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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動電話機のオペレーティングシステムのロックを解除する方法であって、
　パターンロック解除のためのロック解除インターフェースにおいてユーザがロック解除
パターンによるシステムのロック解除に失敗した場合、認証のために２つ以上の個人情報
の入力を前記ユーザに要求するロック解除インターフェースを表示するステップと、
　前記ユーザにより入力された２つ以上の個人情報を受信するステップと、
　前記ユーザにより入力された前記２つ以上の個人情報とローカルデータベースに予め保
存されている個人情報とを照合するステップと
　を有し、前記２つ以上の個人情報は、前記移動電話機を前記ユーザが利用する際に生成
され、前記２つ以上の個人情報は、前記ユーザの移動電話機の電話帳内にある何れかの連
絡先人物の名前及び対応する電話番号、電話したことがある何れかの連絡先人物の名前及
び対応する電話番号、並びに、送付されたショートメッセージにおける連絡先人物の名前
及び対応する電話番号という３つの情報タイプの中から選択される、方法。
【請求項２】
　前記照合するステップの後に、当該方法は、
　前記ユーザにより入力された前記２つ以上の個人情報が前記ローカルデータベースに予
め保存されている前記個人情報に合致していた場合、前記システムのロックを解除するス
テップ、又は
　前記ユーザにより入力された前記２つ以上の個人情報が前記ローカルデータベースに予
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め保存されている前記個人情報に合致していなかった場合、パターンロック解除のための
前記ロック解除インターフェースに戻るステップ
　を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記表示するステップの前に、当該方法は、
　前記ユーザにより入力されかつ前記システムのロック解除のためのものであるロック解
除パターンを、パターンロック解除のためのロック解除インターフェースにより受信する
ステップと、
　前記パターンロック解除のための前記ロック解除インターフェースにおいて、前記シス
テムのロック解除のために前記ユーザがロック解除パターンを入力した回数を記録するス
テップと、
　前記ロック解除パターンが正しいか否かを判断し、前記ロック解除パターンが正しくな
かった場合、不適切なロック解除パターンを入力した回数を記録するステップと、
　前記不適切なロック解除パターンを入力した回数が所定の閾値に達した場合、ロック解
除パターンを忘れたか否かを選択することを前記ユーザに要求するインターフェースを表
示するステップと、
　前記ロック解除パターンを忘れたことを前記ユーザが選択した場合、個人情報と共に前
記システムのロック解除を行うために前記個人情報の認証のためのロック解除インターフ
ェースを表示するステップを実行し、或いは前記ロック解除パターンを忘れていないこと
を前記ユーザが選択した場合、パターンロック解除のための前記ロック解除インターフェ
ースに戻るステップと
　を有する請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザが、パスワードによるロック解除、ジェスチャーによるロック解除、音によ
るロック解除又は指紋によるロック解除に失敗した場合に、個人情報の認証のための前記
ロック解除インターフェースを表示するステップを更に有する請求項１－３の何れか１項
に記載の方法。
【請求項５】
　移動電話機であって、
　パターンロック解除のためのロック解除インターフェースにおいてユーザがロック解除
パターンによるシステムのロック解除に失敗した場合、認証のために２つ以上の個人情報
の入力を前記ユーザに要求するロック解除インターフェースを表示するように形成された
表示部と、
　前記ユーザにより入力された２つ以上の個人情報を受信するように形成された受信部と
、
　前記ユーザにより入力された前記２つ以上の個人情報とローカルデータベースに予め保
存されている個人情報とを照合するように形成された照合部と
　を有し、前記２つ以上の個人情報は、当該移動電話機を前記ユーザが利用する際に生成
され、前記２つ以上の個人情報は、前記ユーザの当該移動電話機の電話帳内にある何れか
の連絡先人物の名前及び対応する電話番号、電話したことがある何れかの連絡先人物の名
前及び対応する電話番号、並びに、送付されたショートメッセージにおける何れかの連絡
先人物の名前及び対応する電話番号という３つの情報タイプの中から選択される、移動電
話機。
【請求項６】
　前記ユーザにより入力された前記２つ以上の個人情報が前記ローカルデータベースに予
め保存されている前記個人情報に合致していた場合、前記システムのロックを解除するよ
うに形成されたロック解除部と、
　前記ユーザにより入力された前記２つ以上の個人情報が前記ローカルデータベースに予
め保存されている前記個人情報に合致していなかった場合、パターンロック解除インター
フェースに戻るように形成された復帰部と
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　を有する、請求項５に記載の移動電話機。
【請求項７】
　パターンロック解除のためのロック解除インターフェースにおいて前記ユーザにより入
力されかつ前記システムのロック解除のためのものであるロック解除パターンが正しいか
否かを判定するように形成された判定部と、
