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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信端末と、無線通信ネットワークに接続するための接続設定情報を管理する管理装置
とを備えた通信システムであって、
　前記通信端末は、
　自端末に登録されている前記接続設定情報に対応する無線通信ネットワークに対して接
続できないことを示す接続不可メッセージを前記管理装置に送信し、現時点において自端
末が利用可能な無線通信ネットワークの前記接続設定情報を前記管理装置から取得する接
続設定情報取得手段と、
　前記接続設定情報取得手段により取得された前記接続設定情報を登録する接続設定登録
手段と、
　前記接続設定登録手段により登録された前記接続設定情報に対応する無線通信ネットワ
ークに対して接続する接続実行手段と、
　前記接続実行手段により自端末に登録されている前記接続設定情報に対応する無線通信
ネットワークに対して接続できない場合に、自端末の周辺に存在する一または複数の無線
通信ネットワークを探索する探索手段と、
　前記探索手段により探索された一または複数の無線通信ネットワークから、自端末に前
記接続設定情報がまだ登録されていない無線通信ネットワークを抽出する無線通信ネット
ワーク抽出手段と、を備え、
　前記接続設定情報取得手段は、前記抽出された無線通信ネットワークのアクセスポイン
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トを識別する識別コードを、前記接続不可メッセージとともに前記管理装置に送信し、
　前記管理装置は、
　前記接続不可メッセージを前記通信端末から受信した場合に、前記接続不可メッセージ
を送信した前記通信端末から発信された電話番号に基づいて、前記通信端末の位置情報を
管理している通信網から当該通信端末の位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　前記発信された電話番号、前記取得された位置情報及び前記識別コードに基づいて、現
時点において前記通信端末が利用可能な無線通信ネットワークの前記接続設定情報を、予
め記憶されている無線通信ネットワークの前記接続設定情報から抽出する接続設定情報抽
出手段と、
　前記抽出された前記接続設定情報を前記通信端末に送信する接続設定情報送信手段と、
を備える
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記管理装置は、前記ユーザ特定情報受信手段により受信された前記ユーザ特定情報に
基づいて、前記ユーザの正当性を判断する正当性判断手段をさらに備え、
　前記接続設定情報抽出手段は、前記正当性判断手段により前記ユーザが正当であると判
断された場合に、前記接続設定情報を抽出することを特徴とする請求項１記載の通信シス
テム。
【請求項３】
　前記接続設定情報取得手段は、前記所定のネットワークに含まれるＷｅｂサーバまたは
メールサーバから、前記接続設定情報を取得することを特徴とする請求項１または２に記
載の通信システム。
【請求項４】
　前記接続設定情報には、少なくとも前記無線通信ネットワークのアクセスポイントを識
別するためのアクセスポイント識別コードを含み、
　前記接続実行手段は、前記アクセスポイント識別コードに基づいて、前記無線通信ネッ
トワークに接続することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の通信システム
。
【請求項５】
　無線通信ネットワークに接続するための接続設定情報を管理する管理装置に接続可能な
通信端末であって、
　前記通信端末は、
　自端末に登録されている前記接続設定情報に対応する無線通信ネットワークに対して接
続できないことを示す接続不可メッセージを前記管理装置に送信し、現時点において自端
末が利用可能な無線通信ネットワークの前記接続設定情報を前記管理装置から取得する接
続設定情報取得手段と、
　前記接続設定情報取得手段により取得された前記接続設定情報を登録する接続設定登録
手段と、
　前記接続設定登録手段により登録された前記接続設定情報に対応する無線通信ネットワ
ークに対して接続する接続実行手段と、
　前記接続実行手段により自端末に登録されている前記接続設定情報に対応する無線通信
ネットワークに対して接続できない場合に、自端末の周辺に存在する一または複数の無線
通信ネットワークを探索する探索手段と、
　前記探索手段により探索された一または複数の無線通信ネットワークから、自端末に前
記接続設定情報がまだ登録されていない無線通信ネットワークを抽出する無線通信ネット
ワーク抽出手段と、を備え、
　前記接続設定情報取得手段は、前記抽出された無線通信ネットワークのアクセスポイン
トを識別する識別コードを、前記接続不可メッセージとともに前記管理装置に送信する
　ことを特徴とする通信端末。
【請求項６】
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　通信端末を、
　自端末に登録されている無線通信ネットワークに接続するための接続設定情報に対応す
る無線通信ネットワークに対して接続できないことを示す接続不可メッセージを、前記接
続設定情報を管理する管理装置に対して送信し、現時点において自端末が利用可能な無線
通信ネットワークの前記接続設定情報を前記管理装置から取得する接続設定情報取得手段
と、
　前記接続設定情報取得手段により取得された前記接続設定情報を登録する接続設定登録
手段と、
　前記接続設定登録手段により登録された前記接続設定情報に対応する無線通信ネットワ
ークに対して接続する接続実行手段と、
　前記接続実行手段により自端末に登録されている前記接続設定情報に対応する無線通信
ネットワークに対して接続できない場合に、自端末の周辺に存在する一または複数の無線
通信ネットワークを探索する探索手段と、
　前記探索手段により探索された一または複数の無線通信ネットワークから、自端末に前
記接続設定情報がまだ登録されていない無線通信ネットワークを抽出する無線通信ネット
ワーク抽出手段として機能させるための通信プログラムであって、
　前記接続設定情報取得手段は、前記抽出された無線通信ネットワークのアクセスポイン
トを識別する識別コードを、前記接続不可メッセージとともに前記管理装置に送信する
　ことを特徴とする通信プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システム、通信端末および通信プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線ＬＡＮが急速に普及してきているが、このような無線ＬＡＮに無線通信端末
が接続するための接続設定には、種々の方式が存在する。ここで、接続設定の方式として
は、例えば、ＳＳ－ＩＤ（Service Set Identifier）とＷＥＰ（Wired Equivalent Priva
cy）とを組み合わせた方式、ＳＳ－ＩＤとＷＥＰとＰＰＰｏＥ（PPP over Ethernet(Ethe
rnetは登録商標)）とを組み合わせた方式、ＳＳ－ＩＤとＩＥＥＥ８０２．１ｘとを組み
合わせた方式、ＳＳ－ＩＤとＷＰＡ（Wi-Fi Protected Access）とを組み合わせた方式等
がある。また、接続設定が同一の無線ＬＡＮであっても、通常はアクセスポイントが異な
れば接続設定の内容も異なる。したがって、無線通信端末が無線ＬＡＮのアクセスポイン
トとの通信を確立するためには、各無線ＬＡＮのアクセスポイントに対応する接続設定を
行う必要がある。ところが、上述した接続設定の方式は、一般のユーザにとっては理解し
難いものであるため、一般のユーザが接続設定を行うのには困難を要している。
【０００３】
　下記特許文献１には、無線通信端末が、複数ある無線ＬＡＮのアクセスポイントとの通
信を確立するための技術が開示されている。この技術は、複数あるアクセスポイントに予
め優先度を付すとともに、このアクセスポイントと接続設定とを対応づけて無線通信端末
に記憶させておくものである。これにより、無線通信端末は、アクセスポイントに対応す
る接続設定を優先度の高い順に設定して接続要求を送出することができる。したがって、
ユーザが各アクセスポイントに対応する接続設定を行うことなく、通信可能なアクセスポ
イントを優先度の高い順に検出することができる。
【特許文献１】特開２００２－２５２６２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記特許文献１に開示されている技術は、予め登録されたアクセスポイント
の中から優先度の高い順に接続を試みるものである。したがって、予め登録されたアクセ
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スポイント以外に接続する場合には、ユーザ自身で煩雑な接続設定を行わなければならな
い。また、優先度が低いアクセスポイントに接続する場合には、優先度の高い順に接続が
試行されるため、接続するまでの間に無駄な待ち時間が発生してしまう。
【０００５】
　そこで、本発明は、上述した課題を解決するために、ユーザが煩雑な設定を行うことな
く、通信端末を無線通信ネットワークに接続させることができる通信システム、通信端末
および通信プログラム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】
【００１３】
　本発明の通信システムは、通信端末と、無線通信ネットワークに接続するための接続設
