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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ブルートゥース（登録商標）使用可能認証機器
を使用して利用者のアプリケーションとの対話をセキュ
リティ保護するためシステムを提供する。
【解決手段】システム２００において、アプリケーショ
ンサーバ２１０はアプリケーションのサーバ部をホステ
ィングする。ホストコンピュータ２３０は、ユーザ入出
力インタフェースを備え、アプリケーションのクライア
ント部であるクライアントアプリケーションを起動し、
利用者２９０がアプリケーションに公衆通信網２５０上
で遠隔アクセスできるようにする。認証機器２４０は、
動的信用証明を生成するために、記憶構成要素と、デー
タ処理構成要素と、認証機器を認証機器とホストコンピ
ュータとの間のブルートゥース接続を使用してホストコ
ンピュータに接続するためのブルートゥースインタフェ
ースと、を備える。検証サーバ２２０は、動的信用証明
の有効性を検証する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動的信用証明を生成するための携帯ハンドヘルド認証機器（１００）であって、
　暗号信用証明生成用秘密鍵を安全に記憶するように構成された記憶構成要素（１３０）
と、
　該認証機器の利用者から入力を受け付けるためのユーザ入力インタフェース（１２０）
と、
　該利用者に出力を提示するためのユーザ出力インタフェース（１１０）と、
　該暗号信用証明生成用秘密鍵を動的変数と暗号学的に組み合わせることで該動的信用証
明を生成するように構成されたデータ処理構成要素（１４０）と、
　該認証機器を該認証機器とホストコンピュータとの間のブルートゥース接続で該ホスト
コンピュータに接続するためのブルートゥースインタフェース（１５０）と、
　を備え、
　該認証機器は、該生成された動的信用証明を該ホストコンピュータとの該ブルートゥー
ス接続を介して送信するように構成される、認証機器。
【請求項２】
　時間値を提供するための時計（１６０）を更に備え、
　該認証機器は、該動的変数の値を該時計により提供される該時間値の関数として求める
ように更に構成される、
　請求項１に記載の認証機器（１００）。
【請求項３】
　第二の変数を該記憶構成要素に記憶し、
　該動的変数の値を該記憶された第二の変数の関数として求め、且つ、
　該第二の変数の該値が該動的信用証明を生成するために使用された場合、該第二の変数
の該値を更新し且つ該記憶構成要素に記憶する、
　ように更に構成される、請求項１に記載の認証機器。
【請求項４】
　該第二の変数はカウンタを含み、且つ、該第二の変数を更新することは、該カウンタの
該値を単調増加させること又は単調減少させることのうちの少なくとも一つを含む、請求
項３に記載の認証機器。
【請求項５】
　該ブルートゥース接続を介して該動的信用証明を求める要求を受信し、該要求に応答し
て該データ処理構成要素により該動的信用証明を生成し、且つ、該生成された動的信用証
明を該ブルートゥース接続を介して返信するように更に構成される、請求項１に記載の認
証機器。
【請求項６】
　該動的信用証明の生成に先立つ該動的信用証明を生成するための該利用者からの承認、
又は、該動的信用証明の返信に先立つ該動的信用証明を返信するための該利用者からの承
認のうちの少なくとも一つを該ユーザ入力インタフェースにより取得するように更に構成
される、請求項５に記載の認証機器。
【請求項７】
　チャレンジを該ブルートゥース接続を介して受信し、且つ、該データ処理構成要素によ
り該動的信用証明を生成するために該受信したチャレンジを使用するように更に構成され
る、請求項５に記載の認証機器。
【請求項８】
　取引関連データを該ブルートゥース接続を介して受信し、該受信した取引関連データを
該ユーザ出力インタフェースにより該利用者に提示し、該取引関連データの該利用者の承
認を該ユーザ入力インタフェースにより取得し、且つ、該受信した取引関連データを使用
して該データ処理構成要素により該動的信用証明を生成するように更に構成される、請求
項５に記載の認証機器。
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【請求項９】
　機器識別データ要素を該記憶構成要素に記憶し、且つ、該機器識別データ要素を該ブル
ートゥース接続を介して該ホストコンピュータが利用できるようにするように更に構成さ
れる、請求項１に記載の認証機器。
【請求項１０】
　ユーザ名を該記憶構成要素に記憶し、且つ、該ユーザ名を該ブルートゥース接続を介し
て該ホストコンピュータが利用できるようにするように更に構成される、請求項１に記載
の認証機器。
【請求項１１】
　該ユーザ名を該ブルートゥース接続を介して受信し、且つ、該ブルートゥース接続を介
した将来の検索用に該ユーザ名を該記憶構成要素に記憶するように更に構成される、請求
項１０に記載の認証機器。
【請求項１２】
　該ホストコンピュータがアプリケーション状態を該ブルートゥース接続を介して利用で
きるようにするように更に構成される、請求項１に記載の認証機器。
【請求項１３】
　該ホストコンピュータにより実行されるべき一以上の命令を該ホストコンピュータへ該
ブルートゥース接続を介して送信するように更に構成される、請求項１に記載の認証機器
。
【請求項１４】
　ＰＩＮ又はパスワードのうちの少なくとも一つを検証するように更に構成される、請求
項１に記載の認証機器。
【請求項１５】
　該ユーザ入力インタフェースを介して該認証機器に提供された該ＰＩＮ又は該パスワー
ドのうちの該少なくとも一つを取得するように更に構成される、請求項１４に記載の認証
機器。
【請求項１６】
　該ＰＩＮ又は該パスワードのうちの該少なくとも一つを該ブルートゥース接続を介して
受信するように更に構成される、請求項１４に記載の認証機器。
【請求項１７】
　該ＰＩＮ又は該パスワードのうちの該少なくとも一つの該検証が成功した場合にのみ、
該動的信用証明を生成するように更に構成される、請求項１４に記載の認証機器。
【請求項１８】
　生体計測参照データを該記憶構成要素に記憶し、且つ、該利用者の生体計測値を検証す
るように更に構成される、請求項１に記載の認証機器。
【請求項１９】
　生体計測センサを更に備え、且つ、該生体計測センサにより該生体計測値を取得するよ
うに更に構成される、請求項１８に記載の認証機器。
【請求項２０】
　該生体計測値を該ブルートゥース接続を介して受信するように更に構成される、請求項
１８に記載の認証機器。
【請求項２１】
　該生体計測値の該検証が成功した場合にのみ、該データ処理構成要素により該動的信用
証明を生成するように更に構成される、請求項１８に記載の認証機器。
【請求項２２】
　該ユーザ入力インタフェースは単一のボタンから成り、且つ、該認証機器は、該利用者
が該単一のボタンを押下することで該利用者の承認を取得するように更に構成される、請
求項１に記載の認証機器。
【請求項２３】
　アプリケーションメッセージの保全性、機密性又は信憑性のうちの少なくとも一つを保
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護するためのセキュアメッセージング技術によりセキュリティ保護された該アプリケーシ
ョンメッセージを、該ブルートゥース接続を介して受信又は送信のうちの少なくとも一つ
を実行するように更に構成され、該認証機器は、該セキュアメッセージング技術をサポー
トし、且つ、該セキュアメッセージング技術で使用される暗号セキュアメッセージング動
作を実行するように更に構成され、該セキュアメッセージング技術は、いずれのブルート
ゥースセキュアメッセージング機構からも独立している、請求項１に記載の認証機器。
【請求項２４】
　セキュアメッセージング用秘密情報を該記憶構成要素に記憶し、且つ、該セキュアメッ
セージング用秘密情報を使用して暗号セキュアメッセージング鍵の値を求め、且つ、該暗
号セキュアメッセージング鍵を該暗号セキュアメッセージング動作において使用するよう
に更に構成される、請求項２３に記載の認証機器。
【請求項２５】
　該暗号信用証明生成用秘密鍵を該動的変数と該暗号学的に組み合わせることは、該暗号
信用証明生成用秘密鍵によりパラメータ化された対称暗号アルゴリズムを実行することを
含む、請求項１に記載の認証機器。
【請求項２６】
　該対称暗号アルゴリズムは、対称暗号化アルゴリズム又は対称復号アルゴリズムのうち
の少なくとも一つを含む、請求項２５に記載の認証機器。
【請求項２７】
　該対称暗号アルゴリズムは、鍵付きハッシングアルゴリズムを含む、請求項２５に記載
の認証機器。
【請求項２８】
　該ユーザ入力インタフェースは二つのボタンから成り、該認証機器は、該利用者が該二
つのボタンのうちの第一のボタンを押下することで該利用者の承認を取得し、且つ、該利
用者が該二つのボタンのうちの第二のボタンを押下することで該利用者の否認又は取り消
しのうちの少なくとも一つを取得するように更に構成される、請求項１に記載の認証機器
。
【請求項２９】
　該ブルートゥースインタフェースは、低消費電力版ブルートゥースをサポートする、請
求項１に記載の認証機器。
【請求項３０】
　アプリケーションと利用者との間の対話をセキュリティ保護するためのシステムであっ
て、該アプリケーションはサーバ部とクライアント部とを備え、該システムは、
　該アプリケーションの該サーバ部をホスティングするアプリケーションサーバ（２１０
）と、
　該アプリケーションの該クライアント部であるクライアントアプリケーションを起動し
、且つ、該利用者（２９０）が該アプリケーションの該サーバ部にコンピュータネットワ
ーク（２５０）上で遠隔アクセスできるようにするホストコンピュータ（２３０）であっ
て、該利用者から入力を受け付けるためのユーザ入力インタフェースと、該利用者に出力
を提供するためのユーザ出力インタフェースと、を備える該ホストコンピュータと、
　動的信用証明を生成するための認証機器（２４０）であって、
　　暗号信用証明生成用秘密鍵を安全に記憶するように構成された記憶構成要素（１３０
）と、
　　該暗号信用証明生成用秘密鍵を動的変数と暗号学的に組み合わせることで該動的信用
証明を生成するように構成されたデータ処理構成要素（１４０）と、
　　該認証機器を該認証機器と該ホストコンピュータとの間のブルートゥース接続で該ホ
ストコンピュータに接続するためのブルートゥースインタフェース（１５０）と、
　を備える該認証機器と、
　該動的信用証明の有効性を検証するための検証サーバ（２２０）と、
　を備え、
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　該ホストコンピュータは、該認証機器との該ブルートゥース接続を設定するように構成
され、
　該認証機器は、該動的信用証明を該ブルートゥース接続を介して該ホストコンピュータ
へ返信するように構成され、
　該ホストコンピュータ上の該クライアントアプリケーションは、該動的信用証明を該ブ
ルートゥース接続を介して受信し、且つ、該生成された動的信用証明を検証用に該検証サ
ーバへ転送するように更に構成され、
　該検証サーバは、該生成された動的信用証明を検証し、且つ、該動的信用証明が有効で
あると検証されたか否かを該アプリケーションサーバに信号で伝えるように構成される、
システム。
【請求項３１】
　該認証機器と該検証サーバとは、該暗号信用証明生成用秘密鍵を共有し、
　該動的信用証明の該生成及び該検証は、該認証機器と該検証サーバとの間で共有される
秘密認証鍵を使用して対称暗号アルゴリズムにより行われる、
　請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　該認証機器は、該検証サーバ又は該アプリケーションサーバのうちの少なくとも一つと
一以上のセキュアメッセージング鍵を共有し、
　該検証サーバ又は該アプリケーションサーバのうちの少なくとも一つは、アプリケーシ
ョンメッセージを生成し、且つ、該共有された一以上のセキュアメッセージング鍵を使用
してセキュアメッセージング技術により該アプリケーションメッセージをセキュリティ保
護するように構成され、
　該クライアントアプリケーションは、該セキュリティ保護されたアプリケーションメッ
セージを受信し、且つ、該セキュリティ保護されたアプリケーションメッセージを該ブル
ートゥース接続を介して該認証機器へ転送するように構成され、且つ、
　該認証機器は、該セキュリティ保護されたアプリケーションメッセージを該ブルートゥ
ース接続を介して受信し、且つ、該共有された一以上のセキュアメッセージング鍵を使用
して該セキュアメッセージング鍵をサポートし且つ該セキュリティ保護されたアプリケー
ションメッセージに作用するように構成される、
　請求項３０に記載のシステム。
【請求項３３】
　該認証機器は、
　該認証機器に該動的信用証明を生成及び返信させるための要求を含むアプリケーション
メッセージを、該ブルートゥース接続を介して受信するように構成され、且つ、
　該アプリケーションメッセージを受信することに応答して、該動的信用証明を生成し且
つ該動的信用証明を該ブルートゥース接続を介して返信するように構成される、請求項３
０に記載のシステム。
【請求項３４】
　該アプリケーションメッセージはチャレンジを含み、且つ、該チャレンジは、該アプリ
ケーションサーバ又は該検証サーバのうちの少なくとも一つにより生成される予測できな
い値を含む、請求項３３に記載のシステム。
【請求項３５】
　該アプリケーションメッセージは、該利用者により該アプリケーションに依頼される取
引データを含み、且つ、該動的変数は該取引データに基づく、請求項３３に記載のシステ
ム。
【請求項３６】
　該認証機器は、時間変動するアプリケーション状態を維持し、且つ、該認証機器の現在
のアプリケーション状態に関する情報を該ブルートゥース接続を介して該ホストコンピュ
ータへ伝達するように更に構成され、且つ、
　該クライアントアプリケーションは、該現在のアプリケーション状態の情報を該ブルー



(6) JP 2019-83560 A 2019.5.30

10

20

30

40

50

トゥース接続を介して該認証機器から受信し、且つ、該認証機器を取り扱う方法について
の該利用者に対する指針又は指令のうちの少なくとも一つを提供するように更に構成され
、該指針又は該指令のうちの該少なくとも一つは、該受信した現在のアプリケーション状
態の情報の関数である、
　請求項３０に記載のシステム。
【請求項３７】
　該クライアントアプリケーションは、該ホストコンピュータの該ユーザ入力インタフェ
ースによりＰＩＮ値又はパスワード値のうちの少なくとも一つを該利用者から取得し、且
つ、該取得したＰＩＮ値又は該取得したパスワード値のうちの該少なくとも一つを該ブル
ートゥース接続を介して該認証機器へ送信するように更に構成され、且つ、
　該認証機器は、該ＰＩＮ値又は該パスワード値のうちの該少なくとも一つを該ブルート
ゥース接続を介して受信し、且つ、該受信したＰＩＮ値又は該受信したパスワード値のう
ちの該少なくとも一つを検証するように更に構成される、
　請求項３０に記載のシステム。
【請求項３８】
　該ホストコンピュータは、該利用者から生体計測値を取得するように構成された生体計
測構成要素を更に備え、
　該クライアントアプリケーションは、該利用者から該ホストコンピュータの該生体計測
構成要素により生体計測値を取得し、且つ、該取得した生体計測構成要素を該ブルートゥ
ース接続を介して該認証機器へ送信するように更に構成され、且つ、
　該認証機器は、該生体計測値を該ブルートゥース接続を介して受信し、且つ、該受信し
た生体計測値を検証するように更に構成される、
　請求項３０に記載のシステム。
【請求項３９】
　該認証機器は、該ホストコンピュータにより実行されるべき命令を生成し、且つ、該命
令を該ブルートゥース接続を介して該ホストコンピュータへ伝達するように更に構成され
、且つ、
　該クライアントアプリケーションは、該命令を該ブルートゥース接続を介して該認証機
器から受信し、且つ、該命令を実行するように更に構成される、
　請求項３０に記載のシステム。
【請求項４０】
　該ホストコンピュータにより該命令を実行することは、該ユーザ出力インタフェース又
は該ユーザ入力インタフェースのうちの少なくとも一つを使用して該利用者と該ホストコ
ンピュータが対話することを含む、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４１】
　該クライアントアプリケーションは、該認証機器が該ホストコンピュータに該ブルート
ゥース接続で接続される場合、該認証機器の該ホストコンピュータまでの距離の表示を取
得するように更に構成され、且つ、
　該アプリケーションは、該利用者に対する一以上のアクセス権を認可、維持又は解除す
るか否かを決定する際、該距離の表示を考慮に入れるように構成される、
　請求項３０に記載のシステム。
【請求項４２】
　コンピュータベースアプリケーションの利用者との対話をセキュリティ保護するための
方法であって、
　該コンピュータベースアプリケーションはクライアント部とホスト部とを備え、該利用
者は、動的信用証明を生成するための認証機器を操作し、該認証機器は、ブルートゥース
ホスト装置と通信するためのブルートゥースインタフェースを備え、
　該利用者が、ローカルホストコンピュータのユーザ入力インタフェース及びユーザ出力
インタフェースを使用して該コンピュータベースアプリケーションと対話できるようにす
るための該コンピュータベースアプリケーションの該クライアント部であるクライアント
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アプリケーションを該ローカルホストコンピュータ上で起動する工程と、
　該ローカルホストコンピュータにおいて、該認証機器とのブルートゥース接続を設定す
る工程と、
　動的変数を該認証機器に記憶された第一の暗号認証鍵と暗号学的に組み合わせることで
該認証機器により生成された該動的信用証明を、該ブルートゥース接続を介して該認証機
器から受信する工程と、
　第二の暗号認証鍵によりパラメータ化された暗号アルゴリズムを使用して該動的信用証
明を検証する工程と、
　を含む方法。
【請求項４３】
　アプリケーションメッセージを生成する工程と、
　該認証機器と共有された少なくとも一つの対称セキュアメッセージング鍵によりパラメ
ータ化された対称暗号アルゴリズムに基づいたセキュアメッセージング技術を適用して該
アプリケーションをセキュリティ保護する工程と、
　該ホストコンピュータにおいて、該アプリケーションメッセージを該ブルートゥース接
続を介して該認証機器へ送信する工程と、
　を更に含む、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　該認証機器に該動的信用証明を生成及び返信させるための要求を含むアプリケーション
メッセージを生成する工程と、
　該ホストコンピュータにおいて、該アプリケーションメッセージを該ブルートゥース接
続を介して該認証機器へ送信する工程と、
　を更に含み、
　該認証機器は、該認証機器が該アプリケーションメッセージを該ブルートゥース接続を
介して受信することに応答して、該動的信用証明を生成し、且つ、該動的信用証明を該ブ
ルートゥース接続を介して該ホストコンピュータへ返信する、
　請求項４２に記載の方法。
【請求項４５】
　チャレンジを生成する工程と、
　該チャレンジを該アプリケーションメッセージに組み込む工程と、
　を更に含み、
　該動的変数は該チャレンジに基づく、
　請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　取引を実行するための要求を該利用者から受け付ける工程と、
　該取引を表現する取引データを該アプリケーションメッセージに組み込む工程と、
　該動的信用証明の該検証が成功した場合、該取引要求を実行する工程と、
　を更に含み、
　該動的変数は、該アプリケーションメッセージに組み込まれた該取引データに基づく、
　請求項４４に記載の方法。
【請求項４７】
　該ローカルホストコンピュータにおいて、該認証機器の該アプリケーション状態に関す
る情報を該ブルートゥース接続を介して該認証機器から受信する工程と、
　該ローカルホストコンピュータにおいて、該ユーザ出力インタフェースにより、該利用
者に対する該認証機器の該操作に関する指針又は指令のうちの少なくとも一つを提供する
工程と、
　を更に含み、
　該指針又は該指令のうちの該少なくとも一つは、該認証機器の該アプリケーション状態
の該受信した情報の関数である、
　請求項４２に記載の方法。



