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(57)【要約】
　本発明の実施形態は、通信分野に関し、特に、ネット
ワーク接続方法、ホットスポット端末、及び管理端末に
関する。本発明のこの実施形態において、ホットスポッ
ト端末が移動端末のインターネットアクセス要求を受信
すると、ホットスポット端末は、入力要求を移動端末に
送信し、ホットスポット端末は、ユーザ識別情報に従っ
て管理者により入力される許可確認命令を受信し、受信
された許可確認命令に従って移動端末のインターネット
アクセス許可を判定する。本発明の実施形態において提
供されるネットワーク接続方法によれば、移動端末がホ
ットスポット端末の使用により遠隔ネットワークにログ
インするプロセスが面倒で複雑であるという問題が解決
される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク接続方法であって、
　ホットスポット端末によって、移動端末により送信されたインターネットアクセス要求
を受信するステップであって、前記移動端末が前記ホットスポット端末により確立された
非符号化無線ローカルエリアネットワークWLANに前記ホットスポット端末のサービスセッ
ト識別子SSIDに従ってアクセスした後に、前記インターネットアクセス要求が前記ホット
スポット端末に送信される、インターネットアクセス要求を受信するステップと、
　前記ホットスポット端末によって、前記受信されたインターネットアクセス要求に従っ
て入力要求を前記移動端末に送信するステップであって、前記入力要求が、ユーザ識別情
報の送信を前記移動端末に要求するために使用され、前記ユーザ識別情報が、前記移動端
末を使用するユーザを識別するために使用される、入力要求を送信するステップと、
　前記ホットスポット端末によって、前記移動端末により送信された前記ユーザ識別情報
を受信するステップと、
　前記ホットスポット端末によって、前記ユーザ識別情報に従って管理者により入力され
る許可確認命令を受信するステップと、
　前記ホットスポット端末によって、前記受信された許可確認命令に従って前記移動端末
のインターネットアクセス許可を判定するステップとを含む、ネットワーク接続方法。
【請求項２】
　前記ホットスポット端末によって、前記ユーザ識別情報に従って管理者により入力され
る許可確認命令を受信する前記ステップが、具体的に、
　前記ホットスポット端末によって、前記ユーザ識別情報を管理端末に送信するステップ
と、
　前記ホットスポット端末によって、前記管理端末により送信された前記許可確認命令を
受信するステップであって、前記許可確認命令が、前記管理端末により表示された前記ユ
ーザ識別情報に従って前記管理者により入力される、許可確認命令を受信するステップと
を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記ホットスポット端末によって、前記ユーザ識別情報に従って管理者により入力され
る許可確認命令を受信する前記ステップが、具体的に、
　前記ホットスポット端末によって、前記ユーザ識別情報を表示するステップと、
　前記ホットスポット端末によって、前記ユーザ識別情報に従って前記管理者により入力
される前記許可確認命令を受信するステップとを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザ識別情報が、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号、及びユ
ーザ取決め情報のうちの少なくとも1つの情報を含む、請求項1から3のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項５】
　前記ホットスポット端末が前記受信された許可確認命令に従って前記移動端末の前記イ
ンターネットアクセス許可を判定した後に、前記ホットスポット端末によって、前記移動
端末による前記WLANへのアクセスのインターネットアクセス制限を、予め設定されたイン
ターネットアクセス条件に従って設定するステップを更に含む、請求項1から4のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項６】
　ネットワーク接続方法であって、
　管理端末によって、ホットスポット端末により送信されたユーザ識別情報を受信するス
テップであって、前記ユーザ識別情報が、移動端末を使用するユーザを識別するために使
用され、前記移動端末が、前記ホットスポット端末により確立された非符号化無線ローカ
ルエリアネットワークWLANにアクセスし、インターネットアクセス要求を前記ホットスポ
ット端末に送信する端末である、ユーザ識別情報を受信するステップと、
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　前記管理端末によって、前記ユーザ識別情報を表示するステップと、
　前記管理端末によって、前記管理端末により表示された前記ユーザ識別情報に従って管
理者により入力される許可確認命令を受信するステップと、
　前記管理端末によって、前記ホットスポット端末が前記移動端末のインターネットアク
セス許可を判定するために、前記許可確認命令を前記ホットスポット端末に送信するステ
ップとを含む、ネットワーク接続方法。
【請求項７】
　前記管理端末によって、前記許可確認命令を前記ホットスポット端末に送信した後に、
前記管理端末によって、前記移動端末のインターネットアクセス条件を設定し、前記設定
されたインターネットアクセス条件を前記ホットスポット端末に送信するステップを更に
含む、請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　前記ユーザ識別情報が、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号、及びユ
ーザ取決め情報のうちの少なくとも1つの情報を含む、請求項6又は7に記載の方法。
【請求項９】
　ホットスポット端末であって、通信モジュール及びプロセッサを備え、
　前記プロセッサが、非符号化無線ローカルエリアネットワークWLANを確立するように構
成され、
　前記通信モジュールが、移動端末により送信されたインターネットアクセス要求を受信
するように構成され、前記移動端末が前記プロセッサにより確立された前記非符号化無線
ローカルエリアネットワークWLANに前記ホットスポット端末のサービスセット識別子SSID
に従ってアクセスした後に、前記インターネットアクセス要求が前記ホットスポット端末
に送信され、
　前記プロセッサが、前記通信モジュールにより受信された前記インターネットアクセス
要求に従って入力要求を前記移動端末に送信することを前記通信モジュールに命令するよ
うに更に構成され、前記入力要求が、ユーザ識別情報の送信を前記移動端末に要求するた
めに使用され、前記ユーザ識別情報が、前記移動端末を使用するユーザを識別するために
使用され、
　前記通信モジュールが、前記移動端末により送信された前記ユーザ識別情報を受信する
ように更に構成され、
　前記プロセッサが、前記ユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確認命令
を受信し、前記移動端末のインターネットアクセス許可を前記許可確認命令に従って判定
するように更に構成される、ホットスポット端末。
【請求項１０】
　前記通信モジュールが、前記ユーザ識別情報を管理端末に送信し、前記管理端末により
送信された前記許可確認命令を受信し、前記許可確認命令を前記プロセッサに送信するよ
うに更に構成され、前記許可確認命令が、前記管理端末により表示された前記ユーザ識別
情報に従って前記管理者により入力される、請求項9に記載のホットスポット端末。
【請求項１１】
　前記ホットスポット端末が、表示モジュール及び入力モジュールを更に備え、
　前記表示モジュールが、前記移動端末により送信された前記ユーザ識別情報を前記通信
モジュールが受信した後に前記ユーザ識別情報を表示するように構成され、
　前記ユーザ識別情報に従って前記管理者により入力される前記許可確認命令を受信する
と、前記プロセッサが、具体的に、前記ユーザ識別情報に従って前記管理者により入力さ
れる前記許可確認命令を前記入力モジュールの使用により受信するように構成される、請
求項9に記載のホットスポット端末。
【請求項１２】
　前記移動端末の前記インターネットアクセス許可が前記許可確認命令に従って判定され
た後に、前記プロセッサが、前記移動端末による前記WLANへのアクセスのインターネット
アクセス制限を、予め設定されたインターネットアクセス条件に従って設定するように更
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に構成される、請求項9から11のいずれか一項に記載のホットスポット端末。
【請求項１３】
　前記ユーザ識別情報が、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号、及びユ
ーザ取決め情報のうちの少なくとも1つの情報を含む、請求項9から12のいずれか一項に記
載のホットスポット端末。
【請求項１４】
　管理端末であって、通信モジュール、表示モジュール、入力モジュール、及びプロセッ
サを備え、
　前記通信モジュールが、ホットスポット端末により送信されたユーザ識別情報を受信す
るように構成され、前記ユーザ識別情報が、移動端末を使用するユーザを識別するために
使用され、前記移動端末が、前記ホットスポット端末により確立された非符号化無線ロー
カルエリアネットワークWLANにアクセスし、インターネットアクセス要求を前記ホットス
ポット端末に送信する端末であり、
　前記表示モジュールが、前記ユーザ識別情報を表示するように構成され、
　前記プロセッサが、前記表示モジュールにより表示された前記ユーザ識別情報に従って
管理者により入力される許可確認命令を前記入力モジュールの使用により受信するように
構成され、
　前記プロセッサが、前記移動端末のインターネットアクセス許可を前記ホットスポット
端末が判定するために、前記許可確認命令を前記ホットスポット端末に送信することを前
記許可確認命令に従って前記通信モジュールに命令するように更に構成される、管理端末
。
【請求項１５】
　前記通信モジュールが前記許可確認情報を前記ホットスポット端末に送信した後に、前
記プロセッサが、前記移動端末のインターネットアクセス条件を設定するように更に構成
され、
　前記通信モジュールが、前記プロセッサにより設定された前記インターネットアクセス
条件を前記ホットスポット端末に送信するように更に構成される、請求項14に記載の管理
端末。
【請求項１６】
　前記ユーザ識別情報が、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号、及びユ
ーザ取決め情報のうちの少なくとも1つの情報を含む、請求項14又は15に記載の管理端末
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、通信分野に関し、特に、ネットワーク接続方法、ホットスポット
端末、及び管理端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動端末の普及によって、移動端末は、現在、映像監視、ウェブページ閲覧、インスタ
ントメッセージング、又は音楽鑑賞等のデータサービスを実施するように、申請アクセス
ポイント（Access Point、AP）として使用されるホットスポット端末により確立された無
線ローカルエリアネットワーク（Wireless Local Area Network、WLAN）にアクセスする
。しかし、WLANにアクセスする移動端末のセキュリティを確保するために、符号化WLANが
ホットスポット端末において確立される場合があり、移動端末がホットスポット端末によ
り確立されたWLANにアクセスするために正しいパスワードの入力を要する。
【０００３】
　一部の申請シナリオにおいて、移動端末がホットスポット端末により確立された符号化
WLANにアクセスするときには、パスワード入力の困難、又は複雑すぎるパスワード、又は
パスワード取得の困難等の問題があり、この問題は、移動端末により符号化WLANにアクセ
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スする面倒なプロセスを生じさせる。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の実施形態は、安全で便利なネットワーク接続を実施するための、ネットワーク
接続方法、ホットスポット端末、及び管理端末を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第1の態様によれば、ホットスポット端末によって、移動端末により送信され
