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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信者ユニットのユーザ認証を提供するための方法であって、
　送信者ユニットと前記受信者ユニット間がオンライン通信状態であるときに、前記受信
者ユニットが、物品に関連付けられた少なくとも１つの成功したチャレンジ－応答のデー
タ組(challenge-reply data set)を記憶する処理であって、その少なくとも１つの成功し
たチャレンジ－応答のデータ組が、前記受信者ユニットを介して利用できる特定リソース
用のユーザオフライン認証で使用する少なくとも１つのチャレンジ－応答のデータ一対を
含んでいる当該処理と、
　前記受信者ユニットは、前記送信者ユニットとオフライン通信状態であるときに、前記
受信者ユニットを介して利用できる前記特定リソース用のユーザオフライン認証のために
、前記オンライン通信状態であるときに前記物品に関連付けられ記憶された成功したチャ
レンジ－応答のデータ組を選択する処理と、
　前記受信者ユニットは、前記オフライン通信状態であるときに、前記選択されたチャレ
ンジに対するユーザからの応答が、記憶されている前記成功した応答と一致する場合に前
記ユーザを認証する処理と、
を実行する方法。
【請求項２】
　前記受信者ユニットは、前記少なくとも１つのチャレンジ－応答の組を記憶する処理に
おいて、前記受信者ユニットの複数ユーザにおける各ユーザについて、前記送信者ユニッ
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トとの各ユーザオンライン通信に基づき少なくとも１つのチャレンジ－応答の組を記憶す
ることを含み、前記受信者ユニットは、前記受信者ユニットを介して利用できる特定リソ
ース用の前記各ユーザに関するオフライン認証を行う、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記チャレンジ－応答の一対は、成功したチャレンジ及び応答である請求項１に記載の
方法。
【請求項４】
　前記チャレンジは、ロケーション情報を使用することによって前記物品に位置付けるこ
とができる送信者認証情報を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記記憶されたチャレンジ－応答の組の数は、前記物品に利用できる可能性のあるあら
ゆるチャレンジ－応答の組よりも少ないことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記記憶されたチャレンジ－応答の組は、前記チャレンジ－応答の一対に加えて、ユー
ザ識別情報、物品識別情報、前記記憶されたチャレンジ－応答の組がオフラインで使用さ
れているかどうかを示すフラグ、前記記憶されたチャレンジ－応答の組がオフラインで使
用された回数、及び前記ユーザの成功した認証の達成時に前記ユーザがアクセス可能な前
記受信者ユニットの特定リソースの識別情報のうちの少なくとも１つを表わすデータを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのチャレンジ－応答の組を記憶する処理は、前記受信者ユニットに
記憶された物品識別情報とは異なる物品識別情報を備えた前記ユーザの認証の確認を前記
送信者ユニットから受け取ったときに、前記記憶されたチャレンジ－応答の組をクリアし
て、少なくとも１つの新しいチャレンジ－応答の組を記憶することを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項８】
　前記受信者ユニットは、前記送信者ユニットとオンライン通信状態であるときに、前記
物品と関連付けられた複数のチャレンジ－応答の組を記憶する処理を実行し、前記受信者
ユニットは、前記複数のチャレンジ－応答の組のそれぞれに対して前記ユーザのオフライ
ン認証を行う、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記複数のチャレンジ－応答の組を記憶する処理は、前記送信者ユニットからチャレン
ジ－応答の組のうちいずれか１つを要求し、前記グループの受け取りに応答して前記グル
ープを記憶することを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数のチャレンジ－応答の組を記憶する処理は、前記送信者ユニットから前記物品
と関連付けられた可能性のあるあらゆるチャレンジ及び対応する応答を要求して、前記物
品と関連付けられた前記チャレンジ及び対応する応答の全てを前記送信者ユニットから受
け取ったときに、前記物品と関連付けられた前記チャレンジ及び対応する応答の全てを記
憶することを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ユーザの更なる認証のため、前記少なくとも１つの記憶されたチャレンジ－応答の
組を選択する前に認証の第１レベルを提供する処理を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　ユーザによって使用するための受信者ユニットであって、
　(1)少なくとも１つのプロセッサと、
　(2)前記少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つのメモリデバイスで
あって、前記少なくとも１つのプロセッサに、
　　(a)送信者ユニットと前記受信者ユニット間がオンライン通信状態であるときに、前
記受信者ユニットを介して利用できる特定リソース用のユーザオフライン認証で使用する
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少なくとも１つのチャレンジ－応答のデータ一対を含み、且つ、物品と関連付けられた、
少なくとも１つの成功したオンラインチャレンジ－応答のデータ組を記憶し、
　　(b)前記送信者ユニットと前記受信者ユニット間がオフライン通信状態であるときに
、前記受信者ユニットを介して利用できる前記特定リソース用のユーザオフライン認証の
ために、前記オンライン通信状態であるときに前記物品に関連付けられ記憶された成功し
たオンラインチャレンジ－応答のデータ組を選択し、
　　(c)前記オフライン通信状態であるときに、前記選択されたチャレンジに対するユー
ザからの応答が、記憶されている前記成功した応答と一致する場合に前記ユーザを認証す
ること、を実行させる実行可能命令を記憶した当該メモリデバイスと、
を備えた受信者ユニット。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのチャレンジ－応答の組を記憶することは、前記送信者ユニットと
の各ユーザのオンライン通信に基づき、前記受信者ユニットの複数ユーザにおける各ユー
ザについて、少なくとも１つのチャレンジ－応答の組を記憶することを含み、前記受信者
ユニットを介して利用できる前記特定リソース用の前記各ユーザに関するオフライン認証
を行う、請求項１２に記載の受信者ユニット。
【請求項１４】
　前記チャレンジ－応答の一対が、成功したチャレンジ及び応答である請求項１２に記載
の受信者ユニット。
【請求項１５】
　前記チャレンジは、ロケーション情報を使用することによって前記物品に位置付けるこ
とができる送信者認証情報を含むことを特徴とする請求項１２に記載の受信者ユニット。
【請求項１６】
　前記記憶されたチャレンジ－応答の組の数は、前記物品に利用できる可能性のあるあら
ゆるチャレンジ－応答の組よりも少ないことを特徴とする請求項１５に記載の受信者ユニ
ット。
【請求項１７】
　前記記憶されたチャレンジ－応答の組は、前記チャレンジ－応答の一対に加えて、ユー
ザ識別情報、物品識別情報、前記記憶されたチャレンジ－応答の組がオフラインで使用さ
れているかどうかを示すフラグ、前記記憶されたチャレンジ－応答の組がオフラインで使
用された回数、及び前記ユーザの成功した認証の達成時に前記ユーザがアクセス可能な前
記受信者ユニットの特定リソースの識別情報のうちの少なくとも１つを表わすデータを含
む、請求項１２に記載の受信者ユニット。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのチャレンジ－応答の組を記憶することは、前記受信者ユニットに
記憶された物品識別情報とは異なる物品識別情報を備えた前記ユーザの認証の確認を前記
送信者ユニットから受け取ったときに、前記記憶されたチャレンジ－応答の組をクリアし
て、少なくとも１つの新しいチャレンジ－応答の組を記憶することを含む、請求項１２に
記載の受信者ユニット。
【請求項１９】
　前記送信者ユニットとオンライン通信状態であるときに、前記物品と関連付けられた複
数のチャレンジ－応答の組を記憶し、前記複数のチャレンジ応答の組のそれぞれに対して
前記ユーザのオフライン認証を行う、請求項１２に記載の受信者ユニット。
【請求項２０】
　前記複数のチャレンジ－応答の組を記憶する処理は、前記送信者ユニットからチャレン
ジ－応答の組のいちいずれか１つを要求し、前記グループの受け取りに応答して前記グル
ープを記憶する処理を含む、請求項１９に記載の受信者ユニット。
【請求項２１】
　前記複数のチャレンジ－応答の組を記憶することは、前記送信者ユニットから前記物品
と関連付けられた可能性のあるあらゆるチャレンジ及び対応する応答を要求して、前記物
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品と関連付けられた前記チャレンジ及び対応する応答の全てを前記送信者ユニットから受
け取ったときに、前記物品と関連付けられた前記チャレンジ及び対応する応答の全てを記
憶することを含む、請求項１９に記載の受信者ユニット。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記ユーザの更なる認証のため、前記複数の記憶
されたチャレンジ－応答の組の少なくとも１つを選択する前に認証の第１レベルを提供す
る、請求項１２に記載の受信者ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願）
　本出願は、２００３年１２月３０日に出願され、Ｃｈｉｖｉｅｎｄａｃｚ等を発明者と
し本譲受人によって所有される「ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　
ＳＥＣＵＲＥＬＹ　ＰＲＯＶＩＤＩＮＧ　ＩＤＥＮＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ　ＩＮＦＯＲＭ
ＡＴＩＯＮ　ＵＳＩＮＧ　ＴＲＡＮＳＬＵＣＥＮＴ　ＩＤＥＮＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ　Ｍ
ＥＭＢＥＲ（半透明識別メンバーを使用して安全に識別情報を提供するための方法及び装
置）」という名称の米国特許出願第１０／７４８，５２３号の一部継続出願である、２０
０４年５月１９日に出願されたＶｏｉｃｅ等を発明者とし本譲受人によって所有される「
ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＰＲＯＶＩＤＩＮＧ　ＥＬＥＣＴ
ＲＯＮＩＣ　ＭＥＳＳＡＧＥ　ＡＵＴＨＥＮＴＩＣＡＴＩＯＮ（電子メッセージ認証を与
える方法及び装置）」という名称の米国特許出願第１０／８４９，４０２号の一部継続出
願である。
【０００２】
（技術分野）
　本発明は、一般に、ユーザとターゲットリソース又は情報送信エンティティとの間の認
証を提供するための方法及び装置に関し、より詳細には、ソフトトークン又はハードトー
クンを用いて、ユーザとターゲットリソース又は情報送信エンティティとの間の相互認証
を提供する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　コンテンツサービスプロバイダ又は他のターゲットリソースによって提供される、すな
わち例えば、インターネット、イントラネット、或いは他のいずれかの適切な無線又は非
無線ネットワークなどを介したオンライン通信リンクを通じてアクセス可能な情報のユー
ザ又は受信者を認証しようとする相互認証システム及び方法が知られている。このような
方法及び装置は、ユーザのアイデンティティを盗もうとするハッカー及び他者による悪意
のあるエクスプロイト(セキュリティ上の弱点：exploit)を防ぐよう試みる。例えば、悪
意のあるエンティティは、正当な銀行のアドレスを使用して電子メールを送る可能性があ
り、受信者を「偽造ウェブサイト」に誘導する。正当なサイトであると信じている受信者
は騙されて、口座番号及びパスワードなどの情報を提供する可能性があり、悪意のあるエ
ンティティは、これらを用いて受信者のオンライン口座にアクセスすることができる。こ
の問題は、オンライン相互認証の従来の方法が極めて複雑になる場合のある消費者世界に
おいて特に深刻であり、通常は、このような相互認証技術を非実用的なものにしてしまう
高価なハードウェア配備及び複雑なユーザ対話を必要とする可能性がある。このため、目
的とするターゲット組織（すなわち送信側エンティティ）にアクセスするユーザ又は受信
者の確認を比較的安価で安全な方式で可能にするシステム及び方法を提供することが望ま
れる。
【０００４】
　二因子(two factor)認証技術が知られており、これは、例えば、第１認証因子を使用し
てエンドユーザのアイデンティティを認証し、第２因子は、第１因子認証で通常使用され
るユーザ名及びパスワードを補足するために認証に使用される。第２因子の概念は、ユー
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ザが自分の知っていること（すなわち自分のパスワード）とユーザが持っているもの（す
なわち、例えばハードウェアトークンとすることができる第２因子）とを使用して認証す
ることができるものである。通常、第２因子メカニズムは、ハードウェアベースであり、
エンドユーザに物理的に配布される。例えば、時間同期トークンが知られており、多因子
(multi-factor)認証技術と呼ばれることもある。幾つかの公知の技術を以下で更に説明す
る。
【０００５】
　更に、インターネットアプリケーションと関連してターゲット組織の認証を行なう種々
の方法が知られており、例えば、所与のウェブアプリケーションをホストする組織のアイ
デンティティに基づいて信頼できる第三者機関からの証明を提供するセキュアソケットレ
イヤサーバー認証を含む。しかしながら、これには、ユーザが画面上のアイコンのダブル
クリックと情報の読み通しのマニュアルステップを実施することが必要となることがある
。マニュアル動作の要件は、一貫して実施することができない場合が多く、従って、本方
法の有効性を損なうことになる。更に、クライアントセキュリティプラグ－インアプリケ
ーションも知られており、これは、エンドユーザが正当なサイトと通信しているときに視
覚表示を提供するクライアント側ソフトウェアをエンドユーザがダウンロード及びインス
トールすることを伴う。しかしながら、ターゲット組織のアイデンティティを確認するた
めに、ソフトウェアをダウンロードしインストールすること、或いは幾つかのマニュアル
ステップを受けることは、エンドユーザにとって負担となる可能性がある。
【０００６】
　加えて、対話型音声応答システムなどの通信、或いは携帯電話、パーソナルデジタルア
シスタント、インターネットアプライアンス、又は他のモバイルデバイスなどのモバイル
デバイスを介した通信の他のチャンネルにまで拡張する場合には、これらがウェブベース
のアプリケーションに固有のユーザディスプレイ及びエントリ方法に依存する場合がある
ので、ユーザ及びターゲット組織認証方法の両方が実用的でなくなる可能性がある。
【０００７】
　送信済み電子メッセージ又は他の電子メッセージが、信頼できる送信者により送信され
たことを保証することは、認証されたとも称され、良心的でない相手により重要な情報が
盗難されるのを守る助けとなると共に、スパム及びフィッシングを制限するのを助けるこ
とができる。フィッシングとは、銀行又は他の金融機関もしくは他の組織のような正当な
組織からのものに見える電子メールの大量送信を通常伴うインターネット詐欺の一形態で
ある。これらの電子メールは、受信者を不正なウェブサイト又はフォームに誘導すること
が多く、ここで受信者が騙されて個人情報又は金融情報を洩らしてしまう。他のフィッシ
ング詐欺は、このような情報を要求するものではなく、ＵＲＬの入力時に、受信者の機械
からのフィッシャー収集情報を出させるキーストローク－ロギングプログラム(keystroke
-logging program)のダウンロードを実行する場合がある。次いで、この情報は、アイデ
ンティティ盗難及び不正行為に使用することができる。
【０００８】
　フィッシング攻撃は、例えば、極めて多くの標的となる会社に対して多数の攻撃を実行
することができ、何十億ものフィッシングメッセージがフィルタリングシステムを通過し
、これにより電子メールの配信を遅延させ、サーバーの貴重な処理時間を消費し尽くす可
能性があり、最終的には、良心的でない相手に対して重要な財務データを失う結果となる
場合があるので、コストがかかり会社のリソースを枯渇させる可能性がある。
【０００９】
　この問題に対処しようとする幾つかの解決策が知られている。フィッシング攻撃は、多
くの場合、偽造された送信側アドレスから送られた大量の電子メールで始まるので、スパ
ム電子メールを削減しようとする取り組みは、フィッシング攻撃の数を低減するのにある
程度は効果的にすることができる。例えば、送信者ポリシーフレームワーク（Sender Pol
icy Framework）と呼ばれる１つの方法では、メッセージの発信者又は発信者ドメインが
ディレクトリ又は他の適切なレポジトリで正当な送信側コンピュータアドレスを公開し、
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これらが受信側メッセージ転送エージェントによって検証される。メッセージ転送エージ
ェントは、ＤＮＳサーバー（ドメイン名サーバー）を介して受信メッセージを検証するこ
とができる。しかしながら、この技術は、ＳＰＦイネーブルメッセージ転送エージェント
を広範囲にわたって導入することが必要となり、実装及び配備に潜在的にコストがかかる
可能性がある。
【００１０】
　迷惑メール削減のための取り組み（Coordinated Spam Reduction Initiative）と呼ば
れる別の技術でも同様に、発信者ドメインの発信者が正当な送信側コンピュータアドレス
を公開することが必要であり、該アドレスは、上述されたものと比較的類似した方式で受
信側メッセージ転送エージェントによって検証される。
【００１１】
　別の技術は、ドメイン電子メールにデジタル署名し、これがＤＮＳサーバーを介して受
信側メッセージ転送エージェントにより検証されることを必要とする。この場合も同様に
、メッセージ転送エージェントの修正バージョンを広範囲に渡って導入することが必要と
なる可能性がある。
【００１２】
　別の技術は、Ｓ／ＭＩＭＥプロトコルを使用して、送信側個人又はドメインが電子メー
ルにデジタル署名し、これが受信側入力メッセージ転送エージェント又はユーザ電子メー
ルクライアントによって検証される。これは、ウェブベースの電子メールクライアントで
は現在サポートされていない特別な電子メールクライアント機能又は受信者メッセージ転
送エージェントを必要とする場合がある。
【００１３】
　別の技術は、送信者と受信者との間で共有される秘密イメージを利用する。理解される
ように、個人化されたイメージがユーザによって認証サーバーに送られる。サーバーは、
受信者が送ったイメージを記憶する。次に、認証サーバーは、個人化イメージを受信者に
電子メールで送ることができ、ユーザはイメージを見て、それが自分の送信したものであ
ることを認識する。また、サイトへのログオン中、サーバーは、イメージをログオンペー
ジに含み、これによってユーザは、自分の個人化イメージを見る場合にログインページを
信頼することができる（WWW.passmarksecurity.comを参照）。他の欠点の中でも、このシ
ステムは、共有イメージが変更されるまでは複数のログインに対して同じイメージを使用
すると思われ、受信者は、イメージを選択して送信側サーバーに送信することが必要にな
る可能性がある。
【００１４】
　更に、送信者認証の代わりに受信者認証を提供しようとする他のシステムが知られてい
る。例えば、米国特許第５，７１２，６２７号は、とりわけ、指定カード上のアドレス指
定可能な位置の１つに標識を有する発行識別カードを開示している。このカードは、行及
び列を有することができ、この行及び列によってアドレス指定可能な異なる数字、文字、