(8) JP 2019-83560 A 2019.5.30

10

20

30

40

50

【請求項４８】
　該ローカルホストコンピュータにおいて、実行するべき命令を該ブルートゥース接続を
介して該認証機器から受信する工程と、該命令を該ローカルホストコンピュータにおいて
実行する工程と、を更に含む、請求項４２に記載の方法。
【請求項４９】
　該ローカルホストコンピュータにおいて、該ユーザ入力インタフェースによりＰＩＮ値
又はパスワード値のうちの少なくとも一つを該利用者から取得する工程と、該取得したＰ
ＩＮ値又は該取得したパスワード値のうちの該少なくとも一つが該認証機器により検証さ
れるように、該ＰＩＮ値又は該パスワード値のうちの該少なくとも一つを該ブルートゥー
ス接続を介して該認証機器へ送信する工程と、を更に含む、請求項４２に記載の方法。
【請求項５０】
　該ローカルホストコンピュータにおいて、生体計測センサにより該利用者から生体計測
値を取得する工程と、該取得した生体計測値が該認証機器により検証されるように、該生
体計測値を該ブルートゥース接続を介して該認証機器へ送信する工程と、を更に含む、請
求項４２に記載の方法。
【請求項５１】
　該ローカルホストコンピュータにおいて、該ローカルホストコンピュータと該認証機器
との間の実際の距離を示す距離表示値を取得する工程と、該利用者に対する一以上のアク
セス権を認可、維持又は解除するか否かを判定する際、該距離表示値を使用する工程と、
を更に含む、請求項４２に記載の方法。
【請求項５２】
　コンピュータベースアプリケーションの利用者との対話をセキュリティ保護するための
方法であって、該コンピュータベースアプリケーションはクライアント部とホスト部とを
備え、該利用者は認証機器を携帯し、該認証機器は、ブルートゥースホスト装置と通信す
るためのブルートゥースインタフェースを備え、
　該利用者が、ローカルホストコンピュータのユーザ入力インタフェース及びユーザ出力
インタフェースを使用して該コンピュータベースアプリケーションと対話できるようにす
るための該コンピュータベースアプリケーションの該クライアント部であるクライアント
アプリケーションを該ローカルホストコンピュータ上で起動する工程と、
　該ローカルホストコンピュータにおいて、該認証機器とのブルートゥース接続を設定す
る工程と、
　該ローカルホストコンピュータにおいて、該ローカルホストコンピュータと該認証機器
との間の実際の距離を示す距離表示値を取得する工程と、
　該利用者に対する一以上のアクセス権を認可、維持又は解除するか否かを判定する際、
該距離表示値を使用する工程と、
　を含む方法。
【請求項５３】
　該距離表示値を既定の閾値と比較する工程と、該比較が、該認証機器が該閾値に関連付
けられた該距離よりも該ホストコンピュータから遠いことを示す場合、該利用者に対する
該一以上のアクセス権のうちの少なくとも一つを解除する工程と、を更に含む、請求項５
２に記載の方法。
【請求項５４】
　該距離表示値を既定の閾値と比較する工程と、該比較が、該認証機器が該閾値に関連付
けられた該距離よりも該ホストコンピュータに近いことを示す場合、該利用者に対する該
一以上のアクセス権のうちの少なくとも一つを認可する工程と、を更に含む、請求項５２
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
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　本出願は、２０１３年１２月３０日に出願された「ブルートゥースインタフェースを備
える認証装置（An Authentication Apparatus with a Bluetooth Interface）」と題され
た米国特許仮出願第６１／９２１，７４３号の優先権を主張し、その内容は参照によりそ
の全体が本明細書に援用される。
【０００２】
　本発明は、コンピュータネットワーク上でコンピュータ及びアプリケーションへの遠隔
アクセス及び遠隔取引をセキュリティ保護することに関する。より具体的には、本発明は
、認証機器とホストコンピュータとの間のブルートゥース接続を使用して遠隔アプリケー
ションサーバに対して利用者の認証を行うための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　コンピュータシステム及びアプリケーションの遠隔アクセスの人気が高まるにつれて、
インターネット等の公衆網上で遠隔アクセスされた取引の数及び種類が劇的に増加してい
る。この人気はセキュリティの必要性を強調することとなり、特に、アプリケーションの
遠隔アクセスしている人々が主張している通りの人物であることを保証するための方法、
遠隔実行される取引が正規の個人により開始されたことを保証するための方法、及び、取
引データがアプリケーションサーバで受信される前に変更されていないことを保証するた
めの方法を強調することとなった。
【０００４】
　従来、アプリケーションプロバイダは遠隔アプリケーションに対するセキュリティを提
供するために静的パスワードに頼ってきた。近年、静的パスワードでは充分ではないこと
、及び、より高度なセキュリティ技術が必要とされることが明白になってきた。
【０００５】
　周知の静的パスワード認証方法に対する代案は、費用効率が高く、信頼性が高く且つ利
用者の利便性が高いものであることが好ましい。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の一態様は、動的信用証明を生成するためのブルートゥースインタフェースを備
える認証機器を提供する。
【０００７】
　いくつかの実施形態において、認証機器（１００）は、携帯ハンドヘルド装置であって
もよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、暗号信用証明生成用秘密鍵を安全に
記憶するように構成された記憶構成要素（１３０）と、認証機器の利用者から入力を受け
付けるためのユーザ入力インタフェース（１２０）と、利用者に出力を提示するためのユ
ーザ出力インタフェース（１１０）と、暗号信用証明生成用秘密鍵を動的変数と暗号学的
に組み合わせることで動的信用証明を生成するように構成されたデータ処理構成要素（１
４０）と、認証機器を認証機器とホストコンピュータとの間のブルートゥース接続を使用
してホストコンピュータに接続するためのブルートゥースインタフェース（１５０）と、
を備えてもよく、認証機器は、生成された動的信用証明をホストコンピュータとのブルー
トゥース接続を介して送信するように構成される。
【０００８】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、時間値を提供するための時計（１６０）を
更に備える前述の実施形態の認証機器のいずれであってもよく、認証機器は、動的変数の
値を時計により提供される時間値の関数として求めるように更に構成される。
【０００９】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、第二の変数を記憶構成要素に記憶し、動的
変数の値を記憶された第二の変数の関数として求め、且つ、第二の変数の値が動的信用証
明を生成するために使用された場合、第二の変数の値を更新し且つ記憶構成要素に記憶す
るように更に構成される前述の実施形態の認証機器のいずれであってもよい。いくつかの
実施形態において、第二の変数はカウンタを含んでもよく、且つ、第二の変数を更新する
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ことは、カウンタの値を単調増加させる（増分する）こと又は単調減少させる（減分する
）ことのうちの少なくとも一つを含み得る。例えばいくつかの実施形態において、動的変
数は、認証機器が自装置のメモリに記憶し得るカウンタであって、認証機器のデータ処理
構成要素が動的信用証明を生成するたびに認証機器が一ずつ増分（又は減分）し得るカウ
ンタであってもよい。
【００１０】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、ブルートゥース接続を介して動的信用証明
を求める要求を受信し、要求に応答して（例えば、データ処理構成要素により）動的信用
証明を生成し、且つ、生成された動的信用証明をブルートゥース接続を介して返信するよ
うに更に構成される前述の実施形態の認証機器のいずれであってもよい。いくつかの実施
形態において、認証機器は、例えば要求を受信後、動的信用証明の生成又は返信に先立つ
動的信用証明を生成又は返信するための利用者からの承認をユーザ入力インタフェースに
より取得するように更に構成されてもよい。いくつかの実施形態において、認証機器によ
る動的信用証明の生成及び返信は、上記利用者承認を条件としてもよい。
【００１１】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、チャレンジをブルートゥース接続を介して
受信し、且つ、動的信用証明を生成する際に、受信したチャレンジを使用するように更に
構成される前述の実施形態の認証機器のいずれであってもよい。いくつかの実施形態にお
いて、チャレンジは、認証機器がブルートゥース接続を介して受信する動的信用証明を生
成及び返信させるための要求に含まれてもよい。
【００１２】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、取引関連データをブルートゥース接続を介
して受信し、受信した取引関連データをユーザ出力インタフェースにより利用者に提示し
、取引関連データの利用者の承認をユーザ入力インタフェースにより取得し、且つ、動的
信用証明を生成する際に、受信した取引関連データを使用するように更に構成される前述
の実施形態の認証機器のいずれであってもよい。いくつかの実施形態において、認証機器
による動的信用証明の生成及び返信は、取引関連データの上記利用者承認を条件としても
よい。いくつかの実施形態において、取引関連データは、利用者がアプリケーションに実
行を要求した取引を表現する取引データを含み得る。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、機器識別データ要素を記憶し、且つ、機器
識別データ要素をブルートゥース接続を介してホストコンピュータが利用できるようにす
るように更に構成される前述の実施形態の認証機器のいずれであってもよい。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、ユーザ名を記憶し、且つ、ユーザ名をブル
ートゥース接続を介してホストコンピュータが利用できるようにするように更に構成され
る前述の実施形態の認証機器のいずれであってもよい。いくつかの実施形態において、認
証機器は、ユーザ名をブルートゥース接続を介して受信し、且つ、ブルートゥース接続を
介した将来の検索用にユーザ名を記憶するように更に構成されてもよい。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、ホストコンピュータがアプリケーション状
態をブルートゥース接続を介して利用できるようにするように更に構成される前述の実施
形態の認証機器のいずれであってもよい。
【００１６】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、ホストコンピュータにより実行されるべき
一以上の命令をホストコンピュータへブルートゥース接続を介して送信するように更に構
成される前述の実施形態の認証機器のいずれであってもよい。
【００１７】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、ＰＩＮ及び／又はパスワードを検証するよ
うに更に構成される前述の実施形態の認証機器のいずれであってもよい。いくつかの実施
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形態において、認証機器は、ユーザ入力インタフェースを介して認証機器に提供されたＰ
ＩＮ及び／又はパスワードを取得するように更に構成されてもよい。いくつかの実施形態
において、認証機器は、ＰＩＮ及び／又はパスワードをブルートゥース接続を介して受信
するように更に構成されてもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、ＰＩＮ及
び／又はパスワードの検証が成功した場合にのみ、動的信用証明を生成するように更に構
成されてもよい。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、生体計測参照データを記憶し、且つ、利用
者の生体計測値を検証するように更に構成される前述の実施形態の認証機器のいずれであ
ってもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、生体計測センサを更に備えても
よく、且つ、生体計測センサにより生体計測値を取得するように更に構成されてもよい。
いくつかの実施形態において、認証機器は、生体計測値をブルートゥース接続を介して受
信するように更に構成されてもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、生体計
測値の検証が成功した場合にのみ、動的信用証明を生成するように更に構成されてもよい
。
【００１９】
　いくつかの実施形態において、認証機器は前述の実施形態の認証機器のいずれであって
もよく、ユーザ入力インタフェースは単一のボタンから成り、且つ、認証機器は、利用者
がボタンを押下することで利用者の承認を取得するように更に構成される。他の実施形態
において、認証機器は前述の実施形態の認証機器のいずれであってもよく、ユーザ入力イ
ンタフェースは二つのボタンから成り、認証機器は、利用者が二つのボタンのうちの第一
のボタンを押下することで利用者の承認を取得し、且つ、利用者が二つのボタンのうちの
第二のボタンを押下することで利用者の否認又は取り消しを取得するように更に構成され
る。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、アプリケーションメッセージの保全性、機
密性又は信憑性を保護するためのセキュアメッセージング技術によりセキュリティ保護さ
れたブルートゥース接続を経由したアプリケーションメッセージを、ブルートゥース接続
を介して受信又は送信するように更に構成される前述の実施形態の認証機器のいずれであ
ってもよく、認証機器は、セキュアメッセージング技術をサポートし、且つ、セキュアメ
ッセージング技術で使用される暗号セキュアメッセージング動作を実行するように更に構
成され、セキュアメッセージング技術は、いずれのブルートゥースセキュアメッセージン
グ機構からも独立している。いくつかの実施形態において、認証機器は、セキュアメッセ
ージング用秘密情報を記憶し、且つ、セキュアメッセージング用秘密情報を使用して暗号
セキュアメッセージング鍵の値を求め、且つ、暗号セキュアメッセージング鍵を暗号セキ
ュアメッセージング動作において使用するように更に構成されてもよい。
【００２１】
　いくつかの実施形態において、認証機器は前述の実施形態の認証機器のいずれであって
もよく、暗号信用証明生成用秘密鍵を動的変数と暗号学的に組み合わせることは、暗号信
用証明生成用秘密鍵によりパラメータ化された対称暗号アルゴリズムを実行することを含
む。いくつかの実施形態において、対称暗号アルゴリズムは、対称暗号化アルゴリズム又
は復号アルゴリズムを含み得る。いくつかの実施形態において、対称暗号アルゴリズムは
、鍵付きハッシングアルゴリズムを含み得る。
【００２２】
　いくつかの実施形態において、認証機器は前述の実施形態の認証機器のいずれであって
もよく、ブルートゥースインタフェースは、低消費電力版ブルートゥース（Bluetooth Lo
w Energy）をサポートする。
【００２３】
　本発明の別の態様は、アプリケーションと利用者との間の対話をセキュリティ保護する
ためのシステムを提供する。アプリケーションはサーバ部とクライアント部とを備えても
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よい。
【００２４】
　いくつかの実施形態において、システムは、アプリケーションのサーバ部をホスティン
グするアプリケーションサーバ（２１０）と、アプリケーションのクライアント部である
クライアントアプリケーションを起動し、且つ、利用者（２９０）がアプリケーションに
コンピュータネットワーク（２５０）上で遠隔アクセスできるようにするホストコンピュ
ータ（２３０）であって、利用者から入力を受け付けるためのユーザ入力インタフェース
と、利用者に出力を提供するためのユーザ出力インタフェースと、を備えるホストコンピ
ュータと、動的信用証明を生成するための認証機器（２４０）であって、暗号信用証明生
成用秘密鍵を安全に記憶するように構成された記憶構成要素（１３０）と、暗号信用証明
生成用秘密鍵を動的変数と暗号学的に組み合わせることで動的信用証明を生成するための
データ処理構成要素（１４０）と、認証機器を認証機器とホストコンピュータとの間のブ
ルートゥース接続を使用してホストコンピュータに接続するためのブルートゥースインタ
フェース（１５０）と、を備える認証機器と、動的信用証明の有効性を検証するための検
証サーバ（２２０）と、を備えてもよく、ホストコンピュータは、認証機器とのブルート
ゥース接続を設定するように構成され、認証機器は、動的信用証明を生成し、且つ、動的
信用証明をブルートゥース接続を介してホストコンピュータへ返信するように構成され、
ホストコンピュータ上のクライアントアプリケーションは、動的信用証明をブルートゥー
ス接続を介して受信し、且つ、生成された動的信用証明を検証用に検証サーバへ転送する
ように更に構成され、且つ、検証サーバは、生成された動的信用証明を検証し、且つ、動
的信用証明が有効であると検証されたか否かをアプリケーションサーバに信号で伝えるよ
うに構成される。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、システムは前述の実施形態のシステムのいずれであって
もよく、認証機器と検証サーバとは、暗号信用証明生成用秘密鍵を共有し、且つ、動的信
用証明の生成及び検証は、認証機器と検証サーバとの間で共有される秘密認証鍵を使用し
て対称暗号アルゴリズムにより行われる。
【００２６】
　いくつかの実施形態において、システムは前述の実施形態のシステムのいずれであって
もよく、一方における認証機器と他方における検証サーバ又はアプリケーションサーバと
は、一以上のセキュアメッセージング鍵を共有し、アプリケーションサーバ又は検証サー
バは、アプリケーションメッセージを生成し、且つ、共有された一以上のセキュアメッセ
ージング鍵を使用してセキュアメッセージング技術によりアプリケーションメッセージを
セキュリティ保護するように構成され、クライアントアプリケーションは、セキュリティ
保護されたアプリケーションメッセージを受信し、且つ、セキュリティ保護されたアプリ
ケーションメッセージをブルートゥース接続を介して認証機器へ転送するように構成され
、且つ、認証機器は、セキュリティ保護されたアプリケーションメッセージをブルートゥ
ース接続を介して受信し、且つ、共有された一以上のセキュアメッセージング鍵を使用し
てセキュアメッセージング鍵をサポートし且つセキュリティ保護されたアプリケーション
メッセージに作用するように構成される。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、システムは前述の実施形態のシステムのいずれであって
もよく、認証機器は、認証機器に動的信用証明を生成及び返信させるための要求を含むア
プリケーションメッセージを、ブルートゥース接続を介して受信するように構成され、且
つ、アプリケーションメッセージを受信することに応答して、動的信用証明を生成し且つ
動的信用証明をブルートゥース接続を介して返信するように構成される。いくつかの実施
形態において、アプリケーションメッセージはチャレンジを含んでもよく、且つ、動的変
数はチャレンジに基づいてもよい。いくつかの実施形態において、チャレンジは、アプリ
ケーションサーバ又は検証サーバにより生成される予測できない値を含んでもよい。いく
つかの実施形態において、アプリケーションメッセージは、利用者によりアプリケーショ
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ンに依頼される取引データを含んでもよく、且つ、動的変数は取引データに基づいてもよ
い。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、システムは前述の実施形態のシステムのいずれであって
もよく、認証機器は、時間変動するアプリケーション状態を維持し、且つ、認証機器の現
在の状態に関する情報をブルートゥース接続を介してホストコンピュータへ伝達するよう
に更に構成され、且つ、クライアントアプリケーションは、状態の情報をブルートゥース
接続を介して認証機器から受信し、且つ、認証機器を取り扱う方法についての利用者に対
する指針又は指令を提供するように更に構成され、指針又は指令は、受信した状態の情報
の関数である。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、システムは前述の実施形態のシステムのいずれであって
もよく、認証機器は、ホストコンピュータにより実行されるべき命令を生成し、且つ、命
令をブルートゥース接続を介してホストコンピュータへ伝達するように更に構成され、且
つ、クライアントアプリケーションは、命令をブルートゥース接続を介して認証機器から
受信し、且つ、命令を実行するように更に構成される。いくつかの実施形態において、ホ
ストコンピュータにより命令を実行することは、ユーザ出力インタフェース又はユーザ入
力インタフェースにより利用者とホストコンピュータが対話することを含み得る。いくつ
かの実施形態において、ホストコンピュータにより命令を実行することは、ホストコンピ
ュータが利用者に或るデータ又は或る入力を提供するように要求することと、ホストコン
ピュータが（例えば、ホストコンピュータのユーザインタフェースにより）利用者から上
記データ又は入力を取得することと、及び、ホストコンピュータが取得したデータ又は入
力を認証機器へブルートゥース接続を介して伝達することと、を含み得る。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、システムは前述の実施形態のシステムのいずれであって
もよく、クライアントアプリケーションは、ホストコンピュータのユーザ入力インタフェ
ースによりＰＩＮ値及び／又はパスワード値を利用者から取得し、且つ、取得したＰＩＮ
