１回しか融通し合っていない場合、通信資源取引サーバ３００
は、無線通信資源をより融通し合っているグループＸに対して、例えば出現率の低いアイ
テムを提供したり、またそのようなアイテムが出現する確率を上げたりするような報酬を
与えても良い。
【０１５８】
　（その他の実施例）
　例えば、毎月固定の料金を支払うことを条件にサーバからストリーミングにより楽曲の
配信を受けることが出来るサービスにも、本開示の一実施形態に係る通信資源取引システ
ム１０を適用することが可能になる。
【０１５９】
　例えば、通信資源取引サーバ３００が楽曲をストリーミング配信するサービスを行って
おり、通信資源利用装置２００が通信資源取引サーバ３００からストリーミングにより楽
曲を受信する際に、通信資源利用装置２００は無線通信資源を消費することになる。この
場合において通信資源利用装置２００は、通信資源提供装置１００から無線通信資源の提
供を受けることで、消費した無線通信資源を回復させることが出来る。
【０１６０】
　そして、無線通信資源の提供を受けた通信資源利用装置２００は、その見返りとして、
例えば作成したプレイリストを通信資源取引サーバ３００に提供したり、通信資源取引サ
ーバ３００から配信される楽曲の音質が低下することを受け入れたりする。
【０１６１】
　また例えば、複数の装置でＭｅｓｈネットワークを組んでいる場合に、ある装置が所定
のアプリケーションを使用すると、別の装置がその装置に対して無線通信資源（帯域）を
提供するようにしても良い。
【０１６２】
　例えばある地域に存在する複数の装置でＭｅｓｈネットワークが組まれており、その中
のある装置が、その地域で子供を見守るための見守りアプリケーションを実行したとする
。その場合において、無線通信資源に余裕のある装置が通信資源提供装置１００となって
、見守りアプリケーションを実行した装置が通信資源利用装置２００となることで、見守
りアプリケーションが使用する無線通信資源を融通し合うようにしてもよい。
【０１６３】
　＜２．ハードウェア構成例＞
　次に、図１３を参照して、本開示の一実施形態にかかる通信資源取引サーバ３００のハ
ードウェア構成について説明する。図１３は、サーバ７００の概略的な構成の一例を示す
ブロック図である。サーバ７００は、プロセッサ７０１、メモリ７０２、ストレージ７０
３、ネットワークインタフェース７０４及びバス７０６を備える。
【０１６４】
　プロセッサ７０１は、例えばＣＰＵ（Central　Processing　Unit）又はＤＳＰ（Digit
al　Signal　Processor）であってよく、サーバ７００の各種機能を制御する。メモリ７
０２は、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）及びＲＯＭ（Read　Only　Memory）を含み、
プロセッサ７０１により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ７０３
は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。
【０１６５】
　ネットワークインタフェース７０４は、サーバ７００を通信ネットワーク７０５に接続
するための有線通信インターフェースである。
【０１６６】
　バス７０６は、プロセッサ７０１、メモリ７０２、ストレージ７０３及びネットワーク
インタフェース７０４を互いに接続する。バス７０６は、速度の異なる２つ以上のバス（
例えば、高速バス及び低速バス）を含んでもよい。
【０１６７】
　図１３に示したサーバ７００において、図４を参照して説明した処理部３３０に含まれ
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る１つ以上の構成要素（情報取得部３３１及び／又は制御部３３３）は、プロセッサ７０
１において実装されてもよい。一例として、プロセッサを上記１つ以上の構成要素として
機能させるためのプログラムがサーバ７００にインストールされ、プロセッサ７０１が当
該プログラムを実行してもよい。別の例として、サーバ７００は、プロセッサ７０１及び
メモリ７０２を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記１つ以上の構成要
素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記１つ以上の構
成要素として機能させるためのプログラムをメモリ７０２に記憶し、当該プログラムをプ
ロセッサ７０１により実行してもよい。以上のように、上記１つ以上の構成要素を備える
装置としてサーバ７００又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記１つ
以上の構成要素として機能させるための上記プログラムが提供されてもよい。また、上記
プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
【０１６８】
　次に、図１４を参照して、本開示の一実施形態にかかる通信資源提供装置１００や通信
資源利用装置２００のハードウェア構成について説明する。図１４は、本開示の実施形態
にかかる通信資源提供装置１００や通信資源利用装置２００のハードウェア構成例を示す
ブロック図である。上記の各アルゴリズムは、例えば、図１４に示す情報処理装置のハー
ドウェア構成を用いて実行することが可能である。つまり、当該各アルゴリズムの処理は
