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(57)【要約】
　本願発明は接続管理方法、装置、電子設備、プログラ
ム、及び記録媒体に関する。当該接続管理方法は、設備
との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内
の前記設備の認証失敗回数を統計するステップと、前記
認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合
、予め設定されたリスク処理操作を実行するステップと
、を含む。本願発明の技術案によれば、ネットワーク盗
用の行為を識別し、かつ直ちに処理することができるの
で、ネットワークが盗用されるリスクを回避することが
できる。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内の前記設備の認証失敗回数
を統計するステップと、
　前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予め設定されたリスク処
理操作を実行するステップと
　を含むことを特徴とする接続管理方法。
【請求項２】
　前記設備により送信された接続構築要求を受信した場合、前記設備の識別子情報を獲得
するステップと、
　前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在する場合、前記接続構築要求を
無視し、前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在しない場合、前記設備と
の無線接続操作を実行するステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の接続管理方法。
【請求項３】
　前記予め設定されたリスク処理操作を実行するステップは、
　前記識別子情報を前記ブラックリストに追加するステップ、を含む
　ことを特徴とする請求項２に記載の接続管理方法。
【請求項４】
　前記予め設定されたリスク処理操作を実行するステップは、
　予め設定された管理端末にリスク通知情報を送信するステップと、
　前記管理端末からリターンされる制御指令により、前記識別子情報を前記ブラックリス
トに追加するステップと、を含む
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の接続管理方法。
【請求項５】
　前記予め設定されたリスク処理操作を実行するステップは、さらに、
　前記リスク通知情報を送信した後であって、前記制御指令を受信する前に、前記設備に
対する認証操作を一時停止するか、または前記設備に対する認証結果を「認証失敗」に設
定するステップ、を含む
　ことを特徴とする請求項４に記載の接続管理方法。
【請求項６】
　設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内の前記設備の認証失敗回数
を統計するための統計ユニットと、
　前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予め設定されたリスク処
理操作を実行するための実行ユニットと
　を含むことを特徴とする接続管理装置。
【請求項７】
　前記設備により送信された接続構築要求を受信した場合、前記設備の識別子情報を獲得
するための獲得ユニットと、
　前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在する場合、前記接続構築要求を
無視し、前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在しない場合、前記設備と
の無線接続操作を実行するための処理ユニットと
　をさらに含むことを特徴とする請求項６に記載の接続管理装置。
【請求項８】
　前記実行ユニットは、
　前記識別子情報を前記ブラックリストに追加するための第１追加サブユニット、を含む
ことを特徴とする請求項７に記載の接続管理装置。
【請求項９】
　前記実行ユニットは、
　予め設定された管理端末にリスク通知情報を送信するための情報送信サブユニットと、
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　前記管理端末からリターンされる制御指令により、前記識別子情報を前記ブラックリス
トに追加するための第２追加サブユニットと、を含む
　ことを特徴とする請求項６または７に記載の接続管理装置。
【請求項１０】
　前記実行ユニットは、さらに、
　前記リスク通知情報を送信した後であって、前記制御指令を受信する前に、前記設備に
対する認証操作を一時停止するか、または前記設備に対する認証結果を「認証失敗」に設
定するための認証処理サブユニットを、含む
　ことを特徴とする請求項９に記載の接続管理装置。
【請求項１１】
　プロセッサーと、
　プロセッサーにより実行可能なインストラクションを記憶するメモリーと、
　を含み、
　前記プロセッサーは、
　設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内の前記設備の認証失敗回数
を統計し、
　前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予め設定されたリスク処
理操作を実行する
　ように構成されることを特徴とする電子設備。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、出願番号がＣＮ２０１４１０５５９６３２．１であり、出願日が２０１４年１
０月２０日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての内
容を本願に援用する。
【０００２】
　本願は、通信技術分野に関し、特に接続管理方法及び装置、電子設備に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ネットワーク技術の発展に伴い、ますます多い電子設備が無線接続機能を備えるように
なり、無線ルーターにより構築されたＷＩＦＩ（ワイヤレス・フィディリティー：Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）ネットワークにアクセスすることにより、インターネッ
トへのアクセス及び設備同士の間の互いのアクセスおよび制御を図ることができる。無線
接続技術はユーザに使用上の便利さを与えてはいるが、一部分のユーザは、ＷＩＦＩネッ
トワークの構築および維持に必要な費用を避けるために、他のユーザにより構築されたＷ
ＩＦＩネットワークに接続すること、即ち「ネットワーク盗用」を望んでいる。
【０００４】
　ネットワーク盗用のユーザがＷＩＦＩネットワークを正常に使用する場合、無線資源を
占用することになり、設備毎に使用可能なネットワーク資源を降下されるので、オーナー
ユーザの使用体験に影響する。また、全ての設備が同一の無線ルーターに接続するので、
ネットワーク盗用のユーザは、ＷＩＦＩネットワーク内の他の設備に対し不正接続可能に
なり、オーナーユーザのプライバシーの漏れ、アカウント安全リスクなどの問題が起こり
得る。
【０００５】
　このため、従来技術においては、ＷＩＦＩネットワークへの接続を要求する設備に対し
て認証を行うようにする。即ち、ネットワーク盗用のユーザに、正確なアクセスパスワー
ドを入力するように要求する。しかしながら、ネットワーク盗用のユーザは、アクセスパ
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スワードを有限回数、試して入力することにより、容易にアクセスパスワードをクラック
することができるので、ネットワーク盗用のユーザの不正接続とアクセスを有効に回避す
ることができなくなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本願発明は、従来技術において無線ネットワークが容易に盗用される技術的問題を解決
できる接続管理方法及び装置、電子設備を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願発明の実施例の第１の態様によれば、
　設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内の前記設備の認証失敗回数
を統計するステップと、
　前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予め設定されたリスク処
理操作を実行するステップと、を含む接続管理方法を提供する。
【０００８】
　好ましくは、前記接続管理方法は、さらに、
　前記設備により送信された接続構築要求を受信した場合、前記設備の識別子情報を獲得
するステップと、
　前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在する場合、前記接続構築要求を
無視し、前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在しない場合、前記設備と
の無線接続操作を実行するステップと、を含む。
【０００９】
