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(57)【要約】
　所有ファクタの証明書を更新するための開示されるコ
ンピュータ実装方法は、（１）以前に指定したオブジェ
クトの代わりにサービスによって所有ファクタの証明書
として使用される新しいオブジェクトを指定するために
、サービスのユーザからの要求を検出することと、（２
）ユーザが新しいオブジェクトを指定するのを許可する
前に、ユーザの申し立てたアイデンティティがユーザの
実際のアイデンティティであることを検証するために、
ユーザのアイデンティティを確認することと、ユーザの
確認されたアイデンティティが以前に指定したオブジェ
クトを所有していたことを検証することによって、ユー
ザを認証することと、（３）ユーザの確認されたアイデ
ンティティが以前に指定したオブジェクトを所有してい
たことを検証することに応答して、新しいオブジェクト
を所有ファクタの証明書として指定することとを含んで
もよい。様々な他の方法、システム、及びコンピュータ
可読媒体も開示される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所有ファクタの証明書を更新するためのコンピュータ実装方法であって、前記方法の少
なくとも一部が、少なくとも１つのプロセッサを備えるコンピューティングデバイスによ
って実施され、前記方法が、
　以前に指定したオブジェクトの代わりにサービスによって所有ファクタの証明書として
使用される新しいオブジェクトを指定するために、前記サービスのユーザからの要求を検
出することと、
　前記ユーザが前記新しいオブジェクトを指定するのを許可する前に、
　　前記ユーザの申し立てたアイデンティティが前記ユーザの実際のアイデンティティで
あることを検証するために、前記ユーザのアイデンティティを確認することと、
　　前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジェクトを
所有していたことを検証することと、
　によって前記ユーザを認証することと、
　前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジェクトを所
有していたことを検証することに応答して、前記新しいオブジェクトを前記所有ファクタ
の証明書として指定することと、
　を含む、コンピュータ実装方法。
【請求項２】
　前記新しいオブジェクトを指定するために前記ユーザからの前記要求を検出することが
、前記ユーザが前記以前に指定したオブジェクトへのアクセスを有さないことを検出する
ことを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項３】
　前記以前に指定したオブジェクト及び／又は前記新しいオブジェクトが、
　電話、
　前記サービスから受け取った物理的トークン、
　前記サービスから受け取ったソフトトークン、
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記ユーザの前記アイデンティティを確認することが、
　前記ユーザの前記アイデンティティに関する質問を前記ユーザに提出することと、
　前記質問に応答して前記ユーザによって提供された回答が前記実際のアイデンティティ
に対応するかを判断することと、
　を含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項５】
　前記以前に指定したオブジェクトが、前記オブジェクトが前記所有ファクタの証明書と
して指定された時点で前記ユーザが既に所有していたオブジェクトを含む、請求項１に記
載のコンピュータ実装方法。
【請求項６】
　前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジェクトを所
有していたことを検証することが、
　前記ユーザと関連付けられた記録を検索することと、
　前記以前に指定したオブジェクトに対する前記記録内の参照を識別することと、
　を含む、請求項５に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項７】
　前記記録が、
　信用報告書、
　所得申告書、
　融資申込書、
　電話帳、
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　のうち少なくとも１つを含む、請求項６に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項８】
　前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジェクトを所
有していたことを検証することが、
　前記ユーザと関連付けられた第三者を識別することと、
　前記ユーザが前記以前に指定したオブジェクトを所有していたか否かに関する情報につ
いて、前記第三者に問い合わせることと、
　を含む、請求項５に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項９】
　前記以前に指定したオブジェクトが、前記サービスによって前記ユーザに発行されたト
ークンを含み、
　前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジェクトを所
有していたことを検証することが、
　前記トークンが送られた物理的位置及び／又はオブジェクトを識別することと、
　前記ユーザが、前記トークンが送られた前記物理的位置及び／又はオブジェクトを所有
していたと判断することと、
　を含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１０】
　前記ユーザが、前記トークンが送られた前記物理的位置及び／又はオブジェクトを所有
していたと判断することが、
　前記ユーザと関連付けられた記録を検索することと、
　前記トークンが送られた前記物理的位置及び／又はオブジェクトに対する前記記録内の
参照を識別することと、
　を含む、請求項９に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１１】
　前記記録が、
　信用報告書、
　所得申告書、
　融資申込書、
　電話帳、
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１０に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１２】
　前記ユーザが、前記トークンが送られた前記物理的位置及び／又はオブジェクトを所有
していたと判断することが、
　前記ユーザと関連付けられた第三者を識別することと、
　前記ユーザが、前記トークンが送られた前記物理的位置及び／又はオブジェクトを所有
していたか否かに関する情報について、前記第三者に問い合わせることと、
　を含む、請求項９に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１３】
　前記サービスによって提供されるユーザアカウントに前記ユーザがログインしようとす
る試みを識別することと、
　前記ユーザが前記新しいオブジェクトを所有していると判断することと、
　前記ユーザが前記新しいオブジェクトを所有しているとの判断に少なくとも部分的に基
づいて、前記サービスによって提供される前記ユーザアカウントに前記ユーザがログイン
するのを許可することと、
　を更に含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１４】
　所有ファクタの証明書を更新するためのシステムであって、前記システムが、
　以前に指定したオブジェクトの代わりにサービスによって所有ファクタの証明書として
使用される新しいオブジェクトを指定するために、前記サービスのユーザからの要求を検
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出する、メモリに記憶された、検出モジュールと、
　前記ユーザが前記新しいオブジェクトを指定するのを許可する前に、
　　前記ユーザの申し立てたアイデンティティが前記ユーザの実際のアイデンティティで
あることを検証するために、前記ユーザのアイデンティティを確認することと、
　　前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジェクトを
所有していたことを検証することと、
　によって前記ユーザを認証する、メモリに記憶された、検証モジュールと、
　前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジェクトを所
有していたことを前記検証モジュールが検証したのに応答して、前記新しいオブジェクト
を前記所有ファクタの証明書として指定する、メモリに記憶された、指定モジュールと、
　前記検出モジュール、前記検証モジュール、及び前記指定モジュールを実行するように
構成された、少なくとも１つの物理的プロセッサと、
　を備える、システム。
【請求項１５】
　前記検出モジュールが、前記ユーザが前記以前に指定したオブジェクトへのアクセスを
有さないことを検出することによって、前記新しいオブジェクトを指定する前記ユーザか
らの要求を検出する、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記以前に指定したオブジェクト及び／又は前記新しいオブジェクトが、
　電話、
　前記サービスから受け取った物理的トークン、
　前記サービスから受け取ったソフトトークン、
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記検証モジュールが、
　前記ユーザの前記アイデンティティに関する質問を前記ユーザに提出することと、
　前記質問に応答して前記ユーザによって提供された回答が前記実際のアイデンティティ
に対応するかを判断することと、
　によって前記ユーザの前記アイデンティティを確認する、請求項１４に記載のシステム
。
【請求項１８】
　前記以前に指定したオブジェクトが、前記オブジェクトが前記所有ファクタの証明書と
して指定された時点で前記ユーザが既に所有していたオブジェクトを含む、請求項１４に
記載のシステム。
【請求項１９】
　前記検証モジュールが、
　前記ユーザと関連付けられた記録を検索することと、
　前記以前に指定したオブジェクトに対する前記記録内の参照を識別することと、
　によって、前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジ
ェクトを所有していたことを検証する、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　１つ以上のコンピュータ可読命令を含む、非一時的コンピュータ可読媒体であって、コ
ンピューティングデバイスの少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、前記コ
ンピューティングデバイスに、
　以前に指定したオブジェクトの代わりにサービスによって所有ファクタの証明書として
使用される新しいオブジェクトを指定するために、前記サービスのユーザからの要求を検
出させ、
　前記ユーザが前記新しいオブジェクトを指定するのを許可する前に、
　　前記ユーザの申し立てたアイデンティティが前記ユーザの実際のアイデンティティで
あることを検証するために、前記ユーザのアイデンティティを確認することと、
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　　前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジェクトを
所有していたことを検証することと、
　によって前記ユーザを認証させ、
　前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジェクトを所
有していたことを検証することに応答して、前記新しいオブジェクトを前記所有ファクタ
