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(57)【要約】
　本開示は、ＷＩＦＩリスト表示方法を提供する。該方
法は、ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされて
いるＷＩＦＩタイプを取得するステップと、前記ＷＩＦ
Ｉスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩ
ＦＩタイプに基づいて、前記ＷＩＦＩスマートデバイス
によりアクセスされようとしているＷＩＦＩネットワー
クを、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少な
くとも２つに分類するステップと、分類されたＷＩＦＩ
ネットワークを前記ＷＩＦＩリスト中に表示するステッ
プとを含んでいる。本開示により、アクセス不可能なＷ
ＩＦＩネットワークを前記ＷＩＦＩスマートデバイスに
対して指定することにより生じるアクセス失敗を避ける
ことができ、それによってＷＩＦＩスマートデバイスの
アクセス成功率を高めることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを取得するステッ
プと、
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプに基づい
て、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩネットワ
ークを、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２つに分類するステップ
と、
　分類された前記ＷＩＦＩネットワークを前記ＷＩＦＩリスト中に表示するステップと
を含む、ＷＩＦＩリスト表示方法。
【請求項２】
　ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを取得する前記ス
テップが、
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスより送信されたブロードキャストメッセージを受信する
ステップであって、前記ブロードキャストメッセージが、前記ＷＩＦＩスマートデバイス
が起動した時に前記ＷＩＦＩスマートデバイスから送信され、前記ブロードキャストメッ
セージが、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプ
又は前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプを伴
っているステップと、
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプ又は前記
ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプをローカルに
保存するステップと
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを取得する前記ス
テップが、
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスに問い合わせメッセージをブロードキャストするステッ
プであって、前記問い合わせメッセージが、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポー
トされている前記ＷＩＦＩタイプを問い合わせるように構成されるステップと、
　前記問い合わせメッセージに応答して前記ＷＩＦＩスマートデバイスにより返信された
問い合わせ結果を受信するステップであって、前記問い合わせ結果が、前記ＷＩＦＩスマ
ートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプ又は前記ＷＩＦＩスマートデ
バイスによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプを含んでいるステップと
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプに基づい
て、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩネットワ
ークを、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２つに分類する前記ステ
ップが、
　周囲のＷＩＦＩネットワークを走査して、前記周囲のＷＩＦＩネットワークのタイプを
取得するステップと、
　前記周囲のＷＩＦＩネットワークの前記タイプを、ローカルに保存され、前記ＷＩＦＩ
スマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプ、又は、ローカルに保存
され、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプと
マッチングさせるステップと、
　ＷＩＦＩネットワークの前記タイプが、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポート
されている前記ＷＩＦＩタイプとマッチする場合、該ＷＩＦＩネットワークを、前記ＷＩ
ＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネットワークとして分類するステ
ップと、
　ＷＩＦＩネットワークの前記タイプが、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポート
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されている前記ＷＩＦＩタイプとマッチしない場合、又は、前記ＷＩＦＩスマートデバイ
スによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプとマッチする場合、該ＷＩＦＩネット
ワークを、前記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス不可能なＷＩＦＩネットワー
クとして分類するステップと
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法が、さらに、
　前記ＷＩＦＩリスト中において、前記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能
な前記ＷＩＦＩネットワークを、アクセス可能であると標識するステップ、又は、
　前記ＷＩＦＩリスト中において、前記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能
な前記ＷＩＦＩネットワークの名前を強調表示するステップ
を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　分類された前記ＷＩＦＩネットワークを前記ＷＩＦＩリスト中に表示する前記ステップ
が、
　前記ＷＩＦＩリスト中において、アクセス可能であると標識された又は名前が強調表示
された前記ＷＩＦＩネットワークを、前記ＷＩＦＩリストの開始位置から所定の配列方式
に従って順次表示するステップ
を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを取得するように
構成された取得モジュールと、
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプに基づい
て、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩネットワ
ークを、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２つに分類するように構
成された分類モジュールと、
　分類された前記ＷＩＦＩネットワークを前記ＷＩＦＩリスト中に表示するように構成さ
れた表示モジュールと
を含む、ＷＩＦＩリスト表示装置。
【請求項８】
　前記取得モジュールが、
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスより送信されたブロードキャストメッセージを受信する
ように構成された第１受信サブモジュールであって、前記ブロードキャストメッセージが
、前記ＷＩＦＩスマートデバイスが起動した時に前記ＷＩＦＩスマートデバイスから送信
され、前記ブロードキャストメッセージが、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポー
トされている前記ＷＩＦＩタイプ又は前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされ
ていない前記ＷＩＦＩタイプを伴っている、第１受信サブモジュールと、
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプ又は前記
ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプをローカルに
保存するように構成された保存サブモジュールと
を含む、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記取得モジュールが、
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスに問い合わせメッセージをブロードキャストするように
構成されたブロードキャストサブモジュールであって、前記問い合わせメッセージが、前
記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプを問い合わせ
るように構成されたブロードキャストサブモジュールと、
　前記問い合わせメッセージに応答して前記ＷＩＦＩスマートデバイスにより返信された
問い合わせ結果を受信するように構成された第２受信サブモジュールであって、前記問い
合わせ結果が、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタ
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イプ又は前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプ
を含んでいる、第２受信サブモジュールと
を含む、請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記分類モジュールが、
　周囲のＷＩＦＩネットワークを走査して、前記周囲のＷＩＦＩネットワークのタイプを
取得するように構成された走査サブモジュールと、
　前記周囲のＷＩＦＩネットワークの前記タイプを、ローカルに保存され、前記ＷＩＦＩ
スマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプ、又は、ローカルに保存
され、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプと
マッチングさせるように構成されたマッチングサブモジュールと、
　ＷＩＦＩネットワークの前記タイプが、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポート
されている前記ＷＩＦＩタイプとマッチする場合、該ＷＩＦＩネットワークを、前記ＷＩ
ＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネットワークとして分類するよう
に構成された第１分類サブモジュールと、
　ＷＩＦＩネットワークの前記タイプが、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポート
されている前記ＷＩＦＩタイプとマッチしない場合、又は、前記ＷＩＦＩスマートデバイ
スによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプとマッチする場合、該ＷＩＦＩネット
ワークを、前記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス不可能なＷＩＦＩネットワー
クとして分類するように構成された第２分類サブモジュールと
を含む、請求項７に記載の装置。
【請求項１１】
　前記分類モジュールが、さらに、
　前記ＷＩＦＩリスト中において、前記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能
な前記ＷＩＦＩネットワークを、アクセス可能であると標識するように、又は、前記ＷＩ
ＦＩリスト中において、前記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能な前記ＷＩ
ＦＩネットワークの名前を強調表示するように構成された標識サブモジュール
を含む、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記表示モジュールが、
　前記ＷＩＦＩリスト中において、アクセス可能であると標識された又は名前が強調表示
された前記ＷＩＦＩネットワークを、前記ＷＩＦＩリストの開始位置から所定の配列方式
に従って順次表示するように構成された表示サブモジュール
を含む、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能な命令を保存するように構成されたメモリと
を含んでいるＷＩＦＩリスト表示装置であって、
　前記プロセッサは、
　ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを取得し、
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプに基づい
て、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩネットワ
ークを、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２つに分類し、
　分類された前記ＷＩＦＩネットワークを前記ＷＩＦＩリスト中に表示する
ように構成されている、ＷＩＦＩリスト表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１５年３月４日に出願された中国特許出願第２０１５１００９７０５０
．０号に基づくものであると共に、該中国特許出願の優先権を主張するものであり、該中
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国特許出願の全ての内容が、参照により本出願に組み込まれる。