　好ましくは、前記予め設定されたリスク処理操作を実行するステップは、
　前記識別子情報を前記ブラックリストに追加するステップ、を含む。
【００１０】
　好ましくは、前記予め設定されたリスク処理操作を実行するステップは、
　予め設定された管理端末にリスク通知情報を送信するステップと、
　前記管理端末からリターンされる制御指令により、前記識別子情報を前記ブラックリス
トに追加するステップと、を含む。
【００１１】
　好ましくは、前記予め設定されたリスク処理操作を実行するステップは、さらに、
　前記リスク通知情報を送信した後であって、前記制御指令を受信する前に、前記設備に
対する認証操作を一時停止するか、または前記設備に対する認証結果を「認証失敗」に設
定するステップ、を含む。
【００１２】
　本願発明の実施例の第２の態様によれば、
　設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内の前記設備の認証失敗回数
を統計するための統計ユニットと、
　前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予め設定されたリスク処
理操作を実行するための実行ユニットと、を含む接続管理装置を提供する。
【００１３】
　好ましくは、前記接続管理装置は、さらに、
　前記設備により送信された接続構築要求を受信した場合、前記設備の識別子情報を獲得
するための獲得ユニットと、
　前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在する場合、前記接続構築要求を
無視し、前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在しない場合、前記設備と
の無線接続操作を実行するための処理ユニットと、を含む。
【００１４】
　好ましくは、前記実行ユニットは、
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　前記識別子情報を前記ブラックリストに追加するための第１追加サブユニット、を含む
。
【００１５】
　好ましくは、前記実行ユニットは、
　予め設定された管理端末にリスク通知情報を送信するための情報送信サブユニットと、
　前記管理端末からリターンされる制御指令により、前記識別子情報を前記ブラックリス
トに追加するための第２追加サブユニットと、を含む。
【００１６】
　好ましくは、前記実行ユニットは、さらに、
　前記リスク通知情報を送信した後であって、前記制御指令を受信する前に、前記設備に
対する認証操作を一時停止するか、または前記設備に対する認証結果を「認証失敗」に設
定するための認証処理サブユニットを、含む。
【００１７】
　本願発明の実施例の第３の態様によれば、
　プロセッサーと、
　プロセッサーにより実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリーと、を含
む電子設備を提供するが、
　前記プロセッサーは、
　設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内の前記設備の認証失敗回数
を統計し、
　前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予め設定されたリスク処
理操作を実行するように構成される。
【発明の効果】
【００１８】
　本願発明の実施例により提供する技術案は、以下のような有益な効果を有する。
【００１９】
　本願発明では、設備の認証失敗回数を統計することにより、ネットワーク盗用のユーザ
の認証パスワードに対する「試し入力」の行為を正確に識別することができ、かつ直ちに
リスク処理操作を実行することにより、ネットワーク盗用のユーザの無線ネットワークに
対するクラックを回避することができ、無線ネットワークの安全性を向上することができ
る。
【００２０】
　以上の一般的な説明及び後述の詳細な説明は、例示的なものに過ぎず、本発明に対する
限定として理解してはいけないことは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　以下の図面は、明細書に組み込まれて本願明細書の一部分となり、本願発明の実施例を
示し、明細書とともに本発明の原理を説明するために用いられる。
【図１】例示的な実施例に係る接続管理方法のフローチャートである。
【図２】例示的な実施例に係る接続管理方法の適用シーンの模式図である。
【図３】例示的な実施例に係る他の接続管理方法のフローチャートである。
【図４】例示的な実施例に係る他の接続管理方法の適用シーンの模式図である。
【図５】例示的な実施例に係る他の接続管理方法のフローチャートである。
【図６】例示的な実施例に係る接続管理のインタフェースの模式図である。
【図７】例示的な実施例に係る接続管理装置のブロック図である。
【図８】例示的な実施例に係る他の接続管理装置のブロック図である。
【図９】例示的な実施例に係る他の接続管理装置のブロック図である。
【図１０】例示的な実施例に係る他の接続管理装置のブロック図である。
【図１１】例示的な実施例に係る他の接続管理装置のブロック図である。
【図１２】例示的な実施例に係る他の接続管理装置の構成の模式図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して、例示的な実施例に対し詳しく説明する。以下の説明に用いられ
る図面において、別途の説明がない限り、各図面における同一の符号は、同一または類似
する要素を指している。以下の例示的な実施例において説明された各実施形態は、本発明
と一致する全ての実施形態を代表するわけではなく、特許請求の範囲に記載の、本発明の
ある局面と一致する装置及び方法の例に過ぎない。
【００２３】
　図１は、例示的な実施例に係る接続管理方法のフローチャートである。当該接続管理方
法は、無線ルーターに適用される。図１に示すように、当該接続管理方法は、以下のステ
ップを含む。
【００２４】
　ステップ１０２において、設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内
の設備の認証失敗回数を統計する。
【００２５】
　本実施例において、設備が無線ルーターにより構築された無線ネットワークに接続する
際に、無線ルーターは当該設備に対し身分認証する必要がある。例えば、ユーザが当該設
備により送信したパスワードが正確か否かを判定することができる。したがって、本願発
明における「認証失敗」とは、パスワードの不正確によることであってもよい。
【００２６】
　本実施例において、１つの設備が初めてある無線ネットワークに接続する際に、ユーザ
は、手動で認証パスワードなどの認証情報を入力する必要があり、認証に成功する場合、
設備は今回使用した認証パスワードを記録して、今後同一の無線ネットワークに接続する
ために使用するようにしてもよい。したがって、無線ネットワークの設定が変更されなか
った場合、接続したことのある設備であれば、認証パスワードの不正確による認証失敗イ
ベントは発生せず、初めて接続する設備であれば、パスワードの不正確が発生する可能性
がある。
【００２７】
　ステップ１０４において、認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予
め設定されたリスク処理操作を実行する。
【００２８】
　本実施例において、認証パスワードがユーザにより手動入力される際に、正常なユーザ
であれば、正確な認証パスワードを知っているものの、入力間違いによる認証失敗もあり
得るが、この時、ユーザは必ず直ちに入力し直すはずであり、認証失敗回数が多くなるこ
とはない。また、ネットワーク盗用のユーザであれば、正確なパスワードを知らない可能
性が高いので、絶え間なく試し入力をすることにより無線ネットワークに接続するしかな
く、短時間内に複数回の認証失敗イベントが発生するようになる。したがって、予め設定
された時間帯内に発生した認証失敗回数をモニタリングすることにより、ユーザ身分を有
効に識別することができ、ネットワーク盗用のリスクを回避することができる。
【００２９】
　本実施例において、例示的な一実施形態として、リスク処理操作は、認証失敗を何回も
繰り返した設備をブラックリストに記録して、当該設備の無線ネットワークへの接続を拒
否することを含む。例示的な他の実施形態として、リスク処理操作は、認証失敗を何回も
繰り返した設備の識別子情報を正常なユーザに通知して、正常なユーザにより、当該認証
失敗を何回も繰り返した設備をブラックリストに記録するか、または他の処理方式をとる
かを決定する。
【００３０】
　前記実施例により分かるように、本願発明では、設備の認証失敗回数を統計することに
より、ネットワーク盗用のユーザが認証パスワードを「試し入力」する行為を正確に識別
することができ、直ちにリスク処理操作を実行することにより、ネットワーク盗用のユー
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ザの無線ネットワークに対するクラックを回避することができ、無線ネットワークの安全
性を向上することができる。
【００３１】
　図２は、例示的な実施例に係る接続管理方法の適用シーンの模式図である。図２に示さ