の証明書として指定させる、
　非一時的コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　多くのサービスは、オンラインユーザアカウントに誰がアクセスしてもよいかを制御す
るため、多要素認証（multi-factor authentication）を使用する。多要素認証によれば
、サービスは、ユーザが対応するアカウントにアクセスすることを認証されているアイデ
ンティティを確立するため、ユーザが２つ（又はそれ以上）の異なる認証形式を提示する
ことを要求する。例えば、サービスは、知識ファクタ（例えば、以前に指定したパスワー
ドの知識）と、所有ファクタ（例えば、ユーザが所有する以前に指定したオブジェクトに
対するアクセス）の両方を提示するよう、ユーザに要求することがある。
【０００２】
　ユーザは、知識ファクタを忘れているか、又は所有ファクタに対するアクセスを失って
いることがあるので、オンラインサービスは、ユーザがそれらのファクタを更新すること
を許可する方法を開発してきた。一般に、失われた所有ファクタを更新するための従来の
プロトコルは、忘れてしまった知識ファクタを更新するためのプロトコルと同じである。
具体的には、プロトコルは、ユーザがセキュリティの質問に正答した場合に、ユーザがフ
ァクタを更新することを許可する。残念ながら、この従来のプロトコルは、ユーザが所有
ファクタ（即ち、オブジェクトの所有）を提示せず、その代わりに知識ファクタ（即ち、
セキュリティの質問に対する回答）を提示することによって済ませることを許可する。ユ
ーザは、それによって所有ファクタを無効化することができ、そのことが、所有ファクタ
のメカニズムを使用することによって追加されるセキュリティを本質的に否定する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、本開示は、所有ファクタの認証証明書を更新するための改善されたシステ
ム及び方法の必要性を識別する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　より詳細に後述するように、本開示は、例えば、所有ファクタの証明書を更新しようと
しているユーザのアイデンティティ確認を行い、確認されたアイデンティティが、所有フ
ァクタの証明書として以前に指定されていたオブジェクトへのアクセスを有していたこと
を検証することによって、ユーザが所有ファクタの証明書を更新することを安全に可能に
する、様々なシステム及び方法について記載する。一実施例では、所有ファクタの証明書
を更新するためのコンピュータ実装方法は、（１）以前に指定したオブジェクトの代わり
にサービスによって所有ファクタの証明書として使用される新しいオブジェクトを指定す
るために、サービスのユーザからの要求を検出することと、（２）ユーザが新しいオブジ
ェクトを指定するのを許可する前に、ユーザの申し立てたアイデンティティがユーザの実
際のアイデンティティであることを検証するために、ユーザのアイデンティティを確認し
、ユーザの確認されたアイデンティティが以前に指定したオブジェクトを所有していたこ
とを検証することによって、ユーザを認証することと、（３）ユーザの確認されたアイデ
ンティティが以前に指定したオブジェクトを所有していたことを検証することに応答して
、新しいオブジェクトを所有ファクタの証明書として指定することとを含んでもよい。
【０００５】
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　いくつかの実施例では、新しいオブジェクトを指定するためにユーザからの要求を検出
することは、ユーザが以前に指定したオブジェクトへのアクセスを有さないことを検出す
ることを含んでもよい。一実施形態では、以前に指定したオブジェクト及び／又は新しい
オブジェクトは、（１）電話、（２）サービスから受け取った物理的トークン、並びに／
あるいは（３）サービスから受け取ったソフトトークンを含んでもよい。いくつかの実施
例では、ユーザのアイデンティティを確認することは、（１）ユーザのアイデンティティ
に関する質問をユーザに提出することと、（２）質問に応答してユーザによって提供され
た回答が実際のアイデンティティに対応するかを判断することとを含んでもよい。
【０００６】
　一実施形態では、以前に指定したオブジェクトは、オブジェクトを所有ファクタの証明
書として指定した時点でユーザが既に所有していたオブジェクトを含んでもよい。この実
施形態では、ユーザの確認されたアイデンティティが以前に指定したオブジェクトを所有
していたことを検証することは、（１）ユーザと関連付けられた記録を検索することと、
（２）以前に指定したオブジェクトに対する記録内の参照を識別することとを含んでもよ
い。一実施例では、以前に指定したオブジェクトを参照する記録は、（１）信用報告書、
（２）所得申告書、（３）融資申込書、及び／又は（４）電話帳を含んでもよい。いくつ
かの実施例では、ユーザの確認されたアイデンティティが以前に指定したオブジェクトを
所有していたことを検証することは、（１）ユーザと関連付けられた第三者を識別するこ
とと、（２）以前に指定したオブジェクトをユーザが所有していたか否かに関する情報に
ついて第三者に問い合わせることとを含んでもよい。
【０００７】
　一実施形態では、以前に指定したオブジェクトは、サービスによってユーザに発行され
たトークンを含んでもよい。この実施形態では、ユーザの確認されたアイデンティティが
以前に指定したオブジェクトを所有していたことを検証することは、（１）トークンが送
られた物理的位置及び／又はオブジェクトを識別することと、（２）トークンが送られた
物理的位置及び／又はオブジェクトをユーザが所有していたと判断することとを含んでも
よい。
【０００８】
　いくつかの実施例では、トークンが送られた物理的位置及び／又はオブジェクトをユー
ザが所有していたと判断することは、（１）ユーザと関連付けられた記録を検索すること
と、（２）トークンが送られた物理的位置及び／又はオブジェクトに対する記録における
参照を識別することとを含んでもよい。一実施形態では、トークンが送られた物理的位置
及び／又はオブジェクトを参照する記録は、（１）信用報告書、（２）所得申告書、（３
）融資申込書、及び／又は（４）電話帳を含んでもよい。
【０００９】
　いくつかの実施例では、トークンが送られた物理的位置及び／又はオブジェクトをユー
ザが所有していたと判断することは、（１）ユーザと関連付けられた第三者を識別するこ
とと、（２）トークンが送られた物理的位置及び／又はオブジェクトをユーザが所有して
いたか否かに関する情報について第三者に問い合わせることとを含んでもよい。更なる実
施形態では、コンピュータ実装方法は、（１）サービスによって提供されるユーザアカウ
ントにユーザがログインしようとする試みを識別することと、（２）ユーザが新しいオブ
ジェクトを所有していると判断することと、（３）ユーザが新しいオブジェクトを所有し
ているとの判断に少なくとも部分的に基づいて、サービスによって提供されるユーザアカ
ウントにユーザがログインするのを許可することとを含んでもよい。
【００１０】
　一実施形態では、上述の方法を実装するシステムは、（１）以前に指定したオブジェク
トの代わりにサービスによって所有ファクタの証明書として使用される新しいオブジェク
トを指定するために、サービスのユーザからの要求を検出する、メモリに記憶された、検
出モジュールと、（２）ユーザが新しいオブジェクトを指定するのを許可する前に、ユー
ザの申し立てたアイデンティティがユーザの実際のアイデンティティであることを検証す
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るために、ユーザのアイデンティティを確認し、ユーザの確認されたアイデンティティが
以前に指定したオブジェクトを所有していたことを検証することによってユーザを認証す
る、メモリに記憶された、検証モジュールと、（３）ユーザの確認されたアイデンティテ
ィが以前に指定したオブジェクトを所有していたことを検証モジュールが検証したのに応
答して、新しいオブジェクトを所有ファクタの証明書として指定する、メモリに記憶され
た、指定モジュールと、（４）検出モジュール、検証モジュール、及び指定モジュールを
実行するように構成された、少なくとも１つの物理的プロセッサとを含んでもよい。
【００１１】
　いくつかの実施例において、上に記載される方法は、非一時的コンピュータ可読媒体上
のコンピュータ可読命令としてコード化されてもよい。例えば、コンピュータ可読媒体は
、コンピュータデバイスの少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、（１）以
前に指定したオブジェクトの代わりにサービスによって所有ファクタの証明書として使用
される新しいオブジェクトを指定するために、サービスのユーザからの要求を検出するこ
とと、（２）ユーザが新しいオブジェクトを指定するのを許可する前に、ユーザの申し立
てたアイデンティティがユーザの実際のアイデンティティであることを検証するために、
ユーザのアイデンティティを確認し、ユーザの確認されたアイデンティティが以前に指定
したオブジェクトを所有していたことを検証することによって、ユーザを認証することと
、（３）ユーザの確認されたアイデンティティが以前に指定したオブジェクトを所有して
いたことを検証することに応答して、新しいオブジェクトを所有ファクタの証明書として
指定することとを、コンピュータデバイスに行わせてもよい、１つ以上のコンピュータ実
行可能命令を含んでもよい。
【００１２】
　上で述べられる実施形態のいずれかによる特徴は、本明細書で説明される一般原理に従
って、互いに組み合わせて使用することができる。これら及び他の実施形態、特徴、及び
利点は、添付の図面及び特許請求の範囲と併せて以下の発明を実施するための形態を読む
ことによって更に十分に理解されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　添付の図面は、いくつかの例示的な実施形態を例証するものであり、本明細書の一部で
ある。以下の説明と併せて、これらの図面は、本開示の様々な原理を実証及び説明する。
【図１】所有ファクタの証明書を更新するための例示的なシステムを示すブロック図であ
る。
【図２】所有ファクタの証明書を更新するための追加の例示的なシステムを示すブロック
図である。
【図３】所有ファクタの証明書を更新するための例示的な方法を示すフローチャートであ
る。
【図４】ユーザと所有ファクタの証明書で使用される様々なオブジェクトとの例示的な関
係を図示するブロック図である。
【図５】例示的な以前に指定したオブジェクトと、所有ファクタの証明書で使用される例
示的な記録とを示すブロック図である。
【図６】本明細書に記載及び／又は例証される実施形態のうちの１つ又は２つ以上を実装
することができる例示的なコンピューティングシステムのブロック図である。
【図７】本明細書に記載及び／又は例証される実施形態のうちの１つ以上を実装すること
ができる例示的なコンピューティングネットワークのブロック図である。
【００１４】
　図面を通して、同一の参照符号及び記述は、必ずしも同一ではないが、類似の要素を示
す。本明細書で説明される例示的な実施形態は、様々な修正物及び代替的な形態が可能で
あるが、特定の実施形態が例として図面に示されており、本明細書に詳細に記載される。
しかしながら、本明細書に記載される例示的な実施形態は、開示される特定の形態に限定
されることを意図しない。むしろ、本開示は、添付の特許請求の範囲内にある全ての修正
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物、等価物、及び代替物を網羅する。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本開示は、概して、所有ファクタの証明書を更新するためのシステム及び方法に関する
