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(57)【要約】
個人用多機能アクセス装置によってユーザを独自に認証
した後のデータ交換を認証および制御する個別の形式を
備える個人用多機能アクセス装置であって、そのアクセ
スは、対応する媒体とのペアリングおよびその後の認証
によりユーザのための安全な交換環境を作り出す性質を
さらに有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ交換を認証および制御する個別の形式を備える個人用多機能アクセス装置であっ
て、
　ユーザの認証プロセスで使用する前記ユーザの指紋の少なくとも１つを受け取るように
構成されるバイオメトリック指紋モジュールと、
　少なくとも１つの別媒体とデータ通信するように構成される近距離無線通信モジュール
と、
　前記アクセス装置上で動作のパフォーマンス状態を示すように構成される複数の発光ダ
イオードと、
　マイクロセキュアカードから複数のデータを送受信するように構成されるマイクロセキ
ュアデジタルカードスロットと、
　それぞれがユーザのプロファイルデータを安全に記憶するように構成される少なくとも
１つの固定型記憶モジュールとを含み、
　前記個人用多機能アクセス装置は、前記アクセス装置によるユーザの個別の認証プロセ
スの後に、安全な交換環境を作り出すことにより、別媒体との少なくとも１つのデータ交
換を制御する、多機能アクセス装置。
【請求項２】
　前記個人用多機能アクセス装置は、別媒体とのデータ交換のために無線通信を利用して
、汎用アクセス制御装置の機能を示すように構成される、請求項１に記載の多機能アクセ
ス装置。
【請求項３】
　前記個人用多機能アクセス装置は、対応するモバイル機器と無線通信を介してデータ通
信するように構成される、請求項１に記載の多機能アクセス装置。
【請求項４】
　前記個人用多機能アクセス装置は、前記対応するモバイル機器の前記データ交換機能に
対して計算制御を付加するように構成される、請求項３に記載の多機能アクセス装置。
【請求項５】
　前記個人用多機能アクセス装置は、ユーザ認証手続き中に、前記対応するモバイル機器
に対して計算制御を付加するように構成される、請求項３に記載の多機能アクセス装置。
【請求項６】
　前記個人用多機能アクセス装置および複数の対応する媒体を制御するように構成される
組込みオペレーティングシステムをさらに含む、請求項１に記載の多機能アクセス装置。
【請求項７】
　ユーザが磁気ストリップカード上に記憶された複数の情報を入力できるように構成され
る磁気ストライプ読取機をさらに含む、請求項１に記載の多機能アクセス装置。
【請求項８】
　前記複数の情報が、ユーザのクレジットカード情報に関係する、請求項７に記載の多機
能アクセス装置。
【請求項９】
　対応するモバイル機器上に位置するマイクロフォンおよびスピーカから多量の音声を伝
搬するように構成される複数の音声トンネルをさらに含む、請求項１に記載の多機能アク
セス装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の多機能装置を利用して、安全なデータ交換環境を得るために個別シス
テムを作り出すための方法であって、前記システムの制御責任は複数のプロングに分けら
れ、
　ユーザが前記アクセス装置との接触を開始するステップと、
　前記アクセス装置が前記ユーザの認証要求を促すステップと、
　前記アクセス装置が受け取るための複数の認証データを入力するステップと、
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　前記認証データを前記アクセス装置上に記憶するステップと、
　前記アクセス装置が受け取るために、対応する媒体から複数の認証データを取得するス
テップと、
　前記アクセス装置が、前記ユーザおよび前記対応する媒体に関する前記認証データから
データパッケージを生成するステップと、
　前記生成したデータパッケージに基づき、前記アクセス装置が公開鍵および秘密鍵を作
成するステップとを含む、方法。
【請求項１１】
　ユーザが提供する前記複数の認証データが、少なくとも１つの指紋、発光ダイオードの
固有の組合せ、ユーザによる前記アクセス装置に対する固有のハンドジェスチャ、または
それらの任意の組合せからなる群から選択される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記アクセス装置を、ユニバーサルシリアルバス接続により対応するデスクトップコン
ピュータに接続するステップと、
　前記アクセス装置とのデータ通信を可能にするために、前記コンピュータがユニバーサ
ルシリアルバス接続を開始するステップと、
　前記アクセス装置に前記デスクトップコンピュータのシリアル番号を伝送するステップ
と、
　前記コンピュータの前記シリアル番号、ならびに前記対応する媒体およびアクセス装置
からの前記認証データから公開鍵および秘密鍵を作成するステップと、
　前記公開鍵を前記対応する媒体に配布するステップと、
　前記秘密鍵を前記デスクトップコンピュータに配布するステップとをさらに含む、請求
項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記対応する媒体の前記認証データが、シリアル番号、国際移動体装置識別番号、およ
び加入者識別モジュールからなる群から選択される少なくとも１つのデータ値を含む、請
求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　多機能アクセス装置１によりユーザを安全に個別認証するための方法であって、
　ユーザが前記アクセス装置との接触を開始するステップと、
　前記アクセス装置が前記ユーザの認証要求を促すステップと、
　前記アクセス装置が受け取るための複数の認証データを前記ユーザが入力するステップ
と、
　前記認証データを前記アクセス装置上に記憶するステップと、
