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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワーク装置の処理方法であって、
　前記無線ネットワーク装置により、ユーザ機器により送信される要求メッセージを受信
するステップと、
　前記無線ネットワーク装置が、前記要求メッセージに従って、前記ユーザ機器は設定条
件に適合すると決定した場合、パスワードフリー認証方法を用いることにより前記ユーザ
機器に対して認証を実行し、又は前記設定条件に対応する、ウェブ管理ページに対する許
可を前記ユーザ機器に割り当てるステップと、
　前記無線ネットワーク装置が、前記ユーザ機器は設定条件に適合しないと決定した場合
、パスワード固有認証方法を用いることにより、前記ユーザ機器に対して認証を実行する
ステップと、
　を含み、
　前記設定条件は、１日のうちの指定時間帯にアクセスを実行するユーザ機器、を有する
、方法。
【請求項２】
　前記方法は、
　前記無線ネットワーク装置により、前記ユーザ機器により送信される前記ウェブ管理ペ
ージにアクセスするための要求を受信するステップと、
　前記無線ネットワーク装置が、前記ウェブ管理ページにアクセスするための前記要求に
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従って、前記ユーザ機器は前記設定条件に適合すると決定した場合、前記パスワードフリ
ー認証方法を用いることにより、前記ユーザ機器による前記ウェブ管理ページへのアクセ
スの管理を認証し、又は前記設定条件に対応する、前記ウェブ管理ページに対する許可を
前記ユーザ機器に割り当てるステップと、
　を更に有する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記設定条件は、前記無線ネットワーク装置が最初にオンにされた後、最初のＭ個のア
クセスするユーザ機器、又は前記無線ネットワーク装置の電源が入れられる度に、最初の
Ｎ個のアクセスするユーザ機器、を有し、Ｍ＝１，２，３，．．．、及びＮ＝１，２，３
，．．．である、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記設定条件は、ＭＡＣアドレスが指定ＭＡＣアドレスであるユーザ機器、ＩＰアドレ
スが指定ＩＰアドレスであるユーザ機器、機器名が指定機器名であるユーザ機器、又は機
器種類が指定機器種類であるユーザ機器、を更に有する、請求項１乃至３のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項５】
　前記ユーザ機器は設定条件に適合すると決定された場合、パスワードフリー認証方法を
用いることにより前記ユーザ機器に対して認証を実行するステップは、前記ユーザ機器は
前記設定条件に適合すると決定された場合、前記パスワードフリー認証方法を用いること
により前記ユーザ機器に対してアクセス認証を実行し、前記ユーザ機器がネットワークへ
の接続を確立できるようにする、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記ユーザ機器は設定条件に適合すると決定された場合、パスワードフリー認証方法を
用いることにより前記ユーザ機器に対して認証を実行するステップは、前記ユーザ機器は
前記設定条件に適合すると決定された場合、前記パスワードフリー認証方法を用いること
により前記ユーザ機器に対して前記ウェブ管理ページにアクセスするための管理認証を実
行し、前記ユーザ機器がパスワード無しで前記ウェブ管理ページにアクセスできるように
する、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記ユーザ機器は前記設定条件に適合すると決定された場合、前記設定条件に対応する
、前記ウェブ管理ページに対する読み取り専用許可又は読み取り／書き込み許可が、前記
ユーザ機器に割り当てられる、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　無線ネットワーク装置であって、通信機とプロセッサとを有し、前記通信機及び前記プ
ロセッサはデータバスを用いることにより接続され、
　前記通信機は、ユーザ機器により送信されるネットワークアクセス要求を受信し、
　前記プロセッサは、前記ネットワークアクセス要求に従って、前記ユーザ機器は設定条
件に適合すると決定した場合、パスワードフリー認証方法を用いることにより前記ユーザ
機器に対する認証を実行し、又は前記設定条件に対応する、ウェブ管理ページに対する許
可を前記ユーザ機器に割り当て、
　前記プロセッサは、前記ネットワークアクセス要求に従って、前記ユーザ機器は設定条
件に適合しないと決定した場合、パスワード固有認証方法を用いることにより前記ユーザ
機器に対する認証を実行し、
　前記設定条件は、１日のうちの指定時間帯にアクセスを実行するユーザ機器、を有する
、無線ネットワーク装置。
【請求項９】
　前記通信機は、前記ユーザ機器により送信される前記ウェブ管理ページにアクセスする
ための要求を受信し、
　前記プロセッサは、前記ウェブ管理ページにアクセスするための前記要求に従って、前
記ユーザ機器は前記設定条件に適合すると決定した場合、前記パスワードフリー認証方法
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を用いることにより、前記ユーザ機器による前記ウェブ管理ページへのアクセスの管理を
認証し、又は前記設定条件に対応する、前記ウェブ管理ページに対する許可を前記ユーザ
機器に割り当てる、請求項８に記載の無線ネットワーク装置。
【請求項１０】
　前記設定条件は、前記無線ネットワーク装置が最初にオンにされた後、最初のＭ個のア
クセスするユーザ機器、又は前記無線ネットワーク装置の電源が入れられる度に、最初の
Ｎ個のアクセスするユーザ機器、を有し、Ｍ＝１，２，３，．．．、及びＮ＝１，２，３
，．．．である、請求項８又は９に記載の無線ネットワーク装置。
【請求項１１】
　前記設定条件は、ＭＡＣアドレスが指定ＭＡＣアドレスであるユーザ機器、ＩＰアドレ
スが指定ＩＰアドレスであるユーザ機器、機器名が指定機器名であるユーザ機器、又は機
器種類が指定機器種類であるユーザ機器、を更に有する、請求項８乃至１０のいずれか一
項に記載の無線ネットワーク装置。
【請求項１２】
　前記プロセッサが前記ユーザ機器は前記設定条件に適合すると決定した場合、前記プロ
セッサは、前記パスワードフリー認証方法を用いることにより前記ユーザ機器に対するア
クセス認証を実行し、前記ユーザ機器がネットワークへの接続を確立できるようにする、
請求項８乃至１１のいずれか一項に記載の無線ネットワーク装置。
【請求項１３】
　前記プロセッサが前記ユーザ機器は前記設定条件に適合すると決定した場合、前記プロ
セッサは、前記パスワードフリー認証方法を用いることにより前記ユーザ機器に対して前
記ウェブ管理ページにアクセスするための管理認証を実行し、前記ユーザ機器がパスワー
ド無しで前記ウェブ管理ページにアクセスできるようにする、請求項８乃至１２のいずれ
か一項に記載の無線ネットワーク装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサが前記ユーザ機器は前記設定条件に適合すると決定した場合、前記プロ
セッサは、前記設定条件に対応する、前記ウェブ管理ページに対する読み取り専用許可又
は読み取り／書き込み許可を前記ユーザ機器に割り当てる、請求項８乃至１３のいずれか
一項に記載の無線ネットワーク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信技術の分野に関し、特に、無線ネットワーク装置の処理方法、無線ネッ
トワーク装置、及び無線ネットワーク装置のプロセッサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ネットワーク通信技術が飛躍的に発展するにつれ、ネットワークユーザの数は劇
的に増加している。既存の有線ネットワークアクセスでは、ネットワークアクセスの前に
同一性認証を実行するためにパスワード方法が一般的に用いられる。一方、無線ネットワ
ークアクセスでは、有線と同等のプライバシ（Wired　Equivalent　Privacy：ＷＥＰ）又
はＷｉ－Ｆｉ保護アクセス（Wi－Fi　Protected　Access：ＷＡＰ）事前共有鍵（Pre－Sh
ared　Key：ＰＳＫ）方法が一般的に用いられ、全てのユーザは同じパスワードを用いる
。
【０００３】
　使用過程では、ネットワークにアクセスするためにＷＥＰ又はＷＰＡ　ＰＳＫのような
方法が用いられ、全てのユーザは同じ認証方法を用い、同じアクセス許可を有し、したが
ってユーザ経験は使いやすくない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】



