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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リモートサーバが正当であることをユーザに知らせる方法であって、
　リモートサーバから利用可能なウェブサイトにアクセスするために識別子を含むユーザ
の要求を受信することと、
　ウェブサイトにアクセスするユーザと関連する第１の動的な個人属性および第２の動的
な個人属性を取得することであって、第１の動的な個人属性および第２の動的な個人属性
が識別子を用いて取得され、第１の動的な個人属性がユーザの移動機の現在位置であり、
第２の動的な個人属性が、ユーザによって支払われた請求の額、クレジットカードでユー
ザによってなされた購入の額、クレジットカードでユーザによってなされた購入の場所、
ＡＴＭカードでユーザによってなされたＡＴＭ引き出しの額、ＡＴＭカードを使用してユ
ーザによってなされたＡＴＭ引き出しの場所、ユーザによって受信された着信呼に関連す
る情報、ユーザによってかけられた発信呼に関連する情報、ユーザによって受信されたテ
キストメッセージの送信者、ユーザによって送信されたテキストメッセージの受信者、前
回の通話中のユーザの移動機の位置、およびユーザに関連するインスタントメッセージ（
ＩＭ）クライアントの状態メッセージの少なくとも１つをさらに含むことと、
　リモートサーバの正当性を確認するのにユーザによる使用のためにユーザに向けて第１
の動的な個人属性および第２の動的な個人属性を送ることとを含む、方法。
【請求項２】
　第１の動的な個人属性を取得することが、
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　第１の動的な個人属性を取得するために通信サービスプロバイダのネットワーク要素に
向けてクエリを送ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　識別子が、ウェブサイトにアクセスするユーザと関連する識別子を含むか、またはユー
ザのユーザ端末と関連する識別子を含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　ユーザに向けて第１の動的な個人属性および第２の動的な個人属性を送ることが、
　ユーザに向けて第１の動的な個人属性および第２の動的な個人属性を含む認証ウェブペ
ージを送ることを含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　リモートサーバが正当であることをユーザに知らせる装置であって、
　リモートサーバから利用可能なウェブサイトにアクセスするために識別子を含むユーザ
の要求を受信するための手段と、
　ウェブサイトにアクセスするユーザと関連する第１の動的な個人属性および第２の動的
な個人属性を取得するための手段であって、第１の動的な個人属性および第２の動的な個
人属性が識別子を用いて取得され、第１の動的な個人属性がユーザの移動機の現在位置で
あり、第２の動的な個人属性が、ユーザによって支払われた請求の額、クレジットカード
でユーザによってなされた購入の額、クレジットカードでユーザによってなされた購入の
場所、ＡＴＭカードでユーザによってなされたＡＴＭ引き出しの額、ＡＴＭカードを使用
してユーザによってなされたＡＴＭ引き出しの場所、ユーザによって受信された着信呼に
関連する情報、ユーザによってかけられた発信呼に関連する情報、ユーザによって受信さ
れたテキストメッセージの送信者、ユーザによって送信されたテキストメッセージの受信
者、前回の通話中のユーザの移動機の位置、およびユーザに関連するインスタントメッセ
ージ（ＩＭ）クライアントの状態メッセージの少なくとも１つをさらに含む、手段と、
　リモートサーバの正当性を確認するのにユーザによる使用のためにユーザに向けて第１
の動的な個人属性および第２の動的な個人属性を送るための手段とを含む、装置。
【請求項６】
　第１の動的な個人属性を取得するための手段が、
　第１の動的な個人属性を取得するために通信サービスプロバイダのネットワーク要素に
向けてクエリを開始するための手段を含む、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　識別子が、ウェブサイトにアクセスするユーザと関連する識別子を含むか、またはユー
ザのユーザ端末と関連する識別子を含む、請求項５または６に記載の装置。
【請求項８】
　ユーザに向けて第１の動的な個人属性および第２の動的な個人属性を送るための手段が
、
　ユーザに向けて第１の動的な個人属性および第２の動的な個人属性を含む認証ウェブペ
ージを送るための手段を含む、請求項５から７のいずれか一項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信ネットワークの分野に関し、詳細にはフィッシング攻撃を防ぐことに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットの利用が増加するにつれて、インターネットによる犯罪が多発している
。蔓延している１つの犯罪は「フィッシング」であり、これはインターネットのユーザを
だまして個人情報をフィッシング攻撃者に提供させようとするものである。一般にフィッ
シング攻撃者によって求められる情報は、インターネットユーザのログイン情報（例えば
インターネットユーザのログイン名およびパスワード）であり、クレジットカード情報、