技術分野
　本開示は、概して通信技術分野に関し、特に、ＷＩＦＩリスト表示方法及び装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　ＷＩＦＩスマートデバイスは、通常、ネットワークへのアクセスが成功した後にのみ、
ユーザが携帯電話を介して送信した制御命令を受信して、対応する動作を実行することが
できる。しかしながら、スマートデバイスは、通常、異なるタイプのＷＩＦＩスマートチ
ップを使用しており、異なるタイプのＷＩＦＩスマートチップは規格が異なるため、サポ
ートするＷＩＦＩネットワークが異なる。そのため、ＷＩＦＩスマートデバイスがＷＩＦ
Ｉネットワークにアクセス成功できることを保証することが重要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　関連技術に存在する問題を克服するため、本開示はＷＩＦＩリスト表示方法及び装置を
提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本開示における実施形態の第一態様によれば、ＷＩＦＩリスト表示方法が提供され、該
方法は、
　ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを取得するステッ
プと、
　上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプに基づいて、
上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩネットワーク
を、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２つに分類するステップと、
　分類されたＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩリスト中に表示するステップと、
を含んでいる。
【０００５】
　選択的には、ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを取
得する上記ステップは、
　上記ＷＩＦＩスマートデバイスより送信されたブロードキャストメッセージを受信する
ステップであって、上記ブロードキャストメッセージが、上記ＷＩＦＩスマートデバイス
が起動した時に上記ＷＩＦＩスマートデバイスから送信され、上記ブロードキャストメッ
セージが、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプ又は
上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプを伴っている
ステップと、
　上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプ又は上記ＷＩ
ＦＩスマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプをローカルに保存する
ステップと
を含んでいる。
【０００６】
　選択的には、ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを取
得する上記ステップは、
　上記ＷＩＦＩスマートデバイスに問い合わせメッセージをブロードキャストするステッ
プであって、上記問い合わせメッセージが、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポー
トされているＷＩＦＩタイプを問い合わせるように構成されるステップと、
　上記問い合わせメッセージに応答して上記ＷＩＦＩスマートデバイスにより返信された
問い合わせ結果を受信するステップであって、上記問い合わせ結果が、上記ＷＩＦＩスマ
ートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプ又は上記ＷＩＦＩスマートデバイ



(6) JP 2017-516322 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

スによりサポートされていないＷＩＦＩタイプを含んでいるステップと
を含んでいる。
【０００７】
　選択的には、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプ
に基づいて、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩ
ネットワークを、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２つに分類する
上記ステップは、
　周囲のＷＩＦＩネットワークを走査して、上記周囲のＷＩＦＩネットワークのタイプを
取得するステップと、
　上記周囲のＷＩＦＩネットワークの上記タイプを、ローカルに保存され、上記ＷＩＦＩ
スマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプ、又は、ローカルに保存され
、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプとマッチン
グさせるステップと、
　ＷＩＦＩネットワークの上記タイプが、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポート
されているＷＩＦＩタイプとマッチする場合、該ＷＩＦＩネットワークを、上記ＷＩＦＩ
スマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネットワークとして分類するステップ
と、
　ＷＩＦＩネットワークの上記タイプが、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポート
されているＷＩＦＩタイプとマッチしない場合、又は、上記ＷＩＦＩスマートデバイスに
よりサポートされていないＷＩＦＩタイプとマッチする場合、該ＷＩＦＩネットワークを
、上記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス不可能なＷＩＦＩネットワークとして
分類するステップと
を含んでいる。
【０００８】
　選択的には、上記方法は、さらに、
　上記ＷＩＦＩリスト中において、上記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能
なＷＩＦＩネットワークを、アクセス可能であると標識するステップ、又は、
　上記ＷＩＦＩリスト中において、上記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能
なＷＩＦＩネットワークの名前を強調表示するステップ
を含んでいる。
【０００９】
　選択的には、分類されたＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩリスト中に表示する上記
ステップは、
　上記ＷＩＦＩリスト中において、アクセス可能であると標識された又は名前が強調表示
されたＷＩＦＩネットワークを、上記ＷＩＦＩリストの開始位置から所定の配列方式に従
って順次表示するステップ
を含んでいる。
【００１０】
　本開示における実施形態の第二態様によれば、ＷＩＦＩリスト表示装置が提供され、該
装置は、
　ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを取得するように
構成された取得モジュールと、
　上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプに基づいて、
上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩネットワーク
を、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２つに分類するように構成さ
れた分類モジュールと、
　分類されたＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩリスト中に表示するように構成された
表示モジュールと
を含んでいる。
【００１１】
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　選択的には、上記取得モジュールは、
　上記ＷＩＦＩスマートデバイスより送信されたブロードキャストメッセージを受信する
ように構成され、上記ブロードキャストメッセージが、上記ＷＩＦＩスマートデバイスが
起動した時に上記ＷＩＦＩスマートデバイスから送信され、上記ブロードキャストメッセ
ージが、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプ又は上
記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプを伴っている、
第１受信サブモジュールと、
　上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプ又はサポート
されていないＷＩＦＩタイプをローカルに保存するように構成された保存サブモジュール
と
を含んでいる。
【００１２】
　選択的には、上記取得モジュールは、
　上記ＷＩＦＩスマートデバイスに問い合わせメッセージをブロードキャストするように
構成され、上記問い合わせメッセージが、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポート
されているＷＩＦＩタイプを問い合わせるように構成されたブロードキャストサブモジュ
ールと、
　上記問い合わせメッセージに応答して上記ＷＩＦＩスマートデバイスにより返信された
問い合わせ結果を受信するように構成され、上記問い合わせ結果が、上記ＷＩＦＩスマー
トデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプ又は上記ＷＩＦＩスマートデバイス
によりサポートされていないＷＩＦＩタイプを含んでいる、第２受信サブモジュールと
を含んでいる。
【００１３】
　選択的には、上記分類モジュールは、
　周囲のＷＩＦＩネットワークを走査して、上記周囲のＷＩＦＩネットワークのタイプを
取得するように構成された走査サブモジュールと、
　上記周囲のＷＩＦＩネットワークの上記タイプを、ローカルに保存され、上記ＷＩＦＩ
スマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプ、又は、ローカルに保存され
、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプとマッチン
グさせるように構成されたマッチングサブモジュールと、
　ＷＩＦＩネットワークの上記タイプが、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポート
されているＷＩＦＩタイプとマッチする場合、該ＷＩＦＩネットワークを、上記ＷＩＦＩ
スマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネットワークとして分類するように構
成された第１分類サブモジュールと、
　ＷＩＦＩネットワークの上記タイプが、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポート
されているＷＩＦＩタイプとマッチしない場合、又は、上記ＷＩＦＩスマートデバイスに
よりサポートされていないＷＩＦＩタイプとマッチする場合、該ＷＩＦＩネットワークを
、上記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス不可能なＷＩＦＩネットワークとして
分類するように構成された第２分類サブモジュールと
を含んでいる。
【００１４】
　選択的には、上記分類モジュールは、さらに、
　上記ＷＩＦＩリスト中において、上記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能
なＷＩＦＩネットワークを、アクセス可能であると標識するように、又は、上記ＷＩＦＩ
リスト中において、上記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネッ
トワークの名前を強調表示するように構成された標識サブモジュール
を含んでいる。
【００１５】
　選択的には、上記表示モジュールは、
　上記ＷＩＦＩリスト中において、アクセス可能であると標識された又は名前が強調表示
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されたＷＩＦＩネットワークを、上記ＷＩＦＩリストの開始位置から所定の配列方式に従
って順次表示するように構成された表示サブモジュール
を含んでいる。
【００１６】
　本開示における実施形態の第三態様によれば、ＷＩＦＩリスト表示装置が提供され、該
装置は、プロセッサと、上記プロセッサにより実行可能な命令を保存するように構成され
たメモリとを含んでおり、
　上記プロセッサは、
　ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを取得し、
　上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプに基づいて、
上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩネットワーク
を、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２つに分類し、
　分類されたＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩリスト中に表示する
ように構成されている。
【００１７】
　本開示の実施形態により提供される技術的解決手段は、以下の有利な効果を有し得る。
【００１８】
　本開示の上述の実施形態では、ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷ
ＩＦＩタイプを取得することにより、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされ
ているＷＩＦＩタイプに基づいて、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされよ
うとしているＷＩＦＩネットワークを、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少な
