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(57)【要約】
　モバイル機器で実行されるアクションの集合を管理す
るために生体認識スキャン構成を使用する方法を提供す
る。本方法は、生体認識スキャン構成を、ナビゲーショ
ンモード及びマッチングモードのうち少なくとも一方を
含むモードに設定することを含む。本方法はまた、生体
認識センサによって固有の生理学的特徴の画像を撮像す
ること（５４２）を含む。本方法はさらに、モード用の
画像と関連付けられたアクションの集合であって当該固
有の生理学的特徴を有するユーザの認証とは異なるアク
ションの集合を実行すること（５５２）を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル機器で実行されるアクションの集合を管理するために生体認識スキャン構成を
使用する方法であって、
　前記生体認識スキャン構成を、ナビゲーションモード及びマッチングモードのうち少な
くとも一方を含むモードに設定し、
　生体認識センサによって固有の生理学的特徴の画像を撮像し、
　前記モードのための前記画像と関連付けられた前記アクションの集合であって前記固有
の生理学的特徴を有するユーザの認証とは異なる前記アクションの集合を実行する、
ことを含む方法。
【請求項２】
　固有の生理学的特徴の集合を登録することをさらに含み、
　前記登録することは、
　　前記固有の生理学的特徴の集合のうち第１の固有の生理学的特徴が前記生体認識セン
サに提供された時に、前記第１の固有の生理学的特徴の生体認識テンプレートである、前
記第１の固有の生理学的特徴の第１の画像を前記生体認識センサで受け付け、前記第１の
画像を、生体認識関連データを記憶するように構成されたデータベースに保存し、前記モ
バイル機器のユーザが前記アクションの集合のうち１つ以上のアクションに関連付けられ
た第１の機能呼出を前記第１の画像に指定した時に、前記第１の画像を前記第１の機能呼
出に割り当て、
　　前記固有の生理学的特徴の集合のうち第２の固有の生理学的特徴が前記生体認識セン
サに提示された時に、前記第２の固有の生理学的特徴の生体認識テンプレートである前記
第２の固有の生理学的特徴の第２の画像を受け付け、前記第２の画像を前記データベース
に保存し、前記第２の画像を第２の機能呼出に割り当てる、
ことを含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記データベースに記憶された前記第１の画像と一致する、前記生体認識センサによっ
て撮像された前記画像を前記生体認識スキャン構成が受け付けると、前記生体認識スキャ
ン構成は、前記第１の機能呼出を実行することを含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記画像が少なくとも２つの機能呼出に関連付けられている場合、コンテキストが各機
能呼出に割り当てられ、前記コンテキストは、前記少なくとも２つの機能呼出のうちどの
機能呼出を実行するかを判定するために前記モバイル機器によって使用される請求項３に
記載の方法。
【請求項５】
　前記生体認識センサによって撮像された前記画像を、データベースと比較し、
　前記画像と関連付けられた前記アクションの集合が緊急時用機能に関連する場合に、前
記モバイル機器のキーパッドがロックされていても、前記アクションの集合を実行する、
ことをさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記生体認識スキャン構成は、前記モバイル機器を最初に起動した時に、前記ナビゲー
ションモード及び前記マッチングモードのうち一方であるデフォルトモードに設定される
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記デフォルトモードは、前記モバイル機器の前記ユーザによって予め設定されている
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記生体認識スキャン構成の前記モードは、前記ナビゲーションモードに設定され、
　前記生体認識スキャン構成は、
　前記固有の生理学的特徴が前記生体認識センサ上でスワイプされた時に、前記画像を受
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け付け、
　前記画像を、前記モバイル機器のカーソルをナビゲートするための指示として解釈する
よう構成されている請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記モバイル機器は、携帯電話である請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　モバイル機器内の生体認識スキャン構成であって、
　生体認識センサであって、固有の生理学的特徴が前記生体認識センサに提示された時に
前記固有の生理学的特徴を検知するよう構成されている生体認識センサと、
　生体認識関連データを記憶するためのデータベースであって、前記データベースは保存
画像の集合を含むよう構成され、前記保存画像の集合は固有の生理学的特徴の集合の生体
認識テンプレートであり、前記保存画像の集合はアクションの集合に割り当てられ、前記
アクションの集合は前記固有の生理学的特徴を有するユーザの認証を含まない、データベ
ースと、
を備える生体認識スキャン構成。
【請求項１１】
　前記生体認識センサは、前記固有の生理学的特徴の画像を撮像するよう構成されており
、前記画像は、前記データベースに記憶された前記保存画像の集合と照合され、前記画像
が前記保存画像の集合のうちの１つの保存画像と一致する場合は、前記保存画像に割り当
てられた機能呼出を実行する請求項１０に記載の生体認識スキャン構成。
【請求項１２】
　前記生体認識センサは、前記固有の生理学的特徴の画像を撮像するよう構成されており
、前記生体認識スキャン構成は、前記画像を、前記モバイル機器のカーソルをナビゲート
するための指示として解釈するよう構成されている請求項１０に記載の生体認識スキャン
構成。
【請求項１３】
　前記データベースは、プロフィールの集合を記憶するよう構成されており、前記プロフ
ィールの集合は、前記モバイル機器のユーザの集合と関連付けられている請求項１０に記
載の生体認識スキャン構成。
【請求項１４】
　前記データベースは、前記機能呼出の集合の機能呼出ごとにコンテキストを記憶するよ
う構成されており、前記モバイル機器は、保存画像が少なくとも２つの機能呼出に関連付
けられている場合、前記機能呼出の集合のうちどの機能呼出を実行するかを判定するため
に前記コンテキストを使用するように構成されている請求項１０に記載の生体認識スキャ
ン構成。
【請求項１５】
　モバイル機器で実行されるアクションの集合を管理するために生体認識スキャン構成を
使用するよう構成されているコンピュータ可読コードを内蔵したプログラム記憶媒体を備
える製品であって、
　前記生体認識スキャン構成を、ナビゲーションモード及びマッチングモードのうち少な
くとも一方を含むモードに設定するためのコードと、
　生体認識センサによって固有の生理学的特徴の画像を撮像するためのコードと、