たインターネットアクセス要求を受信するステップであって、移動端末がホットスポット
端末により確立された非符号化無線ローカルエリアネットワークWLANにホットスポット端
末のサービスセット識別子SSIDに従ってアクセスした後に、インターネットアクセス要求
がホットスポット端末に送信される、インターネットアクセス要求を受信するステップと
、
　ホットスポット端末によって、受信されたインターネットアクセス要求に従って入力要
求を移動端末に送信するステップであって、入力要求が、ユーザ識別情報の送信を移動端
末に要求するために使用され、ユーザ識別情報が、移動端末を使用するユーザを識別する
ために使用される、入力要求を送信するステップと、ホットスポット端末によって、移動
端末により送信されたユーザ識別情報を受信するステップと、ホットスポット端末によっ
て、ユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確認命令を受信するステップと
、ホットスポット端末によって、受信された許可確認命令に従って移動端末のインターネ
ットアクセス許可を判定するステップとを含む、ネットワーク接続方法が提供される。
【０００６】
　第1の可能な実施方式において、ホットスポット端末によって、ユーザ識別情報に従っ
て管理者により入力される許可確認命令を受信するステップは、具体的に、ホットスポッ
ト端末によって、ユーザ識別情報を管理端末に送信するステップと、ホットスポット端末
によって、管理端末により送信された許可確認命令を受信するステップであって、許可確
認命令が、管理端末により表示されたユーザ識別情報に従って管理者により入力される、
許可確認命令を受信するステップとを含む。
【０００７】
　第1の態様を参照すれば、第2の可能な実施方式において、ホットスポット端末によって
、ユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確認命令を受信するステップは、
具体的に、ホットスポット端末によって、ユーザ識別情報を表示するステップと、ホット
スポット端末によって、ユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確認命令を
受信するステップとを含む。
【０００８】
　第1の態様及び前述した可能な実施方式のいずれか1つを参照すれば、第3の可能な実施
方式において、ユーザ識別情報は、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号
、及びユーザ取決め情報のうちの少なくとも1つの情報を含む。
【０００９】
　第1の態様及び前述した可能な実施方式のいずれか1つを参照すれば、第4の可能な実施
方式において、ホットスポット端末が受信された許可確認命令に従って移動端末のインタ
ーネットアクセス許可を判定した後に、ホットスポット端末は、移動端末によるWLANへの
アクセスのインターネットアクセス制限を、予め設定されたインターネットアクセス条件
に従って設定する。
【００１０】
　第2の態様によれば、管理端末によって、ホットスポット端末により送信されたユーザ
識別情報を受信するステップであって、ユーザ識別情報が、移動端末を使用するユーザを
識別するために使用され、移動端末が、ホットスポット端末により確立された非符号化無
線ローカルエリアネットワークWLANにアクセスし、インターネットアクセス要求をホット
スポット端末に送信する端末である、ユーザ識別情報を受信するステップと、管理端末に
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よって、ユーザ識別情報を表示するステップと、管理端末によって、管理端末により表示
されたユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確認命令を受信するステップ
と、管理端末によって、ホットスポット端末が移動端末のインターネットアクセス許可を
判定するために、許可確認命令をホットスポット端末に送信するステップとを含む、ネッ
トワーク接続方法が提供される。
【００１１】
　第1の可能な実施方式において、管理端末が許可確認命令をホットスポット端末に送信
した後に、管理端末は、移動端末のインターネットアクセス条件を設定し、設定されたイ
ンターネットアクセス条件をホットスポット端末に送信する。
【００１２】
　第2の態様及び第1の可能な実施方式を参照すれば、第2の可能な実施方式において、ユ
ーザ識別情報は、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号、及びユーザ取決
め情報のうちの少なくとも1つの情報を含む。
【００１３】
　第3の態様によれば、通信モジュール及びプロセッサを備えるホットスポット端末であ
って、プロセッサが、非符号化無線ローカルエリアネットワークWLANを確立するように構
成され、通信モジュールが、移動端末により送信されたインターネットアクセス要求を受
信するように構成され、移動端末がプロセッサにより確立された非符号化無線ローカルエ
リアネットワークWLANにホットスポット端末のサービスセット識別子SSIDに従ってアクセ
スした後に、インターネットアクセス要求がホットスポット端末に送信され、プロセッサ
が、通信モジュールにより受信されたインターネットアクセス要求に従って入力要求を移
動端末に送信することを通信モジュールに命令するように更に構成され、入力要求が、ユ
ーザ識別情報の送信を移動端末に要求するために使用され、ユーザ識別情報が、移動端末
を使用するユーザを識別するために使用され、通信モジュールが、移動端末により送信さ
れたユーザ識別情報を受信するように更に構成され、プロセッサが、ユーザ識別情報に従
って管理者により入力される許可確認命令を受信し、移動端末のインターネットアクセス
許可を許可確認命令に従って判定するように更に構成される、ホットスポット端末が提供
される。
【００１４】
　第1の可能な実施方式において、通信モジュールは、ユーザ識別情報を管理端末に送信
し、管理端末により送信された許可確認命令を受信し、許可確認命令をプロセッサに送信
するように更に構成され、許可確認命令が、管理端末により表示されたユーザ識別情報に
従って管理者により入力される。
【００１５】
　第2の可能な実施方式において、ホットスポット端末は、表示モジュール及び入力モジ
ュールを更に備え、
　表示モジュールが、移動端末により送信されたユーザ識別情報を通信モジュールが受信
した後にユーザ識別情報を表示するように構成され、ユーザ識別情報に従って管理者によ
り入力される許可確認命令を受信すると、プロセッサが、具体的に、ユーザ識別情報に従
って管理者により入力される許可確認命令を入力モジュールの使用により受信するように
構成される。
【００１６】
　第3の態様及び前述した可能な実施方式のいずれか1つを参照すれば、移動端末のインタ
ーネットアクセス許可が許可確認命令に従って判定された後に、プロセッサは、移動端末
によるWLANへのアクセスのインターネットアクセス制限を、予め設定されたインターネッ
トアクセス条件に従って設定するように更に構成される。
【００１７】
　第3の態様及び前述した可能な実施方式のいずれか1つを参照すれば、ユーザ識別情報は
、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号、及びユーザ取決め情報のうちの
少なくとも1つの情報を含む。
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【００１８】
　第4の態様によれば、通信モジュール、表示モジュール、入力モジュール、及びプロセ
ッサを備える管理端末であって、通信モジュールが、ホットスポット端末により送信され
たユーザ識別情報を受信するように構成され、ユーザ識別情報が、移動端末を使用するユ
ーザを識別するために使用され、移動端末が、ホットスポット端末により確立された非符
号化無線ローカルエリアネットワークWLANにアクセスし、インターネットアクセス要求を
ホットスポット端末に送信する端末であり、
　表示モジュールが、ユーザ識別情報を表示するように構成され、
　プロセッサが、表示モジュールにより表示されたユーザ識別情報に従って管理者により
入力される許可確認命令を入力モジュールの使用により受信するように構成され、
　プロセッサが、移動端末のインターネットアクセス許可をホットスポット端末が判定す
るために、許可確認命令をホットスポット端末に送信することを許可確認命令に従って通
信モジュールに命令するように更に構成される、管理端末が提供される。
【００１９】
　第1の可能な実施方式において、通信モジュールが許可確認情報をホットスポット端末
に送信した後に、プロセッサは、移動端末のインターネットアクセス条件を設定するよう
に更に構成され、
　通信モジュールは、プロセッサにより設定されたインターネットアクセス条件をホット
スポット端末に送信するように更に構成される。
【００２０】
　第3の態様及び第1の可能な実施方式によれば、ユーザ識別情報は、ユーザネーム、ユー
ザニックネーム、ユーザ電話番号、及びユーザ取決め情報のうちの少なくとも1つの情報
を含む。
【００２１】
　本発明の実施形態の技術的解決策において、ホットスポット端末が移動端末のインター
ネットアクセス要求を受信すると、ホットスポット端末は入力要求を移動端末に送信し、
ホットスポット端末は、ユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確認命令を
受信し、受信された許可確認命令に従って移動端末のインターネットアクセス許可を判定
することを、前述した技術的解決策から知ることができる。ホットスポット端末は、受信
された許可確認命令に従って移動端末のインターネットアクセス許可を判定し、ホットス
ポット端末により確立された無線ローカルエリアネットワークに移動端末がアクセスする
プロセスが安全であることを確実にするという前提の下で、より便利で効率的なネットワ
ーク接続方法を提供することができる。
【００２２】
　本発明の実施形態の技術的解決策をより明確に記述するために、以下には、実施形態を
記述するために必要とされる添付図面を簡単に紹介している。明らかなように、以下の説
明の添付図面は、本発明の単なる一部の実施形態を示しており、当業者は、これらの添付
図面から想像的な努力を伴わずに他の図面を更に導き出し得る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】移動端末が本発明の実施形態によるホットスポット端末により確立された無線ロ
ーカルエリアネットワークにアクセスする申請シナリオの概略図である。
【図２】移動端末が本発明の別の実施形態によるホットスポット端末により確立された無
線ローカルエリアネットワークにアクセスする申請シナリオの概略図である。
【図３】本発明の実施形態によるネットワーク接続方法の概略フローチャートである。
【図４】移動端末がホットスポット端末のサービスセット識別子SSIDを見出すことを示し
ている、インターフェイスの概略図である。
【図５Ａ】ホットスポット端末が入力要求を移動端末に送信することを示している、イン
ターフェイスの概略図である。
【図５Ｂ】ユーザが入力要求インターフェイスに従ってユーザ識別情報を入力することを
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示している、インターフェイスの概略図である。
【図６】本発明の別の実施形態によるネットワーク接続方法の概略フローチャートである
。
【図７】本発明の別の実施形態によるネットワーク接続方法の概略フローチャートである
。
【図８】本発明の実施形態によるホットスポット端末80の概略構成図である。
【図９】本発明の実施形態によるプロセッサ802の概略構成図である。
【図１０】本発明の実施形態による管理端末100の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下には、本発明の実施形態の添付図面を参照して本発明の実施形態の技術的解決策を
明確に完全に記述している。明らかなように、記述している実施形態は、本発明の実施形
態の単なる一部であり、全てではない。本発明の実施形態に基づいて想像的な努力を伴わ
ずに当業者により得られる他の全ての実施形態は、本発明の保護範囲の範疇に属するべき
である。
【００２５】
　図1は、移動端末が本発明の実施形態によるホットスポット端末により確立された無線
ローカルエリアネットワークにアクセスする申請シナリオの概略図である。図1に示すよ
うに、装置Aはホットスポット端末であり、装置Aは、遠隔ネットワークにログインするた