くとも２つに分類して、分類されたＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩリスト中に表示
する。上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩネット
ワークが既にアクセス可能又はアクセス不可能として分類されているため、アクセスされ
るＷＩＦＩネットワークをユーザが上記ＷＩＦＩスマートデバイスに対して指定する際に
、アクセス不可能なＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩスマートデバイスに対して指定
することにより生じるアクセス失敗を避けることができ、それによってＷＩＦＩスマート
デバイスのアクセス成功率を高めることができる。
【００１９】
　上述の一般的説明及び後述の詳細な説明の両方は、単なる例示及び説明であって、特許
請求の範囲に記載された本発明を限定するものではないことが理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　添付の図面は、明細書に組み込まれると共に本明細書の一部を構成し、本開示に一致す
る実施形態を示しており、本明細書と共に本開示の原理を説明するのに役立つ。
【００２１】
【図１】図１は、例示の実施形態に基づくＷＩＦＩリスト表示方法のフローチャートであ
る。
【図２】図２は、例示の実施形態に基づく別のＷＩＦＩリスト表示方法のフローチャート
である。
【図３】図３は、例示の実施形態に基づくスマートホームアプリケーションのインタフェ
ースを表す概略図である。
【図４】図４は、例示の実施形態に基づく別のスマートホームアプリケーションのインタ
フェースを表す概略図である。
【図５】図５は、例示の実施形態に基づく別のスマートホームアプリケーションのインタ
フェースを表す概略図である。
【図６】図６は、例示の実施形態に基づく別のスマートホームアプリケーションのインタ
フェースを表す概略図である。
【図７】図７は、例示の実施形態に基づく別のスマートホームアプリケーションのインタ
フェースを表す概略図である。
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【図８】図８は、例示の実施形態に基づくＷＩＦＩリスト表示装置のブロック図である。
【図９】図９は、例示の実施形態に基づく別のＷＩＦＩリスト表示装置のブロック図であ
る。
【図１０】図１０は、例示の実施形態に基づく別のＷＩＦＩリスト表示装置のブロック図
である。
【図１１】図１１は、例示の実施形態に基づく別のＷＩＦＩリスト表示装置のブロック図
である。
【図１２】図１２は、例示の実施形態に基づく別のＷＩＦＩリスト表示装置のブロック図
である。
【図１３】図１３は、例示の実施形態に基づく別のＷＩＦＩリスト表示装置のブロック図
である。
【図１４】図１４は、例示の実施形態に基づくＷＩＦＩリスト表示装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本明細書において、例示の実施形態について詳細に説明し、その例示を添付の図面中に
示す。以下の説明が言及する図面を通じて、他に述べられていない限り、異なる図面にお
ける同一の参照番号は同一又は類似の要素を示す。以下の例示の実施形態において説明さ
れる実施方式は、本開示と一致する全ての実施方式を表すものではない。むしろ、それら
は、添付の特許請求の範囲に詳述された本開示のいくつかの態様と一致する装置及び方法
の単なる例である。
【００２３】
　本開示における用語は、単に特定の実施形態を説明するために使用されるものであって
、本開示を限定することを意図するものではない。本開示及び添付の特許請求の範囲にお
ける「一（一種）」、「上記（所述）」及び「該」のような単数形は、文脈にて他に指定
されない限り、複数形を含むこともまた意図している。また、本明細書中で使用される用
語「及び／又は」は、相互に関連する１つ又は複数の列挙された項目についての任意の又
は全ての可能な組み合わせに関する及びそれらを含むことを理解されたい。
【００２４】
　本開示では、第１、第２、第３のような用語を様々な情報を説明するために使用するが
、これらの情報はこれらの用語に限定されるものではないことを理解されたい。これらの
用語は、同じタイプの情報を区別するためにのみ使用される。例えば、本開示の範囲から
逸脱することなく、第１情報は第２情報と称されてもよく、同様に、第２情報は第１情報
と称されてもよい。文脈に応じて、本明細書において使用される語句「の場合には（如果
）」は、「……の時には（在………時）」又は「……の際には（当……時）」又は「……
の決定に応じて（響応于確定）」と解釈されてもよい。
【００２５】
　本開示は、アクセスされるＷＩＦＩネットワークをユーザがＷＩＦＩスマートデバイス
に対して指定する際に、ＷＩＦＩスマートデバイスが採用するＷＩＦＩスマートチップの
規格の制限のために、ＷＩＦＩスマートチップによりサポートされていないＷＩＦＩタイ
プのＷＩＦＩネットワークを該ＷＩＦＩスマートデバイスに対して誤って指定してしまい
、それによってデバイスのアクセス失敗を引き起こし、アクセス成功率が低下するという
問題を解決することを目的とする。
【００２６】
　本開示は、ＷＩＦＩリスト表示方法を提供する。ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポ
ートされているＷＩＦＩタイプを取得し、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポート
されているＷＩＦＩタイプに基づいて、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスさ
れようとしているＷＩＦＩネットワークを、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の
少なくとも２つに分類して、分類されたＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩリスト中に
表示する。上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩネ
ットワークが既にアクセス可能又はアクセス不可能であると分類されているため、アクセ
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スされるＷＩＦＩネットワークをユーザが上記ＷＩＦＩスマートデバイスに対して指定す
る際に、アクセス不可能なＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩスマートデバイスに対し
て指定することにより生じるアクセス失敗を避けることができ、それによってＷＩＦＩス
マートデバイスのアクセス成功率を高めることができる。
【００２７】
　図１は、例示の実施形態に基づくＷＩＦＩリスト表示方法のフローチャートであって、
該ＷＩＦＩリスト表示方法は端末において適用され、図１に示されるように、該方法は以
下のステップを含む。
【００２８】
　ステップ１０１では、ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタ
イプを取得する。
【００２９】
　ステップ１０２では、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦ
Ｉタイプに基づいて、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしている
ＷＩＦＩネットワークを、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２つに
分類する。
【００３０】
　ステップ１０３では、分類されたＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩリスト中に表示
する。
【００３１】
　本実施形態において、上記端末は、スマートフォンのようなスマート端末であってもよ
く、上記ＷＩＦＩスマートデバイスは、組込みＷＩＦＩモジュールを備えたスマートホー
ムデバイスであってもよい。ユーザがスマート端末を介してＷＩＦＩスマートデバイスを
制御する際には、通常、該制御はスマート端末にインストールされたクライアントソフト
ウェアを介して達成される。例えば、実施時において、上記クライアントソフトウェアは
「スマートホーム」アプリケーションであってもよく、ユーザは該アプリケーションを介
してホーム環境における種々のスマートホームデバイスを集中管理及び集中制御してもよ
い。
【００３２】
　以下、上記クライアントソフトウェアの例としてスマートホームアプリケーションを用
い、併せてスマートホーム環境の状況を参照して、本開示の技術的解決手段を詳細に説明
する。
【００３３】
　スマートホーム環境には、通常は複数台のスマートデバイスがある。例えば、スマート
ホーム環境には、通常はスマートカメラ、スマートソケット、スマート空気清浄機等のス
マートホームデバイスがある。ユーザは、ユーザのログインアカウントを通じてスマート
ホームアプリケーションにログインしてもよく、使用権限を決定するために、該スマート
ホームアプリケーションとホーム環境中のスマートデバイスとの結合した関係を確立して
もよい。
【００３４】
　しかしながら、ホーム環境中のスマートデバイスは、該デバイスがネットワークにアク
セス成功した際にのみ正常に使用され得るため、ユーザのログインアカウントを通じてス
マートホームアプリケーションにログインすることによりホーム環境中の新たなスマート
デバイスと結合した関係を確立する前に、通常は、新たなスマートデバイスによりアクセ
スされるＷＩＦＩネットワークを指定するために、ホーム環境中の新たなスマートデバイ
スについてネットワーク構成を行う必要がある。該スマートデバイスが指定されたＷＩＦ
Ｉネットワークにアクセス成功した後に、ユーザはスマートホームアプリケーションを操
作することによってスマートデバイスへの結合を開始することができる。
【００３５】
　また、アクセスされるＷＩＦＩネットワークを新たなスマートデバイスに対して指定す
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るために、ユーザがホーム環境中の新たなスマートデバイスについてのネットワーク構成
を行うことは、スマートホームアプリケーションを操作することによって実施可能である
。
【００３６】
　初期状態では、該スマートデバイスは、電源がオンになった後、通常は、組込みＷＩＦ
Ｉモジュールを通じてスマートデバイスの名前を伴ったＷＩＦＩブロードキャストメッセ
ージを周囲の環境へと送信してもよく、それによって、スマートホームアプリケーション
は、上記ブロードキャストメッセージを受信することにより、周囲のスマートデバイスを
走査してもよい。同時に、該スマートデバイスは、それ自体によりサポートされているＷ
ＩＦＩタイプ又はそれ自体によりサポートされていないＷＩＦＩタイプを該ＷＩＦＩブロ
ードキャストメッセージ中に含んでいてもよく、それによって、スマートホームアプリケ
ーションが該ＷＩＦＩブロードキャストメッセージを受信した際に、該スマートホームア
プリケーションは、該スマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプ又は該
スマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプをローカルに保存してもよ
い。
【００３７】
　当然ながら、実施時において、スマートホームアプリケーションは、スマートデバイス
の走査を、組込みＢｌｕｅｔｏｏｔｈモジュールを通じて実装していてもよい。例えば、
該スマートデバイスは、電源がオンになった後に、組込みＢｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール
を通じてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ信号を周囲の環境へとブロードキャストしてもよく、スマー
トホームアプリケーションは、スマートデバイスにより送信されたＢｌｕｅｔｏｏｔｈ信
号を検出することにより周囲のスマートデバイスを走査してもよい。同時に、該スマート
デバイスにより送信されたＢｌｕｅｔｏｏｔｈ信号は、該スマートデバイスによりサポー
トされているＷＩＦＩタイプ又は該スマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦ
Ｉタイプを伴っていてもよく、それによって、スマートホームアプリケーションは、該Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ信号を検出した際に、該スマートデバイスによりサポートされているＷ
ＩＦＩタイプ又は該スマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプをロー
カルに保存してもよい。
【００３８】
　なお、該スマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプ又は該スマートデ
バイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプは、該スマートデバイスにより使用さ
れるＷＩＦＩスマートチップの規格に依存することに留意されたい。例えば、該スマート
デバイスにより使用されるＷＩＦＩスマートチップが、規格の制限により、ＷＥＰ暗号化
をサポートしていないＷＩＦＩネットワーク、エンタープライズレベルのＷＩＦＩネット
ワーク（ルータ）及び５Ｇ周波数帯で稼働しているＷＩＦＩネットワークにアクセスでき
ない場合、該スマートデバイスの工場出荷時に、該スマートデバイスによりサポートされ
ていないＷＩＦＩネットワークの上記タイプがＷＩＦＩスマートデバイスのレジスタに書
き込まれる。したがって、該スマートデバイスは、電源がオンになった後に、レジスタか
ら上記情報を読み込むと共に、ホーム環境中にブロードキャストするために上記情報をＷ
ＩＦＩブロードキャストメッセージ又は送信されるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ信号中に伴わせて
もよい。
【００３９】
　本実施形態では、スマートホームアプリケーションにスマートデバイスによりサポート
されているＷＩＦＩタイプを取得させるため、スマートデバイスは、電源がオンになった
後に、それ自体によりサポートされているＷＩＦＩタイプ又はそれ自体によりサポートさ
れていないＷＩＦＩタイプを、ブロードキャストメッセージを通じてスマートホームアプ