れた適用シーンとして、１つの無線ルーターと１つの無線機能対応の例えば設備１のよう
な設備を含み、設備１は、無線ルーターに接続要求を送信することにより、無線ルーター
により構築された無線ネットワークへの接続を望んでいる旨を示す。図２に示した適用シ
ーンに対し、図３は、例示的な実施例に係る他の接続管理方法のフローチャートを示して
いる。当該他の接続管理方法は、以下のステップを含む。
【００３２】
　ステップ３０２において、設備１は無線ルーターに接続構築要求を送信する。
【００３３】
　本実施例において、設備１は、図２に示したノートパソコンであってもよく、または、
例えばスマートフォン、タブレット型パソコンなどの他の無線通信機能対応の任意の設備
であってもよい。
【００３４】
　本実施例において、「接続構築要求」とは、「無線接続の構築を要求する」操作に対す
る概述に過ぎず、当該操作過程におけるインタラクション中のメッセージ名称及びインタ
ラクション回数を制限するためのものではない。
【００３５】
　ステップ３０４において、無線ルーターは設備１の識別子情報を獲得する。
【００３６】
　本実施例において、識別子情報は、設備１の例えばＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ：メディアアクセス制御）アドレスなどのハードウェア情報であっても
よく、または異なる設備を区別及び識別するための他の情報であってもよい。
【００３７】
　本実施例において、設備１により送信された接続構築要求から前記識別子情報を獲得す
ることができる。例えば、識別子情報が設備１のＭＡＣアドレスである場合、当該ＭＡＣ
アドレスは設備１からのメッセージのソースＭＡＣアドレスである。
【００３８】
　ステップ３０６において、設備１の識別子情報と予め設定されたブラックリストとを照
合する。
【００３９】
　ステップ３０８において、無線ルーターは、ブラックリストから設備１の識別子情報が
探し出せなかった場合、設備１との無線接続操作を実行し、ブラックリストから設備１の
識別子情報を探し出した場合、設備１からの接続構築要求を無視し、設備１との無線接続
を拒否してもよい。
【００４０】
　ステップ３１０において、無線ルーターと設備１の間の無線接続を構築する過程におい
て、認証に成功したか否かを判断する。例えば、設備１により送信された認証パスワード
が正確か否かを判断する。認証に失敗した場合、認証失敗回数を統計する。
【００４１】
　ステップ３１２において、予め設定された時間帯内の認証失敗回数が予め設定された回
数閾値以上である場合、設備１の識別子情報を前記ブラックリストに追加することにより
、設備１が無線ルーターにより構築された無線ネットワークに接続してしまう問題点を解
消することができる。
【００４２】
　本実施例において、設備１のユーザがネットワーク盗用のユーザである場合のみに、即
ち、当該ユーザが正確な認証パスワードを知らない場合のみに、当該ネットワーク盗用の
ユーザーは、試し入力を繰り返すことにより認証パスワードを推測するので、認証失敗イ
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ベントが短時間内に何回も繰り返すようになり、正常なユーザの偶然な入力間違い行為と
は明らかに異なるため、ネットワーク盗用の行為及び当該行為に対応する設備を区別する
ことができる。
【００４３】
　本実施例において、予め設定された時間帯の長さは、メーカーにより初期設定すること
ができるか、またはユーザの必要に応じて設定することができ、例えば３分間である。
【００４４】
　前述の実施例において、無線ルーターは、短時間内の認証失敗イベントの統計結果によ
り、ネットワーク盗用の行為を自動的に識別することができ、かつネットワーク盗用の設
備をブラックリストに追加して、当該ネットワーク盗用の設備の無線ルーターにより構築
された無線ネットワークへの接続を禁止することにより、無線ネットワークの正常使用と
高い安全性を確保することができる。
【００４５】
　図４は、例示的な実施例に係る他の接続管理方法の適用シーンの模式図である。図４に
示された適用シーンとして、１つの無線ルーターと例えば設備１と設備２のような２つの
無線機能対応の設備を含み、設備１は、無線ルーターに接続要求を送信することにより、
無線ルーターにより構築された無線ネットワークへの接続を望んでいる旨を示す。設備２
は、予め設置された管理端末である。図４に示した適用シーンに対し、図５は、例示的な
実施例に係る他の接続管理方法のフローチャートである。当該他の接続管理方法は、以下
のステップを含む。
【００４６】
　ステップ５０２において、設備１は無線ルーターに接続構築要求を送信する。
【００４７】
　本実施例において、設備１は、図４に示したノートパソコンであってもよく、または、
例えばスマートフォン、タブレット型パソコンなどの他の無線通信機能対応の任意の設備
であってもよい。
【００４８】
　本実施例において、「接続構築要求」とは、「無線接続の構築を要求する」操作に対す
る概述に過ぎず、当該操作過程におけるインタラクション中のメッセージ名称及びインタ
ラクション回数を制限するためのものではない。
【００４９】
　ステップ５０４において、無線ルーターは設備１の識別子情報を獲得する。
【００５０】
　本実施例において、識別子情報は、設備１の例えばＭＡＣアドレスなどのハードウェア
情報であってもよく、または異なる設備を区別及び識別するための他の情報であってもよ
い。
【００５１】
　本実施例において、設備１により送信された接続構築要求から前記識別子情報を獲得す
ることができる。例えば、識別子情報が設備１のＭＡＣアドレスである場合、当該ＭＡＣ
アドレスは設備１からのメッセージのソースＭＡＣアドレスである。
【００５２】
　ステップ５０６において、設備１の識別子情報と予め設定されたブラックリストとを照
合する。
【００５３】
　ステップ５０８において、無線ルーターは、ブラックリストから設備１の識別子情報が
探し出せなかった場合、設備１との無線接続操作を実行し、ブラックリストから設備１の
識別子情報を探し出した場合、設備１からの接続構築要求を無視し、設備１との無線接続
を拒否してもよい。
【００５４】
　ステップ５１０において、無線ルーターと設備１の間の無線接続を構築する過程におい
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て、認証に成功したか否かを判断する。例えば、設備１により送信された認証パスワード
が正確か否かを判断する。認証に失敗した場合、認証失敗回数を統計する。
【００５５】
　ステップ５１２において、認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、無
線ルーターは設備２にリスク通知情報を送信する。
【００５６】
　本実施例において、例示的な実施形態として、図６は、設備２のスクリーン・インタフ
ェースに表示されたリスク通知情報を示している。例えば、「リスクタイプ」、「リスク
レベル」、「設備情報」などを示して、ユーザがこれらのリスク通知情報により現在存在
し得るリスク状況に対し分析できるようする。そして、ユーザは、現在の設備（即ち、図
４に示した設備１）がネットワーク盗用の設備であると特定し、かつ当該ネットワーク盗
用の設備の現在の無線ネットワークへの接続を禁止することを希望する場合、「ブラック
リストに追加」を選択するか、もしくは「無視」などの処理方式を選択することができる
。
【００５７】
　本実施例において、例示的な一実施形態として、設備２が無線ルーターにより構築され
た無線ネットワーク内に位置し、設備２と無線ルーターは当該無線ネットワークを介して
情報インタラクションを行うことができる。また、例示的な他の実施形態として、設備２
が無線ルーターにより構築された無線ネットワーク内に位置せず、且つ設備２と無線ルー
ターはそれぞれインターネットに接続可能であるので、インターネットを介して情報イン
タラクションを行うことができるため、設備２のユーザは遠隔制御を実現できる。例えば
、会社での勤務時間中、自宅の無線ネットワークを管理することができる。
【００５８】
　ステップ５１４において、無線ルーターは設備２からの制御指令を受信する。
【００５９】
　本実施例において、ステップ５１０からステップ５１４までの間、即ち、無線ルーター
が設備１によるネットワーク盗用のリスクを検出した後であって、且つリターンされる制
御指令はまだ受け取っていない際に、この期間中、設備１の無線ルーターに対するクラッ
クを回避するために、設備１に対する認証操作を一時停止するか、または設備１に対する
認証結果の全部を認証失敗に設定することにより、設備１の無線ネットワークへの接続を
防止することができる。
【００６０】
　ステップ５１６において、設備２からリターンされる制御指令が「ブラックリストに追
加」に対応する場合、無線ルーターは設備１の識別子情報を前記ブラックリストに追加し
、設備２からリターンされる制御指令が「無視」に対応する場合、無線ルーターは設備１
に対する正常な認証操作を回復する。
【００６１】
　前記実施例において、無線ルーターは、短時間内の認証失敗イベントに対する統計結果
により、ネットワーク盗用の行為を自動的に識別し、ユーザとの簡単なインタラクション
