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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末に適用されるスマートデバイス検出方法であって、
　前記スマートデバイスとポイント・ツー・ポイント接続を確立するステップと、
　ユーザが指定した操作に基づいて、スマートデバイスに検出コマンドを送信することで
、前記スマートデバイスが前記検出コマンドに基づいてネットワーク接続を試すようにす
るステップと、
　スマートデバイスから返されるネットワーク接続結果情報を受信するステップと、
　前記ネットワーク接続結果情報を表示するステップとを含むことを特徴とするスマート
デバイス検出方法。
【請求項２】
　前記スマートデバイスとポイント・ツー・ポイント接続を確立するステップは、
　有線、Ｗｉ－Ｆｉ又はブルートゥース伝送方法を通じて前記スマートデバイスとポイン
ト・ツー・ポイント接続を確立するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載のス
マートデバイス検出方法。
【請求項３】
　前記ネットワーク接続結果情報は、接続成功情報及び接続失敗情報を含み、
　前記接続失敗情報は接続失敗原因情報を含むことを特徴とする請求項１に記載のスマー
トデバイス検出方法。
【請求項４】
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　スマートデバイスに適用されるスマートデバイス検出方法であって、
　端末とポイント・ツー・ポイント接続を確立するステップと、
　前記端末からユーザが指定した操作に基づいて送信される検出コマンドを受信するステ
ップと、
　前記検出コマンドに基づいてネットワーク接続を試すステップと、
　ネットワーク接続結果情報を端末に返すことで、端末に前記ネットワーク接続結果情報
を表示させるステップとを含むことを特徴とするスマートデバイス検出方法。
【請求項５】
　前記端末とポイント・ツー・ポイント接続を確立するステップは、
　ユーザから入力される故障診断操作情報を受信するステップと、
　スマートデバイスがインターネットにアクセスしている場合、インターネットとの接続
を切断し、端末とポイント・ツー・ポイント接続を確立するステップと、
　スマートデバイスがインターネットにアクセスしていない場合、端末とポイント・ツー
・ポイント接続を確立するステップとを含むことを特徴とする請求項４に記載のスマート
デバイス検出方法。
【請求項６】
　前記ネットワーク接続結果情報は、接続成功情報及び接続失敗情報を含み、
　前記接続失敗情報は接続失敗原因情報を含むことを特徴とする請求項４に記載のスマー
トデバイス検出方法。
【請求項７】
　端末に適用されるスマートデバイス検出装置であって、
　前記スマートデバイスとポイント・ツー・ポイント接続を確立する第１接続ユニットと
、
　ユーザが指定した操作に基づいて、スマートデバイスに検出コマンドを送信することで
、前記スマートデバイスが前記検出コマンドに基づいてネットワーク接続を試すようにす
るコマンド送信ユニットと、
　スマートデバイスから返されるネットワーク接続結果情報を受信する結果受信ユニット
と、
　前記ネットワーク接続結果情報を表示する結果表示ユニットとを備えることを特徴とす
るスマートデバイス検出装置。
【請求項８】
　前記第１接続ユニットは、
　有線、Ｗｉ－Ｆｉ又はブルートゥース伝送方法を通じて前記スマートデバイスとポイン
ト・ツー・ポイント接続を確立する第１接続サブユニットを有することを特徴とする請求
項７に記載のスマートデバイス検出装置。
【請求項９】
　前記ネットワーク接続結果情報は、接続成功情報及び接続失敗情報を含み、
　前記接続失敗情報は接続失敗原因情報を含むことを特徴とする請求項７に記載のスマー
トデバイス検出装置。
【請求項１０】
　スマートデバイスに適用されるスマートデバイス検出装置であって、
　端末とポイント・ツー・ポイント接続を確立する第２接続ユニットと、
　前記端末からユーザが指定した操作に基づいて送信される検出コマンドを受信するコマ
ンド受信ユニットと、
　前記検出コマンドに基づいてネットワーク接続を試すネットワーク接続ユニットと、
　ネットワーク接続結果情報を端末に返すことで、端末に前記ネットワーク接続結果情報
を表示させる結果返しユニットとを備えることを特徴とするスマートデバイス検出装置。
【請求項１１】
　前記第２接続ユニットは、
　ユーザから入力される故障診断操作情報を受信する操作受信サブユニットと、
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　スマートデバイスがインターネットにアクセスしている場合、インターネットとの接続
を切断し、端末とポイント・ツー・ポイント接続を確立する第２接続サブユニットと、
　スマートデバイスがインターネットにアクセスしていない場合、端末とポイント・ツー
・ポイント接続を確立する第３接続サブユニットとを有することを特徴とする請求項１０
に記載のスマートデバイス検出装置。
【請求項１２】
　前記ネットワーク接続結果情報は、接続成功情報及び接続失敗情報を含み、
　前記接続失敗情報は、接続失敗原因情報を含むことを特徴とする請求項１０に記載のス
マートデバイス検出装置。
【請求項１３】
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　前記スマートデバイスとポイント・ツー・ポイント接続を確立し、
　ユーザが指定した操作に基づいて、スマートデバイスに検出コマンドを送信することで
、前記スマートデバイスが前記検出コマンドに基づいてネットワーク接続を行うようにし
、
　スマートデバイスから返されるネットワーク接続結果情報を受信し、
　前記ネットワーク接続結果情報を表示するように構成されることを特徴とするスマート
デバイス検出装置。
【請求項１４】
