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(57)【要約】
　本発明の実施形態は、モバイル端末によって、アクセ
スアカウントおよびアクセスパスワードを自動的に入手
するステップと、モバイル端末によって、WEB認証要求
をネットワークサーバへ自動的に送信するステップであ
って、そのWEB認証要求が、アクセスアカウントおよび
アクセスパスワードを搬送する、ステップとを含むワイ
ヤレスローカルエリアネットワーク認証方法を開示する
。本発明の実施形態はさらに、対応するモバイル端末を
開示する。本発明において開示されているワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク認証方法およびモバイル端末
を適用することによって、モバイル端末は、ワイヤレス
ローカルエリアネットワークのWEB認証を自動的に完了
することができ、ユーザがアカウントおよびパスワード
を入力する必要はなく、WEB認証インターフェースがユ
ーザに表示される必要もなく、それによって、複雑な繰
り返しの認証オペレーションが回避され、ユーザ経験が
改善される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル端末によって、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを自動的に入手
するステップと、
　前記モバイル端末によって、WEB認証要求をネットワークサーバへ自動的に送信するス
テップであって、前記WEB認証要求が、前記アクセスアカウントおよび前記アクセスパス
ワードを搬送する、ステップと
　を含むワイヤレスローカルエリアネットワーク認証方法。
【請求項２】
　前記モバイル端末が、WEB認証インターフェースをユーザに表示しない、請求項1に記載
の方法。
【請求項３】
　静的認証方式が採用されている場合には、
　前記モバイル端末によって、前記モバイル端末内に格納されている前記アクセスアカウ
ントおよび前記アクセスパスワードを自動的に入手するステップをさらに含む、請求項1
または2に記載の方法。
【請求項４】
　動的認証方式が採用されている場合には、
　前記モバイル端末によって、前記モバイル端末内に格納されているローカル電話番号を
自動的に入手し、前記ローカル電話番号を搬送する動的パスワード要求を前記ネットワー
クサーバへ送信し、動的パスワードを搬送するショートメッセージを前記ネットワークサ
ーバから受信するステップをさらに含む、請求項1または2に記載の方法。
【請求項５】
　モバイル端末によって、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを自動的に入手
する前記ステップが、
　前記モバイル端末によって、前記モバイル端末内に格納されている前記ローカル電話番
号を入手して、前記ローカル電話番号を前記アクセスアカウントとして使用するステップ
と、
　前記モバイル端末によって、前記ショートメッセージ内に含めて搬送されている前記動
的パスワードを入手して、前記動的パスワードを前記アクセスパスワードとして使用する
ステップとを含む、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記ショートメッセージが動的アカウントをさらに搬送している場合には、モバイル端
末によって、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを自動的に入手する前記ステ
ップが、
　前記モバイル端末によって、前記ショートメッセージ内に含めて搬送されている前記動
的アカウントを入手して、前記動的アカウントを前記アクセスアカウントとして使用する
ステップと、
　前記モバイル端末によって、前記ショートメッセージ内に含めて搬送されている前記動
的パスワードを入手して、前記動的パスワードを前記アクセスパスワードとして使用する
ステップとを含む、請求項4に記載の方法。
【請求項７】
　前記モバイル端末が、送信番号またはテキストコンテンツを照合する方式で前記ショー
トメッセージを特定し、前記モバイル端末が、キーワードを照合する方式で前記ショート
メッセージから前記動的アカウントまたは前記動的パスワードを入手する、請求項5また
は6に記載の方法。
【請求項８】
　アカウント/パスワード入手装置、WEB認証要求開始装置、および入力/出力装置
　を含むモバイル端末であって、
　前記アカウント/パスワード入手装置が、アクセスアカウントおよびアクセスパスワー
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ドを自動的に入手して、前記アクセスアカウントおよび前記アクセスパスワードを前記WE
B認証要求開始装置へ送信するように構成されており、
　前記WEB認証要求開始装置が、前記アクセスアカウントおよび前記アクセスパスワード
を搬送するWEB認証要求を生成して、前記WEB認証要求を前記入力/出力装置へ送信するよ
うに構成されており、
　前記入力/出力装置が、前記WEB認証要求をネットワークサーバへ送信するように構成さ
れている、モバイル端末。
【請求項９】
　前記アカウント/パスワード入手装置および前記入力/出力装置に別々に接続されている
メモリであって、前記アクセスアカウント、前記アクセスパスワード、またはローカル電
話番号を格納するように構成されており、それによって、前記アカウント/パスワード入
手装置が、前記アクセスアカウントおよび前記アクセスパスワードを自動的に入手するこ
とができる、メモリ
　をさらに含む、請求項8に記載のモバイル端末。
【請求項１０】
　前記アカウント/パスワード入手装置が、
　第1のリーダおよび第1の送信機を含み、
　前記第1のリーダが、前記メモリ内に格納されている前記アクセスアカウントおよび前
記アクセスパスワードを入手して、それらを前記第1の送信機へ送信するように構成され
ており、
　前記第1の送信機が、前記第1のリーダから受信される前記アクセスアカウントおよび前
記アクセスパスワードを前記WEB認証要求開始装置へ送信するように構成されている、請
求項9に記載のモバイル端末。
【請求項１１】
　前記アカウント/パスワード入手装置が、
　第2のリーダ、動的パスワードリクエスタ、ショートメッセージデタミナ、および第2の
送信機を含み、
　前記第2のリーダが、前記メモリ内に格納されている前記ローカル電話番号を入手し、
前記ショートメッセージデタミナによって特定される、動的パスワードを搬送しているシ
ョートメッセージから前記動的パスワードを入手して、前記動的パスワードを前記アクセ
スパスワードとして使用し、前記入手されたローカル電話番号を前記アクセスアカウント
として使用すること、および、前記ショートメッセージが動的アカウントをさらに搬送し
ている場合には、前記動的パスワードを入手して、前記動的パスワードを前記アクセスパ
スワードとして使用し、前記動的アカウントを入手して、前記動的アカウントを前記アク
セスアカウントとして使用することを行うように構成されており、
　前記動的パスワードリクエスタが、前記第2のリーダから前記ローカル電話番号を入手
して、前記ローカル電話番号を搬送する動的パスワード要求を、前記入力/出力装置を使
用することによって前記ネットワークサーバへ送信するように構成されており、
　前記ショートメッセージデタミナが、前記動的パスワードを搬送している前記ショート
メッセージを、前記入力/出力装置を使用することによって特定して、前記ショートメッ
セージを前記第2のリーダへ送信するように構成されており、
　前記第2の送信機が、前記第2のリーダから前記アクセスアカウントおよび前記アクセス
パスワードを入手して、前記アクセスアカウントおよび前記アクセスパスワードを前記WE
B認証要求開始装置へ送信するように構成されている、請求項9または10に記載のモバイル
端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信テクノロジーの分野に関し、詳細には、ワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク認証方法およびモバイル端末に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　モバイルデータサービスの発展に伴って、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(Wir
eless Local Area Networks; WLAN)テクノロジーが、広く使用されるワイヤレスアクセス
テクノロジーになっており、さまざまな主要な電気通信事業者は、拡張すべきキーとなる
サービスとしてワイヤレスローカルエリアネットワークを挙げている。既存のユーザを引
き付けて課金を容易にするために、通信事業者はみな、WEB認証方式を導入している。す
なわち、ユーザが通信事業者のワイヤレスローカルエリアネットワーク・ホットスポット
にアクセスすると、ユーザはWEB認証ページへ導かれることになり、そのWEB認証ページ上
でユーザがアカウントおよびパスワードを入力して、ネットワークサーバによって成功裏
に認証が実行されると、ユーザは、通信事業者によって提供されるワイヤレスローカルエ
リアネットワークを使用することができる。
【０００３】