定情報を管理する管理装置とを備えた通信システムであって、通信端末は、自端末に登録
されている接続設定情報に対応する無線通信ネットワークに対して接続できないことを示
す接続不可メッセージを管理装置に送信し、現時点において自端末が利用可能な無線通信
ネットワークの接続設定情報を管理装置から取得する接続設定情報取得手段と、接続設定
情報取得手段により取得された接続設定情報を登録する接続設定登録手段と、接続設定登
録手段により登録された接続設定情報に対応する無線通信ネットワークに対して接続する
接続実行手段と、自端末に登録されている接続設定情報に対応する無線通信ネットワーク
に対して接続できない場合に、自端末の周辺に存在する一または複数の無線通信ネットワ
ークを探索する探索手段と、探索手段により探索された一または複数の無線通信ネットワ
ークから、自端末に接続設定情報がまだ登録されていない無線通信ネットワークを抽出す
る無線通信ネットワーク抽出手段と、を備え、接続設定情報取得手段は、抽出された無線
通信ネットワークのアクセスポイントを識別する識別コードを、接続不可メッセージとと
もに管理装置に送信し、管理装置は、接続不可メッセージを通信端末から受信した場合に
、接続不可メッセージを送信した通信端末から発信された電話番号に基づいて、通信端末
の位置情報を管理している通信網から当該通信端末の位置情報を取得する位置情報取得手
段と、発信された電話番号、取得された位置情報及び識別コードに基づいて、現時点にお
いて通信端末が利用可能な無線通信ネットワークの接続設定情報を、予め記憶されている
無線通信ネットワークの接続設定情報から抽出する接続設定情報抽出手段と、抽出された
接続設定情報を通信端末に送信する接続設定情報送信手段とを備えることを特徴とする。
【００１４】
　この発明によれば、通信端末が無線通信ネットワークに接続できない場合であっても、
通信端末の接続設定情報取得手段により、現時点において利用可能な無線通信ネットワー
クの接続設定情報が、接続不可メッセージの送信先である管理装置から取得される。また
、通信端末の接続実行手段により、取得された接続設定情報に対応する無線通信ネットワ
ークに対して接続するための処理が実行される。したがって、ユーザ自身が無線通信ネッ
トワークの接続設定を行わなくても、ユーザが所持する通信端末を、現時点において利用
可能な無線通信ネットワークに容易に接続させることができる。また、管理装置の位置情
報取得手段により、接続不可メッセージを送信した通信端末から発信された電話番号に基
づいて、所定の通信網から通信端末の位置情報が取得される。また、管理装置の接続設定
情報抽出手段により、通信端末の電話番号と位置情報に基づいて、現時点において通信端
末が利用可能な無線通信ネットワークの接続設定情報が抽出される。さらに、管理装置の
接続設定情報送信手段により、抽出された接続設定情報が、接続不可メッセージを送信し
た通信端末に送信される。したがって、通信端末は、現時点において自端末が利用可能な
無線通信ネットワークの接続設定情報を受信することが可能となる。
　さらに、このようにすれば、通信端末が無線通信ネットワークに接続できない場合であ
っても、通信端末の周辺に存在する無線通信ネットワークのうち、接続設定情報が未登録
である無線通信ネットワークのアクセスポイントを識別する識別コードを、接続不可メッ
セージとともに管理装置に送信させることができる。これにより、管理装置では、例えば
、通信端末の周辺に存在する無線通信ネットワークに関する情報に基づいて抽出した接続
設定情報を提供することが可能となる。すなわち、通信端末を、当該通信端末の周辺に存
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在し、かつ現時点において利用可能な無線通信ネットワークに対して容易に接続させるこ
とができる。
【００１５】
　本発明の通信システムにおいて、ユーザ特定情報受信手段により受信されたユーザ特定
情報に基づいて、ユーザの正当性を判断する正当性判断手段をさらに備え、接続設定情報
抽出手段は、正当性判断手段によりユーザが正当であると判断された場合に、接続設定情
報を抽出することができる。このようにすれば、例えば、接続の対象となる無線通信ネッ
トワークが、高度なセキュリティを要するネットワーク内に構築されている場合であって
も、ユーザ自身が当該無線通信ネットワークの接続設定を行うことなく、容易に接続させ
ることができる。
　本発明の通信システムにおいて、接続設定情報取得手段は、所定のネットワークに含ま
れるＷｅｂサーバまたはメールサーバから、接続設定情報を取得させることが好ましい。
このようにすれば、システム側で管理されている接続設定情報を、例えば、インターネッ
ト上のＷｅｂサーバまたはメールサーバから取得することができ、利便性が向上する。
　上述した本発明の通信システムにおいて、接続設定情報には、少なくとも無線通信ネッ
トワークのアクセスポイントを識別するためのアクセスポイント識別コードを含み、接続
実行手段は、アクセスポイント識別コードに基づいて、無線通信ネットワークに接続する
ことが好ましい。このようにすれば、ユーザ自身が無線通信ネットワークのアクセスポイ
ントに関する接続設定を行わなくても、ユーザが所持する通信端末を無線通信ネットワー
クのアクセスポイントに容易に接続させることができる。
【００１６】
　本発明の通信端末は、無線通信ネットワークに接続するための接続設定情報を管理する
管理装置に接続可能な通信端末であって、通信端末は、自端末に登録されている接続設定
情報に対応する無線通信ネットワークに対して接続できないことを示す接続不可メッセー
ジを管理装置に送信し、現時点において自端末が利用可能な無線通信ネットワークの接続
設定情報を管理装置から取得する接続設定情報取得手段と、接続設定情報取得手段により
取得された接続設定情報を登録する接続設定登録手段と、接続設定登録手段により登録さ
れた接続設定情報に対応する無線通信ネットワークに対して接続する接続実行手段と、自
端末に登録されている接続設定情報に対応する無線通信ネットワークに対して接続できな
い場合に、自端末の周辺に存在する一または複数の無線通信ネットワークを探索する探索
手段と、探索手段により探索された一または複数の無線通信ネットワークから、自端末に
接続設定情報がまだ登録されていない無線通信ネットワークを抽出する無線通信ネットワ
ーク抽出手段と、を備え、接続設定情報取得手段は、抽出された無線通信ネットワークの
アクセスポイントを識別する識別コードを、接続不可メッセージとともに管理装置に送信
することを特徴とする。
【００１７】
　本発明の通信プログラムは、通信端末を、自端末に登録されている無線通信ネットワー
クに接続するための接続設定情報に対応する無線通信ネットワークに対して接続できない
ことを示す接続不可メッセージを、前記接続設定情報を管理する管理装置に対して送信し
、現時点において自端末が利用可能な無線通信ネットワークの前記接続設定情報を前記管
理装置から取得する接続設定情報取得手段と、前記接続設定情報取得手段により取得され
た前記接続設定情報を登録する接続設定登録手段と、前記接続設定登録手段により登録さ
れた前記接続設定情報に対応する無線通信ネットワークに対して接続する接続実行手段と
、自端末に登録されている前記接続設定情報に対応する無線通信ネットワークに対して接
続できない場合に、自端末の周辺に存在する一または複数の無線通信ネットワークを探索
する探索手段と、前記探索手段により探索された一または複数の無線通信ネットワークか
ら、自端末に前記接続設定情報がまだ登録されていない無線通信ネットワークを抽出する
無線通信ネットワーク抽出手段として機能させるための通信プログラムであって、前記接
続設定情報取得手段は、前記抽出された無線通信ネットワークのアクセスポイントを識別
する識別コードを、前記接続不可メッセージとともに前記管理装置に送信することを特徴
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とする。
【００１８】
　これらの発明によれば、通信端末が無線通信ネットワークに接続できない場合であって
も、接続設定情報取得手段により、接続不可メッセージの送信先である管理装置から現時
点において利用可能な無線通信ネットワークの接続設定情報が取得される。また、接続実
行手段により、取得された接続設定情報に対応する無線通信ネットワークに対して接続さ
せられる。したがって、ユーザ自身が無線通信ネットワークの接続設定を行わなくても、
ユーザが所持する通信端末を、現時点において利用可能な無線通信ネットワークに容易に
接続させることができる。
　さらに、通信端末が無線通信ネットワークに接続できない場合であっても、通信端末の
周辺に存在する無線通信ネットワークのうち、接続設定情報が未登録である無線通信ネッ
トワークのアクセスポイントを識別する識別コードを、接続不可メッセージとともに管理
装置に送信させることができる。これにより、管理装置では、例えば、通信端末の周辺に
存在する無線通信ネットワークに関する情報に基づいて抽出した接続設定情報を提供する
ことが可能となる。すなわち、通信端末を、当該通信端末の周辺に存在し、かつ現時点に
おいて利用可能な無線通信ネットワークに対して容易に接続させることができる。
 
【００１９】
　本発明の通信端末において、通信端末は、自端末に登録されている接続設定情報に対応
する無線通信ネットワークに対して接続できない場合に、自端末の周辺に存在する一また
は複数の無線通信ネットワークを探索する探索手段と、探索手段により探索された一また