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　端末とポイント・ツー・ポイント接続を確立し、
　前記端末からユーザが指定した操作に基づいて送信される検出コマンドを受信し、
　前記検出コマンドに基づいてネットワーク接続を行い、
　ネットワーク接続結果情報を端末に返すことで、端末に前記ネットワーク接続結果情報
を表示させるように構成されることを特徴とするスマートデバイス検出装置
【請求項１５】
　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６のいずれかに記載のスマー
トデバイス検出方法を実現する記録媒体に記録されたプログラム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は出願番号が２０１５１００８８９３８．８であって、出願日が２０１５年２月２
６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全ての内容を本
願に援用する。
【０００２】
　本発明は通信技術分野に関し、特にスマートデバイス検出方法、装置、プログラム及び
記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　インターネット技術の発展に伴い、スマートデバイスは高速発展の段階に入った。スマ
ートデバイスとは、例えばスマートライト、スマートプラグ、スマートカムのような、イ
ンターネットにアクセスできる各種電子デバイスのことを指す。ユーザはインターネット
を介してスマートデバイスを制御することができる。例えばスマートデバイスのオンとオ
フを制御するとか、スマートデバイスにおける情報を調べるなどがある。しかしながら、
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一旦スマートデバイスがインターネットにアクセスできなくなると、ユーザはスマートデ
バイスを制御できなくなり、同時に、スマートデバイスも故障情報をサーバに送信できず
、さらにはユーザに通知できなくなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　関連技術に存在する問題を解決するために、本発明はスマートデバイス検出方法、装置
、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】
【０００５】
　本発明の実施例の第１の態様によれば、端末に適用されるスマートデバイス検出方法を
提供し、
　スマートデバイスに検出コマンドを送信することで、前記スマートデバイスが前記検出
コマンドに基づいてネットワーク接続を試すようにするステップと、
　スマートデバイスから返されるネットワーク接続結果情報を受信するステップと、
前記ネットワーク接続結果情報を表示するステップとを含む。
【０００６】
　好ましくは、更に、スマートデバイスに検出コマンドを送信する前に、前記スマートデ
バイスとポイント・ツー・ポイント接続を確立するステップを含む。
【０００７】
　好ましくは、前記スマートデバイスとポイント・ツー・ポイント接続を確立するステッ
プは、
　有線、Ｗｉ－Ｆｉ又はブルートゥース伝送方法を通じて前記スマートデバイスとポイン
ト・ツー・ポイント接続を確立するステップを含む。
【０００８】
　好ましくは、前記ネットワーク接続結果情報は、接続成功情報及び接続失敗情報を含み
、
　前記接続失敗情報は接続失敗原因情報を含む。
【０００９】
　本発明の実施例の第２の態様によれば、スマートデバイスに適用されるスマートデバイ
ス検出方法を提供し、
　端末から送信される検出コマンドを受信するステップと、
　前記検出コマンドに基づいてネットワーク接続を試すステップと、
　ネットワーク接続結果情報を端末に返すことで、端末に前記ネットワーク接続結果情報
を表示させるステップとを含む。
【００１０】
　好ましくは、更に、端末から送信される検出コマンドを受信する前に、前記端末とポイ
ント・ツー・ポイント接続を確立するステップ含む。
【００１１】
　好ましくは、前記端末とポイント・ツー・ポイント接続を確立するステップは、
　ユーザから入力される故障診断操作情報を受信するステップと、
　スマートデバイスがインターネットにアクセスしている場合、インターネットとの接続
を切断し、端末とポイント・ツー・ポイント接続を確立するステップと、
　スマートデバイスがインターネットにアクセスしていない場合、端末とポイント・ツー
・ポイント接続を確立するステップとを含む。
【００１２】
　好ましくは、前記ネットワーク接続結果情報は、接続成功情報及び接続失敗情報を含み
、
　前記接続失敗情報は接続失敗原因情報を含む。
【００１３】
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　本発明の実施例の第３の態様によれば、端末に適用されるスマートデバイス検出装置を
提供し、
　スマートデバイスに検出コマンドを送信することで、前記スマートデバイスが前記検出
コマンドに基づいてネットワーク接続を試すようにするコマンド送信ユニットと、
　スマートデバイスから返されるネットワーク接続結果情報を受信する結果受信ユニット
と、
　前記ネットワーク接続結果情報を表示する結果表示ユニットとを備える。
【００１４】
　好ましくは、更に、スマートデバイスに検出コマンドを送信する前に、前記スマートデ
バイスとポイント・ツー・ポイント接続を確立する第１接続ユニットを備える。
【００１５】
　好ましくは、前記第１接続ユニットは、
　有線、Ｗｉ－Ｆｉ又はブルートゥース伝送方法を通じて前記スマートデバイスとポイン
ト・ツー・ポイント接続を確立する第１接続サブユニットを有する。
【００１６】
　好ましくは、前記ネットワーク接続結果情報は、接続成功情報及び接続失敗情報を含み
、
　前記接続失敗情報は接続失敗原因情報を含む。
【００１７】
　本発明の実施例の第４の態様によれば、スマートデバイスに適用されるスマートデバイ
ス検出装置を提供し、
