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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報伝送のための方法であって、
　ユーザクライアントからのアクセス要求をサーバで受信するステップと、
　前記ユーザクライアントからユーザクライアント情報を受信するステップであって、前
記ユーザクライアント情報は、前記ユーザクライアントの型番を含む、ステップと、
　前記ユーザクライアント情報を用いて前記ユーザクライアントの実入力レイアウトを検
索するステップと、
　前記ユーザクライアントの前記実入力レイアウトの情報に基づいて仮想入力レイアウト
を生成するステップであって、前記仮想入力レイアウトの各キーは前記実入力レイアウト
のそれぞれのキーと対応関係を持っており、前記仮想入力レイアウトの前記キーの少なく
ともいくつかは、前記実入力レイアウトの対応するキーのものとは異なる記号または機能
を表すステップと、
　前記仮想入力レイアウトの識別子を生成するステップと、
　表示される前記仮想入力レイアウトを前記ユーザクライアントに送信するステップであ
って、前記仮想入力レイアウトを送信するステップは、前記仮想入力レイアウトの前記識
別子を、前記ユーザクライアントに表示されるウェブページのフォームの隠しフィールド
として送信するステップを含む、送信するステップと、
　前記ユーザクライアントによって表示された前記仮想入力レイアウトに従って入力され
た仮想セキュリティ情報を前記ユーザクライアントから受信するステップであって、前記
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仮想セキュリティ情報を受信するステップは、前記仮想入力レイアウトの前記識別子を、
前記仮想セキュリティ情報と一緒に、前記ユーザクライアントから受信するステップと、
　前記識別子に基づいて、前記仮想入力レイアウトの前記キーと前記実入力レイアウトの
前記キーとの間の前記対応関係を検索するステップと、
　前記仮想入力レイアウトの前記キーと前記実入力レイアウトの前記キーとの間の前記対
応関係に基づいて、前記受信した仮想セキュリティ情報を変換し、真のセキュリティ情報
を取得するステップと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記仮想入力レイアウトの前記識別子は一意であることを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記仮想セキュリティ情報は、前記仮想入力レイアウトに従って前記ユーザクライアン
トの実際のキーボードを用いて入力される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記仮想セキュリティ情報は、前記仮想入力レイアウトを持つ仮想入力端末を用いて入
力される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　表示される前記仮想入力レイアウトを前記ユーザクライアントに送信するステップは、
前記仮想入力レイアウトを前記ユーザクライアントに表示されるウェブページに送信する
ステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記真のセキュリティ情報は、セキュリティコードを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ユーザクライアントは携帯電話である、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　情報伝送のための方法であって、
　携帯電話からのアクセス要求をサーバで受信するステップと、
　前記携帯電話からユーザクライアント情報を受信するステップであって、前記ユーザク
ライアント情報は、前記携帯電話の型番を含む、ステップと、
　前記ユーザクライアント情報を用いて前記携帯電話の実入力レイアウトを検索するステ
ップと、
　前記携帯電話の前記実入力レイアウトの情報に基づいて仮想入力レイアウトを生成する
ステップであって、前記仮想入力レイアウトの各キーは前記実入力レイアウトのそれぞれ
のキーと対応関係を持っており、前記仮想入力レイアウトの前記キーの少なくともいくつ
かは、前記実入力レイアウトの対応するキーのものとは異なる記号または機能を表すステ
ップと、
　前記仮想入力レイアウトの識別子を生成するステップと、
　表示される前記仮想入力レイアウトを前記携帯電話に送信するステップであって、前記
仮想入力レイアウトを送信するステップは、前記仮想入力レイアウトの前記識別子を前記
携帯電話に、前記携帯電話に表示されるウェブページのフォームの隠しフィールドとして
送信するステップと、
