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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近距離無線通信（ＮＦＣ）の伝送を検出することによって、ワイヤレス・ローカル・エ
リア・ネットワーク（ＷＬＡＮ）の存在を検出し、
　前記検出に基づいて、ワイヤレスに前記ＷＬＡＮに接続するために自動的に情報を収集
し、
　前記収集された情報に基づいてＷＬＡＮとの接続のために携帯通信装置を構成すること
、
　を備え、
　前記構成は、
　前記携帯通信装置がＷＬＡＮサービスプロバイダに加入されるかどうか決定し、
　前記携帯通信装置が前記ＷＬＡＮサービスプロバイダに加入されれば自動的にユーザロ
グイン情報を伝送し、
　前記携帯通信装置が前記ＷＬＡＮサービスプロバイダに加入されなければ加入されるサ
ービスプロバイダの手動検索を実行すること、
　を含むことを特徴とする、携帯通信装置の動作方法。
【請求項２】
　前記携帯通信装置と前記ＷＬＡＮとの間の無線通信接続の初期化をさらに備え、
　前記収集は、前記近距離無線通信の伝送からＷＬＡＮ設定情報を取得することを含むこ
とを特徴とする、請求項１に記載の携帯通信装置の動作方法。
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【請求項３】
　前記検出は、極めて接近したＮＦＣタグの指定の場所に前記携帯通信装置と結合された
ＮＦＣ装置を位置決めすることを含み、
　前記収集は、前記近距離無線通信からＷＬＡＮネットワークのＩＤを取得することを含
むことを特徴とする、請求項１に記載の携帯通信装置の動作方法。
【請求項４】
　前記ＷＬＡＮへの無線接続を容易にする１または２以上のマクロを格納することをさら
に備え、
　前記収集は、前記近距離無線通信の伝送からＷＬＡＮサービスプロバイダ情報を取得す
ることを含むことを特徴とする、請求項１に記載の携帯通信装置の動作方法。
【請求項５】
　前記マクロの内の１つは、前記ＷＬＡＮから受信した指示に対する応答が実装されるこ
とを特徴とする、請求項４に記載の携帯通信装置の動作方法。
【請求項６】
　前記マクロの内の１つは、仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）の始動が実装され
ることを特徴とする、請求項４に記載の携帯通信装置の動作方法。
【請求項７】
　前記構成は、前記携帯通信装置のパラメータを変更することを含み、
　前記収集は、前記近距離無線通信の伝送から有線同等機密（ＷＥＰ）コード情報を取得
することを含むことを特徴とする、請求項１に記載の携帯通信装置の動作方法。
【請求項８】
　コントローラと、
　前記コントローラと結合される無線通信インタフェースと、
　前記コントローラと結合される近距離無線通信デバイスと、
を備え、
　前記コントローラは、前記近距離無線通信デバイスの情報に基づくワイヤレス・ローカ
ル・エリア・ネットワーク（ＷＬＡＮ）の存在を検出し、前記検出に基づいて、ワイヤレ
スに前記ＷＬＡＮに接続するために自動的に情報を収集し、前記収集された情報に基づい
てＷＬＡＮとの接続のために携帯装置を構成し、
　前記構成は、前記携帯装置がＷＬＡＮサービスプロバイダに加入されるかどうか決定し
、
　前記携帯装置が前記ＷＬＡＮサービスプロバイダに加入されれば自動的にユーザログイ
ン情報を伝送し、
　前記携帯装置が前記ＷＬＡＮサービスプロバイダに加入されなければ加入されるサービ
スプロバイダの手動検索を実行することを特徴とする、携帯装置。
【請求項９】
　伝送時に、前記コントローラはメモリに格納された、加入した前記ＷＬＡＮサービスプ
ロバイダと関連したユーザログイン情報にアクセスすることを特徴とする、請求項８に記
載の携帯装置。
【請求項１０】
　前記ユーザログイン情報は、ユーザ名とパスワードの情報を含むことを特徴とする、請
求項９に記載の携帯装置。
【請求項１１】
　実行時に、前記コントローラはユーザを促すようにさらに構成されることを特徴とする
、請求項８に記載の携帯装置。
【請求項１２】
　前記ＷＬＡＮへの無線接続を容易にする１または２以上のマクロを記憶する手段をさら
