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(57)【要約】
　本発明は、無線ローカルエリアネットワークWLANのア
クセス方法、端末、およびサーバを開示し、インテリジ
ェント化を実現し、ユーザの操作を簡素化するために発
明されたものである。本方法は、端末によって、利用可
能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求を
サーバに送信し、サーバによって、問い合わせ要求に応
じて獲得した利用可能な無線アクセスポイントに関する
情報を送信し、端末によって、サーバが返す無線アクセ
スポイント情報を受信し、受信した無線アクセスポイン
ト情報から特定の無線アクセスポイントを判定し、端末
によって、特定の無線アクセスポイントの認証情報要求
をサーバに送信し、要求を受信した場合、サーバによっ
て、特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を
端末に送信し、認証情報が、特定の無線アクセスポイン
トに端末を接続するために使用される。本発明はネット
ワーク技術に応用できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ローカルエリアネットワークWLANのアクセス方法であって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、前記
利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせる、ステップと、
　前記サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信するステップと、
　前記受信した無線アクセスポイント情報から、特定の無線アクセスポイントを判定する
ステップと、
　前記サーバから前記特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得するステップであっ
て、前記認証情報が、前記認証情報に対応する前記特定の無線アクセスポイントに端末を
接続するために使用される、ステップと、
　を含む、無線ローカルエリアネットワークWLANのアクセス方法。
【請求項２】
　前記利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための前記要求が、以下のパラメ
ータ、すなわち、エリア識別子、課金率識別子、トラフィック識別子、および継続時間識
別子のうちの少なくとも1つを運ぶ、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定する、
前記ステップが、具体的には、プリセットルールに応じて、前記無線アクセスポイント情
報から前記特定の無線アクセスポイントを判定するステップであり、前記プリセットルー
ルが、以下、すなわち、信号強度、課金率、および利用可能なトラフィックのうちの1つ
以上である、請求項1または2に記載の方法。
【請求項４】
　前記受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定する、
前記ステップの前に、前記方法が、
　前記サーバに接続許可申請要求を送信するステップであって、前記接続許可申請要求が
、前記端末が接続許可を有するかどうか判定することを前記サーバに要求するために使用
される、ステップ
　をさらに含み、
　前記接続許可を有する場合、前記サーバが送信する許可割り当て結果を受信し、
　前記受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定する、
前記ステップが、具体的には、前記受信した許可割り当て結果に応じて、前記無線アクセ
スポイント情報から前記特定の無線アクセスポイントを判定するステップである、請求項
1から3のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記接続許可申請要求で運ばれるパラメータが、端末識別子、またはユーザ識別子、ま
たは端末識別子、許可申請タイプ、および前記許可申請タイプに対応する許可値、または
ユーザ識別子、許可申請タイプ、および前記許可申請タイプに対応する許可値を含む、請
求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記端末が前記特定の無線アクセスポイントに接続された後、前記方法が、
　許可利用情報を前記サーバに送信するステップであって、前記許可利用情報が、前記端
末識別子および消費された許可情報、または前記ユーザ識別子および消費された許可情報
を含む、ステップと、
　前記サーバが送信する未使用の許可情報を受信するステップであって、前記未使用の許
可情報が、前記端末に割り当てられた許可と前記許可利用情報とに応じて処理を行うこと
によって前記サーバによって獲得される、ステップと、
　前記サーバが送信する前記未使用の許可情報を取得し、前記未使用の許可情報が、前記
端末に対応する前記許可が既に使い果たされているということである場合、前記特定の無
線アクセスポイントから前記端末を切断する、ステップと、
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　をさらに含む、請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　前記サーバから前記特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得する、前記ステップ
であって、前記認証情報が、前記認証情報に対応する前記特定の無線アクセスポイントに
前記端末を接続するために使用される、ステップが、
　前記特定の無線接続ポイントの認証情報要求を前記サーバに送信するステップと、
　前記特定の無線アクセスポイントに対応し、前記サーバが送信する前記認証情報を受信
するステップと、
　を含み、
　前記方法が、
　前記受信した認証情報を前記特定の無線アクセスポイントに送信して、認証を申請する
、ステップと、
　前記特定の無線アクセスポイントが送信する認証結果を受信するステップであって、前
記認証結果が、前記認証が成功したということである場合、前記端末が前記特定の無線ア
クセスポイントを使用してネットワークに接続する、ステップと、
　をさらに含む、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　無線ローカルエリアネットワークWLANのアクセス方法であって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信す
るステップと、
　前記問い合わせ要求に応じて、前記利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲
得し、前記獲得した前記利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を前記端末に送信
する、ステップと、
　特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を前記端末から受信した場合、前記特定の
無線アクセスポイントに対応する認証情報を前記端末に送信するステップであって、前記
認証情報が、前記特定の無線アクセスポイントに前記端末を接続するために使用される、
ステップと、
　を含む、無線ローカルエリアネットワークWLANのアクセス方法。
【請求項９】
　前記利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための前記要求が、以下のパラメ
ータ、すなわち、エリア識別子、課金率識別子、トラフィック識別子、および継続時間識
別子のうちの少なくとも1つを運ぶ、請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記獲得した無線アクセスポイント情報を前記端末に送信する、前記ステップの後、前
記方法が、
　前記端末が送信する接続許可申請要求を受信するステップと、
　前記受信した要求に応じて、前記端末に接続許可を割り当て可能かどうか判定するステ
ップと、
　前記端末に接続許可を割り当て可能と判定された場合、許可割り当て結果を前記端末に
送信するステップと、
　をさらに含む、請求項8または9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記接続許可申請要求で運ばれるパラメータが、端末識別子、またはユーザ識別子、ま
たは端末識別子、許可申請タイプ、および前記許可申請タイプに対応する許可値、または
ユーザ識別子、許可申請タイプ、および前記許可申請タイプに対応する許可値を含む、請
求項10に記載の方法。
【請求項１２】
　前記端末が前記特定の無線アクセスポイントに接続された後、前記方法が、
　前記端末が送信する許可利用情報を受信するステップであって、前記許可利用情報が、
端末識別子および消費された許可情報、またはユーザ識別子および消費された許可情報を
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含む、ステップと、
　前記端末に割り当てられた許可と前記許可利用情報とに応じて処理を行って、前記端末
の未使用の許可情報を獲得する、ステップと、
　前記未使用の許可情報を前記端末に送信するステップであって、前記未使用の許可情報
が、前記特定の無線アクセスポイントに接続し続けるかどうか判定するために前記端末に
よって使用される、ステップと、
　をさらに含む、請求項10または11に記載の方法。
【請求項１３】
　前記特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を前記端末に送信する、前記ステ
ップの前に、前記方法が、
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得するステップ
　をさらに含む、請求項8から12のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得する、前記ステ
ップが、
　前記少なくとも1つのWLANサービスプロバイダに、接続認証情報を申請するための要求
を送信するステップと、
　前記WLANサービスプロバイダが提供する認証情報を受信するステップと、
　前記受信した認証情報を格納するステップと、
　を含む、請求項13に記載の方法。
【請求項１５】
　前記WLANサービスプロバイダに、接続認証情報を申請するための前記要求が、申請され
るある量の接続認証情報でであって、以下のパラメータ、すなわち：
　無線接続ポイントが属するエリアを識別するために使用されるエリア識別子と、
　申請される前記接続認証情報が属する課金率タイプを識別するために使用される課金率
識別子と、
　申請される前記接続認証情報が属するトラフィックを識別するために使用されるトラフ
ィック識別子と、
　申請される前記接続認証情報に対応する継続時間を識別するために使用される継続時間
識別子と、
　のうちの少なくとも1つである、ある量の接続認証情報を運ぶ、請求項14に記載の方法
。
【請求項１６】
　端末であって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、前記
利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせるように構成される、送信ユ
ニットと、
　前記サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信するように構成される受信ユニット
と、
　前記受信ユニットが受信した前記無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポ
イントを判定するように構成される処理ユニットと、
　前記サーバから前記特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得するように構成され
る接続ユニットであって、前記認証情報が、前記認証情報に対応する前記特定の無線アク
セスポイントに前記端末を接続するために使用される、接続ユニットと、
　を備える、端末。
【請求項１７】
　前記処理ユニットが、具体的には、
　プリセットルールに応じて、前記無線アクセスポイント情報から前記特定の無線アクセ
スポイントを判定し、前記プリセットルールが、以下、すなわち、信号強度、課金率、お
よび利用可能なトラフィックのうちの1つ以上である
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　ように構成される、請求項16に記載の端末。
【請求項１８】
　前記送信ユニットが、前記受信した無線アクセスポイント情報から前記特定の無線アク
セスポイントが判定される前に、前記サーバに接続許可申請要求を送信するようにさらに
構成され、前記接続許可申請要求が、前記端末が接続許可を有するかどうか判定すること
を前記サーバに要求するために使用され、
　前記接続許可を有する場合、前記受信ユニットが、前記サーバが送信する許可割り当て
結果を受信するようにさらに構成され、
　前記処理ユニットが、前記受信ユニットが受信した前記無線アクセスポイント情報から
特定の無線アクセスポイントを判定することが、具体的には、
　前記受信ユニットが受信した前記許可割り当て結果に応じて、前記無線アクセスポイン
ト情報から前記特定の無線アクセスポイントを判定するということである、請求項16また
は17に記載の端末。
【請求項１９】
　前記送信ユニットが、前記端末が前記特定の無線アクセスポイントに接続された後、許
可利用情報を前記サーバに送信するようにさらに構成され、前記許可利用情報が、端末識
別子および消費された許可の値、またはユーザ識別子および消費された許可情報を含み、
　前記受信ユニットが、前記サーバが送信する未使用の許可情報を受信するようにさらに
構成され、前記未使用の許可情報が、前記端末に割り当てられた許可と前記許可利用情報
とに応じて処理を行うことによって前記サーバによって獲得され、
　前記処理ユニットが、前記サーバが送信する前記未使用の許可情報を取得するようにさ
らに構成され、前記未使用の許可情報が、前記端末に対応する前記許可が既に使い果たさ
れているということである場合、前記特定の無線アクセスポイントから前記端末を切断す
る、請求項18に記載の端末。
【請求項２０】
　前記接続ユニットが、具体的には、
　前記特定の無線接続ポイントに対応する認証情報要求を前記サーバに送信するように構
成される認証情報問い合わせモジュールと、
　前記特定の無線アクセスポイントのものであり、前記サーバが送信する前記認証情報を
受信するように構成される認証情報受信モジュールと、
　前記受信した認証情報を前記特定の無線アクセスポイントに送信して、認証を申請する
ように構成される、認証申請送信モジュールと、
　前記特定の無線アクセスポイントから前記認証情報の認証結果を受信するように構成さ
れる認証結果受信モジュールであって、前記認証結果が、前記認証が成功したということ
である場合、前記端末が前記特定の無線アクセスポイントを使用してネットワークに接続
する、モジュールと、
　を含む、請求項16から19のいずれか一項に記載の端末。
【請求項２１】
　サーバであって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信す
るように構成される受信ユニットと、
　前記問い合わせ要求に応じて、前記利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲
得し、前記獲得した前記無線アクセスポイントに関する情報を前記端末に送信するように
構成される、送信ユニットと
　を備え、
　前記受信ユニットが、特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を前記端末から受信
した場合、前記送信ユニットが、前記特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を
前記端末に送信するようにさらに構成され、前記認証情報が、前記特定の無線アクセスポ
イントに前記端末を接続するために使用される、
　サーバ。
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【請求項２２】
　前記受信ユニットが、前記端末が送信する接続許可申請要求を受信するようにさらに構
成され、
　前記サーバが、
　前記受信ユニットが受信した前記要求に応じて、前記端末に接続許可を割り当て可能か
どうか判定するように構成される処理ユニット
　をさらに含み、
　前記送信ユニットが、前記端末に接続許可を割り当て可能と判定された場合、許可割り
当て結果を前記端末に送信するようにさらに構成される、請求項21に記載のサーバ。
【請求項２３】
　前記受信ユニットが、前記端末が送信する許可利用情報を受信するようにさらに構成さ
れ、前記許可利用情報が、端末識別子および消費した許可の値、またはユーザ識別子およ
び消費された許可情報を含み、
　前記処理ユニットが、前記端末に割り当てられた許可と前記許可利用情報とに応じて処
理を行って、前記端末の未使用の許可情報を獲得するようにさらに構成され、
　前記送信ユニットが、前記未使用の許可情報を前記端末に送信するようにさらに構成さ
れ、前記未使用の許可情報が、前記特定の無線アクセスポイントに前記端末が接続し続け
るかどうか判定するために前記端末によって使用される、請求項22に記載のサーバ。
【請求項２４】
　前記サーバが、さらに、
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得するように構成
される取得ユニット
　を備える、請求項21から23のいずれか一項に記載のサーバ。
【請求項２５】
　前記取得ユニットが、具体的には、
　前記少なくとも1つのWLANサービスプロバイダに、接続認証情報を申請するための要求
を送信し、
　前記WLANサービスプロバイダが提供する認証情報を受信し、
　前記受信した認証情報を格納する
　ように構成される、請求項24に記載のサーバ。
【請求項２６】
　端末であって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、前記
利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせるように構成される、送信機
と、
　前記サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信するように構成される受信機と、
　前記受信機が受信した前記無線アクセスポイント情報を記憶するように構成される記憶
装置と、
　前記記憶装置が記憶した前記無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイン
トを判定するように構成されるプロセッサと
　を備え、
　前記プロセッサが、前記サーバから前記特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得
するようにさらに構成され、前記認証情報が、前記認証情報に対応する前記特定の無線ア
クセスポイントに前記端末を接続するために使用される、
　端末。
【請求項２７】
　前記プロセッサが、具体的には、
　プリセットルールに応じて、前記無線アクセスポイント情報から前記特定の無線アクセ
スポイントを判定し、前記プリセットルールが、以下、すなわち、信号強度、課金率、お
よび利用可能なトラフィックのうちの1つ以上である
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　ように構成される、請求項26に記載の端末。
【請求項２８】
　前記送信機が、前記プロセッサが、前記無線アクセスポイント情報に応じて前記特定の
無線アクセスポイントを判定する前に、前記サーバに接続許可申請要求を送信するように
さらに構成され、前記接続許可申請要求が、前記端末が接続許可を有するかどうか判定す
ることを前記サーバに要求するために使用され、
　前記接続許可を有する場合、前記受信機が、前記サーバが送信する許可割り当て結果を
受信するようにさらに構成され、
　前記プロセッサが前記記憶装置に記憶した前記無線アクセスポイント情報から特定の無
線アクセスポイントを判定することが、具体的には、
　前記プロセッサが、前記許可割り当て結果に応じて、前記記憶装置に記憶した前記無線
アクセスポイント情報から前記特定の無線アクセスポイントを判定するということである
、請求項26または27に記載の端末。
【請求項２９】
　前記送信機が、許可利用情報を前記サーバに送信するようにさらに構成され、前記許可
利用情報が、端末識別子および消費された許可の値、またはユーザ識別子および消費され
た許可情報を含み、
　前記受信機が、前記サーバが送信する未使用の許可情報を受信するようにさらに構成さ
れ、前記未使用の許可情報が、前記端末に割り当てられた許可と前記許可利用情報とに応
じて処理を行うことによって前記サーバによって獲得され、
　前記プロセッサが、前記サーバが送信する前記未使用の許可情報を取得するようにさら
に構成され、前記未使用の許可情報が、前記端末に対応する前記許可が既に使い果たされ
ているということである場合、前記特定の無線アクセスポイントから前記端末を切断する
、請求項28に記載の端末。
【請求項３０】
　前記送信機が、前記特定の無線接続ポイントに対応する認証情報要求を前記サーバに送
信するようにさらに構成され、
　前記受信機が、前記特定の無線アクセスポイントのものであり、前記サーバが送信する
前記認証情報を受信するようにさらに構成され、
　前記送信機が、前記受信した認証情報を前記特定の無線アクセスポイントに送信して、
認証を申請するようにさらに構成され、
　前記受信機が、前記特定の無線アクセスポイントから前記認証情報の認証結果を受信す
るようにさらに構成され、前記認証結果が、前記認証が成功したということである場合、
前記端末が前記特定の無線アクセスポイントを使用してネットワークに接続する、請求項
26から29のいずれか一項に記載の端末。
【請求項３１】
　サーバであって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信す
るように構成される受信機と、
　前記問い合わせ要求に応じて、前記利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲
得するように構成されるプロセッサと、
　前記獲得した前記無線アクセスポイントに関する情報を前記端末に送信するように構成
される、送信機と
　を備え、
　前記送信機が、特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を前記端末から前記受信機
が受信した場合、前記特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を前記端末に送信
するようにさらに構成され、前記認証情報が、前記特定の無線アクセスポイントに前記端
末を接続するために使用される、
　サーバ。
【請求項３２】
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　前記受信機が、前記送信機が前記取得した前記無線アクセスポイントに関する情報を前
記端末に送信した後、前記端末が送信する接続許可申請要求を受信するようにさらに構成
され、
　前記プロセッサが、前記受信機が受信した前記要求に応じて、前記端末に接続許可を割
り当て可能かどうか判定するようにさらに構成され、
　前記送信機が、前記プロセッサが前記端末に接続許可を割り当て可能と判定した場合、
許可割り当て結果を前記端末に送信するようにさらに構成される、請求項31に記載のサー
バ。
【請求項３３】
　前記受信機が、前記端末が送信する許可利用情報を受信するようにさらに構成され、前
記許可利用情報が、端末識別子および消費した許可の値、またはユーザ識別子および消費
された許可情報を含み、
　前記プロセッサが、前記端末に割り当てられた許可と前記許可利用情報とに応じて処理
を行って、前記端末の未使用の許可情報を獲得するようにさらに構成され、
　前記送信機が、前記未使用の許可情報を前記端末に送信するようにさらに構成され、前
記未使用の許可情報が、前記特定の無線アクセスポイントに前記端末が接続し続けるかど
うか判定するために前記端末によって使用される、請求項32に記載のサーバ。
【請求項３４】
　前記プロセッサが、少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を
取得するようにさらに構成される、請求項31から33のいずれか一項に記載のサーバ。
【請求項３５】
　前記プロセッサが、具体的には、
　前記プロセッサによって命令を前記送信機に送信して、前記少なくとも1つのWLANサー
ビスプロバイダへ接続認証情報を申請するための要求を送信するように前記送信機に命令
し、
　前記プロセッサによって命令を前記受信機に送信して、前記WLANサービスプロバイダが
提供する認証情報を受信するように前記受信機に対して命令する
　ように構成され、
　前記サーバが、さらに、
　前記受信した認証情報を記憶するように構成される記憶装置
　を含む、請求項34に記載のサーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信分野に関し、具体的には、無線ローカルエリアネットワークWLANのアク
セス方法、端末、およびサーバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線アクセスポイントが広範に配備されているため、WLAN（Wireless Local Area Netw
orks、無線ローカルエリアネットワーク）を介したインターネットアクセスが、インター
ネットアクセスの重要な方式になっている。具体的には、ユーザが端末上でアクセスする
必要がある無線アクセスポイントを手動で選択し、パスワードを手動で入力してアクセス
ポイントにアクセスすることによって、ユーザはWLANを介してインターネットにアクセス
できる。
【０００３】
　現在、端末がある場所から別の場所に移動する場合、周囲の無線アクセスポイントはお
そらく顕著に変わるため、この場合、ユーザは、一般的に、接続用の無線アクセスポイン
トに関する情報を再設定する必要がある。つまり、ユーザは、適切な無線アクセスポイン
トを再選択し、パスワードを再入力しなければ、WLANに接続できない。明らかに、この再
設定する方式は、ユーザに操作上の負担をもたらす。
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【０００４】
　従来技術では、上記の問題を解決するために、実施には、以下の2つの方式を使用する
ことがある。
【０００５】
　方式1：WPS（Wi－Fi Protected Setup）方式による実施。この方式は、ユーザがネット
ワーク名（すなわち、SSID（Service Set Identifier、サービスセット識別子））とセキ
ュリティ秘密鍵とを自動的に設定するのを手助けできる。具体的には、端末が新しい場所
に移動する場合、そのような機能を有する無線製品の本体には機能キーが一般的に設計さ
れていることから、ユーザは、機能キーを押すかPINコードを入力するかし、次いで2つま
たは3つの操作を行って、無線パスワード設定およびクライアントとルータとの間の無線
接続を実施する。
【０００６】
　方式2：端末のアプリケーションにおいて大量の無線アクセスポイント情報を前もって
収集し、情報が、無線アクセスポイント名と、無線アクセスポイントのために接続パスワ
ードが設定される場合には、対応する接続パスワードとを含む。具体的には、端末が新し
い場所に移動する場合には、端末がアプリケーションを実行する場合、その時に端末の周
囲にある無線アクセスポイントがユーザに表示される。次いで、ユーザは、要求に応じて
、接続用の特定の無線アクセスポイントを手動で選択する。
【０００７】
　上記より、上記の2つの方式では、ユーザの手動操作ステップがある程度簡素化される
ことが分かる。しかしながら、この2つの方式では、ユーザが関与する必要があり、ユー
ザは、特定の無線アクセスポイントを少なくとも手動で選択する必要がある。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明の実施形態は、WLANのアクセス方法、端末、およびサーバを提供するものであり
、ユーザはパスワードを入力する必要も特定の無線アクセスポイントを選択する必要もな
く、それによって、ユーザ操作を簡素化する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明の実施形態において、以下の技術的な解決策が使
用される。
【００１０】
　本発明の第1の実施態様は、無線ローカルエリアネットワークWLANのアクセス方法であ
って、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用
可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせる、ステップと、
　サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信するステップと、
　受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定するステッ
プと、
　サーバから特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得するステップであって、認証
情報が、認証情報に対応する特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために使用さ