、コンピュータプログラムを用いて図１４に示すハードウェアを制御することにより実現
される。
【０１６９】
　なお、この図１４に示したハードウェア９００のハードウェアの形態は任意であり、例
えば、パーソナルコンピュータ、携帯電話、ＰＨＳ、ＰＤＡ等の携帯情報端末、ゲーム機
、接触式又は非接触式のＩＣチップ、接触式又は非接触式のＩＣカード、スピーカ、テレ
ビ、モニタ、ウェアラブル機器、又は種々の情報家電がこれに含まれる。但し、上記のＰ
ＨＳは、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍの略である。また、
上記のＰＤＡは、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔの略である。
【０１７０】
　図１４に示すように、このハードウェア９００は、主に、ＣＰＵ９０２と、ＲＯＭ９０
４と、ＲＡＭ９０６と、ホストバス９０８と、ブリッジ９１０と、を有する。さらに、こ
のハードウェアは、外部バス９１２と、インターフェース９１４と、入力部９１６と、出
力部９１８と、記憶部９２０と、ドライブ９２２と、接続ポート９２４と、通信部９２６
と、を有する。但し、上記のＣＰＵは、Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔの略である。また、上記のＲＯＭは、Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙの略である。
そして、上記のＲＡＭは、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙの略である。
【０１７１】
　ＣＰＵ９０２は、例えば、演算処理装置又は制御装置として機能し、ＲＯＭ９０４、Ｒ
ＡＭ９０６、記憶部９２０、又はリムーバブル記録媒体９２８に記録された各種プログラ
ムに基づいて各構成要素の動作全般又はその一部を制御する。ＲＯＭ９０４は、ＣＰＵ９
０２に読み込まれるプログラムや演算に用いるデータ等を格納する手段である。ＲＡＭ９
０６には、例えば、ＣＰＵ９０２に読み込まれるプログラムや、そのプログラムを実行す
る際に適宜変化する各種パラメータ等が一時的又は永続的に格納される。
【０１７２】
　これらの構成要素は、例えば、高速なデータ伝送が可能なホストバス９０８を介して相
互に接続される。一方、ホストバス９０８は、例えば、ブリッジ９１０を介して比較的デ
ータ伝送速度が低速な外部バス９１２に接続される。また、入力部９１６としては、例え
ば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチ、及びレバー等が用いられる
。さらに、入力部９１６としては、赤外線やその他の電波を利用して制御信号を送信する
ことが可能なリモートコントローラ（以下、リモコン）が用いられることもある。
【０１７３】
　出力部９１８としては、例えば、ＣＲＴ、ＬＣＤ、ＰＤＰ、又はＥＬＤ等のディスプレ
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イ装置、スピーカ、ヘッドホン等のオーディオ出力装置、プリンタ、携帯電話、又はファ
クシミリ等、取得した情報を利用者に対して視覚的又は聴覚的に通知することが可能な装
置である。但し、上記のＣＲＴは、Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅの略である。また
、上記のＬＣＤは、Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙの略である。そして
、上記のＰＤＰは、Ｐｌａｓｍａ　ＤｉｓｐｌａｙＰａｎｅｌの略である。さらに、上記
のＥＬＤは、Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙの略である。
【０１７４】
　記憶部９２０は、各種のデータを格納するための装置である。記憶部９２０としては、
例えば、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）等の磁気記憶デバイス、半導体記憶デバイス
、光記憶デバイス、又は光磁気記憶デバイス等が用いられる。但し、上記のＨＤＤは、Ｈ
ａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅの略である。
【０１７５】
　ドライブ９２２は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体
メモリ等のリムーバブル記録媒体９２８に記録された情報を読み出し、又はリムーバブル
記録媒体９２８に情報を書き込む装置である。リムーバブル記録媒体９２８は、例えば、
ＤＶＤメディア、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）メディア、ＨＤ　ＤＶＤメディア、各種の
半導体記憶メディア等である。もちろん、リムーバブル記録媒体９２８は、例えば、非接
触型ＩＣチップを搭載したＩＣカード、又は電子機器等であってもよい。但し、上記のＩ
Ｃは、Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔの略である。
【０１７６】
　接続ポート９２４は、例えば、ＵＳＢポート、ＩＥＥＥ１３９４ポート、ＳＣＳＩ、Ｒ