に備えることを特徴とする、請求項８に記載の携帯装置。
【請求項１３】
　前記マクロの内の１つは、前記ＷＬＡＮから受信した指示に対する応答が実装されるこ
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とを特徴とする、請求項１２に記載の携帯装置。
【請求項１４】
　前記マクロの内の１つは、仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）の始動が実装され
ることを特徴とする、請求項１２に記載の携帯装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体通信に関し、特にワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワークを経
由した通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話、ラップトップコンピュータ、ポケットベル、パーソナル・コミュニケーショ
ン・システム（ＰＣＳ）、携帯情報端末（ＰＤＡ）等の無線通信装置は、地理的・時間的
な規制無く、誰もがいつでもどこからでも情報ネットワークにアクセスできる利点を提供
し、同様に、非常時に助けの求めを連絡できる追加されたセキュリティを提供する。これ
らの装置は増強された機能性を備えるハンドヘルドの通信装置の便利さを提供する。例え
ば、ショートメッセージングまたはマルチメディアメッセージング、マルチメディア再生
、電子メール、オーディオビデオのキャプチャ、対話的なゲームの実行、データ操作、ウ
ェブ閲覧等のような、様々な付加的な機能拡張も利用可能になっている。例えば位置認識
機能、例えばグローバル・ポジショニング・システム（ＧＰＳ）による追跡のような他の
拡張は、携帯通信装置が自身の位置をモニタして、現在の位置の表示を可能にする。
【０００３】
　様々な、代替的な無線接続オプションが利用可能になっている。そのようなオプション
の１つに、ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク（ＷＬＡＮ）への接続がある。
そのような接続は、インターネットと他のネットワークへのアクセスを提供する。通常、
通信装置は利用可能なワイヤレス・ネットワークを絶え間なく探し求めて、その結果、充
電を消費する。いくらか多くのエネルギーが保存されているが、周期的に探す代替手段は
まだ無駄がある。その結果、利用可能なワイヤレス・ネットワークの場所を見つけるため
の、より多くのエネルギー効率的な代替手段のために、必要性が存在している。
【０００４】
　利用可能なネットワーク（新しいネットワークか、以前に訪れたことのあるネットワー
クのいずれか）を識別するときに、携帯通信装置の無線接続は、デバイスとユーザインタ
ラクションの中に、ネットワークのためのプロフィール情報の読み出しを必要とする。そ
のようなプロセスは、煩わしく、時間が掛かっている。その結果、ワイヤレス・ローカル
・エリア・ネットワークに接続を確立するための改良された代替手段のための必要性が存
在している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　携帯通信装置の近接での、ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク（ＷＬＡＮ）
の存在及びその後の接続の検出を容易にする短距離無線通信（ＮＦＣ）デバイスを使用す
ることによって、上述した必要性が少なくとも一部実現される。ＮＦＣは、短距離の、高
周波の、短距離でのデバイス間のデータ交換を可能にする無線通信技術として知られてい
る。
【０００６】
　携帯電話、ラップトップコンピュータ、ポケットベル、パーソナル・コミュニケーショ
ン・システム（ＰＣＳ）、携帯情報端末（ＰＤＡ）等の携帯通信装置は、ＮＦＣデバイス
を含んでいる。ＮＦＣデバイスは、ＮＦＣデバイスによって受け取られた入力データをコ
ントローラで処理するために、携帯通信装置のコントローラと結合される。ユーザは極め
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て接近してＷＬＡＮ構築位置の指定の場所のＮＦＣタグに携帯通信装置を置くことができ