　前記ユーザが提供した前記認証データを検証するステップと、
　前記ユーザの認証データを検証した後、前記ユーザが前記アクセス装置と対話すること
を可能にするステップとを含む、方法。
【請求項１５】
　前記多機能アクセス装置が、許可を与えられた使用中に一連の事象を開始するように構
成され、
　前記ステップが
　前記アクセス装置の無許可の使用を示す所定の認証データを検証するステップと、
　データ復旧を防ぐために、前記アクセス装置上に記憶される前記データのすべてをスク
ランブルするステップと、
　前記アクセス装置上で、許可されたユーザが複数の偽のデータ交換に着手することを可
能にするステップとをさらに含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　モバイルコマース、ポイントカード、電子発券、駐車場管理、スマートポスター、検証
端末、モバイル券売機、および電子識別カードからなる群から選択される少なくとも１つ
の応用例で利用されるように構成される、請求項１に記載の個人用多機能アクセス装置。
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【請求項１７】
　前記モバイルコマースの応用例は、非接触インターフェイス、サードパーティーペイメ
ントゲートウェイプロバイダ、ＥＭＶに準拠する非接触カードによる支払、ＥＭＶに準拠
するクレジット／デビットペイメントカード、および非接触バンクカードからなる群から
選択される支払を可能にするよう構成される、請求項１６に記載の個人用多機能アクセス
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に安全な環境を作り出すための電子装置および対応する認証システムに
関し、より詳細には、データ交換を認証および制御する個別の形式を備える個人用多機能
アクセス装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　これだけに限定されないが、携帯電話、携帯情報端末（「ＰＤＡ」）、スマートフォン
、およびモバイルコンピュータが含まれる携帯型電子装置は、これらの装置の個人ユーザ
により絶えず変化する環境にさらされる。その結果、これらの装置上に記憶することがで
きる情報の種類は、装置上にあるセキュリティ対策の欠如が原因で通常意図的に限定され
る。セキュリティ対策の欠如は、これだけに限定されないが、慎重な扱いを要するデータ
を安全に記憶すること、モバイルコマース、および／または別装置と通信することが含ま
れる様々なトランザクションについてユーザがそのような装置を信頼できることを妨げる
。
【０００３】
　これらの装置がユーザのインターネットベースの識別情報とますます関連するにつれ、
個人情報、極めて重要な情報、およびことによると機密情報を記憶する必要性が高まり、
その結果、モバイル機器のセキュリティは基礎的な手段をとる。
【０００４】
　通常、モバイル機器は、ある装置およびその装置内に含まれる任意の付随ファイルにア
クセスするように使用するためにユーザによって設定される、個人識別番号（「ＰＩＮ」
）またはパスワードを用いる。さらに、モバイル機器はキーワードおよび／または写真特
定の組合せを利用することができ、その場合、ユーザはキーワードをタイプし、いくつか
の選択肢の中から事前設定写真を特定する。別の例は、組込みセキュリティ機能を備える
モバイル機器に見ることができ、その場合、同装置の中にはバイオメトリックスキャナま
たは網膜スキャナが含まれる。
【０００５】
　上記に記載した第１の手法は、保護水準がＰＩＮ／パスワードおよび／または写真の秘
密性を維持するユーザに完全に依拠するので、範囲およびセキュリティの点で制限さられ
ている。したがって、不所望のパーティーがそのＰＩＮ／パスワードと写真の組合せを知
ると、装置内に含まれる個人情報を含め、装置のセキュリティ全体が危険にさらされる可
能性がある。
【０００６】
　ユーザは自身のピンおよびパスワードを他のアカウント用に再利用する傾向があるので
、侵入に対するこの単層バリアは、ことによるとさらなる不当アクセスを可能にする場合
がある。最後に、埋め込まれたバイオメトリックスキャナおよび／または網膜スキャナを
有する装置は、そのオンボードメモリとともに、改竄の物理的手段によって危険にさらさ
れる可能性がある。この弱点は消費者のモバイル機器を大量に製造する性質に起因する可
能性があり、そのように大量に製造する場合、改竄の恐れのない製造は単純に実現不可能
である。最終的に、モバイル機器のセキュリティに固有の問題は、安全な環境を維持する
責任の全部ではないが大半を単一のモバイル機器およびそのユーザに負わせていることで
ある。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本明細書に示す本発明は、単独であろうとその任意の組合せであろうと従来技術の機構
のいずれにおいても明瞭に予期されておらず、明らかにされておらず、または存在すらし
ない。
【０００８】
　本装置は、ユーザのデータ交換を認証および制御するための個別を備える個人用多機能
アクセス装置を提供する。
　本装置の一実施形態では、この個人用多機能アクセス装置は、汎用アクセス制御装置の
機能を備えるように構成され、無線認証（「ＲＦＩＤ」）および／または近距離無線通信
（「ＮＦＣ」）、ならびにインターネット通信および／またはイントラネット通信の両方
などの無線通信技術を利用することができる。本装置の一実施形態では、上記した通信形
態を独立に、またはその任意の組合せで利用することができる。
【０００９】
　本装置のさらに別の実施形態では、この個人用多機能アクセス装置は、これだけに限定
されないが、スマートフォンなどの携帯電話を含む対応するモバイル機器または別媒体と
無線で通信することができる。この実施形態では、装置間の通信は事実上ダイアジック（
ｄｙａｄｉｃ）とすることができ、マスタおよびスレーブの典型的な役割が一時的にまた