　前記モード用の前記画像と関連付けられた前記アクションの集合であって前記固有の生
理学的特徴を有するユーザの認証とは異なる前記アクションの集合を実行するためのコー
ドと、
を備える製品。
【請求項１６】
　固有の生理学的特徴の集合を登録するためのコードをさらに備える製品であって、
　前記登録するためのコードは、
　　前記固有の生理学的特徴の集合のうち第１の固有の生理学的特徴が前記生体認識セン
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サに提供された時に、前記第１の固有の生理学的特徴の生体認識テンプレートである、前
記第１の固有の生理学的特徴の第１の画像を前記生体認識センサで受け付けるコードと、
前記第１の画像を、生体認識関連データを記憶するように構成されたデータベースに保存
するコードと、前記モバイル機器のユーザが前記アクションの集合のうち１つ以上のアク
ションに関連付けられた第１の機能呼出を前記第１の画像に指定した時に、前記第１の画
像を前記第１の機能呼出に割り当てるコードと、
　　前記固有の生理学的特徴の集合のうち第２の固有の生理学的特徴が前記生体認識セン
サに提示された時に、前記第２の固有の生理学的特徴の生体認識テンプレートである前記
第２の固有の生理学的特徴の第２の画像を受け付けるコードと、前記第２の画像を前記デ
ータベースに保存し、前記第２の画像を第２の機能呼出に割り当てるコードと、
を備える請求項１５に記載の製品。
【請求項１７】
　前前記生体認識スキャン構成は、前記データベースに記憶された前記第１の画像と一致
する、前記生体認識センサによって撮像された前記画像を前記生体認識スキャン構成が受
け付けると、前記第１の機能呼出を実行するためのコードを備える請求項１６に記載の製
品。
【請求項１８】
　前記画像が少なくとも２つの機能呼出に関連付けられている場合、コンテキストが各機
能呼出に割り当てられ、前記コンテキストは、前記少なくとも２つの機能呼出のうちどの
機能呼出を実行するかを判定するために前記モバイル機器によって使用される請求項１７
に記載の製品。
【請求項１９】
　前記生体認識センサによって撮像された前記画像を、データベースと比較するためのコ
ードと、
　前記画像と関連付けられた前記アクションの集合が緊急時用機能に関連する場合に、前
記モバイル機器のキーパッドがロックされていても、前記アクションの集合を実行するた
めのコードと、
をさらに備える請求項１５に記載の製品。
【請求項２０】
　前記生体認識スキャン構成の前記モードは、前記ナビゲーションモードに設定され、
　前記生体認識スキャン構成は、
　前記固有の生理学的特徴が前記生体認識センサ上でスワイプされた時に、前記画像を受
け付けるためのコードと、
　前記画像を、前記モバイル機器のカーソルをナビゲートするための指示として解釈する
ためのコードと、
を備える請求項１５に記載の製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子機器で使用するための生体認識センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話は、地理的に分散したユーザ間の通信を容易にするために長年使用されてきた
。近年は、電信通信以外の追加機能が提供されてきており、それにつれて、一部の携帯電
話がスマート機器に進化してきている。例えば、追加される新機能としては、これらに限
定はされないが、テキストメッセージ機能、電子メール機能、インターネット機能、ゲー
ム機能、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ機能、カメラ機能等が含まれる。
【０００３】
　説明を容易にするために、図１は携帯電話１００の単純な図を示す。携帯電話は、キー
パッド領域１０２と、表示画面１０４とを含むものがある。キーパッド領域１０２は、英
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数字キーと、ホットキーと、ナビゲーションキーとを含む。
【０００４】
　一般的に、ほとんどの携帯電話はセクション１０６に示されるキーのような英数字キー
を有する。英数字キー１０６を利用することによって、携帯電話１００のユーザは、電話
番号の入力、テキストメッセージの入力、ウェブページアドレスの入力等ができる。
【０００５】
　携帯電話によっては、ホットキー１０８、１１０等の、プログラム設定されたキーを有
するものがある。プログラム設定されたキーによって、携帯電話のユーザは、例えば、携
帯電話のカメラ機能（１１０）を開始するなどの、１つ以上の機能を迅速に起動させるこ
とができる。
【０００６】
　キー１１２ｕ、１１２ｄ、１１２ｒ、１１２ｌ、及び１１２ｓ等のナビゲーションキー
により、携帯電話１００のユーザは、表示画面１０４に表示される機能間で操作を行うこ
とができる。ナビゲーションキーはまた、機能を選択するために使用されてもよい。一例
として、連絡先リストを選択するために、ユーザは１１２ｒキーを２回押してメッセージ
アイコン（１１４）から連絡先リスト（１１６）へ移動することができる。ユーザは、連
絡先リスト（１１６）をハイライトすると、１１２ｓキーを押して連絡先リスト（１１６
）を選択することができる。
【０００７】
　一部の携帯電話では、良く利用する機能を起動させるために行わなくてはならない操作
の数を減らすために、ユーザが特定の機能を特定のキーに設定することができる。一例と
して、スピードダイヤルは多くの携帯電話で利用できる一般的な機能である。携帯電話の
ユーザはスピードダイヤルを用いて特定の電話番号を特定の英数字キーに割り当てること
ができる。一例として、ユーザが友人のジェイクに電話したいときには、ジェイクの電話
番号を入力したり、連絡先リストを調べたりしなければならない。しかし、スピードダイ
ヤルオプションを利用して友人のジェイクの電話番号を英数字キー２に設定してあれば、
ユーザは、英数字キー２を押してすぐにジェイクに電話することができる。
【０００８】
　ホットキー及び／又は事前設定キーは、ある機能を利用するためにユーザが入力しなく
てはならない操作数を減らすことができるが、いくつかの欠点がある。例えば、ホットキ
ー／事前設定キーに関連付けられた機能が、これらのキーが偶然に押されて意図せずに起
動されてしまうことがある。一例として、子供が親の携帯電話で遊んでいる間に偶然に英
数字キー２を押してしまうと、ジェイクの電話番号が意図せずにダイヤルされてしまうよ
うな場合がある。他の例として、他の物体がホットキー／事前設定キーに押し付けられて
しまい、そのキーが偶然に押されてしまうことも考えられる。例えば、携帯電話が財布に
入れてあったとする。財布にやはり入れてあった他の物が、携帯電話に押し付けられて、
偶然にホットキー／事前設定キーのいずれかを起動させてしまうかもしれない。
【０００９】
　ホットキー／事前設定キーの意図しない起動を防ぐためには、ユーザは、携帯電話のキ
ーパッドをロックしなくてはならない。一旦ロックすると、ユーザは通常、まずキーパッ
ドのロックを解除しなければホットキー／事前設定キーを起動できない。携帯電話はそれ
ぞれ異なるので、ユーザは、携帯電話のキーパッドのロックを解除するための機能を覚え