る。次に、近距離無線通信を確立し、そして、次に、携帯通信装置のＮＦＣリーダへの近
距離無線通信は、利用可能なＷＬＡＮネットワークの情報を伝えることができる。従って
、携帯通信装置は絶え間なくＷＬＡＮの存在を探し求める必要は無い。
【０００７】
　ワイヤレスにＷＬＡＮに接続するための情報は、コントローラによって受信されたＮＦ
Ｃデータから自動的に集められる。そして、集められる情報に従って、携帯通信装置はＷ
ＬＡＮへの接続のために構成される。集められる情報は、例えば、ＷＬＡＮネットワーク
のアイデンティティ、ＷＬＡＮのサービスプロバイダ情報、有線同等機密（ＷＥＰ）のた
めのコード情報を含んでいてもよい。コントローラは、デバイスがＷＬＡＮサービスプロ
バイダへの加入者であるかどうかを決定して、それに従って、デバイスを構成できる。自
動的にユーザログイン情報を伝えることによって、ネットワークとの接続を確立できる。
例えば、携帯通信装置のメモリは、必要なログインデータにアクセスして、適切にコント
ローラに準じてそのようなデータを送るために、１つ以上のマクロを含んでいてもよい。
マクロの動作はＷＬＡＮから受け取られた指示への応答を実装することができる。マクロ
の１つは仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）の始動を実装することができる。
【０００８】
　コントローラが、集められるデータから携帯通信装置がＷＬＡＮのサービスプロバイダ
の加入者でないと決定するなら、加入されたサービスプロバイダに関するマニュアル検索
モードに入るためにコマンドを発行してもよい。
【０００９】
　他の態様、特徴、および利点は容易に本発明の都合のよい実施例が示されていて、単に
熟考された最良の態様の説明を通して、説明される以下の詳述によってこの技術に熟練し
た当業者に明らかになるだろう。本発明は他の、そして、異なった具体化ができ、そして
、本発明からすべて出発せずに、いくつかの詳細は様々な明白な点における変更ができる
。それに従って、図面と記述は、実際に説明に役立って、また制限されないと見なされる
。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本発明は、本発明の実施形態の非限定的な例を示す複数の図面を参照して、以下の実施
形態の説明中でさらに説明される。同一の参照符号は、複数の図面中の様々な図を通して
同様の部分を表している。
【図１】図１は、例示的な携帯通信装置のブロック図である。
【図２】図２は、例示的な携帯通信装置とＷＬＡＮ構築位置との間の近距離無線通信の略
図である。
【図３】図３は、ＷＬＡＮ識別と接続操作のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の記述では、説明の目的において、多数の特定の詳細は、典型的な具体化の徹底的
な理解を提供するために詳しく説明される。しかしながら、典型的な具体化がこれらの特
定の詳細なしで同等な構成で実施されるのは、明らかであるべきである。他の例では、周
知の構造と装置は、不必要に典型的な具体化をあいまいにするのを避けるためにブロック
図の形式で示されている。
【００１２】
　図１は、例示的な携帯通信装置１００のブロック図であり、携帯通信装置１００は、例
えば携帯電話、ラップトップコンピュータ等である。ユーザーインタフェース１０９は、
ディスプレイ１１１、キーパッド１１３、マイクロホン１１５、およびスピーカー１１７
を含んでいる。ディスプレイ１１１は、コールステータス、構成可能な特徴、問い合わせ
先、ダイヤルされた桁、ディレクトリアドレス、メニューオプション、動作状態、時間、
および、自動的に携帯通信装置１００の物理的な構成を変更するための物理的な構成に引
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き金となる出来事を関連づける物理的な構成ポリシなどのような他のサービス情報の設定
を携帯通信装置１００のユーザに可能にする、グラフィカルインタフェースを提供する。
キーパッド１１３は、慣行的な入力機構の代表であり、このような入力機構はジョイステ
ィック、ボタンの制御装置、ダイヤルなどを含んでいてもよい。グラフィカルインタフェ