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生年月日、出生地などのような他の情報であることもある。フィッシング攻撃者は、イン
ターネットユーザの個人情報を盗むために、取得したインターネットユーザの情報を使用
する。例えば、フィッシング攻撃は、このインターネットユーザになりすますための（例
えば電子メールアカウントにログインする、クレジットカード決済を承認する、およびこ
のインターネットユーザの名前で同様の行為を行うための）情報を取得するために利用さ
れる可能性がある。
【０００３】
　フィッシング攻撃者は、多種多様な方法を使用してフィッシング攻撃を仕掛けることが
ある。フィッシング攻撃者は、ドメイン名サービス（ＤＮＳ）の偽装を利用して、ユーザ
が本物のウェブサイトのユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）を入力するときに、攻
撃者が所有するウェブサイトにユーザを誘導することがある。攻撃者が所有する偽装ウェ
ブサイトは、非常によく似たものであることが多く、本物のウェブサイトと全く同じもの
ではないが、ユーザが気づかないように納得させるには十分である。時には、偽装ウェブ
サイトは、バックエンドで本物のウェブサイトに接続し、本物のウェブサイトへの通過点
として動作する場合もある。さらにフィッシング攻撃者は、よく知られているドメイン名
に非常によく似たドメイン名を登録することがある（例えばｗｗｗ．ｇｏｏｇｌｅ．ｃｏ
ｍの代わりにｗｗｗ．ｇｏｏｇｅｌ．ｃｏｍを登録して本物のドメイン名を間違って打ち
込むユーザを攻撃する）。
【０００４】
　フィッシング攻撃者がＤＮＳ偽装を利用するこのような方法では、フィッシング攻撃者
は、ユーザが正規のウェブサイトにアクセスしようとしてこのＵＲＬに入るまで待つ場合
がある一方で、フィッシング攻撃者は、正規のウェブサイトに似せた偽装ウェブサイトへ
のリンクを含む電子メールやインスタントメッセージをユーザに送信することによって攻
撃を仕掛ける場合がある。フィッシング攻撃者が攻撃を仕掛ける場合、電子メールまたは
インスタントメッセージは、（例えば電子メールアドレスを偽造すること、また正規のウ
ェブサイトによってよく使用されるものと同様のテキストおよび画像を使用することによ
って）正規のウェブサイトの正規のサーバから発信しているように見える。残念ながらユ
ーザはだまされて、フィッシング電子メールおよびインスタントメッセージに含まれてい
るリンクをクリックしてしまうことが多い。
【０００５】
　フィッシング攻撃を防ぐために多くの試みが行われてきた。例えば、フィッシング攻撃
を防ぐための試みには、専用ハードウェアの解決法、一回限りのパスワード、サーバ側の
証明書、セキュリティレベルのグラフィカル表示（例えば、インターネットブラウザに表
示されたウェブサイトが安全である場合は南京錠を表すアイコンを表示する）、クライア
ント側のブラウザの拡張機能（例えば、ウェブサイトのＵＲＬを調べる、提示されたウェ
ブサイトのページの構文を調べるなど、フィッシングの典型的な兆候を調べるための拡張
機能）、ブラックリスト（例えば、クライアント上でローカルに、またはサーバ上でリモ
ートに、フィッシングウェブページのリストを管理すること）を利用することが含まれる
。さらに、ウェブサイトが正規のものであるかどうかを判断する際にユーザによって使用
されるように、ログイン中に静的な情報がユーザに表示されることがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　不都合なことに、フィッシング攻撃を防ぐためのこうした試みにもかかわらず、ユーザ
は依然としてフィッシング攻撃によって容易にだまされる。例えばユーザは、ウェブサイ
トの正当性を確認しないことが多く、さらには確認するときに、ユーザは一般に正当な証
明書と不正な証明書の違いを見分けることができない。その上、フィッシング行為が急増
してユーザがフィッシング攻撃について熟知するようになるにつれ、ユーザは正規の送信
者からのものであると称する電子メールおよびインスタントメッセージの中のリンクをク
リックすることに懐疑的になりつつある。これはフィッシング攻撃の成功を減少させる一
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方で、正規のプロバイダが正規の理由によりそのユーザと接触する能力に重大な影響を与
えてもいる。したがって、フィッシング攻撃を防ぐための技術を改善する必要があること
は明らかである。
【０００７】
　２００６年、１０月６日にＭｏｎｅｅｔ　Ｓｉｎｇｈにより出願された、米国特許公開
番号第２００７／００９４７２７号明細書（以下、文献Ｄ１）は、フィッシング防止のシ
ステムおよび方法を開示している。具体的には、文献Ｄ１は、ユーザがオンライン業者お
よび／または金融機関などのエンティティと協力して、ユーザにより受信されたメッセー
ジがエンティティによって送信されたと称する状況において、このエンティティの製品ま
たはサービスの使用に関連してユーザが受信する認証されたメッセージ（例えば電子メッ
セージ）を生成し、配信することができるシステムおよび方法を開示している。文献Ｄ１
はさらに、フィッシング防止エンジン、およびフィッシング防止動作の一部として使用す
るデータの収集および生成を指示するフィッシング防止エンジンに１つまたは複数の命令
を提供するように動作可能な命令セットを開示している。
【０００８】
　２００６年２月２６日にＴａｒｒａｎｃｅらにより出願された、米国特許公開番号第２