　前記ユーザがロック解除パターンを入力した回数を記録し、かつ不適切なロック解除パ
ターンを入力した回数を記録するように形成された記録部と
　を更に有し、前記受信部はロック解除パターンを受信するようにも形成されており、
　前記表示部は、前記不適切なロック解除パターンを入力した回数が所定の閾値に達した
場合、ロック解除パターンを忘れたか否かを選択することを前記ユーザに要求するインタ
ーフェースを表示し、前記ユーザが前記ロック解除パターンを忘れていることを選択した
場合、個人情報と共に前記システムのロックを解除するための個人情報の認証のためのロ
ック解除インターフェースを表示するように更に形成されており、
　前記ロック解除パターンを忘れていないことを前記ユーザが選択した場合、パターンロ
ック解除のための前記ロック解除インターフェースに戻るように復帰部が形成されている
、請求項５又は６に記載の移動電話機。
【請求項８】
　前記表示部は、前記ユーザが、パスワードによるロック解除、ジェスチャーによるロッ
ク解除、音によるロック解除又は指紋によるロック解除に失敗した場合に、個人情報の認
証のための前記ロック解除インターフェースを表示するように形成されている、請求項５
－７の何れか１項に記載の移動電話機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報セキュリティの技術分野に関連し、特にオペレーティングシステムのロッ
クを解除する方法及び装置等に関連する。　
【背景技術】
【０００２】
　情報技術の急速な進歩と共に、オペレーティングシステムは人々の日常生活で益々重要
な役割を演じつつある。オペレーティングシステムはシステムソフトウェアの集まりであ
り、そのシステムソフトウェアは他のプログラムを制御し、システムリソースを管理し、
操作インターフェースをユーザに提供する。一般に使用されているオペレーティングシス
テムには、コンピュータのオペレーティングシステム(例えば、ウィンドウズ（登録商標
）オペレーティングシステム)や、移動電話機のオペレーティングシステム(例えば、アン
ドロイドオペレーティングシステム)等がある。オペレーティングシステムを利用するユ
ーザによりデータが簡易かつ速やかに管理及び処理される一方、データ機密保持又はデー
タのセキュリティプロテクションにも留意を要する。一般的な移動電話機のオペレーティ
ングシステムのユーザの場合、移動電話機のオペレーティングシステムのロック機能によ
りデータのセキュリティが保護され、例えばアンドロイドオペレーティングシステムでは
パターンロック(pattern　lock)が設定され、移動電話機のロックを解除するために、移
動電話機のユーザは、移動電話機のデータに次の操作を行う前にパターンロックパスワー
ド(pattern　lock　password)を入力しなければならない。しかしながら、移動電話の機
ユーザがパスワードを忘れてしまった場合に、移動電話機のデータセキュリティを保護す
るためにオペレーティングシステムが現在のユーザの身元を如何にして確認するかは、解
決すべき重要な問題である。
【０００３】
　従来技術では、移動電話機のアンドロイドオペレーティングシステムのユーザが、パタ
ーンロックパスワードを用いることで移動電話機のロックを解除する(unlock)場合、シス
テムは、ユーザが入力したパスワードについての認証処理を実行しかつユーザが不適切な
パスワード(間違ったパスワード又は誤ったパスワード)を入力した回数を記録している。
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パスワードが間違っていた場合、ロック解除(unlocking)は許可されず、ユーザが間違っ
たパスワードを入力し続けると、次の1及び2の2つの場合に基づく処理が実行される：
　１．ユーザが移動電話機に関連付けられたグーグルアカウント(Google　account)を設
定していなかった場合：ユーザがパターンロックインターフェースに正しいパスワードを
入力した場合に限ってロック解除が行われ、そうでない場合、システムインターフェース
はパターンロックのロック解除インターフェースのままである。
【０００４】
　２．ユーザが移動電話機に関連付けられたグーグルアカウントを設定していた場合：
　ユーザが不適切なパスワードを5回入力すると、「パスワードをお忘れですか？」とい
うボタンがオペレーティングシステムのインターフェースに登場し、ユーザがそのボタン
をクリックするとグーグルアカウントによるロック解除用インターフェースに移り、移動
電話機に紐付けられたパスワード及びグーグルアカウントをそのインターフェースで入力
することで、移動電話機のロックを解除する。この場合においてユーザがロック解除用の
アカウントを使用せずに、パターンロックインターフェースで間違ったパスワードを入力
し続け、間違った回数が15回に達した場合、間違ったパスワードが更に5回入力されるま
での間、ロック解除用のグーグルアカウントの使用がユーザに強制されることになる注意
をシステムが喚起する、すなわち間違ったパスワードを連続的に20回入力した後、ユーザ
はグーグルアカウントでロック解除を実行しなければならない。ユーザが手適切なグーグ
ルユーザ名及びパスワードを入力することに失敗した場合、移動電話機は、グーグルアカ
ウントのロック解除インターフェースに留まり、パターンロックのロック解除インターフ
ェースには戻らない。
【０００５】
　上記の方法では、パターンロックパスワードを忘れてしまった場合、ユーザは、移動電
話機のパターンロックを解除するには移動電話機に紐付けられたグーグルアカウントにロ