る必要がある。緊急時には、特にユーザがキーパッドのロックを解除するための操作を覚
えられない場合には、キーパッドがロックしてあるとユーザは苛立つかもしれない。
【００１０】
　ホットキー／事前設定キーに加え、ユーザは、携帯電話でスピードダイヤル等のある機
能を実行するために音声コマンドも使用することもある。一例として、ユーザは、「ジェ
イク」などの単語の集合を理解して電話番号をダイヤルするよう、携帯電話に教え込むこ
とができる。残念ながら、音声コマンドは通常、ユーザの声が変わるとあまり有効ではな
いので、限界がある。一例として、ユーザが風邪を引いた時、その声が変わることもある
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。その結果、ユーザは、病気の時に音声コマンドを使用するのがかなり苛立たしく感じら
れるかもしれない。また、他の例として、騒がしいエリア（例えば、店舗、野球場、空港
等）では、携帯電話が近隣の他の雑音とユーザから出された音声コマンドとを区別できな
い可能性があるので、ユーザが音声コマンドを使用できない場合もある。結果として、携
帯電話の多くのユーザは、音声コマンドの用途は限界があると感じている。
【発明の概要】
【００１１】
　本発明は、一実施形態において、モバイル機器で実行されるアクションの集合を管理す
るために生体認識スキャン構成を使用する方法に関する。本方法は、生体認識スキャン構
成を、ナビゲーションモード及びマッチングモードのうち少なくとも一方を含むモードに
設定することを含む。本方法はまた、生体認識センサによって固有の生理学的特徴の画像
を撮像することを含む。本方法はさらに、モードのための画像と関連付けられたアクショ
ンの集合であって当該固有の生理学的特徴を有するユーザの認証とは異なるアクションの
集合を実行することを含む。
【００１２】
　上記概要は、本明細書で開示される発明の多くの実施形態のうちのわずか１つに関する
ものであり、本書の請求項に記載されている発明の範囲を限定するものではない。本発明
のこれらの及び他の特徴は、発明の詳細な説明において、そして以下の図と組み合わせて
、以下にさらに詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　本発明は限定ではなく例として例示される。添付の図面の図において、同様の参照符号
は同様の要素を参照する。
【図１】携帯電話の単純な図を示す。
【図２】本発明の一実施形態における、モバイル機器の部分図であり、発明の生体認識ス
キャン構成を実装可能なモバイル機器例を示す。
【図３】本発明の一実施形態における、固有の生理学的特徴を１つ以上の機能に登録して
割り当てるためのステップを例示する単純なフローチャートを示す。
【図４】本発明の一実施形態における、生体認識関連データを記憶するための単純なデー
タベースを示す。
【図５Ａ】一実施形態における、ユーザの認証ステップを例示する単純なフローチャート
を示す。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態における、スピードダイヤルを実行するためのステップを
例示する単純なフローチャートを示す。
【図５Ｃ】本発明の一実施形態における、複数の機能を１つの生理学的特徴と関連付ける
ことができる状況を扱うためのステップを例示する、単純なフローチャートを示す。
【図６】本発明の一実施形態における、モバイル機器のモード状態を例示する単純なブロ
ック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　添付の図面に例示される若干の実施形態を参照し、本発明をここに詳細に説明する。以
下の説明では、本発明を完全に理解できるように、多くの具体的な内容を記載する。しか
し、当業者にとっては、本発明はこれらの具体的な内容の一部または全部がなければ実施
することができないということは明らかである。他の事例として、周知の工程ステップ及
び／又は構造は、本発明を不必要に曖昧にしないように、詳細には説明していない。
【００１５】
　以下、方法及び技術を含む様々な実施形態を説明する。本発明は、発明の技術の実施形
態を実施するためのコンピュータ可読な指示を記憶しているコンピュータ可読媒体を含む
製品もまた、対象としうるということに留意するべきである。例えば、コンピュータ可読
媒体は、半導体、磁気、光磁気、光学、または他の形式の、コンピュータ可読コードを記
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憶するためのコンピュータ可読媒体を含んでよい。更に、本発明は、本発明の実施形態を
実施するための装置もまた対象としうる。このような装置は、本発明の実施形態に関連す
るタスクを実行するための専用及び／又はプログラム可能な回路を含むことができる。こ
のような装置の例としては、汎用コンピュータ及び／又は、適宜書き込まれる専用のコン
ピューティングデバイスが含まれる。また、本発明の実施形態に関連する様々なタスクに
適応させた、コンピュータ／コンピューティングデバイスと専用／プログラム可能な回路
の組み合わせも含まれてもよい。
【００１６】
　近年は、生体認識センサが認証ツールとして人気がある。生体認識センサは、人間の１
つ以上の固有の生理学的特徴をスキャンするために使用することができる。生体認識で使
用可能な固有の生理学的特徴の例として、指紋、眼球の虹彩、掌形認識、顔認識等が含ま
れるかもしれない。
【００１７】
　例えば、一部の高セキュリティを有する建物では、（セキュリティエリアへの人の立ち
入りの許可の前に認証を行うために、虹彩スキャナ、指紋読取器、及びそれに類するもの
等の）生体認識センサを使用することができる。言い換えれば、人の虹彩等の、その人の
固有の特徴をスキャンすることができ、その固有の特徴の生体認識テンプレート（例えば
、特徴点パターン）が記憶される。当業者は、生体認識テンプレートは通常は、固有の特
徴の特定の特徴を抽出することによって作成されることを認識している。
【００１８】
　人が虹彩を使ってセキュリティエリアに入ろうとすると、生体認識センサがその人の虹
彩をスキャンして、スキャンした虹彩のパターンと、データベース内に記憶した生体認識
テンプレートとを比較する。その入場希望者の虹彩がデータベース内に記憶された生体認
識テンプレートと一致すれば、その人はセキュリティエリアへ入ることができる。
【００１９】
　さらに最近は、生体認識センサは、コンピュータセキュリティシステムの一部として統
合されている。一例として、ユーザは、パスワードでコンピュータにセキュリティを設定
する代わりに、自分の指紋をスキャンすることができる。スキャンした指紋のパターンは
、生体認識テンプレートとしてデータベースに保存される。ユーザがコンピュータを利用
しようとした場合、生体認識センサはスキャンした指紋を保存済の指紋と比較することが
できる。指紋が一致した時のみ、ユーザはコンピュータの利用を許可される。
【００２０】
　本明細書において発明者は、生体認識センサはスキャンおよびスキャンしたパターンの
保存が可能であるので、認証の実行だけでなくモバイル機器が対応しうる他の機能も実行