又は記号を備えている。データへのアクセスを求めている個人が要求アクセスを取得する
ことが許可されるかどうかを決定するために、許可されたユーザに識別カードが配布され
る。アクセスを求めている要求側の個人は、セキュリティシステムによって指定されたカ
ード上の１つ又はそれ以上のアドレス指定可能な位置に標識を付ける。どの標識を入力及
び送信するかを個人に通知するために、このシステムは、特定のカード上に存在すること
が分かっている座標標識を選択する。次に、受信者は、セキュリティシステムによって送
られたアドレスに位置する標識を返送する必要がある。標識がアクセスを求めている個人
に割り当てられたものと一致した場合には、アクセスが許可される。しかしながら、この
ようなシステムは、受信者の認証は行うが送信者の認証は行わず、アクセスを求めている
個人が自らをシステムに対して識別することを要求し、セキュリティカード上に位置する
情報入力及び送信をユーザに要求するので、フィッシングに関する問題を解決していない
。
【００１５】
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　例えば軍事で利用されている他の認証システムも知られており、送信者及び受信者によ
って保持されるカードを利用する数字サイファ／認証システムが使用されている。送信は
、例えばチャレンジ応答認証方式を使用することによって認証される。電子送信の送信者
は、例えば、カードを使用して、行及び列をランダムに選択し、行及び列識別子をチャレ
ンジとして送信することができる。応答では、行及び列識別子は、アルファベット文字を
調べるために使用され、次いでこれが伝送される。従って、送信者は、受信者がカードを
所有していることが保証される。しかしながら、受信者に対する送信者の認証は、通常、
同じチャレンジ及び応答を反対に繰り返すことによって行なわれ、送信者と受信者の両方
が、相互認証を行うために同じ認証カードを所有していなくてはならない。
【００１６】
　別の技術でも送信者と受信者側の両方の情報の行及び列を含むカードを使用するが、こ
の送信認証方式は、送信を認証するのに使用される。例えば送信認証中、送信認証ダイア
グラフの列は、サイファテーブルの後に位置され、送信者を認証するのに使用される。列
割り当ては、ユニットのコマンダーなどの指定された代理人によって行なわれる。列割り
当ては、送信者及び受信者の両方に事前に知られている。送信認証ダイアグラフは一度だ
け使用される。割り当てられた列の最初の未使用のオーセンチケータが使用され、その再
使用を防ぐためこのオーセンチケータに線が引かれる。このような方式は、カード上の情
報のランダム選択を利用せず、列情報が事前に知られているので座標情報の送信を利用し
ない。従って、外見上は認証情報だけが通信される。送信者が認証情報を送り、これが受
信者によって有効であると判断された場合、受信者は、認証情報に線を引いてカードから
削除する。その次に認証が要求されたときには、同じ列の次の認証情報が使用される。こ
のようにして、逐次的で非ランダムな手法が使用される。しかしながら、受信者の認証カ
ードが失われるか或いは良心的でない相手により入手された場合、ランダムな選択が利用
されず且つカードにそのマーキングがあるので、どの認証情報が列の次にあるかが分かる
ことから、送信者としてどのように行動するかが分かることになる。このシステムでは、
送信者を認証するのに使用される情報の列は、送信者及び受信者に事前に知られているの
で、座標情報は送信されない。加えて、受信者が送信者の送信を受け取らない場合には、
送信者と受信者との間の同期が失われ、これにより次の認証の試行が失敗することになる
。
【００１７】
　また、技術がより高度になるにつれて、情報セキュリティ及びユーザ識別セキュリティ
は益々重要になっている。例えば、ハッカーを妨害し、又は情報及びユーザアイデンティ
ティの他の不適切な使用を防止する試みにおいて、多因子認証方式が使用される。例えば
、二因子認証方式は、パスワード又は個人識別番号（ＰＩＮ）、並びにあるタイプの物理
トークン、例えば、オンライントランザクションを開始及び終了させるためにユーザが物
理的に所有しなくてはならないバンキングカード、クレジットカード、パスワードトーク
ン、又は他の物理トークンなど、受信者又はユーザに既知の情報を使用することができる
。別のレベルの認証は、この場合も同様に、プロセス、デバイス、アプリケーション、又
は他の権利へのアクセスをしようとするユーザが実際に適切なユーザであることを検証す
るために、指紋、眼、又は他のバイオメトリックのスキャニングを含む、バイオメトリッ
ク認証を含むことができる。
【００１８】
　例えば、バンキングトランザクション、クレジットカードトランザクション、又は他の
いずれかの適切なトランザクションを容易にするスマートカード、磁気ストリップベース
のカード、及び他のトランザクションカードを含むことができるトランザクションカード
が知られている。当該技術分野で知られるように、現金自動支払機から現金を引き出すた
め、又は他の場合にオンライントランザクションを行なうためには、バンキングカードを
所持することに加えて、ユーザ個人識別番号（ＰＩＮ）が通常必要となる。１つの既知の
多因子認証技術は、電池式スマートカードのような、定期的に変化する外見上ランダムな
数をスマートカードの一部に表示するハードウェアトークンの使用を利用している。例え
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ば、ユーザがスマートカードでトランザクションを実行したいときには、ユーザは、頻繁
に変化する外見上ランダムな数字を入力する。受信側トランザクションサーバーは、ユー
ザによって入力されてスマートカード上に表示された受け取ったコードをコードソースジ
ェネレータによって生成された対応する数字と比較する。ユーザによって入力されたコー
ドが、コードソースジェネレータによって生成された数字と一致した場合、トランザクシ
ョンが承認され、ユーザは、銀行口座へのアクセス、商品の購入、情報取得、ウェブサイ
ト又は他のソフトウェアアプリケーションへのアクセス、或いは要求された他のいずれか
の適切な権利などの特定の権利が認可される。しかしながら、こうしたハードウェアトー
クンは、極めて高価であり、電池式であるため電池の交換を必要とし、電子回路に関連す
る湿気問題又は他のいずれかの問題に起因する電子的誤動作の可能性がある。
【００１９】
　このようなスクリーンを利用しない他のスマートカードは通常、例えば磁気ストリップ
を読み取るカードリーダーを必要とする。これは、ユーザがオンライントランザクション
を行なうことを希望するが、磁気ストリップリーダーを収容するか或いはこれにアクセス
する端末に着いていない場合に制約となる可能性がある。
【００２０】
　一見すると関連性のない分野においては、目で評価したときに何らかの特定の情報を暗
示するようには見えない半透明の絵図又はパターンを含む、プラスチックカードなどの半
透明カードが知られている。しかしながら、この半透明カードが、対応する背景フィルタ
パターンを有するディスプレイ上に保持されると、ディスプレイ画面上の背景パターンと
カード上のパターンとが合成されて、言葉「すみません」又は「あなたの勝ちです」など
、視覚的に認識可能なメッセージ又は言葉を提示する。これらは、あるユーザに限定され
ない静的メッセージであり、一般に単一のメッセージのみを含む。このようなプラスチッ
クカードを用いて、例えば、所持者が賞を獲得したかどうか調べることができる。例えば
このカードは、ある集団のメンバーにメールで送ることができる。次に、この受信者は、
半透明カード上で識別されるか或いはメール情報で指示されたウェブページに進み、自分
が賞を獲得したかどうかを調べる。しかしながら、このようなプラスチックカードは、多
因子認証を提供せず、ユーザ固有でもなく、多数のメッセージを含まず、通常は静的メッ
セージを含む。
【００２１】
　ある特定の状況では、受信者ユニットがターゲットソースに対してオフライン状態であ
るときに、ユーザが受信者ユニットのリソースを使用したいときには、ユーザ受信者を認
証することが必要となる可能性がある。例えば、受信者ユニットは、サーバーなどのター
ゲットソースにログインしてサーバーのリソースを使用できるラップトップコンピュータ
とすることができる。ユーザは、ラップトップコンピュータがサーバーとオンライン通信
中であるときには、既知の認証方法のいずれか１つによりラップトップコンピュータから
サーバーにログインすることができる。しかしながら、ユーザの認証は通常、受信者ユニ
ットとターゲットソースとの間のオンライン対話によって提供される。受信者ユニットが
オフラインであるとき、すなわちターゲットソースと通信中でないときには、システムア
ドミニストレータは、受信者ユニットのリソースにアクセスするためのユーザ認証を提供
することも要求することができる。第１レベル認証以外では、アドミニストレータは、オ
フライン受信者にアクセスするときに、ユーザの第２レベル認証の提供を要求することが
できる。例えば、上述のラップトップ／サーバーの実施例では、ラップトップのユーザは
、ラップトップを携帯して移動できるが、オンライン認証を介してサーバーにアクセスす
ることはできない。しかしながら、アドミニストレータは、ユーザがオフラインであると
きにはユーザによるラップトップの使用を制限し、或いは、オフライン中にラップトップ
のリソースを使用するときにユーザの第２レベル認証を提供するよう要求することができ
る。しかしながら、ユーザの第２レベル認証情報及び検証は通常、オンライン認証中にタ
ーゲットソースから受信者に送信されるので、受信者がターゲットソースとオンライン状
態でなければユーザは通常第２レベル認証になることができない。
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【００２２】
　上述の問題への既存の解決策は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）Ｗｉｎｄｏｗｓ（登
録商標）用のＲＳＡセキュリティのＲＳＡＳｅｃｕｒｅＩＤ（登録商標）によって提供さ
れ、これは、ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＷｉｎｄｏｗｓクライアントに対する認証用のＳｅｃｕ
ｒｅＩＤ（登録商標）時間同期ワンタイムパスワードトークンの使用を可能にするクライ
アント認証クライアント／サーバーアプリケーションである。ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＷｉｎ
ｄｏｗｓ用のＳｅｃｕｒｅＩＤ（登録商標）は、認証プロセスオフラインを終了させるこ
とができる。ＳｅｃｕｒｅＩＤ（登録商標）は、サーバーに常駐するＲＳＡ認証マネージ
ャー（Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｒ）と、クライアントに常駐するＭ
ｉｃｒｏｓｏｆｔＷｉｎｄｏｗｓ用のＲＳＡエージェント（Ａｇｅｎｔ）とを含む。
【００２３】
　ＳｅｃｕｒｅＩＤのプロセスの第１ステップは、オンライン認証が成功した後、認証マ
ネージャーが、決定された日数の間クライアントによって使用されることになる一連の未
来時依存の認証コードを事前計算することによりクライアントシステムにオフライン認証
を準備させることである。次いで、認証マネージャーは、コードをハッシュして、これを
クライアントシステム上のセキュアな記憶装置に向けて送る。ユーザがデスクトップオフ
ラインにログオンしようとする場合、ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＷｉｎｄｏｗｓ用の認証エージ
ェントは、ユーザに対してユーザＩＤ及びパスコードを促すサーバーにクライアントが接
続されていないことを認識することになる。次いで、認証エージェントは、ユーザによっ
て入力された情報と記憶されていたコードとを比較し、これに応じてアクセスを認可又は
拒否することになる。次回にユーザがサーバーにオンライン接続しているデスクトップに
ログオンするときには、認証マネージャーは、将来のオフラインアクセスのためにクライ
アント上に記憶されているコードを更新することになる。
【００２４】
　しかしながら、ＳｅｃｕｒｅＩＤ（登録商標）物品には幾つかの欠点がある。１つの欠
点は、ＳｅｃｕｒｅＩＤ（登録商標）によって提供される全オフライン認証が時間依存で
あることである。ＳｅｃｕｒｅＩＤ（登録商標）は、オフラインクライアントのシステム
クロックと、同期されることになる認証サーバーのシステムクロックとを必要し、さもな
ければ、提示されるコードがシステムクロックに対して検証されるので、認証の試行が失
敗することになる。別の欠点は、オフライン認証メカニズムが、不確かな不定の時間期間
にオフラインになる可能性のあるユーザに対応する程十分に融通性がないことである。オ
フライン認証に許可されている予め設定された時間期間よりもオフライン期間が長くなっ
た場合には、システムはそれ以上ユーザを認証することができない。時間期間が終了する
と、ユーザの信頼及び認証はもはや認証メカニズムによって制御されない。更に別の欠点
は、事前に計算された時間依存認証応答（すなわちコード）が、対応するチャレンジを持
たないクライアント上に記憶されることである。従って、チャレンジは変わることはなく
、事前に計算された応答の全てに適用される。
　従って、上記の問題の１つ又はそれ以上を克服する方法及び装置に対する必要性が存在
する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　要約すると、受信者ユニットがオフライン状態であるときに受信者ユニットのユーザの
認証を提供するための方法が開示される。本方法は、送信者ユニットとのオンライン通信
に基づく物品と関連付けられた少なくとも１つのチャレンジ－応答の組を記憶する段階を
含む。チャレンジ－応答の組は、受信者ユニットを介して利用可能な特定のリソースに対
するユーザのオフライン認証で使用するための少なくともチャレンジ－応答の一対を含む
。ユーザがオフライン状態であるとき、本方法は、受信者ユニットを介して利用可能な特
定のリソースに対するユーザのオフライン認証のための記憶されたチャレンジ－応答の組
を選択する段階を含む。本方法はまた、ユーザのオフライン認証で使用する少なくともチ
ャレンジ－応答の一対を含む各チャレンジ－応答の組を備えた物品に関連した複数のチャ
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レンジ－応答の組を記憶する段階を含む。従って、ユーザがオフライン状態であるとき、
本方法は、受信者ユニットを介して利用可能な特定のリソースに対するユーザのオフライ
ン認証のための複数のチャレンジ－応答の組のうちの少なくとも１つを選択する段階を含
む。
【００２６】
　別の実施形態では、１つの実施形態におけるユーザと送信側ユニット（すなわちターゲ
ットリソース）との間の相互認証を提供するための方法は、標識を有するカード又は他の
適切な物品などの物品を割り当てられたユーザに対して、物品に具現化された実際の送信
者認証情報に対応する所要送信者認証情報を求める段階を含む。送信者認証情報は、チャ
レンジ内に送信側ユニットによって提供されたロケーション情報を使用することによって
物品上に位置付けることができる。本方法は、ユーザに対して、物品に割り当てられたシ
リアルナンバー又は共有される機密情報などの対応する物品識別情報を求める段階と、物
品上に位置付けられた所要送信者認証情報をユーザが識別できるようにする少なくともロ
ケーション情報を含むチャレンジをユーザに送信する段階と、物品識別情報を送信する段
階とを含む。次に、ユーザは、ロケーション情報及び物品識別情報を受け取り、ユーザが
所有している物品がその物品識別情報を含むので、情報を送信した送信者が信頼できるこ
とを示す認証情報としてこの物品識別情報を使用する。次いで、ユーザは、ユーザデバイ
スに送られたロケーション情報を使用し、例えば、ターゲットリソースによって送られた
列及び行情報などによって物品上に位置付けられる対応する所要送信者認証情報を求め、
チャレンジに対する応答をターゲットリソース（すなわち送信側ユニット）に送る。次に
送信者は、チャレンジに対する応答に基づいてユーザを認証する。応答は、物品から取得
されたユーザ認証情報すなわち所要送信者認証情報を含む。ロケーション情報に基づくユ
ーザデバイスによって送られた（物品から取得された）受け取った送信者認証情報が、所
要送信者認証情報と一致した場合、ターゲットリソースは、ユーザ（すなわちユーザデバ
イス）への適切なアクセスを認可する。従って、物品識別情報は、例えば認証の第１レベ
ルが成功したと判断された後に、送信者によってロケーション情報と共に送られる。認証
の第１レベルは、例えば、当技術で知られるように、ユーザがログオン手順の初期段階に
パスワード及びユーザＩＤをターゲットリソースに送信する段階を含むことができ、その
後、ロケーション情報及び物品識別子情報が、成功した第１因子認証プロセスに基づいて
引き続いて送られる。
【００２７】
　別の実施例では、相互認証を提供する方法は、ユーザへの物品識別情報の送信を必要と
せず、代わりに、ユーザが物品上の対応する認証情報を識別し、検証のためターゲットリ
ソースに応答を返信できるようにするためにロケーション情報の送信だけを必要とする。
しかしながら、この実施形態では、この応答が、送信側ユニットによって予想されるよう
な予想ターゲットリソース認証情報を含まない場合には、本方法は、以前に送られたのと
同じロケーション情報を含む同じチャレンジをユーザに対して繰り返す段階を含む。この
プロセスは、例えばユーザがチャレンジで送られたロケーション情報に基づいて物品から
得られた適切なターゲットソース認証情報を送信するまで、各連続したセッションにわた
り繰り返される。
【００２８】
　加えて、上記の方法を実行する適切なデバイスも開示される。また、あるタイプの拡張
された相互認証プロセスをもたらすために、２つの方法の組合せも用いられる。
【００２９】
　更に、行及び列見出しなどの送信者認証情報及びロケーション情報を含むカード、ステ
ッカー、又は他のいずれかの適切な物品などの物品（メンバー又はトークンとも呼ばれる
）を用いた電子メッセージ認証を提供するための方法が開示される。１つの実施例におい
て、対象の各受信者には、列及び行識別子などの対応するロケーション情報によって識別
可能な送信者認証情報を具現化する物品が発行される。電子メッセージの送信者が対象と
なる受信者にメッセージを送りたいときには、送信者は、電子メッセージと、ロケーショ
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ン情報及び該ロケーション情報によって識別されたロケーションに位置付けられる対応す
る所要送信者認証情報の両方とを送信する。これは、ロケーション及び認証情報を表わす
データ（ロケーション情報又は認証情報自体に対するインデックス、リファレンス、或い
は何らかの適切な表現）を含む。次に、受信者は、１つの実施形態では、対応するロケー
ションでその物品（例えばカード）を見て、送信された所要送信者認証情報が物品上に位
置付けられた送信者認証情報（予想送信者認証情報とも呼ばれる）に一致するかどうかを
調べることができる。一致した場合には、受信者は、メッセージの送信者を信頼する。受
信者は、送信者にどのような情報も送返する必要はない。従って、簡単なカード又は他の
物品を使用して、メッセージの送信者を認証し、フィッシング又は他の送信者認証問題を
防止することができる。当業者であれば他の実施例も理解されるであろう。
【００３０】
　加えて、上記の方法を実行する電子メッセージ認証を提供するシステムが開示され、ス
テッカーの形態で、又はトランザクションカード自体の一部分としてロケーション情報及
び送信者認証情報を含むトランザクションカードも開示される。更に別の実施形態では、
物品は、視覚的なフィルタリングパターン及び送信者認証情報がメッセージと共に送信者
によって送ることができるように、光を通過させることのできる半透明物品とすることが
できる。ユーザは、その物品をディスプレイ画面に示し、送信者によって送られる視覚フ
ィルタリングパターン上にこれを重ねることができる。結果として得られた送信者認証情
報が、メッセージで送信された結果に一致する場合には、受信者は、メッセージの送信者
を信頼することができる。
【００３１】
　別の実施形態では、識別情報をセキュアに提供するための装置及び方法は、パスワード
又は個人識別番号のようなユーザ機密データ又は他の機密もしくは非機密情報に基づいて
生成された複数の識別子、或いはランダムに生成さてれユーザに関連付けられる識別子な
どのユーザ機密データに基づかない識別子など、受信者に対する１つ又はそれ以上の不明