(4) JP 6140293 B2 2017.5.31

10

20

30

40

50

　これに鑑み、本発明の実施形態は、無線ネットワーク装置の処理方法、無線ネットワー
ク装置、及び無線ネットワーク装置のプロセッサを提供する。これらは、ユーザ機器に対
する一様な認証又は許可管理方法の使用及びユーザに不便をもたらすことを回避する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の態様によると、無線ネットワーク装置の処理方法であって、前記無線ネットワー
ク装置により、ユーザ機器により送信されるネットワークアクセス要求を受信し、前記無
線ネットワーク装置が、前記ネットワークアクセス要求に従って、前記ユーザ機器は設定
条件に適合すると決定した場合、パスワードフリー認証方法を用いることにより前記ユー
ザ機器に対して認証を実行し、又は前記設定条件に対応する、ウェブ管理ページに対する
許可を前記ユーザ機器に割り当て、前記無線ネットワーク装置が、前記ネットワークアク
セス要求に従って、前記ユーザ機器は設定条件に適合しないと決定した場合、パスワード
固有認証方法を用いることにより、前記ユーザ機器に対して認証を実行する、方法が提供
される。
【０００６】
　第１の態様の第１の可能な実装では、前記無線ネットワーク装置により、前記ユーザ機
器により送信される前記ウェブ管理ページにアクセスするための要求を受信するステップ
と、前記無線ネットワーク装置が、前記ウェブ管理ページにアクセスするための前記要求
に従って、前記ユーザ機器は前記設定条件に適合すると決定した場合、前記パスワードフ
リー認証方法を用いることにより認証し、前記ユーザ機器による前記ウェブ管理ページへ
のアクセスを管理し、又は前記設定条件に対応する、前記ウェブ管理ページに対する許可
を前記ユーザ機器に割り当てるステップと、を更に有する。
【０００７】
　第１の態様及び第１の態様の上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第２の可能な
実装方法では、前記設定条件は、前記無線ネットワーク装置が最初にオンにされた後の最
初のＭ個のアクセスするユーザ機器、又は前記無線ネットワーク装置が電源を入れられた
後に、毎回、最初のＮ個のアクセスするユーザ機器、を有し、Ｍ＝１，２，３，．．．及
びＮ＝１，２，３，．．．である。
【０００８】
　第１の態様及び第１の態様の上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第３の可能な
実装方法では、前記設定条件は、ＭＡＣアドレスが指定ＭＡＣアドレスであるユーザ機器
、ＩＰアドレスが指定ＩＰアドレスであるユーザ機器、機器名が指定機器名であるユーザ
機器、又は機器種類が指定機器種類であるユーザ機器、を更に有する。
【０００９】
　第１の態様及び第１の態様の上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第４の可能な
実装方法では、前記設定条件は、前記無線ネットワーク装置の電源が入れられる度に毎回
、設定時間にアクセスを実行するユーザ機器、又は指定距離でアクセスを実行するユーザ
機器、又は指定時間にアクセスを実行するユーザ機器、を更に有する。
【００１０】
　第１の態様及び第１の態様の上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第５の可能な
実装方法では、前記ユーザ機器は設定条件に適合すると決定された場合、パスワードフリ
ー認証方法を用いることにより前記ユーザ機器に対して認証を実行するステップは、前記
ユーザ機器は前記設定条件に適合すると決定された場合、前記パスワードフリー認証方法
を用いることにより前記ユーザ機器に対してアクセス認証を実行し、前記ユーザ機器がネ
ットワークへの接続を確立するようにする。
【００１１】
　第１の態様及び第１の態様の上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第６の可能な
実装方法では、前記ユーザ機器は設定条件に適合すると決定された場合、パスワードフリ
ー認証方法を用いることにより前記ユーザ機器に対して認証を実行するステップは、前記
ユーザ機器は前記設定条件に適合すると決定された場合、前記パスワードフリー認証方法
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を用いることにより前記ユーザ機器に対して前記ウェブ管理ページにアクセスするための
管理認証を実行し、前記ユーザ機器がパスワード無しで前記ウェブ管理ページにアクセス
できるようにする。
【００１２】
　第１の態様及び第１の態様の上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第７の可能な
実装方法では、前記ユーザ機器は前記設定条件に適合すると決定された場合、前記設定条
件に対応する、前記ウェブ管理ページに対する読み取り専用許可又は読み取り／書き込み
許可が前記ユーザ機器に割り当てられる。
【００１３】
　第２の態様によると、無線ネットワーク装置の制御装置であって、受信制御モジュール
と、決定モジュールと、認証モジュールと、許可割り当てモジュールとを有し、前記受信
制御モジュールは、ユーザ機器により送信されるネットワークアクセス要求を受信するよ
う受信機を制御し、前記決定モジュールは、前記ユーザ機器は設定条件に適合すると決定
し、前記認証モジュールは、パスワードフリー認証方法を用いることにより前記ユーザ機
器に対して認証を実行し、又は前記許可割り当てモジュールは、前記設定条件に対応する
、ウェブ管理ページに対する許可を前記ユーザ機器に割り当て、前記決定モジュールは、
前記ユーザ機器は前記設定条件に適合しないと決定し、前記認証モジュールは、パスワー
ド固有認証方法を用いることにより前記ユーザ機器に対して認証を実行する、制御装置が
提供される。
【００１４】
　第２の態様の第１の可能な実装方法では、前記プロセッサは、第２の受信制御モジュー
ルを有し、前記第２の受信制御モジュールは、前記ユーザ機器により送信される前記ウェ
ブ管理ページにアクセスするための要求を受信するよう前記受信機を制御し、前記決定モ
ジュールは、前記ウェブ管理ページにアクセスするための前記要求に従って、前記ユーザ
機器は前記設定条件に適合すると決定し、前記認証モジュールは、パスワードフリー認証
方法を用いることにより前記ユーザ機器に対して認証を実行し、又は前記許可割り当てモ
ジュールは、前記設定条件に対応する、前記ウェブ管理ページに対する前記許可を前記ユ
ーザ機器に割り当てる。
【００１５】
　第２の態様及び第２の態様の上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第２の可能な
実装方法では、前記設定条件は、前記無線ネットワーク装置が最初にオンにされた後の最
初のＭ個のアクセスするユーザ機器、又は前記無線ネットワーク装置が電源を入れられた
後に、毎回、最初のＮ個のアクセスするユーザ機器、を有し、Ｍ＝１，２，３，．．．及
びＮ＝１，２，３，．．．である。
【００１６】
　第２の態様及び第２の態様の上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第３の可能な
実装方法では、前記設定条件は、ＭＡＣアドレスが指定ＭＡＣアドレスであるユーザ機器
、ＩＰアドレスが指定ＩＰアドレスであるユーザ機器、機器名が指定機器名であるユーザ
機器、又は機器種類が指定機器種類であるユーザ機器、を更に有する。
【００１７】
　第２の態様及び第２の態様の上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第４の可能な
実装方法では、前記設定条件は、前記無線ネットワーク装置の電源が入れられる度に毎回
、設定時間にアクセスを実行するユーザ機器、又は指定距離でアクセスを実行するユーザ
機器、又は指定時間にアクセスを実行するユーザ機器、を更に有する。
【００１８】
　第２の態様及び第２の態様の上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第５の可能な
実装方法では、前記認証モジュールはアクセス認証モジュールを有し、前記アクセス認証
モジュールは、パスワードフリー認証方法を用いることにより前記ユーザ機器に対するア
クセス認証を実行する。
【００１９】
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　第２の態様及び第２の態様の上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第６の可能な
実装方法では、前記認証モジュールは管理認証モジュールを有し、前記管理認証モジュー
ルは、パスワードフリー認証方法を用いることにより前記ユーザ機器に対し前記ウェブ管
理ページにアクセスするための管理認証を実行する。
【００２０】
　第２の態様及び第２の態様の上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第７の可能な
実装方法では、前記許可割り当てモジュールは、前記せってに対応する、前記ウェブ管理
ページに対する読み取り専用許可又は読み取り／書き込み許可を前記ユーザ機器に割り当
てる。
【００２１】
　第３の態様によると、無線ネットワーク装置であって、通信機とプロセッサとを有し、
前記通信機及び前記プロセッサはデ―タバスを用いることにより接続され、前記通信機は
、ユーザ機器により送信されるネットワークアクセス要求を受信し、前記プロセッサは、
前記ネットワークアクセス要求に従って、前記ユーザ機器は設定条件に適合すると決定し
た場合、パスワードフリー認証方法を用いることにより前記ユーザ機器に対する認証を実
行し、又は前記設定条件に対応する、ウェブ管理ページに対する許可を前記ユーザ機器に
割り当て、前記プロセッサは、前記ネットワークアクセス要求に従って、前記ユーザ機器
は設定条件に適合しないと決定した場合、パスワード固有認証方法を用いることにより前
記ユーザ機器に対する認証を実行する、無線ネットワーク装置が提供される。
【００２２】
　第３の態様の第１の可能な実装方法では、前記通信機は、前記ユーザ機器により送信さ
れる前記ウェブ管理ページにアクセスするための要求を受信し、前記プロセッサは、前記
ウェブ管理ページにアクセスするための前記要求に従って、前記ユーザ機器は前記設定条
件に適合すると決定した場合、前記パスワードフリー認証方法を用いることにより認証し
、前記ユーザ機器による前記ウェブ管理ページへのアクセスを管理し、又は前記設定条件
に対応する、前記ウェブ管理ページに対する許可を前記ユーザ機器に割り当てる。
【００２３】
　第３の態様及び上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第２の可能な実装方法では
、前記設定条件は、前記無線ネットワーク装置が最初にオンにされた後の最初のＭ個のア
クセスするユーザ機器、又は前記無線ネットワーク装置が電源を入れられた後に、毎回、
最初のＮ個のアクセスするユーザ機器、を有し、Ｍ＝１，２，３，．．．及びＮ＝１，２
，３，．．．である。
【００２４】
　第３の態様及び上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第３の可能な実装方法では
、前記設定条件は、ＭＡＣアドレスが指定ＭＡＣアドレスであるユーザ機器、ＩＰアドレ
スが指定ＩＰアドレスであるユーザ機器、機器名が指定機器名であるユーザ機器、又は機
器種類が指定機器種類であるユーザ機器、を更に有する。
【００２５】
　第３の態様及び上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第４の可能な実装方法では
、前記設定条件は、前記無線ネットワーク装置の電源が入れられる度に毎回、設定時間に
アクセスを実行するユーザ機器、又は指定距離でアクセスを実行するユーザ機器、又は指
定時間にアクセスを実行するユーザ機器、を更に有する。
【００２６】
　第３の態様及び上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第５の可能な実装方法では
、前記プロセッサが前記ユーザ機器は前記設定条件に適合すると決定した場合、前記プロ
セッサは、パスワードフリー認証方法を用いることにより前記ユーザ機器に対するアクセ
ス認証を実行し、前記ユーザ機器がネットワークへの接続を確立できるようにする。
【００２７】
　第３の態様及び上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第６の可能な実装方法では
、前記プロセッサが前記ユーザ機器は前記設定条件に適合すると決定した場合、前記プロ
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セッサは、パスワードフリー認証方法を用いることにより前記ユーザ機器に対し前記ウェ
ブ管理ページにアクセスするための管理認証を実行し、前記ユーザ機器がパスワード無し
で前記ウェブ管理ページにアクセスできるようにする。
【００２８】
　第３の態様及び上記可能な実装方法のいずれか一項に関し、第７の可能な実装方法では
、前記プロセッサが前記ユーザ機器は前記設定条件に適合すると決定した場合、前記プロ
セッサは、前記設定条件に対応する、前記ウェブ管理ページに対する読み取り専用許可又
は読み取り／書き込み許可を前記ユーザ機器に割り当てる。
【００２９】
　第４の態様によると、認証処理システムであって、前記認証処理システムは、ユーザ機
器及び無線ネットワーク装置を有する、認証処理システムが提供される。
【００３０】
　ステップ１：ユーザ機器は、前記無線ネットワーク装置へネットワークアクセス要求を
送信する。
【００３１】
　ステップ２：前記無線ネットワーク装置は、前記ネットワークアクセス要求に従って、
前記ユーザ機器は設定条件に適合すると決定した場合、パスワードフリー認証方法を用い
ることにより前記ユーザ機器に対する認証を実行し、又は前記設定条件に対応する、ウェ
ブ管理ページに対する許可を前記ユーザ機器に割り当て、無線ネットワーク装置は、前記
ネットワークアクセス要求に従って、前記ユーザ機器は前記設定条件に適合しないと決定
した場合、パスワード固有認証方法を用いることにより前記ユーザ機器に対する認証を実
行する。
【００３２】
　前記無線ネットワーク装置は、無線ネットワークアクセスのためのアクセスポイント、
又は無線ネットワークアクセスのためのアクセスポイントの機能が統合される端末として
用いられる。
【００３３】
　前記ユーザ機器に対するアクセス認証を実行するよう前記無線ネットワーク装置に要求
する処理である前記ネットワークアクセス要求は、ユーザが認証パスワードを入力するの
を促される前のステップである。
【００３４】
　本発明の実施形態による無線ネットワーク装置の認証方法、無線ネットワーク装置のプ
ロセッサ、及び無線ネットワーク装置では、ユーザ機器が第１の設定条件に適合すると決
定された場合、固有認証方法を用いることにより、ユーザ機器に対して認証が実行され、
対応する認証方法が異なるユーザ機器に従って用いられる。したがって、無線ネットワー
ク装置の認証方法はより柔軟になり、ユーザのネットワークアクセス経験は向上される。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