リケーションへとアクティブに送信する。また、スマートホームアプリケーションは、ア
クティブな問い合わせを行ってもよい。例えば、実施時において、スマートホームアプリ
ケーションは、周囲のスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを問い
合わせるために、周囲のスマートデバイスへと問い合わせメッセージを送信してもよく、
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周囲のスマートデバイスが問い合わせメッセージを受信した際に、該周囲のスマートデバ
イスは、サポートされているＷＩＦＩタイプ又はサポートされていないＷＩＦＩタイプを
ＷＩＦＩスマートチップのレジスタから読み込み、読み込まれた情報を問い合わせ結果と
してスマートホームアプリケーションに応答してもよい。
【００４０】
　上記問い合わせメッセージは、実施時において、スマートホームアプリケーションによ
りユーザのスマート端末を通じて送信されたＷＩＦＩブロードキャストメッセージであっ
てもよく、ユーザのスマート端末により送信されたＢｌｕｅｔｏｏｔｈ信号であってもよ
く、これらは本明細書では特に限定されない。
【００４１】
　本実施形態では、走査されたスマートデバイスについて、該スマートデバイスが初めて
走査された場合には、該スマートデバイスが新たなスマートデバイスであることが示され
る。該スマートデバイスはまだネットワークにアクセスしていないため、ユーザは、アク
セスを求めるＷＩＦＩネットワークを該スマートデバイスに対して指定するために、上記
スマートホームアプリケーションを操作することによって該スマートデバイスについての
ネットワーク構成を行ってもよい。
【００４２】
　実施時において、スマートホームアプリケーションにより初めて一台の新たなスマート
デバイスが走査された際に、アプリケーションのインタフェース中に「一台のスマートデ
バイスが見つかりました。クリックして新たなデバイスを接続して下さい」といったプロ
ンプトボックスが出力されてもよい。ユーザが該プロンプトボックス中のＯＫボタンをク
リックした際に、スマートホームアプリケーションはデバイス接続インタフェースにジャ
ンプしてもよい。当然ながら、スマートホームアプリケーションにより複数台の新たなス
マートデバイスが走査された場合には、走査されたスマートデバイスに応じてデバイスリ
ストが生成されてもよく、その後にユーザはリスト中にてネットワーク構成を行うことを
求めるスマートデバイスを選択してもよく、それによってスマートホームアプリケーショ
ンはデバイス接続インタフェースにジャンプしてもよい。
【００４３】
　デバイス接続インタフェースでは、該スマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦ
Ｉネットワークを表示するドロップダウンリストが提供されてもよく、ユーザは該ドロッ
プダウンリスト中にてアクセスを求めるＷＩＦＩネットワーク（すなわち、ＳＳＩＤ）を
該スマートデバイスに対して指定してもよい。スマートホームアプリケーションが全ての
走査されたスマートデバイスのサポートされているＷＩＦＩタイプ又はサポートされてい
ないＷＩＦＩタイプをローカルに保存することから、スマートホームアプリケーションは
、ホーム環境中のＷＩＦＩネットワークの実際の状況と組み合わせた上記情報に従って、
該ドロップダウンリスト中にて該スマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネッ
トワークを分類してもよい。
【００４４】
　スマートホームアプリケーションは、ドロップダウンリスト中のＷＩＦＩネットワーク
を、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群に基づいて分類してもよく、ドロップダウ
ンリスト中のＷＩＦＩネットワークを、該スマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩ
ＦＩネットワーク及び該スマートデバイスにとってアクセス不可能なＷＩＦＩネットワー
クとして分類してもよい。
【００４５】
　実施時において、スマートホームアプリケーションは、周囲のＷＩＦＩネットワークを
走査して、走査されたＷＩＦＩネットワークのタイプを取得してもよい。例えば、スマー
トホームアプリケーションは、走査されたＷＩＦＩネットワークの周波数帯、走査された
ＷＩＦＩネットワークがＷＥＰ暗号化をサポートしているか否か、及び、走査されたＷＩ
ＦＩネットワークがエンタープライズレベルのルータであるか否か等の情報を取得しても
よい。
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【００４６】
　走査されたＷＩＦＩネットワークのタイプを取得した後、スマートホームアプリケーシ
ョンは、該タイプを、ローカルに保存され、該スマートデバイスによりサポートされてい
るＷＩＦＩタイプ、又は、ローカルに保存され、該スマートデバイスによりサポートされ
ていないＷＩＦＩタイプとマッチングしてもよい。走査されたＷＩＦＩネットワークのタ
イプが、該スマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプとマッチする場合
には、該ＷＩＦＩネットワークを、該スマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩ
ネットワークとして分類してもよい。同様にして、走査されたＷＩＦＩネットワークのタ
イプが、該スマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプとマッチしない場
合、又は、該スマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプとマッチする
場合には、該ＷＩＦＩネットワークを、該スマートデバイスにとってアクセス不可能なＷ
ＩＦＩネットワークとして分類してもよい。
【００４７】
　例えば、該スマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプが、ＷＥＰ暗
号化、エンタープライズレベルのＷＩＦＩネットワーク（ルータ）及び５Ｇ周波数帯で稼
働しているＷＩＦＩネットワークをサポートしていないＷＩＦＩネットワークを含んでお
り、スマートホームアプリケーションにより走査されたＷＩＦＩネットワークが５Ｇ周波
数帯で稼働している場合には、該ＷＩＦＩネットワークを、該スマートデバイスにとって
アクセス不可能なＷＩＦＩネットワークとしてローカルに分類してもよい。同様に、走査
されたＷＩＦＩネットワークのタイプが、該スマートデバイスによりサポートされていな
いＷＩＦＩタイプのいずれともマッチしない場合には、該ＷＩＦＩネットワークを、該ス
マートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネットワークとしてローカルに分類して
もよい。
【００４８】
　本実施形態では、ユーザが上記ドロップダウンリスト中のアクセスされるＷＩＦＩネッ
トワークを該スマートデバイスに対して指定する際には、ユーザは通常は該スマートデバ
イスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネットワークにのみ注目するため、スマートホーム
アプリケーションは、上記ドロップダウンリスト中のＷＩＦＩネットワークを分類する際
に、上述のマッチング工程において該スマートデバイスにとってアクセス可能と特定され
たＷＩＦＩネットワークを標識してもよい。上記ドロップダウンリスト中のＷＩＦＩネッ
トワークを標識する際には、スマートホームアプリケーションは、該スマートデバイスに
とってアクセス可能と特定されたＷＩＦＩネットワークに特殊な標識を付加してもよく、
又は、該スマートデバイスにとってアクセス可能と特定されたＷＩＦＩネットワークの名
前を強調表示し、それによって、該スマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネ
ットワークを、該スマートデバイスにとってアクセス不可能なＷＩＦＩネットワークと区
別してもよい。
【００４９】
　加えて、上記ドロップダウンリスト中の分類されたＷＩＦＩネットワークをさらに直観
的にするため、該スマートデバイスにとってアクセス可能と特定されたＷＩＦＩネットワ
ークを所定の配列方式に従って配列してもよく、その後にドロップダウンリストの開始位
置からドロップダウンリスト中に順次表示してもよい。例えば、該スマートデバイスにと
ってアクセス可能なＷＩＦＩネットワークを、ＷＩＦＩネットワークの名前の頭文字に基
づいて字母の順に配列してもよく、その後、該スマートデバイスにとってアクセス可能な
ＷＩＦＩネットワークである配列されたＷＩＦＩネットワークを上記ドロップダウンリス
トの開始位置から表示してもよい。このようにして、ユーザは、アクセスされるＷＩＦＩ
ネットワークを該スマートデバイスに対して指定する際に、該スマートデバイスの選択リ
スト中においてアクセス可能と標識されたＷＩＦＩネットワークを優先することができ、
それによってアクセス不可能なＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩスマートデバイスに
対して指定することにより生じるアクセス失敗を避けることができ、それによってＷＩＦ
Ｉスマートデバイスのアクセス成功率を高めることができる。
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【００５０】
　本実施形態では、上記デバイス接続インタフェース中に接続ボタンを提供してもよい。
ユーザが上記ドロップダウンリストを通じて該スマートデバイスに対してＷＩＦＩネット
ワークを既に指定している際、該スマートホームアプリケーションは、ユーザが接続ボタ
ンをクリックした後に、バックグラウンドに保存されたＷＩＦＩネットワークの名前及び
パスワードを該スマートデバイスにプッシュしてもよい。スマートホームアプリケーショ
ンによりプッシュされたＷＩＦＩの名前及びパスワードを受信した後に、スマートデバイ
スは受信したＷＩＦＩネットワークの名前及びパスワードに基づいて対応する無線ルータ
に接続を開始してもよい。当然ながら、スマートホームアプリケーションが該ＷＩＦＩネ
ットワークのパスワードをバックグラウンドに保存していない場合には、スマートホーム
アプリケーションは上記デバイス接続インタフェース中に入力ボックスを出力してもよく
、それによってユーザはＷＩＦＩパスワードを手動入力してもよい。そして、スマートホ
ームアプリケーションは、該ＷＩＦＩネットワークの名前及びユーザに入力されたＷＩＦ
Ｉパスワードを、該スマートデバイスにプッシュしてもよい。
【００５１】
　以上の実施形態では、ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタ
イプを取得することにより、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷ
ＩＦＩタイプに基づいて、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとして
いるＷＩＦＩネットワークを、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２
つに分類して、分類されたＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩリスト中に表示する。上
記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩネットワークが
既にアクセス可能又はアクセス不可能として分類されているため、アクセスされるＷＩＦ
Ｉネットワークをユーザが上記ＷＩＦＩスマートデバイスに対して指定する際に、アクセ
ス不可能なＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩスマートデバイスに対して指定すること
により生じるアクセス失敗を避けることができ、それによってＷＩＦＩスマートデバイス
のアクセス成功率を高めることができる。
【００５２】
　図２は、本開示の例示の実施形態に基づくＷＩＦＩリスト表示方法のフローチャートで
あって、該方法は端末において適用され、図２に示されるように、該方法は以下のステッ
プを含む。
【００５３】
　ステップ２０１では、ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタ
イプを取得する。
【００５４】
　ステップ２０２では、周囲のＷＩＦＩネットワークを走査して、走査されたＷＩＦＩネ
ットワークのタイプを取得する。
【００５５】
　ステップ２０３では、走査されたＷＩＦＩネットワークのタイプを、ローカルに保存さ
れ、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプ、又は、ロ
ーカルに保存され、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦＩ
タイプとマッチングさせる。走査されたＷＩＦＩネットワークのタイプが、上記ＷＩＦＩ
スマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプとマッチする場合、該ＷＩＦ
Ｉネットワークを、上記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネッ
トワークとして分類する。走査されたＷＩＦＩネットワークのタイプが、上記ＷＩＦＩス
マートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプとマッチしない場合、又は、上
記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプとマッチする場
合、該ＷＩＦＩネットワークを、上記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス不可能
なＷＩＦＩネットワークとして分類する。
【００５６】
　ステップ２０４では、分類されたＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩリスト中に表示
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する。
【００５７】
　本実施形態において、上記端末は、スマートフォンのようなスマート端末であってもよ