操作により、「ネットワーク盗用嫌疑のある設備」をブラックリストに追加するか否かを
決定し、これによって、無線ネットワークの正常使用と高い安全性を確保するとともに、
正常設備に対する誤判定を回避することができる。
【００６２】
　また、図３と図５に示された実施例において、ユーザは、ブラックリストに追加された
設備に対し、誤判定であると見なす場合、無線ルーターにログインして、ブラックリスト
のうちの任意の設備の記録を取り消すことにより、「ネットワーク盗用の設備」に誤判定
された設備を「正常設備」にリセットすることができる。
【００６３】
　本願発明は、前述の情報表示方法の実施例に対応して、接続管理装置の実施例をさらに
提供する。
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【００６４】
　図７は、例示的な実施例に係る接続管理装置のブロック図である。図７を参照して、当
該装置は統計ユニット７１と実行ユニット７２を含む。
【００６５】
　そのうち、統計ユニット７１は、設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時
間帯内の前記設備の認証失敗回数を統計するように構成され、
　実行ユニット７２は、前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予
め設定されたリスク処理操作を実行するように構成される。
【００６６】
　前記実施例において、設備に対し認証失敗回数を統計することにより、ネットワーク盗
用のユーザの認証パスワードに対する「試し入力」の行為を正確に識別することができる
ので、直ちにリスク処理操作を実行することにより、ネットワーク盗用のユーザの無線ネ
ットワークに対するクラックを回避することができ、無線ネットワークの安全性を向上す
ることができる。
【００６７】
　図８は、例示的な実施例に係る他の接続管理装置のブロック図である。図８を参照して
、当該実施例の当該装置は、前記の図７に示した実施例の装置に比べて、獲得ユニット７
３と処理ユニット７４をさらに含んでもよい。
【００６８】
　そのうち、獲得ユニット７３は、前記設備により送信された接続構築要求を受信した場
合、前記設備の識別子情報を獲得するように構成され、
　処理ユニット７４は、前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在する場合
、前記接続構築要求を無視し、前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在し
ない場合、前記設備との無線接続操作を実行するように構成される。
【００６９】
　図９は、例示的な実施例に係る他の接続管理装置のブロック図である。図９に示された
ように当該実施例の実行ユニット７２は、前記図８に示した実施例の実行ユニット７２に
比べて、第１追加サブユニット７２１を含んでもよい。
【００７０】
　第１追加サブユニット７２１は、前記識別子情報を前記ブラックリストに追加するよう
に構成される。
【００７１】
　図１０は、例示的な実施例に係る他の接続管理装置のブロック図である。図１０に示さ
れたように、当該実施例の実行ユニット７２は、前記図８に示した実施例の実行ユニット
７２に比べて、情報送信サブユニット７２２と第２追加サブユニット７２３を含んでもよ
い。
【００７２】
　そのうち、情報送信サブユニット７２２は、予め設定された管理端末にリスク通知情報
を送信するように構成され、
　第２追加サブユニット７２３は、前記管理端末からリターンされる制御指令により、前
記識別子情報を前記ブラックリストに追加するように構成される。
【００７３】
　図１１は、例示的な実施例に係る他の接続管理装置のブロック図である。図１１に示さ
れたように、当該実施例の実行ユニット７２は、前記図１０に示した実施例の実行ユニッ
ト７２に比べて、認証処理サブユニット７２４をさらに含んでもよい。
【００７４】
　認証処理サブユニット７２４は、前記リスク通知情報を送信した後であって、前記制御
指令を受信する前に、前記設備に対する認証操作を一時停止するか、または前記設備に対
する認証結果を「認証失敗」に設定するように構成される。
【００７５】
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　前記実施例の装置において、各モジュールが操作を実行する具体的な方法については、
当該方法に関する実施例を通じて詳細に説明したので、ここでは、その詳細な説明を省略
するようにする。
【００７６】
　装置の実施例の場合、基本的に方法実施例に対応しているため、方法の実施例のうちの
対応する部分に対する説明を参照すればよい。上述の装置の実施例は例示的なものに過ぎ
ず、独立した部品として説明されたユニットの場合、物理的に独立したユニットであって
もよく、物理的に独立してないユニットであってもよく、また、ユニットとして表示され
た部品の場合、物理的なユニットであってもよく、物理的なユニットでなくてもよい。即
ち、１つの場所に位置してもよく、複数のネットワークユニットに分布設定されてもよい
。実際の必要により、一部のモジュールまたは全部のモジュールを選択することにより、
本願発明の技術案の目的を実現することができる。これは、当業者が、創造的労働を必要
とせずに理解及び実施することができる。
【００７７】
　これに対し、本願発明は、さらに、
　プロセッサーと、
　プロセッサーの実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリーと、を含む接
続管理装置を提供し、
　前記プロセッサーは、
　設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内の前記設備の認証失敗回数
を統計し、
　前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予め設定されたリスク処
理操作を実行する
　ように構成される。
【００７８】
　これに対し、本願発明は、さらに、
　メモリと、
　１つまたは１つ以上のプログラムと、を含む端末を提供し、
　１つまたは１つ以上のプログラムは、
　メモリに記憶され、かつ、１つまたは１つ以上のプロセッサーにより実行され、
　設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内の前記設備の認証失敗回数
を統計し、前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予め設定された
リスク処理操作を実行する、操作を行うためのインストラクションを含む。
【００７９】
　図１２は、例示的な実施例に係る他の接続管理装置１２００のブロック図である。例え
ば、装置１２００は、１つの無線ルーターまたは無線ルーター機能を有するスマート端末
として提供されてもよい。図１２を参照して、装置１２００は、１つまたは複数のプロセ
ッサーを備える処理コンポーネント１２２２と、処理コンポーネント１２２２により実行
される、例えばアプリケーションなどのインストラクションを記憶するためのメモリ１２
３２をはじめとするメモリ資源と、を含む。メモリ１２３２に記憶されたアプリケーショ
ンは、１つまたは１つ以上のモジュールを含んでもよく、当該モジュールは、モジュール
毎に１組のインストラクションに対応する。また、処理コンポーネント１２２２は、イン
ストラクションを実行するように構成され、前記接続管理方法を実行する。
【００８０】
　装置１２００は、さらに、
　装置１２００の電源管理を行うように構成される電源コンポーネント１２２６と、装置
１２００をネットワークに接続させるための１つの有線または無線ネットワークインター
フェース１２５０と、１つの入力出力（Ｉ／０）インターフェース１２５８と、を含む。
装置１２００は、メモリー１２３２に記憶された、例えばＷｉｎｄｏｗｓ　Ｓｅｒｖｅｒ
ＴＭ、ＭＡＣ　ＯＳ　ＸＴＭ、ＵｎｉｘＴＭ、ＬｉｎｕｘＴＭ、ＦｒｅｅＢＳＤＴＭまた
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はこれらに類似のオペレーティング・システムを操作することができる。
【００８１】
　当業者であれば、明細書を考慮し及びこの発明を実施した後、本発明のその他の実施の
形態を容易に想到し得るだろう。本願は、本発明のいかなる変形、用途または適応的変化
をカバーすることを趣旨とするが、これら変形、用途または適応的変化は、本発明の一般
的原理に従うとともに、本発明により開示されていない本技術分野における公知常識また
は慣用の技術的手段を含むものである。明細書及び実施例は、例示的なものに過ぎず、本
発明の実質的の範囲及び主旨は、特許請求の範囲により規定される。
【００８２】
　本発明は、以上において説明され、且つ図面に示された正確な構造に限られず、その要
旨を逸脱しない範囲内で各種の補正及び変更を行うことができることを理解すべきである
。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によりのみ限定される。
 
 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(14) JP 2016-541082 A 2016.12.28