　本発明の実施形態の技術的解決策をより明確に記載するために、本発明の実施形態を説
明するのに必要な添付の図面を以下に簡単に説明する。明らかなことに、以下の説明中の
添付の図面は、本発明のほんの一部の実施形態であり、これらの図面に従って当業者によ
り創造的労力を有しないで他の図面も得られる。
【図１】本発明の第１の実施形態による無線ネットワーク装置のアクセス認証方法のフロ
ーチャートである。
【図２】本発明の第２の実施形態によるウェブ管理ページにアクセスする無線ネットワー
ク装置の管理認証方法のフローチャートである。
【図３】本発明の第３の実施形態によるウェブ管理ページにアクセスする無線ネットワー
ク装置の許可管理方法のフローチャートである。
【図４】本発明の第４の実施形態による無線ネットワーク装置の認証及び許可割り当て方
法のフローチャートである。
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【図５】本発明の第５の実施形態による無線ネットワーク装置のアクセス認証方法のフロ
ーチャートである。
【図６】本発明の第６の実施形態によるアクセス認証方法のフローチャートである。
【図７】本発明の第７の実施形態による無線ネットワーク装置の制御装置の構成図である
。
【図８】本発明の第８の実施形態による無線ネットワーク装置の構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下に、本発明の実施形態の添付の図面を参照して、本発明の実施形態における技術的
解決策を明確且つ十分に説明する。明らかに、記載される実施形態は、本発明の実施形態
の一部であり、全ての実施形態ではない。本発明の実施形態に基づき創造的労力を有しな
いで当業者により得られる全ての他の実施形態は、本発明の保護範囲に包含される。
【００３７】
　本発明の実施形態は、異なる認証方法を用いる又は異なる認証条件に従て許可割り当て
する方法、無線ネットワーク装置の制御装置、及び無線ネットワーク装置に関する。一例
としてルーティング装置を用いると、現在、ユーザ認証方法の観点では、１つの認証方法
のみがサポートできる。例えば、ルーティング装置のＷｉ－Ｆｉの暗号化方法がＷＰＡに
設定される場合、ユーザは該ルーティング装置にアクセスするためにＷＰＡを使わなけれ
ばならない。別の例では、ルーティング装置は、通常、ウェブページを用いることにより
ネットワーク構成管理を実行し、ウェブページがアクセスされる前に、先ず、管理パスワ
ードが入力されなければならない。これは、ルーティング装置の所有者には不必要であり
、ルーティング装置の所有者の使用経験を低下させる。上述の問題を解決するために、本
発明の実施形態は、異なるユーザ機器に従って異なる認証方法が実行できる方法を提供す
る。
【００３８】
　本発明の実施形態では、無線ネットワーク装置は、ネットワークにアクセスするユーザ
機器の少なくとも１つの固有アクセス認証方法、ウェブ管理ページの固有管理認証方法、
及びウェブ管理ページアクセスのための固有許可設定を必要する。上述の３つは、互いに
独立に実行されても良く、互いに関連しても良い。細目は、ユーザ要件に従って設定され
る。以下では、特定の実施形態を用いることにより、本発明の技術的ソリューションを説
明する。
【００３９】
　図１は、本発明の第１の実施形態による無線ネットワーク装置のアクセス認証方法のフ
ローチャートである。
【００４０】
　Ｓ１０：無線ネットワーク装置は、ユーザ機器により開始されるネットワークアクセス
要求を受信する。
【００４１】
　Ｓ２０：無線ネットワーク装置は、ネットワークアクセス要求に従って、ユーザ機器が
第１の設定条件に適合するか否かを決定する。
【００４２】
　Ｓ３０：無線ネットワーク装置が、ユーザ機器は第１の設定条件に適合すると決定した
場合、固有アクセス認証方法を用いることにより、ユーザ機器に対してアクセス認証を実
行する。
【００４３】
　無線ネットワーク装置が、ユーザ機器は第１の設定条件に適合しないと決定した場合に
は、無線ネットワーク装置は、共通パスワードに基づくアクセス認証方法を用いることに
より、ユーザ機器に対してアクセス認証を実行することが理解できる。
【００４４】
　本発明の実施形態による無線ネットワーク装置の認証方法では、ユーザ機器が第１の設
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定条件に適合すると決定された場合、固有認証方法を用いることにより、ユーザ機器に対
して認証が実行され、対応する認証方法が異なるユーザ機器に従って用いられる。したが
って、無線ネットワーク装置の認証方法はより柔軟になり、ユーザのネットワークアクセ
ス経験は向上される。
【００４５】
　第１の設定条件は、無線ネットワーク装置が最初にオンにされた後、最初のＭ個のアク
セスするユーザ機器、又は無線ネットワーク装置の電源が入れられる度に、最初のＮ個の
アクセスするユーザ機器を有しても良い。ここで、Ｍ＝１，２，３，．．．、及びＮ＝１
，２，３，．．．である。
【００４６】
　第１の設定条件は、ＭＡＣアドレスが指定ＭＡＣアドレスであるユーザ機器、ＩＰアド
レスが指定ＩＰアドレスであるユーザ機器、機器名が指定機器名であるユーザ機器、又は
機器種類が指定機器種類であるユーザ機器、を更に有しても良い。
【００４７】
　第１の設定条件は、無線ネットワーク装置の電源が入れられる度に毎回、設定時間にア
クセスを実行するユーザ機器、又は指定距離でアクセスを実行するユーザ機器、及び指定
時間にアクセスを実行するユーザ機器、を更に有しても良い。
【００４８】
　設定時間は、少なくとも１つの離散時間点であっても良く、設定時間期間若しくは時間
範囲であっても良い。指定時間は、少なくとも１つの離散時間点であっても良く、設定時
間期間若しくは時間範囲であっても良い。指定距離は、指定距離の地点であっても良く、
指定距離の範囲内の領域であっても良い。例えば、本発明の実施形態では、無線ネットワ
ーク装置は、距離センサを用いることにより、ユーザ機器と無線ネットワーク装置との間
の距離、ユーザ機器の位置、等を検出し、ユーザ機器と無線ネットワーク装置との間の距
離の条件若しくは位置の条件を第１の設定条件に追加できる。
【００４９】
　任意で、ユーザ機器は、ユーザ機器と無線ネットワーク装置との間の距離又はユーザ機
器の位置情報も検出し、ユーザ機器がネットワークアクセス要求を送出するとき、ユーザ
機器と無線ネットワーク装置との間の距離又はユーザ機器の位置情報をネットワークアク
セス要求に追加できる。したがって、無線ネットワーク装置は、受信された距離に従って
、ユーザ機器が指定距離の範囲内にいるか否かを決定できる。
【００５０】
　無線ネットワーク装置が、ネットワークアクセス要求に従って、ユーザ機器が第１の設
定条件に適合するか否かを決定することは、具体的には次の通りであっても良い。
【００５１】
　無線ネットワーク装置は、ユーザ機器のＭＡＣアドレス及び機器種類、機器名、並びに
ユーザ機器の機器ＩＰアドレスをネットワークアクセス要求に従って取得しても良く、ユ
ーザ機器と無線ネットワーク装置との間の距離に関する情報及びネットワークアクセス要
求の中で伝達されるユーザ機器の位置情報の１又は複数の組合せを更に取得して、ユーザ
機器が第１の設定条件に適合するか否かを決定しても良い。しかし、本発明の実施形態は
、これらに限定されない。
【００５２】
　任意で、無線ネットワーク装置は、ユーザ機器に関する情報を取得しなくても良く、無
線ネットワーク装置は、ネットワークアクセス要求の信号に従って、ユーザが第１の設定
条件に適合するか否かを決定する。
【００５３】
　具体的には、無線ネットワーク装置は、ネットワークアクセス要求に従って、ユーザ機
器に適する認証条件について第１の設定条件を検索し、無線ネットワーク装置は、第１の
設定条件の中で、逐次検出又は逆順での検出の方法を用いることができる。
【００５４】
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　さらに、無線ネットワーク装置が、ユーザ機器は第１の設定条件に適合すると決定した
場合、固有アクセス認証方法を用いることにより、ユーザ機器に対して認証を実行するこ
とは、具体的には次の通りであっても良い。
【００５５】
　無線ネットワーク装置が、ユーザ機器は第１の設定条件に適合すると決定した場合、認
証は、固有アクセス認証方法を用いることにより、ユーザ区別ルールリストに従って、ユ
ーザ機器に対して実行されても良い。ここで、ユーザ区別ルールリストは、第１の設定条
件と固有アクセス認証方法との間の対応を記録する。
【００５６】
　任意で、無線ネットワーク装置が、ユーザ機器は第１の設定条件に適合すると決定した
場合、固有アクセス認証方法は、ユーザ区別ルールリストを設定することなく、アクセス
要求の信号に従って、ユーザ機器のために直接指定されても良い。
【００５７】
　固有アクセス方法は、パスワードフリーアクセス認証方法又は固有パスワードに基づく
アクセス認証方法を含み得るが、本発明の実施形態はこれらに限定されない。
【００５８】
　本発明の実施形態における固有パスワードに基づくアクセス認証方法では、認証は固有
キャラクタ、指紋、人間の顔、声、等を用いることにより実行されても良い。
【００５９】
　例えば、無線ネットワーク装置が、ユーザ機器によるネットワークアクセス要求に従っ
て、ユーザ機器は第１の設定条件に適合すると決定した場合、ユーザはパスワードを入力
する必要がなく又はパスワード要求ダイアログボックスが表示されず、ユーザ機器はネッ
トワークに直接接続される。任意で、アクセス認証は、一様に設定される既存のパスワー
ドと異なる固有パスワードを用いることにより実行されても良い。
【００６０】
　ユーザ区別ルールリスト内の第１の設定条件は、予め装置製造者により設定されても良
く、要求に応じて、アクセスを完了したユーザにより設定されても良い。例えば、第１の
設定条件では、装置製造者又はオペレータは、最初にオンにされた無線ネットワーク装置
の最初のＮ個のアクセスするユーザ機器、を出荷前に予め設定する必要がある。したがっ
て、最初のＮ人のアクセスするユーザは、要求に従って別の認証条件を編集する。確かに
、初回アクセスのユーザは、パスワードを入力することにより無線ネットワーク装置にア
クセスし、ユーザ名とパスワードの方法を用いることによりウェブ管理ページにアクセス
して、第１の設定条件を編集しても良い。ここで、この編集は、第１の設定条件の削除、
追加、又は変更のような操作を含んでも良い。
【００６１】
　さらに、無線ネットワーク装置は、ユーザ機器により送信されるアクセス要求に従って
、ユーザ区別ルールリスト内のユーザ機器に関する情報、例えばアクセスするユーザの数
、並びにユーザ機器の機器種類、機器名、ＩＰアドレス及びＭＡＣアドレスを更に取得し
及び記録、ユーザ区別ルールリストを更新しても良い。ここで、ユーザ機器に関する情報
は、初回アクセスのユーザ機器に関する情報であっても良く、非初回アクセスのユーザ機
器に関する情報であっても良いことが理解される。
【００６２】
　無線ネットワーク装置が、ユーザ区別ルールリストに従って、ユーザ機器は第１の設定
条件に適合しないと決定した場合、アクセス認証は、パスワード入力方法を用いることに
より、ユーザ機器に対して実行される。つまり、ユーザがパスワードを入力することによ
り、アクセス認証は、ユーザ機器に対して実行され、既存のプロトコルに基づく認証処理
が実行される。これはここで再び説明しない。
【００６３】
　さらに、本発明の実施形態におけるユーザ機器は、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、
携帯電話機、等のようなネットワークアクセスをサポートする端末電子装置であっても良
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いことが理解される。
【００６４】
　本発明の実施形態による無線ネットワーク装置のアクセス認証方法では、ユーザ機器が
第１の設定条件に適合すると決定された場合、固有認証方法を用いることにより、ユーザ
機器に対して認証が実行され、対応する認証方法が異なるユーザ機器に従って用いられる
。したがって、無線ネットワーク装置の認証方法はより柔軟になり、ユーザのネットワー
クアクセス経験は向上される。
【００６５】
　図２は、本発明の第２の実施形態によるウェブ管理ページにアクセスする無線ネットワ
ーク装置の管理認証方法のフローチャートである。
【００６６】
　本発明では、実施形態２は実施形態１に基づく。相違点は、本実施形態がウェブ管理ペ
ージにアクセスするための管理認証方法を実装することである。
【００６７】
　Ｓ２１：無線ネットワーク装置は、ユーザ機器により開始されるネットワークアクセス
要求を受信する。
【００６８】
　Ｓ２２：無線ネットワーク装置が、ネットワークアクセス要求に従って、ユーザ機器は
第２の設定条件に適合すると決定した場合、固有管理認証方法を用いることにより、ウェ
ブ管理ページにアクセスするためにユーザ機器に対して認証を実行する。
【００６９】
　第２の設定条件は、無線ネットワーク装置が最初にオンにされた後に最初のＰ個のアク
セスするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、Ｑ個のアクセ
スするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、設定時間にアク
セスを実行するユーザ機器、ＭＡＣアドレスが指定ＭＡＣアドレスであるユーザ機器、Ｉ
Ｐアドレスが指定ＩＰアドレスであるユーザ機器、機器名が指定機器名であるユーザ機器
、機器種類が指定機器種類であるユーザ機器、指定距離においてアクセスを実行するユー
ザ機器、指定時間においてアクセスを実行するユーザ機器、のうちのいずれか又は組合せ
を有しても良い。ここで、Ｐ＝１，２，３，．．．及びＱ＝１，２，３，．．．である。
【００７０】
　設定時間は、少なくとも１つの離散時間点であっても良く、時間期間若しくは時間範囲
であっても良い。指定時間は、少なくとも１つの離散時間点であっても良く、設定時間期
間若しくは時間範囲であっても良い。指定距離は、指定距離の地点であっても良く、指定
距離の範囲内の領域であっても良いことが理解できる。
【００７１】
　固有管理認証方法は、パスワードを有しないでウェブ管理ページにアクセスする認証方
法、又は固有パスワードでウェブ管理ページにアクセスする認証方法であっても良い。
【００７２】
　任意で、無線ネットワーク装置は、ウェブ管理ページにアクセスするユーザの要求に従
って、ユーザ機器が第２の設定条件に適合するか否かを更に決定できる。
【００７３】
　任意で、無線ネットワーク装置は、ネットワークアクセス要求内で伝達される機器情報
に従って又はネットワークアクセス要求の信号に従って、ユーザ機器が第２の設定条件に
適合するか否かを決定できる。
【００７４】
　第２の設定条件及び第１の設定条件は同じであっても良く、異なっても良いことが理解
できる。決定するステップは、同時に実行されても良く、順次実行されても良い。
【００７５】
　本発明の実施形態による無線ネットワーク装置の管理認証方法では、ユーザ機器が第２
の設定条件に適合すると決定された場合、固有管理認証方法を用いることにより、ウェブ