は通信の全持続時間にわたって変えられる。この挙動の一例は、通常、マスタ装置、より
厳密に言えばユーザが通常直接対話する装置（携帯電話など）がデータに対する計算制御
を無効にし、通常はマスタ装置に関連する計算タスクを付加装置、本発明の個人用多機能
装置が実行できるようにする状況で生じる。
【００１０】
　本装置によってもたらされる逆のマスタ／スレーブ関係のさらなる例および実施形態は
、個人用多機能装置内に位置するオンボード指紋読取機により個人ユーザの同一性を認証
することができる認証手続き中に生じる。この実施形態では、本発明は、個人ユーザを認
証するための計算手続きを実行するように構成され、そのユーザが個人用多機能装置に知
られていると認証され検証されると、本発明は、携帯電話などの接続装置がそのユーザに
よる対話を有効にすること、およびそのような対話を始めることを可能にする。
【００１１】
　さらに別の実施形態では、本装置は、無線通信または有線通信により本発明が対にされ
る対応する装置を制御するように構成される。
　さらに別の実施形態では、本装置が組込みオペレーティングシステムを含むことができ
、そのオペレーティングシステムは、本発明および対にされたすべての装置を制御するよ
うに構成される。
【００１２】
　さらに別の実施形態では、本装置は、内部に構築されまたは外部から取り付けられる磁
気ストライプ読取機を含むことができ、その磁気ストライプ読取機は、本発明のユーザが
、該当するクレジットカードの磁気ストリップ上に記憶される複数のクレジットカード情
報を入力することを可能にするように構成される。
【００１３】
　さらに別の実施形態では、本装置は無線装置として機能するように構成され、その無線
装置は好ましくはキーホルダに取り付けてその装置をポケットに入れられるようにするた
めの、指紋読取機、組込みオペレーティングシステム、プロセッサ、およびＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ通信モジュールを含むことができる。
【００１４】
　本装置の第１の目的は、安全な転送／トランザクション環境を得るために個別システム
を作り出すことであり、好ましくはシステムの責任を２つのプロングまたはモジュールに
分ける。この実施形態では、システムの各プロングは、もう一方のプロングと相互依存し
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たままであるように、限られた量の責任が与えられるように構成される。とりわけ第１の
プロングは個人用多機能アクセス装置であり、この個人用多機能アクセス装置は、好まし
くは前述のバイオメトリックスキャナおよび／または網膜スキャナを含むように構成され
る。本装置は、本装置と別媒体との間の非接触通信を可能にして複数のデータ交換を可能
にするための、セキュアオンボードメモリおよびＮＦＣ無線送信機も含む。第２のプロン
グは、個人用多機能アクセス装置のユーザであり、そのユーザは、安全な環境のシステム
を作り出し、維持するように構成される。
【００１５】
　一実施形態では、この個別システムは第３のプロングを取り入れることができ、デスク
トップコンピュータのソフトウェアアプリケーションが、好ましくは個人用多機能装置へ
の接続手段により多機能装置とデータ通信するように構成される。そのコンピュータは、
多機能装置とともに位置するバイオメトリックスキャナおよび／または網膜スキャナによ
りユーザの同一性を検証することに加え、好ましくは多機能装置を相手にデータを取得し
、伝送し、処理するように構成される。
【００１６】
　本装置のさらに別の実施形態では、この個人用多機能アクセス装置を利用して様々なハ
ードウェアコンポーネントを一緒に対にすることにより、前述の安全な環境を作り出すこ
とができる。多機能アクセス装置が安全な環境を作り出すことを達成し得る手段は、多機
能アクセス装置それ自体があることおよびそのアクセス装置と対にされるハードウェア要
素の種類（すなわち携帯電話、コンピュータ等）を確認すること、各ハードウェア装置の
一意識別子（すなわちシリアル番号／加入者識別モジュール「ＳＩＭ」データ／国際移動
体装置識別「ＩＭＥＩ」番号等）を捕捉すること、およびこれらの識別子を、好ましくは
ユーザの指紋から得た複数の識別値と組み合わせ、それによりユーザを多機能装置および
対応するハードウェア要素に関連させることによるものであり得る。
【００１７】
　さらに別の実施形態では、この個人用多機能アクセス装置は、装置内に含まれる複数の
データを数学的暗号法によって計算することができ、その後、１組の公開鍵および秘密鍵
を作成するために、多機能装置自体のシリアル番号および／または一意識別子と組み合わ
せてユーザの指紋、モバイル機器のＳＩＭカード、シリアル番号、およびＩＭＥＩから取
られる複数のデータ値を使用することにより、そのデータを暗号化することができる。
【００１８】
　さらに別の実施形態では、本装置は、バイオメトリック指紋スキャンによりユーザの同
一性を検証することにより、個人用多機能アクセス装置のユーザが、対応するデスクトッ
プコンピュータのソフトウェアアプリケーションにアクセスすることを可能にする。さら
に、この多機能アクセス装置は、デスクトップコンピュータのアプリケーションから複数
のデータを送受信する性質を有し得る。一実施形態では、そのデータの送受信は、ユーザ
と個人用多機能アクセス装置との間で、安全な環境の様々なコンポーネントを最初にペア
リングする間に行うことができる。ユーザの指紋入力および様々な装置のシリアル／ＩＭ
ＥＩ／ＳＩＭ番号からのデータ値セットを得ると、個人用多機能装置をユニバーサルシリ
アルバス（「ＵＳＢ」）接続を介して対応するコンピュータに接続することができる。こ
の実施形態では、続行する許可をユーザが与えると、コンピュータは多機能アクセス装置
とデータ通信を開始することができる。次いで、多機能アクセス装置は、コンピュータの