【手続補正書】
【提出日】平成27年5月21日(2015.5.21)
【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】
　設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内の前記設備の認証失敗回数
を統計するステップと、
　前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予め設定されたリスク処
理操作を実行するステップと
　を含むことを特徴とする接続管理方法。
【請求項２】
　前記設備により送信された接続構築要求を受信した場合、前記設備の識別子情報を獲得
するステップと、
　前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在する場合、前記接続構築要求を
無視し、前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在しない場合、前記設備と
の無線接続操作を実行するステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の接続管理方法。
【請求項３】
　前記予め設定されたリスク処理操作を実行するステップは、
　前記識別子情報を前記ブラックリストに追加するステップ、を含む
　ことを特徴とする請求項２に記載の接続管理方法。
【請求項４】
　前記予め設定されたリスク処理操作を実行するステップは、
　予め設定された管理端末にリスク通知情報を送信するステップと、
　前記管理端末からリターンされる制御指令により、前記識別子情報を前記ブラックリス
トに追加するステップと、を含む
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の接続管理方法。
【請求項５】
　前記予め設定されたリスク処理操作を実行するステップは、さらに、
　前記リスク通知情報を送信した後であって、前記制御指令を受信する前に、前記設備に
対する認証操作を一時停止するか、または前記設備に対する認証結果を「認証失敗」に設
定するステップ、を含む
　ことを特徴とする請求項４に記載の接続管理方法。
【請求項６】
　設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内の前記設備の認証失敗回数
を統計するための統計ユニットと、
　前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予め設定されたリスク処
理操作を実行するための実行ユニットと
　を含むことを特徴とする接続管理装置。
【請求項７】
　前記設備により送信された接続構築要求を受信した場合、前記設備の識別子情報を獲得
するための獲得ユニットと、
　前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在する場合、前記接続構築要求を
無視し、前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在しない場合、前記設備と
の無線接続操作を実行するための処理ユニットと
　をさらに含むことを特徴とする請求項６に記載の接続管理装置。
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【請求項８】
　前記実行ユニットは、
　前記識別子情報を前記ブラックリストに追加するための第１追加サブユニット、を含む
ことを特徴とする請求項７に記載の接続管理装置。
【請求項９】
　前記実行ユニットは、
　予め設定された管理端末にリスク通知情報を送信するための情報送信サブユニットと、
　前記管理端末からリターンされる制御指令により、前記識別子情報を前記ブラックリス
トに追加するための第２追加サブユニットと、を含む
　ことを特徴とする請求項６または７に記載の接続管理装置。
【請求項１０】
　前記実行ユニットは、さらに、
　前記リスク通知情報を送信した後であって、前記制御指令を受信する前に、前記設備に
対する認証操作を一時停止するか、または前記設備に対する認証結果を「認証失敗」に設
定するための認証処理サブユニットを、含む
　ことを特徴とする請求項９に記載の接続管理装置。
【請求項１１】
　プロセッサーと、
　プロセッサーにより実行可能なインストラクションを記憶するメモリーと、
　を含み、
　前記プロセッサーは、
　設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内の前記設備の認証失敗回数
を統計し、
　前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予め設定されたリスク処
理操作を実行する
　ように構成されることを特徴とする電子設備。
【請求項１２】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の接
続管理方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、出願番号がＣＮ２０１４１０５５９６３２．１であり、出願日が２０１４年１
０月２０日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての内
容を本願に援用する。
【０００２】
　本願は、通信技術分野に関し、特に接続管理方法、装置、電子設備、プログラム、及び
記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ネットワーク技術の発展に伴い、ますます多い電子設備が無線接続機能を備えるように
なり、無線ルーターにより構築されたＷＩＦＩ（ワイヤレス・フィディリティー：Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）ネットワークにアクセスすることにより、インターネッ
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トへのアクセス及び設備同士の間の互いのアクセスおよび制御を図ることができる。無線
接続技術はユーザに使用上の便利さを与えてはいるが、一部分のユーザは、ＷＩＦＩネッ
トワークの構築および維持に必要な費用を避けるために、他のユーザにより構築されたＷ
ＩＦＩネットワークに接続すること、即ち「ネットワーク盗用」を望んでいる。
【０００４】
　ネットワーク盗用のユーザがＷＩＦＩネットワークを正常に使用する場合、無線資源を
占用することになり、設備毎に使用可能なネットワーク資源を降下されるので、オーナー
ユーザの使用体験に影響する。また、全ての設備が同一の無線ルーターに接続するので、
ネットワーク盗用のユーザは、ＷＩＦＩネットワーク内の他の設備に対し不正接続可能に
なり、オーナーユーザのプライバシーの漏れ、アカウント安全リスクなどの問題が起こり
得る。
【０００５】
　このため、従来技術においては、ＷＩＦＩネットワークへの接続を要求する設備に対し
て認証を行うようにする。即ち、ネットワーク盗用のユーザに、正確なアクセスパスワー
ドを入力するように要求する。しかしながら、ネットワーク盗用のユーザは、アクセスパ
スワードを有限回数、試して入力することにより、容易にアクセスパスワードをクラック
することができるので、ネットワーク盗用のユーザの不正接続とアクセスを有効に回避す
ることができなくなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本願発明は、従来技術において無線ネットワークが容易に盗用される技術的問題を解決
できる接続管理方法、装置、電子設備、プログラム、及び記録媒体を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願発明の実施例の第１の態様によれば、
　設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内の前記設備の認証失敗回数
を統計するステップと、
　前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予め設定されたリスク処
理操作を実行するステップと、を含む接続管理方法を提供する。
【０００８】
　好ましくは、前記接続管理方法は、さらに、
　前記設備により送信された接続構築要求を受信した場合、前記設備の識別子情報を獲得
するステップと、
　前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在する場合、前記接続構築要求を
無視し、前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在しない場合、前記設備と
の無線接続操作を実行するステップと、を含む。
【０００９】
　好ましくは、前記予め設定されたリスク処理操作を実行するステップは、
　前記識別子情報を前記ブラックリストに追加するステップ、を含む。
【００１０】
　好ましくは、前記予め設定されたリスク処理操作を実行するステップは、
　予め設定された管理端末にリスク通知情報を送信するステップと、
