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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末が所定の無線アクセスポイントを検索するステップと、
　前記端末が前記所定の無線アクセスポイントを検出すると、端末の端末識別子と端末Ｍ
ＡＣアドレスとが含まれている端末情報を読み取るステップと、
　前記端末が前記端末情報を前記所定の無線アクセスポイントに送信するステップとを含
み、
　前記所定の無線アクセスポイントによって、前記端末情報がネットワーク提供サーバに
送信され、前記ネットワーク提供サーバによって、前記端末識別子が保存された後、前記
所定の無線アクセスポイントによって、前記端末ＭＡＣアドレスが前記所定の無線アクセ
スポイントにおけるネットワーキング許可リストに追加され、
　前記ネットワーキング許可リストにおける前記端末ＭＡＣアドレスは、前記所定の無線
アクセスポイントが前記端末のネットワークアクセス行為を許可するように指示するため
のものであり、前記端末識別子は、前記端末のネットワークアクセス行為に対する前記ネ
ットワーク提供サーバの追跡に追跡身分を提供するためのものであり、
　前記端末が前記端末の端末情報を読み取るステップは、
　前記端末に記録された端末ＭＡＣアドレスを読み取るステップと、
　前記端末に記録された端末識別子を読み取るか、または、前記端末に登録されたユーザ
アカウントを読み取り、前記ユーザアカウントに対応する端末識別子を取得するステップ
と、
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　前記端末ＭＡＣアドレスと前記端末識別子を前記端末情報として特定するステップとを
含み、
　前記ユーザアカウントに対応する端末識別子を取得するステップは、
　アカウントサーバに対する前記ユーザアカウントが含まれているアクセス要求を前記所
定の無線アクセスポイントに送信するステップと、
　前記アカウントサーバから送信されたものであって、前記アカウントサーバにより探さ
れ前記ユーザアカウントに対応する前記端末識別子を受信するステップとを含み、
　前記所定の無線アクセスポイントによって、アクセス許可リストに前記アカウントサー
バが存在すると特定されると、前記アクセス要求が前記アカウントサーバに送信され、
　前記アクセス許可リストには、前記端末がネットワークに接続されていないときにアク
セスを許可する各サーバの名称が含まれていることを特徴とする端末のネットワーク接続
方法。
【請求項２】
　前記端末が前記所定の無線アクセスポイントを検索するステップは、
　無線アクセスポイントからブロードキャストされたアクセスポイントＭＡＣアドレスを
受信するステップと、
　前記アクセスポイントＭＡＣアドレスが予め設定されたアドレスセグメントに存在する
か否かを検出するステップと、
　前記アクセスポイントＭＡＣアドレスが前記予め設定されたアドレスセグメントに存在
すると検出されると、前記無線アクセスポイントを前記所定の無線アクセスポイントとし
て特定するステップとを含むことを特徴とする請求項１に記載の端末のネットワーク接続
方法。
【請求項３】
　前記端末が前記所定の無線アクセスポイントを検索するステップは、
　無線アクセスポイントからブロードキャストされたＳＳＩＤ名称を受信するステップと
、
　前記ＳＳＩＤ名称が予め設定された条件を満たしているか否かを検出するステップと、
　前記ＳＳＩＤ名称が前記予め設定された条件を満たすと検出されると、前記無線アクセ
スポイントを前記所定の無線アクセスポイントとして特定するステップとを含み、
　前記予め設定された条件は、前記ＳＳＩＤ名称が予め設定された名称集合に属すること
、前記ＳＳＩＤ名称の命名ルールが予め設定されたルールを満たすことのうちの少なくと
も一つの条件を含むことを特徴とする請求項１に記載の端末のネットワーク接続方法。
【請求項４】
　所定の無線アクセスポイントを検索するためのアクセスポイント検索モジュールと、
　前記アクセスポイント検索モジュールによって前記所定の無線アクセスポイントが検出
されると、端末の端末識別子と端末ＭＡＣアドレスとが含まれている端末情報を読み取る
ための情報読み取りモジュールと、
　前記情報読み取りモジュールによって取得された前記端末情報を前記所定の無線アクセ
スポイントに送信するための情報送信モジュールとを含み、
　前記所定の無線アクセスポイントによって、前記端末情報がネットワーク提供サーバに
送信され、前記ネットワーク提供サーバによって、前記端末識別子が保存された後、前記
所定の無線アクセスポイントによって、前記端末ＭＡＣアドレスが前記所定の無線アクセ
スポイントにおけるネットワーキング許可リストに追加され、
　前記ネットワーキング許可リストにおける前記端末ＭＡＣアドレスは、前記所定の無線
アクセスポイントが前記端末のネットワークアクセス行為を許可するように指示するため
のものであり、前記端末識別子は、前記端末のネットワークアクセス行為に対する前記ネ
ットワーク提供サーバの追跡に追跡身分を提供するためのものであり、
　前記情報読み取りモジュールは、
　前記端末に記録された端末ＭＡＣアドレスを読み取るための第１の読み取りユニットと
、
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　前記端末に記録された端末識別子を読み取るか、または、前記端末に登録されたユーザ
アカウントを読み取り、前記ユーザアカウントに対応する端末識別子を取得するための第
２の読み取りユニットと、
　前記第１の読み取りユニットにより読み取られた前記端末ＭＡＣアドレスと、前記第２
の読み取りユニットにより読み取られた前記端末識別子を前記端末情報として特定するた
めの情報特定ユニットとを含み、
　前記第２の読み取りユニットは、
　アカウントサーバに対する前記ユーザアカウントが含まれているアクセス要求を前記所
定の無線アクセスポイントに送信するための要求送信サブユニットと、
　前記アカウントサーバから送信されたものであって、前記アカウントサーバにより探さ
れ前記ユーザアカウントに対応する前記端末識別子を受信するための識別子受信サブユニ
ットとを含み、
　前記所定の無線アクセスポイントによって、アクセス許可リストに前記アカウントサー
バが存在すると特定されると、前記アクセス要求が前記アカウントサーバに送信され、
　前記アクセス許可リストには、前記端末がネットワークに接続されていないときにアク
セスを許可する各サーバの名称が含まれていることを特徴とするネットワーク接続可能な
端末。
【請求項５】
　前記アクセスポイント検索モジュールは、
　無線アクセスポイントからブロードキャストされたアクセスポイントＭＡＣアドレスを
受信するための第１の受信ユニットと、
　前記第１の受信ユニットによって受信された前記アクセスポイントＭＡＣアドレスが予
め設定されたアドレスセグメントに存在するか否かを検出するための第１の検出ユニット
と、
　前記第１の検出ユニットにより前記アクセスポイントＭＡＣアドレスが前記予め設定さ
れたアドレスセグメントに存在すると検出されると、前記無線アクセスポイントを前記所
定の無線アクセスポイントとして特定するための第１の特定ユニットとを含むことを特徴
とする請求項４に記載のネットワーク接続可能な端末。
【請求項６】
　前記アクセスポイント検索モジュールは、
　無線アクセスポイントからブロードキャストされたＳＳＩＤ名称を受信するための第２
の受信ユニットと、
　前記第２の受信ユニットによって受信された前記ＳＳＩＤ名称が予め設定された条件を
満たしているか否かを検出するための第２の検出ユニットと、
　前記第２の検出ユニットにより前記ＳＳＩＤ名称が前記予め設定された条件を満たすと
検出されると、前記無線アクセスポイントを前記所定の無線アクセスポイントとして特定
するための第２の特定ユニットとを含み、
　前記予め設定された条件は、前記ＳＳＩＤ名称が予め設定された名称集合に属すること
、前記ＳＳＩＤ名称の命名ルールが予め設定されたルールを満たすことのうちの少なくと
も一つの条件を含むことを特徴とする請求項４に記載のネットワーク接続可能な端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、出願番号がＣＮ２０１４１０３４１３６４．６であって、出願日が２０１４年
７月１７日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての内
容を本願に援用する。
【０００２】
　本発明は、ネットワーク技術分野に関し、特に、ネットワーク接続方法、装置、プログ
ラム、及び記録媒体に関する。
【背景技術】
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【０００３】