シリアル番号をコンピュータアプリケーションから受け取ることができる。受け取ると、
多機能アクセス装置は前述のデータセットのすべてを組み合わせて、一対の数学的に暗号
化された公開鍵および秘密鍵を作成することができる。その後、個人用多機能アクセス装
置は、公開鍵および秘密鍵の一方または両方を、ＵＳＢ接続を介してコンピュータアプリ
ケーションに伝送することができる。
【００１９】
　本発明についての以下の詳細な説明をより良く理解できるように、および当技術分野へ
のその貢献をより良く認識できるように、データ交換を認証および制御する個別の形式を
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備える個人用多機能アクセス装置のより重要な特徴をこうしてかなり大まかに概説してき
た。以下に記載し、本明細書に添付する特許請求の範囲の内容を形成する本発明のさらな
る特徴がある。
【００２０】
　この点に関し、本発明の少なくとも１つの実施形態を詳しく説明する前に、本発明は、
以下の説明の中で記載しまたは図中に示す構成の詳細およびコンポーネントの配置に、そ
の応用について限定されないことを理解すべきである。本発明は、他の実施形態も可能で
あり、様々な方法で実践し実行することができる。また、本明細書で使用する表現および
用語は説明目的であり、限定的であると見なすべきではないことを理解すべきである。
【００２１】
　これらの内容を、本発明を特徴付ける様々な新規性の特徴とともに、本発明の他の目的
と併せて、本開示に添付し本開示の一部を形成する特許請求の範囲の中で詳しく示す。本
発明、本発明の動作上の利点、および本発明を使用することによって達成される特定の目
的をより良く理解するために、本発明の好ましい実施形態を示す添付図面および記述内容
を参照すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】データ交換を認証および制御する個別の形式を備える個人用多機能アクセス装置
の一実施形態のブロック図である。
【図２】多機能アクセス装置とその装置のユーザとの間の安全な環境を作り出すための最
初のペアリング過程の流れ図である。
【図３】多機能アクセス装置と対応するデスクトップコンピュータとの間の安全な環境を
作り出すための一実施形態の流れ図である。
【図４】ユーザを認証して複数のデータ交換を可能にするための本装置の一実施形態のプ
ロセス図である。
【図５】個人用多機能アクセス装置のユーザに対する、同装置の検証の一実施形態につい
ての流れ図である。
【図６】多機能アクセス装置および同装置のユーザとデータ通信するウェブポータルの一
実施形態の概略的な全体図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１は、本発明１０のブロック図を示し、本発明は、好ましくは個人用多機能アクセス
装置１０とデータ通信する別媒体とのデータ交換を認証および制御する個別の形式を備え
る、個人用多機能アクセス装置１０を開示する。好ましい実施形態では、アクセス装置１
０が、対応するモバイル機器または別媒体と対にされ、一実施形態では、アクセス装置１
０がその別媒体またはモバイル機器に接続するように構成され、一実施形態では、アクセ
ス装置１０が、好ましくはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）によりその別媒体またはモバ
イルとデータ通信する。一実施形態では、多機能アクセス装置１０が、アクセス装置１０
のユーザの識別情報を検証し捕捉するように構成される、バイオメトリック指紋モジュー
ル１２を含む。さらに、多機能アクセス装置１０はＮＦＣモジュール１４を含み、ＮＦＣ
モジュール１４は、複数の別媒体とデータ通信するように構成され、一実施形態ではＮＦ
Ｃモジュール１４は、多機能アクセス装置１０が安全なデータ交換を提供できるように構
成される。さらに、ＮＦＣモジュール１４は、サードパーティーの売場専用（「ＰＯＳ」
）端末に対し、多機能アクセス装置１４との間でデータを伝送し、例えば伝送されるデー
タは、ユーザが食品雑貨店で品物に支払った金額や、他の任意の同等の資金利用などの金
銭上の情報である。別の実施形態は、コンサートやスポーツイベントのためにユーザが購
入した仮想チケットなど、イベントへの入場許可を付与するためにサードパーティーによ
って無線でスキャンされる複数のユーザ識別情報を含む。さらに、多機能アクセス装置１
０のユーザは、ＮＦＣモジュール１４を利用して、これだけに限定されないが、ポイント
カードおよび／または会員カード情報（すなわち映画レンタルおよびホテル）、ならびに
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複数のデビットカード、クレジットカード、およびトランジットカード情報が含まれるユ
ーザの情報をサードパーティー媒体に伝送する。先に説明したように、および以下にさら
に詳しく説明するように、この情報は、個人による認証および使用時に多機能アクセス装
置１０によって暗号化／復号される。
【００２４】
　さらに、個人用多機能アクセス装置１０は複数の発光ダイオード１６（「ＬＥＤ」）を
含み、ＬＥＤ１６は、好ましくは対にされた別媒体またはモバイル機器とともに、多機能
アクセス装置１０によって生じる動作の状態を示すように構成される。一実施形態では、
ＬＥＤ１６は、例えばユーザの気分を示すように、さもなければハンドバッグの色に調和
するように、または対応するモバイル機器もしくは別媒体の筐体の色に調和するように、
多機能アクセス装置１０のユーザによって構成される。また、多機能アクセス装置１０は
、対のモバイル機器上に位置するマイクロフォンまたはスピーカからの多量の音声を好ま
しくは伝搬し、それによりモバイル機器からの任意の音声出力／入力の妨害を防ぐ性質を
有する、複数の音声トンネル（ｓｏｕｎｄ　ｔｕｎｎｅｌ）１８を含む。
【００２５】