グインすることしかできず；ユーザが移動電話機にグーグルアカウントを紐付けていなか
った場合、ユーザは移動電話機のパターンロックを解除できない；或いはユーザがグーグ
ルアカウントのアカウント番号及びパスワードを忘れ、不適切なパスワードを所定の回数
だけ入力した場合、移動電話機はグーグルアカウントのロック解除インターフェースに留
まり、この場合、たとえユーザがパスワードを思い出したとしてもロック解除のためのパ
ターンロック解除インターフェースに戻ることはできず、工場出荷時の設定に戻すことに
よって或いはオペレーティングシステムをアップグレードすることによってのみパスワー
ドを作成することができるにすぎず、その結果、移動電話機のユーザデータは全て失われ
、ユーザにとって大変深刻な問題を招く。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　開示される発明の課題は、ユーザがパターンロック解除に失敗した場合でもオペレーテ
ィングシステムのロックを適切に解除する方法及び装置等を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　開示される発明による方法は、
　オペレーティングシステムのロックを解除する方法であって、
　パターンロック解除のためのロック解除インターフェースにおいてユーザがロック解除
パターンによるシステムのロック解除に失敗した場合、個人情報の認証のためのロック解
除インターフェースを表示するステップと、
　前記ユーザにより入力された個人情報を受信するステップと、
　前記ユーザにより入力された前記個人情報とローカルデータベースに予め保存されてい
る個人情報とを照合するステップと
　を有する方法である。
【図面の簡単な説明】
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【０００８】
【図１】オペレーティングシステムのロックを解除するための本発明の実施の形態による
方法例を概略的に示す図。
【図２】オペレーティングシステムのロックを解除するための本発明の実施の形態による
別の方法例を概略的に示す図。
【図３】オペレーティングシステムのロックを解除するための本発明の実施の形態による
装置例を概略的に示す図。
【図４】オペレーティングシステムのロックを解除するための本発明の実施の形態による
別の装置例を概略的に示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　＜発明の概要＞
　本発明の実施の形態は、ユーザがオペレーティングシステムに保存した個人情報データ
を十分に活用し、パスワードを忘れてしまった場合でもユーザが個人情報データによりシ
ステムのロックを解除できるようにし、ユーザがロックを解除できる可能性を増やすよう
にする方法及び装置等を提供する。
【００１０】
　本発明の実施の形態により提供される方法は、
　オペレーティングシステムのロックを解除する方法であって、
　ユーザがパターンによるロック解除に失敗した場合、個人情報の認証のためのロック解
除インターフェースを表示するステップと、
　前記ユーザが入力した個人情報を受信するステップと、
　前記ユーザが入力した前記個人情報とローカルデータベースに予め保存されている個人
情報とを照合するステップと
　を有する方法である。
【００１１】
　本発明の実施の形態により提供される装置は、
　オペレーティングシステムのロックを解除する装置であって、
　ユーザがパターンによるロックの解除に失敗した場合、個人情報の認証のためのロック
解除インターフェースを表示する表示部と、
　前記ユーザが入力した個人情報を受信する受信部と、
　前記ユーザが入力した前記個人情報とローカルデータベースに予め保存されている個人
情報とを照合するステップと
　を有する装置である。
【００１２】
　上記の解決手段から、本発明の実施の形態は以下の恩恵をもたらすことが理解できる。
【００１３】
　ユーザがパターンロック解除インターフェースによるロック解除に失敗した場合、認証
のためにユーザが個人情報を入力することを要求するロック解除インターフェースが表示
され、ユーザにより入力された個人情報が受信され、ユーザが入力した個人情報及びロー
カルデータベースに予め保存されている個人情報について照合が行われる。ユーザにとっ
て個人情報は容易に思い出せるので、オペレーティングシステムの認証を通過するために
個人情報を入力する方法により、大抵の場合、ユーザはシステムのロックを解除でき、ユ
ーザがロック解除に成功する確率を増やすと共にユーザがロック解除に起因してユーザデ
ータを失ってしまう確率を減らすことができる。
【００１４】
　＜図面の説明＞
　本発明の実施の形態(場合によっては従来技術)の技術手段をいっそう明確にするために
、実施の形態及び従来技術を説明するのに必要な添付図面が「図面の簡単な説明」の欄で
簡単に説明されている。明らかに、以下の説明に関する添付図面は本発明のいくつかの実
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施の形態を例示しているに過ぎず、当業者は創作的努力をすることなくそれらの図面から
他の図面を導出できる。
【００１５】
　図１は、オペレーティングシステムのロックを解除するための本発明の実施の形態によ
る方法例を概略的に示す。
【００１６】
　図２は、オペレーティングシステムのロックを解除するための本発明の実施の形態によ
る別の方法例を概略的に示す。
【００１７】
　図３は、オペレーティングシステムのロックを解除するための本発明の実施の形態によ
る装置例を概略的に示す。
【００１８】