値及び／又はパスワード値をブルートゥース接続を介して認証機器へ送信するように更に
構成され、且つ、認証機器は、ＰＩＮ値及び／又はパスワード値をブルートゥース接続を
介して受信し、且つ、受信したＰＩＮ値及び／又はパスワード値を検証するように更に構
成される。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、システムは前述の実施形態のシステムのいずれであって
もよく、ホストコンピュータは、利用者から生体計測値を取得するように構成された生体
計測構成要素を更に備え、クライアントアプリケーションは、利用者からホストコンピュ
ータの生体計測構成要素により生体計測値を取得し、且つ、取得した生体計測構成要素を
ブルートゥース接続を介して認証機器へ送信するように更に構成され、且つ、認証機器は
、生体計測値をブルートゥース接続を介して受信し、且つ、受信した生体計測値を検証す
るように更に構成される。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、システムは前述の実施形態のシステムのいずれであって
もよく、クライアントアプリケーションは、認証機器がホストコンピュータにブルートゥ
ース接続で接続される場合、認証機器のホストコンピュータまでの距離の表示を取得する
ように更に構成され、且つ、アプリケーションは、利用者に対する一以上のアクセス権を
認可、維持又は解除するか否かを決定する際、距離の表示を考慮に入れるように構成され
る。
【００３３】
　本発明の更に別の態様において、本発明は、コンピュータベースアプリケーションの利
用者との対話をセキュリティ保護するための方法を提供し、利用者は、動的信用証明を生
成するための認証機器を操作又は携帯し、認証機器は、ブルートゥースホスト装置と通信
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するためのブルートゥースインタフェースを備えてもよい。いくつかの実施形態において
、認証機器は前述の実施形態の認証機器のいずれであってもよい。いくつかの実施形態に
おいて、方法は、前述の実施形態のシステムのいずれにおいて使用されてもよい。
【００３４】
　いくつかの実施形態において、方法は、利用者が、ローカルホストコンピュータのユー
ザ入力インタフェース及びユーザ出力インタフェースを使用してアプリケーションと対話
できるようにするためのアプリケーションのクライアント部であるクライアントアプリケ
ーションをローカルホストコンピュータ上で起動する工程と、ローカルホストコンピュー
タにおいて、認証機器とのブルートゥース接続を設定する工程と、動的変数を認証機器に
記憶された第一の暗号認証鍵と暗号学的に組み合わせることで認証機器により生成された
動的信用証明を、ブルートゥース接続を介して認証機器から受信する工程と、第二の暗号
認証鍵によりパラメータ化された暗号アルゴリズムを使用して動的信用証明を検証する工
程と、を含んでもよい。
【００３５】
　いくつかの実施形態において、方法は、アプリケーションメッセージを生成する工程と
、認証機器と共有された少なくとも一つの対称セキュアメッセージング鍵によりパラメー
タ化された対称暗号アルゴリズムに基づいたセキュアメッセージング技術を適用してアプ
リケーションをセキュリティ保護する工程と、ホストコンピュータにおいて、アプリケー
ションメッセージをブルートゥース接続を介して認証機器へ送信する工程と、を更に含む
前述の実施形態の方法のいずれであってもよい。
【００３６】
　いくつかの実施形態において、方法は、認証機器に動的信用証明を生成及び返信させる
ための要求を含むアプリケーションメッセージを生成する工程と、ホストコンピュータに
おいて、アプリケーションメッセージをブルートゥース接続を介して認証機器へ送信する
工程と、を更に含む前述の実施形態の方法のいずれであってもよく、認証機器は、認証機
器がアプリケーションメッセージをブルートゥース接続を介して受信することに応答して
、動的信用証明を生成し、且つ、動的信用証明をブルートゥース接続を介してホストコン
ピュータへ返信してもよい。いくつかの実施形態において、方法は、チャレンジを生成す
る工程と、チャレンジをアプリケーションメッセージに組み込む工程と、を更に含んでも
よく、動的変数はチャレンジに基づく。いくつかの実施形態において、方法は、取引を実
行するための要求を利用者から受け付ける工程と、取引を表現する取引データをアプリケ
ーションメッセージに組み込む工程と、動的信用証明の検証が成功した場合、取引要求を
実行する工程と、を更に含んでもよく、動的変数は、アプリケーションメッセージに組み
込まれた取引データに基づいてもよい。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、方法は、ローカルホストコンピュータにおいて、認証機
器のアプリケーション状態に関する情報をブルートゥース接続を介して認証機器から受信
する工程と、ローカルホストコンピュータにおいて、ユーザ出力インタフェースにより、
利用者に対する認証機器の操作に関する指針又は指令を提供する工程と、を更に含む前述
の実施形態の方法のいずれであってもよく、指針又は指令は、認証機器のアプリケーショ
ン状態の受信した情報の関数であってもよい。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、方法は、ローカルホストコンピュータにおいて、実行す
るべき命令をブルートゥース接続を介して認証機器から受信する工程と、命令をローカル
ホストコンピュータにおいて実行する工程と、を更に含む前述の実施形態の方法のいずれ
であってもよい。
【００３９】
　いくつかの実施形態において、方法は、ローカルホストコンピュータにおいて、ユーザ
入力インタフェースによりＰＩＮ値及び／又はパスワード値を利用者から取得する工程と
、取得したＰＩＮ値及び／又はパスワード値が認証機器により検証されるように、ＰＩＮ
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値及び／又はパスワード値をブルートゥース接続を介して認証機器へ送信する工程と、を
更に含む前述の実施形態の方法のいずれであってもよい。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、方法は、ローカルホストコンピュータにおいて、生体計
測センサにより利用者から生体計測値を取得する工程と、取得した生体計測値が認証機器
により検証されるように、生体計測値をブルートゥース接続を介して認証機器へ送信する
工程と、を更に含む前述の実施形態の方法のいずれであってもよい。
【００４１】
　いくつかの実施形態において、方法は、ローカルホストコンピュータにおいて、ローカ
ルホストコンピュータと認証機器との間の実際の距離を示す距離表示値を取得する工程と
、利用者に対する一以上のアクセス権を認可、維持又は解除するか否かを判定する際、距
離表示値を使用する工程と、を更に含む前述の実施形態の方法のいずれであってもよい。
【００４２】
　いくつかの実施形態において、方法は、利用者が、ローカルホストコンピュータのユー
ザ入力インタフェース及びユーザ出力インタフェースを使用してアプリケーションと対話
できるようにするためのアプリケーションのクライアント部であるクライアントアプリケ
ーションをローカルホストコンピュータ上で起動する工程と、ローカルホストコンピュー
タにおいて、認証機器とのブルートゥース接続を設定する工程と、ローカルホストコンピ
ュータにおいて、ローカルホストコンピュータと認証機器との間の実際の距離を示す距離
表示値を取得する工程と、利用者に対する一以上のアクセス権を認可、維持又は解除する
か否かを判定する際、距離表示値を使用する工程と、を少なくとも更に含む前述の実施形
態の方法のいずれであってもよい。いくつかの実施形態において、方法は、距離表示値を
既定の閾値と比較する工程と、比較が、認証機器が閾値に関連付けられた距離よりもホス
トコンピュータから遠いことを示す場合、利用者に対する一以上のアクセス権のうちの少
なくともいくつかを解除する工程と、を更に含んでもよい。いくつかの実施形態において
、方法は、距離表示値を既定の閾値と比較する工程と、比較が、認証機器が閾値に関連付
けられた距離よりもホストコンピュータに近いことを示す場合、利用者に対する一以上の
アクセス権のうちの少なくともいくつかを認可する工程と、を更に含んでもよい。
【００４３】
　いくつかの実施形態において、認証機器は自律電池式装置であってもよい。いくつかの
実施形態において、電池は充電可能であってもよい。いくつかの実施形態において、電池
は交換可能であってもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、ポケット型携帯
ハンドヘルド装置であってもよい。
【００４４】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、例えば表示器を含み得る自装置のユーザ出
力インタフェースを備えてもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、例えばキ
ーパッドを含み得る自装置のユーザ入力インタフェースを備えてもよい。ある場合には、
キーパッドは単一のボタンに縮小され得、他の場合には、キーパッドは二つのボタンから
成り得、更に他の場合には、キーパッドはフルキーボードであり得る。
【００４５】
　いくつかの実施形態において、ユーザ入力インタフェース及びユーザ出力インタフェー
スは、着脱不可能且つ利用者保守不可能で、認証機器により完全に制御され、且つ、ホス
トコンピュータ上の悪意あるソフトウェアによる干渉に対して免疫があってもよい。した
がって、このような実施形態において、認証機器は、例えば、ウィルス又はトロイの木馬
のような悪意あるソフトウェアが、偽のメッセージを利用者に提示する、又は、利用者が
キーパッドで入力するいかなるものも取得する、又は、セキュリティアプリケーションに
関連付けられた機密データをメモリに読み込む、又は、データに署名する前にそのデータ
を変更する可能性が常にあるＰＣとは対照的に、信頼できるユーザインタフェースを備え
ると考えられる。
【００４６】
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　いくつかの実施形態において、認証機器のファームウェアは変更可能でなくてもよい。
いくつかの実施形態において、認証機器は、不正開封防止処理が施されていてもよい。い
くつかの実施形態において、認証機器は、認証及び／又は取引署名機能を提供するための
専用のセキュリティ保護された専用ハードウェア装置であってもよい。いくつかの実施形
態において、認証機器の主な目的は、「ワンタイムパスワード」（ＯＴＰ）又は動的パス
ワードと呼ばれることもある動的信用証明を生成することである。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、秘密情報を動的変数の値と暗号学的に組み
合わせることでこれらの動的信用証明を生成するように構成されてもよい。
【００４８】
　いくつかの実施形態において、この秘密情報は、認証機器に安全に記憶された暗号秘密
鍵であってもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、その秘密情報を使用して
、動的変数を入力とする暗号アルゴリズムをパラメータ化してもよい。いくつかの実施形
態において、秘密情報は、認証機器と検証サーバ又は認証サーバとの間で共有される秘密
値を含んでもよい。いくつかの実施形態において、秘密情報は対称秘密鍵であってもよい
。いくつかの実施形態において、秘密情報は公開／私有鍵対の私有鍵を含んでもよい。い
くつかの実施形態において、各個別の認証機器の秘密情報は、自装置の個別又は固有の値
を有してもよい。
【００４９】
　いくつかの実施形態において、動的変数は、機器に提供される時間値、カウンタ値若し
くはサーバチャレンジ又はこれらの組み合わせから／に基づいて導出されてもよい。いく
つかの実施形態において、動的信用証明を生成するために、認証機器は、機器に動的変数
として提供されたデータ（取引データ等）も使用できる、又は、機器は、これらのデータ
を上述の動的値のいずれと組み合わせて使用してもよい。動的変数が取引データに基づく
場合、結果として生じる動的信用証明は、データの利用者承認を示すように意図されても
よく、且つ、動的信用証明は、電子署名又はメッセージ認証符号（ＭＡＣ：Message Auth
entication Code）と呼ばれ得る。例えばいくつかの実施形態において、認証機器は、暗
号秘密情報を時間値及び取引データと暗号学的に組み合わせ、取引データへの電子署名を
含む動的信用証明を生成してもよい。
【００５０】
　いくつかの実施形態において、秘密情報を動的変数と暗号学的に組み合わせる認証機器
は、対称暗号アルゴリズムを実行する認証機器を含み得る。いくつかの実施形態において
、この対称暗号アルゴリズムは、動的変数を入力としてもよく、且つ、機器に安全に記憶
された秘密情報によりパラメータ化されてもよい。いくつかの実施形態において、対称暗
号アルゴリズムは、動的値に関連したデータに関し、且つ、秘密情報を対称暗号鍵又は復
号鍵として使用した対称暗号化アルゴリズム又は復号アルゴリズム（例えば、ＤＥＳ、３
ＤＥＳ又はＡＥＳ等）を含み得る。場合によっては、秘密情報を動的値と暗号学的に組み
合わせる認証機器は、秘密情報により鍵をかけられ、且つ、動的値に関連したデータをハ
ッシュ関数への入力データとして使用した暗号学的ハッシュ関数（例えばＳＨＡ－１等）
を実行することを含んでもよい。いくつかの実施形態において、動的信用証明を生成する
ために認証機器が使用する秘密情報は、アプリケーション、又は、アプリケーションの代
わりに動的信用証明を検証する検証サーバと共有されてもよく、アプリケーション又は検
証サーバは、認証機器により生成された動的信用証明を検証する際に、共有された鍵を使
用してもよい。
【００５１】
　いくつかの実施形態において、秘密情報は、それ自体が動的変数であってもよい。例え
ばいくつかの実施形態において、秘密情報を使用して動的信用証明を生成する場合、その
秘密情報の値は、古い値の関数である新しい値に置換されてもよい（秘密情報の新しい値
は、例えば古い値の一方向性ハッシュ値として算出されてもよい）。このような実施形態
においては、秘密情報の値は秘密情報の初期値の関数、及び、秘密情報の値が変更された
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回数として求められるため、このような実施形態は、カウンタ値を含む動的変数と組み合
わせられた静的な秘密情報を使用することと数学的に等価である。
【００５２】
　いくつかの実施形態において、動的信用証明を生成するために認証機器が使用し得る動
的変数は、認証機器の外部の何らかの実体により認証機器に提供される外部変数（チャレ
ンジ又は取引データ等）の値に基づいてもよい。いくつかの実施形態において、動的信用
証明を生成するために認証機器が使用し得る動的変数は、認証機器それ自体により提供さ
れる、認証機器に含まれる例えば時計の時間値、又は、認証機器により記憶及び更新され
るカウンタの値等の内部変数の値に基づいてもよい。いくつかの実施形態において、動的
変数は、外部変数及び内部変数の両方に基づいてもよい。
【００５３】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、内蔵スマートカードと通信可能であっても
よく、動的信用証明の生成は、部分的には認証機器それ自体により行われ、且つ、部分的
には内蔵スマートカードにより行われる。
【００５４】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、利用者が認証機器のユーザ入力インタフェ
ースによりデータを認証機器に提供することで、動的信用証明を生成するために認証機器
が使用し得るデータ（サーバチャレンジ又は取引データ等）を受け付けるように構成され
てもよい。例えばいくつかの実施形態において、利用者は、認証機器のキーパッドでデー
タを手入力してもよい。このように利用者により認証機器に提供されるべきデータの量が
数十字を超える場合、この処理は、利用者には煩雑すぎると感じられる恐れがある。
【００５５】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、ヒューマン出力インタフェースにより、生
成された動的信用証明を利用者に提示することで、利用者が提示された動的信用証明をこ
の動的信用証明を検証する必要があるシステムに提供又は転送できるように構成されても
よい。例えばいくつかの実施形態において、認証機器は、生成されたＯＴＰ又はＭＡＣを
自装置の表示器に表示することで、利用者が表示されたＯＴＰ又はＭＡＣを利用者のＰＣ
（又は他のインターネットアクセス装置）に複製し得、そのＰＣがこのＯＴＰ又はＭＡＣ
をアプリケーションサーバ又は認証サーバへ伝送し得る後、そのサーバでＯＴＰ又はＭＡ
Ｃの有効性を検証できるように構成されてもよい。しかしながら、これは、不都合と感じ
られる恐れのある何らかの行動も利用者に要求する。
【００５６】
　いくつかの実施形態において、認証機器はブルートゥースインタフェースを備えてもよ
い。いくつかの実施形態において、認証機器のブルートゥースインタフェースを使用して
、認証機器をブルートゥースをサポートするホストコンピュータに接続してもよい。ホス
トコンピュータは、（遠隔アクセス可能なアプリケーションであり得る）アプリケーショ
ンと（例えば、インターネット等の公衆電気通信網上で）対話するために利用者が使用す
るアクセス装置であってもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、認証機器の
ブルートゥースインタフェースを使用してホストコンピュータとデータを交換するように
構成されてもよい。
【００５７】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、自装置のブルートゥースインタフェースで
データを受信するように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、
動的信用証明を生成するために認証機器が使用し得る自装置のブルートゥースインタフェ
ースでデータを受信するように構成されてもよい。例えばいくつかの実施形態において、
認証機器は、ホストコンピュータから自装置のブルートゥースインタフェースを介してサ
ーバチャレンジ及び／又は取引データを受信してもよく、且つ、認証機器は、このサーバ
チャレンジ及び／又は取引データを使用して動的信用証明を生成してもよい。いくつかの
実施形態において、認証機器は、認証機器が生成した動的信用証明をホストコンピュータ
へ自装置のブルートゥースインタフェースを介して返信するように構成されてもよい。い
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くつかの実施形態において、ブルートゥースインタフェースは、低消費電力版ブルートゥ
ース（ＢＬＥ：Bluetooth Low Energy）をサポートしてもよい。
【００５８】
　いくつかの実施形態において、認証機器を使用して以下のようにアプリケーションとの
利用者の対話をセキュリティ保護してもよい。
【００５９】
　いくつかの実施形態において、利用者は、ホストコンピュータをコンピュータベースア
プリケーションと対話するためのアクセス装置として使用してもよい。いくつかの実施形
態において、ホストコンピュータは、例えば、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）、タブレ
ット又はスマートフォンを含み得る。いくつかの実施形態において、ホストコンピュータ
は、例えば、Windows 8、Android 又はｉＯＳ等のオペレーティングシステムを稼働して
もよい。
【００６０】
　アプリケーションとの対話中、アプリケーションは、利用者に動的信用証明を提供する
ように要求してもよい。例えばいくつかの実施形態において、利用者は、アプリケーショ
ンによる検証用にログイン手順中に有効な動的信用証明をアプリケーションに提供する必
要があり得、且つ、アプリケーションは、この検証が成功した場合にのみ、利用者にアク
セスを認可し得る。例えばいくつかの実施形態において、利用者は、取引をアプリケーシ
ョンに依頼してもよく（例えば、利用者は、送金取引をインターネットバンキングアプリ
ケーションに依頼してもよく）、その結果として、アプリケーションは、利用者に取引デ
ータへの電子署名を含む動的信用証明を提供するように要求してもよい。
【００６１】
　いくつかの実施形態において、動的信用証明は、利用者の認証機器により生成されても
よい。いくつかの実施形態において、アプリケーションと認証機器との間のデータ交換は
、認証機器のブルートゥースインタフェースを介して行われてもよい。いくつかの実施形
態において、（アプリケーションの一部であり得る、又は、アプリケーションにより使用
され得る）認証システムは、例えば、認証機器のブルートゥースインタフェースを使用し
て認証機器と対話するためのホストコンピュータ上でクライアント認証アプリケーション
を備えてもよい。
【００６２】
　いくつかの実施形態において、アプリケーションはコンピュータベースであってもよい
。いくつかの実施形態において、アプリケーションは、利用者が対話中であり得るコンピ
ュータ上で稼働するアプリケーションソフトウェア構成要素を備えるクライアントアプリ
ケーションを含み得る。クライアントアプリケーションは、クライアントアプリケーショ
ンが稼働しているコンピュータのユーザ入力インタフェース（マウス及び／又はキーボー
ド及び／又はタッチスクリーン等）及び／又はユーザ出力インタフェース（拡声器及び／
又は表示器等）を介して利用者と対話するように構成されてもよい。いくつかの実施形態
において、アプリケーションは、一以上のサーバベース構成要素を備えてもよい。いくつ
かの実施形態において、アプリケーションは、クライアントアプリケーションを稼働する
コンピュータに接続され且つそのコンピュータと対話し得るサーバコンピュータ上で稼働
するソフトウェアを備えるサーバ部を備えてもよい。サーバコンピュータ、及び、クライ
アントアプリケーションを稼働するコンピュータは、例えばインターネット等のコンピュ
ータネットワークにより相互に接続されてもよい。ホストコンピュータにより実行される
ものとして本明細書において説明される行動は、少なくともいくつかの実施形態において
、ホストコンピュータ上で稼働するクライアントアプリケーションの推進及び制御下でホ
ストコンピュータにより実行されてもよい。