　前記携帯電話によって表示された前記仮想入力レイアウトに従って入力された仮想セキ
ュリティコードを前記携帯電話から受信するステップであって、前記仮想セキュリティコ
ードを前記携帯電話から受信するステップは、前記携帯電話からの仮想セキュリティ情報
と一緒に、前記仮想入力レイアウトの前記識別子を前記携帯電話から受信するステップを
含む、ステップと、
　前記仮想入力レイアウトの前記識別子に基づいて、前記仮想入力レイアウトの前記キー
と前記実入力レイアウトの前記キーとの間の前記対応関係を検索するステップと、
　前記仮想入力レイアウトの前記キーと前記実入力レイアウトの前記キーとの間の前記対
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応関係に基づいて、前記受信した仮想セキュリティコードを変換し、真のセキュリティコ
ードを取得するステップと
　を含む方法。
【請求項９】
　前記仮想入力レイアウトの前記識別子は一意であることを特徴とする請求項８に記載の
方法。
【請求項１０】
　それぞれのユーザクライアント情報に基づき、様々なユーザクライアントの実入力レイ
アウトの情報を記憶するように構成されるデータベースであって、それぞれのユーザクラ
イアント情報は、それぞれのユーザクライアントのそれぞれの型番を含み、それぞれのユ
ーザクライアントのそれぞれの実入力レイアウトの情報は、前記それぞれのユーザクライ
アントの前記それぞれの実入力レイアウトの前記キーにより表された記号、および機能を
含む、データベースと、
　ユーザクライアントの型番に対応する実入力レイアウトの情報をデータベースの中で検
索し、前記検索された前記実入力レイアウトの情報を前記仮想入力レイアウト生成ユニッ
トに送信するように構成されるデータベース検索ユニットと、
　前記ユーザクライアントの前記実入力レイアウトと仮想入力レイアウトの識別子との情
報に基づいて仮想入力レイアウトを生成するように構成される、仮想入力レイアウト生成
ユニットであって、前記仮想入力レイアウトの各キーは前記実入力レイアウトのそれぞれ
のキーと対応関係を持ち、前記仮想入力レイアウトの前記キーの少なくともいくつかは、
前記実入力レイアウトの対応するキーのものとは異なる記号または機能を表す仮想入力レ
イアウト生成ユニットと、
　表示される前記仮想入力レイアウトを前記ユーザクライアントに送信し、前記仮想入力
レイアウトの前記識別子を、前記ユーザクライアントに表示されるウェブページのフォー
ムの隠しフィールドとして送信するように構成される、仮想入力レイアウト出力ユニット
と、
　前記ユーザクライアントから送信された前記仮想入力レイアウトの識別子に対応する前
記仮想入力レイアウトを検索するように構成される、仮想入力レイアウト検索ユニットと
、
　前記ユーザクライアントに表示された前記仮想入力レイアウトに従って前記ユーザクラ
イアントを通じて入力された不明瞭化されたセキュリティ情報を受信し、前記仮想入力レ
イアウトの前記キーと前記実入力レイアウトの前記キーとの間の前記対応関係に基づいて
、前記受信した不明瞭化されたセキュリティ情報を変換し、真のセキュリティ情報を取得
するように構成される、入力情報変換ユニットと、
　を備えるサーバ。
【請求項１１】
　前記仮想入力レイアウトの前記識別子は、一意である、請求項１０に記載のサーバ。
【請求項１２】
　前記ユーザクライアントは、携帯電話である、請求項１０に記載のサーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００８年７月８日に出願の「METHOD, SYSTEM AND APPARATUS FOR INFORMA
TION TRANSMISSION」を名称とする中国特許出願第２００８１０１３３０９８．２号から
の優先権を主張する。
【０００２】
　本開示は、通信技術に関し、詳細には情報伝送の方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　セキュリティ要件の高い電子商取引アプリケーションでは、ユーザが入力したパスワー
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ドが第三者に獲得されないことを保証するために、一般に２種類の方法が用いられている
。１つはSSL（Security Socket Layer）暗号化チャネルを用いる方法で、もう１つは暗号
化コントロールをユーザクライアントにインストールする方法である。
【０００４】
　SSLは、ブラウザとウェブサーバ間でセキュアチャネルを構成してデータ伝送を行なう
セキュリティプロトコルである。TCP/IP層の上だがアプリケーション層の下で動作するSS
Lは、データ暗号化チャネルをアプリケーションプログラムに提供する。RC4、MD5、RSAな
どの暗号化アルゴリズムを利用し、４０ビットの暗号化キーを用いることで、SSLはビジ