(12) JP 6140293 B2 2017.5.31

10

20

30

40

50

管理ページにアクセスするユーザに対して認証が実行され、対応する認証方法が異なるユ
ーザ機器に従って用いられる。したがって、ユーザがウェブ管理ページにアクセスする方
法はより柔軟になり、ユーザ経験は向上される。
【００７６】
　図３は、本発明の第３の実施形態によるウェブ管理ページにアクセスする無線ネットワ
ーク装置の許可管理方法のフローチャートである。
【００７７】
　本発明では、第３の実施形態は、前述の第１の実施形態及び／又は第２の実施形態に基
づく。相違点は、ウェブ管理ページの許可管理方法が実装されることである。
【００７８】
　Ｓ３１：無線ネットワーク装置は、ユーザ機器により開始されるネットワークアクセス
要求を受信する。
【００７９】
　Ｓ３２：ネットワークアクセス要求に従って、ユーザ機器は固有許可条件に適合すると
決定された場合、ウェブ管理ページについての固有許可条件に対応する許可をユーザ機器
に割り当てる。
【００８０】
　固有許可条件は、無線ネットワーク装置が最初にオンにされた後に最初のＰ個のアクセ
スするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、Ｑ個のアクセス
するユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、設定時間にアクセ
スを実行するユーザ機器、ＭＡＣアドレスが指定ＭＡＣアドレスであるユーザ機器、ＩＰ
アドレスが指定ＩＰアドレスであるユーザ機器、機器名が指定機器名であるユーザ機器、
機器種類が指定機器種類であるユーザ機器、指定距離においてアクセスを実行するユーザ
機器、指定時間においてアクセスを実行するユーザ機器、のうちのいずれか又は組合せを
有しても良い。ここで、Ｐ＝１，２，３，．．．及びＱ＝１，２，３，．．．である。
【００８１】
　設定時間は、少なくとも１つの離散時間点であっても良く、設定時間期間若しくは時間
範囲であっても良い。指定時間は、少なくとも１つの離散時間点であっても良く、設定時
間期間若しくは時間範囲であっても良い。指定距離は、指定距離の地点であっても良く、
指定距離の範囲内の領域であっても良いことが理解できる。
【００８２】
　許可は、ウェブ管理ページに対する読み取り専用許可又は読み取り／書き込み許可を有
しても良い。しかし、本発明の実施形態はこれらに限定されない。
【００８３】
　任意で、無線ネットワーク装置は、ウェブ管理ページにアクセスするユーザの要求に従
って、ユーザ機器が固有許可条件に適合するか否かを更に決定できる。
【００８４】
　本発明の実施形態による無線ネットワーク装置の許可管理方法では、ユーザ機器は固有
許可条件に適合すると決定された場合、ウェブ管理ページについての固有許可条件に対応
する許可が、ユーザ機器に割り当てられる。したがって、ウェブ管理ページは、異なるユ
ーザに従って柔軟に管理でき、ユーザ経験は向上される。
【００８５】
　図４は、本発明の第４の実施形態による無線ネットワーク装置の認証及び許可割り当て
方法のフローチャートである。
【００８６】
　本実施形態では、前述の実施形態に基づき、ユーザ機器についてのアクセス認証、管理
認証、及びユーザ機器への許可割り当ての方法は、更に詳細に記載される。しかしながら
、これは本発明の技術的ソリューションを説明するために単なる一実施形態として用いら
れるものであり、本発明の保護範囲の限定として用いられない。
【００８７】
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　本実施形態は、無線ネットワーク装置の一例としてルータを用いることにより、及びユ
ーザ機器の一例としてパーソナルコンピュータ（ＰＣ）を用いることにより、記載される
。
【００８８】
　出荷前に、ルータの製造者は、例えば表１に示すような「ユーザ区別ルールリスト」の
規定構成を実行する。
【００８９】
【表１】