瞭なユーザ（例えば受信者）識別子を生成する。この場合、ユーザ関連情報は使用されな
いが、それでも識別子がユーザを識別することができる。別の実施形態では、単一の不明
瞭識別子を使用することができる。
【００３２】
　１つの実施形態では、本方法及び装置は、１つ又はそれ以上の不明瞭識別子を含む半透
明エリアを有するプラスチックカード、シート、フィルム、又は他の適切なメンバーの一
部又は全体など、半透明識別メンバー（ＴＩＤＭ）を生成する。本明細書で使用される半
透明エリアは、透過性のエリアを含むことができる。例えば、半透明識別メンバーは、ス
モーク処理プラスチック又は他の好適な着色を含む透明又はクリアシートで作ることがで
き、不明瞭識別子（非文字情報を含む）が表面又は内部にインクで印刷されるか又は他の
方法で配置される。１つ又はそれ以上の不明瞭識別子は、例えば、半透明識別メンバーの
受信者に固有のワンタイム認証識別子とすることができる。従って、半透明識別メンバー
又はカードは、視覚的に情報のランダムパターンに見えるものを含む。
【００３３】
　ユーザが半透明識別メンバーを使用することを望む場合、ディスプレイデバイス上に表
示するための対応する視覚フィルタリングパターンも生成される。例えば、視覚フィルタ
リングパターンはまた、視覚的な観点からランダムであるように見えるが、半透明識別メ
ンバー上の１つ又はそれ以上の不明瞭識別子と視覚的に合成された場合には、１つ又はそ
れ以上の不明瞭識別子の指定された１つが視覚的に明瞭化される。１つの実施形態では、
ユーザは、ディスプレイデバイスの指定部分の上、或いは視覚フィルタリングパターンを
表示するディスプレイの指定部分内に半透明識別メンバーを重ねることができる。視覚フ
ィルタリングパターンと半透明識別メンバー上の種々の不明瞭識別子のパターンとを組み
合わせると、合成されて、１つ又はそれ以上の識別子から視覚的に明瞭化された単一の識
別子又はメッセージを形成する。従って、例えば１つの実施形態では、外見上ランダムな
パターンが画面上に生成され、これは、ディスプレイ上に表示されている視覚フィルタリ
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ングパターンに重ねられた半透明識別メンバーを見ているユーザには、単一の識別子だけ
が視覚的に公開されるのを確実にする一助となる。
【００３４】
　従って、必要であれば、例えば半透明識別メンバー発行装置にアクセスするセキュリテ
ィ担当者は、ローカルプリンタで半透明識別メンバーを作成するのに使用できるブランク
セロハンカードのパッケージを使用することができる。半透明識別メンバーは、１つ又は
それ以上の不明瞭識別子としての機能を果たす半透明カラーパターンを有するように印刷
するか、或いはユーザに半ランダム又は不明瞭であるように見える他の適切な標識を有す
ることができる。カラー又はカラーの背景を使用して、写真コピー攻撃を無効にすること
ができる。半透明識別メンバー発行装置の機能の一部又は全ては、プロバイダ及びネット
ワークの分散を介して又はウェブベースサービスを介して提供できることは理解されるで
あろう。例えば、受信者は、ウェブ接続を介してＴＩＤＭ発行サービスにアクセスし、ロ
ーカルでＴＩＤＭを印刷し、或いはメールを介してＴＩＤＭを受け取ることができる。ま
た識別子は、１人の相手によって提供され、印刷又は製造のために別の相手に送ることが
できる。オペレーションの他の配布も必要に応じて利用することができる。
【００３５】
　視覚的に明瞭化された識別子がユーザに提示されると、ユーザは、ユーザインターフェ
ースを介して視覚的に明瞭化された識別子を入力し、ここでこの識別子が予想識別子と比
較される。入力された識別子が予想識別子と一致した場合には、適正な認証が指示され、
受信者は、デバイス、アプリケーション、又はプロセスへのアクセス、或いは他の所要の
権利が認可され得る（又は、例えば投票などの提示されたデータが受け付けられる）。加
えて、半透明識別メンバーの盗難又は損失に起因して不正使用されるのを防ぐために、取
り消された半透明識別メンバーのリストを保持することができる。リストは、いずれかの
適切なロケーションに記憶され、サービスプロバイダ、半透明識別メンバー発行装置又は
いずれかの適切なエンティティによって更新することができる。半透明識別メンバーが乱
数を発生するために電子回路構成を必要としないので、このような半透明識別メンバーの
コストは極めて低くすることができ、更に、スマートカードに通常関連する湿気又は他の
ダメージを受けにくいので、メンバーの信頼性を比較的高くすることができる。
【００３６】
　別の実施形態では、スマートカード又は他のトランザクションカード或いは非トランザ
クションカード（例えば、投票カード又は他の適切なカード）は、必要に応じて半透明識
別メンバーを含むことができる。このため、トランザクションカードが開示されており、
例えばカード識別情報（隆起印刷により又は電子的に、或いは磁気ストリップ又は他のい
ずれかの適切なメカニズムなどの他のいずれかの適切な記憶メカニズムなどによってそこ
に刻印することができるトランザクションカード番号など）を含む部分、並びに１つ又は
それ以上の不明瞭識別子を含む半透明エリアを有する半透明識別メンバーを含む部分を備
える。従って、クレジットカード、バンキングカード、又はいずれかの他のトランザクシ
ョンカードなどのトランザクションカードは、半透明識別メンバーを有するウィンドウを
含むことができ、或いは、セキュリティを高めるために、従来のトランザクションカード
に添付されたトランザクション識別番号又は他の識別情報を有することができる。
【００３７】
　別の実施形態では、半透明識別メンバー及び受信者ユニットの役割が逆にされる。例え
ば、この実施形態では、半透明識別メンバーは、視覚フィルタリングパターンを含み、デ
ィスプレイ画面は、例えばユーザに固有のユーザ認証データを表わすデータ或いは必要に
応じて他のデータとすることができる少なくとも１つの不明瞭識別子を表示する。不明瞭
識別子を表示するディスプレイ上に半透明識別メンバー（視覚フィルタ）を重ねて合成す
ると、画面上に少なくとも１つの不明瞭識別子を明瞭化する（不明瞭にされない）。メン
バー上の視覚フィルタリングパターンは、これがメンバー上に印刷されているので、同じ
ままであるが、表示された不明瞭識別子は、各セッション中に又は他の適切な間隔で変更
される。
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【００３８】
　従って、以下の利点の１つ又はそれ以上をもたらすことができる。半透明識別メンバー
は、組織セキュリティ担当者によって印刷することができるので、製造コストを発生させ
る必要がなく、受信者に対してローカルに生成することができる。電子機器を必要としな
いので、交換すべきバッテリーがなく、湿気に曝されることによる損傷が生じることもな
い。磁気ストリップを利用するデバイスが通常必要とするようなネットワーク又は無線接
続は必要ではない。半透明識別メンバーは、プラスチック又は他のいずれかの適切な材料
でどのような適切な厚さにも作ることができる。これらは、組織にローカルに製造するこ
とができるので、耐久性があり不正使用の場合に交換が容易である。画面及びスマートカ
ード上の動的に変化するコードと一致するマスターコードを連続的に生成するための相当
なネットワークインフラストラクチャへの投資を避けることができる。
【００３９】
　１つの実施形態では、表示された視覚フィルタリングパターンは、１つ又はそれ以上の
不明瞭識別子を視覚的に明瞭化するために半透明識別メンバーの一部を選択的に照明する
。視覚フィルタリングパターンは、各認証セッションに伴って変更することができる。１
つ又はそれ以上の不明瞭識別子は、半透明（又は透過性の）カード上の印刷された標識で
あり、ユーザの特定のドメイン内で固有であるのが好ましい。１つ又はそれ以上の不明瞭
識別子は、カラーシェーディング、文字の順序付け、これらの組合せ、又は他のいずれか
の適切な視覚な不明瞭化技術などの多くの適切な技術によって視覚的に不明瞭にされる。
図１は、識別情報をセキュアに提供するためのシステム１０の１つの実施例を示しており
、半透明識別メンバー１４などのセキュアな識別メンバーを生成するよう動作可能な半透
明識別メンバー発行装置１２、視覚フィルタジェネレータ１６、半透明識別メンバー認証
モジュール１８、受信者ユニット２０、及びメモリ２２を含む。この実施例では、視覚フ
ィルタジェネレータ１６及び半透明識別メンバー認証モジュール１８は、パーソナルコン
ピュータ、ワークステーション、サーバー、ハンドヘルドデバイス、又は他のいずれかの
適切なデバイス、或いは複数のネットワークデバイスなどのコンピューティングユニット
として実施することができる１つ又はそれ以上のソフトウェアモジュールとして実装でき
る半透明識別メンバーオーセンチケータ２４の一部として含まれる。半透明識別メンバー
オーセンチケータ２４は、この実施例ではウェブサーバーに作動的に結合され、該サーバ
ーは、インターネット２６などのネットワークに作動的に結合され、受信者ユニット２０
と半透明識別メンバーオーセンチケータ２４との間のウェブベース通信を容易にする。こ
のように複数の回路が、ソフトウェア及び処理デバイスによって形成される。また本明細
書に使用される回路は、限定ではないが、ハードウェア（マイクロプロセッサ、個別論理
回路、状態機械、デジタル信号プロセッサ、その他）、ソフトウェア、ファームウェア、
又はこれらのいずれかの適切な組合せを含む、いずれかの適切な形式の何らかの適切な電
子論理回路を指す。
【００４０】
　半透明識別メンバー発行装置１２、視覚フィルタジェネレータ１６、及び半透明識別メ
ンバー認証モジュール１８は、いずれかの適切な方式で実装することができ、限定ではな
いが、メモリ内に記憶されている命令を実行する１つ又はそれ以上の処理デバイスを含む
１つ又はそれ以上のコンピューティングデバイスで実行されるソフトウェアモジュールで
あるのが好ましい。
【００４１】
　この実施例では、半透明識別メンバー発行装置１２は、半透明識別メンバー１４を生成
するためにプリンタ又は他の適切なメカニズムを使用して半透明識別メンバー１４を生成
するローカルサーバーとして説明される。半透明識別メンバーは、１つ又はそれ以上の不
明瞭識別子を有する半透明エリアを含む。しかしながら、半透明識別メンバー発行装置１
２は、半透明識別メンバーオーセンチケータ２４の一部として含めることができ、或いは
、ウェブサーバーを含む他のいずれかの適切なデバイス上に位置付けることができる点は
理解され、本明細書で説明されるソフトウェアプログラムのいずれもが同様に１つ又は複
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数のいずれかの適切なデバイス上に適切に位置付けることができる点は理解されるであろ
う。
【００４２】
　メモリ２２は、いずれかの適切なローカル又は分散メモリとすることができ、必要に応
じてウェブサーバー又はローカルに位置付けることができる。メモリは、ＲＡＭ、ＲＯＭ
、又はいずれかの適切なメモリ技術とすることができる。受信者ユニット２０は、ラップ
トップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、又はハンドヘルドデバイスなどのいず
れかの適切なデバイス、或はディスプレイ３０及びユーザインターフェースを含む他のい
ずれかの適切なデバイスとすることができ、いずれかの適切なメモリに記憶された命令を
実行する１つ又はそれ以上の処理デバイスを含むことができる。受信者デバイスは、ウェ
ブブラウザ又は他のアプリケーション或いはオペレーティングシステムを介してグラフィ
カルユーザインターフェースなどの１つ又はそれ以上のユーザインターフェースを提供す
るための必要な回路を含み、音声認識インターフェース又はいずれかの適切なユーザ入力
インターフェースを含むことができる。従って、このユニットは、視覚フィルタリングパ
ターンが半透明識別メンバーに位置付けられた１つ又はそれ以上の不明瞭識別子に視覚的
に合成されたときに、１つ又はそれ以上の識別子の指定された識別子を視覚的に明瞭化定
義された視覚フィルタリングパターンを表示するよう動作可能なディスプレイ回路と、視
覚的に明瞭化された識別子を表わすデータを受け取るよう動作可能な入力インターフェー
スとを含む。１つの実施例において、ユーザインターフェースは、半透明識別メンバーに
関連したシリアルナンバーの入力を要求し、受信者に対して所要の権利を認可するかどう
かを決定するため、明瞭にされた識別子の入力を要求するのに使用される。
【００４３】
　また、必要に応じて、受信者ユニットは、ディスプレイ画面に表示するためのフィルタ
又は不明瞭識別子を受け取り、携帯電話、ＳＭＳメッセージ、電子メールメッセージ、又
は他の適切なチャンネル及び／又はデバイスなどの完全に異なるデバイスを介して（或い
は完全に異なるチャンネルを介して）応答を返すことができる。
【００４４】
　図２及び図３を参照し、識別情報をセキュアに提供するための方法について説明する。
ブロック２００に示すように、受信者は、半透明識別メンバー１４の発行を要求するため
に、インターネット又は他のいずれかの適切なメカニズムを介して半透明識別メンバー発
行装置１２に要求を送信する。これは、例えば、パスワード又は他の機密情報などのユー
ザ提供データをオンライン金融機関に登録することで受信者が行うことができる。これは
、半透明識別メンバー発行装置１２によって受け取られる受信者固有情報３２として示さ
れている。
【００４５】
　ブロック２０２に示すように、本方法は、例えば、受信者固有情報３２及び／又は他の
情報３４に基づくことができる受信者に対して１つ又はそれ以上の不明瞭識別子を生成す
る段階を含む。他の情報３４は、半透明識別メンバーシリアルナンバー、或いは必要に応
じて他の適切な情報とすることができる。これは、例えば、半透明識別メンバー発行装置
１２或いは他のいずれかの適切なエンティティによって行うことができる。ブロック２０
４に示すように、本方法は、１つ又はそれ以上の不明瞭識別子３８を含む半透明エリア３
６を有する半透明識別メンバー１４を生成する段階を含む。１つ又はそれ以上の不明瞭識
別子３８は、この実施例では半透明識別メンバー発行装置１２によって生成され、データ
ベース形式でメモリ２２内に記憶される。１つ又はそれ以上の不明瞭識別子は、望ましい
明瞭化識別子７００を明瞭にするために適切な視覚パターン４０を生成することが必要に
なったとき、或いは返送された明瞭化識別子７００をチェックするときに引き続きアクセ
スできるようにメモリ２２内に記憶される。
【００４６】
　例えば、半透明識別メンバー発行装置１２は、１つ又はそれ以上の不明瞭識別子を印刷
した半透明識別メンバー１４としてセロファンカードを印刷するプリンタを制御すること
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ができる。半透明識別メンバーの１つの実施例が図４に示されている。半透明識別メンバ
ー１４は、透過性のあるレベルを提供するプラスチックのような適切な材料又は他のいず
れかの適切な材料で作ることができ、発光するディスプレイ上に重ねてられたときに１つ
又はそれ以上の不明瞭識別子の合成により、ディスプレイからの光エネルギー（又は光エ
ネルギーの欠如）を１つ又はそれ以上の不明瞭識別子と合成して、半透明識別メンバー上
に１つ又はそれ以上の識別子の１つを視覚的に示すことができるようにする。半透明識別
メンバー上の１つ又はそれ以上の識別子はまた、複数の異なる不明瞭識別子とすることが
できる。
【００４７】
　半透明識別メンバー１４は、カード、シート、フィルム、又は他のメンバーとすること
ができ、必要に応じてトランザクションカードのウィンドウ上に適用されることになる何
らかの適切な接着剤又は接続構造、或いは他のいずれかの適切な材料を含むことができる
。半透明識別メンバーはまた、例えば、適切な接続構造を使用して半透明識別メンバーを
トランザクションカードの端部又は側面に接合することなどによって、トランザクション
カードに接続することができる。上述のように、半透明識別メンバー３８上に印刷された
１つ又はそれ以上の不明瞭識別子３８は、文字（例えば、ＡＳＣＩＩ）、記号、印刷パタ
ーン、その着色形態、或いは他のいずれかの適切な標識とすることができる。１つ又はそ
れ以上の不明瞭識別子３８は、視覚的に不明瞭であるように見え、従って、受信者が見た
ときに外見上ランダムに見える。他の実施形態では、文字を伴わずにメッセージ又は他の
情報を視覚的に隠すインクのパターンを印刷し、ディスプレイの上に重ねたときに、ディ
スプレイによって生成されたパターンが印刷イメージと組み合わされて、見る人が明瞭化
識別子を視覚的にデサイファできるようにすることが望ましい場合がある。
【００４８】
　半透明エリア３６は、１つ又はそれ以上の認証セッション又は他の目的に対して使用で
きる固有の識別情報とすることができる１つ又はそれ以上の識別子を表わす情報パターン
を含む。１つ又はそれ以上の不明瞭識別子によって表わされる情報パターンは、同じ不明
瞭識別子を有する同じ半透明識別メンバーを同じユーザが取得する可能性を低減するため
に、ユーザの所与のドメインに固有のものであるのが好ましい。半透明エリア３６は、受
信者ユニット２０のディスプレイ画面３０の少なくとも一部に重なるように構成される（
例えば、重なるようなサイズにされる）。１つの実施形態では、１つ又はそれ以上の不明
瞭識別子の各々は、半透明識別メンバーの受信者に対するワンタイム認証識別子としての
機能を果たすことができる。本明細書で使用される識別情報は、ユーザ（例えばＴＩＤＭ
受信者）又は対象とする他のプロセスを直接又は間接的に認証するため、或いはプロセス
又はデバイスに関連した望ましい権利へのアクセスを得るために使用される何らかの情報
、或いはトランザクションを実行すべき時を除いて機密保護されるよう意図された他のい
ずれかの適切な情報を含む点に留意されたい。
【００４９】
　ＴＩＤＭを作るために、本方法は、１つ又はそれ以上の不明瞭ユーザ識別子に対してユ
ーザからの要求を受け取り、ユーザと１つ又はそれ以上の不明瞭ユーザ識別子に関連した
識別情報との間のリンクを記録する段階を含むことができる。本方法は、１つ又はそれ以
上の不明瞭ユーザ識別子をユーザに提供する段階を含むことができ、ここで１つ又はそれ
以上の不明瞭ユーザ識別子は、ユーザに送信される半透明識別メンバー上にあり、１つ又
はそれ以上の不明瞭ユーザ識別子は、ユーザのための半透明識別メンバー上に配置される
第三者に送信され、１つ又はそれ以上の不明瞭ユーザ識別子は、半透明識別メンバー上に
配置するためにユーザに送信され、１つ又はそれ以上の不明瞭ユーザ識別子は、不明瞭ユ
ーザ識別子の既存のプールから選択される。ユーザからの要求は、ユーザ固有情報を含む
ことができ、ユーザ固有情報は、１つ又はそれ以上の不明瞭識別子を作成するのに使用す
ることができ、或いは、他の情報と組み合わせて１つ又はそれ以上の不明瞭ユーザ識別子
を作成することができる。
【００５０】
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　ブロック２０６に示すように、半透明識別メンバー１４が生成され、受信者に提供され
ると、視覚フィルタリングジェネレータ１６、又は他の適切なメカニズムが、受信者デバ
イスのディスプレイ３０上に表示するための視覚フィルタリングパターンを生成する。視
覚フィルタリングパターン４０が受信者デバイスによって表示されると、視覚フィルタリ
ングパターンは、半透明識別メンバー１４上に位置付けられた１つ又はそれ以上の不明瞭
識別子と視覚的に合成されて、１つ又はそれ以上の識別子の１つを示す。言い換えると、
視覚フィルタリングパターンは、望ましくない識別子をフィルタ除去し、１つ又はそれ以
上の識別子の選択された識別子を明瞭化する。
【００５１】
　ブロック２０８に示すように、本方法は、受信者又はデバイスなどによって、表示され
たフィルタリングパターン４０上に半透明識別メンバー１４を重ね、半透明識別メンバー
１４上で不明瞭識別子の指定された識別子を視覚的に識別する段階を含むことができる。
視覚的に識別された識別子は次に、トランザクションを容易にするか又は対象となるいず
れかのプロセス又はデバイスに関連した特定の望ましい権利へのアクセスを得るために受
信者により入力される。
【００５２】
　図３に示すように、図２のステップが更に詳細に示されている。ブロック３００に示す
ように、受信者用の１つ又はそれ以上の不明瞭識別子を生成する段階は、例えば、半透明
識別メンバー発行装置１２又は他のいずれかの適切なエンティティによって機密又は非機
密データ又は非ユーザ関連情報などの受信者固有情報を取得することによって行うことが
できる。このプロセスはまた、非ユーザ関連及び非ユーザ供給資料を使用することによっ