は複数の無線通信ネットワークから、自端末に接続設定情報がまだ登録されていない無線
通信ネットワークを抽出する無線通信ネットワーク抽出手段と、をさらに備え、接続設定
情報取得手段は、上記抽出された無線通信ネットワークのアクセスポイントを識別する識
別コードを、接続不可メッセージとともに管理装置に送信させることが好ましい。
【００２０】
　このようにすれば、通信端末が無線通信ネットワークに接続できない場合であっても、
通信端末の周辺に存在する無線通信ネットワークのうち、接続設定情報が未登録である無
線通信ネットワークのアクセスポイントを識別する識別コードを、接続不可メッセージと
ともに管理装置に送信させることができる。これにより、管理装置では、例えば、通信端
末の周辺に存在する無線通信ネットワークに関する情報に基づいて抽出した接続設定情報
を提供することが可能となる。すなわち、通信端末を、当該通信端末の周辺に存在し、か
つ現時点において利用可能な無線通信ネットワークに対して容易に接続させることができ
る。
【発明の効果】
【００２１】
本発明に係る通信システム、通信端末および通信プログラムによれば、ユーザが煩雑な設
定を行うことなく、通信端末を無線通信ネットワークに接続させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明に係る通信システムの各実施形態を図面に基づき説明する。なお、各図に
おいて、同一要素には同一符号を付して重複する説明を省略する。
【００２３】
　[第１実施形態]
　まず、本発明の第１実施形態について説明する。図１は、第１実施形態における通信シ
ステム１の構成を例示する図である。図１に示すように、通信システム１は、無線ＬＡＮ
機能を搭載する携帯電話機１０（携帯端末）と、インターネットに接続可能なＷｅｂサー
バ２０と、無線ＬＡＮ通信可能エリアＡＲ内に設置されたアクセスポイント３０と、移動
体通信網やインターネット等を含む通信回線４０とを有する。携帯電話機１０は、移動体
通信網の無線エリア内に在圏する場合には、移動体通信網の基地局や交換局等を介してイ
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ンターネットに含まれる所定のネットワーク上に構築されたＷｅｂサーバ２０に接続する
。また、携帯電話機１０は、無線ＬＡＮ（無線通信ネットワーク）の無線エリア内に在圏
する場合には、アクセスポイント３０を介してインターネット上のＷｅｂサーバ２０に接
続することが可能である。ここで、無線ＬＡＮの無線エリアは、同時に移動体通信網の無
線エリアにも含まれていることとする。
【００２４】
　なお、本実施形態における通信システム１においては、通信端末の具体例として携帯電
話機１０を記載しているが、これに限られない。通信端末は、例えば、簡易型携帯電話機
（ＰＨＳ）や通信機能を有する携帯型情報端末（ＰＤＡ）等の移動通信端末であってもよ
い。また、図１に示す通信システム１に備えられる各装置は、実際には、それぞれ複数台
存在するが、図面が煩雑になることを防ぐために、一の各装置のみを示している。
【００２５】
　次に、図１に示す各装置について説明する。携帯電話機１０は、自機１０が在圏する無
線エリアをカバーする基地局やアクセスポイント３０と無線通信を行い、通話サービスあ
るいはパケット通信サービスを受ける移動通信端末である。
【００２６】
　Ｗｅｂサーバ２０は、携帯電話機１０が無線ＬＡＮに接続するための接続設定に関する
接続設定情報をメモリに格納する。接続設定情報としては、例えば、アクセスポイントの
識別ＩＤ（アクセスポイント識別コード）、携帯電話機１０がアクセスポイントへの接続
時に用いる暗号化キー等が該当する。本実施形態においては、アクセスポイントの識別Ｉ
Ｄを、無線ＬＡＮの接続設定項目であるＳＳ－ＩＤ（Service Set Identifier）に登録し
、暗号化キーを、無線ＬＡＮの接続設定項目であるＷＥＰ（Wired Equivalent Privacy）
に登録することとする。なお、接続設定情報としては、少なくともアクセスポイントの識
別ＩＤ（ＳＳ－ＩＤ）を必須の情報として設定する必要があるが、暗号化キー（ＷＥＰ）
についてはオプションとして任意に設定できることとしてもよい。
【００２７】
　次に、図２を参照して通信システム１を構成している携帯電話機１０の機能構成を説明
する。図２に示すように、携帯電話機１０は、接続設定情報取得部１１（接続設定情報取
得手段）と、接続設定登録部１２（接続設定登録手段）と、接続先切替部１３（接続実行
手段）とを有している。
【００２８】
　接続設定情報取得部１１は、ユーザが接続を所望する無線ＬＡＮに接続するための接続
設定情報を送信するように要求する接続設定情報要求メッセージをＷｅｂサーバ２０に送
信し、当該Ｗｅｂサーバ２０から返信された接続設定情報を受信する。すなわち、接続設
定情報取得部１１は、無線ＬＡＮに接続するための接続設定情報を、インターネット上の
Ｗｅｂサーバ２０から取得する。
【００２９】
　接続設定情報は、例えば、ＨＴＭＬでリンクとして定義されているＡタグの機能を利用
することにより、Ｗｅｂサーバ２０から携帯電話機１０に提供させることができる。具体
的に説明すると、例えば、Ａタグの内容が、「＜Ａ ＨＲＥＦ＝“ＳＳ－ＩＤ：ｘｘｘ”
ＷＥＰ＝“ｙｙｙ”＞無線ＬＡＮに接続＜Ａ／＞」である場合には、携帯電話機１０の画
面上に表示された“無線ＬＡＮに接続”リンクが選択され確定されることにより、携帯電
話機１０は、ＳＳ－ＩＤが“ｘｘｘ”で、ＷＥＰが“ｙｙｙ”である接続設定情報をＷｅ
ｂサーバ２０から取得することができる。
【００３０】
　接続設定登録部１２は、ユーザにより接続設定の登録指示が入力された場合に、Ｗｅｂ
サーバ２０から取得した接続設定情報に基づいて、無線ＬＡＮの接続設定登録を実行する
。接続設定登録は、例えば、以下のように行われる。まず、接続設定情報を取得した携帯
電話機１０のブラウザが、携帯電話機１０にインストールされている無線ＬＡＮ接続アプ
リケーションに接続設定情報を引き渡す。次に、無線ＬＡＮ接続アプリケーションが、ブ
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ラウザから受け取った接続設定情報に基づいて、ＳＳ－ＩＤやＷＥＰにデータを登録する
。
【００３１】
　接続先切替部１３は、登録された接続設定情報に基づいて、携帯電話機１０の接続先を
、インターネット上のＷｅｂサーバ２０から、無線ＬＡＮのアクセスポイント３０に切り
替える。すなわち、接続先切替部１３は、登録された接続設定情報に基づいて、無線ＬＡ
Ｎのアクセスポイント３０に接続する。具体的に説明すると、接続先切替部１３は、例え
ば、アクセスポイント３０から出力されるビーコン情報に基づいて、携帯電話機１０が接
続設定情報のＳＳ－ＩＤに対応するアクセスポイント３０の無線ＬＡＮ通信可能エリアＡ
Ｒ内に在圏していると判断した場合に、自機１０の接続先を、Ｗｅｂサーバ２０から、当
該アクセスポイント３０に切り替える。なお、接続先切替部１３は、アクセスポイント３
０に接続する際に、携帯電話機１０の接続先をＷｅｂサーバ２０からアクセスポイント３
０に切り替えているが、必ずしもＷｅｂサーバ２０からアクセスポイント３０に切り替え
る必要はない。例えば、Ｗｅｂサーバ２０との通信回線が切断された後に無線ＬＡＮのア
クセスポイント３０に接続する場合には、通信回線を切り替える必要はない。この場合に
、接続先切替部１３は、無線ＬＡＮのアクセスポイント３０に接続要求を送信して接続す
ればよい。
【００３２】
　次に、図３を参照して第１実施形態の通信システム１において、携帯電話機１０がアク
セスポイント３０に接続する際の動作について説明する。
【００３３】
　まず、携帯電話機１０は、ユーザの操作指示にしたがって、インターネット上に存在す
るＷｅｂサーバ２０に接続するための初期接続要求メッセージを送信する（ステップＳ１
）。次に、Ｗｅｂサーバ２０は、Ｗｅｂサイトのメニュー画面を携帯電話機１０に送信す
る（ステップＳ２）。これにより、携帯電話機１０の画面上にはＷｅｂサイトのメニュー
画面が表示される。
【００３４】
　次に、携帯電話機１０は、ユーザの操作指示にしたがって、ユーザが接続を所望する無
線ＬＡＮへの接続リンクが含まれる無線ＬＡＮへの接続用画面を表示させるための接続用
画面要求メッセージをＷｅｂサーバ２０に送信する（ステップＳ３）。
【００３５】
　次に、Ｗｅｂサーバ２０は、接続用画面要求メッセージに含まれるメッセージＩＤに対
応して記憶されている接続設定情報に基づいて、“無線ＬＡＮに接続”リンクを生成し、
この“無線ＬＡＮに接続”リンクを含む接続用画面を携帯電話機１０に送信する（ステッ
プＳ４）。これにより、携帯電話機１０の画面上には、“無線ＬＡＮに接続”リンクを含
む接続用画面が表示される（図４参照）。
【００３６】
　図４に示すように接続用画面には、無線ＬＡＮに接続するための“無線ＬＡＮに接続”
リンクが表示される。この“無線ＬＡＮに接続”リンクには、接続設定情報であるＳＳ－
ＩＤやＷＥＰが設定されている。したがって、携帯電話機１０の接続設定情報取得部１１
は、この“無線ＬＡＮに接続”リンクを含む接続用画面を受信することによって、ユーザ
が所望する無線ＬＡＮの接続設定情報を取得することになる。なお、“無線ＬＡＮに接続
”リンクを含む接続用画面を表示させる方法は、上述したメニュー画面からリンクをたど
って表示させる方法に限定することはない。例えば、接続用画面のＵＲＬを直接入力する
ことにより表示させてもよい。
【００３７】
　次に、携帯電話機１０の接続設定情報取得部１１は、接続用画面上に表示された“無線