　Ｓ２０１：ルータはＳＳＩＤ（service　set　identifier）をブロードキャストする。
【００９０】
　Ｓ２０２：ユーザのＰＣは、Ｗｉ－ＦｉスキャニングによりルータのＳＳＩＤを取得し
、アクセス要求を送信する。アクセス要求はユーザのＰＣのＭＡＣアドレスを伝達する。
【００９１】
　Ｓ２０３：また、ルータは、ユーザ区別ルールリストに従って、ユーザのＰＣが第１の
設定条件に適合するか否かを決定する。
【００９２】
　Ｓ２０４：ユーザのＰＣはユーザ区別ルールリストの中の「ルータが最初にオンにされ
た後の最初のアクセスするユーザ機器」という条件に適合すると決定された場合、ルータ
によるユーザのＰＣに対する認証を、ユーザのＰＣに対する開放型認証モード、つまりパ
スワードフリーアクセス認証モードに既知替えるよう制御する。
【００９３】
　初回アクセスのユーザは、パスワードを入力する面倒を省かれ、ネットワークに直接ア
クセスできる。
【００９４】
　Ｓ２０５：ルータは、ユーザのＰＣのＭＡＣアドレスを、ユーザ区別ルールリストの中
の第１の設定条件に追加しても良い。
【００９５】
　ユーザのＰＣのＭＡＣアドレスは、ウェブ管理ページ上で、ユーザにより構成されても
良いことが理解でｋる。
【００９６】
　ルータは、ユーザのＰＣの他の機器情報を取得し、ユーザのＰＣの他の機器情報をユー
ザ区別ルールリストに追加しても良いことが理解できる。これは、本実施形態により限定
されない。
【００９７】
　Ｓ２０６：また、ルータは、ユーザ区別ルールリストに従って、ユーザのＰＣが第２の
設定条件に適合するか否かを決定し、ユーザのＰＣが第２の設定条件に適合する場合、ユ
ーザのＰＣはパスワードを有しないでウェブ管理ページにアクセスすることを設定する。
【００９８】
　第２の設定条件は、表２中の「最初にオンにされる無線ネットワーク装置の最初のアク
セスするユーザ」であっても良く、第２の設定条件の別の条件であっても良く、本願明細
書に単なる一例として記載される。
【００９９】
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【表２】

　Ｓ２０７：また、ルータは、ユーザ区別ルールリストに従って、ユーザのＰＣが固有許
可条件に適合するか否かを決定し、ユーザのＰＣが固有許可条件に適合する場合、ウェブ
管理ページに対する読み取り専用許可又は読み取り／書き込み許可を割り当てる。
【０１００】
　例えば、ユーザルールリストは、表３に示され得る。
【０１０１】
【表３】

　固有許可条件は、表３中の「最初にオンにされる無線ネットワーク装置の最初のアクセ
スするユーザ、及び指定ＭＡＣアドレス」であっても良く、固有許可条件の別の条件であ
っても良く、本願明細書に単なる一例として記載される。
【０１０２】
　ルータは、予め格納されたユーザルールリストに従って、ユーザ機器の認証又は許可条
件を決定しても良く、ユーザにより送信される要求情報又は軌道情報に直接従って、ユー
ザのＰＣが認証又は許可条件に適合するか否かを決定しても良いことが理解できる。
【０１０３】
　前述のステップＳ２０３乃至Ｓ２０７の実行順序は限定されないこと、それらは同時に
実行されても良いことが理解できる。本実施形態は、説明のための単なる一例を提供する
。
【０１０４】
　本発明の実施形態では、ルータがユーザのＰＣは最初のアクセスするユーザであると決
定した場合、ルータは、ユーザのＰＣがパスワードを有しないでＷｉ－Ｆｉにアクセスす
ること、パスワードを有しないでウェブ管理ページにアクセスすること、及びウェブ管理
ページに対する読み取り／書き込み許可を有することを許容する。ユーザは、パスワード
を探すこと及びパスワード入力操作を実行することを回避できる。これは、ルータの使用
方法について詳しくない一般消費者にとって非常に良好なユーザ経験を提供する。
【０１０５】
　図５は、本発明の第５の実施形態による無線ネットワーク装置のアクセス認証方法のフ
ローチャートである。
【０１０６】
　前述の第４の実施形態に基づき、本実施形態は、一例を用いることにより、ユーザのＰ
Ｃがルータに再びアクセスするとき、認証及び／又は許可処理が実行される過程を更に説
明する。ユーザのＰＣがルータに再びアクセスするとき、「最初に使用される装置の最初
のアクセスするユーザ」の条件は満たされない。したがって、本実施形態は、この状況で
ルータが認証及び／又は許可処理を実行する過程を更に説明し又は例示する。
【０１０７】
　Ｓ３０１：ユーザのＰＣは、ルータにアクセス要求を再び送信する。ここで、アクセス
要求はユーザのＰＣのＭＡＣアドレスを伝達する。
【０１０８】
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　ユーザのＰＣのＭＡＣアドレスは４４－４５－５３－５４－００－００である。確かに
、アクセス要求は、ユーザのＰＣの名称、ユーザのＰＣの種類、等を伝達しても良い。
【０１０９】
　Ｓ３０２：ルータは、ユーザのＰＣにより送信されたアクセス要求を受信し、ユーザの
ＰＣのＭＡＣアドレスを取得する。
【０１１０】
　Ｓ３０３：ルータは、ユーザルールリストに従って、ユーザのＰＣがユーザルールリス
トの中の第１の決定条件、つまり「最初に使用される装置の最初のアクセスするユーザ」
の決定条件に適合するか否かを決定する。
【０１１１】
　Ｓ３０４：ルータは、ユーザのＰＣがユーザルールリストの中の第２の決定条件、つま
り「ユーザルールリストの中に記録されているＭＡＣアドレスが一致するか否か」に適合
するか否かを更に決定する。
【０１１２】
　Ｓ３０５：ルータは、ユーザのＰＣのＭＡＣアドレスがユーザルールリストの中に記録
されたＭＡＣアドレスに一致すると決定した場合、ルータにより実行されるユーザのＰＣ
での認証を開放型モード、つまりパスワードフリーネットワークアクセスに切り替えるよ
う制御する。
【０１１３】
　任意で、ルータは、ユーザのＰＣのＭＡＣアドレスがユーザルールリストの中に記録さ
れたＭＡＣアドレスに一致すると決定した場合、ユーザのＰＣは、パスワード無しでウェ
ブ管理ページにアクセス可能なように設定される。
【０１１４】
　任意で、ルータは、ユーザのＰＣのＭＡＣアドレスがユーザルールリストの中に記録さ
れたＭＡＣアドレスに一致すると決定した場合、ユーザのＰＣは、ウェブ管理ページ上で
の読み取り／書き込み許可を割り当てられる。
【０１１５】
　Ｓ３０６：ルータは、ユーザのＰＣのＭＡＣアドレスがユーザルールリストに記録され
たＭＡＣアドレスに一致しないと決定した場合、パスワード入力ダイアログボックスを表
示し、パスワード入力により認証を実行する。
【０１１６】
　ユーザがルータのユーザルールリストを変更する必要があるとき、ユーザは、ユーザの
ＰＣ上でブラウザを開いても良い。ユーザのＰＣは、ウェブ管理ページにアクセスするた
めの条件を満たすので、ユーザは、ユーザ名／パスワードを入力するためのダイアログボ
ックスを見ないで、ウェブ管理ページに管理者として直接ログインし、ユーザルールリス
トに対する変更、追加又は削除のような少なくとも１つの操作を実行する。
【０１１７】
　例えば、ユーザが、ＭＡＣアドレスが４４－４５－５３－５４－００－０１である携帯
電話機をパスワードフリーアクセス認証を有するユーザとして追加したいとき、ユーザは
、ウェブ管理ページにアクセスし、ＭＡＣアドレスが４４－４５－５３－５４－００－０
１であり及び追加したＭＡＣアドレスに対応する認証方法が例えばパスワードフリーＷｉ
－Ｆｉアクセスである条件３を追加しても良い。表４を参照する。
【０１１８】
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【表４】

　本実施形態では、認証は、上述の４つの実施形態に基づき更に記載されるが、単に例と
してのみ提供され、本発明の保護範囲を制限することを意図しない。パスワードフリーア
クセスは、指定ＭＡＣアドレスを有するユーザ機器を用いることにより実施される。これ
は、ユーザのアクセス操作を簡略化し、ユーザに利便性をもたらす。
【０１１９】
　図６は、本発明の第６の実施形態によるアクセス認証方法のフローチャートである。
【０１２０】
　本実施形態では、所定の時間期間の条件がユーザ識別リストに追加され、固有アクセス
認証方法が、所定の時間期間中にアクセスを実行する全てのユーザ機器で用いられる。ユ
ーザ識別リストは、表５に示され得る。
【０１２１】
【表５】