れる、ステップと、
　を含む、WLANのアクセス方法を提供する。
【００１１】
　第1の実施態様の第1の可能な実施方式では、利用可能な無線アクセスポイントを問い合
わせるための要求が、以下のパラメータ、すなわち、エリア識別子、課金率識別子、トラ
フィック識別子、および継続時間識別子のうちの少なくとも1つを運ぶ。
【００１２】
　第1の実施態様または第1の実施態様の第1の可能な実施方式に関連して、第1の実施態様
の第2の可能な実施方式では、受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセ
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スポイントを判定するステップが、具体的には、プリセットルールに応じて、無線アクセ
スポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定するステップであり、プリセット
ルールが、以下、すなわち、信号強度、課金率、および利用可能なトラフィックのうちの
1つ以上である。
【００１３】
　第1の実施態様または第1の実施態様の第1の可能な実施方式または第1の実施態様の第2
の可能な実施方式に関連して、第1の実施態様の第3の可能な実施方式では、受信した無線
アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定するステップの前に、本方
法は、
　接続許可申請要求をサーバに送信するステップであって、接続許可申請要求が、端末が
接続許可を有するかどうか判定することをサーバに要求するために使用される、ステップ
　をさらに含み、
　接続許可を有する場合、サーバが送信する許可割り当て結果を受信し、
　受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定するステッ
プが、具体的には、受信した許可割り当て結果に応じて、無線アクセスポイント情報から
特定の無線アクセスポイントを判定するステップである。
【００１４】
　第1の実施態様の第3の可能な実施方式に関連して、第1の実施態様の第4の可能な実施方
式では、接続許可申請要求で運ばれるパラメータは、端末識別子、またはユーザ識別子、
または端末識別子、許可申請タイプ、および許可申請タイプに対応する許可値、またはユ
ーザ識別子、許可申請タイプ、および許可申請タイプに対応する許可値を含む。
【００１５】
　第1の実施態様の第4の可能な実施方式に関連して、第1の実施態様の第5の可能な実施方
式では、端末が特定の無線アクセスポイントに接続された後、本方法は、
　許可利用情報をサーバに送信するステップであって、許可利用情報が、端末識別子およ
び消費された許可情報、またはユーザ識別子および消費された許可情報を含む、ステップ
と、
　サーバが送信する未使用の許可情報を受信するステップであって、未使用の許可情報が
、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行うことによってサーバに
よって獲得される、ステップと、
　サーバが送信する未使用の許可情報を取得し、未使用の許可情報が、端末に対応する許
可が既に使い果たされているということである場合、特定の無線アクセスポイントから端
末を切断する、ステップと、
　をさらに含む。
【００１６】
　第1の実施態様または第1の実施態様の上記の可能な実施方式における任意の実施方式に
関連して、第1の実施態様の第6の可能な実施方式では、サーバから特定の無線アクセスポ
イントの認証情報を取得するステップであって、認証情報が、認証情報に対応する特定の
無線アクセスポイントに端末を接続するために使用される、ステップが、
　特定の無線接続ポイントの認証情報要求をサーバに送信するステップと、
　特定の無線アクセスポイントに対応し、サーバが送信する認証情報を受信するステップ
と、
　を含み、
　本方法は、
　受信した認証情報を特定の無線アクセスポイントに送信して、認証を申請する、ステッ
プと、
　特定の無線アクセスポイントが送信する認証結果を受信するステップであって、認証結
果が、認証が成功したということである場合、端末が特定の無線アクセスポイントを使用
してネットワークに接続する、ステップと、
　をさらに含む。
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【００１７】
　本発明の第2の実施態様は、無線ローカルエリアネットワークWLANのアクセス方法であ
って、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信す
るステップと、
　問い合わせ要求に応じて、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲得し、獲
得した利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信する、ステップと、
　特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を端末から受信した場合、特定の無線アク
セスポイントに対応する認証情報を端末に送信するステップであって、認証情報が、特定
の無線アクセスポイントに端末を接続するために使用される、ステップと、
　を含む、WLANのアクセス方法を提供する。
【００１８】
　第2の実施態様の第1の可能な実施方式では、利用可能な無線アクセスポイントを問い合
わせるための要求が、以下のパラメータ、すなわち、エリア識別子、課金率識別子、トラ
フィック識別子、および継続時間識別子のうちの少なくとも1つを運ぶ。
【００１９】
　第2の実施態様または第2の実施態様の第1の可能な実施方式に関連して、第2の実施態様
の第2の可能な実施方式では、獲得した無線アクセスポイント情報を端末に送信するステ
ップの後、本方法は、
　端末が送信する接続許可申請要求を受信するステップと、
　受信した要求に応じて、端末に接続許可を割り当て可能かどうか判定するステップと、
　端末に接続許可を割り当て可能と判定された場合、許可割り当て結果を端末に送信する
ステップと、
　をさらに含む。
【００２０】
　第2の実施態様の第2の可能な実施方式に関連して、第2の実施態様の第3の可能な実施方
式では、接続許可申請要求で運ばれるパラメータは、端末識別子、またはユーザ識別子、
または端末識別子、許可申請タイプ、および許可申請タイプに対応する許可値、またはユ
ーザ識別子、許可申請タイプ、および許可申請タイプに対応する許可値を含む。
【００２１】
　第2の実施態様の第2の可能な実施方式または第2の実施態様の第3の可能な実施方式に関
連して、第2の実施態様の第4の可能な実施方式では、端末が特定の無線アクセスポイント
に接続された後、本方法は、
　端末が送信する許可利用情報を受信するステップであって、許可利用情報が、端末識別
子および消費された許可情報、またはユーザ識別子および消費された許可情報を含む、ス
テップと、
　端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行って、端末の未使用の許
可情報を獲得する、ステップと、
　未使用の許可情報を端末に送信するステップであって、未使用の許可情報が、特定の無
線アクセスポイントに接続し続けるかどうか判定するために端末によって使用される、ス
テップと、
　をさらに含む。
【００２２】
　第2の実施態様または第2の実施態様の上記の可能な実施方式における任意の実施方式に
関連して、第2の実施態様の第5の可能な実施方式では、特定の無線アクセスポイントに対
応する認証情報を端末に送信するステップの前に、本方法は、
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得するステップ
　をさらに含む。
【００２３】
　第2の実施態様の第5の可能な実施方式に関連して、第2の実施態様の第6の可能な実施方
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式では、少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得するステ
ップが、
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダに、接続認証情報を申請するための要求を送
信するステップと、
　WLANサービスプロバイダが提供する認証情報を受信するステップと、
　受信した認証情報を格納するステップと、
　を含む。
【００２４】
　第2の実施態様の第6の可能な実施方式に関連して、第2の実施態様の第7の可能な実施方
式では、WLANサービスプロバイダに、接続認証情報を申請するための要求が、申請される
ある量の接続認証情報であって、以下のパラメータ、すなわち：
　無線接続ポイントが属するエリアを識別するために使用されるエリア識別子と、
　申請される接続認証情報が属する課金率タイプを識別するために使用される課金率識別
子と、
　申請される接続認証情報が属するトラフィックを識別するために使用されるトラフィッ
ク識別子と、
　申請される接続認証情報に対応する継続時間を識別するために使用される継続時間識別
子と、
　のうちの少なくとも1つである、ある量の接続認証情報を運ぶ。
【００２５】
　本発明の第3の実施態様は、端末であって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用
可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせるように構成される、送信ユニッ
トと、
　サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信するように構成される受信ユニットと、
　受信ユニットが受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを
判定するように構成される処理ユニットと、
　サーバから特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得するように構成される接続ユ
ニットであって、認証情報が、認証情報に対応する特定の無線アクセスポイントに端末を
接続するために使用される、接続ユニットと、
　を含む、端末を提供する。
【００２６】
　第3の実施態様に関連して、第3の実施態様の第1の可能な実施方式では、処理ユニット
が、具体的には、
　プリセットルールに応じて、無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイン
トを判定するように構成され、プリセットルールが、以下、すなわち、信号強度、課金率
、および利用可能なトラフィックのうちの1つ以上である。
【００２７】
　第3の実施態様または第3の実施態様の第1の可能な実施方式に関連して、第3の実施態様
の第2の可能な実施方式では、
　送信ユニットが、受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイント
が判定される前に、サーバに接続許可申請要求を送信するようにさらに構成され、接続許
可申請要求が、端末が接続許可を有するかどうか判定することをサーバに要求するために
使用され、
　接続許可を有する場合、受信ユニットが、サーバが送信する許可割り当て結果を受信す
るようにさらに構成され、
　処理ユニットが、受信ユニットが受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線ア
クセスポイントを判定することが、具体的には、
　受信ユニットが受信した許可割り当て結果に応じて、無線アクセスポイント情報から特
定の無線アクセスポイントを判定するということである。
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【００２８】
　第3の実施態様の第2の可能な実施方式に関連して、第3の実施態様の第3の可能な実施方
式では、
　送信ユニットが、端末が特定の無線アクセスポイントに接続された後、許可利用情報を
サーバに送信するようにさらに構成され、許可利用情報が、端末識別子および消費された
許可の値、またはユーザ識別子および消費された許可情報を含み、
　受信ユニットが、サーバが送信する未使用の許可情報を受信するようにさらに構成され
、未使用の許可情報が、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行う
ことによってサーバによって獲得され、
　処理ユニットが、サーバが送信する未使用の許可情報を取得するようにさらに構成され
、未使用の許可情報が、端末に対応する許可が既に使い果たされているということである
場合、特定の無線アクセスポイントから端末を切断する。
【００２９】
　第3の実施態様または第3の実施態様の第1の可能な実施方式または第3の実施態様の第2
の可能な実施方式または第3の実施態様の第3の可能な実施方式に関連して、第3の実施態
様の第4の可能な実施方式では、接続ユニットが、具体的には、
　特定の無線接続ポイントに対応する認証情報要求をサーバに送信するように構成される
認証情報問い合わせモジュールと、
　特定の無線アクセスポイントのものであり、サーバが送信する認証情報を受信するよう
に構成される認証情報受信モジュールと、
　受信した認証情報を特定の無線アクセスポイントに送信して、認証を申請するように構
成される、認証申請送信モジュールと、
　特定の無線アクセスポイントから認証情報の認証結果を受信するように構成される認証
結果受信モジュールであって、認証結果が、認証が成功したということである場合、端末
が特定の無線アクセスポイントを使用してネットワークに接続する、モジュールと、
　を含む。
【００３０】
　本発明の第4の実施態様は、サーバであって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信す
るように構成される受信ユニットと、
　問い合わせ要求に応じて、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲得するよ
うに構成される、取得した無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信する、送信ユ
ニットと
　を含み、
　受信ユニットが、特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を端末から受信した場合
、送信ユニットが、特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端末に送信するよ
うにさらに構成され、認証情報が、特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために
使用される、
　サーバを提供する。
【００３１】
　第4の実施態様に関連して、第4の実施態様の第1の可能な実施方式では、
　受信ユニットが、端末が送信する接続許可申請要求を受信するようにさらに構成され、
　サーバが、
　受信ユニットが受信した要求に応じて、端末に接続許可を割り当て可能かどうか判定す
るように構成される処理ユニット
　をさらに含み、
　送信ユニットが、端末に接続許可を割り当て可能と判定された場合、許可割り当て結果
を端末に送信するようにさらに構成される。
【００３２】
　第4の実施態様の第1の可能な実施方式に関連して、第4の実施態様の第2の可能な実施方
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法では、
　受信ユニットが、端末が送信する許可利用情報を受信するようにさらに構成され、許可
利用情報が、端末識別子および消費した許可の値、またはユーザ識別子および消費された
許可情報を含み、
　処理ユニットが、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行って、
端末の未使用の許可情報を獲得するようにさらに構成され、
　送信ユニットが、未使用の許可情報を端末に送信するようにさらに構成され、未使用の
許可情報が、特定の無線アクセスポイントに端末が接続し続けるかどうか判定するために
端末によって使用される。
【００３３】
　第4の実施態様または第4の実施態様の第1の可能な実施方式または第4の実施態様の第2
の可能な実施方式に関連して、第4の実施態様の第3の可能な実施方式では、サーバが、
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得するように構成
される取得ユニット
　をさらに含む。
【００３４】
　第4の実施態様の第3の可能な実施方式に関連して、第4の実施態様の第4の可能な実施方
式では、取得ユニットが、具体的には、
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダに、接続認証情報を申請するための要求を送
信し、
　WLANサービスプロバイダが提供する認証情報を受信し、
　受信した認証情報を記憶する
　ように構成される。
【００３５】
　本発明の第5の実施態様は、端末であって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用
可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせるように構成される、送信機と、
　サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信するように構成される受信機と、
　受信機が受信した無線アクセスポイント情報を記憶するように構成される記憶装置と、
　記憶装置が記憶した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定
するように構成されるプロセッサであって、
　プロセッサが、サーバから特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得するようにさ
らに構成され、認証情報が、認証情報に対応する特定の無線アクセスポイントに端末を接
続するために使用される、プロセッサと、
　を含む、端末を提供する。
【００３６】
　第5の実施態様に関連して、第5の実施態様の第1の可能な実施方式では、プロセッサが
、具体的には、
　プリセットルールに応じて、無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイン
トを判定し、プリセットルールが、以下、すなわち、最大信号強度、最小課金率、および
最大の利用可能なトラフィックのうちの1つ以上である
　ように構成される。
【００３７】
　第5の実施態様または第5の実施態様の第1の可能な実施方式に関連して、第5の実施態様
の第2の可能な実施方式では、
　送信機が、プロセッサが無線アクセスポイント情報に応じて特定の無線アクセスポイン
トを判定する前に、サーバに接続許可申請要求を送信するようにさらに構成され、接続許
可申請要求が、端末が接続許可を有するかどうか判定することをサーバに要求するために
使用され、
　接続許可を有する場合、受信機が、サーバが送信する許可割り当て結果を受信するよう
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にさらに構成され、
　プロセッサが記憶装置に記憶した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポ
イントを判定することが、具体的には、プロセッサが、受信した許可割り当て結果に応じ
て、記憶装置に記憶した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判
定するということである。
【００３８】
　第5の実施態様の第2の可能な実施方式に関連して、第5の実施態様の第3の可能な実施方
式では、
　送信機が、許可利用情報をサーバに送信するようにさらに構成され、許可利用情報が、
端末識別子および消費された許可の値、またはユーザ識別子および消費された許可情報を
含み、
　受信機が、サーバが送信する未使用の許可情報を受信するようにさらに構成され、未使
用の許可情報が、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行うことに
よってサーバによって獲得され、
　プロセッサが、サーバが送信する未使用の許可情報を取得するようにさらに構成され、
未使用の許可情報が、端末に対応する許可が既に使い果たされているということである場
合、特定の無線アクセスポイントから端末を切断する。
【００３９】
　第5の実施態様または第5の実施態様の第1の可能な実施方式または第5の実施態様の第2
の可能な実施方式または第5の実施態様の第3の可能な実施方式に関連して、第5の実施態
様の第4の可能な実施方式では、
　送信機が、特定の無線接続ポイントに対応する認証情報要求をサーバに送信するように
さらに構成され、
　受信機が、特定の無線アクセスポイントのものであり、サーバが送信する認証情報を受
信するようにさらに構成され、
　送信機が、受信した認証情報を特定の無線アクセスポイントに送信して、認証を申請す
るようにさらに構成され、
　受信機が、特定の無線アクセスポイントから認証情報の認証結果を受信するようにさら
に構成され、認証結果が、認証が成功したということである場合、端末が特定の無線アク
セスポイントを使用してネットワークに接続する。
【００４０】
　本発明の第6の実施態様は、サーバであって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信す
るように構成される受信機と、
　問い合わせ要求に応じて、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲得するよ
うに構成されるプロセッサと、
　取得した無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信するように構成される、送信
機と
　を含み、
　送信機が、受信機が特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を端末から受信した場
合、特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端末に送信するようにさらに構成
され、認証情報が、特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために使用される、
　サーバを提供する。
【００４１】
　第6の実施態様に関連して、第6の実施態様の第1の可能な実施方式では、
　受信機が、送信機が取得した無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信した後、
端末が送信する接続許可申請要求を受信するようにさらに構成され、
　プロセッサが、受信機が受信した要求に応じて、端末に接続許可を割り当て可能かどう
か判定するようにさらに構成され、
　送信機が、プロセッサが端末に接続許可を割り当て可能と判定した場合、許可割り当て
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結果を端末に送信するようにさらに構成される。
【００４２】
　第6の実施態様の第1の可能な実施方式に関連して、第6の実施態様の第2の可能な実施方
法では、
　受信機が、端末が送信する許可利用情報を受信するようにさらに構成され、許可利用情
報が、端末識別子および消費した許可の値、またはユーザ識別子および消費された許可情
報を含み、
　プロセッサが、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行って、端
末の未使用の許可情報を獲得するようにさらに構成され、
　送信機が、未使用の許可情報を端末に送信するようにさらに構成され、未使用の許可情
報が、特定の無線アクセスポイントに端末が接続し続けるかどうか判定するために端末に
よって使用される。
【００４３】
　第6の実施態様または第6の実施態様の第1の可能な実施方式または第6の実施態様の第2
の可能な実施方式に関連して、第6の実施態様の第3の可能な実施方式では、プロセッサが
、少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得するようにさら
に構成される。
【００４４】
　第6の実施態様の第3の可能な実施方式に関連して、第6の実施態様の第4の可能な実施方
式では、プロセッサが、具体的には、
　プロセッサによって命令を送信機に送信して、少なくとも1つのWLANサービスプロバイ
ダへ接続認証情報を申請するための要求を送信するように送信機に命令し、
　プロセッサによって命令を受信機に送信して、WLANサービスプロバイダが提供する認証
情報を受信するように受信機に対して命令する
　ように構成され、
　サーバが、さらに、
　受信した認証情報を記憶するように構成される記憶装置
　を含む。
【００４５】
　本発明では、無線ローカルエリアアクセスネットワークWLANのアクセス方法、端末、お
よびサーバが提供される。本方法は、まず、端末が、利用可能な無線アクセスポイントを
問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用可能な無線アクセスポイントに関する
情報を問い合わせ、サーバが、問い合わせ要求を受信し、問い合わせ要求に応じて、獲得
した利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信し、次いで、端末が、サ
ーバが返す無線アクセスポイント情報を受信し、受信した無線アクセスポイント情報から
特定の無線アクセスポイントを判定し、次いで、端末が、特定の無線アクセスポイントの
認証情報要求をサーバに送信し、要求を受信した場合、サーバが、特定の無線アクセスポ
イントに対応する認証情報を端末に送信し、認証情報が、特定の無線アクセスポイントに
端末を接続するために使用されることを含む。上記から、特定の無線アクセスポイントが
、サーバが返す無線アクセスポイント情報から判定され、この方式により、無線アクセス
ポイントが顕著に変わる場合に、ユーザが複数の無線アクセスポイントから無線アクセス
ポイントを選択するための手動操作を行う必要があるという問題を回避できることが分か
る。したがって、この方式は、よりインテリジェントであり、ユーザの操作をさらに簡素
化する。
【００４６】
　本発明の実施形態における、または従来技術における技術的な解決策をより明確に説明
するために、以下、実施形態または従来技術を説明するために必要な添付の図面を簡単に
紹介する。当然のことながら、以下の説明における添付の図面は、本発明の一部の実施形
態を単に示すものであり、当業者は、創造的努力がなくても、これらの添付の図面から他
の図面をさらに導出することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の実施形態1によるWLANのアクセス方法の概略的な流れ図である。
【図２】本発明の実施形態1によるWLANのアクセス方法のインターフェースの例示的な概
略図である。
【図３】本発明の実施形態2によるWLANのアクセス方法の概略的な流れ図である。
【図４】本発明の実施形態3による端末の概略的な構造図である。
【図５】本発明の実施形態3による端末の別の概略的な構造図である。
【図６】本発明の実施形態4によるサーバの概略的な構造図である。
【図７】本発明の実施形態4によるサーバの別の概略的な構造図である。
【図８】本発明の実施形態4によるサーバのさらに別の概略的な構造図である。
【図９】本発明の実施形態5による端末の概略的な構造図である。
【図１０】本発明の実施形態6によるサーバの概略的な構造図である。
【図１１】本発明の実施形態6によるサーバの別の概略的な構造図である。
【図１２】本発明の実施形態7によるWLANアクセスシステムのシステムアーキテクチャの
概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　以下、本発明の実施形態における添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態におけ
る技術的な解決策を明確かつ完全に説明する。当然のことながら、説明される実施形態は
、単に本発明の実施形態の一部に過ぎず、すべてではない。本発明の実施形態に基づいて
、当業者によって創造的努力なしに得られるすべての他の実施形態は、本発明の保護範囲
内に含まれるものとする。
【００４９】
　実施形態1
　本発明の実施形態1は、端末に適用される、無線ローカルエリアネットワークWLANのア
クセス方法を提供する。端末は、携帯電話、ノートブック型コンピュータ、タブレット型
コンピュータ、携帯情報端末、または無線ローカルエリアネットワークにアクセスする機
能を有する任意のモバイル装置であってよい。図1に示すように、本方法は、以下のステ
ップを含む、すなわち：
【００５０】
　101：端末は、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに
送信して、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせる。
【００５１】
　無線ローカルエリアネットワークには局地性が備わっているため、端末が別の地理的な
位置に置かれると、端末を取り囲む環境にある無線アクセスポイントもまた変わる。した
がって、このステップでは、ユーザがWLANのアクセスを端末上で開始すると、端末が、利
用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用可能
な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせる。無線アクセスポイント情報は、少