ＬＡＮに接続”リンクがユーザにより選択され確定されると（ステップＳ５）、無線ＬＡ
Ｎに接続するための接続要求メッセージをＷｅｂサーバ２０に送信する（ステップＳ６）
。
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【００３８】
　次に、Ｗｅｂサーバ２０は、携帯電話機１０から接続要求メッセージを受信した場合に
、登録確認指示画面を携帯電話機１０に送信する（ステップＳ７）。これにより、携帯電
話機１０の画面上には、無線ＬＡＮへの登録確認指示画面が表示される（図５参照）。図
５に示すように登録確認指示画面には、例えば、“１．登録して今すぐ接続”、“２．設
定内容を保存”、“３．キャンセル”という各リンクが表示される。
【００３９】
　次に、携帯電話機１０の接続設定登録部１２は、例えば、登録確認指示画面上の“１．
登録して今すぐ接続”リンクがユーザにより選択され確定された場合に（ステップＳ８）
、Ｗｅｂサーバ２０から取得した接続設定情報に基づいて、無線ＬＡＮの接続設定登録を
実行する（ステップＳ９）。これにより、携帯電話機１０は、登録された接続設定に含ま
れるＳＳ－ＩＤに対応するアクセスポイント３０に接続することが可能な状態になる。
【００４０】
　次に、携帯電話機１０の接続先切替部１３は、アクセスポイント３０から出力されるビ
ーコン情報に基づいて、自機１０が接続設定情報のＳＳ－ＩＤに対応するアクセスポイン
ト３０の無線ＬＡＮ通信可能エリアＡＲ内に在圏していると判断した場合に、自機１０の
接続先を、Ｗｅｂサーバ２０から、当該アクセスポイント３０に切り替える。（ステップ
Ｓ１０）。これにより、携帯電話機１０は、ユーザが所望する無線ＬＡＮのアクセスポイ
ント３０に接続することができる（ステップＳ１１）。
【００４１】
　なお、上述したステップＳ８において、例えば、登録確認指示画面上の“２．設定内容
を保存”リンクがユーザにより選択され確定された場合には、ステップＳ９と同様に無線
ＬＡＮの接続設定登録を実行するが、その後に行われるステップＳ１０およびステップＳ
１１の処理は行わない。これは、携帯電話機１０が無線ＬＡＮの通信可能エリア外に存在
するときにも接続設定登録を実行させることがあるためである。これにより、携帯電話機
１０が無線ＬＡＮの通信可能エリア外に存在する場合であっても無線ＬＡＮの接続設定登
録を実行させて、無線ＬＡＮの接続設定情報を事前に登録しておくことができる。
【００４２】
　上述したように、第１実施形態における通信システム１では、Ｗｅｂサーバ２０から取
得した接続設定情報に基づいて、接続設定登録部１２により、無線ＬＡＮのアクセスポイ
ントに関する接続設定情報が登録され、接続先切替部１３により、登録された接続設定情
報に対応する無線ＬＡＮに対して接続処理が実行されるため、ユーザ自身が無線ＬＡＮの
接続設定を行わなくても、ユーザが所持する携帯電話機１０を無線ＬＡＮに容易に接続さ
せることができる。
【００４３】
　なお、上述した第１実施形態における携帯電話機１０は、Ｗｅｂサーバ２０から接続設
定情報を取得しているが、接続設定情報を取得する方法は、これに限られない。例えば、
携帯電話機１０が、所定のネットワーク上に構築されたメールサーバから配信されたメー
ルにより接続設定情報を取得してもよい。すなわち、システム側で管理されている接続設
定情報は、インターネット上のＷｅｂサーバまたはメールサーバから取得することができ
る。
【００４４】
　[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。まず、図６を参照して第２実施形態に
おける通信システムの構成を説明する。図６に示すように、第２実施形態における通信シ
ステム２は、携帯電話機１０が社内ネットワーク５０（所定のネットワーク；例えば、イ
ントラネット）に含まれる無線ＬＡＮ（無線通信ネットワーク）のアクセスポイント３０
ａ，３０ｂに接続する点で、携帯電話機１０がインターネット上にあるアクセスポイント
３０に接続する第１実施形態における通信システム１とは異なる。すなわち、第２実施形
態における通信システム２の構成は、Ｗｅｂサーバ２０ｓおよび無線ＬＡＮのアクセスポ
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イント３０ａ，３０ｂが社内ネットワーク５０に含まれるとともに、社内ネットワーク５
０に管理サーバ２５がさらに備えられている点で、第１実施形態における通信システム１
の構成とは異なる。なお、第２実施形態における携帯電話機１０および通信回線４０が有
する機能は、第１実施形態における携帯電話機１０および通信回線４０のそれぞれが有す
る機能と同様であるため、その説明は省略する。
【００４５】
　Ｗｅｂサーバ２０ｓは、社内ネットワーク５０上のサーバ装置であり、インターネット
にも接続可能である。Ｗｅｂサーバ２０ｓは、通信回線４０を介して社内ネットワーク５
０に接続を要求してきた携帯電話機１０の認証処理や接続処理等を行う。
【００４６】
　管理サーバ２５は、社内ネットワーク５０へのアクセス権限を有するユーザに関する情
報や、無線ＬＡＮに接続するための接続設定に関する接続設定情報等をメモリに格納して
管理する。ユーザに関する情報としては、例えば、ユーザＩＤ、パスワード、氏名、連絡
先、メールアドレス、ユーザが接続可能な社内のアクセスポイントの識別ＩＤ（アクセス
ポイント識別コード）、当該アクセスポイントへの接続時に用いる暗号化キー等が該当す
る。接続設定情報としては、例えば、アクセスポイントの識別ＩＤ、携帯電話機１０がア
クセスポイントへの接続時に用いる暗号化キー等が該当する。本実施形態においては、ア
クセスポイントの識別ＩＤを、無線ＬＡＮの接続設定項目であるＳＳ－ＩＤに登録し、暗
号化キーを、無線ＬＡＮの接続設定項目であるＷＥＰに登録することとする。なお、接続
設定情報としては、少なくともアクセスポイントの識別ＩＤ（ＳＳ－ＩＤ）を必須の情報
として設定する必要があるが、暗号化キー（ＷＥＰ）についてはオプションとして任意に
設定できることとしてもよい。
【００４７】
　アクセスポイント３０ａ，３０ｂは、社内ネットワーク５０に含まれる無線ＬＡＮのア
クセスポイントであり、社内の各部署（例えば、Ｘ部署，Ｙ部署等）あるいはオフィスビ
ルの各階（例えば、１階，２階等）ごとに設置される。図６に示すように、本実施形態に
おけるアクセスポイント３０ａは、オフィスビルの１階にあるＸ部署内に設置されている
。アクセスポイント３０ｂは、オフィスビルの２階にあるＹ部署内に設置されている。ま
た、アクセスポイント３０ａによって無線ＬＡＮ通信可能エリアＡＲＸが構成されている
。さらに、アクセスポイント３０ｂによって無線ＬＡＮ通信可能エリアＡＲＹが構成され
ている。また、本実施形態における無線ＬＡＮのセキュリティとしては、例えば、ＷＰＮ
や８０２．１ｘ等がある。
【００４８】
　次に、図７を参照して通信システム２を構成している管理サーバ２５の機能構成を説明
する。図７に示すように、管理サーバ２５は、ユーザ特定情報受信部２５ａ（ユーザ特定
情報受信手段）と、正当性判断部２５ｂ（正当性判断手段）と、接続設定情報抽出部２５
ｃ（接続設定情報抽出手段）と、接続設定情報送信部２５ｄ（接続設定情報送信手段）と
を有している。
【００４９】
　ユーザ特定情報受信部２５ａは、携帯電話機１０を所持するユーザを特定するためのユ
ーザ特定情報をＷｅｂサーバ２０ｓから受信する。ユーザ特定情報としては、例えば、携
帯電話機１０を所持するユーザのユーザＩＤやパスワード等が該当する。
【００５０】
　正当性判断部２５ｂは、ユーザ特定情報受信部２５ａにより受信されたユーザ特定情報
に基づいて、携帯電話機１０を所持するユーザの正当性を判断する。
【００５１】
　接続設定情報抽出部２５ｃは、接続設定情報を抽出するように要求する接続設定情報抽
出要求メッセージを受信した場合に、当該接続設定情報抽出要求メッセージに含まれるユ
ーザＩＤに基づいて、当該ユーザＩＤに対応して予め記憶されている接続設定情報を抽出
する。
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【００５２】
　接続設定情報送信部２５ｄは、接続設定情報抽出部２５ｃにより抽出された接続設定情
報をＷｅｂサーバ２０ｓに送信する。
【００５３】
　次に、図８を参照して第２実施形態の通信システム２において、携帯電話機１０がアク
セスポイント３０ａに接続する際の動作について説明する。
【００５４】
　まず、携帯電話機１０は、ユーザの操作指示にしたがって、インターネット上に存在す
るＷｅｂサーバ２０ｓに接続するための初期接続要求メッセージを送信する（ステップＳ
２１）。次に、Ｗｅｂサーバ２０ｓは、携帯電話機１０を所持するユーザを、社内ネット
ワーク５０にログインさせるためのユーザ認証用画面を携帯電話機１０に送信する（ステ
ップＳ２２）。これにより、携帯電話機１０の画面上にはユーザ認証用画面が表示される
（図９参照）。図９に示すようにユーザ認証用画面には、例えば、ユーザＩＤやパスワー
ドの入力欄、および送信ボタンやキャンセルボタンが表示される。
【００５５】
　次に、携帯電話機１０は、ユーザの操作指示にしたがって、ユーザ認証用画面に入力さ
れたユーザＩＤおよびパスワードをユーザ特定情報として、Ｗｅｂサーバ２０ｓに送信す
る（ステップＳ２３）。Ｗｅｂサーバ２０ｓは、携帯電話機１０から受信したユーザ特定
情報を管理サーバ２５に送信する（ステップＳ２４）。これにより、管理サーバ２５のユ
ーザ特定情報受信部２５ａは、携帯電話機１０から送信されたユーザ特定情報を、Ｗｅｂ