　任意で、表５は、ユーザ設定に従うアクセス時間期間の決定条件を有しても良く、又は
ユーザ設定に従う別の決定条件を有しても良い。本実施形態は、単に特定の例を記載する
。
【０１２２】
　特定のステップは、次の通りである。
【０１２３】
　Ｓ４０１：ユーザ機器のアクセス要求を受信する。
【０１２４】
　Ｓ４０２：ユーザルールリストに従って、ユーザ機器のアクセス時間が設定アクセス時
間期間内か否かを決定する。
【０１２５】
　Ｓ４０３：ユーザ機器のアクセス時間が設定アクセス時間期間内であるとき、ユーザ機
器での認証を開放型モードに切り替えて、ユーザ機器がパスワード無しでＷｉ－Ｆｉネッ
トワークにアクセスできるようにする。
【０１２６】
　Ｓ４０４：ユーザ機器のアクセス時間が設定アクセス時間期間内でないとき、パスワー
ド要求ダイアログボックスを表示し、ユーザがパスワードを入力することによりアクセス
認証を実行できるようにする。
【０１２７】
　本実施形態におけるユーザ機器のアクセス認証方法では、所定時間期間が設定され、ユ
ーザ機器が指定時間期間内ではパスワード無しでネットワークにアクセスできるようにす
る。これは、特定ユーザのアクセス操作を簡略化する。
【０１２８】
　本発明の実施形態に関連する無線ネットワーク装置では、無線ネットワーク装置の製造