　端末から送信される検出コマンドを受信するコマンド受信ユニットと、
　前記検出コマンドに基づいてネットワーク接続を試すネットワーク接続ユニットと、
　ネットワーク接続結果情報を端末に返すことで、端末に前記ネットワーク接続結果情報
を表示させる結果返しユニットとを備える。
【００１８】
　好ましくは、更に、端末から送信される検出コマンドを受信する前に、前記端末とポイ
ント・ツー・ポイント接続を確立する第２接続ユニットを備える。
【００１９】
　好ましくは、前記第２接続ユニットは、
　ユーザから入力される故障診断操作情報を受信する操作受信サブユニットと、
　スマートデバイスがインターネットにアクセスしている場合、インターネットとの接続
を切断し、端末とポイント・ツー・ポイント接続を確立する第２接続サブユニットと、
　スマートデバイスがインターネットにアクセスしていない場合、端末とポイント・ツー
・ポイント接続を確立する第３接続サブユニットとを有する。
【００２０】
　好ましくは、前記ネットワーク接続結果情報は、接続成功情報及び接続失敗情報を含み
、
　前記接続失敗情報は、接続失敗原因情報を含む。
【００２１】
　本発明の実施例の第５の態様によれば、
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　スマートデバイスに検出コマンドを送信することで、前記スマートデバイスが前記検出
コマンドに基づいてネットワーク接続を行うようにし、
　スマートデバイスから返されるネットワーク接続結果情報を受信し、
　前記ネットワーク接続結果情報を表示するように構成されるスマートデバイス検出装置
を提供する。
【００２２】
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　本発明の実施例の第６の態様によれば、
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　端末から送信される検出コマンドを受信し、
　前記検出コマンドに基づいてネットワーク接続を行い、
　ネットワーク接続結果情報を端末に返すことで、端末に前記ネットワーク接続結果情報
を表示させるように構成されるスマートデバイス検出装置を提供する。
【００２３】
　本発明の実施例の第７の態様によれば、プロセッサに実行されることにより、前記スマ
ートデバイス検出方法を実現する記録媒体に記録されたプログラムを提供する。
【００２４】
　本発明の実施例の第８の態様によれば、前記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】
【００２５】
　本発明の実施例が提供する技術方案は下記のような有益な効果を含むことができる。
【００２６】
　本発明のスマートデバイスは、端末から送信される検出コマンドを受信した後ネットワ
ーク接続を試すことができ、且つネットワーク接続結果情報を端末に返す。端末は前記ネ
ットワーク接続情報をユーザに表示して、ユーザがスマートデバイスのネットワーク接接
続状況を検出できるようにし、ユーザの体験を向上できる。
【００２７】
　本発明のスマートデバイスはインターネットにアクセスできない場合、インターネット
にアクセスできない原因を端末に返すことができ、これによりユーザは前記原因に基づい
て対応する処理を行うことができ、ユーザの体験を向上できる。
【００２８】
　また、一般的な説明及び以下の詳細な説明は単なる例示及び解釈に過ぎず、本発明を限
定するものではないことを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
　本願の図面は明細書に取り込まれ明細書の一部を構成し、本発明に合致する実施例を示
し、また、明細書と共に本発明の原理の解釈に用いられる。
【図１】一つの例示的な実施例にかかるスマートデバイス検出方法のフローチャートであ
る。
【図２】一つの例示的な実施例にかかる他のスマートデバイス検出方法のフローチャート
である。
【図３】一つの例示的な実施例にかかる他のスマートデバイス検出方法のフローチャート
である。
【図４】本発明の一つの例示的な実施例にかかる家庭適用場面の模式図である。
【図５】一つの例示的な実施例にかかるスマートデバイス検出装置のブロック図である。
【図６】一つの例示的な実施例にかかる他のスマートデバイス検出装置のブロック図であ
る。
【図７】一つの例示的な実施例にかかる他のスマートデバイス検出装置のブロック図であ
る。
【図８】一つの例示的な実施例にかかる他のスマートデバイス検出装置のブロック図であ
る。
【図９】一つの例示的な実施例にかかる他のスマートデバイス検出装置のブロック図であ
る。
【図１０】一つの例示的な実施例にかかる他のスマートデバイス検出装置のブロック図で
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ある。
【図１１】一つの例示的な実施例にかかるスマートデバイス検出装置に適用される構造の
模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　ここで例示的な実施例について詳細に説明を行うが、その例示は図面において示されて
いる。以下の説明が図面に関する場合、特に示さない限り、異なる図面の中の同一の数字
は同一又は類似の要素を表す。また、以下の例示的な実施例で説明する実施形態は、本発
明と一致する全ての実施形態を代表するものではなく、これらは特許請求の範囲において
詳述した、本発明の一部の態様と一致する装置及び方法の例に過ぎない。
【００３１】
　図１は一つの例示的な実施例にかかるスマートデバイス検出方法のフローチャートであ
る。
【００３２】
　図１に示すように、前記スマートデバイス検出方法は端末に使うことができ、下記のス
テップを含む。
【００３３】
　ステップＳ１０１において、スマートデバイスに検出コマンドを送信することで、前記
スマートデバイスが前記検出コマンドに基づいてネットワーク接続を試すようにする。
【００３４】