サーバ２０ｓを介して受信することとなる。
【００５６】
　次に、管理サーバ２５の正当性判断部２５ｂは、ユーザ特定情報受信部２５ａにより受
信されたユーザ特定情報に基づいて、携帯電話機１０を所持するユーザの正当性を判断す
る（ステップＳ２５）。この判断がＮＯである場合（ステップＳ２５；ＮＯ）に、正当性
判断部２５ｂは、不当なユーザであることを示す認証結果をＷｅｂサーバ２０ｓに送信す
る（ステップＳ２６）。Ｗｅｂサーバ２０ｓは、ログイン不許可メッセージを携帯電話機
１０に送信する（ステップＳ２７）。すなわち、この不当なユーザが所持する携帯電話機
１０は、社内ネットワーク５０にログインすることができず、以降に記載する各処理の実
行対象からは除外される。
【００５７】
　一方、上述したステップＳ２５において、ユーザが正当であると判断された場合（ステ
ップＳ２５；ＹＥＳ）に、正当性判断部２５ｂは、正当なユーザであることを示す認証結
果をＷｅｂサーバ２０に送信する（ステップＳ２８）。Ｗｅｂサーバ２０ｓは、ログイン
許可メッセージを表示したメニュー画面を携帯電話機１０に送信する（ステップＳ２９）
。
【００５８】
　次に、携帯電話機１０の接続設定情報取得部１１は、ユーザの操作指示にしたがって、
画面上に表示されたメニュー画面から個人情報画面の表示が選択され確定されると、個人
情報画面（図１０参照）を表示するように要求する個人情報画面要求メッセージをＷｅｂ
サーバ２０に送信する（ステップＳ３０）。ここで、図１０に示すように、個人情報画面
には、例えば、“１．メール”、“２．スケジュール”、“３．Ｔｏ Ｄｏ”、“４．無
線ＬＡＮ設定”という各リンクが表示される。
【００５９】
　次に、Ｗｅｂサーバ２０ｓは、携帯電話機１０から受信した個人情報画面要求メッセー
ジに基づいて、当該携帯電話機１０に対応する接続設定情報の抽出を要求する接続設定情
報抽出要求メッセージを管理サーバ２５に送信する（ステップＳ３１）。
【００６０】
　次に、管理サーバ２５の接続設定情報抽出部２５ｃは、Ｗｅｂサーバ２０ｓから接続設
定情報抽出要求メッセージを受信した場合に、当該接続設定情報抽出要求メッセージに含
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まれるユーザＩＤに基づいて、当該ユーザＩＤに対応して予め記憶されている接続設定情
報を抽出する（ステップＳ３２）。管理サーバ２５の接続設定情報送信部２５ｄは、接続
設定情報抽出部２５ｃにより抽出された接続設定情報をＷｅｂサーバ２０ｓに送信する（
ステップＳ３３）。
【００６１】
　Ｗｅｂサーバ２０ｓは、管理サーバ２５から受信した接続設定情報に基づいて、“４．
無線ＬＡＮ設定”リンクを生成し、この“４．無線ＬＡＮ設定”リンク含む個人情報画面
を携帯電話機１０に送信する（ステップＳ３４）。これにより、携帯電話機１０の画面上
には、“４．無線ＬＡＮ設定”リンクを含む個人情報画面が表示される（図１０参照）。
この“４．無線ＬＡＮ設定”リンクには、接続設定情報であるＳＳ－ＩＤやＷＥＰが設定
されている。したがって、携帯電話機１０の接続設定情報取得部１１は、この“４．無線
ＬＡＮ設定”リンクを含む個人情報画面を受信することによって、ユーザごとに個別に割
り当てられた社内ネットワーク５０内の無線ＬＡＮに接続するための接続設定情報を管理
サーバ２５から取得することになる。
【００６２】
　次に、携帯電話機１０の接続設定情報取得部１１は、個人情報画面上に表示された“４
．無線ＬＡＮ設定”リンクがユーザにより選択され確定されると（ステップＳ３５）、無
線ＬＡＮに接続するための接続要求メッセージをＷｅｂサーバ２０に送信する（ステップ
Ｓ３６）。
【００６３】
　次に、Ｗｅｂサーバ２０は、携帯電話機１０から接続要求メッセージを受信した場合に
、登録確認指示画面を携帯電話機１０に送信する（ステップＳ３７）。これにより、携帯
電話機１０の画面上には、無線ＬＡＮへの登録確認指示画面が表示される（図１１参照）
。図１１に示すように無線ＬＡＮへの接続設定指示画面には、例えば、“１．登録する”
、“２．登録しない”、“３．登録して今すぐ接続”、“４．１回だけ接続”という各リ
ンクが表示される。
【００６４】
　次に、携帯電話機１０の接続設定登録部１２は、例えば、登録確認指示画面上の“３．
登録して今すぐ接続”リンクがユーザにより選択され確定された場合に（ステップＳ３８
）、Ｗｅｂサーバ２０から取得した接続設定情報に基づいて、無線ＬＡＮの接続設定登録
を実行する（ステップＳ３９）。これにより、携帯電話機１０は、登録された接続設定に
含まれるＳＳ－ＩＤに対応するアクセスポイント３０ａに接続することが可能な状態にな
る。
【００６５】
　次に、携帯電話機１０の接続先切替部１３は、アクセスポイント３０ａから出力される
ビーコン情報に基づいて、自機１０が接続設定情報のＳＳ－ＩＤに対応するアクセスポイ
ント３０ａの無線ＬＡＮ通信可能エリアＡＲＹ内に在圏しているか否かを判断する。そし
て、在圏していると判断した場合に、接続先切替部１３は、自機１０の接続先を、Ｗｅｂ
サーバ２０から、当該アクセスポイント３０ａに切り替える。（ステップＳ４０）。これ
により、携帯電話機１０は、ユーザが所属するＹ部署内に設置された無線ＬＡＮのアクセ
スポイント３０ａに接続することができる（ステップＳ４１）。
【００６６】
　なお、上述したステップＳ３８において、例えば、登録確認指示画面上の“１．登録す
る”リンクがユーザにより選択され確定された場合には、ステップＳ３９と同様に無線Ｌ
ＡＮの接続設定登録を実行するが、その後に行われるステップＳ４０およびステップＳ４
１の処理は行わない。これは、携帯電話機１０が無線ＬＡＮの通信可能エリア外に存在す
るときにも接続設定登録を実行させることがあるためである。これにより、携帯電話機１
０が無線ＬＡＮの通信可能エリア外に存在している場合であっても無線ＬＡＮの接続設定
登録を実行させて、無線ＬＡＮの接続設定情報を事前に登録しておくことができる。
【００６７】
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　上述したように、第２実施形態における通信システム２では、管理サーバ２５が、携帯
電話機１０から送信されたユーザ特定情報を受信し、この受信したユーザ特定情報に対応
する接続設定情報を携帯電話機１０に返信する。したがって、ユーザごとに異なる接続設
定情報を、各ユーザが所持する携帯電話機に対してそれぞれ送信させることができる。す
なわち、ユーザ自身が無線ＬＡＮの接続設定を行わなくても、ユーザが所持する携帯電話
機が接続可能な無線ＬＡＮに対して容易に接続させることができる。
【００６８】
　また、管理サーバ２５の接続設定情報抽出部２５ｃは、正当性判断部２５ｂによりユー
ザが正当であると判断された場合にのみ接続設定情報を抽出する。したがって、例えば、
接続の対象となる無線ＬＡＮが、高度なセキュリティを必要とする社内ネットワーク５０
内に構築されている場合であっても、ユーザ自身が当該無線ＬＡＮの接続設定を行うこと
なく、容易に携帯電話機１０を接続させることができる。
【００６９】
　なお、上述した第２実施形態において、社内ネットワーク５０側のサーバ装置として、
Ｗｅｂサーバ２０ｓおよび管理サーバ２５を備えているが、サーバ装置の構成は、これに
限られることはない。例えば、Ｗｅｂサーバ２０ｓと管理サーバ２５の各機能を併せ持つ
一のサーバ装置のみにより構成することとしてもよいし、管理サーバ２５の機能を分散さ
せて認証サーバやＤＢサーバ等をさらに備えることとしてもよい。
【００７０】
　また、上述した第１実施形態および第２実施形態において、携帯電話機１０は、インタ
ーネットを介してＷｅｂサーバ４０，４０ｓに接続しているが、携帯電話機１０とＷｅｂ
サーバ４０，４０ｓ間の通信回線は、インターネットに限定されない。例えば、企業内に
構築されたイントラネット等の閉域ネットワークや、ＩＳＰ（Internet Services Provid
er）により構築された閉域ネットワーク（所定のネットワーク）であってもよい。すなわ
ち、携帯電話機１０は、無線通信ネットワークに接続するための接続設定情報を、閉域ネ
ットワーク上のＷｅｂサーバまたはメールサーバ等から取得し、当該接続設定情報に基づ
いて、接続先のネットワークを、閉域ネットワークから無線通信ネットワークに切り替え
ることとしてもよい。
【００７１】
　また、上述した第１実施形態および第２実施形態において、携帯電話機１０は、無線Ｌ
ＡＮの接続設定登録を実行した後に、自機１０の接続先をＷｅｂサーバ２０からアクセス
ポイント３０，３０ａに自動的に切り替えているが、自機１０の接続先は、必ずしも接続
設定登録の対象となったアクセスポイント３０，３０ａである必要はない。例えば、自動
的に切り替える接続先をユーザが事前に設定することができるようにしてもよい。設定で
きる接続先としては、例えば、“無線ＬＡＮ”や、“移動体通信網”が該当する。また、
自動的に切り替える接続先を携帯電話機側で初期設定しておき、接続処理を行うたびに接
続先を確認させる画面を表示させ、ユーザが確認画面から接続先を選択することができる
ようにしてもよい。
【００７２】
　[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。第３実施形態における通信システムで
は、携帯電話機が、自機に既に登録されている接続設定情報に対応する無線ＬＡＮ（無線
通信ネットワーク）のアクセスポイントに接続できなかった場合に、携帯電話機が、現時
点において利用可能な他の無線ＬＡＮのアクセスポイントに関する接続設定情報を取得す