００７／０１６２９６１号明細書（以下、文献Ｄ２）は、識別方法およびシステムを開示
している。具体的には、文献Ｄ２は、セキュリティトークンを使用することによって、ア
イテムが信用できるものである場合、保証すべきアイテムをユーザが検証または認証する
ことができるということを開示している。
【０００９】
　２００６年３月６日に、Ｔａｕｎ　Ｅｒｉｃ　Ｗｉｌｌｉｓにより出願された、米国特
許公開番号第２００６／０２００８５５号明細書（以下、文献Ｄ３）は、電子検証システ
ムを開示している。具体的には、Ｄ３は、電子エンティティ（例えばウェブサイト）の信
頼性を検証することによって、フィッシング、電子ＩＤの盗用、および同様の違法な活動
の防止に役立つように、インターネットなどの電子ネットワーク上で使用可能である検証
システムを開示している。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　先行技術の様々な欠陥は、フィッシング攻撃を防ぐための本発明の方法および装置によ
って対処される。
【００１１】
　リモートサーバが正当であることをユーザに知らせるための、第１の方法は、リモート
サーバから利用可能な情報を求める、識別子を含んだ要求を受信することと、この識別子
を使用するユーザと関連する動的な個人属性を取得することと、動的な個人属性をユーザ
に伝えることとを含み、動的な個人属性はリモートサーバを確認する際にユーザによって
使用されるように構成されている。リモートサーバは、ウェブサーバ、認証サーバ、また
はユーザが認証することを望む可能性がある他のリモート装置である場合がある。
【００１２】
　受信したメッセージが正当なウェブサイトと関連することをユーザに知らせるための、
第２の方法は、ユーザと関連する動的な個人属性を取得することと、ユーザがウェブサイ
トを要求することができるように構成され、ユーザと関連する動的な個人属性を含む、ユ
ーザ用のメッセージを生成することと、このメッセージをユーザに伝えることとを含む。
受信したメッセージは、電子メールメッセージ、インスタントメッセージ、テキストメッ
セージなど、いかなるタイプのメッセージでもある可能性がある。
【００１３】
　本発明の教示は、添付の図面と関連する次の詳細な説明を考察することによって容易に
理解されることが可能であろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１】本発明の一実施形態による通信システムのハイレベルブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態による方法を示す図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態による方法を示す図である。
【図３Ｂ】図３Ａに続く本発明の一実施形態による方法を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態による方法を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態による方法を示す図である。
【図６Ａ】本発明の一実施形態による方法を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ｂに続く本発明の一実施形態による方法を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態による通信ネットワークのハイレベルブロック図である。
【図８】本発明が適用可能である、より一般的なシステムのハイレベルブロック図である
。
【図９】本発明の一実施形態による方法を示す図である。
【図１０】本明細書に記載した諸機能を実行する際に使用するのに適した汎用コンピュー
タのハイレベルブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　理解を容易にするために、図面に共通している同一の要素を示すのに、可能であれば同
一の参照符合を使用した。
【００１６】
　本発明によりユーザは、リモートサーバとの認証前に動的な個人属性を検討することが
できるようになる。ユーザの動的な個人属性は、（例えばユーザ端末を介したユーザから
の要求に応答して）認証プロセス中に、または（例えば電子メール、インスタントメッセ
ージなど、帯域外の通信で）ログインプロセスの前に、ユーザに提供されることが可能で
ある。動的な個人属性は、ユーザが機微な認証証明情報を入力する前にユーザに提供され
るので、動的な個人属性は、ユーザが機微な情報を入力する前に、正当なサーバと不正な
サーバを（すなわち、このサーバは動的な個人属性を知らないので）見分けるために使用
されることが可能である。
【００１７】
　動的な個人属性の個人的性質および動的な個人属性の動的性質が、ユーザ認証中のサー
バの確認に静的な値が使用される既存のユーザ認証方法よりも、ユーザに高いレベルのセ
キュリティを提供する。これは、少なくとも部分的に、動的な個人属性の個人的および動
的な性質が、フィッシング攻撃者が動的な個人属性を取得することをより難しくするため
であり、さらに、たとえフィッシング攻撃者が何とかして動的な個人属性を取得した場合
でも、動的な個人属性の動的な性質が、動的な個人属性が間もなく廃れることを保証する
ためである。
【００１８】
　本発明を、本明細書では（例えばユーザがウェブサイトにログインすることができるよ
うに）ウェブサーバとのユーザ認証という状況の中で主として示して説明するが、本明細