て達成することができ、この場合、生成された１つ又はそれ以上の不明瞭識別子が引き続
きユーザに関連付けられる。受信者固有情報が使用されるときには、これは、受信者ユニ
ット２０を介して受信者によって又は他のいずれかの適切なソースから提供される個人識
別番号、パスワード、ユーザ名、アカウント番号、又は他のデータとすることができる。
これは、受信者固有情報３２として示される。ブロック３０２に示すように、受信者固有
情報３２は、適切な数学関数又はアルゴリズムなどを介して適切に組み合わされ、１つ又
はそれ以上の不明瞭識別子３８を作成する。他の情報３４は、例えば、乱数ジェネレータ
から生成された出力、半透明識別メンバー１４上に印刷できるか又は半透明識別メンバー
発行装置１２によって記憶することができる実際の半透明識別メンバーシリアルナンバー
４４（又は他のＴＩＤＭ識別情報）、或いは他のいずれかの適切な情報とすることができ
る。ブロック２０４に示すように、半透明識別メンバーを識別するための半透明識別メン
バーシリアルナンバー又は他のいずれかの適切な情報は、１つ又はそれ以上の不明瞭識別
子３８に割り当てられる。半透明識別メンバーの最初の要求又は生成時には、半透明識別
メンバー発行装置１２が半透明識別メンバーシリアルナンバーを選択し、これに受信者固
有情報３２を関連付けることができる点は理解されるであろう。この情報を組み合わせて
、１つ又はそれ以上の不明瞭識別子３８を生成することができる。半透明識別メンバーシ
リアルナンバー４４は、半透明識別メンバーオーセンチケータ２４（半透明識別メンバー
１４を使用して受信者を認証する）によって後で使用するためにメモリ２２内に記憶する
ことができる。いずれかの方法に関して本明細書で説明されるステップの順序は、望まし
い結果に基づいて適切に再順序付けすることができる。
【００５３】
　ブロック３０６に示すように、半透明識別メンバー１４を生成する段階は、プラスチッ
クフィルム、シート、又はカード上に望ましいフォーマットで異なる不明瞭識別子を印刷
し、半透明識別メンバー１４を作成する段階を含むことができる。ブロック３０８に示す
ように、ディスプレイ上にフィルタリングパターン４０を表示する段階は、不明瞭識別子
から選択された識別子をランダムに選択して、視覚フィルタリングパターン４０をディス
プレイ３０上に生成する段階を含み、該パターンは、半透明識別メンバー１４が視覚フィ
ルタリングパターン４０上に重ねられたときに、不明瞭識別子の選択されたものを明瞭化
すべき識別子として明瞭化する。
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【００５４】
　図４から図７に示すように、及び図４に示される実施例を更に例証すると、半透明識別
メンバー１４は、これ自体に半透明識別メンバーシリアルナンバー４４又は他の識別情報
が印刷され、１つ又はそれ以上の不明瞭識別子３８が半透明エリア３６に印刷されている
。上述のように、これは、セロファン材料又は他の材料上に印刷することができ、製造コ
ストを低減するために必要に応じて従来のプリンタによって容易に対処される。しかしな
がら、何らかの適切な材料又は製造プロセスを使用してもよい。受信者が半透明識別メン
バー１４を所有すると、半透明識別メンバー１４を利用して多因子認証が可能となる。
【００５５】
　フィルタは、何らかの適切な方法で生成することができる。例えば、選択された不明瞭
識別子は、ＴＩＤＭ上のポジションが定められた記憶された１つ又はそれ以上の不明瞭識
別子から選択することができる。視覚フィルタパターンジェネレータ１６は、ＴＩＤＭの
予め定義されたレイアウトに基づいてフィルタリングパターンを作成し、フィルタが適正
な文字ロケーションをブロックするのを確保する。他のいずれかの適切な技術を使用して
もよい。
【００５６】
　図５に示すように、受信者デバイス２０は、ウェブブラウザ又は他の適切なユーザイン
ターフェースを介して、ウェブブラウザが使用されている場合に受け取ったＨＴＭＬペー
ジに基づいて入力画面を表示することができ、これは、ユーザ識別子フィールド５００、
パスワードフィールド５０２、及び半透明識別メンバーシリアルナンバーフィールド４４
などのユーザ入力を受け取るフィールドを含む。ユーザは、適切なインターフェースボタ
ン５０４を介して入力された情報を提示する。次に、この情報は、インターネットを介し
てウェブサーバーに送られ、必要に応じて、半透明識別メンバーオーセンチケータ２４に
転送される。この実施例に示すように、ユーザＩＤフィールド５００又はパスワードフィ
ールド５０２に入力される情報は、半透明識別メンバー発行装置１２が最初に半透明識別
メンバー１４を生成したときに、以前に入力された受信者固有情報３２と見なすことがで
きる。
【００５７】
　図６は、半透明識別メンバー１４を使用して識別情報をセキュアに提供することを容易
にするためのディスプレイ３０上に表示されたグラフィックユーザインターフェース（受
け取ったＨＴＭＬページに基づいて生成される）の１つの実施例を示す。グラフィックユ
ーザインターフェースは、例えば、ウェブブラウザ及び受信者ユニット又は他のいずれか
の適切なプロセッサ上の適切なホストプロセッサを介して生成でき、ディスプレイ３０上
に示される視覚フィルタリングパターン４０と同じサイズ又は異なるサイズとすることが
できるオーバーレイエリア６００を指示する。従って、図５に示されたログイン画面に応
答して、半透明識別メンバーオーセンチケータ２４が、図６に示された視覚フィルタリン
グパターン４０及び応答インターフェース画面を含む応答を提示する。受信者ユニット２
０は、視覚フィルタリングパターン４０及び明瞭化された識別子フィールド６０２を表示
し、１つ又はそれ以上の不明瞭識別子からの１つの明瞭化されたＩＤの入力を可能にする
。
【００５８】
　図７は、半透明識別メンバー１４が視覚フィルタリングパターン４０の上に重ねられ、
１つ又はそれ以上の不明瞭識別子の１つを明瞭化する状態を図示している。ユーザは、半
透明識別メンバー１４、従って１つ又はそれ以上の印刷された不明瞭識別子３８を視覚フ
ィルタリングパターン４０上に位置付け、視覚フィルタリングパターン４０及び印刷され
た異なる不明瞭識別子３８の合成により、この実施例では明瞭化識別子７００が明瞭化さ
れ、これは次に、受信者によって明瞭化された識別子フィールド６０２に入力される。ユ
ーザは次いで、明瞭化された識別子７００を半透明識別メンバーオーセンチケータ２４に
提示し、特定のトランザクション又は特定の権利へのアクセスに対してユーザを認証する
。従って、半透明識別メンバーオーセンチケータ２４は、ユーザ又は他のエンティティが
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ディスプレイ３０上に半透明識別メンバー１４を重ねるのに応答して、明瞭化された識別
子７００を表わすデータを受け取る。半透明識別メンバー認証モジュール１８は、受け取
った明瞭化識別子７００を対応する予想識別子７０２（図１を参照）と比較し、受信者の
適正認証が適切であるかどうかを決定する。半透明識別メンバー認証モジュール１８は、
メモリ２２から対応する予想識別子７０２を取得し、又は視覚フィルタパターンを認識し
不明瞭識別子３８にアクセスすることによってオンザフライで予想識別子を生成すること
ができ、或いは他のいずれかの適切な方法で予想識別子７０２を取得することができる。
【００５９】
　図８及び９を参照し、半透明識別メンバー１４の発行を例示的な実施形態によって更に
詳細に説明する。半透明識別メンバー１４を取得するために、受信者は、登録要求８００
によって指示される口座番号又は他の情報などの受信者固有情報３２を使用して、オンラ
インバンク又は他の機関に登録する。次いで、この要求は、ウェブサーバー８０２にわた
される。ウェブサーバー８０２は次に、バンクサーバー８０４と通信し、該サーバーは、
例えば、必要に応じて処理デバイス上で実行される適切なソフトウェアアプリケーション
又は他のいずれかの適切な構造とすることができる顧客管理システム及び半透明識別メン
バーリクエスタ８０６を含む。次いで、バンクサーバー８０４は、適切なサーバー８１０
に含まれるか又は別個のものとすることができる半透明識別メンバー発行装置１２に半透
明識別メンバー発行要求８０８を生成する。半透明識別メンバー発行要求８０８は、ユー
ザによって入力された受信者固有情報３２を含む。これに応答して、半透明識別メンバー
発行装置１２は、応答メッセージ８１０に不明瞭識別子３８を提供し、半透明識別メンバ
ーシリアルナンバー４４を生成して、要求側受信者の半透明ＩＤメンバー１４上に表示さ
れることになる関連の不明瞭識別子３８と共にメモリ２２内に記録する。この実施例では
、バンクサーバー８０４は、受信者のアカウントを半透明識別メンバーシリアルナンバー
４４にリンク付けし、次いで、リンクされた情報を後で使用するためにデータベース８１
０に記憶する。バンクサーバー８０４は次に、例えば印刷用に不明瞭識別子３８をフォー
マットして、この情報をプリンタ８１４又は他のデバイスに送信し、これが半透明識別メ
ンバー１４をプリントアウト又は製造することによって、半透明識別メンバー１４を生成
する。よって、半透明識別メンバーシリアルナンバー４４は、半透明識別メンバー発行装
置１２によって割り当てられ、１つ又はそれ以上の不明瞭識別子３８及びデータベースに
おけるメモリ２２内のユーザに関連付けられる（例えばリンクされる）。
【００６０】
　半透明識別メンバー発行装置１２は、情報ランダム抽出装置９００及び半透明識別メン
バーフォーマッター９０２を含むことができる。情報ランダム抽出装置９００は、受信者
固有情報３２と組み合わされることになる他の情報３４として半透明識別メンバーシリア
ルナンバー４４を使用し、１つ又はそれ以上の不明瞭識別子３８を生成することができる
。これは、１つ又はそれ以上の不明瞭識別子３８を生成するために望ましいハッシュアル
ゴリズム又は他の適切な符号化技術を使用して行うことができる。半透明識別メンバーフ
ォーマッター９０２は、プリンタ又は他の製造デバイスに出力するために情報をフォーマ
ット化する１つ又は複数の適切な処理デバイス上で実行される別のソフトウェアアプリケ
ーションとすることができる。
【００６１】
　図１０及び図１１は、半透明識別メンバーの発行を行った後のシステムのオペレーショ
ンの別の実施形態を示す。ブロック１０００に示すように、本方法は、図５を参照して既
に説明した受信者固有情報３２を要求し取得する段階を含む。半透明識別メンバー１４が
印刷又は製造されると、ブロック１００２に示されるように、手で又はメールを介して或
いは他のいずれかの適切な技術によって受信者に提供される。ブロック１００４に示すよ
うに、銀行のバンクサーバーは、受信者がログオン要求などの認証を要求したかどうかを
決定する。要求が受け取られた場合、ブロック１００６に示されるように、多因子認証プ
ロセスの第１レベルとしてパスワード及び半透明識別メンバーシリアルナンバー４４を含
む受信者情報３２の入力を要求するウェブページを送信することができる。これは、例え
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ば図５に示される画面を介して行うことができる。ブロック２０６に示すように、バンク
サーバーは、入力された受信者固有情報３２及びパスワード並びに半透明識別メンバーシ
リアルナンバー４４が正しいかどうかを、例えば半透明識別メンバーオーセンチケータ２
４に情報を渡すことによって決定する。第１認証レベルがパスした場合、本方法は、ブロ
ック１０１０に示すように、視覚フィルタリングパターン４４を表示する段階を含み、該
パターンは、半透明識別メンバー１４上で１つ又はそれ以上の不明瞭識別子３８と視覚的
に合成されたときに、現在のセッション又はトランザクションにおいて、１つ又はそれ以
上の不明瞭識別子の１つだけを入力されることになる適切な識別子として明瞭化する。次
いで、バンクサーバーは、ウェブサーバーを介して、図６に示す画面を提供することによ
ってディスプレイ上に表示されたフィルタリングパターンを介して選択的に明瞭化される
明瞭化識別子７００の入力を要求することができる。これはブロック１０１０に示されて
いる。この要求に応答して、半透明識別メンバーオーセンチケータ２４は、明瞭化された
ワンタイム使用識別子７００を受け取り、受け取った識別子を例えば視覚フィルタジェネ
レータ又はオーセンチケータ２４によって決定された対応する予想ＩＤと比較する。これ
はブロック１０１２に示されている。「フィルタ」にユーザのデータ入力及びそのユーザ
に対して記憶された情報を与えると、オーセンチケータは、ユーザが正しいデータを入力
したかどうかを確認することができる（自ら或いは「サーバー」にこれを渡すことによっ
て）。望ましい識別子がユーザから要求する前に生成された場合、本システムはまた、事
前に設定された識別子を（全てユーザに提示される前に）明瞭化するための正しいフィル
タを生成する。或いは、ユーザにパターン（フィルタ）が提供され、本システムが、パタ
ーンから生じることになる識別子でユーザが入力した識別子を確認する場合には、望まし
い識別子を前もって選び出す必要はなく、従って、「フィルタジェネレータ」は他の知識
を必要としない。視覚的に明瞭化された識別子を表わすデータ（例えば、データ自体、そ
の暗号化形式、又は他の適切なデータ）はまた、視覚フィルタリングパターンが表示され
るデバイス以外のデバイスを使用して受け取ることができる。例えば識別子は、１つのデ
バイスの画面上で明瞭化することができ、ハンドヘルドデバイス或いは非ハンドヘルドデ
バイスを使用して、視覚的に明瞭化された識別子を入力し、一致があるかどうかをチェッ
クする別のデバイス又はシステムに送信することができる。
【００６２】
　ブロック１０１４に示すように、一致が存在しない場合、受信者にエラーが送られ、明
瞭化識別子を再入力するよう要求する。本システムは、再試行のために異なる識別子を使
用するように変えることができる。また本システムは、ある一定数の試みの失敗後にユー
ザをロックアウトすることができる。しかしながら、ブロック１０１６に示すように、一
致が生じた場合には、第２因子認証が成功したと判断され、ユーザには望ましい権利が認
可される。
【００６３】
　図１２及び図１３は、半透明識別メンバー１４（図１４に示されるタイプを含む）を利
用するトランザクションカードの実施例を示す。トランザクションカードは、スマートカ
ード又は非スマートカードであり、クレジットカード、デビットカード、又は他のいずれ
かの適切なトランザクションカードに関連した従来の情報を有し、加えて、半透明識別メ
ンバー１４を含むことができる。半透明識別メンバー１４は、トランザクションカードの
一部分に現れる。トランザクションカードの一部分は、口座番号、クレジットカード番号
、又は他のいずれかの適切な識別子１３００などのアカウント情報、及び必要に応じてユ
ーザ名１４０２などの他のユーザ識別子を含む。図１２に示される実施例では、トランザ
クションカードは、例えばプラスチックトランザクションカードにカットされるか、或い
はプラスチックカードに設けることができる開口１３０６を含み、接着剤により半透明識
別メンバー１４をその開口に配置することができ、或いは、開口に一体成形させるか、他
の方法では、限定ではないが、トランザクションカードのサイズが従来のトランザクショ
ンカードと同じサイズ、又は望ましい他のいずれかの適切なサイズであるように、ＴＩＤ
Ｍをトランザクションカードに受け入れ且つこれに保持されるように構成された接続構造
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体に取り付けることができる。使用される場合、接続構造体は、必要に応じて、スナップ
式構造体、スライドイン構造体、接着剤ベースの接続、或いはいずれかの適切な接続構造
体とすることができる。
【００６４】
　図１３は、半透明識別メンバー１４が従来のトランザクションカードの側面又はいずれ
かの他の表面に取り付けられた異なる実施例を示す。半透明識別メンバー１４は、折れ線
１４００に沿って折り畳み可能であってもよく、又は折り畳みできない場合にはある厚み
を持たせて、必要に応じてトランザクションカードの一部として形成することができる。
半透明識別メンバーをトランザクションカードに適切に取り付けるための他のいずれかの
適切なメカニズムも企図される。
【００６５】
　図１４及び１５は、半透明識別メンバー及び受信者ユニットの役割を基本的に逆にした
他の実施形態を示す。この実施形態では、半透明識別子１４が視覚フィルタリング又は強
調パターン４０を含み、ディスプレイ画面が、例えば必要に応じてユーザに固有又はユー
ザに非固有のユーザ認証データを表わすデータとすることができる少なくとも１つの不明
瞭識別子を表示する（図１５を参照）。前の実施形態と同様に、不明瞭識別子を表示する
ディスプレイ上に半透明識別メンバー（視覚フィルタ）を重ねる合成は、画面上で少なく
とも１つの不明瞭識別子を明瞭化（非不明瞭化）又は強調される。次に、明瞭化されたユ
ーザ認証データは、パスワード又は他のユーザ認証情報として適切なトランザクションデ
バイスに入力することができる。また、半透明エリアが従来のトランザクションカードに
取り付けられるか、又は組み込まれるときには、トランザクションカードは、例えば図１
２及び１３に示すように、トランザクションカード番号を含む第１部分と、半透明識別番
号又は視覚フィルタリングパターンを含む半透明エリアを有する他の識別情報を含む第２
部分とを含む。
【００６６】
　図１６は、図１４のＴＩＤＭ１４を利用するシステム１６００の１つの実施例を示す。
この実施例では、ＴＩＤＭオーセンチケータ２４は、図１に関して説明された１つ又はそ
れ以上の識別子を生成するのに使用されるタイプに類似した不明瞭識別子ジェネレータ１
６０２を含む。不明瞭識別子ジェネレータ１６０２は、そのユーザに対して適正な不明瞭
識別子が表示されることを保証するため、ユーザ名、ＴＩＤＭシリアルナンバー、又は他
の適切な情報などの受信者固有情報をユーザから受け取った後に不明瞭識別子を生成する
。登録プロセスの一部として、ユーザは、同じユーザ固有情報を前から備えておくことが
でき、不明瞭識別子ジェネレータ１６０２は、不明瞭識別子を前もって生成し、メモリ２
２に記憶することができる。
【００６７】
　半透明識別メンバー発行装置１２は、この実施例では、表示される不明瞭ユーザ識別子
３８を視覚的にフィルタ処理するように構成され且つ表示画面の少なくとも一部に重ねる
ように構成される視覚フィルタリングパターン４０を有する半透明エリア付きのＴＩＤＭ
１４を生成する。ユーザがユーザ固有情報を入力してセッションを開始することが望まし
いとすることができ、この場合、複数のユーザのために半透明識別子メンバーに同じフィ
ルタリングパターンが印刷される。ＴＩＤＭの保持者がＴＩＤＭを盗んだ窃盗者ではなく
、適正なユーザであることが分かるのが望ましい。オーセンチケータ又は他のソースは、
生成された不明瞭識別子を受信者デバイスに送信する。受信者デバイスは、ユーザ認証デ
ータとして少なくとも１つの視覚的に不明瞭な識別子を表示し、フィルタリングパターン
を有する半透明識別メンバーに基づいて明瞭化されたユーザ認証データ（明瞭化されたＩ
Ｄ自体又はその表現など）を表わすデータを受け取る。例えば、フィルタリングパターン
を有する半透明識別メンバーがディスプレイ上に保持されると、フィルタがユーザ識別子
を明瞭化する。同じフィルタパターンが１つよりも多いＴＩＤＭに印刷されたとしても、
必要に応じて、半透明識別子シリアルナンバーを各ＴＩＤＭに割り当てることができる。
従って、複数のユーザは、同じフィルタパターンを有する半透明識別メンバーを有するこ
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とができる。
【００６８】
　半透明識別メンバー発行装置１２は、半透明エリアを有する半透明識別メンバー１４を
生成するよう動作可能であり、該エリアは、表示された不明瞭ユーザ識別子を視覚的にフ
ィルタ処理するように構成され且つディスプレイ画面の少なくとも一部分に重ねるように
構成された視覚フィルタリングパターン４０を含む。不明瞭識別子ジェネレータ１６０２
は、ユーザ固有情報などの受け取ったユーザ情報に応答して、ディスプレイに表示するた
めの少なくとも１つの視覚的不明瞭識別子を生成する。半透明識別メンバーオーセンチケ
ータ１８は、この実施例では、フィルタリングパターンがディスプレイ上に重ねられた後
にユーザインターフェースを介してユーザが情報を入力することなどによって明瞭化され
た識別子を表わすデータを受け取り、前述のように、半透明識別メンバーオーセンチケー
タが、受け取った明瞭化識別子を対応する予想識別子（これは不明瞭識別子ジェネレータ
によって生成されたものであるので）と比較し、受信者の適正認証が適切であるかどうか