く、上記ＷＩＦＩスマートデバイスは、組込みＷＩＦＩモジュールを備えたスマートホー
ムデバイスであってもよい。ユーザがスマート端末を介してＷＩＦＩスマートデバイスを
制御する際には、通常、該制御はスマート端末にインストールされたクライアントソフト
ウェアを介して達成される。例えば、図３を参照すると、実施時において、上記クライア
ントソフトウェアは「スマートホーム」アプリケーションであってもよく、ユーザは該ア
プリケーションによりユーザに提供される「マイデバイス」ユーザインタフェースを介し
て、ホーム環境における種々のスマートホームデバイスを集中管理及び集中制御してもよ
い。
【００５８】
　以下、上記クライアントソフトウェアの例としてスマートホームアプリケーションを用
い、併せてスマートホーム環境の状況を参照して、本開示の技術的解決手段を詳細に説明
する。
【００５９】
　スマートホーム環境には、通常は複数台のスマートデバイスがある。例えば、スマート
ホーム環境には、通常はスマートカメラ、スマートソケット、スマート空気清浄機等のス
マートホームデバイスがある。ユーザは、ユーザのログインアカウントを通じてスマート
ホームアプリケーションにログインしてもよく、使用権限を決定するために、該スマート
ホームアプリケーションとホーム環境中のスマートデバイスとの結合した関係を確立して
もよい。
【００６０】
　しかしながら、ホーム環境中のスマートデバイスは、該デバイスがネットワークにアク
セス成功した際にのみ正常に使用され得るため、ユーザのログインアカウントを通じてス
マートホームアプリケーションにログインすることによりホーム環境中の新たなスマート
デバイスと結合した関係を確立する前に、通常は、新たなスマートデバイスによりアクセ
スされるＷＩＦＩネットワークを指定するために、ホーム環境中の新たなスマートデバイ
スについてネットワーク構成を行う必要がある。該スマートデバイスが指定されたＷＩＦ
Ｉネットワークにアクセス成功した後に、ユーザはスマートホームアプリケーションを操
作することによってスマートデバイスへの結合を開始することができる。
【００６１】
　また、アクセスされるＷＩＦＩネットワークを新たなスマートデバイスに対して指定す
るために、ユーザがホーム環境中の新たなスマートデバイスについてのネットワーク構成
を行うことは、スマートホームアプリケーションを操作することによって実施可能である
。
【００６２】
　初期状態では、該スマートデバイスは、電源がオンになった後、通常は、組込みＷＩＦ
Ｉモジュールを通じてスマートデバイスの名前を伴ったＷＩＦＩブロードキャストメッセ
ージを周囲の環境へと送信してもよく、それによって、スマートホームアプリケーション
は、上記ブロードキャストメッセージを受信することにより、周囲のスマートデバイスを
走査してもよい。同時に、該スマートデバイスは、それ自体によりサポートされているＷ
ＩＦＩタイプ又はそれ自体によりサポートされていないＷＩＦＩタイプを該ＷＩＦＩブロ
ードキャストメッセージ中に含んでいてもよく、それによって、スマートホームアプリケ
ーションが該ＷＩＦＩブロードキャストメッセージを受信した際に、該スマートホームア
プリケーションは、該スマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプ又は該
スマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプをローカルに保存してもよ
い。
【００６３】
　当然ながら、実施時において、スマートホームアプリケーションは、スマートデバイス
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の走査を、組込みＢｌｕｅｔｏｏｔｈモジュールを通じて実装していてもよい。例えば、
該スマートデバイスは、電源がオンになった後に、組込みＢｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール
を通じてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ信号を周囲の環境へとブロードキャストしてもよく、スマー
トホームアプリケーションは、スマートデバイスにより送信されたＢｌｕｅｔｏｏｔｈ信
号を検出することにより周囲のスマートデバイスを走査してもよい。同時に、該スマート
デバイスにより送信されたＢｌｕｅｔｏｏｔｈ信号は、該スマートデバイスによりサポー
トされているＷＩＦＩタイプ又は該スマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦ
Ｉタイプを伴っていてもよく、それによって、スマートホームアプリケーションは、該Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ信号を検出した際に、該スマートデバイスによりサポートされているＷ
ＩＦＩタイプ又は該スマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプをロー
カルに保存してもよい。
【００６４】
　なお、該スマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプ又は該スマートデ
バイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプは、該スマートデバイスにより使用さ
れるＷＩＦＩスマートチップの規格に依存することに留意されたい。例えば、該スマート
デバイスにより使用されるＷＩＦＩスマートチップが、規格の制限により、ＷＥＰ暗号化
をサポートしていないＷＩＦＩネットワーク、エンタープライズレベルのＷＩＦＩネット
ワーク（ルータ）及び５Ｇ周波数帯で稼働しているＷＩＦＩネットワークにアクセスでき
ない場合、該スマートデバイスの工場出荷時に、該スマートデバイスによりサポートされ
ていないＷＩＦＩネットワークの上記タイプがＷＩＦＩスマートデバイスのレジスタに書
き込まれる。したがって、該スマートデバイスは、電源がオンになった後に、レジスタか
ら上記情報を読み込むと共に、ホーム環境中にブロードキャストするために上記情報をＷ
ＩＦＩブロードキャストメッセージ又は送信されるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ信号中に伴わせて
もよい。
【００６５】
　本実施形態では、スマートホームアプリケーションにスマートデバイスによりサポート
されているＷＩＦＩタイプを取得させるため、スマートデバイスは、電源がオンになった
後に、それ自体によりサポートされているＷＩＦＩタイプ又はそれ自体によりサポートさ
れていないＷＩＦＩタイプを、ブロードキャストメッセージを通じてスマートホームアプ
リケーションへとアクティブに送信する。また、スマートホームアプリケーションは、ア
クティブな問い合わせを行ってもよい。例えば、実施時において、スマートホームアプリ
ケーションは、周囲のスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを問い
合わせるために、周囲のスマートデバイスへと問い合わせメッセージを送信してもよく、
周囲のスマートデバイスが問い合わせメッセージを受信した際に、該周囲のスマートデバ
イスは、サポートされているＷＩＦＩタイプ又はサポートされていないＷＩＦＩタイプを
ＷＩＦＩスマートチップのレジスタから読み込み、読み込まれた情報を問い合わせ結果と
してスマートホームアプリケーションに応答してもよい。
【００６６】
　上記問い合わせメッセージは、実施時において、スマートホームアプリケーションによ
りユーザのスマート端末を通じて送信されたＷＩＦＩブロードキャストメッセージであっ
てもよく、ユーザのスマート端末により送信されたＢｌｕｅｔｏｏｔｈ信号であってもよ
く、これらは本明細書では特に限定されない。
【００６７】
　本実施形態では、走査されたスマートデバイスについて、該スマートデバイスが初めて
走査された場合には、該スマートデバイスが新たなスマートデバイスであることが示され
る。該スマートデバイスはまだネットワークにアクセスしていないため、ユーザは、アク
セスを求めるＷＩＦＩネットワークを該スマートデバイスに対して指定するために、上記
スマートホームアプリケーションを操作することによって該スマートデバイスについての
ネットワーク構成を行ってもよい。
【００６８】
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　実施時において、スマートホームアプリケーションにより初めて一台の新たなスマート
デバイスが走査された際に、アプリケーションのインタフェース中に「一台のスマートデ
バイスが見つかりました。クリックして新たなデバイスを接続して下さい」といったプロ
ンプトボックスが出力されてもよい。ユーザが該プロンプトボックス中のＯＫボタンをク
リックした際に、スマートホームアプリケーションはデバイス接続インタフェースにジャ
ンプしてもよい。
【００６９】
　例えば、図４を参照すると、スマートホームアプリケーションにより一台の新たな空気
清浄機が走査された場合には、アプリケーションのインタフェース中に「一台の空気清浄
機が見つかりました。クリックして新たなデバイスを接続して下さい」といったプロンプ
トボックスが出力されてもよい。ユーザが該プロンプトボックス中のＯＫボタンをクリッ
クした際に、スマートホームアプリケーションはデバイス接続インタフェースにジャンプ
してもよい。
【００７０】
　当然ながら、スマートホームアプリケーションにより複数台の新たなスマートデバイス
が走査された場合には、走査されたスマートデバイスに応じてデバイスリストが生成され
てもよく、その後にユーザはリスト中からネットワーク構成を行うことを求めるスマート
デバイスを選択してもよく、それによってスマートホームアプリケーションはデバイス接
続インタフェースにジャンプしてもよい。
【００７１】
　例えば、図５を参照すると、スマートホームアプリケーションにより「小米スマートソ
ケット」、「小米スマートカメラ」及び「小米空気清浄機」等の複数台の新たなスマート
デバイスが走査された場合には、スマートホームアプリケーションのインタフェース中に
「接続を求めるデバイスを選択して下さい」といったデバイスリストがユーザに対して出
力されてもよく、それによって、ユーザはリスト中にてネットワーク構成を行うことを求
めるスマートデバイスを選択してもよく、それによってスマートホームアプリケーション
はデバイス接続インタフェースにジャンプしてもよい。
【００７２】
　デバイス接続インタフェースでは、該スマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦ
Ｉネットワークを表示するドロップダウンリストが提供されてもよく、ユーザは該ドロッ
プダウンリスト中にてアクセスを求めるＷＩＦＩネットワーク（すなわち、ＳＳＩＤ）を
該スマートデバイスに対して指定してもよい。
【００７３】
　例えば、図６を参照すると、ユーザが図５に示されたデバイスリスト中にてネットワー
ク構成を行うことを求めるスマートデバイスを選択した際に、デバイス接続インタフェー
ス中において、該スマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネットワークを包含
するドロップダウンリストがデバイス接続インタフェース中に表示されてもよく、それに
よってユーザは該ドロップダウンリスト中にてアクセスされるＷＩＦＩネットワークを該
スマートデバイスに対して指定してもよい。
【００７４】
　本実施形態では、スマートホームアプリケーションが全ての走査されたスマートデバイ
スのサポートされているＷＩＦＩタイプ又はサポートされていないＷＩＦＩタイプをロー
カルに保存することから、スマートホームアプリケーションは、ホーム環境中のＷＩＦＩ
ネットワークの実際の状況と組み合わせた上記情報に従って、該ドロップダウンリスト中
にて該スマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネットワークを分類してもよい
。
【００７５】
　スマートホームアプリケーションは、ドロップダウンリスト中のＷＩＦＩネットワーク
を、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群に基づいて分類してもよく、ドロップダウ
ンリスト中のＷＩＦＩネットワークを、該スマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩ
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ＦＩネットワーク及び該スマートデバイスにとってアクセス不可能なＷＩＦＩネットワー
クとして分類してもよい。
【００７６】
　実施時において、スマートホームアプリケーションは、周囲のＷＩＦＩネットワークを
走査して、走査されたＷＩＦＩネットワークのタイプを取得してもよい。例えば、スマー
トホームアプリケーションは、走査されたＷＩＦＩネットワークの周波数帯、走査された
ＷＩＦＩネットワークがＷＥＰ暗号化をサポートしているか否か、及び、走査されたＷＩ
ＦＩネットワークがエンタープライズレベルのルータであるか否か等の情報を取得しても
よい。
【００７７】
　走査されたＷＩＦＩネットワークのタイプを取得した後、スマートホームアプリケーシ
ョンは、該タイプを、ローカルに保存され、該スマートデバイスによりサポートされてい
るＷＩＦＩタイプ、又は、ローカルに保存され、該スマートデバイスによりサポートされ
ていないＷＩＦＩタイプとマッチングしてもよい。走査されたＷＩＦＩネットワークのタ
イプが、該スマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプとマッチする場合
には、該ＷＩＦＩネットワークを、該スマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩ
ネットワークとして分類してもよい。同様にして、走査されたＷＩＦＩネットワークのタ
イプが、該スマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプとマッチしない場
合、又は、該スマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプとマッチする
場合には、該ＷＩＦＩネットワークを、該スマートデバイスにとってアクセス不可能なＷ
ＩＦＩネットワークとして分類してもよい。
【００７８】
　例えば、該スマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプが、ＷＥＰ暗