【００６３】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、アプリケーションのサーバベース構成要素
とメッセージを交換してもよい。いくつかの実施形態において、アプリケーションのサー
バベース構成要素と認証機器との間で交換されるメッセージは、セキュアメッセージング
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技術により保護されてもよい。いくつかの実施形態において、アプリケーションのサーバ
ベース構成要素と認証機器との間で交換される少なくとも一部のメッセージのデータの少
なくとも一部の保全性は、セキュアメッセージング技術を利用して保護されてもよい。い
くつかの実施形態において、アプリケーションのサーバベース構成要素と認証機器との間
で交換される少なくとも一部のメッセージのデータの少なくとも一部の機密性は、セキュ
アメッセージング技術を利用して保護されてもよい。いくつかの実施形態において、アプ
リケーションのサーバベース構成要素と認証機器との間で交換される少なくとも一部のメ
ッセージを送信する実体の信憑性は、セキュアメッセージング技術を利用して保護されて
もよい。
【００６４】
　いくつかの実施形態において、アプリケーションのサーバベース構成要素と認証機器と
の間で交換される少なくとも一部のメッセージのデータの少なくとも一部は、例えば、メ
ッセージ内のデータの機密性、保全性又は信憑性を保護又は確保するために暗号化されて
もよい。いくつかの実施形態において、この暗号化は、認証機器とサーバベースアプリケ
ーション構成要素との間で共有され得る対称秘密鍵によりパラメータ化され得る、例えば
高度暗号化標準（ＡＥＳ：Advanced Encryption Standard）等の対称暗号化アルゴリズム
を使用して行われてもよい。
【００６５】
　いくつかの実施形態において、アプリケーションのサーバベース構成要素と認証機器と
の間で交換される少なくとも一部のメッセージは、例えば、メッセージ内のデータの保全
性又は信憑性を保護又は確保するために、このようなメッセージに含まれるデータの少な
くとも一部に対するメッセージ認証符号（ＭＡＣ：Message Authentication Code）を含
んでもよい。いくつかの実施形態において、このようなメッセージ認証符号（ＭＡＣ）は
、認証機器とサーバベースアプリケーション構成要素との間で共有され得る対称秘密鍵に
よりパラメータ化され得る、高度暗号化標準（ＡＥＳ：Advanced Encryption Standard）
、若しくは、ＨＭＡＣのような何らかの鍵付きハッシングアルゴリズム等の対称暗号化ア
ルゴリズム又は復号アルゴリズムのような対称暗号アルゴリズムを使用して生成及び／又
は検証されてもよい。
【００６６】
　いくつかの実施形態において、複数の認証機器の各個別の認証機器は、上述のセキュア
メッセージング技術の暗号アルゴリズムをパラメータ化するために認証機器が使用し得る
一以上のセキュアメッセージング鍵の値を求めるために認証機器が使用し得る一以上のセ
キュアメッセージング用秘密情報の異なるセットを記憶してもよい。いくつかの実施形態
において、サーバは、所定の認証機器について認証機器により使用するべきセキュアメッ
セージング用秘密情報をサーバが決定できるようにし得る一以上の秘密情報を記憶しても
よい。いくつかの実施形態において、サーバは、例えば、各個別の認証機器に対して固有
値（例えば、認証機器の通し番号）を有するデータ要素と共にサーバが使用してその認証
機器に対するセキュアメッセージング鍵の値を導出し得る一以上のセキュアメッセージン
グ親鍵を記憶してもよい。いくつかの実施形態において、サーバは、各認証機器について
、認証機器の機器識別データ要素（例えば通し番号）に関連付けられたその認証機器に記
憶されたセキュアメッセージング用秘密情報をデータベースに記憶してもよい。
【００６７】
　いくつかの実施形態において、ブルートゥースインタフェースは、認証機器が稼働中の
場合、常時稼働中である。いくつかの実施形態において、利用者は、（例えば、ボタンを
押下することで）認証機器の電源を投入してもよく、且つ、認証機器の電源が投入される
と、自装置のブルートゥースインタフェースも利用可能になってもよい。いくつかの実施
形態において、利用者は、例えば、ボタンを押下することで、認証機器に対してブルート
ゥースインタフェースを使用可能にするように明示的に指示する必要があり得る。
【００６８】
　いくつかの実施形態において、認証機器のブルートゥースインタフェースは、認証機器
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のブルートゥースインタフェースが起動された場合、認証機器の存在を（例えば、メッセ
ージを伝送することで）アドバタイジング／広告してもよい。いくつかの実施形態におい
て、認証機器は、限られた時間の間（例えば、５分未満の時間の間）にのみブルートゥー
スインタフェースを介して認証機器の存在をアドバタイジングするように構成されてもよ
い。いくつかの実施形態において、認証機器は、ブルートゥース限定検出可能モード（Li
mited Discoverable mode）をサポートする。いくつかの実施形態において、認証機器は
、ブルートゥース汎用検出モード（General Discovery mode）をサポートする。いくつか
の実施形態において、認証機器は、限られた時間の間何らかの検出モードを維持してもよ
く、その後例えば自装置の電源を遮断してもよい。
【００６９】
　いくつかの実施形態において、ホストコンピュータの構成要素（例えば、クライアント
認証アプリケーション）が、稼働中のブルートゥースを使用した認証機器が存在すること
を通知する場合、その構成要素は、認証機器とのブルートゥース接続を開始してもよい。
【００７０】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、ホストコンピュータによるブルートゥース
ペアリング機構をサポートするように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、
認証機器は、低消費電力版ブルートゥースペアリング機構をサポートするように構成され
てもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、万能鍵エントリ（Passkey Entry
）ペアリング方式を利用した低消費電力版ブルートゥースクライアントによるペアリング
をサポートするように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、ブ
ルートゥースペアリング要求を受け取るように構成されてもよく、そのペアリング要求を
受け取ると、認証機器は、ペアリングコードを生成し且つ生成されたペアリングコードを
利用者に表示してもよく、且つ、利用者は、表示されたペアリングコードをホストコンピ
ュータに（例えば、クライアント認証アプリケーションに）提供してもよい。いくつかの
実施形態において、認証機器は、ペアリングコード内の数字又は文字の数が、認証機器に
より生成された動的信用証明内の数字又は文字の数とは異なり得るように構成されてもよ
い。
【００７１】
　いったんホストコンピュータと認証機器との間のブルートゥース接続が確立されると、
ホストコンピュータ上の構成要素（例えば、クライアント認証アプリケーション）は、ブ
ルートゥース接続を使用して動的信用証明を得るための要求を認証機器へ送信してもよい
。いくつかの実施形態において、認証機器は、動的信用証明を生成するためのこのような
要求を認証機器のブルートゥースインタフェースにより受信するように構成されてもよい
。いくつかの実施形態において、動的信用証明を生成するための要求を受信すると、認証
機器は、利用者に対して、（例えば、ボタンを押下することで）要求された動的信用証明
の生成を承認するのを確定するように要求してもよい。
【００７２】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、動的信用証明の生成用の他のいかなる外部
データも必要とせず、現時点では動的信用証明の生成を続行してもよい場合がある。例え
ば、認証機器は、認証機器において時計により生成された時間値に基づき得る、又は、認
証機器が自装置のメモリに記憶し得、且つ、認証機器が動的信用証明を生成するたびに認
証機器が増分するカウンタ値に基づき得る、動的変数及び秘密情報を使用して、動的信用
証明を生成してもよい。
【００７３】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、アプリケーションにより生成されたチャレ
ンジに基づく動的変数を使用して動的信用証明を生成してもよい。いくつかの実施形態に
おいて、チャレンジは、アプリケーションのサーバ部により生成されてもよく、且つ、ク
ライアントアプリケーションへ伝達されてもよく、且つ、クライアントアプリケーション
は、チャレンジを認証機器へブルートゥース接続を介して転送してもよい。いくつかの実
施形態において、クライアントアプリケーションは、チャレンジを生成し、チャレンジを
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ブルートゥース接続を介して認証機器へ送信し、且つ、チャレンジをアプリケーションの
サーバ部へ（例えば、チャレンジに対する認証機器の応答と共に）伝達してもよい。いく
つかの実施形態において、認証機器は、ブルートゥース接続を介してこのチャレンジを受
信してもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、チャレンジを、動的信用証明
を生成するための要求の一部として受信してもよい。他の実施形態において、認証機器は
、チャレンジを別のメッセージの一部として受信してもよい。
【００７４】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、取引データに基づく動的変数を使用して動
的信用証明を生成してもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、ブルートゥー
ス接続を介してこれらの取引データを受信してもよい。いくつかの実施形態において、認
証機器は、これらの取引データを、動的信用証明を生成するための要求の一部として受信
してもよい。他の実施形態において、認証機器は、これらの取引データを別のメッセージ
の一部として（又は、複数の他のメッセージの一部として）受信してもよい。いくつかの
実施形態において、認証機器は、受信した取引データを利用者に提示し、且つ、動的信用
証明を生成する前に、利用者に対してこれらのデータを認証機器上で承認するように要求
してもよい。いくつかの実施形態において、取引データは、複数の部分に（例えば、複数
のデータフィールドに）分割されてもよく、且つ、各部分は、別個に、利用者に提示され
且つその利用者により承認されてもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、取
引データの利用者の承認を取得するように構成されたユーザ入力インタフェースを備えて
もよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、利用者が取引データを承認するため
に押下し得るボタンを備えてもよい。いくつかの実施形態において、利用者が取引データ
の全ての部分を承認した場合、認証機器は、秘密情報をこれらの承認された取引データに
基づく動的変数と暗号学的に組み合わせることで動的信用証明を生成してもよい。いくつ
かの実施形態において、動的変数は、例えば、認証機器に搭載された時計により提供され
得る時間値にも基づいてもよい。いくつかの実施形態において、取引データは、その全て
が認証機器上で利用者に提示され且つその利用者により承認されるとは限らず、且つ、動
的変数は、認証機器上で利用者に提示されておらず且つその利用者により承認されていな
いデータに加えて、認証機器上で利用者に提示されており且つその利用者により承認され
た取引データに基づいてもよい。
【００７５】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、ホストコンピュータとのブルートゥース接
続を介してホストコンピュータのメッセージを受信することとは異なる、別の事象に応答
して、動的信用証明を更に生成してもよい。例えばいくつかの実施形態において、認証機
器は、例えば、利用者が認証機器のユーザ入力インタフェースのボタンを押下すること等
、認証機器により取得される利用者行動に応答して、動的信用証明を生成してもよい。い
くつかの実施形態において、認証機器は、自装置のユーザ出力インタフェースを使用して
生成された動的信用証明を利用者に提示してもよい。いくつかの実施形態において、認証
機器は、ホストコンピュータと認証機器との間のブルートゥース接続を使用して、生成さ
れた動的信用証明をホストコンピュータへ送ってもよい。
【００７６】
　いくつかの実施形態において、認証機器が、ブルートゥースメッセージを受信すること
に応答して、又は、別の事象に応答して動的信用証明を生成した場合、認証機器は、ブル
ートゥース接続を使用して生成された動的信用証明をホストコンピュータへ送信する。い
くつかの実施形態において、認証機器は、生成された動的信用証明をホストコンピュータ
へ送信する前に、生成された動的信用証明を利用者に表示してもよい。いくつかの実施形
態において、認証機器は、利用者に対して、生成された動的信用証明をホストコンピュー
タへ送信するのを確定するように要求してもよい。いくつかの実施形態において、利用者
は、認証機器のボタンを押下することで、生成された動的信用証明をホストコンピュータ
へ送信するのを確定してもよい。
【００７７】
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　いくつかの実施形態において、認証機器のユーザ入力インタフェースは、人間の利用者
による起動用の単一のボタンを備えてもよい。いくつかの実施形態において、利用者は、
例えば、認証機器の電源を投入し且つ／又はブルートゥースインタフェースを起動し且つ
／又は取引データを承認し且つ／又は動的信用証明が生成され且つ／又はホストコンピュ
ータへ送信されるのを確定するためにこの単一のボタンを押下してもよい。いくつかの実
施形態において、利用者が、操作を取り消せる、又は、その利用者に提示されるデータを
否認できる、又は、機器の電源を遮断できるようにするために、認証機器はタイムアウト
時間を設定してもよく、利用者が、タイムアウト時間が切れる前に単一のボタンを押下し
ていない場合、認証機器は、これを取り消し、否認又は電源遮断と解釈してもよい。
【００７８】
　いくつかの実施形態において、認証機器のユーザ入力インタフェースは、人間による起
動用の厳密に二つのボタンを備えてもよい。いくつかの実施形態において、ユーザ入力イ
ンタフェースの第一のボタンは、認証機器の電源を投入するために、且つ／又は、ブルー
トゥースインタフェースを起動するために、且つ／又は、取引データを承認するために、
且つ／又は、動的信用証明が生成され且つ／又はホストコンピュータへ送信されるのを確
定するために利用者により使用されてもよく、且つ、第二のボタンは、認証機器の電源を
遮断するために、且つ／又は、ブルートゥースインタフェースを停止するために、且つ／
又は、取引データを否認するために、且つ／又は、動的信用証明が生成され且つ／又はホ
ストコンピュータへ送信されることを拒否するために使用されてもよい。
【００７９】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、ホストコンピュータにブルートゥース接続
を介して機器識別データ要素も提供するように構成されてもよい。各特定の認証機器は、
この機器識別データ要素の値を使用して、例えば動的信用証明を生成した特定の認証機器
を識別し得るようにこの機器識別データ要素に対して異なる固有値を有してもよい。いく
つかの実施形態において、認証機器は、ホストコンピュータの特定の要求に応答して、自
装置の機器識別データ要素を返信してもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は
、（同一又は別のメッセージ内の）生成された動的信用証明と共に、自装置の機器識別デ
ータ要素を返信してもよい。いくつかの実施形態において、機器識別データ要素は、操作
しやすいブルートゥース名又は機器名又はブルートゥースアドレス（の一部）として等、
接続設定中に、ホストコンピュータに提供されてもよい。いくつかの実施形態において、
認証機器は、機器識別データ要素を、ブルートゥースアドバタイジングメッセージの一部
として提供してもよい。いくつかの実施形態において、これは、ホストコンピュータによ
り以下のように利用されてもよい。ホストコンピュータが、自装置の存在をアドバタイジ
ングしている複数の認証機器の存在を検出する場合、ホストコンピュータは、アドバタイ
ジングメッセージ内の機器識別データ要素を使用して、そのホストコンピュータがブルー
トゥース接続を設定したい認証機器を選択してもよい。例えば、ホストコンピュータは、
そのホストコンピュータと共に以前、既に使用した認証機器の機器識別データ要素に対応
する機器識別データ要素を有する認証機器を選択してもよい。複数の認証機器がそのホス
トコンピュータと共に以前に使用された場合、ホストコンピュータは、例えば、直近に使
用された認証機器、又は、過去に最も頻繁に使用された認証機器を選定してもよい。
【００８０】
　いくつかの実施形態において、ホストコンピュータ上のクライアントアプリケーション
は、利用者から認証機器を使用してユーザ名等のユーザ識別子を取得し、且つ、そのユー
ザ識別子を使用して、その利用者に関連付けられた一以上の認証機器の一覧を決定しても
よい。例えば、クライアントアプリケーションは、ユーザ識別子をアプリケーションのサ
ーバ部へ送信し、且つ、引き替えにサーバ部から一以上の認証機器識別子の一覧を受信し
てもよい。そしてクライアントアプリケーションは、自装置の存在をアドバタイジングし
ている複数の認証機器のいずれがその一覧に含まれるかを検証し、且つ、その一覧に含ま
れる認証機器を選択してもよい。
【００８１】
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　いくつかの実施形態において、ホストコンピュータ上の構成要素（例えば、クライアン
ト認証アプリケーション）が、認証機器からその認証機器の機器識別データ要素を受信し
た場合、ホストコンピュータは、受信した機器識別データ要素をアプリケーションサーバ
へ転送してもよい。いくつかの実施形態において、特定の利用者の認証機器の機器識別デ
ータ要素値は、サーバ側でその特定の利用者に関連付けられてもよい。例えば、各利用者
のユーザＩＤ及び／又はユーザ名は、サーバのデータベース内で、その利用者に割り当て
られた認証機器の機器識別データ要素値に関連付けられてもよい。いくつかの実施形態に
おいて、特定の認証機器の機器識別データ要素値を受信すると、サーバは、関連付けられ
たユーザＩＤ及び／又はユーザ名を探索し得る。いくつかの実施形態において、これによ
り、利用者が、例えばログイン時に識別するべきユーザ名を能動的に提供する必要性を回
避できる。
【００８２】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、ホストコンピュータのホワイトリストを（
例えば、ホストコンピュータのブルートゥースアドレスの一覧の形態で）サポートしても
よい。いくつかの実施形態において、このようなホワイトリストは、認証機器とのブルー
トゥース接続を設定することが許可されたホストコンピュータを含み得る。ホストコンピ
ュータが認証機器とのブルートゥース接続を確立しようとする場合、認証機器は、そのホ
ストコンピュータがそのホワイトリストに含まれているかを検証してもよく、ホストコン
ピュータが確かにそのホワイトリストに含まれている場合、認証機器は接続試行を承認し
てもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、認証機器のホワイトリストに含ま
れないホストコンピュータの接続試行を拒否してもよい。いくつかの実施形態において、
認証機器は、認証機器のホワイトリストへホストコンピュータを追加する、又は、そのホ
ワイトリストからホストコンピュータを削除する機構をサポートしてもよい。いくつかの
実施形態において、認証機器は、アプリケーションにより発行され得る命令をサポートし
、認証機器のホワイトリストへホストコンピュータを追加する、又は、そのホワイトリス
トからホストコンピュータを削除してもよい。いくつかの実施形態において、このような
命令は、本明細書の他の箇所でより詳細に説明したように、セキュアメッセージング機構
によりセキュリティ保護され、例えば、命令の信憑性及び／又は保全性を確保してもよい
。いくつかの実施形態において、ホストコンピュータが認証機器とのブルートゥース接続
を設定しようとし、且つ、ホストコンピュータが認証機器のホワイトリストに含まれてい
ない場合、認証機器は、利用者に対して、接続を承認するか否か、及び／又は、ホストコ
ンピュータをホワイトリストに含めるか否かを確定するように要求してもよい。
【００８３】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、容認できるホストコンピュータの初期の組
込みホワイトリストで製造されてもよい。いくつかの実施形態において、このような初期
の組込みホワイトリストは、認証機器に個別化及び構成データを読み込むために後の段階
で使用され得るホストコンピュータを含み得る。いくつかの実施形態において、初期のホ
ワイトリストは、削除され、別のホワイトリストにより置換され、且つ／又は、個別化及
び／又は構成段階のような後の段階の間更新されてもよい。
【００８４】
　いくつかの実施形態において、利用者は、追加の静的パスワードを、認証機器により生
成された動的信用証明に加えてアプリケーションに提供するように更に要求されてもよい
。これにより、利用者が知るもの（静的パスワード）及び利用者が有するもの（利用者に
関連付けられた特定の認証機器であって、その所有が正しい動的信用証明をアプリケーシ
ョンに提供する利用者の能力により証明された認証機器）による、二因子認証が提供され
る。
【００８５】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、利用者により提供されたＰＩＮ値及び／又
はパスワード値を取得するように構成されたユーザ入力インタフェースを備えてもよい。
いくつかの実施形態において、認証機器は、ホストコンピュータからブルートゥース接続