ネス情報の暗号化に適したものとなる。
【０００５】
　しかし、ユーザクライアントが携帯電話などのモバイルデバイスである場合、前記の２
つの方法には特定の制限が存在する。たとえば、既存の携帯電話には各種の高性能なオペ
レーティングシステムが存在する。インストールするものがSSL暗号化チャネルでも暗号
化コントロールでも、携帯電話の異なるオペレーティングシステムに合わせて設計しなけ
ればならず、結果としてコストの増加が避けられない。そのうえ、スマートフォン以外の
既存の携帯電話の多くは、SSL暗号化チャネルまたはセキュリティコントロールの動作を
サポートする機能を備えていない。そのため、携帯型モバイルデバイスの多くでは、共通
の暗号化アルゴリズムを実装できないか、セキュリティコントロールをブラウザにインス
トールできない。
【０００６】
　前記の理由から、適切なセキュリティコントロールのインストールまたは暗号化アルゴ
リズムの実装ができない携帯電話を用いて情報を伝送する既存の技術では、セキュリティ
が不十分である。結果として、ユーザパスワードなどのセキュリティ情報を伝送する必要
がある電子商取引アプリケーションは、モバイルデバイスを用いる際に、セキュリティ要
件が満たされない場合がある。このため、携帯電話などの携帯型モバイルデバイスの分野
では電子商取引アプリケーションの普及が妨げられている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本開示は、既存の技術のセキュリティを改善するための情報伝送の方法およびシステム
を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示の一態様は、セキュリティ情報を不明瞭化するために仮想入力レイアウトを用い
る情報伝送の方法である。この方法では、サーバを用いてユーザクライアントからアクセ
ス要求を受信し、ユーザクライアントの実入力レイアウトの情報に基づいて仮想入力レイ
アウトを生成する。仮想入力レイアウトの各キーは実入力レイアウトの各キーと対応関係
を持っており、仮想入力レイアウトのキーのうち少なくともいくつかは、実入力レイアウ
トの対応するキーのものとは異なる記号または機能を表す。サーバは、表示される仮想入
力レイアウトをユーザクライアントに送信し、続いて、表示された仮想入力レイアウトに
従ってユーザが入力した仮想セキュリティ情報をユーザクライアントから受信する。その
後、サーバは、キーの対応関係に基づいて仮想セキュリティ情報を変換し、真のセキュリ
ティ情報を取得する。真のセキュリティ情報の一例としてユーザパスワードなどのセキュ
リティコードが挙げられる。ユーザクライアントの一例として携帯電話が挙げられる。
【０００９】
　サーバは、ユーザクライアントからユーザクライアント情報をも受信し、ユーザクライ
アント情報を用いてユーザクライアントの実入力レイアウトを検索することもできる。ユ
ーザクライアント情報はユーザクライアントの型番としてもよい。
【００１０】
　一実施形態では、サーバは仮想入力レイアウトの識別子を生成し、仮想入力レイアウト
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の識別子を、ユーザクライアントに表示されるウェブページのフォームの隠しフィールド
として送信する。サーバは、仮想入力レイアウトの識別子を仮想セキュリティ情報と一緒
にユーザクライアントから受信し、識別子に基づいて、仮想入力レイアウトのキーと実入
力レイアウトのキーとの間の対応関係を検索する。
【００１１】
　仮想セキュリティ情報は、仮想入力レイアウトに従ってユーザクライアントの実キーボ
ードを用いて入力してもよい。または、ディスプレイ画面がタッチスクリーンの場合は、
仮想入力レイアウトを持つ仮想入力デバイスを用いて仮想セキュリティ情報を入力しても
よい。
【００１２】
　また、本開示の別の態様は、仮想入力レイアウト生成ユニット、仮想入力レイアウト出
力ユニット、および入力情報変換ユニットを含むサーバである。仮想入力レイアウト生成
ユニットは、ユーザクライアントからアクセス要求を受信し次第、ユーザクライアントの
実入力レイアウトの情報に基づいて仮想入力レイアウトを生成するために用いられる。仮
想入力レイアウトの各キーは実入力レイアウトの各キーと対応関係を持っており、仮想入
力レイアウトのキーのうち少なくともいくつかは、実入力レイアウトの対応するキーのも
のとは異なる記号または機能を表す。
【００１３】
　仮想入力レイアウト出力ユニットは、表示される仮想入力レイアウトをユーザクライア
ントに送信するために用いられる。入力情報変換ユニットは、ユーザクライアントに表示
された仮想入力レイアウトに従ってユーザクライアントを通じて入力された不明瞭化され
たセキュリティ情報を受信し、仮想入力レイアウトのキーと実入力レイアウトのキーとの