る点に特徴がある。第３実施形態における通信システムは、このような特徴を有する点で
、携帯電話機が、ユーザの操作指示により所定のネットワークに接続し、この接続した所
定のネットワークから特定の無線ＬＡＮのアクセスポイントに関する接続設定情報を取得
する第１実施形態および第２実施形態における通信システムとは異なる。
【００７３】
　なお、接続設定情報としては、例えば、アクセスポイントの識別ＩＤ（アクセスポイン
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ト識別コード）、携帯電話機（通信端末）がアクセスポイントへの接続時に用いる暗号化
キー等が該当する。本実施形態においては、アクセスポイントの識別ＩＤを、無線ＬＡＮ
の接続設定項目であるＳＳ－ＩＤに登録し、暗号化キーを、無線ＬＡＮの接続設定項目で
あるＷＥＰに登録することとする。なお、接続設定情報としては、少なくともアクセスポ
イントの識別ＩＤ（ＳＳ－ＩＤ）を必須の情報として設定する必要があるが、暗号化キー
（ＷＥＰ）についてはオプションとして任意に設定できることとしてもよい。
【００７４】
　図１２を参照して第３実施形態における通信システムの構成を説明する。図１２に示す
ように、第３実施形態における通信システム３は、無線ＬＡＮ機能を搭載する携帯電話機
１０ｓと、ＡＰ管理サーバ６０（管理装置）と、アクセスポイント３０，３０１と、通信
回線４０とを有する。
【００７５】
　このように構成される通信システム３は、様々な無線ＬＡＮのアクセスポイントに関す
る接続設定情報を管理するＡＰ管理サーバ６０を備える点で、特定の無線ＬＡＮのアクセ
スポイントに関する接続設定情報を管理するＷｅｂサーバ２０（第１実施形態）あるいは
管理サーバ２５（第２実施形態）を備える通信システム１，２とは異なる。
【００７６】
　また、説明の便宜のため、図１２に示すアクセスポイント３０は、当該アクセスポイン
ト３０に関する接続設定情報が、携帯電話機１０ｓに既に登録されているアクセスポイン
トであることとする。一方、図１２に示すアクセスポイント３０１は、当該アクセスポイ
ント３０１に関する接続設定情報が、携帯電話機１０ｓにまだ登録されていないアクセス
ポイントであり、かつ、携帯電話機１０ｓが現時点において利用可能なアクセスポイント
であることとする。ここで、現時点において利用可能なアクセスポイントとは、携帯電話
機１０ｓがアクセスポイントによりカバーされる無線ＬＡＮ通信可能エリア内に在圏して
いるか、あるいは在圏していると予想される場合におけるアクセスポイントをいう。
【００７７】
　なお、第３実施形態におけるアクセスポイント３０（アクセスポイント３０１を含む）
および通信回線４０が有する機能は、第１実施形態におけるアクセスポイント３０および
通信回線４０のそれぞれが有する機能と同様であるため、その説明を省略する。以下にお
いては、第３実施形態に特有の機能を有する携帯電話機１０ｓおよびＡＰ管理サーバ６０
の機能構成について説明する。
【００７８】
　図１３を参照して通信システム３を構成している携帯電話機１０ｓの機能構成を説明す
る。図１３に示すように、携帯電話機１０ｓは、接続設定情報取得部１１ｓ（接続設定情
報取得手段）と、接続設定登録部１２ｓ（接続設定登録手段）と、接続実行部１４（接続
実行手段）とを有している。
【００７９】
　接続設定情報取得部１１ｓは、自機１０ｓに既に登録されている接続設定情報に対応す
る無線ＬＡＮのアクセスポイント３０に対して接続できなかった場合に、接続できなかっ
たことを示す接続不可メッセージをＡＰ管理サーバ６０に送信する。また、接続設定情報
取得部１１ｓは、ＡＰ管理サーバ６０から返信された接続設定情報を受信する。すなわち
、接続設定情報取得部１１ｓは、現時点において自機１０ｓが利用可能な無線ＬＡＮに対
して接続するための接続設定情報を、ＡＰ管理サーバ６０から取得する。
【００８０】
　接続設定登録部１２ｓは、ＡＰ管理サーバ６０から取得した接続設定情報に基づいて、
無線ＬＡＮの接続設定登録を実行する。接続設定登録は、例えば、以下のように行われる
。まず、接続設定情報を取得した携帯電話機１０ｓのブラウザが、携帯電話機１０ｓにイ
ンストールされている無線ＬＡＮ接続アプリケーションに接続設定情報を引き渡す。次に
、無線ＬＡＮ接続アプリケーションが、ブラウザから受け取った接続設定情報に基づいて
、ＳＳ－ＩＤやＷＥＰにデータを登録する。
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【００８１】
　接続実行部１５は、自機１０ｓに新たに登録された接続設定情報に基づいて、無線ＬＡ
Ｎのアクセスポイント３０１への接続を実行する。具体的に説明すると、接続実行部１５
は、例えば、アクセスポイント３０１から出力されるビーコン情報に基づいて、携帯電話
機１０ｓが接続設定情報のＳＳ－ＩＤに対応するアクセスポイント３０１の無線ＬＡＮ通
信可能エリアＡＲ１内に在圏していると判断した場合に、当該アクセスポイント３０１へ
の接続を実行する。
【００８２】
　次に、図１４を参照して通信システム３を構成しているＡＰ管理サーバ６０の機能構成
を説明する。ＡＰ管理サーバ６０は、各種の無線ＬＡＮに接続するための接続設定に関す
る接続設定情報をメモリ上のデータベース（不図示）に格納して管理している。
【００８３】
　図１４に示すように、ＡＰ管理サーバ６０は、位置情報取得部６１（位置情報取得手段
）と、ユーザ判別部６２と、接続設定情報抽出部６３（接続設定情報抽出手段）と、接続
設定情報送信部６４（接続設定情報送信手段）とを有している。
【００８４】
　位置情報取得部６１は、携帯電話機１０ｓから送信された接続不可メッセージおよび携
帯電話機１０ｓから発信された電話番号を受信する。また、位置情報取得部６１は、受信
した電話番号に基づいて、携帯電話機１０ｓが現在在圏している位置に関する位置情報を
、移動体通信網４０（通信端末の位置情報を管理している通信網）から取得する。位置情
報としては、例えば、携帯電話機１０ｓが在圏しているエリアをカバーする基地局の基地
局コードが該当する。
【００８５】
　ユーザ判別部６２は、位置情報取得部６１により受信された電話番号に基づいて、携帯
電話機１０ｓのユーザに関する契約情報を移動体通信網４０から取得する。ユーザ判別部
６２は、取得した契約情報に基づいて、携帯電話機１０を所持するユーザを判別する。こ
こで、契約情報には、例えば、電話番号、ユーザ名，料金プラン，通信方式，利用可能な
無線ＬＡＮの種別等が含まれる。このような契約情報を取得することにより、ＡＰ管理サ
ーバ６０は、例えば、ユーザが契約している無線ＬＡＮの種別に対応した無線ＬＡＮへの
接続設定情報をユーザごとに提供することが可能となる。
【００８６】
　接続設定情報抽出部６３は、ユーザの契約情報および携帯電話機１０ｓの位置情報に基
づいて、当該契約情報および位置情報に対応して予め記憶されている一または複数の接続
設定情報を抽出する。すなわち、接続設定情報抽出部６３は、例えば、ユーザが契約して
いる無線ＬＡＮの種別や、携帯電話機１０ｓが現在在圏している位置に基づいて、現時点
において携帯電話機１０ｓが利用可能な無線ＬＡＮの接続設定情報を抽出する。
【００８７】
　接続設定情報送信部６４は、接続設定情報抽出部６３により抽出された一または複数の
接続設定情報を携帯電話機１０ｓに送信する。
【００８８】
　次に、図１５を参照して第３実施形態の通信システム３において、携帯電話機１０ｓが
、自機１０ｓに接続設定情報がまだ登録されていないアクセスポイント３０１に対して接
続する際の動作について説明する。
【００８９】
　まず、携帯電話機１０ｓは、ユーザの操作指示にしたがって、自機１０ｓに接続設定情
報が既に登録されている無線ＬＡＮのアクセスポイント３０（図１２参照）に対して接続
要求を送信する。その結果、例えば、アクセスポイント３０に接続できなかった場合（ス
テップＳ５１）に、携帯電話機１０ｓの接続設定情報取得部１１ｓは、接続不可メッセー
ジをＡＰ管理サーバ６０に送信する（ステップＳ５２）。
【００９０】
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　次に、ＡＰ管理サーバ６０の位置情報取得部６１は、携帯電話機１０ｓから送信された
接続不可メッセージを受信するとともに、当該携帯電話機１０ｓから発信された電話番号
を受信する。また、位置情報取得部６１は、受信した電話番号に基づいて、携帯電話機１
０ｓが現在在圏している位置に関する位置情報を移動体通信網４０から取得する（ステッ
プＳ５３）。このように、携帯電話機１０ｓの位置情報を移動体通信網４０から取得する
ことによって、取得した位置情報から判明する位置の周辺に構築されている無線ＬＡＮを
検索することが可能となる。すなわち、携帯電話機１０ｓの位置情報に基づいて、携帯電
話機１０ｓの周辺に存在する無線ＬＡＮを検出することが可能となる。
【００９１】
　次に、ＡＰ管理サーバ６０のユーザ判別部６２は、位置情報取得部６１により受信され
た電話番号に基づいて、ユーザの契約情報を移動体通信網４０から取得する（ステップＳ
５４）。これにより、携帯電話機１０ｓを所持するユーザを判別することができるととも
に、ユーザが契約している無線ＬＡＮの種別等を認識することができる。
【００９２】
　次に、ＡＰ管理サーバ６０の接続設定情報抽出部６３は、ユーザの契約情報および携帯
電話機１０ｓの位置情報に基づいて、携帯電話機１０ｓが現時点で利用可能な無線ＬＡＮ
のアクセスポイントを検出する（ステップＳ５５）。すなわち、接続設定情報抽出部６３
は、契約情報および位置情報に基づいて、携帯電話機１０ｓが現時点で利用可能な一また