　しかしながら、WEB認証は、ワイヤレスローカルエリアネットワークの使用に対して通
信事業者によって実行される課金にとって有益であるが、ユーザは、ワイヤレスローカル
エリアネットワークにアクセスするたびにWEB認証ページ上でアカウントおよびパスワー
ドを入力する必要がある。ユーザにとって、そのような複雑な繰り返しのオペレーション
は、無意味であり、多くの時間を浪費する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の実施形態は、ユーザが、ワイヤレスローカルエリアネットワークにアクセスす
るたびにWEB認証ページ上でアカウントおよびパスワードを入力する必要があるという問
題を解決するために、ワイヤレスローカルエリアネットワーク認証方法およびモバイル端
末を開示する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一実施形態は、
　モバイル端末によって、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを自動的に入手
するステップと、
　モバイル端末によって、WEB認証要求をネットワークサーバへ自動的に送信するステッ
プであって、そのWEB認証要求が、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを搬送
する、ステップとを含むワイヤレスローカルエリアネットワーク認証方法を開示する。
【０００６】
　本発明の一実施形態は、
　アカウント/パスワード入手装置、WEB認証要求開始装置、および入力/出力装置を含む
モバイル端末であって、
　アカウント/パスワード入手装置が、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを
自動的に入手して、そのアクセスアカウントおよびアクセスパスワードをWEB認証要求開
始装置へ送信するように構成されており、
　WEB認証要求開始装置が、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを搬送するWEB
認証要求を生成して、そのWEB認証要求を入力/出力装置へ送信するように構成されており
、
　入力/出力装置が、WEB認証要求をネットワークサーバへ送信するように構成されている
、モバイル端末を開示する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の実施形態において開示されているワイヤレスローカルエリアネットワーク認証
方法およびモバイル端末を適用することによって、モバイル端末は、ワイヤレスローカル
エリアネットワークのWEB認証を自動的に完了することができ、ユーザがアカウントおよ
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びパスワードを入力する必要はなく、WEB認証インターフェースがユーザに表示される必
要もなく、それによって、複雑な繰り返しの認証オペレーションが回避され、ユーザ経験
が改善される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態1によるワイヤレスローカルエリアネットワーク認証方法の概
略フローチャートである。
【図２】本発明の実施形態2による別のワイヤレスローカルエリアネットワーク認証方法
の概略フローチャートである。
【図３】本発明の実施形態3による別のワイヤレスローカルエリアネットワーク認証方法
の概略フローチャートである。
【図４】本発明の実施形態4によるモバイル端末の概略構造図である。
【図５】本発明の実施形態5による別のモバイル端末の概略構造図である。
【図６】本発明の実施形態6による別のモバイル端末の概略構造図である。
【図７】本発明の実施形態7による別のモバイル端末の概略構造図である。
【図８】本発明の実施形態8による別のモバイル端末の概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の目的、技術的なソリューション、および利点をより明確にするために、本発明
の特定の実施形態について、添付の図面を参照しながら、以降で詳細に説明する。説明さ
れている実施形態は、本発明の実施形態のうちのすべてではなく、一部であるということ
は明らかである。当技術分野における標準的な技術者によって、創造的な作業を伴うこと
なく、本発明の実施形態に基づいて得られるその他のすべての実施形態は、本発明の保護
範囲内に収まるものとする。
【００１０】
　はじめに、本発明の実施形態において説明されているモバイル端末は、モバイル電話ま
たはタブレットコンピュータなど、ワイヤレスローカルエリアネットワークWLANにアクセ
スすることができる端末デバイスを含むが、それらには限定されないということに留意さ
れたい。
【００１１】
方法実施形態
実施形態1
　図1を参照すると、本発明の実施形態1が、ワイヤレスローカルエリアネットワーク認証
方法を提供し、その方法は、下記のステップを含む。
【００１２】
　ステップ11:　モバイル端末が、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを自動
的に入手する。
【００１３】
　アクセスアカウントおよびアクセスパスワードとは、ワイヤレスローカルエリアネット
ワークにアクセスするためにネットワークサーバによって実行される認証を完了するため
にモバイル端末によって使用されるアカウントおよびパスワードである。具体的には、モ
バイル端末は、ユーザの設定に従って事前に通信事業者のワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク・ホットスポットを格納すること、たとえば、ワイヤレスローカルエリアネット
ワーク・ホットスポットのサービスセット識別子(Service Set Identifier, SSID)を「Ch
inaNet」として格納することが可能である。モバイル端末は、ワイヤレスローカルエリア
ネットワーク・ホットスポットへの接続を確立するためにアカウントおよびパスワードを
必要とせず、したがってモバイル端末は、ワイヤレスローカルエリアネットワークにアク
セスする必要がある場合には、はじめに、事前に設定されたワイヤレスローカルエリアネ
ットワーク・ホットスポット「ChinaNet」への接続を自動的に確立し、次いで、ワイヤレ
スローカルエリアネットワークアクセス要求をネットワークサーバへ送信し、ネットワー
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クサーバによって返されるWEB認証ページデータを受信するが、WEB認証ページをユーザに
表示しない。次いで、モバイル端末は、ワイヤレスローカルエリアネットワークのアクセ
スアカウントおよびアクセスパスワードを自動的に入手する。モバイル端末がワイヤレス
ローカルエリアネットワークのアクセスアカウントおよびアクセスパスワードを自動的に
入手する際に、ユーザは、いかなるオペレーションも実行する必要はない。
【００１４】
　ステップ12:　モバイル端末は、WEB認証要求をネットワークサーバへ自動的に送信し、
そのWEB認証要求は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを搬送する。
【００１５】
　モバイル端末は、WEB認証要求をネットワークサーバへ自動的に送信し、そのWEB認証要
求は、ステップ11において自動的に入手されているアクセスアカウントおよびアクセスパ
スワードを搬送し、WEB認証要求は、ハイパーテキスト転送プロトコル(Hypertext Transf
er Protocol, HTTP)などのデータプロトコルに基づくデータであることが可能である。ネ
ットワークサーバは、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを認証する。アクセ
スアカウントおよびアクセスパスワードが正しい場合には、ネットワークサーバは、ネッ
トワーク接続が成功している旨の認証結果をモバイル端末へ返し、アクセスアカウントお
よびアクセスパスワードが正しくない場合には、ネットワークサーバは、ネットワーク接
続が失敗している旨の認証結果をモバイル端末へ返す。このステップにおいては、ユーザ
がアカウントおよびパスワードを入力する必要はなく、モバイル端末がWEB認証インター
フェースをユーザに表示する必要もなく、WEB認証インターフェースは、ネットワークサ
ーバによって送信される。
【００１６】
　この実施形態においては、モバイル端末が、アクセスアカウントおよびアクセスパスワ
ードを自動的に入手し、それらのアクセスアカウントおよびアクセスパスワードを搬送す
るWEB認証要求をネットワークサーバへ自動的に送信する。この実施形態を適用すること
によって、モバイル端末は、ワイヤレスローカルエリアネットワークのWEB認証を自動的
に完了することができ、ユーザがアカウントおよびパスワードを入力する必要はなく、WE
B認証インターフェースがユーザに表示される必要もなく、それによって、複雑な繰り返
しの認証オペレーションが回避され、ユーザ経験が改善される。
【００１７】
実施形態2
　図2を参照すると、本発明の実施形態2が、別のワイヤレスローカルエリアネットワーク