　本実施例において、端末は先にスマートデバイスとポイント・ツー・ポイント接続を確
立して、ユーザが指定した操作に基づいて前記ポイント・ツー・ポイント接続を介して検
出コマンドをスマートデバイスに送信することができ、スマートデバイスは前記検出コマ
ンドを受信した後ネットワーク接続を試すことができる。
【００３５】
　ステップＳ１０２において、スマートデバイスから返したネットワーク接続結果情報を
受信する。
【００３６】
　本実施例において、スマートデバイスはネットワーク接続結果を端末に返す。前記ネッ
トワーク接続結果情報は、接続成功情報及び接続失敗情報を含む。ここで、前記接続失敗
情報には、接続に失敗した具体的な原因の情報が含まれる。
【００３７】
　ステップＳ１０３において、前記ネットワーク接続結果情報を表示する。
【００３８】
　前記ステップＳ１０２に基づき、端末はスマートデバイスから返したネットワーク接続
結果情報を受信した後、前記ネットワーク接続結果情報を表示することで、ユーザが調べ
られるようにする。
【００３９】
　上記説明から分かるように、本発明のスマートデバイスは、端末から送信される検出コ
マンドを受信した後ネットワーク接続を試すことができ、且つネットワーク接続結果情報
を端末に返す。端末は前記ネットワーク接続情報をユーザに表示して、ユーザがスマート
デバイスのネットワーク接接続状況を検出できるようにし、ユーザの体験を向上できる。
【００４０】
　図２は一つの例示的な実施例にかかる他のスマートデバイス検出方法のフローチャート
である。
【００４１】
　図２に示すように、前記スマートデバイス検出方法はスマートデバイスに使うことがで
き、下記のステップを含む。
【００４２】
　ステップＳ２０１において、端末から送信される検出コマンドを受信する。
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【００４３】
　本実施例において、スマートデバイスは先に端末とポイント・ツー・ポイント接続を確
立して、前記ポイント・ツー・ポイント接続を介して端末から送信される検出コマンドを
受信することができる。
【００４４】
　ステップＳ２０２において、前記検出コマンドに基づいてネットワーク接続を試す。
【００４５】
　ステップＳ２０３において、ネットワーク接続結果情報を端末に返し、端末に前記ネッ
トワーク接続結果情報が表示されるようにする。
【００４６】
　本実施例において、スマートデバイスが成功的にインターネットにアクセスした場合、
端末への接続成功を表示するネットワーク接続結果情報を返す。スマートデバイスがイン
ターネットにアクセスできなかった場合、端末への接続失敗を表示するネットワーク接続
結果情報を返し、スマートデバイスはインターネットにアクセスできない原因情報も一緒
に端末に返すことができる。
【００４７】
　上記説明から分かるように、本発明のスマートデバイスは、端末から送信される検出コ
マンドを受信した後ネットワーク接続を試すことができ、且つネットワーク接続結果情報
を端末に返す。端末は前記ネットワーク接続情報をユーザに表示して、ユーザがスマート
デバイスのネットワーク接接続状況を検出できるようにし、ユーザの体験を向上できる。
【００４８】
　図３は一つの例示的な実施例にかかる他のスマートデバイス検出方法のフローチャート
である。
【００４９】
　図３に示すように、前記スマートデバイス検出方法は下記のステップを含むことができ
る。
【００５０】
　ステップＳ３０１において、スマートデバイスはユーザから入力される故障診断操作情
報を受信する。
【００５１】
　本実施例において、ユーザがスマートデバイスのネットワーク接続状況を検出しようと
する場合、ユーザはスマートデバイスに故障診断操作情報を入力することができ、例えば
、ユーザはスマートデバイスにおける指定ボタンを通じて故障診断操作の入力を実現する
ことができ、また例えば指定ボタンを連続して二回長押しするような所定のボタン組み合
わせを通じて故障診断操作の入力を実現することもできる。本発明はこれに対し特別な限
定をしない。
【００５２】
　ステップＳ３０２において、スマートデバイスは端末とポイント・ツー・ポイント接続
を確立する。
【００５３】
　前記ステップＳ３０１に基づき、スマートデバイスはユーザから入力される故障診断操
作情報を検出した後、自身のネットワーク接続状況に基づいて下記の二つの状況に分ける
ことができる。スマートデバイスが既にインターネットにアクセスしている場合、インタ
ーネットとの接続を切断して、端末とポイント・ツー・ポイント接続を確立し、スマート
デバイスがインターネットにアクセスしていない場合は、直接端末とポイント・ツー・ポ
イント接続を確立することができる。
【００５４】
　ここで、スマートデバイスは有線、Ｗｉ－Ｆｉ又はブルートゥース伝送方法を通じて端
末とポイント・ツー・ポイント接続を確立することができる。例えば、ユーザはケーブル
を通じて端末とスマートデバイスを接続でき、スマートデバイスはユーザから入力される
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故障診断操作情報を検出した後、前記ケーブルを介して端末と有線のポイント・ツー・ポ
イント接続を確立する。例えば、スマートデバイスはユーザから入力される故障診断操作
を検出した後、ブルートゥース機能をオンにすることができ、ブルートゥース伝送方法で
ブルートゥース機能がオンになる端末とポイント・ツー・ポイント接続を確立する。当然
ながら、当業者は関連技術に基づいて、スマートデバイスと端末がポイント・ツー・ポイ
ント接続を確立するように他の伝送方法を設置することもでき、本発明はこれに対し特別
に限定をしない。
【００５５】
　ステップＳ３０３において、端末は前記ポイント・ツー・ポイント接続を介してスマー
トデバイスに検出コマンドを送信する。
【００５６】
　前記ステップＳ３０２に基づき、スマートデバイスが端末とポイント・ツー・ポイント
接続を確立した後、ユーザは端末を通じてスマートデバイスに検出コマンドを送信するこ