。より詳細に後述するように、本開示は、ユーザが所有ファクタの証明書を更新しようと
する試みが合法的である（例えば、ユーザのアイデンティティが、最初にアカウントを作
成したアイデンティティに対応しており、それにより、アカウントへのアクセス及びその
変更が認証される）か、あるいは不正である（例えば、ユーザのアイデンティティが、最
初にアカウントを作成したアイデンティティに対応しておらず、それにより、アカウント
へのアクセス及びその変更が認証されない）かを、オンラインサービスが判断することを
可能にしてもよい。開示のシステム及び方法は、それにより、以前に指定した所有ファク
タの証明書を所有していることもユーザが証明することなく、脆弱なアイデンティティ確
認メカニズムのみを使用して、ユーザが所有ファクタの証明書を更新することを許可して
いた、抜け穴（loophole）を閉じてもよい。
【００１６】
　以下、図１～図２を参照して、所有ファクタの証明書を更新するための例示的なシステ
ムの詳細な説明を提供する。対応するコンピュータ実装方法の詳細な説明もまた、図３～
５に関連して提供する。更に、本明細書に記載される実施形態のうちの１つ以上を実装す
ることができる例示的なコンピューティングシステム及びネットワークアーキテクチャの
詳細な説明が、それぞれ図６及び図７に関連して提供される。
【００１７】
　図１は、所有ファクタの証明書を更新するための例示的なシステム１００のブロック図
である。この図に例証されるように、例示的なシステム１００は、１つ以上のタスクを実
施するための１つ以上のモジュール１０２を含んでもよい。例えば、より詳細に後述する
ように、例示的なシステム１００はまた、以前に指定したオブジェクトの代わりにサービ
スによって所有ファクタの証明書として使用される新しいオブジェクトを指定するために
、サービスのユーザからの要求を検出してもよい、検出モジュール１０４を含んでもよい
。例示的なシステム１００は、それに加えて、ユーザが新しいオブジェクトを指定するの
を許可する前に、（１）ユーザの申し立てたアイデンティティがユーザの実際のアイデン
ティティであることを検証するために、ユーザのアイデンティティを確認することと、（
２）ユーザの確認されたアイデンティティが以前に指定したオブジェクトを所有していた
ことを検証することとによって、ユーザを認証してもよい、検証モジュール１０６を含ん
でもよい。例示的なシステム１００はまた、ユーザの確認されたアイデンティティが以前
に指定したオブジェクトを所有していたことを検証モジュール１０６が検証したのに応答
して、新しいオブジェクトを所有ファクタの証明書として指定してもよい、指定モジュー
ル１０８を含んでもよい。別々の要素として例証されるが、図１のモジュール１０２のう
ちの１つ以上は、単一のモジュール又はアプリケーションの部分を表してもよい。
【００１８】
　ある特定の実施形態において、図１のモジュール１０２のうち１つ以上は、コンピュー
ティングデバイスによって実行されると、コンピューティングデバイスに１つ以上のタス
クを実施させ得る、１つ以上のソフトウェアアプリケーション又はプログラムを表しても
よい。例えば、詳細に後述するように、モジュール１０２の１つ以上は、図２に示される
デバイス（例えば、コンピューティングデバイス２０２及び／又はサーバ２０６）、図６
のコンピューティングシステム６１０、並びに／あるいは図７の例示的なネットワークア
ーキテクチャ７００の部分など、１つ以上のコンピューティングデバイス上に記憶され、
かつその上で動くように構成される、ソフトウェアモジュールを表してもよい。図１のモ
ジュール１０２のうちの１つ以上はまた、１つ以上のタスクを実施するように構成された
１つ以上の専用コンピュータの全て又は一部も表してもよい。
【００１９】
　図１に示すように、例示的なシステム１００はまた、データベース１２０などの１つ以
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上のデータベースを含んでもよい。一実施例では、データベース１２０は、更に後述する
ように、以前に指定したオブジェクトに対する参照１２２などの、以前に指定したオブジ
ェクトに対する参照、及び／又はユーザアカウント１２４などのユーザアカウントを記憶
するように構成されてもよい。
【００２０】
　データベース１２０は、単一のデータベース若しくはコンピューティングデバイスの部
分、又は複数のデータベース若しくはコンピューティングデバイスの部分を表してもよい
。例えば、データベース１２０は、図２のサーバ２０６の一部分、図６のコンピューティ
ングシステム６１０、及び／又は図７の例示的なネットワークアーキテクチャ７００の部
分を表してもよい。あるいは、図１のデータベース１２０は、図２のサーバ２０６、図６
のコンピューティングシステム６１０、及び／又は図７の例示的なネットワークアーキテ
クチャ７００の部分など、コンピューティングデバイスによってアクセスすることができ
る、１つ以上の物理的に別個のデバイスを表してもよい。
【００２１】
　図１の例示的なシステム１００は、様々な方法で実装することができる。例えば、例示
的なシステム１００の全て又は一部は、図２における例示的なシステム２００の部分を表
してもよい。図２に示されるように、システム２００は、ネットワーク２０４を介してサ
ーバ２０６と通信するコンピューティングデバイス２０２を含むことができる。一実施例
では、コンピューティングデバイス２０２は、モジュール１０２のうち１つ以上を用いて
プログラムされてもよく、かつ／又はデータベース１２０内のデータの全て若しくは一部
分を記憶することができる。加えて、又は代替的に、サーバ２０６は、モジュール１０２
のうちの１つ以上を用いてプログラムされてもよく、及び／又はデータベース１２０のデ
ータの全て若しくは一部を記憶してもよい。いくつかの実施例では、サーバ２０６は、ア
クセスを許可する前に、オンラインサービスが維持しているユーザアカウントにユーザが
アクセスを試みるのを認証する、オンラインサービスの一部として機能してもよい。
【００２２】
　一実施形態では、図１のモジュール１０２のうち１つ以上は、コンピューティングデバ
イス２０２及び／又はサーバ２０６のうち少なくとも１つのプロセッサによって実行され
ると、コンピューティングデバイス２０２及び／又はサーバ２０６が所有ファクタの証明
書を更新するのを可能にしてもよい。例えば、より詳細に後述するように、検出モジュー
ル１０４は、以前に指定したオブジェクトの代わりにサービスによって所有ファクタの証
明書として使用される新しいオブジェクト２０８を指定するために、サービスのユーザか
らの要求を検出してもよい。検証モジュール１０６は、ユーザの申し立てたアイデンティ
ティがユーザの実際のアイデンティティであることを検証するために、ユーザのアイデン
ティティを確認し、ユーザの確認されたアイデンティティが以前に指定したオブジェクト
を所有していたことを検証することによって、ユーザを認証してもよい。指定モジュール
１０８は、新しいオブジェクト２０８を所有ファクタの証明書として指定してもよい。
【００２３】
　コンピューティングデバイス２０２は一般に、コンピュータ実行可能命令を読み取るこ
とができる任意のタイプ又は形態のコンピューティングデバイスを表す。コンピューティ
ングデバイス２０２の例としては、ラップトップ、タブレット、デスクトップ、サーバ、
携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、マルチメディアプレーヤー、埋め込みシステム、ウ
ェアラブルデバイス（例えば、スマートウォッチ、スマートグラスなど）、ゲーム機、そ
れらの１つ以上の組み合わせ、図６の例示的なコンピューティングシステム６１０、ある
いは任意の他の好適なコンピューティングデバイスが挙げられるが、これらに限定されな
い。
【００２４】
　サーバ２０６は、一般に、コンピュータ可読命令を読み取ることができる、任意のタイ
プ又は形態のコンピューティングデバイスを表す。サーバ２０６の例としては、限定する
ことなく、様々なデータベースサービスを提供するように、かつ／又はある特定のソフト
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ウェアアプリケーションを作動させるように構成されたアプリケーションサーバ及びデー
タベースサーバが挙げられる。
【００２５】
　ネットワーク２０４は、一般に、通信若しくはデータ転送を容易にすることが可能な、
任意の媒体又はアーキテクチャを表す。ネットワーク２０４の例として、イントラネット
、広域ネットワーク（Wide Area Network）（ＷＡＮ）、ローカルエリアネットワーク（L
ocal Area Network）（ＬＡＮ）、パーソナルエリアネットワーク（Personal Area Netwo
rk）（ＰＡＮ）、インターネット、電力線通信（ＰＬＣ）、セルラーネットワーク（例え
ば、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ（ＧＳＭ（登録商標））ネットワーク）、図７の例示的なネットワークアーキテクチャ
７００などが挙げられるが、これらに限定されない。ネットワーク２０４は、無線接続又
は有線接続を使用して、通信又はデータ転送を容易にすることができる。一実施形態では
、ネットワーク２０４は、コンピューティングデバイス２０２とサーバ２０６との間の通
信を容易にすることができる。
【００２６】
　図３は、所有ファクタの証明書を更新するための例示的なコンピュータ実装方法３００
のフローチャートである。図３に示される工程は、任意の適切なコンピュータ実行可能コ
ード及び／又はコンピューティングシステムによって実施することができる。いくつかの
実施形態では、図３に示す工程は、図１のシステム１００、図２のシステム２００、図６
のコンピューティングシステム６１０、及び／又は図７の例示的なネットワークアーキテ
クチャ７００の部分の構成要素のうち１つ以上によって実施され得る。
【００２７】
　図３に示されるように、ステップ３０２で、本明細書に記載するシステムの１つ以上は
、以前に指定したオブジェクトの代わりにサービスによって所有ファクタの証明書として
使用される新しいオブジェクトを指定するために、サービスのユーザからの要求を検出し
てもよい。例えば、検出モジュール１０４は、図２のサーバ２０６の一部として、以前に
指定したオブジェクトの代わりにサービスによって所有ファクタの証明書として使用され
る新しいオブジェクト２０８を指定するために、サービスの図４のユーザ４１０（更に後
述するような）からの要求を検出してもよい。
【００２８】
　本明細書で使用するとき、「所有ファクタの証明書」という用語は、一般に、多要素認
証を経験しているユーザが自身の所有下にあると証明するオブジェクトを指す。本明細書
で使用するとき、「多要素認証」という用語は、一般に、少なくとも２つの異なる要素の
組み合わせを使用して個人を認証する、任意のタイプ若しくは形態のプロセス、手順、及
び／又はイベントを指す。これらの要素は、ユーザが知っているもの（パスワード若しく
は社会保障番号）及び／又はユーザが所有しているもの（即ち、所有ファクタの証明書）
を含んでもよい。所有ファクタの証明書の例は、電話、サービスから受け取った物理的ト
ークン、サービスから受け取ったソフトトークン、デビットカードなど、ユーザが所有し
ていることを証明してもよい任意のオブジェクトを含んでもよい。
【００２９】
　いくつかの実施例では、サービスは、ユーザがユーザアカウントにアクセスするのを許
可する前に、多要素認証を使用してユーザを認証してもよい。これらの実施例では、ユー
ザは、サービスによって所有ファクタの証明書として使用される、自身が既に所有してい
るオブジェクトを指定してもよい。例えば、サービスは、図４に例証されるユーザ４１０
などのユーザに、今後の認証に使用される携帯電話４３０などのユーザが所有する電話の
電話番号を指定するように促してもよい。この実施例では、サービスは、例えば、ＳＨＯ
ＲＴ　ＭＥＳＳＡＧＥ　ＳＥＲＶＩＣＥメッセージ又は自動音声呼出しを介して、指定の