間の対応関係に基づいて、受信した不明瞭化されたセキュリティ情報を変換し、真のセキ
ュリティ情報を取得するために用いられる。
【００１４】
　サーバは、ユーザクライアントの実入力レイアウトのキーが表す記号および機能など、
ユーザクライアントの実入力レイアウトの情報を格納するためのデータベースを含むこと
もできる。さらに、データベースを用いてユーザクライアントの型番を格納してもよい。
この場合、サーバは、現在受信しているユーザクライアントの型番に対応する実入力レイ
アウトの情報をデータベースの中で検索し、検索された実入力レイアウトの情報を仮想入
力レイアウト生成ユニットに送信するために、データベース検索ユニットを用いてもよい
。
【００１５】
　一実施形態では、サーバは、ユーザクライアントから送信された仮想入力レイアウトの
識別子に対応する仮想入力レイアウトを検索するために用いられる、仮想入力レイアウト
検索ユニットを有する。仮想入力レイアウトの識別子は、サーバの仮想入力レイアウト生
成ユニットによって生成され、ユーザクライアントに送信される。
【００１６】
　本開示の方法およびシステムは、セキュリティ情報がネットワーク上で平文として送信
されるのを防ぐ。このことは、ユーザクライアントでセキュリティ暗号化コントロールを
インストールできない場合に特に役立つ。
【００１７】
　この発明の概要では、後述の発明を実施するための形態で詳しく説明する選択された概
念を、簡略化した形式で紹介している。この発明の概要は、特許請求された対象物の主要
な機能または本質的な機能を明らかにすることを目的とするものではなく、特許請求され
た対象物の範囲を決定する際の助けとして用いることを目的とするものでもない。
【００１８】
　詳細な説明は、添付図面を参照して記述される。図面で、参照番号の左端の１桁または
複数桁の数字は参照番号が初出する図面を示す。異なる図面で同じ参照番号を用いている
ものは類似または同一の項目であることを示す。
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【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本開示に従った例示的な情報伝送システムを示す概略図である。
【図２】本開示に従った例示的な実キーボードレイアウトと例示的な仮想キーボードレイ
アウトを示す概略図である。
【図３】本開示に従った情報伝送に用いられる例示的なサーバを示す構造概略図である。
【図４】本開示に従った例示的な情報伝送プロセスを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本開示の例示的な実施形態は、ユーザクライアントを用いた情報伝送のセキュリティの
改善を目的とした、情報伝送のための方法、システム、および装置を提供する。
【００２１】
　本開示の例示的な実施形態で説明しているユーザクライアントとは、一般に、セキュリ
ティ機能が不十分なユーザクライアントを指す。そうしたユーザクライアントの例には、
セキュリティコントロールをインストールできず、かつ／または暗号化アルゴリズムを実
装できない、普通の携帯電話が含まれる。
【００２２】
　本開示の例示的な実施形態では、携帯電話を例として用いた技術構想を説明している。
携帯電話のキーボードは、本開示の例示的な実施形態で説明しているような入力デバイス
として用いられている。明らかに、携帯電話と同様の任意のユーザクライアントでも、本
開示の例示的な実施形態で提供している技術構想を適用し得る。
【００２３】
　本開示では、秘密を保持する必要があり、相対的に高いセキュリティレベルが求められ
る、ユーザのアカウントパスワードなどの情報のことを、セキュリティ情報と呼んでおり
、いくつかの事例ではセキュリティコードと呼んでいる。
【００２４】
　以下では、本開示の例示的な実施形態について添付の図面を用いて詳しく説明する。
【００２５】
　図１は、本開示に従った情報伝送のための例示的なシステムの概略図である。システム
はユーザクライアント１１０およびサーバ１２０を含む。ユーザクライアント１１０はユ
ーザ１２０と通信する１つまたは複数の異なるユーザクライアントを表してもよいことに
注意されたい。ユーザクライアント１１０は、サーバ１２０から送信された仮想入力レイ
アウト１３０を受信し、ユーザクライアント１１０を用いてサーバ１２０にアクセスする
ユーザに表示するために用いられる。ユーザクライアント１１０は、サーバ１２０から受
信した仮想入力レイアウト１３０に従ってユーザが入力したセキュリティ情報を、サーバ
１２０に送信するためにも用いられる。仮想入力レイアウト１３０を用いて入力されるそ
のようなセキュリティ情報のことを、本開示では仮想セキュリティ情報と呼ぶ。または、
本明細書で説明されるように、その不明瞭化された性質から、不明瞭化されたセキュリテ