を決定する。或いは、半透明識別メンバーオーセンチケータは、受け取った明瞭化識別子
を第三者に送ることができ、該第第三者が比較を実施して、オーセンチケータ又は受信者
ユニットにメッセージを返信する。オペレーションの他のいずれかの適切な分割も必要に
応じて使用することができる。次に、半透明識別メンバーオーセンチケータ又は第三者は
、受け取ったデータが対応する予想識別子と一致するのに応答して、受信者ユニットに関
する権利認可情報を送信する。
【００６９】
　図１７は、識別情報をセキュアに提供するための方法の１つの実施例を示し、例えば、
受け取った受信者機密データ又は非機密データ或いは受信者に関係のない又は受信者から
受け取っていないデータに基づいて、受信者に対する少なくとも１つの不明瞭識別子を生
成する段階を含む。これはブロック１７００に示されている。ブロック１７０２に示すよ
うに、本方法は、視覚フィルタリングパターン４０を有する半透明識別メンバー１４を生
成する段階を含む。ＴＩＤＭが作られた後、本方法は、ＰＩＮ又は他のデータなどのユー
ザ識別情報をユーザに対する認証の第１因子として受け取る段階を含む。ブロック１７０
４に示すように、本方法は、１つ又はそれ以上の不明瞭識別子を受信者に送信し、半透明
識別メンバー上の視覚フィルタリングパターン４０と視覚的に合成されたときに、ユーザ
の不明瞭識別子を明瞭化する第２因子ユーザ認証データとして少なくとも１つの視覚的不
明瞭識別子を表示する段階を含む。ブロック１７０６に示すように、本方法は、例えばユ
ーザがディスプレイに半透明識別メンバーを重ねてフィルタを介して不明瞭識別子を視覚
的に識別する段階を含む。本方法はまた、フィルタリングパターンを有する半透明識別メ
ンバーに基づいて明瞭化されたユーザ認証データを表わすデータを受け取る段階を含む。
本方法はまた、不明瞭識別子を表示するステップの前などに、ユーザ固有情報を受け取っ
て、ディスプレイ上に表示される視覚的不明瞭識別子を決定する段階を含む。例えば、本
システムは、各ユーザが異なる識別子を有するのが好ましいので、どの不明瞭識別子を表
示するかを決定する必要がある。これは、例えば必要に応じてパスワード又は他の機密又
は非機密情報など、ユーザ固有情報を受信者ユニットのユーザインターフェースを介して
ユーザに入力させることによって決定することができる。
【００７０】
　換言すると、本方法は、ユーザの認証の第１因子としてユーザ識別情報を受け取り、Ｔ
ＩＤＭオーセンチケータ、サービスプロバイダ、又は他の適切なエンティティなどによっ
て、このようなユーザ識別情報を使用して、このようなユーザに関連付けられていること
が分かっている特定の視覚フィルタリングパターンを含むメモリ内の半透明識別メンバー
を識別する段階を含む。本方法は、受け取ったユーザ識別情報に関連したユーザの認証の
第２因子として使用されることになる予想識別子を生成し、不明瞭ユーザ識別子のパター
ンがユーザに関連する識別された半透明識別メンバー上の視覚フィルタリングパターンと
組み合わされたときに予想識別子が明瞭化されるような予想識別子を含む不明瞭ユーザ識
別子のパターンを生成する段階を含む。本方法は、不明瞭ユーザ識別子のパターンをディ
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スプレイ（例えば表示されたＧＵＩ）に送信し、明瞭化された識別子の入力を要求する段
階と、明瞭化された識別子を表わすデータを受け取る段階とを含む。上述のように、例え
ばＴＩＤＭオーセンチケータ、又はいずれかの適切な数のサーバー或いはデバイスは、上
記のオペレーションを実行するための回路として働く。
【００７１】
　開示される装置、方法、及びシステムの主な機能は、現在のインフラストラクチャに容
易に統合できる１つ又はそれ以上の処理デバイスによって実行されるアプリケーションプ
ログラミングインターフェース（ＡＰＩ）を介して提供することができる。更に、１つの
実施形態における各半透明識別メンバーは異なっており、外見上ランダムな情報は通常、
必須ではないが、パスワード、ユーザ名、個人識別番号、又はいずれかの他の情報などの
受信者に固有の情報から生成されるので、外見上異なるランダムな情報を有する。各実施
形態では、半透明識別メンバー、及び／又は視覚フィルタ及び／又は不明瞭識別子は、事
前に製作して後でユーザに関連付けることができる。更に、不明瞭識別子及び／又はフィ
ルタリングパターンは、事前に生成して後で半透明識別メンバーに適用することができる
。こうした半透明識別メンバーに後で適用することは、フィルタリングパターン又は不明
瞭識別子の作成者によって行なわれてもよく、或いは、サービスを提供するエンティティ
によって、又はサービスプロバイダの第三者契約者によって行ってもよい。半透明識別メ
ンバーの製作は、透明プラスチックなどの極めて単純な材料で行うことができるので、サ
ービスプロバイダは、不明瞭識別子又は視覚パターンをユーザに送信することができ、該
ユーザ自体がフィルタリングパターン又は不明瞭識別子を半透明識別メンバーに適用する
こともできる。
【００７２】
　複数の異なる不明瞭識別子が存在するので、同じ半透明識別メンバーを繰り返して使用
することができ、ここでは、認証が要求される毎に、不明瞭識別子の異なる識別子が視覚
フィルタリングパターンを介して公開される。従って、半透明識別メンバー上の視覚的に
明瞭化された識別子は、必要に応じて、各認証セション中に変えることができる。本明細
書に説明される半透明識別メンバーは、ユーザ認証、ソフトウェアアプリケーションの起
動、又は他のいずれかの適切な目的のために使用することができる。異なる不明瞭識別子
は、文字、イメージ、又は他のいずれかの適切な情報とすることができる。
【００７３】
　図１８は、半透明又は非半透明のフィルム、ステッカー、カード、又は他のいずれかの
適切な材料又は物品などの物品１８００（例えばメンバー）の１つの実施例を示す。物品
１８００上に示された情報は、１つの実施例として示されているに過ぎず、いずれかの適
切な情報を使用してもよい点は理解されるであろう。この実施例では、物品１８００は、
ロケーション情報１８０２及び１８０４（行及び列の標識として示されている）をそれぞ
れ、及び座標ロケーション情報（例えば行及び列情報）によってアドレス指定可能又は位
置付け可能な数字形式での送信者認証情報１８０６を含む。更に物品１８００は、物品１
８００の発行装置によって生成された（例えば割り当てられた）シリアルナンバーなどの
オプションの物品識別子１８０８を含む。
【００７４】
　一般的に言えば、物品１８００は、必要に応じて、例えば送信者認証情報を生成するた
めに半透明識別メンバーに関して上述のように生成することができる。しかしながら更に
、１つの実施形態においてロケーション情報１８０２及び１８０４を追加する必要がある
。更に、半透明識別メンバー１４もまた、送信者認証物品として使用することができ、不
明瞭識別子３８もまた送信者認証情報として働くことができることは理解されるであろう
。
【００７５】
　加えて、この実施形態では、送信者認証情報が必要に応じて受信者固有情報とは独立し
て生成されても、或いはこれに基づいて生成されてもよいので、本システムが受信者固有
情報を必要としない場合には、この受信者固有情報は必要ではない。これは、受信者がサ
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ービスを申し込んだときに発生する可能性がある。更に、本明細書で使用されるロケーシ
ョン情報は、例えば、送信者によって送られたメッセージと共に送られるか又はこのメッ
セージによってインデックスされた情報を含み、受信者が検証すべき物品１８００上の送
信者認証情報がいずれであるかを指示する。例えば、ロケーション情報は行及び列情報で
ある必要はなく、単に、「左上コーナ」、「左下コーナ」、「右から三番目」のような用
語、或いは所与のセッション、トランザクション、又は他の通信に対して認証情報として
どの物品上の送信者認証情報を使用すべきであるかを受信者に知らせるための他のいずれ
かの適切な情報とすることができる。或いは、送信者認証情報は、例えば、所与のセッシ
ョン、トランザクション、又は他の通信に対する送信者認証情報を示すユニバーサルリソ
ースロケータ（ＵＲＬ）のような、送信者認証情報を含むロケーションに対するポインタ
とすることができる。更に、ロケーション情報は、所与のセッション、トランザクション
、又は他の通信のための送信者認証情報に対して物品上のどこを見るべきかを指示する実
際のロケーション情報を含むロケーションに対するポインタとすることができる。別の実
施形態では、ロケーション情報は、視覚フィルタリングパターンである。
【００７６】
　図１９は、アカウント情報又はメッセージ送信者情報を提供できる、例えば磁気ストリ
ップ１９０２又は他のいずれかの適切な情報を含むことができるトランザクションカード
１９００を示す。トランザクションカード１９００は、例えば、上述のようにバンキング
カード、クレジットカード、デビットカード、又は他のいずれかの適切なトランザクショ
ンカードとすることができ、上述のようにカード番号などのトランザクションカード識別
子情報を含むことができる。このトランザクションカード１９００は、とりわけこれがい
ずれかの適切な方式でカード上（又はメンバー）に、カード内に、又はカードに固定され
て物品１８００を含むので、従来のトランザクションカードとは異なる。このようなトラ
ンザクションカード１９００の変形形態は、例えば図１３に示されている。１つの実施例
において、接着剤で裏打ちされた一枚のペーパー又は他のいずれかの適切なメンバーのよ
うなメンバー１８００は、必要に応じて従来のトランザクションカードに固定される。上
述のように、メンバー又は物品は、限定ではないが、接着剤又は他のいずれかの適切なメ
カニズムを含むいずれかの適切な方式で固定或いは適切に付加できることは理解されるで
あろう。メンバー１８００は、財務表、請求書、その他の剥離部分として受信者に送るこ
とができる。これは、トランザクションカードに適合するサイズであるのが好ましい。
【００７７】
　図２０は、いずれかの適切な要素によって実行できる電子メッセージ認証を提供するた
めの方法の１つの実施例を示す。この実施例では、例えば、本認証は、サーバー又は複数
のサーバー或いは１つ又はそれ以上の処理デバイス上で実行される他の適切なアプリケー
ションによって実行することができる。ブロック２０００に示すように、本方法は、例え
ばバンクサーバー又は他のメッセージ送信者などの送信者が、受信者へのメッセージの送
信を望むときに、特定の受信者の物品上に存在する行及び列などの所要ロケーション情報
と、送信されて物品上に位置付けられた送信者認証情報に一致し且つ送信されたロケーシ
ョン情報に従って位置付け可能な対応する所要送信者認証情報とを決定する段階を含む。
これは、例えば、受信者の電子メールアドレスを、例えばその受信者に対して発行された
物品のコンテンツを表わす対応するデータベースフィールドにリンクするデータベースに
アクセスすることによって行うことができる。ブロック２００２に示すように、本方法は
、電子メッセージと、ロケーション情報及び対応する所要送信者認証情報の両方とを受信
者に送信する段階を含み、該所要送信者認証情報は、送信された所要ロケーション情報に
基づいて物品上で位置付け可能である。従って、例えば送信者又は送信側ユニットは、行
及び列情報と、受信者への電子メッセージの一部として物品上のそのロケーションに現れ
るはずの対応する送信者認証情報とを関連付ける（例えば付加、プリペンド、挿入、或い
は添付）ことができる。次いで、受信者は、受け取った列及び行番号に基づいて、送信者
によって（又はこれに代わって）発行された物品上の送信者認証情報を位置付けし、送ら
れた所要送信者認証情報が、送信側ユニットによって送られた送信ロケーション情報によ
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って指示されたロケーションにある同じ情報に一致することを確認することができる。一
致が生じた場合には、受信者は、メッセージの送信者を信頼する。送られたロケーション
情報及び送信者認証情報が、ロケーション情報及び送信者認証情報の両方のいずれかに関
するデータ自体、データに対するインデックス、データの関数、データに対するリファレ
ンス、又は他のいずれかの適切な表現とすることができることは理解されるであろう。
【００７８】
　例えば、ロケーション座標情報及び対応する送信者認証情報は、視覚フィルタリングパ
ターン及び送信者認証情報などのディスプレイデバイス上に表示するための電子的に送信
されたデータを含むことができる。この実施形態では、物品は、ユーザがディスプレイ画
面のエリア上に物品を配置することができる透明な物品となる。送られたメッセージは、
ユーザが物品をディスプレイ画面上に重ねたときにユーザに視覚的に見えるはずの所要送
信者認証情報と共に、視覚フィルタリングパターンを含むことになる。受信者が、送られ
た所要送信者認証情報と共に画面上の視覚フィルタリングパターンを介して明瞭化される
送信者認証情報を視覚的に認識し又は見て、これが一致した場合、ユーザは、メッセージ
の送信者を信頼することができる。従って、受信者認証のための半透明識別メンバーに関
して上述した視覚フィルタリング技術は、送信者を認証するために部分的に使用すること
ができる。
【００７９】
　同様に、図２１を参照すると、メッセージと関連の送信者認証情報及びロケーション情
報との特定の実施例が２１００として示されている。特定の実施形態では、図１８を更に
参照すると、メッセージには、送信者認証情報、特に、数字「９８４１３」及び「Ａ２、
Ｅ４、Ｆ１、Ｈ４、Ｊ２」の座標情報が添付されている。従って、送信側ユニットは、図
示のように所要送信者認証情報及び所要ロケーション情報の両方と共に電子メッセージを
送信する。次いで、ユーザは、物品１８００を使用し、例えば座標ロケーションＡ２を見
て、数字９を見つけ、ロケーション座標Ｅ４を見て数字８を見つけ、座標ロケーションＦ
１を見て数字４を見つけ、座標ロケーションＨ４を見て数字１を見つけ、更に座標ロケー
ションＪ２を見て数字３を見つける。ユーザが、送信側ユニットによって送られたのと同
じ送信者認証情報を物品１８００上に見つけた場合、受信者は、認証されたメッセージ送
信者であるとして送信者を信頼する。この実施例では、送信者認証情報は、行及び列の形
式でのロケーション座標情報によって識別可能な送信者認証情報を視覚的に表わす。しか
しながら、行及び列フォーマットを使用する必要がなく、従って、図示のセルを用いる必
要がないことは理解されるであろう。例えば、文字及び数字ではなくオブジェクトが使用
される場合、該オブジェクトは、物品の左上、右上、中央、又は他のいずれかの適切なロ
ケーションに位置付けることができ、オブジェクトとすることができる送信者認証情報は
、グラフィック又は他の適切なオブジェクト形式などで送信することができ、座標ロケー
ション情報は、実際には、「左上コーナ」と読み取ることができる言葉とすることができ
る。他のいずれかの適切な座標ロケーション情報又は送信者認証情報も使用することがで
きる。
【００８０】
　上述の物品１８００は、例えば、既存のプラスチックカードに付加することができる一
枚の紙、プラスチックカード、透明プラスチックカード、ステッカー、又は他のいずれか
の適切な物品とすることができる。この実施例では、各電子メール受信者は、その固有の
ランダムに（或いは外見上ランダムに）生成されたコンテンツを有する物品が提供される
。電子メールを送るときに、発信者のメッセージ転送エージェント又は他のサーバーコン
ポーネントが、ＵＲＬ又は他の適切なリファレンス、カードのセル又はロケーションの１
つ又はそれ以上を位置付けするための座標又は他の方向を使用するＨＴＭＬページへのリ
ンクなどによって直接又は間接的に各アウトバウンド電子メールを関連付ける。また、そ
のロケーションでのコンテンツは、電子メールに付加、プリペンド、挿入、又は他の方法
で添付される。受信時には、ユーザは、電子メールにリストされた座標を読み取り、これ
らをその固有の送信者認証物品で探すことなどによって、その個々の送信者認証物品を使
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用してルックアップ結果を確認する。認証物品の半透明バージョンが使用される実施形態
では、認証物品は、電子メールと共に提供された視覚フィルタリングパターン上に配置す
ることができ、受信者によって、明瞭化された送信者認証情報が、電子メールで提供され
た所要送信者認証情報と比較される。文字又は他の情報が一致しない場合、認証は失敗し
たことになる。
【００８１】
　図２３は、電子メッセージ認証を提供するための方法をより詳細に示しており、ここで
、本方法は、ブロック２３００に示すように、例えば物品上に配置されることになるラン
ダム送信者認証情報、及び必要に応じて、物品上に配置できるロケーション情報を生成し
、この２つを選択された受信者にリンクする段階を含む。ランダムは、疑似ランダム情報
、又はいずれかの適切なレベルのランダム化の情報を含む。これは、１つ又はそれ以上の
サーバーコンピュータ又は他のいずれかの適切なデバイス上の適切なインターフェースを
介して半透明識別メンバーに関して上述のように行なうことができる。ブロック２３０２
に示すように、この情報は、適切なデータベース内に認証情報及び対応するロケーション
情報として記憶される。ブロック２３０４に示すように、本方法は、ロケーション座標情
報及び対応する送信者認証情報を含む物品１８００のような物品と、更に必要に応じて特
定の受信者へ発行するためのシリアルナンバーのような物品識別子１８０８とを作成する
段階を含む。これは、例えば、上述されたのと基本的に類似の方式で行うことができる。
例えば、カードを印刷してもよく、トランザクションカードを適切に形成してもよく、或
いは、何らかの適切な物品に接着することができるステッカーを生成してもよい。次いで
、物品は、メール又は他のいずれかの適切なチャンネルによって受信者に送られる。
【００８２】
　別の実施形態では、ハードトークンのタイプ（例えば物品）を使用する代わりにソフト
トークンを使用ことができ、例えば、カードの表示（実際のイメージでなくてもよい）又
は物品の表示は、ユーザにディスプレイ画面を介して表示するため又はこのようなユーザ
による他の電子アクセスのために各セッション中又は一度だけ電子的に送ることができ、
ユーザは、ファイル内に電子送信者認証物品を記憶することができ、必要に応じてこれに
アクセスできる。従って、物品の電子表示は、ソフトウェアアプリケーションによってア
クセスされ、送られたロケーション情報によって識別されたロケーションに位置付けられ
る送信者認証情報を受信者に提供することができるようにする。
【００８３】
　ブロック２３０６に示すように、本方法はまた、例えば、図２０に関して上述のように
送信者などによって、現在のメッセージに付加、プリペンド、挿入、或いは他の方法でタ
ンプされるロケーション情報及び対応する送信者認証情報の少なくとも１つの所要項目を
決定する段階を含む。ロケーション情報及び認証情報の選択は、ランダム、或いは必要に
応じて他のいずれかの適切な様式など、いずれかの適切な方式で行なうことができる。破
線ブロック２３０８に示すように、代替の実施形態では、ロケーション情報及び送信者認
証情報は、視覚フィルタリングパターンの形式で効果的に通信され、該パターンは、必要
に応じて、全ての行及び列見出しを覆ってもよく、そうではなく、物品が重ねられたとき
に送信者認証情報だけを視覚的に表示できるようにしてもよい。従って、本方法は、受信
者に表示するための視覚フィルタリングパターンを送り、送信者が信頼できるかどうかを
受信者が視覚的に決定できるようにする段階を含むことができる。受信者は、ディスプレ
イ画面上に表示された視覚フィルタリングパターンを覆って物品上にある送信者認証情報
の少なくとも一部を配置し、メッセージと共に送られた送信者認証情報が視覚フィルタリ
ングパターンによって目に見えるようにされた送信者認証情報に一致するかどうかを決定
することができる。
【００８４】
　１つの実施例において、本方法は、ロケーション情報と対応する送信者認証情報の少な
くとも１つの所要項目を受信者への電子メッセージに付加する段階を含む。送信者認証情
報は、ロケーション座標情報によって識別可能な認証情報を視覚的に表わす。従って、メ
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ッセージ自体は、情報に付加、プリペンド、挿入、又は他の方法で添付することができる
、或いはウェブサイト又は他のいずれかの適切なリンクなどの情報に対するリファレンス
、或いは送信者認証情報及びロケーション座標情報の他のいずれかの適切な表示を含むこ
とができる。
【００８５】
