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(57)【要約】
【課題】認証方法の先行技術における弱点を克服するこ
と。
【解決手段】エントリ制御の為の認証方法であって、少
なくとも１つのデータキャプチャ装置を使用して、前記
装置に隣接して位置する少なくとも１つの物体に関連す
る第１のデータをキャプチャするステップと、前記第１
のデータを少なくとも１つの第１の標準と比較検証して
第１の一致を判定するステップと、前記第１の一致を判
定する際、前記第１のデータを少なくとも１つの第１の
画像に変換し、前記少なくとも１つの第１の画像をディ
スプレイ装置に表示するステップと、前記第１の画像と
のユーザインタラクションに関連する第２のデータを記
録するステップと、前記第２のデータを少なくとも１つ
の第２の標準と比較検証して第２の一致を判定するステ
ップと、前記第１及び第２の一致に基づいてアクセスを
許可又は拒否するステップとを含む。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エントリ制御の為の認証方法であって、
　少なくとも１つのデータキャプチャ装置を使用して、前記装置に隣接して位置する少な
くとも１つの物体に関連する第１のデータをキャプチャするステップと、
　前記第１のデータを少なくとも１つの第１の標準と比較検証して第１の一致を判定する
ステップと、
　前記第１の一致を判定する際、前記第１のデータを少なくとも１つの第１の画像に変換
し、前記少なくとも１つの第１の画像をディスプレイ装置に表示するステップと、
　前記第１の画像とのユーザインタラクションに関連する第２のデータを記録するステッ
プと、
　前記第２のデータを少なくとも１つの第２の標準と比較検証して第２の一致を判定する
ステップと、
　前記第１及び第２の一致に基づいてアクセスを許可又は拒否するステップと、
　を含む認証方法。
【請求項２】
　前記データキャプチャ装置は、生体スキャナを備え、前記物体は、少なくとも、身体の
一部位である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記データキャプチャ装置は、電磁波記録装置を備える、請求項１又は２に記載の方法
。
【請求項４】
　前記電磁波記録装置はカメラを備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のデータは、第１のビデオ画像に変換される、請求項１から３のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２のデータは、前記ディスプレイ装置上にトレースされた第２の画像を含む、請
求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記ディスプレイ装置はタッチスクリーン装置であり、前記第２の画像は、前記タッチ
スクリーン装置をタッチすることによって前記ディスプレイ装置上にトレースされたもの
である、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２の画像は、ポインティングデバイスを使用して前記ディスプレイ装置上にトレ
ースされたものである、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２のデータは、カメラの前で行われたジェスチャを含む、請求項１から５のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記データキャプチャ及び検証は、第１の装置において行われ、前記第１の装置は、自
身を識別するデータを含むデータを第２の装置に送信し、前記第２の装置はアクセスを許
可する、請求項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　エントリ制御を行うコンピュータプログラムであって、
　少なくとも１つのデータキャプチャ装置を使用して、前記装置に隣接して位置する少な
くとも１つの物体に関連する第１のデータをキャプチャする為の第１のコンピュータコー
ドと、
　前記第１のデータを少なくとも１つの第１の標準と比較検証して第１の一致を判定する
為の第２のコンピュータコードと、
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　前記第１の一致を判定する際、前記第１のデータを少なくとも１つの第１の画像に変換
し、前記少なくとも１つの画像をディスプレイ装置に表示する為の第３のコンピュータコ
ードと、
　前記画像とのユーザインタラクションに関連する第２のデータを記録する為の第４のコ
ンピュータコードと、
　前記第２のデータを少なくとも１つの第２の標準と比較検証して第２の一致を判定する
為の第５のコンピュータコードと、
　前記第１及び第２の一致に基づいてアクセスを許可又は拒否する為の第６のコンピュー
タコードと、
　を含むコンピュータプログラム。
【請求項１２】
　前記第１のコンピュータコードは、生体スキャナを制御し、前記物体は、少なくとも、
身体の一部位である、請求項１１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１３】
　前記第１のコンピュータコードは、電磁波記録装置を制御する、請求項１１又は１２に
記載のコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　前記電磁波記録装置はカメラを備える、請求項１３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１５】
　第３のコンピュータコードは、前記第１のデータを第１のビデオ画像に変換する、請求
項１１から１３のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　前記第２のデータは、前記ディスプレイ装置上にトレースされた第２の画像を含む、請
求項１１から１５のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１７】
　前記ディスプレイ装置はタッチスクリーン装置であり、前記第２の画像は、前記タッチ
スクリーン装置をタッチすることによって前記ディスプレイ装置上にトレースされたもの
である、請求項１６に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１８】
　前記第２の画像は、ポインティングデバイスを使用して前記ディスプレイ装置上にトレ
ースされたものである、請求項１６に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１９】
　前記第２のデータは、カメラの前で行われたジェスチャを含む、請求項１１から１５の
いずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２０】
　前記データキャプチャ及び検証は、第１の装置において行われ、前記第１の装置は、自
身を識別するデータを含むデータを第２の装置に送信し、前記第２の装置はアクセスを許
可する、請求項１１から１９のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２１】
　データキャリヤを含むコンピュータプログラム製品であって、前記キャリヤは、請求項
１１から２０のいずれか一項に記載のコンピュータプログラムコードを収容する、コンピ
ュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、認証を行うことにより、ポータル経由でアクセスされるオンラインサービス
、クラウドベースのシステム、（例えば、ＨＴＭＬ５により）ブラウザからアクセスされ
るシステムなどを含むコンピュータシステムへのアクセスを制御する方法及びコンピュー
タプログラムに関し、特に（限定ではないが）モバイルコンピュータ装置や通信装置の為
の認証システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　コンピュータシステムへのアクセスを制御する為に認証システムを用いることは、よく
知られている。最も普通に用いられるシステムは、英数字のパスワードであり、これをコ
ンピュータ装置に入力することにより、ユーザの識別及び認証が行われ、コンピュータシ
ステムへのアクセスが許可又は拒否される。そのようなパスワードの使用は、キーボード
上のどのキーが押されるかを監視してパスワードの入力を識別する「キーロギング」や、
コンピュータユーザが入力したパスワードをその肩越しに盗み見る「ショルダーサーフィ
ン」などにより、セキュリティ上の弱点を突かれやすいという欠点がある。そのような英