認証方法を提供し、その方法は、静的認証方式を採用しており、下記のステップを含む。
【００１８】
　ステップ21:　モバイル端末が、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを格納
する。
【００１９】
　任意選択で、モバイル端末は、ワイヤレスローカルエリアネットワークアクセス認証を
実行するために静的認証方式または動的認証方式を選択することができる。実施形態2に
おいては、静的認証方式が選択されている。
【００２０】
　モバイル端末は、はじめにユーザの入力に従ってアクセスアカウントおよびアクセスパ
スワードを格納し、また、ワイヤレスローカルエリアネットワーク・ホットスポットのSS
IDを、たとえばユーザの入力に従って格納すること、ワイヤレスローカルエリアネットワ
ーク・ホットスポットのSSIDを「ChinaNet」として格納すること、アクセスアカウントを
「user」として格納すること、およびアクセスパスワードを「1234」として格納すること
も可能である。ここでは、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードは、ユーザと通
信事業者との間における交渉を通じて決定される。モバイル端末は、複数のSSIDと、それ
らの複数のSSIDに対応するアクセスアカウントおよびアクセスパスワードとを格納するこ
とができる。たとえば、モバイル端末は、中国電信および中国移動の両方のSSIDを格納す
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ることができる。中国電信および中国移動の両方のSSIDは、別々のアクセスアカウントお
よびアクセスパスワードに対応しており、それによって、別のワイヤレスローカルエリア
ネットワーク・ホットスポットに接続される際に、モバイル端末は、そのワイヤレスロー
カルエリアネットワーク・ホットスポットのSSIDに対応するアクセスアカウントおよびア
クセスパスワードを使用することによって認証を実行することができる。
【００２１】
　ステップ22:　モバイル端末は、ワイヤレスローカルエリアネットワーク・ホットスポ
ットへの接続を確立する。
【００２２】
　現在、モバイル端末とワイヤレスローカルエリアネットワーク・ホットスポットは、オ
ープンな方式で接続されており、したがってモバイル端末は、ステップ21において事前に
格納されているSSIDに従ってワイヤレスローカルエリアネットワーク・ホットスポットへ
の接続を確立することができる。
【００２３】
　ステップ23:　モバイル端末は、ワイヤレスローカルエリアネットワークアクセス要求
をネットワークサーバへ送信する。
【００２４】
　ネットワークサーバとは、モバイル端末が接続を確立する相手であるワイヤレスローカ
ルエリアネットワーク・ホットスポットのためのサービスを提供するネットワークサーバ
である。
【００２５】
　ステップ24:　ネットワークサーバは、WEB認証ページデータをモバイル端末へ返す。
【００２６】
　ネットワークサーバからWEB認証ページデータを受信すると、モバイル端末は、WEB認証
ページをユーザに表示する必要がないということに留意されたい。
【００２７】
　ステップ25:　モバイル端末は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを自動
的に入手する。
【００２８】
　モバイル端末は、ステップ21において格納されているアクセスアカウントおよびアクセ
スパスワードを自動的に入手し、それらのアクセスアカウントおよびアクセスパスワード
は、そのモバイル端末に現在接続されているワイヤレスローカルエリアネットワーク・ホ
ットスポットのSSIDに対応している。
【００２９】
　ステップ26:　モバイル端末は、WEB認証要求をネットワークサーバへ自動的に送信し、
そのWEB認証要求は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを搬送する。
【００３０】
　モバイル端末は、そのモバイル端末によって自動的に入手されているアクセスアカウン
トおよびアクセスパスワードをハイパーテキスト転送プロトコル(Hypertext Transfer Pr
otocol, HTTP)データパケットのフォーマットでWEB認証要求内にカプセル化し、そのWEB
認証要求をネットワークサーバへ送信する。したがって、モバイル端末がワイヤレスロー
カルエリアネットワークにアクセスするための認証プロセスにおいて、ユーザは、アカウ
ントおよびパスワードを入力することなどのオペレーションを実行する必要はなく、モバ
イル端末がWEB認証インターフェースをユーザに表示する必要もなく、WEB認証インターフ
ェースは、ネットワークサーバによって送信される。
【００３１】
　ステップ27:　ネットワークサーバは、WEB認証要求を認証し、認証結果をモバイル端末
へ返す。
【００３２】
　ネットワークサーバは、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを認証する。ア
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クセスアカウントおよびアクセスパスワードが正しい場合には、ネットワークサーバは、
ネットワーク接続が成功している旨の認証結果をモバイル端末へ返し、アクセスアカウン
トおよびアクセスパスワードが正しくない場合には、ネットワークサーバは、ネットワー
ク接続が失敗している旨の認証結果をモバイル端末へ返す。
【００３３】
　この実施形態においては、モバイル端末は、ワイヤレスローカルエリアネットワーク認
証を実行するために静的認証方式を採用している。モバイル端末は、アクセスアカウント
およびアクセスパスワードを格納し、ワイヤレスローカルエリアネットワーク・ホットス
ポットへの接続を確立し、ネットワークサーバによって返されるWEB認証ページデータを
受信するが、そのWEB認証ページデータをユーザに表示せず、次いでモバイル端末は、ア
クセスアカウントおよびアクセスパスワードを自動的に入手し、それらのアクセスアカウ
ントおよびアクセスパスワードを搬送するWEB認証要求をネットワークサーバへ自動的に
送信する。ネットワークサーバは、WEB認証要求を認証し、認証結果をモバイル端末へ返
す。この実施形態を適用することによって、モバイル端末は、ワイヤレスローカルエリア
ネットワークの静的WEB認証を自動的に完了することができ、ユーザがアカウントおよび
パスワードを入力する必要はなく、WEB認証インターフェースがユーザに表示される必要
もなく、それによって、複雑な繰り返しの認証オペレーションが回避され、ユーザ経験が
改善される。
【００３４】
実施形態3
　図3を参照すると、本発明の実施形態3が、別のワイヤレスローカルエリアネットワーク
認証方法を提供し、その方法は、動的認証方式を採用しており、下記のステップを含む。
【００３５】
　ステップ31:　モバイル端末が、ローカル電話番号を格納する。
【００３６】
　任意選択で、モバイル端末は、ワイヤレスローカルエリアネットワークアクセス認証を
実行するために静的認証方式または動的認証方式を選択することができる。実施形態3に
おいては、動的認証方式が選択されている。
【００３７】
　任意選択で、モバイル端末は、ユーザの入力に従ってローカル電話番号およびSSIDを格
納すること、たとえば、ユーザの入力に従ってSSIDを「ChinaNet」として、およびローカ
ル電話番号を「18912345678」として格納することが可能であり、モバイル端末は、自分
自身でローカル電話番号を読み取って格納することもできる。モバイル端末が、2枚のサ
ブスクライバーアイデンティティーモジュールカードが挿入されることが可能であって2
つのローカル電話番号を読み取ることができる端末である場合には、ユーザは、格納する
ためのローカル電話番号を選択する。
【００３８】
　ステップ32:　モバイル端末は、ワイヤレスローカルエリアネットワーク・ホットスポ
ットへの接続を確立する。
【００３９】
　ステップ33:　モバイル端末は、ワイヤレスローカルエリアネットワークアクセス要求
をネットワークサーバへ送信する。
【００４０】
　ステップ34:　ネットワークサーバは、WEB認証ページデータをモバイル端末へ返す。
【００４１】
　ステップ32からステップ34は、実施形態2におけるステップ22からステップ24と同様で
ある。具体的な説明に関しては、実施形態2を参照されたい。ここでは、具体的な説明を
繰り返さない。
【００４２】
　ステップ35:　モバイル端末は、そのモバイル端末内に格納されているローカル電話番
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号「18912345678」を自動的に入手し、そのローカル電話番号「18912345678」を搬送する
動的パスワード要求をネットワークサーバへ送信する。
【００４３】
　その動的パスワード要求は、ローカル電話番号「18912345678」を搬送し、それによっ
てネットワークサーバは、そのローカル電話番号「18912345678」に従って、動的パスワ
ードを搬送するショートメッセージを、「18912345678」の番号のモバイル端末へ送信す
る。
【００４４】
　ステップ36:　ネットワークサーバは、動的パスワードを搬送するショートメッセージ