ィ情報とも呼んでいる。
【００２６】
　後ほど詳しく説明するように、仮想入力レイアウト１３０は、ユーザクライアント１１
０の実入力レイアウト１１２内のキーとの間で対応関係を持っているキーを持つ。そのよ
うな対応関係はキーの位置に基づくものであってもよい。たとえば、仮想入力レイアウト
１３０のあるキーが、実入力レイアウトの同じレイアウト位置にあるキーに対応する。仮
想入力レイアウト１３０のキーのうち少なくともいくつかは、実入力レイアウト１１０の
対応するキーが表す記号または機能とは異なる記号または機能を表す。
【００２７】
　サーバ１２０は、サーバ１２０がユーザクライアント１１０によってアクセスされると
きに、ユーザクライアント１１０の実入力レイアウト１１２に基づいて仮想入力レイアウ
ト１３０を生成し、仮想入力レイアウト１３０をユーザへの表示目的でユーザクライアン
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ト１１０に送信するために用いられる。ユーザは、仮想表示レイアウト１３０を用いて仮
想の（不明瞭化された）セキュリティ情報を入力し、レクチャセキュリティ情報をユーザ
クライアント１１０からサーバ１２０に送信する。サーバ１２０は、仮想入力レイアウト
１３０のキーと実入力レイアウト１１２のキーとの間の対応関係に基づいて、受信した仮
想セキュリティ情報を真のセキュリティ情報に変換するために用いられる、変換ユニット
１２２を備える。
【００２８】
　一実施形態では、サーバ１２０は、ユーザがユーザクライアント１１０を通じてサーバ
１２０にアクセスしたときに、ユーザクライアント１１０からユーザクライアント情報を
受信する。ユーザクライアント情報を用いて、サーバ１２０はユーザクライアント１１０
の実入力レイアウト１１２の情報を検索する。ユーザクライアント情報はユーザクライア
ントの型番としてもよい。実入力レイアウト１１２の情報には、実入力レイアウト１１２
のさまざまな位置にあるキーが表す記号を含めてもよい。
【００２９】
　好ましくは、仮想入力レイアウト１３０の生成時に、サーバ１２０はさらに、一意の識
別子を仮想入力レイアウト１３０に割り当てる。サーバ１２０は仮想入力レイアウト１３
０を、ユーザクライアント１１０に表示されるウェブページに出力し、仮想入力レイアウ
ト１３０の識別子をウェブページのフォームに出力する。識別子はフォームの隠しフィー
ルドに置いてもよい。仮想入力レイアウト１３０を用いて入力された仮想セキュリティ情
報をユーザクライアント１１０から受信するときに、サーバ１２０は仮想入力レイアウト
１３０の識別子も受信する。識別子に基づいて、サーバ１２０は、仮想入力レイアウト１
３０のキーと実入力レイアウト１１２のキーとの間の対応関係を検索する。
【００３０】
　ユーザクライアント１１０からアクセス要求を受信するたびにサーバ１２０によって生
成される仮想入力レイアウト１３０は、時々異なるものにしてよいことに注意されたい。
仮想入力レイアウト１３０を、あるユーザクライアント１１０と別のユーザクライアント
１１０とで変更してもよい。もしくは、仮想入力レイアウト１３０を定期的に更新しても
よい。すなわち、あるユーザクライアント１１０（または任意のユーザクライアント１１
０）から特定の数のアクセス要求を受信した後に、生成された仮想入力レイアウト１３０
が異なるものに更新される。
【００３１】
　以下では、携帯電話を例として用いてさらに詳しく説明する。
【００３２】
　ユーザが、ログインを要求するために、携帯電話（たとえば、ユーザクライアント１１
０）のブラウザを通じてウェブページにアクセスして、ログインに成功した後、携帯電話
の型番がサーバ（たとえば、サーバ１２０）に送信される。サーバの中には、市販されて
いる大半の携帯電話のハードウェア情報とそれぞれの携帯電話の型番が格納されている。
携帯電話のハードウェア情報には、携帯電話のキーボードレイアウトのさまざまなキー位
置にあるキーが表す記号または機能が含まれる。サーバは、現在受信している携帯電話の
型番に対応した携帯電話のキーボードのレイアウト情報を検索する。携帯電話のキーボー
ド（実入力レイアウト１１２）の情報に基づいて、サーバは、実キーボードレイアウトの
キーの位置をランダムに入れ替え、実キーボードレイアウトとは異なる仮想キーボードレ
イアウト（仮想入力レイアウト１３０）を生成する。サーバは、仮想キーボードレイアウ
トのキーと実キーボードレイアウトのキーとの間の対応関係を保存し、後でこの仮想キー
ボードレイアウトを検索しやすいように、一意の識別子を仮想キーボードレイアウトに割
り当てる。生成された仮想キーボードレイアウトは携帯電話に送信されてユーザに表示さ
れる。仮想キーボードレイアウトは、ユーザが携帯電話を通じてログインしたウェブペー
ジに表示してもよい。同時に、仮想キーボードレイアウトの識別子が携帯電話のウェブペ