　前記管理端末からリターンされる制御指令により、前記識別子情報を前記ブラックリス
トに追加するステップと、を含む。
【００１１】
　好ましくは、前記予め設定されたリスク処理操作を実行するステップは、さらに、
　前記リスク通知情報を送信した後であって、前記制御指令を受信する前に、前記設備に
対する認証操作を一時停止するか、または前記設備に対する認証結果を「認証失敗」に設
定するステップ、を含む。
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【００１２】
　本願発明の実施例の第２の態様によれば、
　設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内の前記設備の認証失敗回数
を統計するための統計ユニットと、
　前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予め設定されたリスク処
理操作を実行するための実行ユニットと、を含む接続管理装置を提供する。
【００１３】
　好ましくは、前記接続管理装置は、さらに、
　前記設備により送信された接続構築要求を受信した場合、前記設備の識別子情報を獲得
するための獲得ユニットと、
　前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在する場合、前記接続構築要求を
無視し、前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在しない場合、前記設備と
の無線接続操作を実行するための処理ユニットと、を含む。
【００１４】
　好ましくは、前記実行ユニットは、
　前記識別子情報を前記ブラックリストに追加するための第１追加サブユニット、を含む
。
【００１５】
　好ましくは、前記実行ユニットは、
　予め設定された管理端末にリスク通知情報を送信するための情報送信サブユニットと、
　前記管理端末からリターンされる制御指令により、前記識別子情報を前記ブラックリス
トに追加するための第２追加サブユニットと、を含む。
【００１６】
　好ましくは、前記実行ユニットは、さらに、
　前記リスク通知情報を送信した後であって、前記制御指令を受信する前に、前記設備に
対する認証操作を一時停止するか、または前記設備に対する認証結果を「認証失敗」に設
定するための認証処理サブユニットを、含む。
【００１７】
　本願発明の実施例の第３の態様によれば、
　プロセッサーと、
　プロセッサーにより実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリーと、を含
む電子設備を提供するが、
　前記プロセッサーは、
　設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内の前記設備の認証失敗回数
を統計し、
　前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予め設定されたリスク処
理操作を実行するように構成される。
【００１８】
　本願発明の実施例の第４の態様によれば、
　プロセッサに実行されることにより、本願発明の実施例の第１の態様による接続管理方
法を実現するためのプログラムを提供する。
【００１９】
　本願発明の実施例の第５の態様によれば、
　本願発明の実施例の第４の態様によるプログラムが記録された記録媒体を提供する。
【発明の効果】
【００２０】
　本願発明の実施例により提供する技術案は、以下のような有益な効果を有する。
【００２１】
　本願発明では、設備の認証失敗回数を統計することにより、ネットワーク盗用のユーザ
の認証パスワードに対する「試し入力」の行為を正確に識別することができ、かつ直ちに
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リスク処理操作を実行することにより、ネットワーク盗用のユーザの無線ネットワークに
対するクラックを回避することができ、無線ネットワークの安全性を向上することができ
る。
【００２２】
　以上の一般的な説明及び後述の詳細な説明は、例示的なものに過ぎず、本発明に対する
限定として理解してはいけないことは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　以下の図面は、明細書に組み込まれて本願明細書の一部分となり、本願発明の実施例を
示し、明細書とともに本発明の原理を説明するために用いられる。
【図１】例示的な実施例に係る接続管理方法のフローチャートである。
【図２】例示的な実施例に係る接続管理方法の適用シーンの模式図である。
【図３】例示的な実施例に係る他の接続管理方法のフローチャートである。
【図４】例示的な実施例に係る他の接続管理方法の適用シーンの模式図である。
【図５】例示的な実施例に係る他の接続管理方法のフローチャートである。
【図６】例示的な実施例に係る接続管理のインタフェースの模式図である。
【図７】例示的な実施例に係る接続管理装置のブロック図である。
【図８】例示的な実施例に係る他の接続管理装置のブロック図である。
【図９】例示的な実施例に係る他の接続管理装置のブロック図である。
【図１０】例示的な実施例に係る他の接続管理装置のブロック図である。
【図１１】例示的な実施例に係る他の接続管理装置のブロック図である。
【図１２】例示的な実施例に係る他の接続管理装置の構成の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して、例示的な実施例に対し詳しく説明する。以下の説明に用いられ
る図面において、別途の説明がない限り、各図面における同一の符号は、同一または類似
する要素を指している。以下の例示的な実施例において説明された各実施形態は、本発明
と一致する全ての実施形態を代表するわけではなく、特許請求の範囲に記載の、本発明の
ある局面と一致する装置及び方法の例に過ぎない。
【００２５】
　図１は、例示的な実施例に係る接続管理方法のフローチャートである。当該接続管理方
法は、無線ルーターに適用される。図１に示すように、当該接続管理方法は、以下のステ
ップを含む。
【００２６】
　ステップ１０２において、設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内
の設備の認証失敗回数を統計する。
【００２７】
　本実施例において、設備が無線ルーターにより構築された無線ネットワークに接続する
際に、無線ルーターは当該設備に対し身分認証する必要がある。例えば、ユーザが当該設
備により送信したパスワードが正確か否かを判定することができる。したがって、本願発
明における「認証失敗」とは、パスワードの不正確によることであってもよい。
【００２８】
　本実施例において、１つの設備が初めてある無線ネットワークに接続する際に、ユーザ
は、手動で認証パスワードなどの認証情報を入力する必要があり、認証に成功する場合、
設備は今回使用した認証パスワードを記録して、今後同一の無線ネットワークに接続する
ために使用するようにしてもよい。したがって、無線ネットワークの設定が変更されなか
った場合、接続したことのある設備であれば、認証パスワードの不正確による認証失敗イ
ベントは発生せず、初めて接続する設備であれば、パスワードの不正確が発生する可能性
がある。
【００２９】
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　ステップ１０４において、認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予
め設定されたリスク処理操作を実行する。
【００３０】
　本実施例において、認証パスワードがユーザにより手動入力される際に、正常なユーザ
であれば、正確な認証パスワードを知っているものの、入力間違いによる認証失敗もあり
得るが、この時、ユーザは必ず直ちに入力し直すはずであり、認証失敗回数が多くなるこ
とはない。また、ネットワーク盗用のユーザであれば、正確なパスワードを知らない可能
性が高いので、絶え間なく試し入力をすることにより無線ネットワークに接続するしかな
く、短時間内に複数回の認証失敗イベントが発生するようになる。したがって、予め設定
された時間帯内に発生した認証失敗回数をモニタリングすることにより、ユーザ身分を有
効に識別することができ、ネットワーク盗用のリスクを回避することができる。
【００３１】
　本実施例において、例示的な一実施形態として、リスク処理操作は、認証失敗を何回も
繰り返した設備をブラックリストに記録して、当該設備の無線ネットワークへの接続を拒
否することを含む。例示的な他の実施形態として、リスク処理操作は、認証失敗を何回も
繰り返した設備の識別子情報を正常なユーザに通知して、正常なユーザにより、当該認証
失敗を何回も繰り返した設備をブラックリストに記録するか、または他の処理方式をとる
かを決定する。
【００３２】
　前記実施例により分かるように、本願発明では、設備の認証失敗回数を統計することに
より、ネットワーク盗用のユーザが認証パスワードを「試し入力」する行為を正確に識別
することができ、直ちにリスク処理操作を実行することにより、ネットワーク盗用のユー
ザの無線ネットワークに対するクラックを回避することができ、無線ネットワークの安全
性を向上することができる。