Ｓ－２３２Ｃポート、又は光オーディオ端子等のような外部接続機器９３０を接続するた
めのポートである。外部接続機器９３０は、例えば、プリンタ、携帯音楽プレーヤ、デジ
タルカメラ、デジタルビデオカメラ、又はＩＣレコーダ等である。但し、上記のＵＳＢは
、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓの略である。また、上記のＳＣＳＩは、Ｓ
ｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅの略である。
【０１７７】
　通信部９２６は、ネットワーク９３２に接続するための通信デバイスであり、例えば、
有線又は無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、又はＷＵＳＢ用の通信カード、
光通信用のルータ、ＡＤＳＬ用のルータ、又は接触又は非接触通信用のデバイス等である
。また、通信部９２６に接続されるネットワーク９３２は、有線又は無線により接続され
たネットワークにより構成され、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通信、
可視光通信、放送、又は衛星通信等である。但し、上記のＬＡＮは、Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅ
ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋの略である。また、上記のＷＵＳＢは、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢの
略である。そして、上記のＡＤＳＬは、Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂ
ｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅの略である。
【０１７８】
　図１４に示したハードウェア９００において、図２を参照して説明した通信資源提供装
置１００の処理部１５０に含まれる１つ以上の構成要素（情報取得部１５１及び／又は制
御部１５３）は、ＣＰＵ９０２において実装されてもよい。また図１４に示したハードウ
ェア９００において、図２を参照して説明した通信資源利用装置２００の処理部２５０に
含まれる１つ以上の構成要素（情報取得部２５１及び／又は制御部２５３）は、ＣＰＵ９
０２において実装されてもよい。
【０１７９】
　＜３．まとめ＞
　以上説明したように本開示の実施の形態によれば、無線通信資源を融通し合う通信資源
取引システム１０が提供される。通信資源取引システム１０は、通信資源利用装置２００
に提供した無線通信資源の量に応じた報酬を、通信資源取引サーバ３００から、無線通信
資源の提供者である通信資源提供装置１００に与えることができる。本開示の一実施形態
に係る通信資源取引システム１０は、ユーザの無線通信資源の利用意思を柔軟に反映させ
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て、ユーザ間で無線通信資源を分け合うことが可能となる。
【０１８０】
　本明細書の処理における処理ステップは、必ずしもフローチャート又はシーケンス図に
記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理における処理ステッ
プは、フローチャート又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても
、並列的に実行されてもよい。
【０１８１】
　また、本明細書の装置に備えられるプロセッサ（例えば、ＣＰＵ、ＤＳＰなど）を上記
装置として機能させるためのコンピュータプログラム（換言すると、上記プロセッサに上
記装置の構成要素の動作を実行させるためのコンピュータプログラム）も作成可能である
。また、当該コンピュータプログラムを記録した記録媒体も提供されてもよい。また、上
記コンピュータプログラムを記憶するメモリと、上記コンピュータプログラムを実行可能
な１つ以上のプロセッサとを備える装置（例えば、完成品、又は完成品のためのモジュー
ル（部品、処理回路若しくはチップなど））も提供されてもよい。また、上記装置の１つ
以上の構成要素（例えば、情報取得部及び／又は制御部など）の動作を含む方法も、本開
示に係る技術に含まれる。
【０１８２】
　また上述の説明で用いた機能ブロック図で示したそれぞれの機能ブロックの一部又は全
部は、たとえばインターネット等のネットワークを介して接続されるサーバ装置で実現さ
れてもよい。また上述の説明で用いた機能ブロック図で示したそれぞれの機能ブロックの
構成は、単独の装置で実現されてもよく、複数の装置が連携するシステムで実現されても
良い。複数の装置が連携するシステムには、例えば複数のサーバ装置の組み合わせ、サー
バ装置と端末装置との組み合わせ等が含まれ得る。
【０１８３】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０１８４】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定
的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代
えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【０１８５】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　自ユーザに割り当てられた無線通信資源を、他のユーザの要求に応じて該他のユーザの
ために提供する制御部と、
　該他のユーザに提供した無線通信資源の量に応じた該無線通信資源を使用するアプリケ
ーションのサービスにおける報酬を取得する取得部と、
を備える、提供装置。
（２）
　前記制御部は、無線通信資源を取引するサービスを介して前記無線通信資源を前記他の
ユーザのために提供し、
　前記取得部は、提供した無線通信資源の量に応じた報酬を取得する、前記（１）に記載
の提供装置。
（３）
　前記制御部は、前記他のユーザへの無線通信資源の提供を動的に制御する、前記（１）
または（２）に記載の提供装置。
（４）
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　前記制御部は、前記他のユーザへ提供する無線通信資源の帯域または量を動的に制御す
る、前記（３）に記載の提供装置。
（５）
　前記制御部が提供する無線通信資源は、前記自ユーザが使用する機器を介して前記他の
ユーザが使用する機器によって行われる無線通信のための資源である、前記（１）～（４
）のいずれかに記載の提供装置。
（６）
　前記制御部は、前記他のユーザからの対価の支払いと引き換えに前記他のユーザに無線
通信資源を提供する、前記（１）～（５）のいずれかに記載の提供装置。
（７）
　前記制御部は、前記他のユーザに無線通信資源を割り当てる際に該他のユーザに広告情
報を提供する、前記（１）～（６）のいずれかに記載の提供装置。
（８）
　前記制御部は、前記他のユーザに割り当てる無線通信資源とは異なる通信資源を使用し
て前記広告情報を提供する、前記（７）に記載の提供装置。
（９）
　前記制御部は、前記他のユーザが所定の対価を支払ったことを条件に前記広告情報の提
供を停止する、前記（８）に記載の提供装置。
（１０）
　前記制御部は、前記他のユーザへの無線通信資源の割り当ての可否を判断する、前記（
１）～（９）のいずれかに記載の提供装置。
（１１）
　前記制御部は、前記自ユーザに割り当てられた無線通信資源の状況に応じて前記他のユ
ーザへの無線通信資源の割り当ての可否を判断する、前記（１０）に記載の提供装置。
（１２）
　前記取得部は、前記自ユーザに提供される報酬として広告を出稿する権利を取得する、
前記（１）～（１１）のいずれかに記載の提供装置。
（１３）
　前記取得部は、前記自ユーザに提供される報酬としてゲームのアイテムを取得する、請
前記（１）～（１１）のいずれかに記載の提供装置。
（１４）
　前記制御部は、提供する無線通信資源としてセルラーによる無線通信を前記他のユーザ
に提供する、前記（１）～（１３）のいずれかに記載の提供装置。
（１５）
　前記制御部は、提供する無線通信資源としてＷｉ－Ｆｉによる無線通信を前記他のユー
ザに提供する、前記（１）～（１３）のいずれかに記載の提供装置。
（１６）
　他のユーザに割り当てられた無線通信資源を要求し、該無線通信資源を利用する見返り
として該無線通信資源を使用するアプリケーションのサービスに関する所定の負担を負う
ための処理を行う制御部を備える、利用装置。
（１７）
　自ユーザに割り当てられた無線通信資源を、他のユーザの要求に応じて該他のユーザの
ために提供する提供制御部と、
　該他のユーザに提供した無線通信資源の量に応じた報酬を取得する取得部と、
を含む提供装置と、
　前記第１のユーザに割り当てられた無線通信資源を要求し、該無線通信資源を利用する
見返りとして該無線通信資源を使用するアプリケーションのサービスに関する所定の負担
を負う利用制御部を含む利用装置と、
を備える、通信資源取引システム。
（１８）
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　自ユーザに割り当てられた無線通信資源を、他のユーザの要求に応じて該他のユーザの
ために提供することと、
　該他のユーザに提供した無線通信資源の量に応じた該無線通信資源を使用するアプリケ
ーションのサービスにおける報酬を取得することと、
を備える、提供方法。
（１９）
　他のユーザに割り当てられた無線通信資源を要求し、該無線通信資源を利用する見返り
として該無線通信資源を使用するアプリケーションのサービスに関する所定の負担を負う
制御部を備える、利用方法。
（２０）
　第１のユーザに割り当てられた無線通信資源を、第２のユーザの要求に応じて該第２の
ユーザのために割り当て、該第２のユーザに割り当てた無線通信資源の量に応じた該無線
通信資源を使用するアプリケーションのサービスにおける報酬を前記第１のユーザに提供
する制御部を備える、制御装置。
（２１）
　前記制御部は、前記第１のユーザに割り当てられた無線通信資源の品質に応じて提供す
る報酬を変化させる、前記（２０）に記載の制御装置。
（２２）
　前記制御部は、前記第１のユーザに割り当てられた無線通信資源の前記第２のユーザへ
の割り当て可能量に応じて提供する報酬を変化させる、前記（２０）または（２１）に記
載の制御装置。
【符号の説明】
【０１８６】
　１０　　通信資源取引システム
　１００　　通信資源提供装置
　２００　　通信資源利用装置
　３００　　通信資源取引サーバ
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