数字パスワードシステムは又、標準的なキーボード配置が国によって異なる場合に、ユー
ザにとって面倒である可能性がある。他の既知の認証システムとして、ユーザがキーを押
さなくてもよい、画面上の画像のみを利用するものがある。しかしながら、そのようなシ
ステムも、ショルダーサーフィンに対してはやはり脆弱である可能性がある。そのような
システムは、特に、モバイルコンピューティング装置や通信装置に適用された場合に、シ
ョルダーサーフィンに対して脆弱である。そのようなシステムの一例では、ユーザが、自
分の知っている人々の写真を、自分の知らない人々の一連のストック写真に含める。これ
らの写真の一群がスクリーンに表示され、ユーザは、自分の知らない人々の中にいる、自
分の知っている人を識別する。しかしながら、このシステムは、ユーザの知っている人の
写真がストック写真と明らかに違っていて非ストック写真が簡単に識別されてしまう場合
がありうることが弱点である。
【０００３】
　一連の認証ステップを実施しなければならない認証システムを作成することがよく知ら
れている。しかしながら、各ステップに時間がかかって、ユーザをいらいらさせる可能性
がある。
【０００４】
　又、視覚障害者にとっては、多くのアクセス制御システムが不適であるか使いにくいこ
とも事実である。具体的には、タッチスクリーン機器は使いにくい。
【０００５】
　生体計測制御システムは、個々のユーザに特化してプログラムされた生体計測読取器の
存在が必要であり、そのプログラムされた装置が、リモートアクセスポイントや２次アク
セスポイントを経由するユーザアクセスを許可しない場合にのみ適用可能である。
【０００６】
　又、モバイルコンピューティング装置及び通信装置においては、これらの装置のユーザ
へのアクセスが通信会社によって制御されていて、広告者が潜在顧客にアクセスすること
が困難になっている場合が多いことも事実である。更に、音声（及び特に映像）の広告が
無視されやすく、これは特に、まさにその性質として小型であるモバイルコンピューティ
ング装置や通信装置において事実であり、従って、（例えば、無視されにくいテレビ広告
や映画広告と異なり）ユーザの注意を喚起しなければならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の好ましい実施形態は、先行技術における上述の弱点を克服しようとするもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様によれば、認証を行うことによりコンピュータシステムへのアクセスを
制御する方法が提供され、本方法は、
　モバイルコンピューティング装置及び／又は通信装置の一部を成す少なくとも１つの測
定装置から、少なくとも１つの第１の入力を受信するステップと、
　前記第１の入力を、事前に測定及び記録された入力と比較するステップと、
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　前記第１の入力が、所定の誤り要因の影響下で事前に測定及び記録された前記入力と同
等であれば、第１のコンピュータシステムへのアクセスを許可するステップと、を含む。
【０００９】
　測定装置からの入力を利用し、その入力を事前に測定及び記録された入力と比較するモ
バイル装置用認証方法を提供することにより、この認証方法が従来技術の認証方法と全く
異なり、従来技術の問題を克服するという利点が得られる。具体的には、本方法は、コン
ピュータシステムへの不正アクセスを取得しようとする人々が認証プロセスにおいてキー
ステップを識別することを特に困難にする。具体的には、モバイルコンピューティング装
置の具体的な問題であるショルダーサーフィンが非常に困難になる。これは、多くの場合
、認証ステップが実施中であることが、モバイル装置の承認されたユーザ以外には明らか
でない為である。更に、非英数字パスコードの使用は、ユーザにとって覚えやすいもので
あり、特に、失読症を患っていて英数字を覚えるのに苦労するユーザにとっては重要であ
る。
【００１０】
　本方法は更に、前記モバイル装置において出力を作成するステップであって、前記出力
は、前記モバイル装置のディスプレイ部分に一連の動的画像を表示すること、及び／又は
、前記モバイル装置のオーディオ出力部分から一連の音声を再生することを含む、ステッ
プと、
　前記出力の間のある時点において少なくとも１つの第２の入力を行うステップと、
　前記第２の入力が前記出力中の所定の時刻とほぼ同等の時刻に行われた場合に、第２の
コンピュータシステムへのアクセスを許可するステップと、を含んでよい。
【００１１】
　一連の動的画像又は音声を使用し、ある時点を認証ステップとして有することにより、
測定された入力、並びにモバイル装置上で実行される両認証との組み合わせで、セキュリ
ティが大幅に向上するという利点が得られる。２つの別々の認証ステップの組み合わせが
、第三者視点からの観察を非常に困難にしうる為、使用されている認証方法を識別しよう
とする第三者にとって、ショルダーサーフィンが特に困難になる。更に、この２つの認証
ステップは、一方のステップの終了時点において他方のステップも動作中であれば、開始
とともに非常に素早く実施されることが可能である。例えば、第１の認証ステップにおい
てビデオファイルを使用してよく、承認は、割り込みの時刻に応じて可能である。割り込
み動作が第２の認証ステップであってよい場合、全認証ステップを完了するのに必要な総
時間は、２つの認証ステップによってセキュリティが向上するわりには、さほど多くない
。又、そのように素早く連続で行われるそのような２つのステップをショルダーサーフィ
ンすることが非常に困難であるのも事実であり、提供されるセキュリティは更に強化され
る。
【００１２】
　好ましい実施形態では、第１の入力は、モバイル装置が位置する環境から取得される入
力を含む。
【００１３】
　モバイル装置が位置する環境から入力を取得することにより、モバイル装置を使用して
コンピュータシステムにアクセスしようとする、許可されていない第三者にとって、認証
が更に複雑になるという利点が得られる。以下では、環境要因の更なる例を、それらによ
って提供される利点の例とともに説明する。
【００１４】
　好ましい実施形態では、第１の入力は、モバイル装置の所定の様式での動きに関連する
、少なくとも１つの加速度計及び／又はジャイロスコープによって取得された測定値を含
む。
【００１５】
　加速度計、ジャイロスコープ、又は磁気配向装置から取得された測定値を使用すること
により、モバイル装置又はアクセスポイントの動き又は位置を記録することが可能になり
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、これによって、一連の動きを、署名のように、オリジナルの記録者にとっては再現が容
易だが、他者にとっては再現が困難であるようにできるという利点が得られる。
【００１６】
　好ましい実施形態では、第１の入力は、モバイル装置の、所定の方向の保持に関連する
、少なくとも１つの加速度計及び／又はジャイロスコープによって取得された測定値を含
む。
【００１７】
　別の好ましい実施形態では、第１の入力は、少なくとも１つの色に関連する、光測定装
置によって取得された測定値を含む。
【００１８】
　更なる好ましい実施形態では、第１の入力は、一連の色を含む。
【００１９】
　色（特に、一連の色）を使用することにより、多くのモバイルコンピューティング装置
及び通信装置にあるイメージングデバイス又はカメラを認証プロセスの一部として使用で
きるという利点が得られる。色のシーケンスを識別する為にはモバイル装置又は色基板を
あちこち移動させる必要がある為、許可されていない人にとっては、どのポイントで色が
選択されているか、並びに、どのポイントで、電話又は色基板が単純に１つの色から動い
ているか、或いは１つの色と次の色との間で動いているかを識別するのが困難である。
【００２０】
　別の好ましい実施形態では、第１の入力は、光測定装置によって検出された少なくとも
１つの動きに関連する、前記光測定装置によって取得された測定値を含む。
【００２１】
　カメラの前での人々の動きと、加速度計を内蔵したモバイル装置の動きは、最初に記録
した人にとっては動きを正確に再現することは容易だが、第三者が同様に再現することは
困難であるという点で、幾分似ている。
【００２２】
　別の好ましい実施形態では、コンピュータシステムは、ソフトウェア及び／又はハード
ウェアを含む。
【００２３】
　本発明の別の態様によれば、認証を行うことによりコンピュータシステムへのアクセス
を制御する為のコンピュータプログラムが、
　モバイルコンピューティング装置及び／又は通信装置の一部を成す少なくとも１つの測
定装置から、少なくとも１つの第１の入力を受信する為の第１のコンピュータコードと、