めにWAN（Wide Area Network、広域ネットワーク）の申請アクセスポイント（Access Poi
nt、AP）として使用される。装置BはLAN（Local Area Network、ローカルエリアネットワ
ーク）側の移動端末であり、移動端末は、映像監視、ウェブページ閲覧、インスタントメ
ッセージング、又は音楽鑑賞等のデータサービスを実施するように、APとして使用される
装置Aにより確立されたWLAN（Wireless Local Area Network、無線ローカルエリアネット
ワーク）にアクセスする。本発明のこの実施形態の申請シナリオにおいて、装置Aを操作
する人は管理者と称され、装置Bを操作する人はユーザと称される。
【００２６】
　図2は、移動端末が本発明の別の実施形態によるホットスポット端末により確立された
無線ローカルエリアネットワークにアクセスする申請シナリオの概略図である。図2に示
すように、装置Aはホットスポット端末であり、遠隔ネットワークにログインするためにW
ANの申請アクセスポイントとして使用される。装置BはLAN側の移動端末であり、移動端末
は、映像監視、ウェブページ閲覧、インスタントメッセージング、又は音楽鑑賞等のデー
タサービスを実施するように、APとして使用される装置Aにより確立されたWLANにアクセ
スする。装置Cは、LAN側の移動端末であり、管理端末と称される。本発明のこの実施形態
の申請シナリオにおいて、装置Cを操作する人は管理者と称され、装置Bを操作する人はユ
ーザと称される。
【００２７】
　本発明において、関係する移動端末は、例えば、移動電話、PC（Personal Computer、
パーソナルコンピュータ）、タブレットコンピュータPAD、デジタルカメラ、及びゲーム
機であり得る。ホットスポット端末は、例えば、無線ルータ、携帯型ルータ、無線モデム
、移動電話、PC（Personal Computer、パーソナルコンピュータ）、タブレットコンピュ
ータPAD、及びデジタルカメラであり得る。管理端末は、例えば、移動電話、PC（Persona
l Computer、パーソナルコンピュータ）、タブレットコンピュータPAD、デジタルカメラ
、及びゲーム機であり得る。
【００２８】
　先行技術において、無線ローカルエリアネットワークにアクセスする移動端末のセキュ
リティを確保するために、ホットスポット端末は、パスワードが設定される無線ローカル
エリアネットワークを確立する。データサービスを実施するように、移動端末がホットス
ポット端末により確立された符号化WLANにアクセスするためには、正しいパスワードの入
力を要する。一部の申請シナリオにおいて、移動端末がホットスポット端末により確立さ
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れた符号化WLANにアクセスするときには、以下の問題が起き易い：パスワードが複雑すぎ
るためにパスワードの入力が困難である若しくはパスワードの取得が困難である、又はパ
スワードが開示されると任意の移動端末が符号化WLANにアクセスできる。結果として、移
動端末がホットスポット端末により確立された符号化WLANにアクセスするプロセスは、面
倒で複雑である。
【００２９】
　図3は、本発明の実施形態によるネットワーク接続方法の概略フローチャートである。
本方法は以下のステップを含む：
【００３０】
　S301．ホットスポット端末は、移動端末により送信されたインターネットアクセス要求
を受信する。
【００３１】
　インターネットアクセス要求は、移動端末がホットスポット端末により確立された非符
号化WLANにホットスポット端末のサービスセット識別子（Service Set Identifier、SSID
）に従ってアクセスした後に、ホットスポット端末に送信される。移動端末がホットスポ
ット端末により確立された非符号化WLANにホットスポット端末のSSIDに従ってアクセスす
ると、ホットスポット端末は、移動端末のMACアドレスを取得し、移動端末のMACアドレス
は、移動端末を一意に識別するために使用される。
【００３２】
　ホットスポット端末のSSIDは、ホットスポット端末によりWIFI（Wireless Fidelity、
ワイファイ）方式にて一斉送信されてもよく、ホットスポット端末によりNFC（Near Fiel
d Communication、近距離無線通信）等の別の方式にて一斉送信されてもよい。
【００３３】
　インターネットアクセス要求は、具体的に、sina（ニュースウェブサイト）、yahoo、s
ohu（映像ウェブサイト）、若しくはyouku（映像ウェブサイト）等のウェブサイトにログ
インするための要求、又はMSN若しくはQQ（チャットツール）等、インターネットアクセ
スを必要とする別の申請プログラムにログインするための要求であり得る。
【００３４】
　移動端末がホットスポット端末のSSIDを見出すと、移動端末は、ホットスポット端末に
より確立されたWLANにホットスポット端末の見出されたSSIDに従ってアクセスすることを
要求する。ホットスポット端末は非符号化WLANを確立し、すなわち、移動端末は、パスワ
ードの入力を要しない場合には、ホットスポット端末により確立された非符号化WLANにSS
IDネームに従ってアクセスし得る。
【００３５】
　図4は、移動端末がホットスポット端末のSSIDを見出すことを示している、インターフ
ェイスの概略図であり、図4に示すように、移動端末は、パスワード入力を必要としないS
SID：E5730－Openを見出し、移動端末は、ホットスポット端末により確立された非符号化
WLANにE5730－Openに従ってアクセスし得る。
【００３６】
　移動端末がホットスポット端末により確立された非符号化WLANにアクセスした後に、移
動端末は、映像監視、ウェブページ閲覧、インスタントメッセージング、又は音楽鑑賞等
のユーザ要求に従ってインターネットアクセス要求をホットスポット端末に送信して、ホ
ットスポット端末の使用により遠隔ネットワークにログインすることを要求する。例えば
、移動端末は、ホットスポット端末の使用によりsina（ニュースウェブサイト）、yahoo
、sohu（映像ウェブサイト）、又はyouku（映像ウェブサイト）にログインすることを要
求する。
【００３７】
　S302．ホットスポット端末は、受信されたインターネットアクセス要求に従って入力要
求を移動端末に送信し、入力要求は、ユーザ識別情報の送信を移動端末に要求するために
使用される。
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【００３８】
　ホットスポット端末が移動端末により送信されたインターネットアクセス要求を受信す
ると、ホットスポット端末は、受信されたインターネットアクセス要求に従って入力要求
を移動端末に送信する。具体的に、移動端末は、ホットスポット端末の使用により遠隔ネ
ットワークにログインすることを要求し、ホットスポット端末は、受信されたインターネ
ットアクセス要求に従って、移動端末が遠隔ネットワークにログインすることを防止し、
ユーザ識別情報の送信を移動端末に要求するために入力要求を移動端末に送信する。ユー
ザ識別情報は、移動端末を使用するユーザを識別するために使用され、ユーザ識別情報は
、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号、及びユーザ取決め情報のうちの
少なくとも1つの情報を含み得る。ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号
、及びユーザ取決め情報のうちの前述した少なくとも1つの情報は、管理者がユーザの身
元を区別できるように使用される。
【００３９】
　本発明の別の実施形態において、ホットスポット端末は、受信されたインターネットア
クセス要求に従って、移動端末が遠隔ネットワークにログインすることを防止し、入力要
求を移動端末に送信し、このことは、ホットスポット端末により転送方式にて実施され得
る。すなわち、ホットスポット端末は、移動端末により送信されたインターネットアクセ
ス要求を入力要求に転送方式にて転送する。例えば、移動端末は、sinaにログインするこ
とを要求し、ホットスポット端末は、入力要求を移動端末に転送方式にて送信し、図5Aは
、入力要求の具体的な表示インターフェイスの例である。
【００４０】
　図5Aは、ホットスポット端末が入力要求を移動端末に送信することを示している、イン
ターフェイスの概略図である。図5Aに示すように、ホットスポット端末は、ユーザ識別情
報の送信を移動端末に要求するために、受信されたインターネットアクセス要求に従って
入力要求を移動端末に送信する。
【００４１】
　入力を必要とするユーザ識別情報は、図5Aのインターフェイスの概略図に表示され、例
えば、以下の情報のうちの1つ又は複数を含み得る：許可申請情報、ニックネーム、及び
ユーザ電話番号。
【００４２】
　S303．ホットスポット端末は、移動端末により送信されたユーザ識別情報を受信する。
【００４３】
　ユーザ識別情報は、例えば、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号、及
びユーザ取決め情報のうちの少なくとも1つの情報であり得る。ユーザ取決め情報は、具
体的なテキスト及び具体的な数字の列等、ユーザと管理者の間の取決めについての任意の
情報であり得る。
【００４４】
　図5Bは、移動端末により送信されホットスポット端末により受信されるユーザ識別情報
のインターフェイスの概略図である。図5Bのインターフェイスの概略図は説明の例として
使用される。
【００４５】
　ユーザは、インターフェイスに表示され入力を必要とするユーザ識別情報に従ってユー
ザ識別情報を入力し、例えば、入力されたユーザ識別情報は、許可申請情報が「私はリー
シー、あなたのAPを使って遠隔ネットワークにログインしたい。承認してください。」で
あり、ニックネームが「トム」であることを含む。移動端末によりホットスポット端末に
送信されたユーザ識別情報は、許可申請情報「私はリーシー、あなたのAPを使って遠隔ネ
ットワークにログインしたい。承認してください。」及びニックネーム「トム」である。
【００４６】
　移動端末の表示インターフェイスが、「SMSメッセージにより承認結果を私に通知して
ください。」等の他の内容を更に含んでもよく、ユーザが承認結果をSMSメッセージによ
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り受信するかどうかを選んでもよく、ユーザが承認結果をSMSメッセージにより受信する
ことを選んだ場合に、ユーザがSMSメッセージを受信するために電話番号を記入してもよ
いことに留意されたい。加えて、移動端末の表示インターフェイスは、「E5730－Open」
及び「こちらはチャンサンの無線ルータです。」等、現在のWLANについての説明を更に含
み得る。
【００４７】
　S304．ホットスポット端末は、ユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確
認命令を受信する。
【００４８】
　同様に、図5Bのインターフェイスの概略図は説明の例として使用される。ユーザがユー
ザ識別情報を入力しユーザが確認のためにクリック（例えば、「インターネットアクセス
を申請する」をクリック）した後に、ホットスポット端末は、移動端末により送信された
ユーザ識別情報を受信し、インターフェイスに表示されたユーザ識別情報は、許可申請情
報「私はリーシー、あなたのAPを使って遠隔ネットワークにログインしたい。承認してく
ださい。」及びニックネーム「トム」を含む。
【００４９】
　任意選択的に、移動端末により送信されたユーザ識別情報は、許可申請情報のみを含ん
でもよく、ニックネームのみを含んでもよく、ユーザの識別を管理者に可能にさせるため
に使用される他の識別情報、例えば、ユーザネーム、ユーザ電話番号、又はユーザ取決め
情報のうちの少なくとも1つであってもよい。
【００５０】
　ホットスポット端末がユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確認命令を
受信する2つの方式があり得る。
【００５１】
　1つの方式は以下のとおりである：ホットスポット端末は、ユーザ識別情報を管理端末
に送信し、ホットスポット端末は、管理端末により送信された許可確認命令を受信し、許
可確認命令は、管理端末により表示されたユーザ識別情報に従って管理者により入力され
る。
【００５２】
　例えば、ホットスポット端末は、ユーザ識別情報を管理端末に送信し、ユーザ識別情報
は、「私はリーシー、あなたのAPを使って遠隔ネットワークにログインしたい。承認して
ください。」及びニックネーム「トム」を含む。
【００５３】
　管理端末のインターフェイスに表示されたユーザ識別情報は、許可申請情報「私はリー