　一実施形態では、多機能アクセス装置１０がマイクロセキュアデジタル（「Secure Dig
ital:ＳＤ」）カードスロット２０を含み、カードスロット２０は、アクセス装置１０の
ユーザが、マイクロＳＤカードとの間で複数のデータを転送することを可能にする。また
、多機能アクセス装置１０は、誘導磁石を有して、充電パッドによりモバイル機器の非接
触充電を可能にする。
【００２６】
　さらに別の実施形態では、個人用多機能アクセス装置１０は、複数の番号付けされたオ
ンボード固定型記憶モジュール２２を含み、各固定型記憶モジュール２２は、ユーザがそ
の性質上慎重な扱いを要すると見なす別媒体からの任意のサードパーティー情報／専有情
報とともに、ユーザのプロファイルデータを安全に記憶するように構成される。
【００２７】
　図２は、対応する別媒体またはモバイル機器とのユーザによるデータ交換の個別認証お
よび制御を可能にするための、個人用多機能アクセス装置１０と別媒体との間の安全な環
境を作り出すための流れ図を示す。一実施形態では、個人用多機能装置１０を利用して様
々なハードウェアコンポーネントを一緒に対にすることにより、前述の安全な環境を作り
出す。多機能アクセス装置１０がこの環境を作り出すことを達成する１つの手段は、アク
セス装置１０それ自体があることおよび装置１０と対にされる対応するハードウェア要素
の種類（すなわち携帯電話、コンピュータ等）を確認すること、それらのハードウェア装
置の固有の識別子（シリアル番号／ＳＩＭデータ／ＩＭＥＩ番号等）を捕捉すること、お
よびこれらの識別子をユーザの複数の認証データから得たデータ値と組み合わせて、ユー
ザをそれらのハードウェア要素に排他的に関連させることによるものである。ステップ２
４で、ユーザが多機能アクセス装置１０との接触を開始する。最初の接触時に、ステップ
２６で、ユーザは、好ましくはバイオメトリックモジュール１２によりユーザの指紋を得
ることによる、多機能アクセス装置１０に対する認証を促される。したがって認証要求の
後、ステップ２８で、ユーザは、好ましくは自身の指をバイオメトリックモジュール１２
上でスライドさせることにより、認証用の指紋または他の認証データ値を提供する。ステ
ップ３０で、認証と、別媒体および／またはモバイル機器とのペアリングとの両方で使用
するための複数のデータ値をユーザの指紋から得る。次にステップ３２で、ユーザの指紋
から得たデータ値を多機能アクセス装置１０上に記憶する。ステップ３４で、多機能アク
セス装置１０とデータ通信する別媒体、または対応するモバイル機器からの複数のデータ
値を取得し、この情報には、これだけに限定されないが、シリアル番号／ＳＩＭ／ＩＭＥ
Ｉ番号が含まれる。ステップ３６で、前にステップ３４で得たデータ値を多機能アクセス
装置１０に伝送するように処置する。対応するモバイル機器または別媒体からのデータ値
を多機能アクセス装置１０が受け取ると、ステップ３８で、多機能アクセス装置１０は、
上記に記載した情報を含むデータパッケージを生成するように動作する。ステップ４０で



(9) JP 2013-504126 A 2013.2.4

10

20

30

40

50

、多機能アクセス装置１０上に位置するセキュアアクセス・モジュールプロセッサ２５は
、提供されるデータパッケージに基づいて公開鍵および秘密鍵の両方を生成するように動
作する。オプションで、安全な環境の追加プロングにデスクトップコンピュータを利用す
る一実施形態では、ステップ４１で、アクセス装置１０をコンピュータに接続し、ステッ
プ４３で、コンピュータは、アクセス装置１０にコンピュータのシリアル番号を転送する
ように動作する。
【００２８】
　一実施形態では、多機能装置１０は、装置１０内に含まれるデータを数学的暗号法によ
って計算することができ、１組の公開鍵および秘密鍵を作成するために多機能アクセス装
置１０自体のシリアル番号および／または固有の識別子と組み合わせて、ユーザの指紋、
モバイル機器のＳＩＭカード、モバイル機器のシリアル番号、モバイル機器のＩＭＥＩ番
号から取得されるデータ値を使用することにより、そのデータを暗号化する。
【００２９】
　図３は、多機能アクセス装置１０と対応するデスクトップコンピュータとの間の安全な
環境を作り出すための一実施形態のブロック図を示す。この実施形態では、個人用多機能
アクセス装置１０によるデータ交換の認証および制御を可能にするための安全な環境を作
り出す際の第３のプロングとして、デスクトップコンピュータを利用する。この実施形態
では、多機能アクセス装置１０は、バイオメトリック指紋スキャンによってユーザの同一
性を検証することにより、関連するデスクトップコンピュータのソフトウェアアプリケー
ションにユーザがアクセスできるようにする。さらに、多機能アクセス装置１０は、デス
クトップコンピュータとデータ通信するように構成されて、装置１０がデスクトップコン
ピュータのアプリケーションからデータを送受信できるようにする。ステップ４２で、多
機能アクセス装置１０を好ましくはＵＳＢ接続によってデスクトップコンピュータに接続
する。接続後、ステップ４４で、デスクトップコンピュータがＵＳＢドライバを始動し、
個人用多機能アクセス装置１０とデータ通信を開始する。
【００３０】
　ステップ４６で、デスクトップコンピュータが自らのシリアル番号を多機能アクセス装
置１０に伝送する。ステップ４８で、多機能アクセス装置１０は、コンピュータのシリア
ル番号と組み合わせて、前にステップ３０および３４で取得した複数の情報に基づいて公
開鍵および秘密鍵の両方を生成するように動作する。ステップ５０で、組み合わせられた
データセットによって公開鍵および秘密鍵が作成されて、最後にステップ５２で、その秘
密鍵をコンピュータに配布し、公開鍵を好ましくは対応するモバイル機器または別媒体に
配布する。
【００３１】
　装置間のデータの送受信の一例は、ユーザと多機能アクセス装置１０との間でペアリン