なくとも1つの無線アクセスポイント識別子を含む。無線アクセスポイント識別子は、一
般的に、SSID（Service Set Identifier、サービスセット識別子）で表され、無線アクセ
スポイントを区別するために使用される。
【００５２】
　具体的には、端末が位置する環境付近の無線アクセスポイントは、端末に関係するサー
バによって必ずしも管理されるとは限らないと考えられ、したがって、ステップ101は、
具体的には、端末が、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサー
バに送信して、サーバが管理する無線アクセスポイントを問い合わせるということであっ
てよい。
【００５３】
　例えば、ユーザがWLANのアクセスを開始した後、かつ端末が位置する地理的な位置が変
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わったことを端末が検出した場合、端末は、問い合わせ要求をサーバに送信して、サーバ
が管理する無線アクセスポイントを問い合わせる。別の例では、端末が位置する地理的な
位置が変わったことを端末が検出する限り、端末は、サーバが管理する利用可能な無線ア
クセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信する。本発明において、端末に
問い合わせ要求を送信させるトリガ条件は、具体的に限定されるものではない。
【００５４】
　場合により、このステップでは、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるため
の要求は、以下のパラメータ、すなわち、エリア識別子、課金率識別子、トラフィック識
別子、および継続時間識別子のうちの少なくとも1つを運ぶ。端末がサーバに送信する問
い合わせ要求が上記のパラメータを運ぶ場合、サーバは、パラメータ条件に応じて、マッ
チした無線アクセスポイントを見つける。エリア識別子は、端末がサーバに送信する問い
合わせ要求での要求に応じて、無線接続ポイントが属するエリア範囲を識別するために使
用される。例えば、無線接続ポイントは、端末の位置から30メートルの範囲内に位置する
ことが要求される。端末の位置は、緯度経度、地理的名称、および建物名などの形態で表
されてよい。課金率識別子は、端末がサーバに送信する問い合わせ要求での要求に応じて
、無線接続ポイントが属する課金率タイプを識別するために使用される。トラフィック識
別子は、端末がサーバに送信する問い合わせ要求での要求に応じて、無線接続ポイントが
属するトラフィックタイプを識別するために使用される。継続時間識別子は、端末がサー
バに送信する問い合わせ要求での要求に応じて、無線接続ポイントが属する最小利用時間
を識別するために使用される。
【００５５】
　端末がサーバに送信する問い合わせ要求が運ぶパラメータは、上記のパラメータを含む
が、限定されるものではないことが分かる。
【００５６】
　もちろん、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求は、パラメータ
をなんら運んでいなくてもよい。例えば、端末がサーバに送信する問い合わせ要求がいか
なるパラメータも運んでいない場合、サーバは、端末に、サーバが管理するすべての無線
アクセスポイントを提供する。
【００５７】
　102：端末は、サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信する。
【００５８】
　このステップでは、サーバが、端末から、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わ
せるための要求を受信した場合、サーバは、要求に応じて、対応する無線アクセスポイン
ト情報を返す。無線アクセスポイント情報が複数の無線アクセスポイントを含む場合、無
線アクセスポイントは、無線アクセスポイントリストを形成し、サーバが、リストの形態
で端末に返すのであってよいことが分かる。つまり、サーバが返し、端末が受信する無線
アクセスポイント情報は、無線アクセスポイントリストである。
【００５９】
　場合により、ステップ101が、具体的には、端末が、利用可能な無線アクセスポイント
を問い合わせるための要求をサーバに送信して、サーバが管理する無線アクセスポイント
を問い合わせるということである場合、対応して、ステップ102は、具体的には、サーバ
が、問い合わせによって、サーバが管理する無線アクセスポイントに関する情報を獲得し
、送信した後、端末が、サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信するということに
なる。
【００６０】
　ステップ102の後、端末によって、受信した無線アクセスポイント情報を記憶するステ
ップをさらに含んでよいことが分かる。
【００６１】
　103：端末は、受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを
判定する。
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【００６２】
　特定の無線アクセスポイントは、無線アクセスポイントを表し、好ましくは、アクセス
ポイントは、最も適切な無線アクセスポイントであり得る。もちろん、一部の具体的な場
合には、アクセスポイントはまた、2番目に適切な無線アクセスポイントであってよく、
これは、本発明において具体的に限定されるものではない。
【００６３】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、ステップ103は、具体的には、プリセッ
トルールに応じて、受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイント
を判定するものであり、プリセットルールが、以下、すなわち、信号強度、課金率、およ
び利用可能なトラフィックなどのうちの1つ以上である。ユーザは、ユーザの要求に応じ
てプリセットルールを設定することを選択してよい。例えば、ユーザが、端末が位置する
エリアにあるWLANが課金されていると知った場合、ルールを「課金率」に設定してよく、
端末は、受信した無線アクセスポイント情報から最も低い課金率の無線アクセスポイント
を判定する。別の例では、良好かつ長期間有効なインターネットアクセス環境を獲得する
ために、ユーザは、信号強度および利用可能なトラフィックにルールを設定してよく、端
末は、受信した無線アクセスポイント情報から最も強い信号強度かつ最も利用可能なトラ
フィックの無線アクセスポイントを判定する。
【００６４】
　上記のプリセットルールは、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるために端
末がサーバに送信する上記の要求が運ぶパラメータのタイプと同じであってよいことに留
意すべきである。例えば、システムでデフォルトの設定を使用し、手動では変更しない場
合には、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるために端末がサーバに送信する
要求が運ぶパラメータのタイプが、トラフィック識別子である場合には、プリセットルー
ルは、デフォルトで、利用可能なトラフィックである。加えて、この2つはまた、異なっ
ていてもよく、このことは、ユーザによって、具体的な条件に応じて具体的に設定されて
よく、本発明において具体的に限定されるものではない。
【００６５】
　加えて、よくある例では、WLANサービスプロバイダ（すなわち、WLANサービスを提供す
る事業者）は、ユーザに提供するWLANに対して課金し、WLANサービスプロバイダからすれ
ば、ネットワーク資源の適切な割り当てがコスト削減を助ける。一般的に、異なるネット
ワーク許可を割り当てることによって、異なるネットワーク資源が異なるユーザに割り当
てられる。許可割り当ては、次のような方針で使用され得る：より多くのネットワークが
使用されるほど、より高い許可が割り当てられる。例えば、端末Aがネットワークを使用
する継続時間およびトラフィックは、端末Bがネットワークを使用する継続時間およびト
ラフィックよりも多い場合、端末Aに割り当てられる許可は、端末Bに割り当てられる許可
よりも高い、つまり、端末Aは、端末Bよりも、より長い継続時間およびより多くのトラフ
ィックを獲得する。明らかに、この方針は、様々なユーザの要求を満たし得るだけでなく
、ネットワーク資源を適切に割り当てることができ、それによって、WLANサービスプロバ
イダのコストを効果的に削減できる。
【００６６】
　端末がネットワークに接続される前に、サーバが端末に許可を割り当てる、上記の場合
を考えると、場合により、本発明の具体的な実施形態では、ステップ103の前に、本方法
は、以下のステップをさらに含む、すなわち：
【００６７】
　まず、端末は、サーバに接続許可申請要求を送信し、接続許可申請要求が、端末が接続
許可を有するかどうか判定することをサーバに要求するために使用され、接続許可を有す
る場合、端末が、サーバが送信する許可割り当て結果を受信する。
【００６８】
　この場合には、ステップ103は、具体的には、端末が、受信した許可割り当て結果に応
じて、無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定するということ
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である。
【００６９】
　具体的には、端末が接続許可申請要求をサーバに送信した後、サーバが、端末が接続許
可を有すると判定した場合、サーバは、端末に許可を割り当て、サーバが許可割り当て結
果を端末に送信した後、端末は、サーバが送信した許可割り当て結果を受信し、次いで、
端末は、許可割り当て結果に応じて、無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセス
ポイントを判定する。例えば、サーバが、100メガビットのトラフィックを無線アクセス
ポイントAに割り当て、50メガビットのトラフィックを無線アクセスポイントBに割り当て
、サーバが上記の情報を端末に返す場合、端末は、好ましくは、上記の情報に応じて、ト
ラフィックがより多い無線アクセスポイントAを接続のために選択し得る。
【００７０】
　接続許可申請要求は、サーバに接続許可を申請するために、以下の4つの形態をとるパ
ラメータを運び得る：
【００７１】
　形態1：接続許可申請要求が、端末識別子を運ぶ。
【００７２】
　形態2：接続許可申請要求が、ユーザ識別子を運ぶ。
【００７３】
　形態3：接続許可申請要求が、端末識別子、許可申請タイプ、および許可申請タイプに
対応する許可値を運び、許可タイプが、トラフィック、接続継続時間、課金などを含む。
【００７４】
　形態4：接続許可申請要求が、ユーザ識別子、許可申請タイプ、および許可申請タイプ
に対応する許可値を運び、許可タイプが、トラフィック、接続継続時間、課金などを含む
。
【００７５】
　上記の形態1では、端末は、この方式の単位として使用される、つまり、端末は、サー
バから接続許可を要求し、端末識別子をサーバに報告する。このようにして、サーバは、
端末識別子に応じて許可を割り当てし得る。加えて、端末識別子のみが運ばれるため、サ
ーバは、サーバの方針に応じて許可を割り当てる。割り当て方針は、前述の方針、すなわ
ち、「より多くのネットワークが使用されるほど、より高い許可が割り当てられる」であ
ってよい。例えば、許可タイプがトラフィックである場合、事業者が提供するよりも多く
のセルラーネットワークのトラフィックを端末が使用する場合、事業者は、端末に、より
多くのWLANトラフィックを与える。
【００７６】
　上記の形態2では、ユーザが、この方式の単位として使用され、この方式は、同じユー
ザが複数の端末を使用するシナリオに適用可能である。ユーザは、サーバに登録して、ユ
ーザ識別子と端末識別子との間でバインディング関係を確立する必要がある。端末が接続
許可を申請する場合、ユーザ識別子を運ぶ必要がある。加えて、ユーザ識別子のみが運ば
れるため、サーバは、サーバの方針に応じて許可を割り当てる。割り当て方針は、前述の
方針、すなわち、「より多くのネットワークが使用されるほど、より高い許可が割り当て
られる」であってよい。
【００７７】
　上記の形態3では、端末は、この方式の単位として使用される、つまり、端末は、サー
バから接続許可を要求し、端末識別子をサーバに報告する。このようにして、サーバは、
端末識別子に応じて許可を割り当てし得る。加えて、運ばれている端末識別子以外には、
許可申請タイプと許可申請タイプに対応する許可値とがさらに運ばれ、この場合、サーバ
は、端末によって申請される許可の、許可タイプと許可タイプに対応する許可値とが割り
当て範囲内であるかどうか判定する。もしそうであれば、サーバは、対応する許可を端末
に割り当て、もしそうでなければ、サーバは、サーバの割り当て方針に応じて、割り当て
可能な許可を端末に提供する。
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【００７８】
　上記の形態4では、ユーザが、この方式の単位として使用され、この方式は、同じユー
ザが複数の端末を使用するシナリオに適用可能である。ユーザは、サーバに登録して、ユ
ーザ識別子と端末識別子との間でバインディング関係を確立する必要がある。このように
して、端末が接続許可を申請する場合、ユーザ識別子のみを運べばよい。加えて、運ばれ
ている端末識別子以外には、許可申請タイプと許可申請タイプに対応する許可値とがさら
に運ばれ、この場合、サーバは、端末によって申請される許可の、許可タイプと許可タイ
プに対応する許可値とが割り当て範囲内であるかどうか判定する。端末によって申請され
る許可の、許可タイプと対応する許可値とが割り当て範囲内である場合、サーバは、対応
する許可を端末に割り当て、端末によって申請される許可の、許可タイプと対応する許可
値とが割り当て範囲内でない場合、サーバは、サーバの割り当て方針に応じて、割り当て
可能な許可を端末に提供する。
【００７９】
　以下、端末が、どのようにしてパラメータを運ぶ許可申請要求を送信するか、そして、
サーバが、どのようにして許可要求に応じてWLANアクセスサービス許可を端末に割り当て
るかを例を用いて説明する。例えば、接続許可要求で運ばれるパラメータは、端末識別子
および接続継続時間である。まず、端末は、特定の期間内において、端末がデータ通信の
ためにセルラーネットワークを使用する継続時間に関する統計値を収集する。例えば、統
計値収集の当日から遡る5日間のうちに端末がセルラーネットワークを使用する継続時間
は、1時間である。次いで、端末は、統計値収集により獲得された継続時間結果に応じて
、許可要求をサーバに送信し、要求は、特定の期間におけるセルラーネットワーク利用状
況を運び、例えば、開始日が第1日、終了日が第5日、継続時間が1時間である。サーバは
、上記の受信した情報に応じて、許可要求が割り当て範囲内であるかどうか判定する。許
可要求が割り当て範囲内であると判定された場合、端末は、同じ継続時間でWLANアクセス
許可を割り当てられ、割り当て結果が端末に返される。許可要求が割り当て範囲内でない
と判定された場合、サーバは、「不整合」であるとのプロンプト情報を端末に送信し、サ
ーバの割り当て方針に応じて、許可がこの方法で割り当てられるかどうか確認するための
情報を端末に送信する。端末が確認を送信した後、サーバは、端末に許可を割り当てる。
【００８０】
　図2に示すように、本発明の本実施形態は、許可接続のための表示インターフェースを
さらに提供する。図2に示すメイン制御インターフェースでは、スイッチが「ON」の状態
の場合、信号強度アイコンは、端末が無線アクセスポイントに接続されていることを識別
するために、色または形状を用いてよい。例えば、信号強度アイコンが緑色に変わり、い
くつかの数のバーが動的に表示されて、信号強度を示す。スイッチが「OFF」の状態の場
合、信号強度アイコンは、接続が終了したことを識別するために、別の色または形状を使
用してよく、例えば、信号強度アイコンは、灰色に変わり、かつ静的状態となる。加えて
、このインターフェース上にはまた、許可タイプを設定するために使用される、設定ボタ
ンがある。ユーザが設定ボタンをクリックした後、別の新しいインターフェース、すなわ
ち、図2に示す許可タイプ設定インターフェースがユーザに表示され得る。このインター
フェース上には、3つの許可タイプがあってよく、ユーザは、要求に応じて、3つのタイプ
から1つ以上のタイプを選択し得る。ユーザが許可タイプを選択した後、端末は、許可タ
イプに対応するデータに関する統計値を収集し、データをサーバに送信して、対応する許
可を申請する。
【００８１】
　104：端末は、サーバから、特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得し、認証情
報は、認証情報に対応する特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために使用され
る。
【００８２】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、ステップ104は、具体的には、以下のス
テップを含む、すなわち：
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【００８３】
　1041：端末は、特定の無線接続ポイントに対応する認証情報要求をサーバに送信する。
【００８４】
　端末がサーバから特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を要求するプロセス
では、無線アクセスポイント識別子および端末識別子、または無線アクセスポイント識別
子およびユーザ識別子が運ばれてよい。
【００８５】
　1042：端末は、特定の無線アクセスポイントに対応し、サーバが送信する認証情報を受
信する。
【００８６】
　認証情報は、パスワードであってもよいし、「ユーザ名－パスワード」の組み合わせで
あってもよい。
【００８７】
　この場合には、本方法は、以下のステップをさらに含む、すなわち：
【００８８】
　1043：端末は、受信した認証情報を特定の無線アクセスポイントに送信して、認証を申
請する。
【００８９】
　例えば、端末は、「User1」である上記のユーザ名と「Vvvv」であるパスワードとを無
線アクセスポイントAP1に送信して、認証を申請する。
【００９０】
　1044：端末は、特定の無線アクセスポイントが送信する認証結果を受信し、認証結果が
、認証が成功したということである場合、端末が特定の無線アクセスポイントを使用して
ネットワークに接続する。
【００９１】
　具体的には、端末が、特定の無線アクセスポイントAP1が送信する成功認証結果を受信
し、かつ認証結果が、認証が成功したということである場合、端末は、特定の無線アクセ
スポイントAP1を使用してネットワークに接続する。
【００９２】
　加えて、ステップ103の前に、端末によって、接続許可をサーバに申請するステップが
さらに含まれる。具体的には、端末は、サーバに接続許可申請要求を送信し、接続許可申
請要求が、端末が接続許可を有するかどうか判定することをサーバに要求するために使用
され、接続許可を有する場合、端末が、サーバが送信する許可割り当て結果を受信する。
したがって、端末は、受信した許可割り当て結果に応じて、無線アクセスポイント情報に
おける特定の無線アクセスポイントを判定する。つまり、サーバは、要求に応じて端末に
許可を割り当て、許可が成功裏に割り当てられた場合、端末は、特定の無線アクセスポイ
ントに接続し得る。この場合、端末は、サーバに許可利用状況を報告する必要がある。し
たがって、端末が特定の無線アクセスポイントに接続された後、本方法は、以下のステッ
プをさらに含む：
【００９３】
　まず、端末は、許可利用情報をサーバに送信する。許可利用情報は、端末識別子および
消費された許可情報、またはユーザ識別子および消費された許可情報を含む。
【００９４】
　許可利用許可は、上記の「接続許可申請要求で運ばれるパラメータ」に対応する。つま
り、端末が単位として使用される場合、許可利用情報は、端末識別子および消費された許
可情報を含み、ユーザが単位として使用される場合、許可利用情報は、ユーザ識別子およ
び消費された許可情報を含む。加えて、許可利用情報は、無線アクセスポイント識別子、
認証情報（例えば、ユーザ名）などをさらに含み得る。
【００９５】
　次いで、端末は、サーバが送信する未使用の許可情報を受信し、未使用の許可情報は、
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端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行うことによってサーバによ
って獲得される。
【００９６】
　未使用の許可情報は、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行う
ことによってサーバによって獲得される。すなわち、端末の未使用の許可情報は、端末識
別子および未消費の許可情報、またはユーザ識別子および未消費の許可情報を含む。未消
費の許可情報は、ある値で表され、この値は、割り当てられた許可の値から使用された許
可の値を差し引くことによって獲得される値に等しい。例えば、端末に割り当てられた許
可に対応する値は、1時間であり、使用された許可に対応する値は、0．8時間であれば、
未使用の許可情報に対応する値は、0．2時間である。
【００９７】
　次いで、端末は、サーバが送信する未使用の許可情報を取得し、未使用の許可情報が、
端末に対応する許可が既に使い果たされているということである場合、特定の無線アクセ
スポイントから端末を切断する。
【００９８】
　本発明の実施形態1において提供される、無線ローカルエリアネットワークWLANのアク
セス方法は、端末に適用される。まず、端末が、利用可能な無線アクセスポイントを問い
合わせるための要求をサーバに送信して、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報
を問い合わせ、次いで、端末が、サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信し、無線
アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定し、次いで、端末が、サー
バから特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得し、認証情報が、認証情報に対応す
る特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために使用される。上記から、端末が、
サーバが返す受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定
し、この方式により、無線アクセスポイントが顕著に変わる場合、ユーザが、複数の無線
アクセスポイントから無線アクセスポイントを選択するための手動操作を行う必要がある
という問題を回避できることが分かる。したがって、この方式は、よりインテリジェント
であり、ユーザの操作をさらに簡素化できる。
【００９９】
　実施形態2
　本発明の実施形態2は、サーバに適用される、無線ローカルエリアネットワークWLANの
アクセス方法を提供する。図3に示すように、本方法は、以下のステップを含む、すなわ
ち：
【０１００】
　201：サーバは、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信
する要求を受信する。
【０１０１】
　無線ローカルエリアネットワークには局地性が備わっているため、端末が別の地理的な
位置に置かれると、端末を取り囲む環境にある無線アクセスポイントもまた変わる。した
がって、このステップでは、ユーザがWLANのアクセスを端末上で開始すると、サーバが、
利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信する
。問い合わせ要求は、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせるため
に使用される。
【０１０２】
　端末が位置する環境付近の無線アクセスポイントは、端末に関係するサーバによって必
ずしも管理されるとは限らないと考えられ、したがって、具体的には、サーバが、端末が
送信する問い合わせ要求を受信し、問い合わせ要求が、サーバが管理する無線アクセスポ
イントを問い合わせるために使用される。
【０１０３】
　場合により、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求は、以下のパ
ラメータ、すなわち、エリア識別子、課金率識別子、トラフィック識別子、および継続時
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間識別子のうちの少なくとも1つを運んでよい。3つのパラメータが表す意味は、実施形態
1で説明したのと同じであり、ここでは繰り返して説明しない。
【０１０４】
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求は、パラメータをなんら運
んでいなくてもよいことが分かる。例えば、端末がサーバに送信する問い合わせ要求がい
かなるパラメータも運んでいない場合、サーバは、端末に、サーバが管理するすべての無
線アクセスポイントを提供してよい。
【０１０５】
　202：サーバは、問い合わせ要求に応じて、利用可能な無線アクセスポイントに関する
情報を獲得し、獲得した利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信する
。
【０１０６】
　具体的には、サーバは、問い合わせ要求に応じて問い合わせることによって、利用可能
な無線アクセスポイントに関する情報をサーバの記憶装置から獲得し、利用可能な無線ア
クセスポイントのものであり、問い合わせによって獲得された情報を端末に送信する。無
線アクセスポイント情報は、少なくとも1つの無線アクセスポイント識別子を含み、識別
子は、異なる無線アクセスポイントを区別するために使用される。
【０１０７】
　よくある例では、WLANサービスプロバイダは、ユーザの要求を満たすことに基づいてユ
ーザに提供するWLANに対して課金することを考えると、ネットワーク資源の適切な割り当
てがコスト削減を助ける。一般的に、異なるネットワーク許可を割り当てることによって
、異なるネットワーク資源が異なるユーザに割り当てられる。許可割り当ては、次のよう
な方針で使用され得る：より多くのセルラーネットワークが使用されるほど、より高いWL
ANのアクセス許可が割り当てられる。この方針は、様々なユーザの要求を満たし得るだけ
でなく、ネットワーク資源を適切に割り当てることができ、それによって、WLANサービス
プロバイダのコストを効果的に削減できる。
【０１０８】
　端末がネットワークに接続される前にサーバが許可を端末に割り当てる場合に基づいて
、したがって、場合により、本発明の具体的な実施形態では、ステップ202において、サ
ーバが獲得した無線アクセスポイント情報を端末に送信した後、本方法は、端末が接続許
可を有するかどうか判定するステップをさらに含む。
【０１０９】
　具体的には、端末が接続許可を具体的に有するかどうか判定するステップは、以下のい
くつかのステップに分割される。
【０１１０】
　まず、サーバは、端末が送信する接続許可申請要求を受信する。
【０１１１】
　次いで、サーバは、受信した要求に応じて、端末に接続許可を割り当て可能かどうか判
定する。
【０１１２】
　次いで、サーバが、端末に接続許可を割り当て可能と判定した場合、サーバは、許可割
り当て結果を端末に送信する。場合により、サーバは、端末に送信される許可割り当て結
果を記憶してもよい。
【０１１３】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、接続許可申請要求で運ばれるパラメータ
が、端末識別子、またはユーザ識別子、または端末識別子、許可申請タイプ、および許可
申請タイプに対応する許可値、またはユーザ識別子、許可申請タイプ、および許可申請タ
イプに対応する許可値を含む。4つの形態のパラメータの意味は、実施形態1で説明したの
と同じであり、ここでは繰り返して説明しない。
【０１１４】
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　203：サーバが、端末から、特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を受信する場
合、サーバは、特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端末に送信し、認証情
報は、端末を特定の無線アクセスポイントに接続するために使用される。
【０１１５】
　具体的には、サーバが、端末から、特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を受信
する場合、サーバは、端末の認証情報要求に応じて、対応する認証情報を選択し、認証情
報を端末に送信する。認証情報は、パスワードであってもよいし、「ユーザ名－パスワー
ド」の組み合わせであってもよい。次いで、端末は、受信した認証情報を特定の無線アク
セスポイントに送信して、認証を申請し、認証が成功した場合、端末は、特定の無線アク
セスポイントを使用してネットワークに接続できる。
【０１１６】
　加えて、端末が無線アクセスポイントに接続される前にサーバが許可を端末に割り当て