(24) JP 2019-83560 A 2019.5.30

10

20

30

40

50

を介して個人識別番号（ＰＩＮ：Personal Identification Number）及び／又はパスワー
ド値を受信するように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、ホストコンピュ
ータ上で稼働しているクライアントアプリケーションは、利用者に対して、ホストコンピ
ュータのユーザ入力インタフェース上でＰＩＮ値及び／又はパスワード値を入力するよう
に要求し、且つ、そのＰＩＮ値及び／又はパスワード値を、認証機器へホストコンピュー
タと認証機器との間に設定されたブルートゥース接続を介して転送してもよい。いくつか
の実施形態において、認証機器は、認証機器がブルートゥース接続を介して受け付けた、
又は、認証機器が利用者から認証機器のユーザ入力インタフェースを介して受け付けたＰ
ＩＮ値及び／又はパスワード値を検証するように構成されてもよい。いくつかの実施形態
において、認証機器は、ＰＩＮ参照値及び／又はパスワード参照値を記憶し、且つ、受け
付けたＰＩＮ値及び／又はパスワード値を、受け付けた値を記憶された参照値と比較する
ことで、検証するように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、ＰＩＮ及び／
又はパスワード検証の成功は、認証機器が動的信用証明を生成するための条件となり得る
。換言すれば、いくつかの実施形態において、ＰＩＮ及び／又はパスワードがまず認証機
器に提供されており且つ認証機器により正常に認証された場合にのみ、認証機器は動的信
用証明を生成してもよい。
【００８６】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、利用者の何らかの生体計測学的な値を取得
するために、生体計測センサを備えてもよい。例えばいくつかの実施形態において、認証
機器は指紋センサを備えてもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、ホストコ
ンピュータにより取得し得た利用者の何らかの生体計測学的な値を、ホストコンピュータ
とのブルートゥース接続を介して受信するように構成されてもよい。いくつかの実施形態
において、認証機器は、利用者に対する生体計測参照データを記憶してもよい。いくつか
の実施形態において、認証機器は、（認証機器が、認証機器の生体計測センサを使用して
取得し得た、又は、認証機器がホストコンピュータから受信し得た）利用者の生体計測学
的な値を、認証機器に記憶された生体計測参照データと比較するように構成されてもよい
。いくつかの実施形態において、このような比較の成功は、認証機器が動的信用証明を生
成するための条件となり得る。換言すれば、いくつかの実施形態において、利用者の生体
計測学的な値が、まず認証機器に提供されており、且つ、認証機器により、機器に記憶さ
れた生体計測参照データと正常に比較された場合にのみ、認証機器は動的信用証明を生成
してもよい。
【００８７】
　いくつかの実施形態において、ホストコンピュータ上の構成要素（例えば、クライアン
ト認証アプリケーション）が、認証機器から認証機器により生成された動的信用証明を受
信した場合、ホストコンピュータは、受信した動的信用証明をアプリケーションサーバ又
は何らかの動的信用証明用検証サーバへ転送してもよい。転送された動的信用証明を受信
すると、検証サーバのアプリケーションサーバは、受信した動的信用証明を検証できる。
動的信用証明の検証に成功すると、アプリケーションサーバは、利用者のログイン、又は
、或る資源又は或る情報へのユーザアクセス付与、又は、利用者により依頼された取引の
承認等、適切な行動を取り得る。
【００８８】
　いくつかの実施形態において、ブルートゥース接続を更に使用して、例えば、認証機器
が関連付けられた利用者に関連付けられたデータ（例えば、ユーザ名）、又は、暗号鍵等
の追加の秘密データ等の個別化データを認証機器に提供してもよい。
【００８９】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、認証機器に関連付けられた利用者の一以上
のユーザ名を記憶するように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、認証機器
とのブルートゥース接続により接続されたホストコンピュータ上のクライアントアプリケ
ーションは、ブルートゥース接続を使用して認証機器に記憶されたユーザ名のうちの一つ
を読み出してもよい。いくつかの実施形態において、クライアントアプリケーションは、
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ブルートゥース接続を使用してユーザ名を認証機器に書き込むこともできる。
【００９０】
　いくつかの実施形態において、ユーザ名を記憶する認証機器の機能は、以下のようにア
プリケーションにより使用されてもよい。利用者がアプリケーションにログインしようと
する場合、そのアプリケーションは、ユーザ名及びユーザ信用証明を要求し得る。利用者
がアプリケーションにアクセスするために使用しているホストコンピュータ上のクライア
ントアプリケーションは、利用者の認証機器とのブルートゥース接続を設定してもよい。
これは、クライアントアプリケーションが利用者に対して認証機器の電源を投入するよう
に指示又は要求することを伴う。或いは、利用者は、認証機器が自装置のブルートゥース
インタフェースを使用してホストコンピュータに自装置の存在をアドバタイジングし得る
認証機器の電源を投入してもよく、且つ、ブルートゥース接続は、ホストコンピュータと
認証機器との間に設定されてもよく、且つ、クライアントアプリケーションは、その認証
機器を認証機器として認識し、且つ、自動的に利用者がログインを実行したいと望んでい
ることを想定してもよい。そしてクライアントアプリケーションは、ブルートゥース接続
を使用して、認証機器がユーザ名を記憶したか否かを検証し、且つ、認証機器が確かにユ
ーザ名を記憶した場合、そのユーザ名を取得してもよい。クライアントアプリケーション
が認証機器からユーザ名を取得できなかった場合、そのクライアントアプリケーションは
、利用者に対して、ホストコンピュータのユーザ入力インタフェースを介して適切なユー
ザ名を手動で提供するように要求又は指示してもよい。クライアントアプリケーションは
、ブルートゥース接続を使用して、認証機器からワンタイムパスワード又はチャレンジに
対する応答等のユーザ信用証明も取得してもよい。クライアントアプリケーションは、ユ
ーザ名及びユーザ信用証明を検証用にアプリケーションへ転送してもよい。検証が成功し
た場合、クライアントアプリケーションは、ブルートゥース接続を使用して、正常に使用
されたユーザ名を認証機器内に記憶してもよい。
【００９１】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、命令を生成し、且つ、ブルートゥース接続
を介して、接続されたホストコンピュータへこれらの命令を伝達するように構成されても
よく、その結果として、これらの命令がホストコンピュータ上のクライアントアプリケー
ションにより実行され得る。例えばいくつかの実施形態において、認証機器は、ブルート
ゥース接続を使用して利用者に提示するべきメッセージを含む命令をホストコンピュータ
へ送信してもよく、且つ、クライアントアプリケーションは、このような命令を受信し、
且つ、命令に含まれるメッセージをホストコンピュータのユーザ出力インタフェース上で
利用者に提示してもよい。いくつかの実施形態において、命令に含まれるメッセージは、
文字列（例えば、アスキー（ＡＳＣＩＩ）又はユニコード（Unicode）文字列）の形態で
あってもよい。いくつかの実施形態において、メッセージは、クライアントアプリケーシ
ョンが、利用者に提示するべき実際のメッセージを決定するために使用し得るメッセージ
ポインタ又は参照の形態で命令に含まれてもよい。
【００９２】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、認証機器へのＰＩＮ又はパスワードの返信
を要求する命令を、ブルートゥース接続を使用してホストコンピュータへ送信してもよい
。ホストコンピュータ上のクライアントアプリケーションは、このメッセージを受信し、
且つ、引き替えにホストコンピュータのユーザ出力インタフェースを使用して利用者にＰ
ＩＮ及び／又はパスワードを提供するように促してもよく、且つ、クライアントアプリケ
ーションは、ホストコンピュータのユーザ入力インタフェースを使用して利用者により提
供されたＰＩＮ及び／又はパスワードを取得し、且つ、ブルートゥース接続を使用して、
取得したＰＩＮ及び／又はパスワードを送信してもよい。いくつかの実施形態において、
認証機器は、認証機器への利用者の生体計測情報の返信を要求する命令を、ブルートゥー
ス接続を使用してホストコンピュータへ送信してもよい。ホストコンピュータ上のクライ
アントアプリケーションは、このメッセージを受信し、且つ、引き替えにホストコンピュ
ータのユーザ出力インタフェースを使用して利用者に生体計測情報を提供するように促し
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てもよく、且つ、クライアントアプリケーションは、例えば、ホストコンピュータの生体
計測センサ（指紋センサ等）を使用して、利用者により提示された生体計測情報を計測し
、且つ、ブルートゥース接続を使用して、その生体計測情報を認証機器へ送信してもよい
。
【００９３】
　いくつかの実施形態において、アプリケーションは、利用者を認証するためにブルート
ゥース使用可能認証機器の単なる存在も考慮に入れてもよい。例えばいくつかの実施形態
において、利用者は、認証機器のホストコンピュータによるブルートゥース検出のみに基
づいて認証されてもよい。いくつかの実施形態において、アプリケーションは、利用者の
認証機器の存在が検出され次第、利用者を認証して何らかの行動を実行し、且つ、いった
ん認証機器により生成された動的信用証明が受信され且つ正常に検証されれば、利用者を
認証して他の（追加の）行動を実行してもよい。
【００９４】
　いくつかの実施形態において、アプリケーションは、認証機器の継続的な存在を監視し
てもよい。いくつかの実施形態において、アプリケーションは、その利用者に対する認証
を付与又は解除する際、利用者の認証機器の有無を考慮に入れてもよい。例えばいくつか
の実施形態において、利用者が正常に認証された後、アプリケーションが、認証機器がホ
ストコンピュータにはもはや存在しないことを検出すると、（例えば、或る行動を実行す
る、又は、或る資源を入手するために）その認証成功に応答して利用者が受領し得た認証
は撤回されてもよい。いくつかの実施形態において、アプリケーションは、ブルートゥー
ス接続が維持される限り機器が存在するものと見なしてもよい。いくつかの実施形態にお
いて、アプリケーションは、認証機器がホストコンピュータの或る距離の範囲内にとどま
る限り認証機器が存在するものと見なしてもよい（認証機器のブルートゥース信号の強度
は、以下により詳細に説明するように、距離に対するプロキシとして使用されてもよい）
。いくつかの実施形態において、アプリケーションは、ブルートゥース接続が遮断された
場合、機器が存在しないものと見なしてもよい。いくつかの実施形態において、アプリケ
ーションは、認証機器がもはやホストコンピュータの或る最小距離の範囲内には存在しな
い場合、認証機器が存在しないものと見なしてもよい（認証機器のブルートゥース信号の
強度は、以下により詳細に説明するように、距離に対するプロキシとして使用されてもよ
い）。
【００９５】
　いくつかの実施形態において、アプリケーションは、認証機器のホストコンピュータか
らの距離を考慮に入れてもよい。例えばいくつかの実施形態において、利用者の認証機器
のホストコンピュータからの距離が或る閾値よりも短い場合、アプリケーションは、利用
者又は利用者による要求を承認するだけでよい。いくつかの実施形態において、アプリケ
ーションが、認証機器とホストコンピュータとの間の距離が或る閾値を超えたのを感知す
ると、アプリケーションは、利用者が認証機器を使用して設定したセッションを閉じても
よい。いくつかの実施形態において、アプリケーションは、認証機器により発せられたブ
ルートゥース信号の強度を、認証機器とホストコンピュータとの間の距離に対するプロキ
シとして使用してもよい。いくつかの実施形態において、例えば、接続試行の承認を決定
する場合、又は、着信アプリケーションメッセージ又は命令の承認又は否認を決定する場
合、認証機器は、ホストコンピュータから受信した信号の強度を考慮に入れてもよい。い
くつかの実施形態において、ブルートゥース接続の受信信号強度表示（ＲＳＳＩ：Receiv
ed Signal Strength Indicator）は、信号強度についての尺度として使用されてもよい。
【００９６】
　いくつかの実施形態において、アプリケーションは、ホストコンピュータ近傍の認証機
器とのブルートゥース接続を自動的に設定してもよい。いくつかの実施形態において、認
証機器のブルートゥース信号強度が、或る最小レベルよりも良い場合、アプリケーション
は、認証機器とのブルートゥース接続を設定してもよい。いくつかの実施形態において、
ブルートゥース又は低消費電力版ブルートゥースペアリングは、設定されたブルートゥー
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ス接続に対して自動的に使用されてもよい。いくつかの実施形態において、異なる個別の
認証機器は、異なるペアリング鍵を有してもよい。いくつかの実施形態において、アプリ
ケーションは、認証機器の機器識別データ要素（例えば、ブルートゥースアドレス等）を
使用して、特定の認証機器用に使用されるべきペアリング鍵を検索してもよい。いくつか
の実施形態において、アプリケーションは、認証機器の機器識別データ要素、及び、複数
の認証機器に対して同一の何らかの親鍵から認証機器のペアリング鍵を導出してもよい。
いくつかの実施形態において、利用者は、（例えば、認証機器の第一の使用頻度で）ペア
リング鍵をアプリケーションに提供してもよく、且つ、アプリケーションは、利用者によ
り提供されたペアリング鍵と認証機器の機器識別データ要素との間の関係を（例えば、デ
ータベースに）記憶してもよい。いくつかの実施形態において、ブルートゥース接続が設
定された後、アプリケーションは、（例えば、認証機器によりブルートゥース接続を介し
て提供された機器識別データ要素、及び、ユーザ識別子を使用して）認証機器の利用者を
自動的に識別してもよい。いくつかの実施形態において、アプリケーションは利用者を認
証してもよい。いくつかの実施形態において（例えば、各異なる認証機器について固有の
ペアリング鍵を使用したペアリングが利用される場合）、いったんペアリングを利用して
ブルートゥース接続が正常に設定された場合、利用者は、正常に認証されたと暗黙的に見
なされてもよい。いくつかの実施形態において、アプリケーションは、認証機器に対して
、動的信用証明を生成し且つ（ブルートゥース接続を介して）返信するように要求し得、
その動的信用証明は、その後アプリケーションにより検証され得る。いくつかの実施形態
において、利用者は、認証処理中何らかの行動を取るように要求され得る。例えばいくつ
かの実施形態において、利用者は、（例えば、認証機器の或るボタンを押下することで）
認証機器に対して自身の承認を示す必要がある。いくつかの実施形態において、利用者は
、認証処理中静的ＰＩＮ又はパスワードを提供するように要求され得、その静的ＰＩＮ又
はパスワードは、その後アプリケーションにより検証され得る。いくつかの実施形態にお
いて、利用者の認証に成功すると、アプリケーションは、利用者に対するいくつかの認証
を付与してもよい（或る資源へのアクセスを付与する、又は、或る行動又は取引を実行す
るための要求等の利用者アプリケーション要求を受け入れる、等）。そしてアプリケーシ
ョンは、認証機器が存続している否かを監視してもよい。いくつかの実施形態において、
アプリケーションが、認証機器がもはや存在しないことを認識した場合、アプリケーショ
ンは、一以上の付与された認証を解除してもよい。いくつかの実施形態において、アプリ
ケーションが、その後（同一又は別のホストコンピュータにおいて）認証機器が再び存在
することを検出した場合、アプリケーションは、その一以上の解除された認証を再び付与
してもよい。いくつかの実施形態において、アプリケーションが、認証機器が再び存在す
ることを検出した場合、アプリケーションは利用者を再認証してもよい。いくつかの実施
形態において、利用者の再認証は、先の認証に対して使用された認証方法よりも簡易であ
り得る認証方法を使用して行われてよい。例えばいくつかの実施形態において、より簡易
な認証方法は、静的ＰＩＮ又はパスワードの認可を示すような明示的な利用者行動を要求
しない可能性がある一方、本来の、又は、標準的な認証方法は、このような明示的な利用
者行動を要求し得る。いくつかの実施形態において、アプリケーションは、再認証の瞬間
と以前の認証、又は、アプリケーションが、認証機器がもはや存在しないことを認識した
場合のような何らかの参照事象との間で経過した時間に基づいて、使用するべき再認証の
種類（及び／又は、そもそも再認証が必要か否か）を決定してもよい。
【００９７】
　例えばいくつかの実施形態において、アプリケーションが、或るホストコンピュータに
おいて利用者の認証機器の存在を検出し次第、利用者は、そのホストコンピュータにおい
て或る認証を付与されてもよく、且つ、アプリケーションが、利用者の認証機器がもはや
存在しないことを認識した場合、これらの認証は解除されてもよい。この機構は、例えば
、病院内のコンピュータにおける医療職員による患者の医療ファイルへのセキュリティ保
護されたアクセス用に、又は、利用者の認証機器の存在に依存して開閉するドアにおける
そのドアによる物理的な場所へのセキュリティ保護された物理的アクセス用に使用されて