とができる。例えば、ユーザは端末にインストールされたスマートデバイスを制御できる
ＡＰＰ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ、アプリケーションソフトウエア）を通じて、前記検出
コマンドをスマートデバイスに送信することができる。
【００５７】
　本発明の一つの好ましい実施例において、スマートデバイスが端末とポイント・ツー・
ポイント接続を確立した後、端末はスマートデバイスと既に接続を確立したとの通知をユ
ーザに表示でき、前記通知に基づき、ユーザは端末に検出コマンドを送信する操作を入力
できる。例えば、所定のボタンをクリックしたり、又は音声入力等の方法で前記検出コマ
ンドを送信する操作を入力する。端末は前記検出コマンドを送信する操作を検出した後、
前記ポイント・ツー・ポイント接続を介してスマートデバイスに検出コマンドを送信する
。
【００５８】
　ステップＳ３０４において、スマートデバイスは前記検出コマンドに基づいてネットワ
ーク接続を試す。
【００５９】
　前記ステップＳ３０２から分かるように、スマートデバイスが現在インターネットにア
クセスしていない場合、本ステップにおいて、スマートデバイスは端末から送信される検
出コマンドを受信した後、前記検出コマンドに基づいてネットワーク接続を試す。
【００６０】
　ステップＳ３０５において、スマートデバイスはネットワーク接続結果を端末に返す。
【００６１】
　本実施例において、スマートデバイスはネットワーク接続を試した後、ネットワーク接
続結果を端末に返す。前記ネットワーク接続結果情報は、接続成功情報及び接続失敗情報
を含む。スマートデバイスが成功的にインターネットにアクセスした場合、端末への接続
成功を表示するネットワーク接続結果情報を返す。スマートデバイスがインターネットに
アクセスできなかった場合、端末への接続失敗を表示するネットワーク接続結果情報を返
す。ここで、スマートデバイスはインターネットにアクセスできない場合、インターネッ
トアクセスを再び試すことができ、所定の接続回数に達しても、インターネットにアクセ
スできない場合は、端末への接続失敗を表示するネットワーク接続結果情報を返す。同時
に、スマートデバイスはさらにインターネットにアクセスできない原因情報を一緒に端末
に返すことができる。前記インターネットにアクセスできない原因情報には、ＩＰアドレ
ス取得失敗、ルータへの接続失敗、ＤＮＳ（Ｄｏｍａｉｎ　Ｎａｍｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）解
析失敗、インターネットサーバへの接続失敗等が含まれる。
【００６２】
　ステップＳ３０６において、端末は前記ネットワーク接続結果情報を表示する。
【００６３】
　前記ステップＳ３０５に基づき、端末はスマートデバイスから返されるネットワーク接
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続結果情報を受信した後、前記ネットワーク接続結果情報を表示する。前記ネットワーク
接続結果情報が接続失敗情報である場合、ユーザは前記ネットワーク接続結果情報に基づ
いて対応する処理を行うことができる。例えば、スマートデバイスがインターネットにア
クセスできない原因情報がルータへの接続失敗である場合、ユーザはルータのホワイトリ
ストの再配置を試すことができる。スマートデバイスがインターネットにアクセスできな
い原因情報がＩＰアドレス取得失敗である場合、ユーザはルータの再起動を試し、ＤＨＣ
Ｐ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｈｏｓｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サー
ビスを再起動させる。
【００６４】
　本実施例において、スマートデバイスはインターネットにアクセスできない場合、イン
ターネットにアクセスできない原因を端末に返すことができ、これによりユーザは前記原
因に基づいて対応する処理を行うことができ、ユーザの体験を向上できる。
【００６５】
　上記説明から分かるように、本発明のスマートデバイスは、端末から送信される検出コ
マンドを受信した後ネットワーク接続を試すことができ、且つネットワーク接続結果情報
を端末に返す。端末は前記ネットワーク接続情報をユーザに表示して、ユーザがスマート
デバイスのネットワーク接接続状況を検出できるようにし、ユーザの体験を向上できる。
【００６６】
　下記において具体的な実施例に結合して本発明の具体的な実現を説明する。
【００６７】
　図４に示すように、図４は本発明の一つの例示的な実施例にかかる家庭適用場面の模式
図である。ユーザがスマートカム４１のネットワーク接続状況を検出しようとする場合、
ユーザはスマートカム４１の検出ボタンを長押しすることで、スマートカム４１の現在の
ネットワーク接続を切断させて、ブルートゥース機能を起動させて、端末４２とブルート
ゥース接続を確立する。ユーザは端末４２を通じてスマートカム４１に検出コマンドを送
信することができ、スマートカム４１はさらにネットワーク接続を試す。且つネットワー
ク接続結果情報を端末４２に返し、端末４２は前記ネットワーク接続結果情報を表示して
、ユーザが調べられるようにする。
【００６８】
　図４に示された適用場面において、端末は前述した図１又は図３に示す方法実施例が提
供した方法を採用してスマートカムに対する検出を実現することができ、スマートカムは
前述した図２又は図３に示す方法実施例が提供した方法でネットワーク接続状況に対する
検出を実現することができ、ここでは繰り返し説明しない。
【００６９】
　前述したスマートデバイス検出方法の実施例に対応して、本発明は更にスマートデバイ
ス検出装置の実施例を提供した。
【００７０】
　図５は一つの例示的な実施例にかかるスマートデバイス検出装置のブロック図である。
【００７１】
　図５に示すように、前記スマートデバイス検出装置５００は端末に使うことができ、コ