をモバイル端末へ返す。
【００４５】
　任意選択で、動的パスワードを搬送するショートメッセージは、動的パスワードおよび
動的アカウントを搬送することができ、または動的パスワードのみを搬送して動的アカウ
ントは搬送しないことも可能である。
【００４６】
　ステップ37:　モバイル端末は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを自動
的に入手する。
【００４７】
　任意選択で、ステップ36において受信されたショートメッセージが、動的アカウントも
搬送している場合には、モバイル端末は、そのショートメッセージ内に含めて搬送されて
いる動的アカウントを入手して、その動的アカウントをアクセスアカウントとして使用す
ること、およびそのショートメッセージ内に含めて搬送されている動的パスワードを入手
して、その動的パスワードをアクセスパスワードとして使用することが可能であり、ステ
ップ36において受信されたショートメッセージが、動的アカウントを搬送していない場合
には、モバイル端末は、そのモバイル端末内に格納されているローカル電話番号を入手し
て、そのローカル電話番号をアクセスアカウントとして使用すること、およびそのショー
トメッセージ内に含めて搬送されている動的パスワードを入手して、その動的パスワード
をアクセスパスワードとして使用することが可能である。
【００４８】
　具体的には、モバイル端末は、送信番号またはテキストコンテンツを照合する方式で、
動的パスワードを搬送しているショートメッセージを選別することができ、キーワードを
照合する方式で、そのショートメッセージから動的アカウントまたは動的パスワードを入
手することができる。たとえば、モバイル端末は、送信番号「10001」を照合する方式で
、動的パスワードを搬送しているショートメッセージを選別し、特定の受信されたショー
トメッセージの発信番号が「10001」である場合には、モバイル端末は、そのショートメ
ッセージが、動的パスワードを搬送しているショートメッセージであるとみなす。あるい
は、モバイル端末は、「WLAN」、「Wifi」、「パスワード」などに類似したテキストを含
むコンテンツを照合する方式で、動的パスワードを搬送しているショートメッセージを選
別し、モバイル端末は、受信されたショートメッセージをスキャンし、特定のショートメ
ッセージが、「WLAN」または「パスワード」などのテキストコンテンツを搬送している場
合には、モバイル端末は、そのショートメッセージが、動的パスワードを搬送しているシ
ョートメッセージであるとみなす。次いでモバイル端末は、「アカウント」、「ユーザ名
」、または「パスワード」などのキーワードを照合することによって、動的アカウントお
よび動的パスワードを入手する。例として、次のショートメッセージを使用する。「ユー
ザ様へ、あなたの仮のWLANアクセスアカウントは31919236104、パスワードは807602で、6
時間以内は有効です。」このケースにおいては、モバイル端末は、このショートメッセー
ジをスキャンし、キーワード「アカウント」および「パスワード」を照合し、動的アカウ
ントを「31919236104」と、および動的パスワードを「807602」と読み取る。ショートメ
ッセージが、「ユーザ様へ、あなたの仮のWLANアクセスパスワードは807602で、6時間以
内は有効です」であり、モバイル端末が、スキャニングおよび照合を通じて、動的パスワ
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ードを「807602」と読み取っているが、動的アカウントを読み取ることができない場合に
は、モバイル端末は、ステップ31において格納されているローカル電話番号「1891234567
8」を入手して、そのローカル電話番号「18912345678」をアクセスア
カウントとして使用する。この方法においては、モバイル端末は、アクセスアカウントお
よびアクセスパスワードを自動的に入手することができ、それによってユーザは、ネット
ワークサーバからショートメッセージを読み取る必要はなく、ショートメッセージ内に含
まれている動的パスワードまたは動的アカウントを入力するオペレーションを実行する必
要もない。
【００４９】
　ステップ38:　モバイル端末は、WEB認証要求をネットワークサーバへ自動的に送信し、
そのWEB認証要求は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを搬送する。
【００５０】
　ステップ39:　ネットワークサーバは、WEB認証要求を認証し、認証結果をモバイル端末
へ返す。
【００５１】
　ステップ38およびステップ39は、実施形態2におけるステップ26からステップ27と同様
である。具体的な説明に関しては、実施形態2を参照されたい。ここでは、具体的な説明
を繰り返さない。
【００５２】
　この実施形態においては、モバイル端末は、ワイヤレスローカルエリアネットワーク認
証を実行するために動的認証方式を採用している。モバイル端末は、ローカル電話番号を
格納し、ワイヤレスローカルエリアネットワーク・ホットスポットへの接続を確立し、ネ
ットワークサーバは、WEB認証ページデータをモバイル端末へ返し、モバイル端末は、ロ
ーカル電話番号を搬送する動的パスワード要求をネットワークサーバへ送信し、ネットワ
ークサーバは、動的パスワードを搬送するショートメッセージをモバイル端末へ返し、次
いでモバイル端末は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを自動的に入手し、
それらのアクセスアカウントおよびアクセスパスワードを搬送するWEB認証要求をネット
ワークサーバへ自動的に送信し、ネットワークサーバは、そのWEB認証要求を認証し、認
証結果をモバイル端末へ返す。この実施形態を適用することによって、モバイル端末は、
ワイヤレスローカルエリアネットワークの動的WEB認証を自動的に完了することができ、
ユーザは、ワイヤレスローカルエリアネットワークにアクセスする際に、ローカル電話番
号、アクセスパスワード、またはアクセスアカウントを入力する必要はなく、WEB認証イ
ンターフェースがユーザに表示される必要もなく、ユーザは、動的パスワードを搬送する
ショートメッセージを読み取る必要はなく、それによって、複雑な繰り返しの認証オペレ
ーションが回避され、ユーザ経験が改善される。
【００５３】
装置実施形態
実施形態4
　図4を参照すると、本発明の一実施形態が、モバイル端末を提供し、そのモバイル端末
は、次の構造、すなわち、
　アカウント/パスワード入手装置41、WEB認証要求開始装置42、および入力/出力装置43
を含むことができ、
　アカウント/パスワード入手装置41は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワード
を自動的に入手して、それらのアクセスアカウントおよびアクセスパスワードをWEB認証
要求開始装置42へ送信するように構成されており、
　WEB認証要求開始装置42は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを搬送するW
EB認証要求を生成して、そのWEB認証要求を入力/出力装置43へ送信するように構成されて
おり、
　入力/出力装置43は、WEB認証要求をネットワークサーバへ送信するように構成されてい
る。
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【００５４】
　入力/出力装置43は、具体的には、無線周波数チップ、信号送信/受信アンテナなどであ
ることが可能である。
【００５５】
　アクセスアカウントおよびアクセスパスワードとは、ワイヤレスローカルエリアネット
ワークにアクセスするためにネットワークサーバによって実行されるWEB認証を完了する
ためにモバイル端末によって使用されるアカウントおよびパスワードである。具体的には
、モバイル端末は、ワイヤレスローカルエリアネットワークにアクセスする必要がある場
合には、ワイヤレスローカルエリアネットワーク・ホットスポットへの接続を自動的に確
立し、次いで、ワイヤレスローカルエリアネットワークアクセス要求をネットワークサー
バへ送信し、ネットワークサーバによって返されるWEB認証ページデータを受信するが、W
EB認証ページをユーザに表示しない。次いで、アカウント/パスワード入手装置41は、ワ
イヤレスローカルエリアネットワークのアクセスアカウントおよびアクセスパスワードを
自動的に入手し、アカウント/パスワード入手装置41がワイヤレスローカルエリアネット
ワークのアクセスアカウントおよびアクセスパスワードを自動的に入手する際に、ユーザ
は、いかなるオペレーションも実行する必要はない。次いで、WEB認証要求開始装置42は
、アカウント/パスワード入手装置41によって自動的に入手されているアクセスアカウン
トおよびアクセスパスワードをハイパーテキスト転送プロトコル(Hypertext Transfer Pr
otocol, HTTP)データパケットのフォーマットでWEB認証要求内にカプセル化し、アクセス
アカウントおよびアクセスパスワードを搬送するWEB認証要求を入力/出力装置43へ送信し
、入力/出力装置43は、そのWEB認証要求をネットワークサーバへ送信し、ネットワークサ