ージ表示のフォームに送信される。たとえば、隠しフィールド（ウェブページ上で表示さ
れず、したがってユーザには見えないフィールド）を、ユーザがログインしたウェブペー
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ジのフォームに追加し、仮想キーボードレイアウトの識別子を格納するために用いてもよ
い。その後、仮想キーボードレイアウトを用いて入力した情報をユーザが送信するときに
、仮想キーボードレイアウトの識別子も同時に送信される。
【００３３】
　仮想キーボードレイアウトは任意の適切な方法で生成してもよい。仮想キーボードレイ
アウトを生成する例示的な方法の１つとして、実際のキーボードの各キーをスペースと見
なし、仮想キーを各スペースにランダムに満たす方法がある。ただし、少なくともいくつ
かの仮想キーは、同じ記号を表している実際のキーのものとは異なるキーボード位置（他
のキーに対する視覚的位置）を持つ。言い換えれば、少なくともいくつかの仮想キーは、
同じキーボード位置上で、対応する実際のキーが表す記号とは異なる記号または機能を表
す。好ましくは、新しく割り当てられる仮想キーは、同じ仮想キーボードレイアウトに対
して以前に既に割り当てられたものにするべきではない。
【００３４】
　仮想キーボードレイアウトを受信し次第、ユーザは仮想キーボードレイアウトを参照し
ながらセキュリティコードを入力する。一実施形態では、ユーザは仮想キーボードレイア
ウトを参照し、携帯電話に表示される仮想キーボードレイアウトのキー位置に従ってあた
かも値（記号）が割り当てられているかのように、キーを用いて携帯電話の実際のキーボ
ードでセキュリティコードを入力する。セキュリティコードを入力し次第、ユーザは送信
用の適切なキーを押す。送信される内容は実際のセキュリティコードとは異なる。それは
、仮想キーボードレイアウトに従って実際のセキュリティコードから変換（不明瞭化）さ
れた仮想セキュリティコードであり、仮想セキュリティコードは仮想キーボードレイアウ
トの識別子によって識別される。
【００３５】
　仮想キーボードレイアウトの識別子を用いて、サーバは、自身に格納されている、識別
子に対応した仮想キーボードレイアウトを取得する。仮想キーボードレイアウトのキーと
実キーボードレイアウトのキーとの間の対応関係に基づいて、サーバは、ユーザが入力し
た不明瞭化された仮想セキュリティコードを、実際のキーボードに対応する真のセキュリ
ティコードに変換する。このように、変換の結果から得られる真のセキュリティコードは
、仮に仮想キーボードがないとした場合にユーザが実際の入力キーボードを用いて入力し
たであろうセキュリティコードと同じである。携帯電話からサーバに伝送される途中の仮
想セキュリティコードは真のセキュリティコードとは一致せず、たとえ侵入者によって傍
受されたとしても用を成さないであろう。この意味で、仮想セキュリティコードは不明瞭
化された、つまり「暗号化」されたセキュリティコードである。変換が完了し次第、サー
バは真のセキュリティコードの検証などのその後の作業を実行する。
【００３６】
　もしくは、ユーザクライアントがタッチスクリーンを備えている場合は、仮想入力レイ
アウトを持つ仮想入力デバイスをユーザクライアントに表示し、ユーザが仮想入力デバイ
スのキーにタッチしてセキュリティコードを直接入力するためのアクティブな入力手段と
して用いてもよい。この場合、ユーザは仮想入力デバイスのキーを押して本当のセキュリ
ティコードを入力することになるが、ネットワークを経由して伝送されるキーの記号また
は値は、本当のセキュリティコードではなく、仮想入力レイアウトと実入力レイアウトと
の間の対応関係に基づいて本当のセキュリティコードから不明瞭化された仮想セキュリテ
ィコードとなる。したがって、伝送された仮想セキュリティコードは、その後サーバによ
って元の本当のセキュリティコードに変換される。
【００３７】
　図２は、例示的な実キーボードレイアウトおよび対応する仮想キーボードレイアウトで
ある。ユーザの携帯電話の実キーボードレイアウト２０１、およびサーバによってランダ
ムに生成された対応する仮想キーボードレイアウト２０２が、数字部分を比較するために
記載されている。たとえば、ユーザの真のアカウントパスワードが「１２３」だとする。
実キーボードレイアウト２０１では、「１」、「２」、および「３」の３つの数字のキー
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は、ユーザの携帯電話の実キーボードレイアウト２０１の数字部分の１行目に、左から右
の順に配置されている。サーバによって生成された仮想キーボードレイアウト２０２では
、「１」、「２」、および「３」の３つの数字のキーは、図の数字部分の３行目に、右か