　ブロック２３１０に示すように、本方法は、電子メッセージと、ロケーション座標情報
及び対応する送信者認証情報の両方を表わすデータを受信者に送信する段階を含む。次い
で、受信者は、物品上の情報を見て、これが送信側ユニットによって送られたものと一致
するかどうかを調べることができる。
【００８６】
　ロケーション情報及び対応する送信者認証情報に基づいて少なくとも１つのロケーショ
ン座標を決定する段階は、データベース内に記憶された情報を見るのとは異なり、動的に
行なうことができる点は理解されるであろう。例えば、送信者（例えばメッセージ送信側
ユニット）は、事前に記憶されていた情報を探すのではなく、送信する送信側認証情報を
生成する機能で単にプログラムすることができる。
【００８７】
　また、必要に応じて、送信者認証情報は、例えば銀行取引明細書における期末残高など
の情報、或いは、送信者が受信者に以前に送っている場合もあり送信者認証情報を包含で
きる請求明細書又は預金取引明細書におけるいずれかの適切な情報とすることができる。
ロケーション情報は、特定の明細書の日付とすることができ、送信者認証情報は、クレジ
ットカードアカウントの現在の残高とすることができる。いずれかの他の明細書を使用し
てもよく、或いは、受信者の所有する送信側ユニットに既知であるか又はこれによって提
供された他の情報を使用してもよい。
【００８８】
　図２２は、必要に応じて図２３に関して説明されるステップを実行できる電子メッセー
ジ認証を提供するためのシステムの１つの実施例を示す。例えば、いずれかのサーバーコ
ンピュータ、複数のサーバー、モバイルデバイス、又は他のいずれかの適切な構造などの
送信側ユニット２２００は、送信者認証物品発行装置２２０２を含むことができ、或いは
第三者が、必要に応じて送信者認証物品を発行することができる。例えば、送信者認証物
品発行装置２２０２は、ランダム送信者認証情報及び対応するロケーション座標情報を生
成し、これを受信者にリンクして該情報をデータベース２２０４内に記憶することができ
る。次いで、物品１８００は、例えば、受信者にメールで送られ、或いはソフトトークン
の場合には、受信者に電子的に送ることができる。この図（図２２）においては半透明物
品が示されている。従って、受信者２０は、ディスプレイ３０を含み、例えば、メッセー
ジ２１００は、視覚フィルタリングパターン及び送られた送信者認証情報と共にディスプ
レイ上に表示される。次に、視覚フィルタリングパターンを用いて予想送信者認証情報を
明瞭化し、次いで、これは受信者によってメッセージ２１００で送られたものと一致され
る。送信者認証物品が半透明タイプであるこの実施形態では、受信者がディスプレイ画面
上に送信者認証物品を重ねた結果、物品内の特定のロケーションにある視覚的に明瞭化さ
れた送信者認証情報をもたらすことになるので、送信者ユニットによって送られる視覚フ
ィルタリングパターンは、ロケーション情報を具現化している。従って、視覚フィルタリ
ングパターンは、ロケーション情報を含む。更に、情報という用語はあらゆる適切な標識
を指すことは理解されるであろう。
【００８９】
　ネットワーク、ノード、又は他のいずれかの適切なデバイスにおける適切なサーバーと
することができる送信側ユニット２２００は、メモリ内に記憶されたソフトウェア命令を
実行する１つ又はそれ以上の処理デバイスの形式とすることができるか、或いは、本明細
書に説明されるオペレーションを実行するためのハードウェア、ソフトウェア、又はファ
ームウェアのいずれかの適切な組合せもしくはディスクリート論理回路を用いて実施する
ことができる１つ又はそれ以上の回路を含む。従って、送信者ユニット２２００は、上述
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のようなステップを実行するよう動作可能な回路を含む。
【００９０】
　別の実施形態では、送信者認証物品の使用は、例えば、半透明識別メンバーに関して上
述されたシステムと組み合わせ、半透明識別メンバーがロケーション情報及び送信者認証
情報を含むようにすることができる。例えば、不明瞭識別子は、必要に応じて送信者認証
情報としても働くことができ、或いは代替の実施形態では、半透明識別メンバーは、不明
瞭識別子を含む部分とロケーション情報及び送信者認証情報を含む別の部分とを有するこ
とができる。いずれの場合においても、本明細書で説明されるような半透明である単一の
物品又はメンバーを使用することで、マルチレベル認証を提供することができる。例えば
、送信者認証では、図１８－２２に関して上述された本方法を利用して、送信者が認証さ
れていることを確認することができる。例えば受信者が、電子メールの送信者が認証され
ていることを確信すると、次いで、受信者は、電子メールメッセージで送られたＵＲＬを
クリックし、次に、アカウント情報又は他の機密情報を入力するための適切なＨＴＭＬ形
式が提示され得る。しかしながら、この機密情報を入力する前に、半透明識別メンバー及
び不明瞭識別子を利用して認証の第２レベルを実施し、送信側ユニットが、セッション又
はトランザクションのこの段階で受信者を認証することができるようにする。オペレーシ
ョンの他のいずれかの適切な順序付け又は認証方式の組合せも利用できることは理解され
るであろう。
【００９１】
　更に請求項の用語の使用は、その任意の表現を含む。例えば、送信者認証情報という用
語は、データ自体、データへのいずれかのインデックス、データへのいずれかのリファレ
ンス又はポインタ、或いはデータのいずれかの他の表現を含む。
【００９２】
　他の利点の中でも、受信者のメッセージ転送エージェント又は電子メールクライアント
に対してどのような修正も必要ではない。また、所望の場合、受信者コンピュータを登録
する必要はなく、必要に応じてあらゆるコンピュータからも認証を行なうことができる。
本システムはまた、ルックアップ座標を小さなディスプレイ画面上に容易に表示すること
のできるモバイルデバイスにも応用可能にすることができる。他の認証目的は、ウェブ認
証、対話型音声応答認証、又はいずれかの認証シナリオを含むことができる。更に、本シ
ステム及び方法は、スマートカード、トークン、又は公開鍵インフラストラクチャを必要
とするより複雑な技術に対して、配布可能な認証カードなどの安価なメカニズムタイプを
提供する。他の利点は、当業者であれば理解されるであろう。
【００９３】
　図２４は、ユーザ（例えば受信者ユニット）とターゲットリソースとも呼ばれる送信者
ユニットとの間の相互認証を提供するシステム２４００の１つの実施例を示す。例えば図
１８－図２３などに関して説明されたように、この実施例では、物品１８００は、各エン
ドユーザに割り当てられた認証カードとしての機能を果たし、例えば、送信者ユニット（
例えばターゲットリソース）及びエンドユーザによってのみ認知されるランダム及び／又
は固有のマーキングを含む。この認知の証拠を受信者に提供することによって、送信側ユ
ニットはそのアイデンティティを実証することができ、エンドユーザが受信者ユニットに
認証カード内に位置付けられた情報を返送させることによって、エンドユーザは、自分の
アイデンティティを適正なエンドユーザとして実証する。
【００９４】
　上述のように、システム２４００は、限定ではないが、例えばパスワード及び／又はユ
ーザＩＤとすることができる、例えば受信者固有情報３２（すなわちユーザ認証情報）に
基づいて、物品１８００をもたらす送信者認証メンバー発行装置２２０２を含むことがで
きる。システム２４００はまた、前述のようにサーバー又はいずれかの適切なデバイスと
することができる送信者ユニット２４０２を含み、上述のように、本明細書に説明される
オペレーションを実行するサーバー又は回路のグループを含むことができる。システム２
４００はまた、上記に説明されたデータベースに類似したデータベース２４０４を含み、
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この実施例では、ユーザ認証情報３２を記憶して、第１レベルユーザ認証オペレーション
を実行できるようにする。更に、上記に説明されたように、データベース２４０４はまた
、物品上に位置付けられる送信者認証情報並びに物品識別子を記憶し、これによって送信
者ユニット２４０２は、本明細書に説明されるように第２レベル認証プロセスを提供でき
るようになる。
【００９５】
　送信者ユニット２４０２はまた、例えば、１つ又はそれ以上の処理デバイスによって実
行されたときに、第１レベルユーザオーセンチケータ２４０６及び第２レベルオーセンチ
ケータ２４０８として動作する実行可能命令を含むメモリを備える。しかしながら、上述
のように、これらのオペレーションが別個のサーバーによって、或いはインターネット、
イントラネット、又はいずれかの適切なネットワークを介して位置付けられ又はアクセス
することができる他のコンピューティングユニットによって実行できることは理解される
であろう。本明細書に説明される通信は、例えば、受信者ユニット２０が無線ハンドヘル
ドデバイス又は他の適切なポータブル無線デバイスである場合には、無線で伝送できるこ
とは理解されるであろう。
【００９６】
　図２５を参照すると、ユーザと、ターゲットリソースなどの送信者ユニットとの間の相
互認証を提供するための方法が説明されている。上述された物品は、例えば、受信者ユニ
ット又は他のいずれかの適切なユニット上のメモリ内に記憶され、次いで、ユーザ要求に
応じて或いはチャレンジの受け取りに応答して自動的にユーザに表示することができる、
トランザクションカード、あらゆるトランザクション情報も持たないカード、半透明カー
ド、又は電子カード（例えば視覚的に表示されるカード）を含むことができ、或いは物品
は、他のいずれかの適切な形式を取ることができる。また、チャレンジで送られたロケー
ション情報は、例えば、ディスプレイデバイスに表示するために電子的に送信されるデー
タを含む。上述のように、これは、電子的に送信することができ、例えば、ユーザに対し
てディスプレイ３０上に表示されるか又は音声で提示される、行及び列情報又は他のいず
れかの適切な情報の形式を取ることができる。この実施形態では、ユーザが送信者認証物
品１８００を受け取っており、この実施例では、視覚フィルタを使用する必要がないよう
に半透明物品ではないと仮定している。しかしながら、本明細書で説明されるオペレーシ
ョンが半透明カード又は物品を含むいずれかの適切な物品に対して適切に行い得ることは
理解されるであろう。本方法は、例えば、図２４に示されたシステムによって、或いはい
ずれかの適切なシステム又は構造によって行なうことができる。この実施例では、物品識
別情報を送信者ユニット２４０２によって受信者ユニットに送る必要はない。しかしなが
ら、必要に応じて送ることもできる。この実施例では、送られたチャレンジに対する応答
が、送られたチャレンジのロケーション情報によって識別された送信者認証情報を含み、
予想（例えば、送信者によって所望のもの）送信者認証情報に一致するかどうかを送信者
ユニット２４０２が繰り返し確認する。一致しない場合、チャレンジは、送信側ユニット
によって受け取られた所要送信者認証情報が予想認証情報に一致するまで、セッション中
に複数回、或いは複数のセッションに渡って繰り返し送られる。
【００９７】
　図２５には示されていないが、第１レベル認証プロセスは、最初に実行することができ
る。例えば、これは、ユーザ認証情報２４１０（例えば、ユーザパスワード及びユーザＩ
Ｄを含むことができる）を受信者ユニット２０、従ってユーザから受け取る段階を含むこ
とができる。これは、例えば第１レベルユーザオーセンチケータ２４０６によって受け取
られる。次いで、第１レベルユーザオーセンチケータ２４０６は、例えばデータベース２
４０２から取得されたユーザ認証情報３２を使用することによって受け取られたユーザ認
証情報２４１０に基づきユーザを認証する。これらが一致した場合、ユーザ認証は成功で
ある。次に、第２認証プロセスを実行できることを示す、「はい」の指示２４１２が、第
２レベルオーセンチケータ２４０８に送られる。例えば、第１レベル認証プロセス中でも
、ブルートフォースアタックを阻止するこの第１レベル認証プロセス中の認証試行の数を
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制限するものなど、ロックアウトメカニズムが企図されるのが好ましい。認証の第１ステ
ップが成功して終了すると、ユーザは、以下に説明されるように物品固有情報によって認
証するよう促される。
【００９８】
　ブロック２５００に示すように、本方法は、物品１８００を割り当てられたユーザに対
して、物品上で具現化された送信者認証情報に対応する所要送信者認証情報を決定する段
階を含む。これは、例えば、第２レベルオーセンチケータ２４０８がユーザ認証情報３２
に基づいて物品１８００上に位置付けられたデータベース２４０４から送信者認証情報を
適切に選択することによって実行することができる。上述のように、物品上のこの標識は
、送信者認証メンバー発行装置２２０２によってデータベース２４０４内に記憶される。
送信者認証情報は、行及び列識別子、又は上記に説明されたような他のいずれかの適切な
ロケーション情報などのロケーション情報を使用することによって、ユーザが物品１８０
０上に位置付けることができる。
【００９９】
　ブロック２５０２に示すように、本方法は、送信者ユニット２４０２などによって、物
品１８００上に位置付けることのできる所要送信者認証情報を識別する少なくともロケー
ション情報を含むユーザ用チャレンジを送信する段階を含む。チャレンジは、例えばディ
スプレイ３０を介してユーザに表示された例えば１つ又はそれ以上の座標セットを含むこ
とができる。チャレンジは、各ユーザに対して特有であるのが好ましく、第１レベルユー
ザ認証プロセスからアイデンティティ又はユーザ認証情報に基づいて検索する必要がある
。これは、認証の成功が達成されるまで、同じチャレンジがユーザに提示されるのを保証
する。同じチャレンジが繰り返すことにより、例えば種々の潜在的攻撃メカニズムを用い
て取得された可能性のあるユーザのカードコンテンツの数少ない知識に基づいて、攻撃者
がブルートフォースアタックを開始するのを阻止することができる。次いで、ユーザが第
２レベル認証プロセスを介して認証が成功すると、ランダムに生成されたチャレンジが実
行され記憶される。チャレンジ２４１４は、いずれかの適切な方式で送られ、いずれかの
適切な形式を取ることができ、これには、限定ではないが、ＳＳＬ通信又は必要に応じて
非セキュア通信が含まれる。ブロック２５０４に示すように、本方法は、送られたチャレ
ンジに対する応答を受け取る段階を含む。この実施例では、２４１６で示される応答は、
受信者ユニット２０から受け取られ、ユーザの制御の下で受信者ユニットによって生成さ
れて、例えば、行及び列ＩＤなどのチャレンジ２４１４で送られたロケーション情報を使
用してカード上に位置付けられた送信者認証情報を決定する。ユーザは、チャレンジに応
答して適切なユーザインターフェースを介してこの情報を入力する。従って、図２４－２
８の実施形態に関して、応答は、物品から得られた所要（送信者ユニットによる所要の）
送信者認証情報を含む。この応答情報は、「送信者認証情報」と呼ばれるが、応答が認証
カードの保持者によってのみ取得可能な情報を含むので、実際には、送信者ユニット、又
は他のエンティティによってユーザを認証するのに使用される。
【０１００】
　ブロック２５０６に示すように、本方法は、送信者ユニット２４０２などによって、チ
ャレンジに対して受け取った応答が、チャレンジで送られたロケーション情報によって識
別された所要送信者認証情報を含むかどうかを決定する段階を含む。ブロック２５０８に
示すように、応答で受け取られた送信者認証情報が、ロケーション情報によってチャレン
ジで識別された所要送信者認証情報でない場合、送信者ユニット２４０２は、この実施例
では、前に送信されたのと同じロケーション情報を含む同じチャレンジを受信者ユニット
２０に再送する。ブロック２５１０に示すように、本方法は、受け取った応答を分析する
ステップを繰り返す段階を含み、応答が、チャレンジで送られたロケーション情報に基づ
いて予想された送信者認証情報を含まない場合、受け取った応答が物品上にある所要送信
者認証情報を含むまで、或いはトライの適切な数が、例えば送信者ユニットによって設定
されたように試みられるまで、送信者ユニットは同じセッション中に同じチャレンジを送
る。応答が予想の所要送信者認証情報を含むまで、チャレンジが繰り返される。
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【０１０１】
　図２６は、ユーザと送信者との間の相互認証を提供するための別の方法を示し、これは
、例えば、図２４のシステム２４００によって、或いは他のいずれかの適切なシステム又
はデバイスによって実行することができる。この実施例では、適正な応答が受け取られる
まで同じチャレンジを繰り返して送信することは行なわれない。この実施形態では、物品
上に位置付けられたシリアルナンバー又は他のいずれかの適切な物品識別などの物品識別
情報もまた、チャレンジでのロケーション情報に加えてユーザに送信される。ブロック２
６００に示すように、本方法は、送信者ユニット２４０２などによって、物品上で具現化
された送信者認証情報に対応する所要送信者認証情報を決定する段階と、更に、物品上の
シリアルナンバー又は共有機密或いは他のいずれかの適切な情報などの対応する物品識別
情報を同じユーザに対して決定する段階とを含む。ブロック２６０２に示すように、本方
法は、送信側ユニットを認証するための決定されたロケーション情報及び物品識別情報を
含むユーザ用チャレンジをユーザに送信する段階を含む。
【０１０２】
　ブロック２６０４に示すように、本方法は、チャレンジに対する応答に基づいてユーザ
を認証する段階を含み、該応答は、ロケーション情報に基づく物品から得られた送信者認
証情報を含む。この実施例では、チャレンジで送られた物品識別情報が物品自体の物品識
別情報に一致するとユーザが検証しない限り、ユーザは、例えばチャレンジへの応答を入
力又は送信しない。従って、ユーザは、物品識別情報に基づいて送信側ユニットを認証す
ることができる。従って、この実施例では、チャレンジは、ロケーション情報に加えて物
品識別情報を含む。応答は、ロケーション情報によって定められた、物品上に位置付けら
れた送信者認証情報を含む。チャレンジにおける物品識別子がユーザの所持する物品上の
物品識別子に一致した場合、ユーザは送信側ユニットを信頼する。ブロック２６０６に示
すように、本方法は、チャレンジへの応答に基づいてユーザを認証する段階を含む。この
実施例では、同様に、ユーザパスワード及び／又はユーザＩＤに基づく上記で説明された
認証の第１レベルが行なわれるのが好ましい。認証の当該レベルが成功した場合、図２６
に示す方法を適切に実行することができる。同様に上述のように、物品識別情報は、ユー
ザ及び送信者に既知の共有機密を含むことができ、或いは物品シリアルナンバー又は他の
いずれかの適切な情報とすることができる。
【０１０３】
　図２７は、図２５及び２６に示されたオペレーションの幾つかを効果的に組み合わせた
、ユーザ及び送信者間相互認証を提供するための別の方法を示す。ブロック２７００に示
すように、本方法は、第１レベルユーザ認証情報について促すことなどにより、第１認証
プロセスを実行する段階を含む。これは、例えば、ユーザにパスワード及びユーザＩＤを
入力するよう要求を送信し又は促す送信側ユニットを含むことができる。これに応答して
、送信側ユニットが、パスワードなどの第１レベルユーザ認証情報を受け取り、記憶され
ていたユーザ認証情報３２（例えば受け取ったパスワードのハッシュ）が検証されて、受
け取った第１レベルユーザ認証情報が適正であることを保証する。ブロック２７０２に示
すように、第１レベル認証が成功した場合、本方法は、物品上で具現化された送信者認証
情報に対応する所要送信者認証情報をユーザに対して決定し、例えば、物品上に位置付け
ることのできる物品識別情報を決定する段階を含む。従って、この実施例では、ロケーシ
ョン情報と物品識別情報の両方がチャレンジで送られる。次に、図２５及び２６に関して
上記で説明されたステップは、例えば、チャレンジが繰り返し送られるように行なわれ、
ここでは適正な送信者認証情報が応答で受け取られるまで、チャレンジは同じチャレンジ
である。従って、ユーザは、チャレンジからの物品識別子の表示がそのカード上の識別子
に一致することを確認する。これは、送信者及びエンドユーザがこの識別子の知識を有し
ている場合にのみ、送信者ユニット又はターゲット組織を認証する。ユーザは、チャレン
ジで送られたロケーション情報にそのカードのコンテンツを見つけることによってチャレ
ンジへの適切な応答を入力する。送信側ユニットは、このカードを持つエンドユーザがチ