　現在、多くのお店がユーザにＷｉＦｉ（Ｗｉｄｅｌｙ Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）ネットワー
クサービスを無料で提供している。ユーザがお店に入ると、端末は、ＷｉＦｉネットワー
クの無線アクセスポイントを検索し、当該無線アクセスポイントを介して前記ＷｉＦｉネ
ットワークにアクセスする。
【０００４】
　関連技術におけるネットワーク接続方法では、端末がＷｉＦｉネットワークの無線アク
セスポイントを検索すると、無線アクセスポイントを介してネットワーク提供サーバにＨ
ＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ ｔｒａｎｓｆｅｒ ｐｒｏｔｏｃｏｌ,ハイパーテキスト転
送プロトコル）要求を送信し、無線アクセスポイントを介してネットワーク提供サーバか
ら送信される身分認証画面を受信し、携帯電話番号を身分認証画面に入力してネットワー
ク提供サーバに送信することによって認証番号を受信し、認証番号を身分認証画面に入力
して、ネットワーク提供サーバに送信する。ネットワーク提供サーバは、認証情報と認証
番号が同じであることを検証すると、端末から送信されたＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ Ａｃｃｅ
ｓｓ Ｃｏｎｔｒｏｌ,メディアアクセス制御）アドレスを無線アクセスポイントにおける
ネットワーキング許可リストに追加する。端末がＷｉＦｉネットワークに再度アクセスす
る際、無線アクセスポイントは、ネットワーキング許可リストに基づいて、端末のネット
ワークアクセス行為を許可し、携帯電話番号によって端末のネットワークアクセス行為を
追跡する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　発明者は、本発明を実現する過程で、関連技術に少なくとも下記の欠点が存在すること
が分かった。端末は、ＷｉＦｉネットワークにアクセスするとき、携帯電話番号を入力す
る必要があり、さらに、受信した認証番号に基づいて認証情報を入力する必要があるため
、端末がＷｉＦｉネットワークにアクセスするプロセスが複雑であり、ネットワーク接続
の効率が低下する。
【０００６】
　本発明は、端末が携帯電話番号と認証情報を入力してネットワークに接続することによ
りもたらされるネットワーク接続の効率が低い問題を解決するために、ネットワーク接続
方法、装置、プログラム、及び記録媒体を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施例の第１の局面によるとネットワーク接続方法を提供し、当該ネットワー
ク接続方法は、
　所定の無線アクセスポイントを検索するステップと、
　前記所定の無線アクセスポイントが検出されると、端末の端末識別子と端末ＭＡＣアド
レスとが含まれている端末情報を読み取るステップと、
　前記端末情報を前記所定の無線アクセスポイントに送信して、前記所定の無線アクセス
ポイントによって、前記端末情報をネットワーク提供サーバに送信し、前記ネットワーク
提供サーバが前記端末識別子を保存した後、前記端末ＭＡＣアドレスを前記所定の無線ア
クセスポイントにおけるネットワーキング許可リストに追加するようにするステップとを
含み、
　前記ネットワーキング許可リストにおける前記端末ＭＡＣアドレスは、前記所定の無線
アクセスポイントが前記端末のネットワークアクセス行為を許可するように指示するため
のものであり、前記端末識別子は、前記端末のネットワークアクセス行為に対する前記ネ
ットワーク提供サーバの追跡に追跡身分を提供するためのものである。
【０００８】
　前記端末の端末情報を読み取るステップは、
　前記端末に記録された端末ＭＡＣアドレスを読み取るステップと、
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　前記端末に記録された端末識別子を読み取るか、または、前記端末に登録されたユーザ
アカウントを読み取り、前記ユーザアカウントに対応する端末識別子を取得するステップ
と、
　前記端末ＭＡＣアドレスと前記端末識別子を前記端末情報として特定するステップとを
含んでもよい。
【０００９】
　前記ユーザアカウントに対応する端末識別子を取得するステップは、
　アカウントサーバに対する前記ユーザアカウントが含まれているアクセス要求を前記所
定の無線アクセスポイントに送信して、前記所定の無線アクセスポイントによってアクセ
ス許可リストに前記アカウントサーバが存在すると特定されると、前記アクセス要求を前
記アカウントサーバに送信するようにするステップと、
　前記アカウントサーバから送信されたものであって、前記アカウントサーバにより探さ
れ前記ユーザアカウントに対応する前記端末識別子を受信するステップとを含んでもよく
、
　前記アクセス許可リストには、前記端末がネットワークに接続されていないときにアク
セスを許可する各サーバの名称が含まれている。
【００１０】
　前記所定の無線アクセスポイントを検索するステップは、
　無線アクセスポイントからブロードキャストされたアクセスポイントＭＡＣアドレスを
受信するステップと、
　前記アクセスポイントＭＡＣアドレスが予め設定されたアドレスセグメントに存在する
か否かを検出するステップと、
　前記アクセスポイントＭＡＣアドレスが前記予め設定されたアドレスセグメントに存在
すると検出されると、前記無線アクセスポイントを前記所定の無線アクセスポイントとし
て特定するステップとを含んでもよい。
【００１１】
　前記所定の無線アクセスポイントを検索するステップは、
　無線アクセスポイントからブロードキャストされたＳＳＩＤ名称を受信するステップと
、
　前記ＳＳＩＤ名称が予め設定された条件を満たしているか否かを検出するステップと、
　前記ＳＳＩＤ名称が前記予め設定された条件を満たすと検出されると、前記無線アクセ
スポイントを前記所定の無線アクセスポイントとして特定するステップとを含んでもよく
、
　前記予め設定された条件は、前記ＳＳＩＤ名称が予め設定された名称集合に属すること
、前記ＳＳＩＤ名称の命名ルールが予め設定されたルールを満たすことのうちの少なくと
も一つの条件を含む。
【００１２】
　本発明の実施例の第２の局面によるとネットワーク接続装置を提供し、当該ネットワー
ク接続装置は、
　所定の無線アクセスポイントを検索するためのアクセスポイント検索モジュールと、
　前記アクセスポイント検索モジュールによって前記所定の無線アクセスポイントが検出
されると、端末の端末識別子と端末ＭＡＣアドレスとが含まれている端末情報を読み取る
ための情報読み取りモジュールと、
　前記情報読み取りモジュールによって取得された前記端末情報を前記所定の無線アクセ
スポイントに送信して、前記所定の無線アクセスポイントによって、前記端末情報をネッ
トワーク提供サーバに送信し、前記ネットワーク提供サーバが前記端末識別子を保存した
後、前記端末ＭＡＣアドレスを前記所定の無線アクセスポイントにおけるネットワーキン
グ許可リストに追加するようにするための情報送信モジュールとを含み、
　前記ネットワーキング許可リストにおける前記端末ＭＡＣアドレスは、前記所定の無線
アクセスポイントが前記端末のネットワークアクセス行為を許可するように指示するため
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のものであり、前記端末識別子は、前記端末のネットワークアクセス行為に対する前記ネ
ットワーク提供サーバの追跡に追跡身分を提供するためのものである。
【００１３】
　前記情報読み取りモジュールは、
　前記端末に記録された端末ＭＡＣアドレスを読み取るための第１の読み取りユニットと
、
　前記端末に記録された端末識別子を読み取るか、または、前記端末に登録されたユーザ
アカウントを読み取り、前記ユーザアカウントに対応する端末識別子を取得するための第
２の読み取りユニットと、
　前記第１の読み取りユニットにより読み取られた前記端末ＭＡＣアドレスと、前記第２
の読み取りユニットにより読み取られた前記端末識別子を前記端末情報として特定するた
めの情報特定ユニットとを含んでもよい。
【００１４】
　前記第２の読み取りユニットは、
　アカウントサーバに対する前記ユーザアカウントが含まれているアクセス要求を前記所
定の無線アクセスポイントに送信して、前記所定の無線アクセスポイントによってアクセ
ス許可リストに前記アカウントサーバが存在すると特定されると、前記アクセス要求を前
記アカウントサーバに送信するようにするための要求送信サブユニットと、
　前記アカウントサーバから送信されたものであって、前記アカウントサーバにより探さ
れ前記ユーザアカウントに対応する前記端末識別子を受信するための識別子受信サブユニ
ットとを含んでもよく、
　前記アクセス許可リストには、前記端末がネットワークに接続されていないときにアク
セスを許可する各サーバの名称が含まれている。