　図４は、オペレーティングシステムのロックを解除するための本発明の実施の形態によ
る別の装置例を概略的に示す。
【００１９】
　＜実施の形態の詳細な説明＞
　本発明の実施の形態は、ユーザがロック解除に成功する確率を増やしかつユーザがロッ
ク解除に起因してユーザデータを失ってしまう確率を減らすオペレーティングシステムの
ロック解除方法を提供する。本発明の実施の形態はオペレーティングシステムのロックを
解除する装置も提供する。以下、実施の形態を詳細に説明する。
【００２０】
　説明の簡明化のため、一例として、本発明の実施の形態の各々は移動電話機にアンドロ
イドオペレーティングシステムを使用しているものとする。移動電話機のアンドロイドオ
ペレーティングシステムはオペレーティングシステムの特定の具体例に過ぎないこと、及
び本発明の実施の形態により提供されるオペレーティングシステムのロック解除方法は同
種の他のオペレーティングシステムにも適用できることが、理解できるであろう。
【００２１】
　図1を参照するに、本発明の実施の形態によるオペレーティングシステムのロック解除
方法の一例が示されている。本方法は以下のステップを有する。　
　S101：ユーザがパターンによるロック解除に失敗した場合、個人情報の認証のためのロ
ック解除インターフェースを表示する。
【００２２】
　移動電話機を利用する場合、必然的にユーザは多くのユーザ関連個人情報(ユーザに関
連する個人情報)を移動電話機に保存しており、個人情報は、アドレス帳や、ユーザによ
り送受信されたショートメッセージ及びマルチメディアメッセージや、個人的な電話の履
歴又は通話履歴等のような移動電話機内の情報であってよい。個人情報は、移動電話ユー
ザの各自の条件に密接に関連しており、通常は、ユーザのみが移動電話機の個人情報の具
体的内容を知っており、個人情報はユーザが良く知っているので個人情報は忘れにくい。
従って、個人情報は、ユーザがパターンロックパスワードを忘れた場合にユーザがシステ
ムのロックを解除する際に役立つ。
【００２３】
　本実施の形態の場合、パターンロック解除インターフェースによるロック解除にユーザ
が失敗した場合、オペレーティングシステムは、認証のために個人情報を入力するように
ユーザに要求するロック解除インターフェースを表示する。認証のために個人情報を入力
する具体的な処理手順については以後の実施の形態で説明する。
【００２４】
　ステップS101において、認証用に個人情報を入力することをユーザに要求するロック解
除インターフェースは、ユーザがパターンによるロック解除に失敗した場合に表示され、
かつユーザが他のロック解除方法によるロック解除に失敗した場合にも表示されてよい。
「他のロック解除方法(other　unlocking　manners)」は、パスワードによるロック解除
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、身振りや手振り等のジェスチャーによるロック解除、音によるロック解除、指紋による
ロック解除等である。本発明の実施の形態では、説明の簡明化のため、「パターンによる
ロック解除(パターンロック解除)」が説明の際の具体例として使用されている。本発明の
実施の形態における「パターンロック解除」は、パスワードによるロック解除、ジェスチ
ャーによるロック解除、音によるロック解除、指紋によるロック解除等のような他のロッ
ク解除方法により置換されてよいことが、理解できるであろう。
【００２５】
　S102：ユーザが入力した個人情報を受信する。
【００２６】
　ユーザにより入力された個人情報は、移動電話機のアンドロイドシステムにより受信さ
れ、その個人情報はステップS101のロック解除インターフェースの条件に従って認証のた
めに入力されている。
【００２７】
　S103：ユーザが入力した個人情報とローカルデータベースに予め保存されている個人情
報とを照合(又は比較又は対比)する。
【００２８】
　本実施の形態の場合、概して、ユーザの多数の個人情報が移動電話機のローカルデータ
ベースに保存されており、例えば、アドレス帳に載っているコンタクトパーソン各々の連
絡先情報や、移動電話機で送受信されたショートメッセージに含まれている者(コンタク
トパーソン)の連絡先情報や、発呼及び着呼の情報に含まれている者(コンタクトパーソン
)の連絡先情報(通話履歴情報)や、その他のユーザの個人情報が保存されている。ステッ
プS102において個人情報がユーザにより入力されると、移動電話機のアンドロイドシステ
ムは、ユーザが入力した個人情報とローカルデータベースに予め保存されている個人情報
とを照合し、照合が成功したか否か(一致したか否か)に応じて、システムのロックを解除
するか否かを判断する。
【００２９】
　留意すべきことに、照合の処理自体は従来技術により行われてもよく、例えば、移動電
話機に保存されているデータベースが、移動電話機に予め設定されているプログラムによ
り、個人情報に関するデータ情報について問合せを受け、発見されたデータ情報とユーザ
が入力した個人情報とについて照合が実行されてもよい。照合の処理は他の従来技術によ
って実行されてもよく、本発明は具体的な方法に限定されないことが理解できる。
【００３０】
　本実施の形態の場合、パターンロック解除インターフェースによるロック解除にユーザ
が失敗した後、認証用に個人情報の入力をユーザに求めるロック解除インターフェースが
表示され、ユーザにより入力された個人情報が受信され、ユーザにより入力された個人情
報とローカルデータベースに予め保存されている個人情報とについて照合が実行される。
個人情報はユーザにとって思い出しやすいので、大抵の場合、オペレーティングシステム