る場合が存在することを考えると、対応して、端末が特定の無線アクセスポイントに接続
された後、端末が許可を消費する場合もまた存在する。したがって、場合により、本発明
の具体的な実施形態では、端末が特定の無線アクセスポイントに接続された後、以下のス
テップがさらに含まれる：
【０１１７】
　2041：サーバは、端末が送信する許可利用情報を受信する。
【０１１８】
　許可利用情報は、端末識別子および消費された許可情報、またはユーザ識別子および消
費された許可情報を含む。加えて、許可利用情報は、無線アクセスポイント識別子および
認証情報（例えば、ユーザ名）などのパラメータをさらに含み得る。
【０１１９】
　2042：サーバは、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行って、
端末の未使用の許可情報を獲得する。
【０１２０】
　未使用の許可情報は、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行う
ことによってサーバによって獲得される。すなわち、端末の未使用の許可情報は、端末識
別子および未消費の許可情報、またはユーザ識別子および未消費の許可情報を含む。未消
費の許可情報は、ある値で表され、この値は、割り当てられた許可の値から使用された許
可の値を差し引くことによって獲得される値に等しい。例えば、端末に割り当てられた許
可に対応する値は、1時間であり、使用された許可に対応する値は、0．8時間であれば、
未使用の許可情報に対応する値は、0．2時間である。
【０１２１】
　2043：サーバは、未使用の許可情報を端末に送信し、未使用の許可情報は、特定の無線
アクセスポイントに接続し続けるかどうか判定するために端末によって使用される。
【０１２２】
　例えば、端末に対応する許可が既に使い果たされている場合、特定の無線アクセスポイ
ントから端末を切断する。
【０１２３】
　本発明の実施形態2は、サーバに適用される、無線ローカルエリアネットワークWLANの
アクセス方法を提供する。まず、サーバが、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わ
せるための、端末が送信する要求を受信し、次いで、サーバが、問い合わせ要求に応じて
、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲得し、獲得した利用可能な無線アク
セスポイントに関する情報を端末に送信し、次いで、特定の無線アクセスポイントの認証
情報要求を端末から受信した場合、サーバが、特定の無線アクセスポイントに対応する認
証情報を端末に送信し、認証情報が、特定の無線アクセスポイントに端末を接続するため
に使用される。上記から、端末が、サーバが返す受信した無線アクセスポイント情報から
特定の無線アクセスポイントを判定し、この方式により、無線アクセスポイントが顕著に
変わる場合、ユーザが、複数の無線アクセスポイントから無線アクセスポイントを選択す
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るための手動操作を行う必要があるという問題を回避できることが分かる。したがって、
この方法は、よりインテリジェントであり、ユーザの操作をさらに簡素化する。
【０１２４】
　加えて、端末が、特定の無線アクセスポイントに接続するために対応する認証情報をサ
ーバに申請する前に、サーバは、特定の無線アクセスポイントの認証情報を前もって持っ
ている必要がある。したがって、場合により、本方法は、以下のステップをさらに含む、
すなわち：
【０１２５】
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得する。
【０１２６】
　好ましくは、無線接続認証情報は、分割して取得される。加えて、取得方式はまた、1
つずつ取得することであってもよく、本発明において具体的に限定されるものではない。
【０１２７】
　場合により、上記のステップは、具体的には、以下のいくつかのステップに分割される
：まず、少なくとも1つのWLANサービスプロバイダに、接続認証情報を申請するための要
求を送信し、WLANが要求に応じて接続認証情報を生成および送信した後、WLANサービスプ
ロバイダが提供する認証情報を受信し、受信した認証情報を記憶する。
【０１２８】
　認証情報は、パスワードであってもよいし、「ユーザ名－パスワード」の組み合わせで
あってもよい。例として「ユーザ名－パスワード」の形態を用いると、認証情報は、表1
に示す形態であってよい。このようにして、無線アクセスポイント識別子に応じて、利用
可能なユーザ名およびパスワードが検索されてよい。
【０１２９】
【表１】

【０１３０】
　場合により、1回分の接続認証情報をWLANサービスプロバイダに申請するための要求が
、申請されるある量の接続認証情報であって、以下のパラメータ、すなわち：
　無線接続ポイントが属するエリアを識別するために使用されるエリア識別子と、
　申請される認証情報が属する課金率タイプを識別するために使用される課金率識別子と
、申請される認証情報が属するトラフィックを識別するために使用されるトラフィック識
別子と、申請される認証情報に対応する継続時間を識別するために使用される継続時間識
別子と、申請されるある量の認証情報とのうちの少なくとも1つである、ある量の接続認
証情報を運ぶ。
【０１３１】
　実施形態3
　実施形態1に対応して、本発明の第3の実施態様は、図4に示すように、端末30であって
、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用
可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせるように構成される、送信ユニッ
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ト301と、
　サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信するように構成される受信ユニット302
と、
　受信ユニット302が受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイン
トを判定するように構成される処理ユニット303と、
　サーバから特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得するように構成される接続ユ
ニット304であって、認証情報が、認証情報に対応する特定の無線アクセスポイントに端
末を接続するために使用される、接続ユニット304と、
　を含む、端末を提供する。
【０１３２】
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求は、以下のパラメータ、す
なわち、エリア識別子、課金率識別子、トラフィック識別子、および継続時間識別子のう
ちの少なくとも1つを運ぶ。
【０１３３】
　本発明の実施形態3は、端末30を提供する。送信ユニット301が、利用可能な無線アクセ
スポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用可能な無線アクセスポイ
ントに関する情報を問い合わせ、受信ユニット302が、サーバが返す無線アクセスポイン
ト情報を受信し、処理ユニット303が、受信ユニット302が受信した無線アクセスポイント
情報から特定の無線アクセスポイントを判定し、接続ユニット304が、サーバから特定の
無線アクセスポイントの認証情報を取得するように構成され、認証情報が、認証情報に対
応する特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために使用される。上記から、端末
が、サーバが返す無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定し、
このことにより、無線アクセスポイントが顕著に変わる場合、ユーザが、複数の無線アク
セスポイントから無線アクセスポイントを選択するための手動操作を行う必要があるとい
う問題を回避できることが分かる。したがって、端末は、よりインテリジェントであり、
ユーザの操作を大幅に簡素化する。
【０１３４】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、処理ユニット303は、具体的には、プリ
セットルールに応じて、無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判
定するものであり、プリセットルールが、以下、すなわち、信号強度、課金率、および利
用可能なトラフィックのうちの1つ以上であるように構成される。
【０１３５】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、送信ユニット301が、受信した無線アク
セスポイント情報から特定の無線アクセスポイントが判定される前に、サーバに接続許可
申請要求を送信するようにさらに構成され、接続許可申請要求が、端末が接続許可を有す
るかどうか判定することをサーバに要求するために使用され、
　接続許可を有する場合、受信ユニット302が、サーバが送信する許可割り当て結果を受
信するようにさらに構成され、
　処理ユニット303が、受信ユニット302が受信した無線アクセスポイント情報から特定の
無線アクセスポイントを判定することが、具体的には、受信ユニット302が受信した許可
割り当て結果に応じて、無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判
定するということである。
【０１３６】
　さらに、本発明の具体的な実施形態では、送信ユニット301が、端末が特定の無線アク
セスポイントに接続された後、許可利用情報をサーバに送信するようにさらに構成され、
許可利用情報が、端末識別子および消費された許可の値、またはユーザ識別子および消費
された許可情報を含み、
　受信ユニット302が、サーバが送信する未使用の許可情報を受信するようにさらに構成
され、未使用の許可情報が、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を
行うことによってサーバによって獲得され、
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　処理ユニット303が、サーバが送信する未使用の許可情報を取得するようにさらに構成
され、未使用の許可情報が、端末に対応する許可が既に使い果たされているということで
ある場合、特定の無線アクセスポイントから端末を切断する。
【０１３７】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、図5に示すように、接続ユニット304が、
具体的には、
　特定の無線接続ポイントに対応する認証情報要求をサーバに送信するように構成される
認証情報申請モジュール3041と、
　特定の無線アクセスポイントのものであり、サーバが送信する認証情報を受信するよう
に構成される認証情報受信モジュール3042と、
　受信した認証情報を特定の無線アクセスポイントに送信して、認証を申請するように構
成される、認証申請送信モジュール3043と、
　特定の無線アクセスポイントから認証情報の認証結果を受信するように構成される認証
結果受信モジュール3044であって、認証結果が、認証が成功したということである場合、
端末が特定の無線アクセスポイントを使用してネットワークに接続する、認証結果受信モ
ジュール3044と、
　を含む。
【０１３８】
　実施形態4
　実施形態2に対応して、本発明の実施態様4は、図6に示すように、サーバ40であって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信す
るように構成される受信ユニット401と、
　問い合わせ要求に応じて、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲得し、取
得した無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信するように構成される、送信ユニ
ット402であって、
　受信ユニット401が、特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を端末から受信した
場合、送信ユニット402が、特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端末に送
信するようにさらに構成され、認証情報が、特定の無線アクセスポイントに端末を接続す
るために使用される、送信ユニット402と、
　を含む、サーバ40を提供する。
【０１３９】
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求は、以下のパラメータ、す
なわち、エリア識別子、課金率識別子、トラフィック識別子、および継続時間識別子のう
ちの少なくとも1つを運ぶ。
【０１４０】
　本発明の実施形態4は、サーバ40を提供する。受信ユニット401が、利用可能な無線アク
セスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信し、送信ユニット402が
、問い合わせ要求に応じて、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲得し、取
得した無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信し、次いで、受信ユニット401が
、特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を端末から受信した場合、送信ユニット40
2が、特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端末に送信するようにさらに構
成され、認証情報が、特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために使用される。
上記から、サーバが、無線アクセスポイント情報を端末に送信でき、端末が特定の無線無
線アクセスポイントを選択した後、特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端
末に送信でき、このことにより、無線アクセスポイントが顕著に変わる場合、ユーザが、
複数の無線アクセスポイントから無線アクセスポイントを選択するための手動操作を行う
必要があるという問題を回避でき、それによって、ユーザの操作を大幅に簡素化すること
が分かる。
【０１４１】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、受信ユニット401は、端末が送信する接
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続許可申請要求を受信するようにさらに構成される。図7に示すように、サーバ40は、受
信ユニット401が受信した要求に応じて、端末に接続許可を割り当て可能かどうか判定す
るように構成される処理ユニット403をさらに含む。
【０１４２】
　この場合、送信ユニット402は、端末に接続許可を割り当て可能と判定された場合、許
可割り当て結果を端末に送信するようにさらに構成される。
【０１４３】
　接続許可申請要求で運ばれるパラメータが、端末識別子、またはユーザ識別子、または
端末識別子、許可申請タイプ、および許可申請タイプに対応する許可値、またはユーザ識
別子、許可申請タイプ、および許可申請タイプに対応する許可値を含む。
【０１４４】
　さらに、本発明の具体的な実施形態では、受信ユニット401が、端末が送信する許可利
用情報を受信するようにさらに構成され、許可利用情報が、端末識別子および消費した許
可の値、またはユーザ識別子および消費された許可情報を含み、処理ユニット403が、端
末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行って、端末の未使用の許可情
報を獲得するようにさらに構成され、送信ユニット402が、未使用の許可情報を端末に送
信するようにさらに構成され、未使用の許可情報が、特定の無線アクセスポイントに端末
が接続し続けるかどうか判定するために端末によって使用される。
【０１４５】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、図8に示すように、サーバ40が、
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得するように構成
される取得ユニット404
　を含む。
【０１４６】
　さらに、本発明の具体的な実施形態では、取得ユニット403は、具体的には、
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダに、接続認証情報を申請するための要求を送
信し、WLANサービスプロバイダが要求に応じて接続認証情報を生成および送信した後、WL
ANサービスプロバイダが提供する認証情報を受信し、受信した認証情報を記憶する
　ように構成される。
【０１４７】
　1回分の接続認証情報を申請するための要求が、申請されるある量の認証情報であって
、以下のパラメータ、すなわち：
　無線接続ポイントが属するエリアを識別するために使用されるエリア識別子と、申請さ
れる認証情報が属する課金率タイプを識別するために使用される課金率識別子と、申請さ
れる認証情報が属するトラフィックを識別するために使用されるトラフィック識別子と、
申請される認証情報に対応する継続時間を識別するために使用される継続時間識別子と、
　のうちの少なくとも1つである、ある量の接続認証情報を運ぶ。
【０１４８】
　実施形態5
　実施形態1に対応して、本発明の実施形態5は、図9に示すように、端末50であって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用
可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせるように構成される、送信機501
と、
　サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信するように構成される受信機502と、
　受信機502が受信した無線アクセスポイント情報を記憶するように構成される記憶装置5
03と、
　記憶装置503が記憶した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを
判定するように構成されるプロセッサ504であって、
　プロセッサ504が、サーバから特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得するよう
にさらに構成され、認証情報が、認証情報に対応する特定の無線アクセスポイントに端末
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を接続するために使用される、プロセッサ504と、
　を含む、端末50を提供する。
【０１４９】
　記憶装置503は、永続的記憶装置と非永続的記憶装置とを含む。永続的記憶装置は、ハ
ードディスクおよびSDカードなどであってよく、オペレーティングシステム、ブラウザエ
ンジン、管理モジュールクライアント、ユーザ識別モジュール、および他のアプリケーシ
ョンプログラムを記憶するように構成される。非永続的記憶装置は、メモリであってよい
。プログラムを実行すると、プログラムは、永続的記憶装置からメモリにロードされる必
要があり、メモリは、プログラムの実行プロセス中に生成される一時的なデータをさらに
記憶する。
【０１５０】
　プロセッサ504は、命令を実行し、モバイル端末システムに関する（例えば記憶装置か
ら取得した命令を使用するなどして）動作を完了するように構成され、プロセッサ504は
、モバイル端末システムのコンポーネント間で入力および出力されるデータの受信および
操作を制御でき、プロセッサ504は、チップ、マルチチップまたは複数の電子コンポーネ
ントによって実装でき、専用または組み込みプロセッサ、専用プロセッサ、コントローラ
、ASICなどを含む様々なシステムアーキテクチャを使用し得る。
【０１５１】
　加えて、端末50は、人間とコンピュータとの相互作用のために使用される入出力装置を
さらに含む。ユーザは、入力装置を使用することによって、制御命令をモバイル端末に送
信でき、例えば、入力装置は、キーボード、タッチスクリーンなどであってよい。ユーザ
は、出力装置を使用することによって、モバイル端末の処理結果およびフィードバック情
報を受信でき、例えば、出力装置は、ディスプレイであってよい。
【０１５２】
　本発明の実施形態5は、端末50を提供する。送信機501が、利用可能な無線アクセスポイ
ントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用可能な無線アクセスポイントに
関する情報を問い合わせ、受信機502が、サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信
し、プロセッサ504が、記憶装置503に記憶した無線アクセスポイント情報から特定の無線
アクセスポイントを判定し、サーバから特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得し
、認証情報が、認証情報に対応する特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために
使用される。上記から、端末が、サーバが返す無線アクセスポイント情報から特定の無線
アクセスポイントを判定し、このことにより、無線アクセスポイントが顕著に変わる場合
、ユーザが、複数の無線アクセスポイントから無線アクセスポイントを選択するための手
動操作を行う必要があるという問題を回避できることが分かる。したがって、端末は、よ
りインテリジェントであり、ユーザの操作を大幅に簡素化する。
【０１５３】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、プロセッサ504は、具体的には、
　プリセットルールに応じて、無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイン
トを判定するものであり、プリセットルールが、以下、すなわち、信号強度、課金率、お
よび利用可能なトラフィックのうちの1つ以上である
　ように構成される。
【０１５４】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、送信機501が、プロセッサ504が、無線ア
クセスポイント情報に応じて特定の無線アクセスポイントを判定する前に、サーバに接続
許可申請要求を送信するようにさらに構成され、接続許可申請要求が、端末が接続許可を
有するかどうか判定することをサーバに要求するために使用され、
　接続許可を有する場合、受信機502が、サーバが送信する許可割り当て結果を受信する
ようにさらに構成され、
　プロセッサ504が記憶装置503に記憶した無線アクセスポイント情報から特定の無線アク
セスポイントを判定することが、具体的には、プロセッサ504が、受信した許可割り当て
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結果に応じて、記憶装置503に記憶した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセ
スポイントを判定するということである。
【０１５５】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、送信機501が、許可利用情報をサーバに
送信するようにさらに構成され、許可利用情報が、端末識別子および消費された許可の値
、またはユーザ識別子および消費された許可情報を含み、
　受信機502が、サーバが送信する未使用の許可情報を受信するようにさらに構成され、
未使用の許可情報が、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行うこ
とによってサーバによって獲得され、
　プロセッサ504が、サーバが送信する未使用の許可情報を取得するようにさらに構成さ
れ、未使用の許可情報が、端末に対応する許可が既に使い果たされているということであ
る場合、特定の無線アクセスポイントから端末を切断する。
【０１５６】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、送信機501が、特定の無線接続ポイント
に対応する認証情報要求をサーバに送信するようにさらに構成され、
　受信機502が、サーバが申請に応じて対応する認証情報を選択するようにさらに構成さ
れ、申請に応じて認証情報を送信した後、特定の無線アクセスポイントのものであり、サ
ーバが送信する認証情報を受信し、
　送信機501が、受信機502が受信した認証情報を特定の無線アクセスポイントに送信して
、認証を申請するようにさらに構成され、
　受信機502が、特定の無線アクセスポイントから認証情報の認証結果を受信するように
さらに構成され、認証結果が、認証が成功したということである場合、端末が特定の無線
アクセスポイントを使用してネットワークに接続する。
【０１５７】
　実施形態6
　実施形態2に対応して、本発明の実施態様6は、図10に示すように、サーバ60であって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信す
るように構成される受信機601と、
　問い合わせ要求に応じて、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲得するよ
うに構成されるプロセッサ602と、
　取得した無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信するように構成される、送信
機603であって、
　送信機603が、受信機601が特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を端末から受信
した場合、特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端末に送信するようにさら
に構成され、認証情報が、特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために使用され
る、送信機603と、
　を含む、サーバ60を提供する。
【０１５８】
　プロセッサ603は、命令を実行し、モバイル端末システムに関する（例えば、記憶装置
から取得した命令を使用して）動作を完了するように構成され、プロセッサ603は、モバ
イル端末システムのコンポーネント間で入力および出力されるデータの受信および操作を
制御でき、プロセッサ603は、チップ、マルチチップまたは複数の電子コンポーネントに
よって実装でき、専用または組み込みプロセッサ、専用プロセッサ、コントローラ、ASIC
などを含む様々なシステムアーキテクチャを使用し得る。
【０１５９】
　本発明の実施形態6は、サーバ60を提供する。受信機601が、利用可能な無線アクセスポ
イントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信し、プロセッサ602が、問い合
わせ要求に応じて、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲得し、送信機603
が、取得した無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信し、次いで、受信機601が
、特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を端末から受信した場合、送信機603が、
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特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端末に送信し、認証情報が、特定の無
線アクセスポイントに端末を接続するために使用される。上記から、サーバが、無線アク
セスポイント情報を端末に送信でき、端末が特定の無線無線アクセスポイントを選択した
後、特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端末に送信でき、このことにより
、無線アクセスポイントが顕著に変わる場合、ユーザが、複数の無線アクセスポイントか
ら無線アクセスポイントを選択するための手動操作を行う必要があるという問題を回避で
き、それによって、ユーザの操作を大幅に簡素化することが分かる。
【０１６０】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、送信機603が、取得した無線アクセスポ
イントに関する情報を端末に送信した後、受信機601は、端末が送信する接続許可申請要
求を受信するようにさらに構成される。
【０１６１】
　プロセッサ602は、受信機601が受信した要求に応じて、端末に接続許可を割り当て可能
かどうか判定するようにさらに構成される。
【０１６２】
　送信機603は、プロセッサ602が端末に接続許可を割り当て可能と判定した場合、許可割
り当て結果を端末に送信するようにさらに構成される。
【０１６３】
　さらに、本発明の具体的な実施形態では、受信機601は、端末が送信する許可利用情報
を受信するようにさらに構成され、許可利用情報が、端末識別子および消費した許可の値
、またはユーザ識別子および消費された許可情報を含む。
【０１６４】
　プロセッサ603は、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行って