書に記載するように、本発明はウェブサーバとのユーザ認証に限定されないことを当業者
は理解するであろう。本発明は、金融取引（例えばＡＴＭ機、デビットカードおよびクレ
ジットカードの取引など）、ネットワークアクセスのためのユーザ認証など、他の様々な
ユーザ認証の応用に安全なユーザ認証を提供するために利用されることが可能である。
【００１９】
　図１は、本発明の一実施形態による通信システムのハイレベルブロック図を示している
。具体的には、図１の通信システム１００は、通信ネットワーク１１５を介して通信する
ユーザ機器１１０と、ウェブサーバ１２０とを含んでいる。図１に示すように、ユーザ機
器１１０はウェブブラウザ１１２を含み、ウェブサーバ１２０はウェブサイト１２２のホ
ストとして働いている。ユーザ機器１１０と関連するユーザは、ウェブブラウザ１１２を
使用して、ウェブサーバ１２０によって動作するウェブサイト１２２と対話する。通信ネ
ットワーク１１５は、ユーザ機器１１０とウェブサーバ１２０との通信を容易にするよう
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に構成されたいかなるタイプの通信ネットワーク（例えば有線ネットワークおよび／また
は無線ネットワーク）とすることもできる。
【００２０】
　ユーザ機器１１０は、ユーザがネットワークによるコンテンツと対話することができる
ように構成されたいかなる装置も含む。例えばユーザ機器１１０には、デスクトップコン
ピュータ、ラップトップコンピュータ、携帯電話、ＰＤＡなど、およびその組合せが含ま
れる。ウェブブラウザ１１２は、ウェブページを要求するおよび表示するように構成され
たいかなるブラウザも含む。例えばウェブブラウザ１１２には、少なくともＭｉｃｒｏｓ
ｏｆｔのＩＮＴＥＲＮＥＴ　ＥＸＰＬＯＲＥＲ、ＭｏｚｉｌｌａのＦＩＲＥＦＯＸなど、
およびその様々な組合せの１つが含まれる。本発明の様々な機能を行う際のユーザ機器１
１０およびウェブブラウザ１１２の動作は、図２および図４に関してよりよく理解される
ことが可能である。
【００２１】
　ウェブサーバ１２０は、ウェブサイトのウェブページの要求を処理することなど、ウェ
ブサイトのホストとして働くように構成されたいかなる装置も含む。ウェブサーバ１２０
は、ウェブサイト１２２に登録された各ユーザの動的な個人属性を格納するように構成さ
れている。ウェブサーバ１２０は、ユーザ機器１１０のユーザがウェブサイト１２２とウ
ェブサイト１２２の偽装版を見分けることができるようにするために（すなわちフィッシ
ング攻撃を防ぐために）、動的な個人属性をユーザ機器１１０のユーザに提供するように
（または動的な個人属性がユーザ機器１１０のユーザに提供されるように）構成されてい
る。本発明の様々な機能を行う際のウェブサーバ１２０の動作は、図３Ａ、図３Ｂ、図４
、図６Ａおよび図６Ｂに関してよりよく理解されることが可能である。
【００２２】
　明瞭にするために省略するが、ユーザ機器１１０は、ウェブブラウザ１１２に加えて、
他の様々な構成要素（例えばプロセッサ、メモリ、ネットワークインタフェースモジュー
ル、入力／出力モジュールなど、ならびに例えば図４に示して説明するような、その様々
な組合せ）を含むことを、当業者は理解するであろう。同様に、明瞭にするために省略す
るが、ウェブサーバ１２０は、ウェブサイト１２２に加えて、ウェブサイト１２２のホス
トとして働くように構成された他の様々な構成要素（例えばプロセッサ、メモリ、ネット
ワークインタフェースモジュールなど、ならびに例えば図４に示して説明するような、そ
の様々な組合せ）、および必要に応じて他のウェブサイト（明瞭にするために省略）を含
むことを、当業者は理解するであろう。
【００２３】
　本発明は、ユーザがウェブサイトとウェブサイトの不正版（すなわち、悪意のあるウェ
ブサーバがホストとして働く、フィッシング攻撃に使用されるウェブサイトの偽装版であ
る可能性がある）を見分けることができるようにするために、特定のウェブサイトにユー
ザと関連する動的な個人属性を使用する。正当なウェブサイトは、ユーザが正当なウェブ
サイトとウェブサイトの不正版を見分けることができるようにするために、動的な個人属
性がユーザに提供されることを保証する。一実施形態では、動的な個人属性は、認証プロ
セス中に（例えば、ユーザがユーザ名を入力した後の、ただしユーザがパスワードまたは
その他の機微な情報を入力する前に）ユーザに提供されることが可能である。一実施形態
では、動的な個人属性は、認証プロセス前に（例えば電子メールメッセージ、インスタン
トメッセージなど帯域外メッセージの中で）ユーザに提供されることが可能である。
【００２４】
　動的な個人属性は、次のような情報である：（１）ユーザに個人的な情報、および（２
）動的な個人属性として使用される情報の性質により動的に（すなわち動的な個人属性を
積極的に更新するようユーザに要求することなく）更新されるように構成された情報。動
的な個人属性は、定期的に（例えば、一日に少なくとも一度、一月に少なくとも一度など
）自動的に更新されるように構成されている。動的な個人属性が更新される頻度は、ユー
ザがウェブサイトにアクセスする（またはウェブサイトにアクセスすると予想される）頻
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度、動的な個人属性として使用される情報のタイプなど、ならびにその様々な組合せのよ
うな、１つまたは複数の要因によって決まる可能性がある。
【００２５】
　例えば、動的な個人属性は、ユーザの携帯電話の現在位置、近接過去のある時のユーザ