　前記第１の入力を、事前に測定及び記録された入力と比較する為の第２のコンピュータ
コードと、
　前記第１の入力が、所定の誤り要因の影響下で事前に測定及び記録された前記入力と同
等であるかどうかを判定して、第１のコンピュータシステムへのアクセスを許可する為の
第３のコンピュータコードと、を含む。
【００２４】
　本発明の更なる態様によれば、認証を行うことによりコンピュータシステムへのアクセ
スを制御する為のコンピュータプログラム製品がコンピュータ可読メモリ及びコンピュー
タプログラムを含み、このコンピュータプログラムは、
　モバイルコンピューティング装置及び／又は通信装置の一部を成す少なくとも１つの測
定装置から、少なくとも１つの第１の入力を受信する為の第１のコンピュータコードと、
　前記第１の入力を、事前に測定及び記録された入力と比較する為の第２のコンピュータ
コードと、
　前記第１の入力が、所定の誤り要因の影響下で事前に測定及び記録された前記入力と同
等であるかどうかを判定して、第１のコンピュータシステムへのアクセスを許可する為の
第３のコンピュータコードと、を含む。
【００２５】
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　本発明の一態様によれば、認証を行うことによりコンピュータシステムへのアクセスを
制御する方法が提供され、本方法は、
　コンピューティング装置において出力を作成するステップであって、前記出力は、前記
コンピューティング装置のディスプレイ部分に一連の動的画像を表示すること、及び／又
は、前記コンピューティング装置のオーディオ出力部分から一連の音声を再生することを
含み、前記出力は更に広告を含む、ステップと、
　前記出力の間のある時点において少なくとも１つの入力を行うステップと、
　前記入力が前記出力中の所定の時刻とほぼ同等の時刻に行われた場合に、前記コンピュ
ータシステムへのアクセスを許可するステップと、を含む。
【００２６】
　広告を使用することにより、コンピュータ装置のユーザは広告を注視又は傾聴すること
にならざるを得ないという利点が得られる。他の多くの状況では、広告者は、ユーザが広
告を注視することを保証できず、広告が注視されたかどうかがわからない。本発明では、
入力は、広告が注視されたことを示す。そして、このことは、広告を注視したユーザに報
酬を与えることを含め、更なる潜在的利点につながり、広告を認証ツールとして用いなが
ら、広告のターゲッティングを改善する。
【００２７】
　好ましい実施形態では、コンピューティング装置は、モバイルコンピューティング装置
及び／又は通信装置を含む。
【００２８】
　モバイルコンピューティング装置又は通信装置をコンピューティング装置として使用す
ることにより、広告者がモバイル装置を介して顧客に直接アクセスできるという利点が得
られる。特に携帯電話の場合には、携帯電話上の広告表示が携帯電話会社によって制御さ
れるのは、ごく普通のことである。従って、広告者は、特に、潜在顧客からのフィードバ
ック（例えば、どの広告が閲覧されたか）が利用可能であれば、潜在顧客との直接的なつ
ながりを得ようと奮闘する。更に、モバイルコンピューティング装置のスクリーンのサイ
ズが原因で、ユーザは、表示されている広告を無視しがちである。
【００２９】
　好ましい実施形態では、出力は、一連の動的画像と一連の音声とを含み、前記動的画像
は前記音声と調和せず、前記所定の時点は、前記一連の動的画像又は前記一連の音声のう
ちのいずれかにおいて決定される。
【００３０】
　一連の音声と一連の動的画像とが同時に使用されるものの、認証ステップのタイミング
が一方からのみ取得されるようにすると、この認証ステップを識別しようとする人々には
どの画像又は音声が使用されているかがわからないという利点が得られる。これは特に、
画像が使用されることが多く、且つ、ヘッドホンが使用されるモバイルコンピューティン
グ装置に有用であり、この場合はショルダーサーフィンによって認証ステップを識別する
ことが著しく困難である。
【００３１】
　好ましい実施形態では、一連の動的画像はビデオである。
【００３２】
　別の好ましい実施形態では、一連の音声はオーディオトラックである。
【００３３】
　更なる好ましい実施形態では、前記コンピュータ装置のユーザが、前記認証方法を使用
した場合に報酬を与えられる。
【００３４】
　自身の認証プロセスの一部として広告を使用した人に報酬を与えることにより、広告主
は、潜在顧客が自社広告を閲覧することを保証でき、かつ、閲覧が行われたことを確認で
きるという利点が得られる。
【００３５】
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　更なる好ましい実施形態では、ユーザは、前記認証方法の使用によってアクセスが提供
されるコンピュータシステムについての情報が第三者にフィードバックされることを許可
する。
【００３６】
　ユーザが本認証方法を使用して訪れるサイトの情報をフィードバックすることにより、
広告者は、そのユーザに関連するプロファイルを蓄積して広告のターゲッティングを最も
効果的に行うことが可能である。
【００３７】
　本発明の別の態様によれば、認証を行うことによりコンピュータシステムへのアクセス
を制御する為のコンピュータプログラムが提供され、このプログラムは、
　コンピューティング装置において出力を作成する為の第１のコンピュータコードであっ
て、前記出力は、前記コンピューティング装置のディスプレイ部分に一連の動的画像を表
示すること、及び／又は、前記コンピューティング装置のオーディオ出力部分から一連の
音声を再生することを含み、前記出力は更に広告を含む、第１のコンピュータコードと、
　前記出力の間のある時点において少なくとも１つの入力を行う為の第２のコンピュータ
コードと、
　前記入力が前記出力中の所定の時刻とほぼ同等の時刻に行われたかどうかを判定して、
前記コンピュータシステムへのアクセスを許可する為の第３の（上述のコメントを参照）
コンピュータと、を含む。
【００３８】
　本発明の更なる態様によれば、認証を行うことによりコンピュータシステムへのアクセ
スを制御する為のコンピュータプログラム製品が提供され、この製品は、コンピュータ可
読メモリ及びコンピュータプログラムを含み、このコンピュータプログラムは、
　コンピューティング装置において出力を作成する為の第１のコンピュータコードであっ
て、前記出力は、前記コンピューティング装置のディスプレイ部分に一連の動的画像を表
示すること、及び／又は、前記コンピューティング装置のオーディオ出力部分から一連の
音声を再生することを含み、前記出力は更に広告を含む、第１のコンピュータコードと、
　前記出力の間のある時点において少なくとも１つの入力を行う為の第２のコンピュータ
コードと、
　前記入力が前記出力中の所定の時刻とほぼ同等の時刻に行われたかどうかを判定して、
前記コンピュータシステムへのアクセスを許可する為の第３の（上述のコメントを参照）
コンピュータと、を含む。
【００３９】
　本発明の別の態様によれば、認証を行うことによりアクセスを制御する方法が提供され
、本方法は、
　前記モバイル装置において出力を作成するステップであって、前記出力は、前記モバイ
ル装置のディスプレイ部分に一連の動的画像を表示すること、及び／又は、前記モバイル
装置のオーディオ出力部分から一連の音声を再生することを含む、ステップと、
　少なくとも１つの測定装置から、少なくとも１つの入力を受信するステップと、
　前記入力を、事前に測定及び記録された入力と比較するステップと、
　前記第１の入力が、所定の誤り要因の影響下で事前に測定及び記録された前記入力と同
等であり、且つ、前記入力が前記出力中の所定の時刻とほぼ同等の時刻に行われた場合に
、アクセスを許可するステップと、を含む。
【００４０】
　本発明の更なる態様によれば、認証を行うことによりアクセスを制御する為のコンピュ
ータプログラムが提供され、このプログラムは、
　前記モバイル装置において出力を作成する為の第１のコンピュータコードであって、前
記出力は、前記モバイル装置のディスプレイ部分に一連の動的画像を表示すること、及び
／又は、前記モバイル装置のオーディオ出力部分から一連の音声を再生することを含む、
第１のコンピュータコードと、
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　少なくとも１つの測定装置から、少なくとも１つの入力を受信する為の第２のコンピュ
ータコードと、
　前記入力を、事前に測定及び記録された入力と比較する為の第３のコンピュータコード
と、
　前記第１の入力が、所定の誤り要因の影響下で事前に測定及び記録された前記入力と同
等であるかどうか、且つ、前記入力が前記出力中の所定の時刻とほぼ同等の時刻に行われ
たかどうかを判定して、アクセスを許可する為の第４のコンピュータコードと、を含む。