するように構成可能であるということを実現した。本発明の実施形態に従って、生体認識
スキャン構成及びその方法を提供する。本発明の実施形態には、生体認識スキャン構成を
モバイル機器への不正アクセス防止のための認証ツールとして統合することが含まれる。
本発明の実施形態には、生体認識スキャン構成がナビゲーションを実施できるようにする
ことも含まれる。更に、本発明の実施形態には、生体認識スキャン構成が多様な機能を実
施できるようにすることも含まれる。
【００２１】
　本書では、一例として、センサ上でのスワイプを用いる様々な実装を説明する。しかし
、本発明は、固有の生理学的特徴の生体認識センサ上でのスワイプに限定されず、（押圧
等の）固有の生理学的特徴を生体認識センサに提示するその他の方法にも適用可能である
。むしろ、説明は一例を意味し、本発明は提示された例によって限定されない。
【００２２】
　本発明の１つ以上の実施形態において、生体認識センサはモバイル機器（例えば、携帯
電話、携帯情報端末、インターネットタブレット等）上のハードウェアとして統合される
。生体認識センサは一実施形態において認証ツールとして使用してもよい。一例として、
モバイル機器の所有者は、自分の右の親指をスキャンしてもよい。生体認識センサは右親
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指の指紋の画像を撮像し、データベース内に記憶させる。当業者は、生体認識センサが撮
像した画像には、通常固有の生理学的特徴の正確な複製は含まれないということを認識し
ている。その代わり、通常は生体認識センサは固有の生体認識的特徴のうち、ある特徴を
抽出して生体認識テンプレート（例えば、特徴点パターン）を作成する。モバイル機器を
利用するには、ユーザは右親指を生体認識センサに提示（例えば、スワイプする、押す等
）する。一実施形態においては、スキャンしたパターンを、記憶された生体認識テンプレ
ートのデータベースと比較してもよい。ユーザは、一致が確認されたらモバイル機器の利
用を許可される。
【００２３】
　生体認識センサを携帯電話等のモバイル機器に統合することによって、許可されていな
いユーザはモバイル機器の利用を阻止される。例えば、チャーリーが携帯電話を持ってい
るとする。しかし、チャーリーは自分の携帯電話を置き忘れてしまった。従来技術におい
ては、チャーリーは自分の携帯電話サービスに紛失を速やかに連絡しないと、発生しうる
料金をすべて負担しなければならないかもしれない。場合によっては、紛失した携帯電話
の所有者は、気がつくと何千ドルになるかもしれない電話料金を負担しなければならなく
なっている。
【００２４】
　しかし、生体認識スキャン構成を用いれば、チャーリーの携帯電話は彼の右親指の指紋
がなければ利用できないため、チャーリーは自分の携帯電話の不正利用から保護される。
このように、認証ツールとしての生体認識センサによってモバイル機器の不正利用が大幅
になくなる。更に、生体認識センサによって（電話番号、住所、写真、及びそれに類する
もの等の）機密データが、許可されていないユーザから保護される。
【００２５】
　生体認識センサは、モバイル機器のユーザが利用できなければならないハードウェアで
あるため、生体認識センサはモバイル機器の物理的な表面にスペースが割り当てられてい
なければならない。ほとんどのメーカは、消費者の可搬性の需要に応えるためにモバイル
機器のサイズを最小限に抑えようとしている。そのため、通常は、モバイル機器のスペー
スは非常に貴重である。モバイル機器のサイズを増大させないのであれば、メーカはモバ
イル機器のキーのサイズを小さくしなくてはならないかもしれない。しかし、キーが小さ
くなりすぎると、ユーザにとってキー操作が困難となるかもしれないため、そのモバイル
機器は魅力がなくなるかもしれない。
【００２６】
　他の可能性には、必要でないかもしれない１つ以上のハードウェアを取り除くことが含
まれ得る。生体認識センサは動作を読めるため、一実施形態ではナビゲーションツールと
して動作するようプログラムすることができる。例えば、従来技術では、携帯電話のユー
ザはカーソルを左方向に移動させるために左矢印ナビゲーションキーを押し、カーソルを
上方向に移動させるために上矢印ナビゲーションキーを押す等するかもしれない。生体認
識センサを用いれば、ユーザはカーソルの方向を変えるために、カーソルを動かしたい方
向に画面上を指でスワイプすることができる。一例として、ユーザは、カーソルを右に移
動させるために右方向に指でスワイプし、上に移動させるためには上方向にスワイプして
もよい。また、ユーザは選択するために生体認識センサを指でタップしてもよく、及び／
又はアプリケーションを開くために２回タップしてもよい。結果として、生体認識センサ
はモバイル機器で一般的に見られるナビゲーションキーの集合と同様の機能を実行するこ
とができるため、ナビゲーションキーの集合は取り除くことができる。従って、生体認識
センサはナビゲーションキーの集合に置き換え可能であることから、生体認識センサを追
加してもモバイル機器に割り当てられる追加スペースが不要である。
【００２７】
　１つのハードウェア（すなわち、生体認識センサ）で認証とナビゲーションとをメーカ
が提供できれば、モバイル機器のユーザに不正アクセスからのさらなる保護を提供するだ
けでなく、モバイル機器の物理的な貴重なスペースを犠牲にすることなく、より直感的な
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ナビゲーションツールを提供する製品を、消費者に提供することができる。前述の記載か
ら理解できるように、モバイル機器のサイズを増大させないで済めば、メーカは、さらな
る機能に興味を持つユーザに、外観を犠牲にすることなく、さらに望ましい製品を提供す
ることができる。
【００２８】
　本発明の１つ以上の実施形態において、生体認識センサをモバイル機器のアプリケーシ
ョンソフトウェアを操作するためのツールとして使用してもよい。生体認識センサはすで
に人の固有の生理学的特徴の生体認識テンプレートを撮像して記憶するよう構成されてい
る。そこで、発明者は本明細書において、人は複数の固有の生理学的特徴を有しうるので
、特定の機能を実行するために各固有の生理学的特徴をスキャンし割り当てられるという
ことを実現した。一例として、生体認識センサは、指紋等の固有の生理学的特徴の生体認
識テンプレートを撮像するために使用することができる。各指紋の生体認識テンプレート
は、たとえばデータベース内に記憶し、例えばウェブブラウザの起動等、特定の機能に割
り当てることができる。
【００２９】
　一実施形態では、スピードダイヤルを実行するために保存済の１つ以上の固有の生理学
的特徴の生体認識テンプレートを利用してもよい。一例として、右の人差し指の指紋を生
体認識テンプレートとして保存してもよい。指紋を撮像したら、指紋の生体認識テンプレ
ートを特定の電話番号に割り当てることができる。それにより、携帯電話のユーザは生体
認識センサ上を右人差し指でスワイプすることによってスピードダイヤルを実行できる。
前述から理解できるように、各指の指紋を固有の電話番号に割り当てることができる。従
来技術とは異なり、人（例えば子供）または物体で指定キーが押されて偶然スピードダイ