(28) JP 2019-83560 A 2019.5.30

10

20

30

40

50

もよい。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
　本発明の上記及び他の特徴及び利点は、添付の図面に示されるような、本発明の実施形
態の以下のより詳細な説明から明らかとなるであろう。
【００９９】
【図１】本発明の態様に係る好ましい装置を概略的に示す。
【図２】本発明の態様に係るシステムの例を概略的に示す。
【図３Ａ】本発明の態様に係る方法の例を概略的に示す。
【図３Ｂ】本発明の態様に係る方法の例を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【０１００】
　本発明のいくつかの実施形態を以下に述べる。具体的な実施形態を述べるが、これは例
示のみを目的としてなされることを理解されたい。本発明の趣旨及び範囲を逸脱しない限
り、他の構成要素及び構成を使用できることが当業者には認識されるであろう。
【０１０１】
　図１は、本発明の態様に係る本発明の好ましい装置を概略的に示す。
【０１０２】
　いくつかの実施形態において、その装置は、暗号秘密情報を安全に記憶するように構成
された記憶構成要素（１３０）と、認証機器の利用者から入力を受け付けるためのユーザ
入力インタフェース（１２０）と、利用者に出力を提示するためのユーザ出力インタフェ
ース（１１０）と、その暗号秘密鍵を動的変数と暗号学的に組み合わせることで動的信用
証明を生成するように構成されたデータ処理構成要素（１４０）と、認証機器をホストコ
ンピュータに接続するためのブルートゥースインタフェース（１５０）と、を備える、動
的信用証明を生成するための認証機器（１００）を備え、認証機器は、生成された動的信
用証明をホストコンピュータへ送信するように構成される。いくつかの実施形態において
、認証機器は時計（１６０）を更に備える。いくつかの実施形態において、認証機器は生
体計測センサ（１７０）を更に備える。
【０１０３】
　いくつかの実施形態において、ユーザ出力インタフェース（１１０）は、液晶ディスプ
レイ（ＬＣＤ）等の表示器を備えてもよい。いくつかの実施形態において、ユーザ出力イ
ンタフェースは拡声器を備えてもよい。いくつかの実施形態において、ユーザ出力インタ
フェースは音声合成構成要素を備えてもよい。いくつかの実施形態において、ユーザ出力
インタフェース（１１０）は、例えば、利用者に対して承認するべき取引データ等のデー
タを利用者に提示するように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、ユーザ出
力インタフェースは、生成された動的信用証明を利用者に提示するように構成されてもよ
い。いくつかの実施形態において、生成された動的信用証明は、数字列又は文字列として
認証機器により利用者に提示されてもよい。いくつかの実施形態において、数字列は、数
値的な数字列から成ってもよい。いくつかの実施形態において、文字列は、英数字列から
成ってもよい。いくつかの実施形態において、ユーザ出力インタフェースは、一列の文字
列を利用者に表示することに限定された表示器から成ってもよい。いくつかの実施形態に
おいて、ユーザ出力インタフェースは、二列の文字列を利用者に表示することに限定され
た表示器から成ってもよい。一列又は二列を利用者に表示することに限定された表示器を
備える認証機器は、超小型の形状因子を有し得る。
【０１０４】
　いくつかの実施形態において、ユーザ入力インタフェース（１２０）はキーボードを備
えてもよい。いくつかの実施形態において、ユーザ入力インタフェースは単一のボタンか
ら成ってもよい。いくつかの実施形態において、ユーザ入力インタフェースは、厳密に二
つのボタン、即ち、例えば利用者承認を示すために使用され得る一方のボタンと、例えば
データを否認する、又は、操作を取り消すために利用者により使用され得る他方のボタン
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と、から成ってもよい。いくつかの実施形態において、利用者は、その二つのボタンを同
時に押下することで、或いは、一方のボタンの押下後すぐに他方のボタンを（例えば、２
秒未満の二回の押下の時間間隔で）押下することで機器の電源を投入してもよい。いくつ
かの実施形態において、ユーザ入力インタフェースは、利用者の承認を取得するように構
成されてもよい。いくつかの実施形態において、ユーザ入力インタフェースは、利用者の
否認を取得するように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、ユーザ入力イン
タフェースは、利用者により認証機器に提供されるＰＩＮ又はパスワードの値を取得する
ように構成されてもよい。
【０１０５】
　いくつかの実施形態において、記憶構成要素（１３０）は、例えば、ＲＯＭ、ＥＥＰＲ
ＯＭ、フラッシュ又はＲＡＭメモリを備えてもよい。いくつかの実施形態において、記憶
構成要素は、認証機器が、例えば、動的信用証明を生成する際に使用し得る、又は、セキ
ュアメッセージングにより保護されたアプリケーションメッセージを受信又は生成する場
合、セキュアメッセージング技術をサポートするために使用し得る、暗号秘密情報及び／
又は暗号鍵を安全に記憶するように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、記
憶構成要素は、ＰＩＮ参照データ及び／又はパスワード参照データを記憶するように構成
されてもよい。いくつかの実施形態において、記憶構成要素は、生体計測参照データを記
憶するように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、記憶構成要素は動的変数
を記憶するように構成されてもよく、その動的変数の値は、例えば、認証機器が記憶され
た動的変数を使用して動的信用証明を生成するたびに認証機器により更新されてもよい。
【０１０６】
　いくつかの実施形態において、データ処理構成要素（１４０）は、例えば、一以上のマ
イクロプロセッサ、（例えば、入力インタフェース及び出力インタフェースを操作するた
めの）制御装置、複数のユーザ書き込み可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ：Field Programmab
le Gate Array）及び／又は複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：Application Speci
fic Integrated Circuit）を備えてもよい。いくつかの実施形態において、データ処理構
成要素は、暗号アルゴリズムを実行するように構成されてもよい。いくつかの実施形態に
おいて、データ処理構成要素は、動的信用証明を生成するように構成されてもよい。いく
つかの実施形態において、データ処理構成要素は、（例えば、記憶構成要素（１３０）に
記憶され得る）秘密情報を動的変数と暗号学的に組み合わせることで動的信用証明を生成
するように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、動的変数は、認証機器の時
計により提供される時間値等、又は、記憶構成要素（１３０）に記憶され得るカウンタ関
連値等の内部変数の値に基づいてもよい。いくつかの実施形態において、動的変数は、例
えばブルートゥース接続を介して認証機器に提供され得る、例えばチャレンジ又は取引デ
ータ等の外部的に生成された値に基づいてもよい。いくつかの実施形態において、データ
処理構成要素は、例えば、ＰＩＮ値及び／又はパスワード値を記憶構成要素（１３０）に
記憶され得るＰＩＮ参照データ及び／又はパスワード参照データと比較することで、その
ＰＩＮ値及び／又はパスワード値を検証するように構成されてもよい。いくつかの実施形
態において、データ処理構成要素は、例えば、利用者の生体計測値を記憶構成要素（１３
０）に記憶され得る生体計測参照データと比較することで、その利用者の生体計測値を検
証するように構成されてもよい。
【０１０７】
　いくつかの実施形態において、ブルートゥースインタフェース（１５０）は、低消費電
力版ブルートゥース又は低消費電力版（ＬＥ）ブルートゥース式であってもよい。いくつ
かの実施形態において、ブルートゥースインタフェースは、ブルートゥースコア仕様バー
ジョン４．０（Bluetooth Core Specification Version 4.0）に準拠してもよく、その内
容が参照により本明細書に援用される。いくつかの実施形態において、ブルートゥースイ
ンタフェースは、周辺機器（Peripheral）（スレーブ）役の動作をサポートしてもよい。
いくつかの実施形態において、認証機器は、ブルートゥース汎用アクセスプロファイル（
ＧＡＰ：Generic Access Profile）周辺機器として機能してもよく、且つ、ブルートゥー
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スＬＥスレーブ及び／又は汎用属性プロファイル（ＧＡＴＴ：Generic Attribute Profil
e）サーバであってもよい。
【０１０８】
　いくつかの実施形態において、ブルートゥースインタフェースは、ブルートゥースペア
リングをサポートする。いくつかの実施形態において、認証機器は、複数のホストコンピ
ュータとのペアリングをサポートし、且つ、複数のホストコンピュータについてのペアリ
ング情報を記憶してもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、最大限でも単一
のホストコンピュータとのペアリングをサポートし、且つ、単一のホストコンピュータの
みについてのペアリング情報を記憶してもよい。いくつかの実施形態において、認証機器
がペアリングされた場合、既存のペアリングがまず明示的に解除されるのであれば認証機
器は新しいペアリングを有効にするだけでよい。いくつかの実施形態において、認証機器
は、利用者が、既存のペアリングを解除する必要があることを示すことができるように構
成されてもよい。
【０１０９】
　いくつかの実施形態において、認証機器のブルートゥースインタフェースがアドバタイ
ジング状態にある場合、認証機器は、接続可能な無向アドバタイジング事象を送信するだ
けである。いくつかの実施形態において、認証機器のブルートゥースインタフェースは、
限定検出可能な検出モード（Limited Discoverable discovery mode）をサポートする。
いくつかの実施形態において、認証機器は、利用者がボタンを押下する等の特定の利用者
による開始事象の際、限定検出可能な検出モードを開始するように構成されてもよい。い
くつかの実施形態において、認証機器は、６０秒以内の間発見可能であり続ける。
【０１１０】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、多数のＧＡＴＴサービスをサポートする。
いくつかの実施形態において、認証機器は、ホストコンピュータと認証メッセージを交換
するための、ＧＡＴＴサービスであり得る、一以上のサービスをサポートする。いくつか
の実施形態において、認証機器は、認証機器の状態、特に、認証機器上の認証アプリケー
ションの状態に関してホストコンピュータに報知するための、ＧＡＴＴサービスであり得
る、一以上のサービスをサポートする。いくつかの実施形態において、認証機器は、認証
機器に接続されたホストコンピュータから或るデータ（例えば、動的信用証明を生成する
際に認証機器により使用されるべきチャレンジ値又は取引データ）を受信するための或る
サービス特性を特定用途向けに確保してもよい。いくつかの実施形態において、認証機器
は、認証機器に接続されたホストコンピュータへ或るデータ（例えば、認証機器により生
成された動的信用証明、又は、状態情報）を送信するための或るサービス特性を特定用途
向けに確保してもよい。
【０１１１】
　例えばいくつかの実施形態において、認証機器は、一方における認証機器と他方におけ
るホストコンピュータ又は（ホストコンピュータを介した）アプリケーションサーバとの
間で認証アプリケーションメッセージを交換するための認証アプリケーションメッセージ
ングＧＡＴＴサービスをサポートしてもよい。そのアプリケーションメッセージングＧＡ
ＴＴサービスは、認証アプリケーションメッセージをホストコンピュータから認証機器へ
伝送するための一特性と、認証アプリケーションメッセージを認証機器からホストコンピ
ュータへ伝送するための別の特性と、を含み得る。
【０１１２】
　認証機器は、アプリケーション状態の更新を認証機器からホストコンピュータへ送信す
る少なくとも一つの特性を含む別のアプリケーション状態情報ＧＡＴＴサービスもサポー
トしてもよい。
【０１１３】
　いくつかの実施形態において、アプリケーションは、定期的に認証機器をポーリングす
ることで、例えば、定期的に一以上の特性を読み出すことで認証機器から或るデータ又は
情報を受信してもよい。
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【０１１４】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、或るデータを、ブルートゥースＧＡＴＴ通
知機構を使用して認証機器に接続されたホストコンピュータへ送信してもよい。いくつか
の実施形態において、認証機器は、或るデータを、ブルートゥースＧＡＴＴ表示機構を使
用して認証機器に接続されたホストコンピュータへ送信してもよい。認証機器が表示機構
を使用して或るデータをホストコンピュータへ送信する実施形態において、認証機器は、
このようにして認証機器がホストコンピュータへ送信しようと意図したデータをホストコ
ンピュータが確かに受信したという確証を得てもよく、これにより、認証機器が、ホスト
コンピュータが認証機器と同期し続けていることを保証できるようにしてもよい。例えば
いくつかの実施形態において、認証機器は、ホストコンピュータが最新のアプリケーショ
ン状態情報を受信したことを確認した場合にのみ、アプリケーション状態を変更するよう
に構成されてもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、（例えば、同一の特性
を使用して）複数のパケット内のいくつかの認証アプリケーションメッセージを次々に送
信してもよく、且つ、ホストコンピュータが先のパケットを受信したことを確認した後に
のみ、次のパケットを送信するように構成されてもよい。
【０１１５】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、アプリケーションにより生成し得た着信ア
プリケーションメッセージをブルートゥースインタフェースで受信するように構成されて
もよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、認証機器がアプリケーションへブル
ートゥースインタフェースを介して伝達し得る発信アプリケーションメッセージを生成す
るように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、これらの着信及び／又は発信
アプリケーションメッセージの少なくともいくつかは、セキュアメッセージング技術によ
りセキュリティ保護されていてもよく、且つ、認証機器は、これらのセキュアメッセージ
ング技術をサポートするように構成されてもよい。認証機器のデータ処理構成要素は、こ
れらのアプリケーションメッセージをセキュリティ保護するために使用される暗号アルゴ
リズムを実行するように構成されてもよい。例えば、データ処理構成要素は、アプリケー
ションメッセージ内に移送されたデータを暗号化及び／又は復号するように構成されても
よく、且つ／又は、アプリケーションメッセージに組み込まれ得るＭＡＣを生成又は検証
し、これらのメッセージの保全性及び／又は信憑性を確実にするように構成されてもよい
。
【０１１６】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、動的変数の値を求めるために認証機器によ
り使用され得る時間値を提供するための時計（１６０）を更に備えてもよい。
【０１１７】
　いくつかの実施形態において、認証機器は生体計測センサ（１７０）を更に備えてもよ
い。いくつかの実施形態において、生体計測センサは、例えば指紋センサを含み得る。い
くつかの実施形態において、指紋センサは、例えばスワイプセンサを含み得る。
【０１１８】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、ポケット型携帯ハンドヘルド装置であって
もよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、７ｃｍ未満の長さ、３ｃｍ未満の幅
、及び、１ｃｍ未満の厚さを有してもよい。いくつかの実施形態において、機器は、２０
グラム未満の（電池を含む）総重量を有してもよい。いくつかの実施形態において、認証
機器は、１０ｃｍ未満の長さ、６ｃｍ未満の幅、及び、１．５ｃｍ未満の厚さを有しても
よく、且つ、認証機器は、１００グラム未満の（電池を含む）総重量を有してもよい。
【０１１９】
　図２は、本発明の態様に係るシステムの例を概略的に示す。
【０１２０】
　いくつかの実施形態において、アプリケーションと図２に例示するシステム（２００）
等の利用者との間の対話をセキュリティ保護するためのシステムは、アプリケーションの
サーバ部をホスティングする一又は複数のアプリケーションサーバ（２１０）と、利用者
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（２９０）がアプリケーションに公衆通信網（２５０）上で遠隔アクセスできるようにす
るホストコンピュータ（２３０）と、上記段落で説明された認証機器のいずれかのような
、動的信用証明を生成するための認証機器（２４０）と、動的信用証明の有効性を検証す
るための検証サーバ（２２０）と、を備えてもよく、ホストコンピュータは、認証機器と
のブルートゥース接続を設定し、且つ、アプリケーションのクライアント部を起動するよ
うに構成されてもよく、認証機器は、動的信用証明を生成し、且つ、動的信用証明をホス
トコンピュータへ返信するように構成されてもよく、ホストコンピュータは、生成された
動的信用証明を検証用に検証サーバへ転送するように更に構成されてもよく、検証サーバ
は、生成された動的信用証明を検証し、且つ、動的信用証明が有効であると検証されたか
否かをアプリケーションサーバに信号で伝えるように構成されてもよい。
【０１２１】
　いくつかの実施形態において、アプリケーションサーバと検証サーバとは同一のサーバ
であってもよい。いくつかの実施形態において、アプリケーションサーバ及び検証サーバ
は、一以上のサーバコンピュータを備えてもよい。いくつかの実施形態において、通信網
は、インターネット及び／又は無線通信網を含み得る。いくつかの実施形態において、ホ
ストコンピュータは、利用者と局所的に対話するためのユーザインタフェースを備えても
よい。例えばいくつかの実施形態において、ホストコンピュータは、利用者の入力を受け
付けるためのキーボード、マウス又はタッチスクリーン等のユーザ入力インタフェースを
備えてもよい。いくつかの実施形態において、ホストコンピュータは、視覚信号又は聴覚
信号を含み得る出力を利用者に提示するための、表示器又は拡声器等のユーザ出力インタ
フェースを備えてもよい。いくつかの実施形態において、ホストコンピュータは、ＰＣ（
パーソナルコンピュータ）、タブレットコンピュータ又はスマートフォンを含み得る。
【０１２２】
　いくつかの実施形態において、アプリケーション（インターネットバンキングアプリケ
ーション等）は、遠隔アプリケーションサーバ上で稼働するサーバ部と、利用者のローカ
ルホストコンピュータ上で稼働するクライアント部であって、例えばインターネットでア
プリケーションのサーバ部へアクセスするために利用者が対話するクライアント部とを備
えてもよい。いくつかの実施形態において、アプリケーションはウェブベースアプリケー
ションを含み得、且つ、アプリケーションサーバはウェブサーバを含み得る。いくつかの
実施形態において、アプリケーションサーバは、利用者のホストコンピュータ上でウェブ
ブラウザを使用して利用者によりアクセスされ得る。いくつかの実施形態において、アプ
リケーションのクライアント部は、利用者のホストコンピュータ上でウェブブラウザにお
いて稼働するアプレット（ジャバアプレット等）又はスクリプトを備えてもよい。いくつ
かの実施形態において、ウェブブラウザは、認証クライアントプラグイン又は認証クライ
アント拡張を使用して、ブルートゥース接続を介してホストコンピュータに接続された認
証機器と対話してもよい。いくつかの実施形態において、利用者は、スマートフォンを使
用してアプリケーションのサーバ部にアクセスしてもよい。そしてスマートフォンは、ホ
ストコンピュータ（２３０）として機能し得、且つ、スマートフォン上で稼働するクライ
アントアプリケーションは、スマートフォン上でのアプリケーションプログラム（インタ
ーネットバンキングアプリケーションプログラム等）を含み得、そのアプリケーションプ
ログラムは、スマートフォンのユーザインタフェースを介して利用者と対話でき、例えば
インターネットでアプリケーションサーバと対話でき、且つ、スマートフォンと認証機器
との間のブルートゥース接続を介して認証機器と対話できる。いくつかの実施形態におい
て、ホストコンピュータ上で稼働するアプリケーションのクライアント部は、認証機器と
対話する方法に関する指針を利用者に提供するように構成されてもよい。いくつかの実施
形態において、認証機器と対話する方法に関してアプリケーションのクライアント部が利
用者に与え得る指針は、認証機器の実際のアプリケーション状態を意味し得る。いくつか
の実施形態において、アプリケーションのクライアント部は、認証機器の実際のアプリケ
ーション状態を追跡するように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、認証機
器は、認証機器の実際のアプリケーション状態を反映し得るアプリケーション状態情報を