【００１５】
　前記アクセスポイント検索モジュールは、
　無線アクセスポイントからブロードキャストされたアクセスポイントＭＡＣアドレスを
受信するための第１の受信ユニットと、
　前記第１の受信ユニットによって受信された前記アクセスポイントＭＡＣアドレスが予
め設定されたアドレスセグメントに存在するか否かを検出するための第１の検出ユニット
と、
　前記第１の検出ユニットにより前記アクセスポイントＭＡＣアドレスが前記予め設定さ
れたアドレスセグメントに存在すると検出されると、前記無線アクセスポイントを前記所
定の無線アクセスポイントとして特定するための第１の特定ユニットとを含んでもよい。
【００１６】
　前記アクセスポイント検索モジュールは、
　無線アクセスポイントからブロードキャストされたＳＳＩＤ名称を受信するための第２
の受信ユニットと、
　前記第２の受信ユニットによって受信された前記ＳＳＩＤ名称が予め設定された条件を
満たしているか否かを検出するための第２の検出ユニットと、
　前記第２の検出ユニットにより前記ＳＳＩＤ名称が前記予め設定された条件を満たすと
検出されると、前記無線アクセスポイントを前記所定の無線アクセスポイントとして特定
するための第２の特定ユニットとを含んでもよく、
　前記予め設定された条件は、前記ＳＳＩＤ名称が予め設定された名称集合に属すること
、前記ＳＳＩＤ名称の命名ルールが予め設定されたルールを満たすことのうちの少なくと
も一つの条件を含む。
【００１７】
　本発明の実施例の第３の局面によるとネットワーク接続装置を提供し、当該ネットワー
ク接続装置は、
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって実行可能な命令を記憶するためのメモリとを含み、
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　前記プロセッサは、
　所定の無線アクセスポイントを検索し、
　前記所定の無線アクセスポイントが検出されると、端末の端末識別子と端末ＭＡＣアド
レスとが含まれている端末情報を読み取り、
　前記端末情報を前記所定の無線アクセスポイントに送信して、前記所定の無線アクセス
ポイントによって、前記端末情報をネットワーク提供サーバに送信し、前記ネットワーク
提供サーバが前記端末識別子を保存した後、前記端末ＭＡＣアドレスを前記所定の無線ア
クセスポイントにおけるネットワーキング許可リストに追加するようにし、
　前記ネットワーキング許可リストにおける前記端末ＭＡＣアドレスは、前記所定の無線
アクセスポイントが前記端末のネットワークアクセス行為を許可するように指示するため
のものであり、前記端末識別子は、前記端末のネットワークアクセス行為に対する前記ネ
ットワーク提供サーバの追跡に追跡身分を提供するためのものである。
　本発明の実施例の第４の局面によるとプログラムを提供し、当該プログラムは、プロセ
ッサに実行されることにより、上記ネットワーク接続方法を実現する。
　本発明の実施例の第５の局面によると記録媒体を提供し、当該記録媒体には、上記プロ
グラムが記録されている。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の実施例に係る技術案は、以下の有益な効果を有する。
　所定の無線アクセスポイントを検索し、所定の無線アクセスポイントが検出されると、
端末の端末識別子と端末ＭＡＣアドレスとが含まれている端末情報を読み取り、端末情報
を所定の無線アクセスポイントに送信して、所定の無線アクセスポイントによって端末情
報をネットワーク提供サーバに送信し、ネットワーク提供サーバが端末識別子を保存した
後、端末ＭＡＣアドレスを所定の無線アクセスポイントにおけるネットワーキング許可リ
ストに追加するようにすることで、端末のネットワーク接続を完成する。ネットワーキン
グ許可リストにおける端末ＭＡＣアドレスは、所定の無線アクセスポイントが端末のネッ
トワークアクセス行為を許可するように指示するためのものであり、端末識別子は、端末
のネットワークアクセス行為に対するネットワーク提供サーバの追跡に追跡身分を提供す
るためのものである。したがって、所定の無線アクセスポイントが検索されると、ユーザ
の入力により端末情報を取得する必要がなく、自動的に端末情報を読み取り、読み取った
端末情報をネットワーク提供サーバに送信して、端末情報によってユーザの追跡身分を識
別するようにし、ネットワーク提供サーバが追跡身分によって端末のネットワーク接続を
許可するようにすることで、端末に携帯電話番号と認証情報を入力してネットワークに接
続することによるネットワーク接続の効率が低い問題を解決し、ネットワーク接続効率を
向上させる効果を達成する。
　以上の一般的な記述と、以下の詳細の記述は、ただ例示的なものであって、本発明を限
定するものではないことを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　ここの図面は、明細書に組み入れて本明細書の一部を構成し、本発明に該当する実施例
を例示するとともに、明細書とともに本発明の原理を解釈するために用いられる。
【図１】一つの例示的な実施例に係るネットワーク接続方法のフローチャートである。
【図２】別の例示的な実施例に係るネットワーク接続方法のフローチャートである。
【図３】一つの例示的な実施例に係るネットワーク接続装置のブロック図である。
【図４】一つの例示的な実施例に係るネットワーク接続装置のブロック図である。
【図５】一つの例示的な実施例に係るネットワーク接続用の装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　ここで、図面に示される例示的な実施例について詳細に説明する。以下、図面に関連し
て説明する際に、特別な説明がない限り、異なる図面での同一符号は、同一または類似な
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要素を示す。以下の例示的な実施例で記載する実施形態は、本発明に一致する全ての実施
形態を代表するわけではない。かえって、それらは、添付される特許請求の範囲で詳細に
記載される本発明の一部の態様に一致する装置、及び方法の例に過ぎない。
【００２１】
　図１は、一つの例示的な実施例に係るネットワーク接続方法のフローチャートであり、
当該ネットワーク接続方法は、端末に適用される。図１に示すように、当該ネットワーク
接続方法は、以下のステップを含む。
【００２２】
　ステップ１０１において、所定の無線アクセスポイントを検索する。
　所定の無線アクセスポイントは、予め設定された無線アクセスポイントであり、端末の
無線ネットワーク接続にサービスを提供する。
【００２３】
　ステップ１０２において、所定の無線アクセスポイントが検出されると、端末の端末情
報を読み取る。当該端末情報には、端末の端末識別子と端末ＭＡＣアドレスが含まれてい
る。
　端末情報は、端末識別子と端末ＭＡＣアドレスを含む。ここで、端末識別子は、端末を
使用するユーザの身分を識別するための情報である。すなわち、追跡可能な追跡身分を提
供し、これは、追跡身分を提供できない端末にネットワークサービスを提供することを禁
止する法律の規定を満たす。端末ＭＡＣアドレスは、無線アクセスポイントによって認識
されて、端末のネットワークアクセス行為を許可するか否かを決定するための情報である
。
【００２４】
　所定の無線アクセスポイントが検出されると、端末は、ユーザが手動で端末情報を入力
する必要がなく、端末情報を自動的に読み取る。したがって、操作の煩わしさを軽減する
だけでなく、情報の取得効率も向上させることができる。
【００２５】
　ステップ１０３において、端末情報を所定の無線アクセスポイントに送信して、所定の
無線アクセスポイントによって端末情報をネットワーク提供サーバに送信し、ネットワー
ク提供サーバが端末識別子を保存した後、端末ＭＡＣアドレスを所定の無線アクセスポイ
ントにおけるネットワーキング許可リストに追加するようにすることで、端末のネットワ
ーク接続を完成する。ネットワーキング許可リストにおける端末ＭＡＣアドレスは、所定
の無線アクセスポイントが端末のネットワークアクセス行為を許可するように指示するた
めのものであり、端末識別子は、端末のネットワークアクセス行為に対するネットワーク
提供サーバの追跡に追跡身分を提供するためのものである。
【００２６】
　ネットワーク提供サーバは、所定の無線アクセスポイントに対応するサーバであり、端
末に無線ネットワークサービスを提供する。
　ネットワーキング許可リストには、各端末の端末ＭＡＣアドレスが含まれており、無線
アクセスポイントは、ネットワーキング許可リストにおける各端末ＭＡＣアドレスが指示
する端末のネットワークアクセス行為を許可する。ネットワーキング許可リストは、ネッ
トワーク提供サーバから所定の無線アクセスポイントに提供されるものである。
【００２７】