(17) JP 6140293 B2 2017.5.31

10

20

30

40

50

者は、初回アクセスのユーザ機器に、パスワードが入力された後にのみアクセスを許可さ
せ、２度目のアクセスのユーザ機器は、ユーザルールリストの設定に従って認証方法を決
定しても良く、固有アクセス認証方法が、機器種類、機器名、等が指定されたユーザ機器
に対してデフォルトで定められても良いことが理解できる。特定の実装は、ユーザ機器又
は製造者要件に従って策定されても良く、本発明の実施形態で提供される実施形態に限定
されず、別の状況でカスタマイズを実装するために本発明の実施形態の中の技術的意味を
全て用いても良い。
【０１２９】
　本発明の実施形態では、第１の設定条件、第２の設定条件、及び無線ネットワーク装置
の固有許可条件は、同じであっても良く、異なっても良く、３者の実装方法は互いに独立
であっても良く、異なる対象での認証又はその許可割り当ては、同じ決定条件に従って実
施されても良い。本発明の実施形態で記載される例は、単に限定的な状況で実装方法を提
供し、別の状況での実装方法は本発明の実施形態の基本的考えから逸脱せず、当業者は、
ここで再び１つづつ記載しない上述の実施形態に従って、他の環境下での実装ソリューシ
ョンを当然に推測できることが更に理解できる。
【０１３０】
　図７は、本発明の第７の実施形態による無線ネットワーク装置の制御装置の構成図であ
る。
【０１３１】
　無線ネットワーク装置の制御装置１００は、異なるユーザに対して、固有アクセス認証
方法、固有管理認証方法、及び固有許可割り当て方法のうちの少なくとも１つを使用でき
る。また、制御装置１００は、受信制御モジュール１０１、アクセス決定モジュール１０
２、及び認証モジュール１０３を有しても良い。ここで、受信制御モジュール１０１は、
ユーザ機器により送信されるネットワークアクセス要求を受信するよう受信機を制御する
よう構成され、ネットワークアクセス要求に従って、ユーザ機器が第１の設定条件に適合
すると決定された場合、アクセス決定モジュール１０２は、第１の決定結果を認証モジュ
ールへ送信し、第１の決定結果に従って、アクセス認証モジュール１０３は、固有アクセ
ス認証方法を用いることによりユーザ機器に対するアクセス認証を実行する。
【０１３２】
　本発明の実施形態による無線ネットワーク装置の制御装置では、ユーザ機器が第１の設
定条件に適合すると決定された場合、固有認証方法を用いることにより、ユーザ機器に対
して認証が実行され、対応する認証方法が異なるユーザ機器に従って用いられる。したが
って、無線ネットワーク装置の認証方法はより柔軟になり、ユーザのネットワークアクセ
ス経験は向上される。
【０１３３】
　第１の設定条件は、無線ネットワーク装置が最初にオンにされた後に最初のＭ個のアク
セスするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、Ｎ個のアクセ
スするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、設定時間にアク
セスを実行するユーザ機器、ＭＡＣアドレスが指定ＭＡＣアドレスであるユーザ機器、Ｉ
Ｐアドレスが指定ＩＰアドレスであるユーザ機器、機器名が指定機器名であるユーザ機器
、機器種類が指定機器種類であるユーザ機器、指定距離においてアクセスを実行するユー
ザ機器、指定時間においてアクセスを実行するユーザ機器、のうちのいずれか又は組合せ
を有しても良い。ここで、Ｍ＝１，２，３，．．．及びＮ＝１，２，３，．．．である。
【０１３４】
　設定時間は、少なくとも１つの離散時間点であっても良く、設定時間期間若しくは時間
範囲であっても良い。指定時間は、少なくとも１つの離散時間点であっても良く、設定時
間期間若しくは時間範囲であっても良い。指定距離は、指定距離の地点であっても良く、
指定距離の範囲内の領域であっても良い。例えば、本発明の実施形態では、制御装置は、
距離センサを制御することにより、ユーザ機器と無線ネットワーク装置との間の距離、ユ
ーザ機器の位置、等を検出し、ユーザ機器と無線ネットワーク装置との間の距離の条件若
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しくは位置の条件を第１の設定条件に追加できる。
【０１３５】
　アクセス決定モジュール１０２が、ネットワークアクセス要求に従って、ユーザ機器が
第１の設定条件に適合するか否かを決定することは、具体的には次の通りであっても良い
。
【０１３６】
　アクセス決定モジュール１０２は、ユーザ機器のＭＡＣアドレス及び機器種類、機器名
、並びにユーザ機器の機器ＩＰアドレスをネットワークアクセス要求に従って取得しても
良く、ユーザ機器と無線ネットワーク装置との間の距離に関する情報及びネットワークア
クセス要求の中で伝達されるユーザ機器の位置情報の１又は複数の組合せを更に取得して
、ユーザ機器が第１の設定条件に適合するか否かを決定しても良い。しかし、本発明の実
施形態は、これらに限定されない。
【０１３７】
　任意で、アクセス決定モジュール１０２は、ユーザ機器に関する情報を取得しなくても
良く、ネットワークアクセス要求の信号に従って、ユーザが第１の設定条件に適合するか
否かを決定する。
【０１３８】
　さらに、無線ネットワーク装置が、ユーザ機器は第１の設定条件に適合すると決定した
場合、固有アクセス認証方法を用いることにより、ユーザ機器に対して認証を実行するこ
とは、具体的には次の通りであっても良い。
【０１３９】
　無線ネットワーク装置が、ユーザ機器は第１の設定条件に適合すると決定した場合、認
証は、固有アクセス認証方法を用いることにより、ユーザ区別ルールリストに従って、ユ
ーザ機器に対して実行されても良い。ここで、ユーザ区別ルールリストは、第１の設定条
件と固有アクセス認証方法との間の対応を記録する。
【０１４０】
　任意で、さらに、無線ネットワーク装置による、ユーザ機器が第１の設定条件に適合す
るという決定は、ユーザ機器の固有アクセス認証方法を直接指定することであっても良い
。
【０１４１】
　固有アクセス方法は、パスワードフリーアクセス認証方法又は固有パスワードに基づく
アクセス認証方法を含み得るが、本発明の実施形態はこれらに限定されない。
【０１４２】
　本発明の実施形態における固有パスワードに基づくアクセス認証方法では、認証は固有
キャラクタ、指紋、人間の顔、声、等を用いることにより実行されても良い。
【０１４３】
　任意で、制御装置１００は、管理決定モジュール１０４及び管理認証モジュール１０５
を更に有しても良い。ここで、ユーザ機器が第２の設定条件に適合すると決定された場合
、管理決定モジュール１０４は第２の決定結果を管理認証モジュール１０５へ送信し、第
２の決定結果に従って、管理認証モジュール１０５は、固有管理認証方法を用いることに
より、ウェブ管理ページにアクセスするためにユーザ機器に対して管理認証を実行する。
【０１４４】
　第２の設定条件は、無線ネットワーク装置が最初にオンにされた後に最初のＰ個のアク
セスするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、Ｑ個のアクセ
スするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、設定時間にアク
セスを実行するユーザ機器、ＭＡＣアドレスが指定ＭＡＣアドレスであるユーザ機器、Ｉ
Ｐアドレスが指定ＩＰアドレスであるユーザ機器、機器名が指定機器名であるユーザ機器
、機器種類が指定機器種類であるユーザ機器、指定距離においてアクセスを実行するユー
ザ機器、指定時間においてアクセスを実行するユーザ機器、のうちのいずれか又は組合せ
を有しても良い。ここで、Ｐ＝１，２，３，．．．及びＱ＝１，２，３，．．．である。
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固有管理認証方法は、パスワードを有しないでウェブ管理ページにアクセスする認証方法
、又は固有パスワードを用いることによりウェブ管理ページにアクセスする認証方法であ
っても良い。
【０１４５】
　任意で、制御装置１００は、許可決定モジュール１０６及び許可割り当てモジュール１
０７を更に有しても良い。ここで、ユーザ機器は固有許可条件に適合すると決定された場
合、許可決定モジュール１０６は、第３の決定結果を許可割り当てモジュール１０７へ送
信し、第３の決定結果に従って、許可割り当てモジュール１０７は、固有許可条件に対応
する、ウェブ管理ページに関する許可をユーザ機器に割り当てる。
【０１４６】
　固有許可条件は、無線ネットワーク装置が最初にオンにされた後に最初のＳ個のアクセ
スするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、Ｔ個のアクセス
するユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、設定時間にアクセ
スを実行するユーザ機器、ＭＡＣアドレスが指定ＭＡＣアドレスであるユーザ機器、ＩＰ
アドレスが指定ＩＰアドレスであるユーザ機器、機器名が指定機器名であるユーザ機器、
機器種類が指定機器種類であるユーザ機器、指定距離においてアクセスを実行するユーザ
機器、指定時間においてアクセスを実行するユーザ機器、のうちのいずれか又は組合せを
有しても良い。ここで、Ｓ＝１，２，３，．．．及びＴ＝１，２，３，．．．である。
【０１４７】
　許可は、ウェブ管理ページに対する読み取り専用許可又は読み取り／書き込み許可を有
しても良い。
【０１４８】
　本発明の実施形態による無線ネットワーク装置の制御装置では、ユーザ機器が第１の設
定条件に適合すると決定された場合、固有アクセス認証方法を用いることにより、ユーザ
機器に対して認証が実行され、対応する認証方法が異なるユーザ機器に従って用いられる
。したがって、無線ネットワーク装置の認証方法はより柔軟になり、ユーザのネットワー
クアクセス経験は向上される。
【０１４９】
　本実施形態における無線ネットワーク装置の制御装置では、特定の例のために第４乃至
第６の実施形態を参照し得る。これらの実施形態は本実施形態で繰り返されない。
【０１５０】
　図８は、本発明の第８の実施形態による無線ネットワーク装置の構成図である。
【０１５１】
　無線ネットワーク装置２００は、通信機２０１及びプロセッサ２０３を有しても良い。
ここで、通信機２０１及びプロセッサ２０３は、データバスを用いることにより接続され
る。通信機２０１は、ユーザ機器により開始されるネットワークアクセス要求を受信する
。プロセッサ２０３は、ネットワークアクセス要求に従って、ユーザ機器は第１の設定条
件に適合すると決定した場合、固有アクセス認証方法を用いることにより、ユーザ機器に
対するアクセス認証を実行する。
【０１５２】
　本発明の実施形態による無線ネットワーク装置では、ユーザ機器が第１の設定条件に適
合すると決定された場合、固有認証方法を用いることにより、ユーザ機器に対して認証が
実行され、対応する認証方法が異なるユーザ機器に従って用いられる。したがって、無線
ネットワーク装置の認証方法はより柔軟になり、ユーザのネットワークアクセス経験は向
上される。
【０１５３】
　第１の設定条件は、無線ネットワーク装置が最初にオンにされた後に最初のＭ個のアク
セスするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、Ｎ個のアクセ
スするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、設定時間にアク
セスを実行するユーザ機器、ＭＡＣアドレスが指定ＭＡＣアドレスであるユーザ機器、Ｉ
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Ｐアドレスが指定ＩＰアドレスであるユーザ機器、機器名が指定機器名であるユーザ機器
、機器種類が指定機器種類であるユーザ機器、指定距離においてアクセスを実行するユー
ザ機器、指定時間においてアクセスを実行するユーザ機器、のうちのいずれか又は組合せ
を有しても良い。ここで、Ｍ＝１，２，３，．．．及びＮ＝１，２，３，．．．である。
【０１５４】
　設定時間は、少なくとも１つの離散時間点であっても良く、設定時間期間若しくは時間
範囲であっても良い。指定時間は、少なくとも１つの離散時間点であっても良く、設定時
間期間若しくは時間範囲であっても良い。指定距離は、指定距離の地点であっても良く、
指定距離の範囲内の領域であっても良い。例えば、本発明の実施形態では、制御装置は、
距離センサを制御することにより、ユーザ機器と無線ネットワーク装置との間の距離、ユ
ーザ機器の位置、等を検出し、ユーザ機器と無線ネットワーク装置との間の距離の条件若
しくは位置の条件を第１の設定条件に追加できる。
【０１５５】
　プロセッサ２０３が、ネットワークアクセス要求に従って、ユーザ機器が第１の設定条
件に適合するか否かを決定することは、具体的には次の通りであっても良い。プロセッサ
２０３は、ユーザ機器のＭＡＣアドレス及び機器種類、機器名、並びにユーザ機器の機器
ＩＰアドレスをネットワークアクセス要求に従って取得しても良く、ユーザ機器と無線ネ
ットワーク装置との間の距離に関する情報及びネットワークアクセス要求の中で伝達され
るユーザ機器の位置情報の１又は複数の組合せを更に取得して、ユーザ機器が第１の設定
条件に適合するか否かを決定しても良い。しかし、本発明の実施形態は、これらに限定さ
れない。
【０１５６】
　任意で、プロセッサ２０３は、ユーザ機器に関する情報を取得しなくても良く、ネット
ワークアクセス要求の信号に従って、ユーザが第１の設定条件に適合するか否かを決定す
る。
【０１５７】
　さらに、プロセッサ２０３が、ユーザ機器は第１の設定条件に適合すると決定した場合
、固有アクセス認証方法を用いることにより、ユーザ機器に対して認証を実行することは
、具体的には次の通りであっても良い。
【０１５８】
　プロセッサ２０３が、ユーザ機器は第１の設定条件に適合すると決定した場合、認証は
、固有アクセス認証方法を用いることにより、ユーザ区別ルールリストに従って、ユーザ
機器に対して実行されても良い。ここで、ユーザ区別ルールリストは、第１の設定条件と
固有アクセス認証方法との間の対応を記録する。
【０１５９】
　任意で、さらに、プロセッサ２０３による、ユーザ機器が第１の設定条件に適合すると
いう決定は、ユーザ機器の固有アクセス認証方法を直接指定することであっても良い。
【０１６０】
　固有アクセス方法は、パスワードフリーアクセス認証方法又は固有パスワードに基づく
アクセス認証方法を含み得るが、本発明の実施形態はこれらに限定されない。
【０１６１】
　本発明の実施形態における固有パスワードに基づくアクセス認証方法では、認証は固有
キャラクタ、指紋、人間の顔、声、等を用いることにより実行されても良い。
【０１６２】
　任意で、プロセッサ２０３がユーザ機器は第２の設定条件に適合すると決定した場合、
プロセッサ２０３は、固有管理認証方法を用いることにより、ウェブ管理ページにアクセ
スするためにユーザ機器に対して管理認証を実行する。
【０１６３】
　第２の設定条件は、無線ネットワーク装置が最初にオンにされた後に最初のＰ個のアク
セスするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、Ｑ個のアクセ