ーバは、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを認証する。
【００５６】
　この実施形態においては、モバイル端末は、次の構造、すなわち、アカウント/パスワ
ード入手装置41、WEB認証要求開始装置42、および入力/出力装置43を含み、アカウント/
パスワード入手装置41は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを自動的に入手
し、WEB認証要求開始装置は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードに従って、
それらのアクセスアカウントおよびアクセスパスワードを搬送するWEB認証要求を生成し
、そのWEB認証要求を、入力/出力装置43を使用することによってネットワークサーバへ送
信し、ネットワークサーバは、認証を実行する。本発明のこの実施形態を適用することに
よって、モバイル端末は、ワイヤレスローカルエリアネットワークのWEB認証を自動的に
完了することができ、ユーザがアカウントおよびパスワードを入力する必要はなく、WEB
認証インターフェースがユーザに表示される必要もなく、それによって、複雑な繰り返し
の認証オペレーションが回避され、ユーザ経験が改善される。
【００５７】
実施形態5
　図5を参照すると、本発明の一実施形態が、モバイル端末を提供し、そのモバイル端末
は、次の構造、すなわち、
　アカウント/パスワード入手装置41、WEB認証要求開始装置42、および入力/出力装置43
を含むことができ、
　アカウント/パスワード入手装置41は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワード
を自動的に入手して、それらのアクセスアカウントおよびアクセスパスワードをWEB認証
要求開始装置42へ送信するように構成されており、
　WEB認証要求開始装置42は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを搬送するW
EB認証要求を生成して、そのWEB認証要求を入力/出力装置43へ送信するように構成されて
おり、
　入力/出力装置43は、WEB認証要求をネットワークサーバへ送信するように構成されてい
る。
【００５８】
　任意選択で、モバイル端末は、
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　アカウント/パスワード入手装置41および入力/出力装置43に接続されているメモリ44で
あって、アクセスアカウント、アクセスパスワード、またはローカル電話番号を格納する
ように構成されており、それによって、アカウント/パスワード入手装置41が、アクセス
アカウントおよびアクセスパスワードを自動的に入手することができる、メモリ44をさら
に含む。
【００５９】
　任意選択で、メモリ44は、入力/出力デバイス42を使用することによるユーザの入力に
従って、アクセスアカウント、アクセスパスワード、またはローカル電話番号を格納する
ことができる。
【００６０】
　メモリ44は、専用のメモリであることが可能であり、大容量を有するメモリ内のストレ
ージスペースの一部であることが可能であり、またはセキュリティーデジタル(Security 
Digital, SD)カードなど、モバイル端末に接続されている外部メモリであることが可能で
ある。
【００６１】
　この実施形態においては、モバイル端末は、次の構造、すなわち、アカウント/パスワ
ード入手装置41、WEB認証要求開始装置42、入力/出力装置43、およびメモリ44を含み、メ
モリ44は、アクセスアカウント、アクセスパスワード、またはローカル電話番号を格納し
、それによって、アカウント/パスワード入手装置41は、アクセスアカウントおよびアク
セスパスワードを自動的に入手し、WEB認証要求開始装置42は、アクセスアカウントおよ
びアクセスパスワードに従って、それらのアクセスアカウントおよびアクセスパスワード
を搬送するWEB認証要求を生成し、そのWEB認証要求を、入力/出力装置43を使用すること
によってネットワークサーバへ送信し、ネットワークサーバは、認証を実行する。本発明
のこの実施形態を適用することによって、モバイル端末は、ワイヤレスローカルエリアネ
ットワークのWEB認証を自動的に完了することができ、ユーザがアカウントおよびパスワ
ードを入力する必要はなく、WEB認証インターフェースがユーザに表示される必要もなく
、それによって、複雑な繰り返しの認証オペレーションが回避され、ユーザ経験が改善さ
れる。
【００６２】
実施形態6
　図6を参照すると、本発明の一実施形態が、モバイル端末を提供し、そのモバイル端末
は、静的認証方式でワイヤレスローカルエリアネットワークにアクセスし、次の構造、す
なわち、
　アカウント/パスワード入手装置41、WEB認証要求開始装置42、および入力/出力装置43
を含むことができ、
　アカウント/パスワード入手装置41は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワード
を自動的に入手して、それらのアクセスアカウントおよびアクセスパスワードをWEB認証
要求開始装置42へ送信するように構成されており、
　WEB認証要求開始装置42は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを搬送するW
EB認証要求を生成して、そのWEB認証要求を入力/出力装置43へ送信するように構成されて
おり、
　入力/出力装置43は、WEB認証要求をネットワークサーバへ送信するように構成されてい
る。
【００６３】
　任意選択で、モバイル端末は、
　アカウント/パスワード入手装置41および入力/出力装置43に接続されているメモリ44a
であって、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを格納するように構成されてお
り、それによって、アカウント/パスワード入手装置41が、アクセスアカウントおよびア
クセスパスワードを自動的に入手することができる、メモリ44aをさらに含む。
【００６４】
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　メモリ44aは、入力/出力デバイス42を使用することによるユーザの入力に従って、アク
セスアカウントおよびアクセスパスワードを格納する必要がある。
【００６５】
　さらに、アカウント/パスワード入手装置41は、次の構造、すなわち、
　第1のリーダ411および第1の送信機412を含むことができ、
　第1のリーダ411は、メモリ44a内に格納されているアクセスアカウントおよびアクセス
パスワードを入手して、それらを第1の送信機412へ送信するように構成されており、
　第1の送信機412は、第1のリーダ411から受信されるアクセスアカウントおよびアクセス
パスワードをWEB認証要求開始装置42へ送信するように構成されている。
【００６６】
　具体的には、メモリ44aは、ユーザの入力に従ってアクセスアカウントおよびアクセス
パスワードを格納し、また、ワイヤレスローカルエリアネットワーク・ホットスポットの
SSIDを、たとえばユーザの入力に従って格納すること、ワイヤレスローカルエリアネット
ワーク・ホットスポットのSSIDを「ChinaNet」として格納すること、アクセスアカウント
を「user」として格納すること、およびアクセスパスワードを「1234」として格納するこ
とも可能である。ここでは、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードは、ユーザと
通信事業者との間における交渉を通じて決定される。メモリ44aは、複数のSSIDと、それ
らの複数のSSIDに対応するアクセスアカウントおよびアクセスパスワードとを格納するこ
とができる。たとえば、メモリ44aは、中国電信および中国移動の両方のSSIDを格納する
ことができる。中国電信および中国移動の両方のSSIDは、別々のアクセスアカウントおよ
びアクセスパスワードに対応しており、それによって、別のワイヤレスローカルエリアネ
ットワーク・ホットスポットに接続される際に、モバイル端末は、そのワイヤレスローカ
ルエリアネットワーク・ホットスポットのSSIDに対応するアクセスアカウントおよびアク
セスパスワードを使用することによって認証を実行することができる。ワイヤレスローカ
ルエリアネットワークがアクセスされる必要がある場合には、第1のリーダ411は、メモリ
44a内に格納されているアクセスアカウントおよびアクセスパスワードを読み取り、それ
らのアクセスアカウントおよびアクセスパスワードを第1の送信機412へ送信し、第1の送
信機412は、第1のリーダ411から受信されるアクセスアカウントおよびアクセスパスワー
ドをWEB認証要求開始装置42へ送信し、WEB認証要求開始装置42は、それらのアクセスアカ
ウントおよびアクセスパスワードをWEB認証要求内にカプセル化し、そのWEB認証要求を、
入力/出力装置43を使用することによって、認証のためにネットワークサーバへ自動的に
送信する。
【００６７】
　この実施形態においては、モバイル端末は、静的認証方式でワイヤレスローカルエリア
ネットワークにアクセスし、次の構造、すなわち、アカウント/パスワード入手装置41、W