【００４１】
　本発明の更なる態様によれば、エントリ制御の為の認証方法が提供され、この方法は、
　少なくとも１つのデータキャプチャ装置を使用して、前記装置に隣接して位置する少な
くとも１つの物体に関連する第１のデータをキャプチャするステップと、
　前記第１のデータを少なくとも１つの第１の標準と比較検証して第１の一致を判定する
ステップと、
　前記第１のデータを少なくとも１つの第１の画像に変換し、前記少なくとも１つの画像
をディスプレイ装置に表示するステップと、
　前記画像とのユーザインタラクションに関連する第２のデータを記録するステップと、
　前記第２のデータを少なくとも１つの第２の標準と比較検証して第２の一致を判定する
ステップと、
　前記第１及び第２の一致に基づいてアクセスを許可又は拒否するステップと、を含む。
【００４２】
　上述の各ステップを含む認証方法を提供することにより、認証方法のセキュリティが向
上する利点が得られる。具体的には、本認証方法は、リンクされた２つのステップを含む
。これらのステップのうち、第１のステップは、ユーザが認証キー（例えば、認識可能な
画像や、ユーザの測定可能な生体識別）を有することを必要とする。次のステップは、ユ
ーザが知っている何か（例えば、第２のデータを生成する為に、第１のステップで作成さ
れた画像のどの部分を上からトレースしなければならないか）を必要とする。従って、キ
ーを取得するだけでは、認証プロセスを完了するのに不十分であり、同様に、必要なイン
タラクションを知っているだけでは、認証は完了しない。複数のユーザがそれぞれ認証を
行ってアクセスを取得できるシステムでは、あるユーザのキーと別のユーザの知っている
ものとを取得しても、本発明では、システムへのアクセスは許可されない。これは、２つ
の認証ステップが相互にリンクしている為である。
【００４３】
　更に、２つのステップの間のリンクは、セキュリティを損なわずに、ユーザに対する入
力要求として動作する。例えば、顔認識などの生体スキャンと英数字コード入力とを組み
合わせる先行技術のシステムでは、ユーザは顔スキャンと英数字コードとを要求され、ユ
ーザは、顔認識ステップに関連付けられたコードを覚えていなければならない。本発明の
方法では、ユーザの顔の画像が、ユーザに対し、例えば、顔の所定部分の輪郭をトレース
することを要求する。従って、ユーザは、第１のステップの支援の下で第２のステップを
要求される。これにより、ユーザは、複数のシステムに対する複数の認証組み合わせを覚
えることが格段に容易になる。これにより、ユーザが複数のシステムに対して同じパスワ
ードを使用する可能性が低くなる。これは、様々な、例えば、生体識別が第１の認証ステ
ップとして使用される可能性があり、その生体識別に関連付けられた結果画像がユーザに
対して第２のステップの入力を要求する為である。
【００４４】
　好ましい実施形態では、データキャプチャ装置は、生体スキャナであり、前記物体は、
少なくとも、身体の一部位である。
【００４５】
　別の好ましい実施形態では、データキャプチャ装置は、電磁波記録装置である。
【００４６】
　更なる好ましい実施形態では、電磁波記録装置は、カメラを含む。
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【００４７】
　好ましい実施形態では、第１のデータは、第１のビデオ画像に変換される。
【００４８】
　別の好ましい実施形態では、第２のデータは、前記ディスプレイ装置上にトレースされ
た第２の画像を含む。
【００４９】
　更なる好ましい実施形態では、ディスプレイ装置はタッチスクリーン装置であり、前記
第２の画像は、前記タッチスクリーン装置をタッチすることによって前記ディスプレイ装
置上にトレースされたものである。
【００５０】
　（特にタッチスクリーン装置を使用して）ディスプレイ装置上に第２の画像をトレース
して第２のデータを生成することにより、第２の認証ステップを非常に素早く行うことが
できるという利点が得られる。これは特に、ユーザが、表示される画像を予想できるので
第２の認証ステップのことを思い出しやすくなる為である。
【００５１】
　別の好ましい実施形態では、第２の画像は、ポインティングデバイスを使用して前記デ
ィスプレイ装置上にトレースされたものである。
【００５２】
　好ましい実施形態では、第２のデータは、カメラの前で行われたジェスチャを含む。
【００５３】
　別の好ましい実施形態では、データキャプチャ及び検証は、第１の装置において行われ
、第１の装置は、自身を識別するデータを含むデータを第２の装置に送信し、第２の装置
はアクセスを許可する。
【００５４】
　本発明の別の態様によれば、エントリ制御を行うコンピュータプログラムが提供され、
このプログラムは、
　少なくとも１つのデータキャプチャ装置を使用して、前記装置に隣接して位置する少な
くとも１つの物体に関連する第１のデータをキャプチャする為の第１のコンピュータコー
ドと、
　前記第１のデータを少なくとも１つの第１の標準と比較検証して第１の一致を判定する
為の第２のコンピュータコードと、
　前記第１のデータを少なくとも１つの第１の画像に変換し、前記少なくとも１つの画像
をディスプレイ装置に表示する為の第３のコンピュータコードと、
　前記画像とのユーザインタラクションに関連する第２のデータを記録する為の第４のコ
ンピュータコードと、
　前記第２のデータを少なくとも１つの第２の標準と比較検証して第２の一致を判定する
為の第５のコンピュータコードと、
　前記第１及び第２の一致に基づいてアクセスを許可又は拒否する為の第６のコンピュー
タコードと、を含む。
【００５５】
　好ましい実施形態では、第１のコンピュータコードは、生体スキャナを制御し、前記物
体は、少なくとも、身体の一部位である。
【００５６】
　別の好ましい実施形態では、第１のコンピュータコードは、電磁波記録装置を制御する
。
【００５７】
　更なる好ましい実施形態では、電磁波記録装置は、カメラを含む。
【００５８】
　好ましい実施形態では、第３のコンピュータコードは、前記第１のデータを第１のビデ
オ画像に変換する。
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【００５９】
　別の更なる好ましい実施形態では、第２のデータは、前記ディスプレイ装置上にトレー
スされた第２の画像を含む。
【００６０】
　更なる好ましい実施形態では、ディスプレイ装置はタッチスクリーン装置であり、前記
第２の画像は、前記タッチスクリーン装置をタッチすることによって前記ディスプレイ装
置上にトレースされたものである。
【００６１】
　好ましい実施形態では、第２の画像は、ポインティングデバイスを使用して前記ディス
プレイ装置上にトレースされたものである。
【００６２】
　別の好ましい実施形態では、第２のデータは、カメラの前で行われたジェスチャを含む
。
【００６３】
　更なる好ましい実施形態では、データキャプチャ及び検証は、第１の装置において行わ
れ、第１の装置は、自身を識別するデータを含むデータを第２の装置に送信し、第２の装
置はアクセスを許可する。
【００６４】
　以下では、本発明の好ましい実施形態を、いかなる限定的な意味も持たない、単なる例
として、添付図面を参照しながら説明する。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の方法の実行時に実施される各ステップを示すフローチャートである。
【図２】図１で示された方法を利用する為に使用される装置の概略図である。
【図３】本発明の方法において使用されるスクリーン表示の例である。
【図４】本発明の方法において使用されるスクリーン表示の例である。
【図５】本発明の方法において使用されるスクリーン表示の例である。
【図６】本発明の方法の概略図である。
【図７】本発明の方法において使用される装置の概略図である。
【図８】本発明の認証方法において実施される各ステップを示すフローチャートである。
【図９】本発明の実装において使用可能な入力の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００６６】
　図２を参照すると、認証を行うことにより、ポータル経由でアクセスされるオンライン
サービス、クラウドベースのシステム、（例えば、ＨＴＭＬ５により）ブラウザからアク
セスされるシステムなどを含むコンピュータシステムへのアクセスを制御する一方法では
、コンピュータ装置１０を利用する。この装置１０は、パーソナルコンピュータ、ラップ
トップコンピュータ、ノートパッドコンピュータなどのような標準的なコンピュータ装置
であってよい。或いは、装置１０は、タブレットコンピュータのような可搬型コンピュー
ティング装置や他のハンドヘルドコンピューティング装置であってよく、更には、携帯電