　端末は、端末情報を所定の無線アクセスポイントを送信して、所定の無線アクセスポイ
ントによって端末情報を対応するネットワーク提供サーバに送信し、ネットワーク提供サ
ーバが端末情報に含まれている端末識別子を保存した後、端末ＭＡＣアドレスをネットワ
ーキング許可リストに追加するようにすることで、端末の無線ネットワークアクセス過程
を完成する。
【００２８】
　所定の無線アクセスポイントが検出されると、端末は、ユーザが携帯電話番号と認証情
報を入力する必要がなく、端末情報を自動的に取得して無線ネットワークにアクセスする
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ため、情報の取得効率を向上させることによりネットワーク接続の効率を向上させること
ができる。
【００２９】
　まとめると、本発明に係るネットワーク接続方法によると、所定の無線アクセスポイン
トを検索し、所定の無線アクセスポイントが検出されると、端末の端末識別子と端末ＭＡ
Ｃアドレスとが含まれている端末情報を読み取り、端末情報を所定の無線アクセスポイン
トに送信して、所定の無線アクセスポイントによって端末情報をネットワーク提供サーバ
に送信し、ネットワーク提供サーバが端末識別子を保存した後、端末ＭＡＣアドレスを所
定の無線アクセスポイントにおけるネットワーキング許可リストに追加するようにするこ
とで、端末のネットワーク接続を完成する。ネットワーキング許可リストにおける端末Ｍ
ＡＣアドレスは、所定の無線アクセスポイントが端末のネットワークアクセス行為を許可
するように指示するためのものであり、端末識別子は、端末のネットワークアクセス行為
に対するネットワーク提供サーバの追跡に追跡身分を提供するためのものである。したが
って、所定の無線アクセスポイントが検索されると、ユーザの入力により端末情報を取得
する必要がなく、自動的に端末情報を読み取り、読み取った端末情報をネットワーク提供
サーバに送信して、端末情報によってユーザの追跡身分を識別するようにし、ネットワー
ク提供サーバが追跡身分によって端末のネットワーク接続を許可するようにすることで、
端末に携帯電話番号と認証情報を入力してネットワークに接続することによるネットワー
ク接続の効率が低い問題を解決し、ネットワーク接続効率を向上させる効果を達成する。
【００３０】
　図２は、別の例示的な実施例に係るネットワーク接続方法のフローチャートであり、当
該ネットワーク接続方法は、端末に適用される。図２に示すように、上記ネットワーク接
続方法は、以下のステップを含む。
【００３１】
　ステップ２０１において、所定の無線アクセスポイントを検索する。
　所定の無線アクセスポイントは、予め設定された無線アクセスポイントであり、端末の
無線ネットワーク接続にサービスを提供する。ここで、本実施例の所定の無線アクセスポ
イントは、例えば、無線アクセスポイントを製造するメーカーなどの第三者から提供可能
である。
【００３２】
　無線アクセスポイントが定期的に外部にアクセスポイントの情報をブロードキャストす
るため、端末は、周囲の多くの無線アクセスポイントを検索することができ、検出された
無線アクセスポイントから所定の無線アクセスポイントを選別する必要がある。端末が所
定の無線アクセスポイントを選別する方法はいくつかの方法があり、本実施例は、以下の
二つの選別方法を例として説明する。
【００３３】
　第１に、所定の無線アクセスポイントを検索するステップは、以下のステップを含む。
　１）無線アクセスポイントからブロードキャストされたアクセスポイントＭＡＣアドレ
スを受信する。
　２）アクセスポイントＭＡＣアドレスが予め設定されたアドレスセグメントに存在する
か否かを検出する。
　３）アクセスポイントＭＡＣアドレスが予め設定されたアドレスセグメントに存在する
と検出されると、無線アクセスポイントを所定の無線アクセスポイントとして特定する。
【００３４】
　各無線アクセスポイントは、いずれも一つの唯一のアクセスポイントＭＡＣアドレスを
有し、一般的な無線アクセスポイントと区別するために、所定の無線アクセスポイントの
アクセスポイントＭＡＣアドレスを一つの予め設定されたアドレスセグメントに設定する
ことができる。すると、端末は、上記予め設定されたアドレスセグメントを取得し、上記
予め設定されたアドレスセグメントに基づいて、無線アクセスポイントから所定の無線ア
クセスポイントを選別することができる。
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【００３５】
　所定の無線アクセスポイントを選別する際、端末は、一つの無線アクセスポイントから
ブロードキャストされたアクセスポイントの情報を取得し、アクセスポイントの情報から
当該無線アクセスポイントのアクセスポイントＭＡＣアドレスを読み取って、当該アクセ
スポイントＭＡＣアドレスが予め設定されたアドレスセグメントに存在するか否かを検出
する。当該アクセスポイントＭＡＣアドレスが予め設定されたアドレスセグメントに存在
すると検出されると、当該無線アクセスポイントを所定の無線アクセスポイントとして特
定し、選別プロセスを完了する。上記アクセスポイントＭＡＣアドレスが予め設定された
アドレスセグメントに存在しないと検出されると、上記無線アクセスポイントが所定の無
線アクセスポイントではないと特定し、所定の無線アクセスポイントを選別して選別過程
を完了するまで、引き続き次の無線アクセスポイントからブロードキャストされたアクセ
スポイントの情報を取得する。
【００３６】
　補足説明が必要なことは、無線アクセスポイントのアクセスポイントＭＡＣアドレスが
唯一のものであるので、アクセスポイントＭＡＣアドレスによって所定の無線アクセスポ
イントを選別することは精度が高い。
【００３７】
　第２に、所定の無線アクセスポイントを検索するステップは、以下のステップを含む。
　１）無線アクセスポイントからブロードキャストされたＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｓ
ｅｔ Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ,サービスセット識別子）名称を受信する。
　２）ＳＳＩＤ名称が予め設定された条件を満たしているか否かを検出する。当該予め設
定された条件には、ＳＳＩＤ名称が予め設定された名称集合に属すること、ＳＳＩＤ名称
の命名ルールが予め設定されたルールを満たすことのうちの少なくとも一つの条件を含む
。
　３）ＳＳＩＤ名称が予め設定された条件を満たすと、無線アクセスポイントを所定の無
線アクセスポイントとして特定する。
【００３８】
　各無線アクセスポイントは、いずれも一つのＳＳＩＤ名称を有するので、所定の無線ア
クセスポイントのＳＳＩＤ名称を設定して、一般的な無線アクセスポイントと区別するこ
とができる。本実施例では、所定の無線アクセスポイントのＳＳＩＤ名称を設定する方法
を２種類提供する。第１の設定方法は、所定の無線アクセスポイントのＳＳＩＤ名称を任
意に設定し、当該ＳＳＩＤ名称を予め設定された名称集合に追加する方法である。当該予
め設定された名称集合には、所定の無線アクセスポイントのＳＳＩＤ名称が格納されてい
る。第２の設定方法は、予め設定されたルールによって、所定の無線アクセスポイントの
ＳＳＩＤ名称を命名し、ＳＳＩＤ名称によって一般的な無線アクセスポイントと区別する
方法である。
【００３９】
　ａ．第１の設定方法で所定の無線アクセスポイントのＳＳＩＤ名称を設定すると、端末
は、予め設定された名称集合を予め取得する必要があり、当該予め設定された名称集合に
基づいて、無線アクセスポイントから所定の無線アクセスポイントを選別する。
【００４０】
　端末は、所定の無線アクセスポイントを選別する際、一つの無線アクセスポイントから
ブロードキャストされたアクセスポイントの情報を取得し、アクセスポイントの情報から
当該無線アクセスポイントのＳＳＩＤ名称を読み取り、当該ＳＳＩＤ名称が予め設定され
た名称集合に属しているか否かを検出する。当該ＳＳＩＤ名称が予め設定された名称集合
に属していると検出されると、当該無線アクセスポイントを所定の無線アクセスポイント
として特定し、選別過程を完了する。当該ＳＳＩＤ名称が予め設定された名称集合に属し
ていないと検出されると、当該無線アクセスポイントが所定の無線アクセスポイントでは
ないと特定し、所定の無線アクセスポイントを選別して選別過程を完了するまで、引き続
き次の無線アクセスポイントからブロードキャストされたアクセスポイントの情報を取得
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する。
【００４１】
　例えば、端末によって検出された無線アクセスポイントのＳＳＩＤ名称が「都市ガーデ
ン」であり、予め設定された名称集合に「都市ガーデン」、「大城小巷」、及び「点点」