ャレンジに対して正確に応答できる場合にのみ応答を検証しユーザを認証できる。オペレ
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ーションは、例えば、インターネットのコンテキストにおいて説明されているが、オペレ
ーションは、対話型音声応答などの通信の他のチャンネル又は他のいずれかの適切な通信
システムに等しく応用できることは理解されるであろう。例えば、対話型音声応答が使用
される場合、ユーザ指示は、例えば自動システムから無線又は有線電話ネットワークを通
じた音声によって提供されることになる。ユーザ応答は、例えばウェブ形式入力を介して
ではなく、押しボタン式キーパッドを介して提供されることになる。他のいずれかの適切
な通信システムも使用できる。
【０１０４】
　他の利点の中でも、説明される装置システム及び方法は、エンドユーザ及び送信側ユニ
ット又はターゲット組織の両方のセキュア認証を提供し、比較的使い易く、更にスマート
カード、ハードウェアトークン、又は公開鍵インフラストラクチャなどのより複雑な技術
に対して認証カードのような製作及び配布が比較的安価とすることができる。更に、本シ
ステムは、モバイルデバイス、非モバイルデバイス、音声起動デバイス、又は他のいずれ
かの適切なデバイスにおける複数の通信チャンネルに渡ってウェブクライアントを使用し
て容易に実装することができる。
【０１０５】
　図２８は、上述のオペレーションを図示している。例えば、通信２８００によって示さ
れるように、ユーザは、従来のユーザ名及びパスワードログイン画面が提示され、ユーザ
名及びパスワードを入力し、これをログイン応答２８００として送信者ユニット２４０２
に送り、次に、送信者ユニット２４０２は、受け取ったパスワード及びユーザＩＤを、例
えばパスワードデータベース２８０２内に記憶されていたものと比較することによって、
当技術で知られた認証プロセスを実行する。確認が成功した場合、送信者ユニット２４０
２は、例えば、ロケーション情報を含むユーザのカード識別子及びチャレンジと共に受信
者ユニットにチャレンジ２４１４を送り、ユーザがカード上の特定の標識を位置付けする
ことができるようにする。このチャレンジは、例えば、受信者ユニット上にユーザのため
に表示される。ユーザは、ユーザの所持する認証カード上のカード識別子によって受け取
ったカード識別子を確認し、送信者ユニット２４０２に応答２４１６を返送することによ
ってチャレンジに回答する。次いで、この応答は、ユーザを確認するために送信側ユニッ
トによって確認され、相互認証を完了する。しかしながら、第２レベル認証が成功してい
ない場合、送信者ユニットは、適正な応答を受け取るまで同じチャレンジ、すなわち同じ
ロケーション情報を受信者ユニットに繰り返し送ることになる。
【０１０６】
　図２９には、ユーザがオフラインであるときの受信者ユニットのユーザを認証する代替
の方法が示されている。ユーザが受信者ユニット２９１５を介して送信者ユニット２９２
０とオンライン状態であるときには、１つ又は複数のチャレンジ－応答の組２９７５を、
受信者ユニット２９１５のメモリ２９６０内に記憶することができる。メモリ２９６０は
、チャレンジ－応答の組２９７５を記憶できる記憶デバイスのいずれかのタイプとするこ
とができる。例えば、メモリ２９６０は、１つ又はそれ以上の磁気又は光記憶デバイス、
或いは他のいずれかの適切なメモリデバイスを含むことができる。メモリ２９６０は、キ
ャッシュ又は非キャッシュメモリなどのいずれの適切な方式で構成してもよい。各チャレ
ンジ－応答の組２９７５は、送信者ユニット２９２０との受信者ユニット２９１５の前の
オンライン通信に基づいて物品１８００に関連付けられる。各チャレンジ－応答の組２９
７５は、少なくともチャレンジ－応答の一対２９６５及び２９７０を含み、該一対は、ユ
ーザのオンライン認証中に受信者ユニット２９１５のメモリ２９６０内に記憶され、これ
によって受信者ユニット２９１５上の特定のリソースがユーザに利用可能になる。ユーザ
がオフラインであり且つ１つのチャレンジ－応答の組２９７５だけがメモリ２９６０内に
記憶されている場合、記憶されたチャレンジ－応答の組２９７５は、受信者ユニット２９
１５を介して利用可能な特定のリソースに対するユーザのオフライン認証のために選択さ
れる。ユーザがオフラインであり且つ複数のチャレンジ－応答の組２９７５がメモリ２９
６０内に記憶されている場合、複数の記憶されたチャレンジ－応答の組２９７５の少なく
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とも１つが、受信者ユニット２９１５を介して利用可能な特定のリソースに対するユーザ
のオフライン認証のために選択される。
【０１０７】
　ユーザが送信者ユニット２９２０によるチャレンジに応答することができる物品１８０
０は、本開示の種々の実施形態に関して上述された認証物品のいずれか１つとすることが
できる。例えば、図１８を参照すると、物品１８００は、半透明又は非半透明のフィルム
、ステッカー、カード、又は他のいずれかの適切な物品とすることができる。物品１８０
０上に示された情報は、一実施例として示されているに過ぎず、いずれかの適切な情報を
使用できることは理解されるであろう。図１８に示された実施例では、物品１８００は、
座標ロケーション情報（例えば行及び列情報）によってアドレス指定可能又は位置付け可
能な数字形式でロケーション情報１８０２及び１８０４（行及び列の標識として示される
）それぞれと送信者認証情報１８０６とを含む。更に、物品１８００は、物品１８００の
発行装置によって生成された（例えば、割り当てられた）シリアルナンバーなどのオプシ
ョンの物品識別子１８０８を含む。しかしながら、当業者であれば、物品１８００が、本
開示の種々の実施形態に関して説明された認証物品のいずれか１つとすることができ、或
いは、いずれかの適切な形状又は形式を取ることができることは理解するであろう。
【０１０８】
　ネットワーク、ノード、又は他のいずれかの適切なデバイスにおける適切なサーバーと
することができる送信者ユニット２９２０は、メモリ内に記憶されたソフトウェア命令を
実行する１つ又はそれ以上の処理デバイスの形式とすることができるか、或いは、本明細
書に説明されるオペレーションを実行するためのハードウェア、ソフトウェア、又はファ
ームウェアのいずれかの適切な組合せもしくはディスクリート論理回路を使用し実施する
ことができる１つ又はそれ以上の回路を含むことができる。従って、送信者ユニット２９
２０は、上述されたような及び以下のステップを実行するよう動作可能な回路を含む。送
信者ユニット２９２０は、受信者ユニット２９１５と直接通信することができる。或いは
、送信者ユニット２９２０はまた、直接、或いはインターネット２６、イントラネット、
又はいずれかの適切なネットワークを介して受信者ユニット２９１５と通信するためのネ
ットワークインターフェースを含むことができる。ネットワークインターフェースは、送
信者ユニット２９２０の処理デバイスに動作可能に結合することができる。
【０１０９】
　送信者ユニット２９２０はまた、１つ又はそれ以上の処理デバイスによって実行された
ときに、第１レベルユーザオーセンチケータ２９０５及び第２レベルオーセンチケータ２
９２０として動作する実行可能命令を含むメモリを備えることができる。しかしながら、
上述のように、これらのオペレーションが、別個のサーバー、或いはインターネット２６
、イントラネット、又はいずれかの適切なネットワークを介して位置付けられ又はアクセ
スすることができる他のコンピューティングユニットによって実行できることは理解され
るであろう。本明細書で説明される通信は、例えば、受信者ユニット２９１５が無線ハン
ドヘルドデバイス又は他の適切なポータブル無線デバイスである場合は、無線で伝送でき
ることは理解されるであろう。
【０１１０】
　ネットワーク、ノード、又は他のいずれかの適切なデバイスにおける適切なサーバーと
することができる受信者ユニット２９１５は、メモリに記憶されたソフトウェア命令を実
行する１つ又はそれ以上の処理デバイスの形式とすることができ、或いは本明細書で説明
されるオペレーションを実行するためのハードウェア、ソフトウェア、又はファームウェ
アのいずれかの適切な組合せもしくはディスクリート論理回路を使用し実施することがで
きる１つ又はそれ以上の回路を含むことができる。従って、受信者ユニット２９１５は、
上述されたような及び以下のステップを実行するよう動作可能な回路を含む。受信者ユニ
ット２９１５は、送信者ユニット２９２０と直接通信することができる。或いは、受信者
ユニット２９１５はまた、直接、或いはインターネット２６、イントラネット、又はいず
れかの適切なネットワークを介して送信者ユニット２９２０と通信するためのネットワー
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クインターフェースを含むことができる。ネットワークインターフェースは、受信者ユニ
ット２９１５の処理デバイスに動作可能に結合することができる。
【０１１１】
　受信者ユニット２９１５はまた、１つ又はそれ以上の処理デバイスによって実行された
ときに、第１レベルユーザオーセンチケータ２４０６及び第２レベルオーセンチケータ２
４０８として動作する実行可能命令を含むメモリを備えることができる。しかしながら、
上述のように、これらのオペレーションが、別個のサーバー、或いはインターネット、イ
ントラネット、又はいずれかの適切なネットワークを介して位置付けられ又はアクセスす
ることができる他のコンピューティングユニットによって実行できることは理解されるで
あろう。本明細書で説明される通信は、例えば、受信者ユニット２０が無線ハンドヘルド
デバイス又は他の適切なポータブル無線デバイスである場合は、無線で伝送できることは
理解されるであろう。
【０１１２】
　図２９を参照すると、限定ではないが、アクセスを得る前にユーザの認証を必要とする
ソフトウェアアプリケーション、デバイスプロセス、周辺デバイス、ファイル、他の記憶
されたデータ、又はいずれかのエンティティなどの受信者ユニット２９１５の１つ又はそ
れ以上のリソースを使用するために、ユーザが、受信者ユニット２９１５にログインした
いときには、第１レベル認証プロセスを最初に実行することができる。例えば、これは、
受信者ユニット２９１５及び従ってユーザから、例えばユーザパスワード及びユーザＩＤ
を含むことができるユーザ認証情報２９３５を受け取る段階を含むことができる。これは
、例えば第１レベルユーザオーセンチケータサーバー２９０５によって受け取られる。次
に、第１レベルユーザオーセンチケータサーバー２９０５は、例えばデータベース２９１
０から取得されたユーザ認証情報を使用することによって受け取られたユーザ認証情報２
９３０に基づいてユーザを認証する。これらが一致した場合には、ユーザ認証は成功し、
ユーザの第２レベル認証を実行することができる。
【０１１３】
　第２レベル認証プロセス中、ユーザには、幾つかのチャレンジ２９４５を提供すること
ができ、これに対してユーザは、物品１８００上に含まれた情報を有する応答２９５０を
提供することができる。物品１８００を割り当てられているユーザに対して、チャレンジ
が送信者ユニット２９２０から要求される場合がある。チャレンジは、送信者認証チャレ
ンジとすることができ、該送信者認証チャレンジは、チャレンジで送られたロケーション
情報に応答して物品１８００上に見ることのできる情報を含む応答を必要とする可能性が
ある。例えば、送信者認証情報は、上述のように行及び列識別子、或いは他のいずれかの
適切なロケーション情報などの、ロケーション情報を使用することによってユーザによっ
て物品１８００上に位置付けることができる。
【０１１４】
　チャレンジ－応答の組２９７５は、上記で詳細に説明されたように、ユーザに対するチ
ャレンジなどの第２レベルユーザ認証を含むことができ、物品１８００上に位置付けるこ
とのできる所要送信者認証情報を識別する少なくともロケーション情報を含む。チャレン
ジ２９４５は、例えば受信者ユニット２９１５を介してユーザに表示される、例えば１つ
又はそれ以上の座標セットを含むことができる。チャレンジ２９４５は、各ユーザに特有
のものとすることができ、第１レベルユーザ認証プロセスからのアイデンティティ又はユ
ーザ認証情報に基づいて検索する必要がある。次に、ユーザが第２レベル認証プロセスを
介して認証が成功すると、ランダムに生成されたチャレンジが実行され、受信者ユニット
２９１５のメモリ２９６０内に記憶される。従って、ユーザがオンライン状態であるとき
には、１つ又は複数のチャレンジ－応答の組２９７５が記憶され、すなわち受信者ユニッ
ト２９１５のメモリ２９６０内に記憶される。チャレンジ２９４５は、いずれかの適切な
方式で送ることができ、限定ではないが、ＳＳＬ通信又は必要に応じて非セキュア通信を
含む、いずれかの適切な形式を取ることができる。チャレンジ２９４５はまた、ユーザに
送られる前の暗号情報に基づくことができる。例えば、暗号情報は、ハッシュ関数に基づ
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くことができる。
【０１１５】
　１つ又はそれ以上のチャレンジ－応答の一対に加えて、各チャレンジ－応答の組は、ユ
ーザ識別情報、物品１８００の識別情報、時間エントリデータ、記憶されたチャレンジ－
応答の組がオフラインで使用されているかどうか示すフラグ、記憶されたチャレンジ－応
答の組がオフラインで使用されている回数、及び／又はユーザの成功した認証の終了時に
ユーザにアクセス可能になった受信者ユニットの特定のリソースの識別を含むことができ
る。
【０１１６】
　図３０は、受信者ユニット２９１５とターゲットリソースなどの送信者ユニット２９２
０との間の相互認証を提供するための上述された方法を示し、１つ又は複数のチャレンジ
応答の組は、受信者ユニット２９１５内に記憶される。開示される方法は、ブロック３０
１５で、ユーザがオンラインであるかどうかを決定する。ユーザがオンラインである場合
、受信者ユニット２９１５は、送信者ユニット２９２０からチャレンジを要求する。次い
でブロック３０２５で、チャレンジがユーザに送られる。ユーザは、上記で詳細に説明さ
れたようにチャレンジに応答する。ブロック３０３０で、応答が送信者ユニット２９２０
に送られる。ブロック３０３５で、受信者ユニット２９１５は、送信者ユニット２９２０
から認証の確認を受け取る。ブロック３０４０で、受信者ユニット２９１５は、オフライ
ンで再使用するためにチャレンジ－応答の組２９７５のコピーをそのメモリ２９６０内に
記憶する。
【０１１７】
　複数のチャレンジ－応答の組２９７５がメモリ２９６０内に記憶されることになると、
受信者ユニット２９１５が送信者ユニット２９２０とのログインの成功を試み、成功した
チャレンジ－応答の組を達成する度に、受信者ユニット２９１５は、成功したチャレンジ
－応答の組２９７５をそのメモリ２９６０内に記憶することができる。１つだけのチャレ
ンジ－応答の組２９７５がメモリ２９６０内に記憶されると、受信者ユニット２９１５が
送信者ユニット２９２０とのログインの成功を試みて、成功したチャレンジ－応答の組を
達成する度に、受信者ユニット２９１５は、チャレンジ－応答の組２９７５をメモリ内に
記憶することができる。チャレンジ－応答の組２９７５の記憶は、メモリ２９６０内に記
憶された前のチャレンジ－応答の組２９７５を上書きすることを伴う場合がある。
【０１１８】
　或いは、メモリ２９６０内に記憶されたチャレンジ－応答の組２９７５は、成功したロ
グイン試行に基づかなくてもよい。ユーザが受信者ユニット２９１５にログインして、受
信者ユニット２９１５が送信者ユニット２９２０とオンラインになる度に、送信者ユニッ
ト２９２０は、ユーザの成功したログインに基づかない受信者ユニット２９１５チャレン
ジ－応答の組を送り、メモリ２９６０内に記憶することができる。例えば、ユーザが送信
者ユニット２９２０にログオンしている間、ユーザの成功したチャレンジ－応答の組のい
ずれかを必ずしも複製する必要のない物品１８００に基づく１つ又は複数のチャレンジ及
び対応する応答をメモリ２９６０内に記憶することができる。
【０１１９】
　メモリ２９６０内に記憶できるチャレンジ－応答の組２９７５の数は、予め設定され、
受信者ユニット２９１５又は送信者ユニット２９２０のいずれかのユーザによって制限す
ることができる。例えば、前述のように、１つだけのチャレンジ－応答の組２９７５をオ
フラインで使用するためにメモリ２９６０内に記憶することができる。従って、ユーザに
は、受信者ユニット２９１５への１つだけのオフラインログインを提供することができる
。例えば、複数のチャレンジ－応答の組２９７５が記憶されることになる場合、最大数で
ある１０個の成功したチャレンジ－応答の組２９７５だけを受信者ユニット２９１５のメ
モリ２９６０内に記憶することができる。受信者ユニット２９１５のメモリ２９６０内に
記憶されたチャレンジ－応答の組２９７５の数が、予め設定された最大数であるときには
、受信者ユニット２９１５は、メモリ２９６０への追加のチャレンジ－応答の組２９７５
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の記憶を止めるか、又は現在記憶されているチャレンジ－応答の組２９７５に上書きする
ことによって、メモリ２９６０内への成功したチャレンジ－応答の組２９７５の記憶を継
続するかのいずれかを行ない、メモリ２９６０内に記憶できるチャレンジ－応答の組２９
７５の事前定義された最大数を超えないようにすることができる。しかしながら、この数
は、予め設定する必要はなく、受信者ユニット２９１５から適切なＧＵＩインターフェー
スを介してユーザが選択することができる。
【０１２０】
　図３１において、ユーザがオフラインであるときにユーザに受信者ユニット２９１５を
介して利用可能な特定のリソースを提供するための方法が説明される。ブロック３１１０
で、受信者ユニット２９１５は、ユーザがオフラインか又はオンラインであるかを決定す
る。ユーザがオンラインである場合、ブロック３０１０で、受信者ユニット２９１５は図
３０に示されたフローチャートに従う。上述のように、複数のチャレンジ－応答の組２９
７５がメモリ２９６０内に記憶されると、受信者ユニット２９１５のユーザは、ユーザが
オフラインであるときの送信者ユニット２９２０に対する予め設定されたログイン数に制
限することができる。従って、受信者ユニットがオフライン状態であるとき、本方法は、
ブロック３１１３に進み、受信者ユニット２９３０は、チャレンジ－応答認証の試行が予
め設定された許容最大制限値以上であるかを決定する。チャレンジ－応答認証の試行が予
め設定された許容最大制限値以上である場合、本方法は図３２のブロック３１５５に進む
。チャレンジ－応答認証の試行が予め設定された許容最大制限値未満である場合、本方法
は図３１のブロック３１１５に進み、受信者ユニットは、メモリ２９６０内に記憶されて
いる記憶済み成功チャレンジ－応答の組２９７５の１つを選択する。メモリ２９６０内に
１つだけのチャレンジ－応答の組２９７５が記憶されている場合、本方法は、ブロック３
１１３をスキップして、ブロック３１１０からブロック３１１５に直接進むことができ、
ここで受信者ユニットは、メモリ２９６０内に記憶された記憶済みチャレンジ－応答の組
２９７５を選択する。次いで、受信者ユニット２９１５により、ユーザは、メモリ２９６
０内の記憶済みチャレンジ－応答の組２９７５の１つに基づいて、受信者ユニット２９１
５にログオンすることが可能となる。
【０１２１】
　ブロック３１２０に示すように、受信者ユニット２９１５は、メモリからの選択された
チャレンジ情報をユーザに提示する。チャレンジ情報は、受信者ユニット２９１５のディ
スプレイ上で視覚及び／又は音声でユーザに提示される。ユーザは、ブロック３１２５に
示されるように応答を送ることによってチャレンジ情報に応答する。ブロック３１３０で
、ユーザの応答は、ユーザが応答したチャレンジに対応する記憶されている応答と比較さ
れる。決定ブロック３１３５によって示されるように、チャレンジへのユーザの応答が、
記憶されていた応答と同じである場合、ブロック３１４５に示されるように、ユーザは、
受信者ユニット２９１５のリソースへのアクセスが認可される。ユーザは、成功したチャ
レンジ－応答の組２９７５を使用したので、ブロック３１４０で、受信者ユニットは、使
用カウンタ（すなわちチャレンジ－応答の組２９７５が使用された回数）をインクリメン
トし、使用チャレンジ－応答の組２９７５を指示し許可を認可する。オフライン認証の試
行の予め設定された最大数は、フラグ、すなわち変数に割り当てることができる。チャレ
ンジ－応答認証の試行が予め設定された許容最大制限値よりも大きい場合、すなわちカウ
ンタがフラグよりも大きい場合には、ブロック３１５５で、ユーザは、受信者ユニット２