、端末の未使用の許可情報を獲得するようにさらに構成される。
【０１６５】
　送信機602は、未使用の許可情報を端末に送信するようにさらに構成され、未使用の許
可情報は、端末が特定の無線アクセスポイントに接続し続けるかどうか判定するために端
末によって使用される。
【０１６６】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、プロセッサ603が、少なくとも1つのWLAN
サービスプロバイダから無線接続認証情報を取得するようにさらに構成される。
【０１６７】
　さらに、本発明の具体的な実施形態では、プロセッサ603は、具体的には、
　プロセッサ603によって送信機602に命令を送信して、接続認証情報を申請するための要
求を少なくとも1つのWLANサービスプロバイダに送信するように送信機602に命令し、
　プロセッサ603によって受信機601に命令を送信して、WLANサービスプロバイダが要求に
応じて接続認証情報を生成および送信した後、WLANサービスプロバイダが提供する認証情
報を受信するように受信機601に命令する
　ように構成される。
【０１６８】
　この場合、図11に示すように、サーバ60は、受信機601が受信した認証情報を記憶する
ように構成される記憶装置604をさらに含む。
【０１６９】
　記憶装置604は、永続的記憶装置と非永続的記憶装置とを含む。永続的記憶装置は、ハ
ードディスクおよびSDカードなどであってよく、オペレーティングシステム、ブラウザエ
ンジン、管理モジュールクライアント、ユーザ識別モジュール、および他のアプリケーシ
ョンプログラムを記憶するように構成される。非永続的記憶装置は、メモリであってよい
。プログラムを実行すると、プログラムは、永続的記憶装置からメモリにロードされる必
要があり、メモリは、プログラムの実行プロセス中に生成される一時的なデータをさらに
記憶する。



(33) JP 2017-511664 A 2017.4.20

10

20

30

40

【０１７０】
　実施形態7
　加えて、本発明の実施形態7は、WLANアクセスシステム70をさらに提供する。図12に示
すように、本システムは、本発明の実施形態3において説明した端末と、本発明の実施形
態4において説明したサーバとを含む、または本システムは、本発明の実施形態5において
説明した端末と、本発明の実施形態6において説明したサーバとを含む。
【０１７１】
　当業者であれば、各実施形態における各方法の各ステップの全部または一部を関連ハー
ドウェアに命令するプログラムによって実現することができることを理解するはずである
。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶することができる。記憶媒体は、読み
出し専用メモリ、磁気ディスク、または光ディスクを含んでよい。
【０１７２】
　上記の説明は、単に本発明の具体的な実施方式に過ぎず、本発明の保護範囲を限定する
ことを意図するものではない。本発明において開示された技術的範囲内にあり、当業者に
よって容易に想到される、あらゆる変形や置き換えは、本発明の保護範囲内に含まれるも
のとする。したがって、本発明の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲に属する。
【符号の説明】
【０１７３】
　　30　端末
　　40　サーバ
　　50　端末
　　60　サーバ
　　70　WLANアクセスシステム
　　301　送信ユニット
　　302　受信ユニット
　　303　処理ユニット
　　304　接続ユニット
　　3041　認証情報申請モジュール
　　3042　認証情報受信モジュール
　　3043　認証申請送信モジュール
　　3044　認証結果受信モジュール
　　401　受信ユニット
　　402　送信ユニット
　　403　処理ユニット
　　404　取得ユニット
　　501　送信機
　　502　受信機
　　503　記憶装置
　　504　プロセッサ
　　601　受信機
　　602　プロセッサ
　　603　送信機
　　604　記憶装置
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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月25日(2016.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信分野に関し、具体的には、無線ローカルエリアネットワークWLANのアク
セス方法、端末、およびサーバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線アクセスポイントが広範に配備されているため、WLAN（Wireless Local Area Netw
orks、無線ローカルエリアネットワーク）を介したインターネットアクセスが、インター
ネットアクセスの重要な方式になっている。具体的には、ユーザが端末上でアクセスする
必要がある無線アクセスポイントを手動で選択し、パスワードを手動で入力してアクセス
ポイントにアクセスすることによって、ユーザはWLANを介してインターネットにアクセス
できる。
【０００３】
　現在、端末がある場所から別の場所に移動する場合、周囲の無線アクセスポイントはお
そらく顕著に変わるため、この場合、ユーザは、一般的に、接続用の無線アクセスポイン
トに関する情報を再設定する必要がある。つまり、ユーザは、適切な無線アクセスポイン
トを再選択し、パスワードを再入力しなければ、WLANに接続できない。明らかに、この再
設定する方式は、ユーザに操作上の負担をもたらす。
【０００４】
　従来技術では、上記の問題を解決するために、実施には、以下の2つの方式を使用する
ことがある。
【０００５】
　方式1：WPS（Wi－Fi Protected Setup）方式による実施。この方式は、ユーザがネット
ワーク名（すなわち、SSID（Service Set Identifier、サービスセット識別子））とセキ
ュリティ秘密鍵とを自動的に設定するのを手助けできる。具体的には、端末が新しい場所
に移動する場合、そのような機能を有する無線製品の本体には機能キーが一般的に設計さ
れていることから、ユーザは、機能キーを押すかPINコードを入力するかし、次いで2つま
たは3つの操作を行って、無線パスワード設定およびクライアントとルータとの間の無線
接続を実施する。
【０００６】
　方式2：端末のアプリケーションにおいて大量の無線アクセスポイント情報を前もって
収集し、情報が、無線アクセスポイント名と、無線アクセスポイントのために接続パスワ
ードが設定される場合には、対応する接続パスワードとを含む。具体的には、端末が新し
い場所に移動する場合、端末がアプリケーションを実行する時、その時に端末の周囲にあ
る無線アクセスポイントがユーザに表示される。次いで、ユーザは、要求に応じて、接続
用の特定の無線アクセスポイントを手動で選択する。
【０００７】
　上記より、上記の2つの方式では、ユーザの手動操作ステップがある程度簡素化される
ことが分かる。しかしながら、この2つの方式では、ユーザが関与する必要があり、ユー
ザは、特定の無線アクセスポイントを少なくとも手動で選択する必要がある。
【発明の概要】
【０００８】
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　本発明の実施形態は、WLANのアクセス方法、端末、およびサーバを提供するものであり
、ユーザはパスワードを入力する必要も特定の無線アクセスポイントを選択する必要もな
く、それによって、ユーザ操作を簡素化する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明の実施形態において、以下の技術的な解決策が使
用される。
【００１０】
　本発明の第1の実施態様は、無線ローカルエリアネットワークWLANのアクセス方法であ
って、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用
可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせる、ステップと、
　サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信するステップと、
　受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定するステッ
プと、
　サーバから特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得するステップであって、認証
情報が、認証情報に対応する特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために使用さ
れる、ステップと、
　を含む、WLANのアクセス方法を提供する。
【００１１】
　第1の実施態様の第1の可能な実施方式では、利用可能な無線アクセスポイントを問い合
わせるための要求が、以下のパラメータ、すなわち、エリア識別子、課金率識別子、トラ
フィック識別子、および継続時間識別子のうちの少なくとも1つを運ぶ。
【００１２】
　第1の実施態様または第1の実施態様の第1の可能な実施方式に関連して、第1の実施態様
の第2の可能な実施方式では、受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセ
スポイントを判定するステップが、具体的には、プリセットルールに応じて、無線アクセ
スポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定するステップであり、プリセット
ルールが、以下、すなわち、信号強度、課金率、および利用可能なトラフィックのうちの
1つ以上である。
【００１３】
　第1の実施態様または第1の実施態様の第1の可能な実施方式または第1の実施態様の第2
の可能な実施方式に関連して、第1の実施態様の第3の可能な実施方式では、受信した無線
アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定するステップの前に、本方
法は、
　接続許可申請要求をサーバに送信するステップであって、接続許可申請要求が、端末が
接続許可を有するかどうか判定することをサーバに要求するために使用される、ステップ
　をさらに含み、
　接続許可を有する場合、サーバが送信する許可割り当て結果を受信し、
　受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定するステッ
プが、具体的には、受信した許可割り当て結果に応じて、無線アクセスポイント情報から
特定の無線アクセスポイントを判定するステップである。
【００１４】
　第1の実施態様の第3の可能な実施方式に関連して、第1の実施態様の第4の可能な実施方
式では、接続許可申請要求で運ばれるパラメータは、端末識別子、またはユーザ識別子、
または端末識別子、許可申請タイプ、および許可申請タイプに対応する許可値、またはユ
ーザ識別子、許可申請タイプ、および許可申請タイプに対応する許可値を含む。
【００１５】
　第1の実施態様の第4の可能な実施方式に関連して、第1の実施態様の第5の可能な実施方
式では、端末が特定の無線アクセスポイントに接続された後、本方法は、
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　許可利用情報をサーバに送信するステップであって、許可利用情報が、端末識別子およ
び消費された許可情報、またはユーザ識別子および消費された許可情報を含む、ステップ
と、
　サーバが送信する未使用の許可情報を受信するステップであって、未使用の許可情報が
、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行うことによってサーバに
よって獲得される、ステップと、
　サーバが送信する未使用の許可情報を取得し、未使用の許可情報が、端末に対応する許
可が既に使い果たされているということである場合、特定の無線アクセスポイントから端
末を切断する、ステップと、
　をさらに含む。
【００１６】
　第1の実施態様または第1の実施態様の上記の可能な実施方式における任意の実施方式に
関連して、第1の実施態様の第6の可能な実施方式では、サーバから特定の無線アクセスポ
イントの認証情報を取得するステップであって、認証情報が、認証情報に対応する特定の
無線アクセスポイントに端末を接続するために使用される、ステップが、
　特定の無線接続ポイントの認証情報要求をサーバに送信するステップと、
　特定の無線アクセスポイントに対応し、サーバが送信する認証情報を受信するステップ
と、
　を含み、
　本方法は、
　受信した認証情報を特定の無線アクセスポイントに送信して、認証を申請する、ステッ
プと、
　特定の無線アクセスポイントが送信する認証結果を受信するステップであって、認証結
果が、認証が成功したということである場合、端末が特定の無線アクセスポイントを使用
してネットワークに接続する、ステップと、
　をさらに含む。
【００１７】
　本発明の第2の実施態様は、無線ローカルエリアネットワークWLANのアクセス方法であ
って、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信す
るステップと、
　問い合わせ要求に応じて、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲得し、獲
得した利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信する、ステップと、
　特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を端末から受信した場合、特定の無線アク
セスポイントに対応する認証情報を端末に送信するステップであって、認証情報が、特定
の無線アクセスポイントに端末を接続するために使用される、ステップと、
　を含む、WLANのアクセス方法を提供する。
【００１８】
　第2の実施態様の第1の可能な実施方式では、利用可能な無線アクセスポイントを問い合
わせるための要求が、以下のパラメータ、すなわち、エリア識別子、課金率識別子、トラ
フィック識別子、および継続時間識別子のうちの少なくとも1つを運ぶ。
【００１９】
　第2の実施態様または第2の実施態様の第1の可能な実施方式に関連して、第2の実施態様
の第2の可能な実施方式では、獲得した無線アクセスポイント情報を端末に送信するステ
ップの後、本方法は、
　端末が送信する接続許可申請要求を受信するステップと、
　受信した要求に応じて、端末に接続許可を割り当て可能かどうか判定するステップと、
　端末に接続許可を割り当て可能と判定された場合、許可割り当て結果を端末に送信する
ステップと、
　をさらに含む。
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【００２０】
　第2の実施態様の第2の可能な実施方式に関連して、第2の実施態様の第3の可能な実施方
式では、接続許可申請要求で運ばれるパラメータは、端末識別子、またはユーザ識別子、
または端末識別子、許可申請タイプ、および許可申請タイプに対応する許可値、またはユ
ーザ識別子、許可申請タイプ、および許可申請タイプに対応する許可値を含む。
【００２１】
　第2の実施態様の第2の可能な実施方式または第2の実施態様の第3の可能な実施方式に関
連して、第2の実施態様の第4の可能な実施方式では、端末が特定の無線アクセスポイント
に接続された後、本方法は、
　端末が送信する許可利用情報を受信するステップであって、許可利用情報が、端末識別
子および消費された許可情報、またはユーザ識別子および消費された許可情報を含む、ス
テップと、
　端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行って、端末の未使用の許
可情報を獲得する、ステップと、
　未使用の許可情報を端末に送信するステップであって、未使用の許可情報が、特定の無
線アクセスポイントに接続し続けるかどうか判定するために端末によって使用される、ス
テップと、
　をさらに含む。
【００２２】
　第2の実施態様または第2の実施態様の上記の可能な実施方式における任意の実施方式に
関連して、第2の実施態様の第5の可能な実施方式では、特定の無線アクセスポイントに対
応する認証情報を端末に送信するステップの前に、本方法は、
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得するステップ
　をさらに含む。
【００２３】
　第2の実施態様の第5の可能な実施方式に関連して、第2の実施態様の第6の可能な実施方
式では、少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得するステ
ップが、
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダに、接続認証情報を申請するための要求を送
信するステップと、
　WLANサービスプロバイダが提供する認証情報を受信するステップと、
　受信した認証情報を格納するステップと、
　を含む。
【００２４】
　第2の実施態様の第6の可能な実施方式に関連して、第2の実施態様の第7の可能な実施方
式では、WLANサービスプロバイダに、接続認証情報を申請するための要求が、申請される
ある量の接続認証情報であって、以下のパラメータ、すなわち：
　無線接続ポイントが属するエリアを識別するために使用されるエリア識別子と、
　申請される接続認証情報が属する課金率タイプを識別するために使用される課金率識別
子と、
　申請される接続認証情報が属するトラフィックを識別するために使用されるトラフィッ
ク識別子と、
　申請される接続認証情報に対応する継続時間を識別するために使用される継続時間識別
子と、
　のうちの少なくとも1つである、ある量の接続認証情報を運ぶ。
【００２５】
　本発明の第3の実施態様は、端末であって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用
可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせるように構成される、送信ユニッ
トと、
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　サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信するように構成される受信ユニットと、
　受信ユニットが受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを
判定するように構成される処理ユニットと、
　サーバから特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得するように構成される接続ユ
ニットであって、認証情報が、認証情報に対応する特定の無線アクセスポイントに端末を
接続するために使用される、接続ユニットと、
　を含む、端末を提供する。
【００２６】
　第3の実施態様に関連して、第3の実施態様の第1の可能な実施方式では、処理ユニット
が、具体的には、
　プリセットルールに応じて、無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイン
トを判定するように構成され、プリセットルールが、以下、すなわち、信号強度、課金率
、および利用可能なトラフィックのうちの1つ以上である。
【００２７】
　第3の実施態様または第3の実施態様の第1の可能な実施方式に関連して、第3の実施態様
の第2の可能な実施方式では、
　送信ユニットが、受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイント
が判定される前に、サーバに接続許可申請要求を送信するようにさらに構成され、接続許
可申請要求が、端末が接続許可を有するかどうか判定することをサーバに要求するために
使用され、
　接続許可を有する場合、受信ユニットが、サーバが送信する許可割り当て結果を受信す
るようにさらに構成され、
　処理ユニットが、受信ユニットが受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線ア
クセスポイントを判定することが、具体的には、
　受信ユニットが受信した許可割り当て結果に応じて、無線アクセスポイント情報から特
定の無線アクセスポイントを判定するということである。
【００２８】
　第3の実施態様の第2の可能な実施方式に関連して、第3の実施態様の第3の可能な実施方
式では、
　送信ユニットが、端末が特定の無線アクセスポイントに接続された後、許可利用情報を
サーバに送信するようにさらに構成され、許可利用情報が、端末識別子および消費された
許可の値、またはユーザ識別子および消費された許可情報を含み、
　受信ユニットが、サーバが送信する未使用の許可情報を受信するようにさらに構成され
、未使用の許可情報が、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行う
ことによってサーバによって獲得され、
　処理ユニットが、サーバが送信する未使用の許可情報を取得するようにさらに構成され
、未使用の許可情報が、端末に対応する許可が既に使い果たされているということである
場合、特定の無線アクセスポイントから端末を切断する。
【００２９】
　第3の実施態様または第3の実施態様の第1の可能な実施方式または第3の実施態様の第2
の可能な実施方式または第3の実施態様の第3の可能な実施方式に関連して、第3の実施態
様の第4の可能な実施方式では、接続ユニットが、具体的には、
　特定の無線接続ポイントに対応する認証情報要求をサーバに送信するように構成される
認証情報問い合わせモジュールと、
　特定の無線アクセスポイントのものであり、サーバが送信する認証情報を受信するよう
に構成される認証情報受信モジュールと、
　受信した認証情報を特定の無線アクセスポイントに送信して、認証を申請するように構
成される、認証申請送信モジュールと、
　特定の無線アクセスポイントから認証情報の認証結果を受信するように構成される認証
結果受信モジュールであって、認証結果が、認証が成功したということである場合、端末
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が特定の無線アクセスポイントを使用してネットワークに接続する、モジュールと、
　を含む。
【００３０】
　本発明の第4の実施態様は、サーバであって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信す
るように構成される受信ユニットと、
　問い合わせ要求に応じて、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲得するよ
うに構成される、取得した無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信する、送信ユ
ニットと
　を含み、
　受信ユニットが、特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を端末から受信した場合
、送信ユニットが、特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端末に送信するよ
うにさらに構成され、認証情報が、特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために
使用される、
　サーバを提供する。
【００３１】
　第4の実施態様に関連して、第4の実施態様の第1の可能な実施方式では、
　受信ユニットが、端末が送信する接続許可申請要求を受信するようにさらに構成され、
　サーバが、
　受信ユニットが受信した要求に応じて、端末に接続許可を割り当て可能かどうか判定す
るように構成される処理ユニット
　をさらに含み、
　送信ユニットが、端末に接続許可を割り当て可能と判定された場合、許可割り当て結果
を端末に送信するようにさらに構成される。
【００３２】
　第4の実施態様の第1の可能な実施方式に関連して、第4の実施態様の第2の可能な実施方
法では、
　受信ユニットが、端末が送信する許可利用情報を受信するようにさらに構成され、許可
利用情報が、端末識別子および消費した許可の値、またはユーザ識別子および消費された
許可情報を含み、
　処理ユニットが、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行って、
端末の未使用の許可情報を獲得するようにさらに構成され、
　送信ユニットが、未使用の許可情報を端末に送信するようにさらに構成され、未使用の
許可情報が、特定の無線アクセスポイントに端末が接続し続けるかどうか判定するために
端末によって使用される。
【００３３】
　第4の実施態様または第4の実施態様の第1の可能な実施方式または第4の実施態様の第2
の可能な実施方式に関連して、第4の実施態様の第3の可能な実施方式では、サーバが、
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得するように構成
される取得ユニット
　をさらに含む。
【００３４】
　第4の実施態様の第3の可能な実施方式に関連して、第4の実施態様の第4の可能な実施方
式では、取得ユニットが、具体的には、
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダに、接続認証情報を申請するための要求を送
信し、
　WLANサービスプロバイダが提供する認証情報を受信し、
　受信した認証情報を記憶する
　ように構成される。
【００３５】
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　本発明の第5の実施態様は、端末であって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用
可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせるように構成される、送信機と、
　サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信するように構成される受信機と、
　受信機が受信した無線アクセスポイント情報を記憶するように構成される記憶装置と、
　記憶装置が記憶した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定
するように構成されるプロセッサであって、
　プロセッサが、サーバから特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得するようにさ
らに構成され、認証情報が、認証情報に対応する特定の無線アクセスポイントに端末を接
続するために使用される、プロセッサと、
　を含む、端末を提供する。
【００３６】
　第5の実施態様に関連して、第5の実施態様の第1の可能な実施方式では、プロセッサが
、具体的には、
　プリセットルールに応じて、無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイン
トを判定し、プリセットルールが、以下、すなわち、最大信号強度、最小課金率、および
最大の利用可能なトラフィックのうちの1つ以上である
　ように構成される。
【００３７】
　第5の実施態様または第5の実施態様の第1の可能な実施方式に関連して、第5の実施態様
の第2の可能な実施方式では、
　送信機が、プロセッサが無線アクセスポイント情報に応じて特定の無線アクセスポイン
トを判定する前に、サーバに接続許可申請要求を送信するようにさらに構成され、接続許
可申請要求が、端末が接続許可を有するかどうか判定することをサーバに要求するために
使用され、
　接続許可を有する場合、受信機が、サーバが送信する許可割り当て結果を受信するよう
にさらに構成され、
　プロセッサが記憶装置に記憶した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポ
イントを判定することが、具体的には、プロセッサが、受信した許可割り当て結果に応じ
て、記憶装置に記憶した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判
定するということである。
【００３８】
　第5の実施態様の第2の可能な実施方式に関連して、第5の実施態様の第3の可能な実施方
式では、
　送信機が、許可利用情報をサーバに送信するようにさらに構成され、許可利用情報が、
端末識別子および消費された許可の値、またはユーザ識別子および消費された許可情報を
含み、
　受信機が、サーバが送信する未使用の許可情報を受信するようにさらに構成され、未使
用の許可情報が、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行うことに
よってサーバによって獲得され、
　プロセッサが、サーバが送信する未使用の許可情報を取得するようにさらに構成され、
未使用の許可情報が、端末に対応する許可が既に使い果たされているということである場
合、特定の無線アクセスポイントから端末を切断する。
【００３９】
　第5の実施態様または第5の実施態様の第1の可能な実施方式または第5の実施態様の第2
の可能な実施方式または第5の実施態様の第3の可能な実施方式に関連して、第5の実施態
様の第4の可能な実施方式では、
　送信機が、特定の無線接続ポイントに対応する認証情報要求をサーバに送信するように
さらに構成され、
　受信機が、特定の無線アクセスポイントのものであり、サーバが送信する認証情報を受