が含まれている場合、端末は、予め設定された名称集合に当該無線アクセスポイントのＳ
ＳＩＤ名称が含まれていると検出し、当該無線アクセスポイントを所定の無線アクセスポ
イントとして特定する。
　端末は、所定の時間間隔で予め設定された名称集合を取得し、端末に保存されている予
め設定された名称集合を更新して、所定の無線アクセスポイントを特定する精度を向上さ
せてもよい。
【００４２】
　ｂ．第２の設定方法で所定の無線アクセスポイントのＳＳＩＤ名称を設定すると、端末
は、予め設定されたルールを予め取得する必要があり、当該予め設定されたルールに基づ
いて、無線アクセスポイントから所定の無線アクセスポイントを選別する。
【００４３】
　端末は、所定の無線アクセスポイントを選別する際、一つの無線アクセスポイントから
ブロードキャストされたアクセスポイントの情報を取得し、アクセスポイントの情報から
当該無線アクセスポイントのＳＳＩＤ名称を読み取り、当該ＳＳＩＤ名称が予め設定され
たルールを満たすか否かを検出する。当該ＳＳＩＤ名称が予め設定されたルールを満たす
と検出されると、当該無線アクセスポイントを所定の無線アクセスポイントとして特定し
、上記選別過程を完了する。当該ＳＳＩＤ名称が予め設定されたルールを満たさないと検
出されると、当該無線アクセスポイントが所定の無線アクセスポイントではないと特定し
、所定の無線アクセスポイントを選別して選別過程を完了するまで、引き続き次の無線ア
クセスポイントからブロードキャストされたアクセスポイントの情報を取得する。
【００４４】
　例えば、予め設定されたルールが、所定の無線アクセスポイントのＳＳＩＤ名称に「ガ
ーデン」という文字が含まれているというルールであるとすると、端末により検出された
無線アクセスポイントのＳＳＩＤ名称が「都市ガーデン」である場合、端末は、当該ＳＳ
ＩＤ名称に「ガーデン」という文字が含まれていると検出し、当該無線アクセスポイント
を所定の無線アクセスポイントとして特定する。
【００４５】
　無線アクセスポイントのＳＳＩＤ名称と予め設定されたルールのいずれも変更可能であ
るため、携帯電話は、所定の時間間隔で予め設定されたルールを取得して、端末に保存さ
れている予め設定されたルールを更新することによって、所定の無線アクセスポイントを
特定する精度を向上させることもできる。
【００４６】
　ステップ２０２において、所定の無線アクセスポイントが検出されると、端末に記録さ
れた端末ＭＡＣアドレスを読み取り、携帯電話に記録された端末識別子を読み取るか、ま
たは、端末に登録されたユーザアカウントを読み取り、ユーザアカウントに対応する端末
識別子を取得し、端末ＭＡＣアドレスと端末識別子を端末情報として特定する。
【００４７】
　端末情報は、端末識別子と端末ＭＡＣアドレスを含む。ここで、端末識別子は、端末を
使用するユーザの身分を識別するための情報である。すなわち、追跡可能な追跡身分を提
供し、これは、追跡身分を提供できない端末にネットワークサービスを提供することを禁
止する法律の規定を満たす。端末ＭＡＣアドレスは、無線アクセスポイントによって認識
されて、端末のネットワークアクセス行為を許可するか否かを決定するための情報である
。
【００４８】
　端末は、所定の無線アクセスポイントが検出されると、端末の端末情報を読み取る。す
なわち、端末は、端末に記録された端末ＭＡＣアドレスを読み取り、携帯電話に記録され
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た端末識別子を読み取るか、または、端末に登録されたユーザアカウントを読み取り、ユ
ーザアカウントに対応する端末識別子を読み取り、端末ＭＡＣアドレスと端末識別子を端
末情報として特定する。ユーザが手動で端末情報を入力する必要がなく、端末が自動的に
端末情報を読み取ることができるので、操作の煩わしさを軽減するだけでなく、情報の取
得効率も向上させることができる。
【００４９】
　ここで、端末は、まず端末ＭＡＣアドレスを読み取ってから端末識別子を読み取っても
よく、まず端末識別子を読み取ってから端末ＭＡＣアドレスを読み取ってもよく、端末識
別子と端末ＭＡＣアドレスを同時に読み取ってもよい。本実施例は、端末がＭＡＣアドレ
スと端末識別子を読み取る前後順序を限定しない。
【００５０】
　端末ＭＡＣアドレスを読み取る際、各端末に端末ＭＡＣアドレスが記録されているので
、端末は、直接端末ＭＡＣアドレスを読み取ることができる。
【００５１】
　本実施例において、端末が携帯電話である場合、携帯電話の識別子は、ＩＭＥＩ（Ｉｎ
ｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｍｏｂｉｌｅ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ,国際移動
体装置識別番号）と携帯電話番号のうちの少なくとも一つであってもよい。ＩＭＥＩ番号
を読み取る場合、各端末に端末ＭＡＣアドレスが記録されているので、端末は、直接端末
ＭＡＣアドレスを読み取ることができる。携帯電話番号を読み取る場合、端末かＳＩＭ（
Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ Ｍｏｄｕｌｅ,加入者識別モジュール）カード
に携帯電話番号が記録されている場合、端末は、直接携帯電話番号を読み取ることができ
る。携帯電話とＳＩＭカードのいずれにも携帯電話番号が記録されていない場合、携帯電
話は、ユーザアカウントを読み取り、ユーザアカウントに対応する携帯電話番号を読み取
ることができる。ここで、ユーザアカウントは、シャオミ（ＸＩＡＯＭＩ）アカウントな
どである。
【００５２】
　ユーザアカウントを読み取るとき、ユーザによって既に端末にユーザアカウントが登録
されている場合、端末は、自動的にユーザアカウントを読み取ることができ、ユーザによ
って端末にユーザアカウントが登録されていない場合、端末は、ユーザアカウントを入力
するための入力ボックスを表示し、入力ボックスからユーザが入力したユーザアカウント
を取得することができる。ユーザアカウントを取得した後、端末は、ユーザアカウントに
対応する端末識別子を取得することができる。
【００５３】
　ユーザアカウントに対応する端末識別子を取得する際、端末にユーザアカウントと端末
識別子の対応関係が記憶されている場合、携帯電話は、対応関係からユーザアカウントに
対応する端末識別子を探すことができる。端末にユーザアカウントと端末識別子の対応関
係が記憶されていない場合、端末は、ユーザアカウントを申し込むアカウントサーバに端
末識別子を問い合わせる必要がある。
【００５４】
　したがって、ユーザアカウントに対応する端末識別子を取得するステップは、以下のス
テップを含む。
　１）所定の無線アクセスポイントに、アカウントサーバに対するユーザアカウントが含
まれているアクセス要求を送信し、無線アクセスポイントによってアクセス許可リストに
アカウントサーバが存在することが特定されると、アクセス要求をアカウントサーバに送
信するようにする。上記アクセス許可リストには、端末がネットワークに接続されていな
いときにアクセスを許可する各サーバの名称が含まれている。
【００５５】
　２）アカウントサーバから送信されたものであって、アカウントサーバにより探されユ
ーザアカウントに対応する端末識別子を受信する。
　端末がネットワーク提供サーバ以外の他のサーバへのアクセスが禁止された状態にある
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ため、端末が所定の無線アクセスポイントにアクセス要求を送信すると、当該所定の無線
アクセスポイントは、端末のネットワークアクセス行為を拒絶する。したがって、端末が
端末識別子を取得することを確保するためには、アカウントサーバをアクセス許可リスト
に追加する必要がある。
【００５６】
　所定の無線アクセスポイントは、アクセス要求を受信した場合、端末がネットワーク提
供サーバ以外の他のサーバへのアクセスが禁止された状態にあることが検出されると、引
き続き当該アクセス要求を受信するアカウントサーバがアクセス許可リストに存在するか
否かを検出する。アカウントサーバがアクセス許可リストに存在すると検出されると、所
定の無線アクセスポイントは、当該アクセス要求をアカウントサーバに送信する。アカウ
ントサーバは、アクセス要求を受信すると、アクセス要求に含まれているユーザアカウン
トを読み取り、当該ユーザアカウントに対応する端末識別子を検索して、所定の無線アク
セスポイントを介して端末識別子を端末に送信し、当該端末識別子は端末によって取得さ
れる。
【００５７】
　ステップ２０３において、端末情報を所定の無線アクセスポイントに送信し、所定の無
線アクセスポイントによって端末情報をネットワーク提供サーバに送信し、ネットワーク
提供サーバが端末識別子を保存した後、端末ＭＡＣアドレスを所定の無線アクセスポイン