は複数の無線ＬＡＮのアクセスポイントに関する接続設定情報を抽出する。
【００９３】
　次に、ＡＰ管理サーバ６０は、接続設定情報抽出部６３により抽出された一または複数
の接続設定情報に基づいて、“無線ＬＡＮに接続”リンクを生成し、この“無線ＬＡＮに
接続”リンクを含む接続用画面を携帯電話機１０ｓに送信する（ステップＳ５６）。なお
、抽出された接続設定情報が複数存在する場合には、それぞれの接続設定情報ごとに“無
線ＬＡＮに接続”リンクが生成される。これにより、携帯電話機１０ｓの画面上には、“
無線ＬＡＮに接続”リンクを複数含む接続用画面が表示される（図１６参照）。
【００９４】
　図１６に示す接続用画面には、無線ＬＡＮに接続するためのリンクが３つ表示されてい
る。これら３つの接続リンクには、接続設定情報であるＳＳ－ＩＤやＷＥＰがそれぞれ設
定されている。したがって、携帯電話機１０ｓの接続設定情報取得部１１ｓは、これらの
接続リンクを含む接続用画面を受信することで、携帯電話機１０ｓが現時点において利用
可能な無線ＬＡＮの接続設定情報をＡＰ管理サーバ６０から取得することになる。
【００９５】
　次に、携帯電話機１０ｓの接続設定情報取得部１１ｓは、接続用画面上に表示された“
無線ＬＡＮに接続”リンクのいずれかがユーザにより選択され確定されると（ステップＳ
５７）、無線ＬＡＮに接続するための接続要求メッセージをＡＰ管理サーバ６０に送信す
る（ステップＳ５８）。なお、ここでは、説明の便宜のため、図１２に示すアクセスポイ
ント３０１による無線ＬＡＮに接続するための接続リンクが選択されたこととする。
【００９６】
　次に、ＡＰ管理サーバ６０は、携帯電話機１０ｓから接続要求メッセージを受信した場
合に、登録確認指示画面を携帯電話機１０ｓに送信する（ステップＳ５９）。これにより
、携帯電話機１０ｓの画面上には、アクセスポイント３０１による無線ＬＡＮへの登録確
認指示画面が表示される（図５参照）。図５に示すように登録確認指示画面には、例えば
、“１．登録して今すぐ接続”、“２．設定内容を保存”、“３．キャンセル”という各
リンクが表示される。
【００９７】
　次に、携帯電話機１０ｓの接続設定登録部１２ｓは、例えば、登録確認指示画面上の“
１．登録して今すぐ接続”リンクがユーザにより選択され確定された場合に（ステップＳ
６０）、ＡＰ管理サーバ６０から取得した接続設定情報に基づいて、無線ＬＡＮの接続設
定登録を実行する（ステップＳ６１）。これにより、携帯電話機１０ｓは、新たに登録さ
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れた接続設定に含まれるＳＳ－ＩＤに対応するアクセスポイント３０１に接続することが
可能な状態になる。
【００９８】
　次に、携帯電話機１０ｓの接続実行部１４は、アクセスポイント３０１から出力される
ビーコン情報に基づいて、自機１０ｓが接続設定情報のＳＳ－ＩＤに対応するアクセスポ
イント３０１の無線ＬＡＮ通信可能エリアＡＲ１内に在圏しているか否かを判断する。そ
して、在圏していると判断した場合に、当該アクセスポイント３０１への接続を実行する
（ステップＳ６２）。これにより、携帯電話機１０ｓは、現時点において利用可能な新た
な無線ＬＡＮのアクセスポイント３０１に接続することができる（ステップＳ６３）。
【００９９】
　なお、上述したステップＳ６０において、例えば、登録確認指示画面上の“２．設定内
容を保存”リンクがユーザにより選択され確定された場合には、ステップＳ６１と同様に
無線ＬＡＮの接続設定登録を実行するが、その後に行われるステップＳ６２およびステッ
プＳ６３の処理は行わない。これは、携帯電話機１０ｓが無線ＬＡＮの通信可能エリア内
に存在する場合であっても、その時点では接続しないが、後で接続するときのために、取
り敢えず接続設定登録を実行させておくことがあるためである。
【０１００】
　上述したように、第３実施形態における通信システム３では、携帯電話機１０ｓが無線
ＬＡＮに接続できない場合であっても、接続設定情報取得部１１ｓにより、現時点におい
て利用可能な無線ＬＡＮの接続設定情報がＡＰ管理サーバ６０から取得される。また、接
続実行部１４により、当該取得された接続設定情報に対応する無線ＬＡＮへの接続処理が
実行される。したがって、ユーザ自身が無線ＬＡＮの接続設定を行わなくても、ユーザが
所持する携帯電話機１０ｓを、現時点において利用可能な無線ＬＡＮに容易に接続させる
ことができる。
【０１０１】
　また、ＡＰ管理サーバ６０の位置情報取得部６１により、携帯電話機１０ｓから発信さ
れた電話番号に基づいて移動体通信網４０から携帯電話機１０ｓの位置情報が取得される
。また、ＡＰ管理サーバ６０の接続設定情報抽出部６３により、電話番号に基づいて取得
された契約情報および位置情報に基づいて、現時点において携帯電話機１０ｓが利用可能
な無線ＬＡＮの接続設定情報が抽出される。したがって、当該抽出された接続設定情報を
、現時点において携帯電話機１０ｓが利用可能な無線ＬＡＮの接続設定情報として携帯電
話機１０ｓに送信することが可能となる。
【０１０２】
　なお、上述した第３実施形態においては、接続設定情報を格納するデータベースが、Ａ
Ｐ管理サーバ６０のメモリ上に構築されているが、接続設定情報を格納するデータベース
は、必ずしもＡＰ管理サーバ６０のメモリ上に構築する必要はない。例えば、ＡＰ管理サ
ーバ６０とは別個に設けられたデータベースサーバのメモリ上に構築することとしてもよ
い。
【０１０３】
　また、上述した第３実施形態におけるＡＰ管理サーバ６０では、移動体通信網から取得
した携帯電話機１０ｓの位置情報に基づいて、現時点において携帯電話機１０ｓが利用可
能な無線ＬＡＮのアクセスポイントを検出しているが、携帯電話機１０ｓが現時点で利用
可能なアクセスポイントを検出する方法はこれに限られない。
【０１０４】
　例えば、携帯電話機１０ｓ側で、自機１０ｓの周辺に存在する無線ＬＡＮを探索（サー
チ）し、探索された無線ＬＡＮに関する情報（例えば、アクセスポイントの設置場所）に
基づいて、自機１０ｓに接続設定情報がまだ登録されていないアクセスポイントを検出す
ることとしてもよい。すなわち、図１７に示すように、携帯電話機１０ｓは、自機１０ｓ
に登録されている接続設定情報に対応する無線ＬＡＮに対して接続できない場合に、自機
１０ｓの周辺に存在する一または複数の無線ＬＡＮを探索する探索部１５（探索手段）と
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、この探索部１５により探索された一または複数の無線ＬＡＮから、自機１０ｓに接続設
定情報がまだ登録されていない無線ＬＡＮを抽出する無線ＬＡＮ抽出部１６（無線通信ネ
ットワーク抽出手段）とをさらに備えることとすればよい。また、接続設定情報取得部１
１ｓは、抽出された無線ＬＡＮのアクセスポイントを識別するための識別ＩＤであるＳＳ
－ＩＤを、接続不可メッセージとともにＡＰ管理サーバ６０に送信することとすればよい
。
【０１０５】
　この変形例において、ＡＰ管理サーバ６０は、携帯電話機１０ｓから受信した一または
複数のアクセスポイントの識別ＩＤである各ＳＳ－ＩＤに基づいて、携帯電話機１０ｓの
おおよその位置を把握し、その位置の周辺に存在する無線ＬＡＮのアクセスポイントに関
する接続設定情報を携帯電話機１０ｓに提供することとすればよい。すなわち、接続設定
情報抽出部６３は、位置情報取得部６１により受信された電話番号および位置情報取得部
６１により取得された位置情報に加え、さらに携帯端末１０ｓから受信した一または複数
のアクセスポイントの識別コードに基づいて、現時点において通信端末１０ｓが利用可能
な一または複数の無線ＬＡＮのアクセスポイントに関する接続設定情報を抽出する。これ
により、携帯電話機１０ｓの現在位置をより正確に把握することが可能となるため、ＡＰ
管理サーバ６０は、携帯電話機１０ｓに対して、より有効な接続設定情報を提供すること
が可能となる。
【０１０６】
　この変形例における携帯電話機１０ｓが、接続設定情報が登録されていないアクセスポ
イント３０１に接続する際の動作について図１８を参照して説明する。なお、図１８に示
すステップのうち、図１５に示すステップと同一の処理を行うステップについては、図１
５に示すステップ番号と同一のステップ番号を付し、その説明を省略することとする。
【０１０７】
　まず、携帯電話機１０ｓは、ユーザの操作指示にしたがって、接続設定情報が既に登録
されている無線ＬＡＮのアクセスポイント３０（図１２参照）に接続要求を送信する。そ
の結果、アクセスポイント３０に接続できないと判断された場合（ステップＳ５１）に、
携帯電話機１０ｓの接続設定情報取得部１１ｓは、自機１０ｓの周辺に存在する無線ＬＡ
Ｎをサーチする（ステップＳ５１１）。そして、接続設定情報取得部１１ｓは、携帯電話
機１０ｓにおいて接続設定情報がまだ登録されていないアクセスポイントを検出する。接
続設定情報取得部１１ｓは、検出したアクセスポイントのＳＳ－ＩＤを含む接続不可メッ
セージをＡＰ管理サーバ６０に送信する（ステップＳ５２１）。
【０１０８】
　次に、ＡＰ管理サーバ６０の位置情報取得部６１は、携帯電話機１０ｓから送信された
アクセスポイントのＳＳ－ＩＤを含む接続不可メッセージを受信するとともに、当該携帯
電話機１０ｓから発信された電話番号を受信する。また、位置情報取得部６１は、受信し
た電話番号に基づいて、携帯電話機１０ｓが現在在圏している位置に関する位置情報を移
動体通信網４０から取得する（ステップＳ５３１）。
【０１０９】
　次に、ＡＰ管理サーバ６０のユーザ判別部６２は、位置情報取得部６１により受信され