マンド送信ユニット５０１、結果受信ユニット５０２及び結果表示ユニット５０３を備え
る。
【００７２】
　ここで、前記コマンド送信ユニット５０１は、スマートデバイスに検出コマンドを送信
することで、前記スマートデバイスが前記検出コマンドに基づいてネットワーク接続を試
すようにする。
【００７３】
　前記結果受信ユニット５０２は、スマートデバイスから返されるネットワーク接続結果
情報を受信する。
【００７４】
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　前記結果表示ユニット５０３は、前記ネットワーク接続結果情報を表示する。
【００７５】
　上述した実施例において、スマートデバイスは、端末から送信される検出コマンドを受
信した後ネットワーク接続を試すことができ、且つネットワーク接続結果情報を端末に返
す。端末は前記ネットワーク接続情報をユーザに表示して、ユーザがスマートデバイスの
ネットワーク接接続状況を検出できるようにし、ユーザの体験を向上できる。
【００７６】
　図６は一つの例示的な実施例にかかる他のスマートデバイス検出装置のブロック図であ
る。
【００７７】
　図６に示すように、該実施例は前述した図５に示された実施例を基にしており、前記ス
マートデバイス検出装置５００は更に、第１接続ユニット５０４を備えることができる。
【００７８】
　前記第１接続ユニット５０４は、スマートデバイスに検出コマンドを送信する前に、前
記スマートデバイスとポイント・ツー・ポイント接続を確立する。
【００７９】
　図７は一つの例示的な実施例にかかる他のスマートデバイス検出装置のブロック図であ
る。
【００８０】
　図７に示すように、該実施例は前述した図６に示された実施例を基にしており、前記第
１接続ユニット５０４は、第１接続サブユニット５０４１を有することができる。
【００８１】
　ここで、前記第１接続サブユニット５０４１は、有線、Ｗｉ－Ｆｉ又はブルートゥース
伝送方法を通じて前記スマートデバイスとポイント・ツー・ポイント接続を確立する。
【００８２】
　好ましくは、前記ネットワーク接続結果情報は、接続成功情報及び接続失敗情報を含む
。
【００８３】
　ここで、前記接続失敗情報は接続失敗原因情報を含む。
【００８４】
　図８は一つの例示的な実施例にかかるスマートデバイス検出装置のブロック図である。
【００８５】
　図８に示すように、前記スマートデバイス検出装置８００はスマートデバイスに使うこ
とができ、コマンド受信ユニット８０１、ネットワーク接続ユニット８０２及び結果返し
ユニット８０３を備える。
【００８６】
　ここで、前記コマンド受信ユニット８０１は、端末から送信される検出コマンドを受信
する。
【００８７】
　前記ネットワーク接続ユニット８０２は、前記検出コマンドに基づいてネットワーク接
続を試す。
【００８８】
　前記結果返しユニット８０３は、ネットワーク接続結果情報を端末に返して、端末に前
記ネットワーク接続結果情報を表示させる。
【００８９】
　上述した実施例において、スマートデバイスは、端末から送信される検出コマンドを受
信した後ネットワーク接続を試すことができ、且つネットワーク接続結果情報を端末に返
す。端末は前記ネットワーク接続情報をユーザに表示して、ユーザがスマートデバイスの
ネットワーク接接続状況を検出できるようにし、ユーザの体験を向上できる。
【００９０】
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　図９は一つの例示的な実施例にかかる他のスマートデバイス検出装置のブロック図であ
る。
【００９１】
　図９に示すように、該実施例は前述した図８に示された実施例を基にしており、前記ス
マートデバイス検出装置８００は更に、第２接続ユニット８０４を備えることができる。
【００９２】
　ここで、前記第２接続ユニット８０４は、端末から送信される検出コマンドを受信する
前に、前記端末とポイント・ツー・ポイント接続を確立する。
【００９３】
　図１０は一つの例示的な実施例にかかる他のスマートデバイス検出装置のブロック図で
ある。
【００９４】
　図１０に示すように、該実施例は前述した図９に示された実施例を基にしており、前記
第２接続ユニット８０４は更に、操作受信サブユニット８０４１、第２接続サブユニット
８０４２及び第３接続サブユニット８０４３を有することができる。
【００９５】
　ここで、前記操作受信サブユニット８０４１は、ユーザから入力される故障診断操作情
報を受信する。
【００９６】
　前記第２接続サブユニット８０４２は、スマートデバイスがインターネットにアクセス
している場合、インターネットとの接続を切断し、端末とポイント・ツー・ポイント接続
を確立する。
【００９７】
　前記第３接続サブユニット８０４３は、スマートデバイスがインターネットにアクセス
していない場合、端末とポイント・ツー・ポイント接続を確立する。
【００９８】
　好ましくは、前記ネットワーク接続結果情報は、接続成功情報及び接続失敗情報を含む
。
【００９９】
　ここで、前記接続失敗情報は接続失敗原因情報を含む。
【０１００】
　上述した装置におけるそれぞれのユニットの機能、及び作用の実現過程の詳細は、上述
した方法における対応するステップの実現過程を参照すればよい。ここで、繰り返し説明
しない。
【０１０１】
　装置実施例において、基本的に方法の実施例に対応するため、関連する部分は方法の実
施例の一部説明を参照すればよい。以上に説明した装置実施例は例示的なものに過ぎず、
分離部品として説明されるユニットは物理的に分離できるものであってもなくてもよい。
ユニットとして表示される部品は物理的なユニットであってもなくてもよい。即ち、一箇
所に位置することが可能で、または複数のネットワークユニットに分布されていてもよい
。実際のニーズに基づいて、その中の一部または全部のモジュールを選択して本発明の技
術案の目的を実現することができる。当業者は創造的な労働を経ずに、理解し実施するこ
とができる。
【０１０２】