トにおけるネットワーキング許可リストに追加するようにして、端末のネットワーク接続
を完了する。ネットワーキング許可リストにおける端末ＭＡＣアドレスは、所定の無線ア
クセスポイントが端末のネットワークアクセス行為を許可するように指示するためのもの
であり、端末識別子は、端末のネットワークアクセス行為に対するネットワーク提供サー
バの追跡に追跡身分を提供するためのものである。
【００５８】
　ネットワーク提供サーバは、所定の無線アクセスポイントに対応するサーバであり、端
末に無線ネットワークサービスを提供する。
　ネットワーキング許可リストには、各端末の端末ＭＡＣアドレスが含まれており、無線
アクセスポイントは、ネットワーキング許可リストのおける各端末ＭＡＣアドレスが指示
する端末のネットワークアクセス行為を許可する。ネットワーキング許可リストは、ネッ
トワーク提供サーバから所定の無線アクセスポイントに提供されるものである。例えば、
ネットワーク提供サーバは、端末ＭＡＣアドレスをサーバに記憶されているネットワーキ
ング許可リストに追加し、所定の時間間隔で、当該ネットワーキング許可リストを所定の
無線アクセスポイントに送信するか、または、ネットワーク提供サーバは、端末ＭＡＣア
ドレスをサーバに記憶されているネットワーキング許可リストに追加し、所定の無線アク
セスポイントから送信されたリスト取得要求を受信するときに、ネットワーキング許可リ
ストを所定の無線アクセスポイントに送信してもよい。
　端末は、端末情報を所定の無線アクセスポイントに送信し、所定の無線アクセスポイン
トによって端末情報を対応するネットワーク提供サーバに送信し、ネットワーク提供サー
バが端末情報に含まれている端末識別子を保存した後、端末ＭＡＣアドレスをネットワー
キング許可リストに追加するようにすることで、端末の無線ネットワーク接続のプロセス
を完成する。
【００５９】
　補足説明が必要なことは、端末が予め割り当てられたＩＰ（ＩｎｔｅｒｎｅｔＰｒｏｔ
ｏｃｏｌ,インターネットプロトコル）アドレスを用いてネットワークにアクセスする場
合、ウェブページアクセス要求を所定の無線アクセスポイントに送信する必要があり、所
定の無線アクセスポイントは、ネットワーキング許可リストに当該端末の端末ＭＡＣアド
レスが含まれていることを検出すると、端末のネットワークアクセス行為を許可する。す
なわち、ウェブページアクセス要求を対応するウェブページサーバに送信し、ウェブペー
ジサーバから、ウェブページアクセス要求が指示するウェブページのコンテンツを端末に
送信する。端末がＩＰアドレスを用いてネットワークにアクセスする過程で、ネットワー
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ク提供サーバは、端末識別子によって提供される追跡身分によって、端末の毎回のネット
ワークアクセス行為を追跡する。
【００６０】
　所定の無線アクセスポイントが検出されると、端末は、ユーザが携帯電話番号と認証情
報を入力する必要がなく、端末情報を自動的に取得して、無線ネットワークにアクセスす
ることができますので、情報の取得効率を向上させることによりネットワーク接続効率を
向上させることができる。
【００６１】
　まとめると、本発明に係るネットワーク接続方法によると、所定の無線アクセスポイン
トを検索し、所定の無線アクセスポイントが検出されると、端末の端末識別子と端末ＭＡ
Ｃアドレスとが含まれている端末情報を読み取り、端末情報を所定の無線アクセスポイン
トに送信して、所定の無線アクセスポイントによって端末情報をネットワーク提供サーバ
に送信し、ネットワーク提供サーバが端末識別子を保存した後、端末ＭＡＣアドレスを所
定の無線アクセスポイントにおけるネットワーキング許可リストに追加するようにするこ
とで、端末のネットワーク接続を完成する。ネットワーキング許可リストにおける端末Ｍ
ＡＣアドレスは、所定の無線アクセスポイントが端末のネットワークアクセス行為を許可
するように指示するためのものであり、端末識別子は、端末のネットワークアクセス行為
に対するネットワーク提供サーバの追跡に追跡身分を提供するためのものである。したが
って、所定の無線アクセスポイントが検索されると、ユーザの入力により端末情報を取得
する必要がなく、自動的に端末情報を読み取り、読み取った端末情報をネットワーク提供
サーバに送信して、端末情報によってユーザの追跡身分を識別するようにし、ネットワー
ク提供サーバが追跡身分によって端末のネットワーク接続を許可するようにすることで、
端末に携帯電話番号と認証情報を入力してネットワークに接続することによるネットワー
ク接続の効率が低い問題を解決し、ネットワーク接続効率を向上させる効果を達成する。
【００６２】
　また、アカウントサーバに対するユーザアカウントが含まれているアクセス要求を所定
の無線アクセスポイントに送信し、無線アクセスポイントによってアクセス許可リストに
アカウントサーバが存在することが特定されると、アクセス要求をアカウントサーバに送
信するようにして、アカウントサーバから送信されたものであって、アカウントサーバに
より探されユーザアカウントに対応する端末識別子を受信することによって、端末から端
末識別子を取得できない場合、端末に携帯電話番号と認証情報を入力してネットワークに
接続する必要があることによるネットワーク接続の効率が低下する問題を解決し、ネット
ワーク接続の効率を向上させる効果を達成する。上記アクセス許可リストには、端末がネ
ットワークに接続されていないときにアクセスを許可する各サーバの名称が含まれている
。
【００６３】
　図３は、一つの例示的な実施例に係るネットワーク接続装置のブロック図であり、当該
ネットワーク接続装置は、端末に適用される。図３に示すように、当該ネットワーク接続
装置は、アクセスポイント検索モジュール３１０、情報読み取りモジュール３２０、及び
情報送信モジュール３３０を含む。
【００６４】
　当該アクセスポイント検索モジュール３１０は、所定の無線アクセスポイントを検索す
る。
　当該情報読み取りモジュール３２０は、アクセスポイント検索モジュール３１０によっ
て所定の無線アクセスポイントが検出されると、端末の端末情報を読み取る。端末情報に
は、端末の端末識別子と端末のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレスが含まれている
。
【００６５】
　当該情報送信モジュール３３０は、情報読み取りモジュール３２０によって取得された
端末情報を所定の無線アクセスポイントに送信して、所定の無線アクセスポイントによっ
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て端末情報をネットワーク提供サーバに送信し、ネットワーク提供サーバが端末識別子を
保存した後、端末ＭＡＣアドレスを所定の無線アクセスポイントにおけるネットワーキン
グ許可リストに追加するようにすることで、端末のネットワーク接続を完了する。ネット
ワーキング許可リストにおける端末ＭＡＣアドレスは、所定の無線アクセスポイントが端
末のネットワークアクセス行為を許可するように指示するためのものであり、端末識別子
は、端末のネットワークアクセス行為に対するネットワーク提供サーバの追跡に追跡身分
を提供するためのものである。
【００６６】
　まとめると、本発明に係るネットワーク接続装置によると、所定の無線アクセスポイン
トを検索し、所定の無線アクセスポイントが検出されると、端末の端末識別子と端末ＭＡ
Ｃアドレスとが含まれている端末情報を読み取り、端末情報を所定の無線アクセスポイン
トに送信して、所定の無線アクセスポイントによって端末情報をネットワーク提供サーバ
に送信し、ネットワーク提供サーバが端末識別子を保存した後、端末ＭＡＣアドレスを所
定の無線アクセスポイントにおけるネットワーキング許可リストに追加するようにするこ
とで、端末のネットワーク接続を完成する。ネットワーキング許可リストにおける端末Ｍ
ＡＣアドレスは、所定の無線アクセスポイントが端末のネットワークアクセス行為を許可
するように指示するためのものであり、端末識別子は、端末のネットワークアクセス行為
に対するネットワーク提供サーバの追跡に追跡身分を提供するためのものである。したが
って、所定の無線アクセスポイントを検索されると、ユーザの入力により端末情報を取得
する必要がなく、自動的に端末情報を読み取り、読み取った端末情報をネットワーク提供
サーバに送信して、端末情報によってユーザの追跡身分を識別するようにし、ネットワー
ク提供サーバが追跡身分によって端末のネットワーク接続を許可するようにすることで、
端末に携帯電話番号と認証情報を入力してネットワークに接続することによるネットワー
ク接続の効率が低い問題を解決し、ネットワーク接続効率を向上させる効果を達成する。
【００６７】
　図４は、一つの例示的な実施例に係るネットワーク接続装置のブロック図であり、当該