電話番号にコードを送ることによって、ユーザを実質的に認証してもよい。ユーザは、次
に、電話を介してコードを受け取ると、コードをサービスに提出することによって、電話
の所有を証明してもよい。
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【００３０】
　それに加えて、又はその代わりに、サービスは、所有ファクタの証明書として使用され
るトークンをユーザに送ってもよい。例えば、サービスは、ユーザ４１０などのユーザに
、今後の認証に使用されるハードトークン４５０などのハードトークンを送ってもよい。
この実施例では、サービスはトークンを指定していてもよく、又はユーザは、サービスに
よって提供された所有ファクタの証明書のリストからトークンを選択していてもよい。い
くつかの実施例では、ユーザは、サービスがハードトークンを送ってもよい場所を提出し
てもよい。更なる実施例では、サービスは、ハードトークンを自身が所有していると証明
することをユーザに要求することによって、ユーザを実質的に認証してもよい。例えば、
銀行は、デビットカードの形態のハードトークンをユーザに送ってもよい。この実施例で
は、現金自動預け払い機を通してアカウントにアクセスしようとしているユーザに、デビ
ットカードを現金自動預け払い機に挿入することによって、デビットカードを自身が所有
していると証明するように求めてもよい。別の実施例では、サービスは、電話若しくはコ
ンピュータにダウンロードされてもよいソフトウェア又はデータなどのソフトトークンを
、ユーザによって指定されたオブジェクトに送ってもよい。例えば、ユーザ４１０などの
ユーザは、携帯電話４３０などの電話を指定してもよく、それに応答してサービスは、ソ
フトトークンを携帯電話４３０に送ってダウンロードさせてもよい。この実施例では、サ
ービスは、ソフトトークン（例えば、データ、キー、及び／又はパスワード）を自身が所
有していると証明するように要求することによって、ユーザを実質的に認証してもよい。
【００３１】
　検出モジュール１０４は、様々なやり方で以前に指定したオブジェクトの代わりに新し
いオブジェクトを指定するために、サービスのユーザからの要求を検出してもよい。いく
つかの実施例では、検出モジュール１０４は、以前に指定したオブジェクトへのアクセス
をユーザが有さないことを検出することによって、ユーザからの要求を検出してもよい。
これらの実施例では、以前に指定したオブジェクトは、失われるか、置き違えるか、盗ま
れるか、又は破壊されていることがある。いくつかの実施例では、ユーザは、移動プロセ
スを通して（又はその間に）オブジェクトを移動させ、その所有を失っていることがある
。他の実施例では、オブジェクトが失われたことを検出モジュール１０４が更に検出する
ことなく、以前に指定したオブジェクトは失われていることがある。特に、いくつかの実
施例では、システム２００は、単なる所有とは異なる所有権を検出する際に、多要素認証
を基礎としてもよい。
【００３２】
　いくつかの実施例では、検出モジュール１０４は、ログインプロセスの一部として以前
に指定したオブジェクトをユーザが所有していることを検証する、オンラインサービスの
一部として動作してもよい。これらの実施例では、検出モジュール１０４は、アカウント
にログインしようとしているユーザが、以前に指定したオブジェクトに対して自身がアク
セスを有することを証明できないことを検出してもよい。いくつかの実施例では、ユーザ
は、以前に指定したオブジェクトに対して自身がアクセスを有さないこと、及び以前に指
定したオブジェクトの代わりに所有ファクタの証明書として使用される新しいオブジェク
トを自身が指定することを、オンラインサービスに提出してもよい。
【００３３】
　ステップ３０４で、本明細書に記載されるシステムの１つ以上は、（１）ユーザの申し
立てたアイデンティティがユーザの実際のアイデンティティであることを検証するために
、ユーザのアイデンティティを確認することと、（２）ユーザの確認されたアイデンティ
ティが以前に指定したオブジェクトを所有していたことを検証することとによって、ユー
ザを認証してもよい。例えば、検証モジュール１０６は、図２のサーバ２０６の一部とし
て、（１）ユーザ４１０の申し立てたアイデンティティがユーザ４１０の実際のアイデン
ティティであることを検証するために、ユーザ４１０のアイデンティティを確認すること
と、（２）ユーザ４１０の確認されたアイデンティティが、携帯電話４３０及び／又はハ
ードトークン４５０などの以前に指定したオブジェクトを所有していたことを検証するこ
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ととによって、図４のユーザ４１０を認証してもよい。特に、図３は、（１）アイデンテ
ィティ確認及び（２）所有の検証の両方がステップ３０４の一部であることを示している
が、これらはそれぞれ、別個に実施され、異なるモジュールによって（又は検証モジュー
ル１０６若しくはシステム２００内の異なるサブモジュールによって）実施され、並びに
／あるいは異なる方法及び技術を使用して実施されてもよい、サブステップを構成する。
更に、これらのサブステップは、方法３００内の全てのステップ（及び本明細書を通して
考察される、関連するサブステップ）のように、任意の好適な又は論理的な順序で実施さ
れてもよい。
【００３４】
　本明細書で使用するとき、「認証する」という語句は、一般に、ユーザアカウントに対
するアクセス及び／又は変更の実行をユーザが認証されていることを検証するための、任
意のタイプ若しくは形態のプロセス、手順、及び／又はイベントを指す。検証モジュール
１０６は、様々な方法でユーザを認証してもよい。いくつかの実施例では、検証モジュー
ル１０６は、ユーザのアイデンティティを確認することによってユーザを認証してもよい
。本明細書で使用するとき、「アイデンティティを確認する」という語句は、一般に、オ
ンラインユーザの実世界のアイデンティティを判断するプロセスを指す。一般に、アイデ
ンティティの確認は、ユーザの申し立てたアイデンティティがユーザの実際のアイデンテ
ィティであるか否かを判断することを含んでもよい。これらの実施例では、「ユーザの申
し立てたアイデンティティ」という用語は、一般に、ユーザアカウント１２４などのオン
ラインアカウントをユーザが設定する時点で、サービスに対して申し立てたアイデンティ
ティを指す。
【００３５】
　検証モジュール１０６は、様々な方法でユーザのアイデンティティを確認してもよい。
いくつかの実施例では、検証モジュール１０６は、ユーザのアイデンティティに関する質
問をユーザに提出してもよい。これらの実施例では、検証モジュール１０６は、質問を受
け取ったのに応答してユーザによって提供される回答が、ユーザの実際のアイデンティテ
ィに対応しているか否かに基づいて、ユーザのアイデンティティを確認してもよい。一実
施形態では、ユーザは質問を以前に選択していてもよく、ユーザが質問を選択した時点で
、ユーザはまた、質問に対して提出された回答を有していてもよい。この実施形態では、
検証モジュール１０６は、質問を受け取ったのに応答して提供された回答が以前に提出し
た回答と一致していれば、ユーザのアイデンティティを確認してもよい。質問は、「子供
時代の親友は？」若しくは「最初に飼っていたペットの名前は？」など、信頼できない個
人が正答しないであろう質問を含んでもよく、又は誕生日、社会保障番号など、個人識別
情報を要求してもよい。それに加えて、又はその代わりに、検証モジュール１０６は、ユ
ーザの個人記録又は財務記録などの記録に基づいて、質問を作成していてもよい。この実
施形態では、検証モジュール１０６は、質問を受け取ったのに応答してユーザが提出した
回答が、ユーザの個人記録又は財務記録に見出される情報と一致する場合、ユーザのアイ
デンティティを確認することができる。
【００３６】
　いくつかの実施例では、検証モジュール１０６は、個人識別の検証（validation）を使
用してユーザのアイデンティティを確認してもよい。これらの実施例では、検証モジュー
ル１０６は、非限定的に、ユーザの運転免許証、ユーザのパスポート、並びに／あるいは
他の任意の物理的個人識別カード、トークン、又は識別子（例えば、政府若しくは他の機
関によって発行される）を検査することによって、アイデンティティを確認してもよい。
いくつかの実施例では、検証モジュール１０６は、アドレスの検証を使用してユーザのア
イデンティティを確認してもよい。これらの実施例では、検証モジュール１０６は、コー
ドをユーザのアドレスにメールし、ユーザがそれを受け取ることができるかを検証するこ
とによって、アイデンティティを確認してもよい。いくつかの実施例では、検証モジュー
ル１０６は、財務記録の検証を使用してユーザのアイデンティティを確認してもよい。こ
れらの実施例では、検証モジュール１０６は、少額をユーザのクレジットカードに請求し
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、かつ／又はユーザの当座預金に少額の預金を開始し、請求及び／又は預金をユーザが知
っていることを試験してもよい。
【００３７】
　いくつかの実施例では、検証モジュール１０６は、ユーザの確認されたアイデンティテ
ィが以前に指定したオブジェクトを所有していたことを検証することによって、ユーザを
認証してもよい。本明細書で使用するとき、「所有」という用語は、一般に、ユーザがオ
ブジェクトを所有していること、及び／又はオブジェクトへのアクセスを有していること
を指す。検証モジュール１０６は、様々な方法で、ユーザの確認されたアイデンティティ
が以前に指定したオブジェクトを所有していたことを検証してもよい。
【００３８】
　ステップ３０２で上述したように、いくつかの実施形態では、以前に指定したオブジェ
クトは、オブジェクトが所有ファクタの証明書として指定された時点でユーザが既に所有
していたオブジェクトであってもよい。これらの実施形態では、検証モジュール１０６は
、（１）ユーザの確認されたアイデンティティと関連付けられた記録を検索することと、
（２）以前に指定したオブジェクトに対する記録における参照を識別することとによって
、ユーザの確認されたアイデンティティが以前に指定したオブジェクトを所有していたこ
とを検証してもよい。例えば、図４に示されるように、検証モジュール１０６は、（上述
したような）アイデンティティ確認（proofing）を使用して、ユーザ４１０が「ジョン・
ドウ（John Doe）」という名前の実世界の個人に対応すると判断してもよい。検証モジュ
ール１０６はまた、データベース１２０など、認証を要求するサービスのデータベース内
に、以前に指定したオブジェクト１２２に対する参照を見出してもよい。図５に示される
ように、以前に指定したオブジェクト１２２に対する参照は、以前に指定したオブジェク
トが電話番号５５５－８５４－４５５５の電話であったことを示してもよい。検証モジュ
ール１０６は、次に、ジョン・ドウという名前の確認されたアイデンティティに対応する
財務記録４４０を検索し、財務記録４４０内のジョン・ドウの電話番号（即ち、５５５－
８５４－４５５５）に対する参照を識別してもよい。財務記録４４０で識別された電話番
号が、以前に指定したオブジェクト１２２に対する参照で識別された電話番号と一致した
ことに基づいて、検証モジュール１０６は、ジョン・ドウが以前に指定したオブジェクト
（即ち、電話番号５５５－８５４－４５５５の電話）を所有していたと結論付けてもよい
。
【００３９】
　検証モジュール１０６は、様々な方法で、ユーザの確認されたアイデンティティと関連
付けられた記録を検索してもよい。いくつかの実施例では、検証モジュール１０６は記録
に関してユーザに問い合わせてもよい。他の実施例では、検証モジュール１０６は、公的
に利用可能なデータを探索することによって記録を検索してもよい。他の実施例では、検
証モジュール１０６は記録に関して第三者に問い合わせてもよい。いくつかの実施例では