ヤルの機能呼出を実行してしまう、あるいは電話番号の押し間違いが大幅になくなるため
、電話番号が意図せずにダイヤルされてしまうことが最小限に抑えられる。
【００３０】
　キー等のハードウェアのサイズが小さいため、小さなモバイル機器の恩恵の機会を以前
は享受できなかったかもしれない人々がいる。生体認識センサに（例えば指でスワイプす
る等）固有の生理学的特徴を提示して機能を起動させる能力は、そうした人々の携帯電話
等のモバイル機器の利用を可能にするので有利である。一例として、視覚障害者はモバイ
ル機器の小さなキーの細かい文字が見えないかもしれない。視覚障害者はキーの文字を読
むことができないかもしれないので、結果的に（電話番号のダイヤル等の）簡単な操作が
できないかもしれない。他の例では、病気のために手が震えるユーザは小さなキーを操作
できないかもしれない。これらの人々は、（電話番号のダイヤル等の）小さなキーを押さ
なければならない操作のたびに、不満を感じるかもしれない。例えば、キーが小さく、そ
の位置が互いに密接しているので、病気のために手が震えるユーザは、隣のキー等、誤っ
たキーを押してしまうかもしれない。これらはモバイル機器の制限のほんの一例である。
しかし、ある機能を実行するためのコマンドとして固有の生理学的特徴を受け付けるよう
生体認識センサを設定することにより、身体障害者は、モバイル機器が提供できる恩恵を
享受できるようになる。
【００３１】
　本発明の一実施形態においては、モバイル機器のキーパッドがロックされている可能性
があっても、生体認識スキャン構成は有効となる。一実施形態においては、モバイル機器
のキーパッドがロックされているかどうかにかかわらず、固有の生理学的特徴に割り当て
られうるすべての機能に対して生体認識スキャン構成は有効である。換言すれば、モバイ
ル機器のユーザは、自分のモバイル機器のキーパッドをロックしていた可能性があっても
、指でスワイプする等して固有の生理学的特徴を生体認識センサに提示することにより、
スピードダイヤルを実行することができる。
【００３２】
　他の実施形態においては、生体認識スキャン構成は実施されるべき緊急時用機能を提供
する。一例として、右の人差し指を「９１１」に割り当ててもよい。たとえユーザがモバ



(10) JP 2012-521170 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

イル機器をロックしていたとしても、例えば、右の人差し指でスワイプして緊急電話をか
けることができる。生体認識スキャン構成を用いれば、ユーザはまずモバイル機器をロッ
ク解除することを気にかけなくても、緊急電話をかけることができる。
【００３３】
　スピードダイヤル以外にも、他の機能を固有の生理学的特徴に割り当てることができる
。一例として、左の小指を連絡先リストの起動に割り当ててもよい。他の例としては、左
の人差し指をウェブブラウザの起動に割り当ててもよい。利用しうる機能の種類と数は、
モバイル機器によって異なる可能性がある。
【００３４】
　一実施形態では、固有の生理学的特徴を複数の機能に割り当ててもよい。固有の生理学
的特徴が複数の機能に関連付けられている場合、どの機能を実行するべきかをシステムが
特定できるように、コンテキストを機能に関連付けてもよい。例えば、ユーザが左の人差
し指をジョンの（メインメニューのコンテキスト内の）電話番号をダイヤルして、（スタ
ートメニューのコンテキスト内の）ウェブブラウザを起動するよう割り当てていたとする
。ジョンのモバイル機器が現在メインメニューを表示していたとすると、システムは、メ
インメニューのコンテキストと関連付けられている機能を、つまりこの例ではスピードダ
イヤルを、実行するよう設定される。
【００３５】
　本発明の一実施形態では、生体認識スキャン構成は複数のプロフィールを記憶するよう
構成されている。例えば、ジムとメアリーとがひとつの携帯電話を使っているとする。そ
の携帯電話を２人とも利用できるように、ジムとメアリーとはそれぞれプロフィールを作
成することができる。各人ごとに固有の生理学的特徴に関連付けられた生体認識テンプレ
ートは、その人のプロフィールのもとに記憶される。
【００３６】
　一実施例では、モバイル機器内をナビゲートするために、及び／又はモバイル機器内に
記憶されたアプリケーションを管理するために生体認識センサを使用できるようになる前
に、ユーザは認証を求められる。一例として、ジムが生体認識センサ上を指でスワイプし
て一旦認証を受ければ、ジムがモバイル機器上のアプリケーションソフトウェアをナビゲ
ート又は管理するために生体認識センサを使う時はいつでも、システムはジムのプロフィ
ールにアクセスすることができる。
【００３７】
　他の実施形態においては、１人のユーザのみが認証を必要とする。一例として、ジムが
モバイル機器を利用できるよう適切な認証を提供しているとする。ジムが携帯電話を一旦
利用すると、携帯電話は、データベース内に記憶された生体認識テンプレートに関連付け
られたいかなるコマンドも受け付けるよう構成されている。換言すれば、メアリーのプロ
フィールはモバイル機器に保存されているので、メアリーはソフトウェアアプリケーショ
ンを操作するために生体認識スキャン構成を利用することができる。前述から理解できる
ように、複数のプロフィールを有するモバイル機器を利用するための方法は、メーカの優
先事項及び／又はユーザの設定によって異なる可能性がある。
【００３８】
　本発明の特徴と効果は、以下の図面と記載の参照により、より良く理解できる。
【００３９】
　本発明の一実施形態において、図２はモバイル機器２００の部分図であり、発明の生体
認識スキャン構成を実現可能なモバイル機器の一例を示す。モバイル機器２００はキーパ
ッド領域２０２と表示領域２０４を含んでよい。キーパッド領域２０２は英数字キーとホ
ットキーを含んでよい。
【００４０】
　一実施形態では、生体認識スキャン構成は、キーパッド領域２０２内に位置しうる生体
認識センサ２０６を含んでよい。生体認識センサ２０６の寸法は、製造優先事項によって
異なる可能性がある。しかし、生体認識センサ２０６は、指紋等の固有の生理学的特徴の
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実現可能な画像の撮像に十分な大きさを有していなくてはならない。
【００４１】
　一実施形態においては、生体認識センサ２０６はナビゲーションツールとして使用して
もよい。換言すれば、モバイル機器のユーザがモバイル機器で利用可能な種々の機能を操
作できるようにするナビゲーションキーの集合も備える代わりに、モバイル機器２００に
提供されているナビゲーション指示である、生体認識センサ２０６上のスワイプ動作を受
け付けるよう、生体認識センサ２０６を設定してもよい。
【００４２】
　例えば、モバイル機器２００のユーザが（メッセージ機能２１２によって記憶された）
着信音声メッセージをチェックしたいとする。カーソルをインターネット機能２０８から
メッセージ機能２１２へ移動させるために、ユーザは上方向に指でスワイプすることがで
きる。上方向の動きを受け付けると、生体認識センサ２０６はカーソルをインターネット
機能２０８からカレンダー機能２１０へと移動させる。カレンダー機能２１０からメッセ