ネットワーク接続装置は、端末に適用される。図４に示すように、当該ネットワーク接続
装置は、アクセスポイント検索モジュール３１０、情報読み取りモジュール３２０、及び
情報送信モジュール３３０を含む。
【００６８】
　当該アクセスポイント検索モジュール３１０は、所定の無線アクセスポイントを検索す
る。
　当該情報読み取りモジュール３２０は、アクセスポイント検索モジュール３１０によっ
て所定の無線アクセスポイントが検出されると、端末の端末情報を読み取る。端末情報に
は、端末の端末識別子と端末のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレスが含まれている
。
【００６９】
　当該情報送信モジュール３３０は、情報読み取りモジュール３２０によって取得された
端末情報を所定の無線アクセスポイントに送信して、所定の無線アクセスポイントによっ
て端末情報をネットワーク提供サーバに送信し、ネットワーク提供サーバが端末識別子を
保存した後、端末ＭＡＣアドレスを所定の無線アクセスポイントにおけるネットワーキン
グ許可リストに追加するようにすることで、端末のネットワーク接続を完了する。ネット
ワーキング許可リストにおける端末ＭＡＣアドレスは、所定の無線アクセスポイントが端
末のネットワークアクセス行為を許可するように指示するためのものであり、端末識別子
は、端末のネットワークアクセス行為に対するネットワーク提供サーバの追跡に追跡身分
を提供するためのものである。
【００７０】
　情報読み取りモジュール３２０は、第１の読み取りユニット３２１、第２の読み取りユ
ニット３２２、及び情報特定ユニット３２３を含んでもよい。
　当該第１の読み取りユニット３２１は、端末に記録された端末ＭＡＣアドレスを読み取
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る。
　当該第２の読み取りユニット３２２は、端末に記録された端末識別子を読み取るか、ま
たは、端末に登録されたユーザアカウントを読み取り、ユーザアカウントに対応する端末
識別子を取得する。
【００７１】
　当該情報特定ユニット３２３は、第１の読み取りユニット３２１によって読み取られた
端末ＭＡＣアドレスと、第２の読み取りユニット３２２によって読み取られた端末識別子
を端末情報として特定する。
【００７２】
　第２の読み取りユニット３２２は、要求送信サブユニット３２２１、及び識別子受信サ
ブユニット３２２２を含んでもよい。
　当該要求送信サブユニット３２２１は、アカウントサーバに対するユーザアカウントが
含まれているアクセス要求を所定の無線アクセスポイントに送信して、所定の無線アクセ
スポイントによってアクセス許可リストにアカウントサーバが存在することが特定される
と、アクセス要求をアカウントサーバに送信するようにする。上記アクセス許可リストに
は、端末がネットワークに接続されていないときにアクセスを許可する各サーバの名称が
含まれている。
【００７３】
　当該識別子受信サブユニット３２２２は、アカウントサーバから送信されたものであっ
て、アカウントサーバにより探されユーザアカウントに対応する端末識別子を受信する。
【００７４】
　アクセスポイント検索モジュール３１０は、第１の受信ユニット３１１、第１の検出ユ
ニット３１２、及び第１の特定ユニット３１３を含んでもよい。
【００７５】
　当該第１の受信ユニット３１１は、無線アクセスポイントからブロードキャストされた
アクセスポイントＭＡＣアドレスを受信する。
　当該第１の検出ユニット３１２は、第１の受信ユニット３１１によって受信されたアク
セスポイントＭＡＣアドレスが予め設定されたアドレスセグメントに存在するか否かを検
出する。
　当該第１の特定ユニット３１３は、第１の検出ユニット３１２によってアクセスポイン
トＭＡＣアドレスが予め設定されたアドレスセグメントに存在すると検出されると、無線
アクセスポイントを所定の無線アクセスポイントとして特定する。
【００７６】
　アクセスポイント検索モジュール３１０は、第２の受信ユニット３１４、第２の検出ユ
ニット３１５、及び第２の特定ユニット３１６を含んでもよい。
【００７７】
　当該第２の受信ユニット３１４は、無線アクセスポイントからブロードキャストされた
ＳＳＩＤ名称を受信する。
【００７８】
　当該第２の検出ユニット３１５は、第２の受信ユニット３１４によって受信されたＳＳ
ＩＤ名称が予め設定された条件を満たしているか否かを検出する。予め設定された条件に
は、ＳＳＩＤ名称が予め設定された名称集合に属すること、ＳＳＩＤ名称の命名ルールが
予め設定されたルールを満たすことのうちの少なくとも一つの条件を含む。
【００７９】
　当該第２の特定ユニット３１６は、第２の検出ユニット３１５によってＳＳＩＤ名称が
予め設定された条件を満たすと検出されると、無線アクセスポイントを所定の無線アクセ
スポイントとして特定する。
【００８０】
　まとめると、本発明に係るネットワーク接続装置によると、所定の無線アクセスポイン
トを検索し、所定の無線アクセスポイントが検出されると、端末の端末識別子と端末ＭＡ
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Ｃアドレスとが含まれている端末情報を読み取り、端末情報を所定の無線アクセスポイン
トに送信して、所定の無線アクセスポイントによって端末情報をネットワーク提供サーバ
に送信し、ネットワーク提供サーバが端末識別子を保存した後、端末ＭＡＣアドレスを所
定の無線アクセスポイントにおけるネットワーキング許可リストに追加するようにするこ
とで、端末のネットワーク接続を完成する。ネットワーキング許可リストにおける端末Ｍ
ＡＣアドレスは、所定の無線アクセスポイントが端末のネットワークアクセス行為を許可
するように指示するためのものであり、端末識別子は、端末のネットワークアクセス行為
に対するネットワーク提供サーバの追跡に追跡身分を提供するためのものである。したが
って、所定の無線アクセスポイントが検索されると、ユーザの入力により端末情報を取得
する必要がなく、自動的に端末情報を読み取り、読み取った端末情報をネットワーク提供
サーバに送信して、端末情報によってユーザの追跡身分を識別するようにし、ネットワー
ク提供サーバが追跡身分によって端末のネットワーク接続を許可するようにすることで、
端末に携帯電話番号と認証情報を入力してネットワークに接続することによるネットワー
ク接続の効率が低い問題を解決し、ネットワーク接続効率を向上させる効果を達成する。
【００８１】
　また、アカウントサーバに対するユーザアカウントが含まれているアクセス要求を所定
の無線アクセスポイントに送信し、無線アクセスポイントによってアクセス許可リストに
アカウントサーバが存在することが特定されると、アクセス要求をアカウントサーバに送
信するようにして、アカウントサーバから送信されたものであって、アカウントサーバに
より探されユーザアカウントに対応する端末識別子を受信することによって、端末から端
末識別子を取得できない場合、端末に携帯電話番号と認証情報を入力してネットワークに
接続する必要があることによるネットワーク接続の効率が低下する問題を解決し、ネット
ワーク接続の効率を向上させる効果を達成する。上記アクセス許可リストには、端末がネ
ットワークに接続されていないときにアクセスを許可する各サーバの名称が含まれている
。
【００８２】
　上記実施例の装置において、各モジュールが実行する操作の具体的な方法は、既に関連
する上記の方法の実施例で詳しく述べたので、ここでは詳細な説明をしない。
【００８３】
　図５は、１つの例示的な実施例に係るネットワーク接続装置５００用のブロック図であ
る。例えば、装置５００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送
受信装置、ゲームコンソール、タブレット装置、医療設備、フィットネス装置、ＰＤＡな
どである。
【００８４】
　図５を参照すると、装置５００は、プロセスアセンブリ５０２、メモリ５０４、電源ア
センブリ５０６、マルチメディアアセンブリ５０８、オーディオアセンブリ５１０、入出
力（Ｉ／Ｏ）インターフェイス５１２、センサアセンブリ５１４、及び通信アセンブリ５
１６のような一つ或いは複数のアセンブリを含んでもよい。
【００８５】
　プロセスアセンブリ５０２は、一般的には装置５００の全体の操作を制御するものであ
り、例えば、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作、及び記録操作と関連する操
作を制御する。プロセスアセンブリ５０２は、一つ以上のプロセッサ５２０を含み、これ
らによって命令を実行することにより、上記の方法の全部、或は一部のステップを実現す
るようにしてもよい。なお、プロセスアセンブリ５０２は、一つ以上のモジュールを含ん
でプロセスアセンブリ５０２と他のアセンブリの間のインタラクションを容易にしてもよ