グが開始されるとき、様々なコンポーネントを最初にペアリングする間に生じる。ユーザ
の指紋入力および様々な装置のシリアル／ＩＭＥＩ／ＳＩＭ番号の両方からのデータ値セ
ットを取得した後、多機能アクセス装置１０をＵＳＢ接続によってユーザのコンピュータ
に接続する。コンピュータは、アクセス装置１０とＵＳＢ通信を開始して、ユーザはその
ＵＳＢ通信を続行する許可を付与する。次いで、多機能アクセス装置１０は、コンピュー
タのシリアル番号をコンピュータアプリケーションから受け取る。受け取ると、アクセス
装置１０はこれらすべての前述のデータセットを組み合わせて、一対の数学的に暗号化さ
れた公開鍵および秘密鍵を作成する。その後、アクセス装置１０は、これらの公開鍵およ
び秘密鍵の一方または両方を、前述のＵＳＢ接続を介してコンピュータアプリケーション
に送信する。
【００３２】
　最後に、前述のペアリングが完了した後、この実施形態では、多機能アクセス装置１０
をＵＳＢ接続によって取り付け、ユーザの指定された指をバイオメトリックモジュール１
２上でスライドさせることによる、ユーザの指紋認証をそれ以降に要求する機能を、デス
クトップコンピュータのアプリケーションが有する。さらに、個人用多機能アクセス装置
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１０は、バイオメトリック指紋スキャンによってユーザの同一性を最初に検証することに
より、取り付けられた対応するモバイル機器上の複数のアプリケーションをユーザが利用
できるようにする。
【００３３】
　さらに別の実施形態では、個人用多機能アクセス装置１０は、ユーザの対応するモバイ
ル、デスクトップコンピュータのアプリケーション、または別個のサードパーティー媒体
上で見つかる様々な種類のデータに対して段階的なアクセスレベルを使用可能にするよう
に構成される。その複数のデータは、１つまたは複数のバイオメトリック指紋スキャンお
よび／またはジェスチャベース入力の組合せによりアクセス可能とし、多機能アクセス装
置１０のユーザは、アプリケーションのデータ、サブシステムへのアクセスをロック解除
するために、および／またはユーザがデータを入力するための手段として、取り付けられ
たモバイル機器をユーザが事前設定したパターンで振る（shake）ことができる。さらに
、ユーザおよび個人用多機能アクセス装置１０の両方により、サードパーティーが多機能
アクセス装置１０へのアクセスを認められる場合、個人用多機能アクセス装置１０は、取
り付けられるモバイル機器上のサードパーティーアプリケーションによって生成され、ま
たは別媒体によって生成される複数のユーザデータを記憶するための手段を提供するよう
に構成される。
【００３４】
　さらに別の実施形態では、多機能アクセス装置１０は、ユーザが多機能アクセス装置１
０に電子的に、好ましくは磁気ストライプ読取機２３によって転送した現金通貨および／
または法定通貨の仮想表現として機能するように構成される。ユーザが、先に記載したユ
ーザの識別および認証の後、前述のＮＦＣモジュール１４により小売商と取引を行うため
に、多機能アクセス装置１０は、転送した金額および／またはそれに応じて引き落とされ
る残高を表示する。この実施形態の一例は、多機能アクセス装置１０のユーザが、多機能
装置１０に割り当てられるアカウントに多額の現金通貨および／または法定通貨を電子的
手段によって転送するときに生じる。この装置は残高を表示し、その残高は、財布のグラ
フィカルインターフェイス表現内に含まれる単一の仮想紙幣または数枚の仮想紙幣の形式
で適切な国固有の通貨が図表によって表示される、インターフェイス視覚化の形でもたら
される場合がある。しかし先に述べたように、多機能装置１０のユーザがその財布にアク
セスできるようになるためには、そのユーザは自身の指を前述のバイオメトリック指スキ
ャナ１２によってスキャンすることにより装置１０によって認証されなければならず、ユ
ーザの指が承認されると、アクセスを付与して取引を許可する。
【００３５】
　さらにこの実施形態では、多機能アクセス装置１０はいくつかの国際通貨を受け付け、
表示するように構成され、それはユーザが装置１０内にいくつかの種類を有することを自
由に選択できるからである。さらに、もしユーザが、アクセス装置１０内に含まれる現金
通貨および／または法定通貨の種類を受け付けない国にいる場合、そのユーザは現地通貨
価格を入力することができ、アクセス装置１０は、換算率ならびに必要とされる残高を支
払うためにアクセス装置１０の現金通貨および／または法定通貨から必要な金額を表示す
ることができる。
【００３６】
　さらに別の実施形態では、個人用多機能アクセス装置１０は、取り付けられるモバイル
機器のマイクロフォンとスピーカ位置との間で、音声を増強して伝達する手段として、２
つの前述の音声トンネル１８を特徴とすることができる。好ましくは、これらの音声トン
ネルは、糸くず、ほこり、またはそうした他のくずが堆積し、後に音波を妨げるのを防ぐ
ためにメッシュグリルによって覆うことができる。
【００３７】
　さらに別の実施形態では、個人用多機能アクセス装置１０は、対応するモバイル機器の
アプリケーション用の記憶リポジトリの役割を果たす機能を有し、多機能アクセス装置１
０のユーザが、関連するユーザプロファイルおよび情報にアクセスして編集することを可
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能にする。この情報は、様々な使用カテゴリに適合するように、ユーザが保持することに
決めることができる単一のプロファイルまたは複数のプロファイルのリストもしくはグラ
フィカル表現の形でもたらされる場合がある。さらに、別個の実施形態では、これらのリ
ストは、これだけに限定されないが、様々な国、州、ならびに／または例えばスーパーマ
ーケットのポイントカードおよび／もしくはビデオ店のレンタルカードとすることができ
る資格証明書の交換における様々な事例のプロファイルを含むことができる。