、検証モジュール１０６は、ＥＸＰＥＲＩＡＮ又はＲＥＬＹＩＤなどの外部アイデンティ
ティ検証機構に問い合わせてもよい。記録は、非限定的に、信用報告書、融資申込書、電
話帳、プロバイダ記録、電話サービス記録、決算報告書、及び／又は所得申告書の形態で
あってもよい。
【００４０】
　それに加えて、又はその代わりに、記録を使用して所有を検証するため、検証モジュー
ル１０６は、（１）ユーザの確認されたアイデンティティと関連付けられた第三者を識別
し、（２）ユーザが以前に指定したオブジェクトを所有していたか否かに関する情報につ
いて、第三者に問い合わせてもよい。第三者は、銀行、外部アイデンティティ検証機構、
クレジットカード会社、電話サービス会社、政府機関など、ユーザが以前に指定したオブ
ジェクトを所有していたか否かに関する情報を有しているであろう、任意の当事者であっ
てもよい。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、ステップ３０２で上述したように、以前に指定したオブジェ
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クトはサービスによってユーザに発行されたトークンであってもよい。これらの実施形態
では、検証モジュール１０６は、（１）トークンが送られた物理的位置及び／又はオブジ
ェクトを識別することと、（２）（例えば、ユーザが物理的位置及び／又はオブジェクト
を所有ファクタの証明書として指定しなかったとしても）トークンが送られた物理的位置
及び／又はオブジェクトをユーザが所有していたと判断することとによって、ユーザの確
認されたアイデンティティが以前に指定したオブジェクトを所有していたことを検証して
もよい。例えば、図４に示されるように、検証モジュール１０６は、（上述したような）
アイデンティティ確認（proofing）を使用して、ユーザ４１０が「ジョン・ドウ（John D
oe）」という名前の実世界の個人に対応すると判断してもよい。検証モジュール１０６は
また、サービスがハードトークン４５０を、家４２０を介してユーザ４１０にメールした
と判断してもよい。検証モジュール１０６は、次に、ジョン・ドウに対応する融資申込書
などの記録を検索し、家４２０をジョン・ドウの住居として識別してもよい。記録内の住
居が、ハードトークン４５０がメールされた場所と一致することに基づいて、検証モジュ
ール１０６は、ジョン・ドウがハードトークン４５０を所有していたと結論付けてもよい
。同様に、検証モジュール１０６は、ユーザ４１０が「ジョン・ドウ」と言う名前の実世
界の個人に対応すると判断した後、ソフトトークンをサービスからダウンロードする、ユ
ーザによって使用されたＩＰアドレスと関連付けられたホームアドレスを識別してもよい
。検証モジュール１０６は、次に、ジョン・ドウに対応する記録を検索し、同じホームア
ドレスをＩＰアドレスと関連付けられたホームアドレスとして識別してもよい。記録内の
住居が、ＩＰアドレスと関連付けられたホームアドレスと一致することに基づいて、検証
モジュール１０６は、ジョン・ドウがソフトトークンを所有していたと結論付けてもよい
。
【００４２】
　それに加えて、又はその代わりに、記録を使用してトークンの所有を検証するため、検
証モジュール１０６は、（１）ユーザの確認されたアイデンティティと関連付けられた第
三者を識別し、（２）トークンが送られた物理的位置及び／又はオブジェクトをユーザが
所有していたか否かに関する情報について、第三者に問い合わせてもよい。第三者は、銀
行、外部アイデンティティ検証機構、クレジットカード会社、電話サービス会社、政府機
関など、トークンが送られた物理的位置及び／又はオブジェクトをユーザが所有していた
か否かに関する情報を有しているであろう、任意の当事者であってもよい。
【００４３】
　ステップ３０６で、本明細書に記載するシステムの１つ以上は、ユーザの確認されたア
イデンティティが以前に指定したオブジェクトを所有していたことを検証することに応答
して、新しいオブジェクトを所有ファクタの証明書として指定してもよい。例えば、指定
モジュール１０８は、図２のサーバ２０６の一部として、また検証モジュール１０６が、
ユーザ４１０の確認されたアイデンティティが以前に指定したオブジェクトを所有してい
たと検証したことに応答して、新しいオブジェクト２０８を所有ファクタの証明書として
指定してもよい。指定モジュール１０８は、様々な方法で、新しいオブジェクトを所有フ
ァクタの証明書として指定してもよい。例えば、指定モジュール１０８は、以前に指定し
たオブジェクトに対する参照１２２など、サービスが維持している以前に指定したオブジ
ェクトに対する参照を、新しいオブジェクトに対する参照２０８など、新しいオブジェク
トに対する参照と置き換えてもよい。
【００４４】
　いくつかの実施例では、指定モジュール１０８が新しいオブジェクトを所有ファクタの
証明書として指定した後、指定モジュール１０８は、ユーザが新しいオブジェクトを所有
しているとユーザが証明している場合、ユーザと関連付けられたアカウントに対するアク
セス及び／又は変更をユーザに許可してもよい。例えば、指定モジュール１０８は、新し
いオブジェクト２０８を指定した後、（１）ユーザ４１０がユーザアカウント１２４にロ
グインし、かつ／又はその変更を行おうとしていることを識別し、（２）ユーザ４１０が
新しいオブジェクト２０８を所有していると判断し、また（３）ユーザ４１０が新しいオ
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ブジェクト２０８を所有していることの判断に少なくとも部分的に基づいて、ユーザ４１
０がユーザアカウント１２４にログインし、かつ／又はその変更を行うことを許可しても
よい。
【００４５】
　上述したように、本明細書に記載するシステム及び方法は、ユーザが所有ファクタの証
明書を更新しようとする試みが合法的である（例えば、ユーザのアイデンティティが、最
初にアカウントを作成したアイデンティティに対応しており、それにより、アカウントへ
のアクセス及びその変更が認証される）か、あるいは不正である（例えば、ユーザのアイ
デンティティが、最初にアカウントを作成したアイデンティティに対応しておらず、それ
により、アカウントへのアクセス及びその変更が認証されない）かを、サービスが判断す
ることを可能にしてもよい。開示のシステム及び方法は、それにより、以前に指定した所
有ファクタの証明書を所有していることもユーザが証明することなく、脆弱なアイデンテ
ィティ確認メカニズムのみを使用して、ユーザが所有ファクタの証明書を更新することを
許可していた、抜け穴（loophole）を閉じてもよい。
【００４６】
　図６は、本明細書に記載及び／又は例証される実施形態のうちの１つ以上を実装するこ
とができる例示的なコンピューティングシステム６１０のブロック図である。例えば、コ
ンピューティングシステム６１０の全て又は一部は、単独で又は他の要素と組み合わせて
、（図３に例証される工程のうち１つ以上などの）本明細書に記載される工程のうち１つ
以上を実施してもよく、かつ／又はそれを実施するための手段であってもよい。コンピュ
ーティングシステム６１０の全て又は一部はまた、本明細書に記載及び／若しくは例証さ
れる他の任意の工程、方法、若しくは処理を実施してもよく、かつ／又はそれを実施する
ための手段であってもよい。
【００４７】
　コンピューティングシステム６１０は、コンピュータ可読命令を実行することが可能な
任意のシングル若しくはマルチプロセッサのコンピューティングデバイス又はシステムを
幅広く表す。コンピューティングシステム６１０の例としては、限定することなく、ワー
クステーション、ラップトップ、クライアント側端末、サーバ、分散型コンピューティン
グシステム、ハンドヘルドデバイス、又は任意の他のコンピューティングシステム若しく
はデバイスが挙げられる。その最も基本的な構成において、コンピューティングシステム
６１０は、少なくとも１つのプロセッサ６１４及びシステムメモリ６１６を含んでもよい
。
【００４８】
　プロセッサ６１４は一般に、データの処理又は命令の解釈及び実行が可能な任意のタイ
プ又は形態の物理的処理ユニット（例えば、ハードウェア実装型中央処理ユニット）を表
す。ある特定の実施形態では、プロセッサ６１４は、ソフトウェアアプリケーション又は
モジュールから命令を受信することができる。これらの命令は、プロセッサ６１４に、本
明細書に記載及び／又は例証される例示的な実施形態のうちの１つ以上の機能を実施させ
ることができる。
【００４９】
　システムメモリ６１６は一般に、データ及び／又は他のコンピュータ可読命令を記憶す
ることが可能な任意のタイプ又は形態の揮発性又は不揮発性記憶デバイス若しくは媒体を
表す。システムメモリ６１６の例としては、限定することなく、ランダムアクセスメモリ
（ＲＡＭ）、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、又は任意の他の好適な
メモリデバイスが挙げられる。必須ではないが、ある特定の実施形態において、コンピュ
ーティングシステム６１０は、揮発性メモリユニット（例えば、システムメモリ６１６な
ど）、及び不揮発性記憶デバイス（例えば、以下で詳細に説明されるような一次記憶デバ
イス６３２など）の両方を含むことができる。一実施例では、図１のモジュール１０２の
うちの１つ以上が、システムメモリ６１６にロードされてもよい。
【００５０】
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　ある特定の実施形態では、例示的なコンピューティングシステム６１０はまた、プロセ
ッサ６１４及びシステムメモリ６１６に加えて、１つ以上の構成要素又は要素を含んでも
よい。例えば、図６に例証されるように、コンピューティングシステム６１０は、メモリ
コントローラ６１８、入力／出力（Ｉ／Ｏ）コントローラ６２０、及び通信インターフェ
ース６２２を含んでもよく、それらはそれぞれ通信基盤６１２を介して相互接続されても
よい。通信基盤６１２は一般に、コンピューティングデバイスの１つ以上の構成要素間の
通信を容易にすることができる、任意のタイプ若しくは形態の基盤を表す。通信基盤６１
２の例としては、限定することなく、通信バス（産業標準アーキテクチャ（ＩＳＡ）、周
辺装置相互接続（ＰＣＩ）、ＰＣＩエクスプレス（ＰＣＩｅ）、又は類似のバスなど）、
及びネットワークが挙げられる。
【００５１】
　メモリコントローラ６１８は、一般に、メモリ若しくはデータを扱うか、又はコンピュ
ーティングシステム６１０の１つ以上の構成要素間の通信を制御することができる、任意
のタイプ又は形態のデバイスを表す。例えば、ある特定の実施形態では、メモリコントロ
ーラ６１８は、通信基盤６１２を介して、プロセッサ６１４、システムメモリ６１６、及
びＩ／Ｏコントローラ６２０の間の通信を制御してもよい。
【００５２】
　Ｉ／Ｏコントローラ６２０は、一般に、コンピューティングデバイスの入出力機能を調
整及び／又は制御することができる、任意のタイプ又は形態のモジュールを表す。例えば
、ある特定の実施形態において、Ｉ／Ｏコントローラ６２０は、プロセッサ６１４、シス
テムメモリ６１６、通信インターフェース６２２、ディスプレイアダプタ６２６、入力イ
ンターフェース６３０、及び記憶インターフェース６３４などの、コンピューティングシ
ステム６１０の１つ以上の要素間のデータの転送を制御するか又は容易にすることができ
る。
【００５３】
　通信インターフェース６２２は、例示的なコンピューティングシステム６１０と１つ以
上の追加のデバイスとの間の通信を容易にすることができる、任意のタイプ若しくは形態
の通信デバイス又はアダプタを広く表す。例えば、ある特定の実施形態において、通信イ
ンターフェース６２２は、コンピューティングシステム６１０と、追加のコンピューティ
ングシステムを含むプライベート又はパブリックネットワークネットワークとの間の通信
を容易にすることができる。通信インターフェース６２２の例としては、限定することな