ら左の順に配置されている。この例では、実キーボードレイアウト２０１の「９」のキー
は仮想キーボードレイアウト２０２の「１」のキーに対応し、実キーボードレイアウト２
０１の「８」のキーは仮想キーボードレイアウト２０２の「２」のキーに対応し、同時に
、実キーボードレイアウト２０１の「７」のキーは仮想キーボードレイアウト２０２の「
３」のキーに対応する、などとなっている。ユーザは真のパスワードが「１２３」である
ことを知っているが、ユーザは、携帯電話に表示される仮想キーボードレイアウト２０２
を参照することによって、不明瞭となる方法でパスワードを入力する。具体的には、ユー
ザは、仮想キーボード２０２によって表示されるキーの対応関係に従って、携帯電話の実
際のキーボードでキー「９」、「８」、および「７」を押す。その結果、ユーザが入力し
た仮想パスワード「９８７」が、携帯電話からネットワークを経由してサーバに伝送され
る。次に、サーバは、仮想キーボードレイアウト２０２と実キーボードレイアウト２０１
との間の対応関係に基づいて、仮想パスワード「９８７」を真のパスワード「１２３」に
変換する。この変換を用いることで、サーバはユーザの真のアカウントパスワードを取得
し、それから真のアカウントパスワードの検証などのその後の動作を実行する。
【００３８】
　タッチスクリーンを備えている携帯電話の場合は、仮想入力レイアウト２０２をタッチ
スクリーンに表示し、ユーザが仮想入力レイアウト２０２のキーにタッチしてセキュリテ
ィコードを直接入力するための実際のアクティブな入力手段として用いる仮想入力デバイ
スとして機能させてもよい。たとえば、ユーザは仮想入力レイアウト２０２上でキー「１
」、「２」、および「３」を押して本当のセキュリティコード「１２３」を入力するが、
ネットワークを経由して伝送されるキーの記号または値が本当のセキュリティコード「１
２３」とはならず、仮想入力レイアウト２０２と実入力レイアウト１１２との間の対応関
係に基づく本当のセキュリティコード「１２３」の不明瞭化変換の結果として得られる仮
想セキュリティコード「９８７」となるように、仮想入力レイアウト２０２が構成される
。したがって、その後、伝送された仮想セキュリティコード「９８７」はサーバ１２０に
よって元の本当のセキュリティコード「１２３」に変換される。
【００３９】
　図３は、本開示に従った例示的なサーバの構造図である。サーバ３２０で、データベー
ス３４１は、携帯電話の型番など、市販されている大半の携帯電話のハードウェア情報を
格納するために用いられる。携帯電話のハードウェア情報には携帯電話のキーボード情報
が含まれる。キーボード情報には、携帯電話のキーボードのキー位置によって表される記
号、キーボードに含まれているキー、および、押下時にキーに対して入力される記号およ
び機能などが含まれる。
【００４０】
　データベース検索ユニット３４２は、現在受信している携帯電話の型番に対応する携帯
電話のキーボード情報をデータベース３４１の中で検索するために用いられる。
【００４１】
　仮想入力レイアウト生成ユニット３４３は、実キーボードレイアウトのキーの割り当て
をランダムに変更し、データベース検索ユニット３４２によって取得される実キーボード
レイアウトのキーボード情報に基づいて仮想キーボードレイアウトを生成するために用い
られる。仮想キーボードレイアウトと実キーボードレイアウトとで同じレイアウト位置を
持つキーどうしは、対応関係を持ち、異なる記号（または機能）を表してもよい。仮想入
力レイアウトのキーのうち少なくともいくつかは、実入力レイアウトの対応するキーが表
す記号または機能とは異なる記号または機能を表す。仮想入力レイアウト生成ユニット３
４３はさらに、仮想キーボードレイアウトのキーと実キーボードレイアウトのキーとの間
の対応関係を格納し、各仮想キーボードの一意の識別子を割り当てるために用いられる。
【００４２】
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　仮想入力レイアウト出力ユニット３４４は、仮想入力レイアウト生成ユニット３４３に
よって生成された仮想キーボードレイアウトをユーザへの表示目的で携帯電話に送信する
ために用いられる。仮想キーボードレイアウトは、ユーザが携帯電話を通じてログインし
ているウェブページに表示してもよい。仮想入力レイアウト出力ユニット３４４はまた、
仮想キーボードレイアウトの識別子をウェブページのフォームに隠しフィールドとして出
力してもよい。
【００４３】
　仮想入力レイアウト検索ユニット３４５は、ユーザから送信された仮想キーボードレイ
アウトの識別子に対応する、仮想入力レイアウト生成ユニット３４３に格納されている仮
想キーボードレイアウトを検索するために用いられる。
【００４４】
　入力情報変換ユニット３４６は、ユーザから送信された仮想セキュリティコードを、仮