シー、あなたのAPを使って遠隔ネットワークにログインしたい。承認してください。」及
びニックネーム「トム」を含む。許可申請情報「私はリーシー、あなたのAPを使って遠隔
ネットワークにログインしたい。承認してください。」及びニックネーム「トム」を含む
、管理端末により表示されたユーザ識別情報に従って、管理者は、管理端末のタッチスク
リーンを操作することにより、又は管理端末の物理的なボタンを押すことにより、又は別
の方式にて許可確認命令を入力する。
【００５４】
　他の方式において、ホットスポット端末によって、ユーザ識別情報に従って管理者によ
り入力される許可確認命令を受信することは、具体的に、ホットスポット端末によって、
ユーザ識別情報を表示すること、及びホットスポット端末によって、ユーザ識別情報に従
って管理者により入力される許可確認命令を受信することを含む。
【００５５】
　例えば、ユーザ識別情報は、ホットスポット端末のインターフェイスに表示され、ユー
ザ識別情報は、許可申請情報「私はリーシー、あなたのAPを使って遠隔ネットワークにロ
グインしたい。承認してください。」及びニックネーム「トム」を含む。
【００５６】
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　許可申請情報「私はリーシー、あなたのAPを使って遠隔ネットワークにログインしたい
。承認してください。」及びニックネーム「トム」を含む、ホットスポット端末により表
示されたユーザ識別情報に従って、管理者は、ホットスポット端末のタッチスクリーンを
操作することにより、又はホットスポット端末の物理的なボタンを押すことにより、又は
別の方式にて許可確認命令を入力する。
【００５７】
　S305．ホットスポット端末は、移動端末のインターネットアクセス許可を受信された許
可確認命令に従って判定する。
【００５８】
　ホットスポット端末は、ユーザ識別情報に従って管理者により入力され受信された許可
確認命令に従って、移動端末がホットスポット端末の使用により遠隔ネットワークにログ
インできるかどうかを判定する。
【００５９】
　本発明のこの実施形態において、ホットスポット端末が移動端末のインターネットアク
セス要求を受信すると、ホットスポット端末は、入力要求を移動端末に送信し、ホットス
ポット端末は、ユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確認命令を受信し、
受信された許可確認命令に従って移動端末のインターネットアクセス許可を判定する。移
動端末がホットスポット端末の使用により遠隔ネットワークにログインするときにパスワ
ードの入力が複雑で面倒であるという問題は解決される。ホットスポット端末の使用によ
り移動端末によるネットワーク接続を行うための便利で効率的な方法は、移動端末がホッ
トスポット端末の使用により遠隔ネットワークに安全にログインできることを確実にする
という前提の下で提供される。
【００６０】
　図6は、本発明の別の実施形態によるネットワーク接続方法の概略フローチャートであ
る。本方法は以下のステップを含む：
【００６１】
　S601．移動端末は、ホットスポット端末により確立された非符号化WLANにホットスポッ
ト端末のSSIDに従ってアクセスする。
【００６２】
　ホットスポット端末は、非符号化WLANを確立し、すなわち、移動端末は、パスワードの
入力を要しない場合には、ホットスポット端末により確立された非符号化WLANにSSIDに従
ってアクセスし得る。例えば、移動端末はパスワードの入力を必要としないSSID：E5730
－Openを見出し、移動端末は、ホットスポット端末により確立された非符号化WLANにE573
0－Openに従ってアクセスし得る。
【００６３】
　ホットスポット端末のSSIDは、ホットスポット端末によりWIFI（Wireless Fidelity、
ワイファイ）方式にて一斉送信されてもよく、ホットスポット端末によりNFC（Near Fiel
d Communication、近距離無線通信）等の別の方式にて一斉送信されてもよい。
【００６４】
　移動端末がホットスポット端末により確立された非符号化WLANにホットスポット端末の
SSIDに従ってアクセスすると、ホットスポット端末は、移動端末のMACアドレスを取得し
、移動端末のMACアドレスは、移動端末を一意に識別するために使用される。
【００６５】
　S602．移動端末は、インターネットアクセス要求をホットスポット端末に送信する。
【００６６】
　インターネットアクセス要求は、具体的に、sina（ニュースウェブサイト）、yahoo、s
ohu（映像ウェブサイト）、若しくはyouku（映像ウェブサイト）等のウェブサイトにログ
インするための要求、又はMSN若しくはQQ（チャットツール）等、インターネットアクセ
スを必要とする別の申請プログラムにログインするための要求であり得る。
【００６７】
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　移動端末がホットスポット端末により確立された非符号化WLANにアクセスした後に、移
動端末は、映像監視、ウェブページ閲覧、インスタントメッセージング、又は音楽鑑賞等
のユーザ要求に従ってインターネットアクセス要求をホットスポット端末に送信して、ホ
ットスポット端末の使用により遠隔ネットワークにログインすることを要求する。例えば
、移動端末は、ホットスポット端末の使用によりsina（ニュースウェブサイト）、yahoo
、sohu（映像ウェブサイト）、youku（映像ウェブサイト）等にログインすることを要求
する。
【００６８】
　S603．ホットスポット端末は、受信されたインターネットアクセス要求に従って入力要
求を移動端末に送信する。
【００６９】
　入力要求は、ユーザ識別情報の送信を移動端末に要求するために使用される。
【００７０】
　ホットスポット端末が移動端末により送信されたインターネットアクセス要求を受信す
ると、ホットスポット端末は、受信されたインターネットアクセス要求に従って入力要求
を移動端末に送信する。具体的に、移動端末は、ホットスポット端末の使用により遠隔ネ
ットワークにログインすることを要求し、ホットスポット端末は、受信されたインターネ
ットアクセス要求に従って、移動端末が遠隔ネットワークにログインすることを防止し、
ユーザ識別情報の送信を移動端末に要求するために入力要求を移動端末に送信する。ユー
ザ識別情報は、移動端末を使用するユーザを識別するために使用され、ユーザ識別情報は
、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号、及びユーザ取決め情報のうちの
少なくとも1つの情報を含む。
【００７１】
　本発明の別の実施形態において、ホットスポット端末は、受信されたインターネットア
クセス要求に従って、移動端末が遠隔ネットワークにログインすることを防止し、入力要
求を移動端末に送信し、このことは、ホットスポット端末により転送方式にて実施され得
る。すなわち、ホットスポット端末は、移動端末により送信されたインターネットアクセ
ス要求を入力要求に転送方式にて転送する。例えば、移動端末は、sinaにログインするこ
とを要求し、ホットスポット端末は、入力要求を移動端末に転送方式にて送信し、図5Aは
、入力要求の具体的な表示インターフェイスの例である。
【００７２】
　S604．移動端末は、受信された入力要求に従ってユーザ識別情報をホットスポット端末
に送信する。
【００７３】
　ユーザ識別情報は、例えば、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号、及
びユーザ取決め情報のうちの少なくとも1つの情報であり得る。
【００７４】
　S605．ホットスポット端末は、受信されたユーザ識別情報を表示する。
【００７５】
　図5Bのインターフェイスの概略図は説明の例として使用され、インターフェイスに表示
された要求に従ってユーザにより入力される許可申請情報は、「私はリーシー、あなたの
APを使って遠隔ネットワークにログインしたい。承認してください。」である。 移動端
末によりホットスポット端末に送信されたユーザ識別情報は、許可申請情報「私はリーシ
ー、あなたのAPを使って遠隔ネットワークにログインしたい。承認してください。」及び
ニックネーム「トム」である。
【００７６】
　S606．ホットスポット端末は、ユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確
認命令を受信する。
【００７７】
　管理者は、ホットスポット端末により表示されたユーザ識別情報に従って許可確認命令
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を入力する。
【００７８】
　例えば、ユーザ識別情報は、ホットスポット端末のインターフェイスに表示され、ユー
ザ識別情報は、許可申請情報「私はリーシー、あなたのAPを使って遠隔ネットワークにロ
グインしたい。承認してください。」及びニックネーム「トム」を含む。
【００７９】
　ホットスポット端末により表示されたユーザ識別情報に従って、その場合にユーザ識別
情報が許可申請情報「私はリーシー、あなたのAPを使って遠隔ネットワークにログインし
たい。承認してください。」及びニックネーム「トム」を含み、管理者は、ホットスポッ
ト端末のタッチスクリーンを操作することにより、又はホットスポット端末の物理的なボ
タンを押すことにより、又は別の方式にて許可確認命令を入力する。
【００８０】
　S607．ホットスポット端末は、移動端末のインターネットアクセス許可を受信された許
可確認命令に従って判定する。
【００８１】
　ホットスポット端末は、ユーザ識別情報に従って管理者により入力され受信された許可
確認命令に従って、移動端末がホットスポット端末の使用により遠隔ネットワークにログ
インできるかどうかを判定する。
【００８２】
　本発明の別の実施形態において、ホットスポット端末がステップS607を行い、移動端末
がインターネットアクセス許可を有すると判定した後に、ホットスポット端末は、ステッ
プS608を更に行い得る。
【００８３】
　S608．ホットスポット端末は、予め設定されたインターネットアクセス条件に従って、
移動端末によるホットスポット端末へのアクセスのインターネットアクセス制限を設定す
る。
【００８４】
　インターネットアクセス制限は、具体的に、ホットスポット端末により確立された非符
号化WLANにアクセスする時間、又はインターネットアクセス範囲、又は帯域制限であり得
る。
【００８５】
　任意選択的に、インターネットアクセス制限は、管理者により設定されてもよく、イン
ターネットアクセス制限は、予め記憶されたホワイトリスト中の移動端末のインターネッ
トアクセス条件を、ホットスポット端末により移動端末のMACアドレスに従って探索した
結果に従って設定されてもよい。
【００８６】
　移動端末のMACアドレスに従って、ホットスポット端末は、表1に示すように、ホットス
ポット端末により確立された非符号化WLANに様々な移動端末によりアクセスする時間を設
定してもよく、様々な移動端末のインターネットアクセス範囲を設定してもよく、様々な
移動端末の帯域制限を設定してもよい。
【００８７】
【表１】
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【００８８】
　ホットスポット端末により判定されるインターネットアクセス許可を有する移動端末の
場合、ホットスポット端末はホワイトリストを確立し得、ホワイトリスト中の移動端末が
インターネットアクセス要求を再び送信するときに、ホットスポット端末は、ホワイトリ
ストを探索し、ホワイトリストに従って移動端末のインターネットアクセス許可及びイン
ターネットアクセス制限を判定し得る。
【００８９】
　本発明の別の実施形態において、ホットスポット端末がステップS607を行い、移動端末
のインターネットアクセス許可を判定した後に、ホットスポット端末はステップS609を更
に行い得る。
【００９０】
　S609．ホットスポット端末は、リマインダ情報を移動端末に送信する。
【００９１】
　リマインダ情報は、移動端末のインターネットアクセス要求が承認されるかどうかを合
図するために使用される。
【００９２】
　本発明のこの実施形態において、ホットスポット端末が移動端末のインターネットアク
セス要求を受信すると、ホットスポット端末は、入力要求を移動端末に送信し、ホットス
ポット端末は、ユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確認命令を受信し、
受信された許可確認命令に従って移動端末のインターネットアクセス許可を判定する。移
動端末がホットスポット端末の使用により遠隔ネットワークにログインするときにパスワ