EB認証要求開始装置42、入力/出力装置43、およびメモリ44aを含み、アカウント/パスワ
ード入手装置41は、第1のリーダ411および第1の送信機412をさらに含み、メモリ44aは、
アクセスアカウントまたはアクセスパスワードを格納し、第1のリーダ411は、メモリ44a
内に格納されているアクセスアカウントおよびアクセスパスワードを入手して、それらを
第1の送信機412へ送信し、第1の送信機412は、それらのアクセスアカウントおよびアクセ
スパスワードをWEB認証要求開始装置42へ送信し、WEB認証要求開始装置42は、アクセスア
カウントおよびアクセスパスワードに従って、それらのアクセスアカウントおよびアクセ
スパスワードを搬送するWEB認証要求を生成し(そのWEB認証要求は、HTTなどのデータプロ
トコルに基づくデータであることが可能である)、そのWEB認証要求を、入力/出力装置43
を使用することによってネットワークサーバへ送信し、ネットワークサーバは、認証を実
行する。本発明のこの実施形態を適用することによって、モバイル端末は、ワイヤレスロ
ーカルエリアネットワークのWEB認証を自動的に完了するためにアクセスアカウントおよ
びアクセスパスワードを事前に格納するだけでよく、それによって、アカウントおよびパ
スワードが繰り返し入力される必要がなくなり、WEB認証インターフェースがユーザに表
示される必要もなく、それによって、複雑な繰り返しの認証オペレーションが回避され、



(14) JP 2014-534674 A 2014.12.18

10

20

30

40

50

ユーザ経験が改善される。
【００６８】
実施形態7
　図7を参照すると、本発明の一実施形態が、モバイル端末を提供し、そのモバイル端末
は、動的認証方式でワイヤレスローカルエリアネットワークにアクセスし、次の構造、す
なわち、
　アカウント/パスワード入手装置41、WEB認証要求開始装置42、および入力/出力装置43
を含むことができ、
　アカウント/パスワード入手装置41は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワード
を自動的に入手して、それらのアクセスアカウントおよびアクセスパスワードをWEB認証
要求開始装置42へ送信するように構成されており、
　WEB認証要求開始装置42は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを搬送するW
EB認証要求を生成して、そのWEB認証要求を入力/出力装置43へ送信するように構成されて
おり、
　入力/出力装置43は、WEB認証要求をネットワークサーバへ送信するように構成されてい
る。
【００６９】
　任意選択で、モバイル端末は、
　アカウント/パスワード入手装置41および入力/出力装置43に接続されているメモリ44b
であって、ローカル電話番号を格納するように構成されており、それによって、アカウン
ト/パスワード入手装置41が、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを自動的に
入手することができる、メモリ44bをさらに含む。
【００７０】
　任意選択で、メモリ44bは、入力/出力デバイス42を使用することによるユーザの入力に
従って、ローカル電話番号を格納することができる。
【００７１】
　さらに、アカウント/パスワード入手装置41は、次の構造、すなわち、
　第2のリーダ413、動的パスワードリクエスタ414、ショートメッセージデタミナ415、お
よび第2の送信機416を含むことができ、
　第2のリーダ413は、メモリ44b内に格納されているローカル電話番号を入手し、ショー
トメッセージデタミナ415によって特定される、動的パスワードを搬送しているショート
メッセージから動的パスワードを入手して、その動的パスワードをアクセスパスワードと
して使用し、入手されたローカル電話番号をアクセスアカウントとして使用すること、お
よび、そのショートメッセージが動的アカウントをさらに搬送している場合には、動的パ
スワードを入手して、その動的パスワードをアクセスパスワードとして使用し、動的アカ
ウントを入手して、その動的アカウントをアクセスアカウントとして使用することを行う
ように構成されており、
　動的パスワードリクエスタ414は、第2のリーダ413からローカル電話番号を入手して、
そのローカル電話番号を搬送する動的パスワード要求を、入力/出力装置43を使用するこ
とによってネットワークサーバへ送信するように構成されており、
　ショートメッセージデタミナ415は、動的パスワードを搬送しているショートメッセー
ジを、入力/出力装置43を使用することによって特定して、そのショートメッセージを第2
のリーダ413へ送信するように構成されており、
　第2の送信機416は、第2のリーダ413からアクセスアカウントおよびアクセスパスワード
を入手して、それらのアクセスアカウントおよびアクセスパスワードをWEB認証要求開始
装置42へ送信するように構成されている。
【００７２】
　具体的には、第1のメモリ44bは、入力/出力装置43を使用することによるユーザの入力
に従って、ローカル電話番号およびSSIDを格納する。次は、1つの例である。ユーザの入
力に従って、SSIDが「ChinaNet」として格納され、ローカル電話番号が「18912345678」
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として格納される。モバイル端末がワイヤレスローカルエリアネットワークにアクセスす
る必要がある場合には、第2のリーダ413が、メモリ44b内に格納されているローカル電話
番号「18912345678」を入手し、次いで動的パスワードリクエスタ414が、第2のリーダ413
からのローカル電話番号「18912345678」を入手し、そのローカル電話番号「18912345678
」を搬送する動的パスワード要求を、入力/出力装置43を使用することによってネットワ
ークサーバへ送信し、ネットワークサーバは、動的パスワードを搬送するショートメッセ
ージを、「18912345678」の番号のモバイル端末へ送信し、動的パスワードを搬送するシ
ョートメッセージは、動的パスワードおよび動的アカウントを搬送することができ、また
は動的パスワードのみを搬送して動的アカウントは搬送しないことも可能である。
【００７３】
　具体的には、ショートメッセージデタミナ415は、動的パスワードを搬送しているショ
ートメッセージを受信するために、送信番号またはテキストコンテンツを照合する方式で
選別を実行することができる。たとえば、ショートメッセージデタミナ415は、送信番号
「10001」を照合する方式で、動的パスワードを搬送しているショートメッセージを選別
し、特定の受信されたショートメッセージの発信番号が「10001」である場合には、ショ
ートメッセージデタミナ415は、そのショートメッセージが、動的パスワードを搬送して
いるショートメッセージであるとみなす。あるいは、ショートメッセージデタミナ415は
、「WLAN」、「パスワード」などに類似したテキストを含むコンテンツを照合する方式で
、動的パスワードを搬送しているショートメッセージを選別し、ショートメッセージデタ
ミナ415は、入力/出力デバイスを使用することによって受信されるショートメッセージを
スキャンし、特定のショートメッセージが、テキストコンテンツ、たとえば「WLAN」、「
Wifi」、「パスワード」などを搬送している場合には、ショートメッセージデタミナ415
は、そのショートメッセージが、動的パスワードを搬送しているショートメッセージであ
るとみなす。動的パスワードを搬送しているショートメッセージをショートメッセージデ
タミナ415から入手した後に、第2のリーダ413は、キーワードを照合する方式で、たとえ
ば「アカウント」、「ユーザ名」、または「パスワード」を照合することによって、その
ショートメッセージから動的アカウントまたは動的パスワードを入手することができる。
例として、次のショートメッセージを使用する。「ユーザ様へ、あなたの仮のWLANアクセ
スアカウントは31919236104、パスワードは807602で、6時間以内は有効です。」このケー
スにおいては、第2のリーダ413は、このショートメッセージをスキャンし、キーワード「
アカウント」および「パスワード」を照合し、動的アカウントを「31919236104」と、お
よび動的パスワードを「807602」と読み取る。ショートメッセージが、「ユーザ様へ、あ
なたの仮のWLANアクセスパスワードは807602で、6時間以内は有効です」であり、第2のリ
ーダ413が、スキャニングおよび照合によって、動的パスワードを「8
07602」と読み取っているが、動的アカウントを読み取ることができない場合には、第2の
リーダ413は、ステップ31において格納されているローカル電話番号「18912345678」を入
手して、そのローカル電話番号「18912345678」をアクセスアカウントとして使用する。
この方法においては、モバイル端末は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを
自動的に入手することができ、それによってユーザは、ネットワークサーバからショート
メッセージを読み取る必要はなく、ショートメッセージ内に含まれている動的パスワード