【００３３】
　図２は、例示的な実施例に係る接続管理方法の適用シーンの模式図である。図２に示さ
れた適用シーンとして、１つの無線ルーターと１つの無線機能対応の例えば設備１のよう
な設備を含み、設備１は、無線ルーターに接続要求を送信することにより、無線ルーター
により構築された無線ネットワークへの接続を望んでいる旨を示す。図２に示した適用シ
ーンに対し、図３は、例示的な実施例に係る他の接続管理方法のフローチャートを示して
いる。当該他の接続管理方法は、以下のステップを含む。
【００３４】
　ステップ３０２において、設備１は無線ルーターに接続構築要求を送信する。
【００３５】
　本実施例において、設備１は、図２に示したノートパソコンであってもよく、または、
例えばスマートフォン、タブレット型パソコンなどの他の無線通信機能対応の任意の設備
であってもよい。
【００３６】
　本実施例において、「接続構築要求」とは、「無線接続の構築を要求する」操作に対す
る概述に過ぎず、当該操作過程におけるインタラクション中のメッセージ名称及びインタ
ラクション回数を制限するためのものではない。
【００３７】
　ステップ３０４において、無線ルーターは設備１の識別子情報を獲得する。
【００３８】
　本実施例において、識別子情報は、設備１の例えばＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ：メディアアクセス制御）アドレスなどのハードウェア情報であっても
よく、または異なる設備を区別及び識別するための他の情報であってもよい。
【００３９】
　本実施例において、設備１により送信された接続構築要求から前記識別子情報を獲得す
ることができる。例えば、識別子情報が設備１のＭＡＣアドレスである場合、当該ＭＡＣ
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アドレスは設備１からのメッセージのソースＭＡＣアドレスである。
【００４０】
　ステップ３０６において、設備１の識別子情報と予め設定されたブラックリストとを照
合する。
【００４１】
　ステップ３０８において、無線ルーターは、ブラックリストから設備１の識別子情報が
探し出せなかった場合、設備１との無線接続操作を実行し、ブラックリストから設備１の
識別子情報を探し出した場合、設備１からの接続構築要求を無視し、設備１との無線接続
を拒否してもよい。
【００４２】
　ステップ３１０において、無線ルーターと設備１の間の無線接続を構築する過程におい
て、認証に成功したか否かを判断する。例えば、設備１により送信された認証パスワード
が正確か否かを判断する。認証に失敗した場合、認証失敗回数を統計する。
【００４３】
　ステップ３１２において、予め設定された時間帯内の認証失敗回数が予め設定された回
数閾値以上である場合、設備１の識別子情報を前記ブラックリストに追加することにより
、設備１が無線ルーターにより構築された無線ネットワークに接続してしまう問題点を解
消することができる。
【００４４】
　本実施例において、設備１のユーザがネットワーク盗用のユーザである場合のみに、即
ち、当該ユーザが正確な認証パスワードを知らない場合のみに、当該ネットワーク盗用の
ユーザーは、試し入力を繰り返すことにより認証パスワードを推測するので、認証失敗イ
ベントが短時間内に何回も繰り返すようになり、正常なユーザの偶然な入力間違い行為と
は明らかに異なるため、ネットワーク盗用の行為及び当該行為に対応する設備を区別する
ことができる。
【００４５】
　本実施例において、予め設定された時間帯の長さは、メーカーにより初期設定すること
ができるか、またはユーザの必要に応じて設定することができ、例えば３分間である。
【００４６】
　前述の実施例において、無線ルーターは、短時間内の認証失敗イベントの統計結果によ
り、ネットワーク盗用の行為を自動的に識別することができ、かつネットワーク盗用の設
備をブラックリストに追加して、当該ネットワーク盗用の設備の無線ルーターにより構築
された無線ネットワークへの接続を禁止することにより、無線ネットワークの正常使用と
高い安全性を確保することができる。
【００４７】
　図４は、例示的な実施例に係る他の接続管理方法の適用シーンの模式図である。図４に
示された適用シーンとして、１つの無線ルーターと例えば設備１と設備２のような２つの
無線機能対応の設備を含み、設備１は、無線ルーターに接続要求を送信することにより、
無線ルーターにより構築された無線ネットワークへの接続を望んでいる旨を示す。設備２
は、予め設置された管理端末である。図４に示した適用シーンに対し、図５は、例示的な
実施例に係る他の接続管理方法のフローチャートである。当該他の接続管理方法は、以下
のステップを含む。
【００４８】
　ステップ５０２において、設備１は無線ルーターに接続構築要求を送信する。
【００４９】
　本実施例において、設備１は、図４に示したノートパソコンであってもよく、または、
例えばスマートフォン、タブレット型パソコンなどの他の無線通信機能対応の任意の設備
であってもよい。
【００５０】
　本実施例において、「接続構築要求」とは、「無線接続の構築を要求する」操作に対す
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る概述に過ぎず、当該操作過程におけるインタラクション中のメッセージ名称及びインタ
ラクション回数を制限するためのものではない。
【００５１】
　ステップ５０４において、無線ルーターは設備１の識別子情報を獲得する。
【００５２】
　本実施例において、識別子情報は、設備１の例えばＭＡＣアドレスなどのハードウェア
情報であってもよく、または異なる設備を区別及び識別するための他の情報であってもよ
い。
【００５３】
　本実施例において、設備１により送信された接続構築要求から前記識別子情報を獲得す
ることができる。例えば、識別子情報が設備１のＭＡＣアドレスである場合、当該ＭＡＣ
アドレスは設備１からのメッセージのソースＭＡＣアドレスである。
【００５４】
　ステップ５０６において、設備１の識別子情報と予め設定されたブラックリストとを照
合する。
【００５５】
　ステップ５０８において、無線ルーターは、ブラックリストから設備１の識別子情報が
探し出せなかった場合、設備１との無線接続操作を実行し、ブラックリストから設備１の
識別子情報を探し出した場合、設備１からの接続構築要求を無視し、設備１との無線接続
を拒否してもよい。
【００５６】
　ステップ５１０において、無線ルーターと設備１の間の無線接続を構築する過程におい
て、認証に成功したか否かを判断する。例えば、設備１により送信された認証パスワード
が正確か否かを判断する。認証に失敗した場合、認証失敗回数を統計する。
【００５７】
　ステップ５１２において、認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、無
線ルーターは設備２にリスク通知情報を送信する。
【００５８】
　本実施例において、例示的な実施形態として、図６は、設備２のスクリーン・インタフ
ェースに表示されたリスク通知情報を示している。例えば、「リスクタイプ」、「リスク
レベル」、「設備情報」などを示して、ユーザがこれらのリスク通知情報により現在存在
し得るリスク状況に対し分析できるようする。そして、ユーザは、現在の設備（即ち、図
４に示した設備１）がネットワーク盗用の設備であると特定し、かつ当該ネットワーク盗
用の設備の現在の無線ネットワークへの接続を禁止することを希望する場合、「ブラック
リストに追加」を選択するか、もしくは「無視」などの処理方式を選択することができる
。
【００５９】
　本実施例において、例示的な一実施形態として、設備２が無線ルーターにより構築され
た無線ネットワーク内に位置し、設備２と無線ルーターは当該無線ネットワークを介して
情報インタラクションを行うことができる。また、例示的な他の実施形態として、設備２
が無線ルーターにより構築された無線ネットワーク内に位置せず、且つ設備２と無線ルー
ターはそれぞれインターネットに接続可能であるので、インターネットを介して情報イン
タラクションを行うことができるため、設備２のユーザは遠隔制御を実現できる。例えば
、会社での勤務時間中、自宅の無線ネットワークを管理することができる。
【００６０】
　ステップ５１４において、無線ルーターは設備２からの制御指令を受信する。
【００６１】
　本実施例において、ステップ５１０からステップ５１４までの間、即ち、無線ルーター
が設備１によるネットワーク盗用のリスクを検出した後であって、且つリターンされる制
御指令はまだ受け取っていない際に、この期間中、設備１の無線ルーターに対するクラッ
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クを回避するために、設備１に対する認証操作を一時停止するか、または設備１に対する
認証結果の全部を認証失敗に設定することにより、設備１の無線ネットワークへの接続を
防止することができる。
【００６２】
　ステップ５１６において、設備２からリターンされる制御指令が「ブラックリストに追
加」に対応する場合、無線ルーターは設備１の識別子情報を前記ブラックリストに追加し
、設備２からリターンされる制御指令が「無視」に対応する場合、無線ルーターは設備１