ードの入力が複雑で面倒であるという問題は解決される。ホットスポット端末の使用によ
り移動端末によるネットワーク接続を行うための便利で効率的な方法は、移動端末がホッ
トスポット端末の使用により遠隔ネットワークに安全にログインできることを確実にする
という前提の下で提供される。更に、移動端末がインターネットアクセス許可を有すると
ホットスポット端末が判定した後に、ホットスポット端末は、移動端末の様々なMACアド
レスに従って様々な移動端末のインターネットアクセス制限を詳述し、移動端末のインタ
ーネットアクセス要求が承認されるかどうかを合図するためにリマインダ情報を移動端末
に送信し、様々なインターネットアクセス制限は、移動端末がホットスポット端末の使用
により遠隔ネットワークにログインすることを確実にするという前提の下で、移動端末が
効率的で迅速に遠隔ネットワークにログインできるように様々な移動端末に従って設定さ
れる。
【００９３】
　図7は、本発明の別の実施形態によるネットワーク接続方法の概略フローチャートであ
る。本方法は以下のステップを含む：
【００９４】
　S701．移動端末は、ホットスポット端末により確立された非符号化WLANにホットスポッ
ト端末のSSIDに従ってアクセスする。
【００９５】
　S702．移動端末は、インターネットアクセス要求をホットスポット端末に送信する。
【００９６】
　S703．ホットスポット端末は、受信されたインターネットアクセス要求に従って入力要
求を移動端末に送信する。
【００９７】
　S704．移動端末は、受信された入力要求に従ってユーザ識別情報をホットスポット端末
に送信する。
【００９８】
　ステップS701～S704は、それぞれ図6に示した実施形態のステップS601～S604と同じで
あり、具体的な実施方式については、ステップS601～S604の説明を参照されたい。
【００９９】
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　S705．ホットスポット端末は、ユーザ識別情報を管理端末に送信する。
【０１００】
　ユーザ識別情報は、例えば、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号、及
びユーザ取決め情報のうちの少なくとも1つの情報であり得る。
【０１０１】
　S706．管理端末は、受信されたユーザ識別情報を表示する。
【０１０２】
　同様に、図5Bのインターフェイスの概略図は説明の例として使用され、管理端末のイン
ターフェイスが図5Bに示されるインターフェイスを表示するときには、インターフェイス
に表示されたユーザ識別情報は、許可申請情報「私はリーシー、あなたのAPを使って遠隔
ネットワークにログインしたい。承認してください。」及びニックネーム「トム」を含む
。
【０１０３】
　S707．管理端末は、管理端末により表示されたユーザ識別情報に従って管理者により入
力される許可確認命令を受信する。
【０１０４】
　管理者は、管理端末により表示されたユーザ識別情報に従って許可確認命令を入力する
。
【０１０５】
　例えば、許可申請情報「私はリーシー、あなたのAPを使って遠隔ネットワークにログイ
ンしたい。承認してください。」及びニックネーム「トム」を含む、管理端末により表示
されたユーザ識別情報に従って、管理者は、管理端末のタッチスクリーンを操作すること
により、又は管理端末の物理的なボタンを押すことにより、又は別の方式にて許可確認命
令を入力する。
【０１０６】
　S708．管理端末は、管理者により入力される許可確認命令をホットスポット端末に送信
する。
【０１０７】
　S709．ホットスポット端末は、移動端末のインターネットアクセス許可を受信された許
可確認命令に従って判定する。
【０１０８】
　ホットスポット端末は、ユーザ識別情報に従って管理者により入力され受信された許可
確認命令に従って、移動端末がホットスポット端末の使用により遠隔ネットワークにログ
インできるかどうかを判定する。
【０１０９】
　本発明の別の実施形態において、管理端末がステップS709を行い、移動端末がインター
ネットアクセス許可を有すると判定した後に、管理端末はステップS710を更に行い得る。
【０１１０】
　S710．管理端末は、予め設定されたインターネットアクセス条件に従って、移動端末に
よるホットスポット端末へのアクセスのインターネットアクセス制限を設定する。
【０１１１】
　インターネットアクセス制限は、具体的に、ホットスポット端末により確立された非符
号化WLANにアクセスする時間、又は様々な移動端末のために設定されるインターネットア
クセス範囲、又は様々な移動端末のために設定される帯域制限であり得る。
【０１１２】
　任意選択的に、インターネットアクセス制限は管理者により設定されてもよく、インタ
ーネットアクセス制限は、予め記憶されたホワイトリスト中の移動端末のインターネット
アクセス条件を、ホットスポット端末により移動端末のMACアドレスに従って探索した結
果に従って設定されてもよい。
【０１１３】
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　移動端末のMACアドレスに従って、管理端末は、ホットスポット端末により確立された
非符号化WLANに様々な移動端末によりアクセスする時間を設定してもよく、様々な移動端
末のインターネットアクセス範囲を設定してもよく、様々な移動端末の帯域制限を設定し
てもよい。代わりに、管理端末は、移動端末とホットスポット端末の間の距離を検出し、
移動端末とホットスポット端末の間の検出された距離に従って、移動端末の様々なインタ
ーネットアクセス許可を表2に示すように設定する。
【０１１４】
【表２】

【０１１５】
　管理端末により判定されるインターネットアクセス許可を有する移動端末の場合、管理
端末はホワイトリストを確立し、ホワイトリストをホットスポット端末に送信し得る。
【０１１６】
　S711．管理端末は、設定されたインターネットアクセス制限をホットスポット端末に送
信する。
【０１１７】
　管理端末は、ホットスポット端末の使用により様々な移動端末によりネットワークに接
続する時間、又は様々な移動端末のインターネットアクセス範囲、又は様々な移動端末の
帯域制限をホットスポット端末に送信し得、それらは、移動端末のMACアドレスに従って
設定される。管理端末は、インターネットアクセス許可を有する移動端末のホワイトリス
トを移動端末にも送信し得る。
【０１１８】
　本発明の別の実施形態において、ホットスポット端末が、ステップS709を行い、移動端
末がインターネットアクセス許可を有すると判定した後に、ホットスポット端末はステッ
プS712を更に行い得る。
【０１１９】
　S712．ホットスポット端末は、リマインダ情報を移動端末に送信する。
【０１２０】
　リマインダ情報は、移動端末のインターネットアクセス要求が承認されるかどうかを合
図するために使用される。
【０１２１】
　本発明のこの実施形態において、ホットスポット端末が移動端末のインターネットアク
セス要求を受信すると、ホットスポット端末は、入力要求を移動端末に送信し、ホットス
ポット端末は、ユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確認命令を受信し、
受信された許可確認命令に従って移動端末のインターネットアクセス許可を判定する。移
動端末がホットスポット端末の使用により遠隔ネットワークにログインするときにパスワ
ードの入力が複雑で面倒であるという問題は解決される。ホットスポット端末の使用によ
り移動端末によるネットワーク接続を行うための便利で効率的な方法は、移動端末がホッ
トスポット端末の使用により遠隔ネットワークに安全にログインできることを確実にする
という前提の下で提供される。更に、移動端末がインターネットアクセス許可を有すると
管理端末が判定した後に、管理端末は、移動端末の様々なMACアドレスに従って様々な移
動端末のインターネットアクセス制限を詳述し、設定されたインターネットアクセス制限
をホットスポット端末に送信する。移動端末のインターネットアクセス要求が承認される
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かどうかを合図するためにリマインダ情報を移動端末に送信し、様々なインターネットア
クセス制限は、移動端末がホットスポット端末の使用により遠隔ネットワークにログイン
することを確実にするという前提の下で、移動端末が効率的で迅速に遠隔ネットワークに
ログインするように様々な移動端末に従って設定される。
【０１２２】
　図8は、本発明の実施形態によるホットスポット端末80の概略構成図であり、ホットス
ポット端末80は、通信モジュール801、プロセッサ802、メモリ803、バス804、表示モジュ
ール805、及び入力モジュール806等の部品を含む。
【０１２３】
　通信モジュール801は、WIFIチップ又はWIFI機能を伴う集積チップであり得、プロトコ
ル802．11a、802．11b、802．11g、802．11n、及び802．11acのうちの少なくとも1つに対
応するWIFIチップ、又はWIFI機能を組み込む複合チップであり得る。
【０１２４】
　メモリ803は、RAM及びROM、或いは任意の固定記憶媒体又は取外し可能記憶媒体を含み
得、本発明の実施形態を実行できるプログラム又は本発明の実施形態の申請データを記憶
するように構成される。バス804の使用によって、メモリ803は、他の構成要素からの入力
を受信し、又は、移動端末により送信されたインターネットアクセス要求若しくは移動端
末により送信されたユーザ識別情報等の記憶された情報は、他の構成要素により呼び出さ
れる。
【０１２５】
　図9に示すように、プロセッサ802は、演算論理ユニット（Arithmetic Logic Unit、ALU
）8022、レジスタ8021、及びコントローラ8023を含み、ALU8022は、プロセッサ802が行う
ことができる各種の計算を担当する。レジスタ8021は、コード及びデータをプログラム実
行プロセス中に一時的に記憶するように構成される。コントローラ8023は、命令実行及び
情報伝達を制御するように構成される。
【０１２６】
　メモリ803は、メモリ803に記憶された、本発明の実施形態のプログラムを実行し、バス
804の使用により別のユニットとの双方向通信を実施するように構成される。
【０１２７】
　出力ユニット805は、ユーザにより入力される情報又はユーザのために提供される情報
を表示するように構成される。入力ユニット806は、ユーザの入力命令を受信し、外部入
力用のインターフェイスを提供するように構成され得る。
【０１２８】
　メモリ803及びプロセッサ802は、本発明の実施形態を適用するための物理モジュールに
更に組み込まれ得、本発明の実施形態を実施するプログラムは、物理モジュールに記憶さ
れ物理モジュールにおいて実行される。
【０１２９】
　ホットスポット端末80の全ての構成要素は、バスシステム804の使用により一緒に結合
され、バス804は、データバスを含み、電力バス、制御バス、状態信号バス等を更に含み
得る。しかし、説明の明確さのために、各種のバスは、バスシステム804として図中に印
を付けられている。
【０１３０】
　本発明のこの実施形態において、ホットスポット端末80のユニットは、以下の内容を別
々に実行する。
【０１３１】
　プロセッサ802は、非符号化WLANを確立するように構成される。
【０１３２】
　通信モジュール801は、移動端末により送信されたインターネットアクセス要求を受信
するように構成され、インターネットアクセス要求は、移動端末がプロセッサ802により
確立された非符号化無線ローカルエリアネットワークWLANにホットスポット端末80のサー
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ビスセット識別子SSIDに従ってアクセスした後に、ホットスポット端末80に送信される。
【０１３３】
　プロセッサ802は、受信されたインターネットアクセス要求に従って、入力要求を移動
端末に送信することを通信モジュール801に命令するように更に構成され、入力要求は、
ユーザ識別情報の送信を移動端末に要求するために使用され、ユーザ識別情報は、移動端
末を使用するユーザを識別するために使用される。
【０１３４】
　通信モジュール801は、移動端末により送信されたユーザ識別情報を受信するように更
に構成される。ユーザ識別情報は、例えば、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ
電話番号、及びユーザ取決め情報のうちの少なくとも1つの情報であり得る。
【０１３５】
　プロセッサ802は、ユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確認命令を受