の認証に合格するために個人情報を入力する方法により、システムのロックを解除できる
。
【００３１】
　更なる理解を促すために、本発明の実施の形態によるオペレーティングシステムのロッ
ク解除方法を、別の実施の形態の観点から以下に説明する。図2を参照するに、本発明の
実施の形態によるオペレーティングシステムのロック解除方法の一例が示されており、本
方法は以下のステップを含む。
【００３２】
　201：ユーザにより入力されかつシステムパターンロックを解除するためのロック解除
パターンを受信し、ユーザがロック解除パターンを入力した回数を記録する。
【００３３】
　アンドロイドシステムの場合、移動電話機は先ず始めにパターンロックの解除を試みる
。アンドロイドシステムは、ユーザにより入力されたロック解除パターンを受信し、シス
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テムにより設定されたパターンロックを解除するためにそのロック解除パターンを使用し
、ユーザがロック解除パターンを入力した回数を記録する。
【００３４】
　202：ロック解除パターンが正しいか否かを判定する。
【００３５】
　アンドロイドシステムは、システムパターンロックを解除するためのロック解除パター
ンが正しいか否かを判定する。正しかった場合にはステップ208が実行され、正しくなか
った場合にはユーザが不適切な(又は間違った又は誤った)ロック解除パターンを入力した
回数が記録される。
【００３６】
　203：不適切なロック解除パターンを入力した回数が所定の閾値に到達したか否かを判
定する。
【００３７】
　ユーザが不適切なロック解除パターンを入力した回数を記録し、それが所定の閾値に到
達した場合、ステップ204が実行される。
【００３８】
　予め設定された閾値を設定すること自体は従来技術と同じでよいことに留意すべきであ
る。例えば、閾値が5又はシステム条件に合致する他の値に設定され、その具体的な設定
は実際のアプリケーションのプロセスに関連するが、本発明はそれらに限定されない。
【００３９】
　204：ロック解除パターンを忘れてしまったことをユーザが示したか否か(又は選択した
か否か)を判定する。
【００４０】
　ユーザが不適切なロック解除パターンを入力した回数が所定の閾値に到達した場合、オ
ペレーティングシステムは、ロック解除パターンが忘れられているか否かを選択すること
をユーザに要求するインターフェースを表示し、ロック解除パターンを忘れたことをユー
ザが選択したか否かを判定する。
【００４１】
　ロック解除パターンを忘れたことをユーザが選択した場合、ステップ205が実行される
。
【００４２】
　ロック解除パターンを忘れていないことをユーザが選択した場合、ステップ209が実行
される。
【００４３】
　205：認証のために2つ以上の個人情報を入力することをユーザに要求するロック解除イ
ンターフェースを表示する。
【００４４】
　ユーザが、パターンロック解除インターフェースによるロック解除に失敗しかつロック
解除パターンを忘れたことを選択した場合、システムは、認証のために個人情報を入力す
ることをユーザに要求するロック解除インターフェースを表示する。認証のために個人情
報を入力することをユーザに要求するロック解除インターフェースを表示する処理は次の
処理を含んでもよい：
　移動電話機のアドレス帳情報のうちの何らかの連絡先人物の名前及びその電話番号を入
力することをユーザに要求する催促情報を表示する；或いは、
　発呼又は電話したことがある何らかの連絡先人物の名前及びその電話番号を入力するこ
とをユーザに要求する催促情報を表示する；或いは、
　ショートメッセージを送付したことがある何らかの連絡先人物の名前及びその電話番号
を入力することをユーザに要求する催促情報を表示する；或いは、
　好ましくは、情報の機密又はセキュリティの観点から、認証用に2つ以上の個人情報の
組み合わせを入力することをユーザに要求する催促情報を表示する、例えば、移動電話機
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のアドレス帳情報のうちの何らかの連絡先人物の名前及びその電話番号に加えて、発呼又
は電話したことがある何らかの連絡先人物の名前及びその電話番号も入力することをユー
ザに要求する催促情報を表示し、アドレス帳の1人の連絡先人物の情報と発呼又は電話し
た1人の連絡先人物の情報とが認証情報として組み合わされるようにしてもよい。
【００４５】
　留意すべきことに、認証のために2つ以上の個人情報を入力することをユーザに要求す
るインターフェースに関し、2つ以上の個人情報は、認証用の1つのインターフェース上で
全て入力されてもよいし；或いは第1の個人情報がユーザにより入力された後に、第2の個
人情報を入力するようにユーザに要求するインターフェースに移り、その後にロックを解
除するための認証が実行されてもよい。認証のために個人情報を入力することをユーザに
要求するその他のインターフェースも存在し、実際のアプリケーションプロセスに応じて
インターフェースの具体的形態が決定され、本発明は特定の例に限定されない。
【００４６】
　206：ユーザにより入力された個人情報を受信する。
【００４７】
　このステップでの具体的な処理内容については、図1に示す実施の形態のステップ101で
説明された内容と同様であるので、繰り返しの説明は行わない。
【００４８】
　207：ユーザにより入力された個人情報が、ローカルデータベースに予め保存されてい
る個人情報に一致するか否かを判定する。
【００４９】
　ユーザが2つの個人情報を入力した場合、ユーザが入力した個人情報はアンドロイドシ