に対する正常な認証操作を回復する。
【００６３】
　前記実施例において、無線ルーターは、短時間内の認証失敗イベントに対する統計結果
により、ネットワーク盗用の行為を自動的に識別し、ユーザとの簡単なインタラクション
操作により、「ネットワーク盗用嫌疑のある設備」をブラックリストに追加するか否かを
決定し、これによって、無線ネットワークの正常使用と高い安全性を確保するとともに、
正常設備に対する誤判定を回避することができる。
【００６４】
　また、図３と図５に示された実施例において、ユーザは、ブラックリストに追加された
設備に対し、誤判定であると見なす場合、無線ルーターにログインして、ブラックリスト
のうちの任意の設備の記録を取り消すことにより、「ネットワーク盗用の設備」に誤判定
された設備を「正常設備」にリセットすることができる。
【００６５】
　本願発明は、前述の情報表示方法の実施例に対応して、接続管理装置の実施例をさらに
提供する。
【００６６】
　図７は、例示的な実施例に係る接続管理装置のブロック図である。図７を参照して、当
該装置は統計ユニット７１と実行ユニット７２を含む。
【００６７】
　そのうち、統計ユニット７１は、設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時
間帯内の前記設備の認証失敗回数を統計するように構成され、
　実行ユニット７２は、前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予
め設定されたリスク処理操作を実行するように構成される。
【００６８】
　前記実施例において、設備に対し認証失敗回数を統計することにより、ネットワーク盗
用のユーザの認証パスワードに対する「試し入力」の行為を正確に識別することができる
ので、直ちにリスク処理操作を実行することにより、ネットワーク盗用のユーザの無線ネ
ットワークに対するクラックを回避することができ、無線ネットワークの安全性を向上す
ることができる。
【００６９】
　図８は、例示的な実施例に係る他の接続管理装置のブロック図である。図８を参照して
、当該実施例の当該装置は、前記の図７に示した実施例の装置に比べて、獲得ユニット７
３と処理ユニット７４をさらに含んでもよい。
【００７０】
　そのうち、獲得ユニット７３は、前記設備により送信された接続構築要求を受信した場
合、前記設備の識別子情報を獲得するように構成され、
　処理ユニット７４は、前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在する場合
、前記接続構築要求を無視し、前記識別子情報が予め設定されたブラックリストに存在し
ない場合、前記設備との無線接続操作を実行するように構成される。
【００７１】
　図９は、例示的な実施例に係る他の接続管理装置のブロック図である。図９に示された
ように当該実施例の実行ユニット７２は、前記図８に示した実施例の実行ユニット７２に
比べて、第１追加サブユニット７２１を含んでもよい。
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【００７２】
　第１追加サブユニット７２１は、前記識別子情報を前記ブラックリストに追加するよう
に構成される。
【００７３】
　図１０は、例示的な実施例に係る他の接続管理装置のブロック図である。図１０に示さ
れたように、当該実施例の実行ユニット７２は、前記図８に示した実施例の実行ユニット
７２に比べて、情報送信サブユニット７２２と第２追加サブユニット７２３を含んでもよ
い。
【００７４】
　そのうち、情報送信サブユニット７２２は、予め設定された管理端末にリスク通知情報
を送信するように構成され、
　第２追加サブユニット７２３は、前記管理端末からリターンされる制御指令により、前
記識別子情報を前記ブラックリストに追加するように構成される。
【００７５】
　図１１は、例示的な実施例に係る他の接続管理装置のブロック図である。図１１に示さ
れたように、当該実施例の実行ユニット７２は、前記図１０に示した実施例の実行ユニッ
ト７２に比べて、認証処理サブユニット７２４をさらに含んでもよい。
【００７６】
　認証処理サブユニット７２４は、前記リスク通知情報を送信した後であって、前記制御
指令を受信する前に、前記設備に対する認証操作を一時停止するか、または前記設備に対
する認証結果を「認証失敗」に設定するように構成される。
【００７７】
　前記実施例の装置において、各モジュールが操作を実行する具体的な方法については、
当該方法に関する実施例を通じて詳細に説明したので、ここでは、その詳細な説明を省略
するようにする。
【００７８】
　装置の実施例の場合、基本的に方法実施例に対応しているため、方法の実施例のうちの
対応する部分に対する説明を参照すればよい。上述の装置の実施例は例示的なものに過ぎ
ず、独立した部品として説明されたユニットの場合、物理的に独立したユニットであって
もよく、物理的に独立してないユニットであってもよく、また、ユニットとして表示され
た部品の場合、物理的なユニットであってもよく、物理的なユニットでなくてもよい。即
ち、１つの場所に位置してもよく、複数のネットワークユニットに分布設定されてもよい
。実際の必要により、一部のモジュールまたは全部のモジュールを選択することにより、
本願発明の技術案の目的を実現することができる。これは、当業者が、創造的労働を必要
とせずに理解及び実施することができる。
【００７９】
　これに対し、本願発明は、さらに、
　プロセッサーと、
　プロセッサーの実行可能なインストラクションを記憶するためのメモリーと、を含む接
続管理装置を提供し、
　前記プロセッサーは、
　設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内の前記設備の認証失敗回数
を統計し、
　前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予め設定されたリスク処
理操作を実行する
　ように構成される。
【００８０】
　これに対し、本願発明は、さらに、
　メモリと、
　１つまたは１つ以上のプログラムと、を含む端末を提供し、
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　１つまたは１つ以上のプログラムは、
　メモリに記憶され、かつ、１つまたは１つ以上のプロセッサーにより実行され、
　設備との無線接続を構築する際に、予め設定された時間帯内の前記設備の認証失敗回数
を統計し、前記認証失敗回数が予め設定された回数閾値以上である場合、予め設定された
リスク処理操作を実行する、操作を行うためのインストラクションを含む。
【００８１】
　図１２は、例示的な実施例に係る他の接続管理装置１２００のブロック図である。例え
ば、装置１２００は、１つの無線ルーターまたは無線ルーター機能を有するスマート端末
として提供されてもよい。図１２を参照して、装置１２００は、１つまたは複数のプロセ
ッサーを備える処理コンポーネント１２２２と、処理コンポーネント１２２２により実行
される、例えばアプリケーションなどのインストラクションを記憶するためのメモリ１２
３２をはじめとするメモリ資源と、を含む。メモリ１２３２に記憶されたアプリケーショ
ンは、１つまたは１つ以上のモジュールを含んでもよく、当該モジュールは、モジュール
毎に１組のインストラクションに対応する。また、処理コンポーネント１２２２は、イン
ストラクションを実行するように構成され、前記接続管理方法を実行する。
【００８２】
　装置１２００は、さらに、
　装置１２００の電源管理を行うように構成される電源コンポーネント１２２６と、装置
１２００をネットワークに接続させるための１つの有線または無線ネットワークインター
フェース１２５０と、１つの入力出力（Ｉ／０）インターフェース１２５８と、を含む。
装置１２００は、メモリー１２３２に記憶された、例えばＷｉｎｄｏｗｓ　Ｓｅｒｖｅｒ
ＴＭ、ＭＡＣ　ＯＳ　ＸＴＭ、ＵｎｉｘＴＭ、ＬｉｎｕｘＴＭ、ＦｒｅｅＢＳＤＴＭまた
はこれらに類似のオペレーティング・システムを操作することができる。
【００８３】
　当業者であれば、明細書を考慮し及びこの発明を実施した後、本発明のその他の実施の
形態を容易に想到し得るだろう。本願は、本発明のいかなる変形、用途または適応的変化
をカバーすることを趣旨とするが、これら変形、用途または適応的変化は、本発明の一般
的原理に従うとともに、本発明により開示されていない本技術分野における公知常識また
は慣用の技術的手段を含むものである。明細書及び実施例は、例示的なものに過ぎず、本
発明の実質的の範囲及び主旨は、特許請求の範囲により規定される。
【００８４】
　本発明は、以上において説明され、且つ図面に示された正確な構造に限られず、その要
旨を逸脱しない範囲内で各種の補正及び変更を行うことができることを理解すべきである
。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によりのみ限定される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図５】
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