信し、通信モジュール801により受信された許可確認命令に従って移動端末のインターネ
ットアクセス許可を判定するように更に構成される。
【０１３６】
　メモリ803は、通信モジュールにより受信されたインターネットアクセス要求、プロセ
ッサにより通信モジュールに送信された命令、及び受信されたユーザ識別情報を記憶する
ように構成される。
【０１３７】
　本発明の別の実施形態において、通信モジュール801は、ユーザ識別情報を管理端末に
送信し、管理端末により送信された許可確認命令を受信し、許可確認命令をプロセッサに
送信するように更に構成され、許可確認命令は、管理端末により表示されたユーザ識別情
報に従って管理者により入力される。
【０１３８】
　本発明の別の実施形態において、表示モジュール805は、通信モジュール801が移動端末
により送信されたユーザ識別情報を受信した後にユーザ識別情報を表示するように構成さ
れる。
【０１３９】
　ユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確認命令を受信すると、プロセッ
サ802は、具体的に、ユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確認命令を入
力モジュール806の使用により受信するように構成される。
【０１４０】
　本発明の別の実施形態において、移動端末のインターネットアクセス許可が許可確認命
令に従って判定された後に、プロセッサ802は、移動端末によるWLANへのアクセスのイン
ターネットアクセス制限を、予め設定されたインターネットアクセス条件に従って設定す
るように更に構成される。
【０１４１】
　本発明の別の実施形態において、プロセッサ802は、移動端末のインターネットアクセ
ス許可が判定された後にリマインダ情報を移動端末に送信するように更に構成され、リマ
インダ情報は、移動端末のインターネットアクセス要求が承認されるかどうかを合図する
ために使用される。
【０１４２】
　便利で簡単な説明を目的として、本発明のこの実施形態のホットスポット端末は、前述
した方法実施形態の方法を実行するように構成されており、詳細については、前述した方
法実施形態の対応するプロセスを参照されたく、ここには再び記述していない。
【０１４３】
　本発明のこの実施形態において、ホットスポット端末が移動端末のインターネットアク
セス要求を受信すると、ホットスポット端末は、入力要求を移動端末に送信し、ホットス
ポット端末は、ユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確認命令を受信し、
受信された許可確認命令に従って移動端末のインターネットアクセス許可を判定する。移
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動端末がホットスポット端末の使用により遠隔ネットワークにログインするときにパスワ
ードの入力が複雑で面倒であるという問題は解決される。ホットスポット端末の使用によ
り移動端末によるネットワーク接続を行うための便利で効率的な方法は、移動端末がホッ
トスポット端末の使用により遠隔ネットワークに安全にログインできることを確実にする
という前提の下で提供される。更に、移動端末がインターネットアクセス許可を有すると
管理端末が判定した後に、管理端末は、移動端末の様々なMACアドレスに従って様々な移
動端末のインターネットアクセス制限を詳述し、設定されたインターネットアクセス制限
をホットスポット端末に送信する。移動端末のインターネットアクセス要求が承認される
かどうかを合図するためにリマインダ情報を移動端末に送信し、様々なインターネットア
クセス制限は、移動端末がホットスポット端末の使用により遠隔ネットワークにログイン
することを確実にするという前提の下で、移動端末が効率的で迅速に遠隔ネットワークに
ログインするように様々な移動端末に従って設定される。
【０１４４】
　図10は、本発明の実施形態による管理端末100の概略構成図であり、管理端末100は、通
信モジュール1001、プロセッサ1002、メモリ1003、バス1004、表示モジュール1005、及び
入力モジュール1006等の部品を含む。
【０１４５】
　通信モジュール1001は、WIFIチップ又はWIFI機能を伴う集積チップであり得、プロトコ
ル802．11a、802．11b、802．11g、802．11n、及び802．11acのうちの少なくとも1つに対
応するWIFIチップ、又はWIFI機能を組み込む複合チップであり得る。
【０１４６】
　メモリ1003は、RAM及びROM、或いは任意の固定記憶媒体又は取外し可能記憶媒体を含み
得、本発明の実施形態を実行できるプログラム又は本発明の実施形態の申請データを記憶
するように構成される。バス1004の使用によって、メモリ1003は、他の構成要素からの入
力を受信し、又は、移動端末により送信されたインターネットアクセス要求若しくは移動
端末により送信されたユーザ識別情報等の記憶された情報は、他の構成要素により呼び出
される。
【０１４７】
　メモリ1003は、メモリ1003に記憶された、本発明の実施形態のプログラムを実行し、バ
ス1004の使用により別のユニットとの双方向通信を実施するように構成される。
【０１４８】
　出力ユニット1005は、ユーザにより入力される情報又はユーザのために提供される情報
を表示するように構成され得る。入力ユニット1006は、ユーザの入力命令を受信し、外部
入力用のインターフェイスを提供するように構成され得る。
【０１４９】
　メモリ1003及びプロセッサ1002は、本発明の実施形態を適用するための物理モジュール
に更に組み込まれ得、本発明の実施形態を実施するプログラムは、物理モジュールに記憶
され物理モジュールにおいて実行される。
【０１５０】
　管理端末100の全ての構成要素は、バスシステム1004の使用により一緒に結合され、バ
ス1004は、データバスを含み、電力バス、制御バス、状態信号バス等を更に含み得る。し
かし、説明の明確さのために、各種のバスは、バスシステム1004として図中に印を付けら
れている。
【０１５１】
　本発明のこの実施形態において、管理端末100のユニットは、以下の内容を別々に実行
する。
【０１５２】
　通信モジュール1001は、ホットスポット端末により送信されたユーザ識別情報を受信す
るように構成され、ユーザ識別情報は、移動端末を使用するユーザを識別するために使用
され、移動端末は、ホットスポット端末により確立された非符号化無線ローカルエリアネ
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ットワークWLANにアクセスし、インターネットアクセス要求をホットスポット端末に送信
する端末である。
【０１５３】
　表示モジュール1005は、ユーザ識別情報を表示するように構成される。
【０１５４】
　ユーザ識別情報は、例えば、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号、及
びユーザ取決め情報のうちの少なくとも1つの情報であり得る。
【０１５５】
　プロセッサ1002は、具体的に、表示モジュール1005により表示されたユーザ識別情報に
従って管理者により入力される許可確認命令を入力モジュール1006の使用により受信する
ように構成される。
【０１５６】
　プロセッサ1002は、ホットスポット端末が移動端末のインターネットアクセス許可を判
定するために、許可確認命令をホットスポット端末に送信することを許可確認命令に従っ
て通信モジュールに1001に命令するように更に構成される。
【０１５７】
　プロセッサ1002は、通信モジュール1001が許可確認情報をホットスポット端末に送信し
た後に移動端末のインターネットアクセス条件を設定するように更に構成される。
【０１５８】
　通信モジュール1001は、プロセッサ1002により設定されたインターネットアクセス条件
をホットスポット端末に送信するように更に構成される。
【０１５９】
　便利で簡単な説明を目的として、本発明のこの実施形態のホットスポット端末は、前述
した方法実施形態の方法を実行するように構成されており、詳細については、前述した方
法実施形態の対応するプロセスを参照されたく、ここには再び記述していない。
【０１６０】
　本発明のこの実施形態において、ホットスポット端末が移動端末のインターネットアク
セス要求を受信すると、ホットスポット端末は、入力要求を移動端末に送信し、ホットス
ポット端末は、ユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確認命令を受信し、
受信された許可確認命令に従って移動端末のインターネットアクセス許可を判定する。移
動端末がホットスポット端末の使用により遠隔ネットワークにログインするときにパスワ
ードの入力が複雑で面倒であるという問題は解決される。ホットスポット端末の使用によ
り移動端末によるネットワーク接続を行うための便利で効率的な方法は、移動端末がホッ
トスポット端末の使用により遠隔ネットワークに安全にログインできることを確実にする
という前提の下で提供される。更に、移動端末がインターネットアクセス許可を有すると
管理端末が判定した後に、管理端末は、移動端末の様々なMACアドレスに従って様々な移
動端末のインターネットアクセス制限を詳述し、設定されたインターネットアクセス制限
をホットスポット端末に送信する。移動端末のインターネットアクセス要求が承認される
かどうかを合図するためにリマインダ情報を移動端末に送信し、様々なインターネットア
クセス制限は、移動端末がホットスポット端末の使用により遠隔ネットワークにログイン
することを確実にするという前提の下で、移動端末が効率的で迅速に遠隔ネットワークに
ログインするように様々な移動端末に従って設定される。
【０１６１】
　当業者は、この明細書に開示している実施形態に記述された例との組合せにおいて、コ
ンピュータソフトウェアと電子ハードウェアの組合せによりユニット、アルゴリズム及び
方法ステップが実施され得ることを気づき得る。機能がハードウェア又はソフトウェアの
いずれにより行われるかは、技術的解決策の個々の適用及び設計制約条件に依存する。個
々の各適用のために記述される機能を実施するために様々な方法を当業者が使用し得るが
、実施は、本発明の範囲を超えるものであるとみなされるべきではない。
【０１６２】
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　前述した機械及び装置の詳細な作動プロセスの便利で簡単な説明を目的として、前述し
た方法実施形態の対応するプロセスを参照し得ることは、当業者により明確に理解され得
、詳細については、ここに再び記述していない。
【０１６３】
　本明細書において提供される幾つかの実施形態において、開示している装置、機械及び
方法は、他の方式において実施され得る。例えば、記述している装置実施形態は単なる例
示である。例えば、ユニットの区分は、単なる論理的な機能区分であり、実際の実施にお
いては他の区分であってもよい。例えば、複数のユニット又は構成要素は、組み合わされ
てもよく、別のシステムに組み込まれてもよく、一部の特徴は、省略されてもよく、行わ
れなくてもよい。加えて、表示又は議論された相互結合又は直接的な結合又は通信接続は
、何らかのインターフェイスを通じて実施されてもよい。機械間又はユニット間の間接的
な結合又は通信接続は、電子的、機械的又は他の形態において実施されてもよい。
【０１６４】
　個別の部品として記述されるユニットは、物理的に分離していてもよく、そうでなくて
もよく、ユニットとして表示される部品は、物理的なユニットでもよく、そうでなくても
よく、1つの位置に位置していてもよく、複数のネットワークユニットに分散していても
よい。ユニットの一部又は全ては、本発明の実施形態の解決策の目的を達成するために、
実際の必要性に従って選択されてもよい。
【０１６５】
　加えて、本発明の実施形態の機能的ユニットは、1つの処理ユニットに組み込まれても
よく、ユニットのそれぞれは、物理的に独立して存在してもよく、そうでなければ、2つ
又はそれ以上のユニットは、1つのユニットに組み込まれる。
【０１６６】
　当業者は、本方法実施形態の全て又は一部のステップが、関連するハードウェアに命令
するプログラムにより実施され得ることを理解し得る。プログラムは、コンピュータ読取
可能な記憶媒体に記憶されてもよい。プログラムが実行すると、本方法実施形態のステッ
プが行われる。前述した記憶媒体は、ROM、RAM、磁気ディスク又は光学ディスク等、プロ
グラムコードを記憶できる任意の媒体を含む。
【０１６７】
　前述した説明は、本発明の単なる具体的な実施方式であり、本発明の保護範囲を制限す