ースはアイコン、メニュー、他のテキスト、ソフトコントロール、シンボル、およびウィ
ジェットを含んでいてもよい。ディスプレイ１１１は、ユーザが携帯通信装置１００の様
々な特徴と知覚して、対話することを可能にする。
【００１３】
　マイクロホン１１５は、ユーザによって話された発声を、電子音声信号に変換する。ス
ピーカー１１７は、音声信号を可聴音に変換する。マイクロホン１１５とスピーカー１１
７は、音声（または、スピーチ）認証システムの一部として実行してもよい。ディスプレ
イ１１１とスピーカー１１７は、ホストサーバからデバイスが受け取るメディアコンテン
ツを再生することができる。
【００１４】
　通信回路１０３は、携帯通信装置１００が、例えば音声通信（例えば電話）、ＳＭＳメ
ッセージ（例えばテキストと絵メッセージ）とＭＭＳメッセージ等の通信の様々な形態を
開始して、受信して、処理して、終了すること可能にする。他の例として、通信回路１０
３は携帯通信装置１００に、送信、受信、画像ファイル、ビデオファイル、オーディオフ
ァイル、呼び出し音、着信音、ストリーミングオーディオ、ストリーミングビデオのよう
なデータの処理を可能にさせる。通信回路１０３は音声処理回路１１９、コントローラ（
またはプロセッサ）１２１、位置モジュール１２３、メモリ１２７、アンテナ１３１に結
合するトランシーバ１２９、アンテナ１３５に結合するワイヤレスコントローラ１３３（
例えば短範囲トランシーバ）を含む。コントローラ１２１は、メッセージ発信モジュール
１２５にも結合される。
【００１５】
　通信回路１０３の、特定のデザイン及び実現は、携帯通信装置１００が動くことを目的
とする一つ以上のコミュニケーションネットワークに依存していることができる。例えば
、携帯通信装置１００は、例えば電磁波（例えば、無線、光学、赤外線）及び／または音
響移動媒体を利用しているどんな適当な無線ネットワークの範囲内ででも、動作のために
構成されるかもしれない。様々な具体化において、携帯通信装置１００（すなわち通信回
路１０３）は、様々なデータや音声ネットワーク（例えばＡＭＰＳネットワーク、ＣＤＭ
Ａネットワーク、ＧＰＲＳネットワーク、ＧＳＭネットワーク、ＩＭＴネットワーク、Ｐ
ＣＳネットワーク、ＴＤＭＡネットワーク、ＵＴＭＳネットワーク、またはこれらの組み
合せ）のために構成されるかもしれない。ＭｉＭＡＸネットワーク、ＷｉＦｉネットワー
ク、衛星ネットワークなどのような、他のタイプのデータと、（別々に、または統合され
た）音声ネットワークも考えられる。また、コントローラ１２１は、ＮＦＣリーダ１０７
とカメラ１０５に結合される。カメラ１０５は、デジタル画像や映像をキャプチャするこ
とができる。キャプチャされた画像や映像と一致しているイメージファイルとビデオファ
イルは、メモリ１２７に格納されてもよい。
【００１６】
　図２は、携帯通信装置１００と、ＷＬＡＮ構築場所１０５のと間の近距離無線通信の典
型的な略図である。そして、ＷＬＡＮ構築場所１０５は、ＮＦＣタグ２０７を含むキャビ
ネットに存在する。キャビネットは、たとえば、ＷＬＡＮ構築場所の入口にあるかもしれ
ない。携帯通信装置１００は、この場合は携帯電話として例示される。ＮＦＣタグ２０７
は、電話１００の範囲内に含まれる。
【００１７】
　当業者にはよく知られているように、ＮＦＣ技術はコンタクトレスのリーダ、コンタク
トレスのカードとピアツーピアコミュニケーションの機能を結合する。１３．５６ＭＨｚ
で動作し、ＮＦＣ技術は、ＩＳＯ（国際標準化機構）　１８０９２とＩＳＯ　２１４８１
、ＥＣＭＡ（情報と通信システムを標準化するためのヨーロッパの協会）（３４０、３５
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２、３５６）とＥＴＳＩ　ＴＳ　１０２　１０９標準を定めた。ＮＦＣリーダを有してい
る装置がＮＦＣタグを有している第２の装置の射程内のとき、リーダを有している装置は
タグで情報を得ることができて、プログラムされた行動を実行することができる。ＮＦＣ
は、このように、互いに１～１０センチメートルの範囲の中に、例えば、２台のＮＦＣ対
応装置を置くことによって使用可能になる短距離無線通信システムである。
【００１８】