９１５によって他の動作を取るように通知される。他の動作は、単に、以下に説明される
ように、ユーザが送信者ユニット２９２０のアドミニストレータとコンタクトを取り、受
信者ユニット２９１５のリソースにアクセスするためのパスフレーズを受け取る段階を含
むことができる。
【０１２２】
　ユーザがオンライン認証の成功を達成すると、ランダム機密パスフレーズが送信者ユニ
ット２９２０によって生成され、オプションとして暗号（例えばハッシュ化）で保護され
、送信者ユニット２９２０によって自動的に送られ、ユーザが知らない間に受信者ユニッ



(36) JP 5133248 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

ト２９１５のメモリ２９６０内に記憶される。パスフレーズはまた、認証が成功した後で
パスフレーズが記憶された受信者ユニット２９１５のアイデンティティと共に、送信者ユ
ニット２９２０内にユーザの識別情報でセーブされる。ユーザは、受信者ユニット２９１
５のリソースにアクセスする必要があるが、オフライン認証試行の許容数を超えてしまっ
たとすると、ユーザは、送信者ユニット２９２０のアドミニストレータとコンタクトを取
り、パスフレーズを受け取ることができる。次に、ユーザは、送信者ユニット２９２０の
アドミニストレータによってユーザに与えられたパスフレーズと受信者ユニット２９１５
内に記憶されたパスフレーズとが一致した後、パスフレーズを使用して受信者ユニット２
９１５にアクセスすることができる。
【０１２３】
　図３３を参照すると、ユーザがオフラインであるときの受信者ユニット２９１５のユー
ザの認証を提供する別の方法が示されている。図３３に示される方法では、ユーザが送信
者ユニット２９２０とオンラインになる度に、受信者ユニット２９１５は、成功したチャ
レンジ－応答の組２９７５をメモリ２９１６内に記憶しなくてもよい。図３３に示される
方法では、ユーザが受信者ユニット２９１５のメモリ２９６０内にチャレンジ－応答の組
２９７５を記憶するよう要求した場合にだけ、成功したチャレンジ－応答の組２９７５が
受信者ユニット２９１５に記憶される。例えば、ユーザが、送信者ユニット２９２０とオ
ンラインにならずに受信者ユニット２９１５を使用することになると認知している場合、
ユーザは、オフラインになる前に、図３３のブロック３３１５に示されるように、受信者
ユニット２９１５のメモリ２９６０内にチャレンジ－応答の組２９７５のグループを記憶
するように要求することができる。このような要求は、送信者ユニット２９２０に送られ
、ブロック３３３０で示されるように、送信者ユニット２９２０によって受け取られる。
送信者ユニット２９２０は、メモリ２９６０内に記憶するためにチャレンジ－応答の組２
９７５のグループを受信者ユニットに送ることにより要求に応答する。ブロック３３２０
によって示されるように、受信者ユニット３３０５は、チャレンジ－応答の組２９７５を
受け取り、チャレンジ－応答の組２９７５をメモリ２９６０内に記憶する。チャレンジ－
応答の組２９７５がメモリ２９６０内に記憶されると、受信者ユニット３３０５は、オフ
ラインになり、ユーザは、上記で詳細に説明されたように、メモリ２９６０内に記憶され
ていたチャレンジ－応答の組２９７５に応答することによって、オフラインの間に受信者
ユニット２９１５のリソースへのアクセスが許可される。このような要求が受信者ユニッ
ト２９１５の特定のユーザによって行なわれる度に、送信者ユニット２９２０は、受信要
求のオンラインリフレッシュをトリガし、このような受信及び応答要求のためブロック３
３４５で実施される記憶規定に従ってブロック３３３０及び３３４０に示された要求手順
に応答する。
【０１２４】
　受信者ユニット２９１５は、送信者ユニット２９２０にアクセスする単一のユーザが使
用することができる。受信者ユニット２９１５は、限定ではないが、ユーザが移動中でオ
ンライン認証を実行できないときなど、オフラインで使用することができるラップトップ
コンピュータ、携帯電話、ＰＤＡ、又は電子メールデバイスのような、いずれかの適切な
デバイスとすることができる。ユーザが送信者ユニット２９２０とオンライン状態である
ときには、受信者ユニット２９１５が受信者ユニット２９１５のメモリ２９６０内に複数
のチャレンジ－応答の組２９７５を記憶する前に、受信者ユニット２９１５は、前のユー
ザからの複数のチャレンジ－応答の組２９７５が記憶されている受信者ユニット２９１５
のメモリ２９６０の一部分をクリアする（例えば、データを上書き又は削除する）。従っ
て、新しいユーザが送信者ユニット２９２０とオンライン状態になる度に、受信者ユニッ
ト２９１５は、受信者ユニット２９１５の現在のユーザのためにチャレンジ－応答の組２
９７５の数を記憶する前にメモリ２９６０をクリアすることができる。
【０１２５】
　受信者ユニット２９１５は、該受信者ユニット２９１５がオフラインであるときに送信
者ユニット２９２０にアクセスするために複数のユーザが使用することができる。各ユー
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ザが送信者ユニット２９２０とオンライン状態であるときには、受信者ユニット２９１５
は、メモリ２９６０のセグメント内に当該特定ユーザのための複数のチャレンジ－応答の
組２９７５を記憶する。従って、各ユーザのためのチャレンジ－応答の組２９７５は、当
該ユーザに割り当てられたメモリ２９６０のセグメント内に記憶される。その結果、メモ
リ２９６０の各セグメントは、別のユーザのチャレンジ－応答の組２９６０で上書きする
ことができない。受信者ユニット２９６０はまた、各メモリ２９６０が各ユーザに割り当
てられるように複数のメモリ２９６０を含むことができる。各ユーザがオフラインで受信
者ユニット２９１５のリソースを使用したいときには、当該ユーザのためのメモリ２９６
０のセグメントがアクセスされ、本明細書で説明されるようにユーザの第２因子認証が実
行される。送信者ユニット２９２０のアドミニストレータは、受信者ユニット２９２０が
単一のユーザ又は複数のユーザによってオフラインで使用することができるかどうかを選
択することができる。
【０１２６】
　上記で説明されたように、チャレンジ－応答の組２９７５は、新しいチャレンジ－応答
の組２９７５で上書きすることができる。これは、例えば、記憶されたチャレンジ－応答
の組２９７５の数が最大許容制限値であり且つ何らかの付加的なチャレンジ－応答の組が
記憶されているチャレンジ－応答の組２９７５を上書きする場合に生じる。受信者ユニッ
ト２９１５が、上記に説明された理由により記憶されているチャレンジ－応答の組２９７
５を上書きする場合、記憶されていたチャレンジ－応答の組２９７５の置換えは、メモリ
２９６０内のチャレンジ－応答の組２９７５のランダムな置き換え、最も古いチャレンジ
－応答の組２９７５の置き換え、最も新しいチャレンジ－応答の組２９７５の置き換え、
最も使用されたチャレンジ－応答の組２９７５の置き換え、及び／又は最も使用されてい
ないチャレンジ－応答の組２９７５の置き換えに基づくことができる。
【０１２７】
　ユーザが受信者ユニット２９１５をオフライン使用するために認証されている場合、受
信者ユニット２９１５のメモリ２９６０内に記憶された記憶済みチャレンジ－応答の組２
９７５の１つ又はそれ以上を認証のために使用することができる。本開示は、記憶済みチ
ャレンジ－応答の組２９７５のランダムな選択、記憶済みチャレンジ－応答の組２９７５
の最も古いものの選択、記憶済みチャレンジ－応答の組２９７５の最も新しいものの選択
、記憶済みチャレンジ－応答の組２９７５の最も使用されたものの選択、及び／又は記憶
済みチャレンジ－応答の組２９７５の最も使用されていないものの選択に基づくオフライ
ン認証のためのチャレンジ－応答の組２９７５の選択を提供する。
【０１２８】
　ユーザのオフライン認証についての受信者ユニット２９１５の上述の機能を提供するた
めに、実行時に上述の機能を提供する実行可能命令のセット又はソフトウェアプログラム
を受信者ユニット２９１５上に記憶することができる。ソフトウェアプログラムによって
提供される機能の例示的なリストは、ユーザがオンライン状態であるときに送信者ユニッ
ト２９２０との接続性を提供し、オフライン認証のためのチャレンジ－応答の組２９７５
を受け取る、オフライン認証が試行されたときにフラグ変数をインクリメントすることに
よって、ユーザのオフライン認証の試行数を記録する、上述の方法のいずれか１つに基づ
いてオフライン認証のための記憶済みチャレンジ－応答の組２９７５を選択する、及び／
又は受信者ユニット２９２０との種々のユーザのオフライン及びオンライン認証を管理す
ることとすることができる。
【０１２９】
　メモリ２９６０内に記憶されたチャレンジ－応答の組２９７５の数は、通常、物品１８
００からの全ての可能なチャレンジ－応答の組２９７５よりも少ない。特定の状況下では
、送信者ユニット２９２０のアドミニストレータは、受信者ユニットがオフラインである
ときに、受信者ユニットのユーザが必要に応じて何度でも受信者ユニットにアクセス可能
にすることを意図することができる。従って、受信者ユニット２９１５のメモリ２９６０
内で利用可能なチャレンジ－応答の組２９７５の数は、チャレンジ－応答の組２９７５の
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予め設定された数に制限されなくてもよい。特定の状況下では、受信者ユニットが送信者
ユニット２９２０にログインすると、物品１８００又は物品のサブセットからの全ての可
能なチャレンジ－応答の組２９７５は、受信者ユニット２９１５のメモリ２９６０内に記
憶することができる。受信者ユニット２９１５がオフラインであるときに、ユーザが受信
者ユニット２９１５のリソースを使用しようとする場合、物品１８００に基づくチャレン
ジ－応答の組２９７５の全ての可能な組合せの１つに基づいて、受信者ユニット２９１５
のユーザのためにチャレンジ－応答の組２９７５が生成される。従って、受信者ユニット
２９１５の上述のソフトウェアプログラムは、上記で説明されたようにオンラインチャレ
ンジ及び応答手順を提供し、物品１８００からの全ての記憶済みチャレンジ－応答の組２
９７５に基づいてユーザを認証することができる。しかしながら、別のユーザが受信者ユ
ニット２９１５を使用して、送信者ユニット２９２０にログインし、ネットワークを介し
て又は送信者ユニット２９２０と通信することによって送信者ユニット２９２０とオンラ
インになると、受信者ユニット２９１５のメモリ２９６０内に記憶されていた全てのチャ
レンジ－応答の組２９７５は、受信者ユニット２９１５によって自動的に削除され（例え
ば、クリアにされ、又は上書きされ）、新しいユーザの物品１８００に基づく新しいユー
ザのための全チャレンジ－応答の組２９７５未満の全てがメモリ２９６０内に記憶するこ
とができるようになる。
【０１３０】
　送信者ユニット２９２０は、送信者ユニット２９２０のアドミニストレータがユーザ又
はグループ単位で所要オフライン認証セキュリティ方式を決定できるようにするグラフィ
ックユーザインターフェース（ＧＵＩ）を含むことができる。例えば、ＧＵＩは、送信者
ユニット２９２０のアドミニストレータが、受信者ユニット２９１５からの要求に応答し
て受信者ユニット２９１５に送るための幾つかのオフライン認証セキュリティ方式の１つ
を選択することができるようにする、プルダウンメニューを含むことができる。送信者ユ
ニット２９２０のアドミニストレータによって選択可能なセキュリティ方式は、受信者ユ
ニット２９１５のメモリ２９６０上に記憶することができるチャレンジ－応答の組２９７
５の数を含むことができる。更に、送信者ユニット２９２０のアドミニストレータによっ
て選択可能なセキュリティ方式は、受信者ユニット２９１５のメモリ２９６０上に記憶す
ることができるチャレンジ－応答の組２９７５のタイプを含むことができる。例えば、送
信者ユニット２９２０のＧＵＩは、プルダウンメニューを含むことができ、これによって
送信者ユニット２９２０のアドミニストレータは、受信者ユニット２９１５に送るための
セキュリティ方式を選択することができる。選択可能なセキュリティ方式は、受信者ユニ
ット２９１５が、オンラインの以前に成功したチャレンジ－応答の組２９７５を記憶する
段階と、受信者ユニット２９１５に対して、チャレンジ－応答の組２９７５の予め設定さ
れた数、物品１８００上で利用することができる可能なチャレンジ－応答の組２９７５の
全て、或いは物品１８００上で利用することができる可能なチャレンジ－応答の組２９７
５全て未満を送信する段階を含むことができる。
【０１３１】
　前述のように、本方法及び装置は、受信者ユニット２９１５が送信者ユニット２９２０
に対してオフラインであるときに、受信者ユニット２９１５のための第２因子認証を提供
する。本方法及び装置により、受信者ユニット２９１５がネットワークに接続されておら
ず、認証サーバー２９０５にアクセスできないときに、該受信者ユニット２９１５は、認
証サーバー２９０５とすることができる送信者ユニット２９２０によって発光される一意
のワンタイム認証チャレンジに応答することができる。
【０１３２】
　本方法及び装置は、送信者ユニット２９２０が受信者ユニット２９１５には利用できな
いときに、動的なワンタイムチャレンジ－応答の組２９７５を用いたオフライン認証のセ
キュアな方法を提供する。本方法及び装置は、時間に基づいた固有の有効期限を持たない
。ユーザは、認証方法が機能できる間は、不定の時間期間の間オフラインを維持すること
ができる。更に、受信者ユニット２９１５は、オフライン認証に備えた全ての必要なステ
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ップを自動的に行なうことができる。従って、送信者ユニット２９２０がネットワーク障
害又は他の理由のために意図せずにオフラインになったときには、オフライン認証方法に
よって、ユーザが認証に対する第２因子を使用して継続することが可能になる。送信者ユ
ニット２９２０がオフラインになった場合でも、本方法及びシステムを利用する組織のセ
キュリティポリシーが順守され、二因子認証が受信者ユニット２９１５上で維持される。
他の利点は、当業者によって理解されるであろう。
【０１３３】
　従って、本発明が上記に開示され本明細書の請求項に記載された基本原理の精神及び範
囲内にあるいずれか及び全ての修正形態、変形形態、又は均等物を保護することが企図さ
れる。例えば、本方法は、認証の２つのレベルで使用する必要はなく、単一のレベルの認
証として機能することができる。
【０１３４】
　本発明の教示が幾つかの実施形態に関して例証されているが、こうした実施形態に本発
明を限定するものではない点を当業者には理解されるであろう。逆に、本出願の意図は、
本発明の教示の範囲内に適正に含まれる全ての修正形態及び実施形態を保護するものとす
る。
【図面の簡単な説明】
【０１３５】
【図１】本発明の１つの実施形態に従って識別情報をセキュアに提供するシステムの１つ
の実施例を示すブロック図である。
【図２】本発明の１つの実施形態に従って識別情報をセキュアに提供する方法の１つの実
施例を示すフローチャートである。
【図３】図２に示された方法を更に細分したものを示す図である。
【図４】本発明の１つの実施形態に従うセキュア識別情報メンバーの１つの実施例を示す
図である。
【図５】本発明の１つの実施形態に従ってユーザの認証を容易にするか又は識別情報をセ
キュアに提供するためのログイン画面の１つの実施例を示すグラフ的な図である。
【図６】本発明の１つの実施形態に従って表示された視覚的フィルタリングパターンの１
つの実施例を示す概略図である。
【図７】本発明の１つの実施形態に従って半透明識別メンバー上に位置付けられた１つ又
はそれ以上の不明瞭識別子から視覚的に識別され指定された識別子の１つの実施例を示す
図である。
【図８】本発明の１つの実施形態に従う識別情報をセキュアに提供するためのシステムを
示す図である。
【図９】本発明の１つの実施形態に従う半透明識別メンバー発行装置の１つの実施例を詳
細に示すブロック図である。
【図１０】本発明の１つの実施形態に従う識別情報をセキュアに提供する方法の１つの実
施例を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の１つの実施形態に従う識別情報をセキュアに提供する方法の１つの実
施例を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の１つの実施形態に従う半透明識別メンバーを含む部分を有するトラン
ザクションカードの１つの実施例を示す図である。
【図１３】本発明の１つの実施形態に従う半透明識別メンバーを含むトランザクションカ
ードの別の実施例を示す図である。
【図１４】本発明の別の実施形態に従うセキュア識別情メンバーの１つの実施例を示す図
である。
【図１５】本発明の１つの実施形態に従う表示された不明瞭識別子情報の１つの実施例を
示す概略図である。
【図１６】本発明の１つの実施形態に従う識別情報をセキュアに提供するためのシステム
の別の実施例を示すブロック図である。
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【図１７】本発明の１つの実施形態に従う識別情報をセキュアに提供するための方法の１
つの実施例を示すフローチャートである。
【図１８】本発明の１つの実施形態に従う電子メッセージ認証を提供するための方法に使
用できるカードなどの物品の１つの実施例を示す図である。
【図１９】本発明の１つの実施形態に従う電子メッセージ認証を提供するのに使用するた
めの送信側認証情報及びロケーション座標情報を含むトランザクションカードの１つの実
施例を示す図である。
【図２０】本発明の１つの実施形態に従う電子メッセージ認証を提供するための方法の１
つの実施例を示すフローチャートである。
【図２１】本発明の１つの実施形態に従う送信者認証情報及びロケーション座標情報が添
付されたメッセージの１つの実施例を示すグラフィック図である。
【図２２】本発明の１つの実施形態に従う電子メッセージ認証を提供するためのシステム
の１つの実施例を示すブロック図である。
【図２３】本発明の１つの実施形態に従う電子メッセージ認証を提供するための方法の１
つの実施例を示すフローチャートである。
【図２４】本発明の１つの実施形態に従うユーザとターゲットリソースとの間の相互認証
を提供するためのシステムの１つの実施例を示すブロック図である。
【図２５】本発明の１つの実施形態に従うユーザとターゲットリソースとの間の相互認証
を提供するための方法の１つの実施例を示すフローチャートである。
【図２６】本発明の１つの実施形態に従うユーザとターゲットリソースとの間の相互認証
を提供するための方法の別の実施形態の実施例を示すフローチャートである。
【図２７】本発明の１つの実施形態に従うユーザとターゲットリソースとの間の相互認証
を提供するための方法の別の実施例を示すフローチャートである。
【図２８】本発明の１つの実施形態に従う図形表示の形式でユーザとターゲットリソース
との間の相互認証を提供するためのデバイスの１つの実施例を示すブロック図である。
【図２９】ユーザのオフライン認証のためのチャレンジ－応答の組のオンライン記憶の１
つの実施例を示すブロック図である。
【図３０】受信者ユニットが送信者ユニットとオンライン状態であるときのユーザのオン
ライン認証及びチャレンジ－応答の組の記憶の実施例を示すフローチャートである。
【図３１】受信者ユニットが送信者ユニットとオフライン状態であるときのユーザのオフ
ライン認証の実施例を示すフローチャートである。
【図３２】オンライン認証中の幾つかの記憶されたチャレンジ応答の組に基づくオフライ
ン認証の試行の実施例を示すフローチャートである。
【図３３】ユーザのオフライン認証のためのチャレンジ－応答の組のオンライン記憶の１
つの実施例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１３６】
　１０　識別情報をセキュアに提供するためのシステム
　１２　半透明識別メンバー発行装置
　１４　半透明識別メンバー
　１６　視覚フィルタジェネレータ
　１８　半透明識別メンバー認証モジュール
　２０　受信者ユニット
　２２　メモリ
　２４　半透明識別メンバーオーセンチケータ
　２６　インターネット
　３０　ディスプレイ
　３２　受信者固有情報
　３４　他の情報
　３６　半透明エリア
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　３８　１つ又はそれ以上の不明瞭識別子
　４０　適切な視覚パターン
　４４　実際の半透明識別メンバーシリアルナンバー
　７００　明瞭化された識別子
　７０２　対応する予想識別子
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