　上記に対応して、本発明は更にスマートデバイス検出装置を提供し、前記装置はプロセ
ッサと、プロセッサが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリとを備え、ここで、前
記プロセッサは、スマートデバイスに検出コマンドを送信することで、前記スマートデバ
イスが前記検出コマンドに基づいてネットワーク接続を行うようにし、スマートデバイス
から返されるネットワーク接続結果情報を受信し、前記ネットワーク接続結果情報を表示
するように構成される。
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【０１０３】
　上記に対応して、本発明は更にコンピュータ読み取り可能な非一時的な記憶媒体を提供
し、前記記憶媒体の指令が端末のプロセッサによって実行されるとき、端末がスマートデ
バイス検出方法を実行できるようにする。前記方法は、スマートデバイスに検出コマンド
を送信することで、前記スマートデバイスが前記検出コマンドに基づいてネットワーク接
続を試すようにするステップと、スマートデバイスから返されるネットワーク接続結果情
報を受信するステップと、前記ネットワーク接続結果情報を表示するステップとを含む。
【０１０４】
　上記に対応して、本発明は更にスマートデバイス検出装置を提供し、前記装置はプロセ
ッサと、プロセッサが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリとを備え、ここで、前
記プロセッサは、端末から送信される検出コマンドを受信し、前記検出コマンドに基づい
てネットワーク接続を行い、ネットワーク接続結果情報を端末に返すことで、端末に前記
ネットワーク接続結果情報を表示させるように構成される。
【０１０５】
　上記に対応して、本発明は更にコンピュータ読み取り可能な非一時的な記憶媒体を提供
し、前記記憶媒体の指令がスマートデバイスのプロセッサによって実行されるとき、スマ
ートデバイスがスマートデバイス検出方法を実行できるようにする。前記方法は、端末か
ら送信される検出コマンドを受信するステップと、前記検出コマンドに基づいてネットワ
ーク接続を試すステップと、ネットワーク接続結果情報を端末に返すことで、端末に前記
ネットワーク接続結果情報を表示させるステップとを含む。
【０１０６】
　図１１は一つの例示的な実施例にかかるスマートデバイス検出用装置１１００のブロッ
ク図である。例えば、装置１１００は、携帯電話、コンピューター、デジタル放送端末、
メッセージ送受信デバイス、ゲームコンソール、タブレットデバイス、医療デバイス、フ
ィットネス設備、パーソナルデジタルアシスタント等であってもよい。
【０１０７】
　図１１を参照して、装置１１００は、プロセス部材１１０２、メモリ１１０４、電源部
材１１０６、マルチメディア部材１１０８、オーディオ部材１１００、入出力（Ｉ／Ｏ）
インターフェイス１１１２、センサ部材１１１４、及び通信部材１１１６のような一つ以
上の部材を含んでよい。
【０１０８】
　プロセス部材１１０２は、一般的には装置１１００の全体の操作を制御するものであり
、例えば、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作、及び記録操作と関連する操作
を制御する。プロセス部材１１０２は、一つ以上のプロセッサ１１２０を含み、これらに
よって命令を実行することにより、上記の方法の全部、或いは一部のステップを実現する
ようにしてもよい。なお、プロセス部材１１０２は、一つ以上のモジュールを含み、これ
らによってプロセス部材１１０２と他の部材の間のインタラクションを容易にするように
してもよい。例えば、プロセス部材１１０２は、マルチメディアモジュールを含み、これ
らによってマルチメディア部材１１０８とプロセス部材１１０２の間のインタラクション
を容易にするようにしてもよい。
【０１０９】
　メモリ１１０４は、各種類のデータを記憶することにより装置１１００の操作を支援す
るように構成される。これらのデータの例は、装置１１００において操作されるいずれの
アプリケーションプログラム又は方法の命令、連絡対象データ、電話帳データ、メッセー
ジ、画像、ビデオ等を含む。メモリ１１０４は、いずれの種類の揮発性、不揮発性記憶デ
バイスまたはそれらの組み合わせによって実現されてもよく、例えば、ＳＲＡＭ（Ｓｔａ
ｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉ
ｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、Ｐ
ＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＲＯＭ、磁気メモリ、フラッシュメモリ
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、磁気ディスク、或いは光ディスクである。
【０１１０】
　電源部材１１０６は、装置１１００の多様な部材に電力を供給する。電源部材１１０６
は、電源管理システム、一つ以上の電源、及び装置１１００のための電力の生成、管理及
び割り当てに関連する他の部材を含んでもよい。
【０１１１】
　マルチメディア部材１１０８は、前記装置１１００とユーザの間に一つの出力インター
フェイスを提供するスクリーンを含む。上記の実施例において、スクリーンは液晶モニタ
ー（ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンがタッチパネルを含む
ことにより、スクリーンはタッチスクリーンを実現することができ、ユーザからの入力信
号を受信することができる。タッチパネルは一つ以上のタッチセンサを含んでおり、タッ
チ、スライド、及びタッチパネル上のジェスチャを検出することができる。前記タッチセ
ンサは、タッチ、或いはスライドの動作の境界だけでなく、前記のタッチ、或いはスライ
ド操作に係る継続時間及び圧力も検出できる。上記の実施例において、マルチメディア部