　携帯電話１００のユーザは、キャビネット１０５のＮＦＣタグ２０７のすぐ近くの付近
でＷＬＡＮ構築場所に入ると同時に電話を読み取ることができる。そして、それによって
電話１００とＮＦＣタグ２０７の間のＮＦＣ信号通信１０９を実行する。ローカルＷＬＡ
Ｎパラメータは、モバイル機器に提供される。モバイル機器は、ローカルネットワークへ
の接続のための動作を構成するために、これらのパラメータを使う。ＷＬＡＮが、装置ユ
ーザが加入をするサービスプロバイダであるならば、ユーザの装置ユーザ名、パスワード
情報は自動的に入れられ、そして、接続は自動的に確立される。
【００１９】
　動作は、図３のフローチャートを参照して、より完全に説明される。ブロック３０１に
示されているように、無線通信装置１００はＮＦＣ機能と同様にＷＬＡＮ機能を備えてい
る。一以上の特定のサービスプロバイダへのＷＬＡＮプロフィール、パスワードと加入情
報は、メモリ１２７に格納されていても良い。また、接続の設立を容易にする接続マクロ
は、その中で保存されていても良い。例えば、若干のＷＬＡＮサイトは、「受理の条件」
ページに達するためにブラウザを開始することをユーザに要求する。一旦受け入れられる
ならば、ポートは開かれ、そして、インターネットへのアクセスは提供される。仮想プラ
イベートネットワーク（ＶＰＮ）接続を希望するユーザのために、マクロはＶＰＮ接続の
開始を含んでいてもよい。
【００２０】
　通信装置１００はＷＬＡＮ接続を活発に探しておらず、そのような活動のためにバッテ
リチャージを費やしていない。ステップ３０３で、ユーザは「ホットスポット」と呼ばれ
るＷＬＡＮ構築位置１０５に入り、ステップ３０５でＮＦＣタグ２０７をモバイル機器で
スキャンする。ＷＬＡＮ構成ＷＥＰコード、ＷＬＡＮサービスプロバイダ、その他と同様
のＷＬＡＮ　ＩＤに関する情報は、モバイル機器に提供される。ステップ３０７で、十分
なＷＬＡＮ構成と接続情報が利用できるかどうかに関して決定がなされる。不十分な情報
が存在するならば、ユーザはステップ３０９で手動検索を始めてもよい。ユーザはその後
ステップ３１１で必要に応じて指示され、そして、サービスとの接続はステップ３１３で
確立される。
【００２１】
　十分な構成と接続情報がステップ３０７で決定されたならば、ＷＬＡＮネットワークが
携帯装置１００で認証されるかどうかの決定がステップ３１５でなされる。例えば、ユー
ザは前の通信においてネットワークと関係があったかもしれないか、サービスプロバイダ
の利用者であるかもしれない。ＷＬＡＮネットワークがステップ３１５で認証されないな
らば、ステップ３０５で集められる情報は、ステップ３１７において、ＷＬＡＮ接続、ロ
グイン情報、マクロその他を構成するために携帯装置により用いられる。プロセスフロー
は、それからステップ３１１へと続く。
【００２２】
　ステップ３１５で、ＷＬＡＮネットワークが、携帯装置１００で認められるならば、ユ
ーザがサービスプロバイダの加入者であるかどうかの決定がステップ３１９でなされる。
もしそうならば、メモリ１２７に格納されるアカウント情報がアクセスされる、そして、
コントローラ１２１は、ステップ３２１で、ネットワークに自動ログインを始める。ＷＬ
ＡＮサービスプロバイダの加入者でないことがステップ３１９で決定されたならば、フロ
ーはその後、ステップ３１１、３１３で接続のための指示に応じるために、収集した情報
を使うためにステップ３１７に戻る。
 



(7) JP 5302404 B2 2013.10.2

【００２３】
　本開示の利点は、ＷＬＡＮが使用可能な通信装置のＮＦＣ機能がＷＬＡＮ接続とサービ
スの設立を容易にするために、ネットワークと接続情報を集めるために利用されるかもし
れないということである。この開示において、発明の、そして、その多用途性のいくつか
の例以外の好ましい具体化だけが、示されて、記述される。ここに表されて、発明がいろ
いろな他の組合せと環境で使用ができて、発明の概念の範囲内の変化または修正ができる
ことを理解すべきである。
 

【図１】 【図２】



(8) JP 5302404 B2 2013.10.2

【図３】
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