の携帯電話の位置、前回の通話中のユーザの携帯電話の位置、ユーザによって受信された
最新着信呼、ユーザによって行われた最新発信呼、ユーザによって受信された最新受信テ
キストメッセージの送信者、ユーザによって送信された最新発信テキストメッセージの受
信者、ユーザと関連するインスタントメッセージ（ＩＭ）クライアントの現在の状態メッ
セージなど、ならびにその様々な組合せのような情報とすることができる。
【００２６】
　例えば、動的な個人属性は、（例えば、その情報が動的な個人属性として使用されてい
るウェブサイトと関連するアカウントに）最新の支払いがユーザによって行われた日付、
（例えばその情報が動的な個人属性として使用されているウェブサイトと関連するアカウ
ントに）ユーザによって行われた最新の支払いの金額、ユーザによって行われた最新のＡ
ＴＭ引き出しの場所、クレジットカードを使用してユーザによって行われた最新の購入の
場所、クレジットカードを使用してユーザによって行われた最新の購入の金額など、なら
びにその様々な組合せのような情報とすることができる。
【００２７】
　こうした例から、動的な個人属性が（例えばユーザが自身の生活の活動を行うとき）自
動的に更新されることは明らかである。したがって、本発明の動的な個人属性は定期的に
更新され、さらに動的な個人属性は、ユーザに即座にわかる情報である（例えば情報がユ
ーザの無線機器の現在位置もしくは他のプレゼンス情報である場合）か、または少なくと
もユーザの記憶に新しい情報（例えば最終ＡＴＭ引き出し場所、最終支払額など）である
。これは、好都合なことに、ユーザが動的な個人属性を（ユーザがすでに関与している可
能性がある他のユーザ名およびパスワードのすべてと共に）意識して覚えておく必要がな
いようにし、さらにユーザが動的な個人属性を更新することを意識して覚えておく必要が
ないようにする。
【００２８】
　こうした例からさらに、動的な個人属性が更新される頻度は、動的な個人属性として使
用される情報のタイプによって決まる可能性があることは明らかである。例えば、動的な
個人属性がユーザの携帯電話の現在位置である場合、動的な個人属性は一日に何度も、一
日に一度などに、更新される可能性がある。例えば、動的な個人属性が最新のＡＴＭ引き
出しの金額または場所である場合、動的な個人属性は毎週、毎月などに、更新される可能
性がある。例えば、動的な個人属性がユーザによって行われた最新の支払い（例えばクレ
ジットカードの最新の支払い、無線請求の最新の支払いなど）の金額である場合、動的な
個人属性は、隔週、月に一度などに、更新される可能性がある。
【００２９】
　主としてユーザの動的な個人属性として特定の情報（例えばユーザによる通信と関連す
る情報またはユーザによる金融取引に関連する情報）を使用することに関して示して説明
しているが、動的な個人属性は個人的および動的であるいかなる情報とすることもできる
。
【００３０】
　主として動的な個人属性として最新の情報（例えば最新のＡＴＭ引き出しの場所、最新
のＡＴＭ引き出しの金額など）を提供することに関して説明しているが、動的な個人属性
は、必ずしもユーザと関連する最新の情報である必要はない。
【００３１】
　例えば一実施形態では、動的な個人属性は最新の１つ前の情報であることも可能である
。例えば、最新の１つ前の情報は、最新の１つ前の支払いの金額（例えば前月の請求にユ
ーザが支払った金額）、最新の１つ前のＡＴＭ引き出しの場所、最新の１つ前のユーザに
受信された着信呼、最新の１つ前のユーザに行われた発信呼など、ならびにその様々な組
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合せであることが可能である。
【００３２】
　例えば一実施形態では、動的な個人属性は、ユーザが動的な個人属性をタイミング情報
と照合することができるように、タイミング情報を含むことができる。例えば、動的な個
人属性は、ユーザが、表示されたＡＴＭ引き出しが表示された日付に表示された場所で実
際に行われたことを確認できるように、ＡＴＭ引き出しの場所およびＡＴＭ引き出しが行
われた日付を含むことができる。
【００３３】
　一実施形態では、機微な個人データを漏洩から守るために、動的な個人属性の情報の一
部のみが動的な個人属性として提供されることが可能である。例えば、ユーザに受信され
た最終着信呼の完全な電話番号を提供する代わりに、ユーザに受信された最終着信呼の電
話番号の一部（例えば最後の４桁）のみが、動的な個人属性として提供されることが可能
である。例えば、ユーザによって行われた最終の支払いの全額を提供する代わりに、ユー
ザによって行われた最終の支払いの金額の一部（例えばセント）のみが、動的な個人属性
として提供されることが可能である。同様のタイプの情報保護方法が、動的な個人属性と
して提供可能である他のタイプの情報に用いられることが可能である。
【００３４】
　動的な個人属性は、１人のユーザ、ユーザ群、アカウントなど、ならびにその様々な組
合せと関連する場合がある。動的な個人属性は、単一ウェブサイトまたは複数ウェブサイ
トと関連する場合がある。したがって、本発明は、ウェブサイトのタイプおよび動的な個
人属性のソースに応じて、多種多様な方法で使用され、個人のウェブサイトまたはウェブ
サイト群に対して、個人のユーザまたはユーザ群を、ユーザおよび／またはウェブサイト
で仕向けられる可能性があるフィッシング攻撃から保護することが可能である。
【００３５】
　動的な個人属性は、いかなる方法でも格納されることが可能であり、この方法は、動的