ステムにより認証情報として組み合わせられ、その認証情報とローカルデータベースに予
め保存されている個人情報とについて、照合が行われる。すなわち、ユーザにより入力さ
れた個人情報がローカルデータベースに予め保存されていた個人情報に一致するか否かが
判定され、ユーザの身元に関する認証が実行され、そのユーザがシステムのロックを解除
する権限を有するか否かを判定する。
【００５０】
　208：ユーザにより入力された個人情報がローカルデータベースに予め保存されていた
個人情報に合致していた場合、ステップ208が実行される一方、ユーザにより入力された
個人情報がローカルデータベースに予め保存されていた個人情報に合致していなかった場
合、ステップ209が実行される。
【００５１】
　留意すべきことに、本発明の形態において、ユーザにより入力された個人情報がローカ
ルデータベースに予め保存されていた個人情報に合致していなかった場合、或る特定の実
施の形態では、システムはパターンロック解除インターフェースに直ちに戻ってもよい；
或いは、ユーザにより入力された個人情報がローカルデータベースに予め保存されていた
個人情報に合致していなかった場合、(入力が)合致していなかった回数が記録され、合致
していなかった回数が所定の閾値に達した場合に、パターンロック解除インターフェース
に戻ってもよい。その閾値は、本実施の形態のステップ203における所定の閾値と同じで
あってもよいし異なっていてもよく、本発明は具体的な形態に限定されない。
【００５２】
　208：システムのロックを解除する。
【００５３】
　アンドロイドシステムは、ユーザにより入力された個人情報とローカルデータベースに
予め保存されていた個人情報とを照合し、ユーザにより入力された個人情報がローカルデ
ータベースに予め保存されていた個人情報に合致していた場合、システムはロックを解除
する。
【００５４】
　209：パターンロック解除インターフェースに戻る。
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【００５５】
　アンドロイドシステムは、ユーザにより入力された個人情報とローカルデータベースに
予め保存されていた個人情報とを照合する。ステップ207において、ユーザにより入力さ
れた個人情報がローカルデータベースに予め保存されていた個人情報に合致していない、
と判断された場合、システムはパターンロック解除インターフェースに戻り、ユーザがそ
のパターンロック解除インターフェースを通じて引き続きシステムのロックを解除する機
会を与え、この段階でユーザがロック解除パターンを思い出したならばユーザがロックを
解除するためのロック解除パターンを入力できるようにする。
【００５６】
　ステップ204において、ユーザがロック解除パターンを忘れていないことを選択した場
合も、システムはロック解除のためのパターンロック解除インターフェースに戻ってよい
ことに留意を要する。
【００５７】
　本発明の実施の形態により提供される解決手段によれば、認証に不適切な個人情報を入
力した回数が所定の回数に達した場合、システムはパターンロック解除方式に戻り、ユー
ザが2つのロック解除のうちのロック解除を実行できるようにしてもよい。これにより、
ユーザがロック解除に成功する確率が増え、ロック解除に起因してユーザがユーザデータ
を失ってしまう確率が減る。
【００５８】
　以下、理解を促すため、本発明の実施の形態によるオペレーティングシステムのロック
を解除する方法を具体例と共に説明する。
【００５９】
　移動電話ユーザHが移動電話のアンドロイドオペレーティングシステムのロックを解除
しようとしていると仮定する。先ず、移動電話のインターフェースは、パターンロックパ
スワードを用いることでロック解除を実行することが、ユーザに求められていることを表
示する。ユーザは、ロック解除パスワードを忘れているので、ロック解除の試行プロセス
において不適切なロック解除パターンを入力し続けてしまう。この場合において、ユーザ
Hにより入力されたロック解除パターンのパスワードを受信する毎に、アンドロイドオペ
レーティングシステムはユーザにより入力されたロック解除パターンが正しいか否かを判
断する。正しかった場合、システムのロックは解除される；一方、正しくなかった場合、
ユーザHが不適切なロック解除パターンを入力した回数が記録される。その回数が5回に達
した場合、ロック解除パターンを忘れたか否かをユーザが選択することを要求するために
、「ロック解除パターンを忘れたか否か」に関するインターフェースが表示される。引き
続きユーザがパターンロック解除を試みることを希望する場合、「ロック解除パターンを
忘れていない」ことを選択し、オペレーティングシステムはユーザHのためのパターンロ
ック解除インターフェースに戻り、パターンロック解除方式によるロック解除を実行し続
ける。ユーザHがパターンロック解除以外の方法のロック解除を実行することを希望する
場合、ユーザは「ロック解除パターンを忘れた」ことを選択し、インターフェースは個人
情報によるロック解除のためのインターフェースを表示する。個人情報によるロック解除
のインターフェースが表示される場合、次の3種類の情報のうちの任意の2つを入力するこ
とがユーザに要求される：(1)ユーザの移動電話のアドレス帳に記載されている任意の連
絡先の人物名とそれに対応する電話番号；(2)電話したことがある任意の連絡先の人物名
とそれに対応する電話番号；(3)ショートメッセージを送ったことがある任意の人物名と
それに対応する電話番号。この場合において、入力するようにユーザHに要求されている