または動的アカウントを入力するオペレーションを実行する必要もない。
【００７４】
　次いで、第2の送信機416が、第2のリーダ413からアクセスアカウントおよびアクセスパ
スワードを入手し、それらのアクセスアカウントおよびアクセスパスワードをWEB認証要
求開始装置42へ送信し、WEB認証要求開始装置42は、それらのアクセスアカウントおよび
アクセスパスワードを、HTTPなどのデータプロトコルに基づくWEB認証要求内にカプセル
化し、そのWEB認証要求を、入力/出力装置43を使用することによって、認証のためにネッ
トワークサーバへ自動的に送信する。
【００７５】
　この実施形態においては、この実施形態においては、モバイル端末は、動的認証方式で
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ワイヤレスローカルエリアネットワークにアクセスし、次の構造、すなわち、アカウント
/パスワード入手装置41、WEB認証要求開始装置42、入力/出力装置43、およびメモリ44bを
含み、アカウント/パスワード入手装置41は、第2のリーダ413、動的パスワードリクエス
タ414、ショートメッセージデタミナ415、および第2の送信機416をさらに含み、メモリ44
bは、ローカル電話番号を格納し、第2のリーダ413は、メモリ44b内に格納されているロー
カル電話番号を読み取り、動的パスワードリクエスタ414は、第2のリーダ413からローカ
ル電話番号を入手して、そのローカル電話番号を搬送する動的パスワード要求を、入力/
出力装置43を使用することによってネットワークサーバへ送信し、次いでショートメッセ
ージデタミナ415は、動的パスワードを搬送しているショートメッセージを、入力/出力装
置43を使用することによって、ネットワークサーバから受信し、第2のリーダ413は、動的
パスワードを搬送しているショートメッセージからアクセスアカウントおよびアクセスパ
スワードを入手し、第2の送信機416は、動的パスワードを搬送しているショートメッセー
ジからアクセスアカウントおよびアクセスパスワードを入手して、それらのアクセスアカ
ウントおよびアクセスパスワードをWEB認証要求開始装置42へ送信し、WEB認証要求開始装
置42は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードに従って、それらのアクセスアカ
ウントおよびアクセスパスワードを搬送するWEB認証要求を生成し、そのWEB認証要求を、
入力/出力装置43を使用することによってネットワークサーバへ送信し、ネットワークサ
ーバは、認証を実行する。この実施形態を適用することによって、モバイル端末は、ワイ
ヤレスローカルエリアネットワークのWEB認証を自動的に完了するためにローカル電話番
号を格納するだけでよく、それによって、ユーザがネットワークサーバからショートメッ
セージを読み取る必要がなくなり、アカウントおよびパスワードが繰り返し入力される必
要はなく、WEB認証インターフェースがユーザに表示される必要はなく、それによって、
複雑な繰り返しの認証オペレーションが回避され、ユーザ経験が改善される。
【００７６】
実施形態8
　図8を参照すると、本発明の一実施形態が、モバイル端末を提供し、そのモバイル端末
は、静的認証方式または動的認証方式でワイヤレスローカルエリアネットワークにアクセ
スすることができ、次の構造、すなわち、
　アカウント/パスワード入手装置41、WEB認証要求開始装置42、および入力/出力装置43
を含むことができ、
　アカウント/パスワード入手装置41は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワード
を自動的に入手して、それらのアクセスアカウントおよびアクセスパスワードをWEB認証
要求開始装置42へ送信するように構成されており、
　WEB認証要求開始装置42は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを搬送するW
EB認証要求を生成して、そのWEB認証要求を入力/出力装置43へ送信するように構成されて
おり、
　入力/出力装置43は、WEB認証要求をネットワークサーバへ送信するように構成されてい
る。
【００７７】
　任意選択で、モバイル端末は、
　アカウント/パスワード入手装置41および入力/出力装置43に接続されているメモリ44c
であって、アクセスアカウント、アクセスパスワード、またはローカル電話番号を格納す
るように構成されており、それによって、アカウント/パスワード入手装置41が、アクセ
スアカウントおよびアクセスパスワードを自動的に入手することができる、メモリ44cを
さらに含む。
【００７８】
　任意選択で、メモリ44cは、入力/出力デバイス42を使用することによるユーザの入力に
従って、アクセスアカウント、アクセスパスワード、またはローカル電話番号を格納する
ことができる。
【００７９】
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　さらに、アカウント/パスワード入手装置41は、次の構造、すなわち、
　第1のリーダ411、第1の送信機412、第2のリーダ413、動的パスワードリクエスタ414、
ショートメッセージデタミナ415、および第2の送信機416を含むことができる。
【００８０】
　それぞれの構造的コンポーネントの具体的な使用方法については、実施形態6および実
施形態7を参照されたい。ここでは、それらについて繰り返さない。
【００８１】
　この実施形態においては、モバイル端末は、静的認証方式または動的認証方式でワイヤ
レスローカルエリアネットワークにアクセスし、次の構造、すなわち、アカウント/パス
ワード入手装置41、WEB認証要求開始装置42、入力/出力装置43、およびメモリ44cを含み
、アカウント/パスワード入手装置41は、第1のリーダ411、第1の送信機412、第2のリーダ
413、動的パスワードリクエスタ414、ショートメッセージデタミナ415、および第2の送信
機416をさらに含む。本発明のこの実施形態を適用することによって、モバイル端末は、
ワイヤレスローカルエリアネットワークのWEB認証を自動的に完了するために、アクセス
アカウント、アクセスパスワード、またはローカル電話番号を事前に格納するだけでよく
、それによって、アカウントおよびパスワードが繰り返し入力される必要がなくなり、WE
B認証インターフェースがユーザに表示される必要もなく、それによって、複雑な繰り返
しの認証オペレーションが回避され、ユーザ経験が改善される。
【００８２】
　本発明の装置実施形態4、5、6、7、および8におけるアカウント/パスワード入手装置41
およびWEB認証要求開始装置42は、別々のハードウェアモジュールを使用することによっ
てそれぞれ実装されることが可能であり、1つのマイクロプロセッサ内に統合されること
が可能であり、またはメインチップ内に統合された機能モジュールであることが可能であ
るということに留意されたい。メモリ44、メモリa、メモリb、およびメモリcは、専用の
メモリであることが可能であり、大容量を有するメモリ内のストレージスペースの一部で
あることが可能であり、またはセキュリティーデジタル(Security Digital, SD)カードな
ど、コアネットワークマネージメントエンティティーに接続されている外部メモリである
ことが可能である。
【００８３】
　実施形態における端末の装置またはデバイスどうしは、実施形態の説明に従って実施形
態のモバイル端末内に分配されることが可能であり、または実施形態におけるデバイスと
は異なる1つまたは複数のデバイス内に配置されるようにしかるべく変更されることが可
能であるということを当業者なら理解することができる。実施形態における上述の装置ま
たはデバイスどうしは、結合されて1つの装置もしくはデバイスになることが可能であり
、または複数のサブ装置もしくはサブデバイスへとさらに分割されることが可能である。
【００８４】
　上述の実施形態においては、それぞれの実施形態の説明は、別々の強調点を有しており
、ある実施形態において詳述されていない部分に関しては、別の実施形態の関連する説明
を参照されたい。
【００８５】
　添付の図面は、例示的な実施形態の図にすぎず、添付の図面における装置、デバイス、
またはプロセスは、本発明を実施する上で必ずしも必須ではないということを当業者なら
理解することができる。
【００８６】
　本発明は、ソフトウェアと、必要な汎用のハードウェアプラットフォームとによって実
装されることが可能であり、もちろんハードウェアによって実装されることも可能である
ということを当業者なら、実施形態の上述の説明を通じて明確に理解することができる。
しかしながら、ほとんどの状況のもとでは、前者が、好ましい実装方式である。そのよう
な理解に基づいて、本発明の技術的なソリューションは基本的に、または従来技術に寄与
する部分は、ソフトウェアの形態で実装されることが可能である。そのコンピュータソフ
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（登録商標）ディスク、ハードディスク、または光学ディスク内に格納され、本発明の実
施形態において説明されている方法を実行するようコンピュータデバイス(それは、パー
ソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバイスであることが可能である)に
指示するためのいくつかの命令を含む。
【００８７】
　上述の実施形態は、本発明を限定することではなく、本発明の技術的なソリューション
を説明することを意図されているにすぎない。本発明については、上述の実施形態を参照
しながら詳細に説明しているが、当技術分野における標準的な技術者なら、それでもなお
、上述の実施形態において説明されている技術的なソリューションに対する修正形態を作
成すること、またはそれらのいくつかの技術的な特徴に対する均等な代替形態を作成する
ことが可能であり、その一方で、これらの修正形態または代替形態は、対応する技術的な
ソリューションの本質を本発明の実施形態における技術的なソリューションの範囲から逸
脱させるものではないということを、当技術分野における標準的な技術者なら理解するは
ずである。
【符号の説明】
【００８８】
　　41　アカウント/パスワード入手装置
　　42　WEB認証要求開始装置
　　43　入力/出力装置
　　44　メモリ
　　44a　メモリ
　　44b　メモリ
　　44c　メモリ
　　411　第1のリーダ
　　412　第1の送信機
　　413　第2のリーダ
　　414　動的パスワードリクエスタ
　　415　ショートメッセージデタミナ
　　416　第2の送信機
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【手続補正書】
【提出日】平成26年5月9日(2014.5.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　この実施形態においては、モバイル端末は、次の構造、すなわち、アカウント/パスワ
ード入手装置41、WEB認証要求開始装置42、および入力/出力装置43を含み、アカウント/
パスワード入手装置41は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードを自動的に入手
し、WEB認証要求開始装置42は、アクセスアカウントおよびアクセスパスワードに従って
、それらのアクセスアカウントおよびアクセスパスワードを搬送するWEB認証要求を生成
し、そのWEB認証要求を、入力/出力装置43を使用することによってネットワークサーバへ
送信し、ネットワークサーバは、認証を実行する。本発明のこの実施形態を適用すること
によって、モバイル端末は、ワイヤレスローカルエリアネットワークのWEB認証を自動的
に完了することができ、ユーザがアカウントおよびパスワードを入力する必要はなく、WE
B認証インターフェースがユーザに表示される必要もなく、それによって、複雑な繰り返
しの認証オペレーションが回避され、ユーザ経験が改善される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　任意選択で、メモリ44は、入力/出力デバイス43を使用することによるユーザの入力に
従って、アクセスアカウント、アクセスパスワード、またはローカル電話番号を格納する
ことができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　メモリ44aは、入力/出力デバイス43を使用することによるユーザの入力に従って、アク
セスアカウントおよびアクセスパスワードを格納する必要がある。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　この実施形態においては、モバイル端末は、静的認証方式でワイヤレスローカルエリア
ネットワークにアクセスし、次の構造、すなわち、アカウント/パスワード入手装置41、W
EB認証要求開始装置42、入力/出力装置43、およびメモリ44aを含み、アカウント/パスワ
ード入手装置41は、第1のリーダ411および第1の送信機412をさらに含み、メモリ44aは、
アクセスアカウントまたはアクセスパスワードを格納し、第1のリーダ411は、メモリ44a
内に格納されているアクセスアカウントおよびアクセスパスワードを入手して、それらを
第1の送信機412へ送信し、第1の送信機412は、それらのアクセスアカウントおよびアクセ
スパスワードをWEB認証要求開始装置42へ送信し、WEB認証要求開始装置42は、アクセスア
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カウントおよびアクセスパスワードに従って、それらのアクセスアカウントおよびアクセ
スパスワードを搬送するWEB認証要求を生成し(そのWEB認証要求は、HTTPなどのデータプ
ロトコルに基づくデータであることが可能である)、そのWEB認証要求を、入力/出力装置4
3を使用することによってネットワークサーバへ送信し、ネットワークサーバは、認証を
実行する。本発明のこの実施形態を適用することによって、モバイル端末は、ワイヤレス
ローカルエリアネットワークのWEB認証を自動的に完了するためにアクセスアカウントお
よびアクセスパスワードを事前に格納するだけでよく、それによって、アカウントおよび
パスワードが繰り返し入力される必要がなくなり、WEB認証インターフェースがユーザに
表示される必要もなく、それによって、複雑な繰り返しの認証オペレーションが回避され
、ユーザ経験が改善される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　任意選択で、メモリ44bは、入力/出力デバイス43を使用することによるユーザの入力に
従って、ローカル電話番号を格納することができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
　この実施形態においては、モバイル端末は、動的認証方式でワイヤレスローカルエリア
ネットワークにアクセスし、次の構造、すなわち、アカウント/パスワード入手装置41、W
EB認証要求開始装置42、入力/出力装置43、およびメモリ44bを含み、アカウント/パスワ
ード入手装置41は、第2のリーダ413、動的パスワードリクエスタ414、ショートメッセー
ジデタミナ415、および第2の送信機416をさらに含み、メモリ44bは、ローカル電話番号を
格納し、第2のリーダ413は、メモリ44b内に格納されているローカル電話番号を読み取り
、動的パスワードリクエスタ414は、第2のリーダ413からローカル電話番号を入手して、
そのローカル電話番号を搬送する動的パスワード要求を、入力/出力装置43を使用するこ
とによってネットワークサーバへ送信し、次いでショートメッセージデタミナ415は、動
的パスワードを搬送しているショートメッセージを、入力/出力装置43を使用することに
よって、ネットワークサーバから受信し、第2のリーダ413は、動的パスワードを搬送して
いるショートメッセージからアクセスアカウントおよびアクセスパスワードを入手し、第
2の送信機416は、動的パスワードを搬送しているショートメッセージからアクセスアカウ
ントおよびアクセスパスワードを入手して、それらのアクセスアカウントおよびアクセス
パスワードをWEB認証要求開始装置42へ送信し、WEB認証要求開始装置42は、アクセスアカ
ウントおよびアクセスパスワードに従って、それらのアクセスアカウントおよびアクセス
パスワードを搬送するWEB認証要求を生成し、そのWEB認証要求を、入力/出力装置43を使
用することによってネットワークサーバへ送信し、ネットワークサーバは、認証を実行す
る。この実施形態を適用することによって、モバイル端末は、ワイヤレスローカルエリア
ネットワークのWEB認証を自動的に完了するためにローカル電話番号を格納するだけでよ
く、それによって、ユーザがネットワークサーバからショートメッセージを読み取る必要
がなくなり、アカウントおよびパスワードが繰り返し入力される必要はなく、WEB認証イ
ンターフェースがユーザに表示される必要はなく、それによって、複雑な繰り返しの認証
オペレーションが回避され、ユーザ経験が改善される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　任意選択で、メモリ44cは、入力/出力デバイス43を使用することによるユーザの入力に
従って、アクセスアカウント、アクセスパスワード、またはローカル電話番号を格納する
ことができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　本発明の装置実施形態4、5、6、7、および8におけるアカウント/パスワード入手装置41
およびWEB認証要求開始装置42は、別々のハードウェアモジュールを使用することによっ
てそれぞれ実装されることが可能であり、1つのマイクロプロセッサ内に統合されること
が可能であり、またはメインチップ内に統合された機能モジュールであることが可能であ
るということに留意されたい。メモリ44、メモリ44a、メモリ44b、およびメモリ44cは、
専用のメモリであることが可能であり、大容量を有するメモリ内のストレージスペースの
一部であることが可能であり、またはセキュリティーデジタル(Security Digital, SD)カ
ードなど、コアネットワークマネージメントエンティティーに接続されている外部メモリ
であることが可能である。
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