話のようなモバイル通信装置であってもよい。コンピュータ装置１０は、サーバ、サーバ
クラウド、又はコンピュータネットワーク（インターネットなど）の形式の、別のコンピ
ューティング装置１２と通信する。
【００６７】
　図１を参照すると、認証を行うことによりコンピュータシステムへのアクセスを制御す
る一方法が、ステップ１４から開始される。なお、本認証方法によってアクセスを制御さ
れるコンピュータシステムは、コンピュータソフトウェアであってよく、コンピュータハ
ードウェアであってもよく、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせであってもよく、
このソフトウェア又はハードウェアは、単一装置であってよく、或いは、ウェブページ又
は電子メールシステムへのアクセスを保護することを含む、インターネット経由で提供さ
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れるオンラインサービスを含む、ネットワークを介して別の装置と接続している複数の装
置であってもよい。ステップ１６で、コンピュータ装置により、出力が生成され、出力さ
れる。この出力は、コンピュータ装置１０で生成されてよく、或いは、サーバ１２で生成
されて、表示の為にコンピュータ装置１０に転送されてもよい。この出力は、コンピュー
ティング装置１０の一部を成すディスプレイ装置（例えば、スクリーン）に連続的に表示
される一連の動的画像の形式であってよい。この出力は又、或いは代替として、コンピュ
ータ装置１０の（又はコンピュータ装置１０に接続された）オーディオ出力部分（例えば
、スピーカ又はヘッドホン）から出力される一連の音声であってもよい。より典型的には
、この一連の動的画像はビデオであり、この一連の音声はオーディオトラックであり、好
ましくは、このビデオ及びオーディオは両方とも、ユーザに知られているクリップのリス
トからランダムに選択されたものと、ライブラリからランダムに選択された他のものとと
もに使用されて、認証ステップにおいてどれが使用されているかが、許可されていないユ
ーザには非常にわかりにくくなっている。ステップ１８で、コンピュータ装置１０のユー
ザによって、コンピュータ装置１０への入力が行われる。ステップ２０で、この入力のタ
イミングが検証される。この入力のタイミングが、前記出力における所定の時刻とほぼ同
時刻に発生した場合は、コンピュータシステムへのアクセスが許可される。このタイミン
グが、前記出力における所定の時刻とほぼ同時刻ではない場合には、認証が失敗となり、
認証プロセスはステップ１４から再度開始される。
【００６８】
　この、コンピュータ装置１０への入力の形式は、様々な形式のうちの１つであってよい
。そのうちの最もシンプルな入力の形式は、キーの１回押し、マウスのクリック、或いは
スクリーンのタッチであろう。このような入力の場合、必要レベルのセキュリティを提供
する為には、通常、更なる認証ステップが必要である。
【００６９】
　しかしながら、この入力は、コンピューティング装置を使用して行われる測定であって
もよい。これは特に、各種測定装置を内蔵できるモバイルコンピューティング装置に当て
はまり、そのような測定装置として、加速度計、ジャイロスコープ、磁場配向測定装置、
ＧＰＳ位置測定装置、オーディオ測定装置、及び（カメラ、分光計、光度計などを含む）
光測定装置などがある。他の測定装置も、本発明の一部として使用されることが想定され
る。これらの測定装置からの入力は、所定の誤り要因の影響下で事前に測定及び記録され
た入力と比較され、ステップ２２で、入力が、その事前に測定及び記録された入力と同等
であるかどうかの比較及び判定が行われる。測定装置からの入力が、事前に測定及び記録
された入力と十分に同等である場合、入力認証は通過し、ステップ２４で、コンピュータ
システム又はオンラインサービスへのアクセスが許可される。一方、入力認証が成功しな
い場合は、ステップ１４で認証が再度開始される。
【００７０】
　なお、この入力は、ステップ２０で検証された第１のタイミングの入力の後の、第２の
入力であってよく、或いは、実際には同じ入力であってもよい。同じ入力の場合は、ステ
ップ２０でそのタイミングが検証され、ステップ２２でその認証が吟味される。出力は、
広告の形式のビデオ出力であることが最も好ましい。この広告は、オーディオトラックを
伴ってよく、このオーディオトラックは、（例えば、広告の一部である）ビデオと調和す
るものであってよい。しかしながら、このオーディオトラックは別のもの（例えば、第２
の広告商品／サービスから選択されたオーディオ）であってもよく、従って、タイミング
ステップは、ビデオにおける所定の時点、又はオーディオトラックにおける所定の時点の
いずれかに関連付けられてよい。これは、既知の選択されたものの中から、ユーザの認証
プロセスの一部を成すものとしてユーザが容易に識別できるビデオ及びオーディオトラッ
クを提供することにより、達成可能である。他のランダムなビデオやオーディオトラック
も再生されてよい。結果として、ユーザがビデオ又はオーディオトラックに対してタイミ
ングの合った入力を行っているかどうかは、ユーザから見れば明らかとなる。その一方で
、おざなりな観察者から見れば、どれが使用されているかは明らかでない。
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【００７１】
　広告が出力として使用される場合は、許可された認証プロセスのアクセス先に関する情
報が第三者にフィードバックされてよく、これは、認証ステップを経た人のプロファイル
を蓄積する為である。これによって、広告者が各人に適切な広告を送ることが可能となり
うる。
【００７２】
　認証プロセスの一部である出力として広告を受け入れることをユーザに促す為の誘因と
して、報酬システムを推進してよい。これは、広告が閲覧されるたびに発生する直接的な
金銭的報酬であってよい。或いは、これは、買物や値引に使用したり、オンライン市場構
造内で他のユーザに譲渡したりすることが可能なポイントの形式であってもよい。
【００７３】
　ステップ１８で受信される入力の１つの更なる例を、図３に示す。ここでは、モバイル
コンピューティング装置２８がタッチスクリーン３０を有する。このスクリーンは、ビデ
オ出力が表示されるディスプレイ部分３２と、入力部分３４とを含む２つの部分に分かれ
ている。一例として、入力部分３４は、スクリーンの端から端までスライド可能なスライ
ダ部材３６を含む。ユーザがスライダ部分３６をタッチして、指を右から左に動かすと、
スライダ部材３６として表示されているアイコンが、画面の端から端まで動くように見え
る。この操作に関連する入力は、スライドのリズムとして記録される。言い換えると、ス
ライダ部材は、ユーザが決めたとおりの、所定の事前記録済みパターンで右から左に、左
から右に、行ったり来たりする。入力認証ステップ２２の間に正しい入力を作成する為に
は、事前記録されたスライドの動きのリズムを再現しなければならない。複数の認証入力
の組み合わせ、即ち、スライダの動きのリズムの再現を開始する割り込みのタイミングは
、非常に高いレベルの認証セキュリティを提供する。
【００７４】
　入力認証ステップの更なる例を、以下に列挙する。入力認証ステップは、所定の時刻で
スクリーン上の画像の所定部分をポインティングデバイスでポイントする、時刻とポイン
ティングによる、ビデオクリップとのインタラクションであってよい。又、入力認証ステ
ップは、カメラの前で、又はシステム内で、所定の動きを複製することであってもよい。
更に、入力認証ステップは、ピッチや声の特徴のような、所定のシーケンスのオーディオ
入力を入力することであってもよい。入力認証ステップは、装置が、ＧＰＳで決定される
所定のゾーン又はエリアの内側（或いは外側）にある場合のみ認証を許可するものであっ
てもよい。入力認証ステップは、ユーザに対して再生された音声に対して特定のタイミン
グで所定のアクションを実行することであってよく、この音声は、好ましくはヘッドホン
を介してユーザに再生される３次元配置の音声を含む。ユーザは、音声パターンとのイン
タラクションによって自身を認証してよく、そのような３次元の音声は、視覚障害者ユー
ザには特に役立つ。入力認証ステップは、特定の色又は色シーケンスが装置に表示された
際に所定のアクションを実行することであってもよい。入力認証ステップは、所定の振動
又は振動系列に対する応答として所定のアクションを実行することであってもよい。入力
認証ステップは又、所定の時刻にタッチスクリーン上の所定の場所をタップすることであ
ってもよく、この場合、装置はその時刻及び場所において共振又は音色の特徴を認識する
。入力認証ステップは更に、ＬＦ、ＲＦＩＤ、ＮＦＣ、又はデジタル化された生物学的特