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信するようにさらに構成され、
　送信機が、受信した認証情報を特定の無線アクセスポイントに送信して、認証を申請す
るようにさらに構成され、
　受信機が、特定の無線アクセスポイントから認証情報の認証結果を受信するようにさら
に構成され、認証結果が、認証が成功したということである場合、端末が特定の無線アク
セスポイントを使用してネットワークに接続する。
【００４０】
　本発明の第6の実施態様は、サーバであって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信す
るように構成される受信機と、
　問い合わせ要求に応じて、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲得するよ
うに構成されるプロセッサと、
　取得した無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信するように構成される、送信
機と
　を含み、
　送信機が、受信機が特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を端末から受信した場
合、特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端末に送信するようにさらに構成
され、認証情報が、特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために使用される、
　サーバを提供する。
【００４１】
　第6の実施態様に関連して、第6の実施態様の第1の可能な実施方式では、
　受信機が、送信機が取得した無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信した後、
端末が送信する接続許可申請要求を受信するようにさらに構成され、
　プロセッサが、受信機が受信した要求に応じて、端末に接続許可を割り当て可能かどう
か判定するようにさらに構成され、
　送信機が、プロセッサが端末に接続許可を割り当て可能と判定した場合、許可割り当て
結果を端末に送信するようにさらに構成される。
【００４２】
　第6の実施態様の第1の可能な実施方式に関連して、第6の実施態様の第2の可能な実施方
法では、
　受信機が、端末が送信する許可利用情報を受信するようにさらに構成され、許可利用情
報が、端末識別子および消費した許可の値、またはユーザ識別子および消費された許可情
報を含み、
　プロセッサが、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行って、端
末の未使用の許可情報を獲得するようにさらに構成され、
　送信機が、未使用の許可情報を端末に送信するようにさらに構成され、未使用の許可情
報が、特定の無線アクセスポイントに端末が接続し続けるかどうか判定するために端末に
よって使用される。
【００４３】
　第6の実施態様または第6の実施態様の第1の可能な実施方式または第6の実施態様の第2
の可能な実施方式に関連して、第6の実施態様の第3の可能な実施方式では、プロセッサが
、少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得するようにさら
に構成される。
【００４４】
　第6の実施態様の第3の可能な実施方式に関連して、第6の実施態様の第4の可能な実施方
式では、プロセッサが、具体的には、
　プロセッサによって命令を送信機に送信して、少なくとも1つのWLANサービスプロバイ
ダへ接続認証情報を申請するための要求を送信するように送信機に命令し、
　プロセッサによって命令を受信機に送信して、WLANサービスプロバイダが提供する認証
情報を受信するように受信機に対して命令する
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　ように構成され、
　サーバが、さらに、
　受信した認証情報を記憶するように構成される記憶装置
　を含む。
【００４５】
　本発明では、無線ローカルエリアアクセスネットワークWLANのアクセス方法、端末、お
よびサーバが提供される。本方法は、まず、端末が、利用可能な無線アクセスポイントを
問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用可能な無線アクセスポイントに関する
情報を問い合わせ、サーバが、問い合わせ要求を受信し、問い合わせ要求に応じて、獲得
した利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信し、次いで、端末が、サ
ーバが返す無線アクセスポイント情報を受信し、受信した無線アクセスポイント情報から
特定の無線アクセスポイントを判定し、次いで、端末が、特定の無線アクセスポイントの
認証情報要求をサーバに送信し、要求を受信した場合、サーバが、特定の無線アクセスポ
イントに対応する認証情報を端末に送信し、認証情報が、特定の無線アクセスポイントに
端末を接続するために使用されることを含む。上記から、特定の無線アクセスポイントが
、サーバが返す無線アクセスポイント情報から判定され、この方式により、無線アクセス
ポイントが顕著に変わる場合に、ユーザが複数の無線アクセスポイントから無線アクセス
ポイントを選択するための手動操作を行う必要があるという問題を回避できることが分か
る。したがって、この方式は、よりインテリジェントであり、ユーザの操作をさらに簡素
化する。
【００４６】
　本発明の実施形態における、または従来技術における技術的な解決策をより明確に説明
するために、以下、実施形態または従来技術を説明するために必要な添付の図面を簡単に
紹介する。当然のことながら、以下の説明における添付の図面は、本発明の一部の実施形
態を単に示すものであり、当業者は、創造的努力がなくても、これらの添付の図面から他
の図面をさらに導出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の実施形態1によるWLANのアクセス方法の概略的な流れ図である。
【図２】本発明の実施形態1によるWLANのアクセス方法のインターフェースの例示的な概
略図である。
【図３】本発明の実施形態2によるWLANのアクセス方法の概略的な流れ図である。
【図４】本発明の実施形態3による端末の概略的な構造図である。
【図５】本発明の実施形態3による端末の別の概略的な構造図である。
【図６】本発明の実施形態4によるサーバの概略的な構造図である。
【図７】本発明の実施形態4によるサーバの別の概略的な構造図である。
【図８】本発明の実施形態4によるサーバのさらに別の概略的な構造図である。
【図９】本発明の実施形態5による端末の概略的な構造図である。
【図１０】本発明の実施形態6によるサーバの概略的な構造図である。
【図１１】本発明の実施形態6によるサーバの別の概略的な構造図である。
【図１２】本発明の実施形態7によるWLANアクセスシステムのシステムアーキテクチャの
概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　以下、本発明の実施形態における添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態におけ
る技術的な解決策を明確かつ完全に説明する。当然のことながら、説明される実施形態は
、単に本発明の実施形態の一部に過ぎず、すべてではない。本発明の実施形態に基づいて
、当業者によって創造的努力なしに得られるすべての他の実施形態は、本発明の保護範囲
内に含まれるものとする。
【００４９】
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　実施形態1
　本発明の実施形態1は、端末に適用される、無線ローカルエリアネットワークWLANのア
クセス方法を提供する。端末は、携帯電話、ノートブック型コンピュータ、タブレット型
コンピュータ、携帯情報端末、または無線ローカルエリアネットワークにアクセスする機
能を有する任意のモバイル装置であってよい。図1に示すように、本方法は、以下のステ
ップを含む、すなわち：
【００５０】
　101：端末は、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに
送信して、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせる。
【００５１】
　無線ローカルエリアネットワークには局地性が備わっているため、端末が別の地理的な
位置に置かれると、端末を取り囲む環境にある無線アクセスポイントもまた変わる。した
がって、このステップでは、ユーザがWLANのアクセスを端末上で開始すると、端末が、利
用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用可能
な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせる。無線アクセスポイント情報は、少
なくとも1つの無線アクセスポイント識別子を含む。無線アクセスポイント識別子は、一
般的に、SSID（Service Set Identifier、サービスセット識別子）で表され、無線アクセ
スポイントを区別するために使用される。
【００５２】
　具体的には、端末が位置する環境付近の無線アクセスポイントは、端末に関係するサー
バによって必ずしも管理されるとは限らず、したがって、ステップ101は、具体的には、
端末が、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して
、サーバが管理する無線アクセスポイントを問い合わせるということであってよい。
【００５３】
　例えば、ユーザがWLANのアクセスを開始した後、かつ端末が位置する地理的な位置が変
わったことを端末が検出した場合、端末は、問い合わせ要求をサーバに送信して、サーバ
が管理する無線アクセスポイントを問い合わせる。別の例では、端末が位置する地理的な
位置が変わったことを端末が検出する限り、端末は、サーバが管理する利用可能な無線ア
クセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信する。本発明において、端末に
問い合わせ要求を送信させるトリガ条件は、具体的に限定されるものではない。
【００５４】
　場合により、このステップでは、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるため
の要求は、以下のパラメータ、すなわち、エリア識別子、課金率識別子、トラフィック識
別子、および継続時間識別子のうちの少なくとも1つを運ぶ。端末がサーバに送信する問
い合わせ要求が上記のパラメータを運ぶ場合、サーバは、パラメータ条件に応じて、マッ
チした無線アクセスポイントを見つける。エリア識別子は、端末がサーバに送信する問い
合わせ要求での要求に応じて、無線接続ポイントが属するエリア範囲を識別するために使
用される。例えば、無線接続ポイントは、端末の位置から30メートルの範囲内に位置する
ことが要求される。端末の位置は、緯度経度、地理的名称、および建物名などの形態で表
されてよい。課金率識別子は、端末がサーバに送信する問い合わせ要求での要求に応じて
、無線接続ポイントが属する課金率タイプを識別するために使用される。トラフィック識
別子は、端末がサーバに送信する問い合わせ要求での要求に応じて、無線接続ポイントが
属するトラフィックタイプを識別するために使用される。継続時間識別子は、端末がサー
バに送信する問い合わせ要求での要求に応じて、無線接続ポイントが属する最小利用時間
を識別するために使用される。
【００５５】
　端末がサーバに送信する問い合わせ要求が運ぶパラメータは、上記のパラメータを含む
が、限定されるものではないことが分かる。
【００５６】
　もちろん、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求は、パラメータ
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をなんら運んでいなくてもよい。例えば、端末がサーバに送信する問い合わせ要求がいか
なるパラメータも運んでいない場合、サーバは、端末に、サーバが管理するすべての無線
アクセスポイントを提供する。
【００５７】
　102：端末は、サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信する。
【００５８】
　このステップでは、サーバが、端末から、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わ
せるための要求を受信した場合、サーバは、要求に応じて、対応する無線アクセスポイン
ト情報を返す。無線アクセスポイント情報が複数の無線アクセスポイントを含む場合、無
線アクセスポイントは、無線アクセスポイントリストを形成し、サーバが、リストの形態
で端末に返すのであってよいことが分かる。つまり、サーバが返し、端末が受信する無線
アクセスポイント情報は、無線アクセスポイントリストである。
【００５９】
　場合により、ステップ101が、具体的には、端末が、利用可能な無線アクセスポイント
を問い合わせるための要求をサーバに送信して、サーバが管理する無線アクセスポイント
を問い合わせるということである場合、対応して、ステップ102は、具体的には、サーバ
が、問い合わせによって、サーバが管理する無線アクセスポイントに関する情報を獲得し
、送信した後、端末が、サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信するということに
なる。
【００６０】
　ステップ102の後、端末によって、受信した無線アクセスポイント情報を記憶するステ
ップをさらに含んでよいことが分かる。
【００６１】
　103：端末は、受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを
判定する。
【００６２】
　特定の無線アクセスポイントは、無線アクセスポイントを表し、好ましくは、アクセス
ポイントは、最も適切な無線アクセスポイントであり得る。もちろん、一部の具体的な場
合には、アクセスポイントはまた、2番目に適切な無線アクセスポイントであってよく、
これは、本発明において具体的に限定されるものではない。
【００６３】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、ステップ103は、具体的には、プリセッ
トルールに応じて、受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイント
を判定するものであり、プリセットルールが、以下、すなわち、信号強度、課金率、およ
び利用可能なトラフィックなどのうちの1つ以上である。ユーザは、ユーザの要求に応じ
てプリセットルールを設定することを選択してよい。例えば、ユーザが、端末が位置する
エリアにあるWLANが課金されていると知った場合、ルールを「課金率」に設定してよく、
端末は、受信した無線アクセスポイント情報から最も低い課金率の無線アクセスポイント
を判定する。別の例では、良好かつ長期間有効なインターネットアクセス環境を獲得する
ために、ユーザは、信号強度および利用可能なトラフィックにルールを設定してよく、端
末は、受信した無線アクセスポイント情報から最も強い信号強度かつ最も利用可能なトラ
フィックの無線アクセスポイントを判定する。
【００６４】
　上記のプリセットルールは、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるために端
末がサーバに送信する上記の要求が運ぶパラメータのタイプと同じであってよいことに留
意すべきである。例えば、システムでデフォルトの設定を使用し、手動では変更しない場
合には、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるために端末がサーバに送信する
要求が運ぶパラメータのタイプが、トラフィック識別子である場合には、プリセットルー
ルは、デフォルトで、利用可能なトラフィックである。加えて、この2つはまた、異なっ
ていてもよく、このことは、ユーザによって、具体的な条件に応じて具体的に設定されて
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よく、本発明において具体的に限定されるものではない。
【００６５】
　加えて、よくある例では、WLANサービスプロバイダ（すなわち、WLANサービスを提供す
る事業者）は、ユーザに提供するWLANに対して課金し、WLANサービスプロバイダからすれ
ば、ネットワーク資源の適切な割り当てがコスト削減を助ける。一般的に、異なるネット
ワーク許可を割り当てることによって、異なるネットワーク資源が異なるユーザに割り当
てられる。許可割り当ては、次のような方針で使用され得る：より多くのネットワークが
使用されるほど、より高い許可が割り当てられる。例えば、端末Aがネットワークを使用
する継続時間およびトラフィックは、端末Bがネットワークを使用する継続時間およびト
ラフィックよりも多い場合、端末Aに割り当てられる許可は、端末Bに割り当てられる許可
よりも高い、つまり、端末Aは、端末Bよりも、より長い継続時間およびより多くのトラフ
ィックを獲得する。明らかに、この方針は、様々なユーザの要求を満たし得るだけでなく
、ネットワーク資源を適切に割り当てることができ、それによって、WLANサービスプロバ
イダのコストを効果的に削減できる。
【００６６】
　端末がネットワークに接続される前に、サーバが端末に許可を割り当てる、上記の場合
を考えると、場合により、本発明の具体的な実施形態では、ステップ103の前に、本方法
は、以下のステップをさらに含む、すなわち：
【００６７】
　まず、端末は、サーバに接続許可申請要求を送信し、接続許可申請要求が、端末が接続
許可を有するかどうか判定することをサーバに要求するために使用され、接続許可を有す
る場合、端末が、サーバが送信する許可割り当て結果を受信する。
【００６８】
　この場合には、ステップ103は、具体的には、端末が、受信した許可割り当て結果に応
じて、無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定するということ
である。
【００６９】
　具体的には、端末が接続許可申請要求をサーバに送信した後、サーバが、端末が接続許
可を有すると判定した場合、サーバは、端末に許可を割り当て、サーバが許可割り当て結
果を端末に送信した後、端末は、サーバが送信した許可割り当て結果を受信し、次いで、
端末は、許可割り当て結果に応じて、無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセス
ポイントを判定する。例えば、サーバが、100メガビットのトラフィックを無線アクセス
ポイントAに割り当て、50メガビットのトラフィックを無線アクセスポイントBに割り当て
、サーバが上記の情報を端末に返す場合、端末は、好ましくは、上記の情報に応じて、ト
ラフィックがより多い無線アクセスポイントAを接続のために選択し得る。
【００７０】
　接続許可申請要求は、サーバに接続許可を申請するために、以下の4つの形態をとるパ
ラメータを運び得る：
【００７１】
　形態1：接続許可申請要求が、端末識別子を運ぶ。
【００７２】
　形態2：接続許可申請要求が、ユーザ識別子を運ぶ。
【００７３】
　形態3：接続許可申請要求が、端末識別子、許可申請タイプ、および許可申請タイプに
対応する許可値を運び、許可タイプが、トラフィック、接続継続時間、課金などを含む。
【００７４】
　形態4：接続許可申請要求が、ユーザ識別子、許可申請タイプ、および許可申請タイプ
に対応する許可値を運び、許可タイプが、トラフィック、接続継続時間、課金などを含む
。
【００７５】
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　上記の形態1では、端末は、この方式の単位として使用される、つまり、端末は、サー
バからの接続許可を要求するとき、端末は、端末識別子をサーバに報告する。このように
して、サーバは、端末識別子に応じて許可を割り当てし得る。加えて、端末識別子のみが
運ばれるため、サーバは、サーバの方針に応じて許可を割り当てる。割り当て方針は、前
述の方針、すなわち、「より多くのネットワークが使用されるほど、より高い許可が割り
当てられる」であってよい。例えば、許可タイプがトラフィックである場合、事業者が提
供するよりも多くのセルラーネットワークのトラフィックを端末が使用する場合、事業者
は、端末に、より多くのWLANトラフィックを与える。
【００７６】
　上記の形態2では、ユーザが、この方式の単位として使用され、この方式は、同じユー
ザが複数の端末を使用するシナリオに適用可能である。ユーザは、サーバに登録して、ユ
ーザ識別子と端末識別子との間でバインディング関係を確立する必要がある。端末が接続
許可を申請する場合、ユーザ識別子を運ぶ必要がある。加えて、ユーザ識別子のみが運ば
れるため、サーバは、サーバの方針に応じて許可を割り当てる。割り当て方針は、前述の
方針、すなわち、「より多くのネットワークが使用されるほど、より高い許可が割り当て
られる」であってよい。
【００７７】
　上記の形態3では、端末は、この方式の単位として使用される、つまり、端末は、サー
バからの接続許可を要求するとき、端末は、端末識別子をサーバに報告する。このように
して、サーバは、端末識別子に応じて許可を割り当てし得る。加えて、運ばれている端末
識別子以外には、許可申請タイプと許可申請タイプに対応する許可値とがさらに運ばれ、
この場合、サーバは、端末によって申請される許可の、許可タイプと許可タイプに対応す
る許可値とが割り当て範囲内であるかどうか判定する。端末によって申請される許可の、
許可タイプと対応する許可値とが割り当て範囲内である場合、サーバは、対応する許可を
端末に割り当て、端末によって申請される許可の、許可タイプと対応する許可値とが割り
当て範囲内でない場合、サーバは、サーバの割り当て方針に応じて、割り当て可能な許可
を端末に提供する。
【００７８】
　上記の形態4では、ユーザが、この方式の単位として使用され、この方式は、同じユー
ザが複数の端末を使用するシナリオに適用可能である。ユーザは、サーバに登録して、ユ
ーザ識別子と端末識別子との間でバインディング関係を確立する必要がある。このように
して、端末が接続許可を申請する場合、ユーザ識別子のみを運べばよい。加えて、運ばれ
ているユーザ識別子以外には、許可申請タイプと許可申請タイプに対応する許可値とがさ
らに運ばれ、この場合、サーバは、端末によって申請される許可の、許可タイプと許可タ
イプに対応する許可値とが割り当て範囲内であるかどうか判定する。端末によって申請さ
れる許可の、許可タイプと対応する許可値とが割り当て範囲内である場合、サーバは、対
応する許可を端末に割り当て、端末によって申請される許可の、許可タイプと対応する許
可値とが割り当て範囲内でない場合、サーバは、サーバの割り当て方針に応じて、割り当
て可能な許可を端末に提供する。
【００７９】
　以下、端末が、どのようにしてパラメータを運ぶ許可申請要求を送信するか、そして、
サーバが、どのようにして許可要求に応じてWLANアクセスサービス許可を端末に割り当て
るかを例を用いて説明する。例えば、接続許可要求で運ばれるパラメータは、端末識別子
および接続継続時間である。まず、端末は、特定の期間内において、端末がデータ通信の
ためにセルラーネットワークを使用する継続時間に関する統計値を収集する。例えば、統
計値収集の当日から遡る5日間のうちに端末がセルラーネットワークを使用する継続時間
は、1時間である。次いで、端末は、統計値収集により獲得された継続時間結果に応じて
、許可要求をサーバに送信し、要求は、特定の期間におけるセルラーネットワーク利用状
況を運び、例えば、開始日が第1日、終了日が第5日、継続時間が1時間である。サーバは
、上記の受信した情報に応じて、許可要求が割り当て範囲内であるかどうか判定する。許
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可要求が割り当て範囲内であると判定された場合、端末は、同じ継続時間でWLANアクセス
許可を割り当てられ、割り当て結果が端末に返される。許可要求が割り当て範囲内でない
と判定された場合、サーバは、「不整合」であるとのプロンプト情報を端末に送信し、サ
ーバの割り当て方針に応じて、許可がこの方法で割り当てられるかどうか確認するための
情報を端末に送信する。端末が確認を送信した後、サーバは、端末に許可を割り当てる。
【００８０】
　図2に示すように、本発明の本実施形態は、許可接続のための表示インターフェースを
さらに提供する。図2に示すメイン制御インターフェースでは、スイッチが「ON」の状態
の場合、信号強度アイコンは、端末が無線アクセスポイントに接続されていることを識別
するために、色または形状を用いてよい。例えば、信号強度アイコンが緑色に変わり、い
くつかの数のバーが動的に表示されて、信号強度を示す。スイッチが「OFF」の状態の場
合、信号強度アイコンは、接続が終了したことを識別するために、別の色または形状を使
用してよく、例えば、信号強度アイコンは、灰色に変わり、かつ静的状態となる。加えて
、このインターフェース上にはまた、許可タイプを設定するために使用される、設定ボタ
ンがある。ユーザが設定ボタンをクリックした後、別の新しいインターフェース、すなわ
ち、図2に示す許可タイプ設定インターフェースがユーザに表示され得る。このインター
フェース上には、3つの許可タイプがあってよく、ユーザは、要求に応じて、3つのタイプ
から1つ以上のタイプを選択し得る。ユーザが許可タイプを選択した後、端末は、許可タ
イプに対応するデータに関する統計値を収集し、データをサーバに送信して、対応する許
可を申請する。
【００８１】
　104：端末は、サーバから、特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得し、認証情
報は、認証情報に対応する特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために使用され
る。
【００８２】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、ステップ104は、具体的には、以下のス
テップを含む、すなわち：
【００８３】
　1041：端末は、特定の無線接続ポイントに対応する認証情報要求をサーバに送信する。
【００８４】
　端末がサーバから特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を要求するプロセス
では、無線アクセスポイント識別子および端末識別子、または無線アクセスポイント識別
子およびユーザ識別子が運ばれてよい。
【００８５】
　1042：端末は、特定の無線アクセスポイントに対応し、サーバが送信する認証情報を受
信する。
【００８６】
　認証情報は、パスワードであってもよいし、「ユーザ名－パスワード」の組み合わせで
あってもよい。
【００８７】
　この場合には、本方法は、以下のステップをさらに含む、すなわち：
【００８８】
　1043：端末は、受信した認証情報を特定の無線アクセスポイントに送信して、認証を申
請する。
【００８９】
　例えば、端末は、「User1」であるユーザ名と「Vvvv」であるパスワードとを無線アク
セスポイントAP1に送信して、認証を申請する。
【００９０】
　1044：端末は、特定の無線アクセスポイントが送信する認証結果を受信し、認証結果が
、認証が成功したということである場合、端末が特定の無線アクセスポイントを使用して
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ネットワークに接続する。
【００９１】
　具体的には、端末が、特定の無線アクセスポイントAP1が送信する認証結果を受信し、
かつ認証結果が、認証が成功したということである場合、端末は、特定の無線アクセスポ
イントAP1を使用してネットワークに接続する。
【００９２】
　加えて、ステップ103の前に、端末によって、接続許可をサーバに申請するステップが
さらに含まれる。具体的には、端末は、サーバに接続許可申請要求を送信し、接続許可申
請要求が、端末が接続許可を有するかどうか判定することをサーバに要求するために使用
され、接続許可を有する場合、端末が、サーバが送信する許可割り当て結果を受信する。
したがって、端末は、受信した許可割り当て結果に応じて、無線アクセスポイント情報に
おける特定の無線アクセスポイントを判定する。つまり、サーバは、要求に応じて端末に
許可を割り当て、許可が成功裏に割り当てられた場合、端末は、特定の無線アクセスポイ
ントに接続し得る。この場合、端末は、サーバに許可利用状況を報告する必要がある。し
たがって、端末が特定の無線アクセスポイントに接続された後、本方法は、以下のステッ
プをさらに含む：
【００９３】
　まず、端末は、許可利用情報をサーバに送信する。許可利用情報は、端末識別子および
消費された許可情報、またはユーザ識別子および消費された許可情報を含む。
【００９４】
　許可利用許可は、上記の「接続許可申請要求で運ばれるパラメータ」に対応する。つま
り、端末が単位として使用される場合、許可利用情報は、端末識別子および消費された許
可情報を含み、ユーザが単位として使用される場合、許可利用情報は、ユーザ識別子およ
び消費された許可情報を含む。加えて、許可利用情報は、無線アクセスポイント識別子、
認証情報（例えば、ユーザ名）などをさらに含み得る。
【００９５】
　次いで、端末は、サーバが送信する未使用の許可情報を受信し、未使用の許可情報は、
端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行うことによってサーバによ