な個人属性として使用される情報のタイプ、動的な個人属性として使用される情報のソー
ス、および同様の要素によって決まる可能性がある。同じく、動的な個人属性は、いかな
る方法でも検索されることが可能であり、この方法は、動的な個人属性が格納される方法
、ならびに他の要因によって決まる可能性があり、他の要因は動的な個人属性が格納され
る方法と関連する要因を含む、または含まない場合がある。
【００３６】
　例えば一実施形態では、動的な個人属性は、動的な個人属性が関連するユーザと関連す
るある情報に基づいて格納され、検索されることが可能である。例えば、動的な個人属性
は、動的な個人属性がユーザのユーザ名（および／またはユーザの識別子、ユーザ機器の
識別子など、ならびにその様々な組合せのような、ユーザと関連する他の情報）と関連す
るように、格納され、検索されることが可能である。
【００３７】
　この方法では、動的な個人属性は、ユーザと関連する何らかの機微でない情報に基づい
てユーザに提供され、それによって、ユーザが機微な情報を入力するように求められる前
に（例えばユーザが、ウェブサイトにアクセスするために自身のパスワードを入力するよ
うに求められる、またはユーザと関連する他の機微な情報を入力するように求められる前
に）、確認のために動的な個人属性がユーザに提供されるようにすることが可能である。
【００３８】
　動的な個人属性は、既存のウェブサイト確認方法に優る多くの利点を提供する。動的な
個人属性は、証明書に基づくウェブサイト確認方法よりもユーザにとってはるかに直感的
であり、したがってフィッシング攻撃を防ぐ方法においてユーザが理解して使用すること
がはるかに容易である。動的な個人属性の動的および個人的な性質は、以下の理由により
、ウェブサイトの確認に静的な値が使用される既存のウェブサイト確認方法よりもユーザ
に高いレベルのセキュリティを提供する：（１）動的な個人属性の個人的な性質と動的な
性質の両方が、それぞれ悪意のあるものが動的な個人属性を取得または推測することをよ
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り困難にする、（２）動的な個人属性が悪意のあるものによって何とかして取得または推
測された場合、動的な個人属性は間もなく自動的に廃れる。
【００３９】
　動的な個人属性は、悪意のあるものが機微な情報を取得して利用する能力に対して、セ
キュリティの少なくとも１つの追加レイヤを提供する。不正なウェブサーバは、ある属性
がユーザに提供されるべきであることを知らない、ある属性がユーザに提供されるべきで
あることを知っているが、その属性が個人的な属性であるべきことを知らない、個人的な
属性がユーザに提供されるべきであることを知っているが、ユーザに提供されるべき個人
情報のタイプを知らない、どのタイプの個人情報がユーザに提供されるべきであるかを知
っているが、ユーザに提供されるべき個人情報の正確な値を知らない、あるいはユーザに
提供されるべき個人情報の正確な値（例えば不正なウェブサーバによって何とかして取り
込まれた情報）を知っているが、個人属性の動的な性質により、ユーザに提供されるべき
個人情報の最新の値を知らない可能性がある。
【００４０】
　このように、本明細書に記載するように、動的な個人属性の個人的な性質と動的な個人
属性の動的な性質の両方により、ユーザがフィッシング攻撃の犠牲者になることを防ぐこ
とができる重要なさらなるセキュリティがもたらされる。本発明の動的な個人属性のこう
した利点、ならびにその他の利点は、図２～図９に関してよりよく理解されることが可能
である。
【００４１】
　図２は、本発明の一実施形態による方法を示している。具体的には、図２の方法２００
は、ユーザに対するフィッシング攻撃を防ぐために、そのユーザと関連する動的な個人属
性を使用するための方法を含む。ユーザは、そのウェブサイトが正当なウェブサイトであ
るか、不正なウェブサイトであるかを知らないので、図２の方法２００は主としてユーザ
の観点から説明している。順次、実行されるように示して説明しているが、図２の方法２
００の諸ステップの少なくとも一部は、同時に、または図２に関して示して説明したもの
とは異なる順序で実行されることがある。方法２００は、ステップ２０２から始まり、ス
テップ２０４に進む。
【００４２】
　ステップ２０４において、１つの識別子（または複数の識別子）が提供される。識別子
は、ユーザによって手動で、および／またはユーザのユーザ機器によって自動的に提供さ
れることがある。
【００４３】
　一実施形態では、ユーザは、ログインページに識別子を入力し、ウェブサーバによって
使用され、動的な個人属性を検索して提供するようにする。このような１つの実施形態で
は、識別子はユーザのユーザ名であることがある。このような別の実施形態では、識別子
は、ユーザのユーザ名以外の識別子であることがある（すなわち、ユーザがユーザ名を提
供する前にウェブサイトの正当性を検証することができるようにするため）。
【００４４】
　一実施形態では、ユーザ機器は、識別子を自動的に提供し、ウェブサーバによって使用
され、動的な個人属性を検索して提供するようにする。識別子は、ユーザ機器のＭＡＣア
ドレスの１つまたは複数、１つまたは複数のクッキーなど、ならびにその様々な組合せを
含むことができる。
【００４５】
　ステップ２０５（任意のステップ）では、ユーザは、動的な個人属性がユーザに表示さ
れる前に認証情報を提供するよう求められることがある（またはユーザは、動的な個人属
性がユーザに表示される前にユーザに提供される認証情報を見直して確認するよう求めら