号化、エンタープライズレベルのＷＩＦＩネットワーク（ルータ）及び５Ｇ周波数帯で稼
働しているＷＩＦＩネットワークをサポートしていないＷＩＦＩネットワークを含んでお
り、スマートホームアプリケーションにより走査されたＷＩＦＩネットワークが５Ｇ周波
数帯で稼働している場合には、該ＷＩＦＩネットワークを、該スマートデバイスにとって
アクセス不可能なＷＩＦＩネットワークとしてローカルに分類してもよい。同様に、走査
されたＷＩＦＩネットワークのタイプが、該スマートデバイスによりサポートされていな
いＷＩＦＩタイプのいずれともマッチしない場合には、該ＷＩＦＩネットワークを、該ス
マートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネットワークとしてローカルに分類して
もよい。
【００７９】
　本実施形態では、ユーザが上記ドロップダウンリスト中のアクセスされるＷＩＦＩネッ
トワークを該スマートデバイスに対して指定する際には、ユーザは通常は該スマートデバ
イスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネットワークにのみ注目するため、スマートホーム
アプリケーションは、上記ドロップダウンリスト中のＷＩＦＩネットワークを分類する際
に、上述のマッチング工程において該スマートデバイスにとってアクセス可能と特定され
たＷＩＦＩネットワークを標識してもよい。上記ドロップダウンリスト中のＷＩＦＩネッ
トワークを標識する際には、スマートホームアプリケーションは、該スマートデバイスに
とってアクセス可能と特定されたＷＩＦＩネットワークに特殊な標識を付加してもよい。
例えば、図６のＷＩＦＩリストを参照すると、該スマートデバイスにとってアクセス可能
と特定されたＷＩＦＩネットワークには、小米公司のロゴが付加されていてもよい。当然
ながら、特殊な標識を付加する以外にも、実施時において、該スマートデバイスにとって
アクセス可能と特定されたＷＩＦＩネットワークの名前を強調表示し、それによって、該
スマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネットワークを、該スマートデバイス
にとってアクセス不可能なＷＩＦＩネットワークと区別してもよい。
【００８０】
　加えて、上記ドロップダウンリスト中の分類されたＷＩＦＩネットワークをさらに直観
的にするため、該スマートデバイスにとってアクセス可能と特定されたＷＩＦＩネットワ
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ークを所定の配列方式に従って配列してもよく、その後にドロップダウンリストの開始位
置からドロップダウンリスト中に順次表示してもよい。例えば、該スマートデバイスにと
ってアクセス可能なＷＩＦＩネットワークを、ＷＩＦＩネットワークの名前の頭文字に基
づいて字母の順に配列してもよく、その後、該スマートデバイスにとってアクセス可能な
ＷＩＦＩネットワークである配列されたＷＩＦＩネットワークを上記ドロップダウンリス
トの開始位置から表示してもよい。このようにして、ユーザは、アクセスされるＷＩＦＩ
ネットワークを該スマートデバイスに対して指定する際に、該スマートデバイスの選択リ
スト中においてアクセス可能と標識されたＷＩＦＩネットワークを優先することができ、
それによってアクセス不可能なＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩスマートデバイスに
対して指定することにより生じるアクセス失敗を避けることができ、それによってＷＩＦ
Ｉスマートデバイスのアクセス成功率を高めることができる。
【００８１】
　本実施形態では、上記デバイス接続インタフェース中に接続ボタンを提供してもよい。
ユーザが上記ドロップダウンリストを通じて該スマートデバイスに対してＷＩＦＩネット
ワークを既に指定している際、該スマートホームアプリケーションは、ユーザが接続ボタ
ンをクリックした後に、バックグラウンドに保存されたＷＩＦＩネットワークの名前及び
パスワードを該スマートデバイスにプッシュしてもよい。スマートホームアプリケーショ
ンによりプッシュされたＷＩＦＩの名前及びパスワードを受信した後に、スマートデバイ
スは受信したＷＩＦＩネットワークの名前及びパスワードに基づいて対応する無線ルータ
に接続を開始してもよい。例えば、図７を参照すると、ユーザがrenqiaoの名に因んで命
名されたＷＩＦＩネットワークをスマートデバイスに対して指定した場合には、ユーザは
、指定した後に該接続ボタンをクリックしてもよく、それによってスマートホームアプリ
ケーションをトリガして該スマートデバイスに該ＷＩＦＩネットワークの名前及びパスワ
ードをプッシュしてもよい。
【００８２】
　当然ながら、スマートホームアプリケーションが該ＷＩＦＩネットワークのパスワード
をバックグラウンドに保存していない場合には、スマートホームアプリケーションは上記
デバイス接続インタフェース中に入力ボックスを出力してもよく、それによってユーザは
ＷＩＦＩパスワードを手動入力してもよい。そして、スマートホームアプリケーションは
、該ＷＩＦＩネットワークの名前及びユーザに入力されたＷＩＦＩパスワードを、該スマ
ートデバイスにプッシュしてもよい。
【００８３】
　以上の実施形態では、ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタ
イプを取得することにより、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷ
ＩＦＩタイプに基づいて、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとして
いるＷＩＦＩネットワークを、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２
つに分類して、分類されたＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩリスト中に表示する。上
記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩネットワークが
既にアクセス可能又はアクセス不可能として分類されているため、アクセスされるＷＩＦ
Ｉネットワークをユーザが上記ＷＩＦＩスマートデバイスに対して指定する際に、アクセ
ス不可能なＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩスマートデバイスに対して指定すること
により生じるアクセス失敗を避けることができ、それによってＷＩＦＩスマートデバイス
のアクセス成功率を高めることができる。
【００８４】
　上述の方法の実施形態に対応して、本開示は、ＷＩＦＩリスト表示装置もまた提供する
。
【００８５】
　図８は、例示の実施形態に基づくＷＩＦＩリスト表示装置のブロック図である。
【００８６】
　図８に示されるように、例示の実施形態に基づくＷＩＦＩリスト表示装置８００は、取
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得モジュール８０１と、分類モジュール８０２と、表示モジュール８０３とを含んでいる
。
【００８７】
　取得モジュール８０１は、ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦ
Ｉタイプを取得するように構成されている。
【００８８】
　分類モジュール８０２は、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷ
ＩＦＩタイプに基づいて、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとして
いるＷＩＦＩネットワークを、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２
つに分類するように構成されている。
【００８９】
　表示モジュール８０３は、分類されたＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩリスト中に
表示するように構成されている。
【００９０】
　以上の実施形態では、ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタ
イプを取得することにより、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷ
ＩＦＩタイプに基づいて、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとして
いるＷＩＦＩネットワークを、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２
つに分類して、分類されたＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩリスト中に表示する。上
記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩネットワークが
既にアクセス可能又はアクセス不可能として分類されているため、アクセスされるＷＩＦ
Ｉネットワークをユーザが上記ＷＩＦＩスマートデバイスに対して指定する際に、アクセ
ス不可能なＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩスマートデバイスに対して指定すること
により生じるアクセス失敗を避けることができ、それによってＷＩＦＩスマートデバイス
のアクセス成功率を高めることができる。
【００９１】
　図９を参照すると、図９は、例示の実施形態に基づく別のＷＩＦＩリスト表示装置のブ
ロック図であり、図８に示される実施形態を基礎として、取得モジュール８０１は、第１
取得サブモジュール８０１Ａと、保存サブモジュール８０１Ｂとを含んでいてもよい。
【００９２】
　第１受信サブモジュール８０１Ａは、上記ＷＩＦＩスマートデバイスより送信されたブ
ロードキャストメッセージを受信するように構成され、上記ブロードキャストメッセージ
は、上記ＷＩＦＩスマートデバイスが起動した時に上記ＷＩＦＩスマートデバイスから送
信され、上記ブロードキャストメッセージは、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポ
ートされているＷＩＦＩタイプ又は上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされて
いないＷＩＦＩタイプを伴っている。
【００９３】
　保存サブモジュール８０１Ｂは、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされて
いるＷＩＦＩタイプ又は上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていないＷＩ
ＦＩタイプをローカルに保存するように構成されている。
【００９４】
　図１０を参照すると、図１０は、例示の実施形態に基づく別のＷＩＦＩリスト表示装置
のブロック図であり、図８に示される実施形態を基礎として、取得モジュール８０１は、
ブロードキャストサブモジュール８０１Ｃと、第２受信サブモジュール８０１Ｄとを含ん
でいてもよい。
【００９５】
　ブロードキャストサブモジュール８０１Ｃは、上記ＷＩＦＩスマートデバイスに問い合
わせメッセージをブロードキャストするように構成され、上記問い合わせメッセージは、
上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを問い合わせる
ように構成されている。
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【００９６】
　第２受信サブモジュール８０１Ｄは、上記問い合わせメッセージに応答して上記ＷＩＦ
Ｉスマートデバイスにより返信された問い合わせ結果を受信するように構成され、上記問
い合わせ結果は、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイ
プ又は上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプを含ん
でいる。
【００９７】
　なお、図１０の装置の実施形態に示されているブロードキャストサブモジュール８０１
Ｃ及び第２受信サブモジュール８０１Ｄはまた、図９に示されている装置の実施形態に含
まれていてもよく、このことは、本開示を限定するものではないことに留意されたい。
【００９８】
　図１１を参照すると、図１１は、例示の実施形態に基づく別のＷＩＦＩリスト表示装置
のブロック図であり、図８に示される実施形態を基礎として、分類モジュール８０２は、
走査サブモジュール８０２Ａと、マッチングサブモジュール８０２Ｂと、第１分類サブモ
ジュール８０２Ｃと、第２分類サブモジュール８０２Ｄとを含んでいてもよい。
【００９９】
　走査サブモジュール８０２Ａは、周囲のＷＩＦＩネットワークを走査して、上記周囲の
ＷＩＦＩネットワークのタイプを取得するように構成されている。
【０１００】
　マッチングサブモジュール８０２Ｂは、上記周囲のＷＩＦＩネットワークの上記タイプ
を、ローカルに保存され、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩ
ＦＩタイプ、又は、ローカルに保存され、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポート
されていないＷＩＦＩタイプとマッチングさせるように構成されている。
【０１０１】
　第１分類サブモジュール８０２Ｃは、ＷＩＦＩネットワークの上記タイプが、上記ＷＩ
ＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプとマッチする場合、該Ｗ
ＩＦＩネットワークを、上記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩ
ネットワークとして分類するように構成されている。
【０１０２】
　第２分類サブモジュール８０２Ｄは、ＷＩＦＩネットワークの上記タイプが、上記ＷＩ
ＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプとマッチしない場合、又
は、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていないＷＩＦＩタイプとマッチ
する場合、該ＷＩＦＩネットワークを、上記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス
不可能なＷＩＦＩネットワークとして分類するように構成されている。
【０１０３】
　なお、図１１の装置の実施形態に示されている走査サブモジュール８０２Ａ、マッチン
グサブモジュール８０２Ｂ、第１分類サブモジュール８０２Ｃ及び第２分類サブモジュー
ル８０２Ｄはまた、図９～１０に示されている装置の実施形態に含まれていてもよく、こ
のことは、本開示を限定するものではないことに留意されたい。
【０１０４】
　図１２を参照すると、図１２は、例示の実施形態に基づく別のＷＩＦＩリスト表示装置
のブロック図であり、図１１に示される実施形態を基礎として、分類モジュール８０２は
、標識サブモジュール８０２Ｅを含んでいてもよい。
【０１０５】
　標識サブモジュール８０２Ｅは、上記ＷＩＦＩリスト中において、上記ＷＩＦＩスマー
トデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネットワークを、アクセス可能であると標識
するように、又は、上記ＷＩＦＩリスト中において、上記ＷＩＦＩスマートデバイスにと
ってアクセス可能なＷＩＦＩネットワークの名前を強調表示するように構成されている。
【０１０６】
　なお、図１２の装置の実施形態に示されている標識サブモジュール８０２Ｅはまた、図
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８～１０に示されている装置の実施形態に含まれていてもよく、このことは、本開示を限
定するものではないことに留意されたい。
【０１０７】
　図１３を参照すると、図１３は、例示の実施形態に基づく別のＷＩＦＩリスト表示装置
のブロック図であり、図８に示される実施形態を基礎として、表示モジュール８０３は、
表示サブモジュール８０３Ａを含んでいてもよい。
【０１０８】
　表示サブモジュール８０３Ａは、上記ＷＩＦＩリスト中において、アクセス可能である
と標識された又は名前が強調表示されたＷＩＦＩネットワークを、上記ＷＩＦＩリストの
開始位置から所定の配列方式に従って順次表示するように構成されている。
【０１０９】
　なお、図１３の装置の実施形態に示されている表示サブモジュール８０３Ａはまた、図
９～１２に示されている装置の実施形態に含まれていてもよく、このことは、本開示を限
定するものではないことに留意されたい。
【０１１０】
　上述の実施形態における装置に関しては、各モジュールの具体的な操作モードは、ＷＩ
ＦＩリスト表示方法に関する実施形態において本明細書に詳細に説明されており、ここで
は詳述しない。
【０１１１】
　装置の実施形態は、実質的に方法の実施形態に対応しているため、関連する態様につい
ては方法の実施形態についての説明を参照することができる。上述の装置の実施形態は単
なる例示であり、本明細書において分離した構成要素として説明されたモジュールは、互
いに物理的に分離されていても物理的に分離されていなくてもよく、モジュールとして表
された構成要素は、物理的なモジュールであってもなくてもよい。すなわち、それらの構
成要素は同一の場所に位置していてもよく、複数のネットワークユニット内に分布してい
てもよい。本開示の目的を達成するために、実際の要求に応じていくつかの又は全てのモ
ジュールを選択してもよく、このことは、当業者により創作的な作業なしに理解又は実施
され得る。
【０１１２】
　それに伴って、本開示は、ＷＩＦＩリスト表示装置もまた提供し、上記装置は、プロセ
ッサと、上記プロセッサにより実行可能な命令を保存するように構成されたメモリとを含
んでいる。上記プロセッサは、ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩ
ＦＩタイプを取得し、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩ
タイプに基づいて、上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷ
ＩＦＩネットワークを、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２つに分
類し、分類されたＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩリスト中に表示するように構成さ
れている。
【０１１３】
　それに伴って、本開示は、端末もまた提供する。上記端末は、メモリと、メモリ内に保
存された１つ以上のプログラムとを含んでいる。１つ以上のプログラムは、１つ以上のプ
ロセッサにより実行されるように構成されており、１つ以上のプログラムは、以下の操作
、すなわち、
　ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを取得する操作、
　上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプに基づいて、
上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩネットワーク
を、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２つに分類する操作、及び、
　分類されたＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩリスト中に表示する操作
を実施するための命令を含んでいる。
【０１１４】
　図１４は、本開示の例示の実施形態に基づくＷＩＦＩリスト表示装置の概略図である。
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【０１１５】
　図１４に示されるように、例示の実施形態に基づくＷＩＦＩリスト表示装置１４００は
、携帯電話、コンピュータ、デジタルブロードキャスト端末、メッセージトランシーバ、
ゲームコンソール、タブレット、医療機器、健康器具、ＰＤＡ等であってもよい。
【０１１６】
　図１４を参照すると、装置１４００は、以下の１つ又は複数のコンポーネント、すなわ
ち、処理コンポーネント１４０１、メモリ１４０２、電源コンポーネント１４０３、マル
チメディアコンポーネント１４０４、オーディオコンポーネント１４０５、入力／出力（
Ｉ／Ｏ）インタフェース１４０６、センサコンポーネント１４０７及び通信コンポーネン
ト１４０８を含んでいてもよい。
【０１１７】
　処理コンポーネント１４０１は、典型的には、装置１４００の全体的な操作を制御し、
例えば、表示、電話呼出し、データ通信、カメラ操作及び記録操作に関する操作などを制
御する。処理コンポーネント１４０１は、上述の方法におけるステップの全部又は一部を
実施するための命令を実行する１つ又は複数のプロセッサ１４０９を含んでいてもよい。
さらに、処理コンポーネント１４０１は、処理コンポーネント１４０１と他のコンポーネ
ントとの間の対話を容易にする１つ又は複数のモジュールを含んでいてもよい。例えば、
処理コンポーネント１４０１は、マルチメディアコンポーネント１４０４と処理コンポー
ネント１４０１との間の対話を容易にするマルチメディアモジュールを含んでいてもよい
。
【０１１８】
　メモリ１４０２は、装置１４００の操作をサポートするための種々のタイプのデータを
保存するように構成されている。このようなデータの例には、装置１４００上において操
作される任意のアプリケーション又は方法のための命令、連絡先データ、電話帳データ、
メッセージ、ピクチャ、ビデオ等が含まれる。メモリ１４０２は、任意のタイプの揮発性
若しくは不揮発性メモリデバイス、又はそれらの組み合わせを用いて実装されていてもよ
く、例えば、スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、電気的に消去可能なプ
ログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、消去可能なプログラマブル読み出し
専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、プログラマブル読み出し専用メモリ（ＰＲＯＭ）、読み出し
専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク又は光ディスクを
用いて実装されていてもよい。
【０１１９】
　電源コンポーネント１４０３は、装置１４００の種々のコンポーネントに電力を供給す
る。電源コンポーネント１４０３は、電源管理システム、１つ又は複数の電源、及び、装
置１４００において電力を生成、管理及び分配することに関する任意の他のコンポーネン
トを含んでいてもよい。
【０１２０】
　マルチメディアコンポーネント１４０４は、装置１４００とユーザとの間に出力インタ
フェースを提供するスクリーンを含んでいる。いくつかの実施形態では、スクリーンは液
晶ディスプレイ（ＬＣＤ）及びタッチパネル（ＴＰ）を含んでいてもよい。スクリーンが
タッチパネルを含んでいる場合には、スクリーンはユーザからの入力信号を受信するため
のタッチスクリーンとして実装されていてもよい。タッチパネルは、タッチ、スワイプ及
びタッチパネル上における他のジェスチャを感知するための１つ又は複数のタッチセンサ
を含んでいる。上記タッチセンサは、タッチ又はスワイプ動作の境界を感知してもよく、
それだけでなくタッチ又はスワイプ動作に関する持続時間及び圧力を感知してもよい。い
くつかの実施形態では、マルチメディアコンポーネント１４０４は、前面カメラ及び／又
は背面カメラを含んでいる。装置１４００が撮影モード又はビデオモードのような操作モ
ードにある際には、前面カメラ及び背面カメラは、外部マルチメディアデータを受信して
もよい。前面カメラ及び背面カメラはそれぞれ、固定式光学レンズシステム又は焦点距離
ズーム機能及び光学ズーム機能を有していてもよい。
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【０１２１】
　オーディオコンポーネント１４０５は、オーディオ信号を出力及び／又は入力するよう
に構成されている。例えば、オーディオコンポーネント１４０５はマイク（ＭＩＣ）を含
んでおり、該マイクは、装置１４００が呼出しモード、記録モード及び音声認識モードの
ような操作モードにある際に、外部オーディオ信号を受信するように構成されている。受
信されたオーディオ信号は、さらに、メモリ１４０２内に保存されてもよく、通信コンポ
ーネント１４０８を経由して送信されてもよい。いくつかの実施形態では、オーディオコ
ンポーネント１４０５は、オーディオ信号を出力するためのスピーカをさらに含んでいて
もよい。
【０１２２】
　Ｉ／Ｏインタフェース１４０２は、処理コンポーネント１４０１と、キーボード、クリ
ックホイール、ボタン等の周辺インタフェースモジュールとの間に、インタフェースを提
供する。該ボタンは、限定されないが、ホームボタン、ボリュームボタン、スタートボタ
ン及びロックボタンを含んでいてもよい。
【０１２３】
　センサコンポーネント１４０７は、装置１４００における種々の様相の状態評価を提供
するための１つ又は複数のセンサを含んでいる。例えば、センサコンポーネント１４０７
は、装置１４００のオープン／クローズ状態及びコンポーネント（例えば、装置１４００
のディスプレイ及びキーパッド）の相対位置を検出してもよい。センサコンポーネント１
４０７はまた、装置１４００又は装置１４００のコンポーネントの位置の変化、装置１４
００とコンタクトを取っているユーザの存在又は不存在、装置１４００の向き又は加速／
減速、及び装置１４００の温度変化を検出してもよい。センサコンポーネント１４０７は
、物理的接触のない状態で近くの物体の存在を検出するように構成された近接センサを含
んでいてもよい。センサコンポーネント１４０７はまた、撮影アプリケーションにおいて
使用するための、ＣＭＯＳ又はＣＣＤイメージセンサのような光センサを含んでいてもよ
い。いくつかの実施形態では、センサコンポーネント１４０７はまた、加速度センサ、ジ
ャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサ又は温度センサを含んでいてもよい。
【０１２４】
　通信コンポーネント１４０８は、装置１４００と他の装置との間の有線又は無線の通信
を容易にするように構成されている。装置１４００は、ＷＩＦＩ、２Ｇ若しくは３Ｇ、又
はそれらの組み合わせのような通信規格に基づく無線ネットワークにアクセスすることが
できる。例示の一実施形態では、通信コンポーネント１４０８は、ブロードキャストチャ
ンネルを経由して、外部ブロードキャスト管理システムからのブロードキャスト信号又は
ブロードキャスト関連情報を受信する。例示の一実施形態では、通信コンポーネント１４
０８は、短距離通信を促進するための近距離通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに含んでい
る。例えば、ＮＦＣモジュールは、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）技術、赤外線データ協会
（ＩｒＤＡ）技術、超広帯域（ＵＷＢ）技術、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（ＢＴ）技術及び他の
技術に基づいて実装されていてもよい。
【０１２５】
　例示の実施形態では、装置１４００は、上述の方法を実行するための１つ又は複数の特
定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処
理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、フィールドプロ
グラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロ
プロセッサ又は他の電子部品により実装されていてもよい。
【０１２６】
　例示の実施形態では、命令を含んだメモリ１４０２のような、命令を含んだ非一時的な
コンピュータ読み取り可能記憶媒体もまた提供される。上記命令は、上述の方法を実施す
るために、装置１４００のプロセッサ１４０９によって実行可能である。例えば、非一時
的なコンピュータ読み取り可能記憶媒体は、ＲＯＭ，ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ
、フロッピーディスク及び光学データ記憶デバイス等であってもよい。
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【０１２７】
　上記記憶媒体中の命令がモバイル端末のプロセッサにより実行される際には、モバイル
端末は、
　ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを取得するステッ
プと、
　上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプに基づいて、
上記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩネットワーク
を、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２つに分類するステップと、
　分類されたＷＩＦＩネットワークを上記ＷＩＦＩリスト中に表示するステップと、
を含んでいるＷＩＦＩリスト表示方法を実行することができる。
【０１２８】
　当業者は、明細書及び本明細書に開示された本発明の実施を考慮して、本発明の他の実
施形態に容易に想到するであろう。本出願は、本発明の任意の変形、使用又は翻案に及ぶ
ことを意図しており、これらの変形、使用又は翻案は、本発明の一般的な原理に従うもの
であると共に、当該技術分野における公知技術又は慣用技術の範囲内における本開示から
の逸脱を含んでいる。明細書及び実施例は単なる例示とみなされ、本発明の真の範囲及び
趣旨は以下の特許請求の範囲によって示されることが意図される。
【０１２９】
　本発明は、上述の及び添付の図面に図示された厳密な構成に限定されるものではなく、
本発明の範囲から逸脱することなく、様々な修正及び変更がなされ得ることを理解された
い。本開示の範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ限定される。

【図１】 【図２】
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【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成28年4月14日(2016.4.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを取得するステッ
プと、
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプに基づい
て、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩネットワ
ークを、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２つに分類するステップ
と、
　分類された前記ＷＩＦＩネットワークを前記ＷＩＦＩリスト中に表示するステップと
を含む、ＷＩＦＩリスト表示方法。
【請求項２】
　ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを取得する前記ス
テップが、
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスより送信されたブロードキャストメッセージを受信する
ステップであって、前記ブロードキャストメッセージが、前記ＷＩＦＩスマートデバイス
が起動した時に前記ＷＩＦＩスマートデバイスから送信され、前記ブロードキャストメッ
セージが、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプ
又は前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプを伴



(29) JP 2017-516322 A 2017.6.15

っているステップと、
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプ又は前記
ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプをローカルに
保存するステップと
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを取得する前記ス
テップが、
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスに問い合わせメッセージをブロードキャストするステッ
プであって、前記問い合わせメッセージが、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポー
トされている前記ＷＩＦＩタイプを問い合わせるように構成されるステップと、
　前記問い合わせメッセージに応答して前記ＷＩＦＩスマートデバイスにより返信された
問い合わせ結果を受信するステップであって、前記問い合わせ結果が、前記ＷＩＦＩスマ
ートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプ又は前記ＷＩＦＩスマートデ
バイスによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプを含んでいるステップと
を含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプに基づい
て、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩネットワ
ークを、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２つに分類する前記ステ
ップが、
　周囲のＷＩＦＩネットワークを走査して、前記周囲のＷＩＦＩネットワークのタイプを
取得するステップと、
　前記周囲のＷＩＦＩネットワークの前記タイプを、ローカルに保存され、前記ＷＩＦＩ
スマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプ、又は、ローカルに保存
され、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプと
マッチングさせるステップと、
　ＷＩＦＩネットワークの前記タイプが、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポート
されている前記ＷＩＦＩタイプとマッチする場合、該ＷＩＦＩネットワークを、前記ＷＩ
ＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネットワークとして分類するステ
ップと、
　ＷＩＦＩネットワークの前記タイプが、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポート
されている前記ＷＩＦＩタイプとマッチしない場合、又は、前記ＷＩＦＩスマートデバイ
スによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプとマッチする場合、該ＷＩＦＩネット
ワークを、前記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス不可能なＷＩＦＩネットワー
クとして分類するステップと
を含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法が、さらに、
　前記ＷＩＦＩリスト中において、前記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能
な前記ＷＩＦＩネットワークを、アクセス可能であると標識するステップ、又は、
　前記ＷＩＦＩリスト中において、前記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能
な前記ＷＩＦＩネットワークの名前を強調表示するステップ
を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　分類された前記ＷＩＦＩネットワークを前記ＷＩＦＩリスト中に表示する前記ステップ
が、
　前記ＷＩＦＩリスト中において、アクセス可能であると標識された又は名前が強調表示
された前記ＷＩＦＩネットワークを、前記ＷＩＦＩリストの開始位置から所定の配列方式
に従って順次表示するステップ
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を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされているＷＩＦＩタイプを取得するように
構成された取得モジュールと、
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプに基づい
て、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりアクセスされようとしているＷＩＦＩネットワ
ークを、アクセス可能な群及びアクセス不可能な群の少なくとも２つに分類するように構
成された分類モジュールと、
　分類された前記ＷＩＦＩネットワークを前記ＷＩＦＩリスト中に表示するように構成さ
れた表示モジュールと
を含む、ＷＩＦＩリスト表示装置。
【請求項８】
　前記取得モジュールが、
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスより送信されたブロードキャストメッセージを受信する
ように構成された第１受信サブモジュールであって、前記ブロードキャストメッセージが
、前記ＷＩＦＩスマートデバイスが起動した時に前記ＷＩＦＩスマートデバイスから送信
され、前記ブロードキャストメッセージが、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポー
トされている前記ＷＩＦＩタイプ又は前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされ
ていない前記ＷＩＦＩタイプを伴っている、第１受信サブモジュールと、
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプ又は前記
ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプをローカルに
保存するように構成された保存サブモジュールと
を含む、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記取得モジュールが、
　前記ＷＩＦＩスマートデバイスに問い合わせメッセージをブロードキャストするように
構成されたブロードキャストサブモジュールであって、前記問い合わせメッセージが、前
記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプを問い合わせ
るように構成されたブロードキャストサブモジュールと、
　前記問い合わせメッセージに応答して前記ＷＩＦＩスマートデバイスにより返信された
問い合わせ結果を受信するように構成された第２受信サブモジュールであって、前記問い
合わせ結果が、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタ
イプ又は前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプ
を含んでいる、第２受信サブモジュールと
を含む、請求項７又は８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記分類モジュールが、
　周囲のＷＩＦＩネットワークを走査して、前記周囲のＷＩＦＩネットワークのタイプを
取得するように構成された走査サブモジュールと、
　前記周囲のＷＩＦＩネットワークの前記タイプを、ローカルに保存され、前記ＷＩＦＩ
スマートデバイスによりサポートされている前記ＷＩＦＩタイプ、又は、ローカルに保存
され、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプと
マッチングさせるように構成されたマッチングサブモジュールと、
　ＷＩＦＩネットワークの前記タイプが、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポート
されている前記ＷＩＦＩタイプとマッチする場合、該ＷＩＦＩネットワークを、前記ＷＩ
ＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能なＷＩＦＩネットワークとして分類するよう
に構成された第１分類サブモジュールと、
　ＷＩＦＩネットワークの前記タイプが、前記ＷＩＦＩスマートデバイスによりサポート
されている前記ＷＩＦＩタイプとマッチしない場合、又は、前記ＷＩＦＩスマートデバイ
スによりサポートされていない前記ＷＩＦＩタイプとマッチする場合、該ＷＩＦＩネット
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ワークを、前記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス不可能なＷＩＦＩネットワー
クとして分類するように構成された第２分類サブモジュールと
を含む、請求項７～９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１１】
　前記分類モジュールが、さらに、
　前記ＷＩＦＩリスト中において、前記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能
な前記ＷＩＦＩネットワークを、アクセス可能であると標識するように、又は、前記ＷＩ
ＦＩリスト中において、前記ＷＩＦＩスマートデバイスにとってアクセス可能な前記ＷＩ
ＦＩネットワークの名前を強調表示するように構成された標識サブモジュール
を含む、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記表示モジュールが、
　前記ＷＩＦＩリスト中において、アクセス可能であると標識された又は名前が強調表示
された前記ＷＩＦＩネットワークを、前記ＷＩＦＩリストの開始位置から所定の配列方式
に従って順次表示するように構成された表示サブモジュール
を含む、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　コンピュータ上で動作する際に、請求項１～６のいずれか１項に記載のＷＩＦＩリスト
表示方法を該コンピュータに実行させるための、コンピュータプログラム。
【請求項１４】
　コンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、該コンピュータ読み取り可能記憶媒体に
に保存された請求項１３に記載のコンピュータプログラムを含む、コンピュータ読み取り
可能記憶媒体。
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