く、有線ネットワークインターフェース（ネットワークインターフェースカードなど）、
無線ネットワークインターフェース（無線ネットワークインターフェースカードなど）、
モデム、及び他の任意の好適なインターフェースが挙げられる。少なくとも１つの実施形
態では、通信インターフェース６２２は、インターネットなどのネットワークへの直接リ
ンクを介して、リモートサーバへの直接接続を提供してもよい。通信インターフェース６
２２はまた、例えば、ローカルエリアネットワーク（イーサネット（登録商標）ネットワ
ークなど）、パーソナルエリアネットワーク、電話若しくはケーブルネットワーク、セル
ラー電話接続、衛星データ接続、又は他の任意の好適な接続を通した、かかる接続を間接
的に提供してもよい。
【００５４】
　ある特定の実施形態では、通信インターフェース６２２はまた、外部バス又は通信チャ
ネルを介して、コンピューティングシステム６１０と１つ以上の追加のネットワーク又は
記憶デバイスとの間の通信を容易にするように構成されたホストアダプタを表してもよい
。ホストアダプタの例としては、限定することなく、小型コンピュータシステムインター
フェース（ＳＣＳＩ）ホストアダプタ、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ホストアダ
プタ、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）１３９４ホストアダプタ、アドバンストテクノロジ
ーアタッチメント（ＡＴＡ）、パラレルＡＴＡ（ＰＡＴＡ）、シリアルＡＴＡ（ＳＡＴＡ
）、及び外部ＳＡＴＡ（ｅＳＡＴＡ）ホストアダプタ、ファイバーチャネルインターフェ
ースアダプタ、イーサネット（登録商標）アダプタなどが挙げられる。通信インターフェ
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ース６２２はまた、コンピューティングシステム６１０が分散型又はリモートコンピュー
ティングに関与することを可能にしてもよい。例えば、通信インターフェース６２２は、
実行のためにリモートデバイスから命令を受信するか又はリモートデバイスに命令を送信
してもよい。
【００５５】
　図６に例証されるように、コンピューティングシステム６１０は、ディスプレイアダプ
タ６２６を介して通信基盤６１２に連結される少なくとも１つのディスプレイデバイス６
２４も含んでもよい。ディスプレイデバイス６２４は一般に、ディスプレイアダプタ６２
６によって転送される情報を視覚的に表示することができる、任意のタイプ若しくは形態
のデバイスを表す。同様に、ディスプレイアダプタ６２６は、一般に、ディスプレイデバ
イス６２４に表示するために、通信基盤６１２から（又は当該技術分野において既知であ
るようにフレームバッファから）グラフィックス、テキスト、及び他のデータを転送する
ように構成された任意のタイプ又は形態のデバイスを表す。
【００５６】
　図６に例証されるように、例示的なコンピューティングシステム６１０はまた、入力イ
ンターフェース６３０を介して通信基盤６１２に連結される少なくとも１つの入力デバイ
ス６２８を含んでもよい。入力デバイス６２８は、一般に、コンピュータ又は人間のいず
れかが生成した入力を、例示的なコンピューティングシステム６１０に提供することがで
きる、任意のタイプ若しくは形態の入力デバイスを表す。入力デバイス６２８の例として
は、限定されないが、キーボード、ポインティングデバイス、音声認識デバイス、又は他
の任意の入力デバイスが挙げられる。
【００５７】
　図６に例証されるように、例示的なコンピューティングシステム６１０はまた、記憶イ
ンターフェース６３４を介して通信基盤６１２に連結される、一次記憶デバイス６３２及
びバックアップ記憶デバイス６３３を含んでもよい。記憶デバイス６３２及び６３３は、
一般に、データ及び／又は他のコンピュータ可読命令を記憶することができる、任意のタ
イプ若しくは形態の記憶デバイス又は媒体を表す。例えば、記憶デバイス６３２及び６３
３は、磁気ディスクドライブ（例えば、いわゆるハードドライブ）、ソリッドステートド
ライブ、フロッピーディスクドライブ、磁気テープドライブ、光ディスクドライブ、フラ
ッシュドライブなどであってもよい。記憶装置インターフェース６３４は、一般に、記憶
デバイス６３２及び６３３とコンピューティングシステム６１０の他の構成要素との間で
データを転送するための、任意のタイプ又は形態のインターフェース又はデバイスを表す
。一実施例では、図１のデータベース１２０は、一次記憶デバイス６３２内に記憶され得
る。
【００５８】
　ある特定の実施形態において、記憶デバイス６３２及び６３３は、コンピュータソフト
ウェア、データ、又は他のコンピュータ可読情報を記憶するように構成された取り外し可
能な記憶ユニットから読み取り、かつ／又はそれに書き込むように構成されてもよい。好
適な取り外し可能な記憶ユニットの例として、フロッピーディスク、磁気テープ、光ディ
スク、フラッシュメモリデバイスなどが挙げられるが、これらに限定されない。記憶デバ
イス６３２及び６３３はまた、コンピュータソフトウェア、データ、又は他のコンピュー
タ可読命令が、コンピューティングシステム６１０内にロードされることを可能にするた
めの他の同様の構造体又はデバイスを含んでもよい。例えば、記憶デバイス６３２及び６
３３は、ソフトウェア、データ、又は他のコンピュータ可読情報を読み取り、かつこれを
書き込むように構成されてもよい。記憶デバイス６３２及び６３３はまた、コンピューテ
ィングシステム６１０の一部であってもよく、又は他のインターフェースシステムを介し
てアクセスされる別々のデバイスであってもよい。
【００５９】
　多くの他のデバイス又はサブシステムをコンピューティングシステム６１０に接続する
ことができる。反対に、図６に例証される構成要素及びデバイスの全てが、本明細書で説
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明及び／又は例証される実施形態を実践するために存在する必要があるわけではない。上
で言及されるデバイス及びサブシステムはまた、図６に示されるものと異なる方法で相互
接続されてもよい。コンピューティングシステム６１０はまた、任意の数のソフトウェア
、ファームウェア、及び／又はハードウェアの構成を用いることもできる。例えば、本明
細書で開示される例示的な実施形態のうちの１つ以上は、コンピュータ可読媒体上に、コ
ンピュータプログラム（コンピュータソフトウェア、ソフトウェアアプリケーション、コ
ンピュータ可読命令、又はコンピュータ制御論理とも称される）として符号化することが
できる。本明細書で使用するとき、「コンピュータ可読媒体」という用語は一般に、コン
ピュータ可読命令を記憶又は保有することができる、任意の形態のデバイス、キャリア、
又は媒体を指す。コンピュータ可読媒体の例としては、限定することなく、搬送波などの
伝送型媒体、並びに磁気記憶媒体（例えば、ハードディスクドライブ、テープドライブ、
及びフロッピーディスク）、光学記憶媒体（例えば、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジ
タルビデオディスク（ＤＶＤ）、及びブルーレイ（ＢＬＵ－ＲＡＹ）ディスク）、電子記
憶媒体（例えば、ソリッドステートドライブ及びフラッシュメディア）、並びに他の分散
システムなどの非一時的媒体が挙げられる。
【００６０】
　コンピュータプログラムを含むコンピュータ可読媒体は、コンピューティングシステム
６１０にロードされてもよい。次に、コンピュータ可読媒体に記憶されたコンピュータプ
ログラムの全て又は一部は、システムメモリ６１６に、並びに／又は記憶デバイス６３２
及び６３３の様々な部分に記憶されてもよい。プロセッサ６１４によって実行されると、
コンピューティングシステム６１０にロードされたコンピュータプログラムは、プロセッ
サ６１４に、本明細書で説明及び／又は例証される例示的な実施形態のうちの１つ以上の
機能を行わせてもよく、かつ／又はそれらを行うための手段であってもよい。加えて、又
は代替的に、本明細書に記載及び／又は例証される例示的な実施形態の１つ以上は、ファ
ームウェア及び／又はハードウェアに実装されてもよい。例えば、コンピューティングシ
ステム６１０は、本明細書に開示される例示的な実施形態の１つ以上を実装するように適
合された、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）として構成されてもよい。
【００６１】
　図７は、クライアントシステム７１０、７２０、及び７３０、並びにサーバ７４０及び
７４５がネットワーク７５０に連結されていてもよい、例示的なネットワークアーキテク
チャ７００のブロック図である。上で詳述されるように、ネットワークアーキテクチャ７
００の全て又は一部は、単独で又は他の要素と組み合わせて、本明細書で開示される工程
のうちの１つ以上（図３に例証される工程のうちの１つ以上など）を行ってもよく、及び
／又はそれを行うための手段であってもよい。ネットワークアーキテクチャ７００の全て
又は一部はまた、本開示に記載される他の工程及び特性を実施するために使用されてもよ
く、かつ／又はそれを実施するための手段であってもよい。
【００６２】
　クライアントシステム７１０、７２０、及び７３０は一般に、図６の例示的なコンピュ
ーティングシステム６１０などの、任意のタイプ若しくは形態のコンピューティングデバ
イス又はシステムを表す。同様に、サーバ７４０及び７４５は一般に、様々なデータベー
スサービスを提供し、かつ／又はある特定のソフトウェアアプリケーションを実行するよ
うに構成されたアプリケーションサーバ又はデータベースサーバなどの、コンピューティ
ングデバイス又はシステムを表す。ネットワーク７５０は一般に、例えばイントラネット
、ＷＡＮ、ＬＡＮ、ＰＡＮ、又はインターネットを含む、任意の電気通信又はコンピュー
タネットワークを表す。一実施例において、クライアントシステム７１０、７２０、及び
／若しくは７３０、並びに／又はサーバ７４０及び／若しくは７４５は、図１からのシス
テム１００の全て又は一部を含んでもよい。
【００６３】
　図７に例証されるように、１つ以上の記憶デバイス７６０（１）～（Ｎ）は、サーバ７
４０に直接取り付けられてもよい。同様に、１つ以上の記憶デバイス７７０（１）～（Ｎ
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）は、サーバ７４５に直接取り付けられてもよい。記憶デバイス７６０（１）～（Ｎ）及
び記憶デバイス７７０（１）～（Ｎ）は、一般に、データ及び／又は他のコンピュータ可
読命令を記憶することができる、任意のタイプ若しくは形態の記憶デバイス又は媒体を表
す。ある特定の実施形態において、記憶デバイス７６０（１）～（Ｎ）及び記憶デバイス
７７０（１）～（Ｎ）は、ネットワークファイルシステム（ＮＦＳ）、サーバメッセージ
ブロック（ＳＭＢ）、又は共通インターネットファイルシステム（ＣＩＦＳ）などの様々
なプロトコルを使用して、サーバ７４０及び７４５と通信するように構成されたネットワ
ーク接続記憶（ＮＡＳ）デバイスを表すことができる。
【００６４】
　サーバ７４０及び７４５はまた、ストレージエリアネットワーク（ＳＡＮ）ファブリッ
ク７８０に接続することもできる。ＳＡＮファブリック７８０は、一般に、複数の記憶デ
バイス間の通信を容易にすることができる、任意のタイプ若しくは形態のコンピュータネ
ットワーク又はアーキテクチャを表す。ＳＡＮファブリック７８０は、サーバ７４０及び
７４５と、複数の記憶デバイス７９０（１）～（Ｎ）及び／又はインテリジェント記憶ア
レイ７９５との間の通信を容易にすることができる。ＳＡＮファブリック７８０はまた、
記憶デバイス７９０（１）～（Ｎ）及びインテリジェント記憶アレイ７９５が、クライア
ントシステム７１０、７２０、及び７３０にローカルで取り付けられたデバイスとして現
れるような方式で、ネットワーク７５０並びにサーバ７４０及び７４５を介して、クライ
アントシステム７１０、７２０、及び７３０と、デバイス７９０（１）～（Ｎ）及び／又