い。例えば、プロセスアセンブリ５０２は、マルチメディアモジュールを含んでマルチメ
ディアアセンブリ５０８とプロセスアセンブリ５０２の間のインタラクションを容易にし
てもよい。
【００８６】
　メモリ５０４は、各種類のデータを記憶することにより装置５００の操作を支援するよ
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うに構成される。これらのデータの例は、装置５００において操作されるいずれのアプリ
ケーションプログラム又は方法の命令、連絡対象データ、電話帳データ、メッセージ、画
像、ビデオ等を含む。メモリ５０４は、いずれの種類の揮発性メモリ、不揮発性メモリ記
憶デバイスまたはそれらの組み合わせによって実現されてもよく、例えば、ＳＲＡＭ（Ｓ
ｔａｔｉｃ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒ
ｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ Ｍｅｍ
ｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ Ｏｎｌ
ｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ＲＯＭ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ
 Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｂｅｒ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、或いは光デ
ィスクである。
【００８７】
　電源アセンブリ５０６は、装置５００の各アセンブリに電力を供給する。電源アセンブ
リ５０６は、電源管理システム、一つ或いは複数の電源、及び装置５００のための電力の
生成、管理、及び割り当てに関連する他のアセンブリを含んでもよい。
【００８８】
　マルチメディアアセンブリ５０８は、上記装置５００とユーザの間に一つの出力インタ
ーフェイスを提供するスクリーンを含む。部分実施例において、スクリーンは、液晶モニ
ター（ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンがタッチパネルを含
むことにより、スクリーンはタッチスクリーンを実現することができ、ユーザからの入力
信号を受信することができる。タッチパネルは一つ以上のタッチセンサを含み、タッチ、
スライド、及びタッチパネル上のジェスチャを検出することができる。上記タッチセンサ
は、タッチ、或はスライド動作の境界だけでなく、上記タッチ、或はスライド操作に係る
継続時間、及び圧力も検出できる。部分実施例において、マルチメディアアセンブリ５０
８は、一つのフロントカメラ、及び／又はリアカメラを含む。装置５００が、例えば撮影
モード、或はビデオモード等の操作モードにある場合、フロントカメラ、及び／又はリア
カメラは外部からマルチメディアデータを受信できる。フロントカメラとリアカメラのそ
れぞれは、一つの固定型の光レンズ系、或は可変焦点距離と光学ズーム機能を有するもの
であってもよい。
【００８９】
　オーディオアセンブリ５１０は、オーディオ信号を入出力するように構成される。例え
ば、オーディオアセンブリ５１０は、一つのマイク（ＭＩＣ）を含み、装置５００が、例
えば呼出しモード、記録モード、及び音声認識モード等の操作モードにある場合、マイク
は外部のオーディオ信号を受信することができる。受信されたオーディオ信号は、さらに
メモリ５０４に記憶されたり、通信アセンブリ５１６を介して送信されたりする。部分実
施例において、オーディオアセンブリ５１０は、オーディオ信号を出力するための一つの
スピーカーをさらに含む。
【００９０】
　Ｉ／Ｏインターフェイス５１２は、プロセスアセンブリ５０２と周辺インターフェイス
モジュールの間にインターフェイスを提供するものであり、上記周辺インターフェイスモ
ジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタン等であってもよい。これらのボタン
は、ホームボタン、ボリュームボタン、起動ボタン、ロッキングボタンを含んでもよいが
、これらに限定されない。
【００９１】
　センサアセンブリ５１４は、装置５００に各方面の状態に対する評価を提供するための
一つ以上のセンサを含む。例えば、センサアセンブリ５１４は、装置５００のＯＮ／ＯＦ
Ｆ状態、装置５００のディスプレイとキーパッドのようなアセンブリの相対的な位置決め
を検出できる。また、センサアセンブリ５１４は、装置５００、或は装置５００の一つの
アセンブリの位置変更、ユーザと装置５００とが接触しているか否か、装置５００の方位
、又は加速／減速、装置５００の温度の変化を検出できる。センサアセンブリ５１４は、
何れの物理的接触がない状態にて付近の物体の存在を検出するための近接センサを含んで
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もよい。センサアセンブリ５１４は、撮影アプリケーションに適用するため、ＣＭＯＳ、
又はＣＣＤ画像センサのような光センサを含んでもよい。部分実施例において、当該セン
サアセンブリ５１４は、加速度センサ、ジャイロスコープセンサ、磁気センサ、圧力セン
サ、及び温度センサをさらに含んでもよい。
【００９２】
　通信アセンブリ５１６は、装置５００と他の機器の間に有線、又は無線形態の通信を提
供する。装置５００は、例えばＷｉＦｉ、２Ｇ、３Ｇ、或はこれらの組み合わせのような
、通信規格に基づいた無線ネットワークに接続されてもよい。一つの例示的な実施例にお
いて、通信アセンブリ５１６は、放送チャンネルを介して外部の放送管理システムからの
放送信号、又は放送に関連する情報を受信する。一つの例示的な実施例において、上記通
信アセンブリ５１６は、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに含むことにより、
近距離通信をプッシュする。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ Ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａｒｅｄ Ｄ
ａｔａ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ Ｂａｎｄ）技術
、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）（登録商標）技術、および他の技術に基づいて実現できる
。
【００９３】
　例示的な実施例において、装置５００は、一つ以上のＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａ
ｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＤＳＰＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｌｏｇｉｃ Ｄ
ｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａｙ
）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の電子部品に
よって実現されるものであり、上記方法を実行する。
【００９４】
　例示的な実施例において、命令を含むコンピュータ読取り可能な非一時的な記録媒体、
例えば命令を含むメモリ５０４をさらに提供し、装置５００のプロセッサ５２０により上
記命令を実行して上記方法を実現する。例えば、上記コンピュータ読取り可能な非一時的
な記録媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録商標）デ
ィスク、光データ記憶デバイス等である。
【００９５】
　当業者は、明細書に対する理解、及び明細書に記載された発明に対する実践を通じて、
本発明の他の実施形態を容易に得ることができる。本発明は、本発明に対する任意の変形
、用途、または適応的な変化を含み、このような変形、用途、または適応的な変化は、本
発明の一般的な原理に従い、本発明では開示していない本技術分野の公知の知識、または
通常の技術手段を含む。明細書と実施例は、ただ例示的なものであって、本発明の本当の
範囲と主旨は、以下の特許請求の範囲によって示される。
【００９６】
　本発明は、上記で記述し、図面で図示した特定の構成に限定されず、その範囲を離脱し
ない状況で、様々な修正と変更を実現できる。本発明の範囲は、添付される特許請求の範
囲のみにより限定される。
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