ることを意図していない。本発明に開示される技術的範囲において当業者により容易に理
解されるいかなる変形又は置換も、本発明の保護範疇に属するべきである。したがって、
本発明の保護範囲は、特許請求の保護範囲の対象であるべきである。
【符号の説明】
【０１６８】
　　801　通信モジュール
　　802　プロセッサ
　　803　メモリ
　　804　バス
　　805　表示モジュール
　　806　入力モジュール
　　8021　レジスタ
　　8023　コントローラ
　　1001　通信モジュール
　　1002　プロセッサ
　　1003　メモリ
　　1004　バス
　　1005　表示モジュール
　　1006　入力モジュール
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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月22日(2016.2.22)
【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】
　ネットワーク接続方法であって、
　ホットスポット端末によって、移動端末により送信されたインターネットアクセス要求
を受信するステップであって、前記移動端末が前記ホットスポット端末により確立された
非符号化無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）に前記ホットスポット端末のサービス
セット識別子（SSID）に従ってアクセスした後に、前記インターネットアクセス要求が前
記ホットスポット端末に送信される、インターネットアクセス要求を受信するステップと
、
　前記ホットスポット端末によって、前記受信されたインターネットアクセス要求に従っ
て入力要求を前記移動端末に送信するステップであって、前記入力要求が、ユーザ識別情
報の送信を前記移動端末に要求するために使用され、前記ユーザ識別情報が、前記移動端
末を使用するユーザを識別するために使用される、入力要求を送信するステップと、
　前記ホットスポット端末によって、前記移動端末により送信された前記ユーザ識別情報
を受信するステップと、
　前記ホットスポット端末によって、前記ユーザ識別情報に従って管理者により入力され
る許可確認命令を受信するステップと、
　前記ホットスポット端末によって、前記受信された許可確認命令に従って前記移動端末
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のインターネットアクセス許可を判定するステップとを含む、ネットワーク接続方法。
【請求項２】
　前記ホットスポット端末によって、前記ユーザ識別情報に従って管理者により入力され
る許可確認命令を受信する前記ステップが、具体的に、
　前記ホットスポット端末によって、前記ユーザ識別情報を管理端末に送信するステップ
と、
　前記ホットスポット端末によって、前記管理端末により送信された前記許可確認命令を
受信するステップであって、前記許可確認命令が、前記管理端末により表示された前記ユ
ーザ識別情報に従って前記管理者により入力される、許可確認命令を受信するステップと
を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記ホットスポット端末によって、前記ユーザ識別情報に従って管理者により入力され
る許可確認命令を受信する前記ステップが、具体的に、
　前記ホットスポット端末によって、前記ユーザ識別情報を表示するステップと、
　前記ホットスポット端末によって、前記ユーザ識別情報に従って前記管理者により入力
される前記許可確認命令を受信するステップとを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザ識別情報が、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号、及びユ
ーザ取決め情報のうちの少なくとも1つの情報を含む、請求項1から3のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項５】
　前記ホットスポット端末が前記受信された許可確認命令に従って前記移動端末の前記イ
ンターネットアクセス許可を判定した後に、前記ホットスポット端末によって、前記移動
端末による前記WLANへのアクセスのインターネットアクセス制限を、予め設定されたイン
ターネットアクセス条件に従って設定するステップを更に含む、請求項1から4のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項６】
　ネットワーク接続方法であって、
　管理端末によって、ホットスポット端末により送信されたユーザ識別情報を受信するス
テップであって、前記ユーザ識別情報が、移動端末を使用するユーザを識別するために使
用され、前記移動端末が、前記ホットスポット端末により確立された非符号化無線ローカ
ルエリアネットワーク（WLAN）にアクセスし、インターネットアクセス要求を前記ホット
スポット端末に送信する端末である、ユーザ識別情報を受信するステップと、
　前記管理端末によって、前記ユーザ識別情報を表示するステップと、
　前記管理端末によって、前記管理端末により表示された前記ユーザ識別情報に従って管
理者により入力される許可確認命令を受信するステップと、
　前記管理端末によって、前記ホットスポット端末が前記移動端末のインターネットアク
セス許可を判定するために、前記許可確認命令を前記ホットスポット端末に送信するステ
ップとを含む、ネットワーク接続方法。
【請求項７】
　前記管理端末によって、前記許可確認命令を前記ホットスポット端末に送信した後に、
前記方法が、前記管理端末によって、前記移動端末のインターネットアクセス条件を設定
し、前記設定されたインターネットアクセス条件を前記ホットスポット端末に送信するス
テップを更に含む、請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　前記ユーザ識別情報が、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号、及びユ
ーザ取決め情報のうちの少なくとも1つの情報を含む、請求項6又は7に記載の方法。
【請求項９】
　ホットスポット端末であって、通信モジュール及びプロセッサを備え、
　前記プロセッサが、非符号化無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）を確立するよう
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に構成され、
　前記通信モジュールが、移動端末により送信されたインターネットアクセス要求を受信
するように構成され、前記移動端末が前記プロセッサにより確立された前記非符号化WLAN
に前記ホットスポット端末のサービスセット識別子（SSID）に従ってアクセスした後に、
前記インターネットアクセス要求が前記ホットスポット端末に送信され、
　前記プロセッサが、前記通信モジュールにより受信された前記インターネットアクセス
要求に従って入力要求を前記移動端末に送信することを前記通信モジュールに命令するよ
うに更に構成され、前記入力要求が、ユーザ識別情報の送信を前記移動端末に要求するた
めに使用され、前記ユーザ識別情報が、前記移動端末を使用するユーザを識別するために
使用され、
　前記通信モジュールが、前記移動端末により送信された前記ユーザ識別情報を受信する
ように更に構成され、
　前記プロセッサが、前記ユーザ識別情報に従って管理者により入力される許可確認命令
を受信し、前記移動端末のインターネットアクセス許可を前記許可確認命令に従って判定
するように更に構成される、ホットスポット端末。
【請求項１０】
　前記通信モジュールが、前記ユーザ識別情報を管理端末に送信し、前記管理端末により
送信された前記許可確認命令を受信し、前記許可確認命令を前記プロセッサに送信するよ
うに更に構成され、前記許可確認命令が、前記管理端末により表示された前記ユーザ識別
情報に従って前記管理者により入力される、請求項9に記載のホットスポット端末。
【請求項１１】
　前記ホットスポット端末が、表示モジュール及び入力モジュールを更に備え、
　前記表示モジュールが、前記移動端末により送信された前記ユーザ識別情報を前記通信
モジュールが受信した後に前記ユーザ識別情報を表示するように構成され、
　前記ユーザ識別情報に従って前記管理者により入力される前記許可確認命令を受信する
と、前記プロセッサが、具体的に、前記ユーザ識別情報に従って前記管理者により入力さ
れる前記許可確認命令を前記入力モジュールの使用により受信するように構成される、請
求項9に記載のホットスポット端末。
【請求項１２】
　前記移動端末の前記インターネットアクセス許可が前記許可確認命令に従って判定され
た後に、前記プロセッサが、前記移動端末による前記WLANへのアクセスのインターネット
アクセス制限を、予め設定されたインターネットアクセス条件に従って設定するように更
に構成される、請求項9から11のいずれか一項に記載のホットスポット端末。
【請求項１３】
　前記ユーザ識別情報が、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号、及びユ
ーザ取決め情報のうちの少なくとも1つの情報を含む、請求項9から12のいずれか一項に記
載のホットスポット端末。
【請求項１４】
　管理端末であって、通信モジュール、表示モジュール、入力モジュール、及びプロセッ
サを備え、
　前記通信モジュールが、ホットスポット端末により送信されたユーザ識別情報を受信す
るように構成され、前記ユーザ識別情報が、移動端末を使用するユーザを識別するために
使用され、前記移動端末が、前記ホットスポット端末により確立された非符号化無線ロー
カルエリアネットワーク（WLAN）にアクセスし、インターネットアクセス要求を前記ホッ
トスポット端末に送信する端末であり、
　前記表示モジュールが、前記ユーザ識別情報を表示するように構成され、
　前記プロセッサが、前記表示モジュールにより表示された前記ユーザ識別情報に従って
管理者により入力される許可確認命令を前記入力モジュールの使用により受信するように
構成され、
　前記プロセッサが、前記移動端末のインターネットアクセス許可を前記ホットスポット



(28) JP 2016-528844 A 2016.9.15

端末が判定するために、前記許可確認命令を前記ホットスポット端末に送信することを前
記許可確認命令に従って前記通信モジュールに命令するように更に構成される、管理端末
。
【請求項１５】
　前記通信モジュールが前記許可確認命令を前記ホットスポット端末に送信した後に、前
記プロセッサが、前記移動端末のインターネットアクセス条件を設定するように更に構成
され、
　前記通信モジュールが、前記プロセッサにより設定された前記インターネットアクセス
条件を前記ホットスポット端末に送信するように更に構成される、請求項14に記載の管理
端末。
【請求項１６】
　前記ユーザ識別情報が、ユーザネーム、ユーザニックネーム、ユーザ電話番号、及びユ
ーザ取決め情報のうちの少なくとも1つの情報を含む、請求項14又は15に記載の管理端末
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　本発明において、関係する移動端末は、例えば、移動電話、PC（Personal Computer、
パーソナルコンピュータ）、タブレットコンピュータデジタルカメラ、及びゲーム機であ
り得る。ホットスポット端末は、例えば、無線ルータ、携帯型ルータ、無線モデム、移動
電話、PC（Personal Computer、パーソナルコンピュータ）、タブレットコンピュータ及
びデジタルカメラであり得る。管理端末は、例えば、移動電話、PC（Personal Computer
、パーソナルコンピュータ）、タブレットコンピュータデジタルカメラ、及びゲーム機で
あり得る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　ホットスポット端末のSSIDは、ホットスポット端末によりWi-Fi（Wireless Fidelity、
ワイファイ）方式にて一斉送信されてもよく、ホットスポット端末によりNFC（Near Fiel
d Communication、近距離無線通信）等の別の方式にて一斉送信されてもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　移動端末がホットスポット端末のSSIDを見出すと、移動端末は、ホットスポット端末に
より確立されたWLANにホットスポット端末の見出されたSSIDに従ってアクセスすることを
要求する。ホットスポット端末は非符号化WLANを確立し、すなわち、移動端末は、パスワ