はアレイ７９５との間の通信を容易にすることもできる。記憶デバイス７６０（１）～（
Ｎ）及び記憶デバイス７７０（１）～（Ｎ）と同様に、記憶デバイス７９０（１）～（Ｎ
）及びインテリジェント記憶アレイ７９５は、一般に、データ及び／又は他のコンピュー
タ可読命令を記憶することができる任意のタイプ又は形態の記憶デバイス又は媒体を表す
。
【００６５】
　ある特定の実施形態において、図６の例示的なコンピューティングシステム６１０を参
照して、図６の通信インターフェース６２２などの通信インターフェースは、それぞれの
クライアントシステム７１０、７２０、及び７３０とネットワーク７５０との間を接続す
るように使用されてもよい。クライアントシステム７１０、７２０、及び７３０は、例え
ば、ウェブブラウザ又は他のクライアントソフトウェアを使用して、サーバ７４０又は７
４５上の情報にアクセスすることが可能であり得る。そのようなソフトウェアは、クライ
アントシステム７１０、７２０、及び７３０が、サーバ７４０、サーバ７４５、記憶デバ
イス７６０（１）～（Ｎ）、記憶デバイス７７０（１）～（Ｎ）、記憶デバイス７９０（
１）～（Ｎ）、又はインテリジェント記憶アレイ７９５によってホストされるデータにア
クセスすることを可能にすることができる。図７は、データを送受信するための（インタ
ーネットなどの）ネットワークの使用を示しているが、本明細書に記載及び／又は例証さ
れる実施形態は、インターネット、又は任意の特定のネットワークベースの環境に限定さ
れない。
【００６６】
　少なくとも１つの実施形態において、本明細書に開示される例示的な実施形態のうち１
つ以上の全て又は一部は、コンピュータプログラムとしてコード化され、サーバ７４０、
サーバ７４５、記憶デバイス７６０（１）～（Ｎ）、記憶デバイス７７０（１）～（Ｎ）
、記憶デバイス７９０（１）～（Ｎ）、インテリジェント記憶アレイ７９５、又はこれら
の任意の組み合わせ上にロードされ、これらによって実行されてもよい。本明細書に開示
される例示的な実施形態のうち１つ以上の全て又は一部はまた、コンピュータプログラム
としてコード化され、サーバ７４０に記憶され、サーバ７４５によって作動し、ネットワ
ーク７５０上でクライアントシステム７１０、７２０、及び７３０に配信されてもよい。
【００６７】
　上で詳述したように、コンピューティングシステム６１０及び／又はネットワークアー
キテクチャ７００の１つ以上の構成要素は、単独で、又は他の要素と組み合わせて、多要
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素認証を実施するための例示的な方法の１つ以上のステップを実施し得る、及び／又は実
施するための手段であり得る。
【００６８】
　前述の開示は、特定のブロック図、フローチャート、及び実施例を使用して様々な実施
形態を記載しているが、本明細書で説明及び／又は例証される各ブロック図の構成要素、
フローチャートの工程、動作、及び／又は構成要素は、個別にかつ／又は集合的に、広範
なハードウェア、ソフトウェア、又はファームウェア（若しくはそれらの任意の組み合わ
せの）構成を使用して実装することができる。それに加えて、他の多くのアーキテクチャ
が同じ機能性を達成するように実装可能であるので、他の構成要素内に含有される構成要
素のあらゆる開示は、本質的に例示と見なされるべきである。
【００６９】
　いくつかの実施例において、図１の例示的なシステム１００の全て又は一部は、クラウ
ドコンピューティング環境又はネットワークベースの環境の一部を表すことができる。ク
ラウドコンピューティング環境は、インターネットを介して、様々なサービス及びアプリ
ケーションを提供することができる。これらのクラウドベースのサービス（例えば、サー
ビスとしてのソフトウェア、サービスとしてのプラットフォーム、サービスとしての基盤
など）は、ウェブブラウザ又は他のリモートインターフェースを通じてアクセス可能であ
り得る。本明細書に記載される様々な機能は、リモートデスクトップの環境又は任意の他
のクラウドベースのコンピューティング環境を介して提供されてもよい。
【００７０】
　様々な実施形態において、図１の例示的なシステム１００の全て又は一部は、クラウド
ベースのコンピューティング環境内でのマルチテナンシーを容易にすることができる。換
言すれば、本明細書に記載されるソフトウェアモジュールは、本明細書に記載される機能
の１つ以上に対するマルチテナンシーを容易にするように、コンピューティングシステム
（例えば、サーバ）を構成してもよい。例えば、本明細書で説明されるソフトウェアモジ
ュールのうちの１つ以上は、２つ以上のクライアント（例えば、顧客）が、サーバ上で作
動しているアプリケーションを共有することを可能にするようにサーバをプログラムする
ことができる。このようにプログラムされたサーバは、複数の顧客（すなわち、テナント
）の間で、アプリケーション、オペレーティングシステム、処理システム、及び／又は記
憶システムを共有することができる。本明細書に記載されるモジュールのうち１つ以上は
また、ある顧客が別の顧客のデータ及び／又は設定情報にアクセスすることができないよ
うに顧客ごとに、マルチテナントアプリケーションのデータ及び／又は設定情報を分割し
てもよい。
【００７１】
　様々な実施形態によると、図１の例示的なシステム１００の全て又は一部は、仮想環境
内で実装することができる。例えば、本明細書に記載されるモジュール及び／又はデータ
は、仮想機械内に常駐及び／又はそこで実行してもよい。本明細書で使用するとき、「仮
想機械」という用語は、一般に、仮想機械マネージャ（例えば、ハイパーバイザ）によっ
てコンピューティングハードウェアから抽出される、任意のオペレーティングシステム環
境を指す。加えて、又は代替的に、本明細書に記載されるモジュール及び／又はデータは
、仮想化層内で常駐及び／又は実行してもよい。本明細書で使用するとき、「仮想化層」
という用語は、一般に、オペレーティングシステム環境にオーバーレイする、並びに／あ
るいはそこから抽出される、任意のデータ層及び／又はアプリケーション層を指す。仮想
化層は、基礎となる基本オペレーティングシステムの一部であるかのように仮想化層を提
示する、ソフトウェア仮想化ソリューション（例えば、ファイルシステムフィルタ）によ
って管理されてもよい。例えば、ソフトウェア仮想化ソリューションは、最初に基本ファ
イルシステム及び／又はレジストリ内の場所に方向付けられる呼出しを、仮想化層内の場
所にリダイレクトしてもよい。
【００７２】
　いくつかの実施例において、図１の例示的なシステム１００の全て又は一部は、モバイ



(21) JP 2017-534951 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

ルコンピューティング環境の一部を表すことができる。モバイルコンピューティング環境
は、携帯電話、タブレットコンピュータ、電子ブックリーダー、携帯情報端末、ウェアラ
ブルコンピューティングデバイス（例えば、ヘッドマウントディスプレイを備えたコンピ
ューティングデバイス、スマートウォッチなど）などを含む、広範なモバイルコンピュー
ティングデバイスによって実装されてもよい。いくつかの実施例において、モバイルコン
ピューティング環境は、例えば、バッテリ電力への依存、任意の所与の時間での１つのみ
のフォアグラウンドアプリケーションの提示、リモート管理特性、タッチスクリーン特性
、位置及び移動データ（例えば、グローバルポジショニングシステム、ジャイロスコープ
、加速度計などによって提供される）、システムレベルの構成への修正を制限する、及び
／又は第３者のソフトウェアが他のアプリケーションの挙動を検査する能力を限定する、
アプリケーションのインストールを制限するように（例えば、認可されたアプリケーショ
ンストアからのみ生じるように）制御するなど、制限されたプラットフォームを含む、１
つ以上の個別の特性を有することができる。本明細書で説明される様々な機能は、モバイ
ルコンピューティング環境に対して提供され得る、及び／又はモバイルコンピューティン
グ環境と相互作用し得る。
【００７３】
　加えて、図１の例示的なシステム１００の全て又は一部は、情報管理のための１つ以上
のシステムの部分を表してもよく、それと相互作用してもよく、それによって生成される
データを消費してもよく、かつ／又はそれによって消費されるデータを生成してもよい。
本明細書で使用するとき、「情報管理」という用語は、データの保護、組織化、及び／又
は記憶を指し得る。情報管理のためのシステムの例としては、限定することなく、記憶シ
ステム、バックアップシステム、アーカイブシステム、複製システム、高可用性システム
、データ検索システム、仮想化システムなどが挙げられ得る。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、図１の例示的なシステム１００の全て又は一部は、情報セキ
ュリティのための１つ以上のシステムの部分を表してもよく、それによって保護されるデ
ータを生成してもよく、かつ／又はそれと通信してもよい。本明細書で使用するとき、「
情報セキュリティ」という用語は、保護されたデータへのアクセスの制御を指し得る。情
報セキュリティのためのシステムの例としては、限定することなく、管理されたセキュリ
ティサービスを提供するシステム、データ損失防止システム、本人認証システム、アクセ
ス制御システム、暗号化システム、ポリシー遵守システム、侵入検出及び防止システム、
電子証拠開示システムなどが挙げられ得る。
【００７５】
　いくつかの実施例によると、図１の例示的なシステム１００の全て又は一部は、エンド
ポイントセキュリティのための１つ以上のシステムの部分を表してもよく、それと通信し
てもよく、かつ／又はそれから保護を受けてもよい。本明細書で使用される際、「エンド
ポイントセキュリティ」という用語は、不正及び／若しくは違法な使用、アクセス、並び
に／又は制御からのエンドポイントシステムの保護を指し得る。エンドポイント保護のた
めのシステムの例としては、限定することなく、アンチマルウェアシステム、ユーザ認証
システム、暗号化システム、プライバシーシステム、スパムフィルタリングサービスなど
が挙げられ得る。
【００７６】
　本明細書に記載及び／又は例証されるプロセスパラメータ及び工程の順序は、単なる例
として与えられるものであり、所望に応じて変更することができる。例えば、本明細書に
例証及び／又は記載される工程は特定の順序で示され又は考察され得るが、これらの工程
は、必ずしも例証又は考察される順序で実施される必要はない。本明細書に記載及び／又
は例証される様々な例示的な方法はまた、本明細書に記載若しくは例証される工程の１つ
以上を省略するか、又は開示されるものに加えて追加の工程を含んでもよい。
【００７７】
　様々な実施形態を、完全に機能的なコンピューティングシステムの文脈において、本明
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配布を実行するために使用されるコンピュータ可読媒体の特定のタイプにかかわらず、様
々な形態のプログラム製品として配布されてもよい。本明細書で開示される実施形態はま
た、ある特定のタスクを実施するソフトウェアモジュールを使用して実装されてもよい。
これらのソフトウェアモジュールは、コンピュータ可読記憶媒体に、又はコンピューティ
ングシステムに記憶することができる、スクリプト、バッチ、又は他の実行可能ファイル
を含んでもよい。いくつかの実施形態において、これらのソフトウェアモジュールは、本
明細書で開示される例示的な実施形態のうちの１つ以上を行うようにコンピューティング
システムを構成することができる。
【００７８】
　更に、本明細書で説明されるモジュールのうちの１つ以上は、データ、物理デバイス、
及び／又は物理デバイスの表現を１つの形態から別の形態へと変換することができる。例
えば、本明細書に列挙されるモジュールのうち１つ以上は、ユーザのアイデンティティ及