徴を含む、任意の周波数での振動であってもよい。
【００７５】
　図７を参照すると、データキャプチャ装置、例えば、デジタルカメラ１００がデータ処
理装置１０２に接続されており、データ処理装置１０２は、ディスプレイ装置１０４に接
続されている。カメラ１００、処理装置１０２、及びディスプレイ装置１０４は、個別に
収容された各コンポーネントが有線又は無線の手段で接続されて、相互に連係して動作す
る形態であってよい。或いは、これらの各アイテムは、例えば、１０６というラベルが付
いた携帯電話又は他の通信装置の一部である単一装置として形成されてもよい。ディスプ
レイ装置１０４は、データをデータ処理装置１０２にフィードバックするタッチスクリー
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ン１０８の形態で、第２のデータキャプチャ装置を含む。
【００７６】
　更に図８を参照すると、カメラ１００は、カメラ１００に隣接して位置する物体１１０
又は１１２に関連するデータをキャプチャする（ステップ１２０）。この第１のデータは
、データ処理装置１０２に転送され、第１の標準と比較されて（ステップ１２２）、一致
があるかどうか判定される。この、第１のインスタンス画像データの中にある第１のデー
タを標準画像と比較することには、既知の画像比較技術を利用する。利用される技術は、
当業者にはよく知られているものであって、当該物体１１０又は１１２のタイプによって
異なる。１１０における物体の概略表現は、形状又は表面装飾の結果として、キーとして
動作する物体を表現している。１１２において表現されている物体は、同様にキーとして
動作する、ユーザの身体部位を表現しており、これは、比較ステップ１２２において、そ
の身体部位（例えば、顔）の生体変数を（例えば、顔認識ソフトウェアを利用して）測定
することによって表現される。
【００７７】
　ステップ１２４で、比較ステップ１２２において測定された結果として、装置１００に
よってキャプチャされた第１のデータと、第１の標準データとの間に一致があるかどうか
が判定される。一致が見つからない場合は、ステップ１２６において認証が拒否され、認
証プロセスによって保護されているシステムへの更なるアクセスが妨げられる。一方、一
致が見つかった場合は、ステップ１２８を含む更なる認証ステップが実施され、ステップ
１２８では、第１のデータが画像データに変換されてスクリーン１０４に表示される。こ
の、ステップ１２８における第１のデータの変換は、単純に、第１のデータを画像データ
に変換してスクリーン１０４に表示することであってよく、例えば、この場合、カメラ１
００は可視光カメラであって、表示画像は、単純に、カメラによってキャプチャされた画
像であってよい。更なるデータ処理が行われる、本発明の代替実施形態を、以下に詳述す
る。
【００７８】
　スクリーン１０４での画像の表示は、ステップ１３０において、その画像とのインタラ
クションにより第２のデータを入力することをユーザに要求する。この例のインタラクシ
ョンでは、タッチスクリーン入力１０８を用いて、ディスプレイ装置１０４に表示されて
いる画像の一部分の形状をトレースする。例えば、キャプチャされた画像がユーザの顔の
画像であれば、第２のデータ入力は、目の周囲をトレースする円や、口に沿ったスマイル
曲線であってよい。キャプチャされた第２のデータは、ステップ１３２で、第２の標準と
比較され、ステップ１３４で一致が判定される。比較ステップ１３２で一致が見つからな
い場合は、ステップ１２６において認証が拒否される。一方、一致が見つかった場合は、
ステップ１３６でアクセスが許可される。
【００７９】
　上述の例は、２つのステップがリンクされた認証プロセスのシンプルな一例である。し
かしながら、これらのステップ、及びそれらのステップを実施するのに使用される装置に
ついては、様々な代替が可能である。例えば、データキャプチャ装置１００は、上述の実
施形態で提案されたカメラ以外の装置であってよい。このデータキャプチャ装置は、電磁
波を測定して画像を生成することが可能な任意の装置であってよく、例えば、特に生体計
測に使用される赤外線カメラや、ＵＶカメラや、その他のカメラであってよい。同様に、
他の任意の生体計測装置を使用してよく、例えば、指紋スキャナ、虹彩スキャナ、網膜ス
キャナなどを使用してよい。更なる例として、マイクで音をキャプチャすることが含まれ
、例えば、音声を認識することや、（例えば、木に金属をぶつけるような）音やピッチの
入力を認識すること（例えば、声、楽器、又は他の何らかの方法で特定の音色を生成する
ことなど）が含まれる。
【００８０】
　物体１１０は、データキャプチャ装置１００及び処理装置１０２によって容易に認識さ
れるバーコード又は他の同様なデータイメージが表面にあるキーカードを含む任意の好適
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な物体であってよい。そのようなカードは、ＩＤカードであってよいが、単色の非常に特
殊なシェードを有するカード、又はそのようなカードの系列であってもよい。
【００８１】
　上述の、第１のデータから画像への変換では、デジタルカメラでキャプチャされたデー
タは、写真画像に変換される。しかしながら、この変換は、この画像に他のアイテムを含
める操作も含んでよく、この操作は、ステップ１３０での第２のデータのキャプチャにつ
ながる、結果画像とのインタラクションの一部を成すものである。更に、表示される画像
は、第１のデータの、キャプチャされたビデオ画像に基づく動画像であってよい。本例で
は、第１のデータを第１の標準と比較することは、所定の順序で表示される一連の形状を
ビデオカメラと比較することであってよく、第２のデータは、そのビデオ画像の再生中の
特定の時点で入力を受け取ることであってよい。なお、第１の画像から作成されたビデオ
画像は、シングルフレームであれビデオであれ、３Ｄ画像であってよく、又、その３Ｄ画
像は、３Ｄ映画撮影又は３Ｄ写真撮影によって、又は、第１のデータとしてキャプチャさ
れた２Ｄ画像又はビデオの中の３Ｄ画素によって強調された画像を作成することによって
、作成されてよい。更に、３Ｄ画像又はビデオとのインタラクションは、３Ｄインタラク
ションであってよく、例えば、入力コントローラを使用して３Ｄ空間内の物体の周囲に想
像線を引く３Ｄインタラクションであってよい。
【００８２】
　第１のデータの表示は、拡張現実を含んでよく、その場合は、第１のデータにおいてキ
ャプチャされている１つ以上の画像が操作されて拡張現実とされ、そのように制作される
画像又はビデオ画像の一部を成す。
【００８３】
　第２のデータを記録することは、ユーザが使用できる任意の入力装置を使用することで
あってよく、例えば、マウス又はキーボードからの入力により、スクリーン上のカーソル
を操作することや、タッチスクリーン装置上の画像をトレースすることや、加速度計／ジ
ャイロスコープ／配向監視装置による操作であってよい。第１のデータが認証プロセスの
ビデオになる上述の例では、第２のステップは、第１の認証ステップで再生されるビデオ
の特定の時点で装置を揺さぶることであってよい。
【００８４】
　別の例では、ユーザが生体スキャナで自分の手をスキャンする。生体スキャナは、例え
ば、デジタルカメラを備えたモバイル通信装置であってよい。この装置内の処理装置は、
画像が標準と一致することを検証し、次のステップに備えてカメラからの画像を準備する
。システムは、拡張現実を用いて、閲覧者だけがカメラスクリーン上で見ることのできる
別の画像又は画像群を第１の画像の周囲にスーパーインポーズする。ユーザは、装置のス
クリーン上の複合画像に対して操作又はインタラクションを行うことを要求される。この
インタラクションは、カメラ画像の前で手を動かして仮想物体を動かすことにより、拡張
現実画像内のアイテムを動かしたり、並べ替えたりすることであってよい。カメラの前で
行われる動きは、処理装置によって識別され、所定の動きセットと比較検証される。その
結果、認証は正常に完了する。
【００８５】
　別の例では、ユーザが所定画像にカメラを向ける。この画像は、名刺、Ｔシャツ、タト
ゥー、又は他の任意の印刷媒体において使用可能なＰｏｐＣｏｄｅ（商標）の形で使用さ
れるような、エンコードされた画像又はコードであってよい。ＰｏｐＣｏｄｅ（商標）が
スキャンされると、拡張現実プログラムが自動的にトリガされて、動的視覚オーバレイが
ダウンロードされ、オリジナル画像の上に表示される。ユーザは、何らかの所定の方法で
、オーバレイの一部とオリジナル画像とを操作するなど、この複合画像に対するインタラ
クションを行う（例えば、オーバレイされた物体をドラッグし、歌の途中の（或いは、オ
ーディオオーバレイがない状態で）特定の時点で穴に入れる）。このインタラクションは