れることがある）。
【００４６】
　認証情報は、動的な個人属性がユーザに表示される前にセキュリティ手段として使用さ
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れることが可能であるいかなる情報も含むことができる。例えば、認証情報は、機器の認
証情報（例えばＭＡＣアドレス）、１つまたは複数のクッキー、１つまたは複数の追加パ
スワード、ユーザプロファイル情報（例えば母親の旧姓、生年月日など）など、ならびに
その様々な組合せを含むことができる。
【００４７】
　ステップ２０６において、動的な個人属性がユーザに表示される。動的な個人属性は、
ユーザおよび／またはユーザ機器によって提供される識別子に基づいて、ユーザに表示さ
れる。（ステップ２０４からステップ２０６に移る）一実施形態では、識別子が確認され
る限り、動的な個人属性が表示される。（ステップ２０５からステップ２０８に移る）一
実施形態では、識別子が確認される、さらに追加の認証情報が正当であると考えられる限
り、動的な個人属性が表示される。
【００４８】
　ステップ２０８では、動的な個人属性が正当であるかどうかに関して判定が行われる。
動的な個人属性が正当であるかどうかに関する判定は、ユーザおよび／またはユーザ機器
によって行われることが可能である。
【００４９】
　動的な個人属性が正当である場合、方法２００はステップ２１０に進み、この時点でユ
ーザはこのウェブサイトが正当なウェブサイト（すなわちユーザがアクセスしようとして
いるウェブサイトの正式版）であると考え、したがってユーザは認証プロセスを続ける。
ユーザがすでにこのウェブサイトのユーザ名を入力していた場合、ユーザはここでこのウ
ェブサイトのパスワードを入力する。ユーザがすでにユーザ名以外の識別子を入力してい
た場合、ユーザはこのウェブサイトのユーザ名およびパスワードを入力する。
【００５０】
　動的な個人属性が不正である場合、方法２００はステップ２１２に進み、この時点でユ
ーザはこのウェブサイトが不正なウェブサイト（例えばユーザ情報を求めてフィッシング
している、本物のウェブサイトの偽装版）であると考え、したがってユーザは認証プロセ
スを継続しない（すなわちユーザはユーザ名もしくはパスワードを入力しない、または、
ユーザがすでにユーザ名を入力していた場合、ユーザはこのウェブサイトのパスワードを
入力しない）。
【００５１】
　ステップ２１０および２１２から、方法２００はステップ２１４に進む。ステップ２１
４において、方法２００は終了し、動的な個人属性を使用する認証プロセスは終了するが
、ユーザは認証された（すなわちユーザによって入力されたパスワードが正当であると仮
定する）ため、ウェブサイトの様々なウェブページと対話し続けることができる。明瞭に
するために省略するが、図２の方法２００の諸機能は、ウェブサイトにアクセスするため
にユーザに使用されるユーザ機器とユーザにアクセスされるウェブサイトのホストとして
働くウェブサーバとの間の一連の対話によって可能になることを当業者は理解するであろ
う。ユーザに対するフィッシング攻撃を防ぐためにそのユーザと関連する動的な個人属性
を使用するための方法（ユーザ機器とウェブサーバとの間のメッセージングを含む）を、
図３Ａ及び図３Ｂに関して示して説明する。
【００５２】
　図３Ａ及び図３Ｂは、本発明の一実施形態による方法を示している。具体的には、図３
Ａ及び図３Ｂの方法３００は、ユーザに対するフィッシング攻撃を防ぐために、そのユー
ザと関連する動的な個人属性を使用するための方法を含む。図３Ａ及び図３Ｂの方法３０
０は、ユーザがウェブサイトを正当なウェブサイトと特定することができるようにする動
的な個人属性を提供する際のウェブサーバの諸機能について説明するために、ユーザ機器
とウェブサーバとの間の対話の観点から主として説明している。順次、実行されるように
示して説明しているが、図３Ａ及び図３Ｂの方法３００の諸ステップの少なくとも一部は
、同時に、または図３Ａ及び図３Ｂに関して示して説明したものとは異なる順序で実行さ
れることがある。方法３００は、ステップ３０２から始まり、ステップ３０４に進む。
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【００５３】
　ステップ３０４では、ユーザが、ユーザ機器を使用してウェブサイトを要求する。ユー
ザは、ウェブブラウザのアドレスバーにウェブサイトのドメイン名を打ち込むことによっ
て、ウェブページを要求することができる。ユーザは、（例えば別のウェブサイトから、
電子メールからなど）ハイパーリンクをクリックすることによってウェブページを要求す
ることができる。ユーザは、ウェブページを要求するための他の方法でウェブページを要
求することができる。
【００５４】
　ステップ３０６では、ユーザ機器がウェブサイト要求メッセージをウェブサーバ（すな
わちユーザに要求されるウェブサイトのホストとして働くウェブサーバ）に送信する。ス
テップ３０８では、ウェブサーバが、ユーザ機器からウェブサイト要求メッセージを受信
する。ステップ３１０では、ウェブサーバが、要求されたウェブサイトのログインウェブ
ページを検索する。ステップ３１２では、ウェブサーバが、ログインウェブページをユー
ザ機器に送信する。ログインウェブページは、ユーザ機器のウェブブラウザを介してユー
ザからＵＳＥＲＮＡＭＥ値を受け取るように構成されている。
【００５５】
　ステップ３１４では、ユーザ機器が、ウェブサーバからログインウェブページを受信す
る。ステップ３１６では、ユーザ機器は、ウェブブラウザを使用してログインウェブペー