【００３８】
　さらに別の実施形態では、個人用多機能装置１０は、取り付けられたモバイル機器から
タイムスタンプを取得して、多機能アクセス装置１０によって得られる複数のデータ交換
に関連させることができる。さらに、多機能アクセス装置１０は、ユーザの位置を活動ま
たはデータ交換に関連させるために、これだけに限定されないが、対応するモバイル機器
のオンボードＧＰＳ受信機からのＧＰＳ座標が含まれる複数の位置データを取得する。そ
のような活動の例には、これだけに限定されないが、金融取引、ユーザが開始したデータ
入力、自律的データ入力、およびユーザ拘束（ｕｓｅｒ　ｄｕｒｅｓｓ）の実例等が含ま
れる。
【００３９】
　図４は、サードパーティーによる不当な侵入から個人用多機能アクセス装置１０を保護
するための一実施形態のプロセス図を示す。このシナリオの下では、多機能アクセス装置
１０は、データ復旧へのいかなる試みも防ぐために、多機能アクセス装置１０上に記憶さ
れる複数のデータが繰り返し何度も上書きされる、セルフスワイプ応答を開始する。さら
に、前述のセルフスワイプ応答を開始する前に、多機能アクセス装置１０は、アクセス装
置１０を改竄しようとする不当な試みを、データ通信によりユーザの個人ウェブポータル
９０（図６参照）に信号を伝送することによって伝えて、その状況に関する情報をユーザ
に提供しようとする。ステップ５６内の記述部の前に、オプションで、多機能アクセス装
置１０によりユーザの検証を行うことができる（図５参照）。ステップ５６で、ユーザは
多機能アクセス装置１０との接触を開始する。最初の接触時に、ステップ５８で、ユーザ
は、好ましくはバイオメトリックモジュール１２によりユーザの指紋を得ることによる、
多機能アクセス装置１０に対する認証を促される。したがって認証要求の後、ステップ６
０で、ユーザは、好ましくは自身の指をバイオメトリックモジュール１２上でスライドさ
せることにより、認証用の指紋または他のデータを提供する。ステップ６２で、アクセス
装置１０に対して認証しようとしている個人の指紋が否定される場合、その個人は、承認
における新たな試行のためにステップ５６に戻される。しかし、ステップ６４で、ユーザ
が提供した指紋が不正アクセスを示す「デコイ」または所定の指紋として特定される場合
、ステップ６６で、多機能アクセス装置１０内に含まれるデータ値のすべてをスクランブ
ルするように配置してアクセスを防ぐ。データをスクランブルした後、ステップ６８で、
多機能アクセス装置１０の無許可のユーザは、複数の偽のデータ交換を始めることを許可
され、アクセス装置１０上のデータへのアクセスが付与されているという確信の下で活動
する。多機能アクセス装置１０のユーザが許可されたユーザである場合、ステップ６０の
後、ステップ７０で、ユーザが提供した指紋を承認する。ユーザの指紋を承認した後、ス
テップ７２で、ユーザは別媒体と複数のデータ交換を行うための許可されたアクセスを得
る。ステップ７４で、ユーザがモバイルコマースを行うことを望む場合、支払い方法が選
択される。オプションでステップ７６において、可能な場合、ユーザと別媒体との間で複
数のデータのＮＦＣ１４伝送が行われる。最後にステップ７８で、多機能アクセス装置１
０の無許可のユーザは、行われたデータ交換が現実には偽りであるのに、実際のデータ交
換が行われたという確信の下でステップ７２～７６をたどることができる。
【００４０】
　したがって、上記したように、個人用多機能アクセス装置１０は、拘束の場合において
、ユーザが使用するデコイまたは代わりの指の使用を検出するように動作して、ユーザが
拘束下にあること、およびそれ以上の全ユーザ入力を無視すべきことを、対応するモバイ
ル機器のアプリケーションまたは別媒体に伝達する。
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【００４１】
　代替的実施形態では、個人用多機能アクセス装置１０は、ユーザ認証の追加的および／
または代替的手段を備えて、単一指紋スワイプを支援しまたはその必要性を置き換えする
ことができる。これらの代替的手段は、特定の機能を呼び出すために、様々な異なる指の
指紋を数回スワイプする形でもたらされる場合がある。この代替的手段の一例は、ユーザ
が個人用多機能アクセス装置１０に取り付けられるモバイル機器上のモバイル機器アプリ
ケーションを起動し、認証するために、前もって指定された指をスワイプするよう求めら
れる場合である。この実施形態では、ユーザは、これだけに限定されないが、クレジット
カードの残高情報を見るための人差し指、または前述の電子通貨機能を呼び出すための薬
指が含まれる、特定の機能のために事前に指定されている様々な指をスワイプするオプシ
ョンを有する。
【００４２】
　さらに、個人用多機能アクセス装置１０には、ユーザが、自身の同一性を認証するため
の手段として、自身の手の動きをモバイル機器の内蔵加速度計によって記録させる機能を
備えるように構成される。この実施形態の一例は、ユーザが一連の手および／または腕の
固有の動きを記録して、ジェスチャベースの鍵を作成する場合に生じる。ユーザは、容易
に覚えておくことができるが、様々な方向のおよび／または特定のリズムに合わせた一意
的に簡潔な一連の手の振りを確立する。さらに、ユーザは、自身が選んだ曲のビートに合
わせて装置を振ることにしてもよい。この場合もやはり、これらの実施形態では、別媒体
および／または対応するモバイル機器とともに使用するとき、ユーザが複数のデータ交換
を行う場合、追加のジェスチャ等が個人用多機能アクセス装置１０のための追加のセキュ
リティ層の役割を果たすことができる。
【００４３】
　最後に、さらに別の実施形態では、個人用多機能アクセス装置１０は、ユーザが事前に
定め、自身を認証して多機能アクセス装置１０へのアクセスを得るために最終的に入力す
る、一連の色または光を作り出すために、前述のＬＥＤ１６のライトバーの使用を呼び出
す。この実施形態では、対応するモバイル機器は、個人用多機能アクセス装置１０のモッ