た電話番号に基づいて、ユーザの契約情報を移動体通信網４０から取得する（ステップＳ
５４）。これにより、携帯電話機１０ｓを所有するユーザを判別することができるととも
に、ユーザが既に契約している無線ＬＡＮの種別等を認識することができる。
【０１１０】
　次に、ＡＰ管理サーバ６０の接続設定情報抽出部６３は、ユーザの契約情報、携帯電話
機１０ｓの位置情報、およびアクセスポイントのＳＳ－ＩＤに基づいて、携帯電話機１０
ｓが現時点で利用可能な無線ＬＡＮのアクセスポイントを検出する（ステップＳ５５１）
。すなわち、接続設定情報抽出部６３は、位置情報取得部６１により受信された電話番号
に基づいて取得された契約情報と、位置情報取得部６１により取得された位置情報と、携
帯端末１０ｓから受信した一または複数のアクセスポイントの識別コードとに基づいて、
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携帯電話機１０ｓが現時点で利用可能な無線ＬＡＮのアクセスポイントに関する接続設定
情報を抽出する。そして、ステップＳ５６以降の処理を、第３実施形態における処理と同
様にして行う。
【０１１１】
　上述したように、第３実施形態の変形例における通信システムでは、携帯電話機１０ｓ
が無線ＬＡＮに接続できない場合であっても、携帯電話機１０ｓの周辺に存在する無線Ｌ
ＡＮであって、かつ携帯電話機１０ｓに接続設定情報がまだ登録されていない無線ＬＡＮ
のアクセスポイントを識別する識別コードを、接続不可メッセージとともにＡＰ管理サー
バ６０に送信させることができる。これにより、ＡＰ管理サーバ６０では、携帯電話機１
０ｓの周辺に存在する無線ＬＡＮのアクセスポイントを識別する識別コードに基づいて、
接続設定情報を抽出することが可能となる。したがって、ＡＰ管理サーバ６０は、携帯電
話機１０ｓに対して、当該抽出された接続設定情報を提供することができる。すなわち、
ＡＰ管理サーバ６０では、携帯電話機１０ｓの周辺に存在する無線ＬＡＮに関する情報（
例えば、アクセスポイントの位置情報、無線ＬＡＮの種別情報）に基づいて抽出した接続
設定情報を、携帯電話機１０ｓに提供することが可能となる。これにより、携帯電話機１
０ｓを、当該携帯電話機１０ｓの周辺に存在し、かつ現時点において利用可能な無線ＬＡ
Ｎに対して容易に接続させることができる。
【０１１２】
　なお、上述した各実施形態は、適宜組合せが可能である。例えば、第１実施形態または
第２実施形態における通信システムと第３実施形態における通信システムとを組み合わせ
てもよい。すなわち、第１実施形態～第３実施形態の全てまたは一部の実施形態における
通信システムを適宜組み合わせることができる。
【０１１３】
　最後に、本発明の各実施形態にかかる通信プログラムおよび当該通信プログラムを記録
した記録媒体について説明する。図１９は、本発明の実施形態にかかる記録媒体の構成図
である。記録媒体１００は、図１９に示すように、プログラムを記録するプログラム領域
１０１を備えている。このプログラム領域１０１には、通信プログラム１０２が記録され
ている。通信プログラム１０２は、接続設定情報取得モジュール１０２ａと、接続設定登
録モジュール１０２ｂと、接続先切替モジュール１０２ｃと、ユーザ特定情報受信モジュ
ール１０２ｄと、正当性判断モジュール１０２ｅと、接続設定情報抽出モジュール１０２
ｆと、接続設定情報送信モジュール１０２ｇとを備えて構成される。ここで、上述した各
モジュール１０２ａ～１０２ｇのそれぞれを動作させることによって実現する機能は、上
記携帯電話機１０の接続設定情報取得部１１、接続設定登録部１２、接続先切替部１３、
管理サーバ２５のユーザ特定情報受信部２５ａ、正当性判断部２５ｂ、接続設定情報抽出
部２５ｃ、接続設定情報送信部２５ｄのそれぞれの機能と同様である。なお、通信プログ
ラム１０２は、接続設定情報取得モジュール１０２ａ、接続設定登録モジュール１０２ｂ
および接続先切替モジュール１０２ｃからなる第１の通信プログラムと、ユーザ特定情報
受信モジュール１０２ｄ、正当性判断モジュール１０２ｅ、接続設定情報抽出モジュール
１０２ｆおよび接続設定情報送信モジュール１０２ｇからなる第２の通信プログラムとに
わけて、それぞれ別個の記録媒体に記憶させてもよい。
【０１１４】
　また、図２０に示すように、通信プログラム１０２ｓは、接続設定情報取得モジュール
１０２ｓａと、接続設定登録モジュール１０２ｓｂと、接続実行モジュール１０２ｓｃと
、位置情報取得モジュール１０２ｓｄと、ユーザ判別モジュール１０２ｓｅと、接続設定
情報抽出モジュール１０２ｓｆと、接続設定情報送信モジュール１０２ｓｇと、探索モジ
ュール１０２ｓｈと、無線ＬＡＮ抽出モジュール１０２ｓｉとを備えて構成させてもよい
。ここで、上述した各モジュール１０２ｓａ～１０２ｓｉのそれぞれを動作させることに
よって実現する機能は、上記携帯電話機１０ｓの接続設定情報取得部１１ｓ、接続設定登
録部１２ｓ、接続実行部１４、ＡＰ管理サーバ６０の位置情報取得部６１、ユーザ判別部
６２、接続設定情報抽出部６３、接続設定情報送信部６４、携帯電話機１０ｓの探索部１
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５、無線ＬＡＮ抽出部１６のそれぞれの機能と同様である。なお、通信プログラム１０２
ｓは、接続設定情報取得モジュール１０２ｓａ、接続設定登録モジュール１０２ｓｂ、接
続実行モジュール１０２ｓｃ、探索モジュール１０２ｓｈおよび無線ＬＡＮ抽出モジュー
ル１０２ｓｉからなる第１の通信プログラムと、位置情報取得モジュール１０２ｓｄ、ユ
ーザ判別モジュール１０２ｓｅ、接続設定情報抽出モジュール１０２ｓｆおよび接続設定
情報送信モジュール１０２ｓｇからなる第２の通信プログラムとにわけて、それぞれ別個
の記録媒体に記憶させてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】第１実施形態における通信システムのシステム構成を示す図である。
【図２】図１に示す携帯電話機の機能構成を示すブロック図である。
【図３】第１実施形態における携帯電話機がアクセスポイントに接続する際の動作を説明
するためのシーケンス図である。
【図４】第１実施形態における携帯電話機に表示される画面例を示す図である。
【図５】第１実施形態における携帯電話機に表示される画面例を示す図である。
【図６】第２実施形態における通信システムのシステム構成を示す図である。
【図７】図６に示す管理サーバの機能構成を示すブロック図である。
【図８】第２実施形態における携帯電話機がアクセスポイントに接続する際の動作を説明
するためのシーケンス図である。
【図９】第２実施形態における携帯電話機に表示される画面例を示す図である。
【図１０】第２実施形態における携帯電話機に表示される画面例を示す図である。
【図１１】第２実施形態における携帯電話機に表示される画面例を示す図である。
【図１２】第３実施形態における通信システムのシステム構成を示す図である。
【図１３】図１２に示す携帯電話機の機能構成を示すブロック図である。
【図１４】図１２に示すＡＰ管理サーバの機能構成を示すブロック図である。
【図１５】第３実施形態における携帯電話機がアクセスポイントに接続する際の動作を説
明するためのシーケンス図である。
【図１６】第３実施形態における携帯電話機に表示される画面例を示す図である。
【図１７】第３実施形態の変形例における携帯電話機の機能構成を示すブロック図である
。
【図１８】第３実施形態の変形例における携帯電話機がアクセスポイントに接続する際の
動作を説明するためのシーケンス図である。
【図１９】記録媒体の構成を示す図である。
【図２０】記録媒体の構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１１６】
　１，２，３・・・通信システム、１０，１０ｓ・・・携帯電話機、１１，１１ｓ・・・
接続設定情報取得部、１２，１２ｓ・・・接続設定登録部、１３・・・接続先切替部、１
４・・・接続実行部、１５・・・探索部、１６・・・無線ＬＡＮ抽出部、２０，２０ｓ・
・・Ｗｅｂサーバ、２５・・・管理サーバ、２５ａ・・・ユーザ特定情報受信部、２５ｂ
・・・正当性判断部、２５ｃ・・・接続設定情報抽出部、２５ｄ・・・接続設定情報送信
部、３０，３０ａ，３０ｂ，３０１・・・アクセスポイント、４０・・・通信回線、５０
・・・社内ネットワーク、６０・・・ＡＰ管理サーバ、６１・・・位置情報取得部、６２
・・・ユーザ判別部、６３・・・接続設定情報抽出部、６４・・・接続設定情報送信部、
１００・・・記録媒体、１０２・・・通信プログラム、１０２ａ，１０２ｓａ・・・接続
設定情報取得モジュール、１０２ｂ，１０２ｓｂ・・・接続設定登録モジュール、１０２
ｃ・・・接続先切替モジュール、１０２ｓｃ・・・接続実行モジュール、１０２ｄ・・・
ユーザ特定情報受信モジュール、１０２ｓｄ・・・位置情報取得モジュール、１０２ｅ・
・・正当性判断モジュール、１０２ｓｅ・・・ユーザ判別モジュール、１０２ｆ，１０２
ｓｆ・・・接続設定情報抽出モジュール、１０２ｇ，１０２ｓｇ・・・接続設定情報送信
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モジュール、１０２ｓｈ・・・探索モジュール、１０２ｓｉ・・・無線ＬＡＮ抽出モジュ
ール。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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