ージ機能２１２へと移動するためには、ユーザは左方向へ指でスワイプすればよい。
【００４３】
　前述から理解できるように、生体認識センサ２０６をナビゲーションツールとして実現
することにより、ナビゲーションキーの集合を含める必要性がなくなる。ナビゲーション
キーの集合と生体認識センサの両方を備える必要がないため、ナビゲーションキーの集合
と同様の機能を実行するために生体認識センサを設定することができるので、ナビゲーシ
ョンキーの集合を冗長的に備えなくてもよい。結果として、生体認識センサ２０６を追加
しても、メーカは生体認識センサを収容するためにモバイル機器のサイズを増大させなく
てもよい。そのため、モバイル機器の所望のサイズは小さいが、生体認識センサ２０６の
追加機能にマイナスの影響はない。
【００４４】
　また、ハードウェアの故障も大幅に減少しうる。多くのモバイル機器では、ナビゲーシ
ョンキーの集合は酷使される。生体認識センサを使用すれば、ナビゲーションを実行する
ための生体認識センサ２０６の制御用にキーを押さなくてもよいため、長期間に亘るキー
の押圧と通常は関連するハードウェア疲労は大幅に取り除かれる。
【００４５】
　ナビゲーションツールとして使用される他に、生体認識センサ２０６は多様な機能の実
行にも使用可能である。次のいくつかの図によって、この能力において生体認識センサを
実現するための例を提供する。
【００４６】
　本発明の一実施形態において、図３は固有の生理学的特徴を１つ以上の機能に登録して
割り当てるためのステップを示す単純なフローチャートである。
【００４７】
　最初のステップ３０２では、固有の生理学的特徴を登録する。例えば、モバイル機器２
００のユーザであるマットは、許可されていないユーザから自分のモバイル機器を保護し
たいと思っているとする。一実施形態では、特定の指または親指の指紋等、固有の生理学
的特徴に基づいてセキュリティアクセスを設定する。一例として、マットは、自分のモバ
イル機器のシステムに認証データを提供するために使用するつもりである固有の生理学的
特徴として、自分の右親指を設定する。
【００４８】
　次のステップ３０４で、固有の生理学的特徴の生体認識テンプレートを登録することに
より登録が実施される。一例として、マットは生体認識センサ２０６上を右の親指でスワ
イプする。一実施形態においては、指紋の固有の生理学的特徴を撮像して登録するための
生体認識センサの時間を与えるために、固有の生理学的特徴を生体認識センサ上で所定回
数スワイプさせなくてはならないかもしれない。その所定回数は、ユーザが制御しうる設
定であってよい。一実施形態においては、モバイル機器２００のシステムは対話型システ
ムであってよく、（モバイル機器２００の表示領域２０４上にメッセージを表示する等の
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）フィードバックをユーザに提供する。一例として、生体認識センサが右親指の指紋のク
リアな生体認識テンプレートを記録できない場合は、ユーザに再度登録プロセスを行うよ
う要請するフィードバックを提供してもよい。
【００４９】
　次のステップ３０６で、スキャンしたパターンを生体認識テンプレートとして保存する
。一実施形態においては、右親指の指紋の生体認識テンプレート等の生体認識関連データ
をデータベース４００（図４に示す）に保存する。一例として、行４２０は、マット（プ
ロフィール４０２のデータタイプ）用にマットの右親指の生体認識テンプレート（生体認
識テンプレート４０４のデータタイプ、及び指４０６のデータタイプ）が保存されている
ことを示している。
【００５０】
　一実施形態において、ユーザが他の固有の生理学的特徴を追加で登録したい場合はステ
ップ３０２～３０６の登録プロセスを繰り返してもよい。
【００５１】
　次のステップ３０８で、生体認識テンプレートを保存した後に、その生体認識テンプレ
ートを機能に割り当てるようユーザに促してもよい。一実施形態において、固有の生理学
的特徴を登録した後にユーザに機能の割り当てを促してもよい。他の実施形態においては
、ユーザは、保存済の生体認識テンプレートに機能を割り当てるために他のプログラムを
独立して呼び出してもよい。
【００５２】
　固有の生理学的特徴の生体認識テンプレートを機能（１つ以上のアクションステップを
含んでよい）に割り当てるためには、ユーザが選択可能な機能のリストをユーザに提供し
てもよい。一例として、マットは右の親指の指紋の生体認識テンプレートを認証機能（機
能４０８のデータタイプ）に割り当てることを選択してもよい。
【００５３】
　一実施形態において、図５Ａはユーザ認証のステップを例示する単純なフローチャート
である。
【００５４】
　最初のステップ５０２で、固有の生理学的特徴のスキャンパターンを受け付ける。例え
ば、マットはモバイル機器２００（図２）を利用したいとする。マットは、生体認識セン
サ２０６上を右の親指でスワイプしてもよい。
【００５５】
　次のステップ５０４で、ユーザを検証するためにモバイル機器２００のシステムは、デ
ータベース４００（図４）をチェックしてもよい。前述の例では、マットは右の親指の指
紋を認証機能に割り当てている。照合を行うには、モバイル機器２００のシステムは、認
証機能（機能４０６のデータタイプ）と関連付けた保存済の生体認識テンプレート（生体
認識テンプレート４０４のデータタイプ）を検索して、スキャンしたパターンと保存済の
生体認識テンプレートを比較してもよい。
【００５６】
　次のステップ５０６で、モバイル機器２００のシステムは、指紋のスキャンパターンを
、保存済の生体認識テンプレートと比較して判定してもよい。一実施形態においては、比
較について（低、中、高等の）照合要件をシステムに設定するという選択肢もある。一例
として、照合要件が高に設定されている場合は、新しくスキャンしたパターンは保存済の
生体認識テンプレートに厳密に似通っていなくてはならないかもしれない。
【００５７】
　一致すると判定されると、次のステップ５０８でユーザはモバイル機器２００の利用を
許可される。しかし、一致すると判定されないと、次のステップ５１０でユーザはモバイ
ル機器２００の利用を阻止される。換言すれば、マットが一旦右親指の指紋の生体認識テ
ンプレートを認証プロセスの一部として確証しておくと、モバイル機器２００を利用でき
るのはデータベース４００内に保存済の生体認識テンプレートに一致する指紋を有するユ
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ーザのみに限られる。
【００５８】
　一実施形態において、モバイル機器２００の複数のユーザの利用を許可するために、複
数のプロフィールを確証してもよい。一実施形態において、複数のユーザをモバイル機器
に関連付けた場合、データベース４００は複数のプロフィールを記憶するよう構成される
。一例として、マットのプロフィール（行４２０）以外にマークもプロフィール（行４２
２）を確証して、マークもモバイル機器２００を利用できる認証データを設定しておく。
従って、生体認識スキャン構成を使用すると、許可されていないユーザがモバイル機器２
００を利用するのを防ぐとともに、複数のユーザが保護されたモバイル機器を利用するこ