、スクリーン上での操作、又はカメラの前での操作であってよい。この時間依存インタラ
クションが正しく行われると、ユーザが認証され、そのユーザは、ファイル、プロセス、
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ロケーション、その他にアクセスすることを許可される。
【００８６】
　別の例では、モバイル通信装置を、他の何らかの装置又は場所へのアクセスを提供する
セキュリティ措置の一部として使用する。例えば、そのモバイル装置は、別のセキュリテ
ィ装置（例えば、建物や乗り物の施錠装置）と通信するように構成されてよい。従って、
建物や乗り物のドアを開く為には、操作者は、施錠機構に暗号化コードを伝達できる正し
いモバイル装置を持っていなければならない。そして、操作者は、上述されたような更な
る認証ステップを実施することになっており、これには、例えば、そのモバイル装置を使
用して自分の顔写真を撮るステップが含まれる。そして、この画像は、認証の為に施錠装
置に送信される。そして、認証プロセスを完了する為には、操作者は、その画像とのイン
タラクションを行うことが必要であり、このインタラクション結果は、最終認証の為に、
再度、施錠装置に送信される。従って、操作者は、中に入る為には、正しいモバイル装置
を持っていなければならず、自身の顔を使用しなければならず、認証ステップを知ってい
なければならない。即ち、非常に安全な３層の認証プロセスが提供され、それでいて、操
作者がアクセス可能となるのに時間はさほどかからない。
【００８７】
　図９を参照すると、この図は、上述の方法において使用される入力形式の幾つかを概略
的に表現したものを示している。
【００８８】
　当業者であれば理解されるように、上述の実施形態は、いかなる限定的な意味でもなく
、例としてのみ説明されたものであり、添付の特許請求の範囲で定義される、本発明の範
囲から逸脱することなく、様々な変更及び修正が可能である。
【００８９】
〔付記１〕
　認証を行うことによりコンピュータシステムへのアクセスを制御する方法であって、
　モバイルコンピューティング装置及び／又は通信装置の一部を成す少なくとも１つの測
定装置から、少なくとも１つの第１の入力を受信するステップと、
　前記第１の入力を、事前に測定及び記録された入力と比較するステップと、
　前記第１の入力が、所定の誤り要因の影響下で事前に測定及び記録された前記入力と同
等であれば、第１のコンピュータシステムへのアクセスを許可するステップと、
　を含む方法。
〔付記２〕
　前記モバイル装置において出力を作成するステップであって、前記出力は、前記モバイ
ル装置のディスプレイ部分に一連の動的画像を表示すること、及び／又は、前記モバイル
装置のオーディオ出力部分から一連の音声を再生することを含む、前記ステップと、
　前記出力の間のある時点において少なくとも１つの第２の入力を行うステップと、
　前記第２の入力が前記出力中の所定の時刻とほぼ同等の時刻に行われた場合に、第２の
コンピュータシステムへのアクセスを許可するステップと、
　を更に含む、付記１に記載の方法。
〔付記３〕
　前記第１の入力は、前記モバイル装置が位置する環境から取得される入力を含む、付記
１又は２に記載の方法。
〔付記４〕
　前記第１の入力は、前記モバイル装置の所定の様式での動きに関連する、少なくとも１
つの加速度計及び／又はジャイロスコープによって取得された測定値を含む、付記３に記
載の方法。
〔付記５〕
　前記第１の入力は、前記モバイル装置の、所定の方向の保持に関連する、少なくとも１
つの加速度計及び／又はジャイロスコープによって取得された測定値を含む、付記３に記
載の方法。
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〔付記６〕
　前記第１の入力は、少なくとも１つの色に関連する、光測定装置によって取得された測
定値を含む、付記３に記載の方法。
〔付記７〕
　前記第１の入力は、一連の色を含む、付記６に記載の方法。
〔付記８〕
　前記第１の入力は、光測定装置によって検出された少なくとも１つの動きに関連する、
前記光測定装置によって取得された測定値を含む、付記３に記載の方法。
〔付記９〕
　前記コンピュータシステムは、ソフトウェア及び／又はハードウェアを含む、先行する
付記のいずれか一項に記載の方法。
〔付記１０〕
　認証を行うことによりコンピュータシステムへのアクセスを制御する為のコンピュータ
プログラムであって、
　モバイルコンピューティング装置及び／又は通信装置の一部を成す少なくとも１つの測
定装置から、少なくとも１つの第１の入力を受信する為の第１のコンピュータコードと、
　前記第１の入力を、事前に測定及び記録された入力と比較する為の第２のコンピュータ
コードと、
　前記第１の入力が、所定の誤り要因の影響下で事前に測定及び記録された前記入力と同
等であるかどうかを判定して、第１のコンピュータシステムへのアクセスを許可する為の
第３のコンピュータコードと、
　を含むコンピュータプログラム。
〔付記１１〕
　認証を行うことによりコンピュータシステムへのアクセスを制御する為のコンピュータ
プログラム製品であって、前記製品はコンピュータ可読メモリ及びコンピュータプログラ
ムを備え、前記コンピュータプログラムは、
　モバイルコンピューティング装置及び／又は通信装置の一部を成す少なくとも１つの測
定装置から、少なくとも１つの第１の入力を受信する為の第１のコンピュータコードと、
　前記第１の入力を、事前に測定及び記録された入力と比較する為の第２のコンピュータ
コードと、
　前記第１の入力が、所定の誤り要因の影響下で事前に測定及び記録された前記入力と同
等であるかどうかを判定して、第１のコンピュータシステムへのアクセスを許可する為の
第３のコンピュータコードと、
　を含む、コンピュータプログラム製品。
〔付記１２〕
　認証を行うことによりコンピュータシステムへのアクセスを制御する方法であって、
　コンピューティング装置において出力を作成するステップであって、前記出力は、前記
コンピューティング装置のディスプレイ部分に一連の動的画像を表示すること、及び／又
は、前記コンピューティング装置のオーディオ出力部分から一連の音声を再生することを
含み、前記出力は更に広告を含む、前記ステップと、
　前記出力の間のある時点において少なくとも１つの入力を行うステップと、
　前記入力が前記出力中の所定の時刻とほぼ同等の時刻に行われた場合に、前記コンピュ
ータシステムへのアクセスを許可するステップと、
　を含む方法。
〔付記１３〕
　前記コンピューティング装置は、モバイルコンピューティング装置及び／又は通信装置
を含む、付記１２に記載の方法。
〔付記１４〕
　前記出力は、一連の動的画像と一連の音声とを含み、前記動的画像は前記音声と調和せ
ず、前記所定の時点は、前記一連の動的画像又は前記一連の音声のうちのいずれかにおい
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て決定される、付記１２又は１３に記載の方法。
〔付記１５〕
　前記一連の動的画像はビデオである、付記１２から１４のいずれか一項に記載の方法。
〔付記１６〕
　前記一連の音声はオーディオトラックである、付記１２から１５のいずれか一項に記載
の方法。
〔付記１７〕
　前記コンピュータ装置のユーザが、前記認証方法を使用した場合に報酬を与えられる、
付記１２から１６のいずれか一項に記載の方法。
〔付記１８〕
　前記ユーザは、前記認証方法の使用によってアクセスが提供されるコンピュータシステ
ムについての情報が第三者にフィードバックされることを許可する、付記１２から１７の
いずれか一項に記載の方法。
〔付記１９〕
　認証を行うことによりコンピュータシステムへのアクセスを制御する為のコンピュータ
プログラムであって、
　コンピューティング装置において出力を作成する為の第１のコンピュータコードであっ
て、前記出力は、前記コンピューティング装置のディスプレイ部分に一連の動的画像を表
示すること、及び／又は、前記コンピューティング装置のオーディオ出力部分から一連の
音声を再生することを含み、前記出力は更に広告を含む、前記第１のコンピュータコード
と、
　前記出力の間のある時点において少なくとも１つの入力を行う為の第２のコンピュータ
コードと、
　前記入力が前記出力中の所定の時刻とほぼ同等の時刻に行われたかどうかを判定して、
前記コンピュータシステムへのアクセスを許可する為の第３の（上述のコメントを参照）
コンピュータと、
　を含むコンピュータプログラム。
〔付記２０〕
　認証を行うことによりコンピュータシステムへのアクセスを制御する為のコンピュータ
プログラム製品であって、前記製品はコンピュータ可読メモリ及びコンピュータプログラ
ムを備え、前記コンピュータプログラムは、
　コンピューティング装置において出力を作成する為の第１のコンピュータコードであっ