クアップを示すグラフィカル表現をモバイル機器の画面上に提示する。そのため、多機能
アクセス装置１０は、ＬＥＤ１６のライトバー上で、複数の色のランダムパターンを一定
の順序で表示する。ユーザは、多機能アクセス装置１０上に表示されるパターンをコピー
し、それらをしかるべく整列させなければならない。この作業は、多機能アクセス装置１
０および別媒体または対応するモバイル機器のユーザが実際に人間であり、不当な遠隔的
サイバーアタックではないことを検証するための手段の役割を果たすことができる。
【００４４】
　図５は、ユーザおよび多機能アクセス装置１０の起こり得る検証の一実施形態のブロッ
ク図を示し、その検証は、デスクトップコンピュータの第３のオプションのプロングを伴
う。ステップ８０で、多機能アクセス装置１０が、好ましくはモバイル機器または別媒体
に連絡する。ステップ８２で、最初のペアリング中に前もって得たデスクトップコンピュ
ータのシリアル番号を伝送する。シリアル番号が伝送される場合、ステップ８４で、ユー
ザは許可を得るために指紋をスワイプするように促される。最後に、ステップ８６で、許
可されたユーザおよび検証された指紋にアクセスが付与される。シリアル番号が伝送され
ない場合、ステップ８８で、その情報を再送するように処置する。
【００４５】
　図６は、ウェブポータル９０の一実施形態を示し、ウェブポータル９０は、ユーザおよ
び多機能アクセス装置１０、ならびにオプションでデスクトップコンピュータによって作
り出される安全な環境のシステムを監視するように構成される。一実施形態では、ウェブ
ポータル９０は、ウェブポータル９０がアクセス装置１０のユーザ用の匿名鍵を生成する
ことを可能にする、アクセス装置１０の一意のシリアル番号を受け取るように構成される
。
【００４６】
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　上記に記載した実施形態に加え、個人用多機能アクセス装置１０は、個別の確認プロセ
スおよび複数の関連するデータ交換のその後の制御を通じて、様々な応用例で利用される
ように構成される。一実施形態では、多機能アクセス装置１０は「電子ウォレット」とし
て機能する性質を有し、多機能アクセス装置は複数の仮想クレジット／デビットカードを
記憶し、後に、好ましくは非接触インターフェイスを有するＰＯＳ端末上での支払のため
にアクセス装置１０を利用する機能を備える。さらに別の実施形態では、多機能アクセス
装置１０は、非接触インターフェイスなしに、または非接触インターフェイスの代わりに
、支払代理人（ｐａｙｍｅｎｔ　ｐｒｏｘｙ）によるサードパーティーペイメントゲート
ウェイプロバイダを介したモバイルコマースを可能にするように構成される。さらに別の
実施形態では、多機能アクセス装置１０は、ＥＭＶに準拠する非接触ペイメントカードに
よる支払を可能にするように構成される。
【００４７】
　ユーザを認証した後、個人用アクセス多機能装置１０がモバイルコマースおよび関連す
るトランザクションを可能にするように構成される一実施形態では、支払を、磁気ストラ
イプ読取機２５または機能的に等価の代替物、これだけに限定されないが、ＥＭＶ非接触
カードが含まれる非接触チップインターフェイス、および非接触磁気ストリップカードに
よって実施することができる。さらに、一実施形態の多機能アクセス装置１０は、ＥＭＶ
に準拠するクレジット／デビットペイメントカードとして機能するように構成される。さ
らに別の実施形態では、個人用多機能アクセス装置１０には、電子識別カードとして機能
するように構成されて、個人をオンラインおよびオフラインの両方で識別して、確認する
ことを可能にする。さらに別の実施形態では、多機能アクセス装置１０は、対応するモバ
イル機器または別媒体と接続されて、独立したモバイルＰＯＳ端末として機能することが
でき、この実施形態は、このことは、モバイル小売商が非接触カードを受け付けることを
望み得る状況で、および／またはオンライン決済のために非接触バンクカードを使用した
い個人のために生じる。その上さらなる代替的実施形態では、多機能アクセス装置１０が
、好ましくは多機能アクセス装置１０上に位置するＮＦＣモジュール１４を使用すること
により、とりわけポイントカード、電子発券、駐車場管理（ｐａｒｋｉｎｇ）、スマート
ポスター、検証端末、モバイル券売機として機能するように構成される。
【００４８】
　したがって、要約すれば、本発明は、ユーザおよびアクセス装置１０に固有の個別の認
証プロセスにより、ユーザが複数のデータ交換を制御するためのアクセス装置として機能
するように構成される。好ましい実施形態では、多機能アクセス装置１０が別媒体または
モバイル機器と最初に対にされ、それにより、取り付けられるモバイル機器に対して、多
機能アクセス装置１０が計算制御を付加するように構成される。さらに、多機能装置１０
と対応する別媒体との間のペアリングは１度だけ行えばよいが、多機能アクセス装置１０
のユーザがアクセス装置１０への使用権を取得するためには、個別の認証プロセスを使用
ごとに実行する。
【００４９】
　したがって、要約すれば、本発明は個人用多機能アクセス装置１０のための様々な固有
の解決策を開示し、その個人用多機能アクセス装置１０は、その装置によりユーザを個別
形式で認証した後、複数のデータ交換をそのユーザが行うためのアクセス装置として機能
するように構成される。
【００５０】
　好ましい実施形態または特定の実施形態において本発明のいくつかの改変形態を例とし
て示してきたが、本発明の趣旨および範囲またはその発明概念の範囲内でさらなる実施形
態を編み出すことができるのは明らかである。ただし、そのような修正および適合は本発
明の趣旨および範囲に含まれ、添付の特許請求の範囲に限定されないが含まれることを明
確に理解すべきである。
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