とができる。
【００５９】
　ユーザの認証に加えて、生体認識スキャン構成は、スピードダイヤル、ウェブブラウザ
の起動、メッセージのチェック、及びそれに類するもの等の、他の機能を起動するために
実現されてよい。
【００６０】
　本発明の一実施形態において、図５Ｂは、スピードダイヤルを実行するためのステップ
を例示する単純なフローチャートを示す。
【００６１】
　ステップ５０２と同様に、最初のステップ５２２で、ユーザは、指等の自分の固有の生
理学的特徴を生体認識センサ上でスワイプさせることができる。例えば、マットは友人の
チャーリーの電話番号をダイヤルしたいとする。番号をダイヤルするか、連絡先リストの
番号を調べるか、音声ダイヤル機能を使うか、又はスピードダイヤルを実行するためのキ
ーを押すかする代わりに、マットは生体認識センサ上を左の人差し指でスワイプすること
ができる。
【００６２】
　次のステップ５２４で、システムは固有の生理学的特徴が登録されているかどうか判定
することができる。一例として、マットの左人差し指のスキャンパターンを保存済生体認
識テンプレート（行４２４）と比較する。一致が確認されない場合、次のステップ５２６
では、システムは何のアクションも起こさない。一例として、一致が確認されない場合、
システムはスピードダイヤルを実行してはならない。一実施形態においては、システムは
ユーザにフィードバックすることができ、それによってユーザにシステムがアクションを
起こさない理由を通知する。
【００６３】
　しかし、一致が確認されれば、次のステップ５２８で、システムは保存済の生体認識テ
ンプレートが割り当てられているかどうか判定することができる。保存済の生体認識テン
プレートがどの機能にも割り当てられていない場合、ステップ５２６では、システムは何
のアクションも起こさない。一実施形態において、システムは、ユーザにフィードバック
することができ、その保存済生体認識テンプレートにはいずれの機能も定義されていない
ことを知らせる。
【００６４】
　しかし、保存済生体認識テンプレートが割り当てられている場合は、次のステップ５３
０で、システムはその機能を実行してもよい。一例として、マットの左人差し指の生体認
識テンプレートはチャーリーの電話番号（行４２４）に割り当てられている。結果として
、一致が検証されると、システムは自動的にチャーリーの電話番号（アクション４１０の
データタイプ）をダイヤルすることができる。
【００６５】
　本発明の一実施形態においては、複数の機能を１つの生理学的特徴に関連付けることが
できる。本発明の一実施形態においては、図５Ｃは、複数の機能を１つの生理学的特徴に
関連付けることができる状況を扱うためのステップを例示する、単純なフローチャートを
示す。
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【００６６】
　ステップ５４２～５４８は、ユーザが固有の生理学的特徴を提示する（例えば、指でス
ワイプする）ことによって生体認識センサを起動した後に、システムは生理学的特徴のス
キャンパターンを受け付けることができるという点で、ステップ５２２～５２８と同様で
ある。スキャンしたパターンは、データベース４００内で記憶された、保存済生体認識テ
ンプレートと比較される（５４４）。一致が確認されない場合は、システムはアクション
を実行しない（５４６）。しかし、一致が確認されて生理学的特徴が割り当てられている
場合は（５４８）、次のステップ５５０で、システムは、複数の機能がその生理学的特徴
の保存済生体認識テンプレートに割り当てられているかどうか判定する。
【００６７】
　機能が１つしか割り当てられていない場合は、次のステップ５５２で、モバイル機器２
００のシステムはその機能を実行してもよい。
【００６８】
　しかし、複数の機能が割り当てられている場合は、次のステップ５５４で、モバイル機
器２００のシステムはコンテキストに関連付けられた機能を実行してもよい。一例では、
行４２４、４２６、４２８が左の人差し指の指紋の保存済生体認識テンプレートと関連付
けられている。３つの機能（機能４０８のデータタイプ）は、スピードダイヤル、インタ
ーネット、音楽をそれぞれ示す）が保存済の生体認識テンプレートに関連付けられている
ので、システムはコンテキストに関連付けられたアクション（アクション４１０のデータ
タイプ）を実行するよう構成されている。この例では、モバイル機器は現在メインメニュ
ーを表示している。従って、左人差し指がメインメニューのコンテキスト（コンテキスト
４１２のデータタイプ）のスピードダイヤル機能（機能４０８のデータタイプ）と関連付
けられているので、モバイル機器のシステムは（アクション４１０のデータタイプの行４
２４で示すように）スピードダイヤル機能を実行する。
【００６９】
　他の例では、マットはミュージックプレーヤを現在起動させている。ミュージックプレ
ーヤでは、マットはそのミュージックプレーヤに関連する複数のアクション（例えば、特
定の歌の起動、お気に入りフォルダの起動、ファイルの削除等）を実行することができる
。ミュージックプレーヤの起動中にマットが左人差し指でスワイプした場合、モバイル機
器２００のシステムが実行できる唯一のアクションはお気に入りフォルダの起動（行４２
８）である。従って、複数の機能が左人差し指に割り当てられていても、システムはコン
テキストに従ってどの機能が実現可能かを判定するアルゴリズムを有している。
【００７０】
　ユーザは、アプリケーションをナビゲートするかまたは起動するかのどちらかに生体認
識センサ２０６を利用することができるので、モバイル機器はその２つのモード間を移動
するよう設定される。本発明の一実施形態において、図６はモバイル機器のモード状態を
例示する単純なブロック図を示す。
【００７１】
　例えば、マットは自分のモバイル機器の電源を入れたとする（６０２）。モバイル機器
２００がまず電源投入された時は、モバイル機器はデフォルトモードに設定されてよい（
６０４）。デフォルトモードは、ナビゲーションモード（６０６）またはマッチングモー
ド（６０８）のいずれかとすることができる。一実施形態において、デフォルトモードは
メーカによって予め設定されていてよい。他の実施形態では、デフォルトモードはモバイ
ル機器のユーザによって予め設定されていてもよい。
【００７２】
　モバイル機器のユーザがまだ固有の生理学的特徴を機能に割り当てていない場合は、一
実施形態においてシステムは、デフォルトモードがマッチングモードに設定されていたと
しても、デフォルトでナビゲーションモードに自動的に移行してもよい。換言すれば、シ
ステムは、ユーザが（認証に割り当てた以外に）固有の生理学的特徴を割り当てているか
どうか判定するためにデータベース４００をチェックしてもよい。システムは、何も割り
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当られていないと判定すると、デフォルトでナビゲーションモードへ移行してもよい。
【００７３】
　本明細書で説明されているように、ナビゲーションモードとは、生体認識センサ２０６
がカーソル操作用（６１０）又は選択用（６１２）の指示として生体認識センサ２０６上
のスワイプ動作を受け付けるよう構成されているモードのことである。ナビゲーションモ