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スするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、設定時間にアク
セスを実行するユーザ機器、ＭＡＣアドレスが指定ＭＡＣアドレスであるユーザ機器、Ｉ
Ｐアドレスが指定ＩＰアドレスであるユーザ機器、機器名が指定機器名であるユーザ機器
、機器種類が指定機器種類であるユーザ機器、指定距離においてアクセスを実行するユー
ザ機器、指定時間においてアクセスを実行するユーザ機器、のうちのいずれか又は組合せ
を有しても良い。ここで、Ｐ＝１，２，３，．．．及びＱ＝１，２，３，．．．である。
固有管理認証方法は、パスワードを有しないでウェブ管理ページにアクセスする認証方法
、又は固有パスワードを用いることによりウェブ管理ページにアクセスする認証方法であ
っても良い。
【０１６４】
　任意で、プロセッサ２０３がユ―ザ機器は固有許可条件に適合すると決定した場合、プ
ロセッサ２０３は、固有許可条件に対応する、ウェブ管理ページに対する許可をユーザ機
器に割り当てる。
【０１６５】
　固有許可条件は、無線ネットワーク装置が最初にオンにされた後に最初のＳ個のアクセ
スするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、Ｔ個のアクセス
するユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、設定時間にアクセ
スを実行するユーザ機器、ＭＡＣアドレスが指定ＭＡＣアドレスであるユーザ機器、ＩＰ
アドレスが指定ＩＰアドレスであるユーザ機器、機器名が指定機器名であるユーザ機器、
機器種類が指定機器種類であるユーザ機器、指定距離においてアクセスを実行するユーザ
機器、指定時間においてアクセスを実行するユーザ機器、のうちのいずれか又は組合せを
有しても良い。ここで、Ｓ＝１，２，３，．．．及びＴ＝１，２，３，．．．である。
【０１６６】
　許可は、ウェブ管理ページに対する読み取り専用許可又は読み取り／書き込み許可を有
しても良い。
【０１６７】
　本発明の実施形態における無線ネットワーク装置は、ディスプレイスクリーン２１０、
カメラ２１１、タッチパネル２１２、オーディオ回路２０８、等を更に有しても良いこと
が理解できる。これらは、認証及び／又は許可割り当てを実行するために、指紋、人の顔
画像、音声データ、等を別個に取得する。
【０１６８】
　ディスプレイスクリーン２１０は、ディスプレイパネルを有しても良い。ここで、ディ
スプレイパネルについて、ディスプレイパネルは、ＬＣＤ（Liquid　Crystal　Display、
液晶ディスプレイ）及びＯＬＥＤ（Organic　Light－Emitting　Diode、有機発光ダイオ
ード）のような形式を用いることにより形成されても良い。さらに、タッチパネル２１２
は、ディスプレイパネルを覆っても良い。タッチパネル２１２がタッチパネル上又はその
近くでのタッチ操作を検出した後、タッチパネルは、タッチイベント種類を決定するため
にタッチ操作をプロセッサ２０３へ送信し、次に、プロセッサ２０３は、タッチイベント
種類に従ってディスプレイパネル上に対応する視覚出力を提供する。タッチパネル２１２
及びディスプレイパネルは、無線ネットワーク装置２００の入力及び出力機能を実装する
ために２つの独立したコンポーネントとして用いられても良い。また、タッチパネル２１
２及びディスプレイパネルは、無線ネットワーク装置２００の入力及び出力機能を実装す
るために統合されても良い。
【０１６９】
　プロセッサ２０３は少なくとも１つの処理チップを有しても良いことが理解できる。
【０１７０】
　無線ネットワーク装置２００は、メモリ２０２、ＷｉＦｉモジュール２０６、及び電源
２０７を更に有しても良い。ここで、プロセッサ２０３は、ＷｉＦｉモジュール２０６及
び電源２０７を制御する。
【０１７１】
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　本発明の実施形態では、通信機２０１はＷｉＦｉモジュール２０６であっても良く、近
距離無線送信技術に属しても良い。また、ＷｉＦｉモジュール２０６を用いることにより
、無線ネットワーク装置２００は、ユーザが電子メールを受信及び送信し、ウェブページ
を閲覧し、ストリーミングメディアにアクセスする、等を助けることができ、ユ―ザに無
線広帯域インターネットアクセスを提供する。
【０１７２】
　コンポーネントに電力を供給するよう構成される電源２０７（例えば、バッテリ）につ
いて、電源２０７は、電源管理システムを用いることにより、論理的にプロセッサ２０３
に接続されて、充電、放電、電力消費、等の管理機能が電源管理システムを用いることに
より実装されるようにしても良い。
【０１７３】
　本実施形態における無線ネットワーク装置では、特定の及び詳細な例のために第４乃至
第６の実施形態を参照し得る。これらの実施形態は本実施形態で繰り返されない。
【０１７４】
　本発明の実施形態による無線ネットワーク装置は、ユーザ機器が適合する条件を決定し
、対応する条件に従って固有アクセス認証方法を用いて、異なるユーザの要件に従って適
合した認証及び／又は許可割り当て方法を用いることができ、それによりユーザ経験を向
上する。
【０１７５】
　本発明の実施形態は、認証処理システムに更に関連する。ここで、認証処理システムは
、ユーザ機器及び無線ネットワーク装置を有する。
【０１７６】
　ステップ１：ユーザ機器は、無線ネットワーク装置へアクセス要求を送信する。
【０１７７】
　ステップ２：無線ネットワーク装置が、ネットワークアクセス要求に従って、ユーザ機
器は第１の設定条件に適合すると決定した場合、固有アクセス認証方法を用いることによ
り、ユーザ機器に対してアクセス認証を実行する。
【０１７８】
　第１の設定条件は、無線ネットワーク装置が最初にオンにされた後に最初のＭ個のアク
セスするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、Ｎ個のアクセ
スするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、設定時間にアク
セスを実行するユーザ機器、ＭＡＣアドレスが指定ＭＡＣアドレスであるユーザ機器、Ｉ
Ｐアドレスが指定ＩＰアドレスであるユーザ機器、機器名が指定機器名であるユーザ機器
、機器種類が指定機器種類であるユーザ機器、指定距離においてアクセスを実行するユー
ザ機器、指定時間においてアクセスを実行するユーザ機器、のうちのいずれか又は組合せ
を有しても良い。ここで、Ｍ＝１，２，３，．．．及びＮ＝１，２，３，．．．である。
【０１７９】
　固有アクセス認証方法は、パスワードフリーアクセス認証方法、又は固有パスワードに
基づくアクセス認証方法を有しても良い。
【０１８０】
　任意で、無線ネットワーク装置がユーザ機器は第２の設定条件に適合すると決定した場
合、無線ネットワーク装置は、固有管理認証方法を用いることにより、ウェブ管理ページ
にアクセスするためにユーザ機器に対して管理認証を実行する。
【０１８１】
　第２の設定条件は、無線ネットワーク装置が最初にオンにされた後に最初のＰ個のアク
セスするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、Ｑ個のアクセ
スするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、設定時間にアク
セスを実行するユーザ機器、ＭＡＣアドレスが指定ＭＡＣアドレスであるユーザ機器、Ｉ
Ｐアドレスが指定ＩＰアドレスであるユーザ機器、機器名が指定機器名であるユーザ機器
、機器種類が指定機器種類であるユーザ機器、指定距離においてアクセスを実行するユー
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ザ機器、指定時間においてアクセスを実行するユーザ機器、のうちのいずれか又は組合せ
を有しても良い。ここで、Ｐ＝１，２，３，．．．及びＱ＝１，２，３，．．．である。
【０１８２】
　固有管理認証方法は、パスワードを有しないでウェブ管理ページにアクセスする認証方
法、又は固有パスワードを用いることによりウェブ管理ページにアクセスする認証方法で
あっても良い。
【０１８３】
　無線ネットワーク装置は、ネットワークアクセス要求に従って、ユーザ機器は固有許可
条件に適合すると決定された場合、固有許可条件に対応する、ウェブ管理ページに対する
許可をユーザ機器に割り当てるよう更に構成される。
【０１８４】
　固有許可条件は、無線ネットワーク装置が最初にオンにされた後に最初のＳ個のアクセ
スするユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、Ｔ個のアクセス
するユーザ機器、無線ネットワーク装置の電源が入れられた後に毎回、設定時間にアクセ
スを実行するユーザ機器、ＭＡＣアドレスが指定ＭＡＣアドレスであるユーザ機器、ＩＰ
アドレスが指定ＩＰアドレスであるユーザ機器、機器名が指定機器名であるユーザ機器、
機器種類が指定機器種類であるユーザ機器、指定距離においてアクセスを実行するユーザ
機器、指定時間においてアクセスを実行するユーザ機器、のうちのいずれか又は組合せを
有しても良い。ここで、Ｓ＝１，２，３，．．．及びＴ＝１，２，３，．．．である。許
可は、ウェブ管理ページに対する読み取り専用許可又は読み取り／書き込み許可を有して
も良い。
【０１８５】
　本発明の実施形態によるアクセス認証システムは、ユーザ機器が適合する条件を決定し
、対応する条件に従って固有アクセス認証方法及び／又は許可割り当て方法を用いて、異
なるユーザの要件に従って適合した認証及び／又は許可割り当て方法を用いることができ
、それによりユーザ経験を向上する。
【０１８６】
　当業者は、本発明の態様又は該態様の可能な実装方法が、システム、方法、又はコンピ
ュータプログラムプロダクトとして具体的に実装されても良いことを理解すべきである。
したがって、本発明の態様又は該態様の可能な実装方法は、ハードウェアのみの実施形態
、ソフトウェアのみの実施形態（ファームウェア、常駐ソフトウェア、等を含む）、及び
ソフトウェアとハードウェアの態様の組合せを有する実施形態の形式をとっても良い。さ
らに、本発明の態様又は該態様の可能な実装方法は、コンピュータプログラムプロダクト
の形式をとっても良い。ここで、コンピュータプログラムプロダクトは、コンピュータ可
読媒体に格納されるコンピュータ可読プログラムコードを表す。
【０１８７】
　コンピュータ可読媒体は、コンピュータ可読信号媒体又はコンピュータ可読記憶媒体で
あっても良い。コンピュータ可読記憶媒体は、電子、磁気、光、電磁気、赤外線、又は半
導体システム、素子若しくは装置、又はこれらの任意の適切な組合せ、例えば、ＲＡＭ（
random　access　memory）、ＲＯＭ（read－only　memory）、ＥＰＲＯＭ（erasable　pr
ogrammable　read　only　memory）若しくはフラッシュメモリ、光ファイバ、CD－ROM(po
rtable　read－only　memory)を有するが、これらに限定されない。
【０１８８】
　コンピュータ内のプロセッサは、コンピュータ可読媒体に格納されたコンピュータ可読
プログラムコードを読み取る。したがって、プロセッサは、フローチャート内の各ステッ
プ又はステップの組合せで指定される機能動作を実行し、ブロック図の中の各ブロック又
はブロックの組合せで指定される機能動作を行う装置を生成できる。
【０１８９】
　コンピュータ可読プログラムコードは、ユーザのコンピュータ上で完全に実行され、ユ
ーザのコンピュータ上で部分的に実行され、独立したソフトウェアパッケージとして実行
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され、ユーザのコンピュータで部分的に且つリモートコンピュータ上で部分的に実行され
、又はリモートコンピュータ上で若しくはサーバ上で完全に実行され得る。幾つかの代替
の実装ソリューションでは、フローチャート内のステップ又はブロック図の中のブロック
で示される機能は、図面に示された順序で生じなくても良いことに留意すべきである。例
えば、関連する機能に依存して連続して示される２つのステップ又は２つのブロックは、
実質的に同時に実行されても良く、或いは、ブロックは時には逆の順序で実行されても良
い。
【０１９０】
　明らかに、当業者は、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく本発明に種々の変更
及び変形をなし得る。本発明は、これらの変更及び変形が本発明の請求の範囲により定め
られる保護範囲及び本発明の等価技術の中に包含される場合、これらの変更及び変形を包
含することを意図する。

【図１】

【図２】

【図３】



(25) JP 6140293 B2 2017.5.31

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】

【図８】



(26) JP 6140293 B2 2017.5.31

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100070150
            弁理士　伊東　忠彦
(74)代理人  100091214
            弁理士　大貫　進介
(72)発明者  ▲鐘▼　振
            中国５１８１２９▲広▼▲東▼省深▲チェン▼市▲龍▼▲崗▼区坂田▲華▼▲為▼▲総▼部▲辧▼
            公楼

    審査官  田部井　和彦

(56)参考文献  特開２００５－０３９７８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－０６５５９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２５７２３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１０４４４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００５／００４３８５（ＷＯ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２０１１／０２５２０７１（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２４－　７／２６
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００－９９／００
              ３ＧＰＰ　　　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　　　ＳＡ　　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　　　ＣＴ　　ＷＧ１、４
              Ｈ０４Ｌ　　　９／３２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