ードの入力を要しない場合には、ホットスポット端末により確立された非符号化WLANにSS
IDに従ってアクセスし得る。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　図4は、移動端末がホットスポット端末のSSIDを見出すことを示している、ユーザイン
ターフェイスの概略図であり、図4に示すように、移動端末は、パスワード入力を必要と
しないSSID：E5730－Openを見出し、移動端末は、ホットスポット端末により確立された
非符号化WLANにE5730－Openに従ってアクセスし得る。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　本発明の別の実施形態において、ホットスポット端末は、受信されたインターネットア
クセス要求に従って、移動端末が遠隔ネットワークにログインすることを防止し、入力要
求を移動端末に送信し、このことは、ホットスポット端末により転送方式にて実施され得
る。すなわち、ホットスポット端末は、移動端末により送信されたインターネットアクセ
ス要求を入力要求に転送方式にて転送する。例えば、移動端末は、sinaにログインするこ
とを要求し、ホットスポット端末は、入力要求を移動端末に転送方式にて送信し、図5Aは
、入力要求の具体的な表示ユーザインターフェイスの例である。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　入力を必要とするユーザ識別情報は、図5Aのユーザインターフェイスの概略図に表示さ
れ、例えば、以下の情報のうちの1つ又は複数を含み得る：許可申請情報、ニックネーム
、及びユーザ電話番号。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　図5Bは、移動端末により送信されホットスポット端末により受信されるユーザ識別情報
のユーザインターフェイスの概略図である。図5Bのインターフェイスの概略図は説明の例
として使用される。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　ユーザは、ユーザインターフェイスに表示され入力を必要とするユーザ識別情報に従っ
てユーザ識別情報を入力し、例えば、入力されたユーザ識別情報は、許可申請情報が「私
はリーシー、あなたのAPを使って遠隔ネットワークにログインしたい。承認してください
。」であり、ニックネームが「トム」であることを含む。移動端末によりホットスポット
端末に送信されたユーザ識別情報は、許可申請情報「私はリーシー、あなたのAPを使って
遠隔ネットワークにログインしたい。承認してください。」及びニックネーム「トム」で
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ある。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　移動端末の表示ユーザインターフェイスが、「SMSメッセージにより承認結果を私に通
知してください。」等の他の内容を更に含んでもよく、ユーザが承認結果をSMSメッセー
ジにより受信するかどうかを選んでもよく、ユーザが承認結果をSMSメッセージにより受
信することを選んだ場合に、ユーザがSMSメッセージを受信するために電話番号を記入し
てもよいことに留意されたい。加えて、移動端末の表示ユーザインターフェイスは、「E5
730－Open」及び「こちらはチャンサンの無線ルータです。」等、現在のWLANについての
説明を更に含み得る。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　同様に、図5Bのユーザインターフェイスの概略図は説明の例として使用される。ユーザ
がユーザ識別情報を入力しユーザが確認のためにクリック（例えば、「インターネットア
クセスを申請する」をクリック）した後に、ホットスポット端末は、移動端末により送信
されたユーザ識別情報を受信し、ユーザインターフェイスに表示されたユーザ識別情報は
、許可申請情報「私はリーシー、あなたのAPを使って遠隔ネットワークにログインしたい
。承認してください。」及びニックネーム「トム」を含む。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　管理端末のユーザインターフェイスに表示されたユーザ識別情報は、許可申請情報「私
はリーシー、あなたのAPを使って遠隔ネットワークにログインしたい。承認してください
。」及びニックネーム「トム」を含む。許可申請情報「私はリーシー、あなたのAPを使っ
て遠隔ネットワークにログインしたい。承認してください。」及びニックネーム「トム」
を含む、管理端末により表示されたユーザ識別情報に従って、管理者は、管理端末のタッ
チスクリーンを操作することにより、又は管理端末の物理的なボタンを押すことにより、
又は別の方式にて許可確認命令を入力する。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　例えば、ユーザ識別情報は、ホットスポット端末のユーザインターフェイスに表示され
、ユーザ識別情報は、許可申請情報「私はリーシー、あなたのAPを使って遠隔ネットワー
クにログインしたい。承認してください。」及びニックネーム「トム」を含む。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　ホットスポット端末のSSIDは、ホットスポット端末によりWi-Fi（Wireless Fidelity、
ワイファイ）方式にて一斉送信されてもよく、ホットスポット端末によりNFC（Near Fiel
d Communication、近距離無線通信）等の別の方式にて一斉送信されてもよい。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　本発明の別の実施形態において、ホットスポット端末は、受信されたインターネットア
クセス要求に従って、移動端末が遠隔ネットワークにログインすることを防止し、入力要
求を移動端末に送信し、このことは、ホットスポット端末により転送方式にて実施され得
る。すなわち、ホットスポット端末は、移動端末により送信されたインターネットアクセ
ス要求を入力要求に転送方式にて転送する。例えば、移動端末は、sinaにログインするこ
とを要求し、ホットスポット端末は、入力要求を移動端末に転送方式にて送信し、図5Aは
、入力要求の具体的な表示ユーザインターフェイスの例である。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
　図5Bのユーザインターフェイスの概略図は説明の例として使用され、ユーザインターフ
ェイスに表示された要求に従ってユーザにより入力される許可申請情報は、「私はリーシ
ー、あなたのAPを使って遠隔ネットワークにログインしたい。承認してください。」であ
る。 移動端末によりホットスポット端末に送信されたユーザ識別情報は、許可申請情報
「私はリーシー、あなたのAPを使って遠隔ネットワークにログインしたい。承認してくだ
さい。」及びニックネーム「トム」である。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　例えば、ユーザ識別情報は、ホットスポット端末のユーザインターフェイスに表示され
、ユーザ識別情報は、許可申請情報「私はリーシー、あなたのAPを使って遠隔ネットワー
クにログインしたい。承認してください。」及びニックネーム「トム」を含む。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０２】
　同様に、図5Bのユーザインターフェイスの概略図は説明の例として使用され、管理端末
のユーザインターフェイスが図5Bに示されるユーザインターフェイスを表示するときには
、ユーザインターフェイスに表示されたユーザ識別情報は、許可申請情報「私はリーシー
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、あなたのAPを使って遠隔ネットワークにログインしたい。承認してください。」及びニ
ックネーム「トム」を含む。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１７】
　管理端末は、ホットスポット端末の使用により様々な移動端末によりネットワークに接
続する時間、又は様々な移動端末のインターネットアクセス範囲、又は様々な移動端末の
帯域制限をホットスポット端末に送信し得、それらは、移動端末のMACアドレスに従って
設定される。管理端末は、インターネットアクセス許可を有する移動端末のホワイトリス
トをホットスポット端末にも送信し得る。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２３】
　通信モジュール801は、Wi-Fiチップ又はWi-Fi機能を伴う集積チップであり得、プロト
コル802．11a、802．11b、802．11g、802．11n、及び802．11acのうちの少なくとも1つに
対応するWi-Fiチップ、又はWi-Fi機能を組み込む複合チップであり得る。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２６】
　プロセッサ802は、メモリ803に記憶された、本発明の実施形態のプログラムを実行し、
バス804の使用により別のユニットとの双方向通信を実施するように構成される。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２７】
　表示モジュール805は、ユーザにより入力される情報又はユーザのために提供される情
報を表示するように構成される。入力モジュール806は、ユーザの入力命令を受信し、外
部入力用のインターフェイスを提供するように構成され得る。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２９】
　ホットスポット端末80の全ての構成要素は、バス804の使用により一緒に結合され、バ
ス804は、データバスを含み、電力バス、制御バス、状態信号バス等を更に含み得る。し
かし、説明の明確さのために、各種のバスは、バス804として図中に印を付けられている
。
【手続補正２４】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４５】
　通信モジュール1001は、Wi-Fiチップ又はWi-Fi機能を伴う集積チップであり得、プロト
コル802．11a、802．11b、802．11g、802．11n、及び802．11acのうちの少なくとも1つに
対応するWi-Fiチップ、又はWi-Fi機能を組み込む複合チップであり得る。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４７】
　プロセッサ1002は、メモリ1003に記憶された、本発明の実施形態のプログラムを実行し
、バス1004の使用により別のユニットとの双方向通信を実施するように構成される。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４８】
　表示モジュール1005は、ユーザにより入力される情報又はユーザのために提供される情
報を表示するように構成され得る。入力ユニット1006は、ユーザの入力命令を受信し、外
部入力用のインターフェイスを提供するように構成され得る。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５０】
　管理端末100の全ての構成要素は、バス1004の使用により一緒に結合され、バス1004は
、データバスを含み、電力バス、制御バス、状態信号バス等を更に含み得る。しかし、説
明の明確さのために、各種のバスは、バス1004として図中に印を付けられている。
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５７】
　プロセッサ1002は、通信モジュール1001が許可確認命令をホットスポット端末に送信し
た後に移動端末のインターネットアクセス条件を設定するように更に構成される。
【手続補正２９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５９】
　便利で簡単な説明を目的として、本発明のこの実施形態の管理端末は、前述した方法実
施形態の方法を実行するように構成されており、詳細については、前述した方法実施形態
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の対応するプロセスを参照されたく、ここには再び記述していない。
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