個人情報が、ユーザHの移動電話のアドレス帳に記載されている任意の連絡先の人物名と
それに対応する電話番号に加えて、ユーザHが電話したことがある任意の連絡先の人物名
とそれに対応する電話番号であると仮定した場合、ユーザは記憶から「父13500000022」
及び「チャン　イ(Zhang　Yi)13100000123」を入力してもよい。システムはユーザHによ
り入力された2つの個人情報と移動電話のローカルデータベースに予め保存されている対
応する個人情報とを照合する。ユーザにより入力された個人情報がローカルデータベース
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に予め保存されていた個人情報に合致していた場合、システムのロックは解除される；ユ
ーザにより入力された個人情報がローカルデータベースに予め保存されていた個人情報に
合致していなかった場合、個人情報を入力し直すことがユーザに要求される。不一致の回
数が3回に達すると、システムのロックを解除するためのパターンロック解除インターフ
ェースに戻ることがユーザに求められてもよいし、1回間違った後に、システムのロック
を解除するためのパターンロック解除インターフェースに戻ることがユーザに求められて
もよい。
【００６０】
　以下、オペレーティングシステムのロックを解除する本発明の実施の形態により提供さ
れる装置を説明する。図3を参照するに、オペレーティングシステムのロックを解除する
本発明の実施の形態による装置は、以下の要素を含む：
　表示部301。これは、パターン、ロック解除用のパターン、ロック解除用のジェスチャ
ー又はロック解除用の指紋によるロック解除にユーザが失敗した場合、個人情報の認証の
ためのロック解除インターフェースを表示するように形成され、更に、不適切なロック解
除パターンを入力した回数が所定の閾値に達した場合、ロック解除パターンを忘れたか否
かを選択することをユーザに求めるインターフェースを表示するように形成されている。
【００６１】
　受信部302。これは、ユーザにより入力された個人情報を受信するように形成され、更
に、ユーザにより入力されたロック解除パターンを受信するように形成される。
【００６２】
　照合部303。これは、ユーザにより入力された個人情報とローカルデータベースに予め
保存されている個人情報とを照合するように形成されている。
【００６３】
　オペレーティングシステムのロックを解除する本実施の形態により提供される装置は、
以下の要素を更に含むことに留意を要する。
【００６４】
　ロック解除部304。これは、ユーザにより入力された個人情報がローカルデータベース
に予め保存されている個人情報に一致していた場合に、システムのロックを解除するよう
に形成されている。
【００６５】
　記録部305。これは、ユーザがロック解除パターンを入力した回数を記録し、かつ不適
切なロック解除パターンを入力した回数を記録するように形成されている。
【００６６】
　復帰部306。これは、ユーザにより入力された個人情報がローカルデータベースに予め
保存されている個人情報に合致していなかった場合に、パターンロック解除インターフェ
ースに戻るように形成され、更に、ロック解除パターンを忘れていないことをユーザが選
択した場合にも、パターンロック解除インターフェースに戻るように形成されている。
【００６７】
　判定部307。これは、ロック解除パターンが正しいか否かを判定するように形成されて
いる。
【００６８】
　以下、理解を促すために、オペレーティングシステムのロックを解除する本実施の形態
による装置の個々の要素又はユニット同士の間の関連性を、具体的なアプリケーションの
場合に関して説明する。　
　この実施の形態の場合、移動電話のアンドロイドシステムのユーザは、先ず、パターン
ロックパスワードを用いることでシステムのロックの解除を試みる。受信部302は移動電
話のユーザが入力したロック解除パターンを受信し、そのロック解除パターンはシステム
により設定されたパターンロックを解除するために使用される。その一方で、記録部305
は、システムのパターンロックを解除するためのロック解除パターンをユーザが入力した
回数を記録し、判定部307はユーザにより入力されたロック解除パターンが正しいか否か
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を判定する。ロック解除パターンが正しかった場合、ロック解除部304はシステムのロッ
クを解除し、ロック解除パターンが正しくなかった場合、記録部305は、ユーザが不適切
なロック解除パターンを入力した回数を記録する。ユーザが不適切なロック解除パターン
を入力した回数が所定の閾値に達した場合、表示部301は、ロック解除パターンを忘れて
しまったか否かを選択することをユーザに求めるインターフェースを表示する。所定の閾
値を設定することについては、図2に関して説明された実施の形態のステップ203で説明し
た内容と同様であるので、改めて詳細には説明しない。
【００６９】
　ユーザがロック解除パターンを忘れていないことを選択した場合、復帰部306はシステ
ムがパターンロック解除インターフェースに戻るようにする；一方、ユーザがロック解除
パターンを忘れてしまったことを選択した場合、表示部301は個人情報認証用のロック解
除インターフェースを表示し、受信部302はユーザが入力した個人情報を受信し、照合部3
03は、ユーザにより入力された個人情報とローカルデータベースに予め保存されていた個
人情報とを照合する。
【００７０】
　留意すべきことに、認証用に個人情報を入力することを表示部301がユーザに要求する