びユーザの所有に関する情報を受け取り、その情報を、所有ファクタの指定を更新するの
を許可するか否かを判断するのに使用される決定に変換してもよい。加えて、又は代替的
に、本明細書に列挙されるモジュールのうちの１つ以上は、コンピューティングデバイス
上で実行し、コンピューティングデバイスにデータを記憶し、及び／又は別様にコンピュ
ーティングデバイスと相互作用することによって、プロセッサ、揮発性メモリ、不揮発性
メモリ、及び／又は物理コンピューティングデバイスの任意の他の一部を、１つの形態か
ら別の形態へと変換することができる。
【００７９】
　前述の記述は、他の当業者が本明細書に開示される例示的な実施形態の様々な態様を最
良に利用することができるように提供されてきた。この例示的な記述は、網羅的であるこ
とを意図するものではなく、又は開示される任意の正確な形態に限定することを意図する
ものではない。本開示の趣旨及び範囲から逸脱することなく、多くの変更例及び変形例が
可能である。本明細書で開示される実施形態は、あらゆる点で例示的であり、限定的では
ないものと見なされるべきである。本開示の範囲を決定する際に、添付の特許請求の範囲
及びそれらの等価物を参照するべきである。
【００８０】
　別途記載のない限り、用語「に接続される」及び「に連結される」（並びにこれらの派
生語）は、本明細書及び特許請求の範囲で使用される際、直接的接続と間接的接続（すな
わち、他の要素又は構成要素を介した）との両方を許容するものとして解釈することがで
きる。更に、用語「１つの（a）」又は「１つの（an）」は、本明細書及び特許請求の範
囲で使用される際、「のうち少なくとも１つ」を意味するものとして解釈することができ
る。最後に、簡潔にするため、用語「含む」及び「有する」（並びにそれらの派生語）は
、本明細書及び特許請求の範囲で使用される際、単語「備える」と互換性があり、同じ意
味を有する。
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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月9日(2017.3.9)
【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】
　所有ファクタの証明書を更新するためのコンピュータ実装方法であって、前記方法の少
なくとも一部が、少なくとも１つのプロセッサを備えるコンピューティングデバイスによ
って実施され、前記方法が、
　以前に指定したオブジェクトの代わりにサービスによって所有ファクタの証明書として
使用される新しいオブジェクトを指定するために、前記サービスのユーザからの要求を検
出することと、
　前記ユーザが前記新しいオブジェクトを指定するのを許可する前に、
　　前記ユーザの申し立てたアイデンティティが前記ユーザの実際のアイデンティティで
あることを検証するために、前記ユーザのアイデンティティを確認することと、
　　前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジェクトを
所有していたことを、
　　　前記所有ファクタの証明書として以前に指定された電話の電話番号に対する記録内
の参照を識別することと、
　　　前記所有ファクタの証明書としてトークンが送られた物理的位置及び／又はオブジ
ェクトに対する前記記録内の参照を識別することと、
　　のうちの１つを実施することによって、検証することと、
　によって前記ユーザを認証することと、
　前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジェクトを所
有していたことを検証することに応答して、前記新しいオブジェクトを前記所有ファクタ
の証明書として指定することと、
　を含む、コンピュータ実装方法。
【請求項２】
　前記新しいオブジェクトを指定するために前記ユーザからの前記要求を検出することが
、前記ユーザが前記以前に指定したオブジェクトへのアクセスを有さないことを検出する
ことを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項３】
　前記以前に指定したオブジェクト及び／又は前記新しいオブジェクトが、
　電話、
　前記サービスから受け取った物理的トークン、及び
　前記サービスから受け取ったソフトトークン、
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１又は２に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項４】
　前記ユーザの前記アイデンティティを確認することが、
　前記ユーザの前記アイデンティティに関する質問を前記ユーザに提出することと、
　前記質問に応答して前記ユーザによって提供された回答が前記実際のアイデンティティ
に対応するかを判断することと、
　を含む、請求項１～３のいずれか一項に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項５】
　前記以前に指定したオブジェクトが、前記オブジェクトが前記所有ファクタの証明書と
して指定された時点で前記ユーザが既に所有していたオブジェクトを含む、請求項１に記
載のコンピュータ実装方法。
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【請求項６】
　前記記録が、
　信用報告書、及び
　所得申告書、
　のうち少なくとも１つを含む、請求項５に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項７】
　前記記録が、
　融資申込書、及び
　電話帳、
　のうち少なくとも１つを含む、請求項５に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項８】
　前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジェクトを所
有していたことを検証することが、
　前記ユーザと関連付けられた第三者を識別することと、
　前記ユーザが前記以前に指定したオブジェクトを所有していたか否かに関する情報につ
いて、前記第三者に問い合わせることと、
　を含む、請求項５に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項９】
　前記以前に指定したオブジェクトが、前記サービスによって前記ユーザに発行された前
記トークンを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１０】
　前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジェクトを所
有していたことを検証することが、
　前記トークンが送られた前記物理的位置及び／又はオブジェクトを識別することと、
　前記ユーザが、前記トークンが送られた前記物理的位置及び／又はオブジェクトを所有
していたと判断することと、
　を含む、請求項９に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１１】
　前記記録が、
　信用報告書、
　所得申告書、
　融資申込書、及び
　電話帳、
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１０に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１２】
　前記ユーザが、前記トークンが送られた前記物理的位置及び／又はオブジェクトを所有
していたと判断することが、
　前記ユーザと関連付けられた第三者を識別することと、
　前記ユーザが、前記トークンが送られた前記物理的位置及び／又はオブジェクトを所有
していたか否かに関する情報について、前記第三者に問い合わせることと、
　を含む、請求項９に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１３】
　前記サービスによって提供されるユーザアカウントに前記ユーザがログインしようとす
る試みを識別することと、
　前記ユーザが前記新しいオブジェクトを所有していると判断することと、
　前記ユーザが前記新しいオブジェクトを所有しているとの判断に少なくとも部分的に基
づいて、前記サービスによって提供される前記ユーザアカウントに前記ユーザがログイン
するのを許可することと、
　を更に含む、請求項１～１２のいずれか一項に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１４】
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　所有ファクタの証明書を更新するためのシステムであって、前記システムが、
　以前に指定したオブジェクトの代わりにサービスによって所有ファクタの証明書として
使用される新しいオブジェクトを指定するために、前記サービスのユーザからの要求を検
出する、メモリに記憶された、検出モジュールと、
　前記ユーザが前記新しいオブジェクトを指定するのを許可する前に、
　　前記ユーザの申し立てたアイデンティティが前記ユーザの実際のアイデンティティで
あることを検証するために、前記ユーザのアイデンティティを確認することと、
　　前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジェクトを
所有していたことを、
　　　前記所有ファクタの証明書として以前に指定された電話の電話番号に対する記録内
の参照を識別することと、
　　　前記所有ファクタの証明書としてトークンが送られた物理的位置及び／又はオブジ
ェクトに対する前記記録内の参照を識別することと、
　　のうちの１つを実施することによって、検証することと、
　によって前記ユーザを認証する、メモリに記憶された、検証モジュールと、
　前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジェクトを所
有していたことを前記検証モジュールが検証したのに応答して、前記新しいオブジェクト
を前記所有ファクタの証明書として指定する、メモリに記憶された、指定モジュールと、
　前記検出モジュール、前記検証モジュール、及び前記指定モジュールを実行するように
構成された、少なくとも１つの物理的プロセッサと、
　を備える、システム。
【請求項１５】
　１つ以上のコンピュータ可読命令を含む、非一時的コンピュータ可読媒体であって、コ
ンピューティングデバイスの少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、前記コ
ンピューティングデバイスに、
　以前に指定したオブジェクトの代わりにサービスによって所有ファクタの証明書として
使用される新しいオブジェクトを指定するために、前記サービスのユーザからの要求を検
出させ、
　前記ユーザが前記新しいオブジェクトを指定するのを許可する前に、
　　前記ユーザの申し立てたアイデンティティが前記ユーザの実際のアイデンティティで
あることを検証するために、前記ユーザのアイデンティティを確認することと、
　　前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジェクトを
所有していたことを、
　　　前記所有ファクタの証明書として以前に指定された電話の電話番号に対する記録内
の参照を識別することと、
　　　前記所有ファクタの証明書としてトークンが送られた物理的位置及び／又はオブジ
ェクトに対する前記記録内の参照を識別することと、
　　のうちの１つを実施することによって、検証することと、
　によって前記ユーザを認証させ、
　前記ユーザの前記確認されたアイデンティティが前記以前に指定したオブジェクトを所
有していたことを検証することに応答して、前記新しいオブジェクトを前記所有ファクタ
の証明書として指定させる、
　非一時的コンピュータ可読媒体。
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