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ホストコンピュータへ送信するように構成されてもよく、且つ、ホストコンピュータ上で
稼働するアプリケーションのクライアント部は、そのアプリケーション状態情報を受信し
、且つ、認証機器のアプリケーション状態に関する情報を使用して、認証機器と対話する
方法に関して適切な指針又は指令を利用者に与えるように構成されてもよい。
【０１２３】
　例えばいくつかの実施形態において、ホストコンピュータが認証機器の存在をまだ検出
していない状態でありながら、ホストコンピュータ上のクライアントアプリケーションは
、利用者に対して認証機器の電源を投入するように指示する可能性がある。ホストコンピ
ュータが、利用者の認証機器とのブルートゥース接続を設定した場合、ホストコンピュー
タは、ワンタイムパスワード等の、動的信用証明を要求するメッセージを認証機器へ送信
してもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、このような要求メッセージを受
信すると、利用者が要求された動的信用証明の生成を承認するのを待つ状態に入ってもよ
く、且つ、この状態をホストコンピュータに示してもよい。そしてホストコンピュータは
、利用者に対して、利用者が確かに要求された動的信用証明の生成を承認することを認証
機器に（例えば、認証機器のユーザ入力インタフェースの特定のボタンを押下することで
）示すように要求してもよい。利用者が要求を（例えば、拒否を示すための特定のボタン
を押下することで）拒否する場合、又は、タイムアウトが生じる場合、認証機器は、対応
する状態に入り、且つ、その状態をホストコンピュータへ伝達してもよく、その結果、ホ
ストコンピュータは適切な行動を取り得る。
【０１２４】
　いくつかの実施形態において、アプリケーションは、認証機器に対して、多数のデータ
フィールドに署名するように要求してもよい。例えばいくつかの実施形態において、ホス
トコンピュータ上のクライアントアプリケーションは、ブルートゥース接続を使用してア
プリケーション要求を認証機器へ送信又は転送し、多数のデータフィールドに署名しても
よい。いくつかの実施形態において、クライアントアプリケーションは、この要求をアプ
リケーションのサーバ部から受信していてもよく、且つ、ブルートゥース接続を使用して
その要求を認証機器へ転送してもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は、（認
証機器のユーザ出力インタフェースを使用して）署名するべきデータフィールドを一つず
つ利用者に提示し、利用者が認証機器上で再検討及び承認するようにしてもよい（これに
より、認証機器は、認証機器のユーザ入力インタフェースを使用して利用者承認を取得し
てもよい）。いくつかの実施形態において、認証機器が、承認のためデータフィールドを
利用者に提示するたびに、認証機器は、認証機器上でデータフィールドの利用者承認を待
つ状態に入ってもよく、且つ、認証機器が、利用者がデータフィールドを承認するのを待
つ状態にあることをホストコンピュータに報知してもよい。そしてホストコンピュータ上
のクライアントアプリケーションは、利用者に対して、認証機器により提示されたデータ
フィールドを認証機器上で再検討し、且つ、それが正しいように見える場合データフィー
ルドを認証機器上で承認するように要求してもよい。利用者がデータフィールドを承認し
た場合、認証機器は、次のデータフィールドを提示し、且つ、次のデータフィールドの承
認を待つ次の状態に移ってもよく、且つ、認証機器が次の状態に移ったことをホストコン
ピュータに報知してもよい。ホストコンピュータ上のクライアントアプリケーションは、
その新しい状態情報を使用して、利用者が以前のデータフィールドを認証機器上で承認し
たこと、及び、認証機器が次のデータフィールドの承認を待っていることを推定してもよ
く、且つ、ホストコンピュータ上のクライアントアプリケーションは、今度は利用者に対
して次のデータフィールドを認証機器上で再検討及び承認するように要求してもよい。利
用者がデータフィールドを否認した場合、又は、認証機器がデータフィールドの利用者承
認を待つ間にタイムアウトになった場合、認証機器は、対応する状態に入り、且つ、その
状態をホストコンピュータへ報知してもよい。その状態が、利用者がデータを否認したこ
とをホストコンピュータに示す場合、アプリケーションは、そのデータが対応する取引を
取り消してもよい。その状態が、認証機器が利用者承認を待つ間にタイムアウトになった
ことをホストコンピュータに示す場合、ホストコンピュータ上のクライアントアプリケー
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ションは、利用者に対して取引を取り消すべきか否か、或いは、署名処理を再開するべき
か否かを尋ねてもよい。
【０１２５】
　図３Ａ及び図３Ｂは、本発明の態様に係る方法（３００）の例を概略的に示す。
【０１２６】
　いくつかの実施形態において、認証システム及び／又は上記段落のいずれかで説明され
たような認証機器は、利用者のコンピュータベースアプリケーションとの対話をセキュリ
ティ保護するための方法において以下のように使用されてもよい。いくつかの実施形態に
おいて、利用者は、ローカルホストコンピュータ上のクライアントアプリケーションを使
用してアプリケーションと対話してもよく、ローカルホストコンピュータは、例えばイン
ターネット等のコンピュータネットワークを介してアプリケーションのサーバ部を起動す
る遠隔アプリケーションサーバに接続されてもよい。
【０１２７】
　いくつかの実施形態において、クライアントアプリケーションは、（恐らく）好適なブ
ルートゥース使用可能認証機器の存在を精査（３０５）することであってもよい。クライ
アントアプリケーションが、（恐らく）好適な稼働中のブルートゥース使用可能認証機器
の存在を検出できない場合、クライアントアプリケーションは、利用者に対して、（例え
ば、適切なメッセージをホストコンピュータのユーザ出力インタフェース上に表示するこ
とで）ブルートゥース使用可能認証機器の電源を投入する、又は、認証機器のブルートゥ
ースインタフェースを起動するように要求又は提案（３０６）してもよい。
【０１２８】
　クライアントアプリケーションが、複数の（恐らく）好適なブルートゥース使用可能認
証機器の存在を検出した場合、クライアントアプリケーションは、その認証機器のうちの
一つを選択（３０７）してもよい。例えばいくつかの実施形態において、クライアントア
プリケーションは、検出された認証機器の各々から機器識別データ要素を検索し、且つ、
それを使用して、対話するべき認証機器を選択してもよい。例えば、クライアントアプリ
ケーションは、検出された認証機器の機器識別データ要素の検索された値を、このホスト
コンピュータと共に過去に既に使用された可能性のある一以上の認証機器の機器識別デー
タ要素と比較してもよい。いくつかの実施形態において、クライアントアプリケーション
は、検出された認証機器の一覧を利用者に提示し、且つ、利用者に一つを選択するように
促してもよい。
【０１２９】
　クライアントアプリケーションが、単一のブルートゥース使用可能認証機器を検出した
、或いは、複数の検出されたブルートゥース使用可能認証機器のうちの一つを選択した場
合、クライアントアプリケーションは、検出又は選択された認証機器とのブルートゥース
接続（３１０）を設定してもよい。
【０１３０】
　いくつかの実施形態において、クライアントアプリケーションは、通し番号等の機器識
別データ要素を認証機器から検索（３１５）し、且つ、その機器識別データ要素をアプリ
ケーションのサーバ構成部へ転送してもよい。それに応じて、クライアントアプリケーシ
ョンは、ユーザ名をアプリケーションのサーバ構成部から受信してもよい。いくつかの実
施形態において、クライアントアプリケーションは、ブルートゥース接続を使用してユー
ザ名を認証機器から検索（３１７）してもよい。クライアントアプリケーションは、取得
したユーザ名を、例えばログイン試行中等にアプリケーションのサーバ構成部及び／又は
利用者との更なる対話に使用してもよい。いくつかの実施形態において、アプリケーショ
ンのサーバ構成部は、受信した機器識別データ要素を使用して、例えば、認証機器へ送信
するべきメッセージをセキュリティ保護するためのセキュアメッセージング鍵セット、又
は、認証機器により生成された動的信用証明を検証するための一以上の秘密情報等の、認
証機器に関連付けられた一以上の秘密値又は暗号鍵を決定してもよい。
【０１３１】
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　いくつかの実施形態において、クライアントアプリケーションは、ブルートゥース接続
を使用して、接続された認証機器に対して動的信用証明を生成及び返信するように要求（
３２０）してもよい。いくつかの実施形態において、クライアントアプリケーションは、
その要求を生成していてもよい。いくつかの実施形態において、この要求は、アプリケー
ションのサーバ部により生成されていてもよく、且つ、クライアントアプリケーションは
、その要求をアプリケーションのサーバ部から受信しており、且つ、その要求を認証機器
へ転送してもよい。いくつかの実施形態において、クライアントアプリケーションは、動
的信用証明の生成の際に認証機器により使用されるべきチャレンジを、ブルートゥース接
続を介して認証機器へ送信（３２１）してもよい。いくつかの実施形態において、クライ
アントアプリケーションは、そのチャレンジをアプリケーションのサーバ構成部から受信
していてもよい。いくつかの実施形態において、クライアントアプリケーションは、利用
者がアプリケーションにより実行されるべき取引を定義できるように利用者と対話してい
てもよく、且つ、クライアントアプリケーションは、認証機器により署名されるべきその
取引に関連するデータを、ブルートゥース接続を介して認証機器に依頼（３２２）しても
よい。いくつかの実施形態において、クライアントアプリケーションは、アプリケーショ
ンのサーバ部により生成し得たアプリケーションメッセージ内の取引データを認証機器へ
伝達してもよい。
【０１３２】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、利用者による承認を取得（３２５）し、動
的信用証明を生成し且つ／又はその動的信用証明を、クライアントアプリケーションを起
動するホストコンピュータへ返信してもよい。いくつかの実施形態において、認証機器は
、データを利用者に提示（３２６）し、且つ、提示されたデータの承認（又は否認）を取
得（３２７）してもよく、提示及び承認されたデータは、動的信用証明の生成の際に認証
機器により使用できる。
【０１３３】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、利用者により認証機器に提供されたＰＩＮ
値及び／又はパスワード値を取得（３３０）してもよく、又は、認証機器は、利用者がク
ライアントアプリケーションに提供したＰＩＮ値及び／又はパスワード値を、クライアン
トアプリケーションからブルートゥース接続を介して受信（３３１）してもよい。いくつ
かの実施形態において、認証機器は、本明細書の他の箇所でより詳細に説明したような取
得又は受信したＰＩＮ値及び／又はパスワード値を検証（３３２）してもよい。
【０１３４】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、認証機器上で生体計測センサにより取り込
まれた利用者の生体計測値を取得（３３５）してもよく、又は、認証機器は、ホストコン
ピュータにより取り込まれた利用者の生体計測値を、クライアントアプリケーションから
ブルートゥース接続を介して受信（３３６）してもよい。いくつかの実施形態において、
認証機器は、本明細書の他の箇所でより詳細に説明したような取得又は受信した生体計測
値を検証（３３７）してもよい。
【０１３５】
　いくつかの実施形態において、認証機器のユーザ出力インタフェースは、認証機器が、
認証機器上の認証アプリケーションが置かれている状態、利用者ができること、及び、利
用者行動が与え得る効果に関して、このユーザ出力インタフェースを使用して利用者に明
確な指針を与えることができないように、むしろ限定された機能を有してもよい。いくつ
かの実施形態において、クライアントアプリケーションは、例えば、利用者が、或る効果
（例えば、取引データの承認又は否認）を得るために実行できる且つ／又は実行するべき
行動（例えば、各種ボタンの押下、タイムアウト待ち、等）に関する指針を与えることで
利用者が認証機器と対話するのを支援（３４０）してもよい。いくつかの実施形態におい
て、認証機器（３４１）は、認証機器が置かれているアプリケーション状態をクライアン
トアプリケーションに報知してもよい。いくつかの実施形態において、本明細書の他の箇
所でより詳細に説明したように、クライアントアプリケーションは、認証機器が置かれて
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いるアプリケーション状態を追跡（３４２）してもよく、且つ、認証機器が提供する指針
が、認証機器が置かれている実際のアプリケーション状態に関するものであるように、認
証機器と対話する方法に関する知識を利用して利用者に対するその指針を微調整してもよ
い。
【０１３６】
　いくつかの実施形態において、本明細書の他の箇所でより詳細に説明したように、認証
機器は、ブルートゥース接続を使用して、命令を認証機器が接続されたホストコンピュー
タへ送信（３４５）してもよく、且つ、ホストコンピュータ上のクライアントアプリケー
ションは、これらの命令を受信及び実行（３４６）してもよい。いくつかの実施形態にお
いて、これらの命令の実行は、例えばホストコンピュータのユーザ出力インタフェースを
介して、例えば利用者に出力を提供することで、且つ／又は、例えばホストコンピュータ
のユーザ入力インタフェースを介して、例えば入力を利用者から取得することで、ホスト
コンピュータ上のクライアントアプリケーションに対して利用者と対話（３４７）するよ
うに要求する。
【０１３７】
　いくつかの実施形態において、認証機器は、本明細書の他の箇所でより詳細に説明した
ような動的信用証明を生成（３５０）してもよい。いくつかの実施形態において、例えば
、ＰＩＮ若しくはパスワード又は生体計測値が正常に検証されたという条件、或いは、利
用者が動的信用証明を生成するための明示的な承認を示したという条件等の或る条件が満
足された場合にのみ、認証は動的信用証明を生成してもよい。
【０１３８】
　いくつかの実施形態において、動的信用証明が生成された後、認証機器は、生成された
動的信用証明をホストコンピュータへブルートゥース接続を介して送信（３５１）しても
よい。
【０１３９】
　いくつかの実施形態において、クライアントアプリケーションは、生成された動的信用
証明を、ブルートゥース接続を介して、接続された認証機器から受信（３５２）してもよ
く、且つ、受信した動的信用証明をアプリケーションのサーバ部へ転送（３５３）しても
よい。
【０１４０】
　いくつかの実施形態において、アプリケーションのサーバ部は、動的信用証明をクライ
アントアプリケーションから受信（３５４）してもよく、且つ、受信した動的信用証明の
正当性を検証してもよい。いくつかの実施形態において、アプリケーションのサーバ部は
、認証機器に関連付けられた暗号秘密情報によりパラメータ化され得る暗号信用証明検証
アルゴリズムを適用することで受信した動的信用証明の正当性を検証（３６０）してもよ
い。いくつかの実施形態において、アプリケーションのサーバ部は、受信した動的信用証
明の検証において、認証機器とアプリケーションの検証サーバ部との間で共有された秘密
暗号鍵によりパラメータ化された対称暗号アルゴリズムを使用してもよい。いくつかの実
施形態において、アプリケーションのサーバ部は、認証機器の機器識別データ要素（通し
番号等）を使用して、そのサーバ部が動的信用証明の検証において使用し得る秘密情報を
取得してもよい。例えばいくつかの実施形態において、アプリケーションのサーバ部は、
個々の認証機器ごとに、その認証機器に関連する一以上の秘密情報をデータベースに記憶
してもよく、且つ、例えばデータベース問い合わせ内の機器識別データ要素を使用してこ
れらの秘密情報をそのデータベースから検索してもよい。いくつかの実施形態において、
アプリケーションのサーバ部は、動的信用証明の検証において使用するべき秘密情報の値
を親秘密情報、及び、恐らく動的信用証明を生成した認証機器の機器識別データ要素から
導出することで、その秘密情報の値を求めてもよい。
【０１４１】
　いくつかの実施形態において、アプリケーションのサーバ部は、受信した動的信用証明
の検証の結果を、或る行動（利用者のログイン、又は、或る情報のようなアプリケーショ
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、この取引に関連するデータは動的信用証明により署名されている、等）を実行するか否
かを決定する際に使用（３７０）してもよい。例えばいくつかの実施形態において、アプ
リケーションのサーバ部は、動的信用証明の検証が成功した場合その行動を実行すること
を決定してもよい。いくつかの実施形態において、アプリケーションのサーバ部は、動的
信用証明の検証が成功しなかった場合その行動を実行しないことを決定してもよい。いく
つかの実施形態において、サーバ部は、例えば、クライアントアプリケーションが利用者
から受け付け得ており、且つ、アプリケーションのサーバ部がクライアントアプリケーシ
ョンから受信し得た静的ＰＩＮ又はパスワードの検証の結果等の、その行動を実行するか
否かを決定するための他の要素も考慮に入れてもよい。
【０１４２】
　多くの実施形態が説明された。しかしながら、種々の変形がなされ得ることは理解され
るであろう。例えば、一以上の実施形態の要素は組み合わせられ、削除され、変形され又
は補足され更なる実施形態を構成してもよい。したがって、他の実施形態は添付の特許請
求の範囲内である。更に、いくつかの実施形態のうちの一つのみに対して本発明の特定の
特徴が開示され得たが、このような特徴は、いかなる所定又は特定のアプリケーションに
ついて望まれ且つ有利であり得るように、他の実施形態の一以上の他の特徴と組み合わせ
られてもよい。本発明の種々の実施形態が上述されたが、これらの実施形態は一例として
提示されたにすぎず、限定を意図するものではないことを理解されたい。特に、当然のこ
とながら、特許請求の範囲の主題を説明する目的で構成要素又は方法論のあらゆる考え得
る組み合わせを説明するのは不可能であるが、当業者であれば本発明の多数の更なる組み
合わせ及び置換が可能であることを認識できるであろう。特に、説明された方法に関して
、提示された方法のいくつかの工程を省略してもよく、他の工程を追加してもよく、且つ
、各種工程が実行される順序は、これらの工程が述べられた順序とは異なってもよい。し
たがって、本発明の広さ及び範囲は、上述の好ましい実施形態のいずれによっても限定さ
れるべきではなく、以下の特許請求の範囲及びそれらの均等物のみに従って規定されるべ
きである。
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【手続補正書】
【提出日】平成31年2月7日(2019.2.7)
【手続補正１】
【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】
　アプリケーションと利用者との間の対話をセキュリティ保護するためのシステムであっ
て、該アプリケーションはサーバ部とクライアント部とを備え、該システムは、
　該アプリケーションの該サーバ部をホスティングするアプリケーションサーバ（２１０
）と、
　該アプリケーションの該クライアント部であるクライアントアプリケーションを起動し
、且つ、該利用者（２９０）が該アプリケーションの該サーバ部にコンピュータネットワ
ーク（２５０）上で遠隔アクセスできるようにするホストコンピュータ（２３０）であっ
て、該利用者から入力を受け付けるためのユーザ入力インタフェースと、該利用者に出力
を提供するためのユーザ出力インタフェースと、を備える該ホストコンピュータと、
　動的信用証明を生成するための認証機器（２４０）であって、
　　暗号信用証明生成用秘密鍵を安全に記憶するように構成された記憶構成要素（１３０
）と、
　　該暗号信用証明生成用秘密鍵を動的変数と暗号学的に組み合わせることで該動的信用
証明を生成するように構成されたデータ処理構成要素（１４０）と、
　　該認証機器を該認証機器と該ホストコンピュータとの間のブルートゥース接続で該ホ
ストコンピュータに接続するためのブルートゥースインタフェース（１５０）と、
　を備える該認証機器と、
　該動的信用証明の有効性を検証するための検証サーバ（２２０）と、
　を備え、
　該ホストコンピュータは、該認証機器との該ブルートゥース接続を設定するように構成
され、
　該認証機器は、該動的信用証明を該ブルートゥース接続を介して該ホストコンピュータ
へ返信するように構成され、
　該ホストコンピュータ上の該クライアントアプリケーションは、該動的信用証明を該ブ
ルートゥース接続を介して受信し、且つ、該生成された動的信用証明を検証用に該検証サ
ーバへ転送するように更に構成され、
　該検証サーバは、該生成された動的信用証明を検証し、且つ、該動的信用証明が有効で
あると検証されたか否かを該アプリケーションサーバに信号で伝えるように構成される、
システム。
【請求項２】
　該認証機器と該検証サーバとは、該暗号信用証明生成用秘密鍵を共有し、
　該動的信用証明の該生成及び該検証は、該認証機器と該検証サーバとの間で共有される
秘密認証鍵を使用して対称暗号アルゴリズムにより行われる、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　該認証機器は、該検証サーバ又は該アプリケーションサーバのうちの少なくとも一つと
一以上のセキュアメッセージング鍵を共有し、
　該検証サーバ又は該アプリケーションサーバのうちの少なくとも一つは、アプリケーシ
ョンメッセージを生成し、且つ、該共有された一以上のセキュアメッセージング鍵を使用
してセキュアメッセージング技術により該アプリケーションメッセージをセキュリティ保
護するように構成され、