具体的なプロセスについては、図2に示される例のステップ205に関して説明された内容と
同様であり、照合部303により実行される照合プロセスについては、図2に示される例のス
テップ207に関して説明された内容と同様であるので、ここで詳細には説明されない。
【００７１】
　照合部303がユーザにより入力された個人情報とローカルデータベースに予め保存され
ていた個人情報とを照合し、それらは一致していることを示す結果が得られた場合、解除
部304はシステムのロックを解除する；一方、ユーザにより入力された個人情報がローカ
ルデータベースに予め保存されていた個人情報に一致していなかった場合、復帰部306は
システムをパターンロック解除インターフェースに戻す。
【００７２】
　留意すべきことに、この実施の形態において、ユーザにより入力された個人情報がロー
カルデータベースに予め保存されていた個人情報に合致していなかった場合、一実施形態
では、復帰部306がシステムをパターンロック解除インターフェースに戻し；また、ユー
ザにより入力された個人情報がローカルデータベースに予め保存されていた個人情報に合
致していなかった場合、記録部305は照合に失敗した回数を記録し、不一致であった回数
が所定の閾値に達した場合に、パターンロック解除インターフェースに戻される。具体的
な説明については、図2に示す例のステップ207に関する説明内容と同様であるので、ここ
で改めて詳細に説明しない。
【００７３】
　本発明の実施の形態により提供される解決手段によれば、受信部302は移動電話のユー
ザから入力されたロック解除パターンを受信し、ロック解除パターンが適切であればシス
テムのロックは解除され、ロック解除パターンが間違っていた場合は間違った回数が記録
される。ユーザが不適切なロック解除パターンを入力した回数が第2の所定の閾値に達し
た場合、表示部301は、ロック解除パターンを忘れたか否かを選ぶことをユーザに要求す
るインターフェースを表示する。ロック解除パターンを忘れていないことをユーザが選ん
だ場合、復帰部306はシステムをパターンロック解除インターフェースに戻す；ロック解
除パターンを忘れてしまったことをユーザが選んだ場合、表示部301は個人情報認証用の
ロック解除インターフェースを表示し、受信部302がユーザにより入力された個人情報を
受信すると、照合部303は、ユーザにより入力された個人情報とローカルデータベースに
予め保存されていた個人情報とを照合する。ユーザにより入力された個人情報がローカル
データベースに予め保存されていた個人情報に合致していた場合、ロック解除部304はシ
ステムのロックを解除する。ユーザにより入力された個人情報がローカルデータベースに
予め保存されていた個人情報に合致していなかった場合、記録部305は入力が不一致であ
った回数を記録する。不一致の回数が第1の閾値に達した場合、復帰部306はシステムをパ
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通常は、個人情報を入力してオペレーティングシステムの認証を通過する方法でシステム
のロックを解除できる一方、パターンロック解除インターフェースに戻ることでユーザは
ロック解除パターンによるロック解除を改めて試行してもよい。従って、ユーザがロック
解除に成功する確率が増え、ロック解除が原因でユーザがユーザデータを失ってしまう確
率を減らすことができる。
【００７４】
　上記のロック解除装置は、移動電話、コンピュータ、MP3及びMP4、人間とコンピュータ
の対話のための端末(human-computer　interaction　terminal)、電子書籍装置その他の
表示機能を有する端末装置に設けられてもよい。端末装置が移動電話であり、移動電話が
無線周波数回路、音声周波数回路及び電力供給回路を備え、移動電話の基本的な機能を発
揮するものとする。以下、図4を参照しながら無線周波数回路、音声周波数回路及び電力
供給回路を個々に説明する。
【００７５】
　無線周波数回路401は、主に、移動電話及び無線ネットワーク間の通信を設定し、移動
電話及び無線ネットワーク間でデータを送受信するように形成されている。
【００７６】
　音声周波数回路402は、主に、音を収集し、収集した音を音声データに変換し、移動電
話が無線周波数回路を介して音声データを無線ネットワークに送信できるようにする；或
いは無線周波数回路を介して移動電話が無線ネットワークから受信した音声データから音
を復元し、ユーザのために音声データを再生するように形成されている。或いは、音声周
波数回路は、音声データを収集及び送信し、音声データを受信及び再生する上記の機能を
同時に行ってもよい。
【００７７】
　電力供給回路403は、主に、移動電話の各々の回路又は構成要素に電力を供給し、移動
電話の通常の動作を保証するように形成されている。
【００７８】
　上記の方法の実施の形態におけるステップの全部又は一部は、関連するハードウェアを
指図するコンピュータプログラムによって行われてもよいことを、当業者は理解できる。
プログラムはコンピュータにより読み取り可能な媒体に記憶されていてもよい。そのよう
な記憶媒体はリードオンリメモリ、磁気ディスク、光ディスク等であってもよい。
【００７９】
　以上、オペレーティングシステムのロックを解除する本発明により提供される方法及び
装置が詳細に説明された。当業者は、本発明の実施の形態のアイディアに従って、具体的
な実現手段及び適用目的に修正を行うことができる。従って本明細書の内容は本発明に対
する限定として解釈してはならない。
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