て、前記出力は、前記コンピューティング装置のディスプレイ部分に一連の動的画像を表
示すること、及び／又は、前記コンピューティング装置のオーディオ出力部分から一連の
音声を再生することを含み、前記出力は更に広告を含む、前記第１のコンピュータコード
と、
　前記出力の間のある時点において少なくとも１つの入力を行う為の第２のコンピュータ
コードと、
　前記入力が前記出力中の所定の時刻とほぼ同等の時刻に行われたかどうかを判定して、
前記コンピュータシステムへのアクセスを許可する為の第３の（上述のコメントを参照）
コンピュータと、
　を含む、コンピュータプログラム製品。
〔付記２１〕
　ほぼ、ここまで添付図面を参照して説明されたとおりの、認証を行うことによりコンピ
ュータシステムへのアクセスを制御するコンピュータプログラム。
〔付記２２〕
　ほぼ、ここまで添付図面を参照して説明されたとおりの、認証を行うことによりコンピ
ュータシステムへのアクセスを制御する為のコンピュータプログラム。
〔付記２３〕
　ほぼ、ここまで添付図面を参照して説明されたとおりの、認証を行うことによりコンピ
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ュータシステムへのアクセスを制御する為のコンピュータプログラム製品。
〔付記２４〕
　認証を行うことによりアクセスを制御する方法であって、
　前記モバイル装置において出力を作成するステップであって、前記出力は、前記モバイ
ル装置のディスプレイ部分に一連の動的画像を表示すること、及び／又は、前記モバイル
装置のオーディオ出力部分から一連の音声を再生することを含む、前記ステップと、
　少なくとも１つの測定装置から、少なくとも１つの入力を受信するステップと、
　前記入力を、事前に測定及び記録された入力と比較するステップと、
　前記第１の入力が、所定の誤り要因の影響下で事前に測定及び記録された前記入力と同
等であり、且つ、前記入力が前記出力中の所定の時刻とほぼ同等の時刻に行われた場合に
、アクセスを許可するステップと、
　を含む方法。
〔付記２５〕
　認証を行うことによりアクセスを制御する為のコンピュータプログラムであって、
　前記モバイル装置において出力を作成する為の第１のコンピュータコードであって、前
記出力は、前記モバイル装置のディスプレイ部分に一連の動的画像を表示すること、及び
／又は、前記モバイル装置のオーディオ出力部分から一連の音声を再生することを含む、
前記第１のコンピュータコードと、
　少なくとも１つの測定装置から、少なくとも１つの入力を受信する為の第２のコンピュ
ータコードと、
　前記入力を、事前に測定及び記録された入力と比較する為の第３のコンピュータコード
と、
　前記第１の入力が、所定の誤り要因の影響下で事前に測定及び記録された前記入力と同
等であるかどうか、且つ、前記入力が前記出力中の所定の時刻とほぼ同等の時刻に行われ
たかどうかを判定して、アクセスを許可する為の第４のコンピュータコードと、
　を含むコンピュータプログラム。
〔付記２６〕
　エントリ制御の為の認証方法であって、
　少なくとも１つのデータキャプチャ装置を使用して、前記装置に隣接して位置する少な
くとも１つの物体に関連する第１のデータをキャプチャするステップと、
　前記第１のデータを少なくとも１つの第１の標準と比較検証して第１の一致を判定する
ステップと、
　前記第１のデータを少なくとも１つの第１の画像に変換し、前記少なくとも１つの画像
をディスプレイ装置に表示するステップと、
　前記画像とのユーザインタラクションに関連する第２のデータを記録するステップと、
　前記第２のデータを少なくとも１つの第２の標準と比較検証して第２の一致を判定する
ステップと、
　前記第１及び第２の一致に基づいてアクセスを許可又は拒否するステップと、
　を含む認証方法。
〔付記２７〕
　前記データキャプチャ装置は、生体スキャナを備え、前記物体は、少なくとも、身体の
一部位である、付記２６に記載の方法。
〔付記２８〕
　前記データキャプチャ装置は、電磁波記録装置を備える、付記２６又は２７に記載の方
法。
〔付記２９〕
　前記電磁波記録装置はカメラを備える、付記２８に記載の方法。
〔付記３０〕
　前記第１のデータは、第１のビデオ画像に変換される、付記２６から２８のいずれか一
項に記載の方法。
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〔付記３１〕
　前記第２のデータは、前記ディスプレイ装置上にトレースされた第２の画像を含む、付
記２６から３０のいずれか一項に記載の方法。
〔付記３２〕
　前記ディスプレイ装置はタッチスクリーン装置であり、前記第２の画像は、前記タッチ
スクリーン装置をタッチすることによって前記ディスプレイ装置上にトレースされたもの
である、付記３１に記載の方法。
〔付記３３〕
　前記第２の画像は、ポインティングデバイスを使用して前記ディスプレイ装置上にトレ
ースされたものである、付記３１に記載の方法。
〔付記３４〕
　前記第２のデータは、カメラの前で行われたジェスチャを含む、付記２６から３０のい
ずれか一項に記載の方法。
〔付記３５〕
　前記データキャプチャ及び検証は、第１の装置において行われ、前記第１の装置は、自
身を識別するデータを含むデータを第２の装置に送信し、前記第２の装置はアクセスを許
可する、付記２６から３４のいずれか一項に記載の方法。
〔付記３６〕
　エントリ制御を行うコンピュータプログラムであって、
　少なくとも１つのデータキャプチャ装置を使用して、前記装置に隣接して位置する少な
くとも１つの物体に関連する第１のデータをキャプチャする為の第１のコンピュータコー
ドと、
　前記第１のデータを少なくとも１つの第１の標準と比較検証して第１の一致を判定する
為の第２のコンピュータコードと、
　前記第１のデータを少なくとも１つの第１の画像に変換し、前記少なくとも１つの画像
をディスプレイ装置に表示する為の第３のコンピュータコードと、
　前記画像とのユーザインタラクションに関連する第２のデータを記録する為の第４のコ
ンピュータコードと、
　前記第２のデータを少なくとも１つの第２の標準と比較検証して第２の一致を判定する
為の第５のコンピュータコードと、
　前記第１及び第２の一致に基づいてアクセスを許可又は拒否する為の第６のコンピュー
タコードと、
　を含むコンピュータプログラム。
〔付記３７〕
　前記第１のコンピュータコードは、生体スキャナを制御し、前記物体は、少なくとも、
身体の一部位である、付記３６に記載のコンピュータプログラム。
〔付記３８〕
　前記第１のコンピュータコードは、電磁波記録装置を制御する、付記３６又は３７に記
載のコンピュータプログラム。
〔付記３９〕
　前記電磁波記録装置はカメラを備える、付記３８に記載のコンピュータプログラム。
〔付記４０〕
　第３のコンピュータコードは、前記第１のデータを第１のビデオ画像に変換する、付記
３６から３８のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
〔付記４１〕
　前記第２のデータは、前記ディスプレイ装置上にトレースされた第２の画像を含む、付
記３６から４０のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
〔付記４２〕
　前記ディスプレイ装置はタッチスクリーン装置であり、前記第２の画像は、前記タッチ
スクリーン装置をタッチすることによって前記ディスプレイ装置上にトレースされたもの
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である、付記４１に記載のコンピュータプログラム。
〔付記４３〕
　前記第２の画像は、ポインティングデバイスを使用して前記ディスプレイ装置上にトレ
ースされたものである、付記４１に記載のコンピュータプログラム。
〔付記４４〕
　前記第２のデータは、カメラの前で行われたジェスチャを含む、付記３６から４０のい
ずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
〔付記４５〕
　前記データキャプチャ及び検証は、第１の装置において行われ、前記第１の装置は、自
身を識別するデータを含むデータを第２の装置に送信し、前記第２の装置はアクセスを許
可する、付記３６から４４のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
〔付記４６〕
　データキャリヤを含むコンピュータプログラム製品であって、前記キャリヤは、付記３
６から４５のいずれか一項に記載のコンピュータプログラムコードを収容する、コンピュ
ータプログラム製品。
　

【図１】 【図２】

【図３】
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