にユーザが実際のキーボードのキーレイアウトを用いたとした場合に入力されたであろう
真のセキュリティコードに変換するために用いられる。変換は、仮想入力レイアウト検索
ユニット３４５によって識別された仮想キーボードレイアウトに従って、仮想キーボード
レイアウトのキーと実キーボードレイアウトのキーとの間の対応関係に基づいて行なわれ
る。
【００４５】
　検証ユニット３４７は、真のセキュリティコードを検証するために用いられる。
【００４６】
　本明細書で、「ユニット」とは、特定の作業または機能を実行するように設計されたツ
ールまたはマシンであるデバイスである。ユニットまたはデバイスは、特定の作業または
機能に関連する目的を達成するための、ハードウェア、ソフトウェア、プランもしくはス
キーム部、またはそれらの組み合わせの一部分とすることができる。また、ユニットを別
々に描写していることが、物理的に別々のデバイスを用いることを必ずしも示唆している
わけではない。そうではなく、描写は単に機能的なものとして扱ってもよく、複数のユニ
ットの機能を単一の結合されたデバイスまたはコンポーネントが実行してもよい。コンピ
ュータを主体とするシステムで用いる場合、１つまたは複数のユニットまたはデバイスと
して機能するように、プロセッサ、ストレージ、およびメモリなどの通常のコンピュータ
コンポーネントをプログラミングし、それぞれの諸機能を実行してもよい。
【００４７】
　図４は、本開示に従った例示的な情報伝送のプロセスのフローチャートである。この説
明で、プロセスの説明順序は限定的に解釈すべきものとして意図したものではなく、ここ
で説明している任意の数のプロセスブロックを任意の順序で組み合わせて本方法を実装す
るか、または代替の方法を実装してもよい。以下ではプロセスについて説明する。
【００４８】
　ブロック４５１で、ユーザクライアントからアクセス要求を受信し次第、サーバ（たと
えば、サーバ３２０）は、ユーザクライアントの実入力レイアウトに基づいて仮想入力レ
イアウトを生成する。仮想入力レイアウトと実入力レイアウトとで同じレイアウト位置を
持つキーどうしは対応関係を持つ。さらに、仮想入力レイアウトのキーのうち少なくとも
いくつかは、実入力レイアウトの対応するキーのものとは異なる記号または機能を表す。
【００４９】
　ブロック４５２で、サーバは、仮想入力レイアウトをユーザクライアントを通じてユー
ザへ表示するためにユーザクライアントに送信する。
【００５０】
　ブロック４５３で、サーバは、ユーザクライアントに表示された仮想入力レイアウトに
従って入力された不明瞭化された（仮想の）セキュリティコードをユーザから受信する。
【００５１】
　ブロック４５４で、サーバは、仮想入力レイアウトのキーと実入力レイアウトのキーと
の間の対応関係に基づいて、受信した不明瞭化されたセキュリティコードを変換し、真の
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セキュリティコードを取得する。
【００５２】
　説明のためにパスワードなどのセキュリティコードを用いているが、本開示の方法およ
びシステムを用いて、セキュリティ上重要な任意のテキスト情報を伝送時に保護できるこ
とを了解されたい。
【００５３】
　まとめると、本開示で説明した情報伝送の方法によって、セキュリティ機能能力が限定
されているデバイスで、ユーザのセキュリティ情報について一種の簡単な「暗号化」が達
成される。ユーザの真のセキュリティ情報ではなく、仮想の（不明瞭化された）セキュリ
ティ情報が、ネットワークを経由してユーザクライアントからサーバに伝送される。本開
示の方法は、ユーザの本当のセキュリティ情報が盗まれるのを効果的に防ぐ。その理由は
、ネットワークを経由して伝送される内容が、不明瞭化されたセキュリティ情報であり、
本質的には実際のセキュリティ情報を暗号化したものだからである。ユーザクライアント
でセキュリティ暗号化コントロールをインストールできないときに起こりうる、本当のセ
キュリティ情報が平文で伝送されるということが起こらない。したがって、情報のセキュ
アな伝送が達成される。本提案した方法は実装が簡単で、信頼性があり、ユーザクライア
ントで占有するリソースが非常に少ない。
【００５４】
　本明細書で説明した潜在的な利益および利点は、添付の特許請求の範囲を限定または制
限するものとして解釈すべきものではないことを了解されたい。
【００５５】
　対象物は構造の特徴および／または方法の作用に特有な表現を用いて説明されているが
、添付の特許請求の範囲で規定している対象物は、説明されている特定の特徴または作用
に必ずしも限定されないことを了解されたい。むしろ、特定の特徴および作用は特許請求
の範囲の実装の例示的な形態として開示されている。
【図１】

【図２】

【図３】
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