ード（６０６）では、生体認識センサ２０６は照合を行わない。代わりに、生体認識セン
サ２０６は、カーソルをどのように操作すべきかを判定するために動きを解釈するよう構
成されている。換言すれば、ナビゲーションモードでは、使用しうる（例えば、右の親指
、左の人差し指等の）固有の生理学的特徴に係わらず、生体認識センサは、表示画面上に
表示された項目上のカーソルの動きを操作するための及び／又は選択を実行するための、
動きの方向を読み取るようにのみ構成されている。
【００７４】
　本明細書で説明されているように、マッチングモードとは、生体認識センサ２０６が（
指紋等の）固有の生理学的特徴のスキャンを実行して、そのスキャンしたパターンをデー
タベース内に記憶された保存済生体認識テンプレートと比較して、実行すべき機能を判定
するよう構成されているモードのことである。マッチングモード（６０８）では、生体認
識センサ２０６はナビゲーションを実行しない。代わりに、生体認識センサ２０６は、指
紋のスキャンパターンと、例えば生体認識テンプレートのデータベース（６１４）との照
合を行うよう構成されている。照合が成功すると、例えば、成功という状態をアプリケー
ションに送信してもよい。アプリケーションは、成功という状態を受信すると、固有の生
理学的特徴と関連付けられた機能（６１６）を実行するよう構成されている。
【００７５】
　生体認識スキャン構成はどちらのモードにも対応しているので、システムは、ユーザが
２つのモードを切り替えられるよう構成されている。一実施形態において、ユーザはモー
ドを切り替えるために切替ボタンを押すことができる。他の実施形態においては、ユーザ
は切替を行うための切替モード機能を起動させることができる。一例として、モバイル機
器２００がナビゲーションモードの場合は、ユーザは切替を行うための切替モードに移動
するために生体認識センサ２０６を使用してもよい。他の実施形態においては、モバイル
機器２００がマッチングモードの時は、ユーザは切替モード機能を起動させるために固有
の生理学的特徴のうちのひとつを割り当ててよい。前述から理解できるように、切替方法
は異なってもよく、説明した例は本発明の制限を意味するものではない。
【００７６】
　一実施形態においては、マッチングモードは一時的なモードである。一例として、モバ
イル機器のシステムは、モバイル機器が所定時間動作しない場合はナビゲーションモード
に切り替わってもよい。マッチングモードを一時的なモードとして設定することにより、
意図しない機能呼出が防止される。
【００７７】
　一実施形態において、モバイル機器のシステムは、モバイル機器の電源が切られたりス
リープモードであるかのいずれの場合は、デフォルトでマッチングモードへ移行する。モ
バイル機器がまず電源投入された時にモバイル機器を利用するためには、認証に関連付け
られた固有の生理学的特徴を、ユーザがモバイル機器を利用できるように保存された生体
認識パターンのデータベースと照合しなくてはならないかもしれない。
【００７８】
　一実施形態においては、モバイル機器は、モバイル機器の状態に係わらず固有の生理学
的特徴と関連付けられた緊急時用機能を実行するよう構成されている。一例として、マッ
トは緊急電話をかける必要があったとする。電話をかけるために、マットは生体認識セン
サ２０６上を右の人差し指でスワイプする。生体認識スキャン構成はスキャンパターンを
受け付けると、スキャンパターンとデータベース４００を比較する。スキャンパターンが
、緊急時用機能と関連付けられた保存済生体認識テンプレートと一致すると、システムは
モバイル機器２００を起動させて緊急電話番号をダイヤルする。前述から理解できるよう
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に、モバイル機器のロックを解除しなくとも、又はモバイル機器を起動させなくとも、緊
急電話をかけることができる。この方法により、ユーザは緊急電話をかけるための一連の
ステップを行う必要がなく、特に時間が最も重要な場合に、直ちに緊急事態に対処するこ
とができる。
【００７９】
　本書では、携帯電話を例として用いて様々な実装を説明した。しかし、本発明は携帯電
話に限るものではなく、生体認識センサと統合されうるいかなる電子機器（個人情報端末
、タブレット、ゲームシステム、ＧＰＳ、ノートパソコン、デジタルフォン、及びそれに
類するもの等）に適用することができる。むしろ、前述の説明は例を意味し、本発明は提
示された例によって限定されるものではない。
【００８０】
　一例として、生体認識スキャン構成はゲームシステムの一部として実現されてもよい。
ゲームシステムにおいては、プレーヤーには、ゲームを操作できるようにするためのナビ
ゲーションボタンが提供される。一実施形態においては、生体認識センサをナビゲーショ
ンボタンの集合の代わりに用いてもよい。前述の実施形態と同様に、生体認識センサはナ
ビゲーションツールとして利用できる。一例として、ゲームで文字を操作するために、プ
レーヤーは、自分の動きを指示するために生体認識センサ上を指でスワイプしてもよい。
他の例では、メニュー項目を起動させるために、プレーヤーは自分の固有の生理学的特徴
を１つ以上のメニュー機能に割り当ててもよい。例えば、プレーヤーは、右の薬指を武器
リストに予め割り当てていたとする。すると、ゲーム中に、プレーヤーは、集めていた可
能性のある武器のリストを表示させるために、生体認識センサ上を右薬指でスワイプする
ことができる。プレーヤーはゲームをプレイするためにボタンを押し続ける必要がないの
で、（ボタン押圧に関連するかもしれない）ハードウェア疲労及び（プレーヤーが経験し
うる）身体的疲労を、大幅になくすことができる。上記の例は、携帯電話以外の他の電子
機器内で生体認識スキャン構成がどのように実現されるかのシンプルな一例である。
【００８１】
　前述から理解できるように、本発明の１つ以上の実施形態により、モバイル機器の形態
を変更せずにモバイル機器に機能を追加する生体認識スキャン構成が提供される。生体認
識スキャン構成を用いると、許可されていないユーザに対するセキュリティがモバイル機
器の所有者に提供される。生体認識スキャン構成はプログラム可能なので、他のキーで以
前は実行されていたかもしれない機能（例えば、ナビゲーション、ソフトウェアアプリケ
ーションの開始等）を提供することができ、それによりメーカは所望の物理的形態内で追
加機能を提供できる。
【００８２】
　いくつかの好適な実施形態に関して本発明を説明したが、本発明の範囲に含まれる変更
、置換、及び等価物もある。本明細書において種々の例を提供したが、これらの例は例示
であり、本発明に関して限定するものではない。また、本明細書で「集合」という語句が
使用されている場合は、ゼロ、１つ、または複数の要素を対象とする、一般的に理解され
る数学的な意味を有するとする。尚、本発明の方法及び装置の実現には多くの代替様式が
あることに留意すべきである。従って、以下の添付の請求項は、本発明の真の趣旨及び範
囲内に含まれるようなすべての変更、置換等価物を含むと解釈されることを目的とする。
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