(40) JP 2019-83560 A 2019.5.30

　該クライアントアプリケーションは、該セキュリティ保護されたアプリケーションメッ
セージを受信し、且つ、該セキュリティ保護されたアプリケーションメッセージを該ブル
ートゥース接続を介して該認証機器へ転送するように構成され、且つ、
　該認証機器は、該セキュリティ保護されたアプリケーションメッセージを該ブルートゥ
ース接続を介して受信し、且つ、該共有された一以上のセキュアメッセージング鍵を使用
して該セキュアメッセージング鍵をサポートし且つ該セキュリティ保護されたアプリケー
ションメッセージに作用するように構成される、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　該認証機器は、
　該認証機器に該動的信用証明を生成及び返信させるための要求を含むアプリケーション
メッセージを、該ブルートゥース接続を介して受信するように構成され、且つ、
　該アプリケーションメッセージを受信することに応答して、該動的信用証明を生成し且
つ該動的信用証明を該ブルートゥース接続を介して返信するように構成される、請求項１
に記載のシステム。
【請求項５】
　該アプリケーションメッセージはチャレンジを含み、且つ、該チャレンジは、該アプリ
ケーションサーバ又は該検証サーバのうちの少なくとも一つにより生成される予測できな
い値を含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　該アプリケーションメッセージは、該利用者により該アプリケーションに依頼される取
引データを含み、且つ、該動的変数は該取引データに基づく、請求項４に記載のシステム
。
【請求項７】
　該認証機器は、時間変動するアプリケーション状態を維持し、且つ、該認証機器の現在
のアプリケーション状態に関する情報を該ブルートゥース接続を介して該ホストコンピュ
ータへ伝達するように更に構成され、且つ、
　該クライアントアプリケーションは、該現在のアプリケーション状態の情報を該ブルー
トゥース接続を介して該認証機器から受信し、且つ、該認証機器を取り扱う方法について
の該利用者に対する指針又は指令のうちの少なくとも一つを提供するように更に構成され
、該指針又は該指令のうちの該少なくとも一つは、該受信した現在のアプリケーション状
態の情報の関数である、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　該クライアントアプリケーションは、該ホストコンピュータの該ユーザ入力インタフェ
ースによりＰＩＮ値又はパスワード値のうちの少なくとも一つを該利用者から取得し、且
つ、該取得したＰＩＮ値又は該取得したパスワード値のうちの該少なくとも一つを該ブル
ートゥース接続を介して該認証機器へ送信するように更に構成され、且つ、
　該認証機器は、該ＰＩＮ値又は該パスワード値のうちの該少なくとも一つを該ブルート
ゥース接続を介して受信し、且つ、該受信したＰＩＮ値又は該受信したパスワード値のう
ちの該少なくとも一つを検証するように更に構成される、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　該ホストコンピュータは、該利用者から生体計測値を取得するように構成された生体計
測構成要素を更に備え、
　該クライアントアプリケーションは、該利用者から該ホストコンピュータの該生体計測
構成要素により生体計測値を取得し、且つ、該取得した生体計測構成要素を該ブルートゥ
ース接続を介して該認証機器へ送信するように更に構成され、且つ、
　該認証機器は、該生体計測値を該ブルートゥース接続を介して受信し、且つ、該受信し
た生体計測値を検証するように更に構成される、
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　請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　該認証機器は、該ホストコンピュータにより実行されるべき命令を生成し、且つ、該命
令を該ブルートゥース接続を介して該ホストコンピュータへ伝達するように更に構成され
、且つ、
　該クライアントアプリケーションは、該命令を該ブルートゥース接続を介して該認証機
器から受信し、且つ、該命令を実行するように更に構成される、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　該ホストコンピュータにより該命令を実行することは、該ユーザ出力インタフェース又
は該ユーザ入力インタフェースのうちの少なくとも一つを使用して該利用者と該ホストコ
ンピュータが対話することを含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　該クライアントアプリケーションは、該認証機器が該ホストコンピュータに該ブルート
ゥース接続で接続される場合、該認証機器の該ホストコンピュータまでの距離の表示を取
得するように更に構成され、且つ、
　該アプリケーションは、該利用者に対する一以上のアクセス権を認可、維持又は解除す
るか否かを決定する際、該距離の表示を考慮に入れるように構成される、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　コンピュータベースアプリケーションの利用者との対話をセキュリティ保護するための
方法であって、
　該コンピュータベースアプリケーションはクライアント部とホスト部とを備え、該利用
者は、動的信用証明を生成するための認証機器を操作し、該認証機器は、ブルートゥース
ホスト装置と通信するためのブルートゥースインタフェースを備え、
　該利用者が、ローカルホストコンピュータのユーザ入力インタフェース及びユーザ出力
インタフェースを使用して該コンピュータベースアプリケーションと対話できるようにす
るための該コンピュータベースアプリケーションの該クライアント部であるクライアント
アプリケーションを該ローカルホストコンピュータ上で起動する工程と、
　該ローカルホストコンピュータにおいて、該認証機器とのブルートゥース接続を設定す
る工程と、
　動的変数を該認証機器に記憶された第一の暗号認証鍵と暗号学的に組み合わせることで
該認証機器により生成された該動的信用証明を、該ブルートゥース接続を介して該認証機
器から受信する工程と、
　第二の暗号認証鍵によりパラメータ化された暗号アルゴリズムを使用して該動的信用証
明を検証する工程と、
　を含む方法。
【請求項１４】
　アプリケーションメッセージを生成する工程と、
　該認証機器と共有された少なくとも一つの対称セキュアメッセージング鍵によりパラメ
ータ化された対称暗号アルゴリズムに基づいたセキュアメッセージング技術を適用して該
アプリケーションをセキュリティ保護する工程と、
　該ホストコンピュータにおいて、該アプリケーションメッセージを該ブルートゥース接
続を介して該認証機器へ送信する工程と、
　を更に含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　該認証機器に該動的信用証明を生成及び返信させるための要求を含むアプリケーション
メッセージを生成する工程と、
　該ホストコンピュータにおいて、該アプリケーションメッセージを該ブルートゥース接
続を介して該認証機器へ送信する工程と、
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　を更に含み、
　該認証機器は、該認証機器が該アプリケーションメッセージを該ブルートゥース接続を
介して受信することに応答して、該動的信用証明を生成し、且つ、該動的信用証明を該ブ
ルートゥース接続を介して該ホストコンピュータへ返信する、
　請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　チャレンジを生成する工程と、
　該チャレンジを該アプリケーションメッセージに組み込む工程と、
　を更に含み、
　該動的変数は該チャレンジに基づく、
　請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　取引を実行するための要求を該利用者から受け付ける工程と、
　該取引を表現する取引データを該アプリケーションメッセージに組み込む工程と、
　該動的信用証明の該検証が成功した場合、該取引要求を実行する工程と、
　を更に含み、
　該動的変数は、該アプリケーションメッセージに組み込まれた該取引データに基づく、
　請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　該ローカルホストコンピュータにおいて、該認証機器の該アプリケーション状態に関す
る情報を該ブルートゥース接続を介して該認証機器から受信する工程と、
　該ローカルホストコンピュータにおいて、該ユーザ出力インタフェースにより、該利用
者に対する該認証機器の該操作に関する指針又は指令のうちの少なくとも一つを提供する
工程と、
　を更に含み、
　該指針又は該指令のうちの該少なくとも一つは、該認証機器の該アプリケーション状態
の該受信した情報の関数である、
　請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　該ローカルホストコンピュータにおいて、実行するべき命令を該ブルートゥース接続を
介して該認証機器から受信する工程と、該命令を該ローカルホストコンピュータにおいて
実行する工程と、を更に含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項２０】
　該ローカルホストコンピュータにおいて、該ユーザ入力インタフェースによりＰＩＮ値
又はパスワード値のうちの少なくとも一つを該利用者から取得する工程と、該取得したＰ
ＩＮ値又は該取得したパスワード値のうちの該少なくとも一つが該認証機器により検証さ
れるように、該ＰＩＮ値又は該パスワード値のうちの該少なくとも一つを該ブルートゥー
ス接続を介して該認証機器へ送信する工程と、を更に含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項２１】
　該ローカルホストコンピュータにおいて、生体計測センサにより該利用者から生体計測
値を取得する工程と、該取得した生体計測値が該認証機器により検証されるように、該生
体計測値を該ブルートゥース接続を介して該認証機器へ送信する工程と、を更に含む、請
求項１３に記載の方法。
【請求項２２】
　該ローカルホストコンピュータにおいて、該ローカルホストコンピュータと該認証機器
との間の実際の距離を示す距離表示値を取得する工程と、該利用者に対する一以上のアク
セス権を認可、維持又は解除するか否かを判定する際、該距離表示値を使用する工程と、
を更に含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項２３】
　コンピュータベースアプリケーションの利用者との対話をセキュリティ保護するための
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方法であって、該コンピュータベースアプリケーションはクライアント部とホスト部とを
備え、該利用者は認証機器を携帯し、該認証機器は、ブルートゥースホスト装置と通信す
るためのブルートゥースインタフェースを備え、
　該利用者が、ローカルホストコンピュータのユーザ入力インタフェース及びユーザ出力
インタフェースを使用して該コンピュータベースアプリケーションと対話できるようにす
るための該コンピュータベースアプリケーションの該クライアント部であるクライアント
アプリケーションを該ローカルホストコンピュータ上で起動する工程と、
　該ローカルホストコンピュータにおいて、該認証機器とのブルートゥース接続を設定す
る工程と、
　該ローカルホストコンピュータにおいて、該ローカルホストコンピュータと該認証機器
との間の実際の距離を示す距離表示値を取得する工程と、
　該利用者に対する一以上のアクセス権を認可、維持又は解除するか否かを判定する際、
該距離表示値を使用する工程と、
　を含む方法。
【請求項２４】
　該距離表示値を既定の閾値と比較する工程と、該比較が、該認証機器が該閾値に関連付
けられた該距離よりも該ホストコンピュータから遠いことを示す場合、該利用者に対する
該一以上のアクセス権のうちの少なくとも一つを解除する工程と、を更に含む、請求項２
３に記載の方法。
【請求項２５】
　該距離表示値を既定の閾値と比較する工程と、該比較が、該認証機器が該閾値に関連付
けられた該距離よりも該ホストコンピュータに近いことを示す場合、該利用者に対する該
一以上のアクセス権のうちの少なくとも一つを認可する工程と、を更に含む、請求項２３
に記載の方法。
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