って獲得される。
【００９６】
　未使用の許可情報は、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行う
ことによってサーバによって獲得される。すなわち、端末の未使用の許可情報は、端末識
別子および未消費の許可情報、またはユーザ識別子および未消費の許可情報を含む。未消
費の許可情報は、ある値で表され、この値は、割り当てられた許可の値から使用された許
可の値を差し引くことによって獲得される値に等しい。例えば、端末に割り当てられた許
可に対応する値は、1時間であり、使用された許可に対応する値は、0．8時間であれば、
未使用の許可情報に対応する値は、0．2時間である。
【００９７】
　次いで、端末は、サーバが送信する未使用の許可情報を取得し、未使用の許可情報が、
端末に対応する許可が既に使い果たされているということである場合、特定の無線アクセ
スポイントから端末を切断する。
【００９８】
　本発明の実施形態1において提供される、無線ローカルエリアネットワークWLANのアク
セス方法は、端末に適用される。まず、端末が、利用可能な無線アクセスポイントを問い
合わせるための要求をサーバに送信して、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報
を問い合わせ、次いで、端末が、サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信し、無線
アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定し、次いで、端末が、サー
バから特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得し、認証情報が、認証情報に対応す
る特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために使用される。上記から、端末が、
サーバが返す受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定
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し、この方式により、無線アクセスポイントが顕著に変わる場合、ユーザが、複数の無線
アクセスポイントから無線アクセスポイントを選択するための手動操作を行う必要がある
という問題を回避できることが分かる。したがって、この方式は、よりインテリジェント
であり、ユーザの操作をさらに簡素化できる。
【００９９】
　実施形態2
　本発明の実施形態2は、サーバに適用される、無線ローカルエリアネットワークWLANの
アクセス方法を提供する。図3に示すように、本方法は、以下のステップを含む、すなわ
ち：
【０１００】
　201：サーバは、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信
する要求を受信する。
【０１０１】
　無線ローカルエリアネットワークには局地性が備わっているため、端末が別の地理的な
位置に置かれると、端末を取り囲む環境にある無線アクセスポイントもまた変わる。した
がって、このステップでは、ユーザがWLANのアクセスを端末上で開始すると、サーバが、
利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信する
。問い合わせ要求は、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせるため
に使用される。
【０１０２】
　端末が位置する環境付近の無線アクセスポイントは、端末に関係するサーバによって必
ずしも管理されるとは限らず、したがって、具体的には、サーバが、端末が送信する問い
合わせ要求を受信し、問い合わせ要求が、サーバが管理する無線アクセスポイントを問い
合わせるために使用される。
【０１０３】
　場合により、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求は、以下のパ
ラメータ、すなわち、エリア識別子、課金率識別子、トラフィック識別子、および継続時
間識別子のうちの少なくとも1つを運んでよい。3つのパラメータが表す意味は、実施形態
1で説明したのと同じであり、ここでは繰り返して説明しない。
【０１０４】
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求は、パラメータをなんら運
んでいなくてもよいことが分かる。例えば、端末がサーバに送信する問い合わせ要求がい
かなるパラメータも運んでいない場合、サーバは、端末に、サーバが管理するすべての無
線アクセスポイントを提供してよい。
【０１０５】
　202：サーバは、問い合わせ要求に応じて、利用可能な無線アクセスポイントに関する
情報を獲得し、獲得した利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信する
。
【０１０６】
　具体的には、サーバは、問い合わせ要求に応じて問い合わせることによって、利用可能
な無線アクセスポイントに関する情報をサーバの記憶装置から獲得し、利用可能な無線ア
クセスポイントのものであり、問い合わせによって獲得された情報を端末に送信する。利
用可能な無線アクセスポイント情報は、少なくとも1つの無線アクセスポイント識別子を
含み、識別子は、異なる無線アクセスポイントを区別するために使用される。
【０１０７】
　よくある例では、WLANサービスプロバイダは、ユーザの要求を満たすことに基づいてユ
ーザに提供するWLANに対して課金することを考えると、ネットワーク資源の適切な割り当
てがコスト削減を助ける。一般的に、異なるネットワーク許可を割り当てることによって
、異なるネットワーク資源が異なるユーザに割り当てられる。許可割り当ては、次のよう
な方針で使用され得る：より多くのセルラーネットワークが使用されるほど、より高いWL
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ANのアクセス許可が割り当てられる。この方針は、様々なユーザの要求を満たし得るだけ
でなく、ネットワーク資源を適切に割り当てることができ、それによって、WLANサービス
プロバイダのコストを効果的に削減できる。
【０１０８】
　端末がネットワークに接続される前にサーバが許可を端末に割り当てる場合に基づいて
、場合により、本発明の具体的な実施形態では、ステップ202において、サーバが獲得し
た無線アクセスポイント情報を端末に送信した後、本方法は、端末が接続許可を有するか
どうか判定するステップをさらに含む。
【０１０９】
　具体的には、端末が接続許可を具体的に有するかどうか判定するステップは、以下のい
くつかのステップに分割される。
【０１１０】
　まず、サーバは、端末が送信する接続許可申請要求を受信する。
【０１１１】
　次いで、サーバは、受信した要求に応じて、端末に接続許可を割り当て可能かどうか判
定する。
【０１１２】
　次いで、サーバが、端末に接続許可を割り当て可能と判定した場合、サーバは、許可割
り当て結果を端末に送信する。場合により、サーバは、端末に送信される許可割り当て結
果を記憶してもよい。
【０１１３】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、接続許可申請要求で運ばれるパラメータ
が、端末識別子、またはユーザ識別子、または端末識別子、許可申請タイプ、および許可
申請タイプに対応する許可値、またはユーザ識別子、許可申請タイプ、および許可申請タ
イプに対応する許可値を含む。4つの形態のパラメータの意味は、実施形態1で説明したの
と同じであり、ここでは繰り返して説明しない。
【０１１４】
　203：サーバが、端末から、特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を受信する場
合、サーバは、特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端末に送信し、認証情
報は、端末を特定の無線アクセスポイントに接続するために使用される。
【０１１５】
　具体的には、サーバが、端末から、特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を受信
する場合、サーバは、端末の認証情報要求に応じて、対応する認証情報を選択し、認証情
報を端末に送信する。認証情報は、パスワードであってもよいし、「ユーザ名－パスワー
ド」の組み合わせであってもよい。次いで、端末は、受信した認証情報を特定の無線アク
セスポイントに送信して、認証を申請し、認証が成功した場合、端末は、特定の無線アク
セスポイントを使用してネットワークに接続できる。
【０１１６】
　加えて、端末が無線アクセスポイントに接続される前にサーバが許可を端末に割り当て
る場合が存在することを考えると、対応して、端末が特定の無線アクセスポイントに接続
された後、端末が許可を消費する場合もまた存在する。したがって、場合により、本発明
の具体的な実施形態では、端末が特定の無線アクセスポイントに接続された後、以下のス
テップがさらに含まれる：
【０１１７】
　2041：サーバは、端末が送信する許可利用情報を受信する。
【０１１８】
　許可利用情報は、端末識別子および消費された許可情報、またはユーザ識別子および消
費された許可情報を含む。加えて、許可利用情報は、無線アクセスポイント識別子および
認証情報（例えば、ユーザ名）などのパラメータをさらに含み得る。
【０１１９】
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　2042：サーバは、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行って、
端末の未使用の許可情報を獲得する。
【０１２０】
　未使用の許可情報は、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行う
ことによってサーバによって獲得される。すなわち、端末の未使用の許可情報は、端末識
別子および未消費の許可情報、またはユーザ識別子および未消費の許可情報を含む。未消
費の許可情報は、ある値で表され、この値は、割り当てられた許可の値から使用された許
可の値を差し引くことによって獲得される値に等しい。例えば、端末に割り当てられた許
可に対応する値は、1時間であり、使用された許可に対応する値は、0．8時間であれば、
未使用の許可情報に対応する値は、0．2時間である。
【０１２１】
　2043：サーバは、未使用の許可情報を端末に送信し、未使用の許可情報は、特定の無線
アクセスポイントに接続し続けるかどうか判定するために端末によって使用される。
【０１２２】
　例えば、端末に対応する許可が既に使い果たされている場合、特定の無線アクセスポイ
ントから端末を切断する。
【０１２３】
　本発明の実施形態2は、サーバに適用される、無線ローカルエリアネットワークWLANの
アクセス方法を提供する。まず、サーバが、利用可能な無線アクセスポイントを問い合わ
せるための、端末が送信する要求を受信し、次いで、サーバが、問い合わせ要求に応じて
、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲得し、獲得した利用可能な無線アク
セスポイントに関する情報を端末に送信し、次いで、特定の無線アクセスポイントの認証
情報要求を端末から受信した場合、サーバが、特定の無線アクセスポイントに対応する認
証情報を端末に送信し、認証情報が、特定の無線アクセスポイントに端末を接続するため
に使用される。上記から、端末が、サーバが返す受信した無線アクセスポイント情報から
特定の無線アクセスポイントを判定し、この方式により、無線アクセスポイントが顕著に
変わる場合、ユーザが、複数の無線アクセスポイントから無線アクセスポイントを選択す
るための手動操作を行う必要があるという問題を回避できることが分かる。したがって、
この方法は、よりインテリジェントであり、ユーザの操作をさらに簡素化する。
【０１２４】
　加えて、端末が、特定の無線アクセスポイントに接続するために対応する認証情報をサ
ーバに申請する前に、サーバは、特定の無線アクセスポイントの認証情報を前もって持っ
ている必要がある。したがって、場合により、本方法は、以下のステップをさらに含む、
すなわち：
【０１２５】
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得する。
【０１２６】
　好ましくは、無線接続認証情報は、分割して取得される。加えて、取得方式はまた、1
つずつ取得することであってもよく、本発明において具体的に限定されるものではない。
【０１２７】
　場合により、上記のステップは、具体的には、以下のいくつかのステップに分割される
：まず、少なくとも1つのWLANサービスプロバイダに、接続認証情報を申請するための要
求を送信し、WLANが要求に応じて接続認証情報を生成および送信した後、WLANサービスプ
ロバイダが提供する認証情報を受信し、受信した認証情報を記憶する。
【０１２８】
　認証情報は、パスワードであってもよいし、「ユーザ名－パスワード」の組み合わせで
あってもよい。例として「ユーザ名－パスワード」の形態を用いると、認証情報は、表1
に示す形態であってよい。このようにして、無線アクセスポイント識別子に応じて、利用
可能なユーザ名およびパスワードが検索されてよい。
【０１２９】
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【表１】

【０１３０】
　場合により、1回分の接続認証情報をWLANサービスプロバイダに申請するための要求が
、申請されるある量の接続認証情報であって、以下のパラメータ、すなわち：
　無線接続ポイントが属するエリアを識別するために使用されるエリア識別子と、
　申請される認証情報が属する課金率タイプを識別するために使用される課金率識別子と
、申請される認証情報が属するトラフィックを識別するために使用されるトラフィック識
別子と、申請される認証情報に対応する継続時間を識別するために使用される継続時間識
別子と、申請されるある量の接続認証情報とのうちの少なくとも1つである、ある量の接
続認証情報を運ぶ。
【０１３１】
　実施形態3
　実施形態1に対応して、本発明の第3の実施態様は、図4に示すように、端末30であって
、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用
可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせるように構成される、送信ユニッ
ト301と、
　サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信するように構成される受信ユニット302
と、
　受信ユニット302が受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイン
トを判定するように構成される処理ユニット303と、
　サーバから特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得するように構成される接続ユ
ニット304であって、認証情報が、認証情報に対応する特定の無線アクセスポイントに端
末を接続するために使用される、接続ユニット304と、
　を含む、端末を提供する。
【０１３２】
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求は、以下のパラメータ、す
なわち、エリア識別子、課金率識別子、トラフィック識別子、および継続時間識別子のう
ちの少なくとも1つを運ぶ。
【０１３３】
　本発明の実施形態3は、端末30を提供する。送信ユニット301が、利用可能な無線アクセ
スポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用可能な無線アクセスポイ
ントに関する情報を問い合わせ、受信ユニット302が、サーバが返す無線アクセスポイン
ト情報を受信し、処理ユニット303が、受信ユニット302が受信した無線アクセスポイント
情報から特定の無線アクセスポイントを判定し、接続ユニット304が、サーバから特定の
無線アクセスポイントの認証情報を取得するように構成され、認証情報が、認証情報に対
応する特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために使用される。上記から、端末
が、サーバが返す無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定し、
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このことにより、無線アクセスポイントが顕著に変わる場合、ユーザが、複数の無線アク
セスポイントから無線アクセスポイントを選択するための手動操作を行う必要があるとい
う問題を回避できることが分かる。したがって、端末は、よりインテリジェントであり、
ユーザの操作を大幅に簡素化する。
【０１３４】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、処理ユニット303は、具体的には、プリ
セットルールに応じて、無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判
定するものであり、プリセットルールが、以下、すなわち、信号強度、課金率、および利
用可能なトラフィックのうちの1つ以上であるように構成される。
【０１３５】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、送信ユニット301が、受信した無線アク
セスポイント情報から特定の無線アクセスポイントが判定される前に、サーバに接続許可
申請要求を送信するようにさらに構成され、接続許可申請要求が、端末が接続許可を有す
るかどうか判定することをサーバに要求するために使用され、
　接続許可を有する場合、受信ユニット302が、サーバが送信する許可割り当て結果を受
信するようにさらに構成され、
　処理ユニット303が、受信ユニット302が受信した無線アクセスポイント情報から特定の
無線アクセスポイントを判定することが、具体的には、受信ユニット302が受信した許可
割り当て結果に応じて、無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判
定するということである。
【０１３６】
　さらに、本発明の具体的な実施形態では、送信ユニット301が、端末が特定の無線アク
セスポイントに接続された後、許可利用情報をサーバに送信するようにさらに構成され、
許可利用情報が、端末識別子および消費された許可の値、またはユーザ識別子および消費
された許可情報を含み、
　受信ユニット302が、サーバが送信する未使用の許可情報を受信するようにさらに構成
され、未使用の許可情報が、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を
行うことによってサーバによって獲得され、
　処理ユニット303が、サーバが送信する未使用の許可情報を取得するようにさらに構成
され、未使用の許可情報が、端末に対応する許可が既に使い果たされているということで
ある場合、特定の無線アクセスポイントから端末を切断する。
【０１３７】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、図5に示すように、接続ユニット304が、
具体的には、
　特定の無線接続ポイントに対応する認証情報要求をサーバに送信するように構成される
認証情報問合せモジュール3041と、
　特定の無線アクセスポイントのものであり、サーバが送信する認証情報を受信するよう
に構成される認証情報受信モジュール3042と、
　受信した認証情報を特定の無線アクセスポイントに送信して、認証を申請するように構
成される、認証申請送信モジュール3043と、
　特定の無線アクセスポイントから認証情報の認証結果を受信するように構成される認証
結果受信モジュール3044であって、認証結果が、認証が成功したということである場合、
端末が特定の無線アクセスポイントを使用してネットワークに接続する、認証結果受信モ
ジュール3044と、
　を含む。
【０１３８】
　実施形態4
　実施形態2に対応して、本発明の実施態様4は、図6に示すように、サーバ40であって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信す
るように構成される受信ユニット401と、
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　問い合わせ要求に応じて、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲得し、取
得した無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信するように構成される、送信ユニ
ット402であって、
　受信ユニット401が、特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を端末から受信した
場合、送信ユニット402が、特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端末に送
信するようにさらに構成され、認証情報が、特定の無線アクセスポイントに端末を接続す
るために使用される、送信ユニット402と、
　を含む、サーバ40を提供する。
【０１３９】
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求は、以下のパラメータ、す
なわち、エリア識別子、課金率識別子、トラフィック識別子、および継続時間識別子のう
ちの少なくとも1つを運ぶ。
【０１４０】
　本発明の実施形態4は、サーバ40を提供する。受信ユニット401が、利用可能な無線アク
セスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信し、送信ユニット402が
、問い合わせ要求に応じて、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲得し、取
得した無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信し、次いで、受信ユニット401が
、特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を端末から受信した場合、送信ユニット40
2が、特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端末に送信するようにさらに構
成され、認証情報が、特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために使用される。
上記から、サーバが、無線アクセスポイント情報を端末に送信でき、端末が特定の無線ア
クセスポイントを選択した後、特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端末に
送信でき、このことにより、無線アクセスポイントが顕著に変わる場合、ユーザが、複数
の無線アクセスポイントから無線アクセスポイントを選択するための手動操作を行う必要
があるという問題を回避でき、それによって、ユーザの操作を大幅に簡素化することが分
かる。
【０１４１】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、受信ユニット401は、端末が送信する接
続許可申請要求を受信するようにさらに構成される。図7に示すように、サーバ40は、受
信ユニット401が受信した要求に応じて、端末に接続許可を割り当て可能かどうか判定す
るように構成される処理ユニット403をさらに含む。
【０１４２】
　この場合、送信ユニット402は、端末に接続許可を割り当て可能と判定された場合、許
可割り当て結果を端末に送信するようにさらに構成される。
【０１４３】
　接続許可申請要求で運ばれるパラメータが、端末識別子、またはユーザ識別子、または
端末識別子、許可申請タイプ、および許可申請タイプに対応する許可値、またはユーザ識
別子、許可申請タイプ、および許可申請タイプに対応する許可値を含む。
【０１４４】
　さらに、本発明の具体的な実施形態では、受信ユニット401が、端末が送信する許可利
用情報を受信するようにさらに構成され、許可利用情報が、端末識別子および消費した許
可の値、またはユーザ識別子および消費された許可情報を含み、処理ユニット403が、端
末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行って、端末の未使用の許可情
報を獲得するようにさらに構成され、送信ユニット402が、未使用の許可情報を端末に送
信するようにさらに構成され、未使用の許可情報が、特定の無線アクセスポイントに端末
が接続し続けるかどうか判定するために端末によって使用される。
【０１４５】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、図8に示すように、サーバ40が、
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得するように構成
される取得ユニット404
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　を含む。
【０１４６】
　さらに、本発明の具体的な実施形態では、取得ユニット404は、具体的には、
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダに、接続認証情報を申請するための要求を送
信し、WLANサービスプロバイダが要求に応じて接続認証情報を生成および送信した後、WL
ANサービスプロバイダが提供する認証情報を受信し、受信した認証情報を記憶する
　ように構成される。
【０１４７】
　1回分の接続認証情報を申請するための要求が、申請されるある量の認証情報であって
、以下のパラメータ、すなわち：
　無線接続ポイントが属するエリアを識別するために使用されるエリア識別子と、申請さ
れる認証情報が属する課金率タイプを識別するために使用される課金率識別子と、申請さ
れる認証情報が属するトラフィックを識別するために使用されるトラフィック識別子と、
申請される認証情報に対応する継続時間を識別するために使用される継続時間識別子と、
　のうちの少なくとも1つである、ある量の接続認証情報を運ぶ。
【０１４８】
　実施形態5
　実施形態1に対応して、本発明の実施形態5は、図9に示すように、端末50であって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用
可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせるように構成される、送信機501
と、
　サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信するように構成される受信機502と、
　受信機502が受信した無線アクセスポイント情報を記憶するように構成される記憶装置5
03と、
　記憶装置503が記憶した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを
判定するように構成されるプロセッサ504であって、
　プロセッサ504が、サーバから特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得するよう
にさらに構成され、認証情報が、認証情報に対応する特定の無線アクセスポイントに端末
を接続するために使用される、プロセッサ504と、
　を含む、端末50を提供する。
【０１４９】
　記憶装置503は、永続的記憶装置と非永続的記憶装置とを含む。永続的記憶装置は、ハ
ードディスクおよびSDカードなどであってよく、オペレーティングシステム、ブラウザエ
ンジン、管理モジュールクライアント、ユーザ識別モジュール、および他のアプリケーシ
ョンプログラムを記憶するように構成される。非永続的記憶装置は、メモリであってよい
。プログラムを実行すると、プログラムは、永続的記憶装置からメモリにロードされる必
要があり、メモリは、プログラムの実行プロセス中に生成される一時的なデータをさらに
記憶する。
【０１５０】
　プロセッサ504は、命令を実行し、モバイル端末システムに関する（例えば記憶装置か
ら取得した命令を使用して）動作を完了するように構成され、プロセッサ504は、モバイ
ル端末システムのコンポーネント間で出力されたデータを入力および操作してデータの受
信および操作を制御でき、プロセッサ504は、チップ、マルチチップまたは複数の電子コ
ンポーネントによって実装でき、専用または組み込みプロセッサ、専用プロセッサ、コン
トローラ、ASICなどを含む様々なシステムアーキテクチャを使用し得る。
【０１５１】
　加えて、端末50は、人間とコンピュータとの相互作用のために使用される入出力装置を
さらに含む。ユーザは、入力装置を使用することによって、制御命令をモバイル端末に送
信でき、例えば、入力装置は、キーボード、タッチスクリーンなどであってよい。ユーザ
は、出力装置を使用することによって、モバイル端末の処理結果およびフィードバック情
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報を受信でき、例えば、出力装置は、ディスプレイであってよい。
【０１５２】
　本発明の実施形態5は、端末50を提供する。送信機501が、利用可能な無線アクセスポイ
ントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、利用可能な無線アクセスポイントに
関する情報を問い合わせ、受信機502が、サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信
し、プロセッサ504が、記憶装置503に記憶した無線アクセスポイント情報から特定の無線
アクセスポイントを判定し、サーバから特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得し
、認証情報が、認証情報に対応する特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために
使用される。上記から、端末が、サーバが返す無線アクセスポイント情報から特定の無線
アクセスポイントを判定し、このことにより、無線アクセスポイントが顕著に変わる場合
、ユーザが、複数の無線アクセスポイントから無線アクセスポイントを選択するための手
動操作を行う必要があるという問題を回避できることが分かる。したがって、端末は、よ
りインテリジェントであり、ユーザの操作を大幅に簡素化する。
【０１５３】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、プロセッサ504は、具体的には、
　プリセットルールに応じて、無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイン
トを判定するものであり、プリセットルールが、以下、すなわち、信号強度、課金率、お
よび利用可能なトラフィックのうちの1つ以上である
　ように構成される。
【０１５４】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、送信機501が、プロセッサ504が、無線ア
クセスポイント情報に応じて特定の無線アクセスポイントを判定する前に、サーバに接続
許可申請要求を送信するようにさらに構成され、接続許可申請要求が、端末が接続許可を
有するかどうか判定することをサーバに要求するために使用され、
　接続許可を有する場合、受信機502が、サーバが送信する許可割り当て結果を受信する
ようにさらに構成され、
　プロセッサ504が記憶装置503に記憶した無線アクセスポイント情報から特定の無線アク
セスポイントを判定することが、具体的には、プロセッサ504が、受信した許可割り当て
結果に応じて、記憶装置503に記憶した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセ
スポイントを判定するということである。
【０１５５】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、送信機501が、許可利用情報をサーバに
送信するようにさらに構成され、許可利用情報が、端末識別子および消費された許可の値
、またはユーザ識別子および消費された許可情報を含み、
　受信機502が、サーバが送信する未使用の許可情報を受信するようにさらに構成され、
未使用の許可情報が、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行うこ
とによってサーバによって獲得され、
　プロセッサ504が、サーバが送信する未使用の許可情報を取得するようにさらに構成さ
れ、未使用の許可情報が、端末に対応する許可が既に使い果たされているということであ
る場合、特定の無線アクセスポイントから端末を切断する。
【０１５６】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、送信機501が、特定の無線接続ポイント
に対応する認証情報要求をサーバに送信するようにさらに構成され、
　受信機502が、サーバが申請に応じて対応する認証情報を選択するようにさらに構成さ
れ、申請に応じて認証情報を送信した後、特定の無線アクセスポイントのものであり、サ
ーバが送信する認証情報を受信し、
　送信機501が、受信機502が受信した認証情報を特定の無線アクセスポイントに送信して
、認証を申請するようにさらに構成され、
　受信機502が、特定の無線アクセスポイントから認証情報の認証結果を受信するように
さらに構成され、認証結果が、認証が成功したということである場合、端末が特定の無線
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アクセスポイントを使用してネットワークに接続する。
【０１５７】
　実施形態6
　実施形態2に対応して、本発明の実施態様6は、図10に示すように、サーバ60であって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信す
るように構成される受信機601と、
　問い合わせ要求に応じて、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲得するよ
うに構成されるプロセッサ602と、
　取得した無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信するように構成される、送信
機603であって、
　送信機603が、受信機601が特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を端末から受信
した場合、特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端末に送信するようにさら
に構成され、認証情報が、特定の無線アクセスポイントに端末を接続するために使用され
る、送信機603と、
　を含む、サーバ60を提供する。
【０１５８】
　プロセッサ603は、命令を実行し、モバイル端末システムに関する（例えば、記憶装置
から取得した命令を使用して）動作を完了するように構成され、プロセッサ603は、モバ
イル端末システムのコンポーネント間で入力および出力されるデータの受信および操作を
制御でき、プロセッサ603は、チップ、マルチチップまたは複数の電子コンポーネントに
よって実装でき、専用または組み込みプロセッサ、専用プロセッサ、コントローラ、ASIC
などを含む様々なシステムアーキテクチャを使用し得る。
【０１５９】
　本発明の実施形態6は、サーバ60を提供する。受信機601が、利用可能な無線アクセスポ
イントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信し、プロセッサ602が、問い合
わせ要求に応じて、利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲得し、送信機603
が、取得した無線アクセスポイントに関する情報を端末に送信し、次いで、受信機601が
、特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を端末から受信した場合、送信機603が、
特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端末に送信し、認証情報が、特定の無
線アクセスポイントに端末を接続するために使用される。上記から、サーバが、無線アク
セスポイント情報を端末に送信でき、端末が特定の無線アクセスポイントを選択した後、
特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を端末に送信でき、このことにより、無
線アクセスポイントが顕著に変わる場合、ユーザが、複数の無線アクセスポイントから無
線アクセスポイントを選択するための手動操作を行う必要があるという問題を回避でき、
それによって、ユーザの操作を大幅に簡素化することが分かる。
【０１６０】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、送信機603が、取得した無線アクセスポ
イントに関する情報を端末に送信した後、受信機601は、端末が送信する接続許可申請要
求を受信するようにさらに構成される。
【０１６１】
　プロセッサ602は、受信機601が受信した要求に応じて、端末に接続許可を割り当て可能
かどうか判定するようにさらに構成される。
【０１６２】
　送信機603は、プロセッサ602が端末に接続許可を割り当て可能と判定した場合、許可割
り当て結果を端末に送信するようにさらに構成される。
【０１６３】
　さらに、本発明の具体的な実施形態では、受信機601は、端末が送信する許可利用情報
を受信するようにさらに構成され、許可利用情報が、端末識別子および消費した許可の値
、またはユーザ識別子および消費された許可情報を含む。
【０１６４】
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　プロセッサ602は、端末に割り当てられた許可と許可利用情報とに応じて処理を行って
、端末の未使用の許可情報を獲得するようにさらに構成される。
【０１６５】
　送信機603は、未使用の許可情報を端末に送信するようにさらに構成され、未使用の許
可情報は、端末が特定の無線アクセスポイントに接続し続けるかどうか判定するために端
末によって使用される。
【０１６６】
　場合により、本発明の具体的な実施形態では、プロセッサ603が、少なくとも1つのWLAN
サービスプロバイダから無線接続認証情報を取得するようにさらに構成される。
【０１６７】
　さらに、本発明の具体的な実施形態では、プロセッサ603は、具体的には、
　プロセッサ603によって送信機602に命令を送信して、接続認証情報を申請するための要
求を少なくとも1つのWLANサービスプロバイダに送信するように送信機602に命令し、
　プロセッサ603によって受信機601に命令を送信して、WLANサービスプロバイダが要求に
応じて接続認証情報を生成および送信した後、WLANサービスプロバイダが提供する認証情
報を受信するように受信機601に命令する
　ように構成される。
【０１６８】
　この場合、図11に示すように、サーバ60は、受信機601が受信した認証情報を記憶する
ように構成される記憶装置604をさらに含む。
【０１６９】
　記憶装置604は、永続的記憶装置と非永続的記憶装置とを含む。永続的記憶装置は、ハ
ードディスクおよびSDカードなどであってよく、オペレーティングシステム、ブラウザエ
ンジン、管理モジュールクライアント、ユーザ識別モジュール、および他のアプリケーシ
ョンプログラムを記憶するように構成される。非永続的記憶装置は、メモリであってよい
。プログラムを実行すると、プログラムは、永続的記憶装置からメモリにロードされる必
要があり、メモリは、プログラムの実行プロセス中に生成される一時的なデータをさらに
記憶する。
【０１７０】
　実施形態7
　加えて、本発明の実施形態7は、WLANアクセスシステム70をさらに提供する。図12に示
すように、本システムは、本発明の実施形態3において説明した端末と、本発明の実施形
態4において説明したサーバとを含む、または本システムは、本発明の実施形態5において
説明した端末と、本発明の実施形態6において説明したサーバとを含む。
【０１７１】
　当業者であれば、各実施形態における各方法の各ステップの全部または一部を関連ハー
ドウェアに命令するプログラムによって実現することができることを理解するはずである
。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶することができる。記憶媒体は、読み
出し専用メモリ、磁気ディスク、または光ディスクを含んでよい。
【０１７２】
　上記の説明は、単に本発明の具体的な実施方式に過ぎず、本発明の保護範囲を限定する
ことを意図するものではない。本発明において開示された技術的範囲内にあり、当業者に
よって容易に想到される、あらゆる変形や置き換えは、本発明の保護範囲内に含まれるも
のとする。したがって、本発明の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲に属する。
【符号の説明】
【０１７３】
　　30　端末
　　40　サーバ
　　50　端末
　　60　サーバ
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　　70　WLANアクセスシステム
　　301　送信ユニット
　　302　受信ユニット
　　303　処理ユニット
　　304　接続ユニット
　　3041　認証情報申請モジュール
　　3042　認証情報受信モジュール
　　3043　認証申請送信モジュール
　　3044　認証結果受信モジュール
　　401　受信ユニット
　　402　送信ユニット
　　403　処理ユニット
　　404　取得ユニット
　　501　送信機
　　502　受信機
　　503　記憶装置
　　504　プロセッサ
　　601　受信機
　　602　プロセッサ
　　603　送信機
　　604　記憶装置
【手続補正２】
【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】
　無線ローカルエリアネットワークWLANのアクセス方法であって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、前記
利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせる、ステップと、
　前記サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信するステップと、
　前記受信した無線アクセスポイント情報から、特定の無線アクセスポイントを判定する
ステップと、
　前記サーバから前記特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得するステップであっ
て、前記認証情報が、前記認証情報に対応する前記特定の無線アクセスポイントに端末を
接続するために使用される、ステップと、
　を含む、無線ローカルエリアネットワークWLANのアクセス方法。
【請求項２】
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための前記要求が、以下のパラメータ
、すなわち、エリア識別子、課金率識別子、トラフィック識別子、および継続時間識別子
のうちの少なくとも1つを運ぶ、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定する、
前記ステップが、具体的には、プリセットルールに応じて、前記無線アクセスポイント情
報から前記特定の無線アクセスポイントを判定するステップであり、前記プリセットルー
ルが、以下、すなわち、信号強度、課金率、および利用可能なトラフィックのうちの1つ
以上である、請求項1または2に記載の方法。
【請求項４】
　前記受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定する、
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前記ステップの前に、前記方法が、
　前記サーバに接続許可申請要求を送信するステップであって、前記接続許可申請要求が
、前記端末が接続許可を有するかどうか判定することを前記サーバに要求するために使用
される、ステップ
　をさらに含み、
　前記接続許可を有する場合、前記サーバが送信する許可割り当て結果を受信し、
　前記受信した無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポイントを判定する、
前記ステップが、具体的には、前記受信した許可割り当て結果に応じて、前記無線アクセ
スポイント情報から前記特定の無線アクセスポイントを判定するステップである、請求項
1から3のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記接続許可申請要求で運ばれるパラメータが、端末識別子、またはユーザ識別子、ま
たは端末識別子、許可申請タイプ、および前記許可申請タイプに対応する許可値、または
ユーザ識別子、許可申請タイプ、および前記許可申請タイプに対応する許可値を含む、請
求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記端末が前記特定の無線アクセスポイントに接続された後、前記方法が、
　許可利用情報を前記サーバに送信するステップであって、前記許可利用情報が、前記端
末識別子および消費された許可情報、または前記ユーザ識別子および消費された許可情報
を含む、ステップと、
　前記サーバが送信する未使用の許可情報を受信するステップであって、前記未使用の許
可情報が、前記端末に割り当てられた許可と前記許可利用情報とに応じて処理を行うこと
によって前記サーバによって獲得される、ステップと、
　前記サーバが送信する前記未使用の許可情報を取得し、前記未使用の許可情報が、前記
端末に対応する前記許可が既に使い果たされているということである場合、前記特定の無
線アクセスポイントから前記端末を切断する、ステップと、
　をさらに含む、請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　前記サーバから前記特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得する、前記ステップ
であって、前記認証情報が、前記認証情報に対応する前記特定の無線アクセスポイントに
前記端末を接続するために使用される、ステップが、
　前記特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を前記サーバに送信するステップと、
　前記特定の無線アクセスポイントに対応し、前記サーバが送信する前記認証情報を受信
するステップと、
　を含み、
　前記方法が、
　前記受信した認証情報を前記特定の無線アクセスポイントに送信して、認証を申請する
、ステップと、
　前記特定の無線アクセスポイントが送信する認証結果を受信するステップであって、前
記認証結果が、前記認証が成功したということである場合、前記端末が前記特定の無線ア
クセスポイントを使用してネットワークに接続する、ステップと、
　をさらに含む、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　無線ローカルエリアネットワークWLANのアクセス方法であって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信す
るステップと、
　前記問い合わせ要求に応じて、前記利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲
得し、前記獲得した前記利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を前記端末に送信
する、ステップと、
　特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を前記端末から受信した場合、前記特定の
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無線アクセスポイントに対応する認証情報を前記端末に送信するステップであって、前記
認証情報が、前記特定の無線アクセスポイントに前記端末を接続するために使用される、
ステップと、
　を含む、無線ローカルエリアネットワークWLANのアクセス方法。
【請求項９】
　前記利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための前記要求が、以下のパラメ
ータ、すなわち、エリア識別子、課金率識別子、トラフィック識別子、および継続時間識
別子のうちの少なくとも1つを運ぶ、請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記獲得した無線アクセスポイント情報を前記端末に送信する、前記ステップの後、前
記方法が、
　前記端末が送信する接続許可申請要求を受信するステップと、
　前記受信した要求に応じて、前記端末に接続許可を割り当て可能かどうか判定するステ
ップと、
　前記端末に接続許可を割り当て可能と判定された場合、許可割り当て結果を前記端末に
送信するステップと、
　をさらに含む、請求項8または9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記接続許可申請要求で運ばれるパラメータが、端末識別子、またはユーザ識別子、ま
たは端末識別子、許可申請タイプ、および前記許可申請タイプに対応する許可値、または
ユーザ識別子、許可申請タイプ、および前記許可申請タイプに対応する許可値を含む、請
求項10に記載の方法。
【請求項１２】
　前記端末が前記特定の無線アクセスポイントに接続された後、前記方法が、
　前記端末が送信する許可利用情報を受信するステップであって、前記許可利用情報が、
端末識別子および消費された許可情報、またはユーザ識別子および消費された許可情報を
含む、ステップと、
　前記端末に割り当てられた許可と前記許可利用情報とに応じて処理を行って、前記端末
の未使用の許可情報を獲得する、ステップと、
　前記未使用の許可情報を前記端末に送信するステップであって、前記未使用の許可情報
が、前記特定の無線アクセスポイントに接続し続けるかどうか判定するために前記端末に
よって使用される、ステップと、
　をさらに含む、請求項10または11に記載の方法。
【請求項１３】
　前記特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を前記端末に送信する、前記ステ
ップの前に、前記方法が、
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得するステップ
　をさらに含む、請求項8から12のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得する、前記ステ
ップが、
　前記少なくとも1つのWLANサービスプロバイダに、接続認証情報を申請するための要求
を送信するステップと、
　前記WLANサービスプロバイダが提供する認証情報を受信するステップと、
　前記受信した認証情報を格納するステップと、
　を含む、請求項13に記載の方法。
【請求項１５】
　前記WLANサービスプロバイダに、接続認証情報を申請するための前記要求が、申請され
るある量の接続認証情報でであって、以下のパラメータ、すなわち：
　無線接続ポイントが属するエリアを識別するために使用されるエリア識別子と、
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　申請される前記接続認証情報が属する課金率タイプを識別するために使用される課金率
識別子と、
　申請される前記接続認証情報が属するトラフィックを識別するために使用されるトラフ
ィック識別子と、
　申請される前記接続認証情報に対応する継続時間を識別するために使用される継続時間
識別子と、
　のうちの少なくとも1つである、ある量の接続認証情報を運ぶ、請求項14に記載の方法
。
【請求項１６】
　端末であって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための要求をサーバに送信して、前記
利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を問い合わせるように構成される、送信ユ
ニットと、
　前記サーバが返す無線アクセスポイント情報を受信するように構成される受信ユニット
と、
　前記受信ユニットが受信した前記無線アクセスポイント情報から特定の無線アクセスポ
イントを判定するように構成される処理ユニットと、
　前記サーバから前記特定の無線アクセスポイントの認証情報を取得するように構成され
る接続ユニットであって、前記認証情報が、前記認証情報に対応する前記特定の無線アク
セスポイントに前記端末を接続するために使用される、接続ユニットと、
　を備える、端末。
【請求項１７】
　前記処理ユニットが、具体的には、
　プリセットルールに応じて、前記無線アクセスポイント情報から前記特定の無線アクセ
スポイントを判定し、前記プリセットルールが、以下、すなわち、信号強度、課金率、お
よび利用可能なトラフィックのうちの1つ以上である
　ように構成される、請求項16に記載の端末。
【請求項１８】
　前記送信ユニットが、前記受信した無線アクセスポイント情報から前記特定の無線アク
セスポイントが判定される前に、前記サーバに接続許可申請要求を送信するようにさらに
構成され、前記接続許可申請要求が、前記端末が接続許可を有するかどうか判定すること
を前記サーバに要求するために使用され、
　前記接続許可を有する場合、前記受信ユニットが、前記サーバが送信する許可割り当て
結果を受信するようにさらに構成され、
　前記処理ユニットが、前記受信ユニットが受信した前記無線アクセスポイント情報から
特定の無線アクセスポイントを判定することが、具体的には、
　前記受信ユニットが受信した前記許可割り当て結果に応じて、前記無線アクセスポイン
ト情報から前記特定の無線アクセスポイントを判定するということである、請求項16また
は17に記載の端末。
【請求項１９】
　前記送信ユニットが、前記端末が前記特定の無線アクセスポイントに接続された後、許
可利用情報を前記サーバに送信するようにさらに構成され、前記許可利用情報が、端末識
別子および消費された許可情報、またはユーザ識別子および消費された許可情報を含み、
　前記受信ユニットが、前記サーバが送信する未使用の許可情報を受信するようにさらに
構成され、前記未使用の許可情報が、前記端末に割り当てられた許可と前記許可利用情報
とに応じて処理を行うことによって前記サーバによって獲得され、
　前記処理ユニットが、前記サーバが送信する前記未使用の許可情報を取得するようにさ
らに構成され、前記未使用の許可情報が、前記端末に対応する前記許可が既に使い果たさ
れているということである場合、前記特定の無線アクセスポイントから前記端末を切断す
る、請求項18に記載の端末。
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【請求項２０】
　前記接続ユニットが、具体的には、
　前記特定の無線接続ポイントに対応する認証情報要求を前記サーバに送信するように構
成される認証情報問い合わせモジュールと、
　前記特定の無線アクセスポイントのものであり、前記サーバが送信する前記認証情報を
受信するように構成される認証情報受信モジュールと、
　前記受信した認証情報を前記特定の無線アクセスポイントに送信して、認証を申請する
ように構成される、認証申請送信モジュールと、
　前記特定の無線アクセスポイントから前記認証情報の認証結果を受信するように構成さ
れる認証結果受信モジュールであって、前記認証結果が、前記認証が成功したということ
である場合、前記端末が前記特定の無線アクセスポイントを使用してネットワークに接続
する、モジュールと、
　を含む、請求項16から19のいずれか一項に記載の端末。
【請求項２１】
　サーバであって、
　利用可能な無線アクセスポイントを問い合わせるための、端末が送信する要求を受信す
るように構成される受信ユニットと、
　前記問い合わせ要求に応じて、前記利用可能な無線アクセスポイントに関する情報を獲
得し、前記獲得した前記無線アクセスポイントに関する情報を前記端末に送信するように
構成される、送信ユニットと
　を備え、
　前記受信ユニットが、特定の無線アクセスポイントの認証情報要求を前記端末から受信
した場合、前記送信ユニットが、前記特定の無線アクセスポイントに対応する認証情報を
前記端末に送信するようにさらに構成され、前記認証情報が、前記特定の無線アクセスポ
イントに前記端末を接続するために使用される、
　サーバ。
【請求項２２】
　前記受信ユニットが、前記端末が送信する接続許可申請要求を受信するようにさらに構
成され、
　前記サーバが、
　前記受信ユニットが受信した前記要求に応じて、前記端末に接続許可を割り当て可能か
どうか判定するように構成される処理ユニット
　をさらに含み、
　前記送信ユニットが、前記端末に接続許可を割り当て可能と判定された場合、許可割り
当て結果を前記端末に送信するようにさらに構成される、請求項21に記載のサーバ。
【請求項２３】
　前記受信ユニットが、前記端末が送信する許可利用情報を受信するようにさらに構成さ
れ、前記許可利用情報が、端末識別子および消費した許可の値、またはユーザ識別子およ
び消費された許可情報を含み、
　前記処理ユニットが、前記端末に割り当てられた許可と前記許可利用情報とに応じて処
理を行って、前記端末の未使用の許可情報を獲得するようにさらに構成され、
　前記送信ユニットが、前記未使用の許可情報を前記端末に送信するようにさらに構成さ
れ、前記未使用の許可情報が、前記特定の無線アクセスポイントに前記端末が接続し続け
るかどうか判定するために前記端末によって使用される、請求項22に記載のサーバ。
【請求項２４】
　前記サーバが、さらに、
　少なくとも1つのWLANサービスプロバイダから無線接続認証情報を取得するように構成
される取得ユニット
　を備える、請求項21から23のいずれか一項に記載のサーバ。
【請求項２５】
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　前記取得ユニットが、具体的には、
　前記少なくとも1つのWLANサービスプロバイダに、接続認証情報を申請するための要求
を送信し、
　前記WLANサービスプロバイダが提供する認証情報を受信し、
　前記受信した認証情報を格納する
　ように構成される、請求項24に記載のサーバ。
【請求項２６】
　請求項1から7のいずれか一項に記載の方法を実行するようにコンピュータに動作させる
プログラム。
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