材１１０８は、一つのフロントカメラ、及び／又はリアカメラを含む。装置１１００が、
例えば撮影モード、或いはビデオモード等の操作モードにある場合、フロントカメラ、及
び／又はリアカメラは外部からマルチメディアデータを受信できる。フロントカメラとリ
アカメラのそれぞれは、一つの固定型の光レンズ系、或いは可変焦点距離と光学ズーム機
能を有するものであってもよい。
【０１１２】
　オーディオ部材１１００は、オーディオ信号を入出力するように構成されてもよい。例
えば、オーディオ部材１１００は、一つのマイク（ＭＩＣ）を含み、装置１１００が、例
えば呼出しモード、記録モード、及び音声認識モード等の操作モードにある場合、マイク
は外部のオーディオ信号を受信することができる。受信されたオーディオ信号は、さらに
メモリ１１０４に記憶されたり、通信部材１１１６を介して送信されたりされる。上記の
実施例において、オーディオ部材１１００は、オーディオ信号を出力するための一つのス
ピーカーをさらに含む。
【０１１３】
　Ｉ／Ｏインターフェイス１１１２は、プロセス部材１１０２と周辺インターフェイスモ
ジュールの間にインターフェイスを提供するものであり、上記周辺インターフェイスモジ
ュールは、キーボード、クリックホイール、ボタン等であってもよい。これらのボタンは
、ホームページボタン、ボリュームボタン、起動ボタン、ロッキングボタンを含んでもよ
いが、これらに限定されない。
【０１１４】
　センサ部材１１１４は、装置１１００に各方面の状態に対する評価を提供するための一
つ以上のセンサを含む。例えば、センサ部材１１１４は、装置１１００のＯＮ／ＯＦＦ状
態、装置１１００のディスプレイと小さなキーパッドのような部材の相対的な位置決めを
検出できる。また、例えば、センサ部材１１１４は、装置１１００、或いは装置１１００
の一つの部材の位置変更、ユーザと装置１１００とが接触しているか否か、装置１１００
の方位、又は加速／減速、装置１１００の温度の変化を検出できる。センサ部材１１１４
は、何れの物理的接触がない状態にて付近の物体の存在を検出するための近接センサを含
んでもよい。センサ部材１１１４は、撮影アプリケーションに適用するため、ＣＭＯＳ、
又はＣＣＤイメージセンサのような光センサを含んでもよい。上記の実施例において、当
該センサ部材１１１４は、加速度センサ、ジャイロスコープセンサ、磁気センサ、圧力セ
ンサ、及び温度センサをさらに含んでもよい。
【０１１５】
　通信部材１１１６は、装置１１００と他の機器の間に有線、又は無線形態の通信を提供
する。装置１１００は、例えばＷｉＦｉ（登録商標）、２Ｇ、３Ｇ、或いはこれらの組み
合わせのような、通信規格に基づいた無線ネットワークに接続されてもよい。一つの例示
的な実施例において、通信部材１１１６は、放送チャンネルを介して外部の放送管理シス
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て、前記通信部材１１１６は、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに含むことに
より、近距離通信を推進するようにする。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ（Ｒａ
ｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆ
ｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ
Ｂａｎｄ）技術、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））技術、他の技術に基づいて実
現できる。
【０１１６】
　例示的な実施例において、装置１１００は、一つ以上のＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉ
ｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＤＳＰＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａ
ｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏ
ｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ
　Ａｒｒａｙ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他
の電子部品によって実現されるものであり、上記方法を実行する。
【０１１７】
　例示的な実施例において、さらに、命令を含むコンピュータ読取り可能な非一時的な記
録媒体、例えば命令を含むメモリ１１０４を提供しており、装置１１００のプロセッサ１
１２０により上記命令を実行して上記方法を実現する。例えば、前記コンピュータ読取り
可能な非一時的な記録媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー
ディスク、光データ記憶デバイス等である。
【０１１８】
　当業者は明細書を検討し、ここで開示した発明を実践した後、本発明のその他の実施方
案を容易に思いつくことができる。本願は本発明の全ての変更、用途又は適応性の変化を
含む。これらの変更、用途又は適応性の変化は本発明の一般的な原理に従っており、本発
明に未開示の本技術分野における周知技術又は慣用技術手段を含む。明細書及び実施例は
例示的なものに過ぎず、本発明の真の範囲及び主旨は以下の特許請求の範囲によって示さ
れる。
【０１１９】
　本発明は、上記で説明した、また図面において示した寸分違わぬ構成に限定されず、そ
の範囲を逸脱しない前提のもとで種々の変更及び修正を行うことができることを理解すべ
きである。本発明の範囲は付された特許請求の範囲によってのみ限定される。 
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