ジを表示する。ステップ３１８では、ユーザは、ログインウェブページでこのウェブサイ
トのユーザ名を入力する。ステップ３２０では、ユーザ機器が、このウェブサイトのユー
ザ名をウェブサーバに送信する。例えば、ユーザは、ログインページのＵＳＥＲＮＡＭＥ
フィールドにユーザ名を入力し、（例えばＥＮＴＥＲを押す、ログインウェブページの中
の何らかのボタンまたはリンクをクリックすることなどによって）ウェブサーバへのユー
ザ名の通信をトリガすることができる。
【００５６】
　ステップ３２２では、ウェブサーバが、ユーザ機器からユーザ名を受信する。ステップ
３２４では、ウェブサーバは、ユーザの動的な個人属性を検索する。ウェブサーバは、ユ
ーザ名を使用して動的な個人属性を検索する。ステップ３２６では、ウェブサーバは、認
証ウェブページをユーザ機器に送信する。認証ウェブページは、動的な個人属性を含む（
およびユーザ機器のウェブブラウザを介してユーザからパスワードを受け取るように構成
されている、またはされていない場合がある）。
【００５７】
　図３Ｂに示すように、明瞭にするために、認証ウェブページ（すなわちステップ３２６
で提供される認証ウェブページ）は、（ユーザからパスワードを受け取るように構成され
たウェブページを提供するために、動的な個人属性を提供してユーザ機器とウェブサーバ
との間の個々の一連のトランザクションを要求するだけでなく）ユーザからパスワードを
受け取るように構成されていると仮定する。
【００５８】
　ステップ３２８では、ユーザ機器が、ウェブサーバから認証ウェブページを受信する。
ステップ３３０では、ユーザ機器は、ウェブブラウザを使用して（ウェブサイトが正当で
あるかどうかを判定するためにユーザが使用することができる、動的な個人属性を表示す
ることを含み）認証ウェブページを表示する。
【００５９】
　ステップ３３２では、認証ウェブページに表示された動的な個人属性が正当であるかど
うかに関して判定が行われる。動的な個人属性が正当であるかどうかに関する判定は、ユ
ーザおよび／またはユーザ機器によって行われることが可能である。
【００６０】
　動的な個人属性が不正である場合、方法３００はステップ３５０に進み、この時点で方
法３００は終了する（すなわちユーザは、このウェブサイトがユーザの情報を求めてフィ
ッシングしている不正なウェブサイトであると考え、したがってユーザは認証プロセスを
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継続しない、すなわちユーザはパスワードを入力しない）。
【００６１】
　動的な個人属性が正当である場合、方法３００はステップ３３４に進み、この時点でユ
ーザは、ウェブサイトが正当なウェブサイト（すなわちユーザがアクセスしようとしてい
る正規のウェブサイト）であると考え、したがってユーザは認証プロセスを継続する（す
なわちユーザはこのウェブサイトのパスワードを入力する）。
【００６２】
　ステップ３３４では、ユーザは、認証ウェブページにこのウェブサイトのパスワードを
入力する。ステップ３３６では、ユーザ機器が、このウェブサイトのパスワード（および
、必要に応じてユーザ名）をウェブサーバに送信する。例えば、ユーザは、認証ページの
ＰＡＳＳＷＯＲＤフィールドにパスワードを入力し、ウェブサーバへのパスワードの通信
を（例えばＥＮＴＥＲを押すこと、認証ウェブページの中のあるボタンまたはリンクをク
リックすることなどによって）トリガすることができる。
【００６３】
　ステップ３３８では、ウェブサーバが、ユーザ機器からパスワードを受信する。ステッ
プ３４０では、パスワードが正当であるかどうかに関して判定が行われる。パスワードが
正当であるかどうかに関する判定は、パスワードを確認することができるいかなる方法で
も行われることが可能である。例えば一実施形態では、ユーザによって提供されたユーザ
名が使用されて、このユーザ名の正当なパスワードを（例えば認証データベースから）検
索することが可能であり、ユーザ機器から受信されたパスワードは、ユーザ機器から受信
されたパスワードが正当であるかどうかを判定するために正当なパスワードと比較される
ことが可能である。
【００６４】
　パスワードが不正の場合、方法３００はステップ３４２に進み、この時点でウェブサー
バは、ユーザ機器にエラーウェブページを送信する。エラーウェブページは、ユーザがウ
ェブサイトにアクセスできないこと（例えば、ユーザによって提供されたパスワードは不
正であること）をユーザに知らせるように構成されており、必要に応じてユーザに認証プ
ロセスを再試行するよう促すことができる。
【００６５】
　パスワードが正当である場合、方法３００はステップ３４４に進み、この時点でウェブ
サーバはユーザ機器にウェブサイトのウェブページを送信する。このウェブサイトのウェ
ブページは、ウェブサイトのいかなるウェブページ（例えば、ウェブサイトへの認証に成
功したときに提供されるデフォルトのウェブページ、ユーザによって具体的に要求される
ウェブページなど）とすることもできる。
【００６６】
　ステップ３４６では、ユーザ機器がウェブサーバからウェブページ（すなわち、エラー
ウェブページまたはウェブサイトのウェブページ）を受信する。ステップ３４８では、ユ
ーザ機器は、ウェブブラウザを使用して受信したウェブページを表示する。ステップ３４
８から、方法３００はステップ３５０に進み、ここで方法３００は終了する。認証プロセ
スは終了するが、ユーザは望み通りにこのウェブサーバ、または他のウェブサーバと対話
し続けることができる。
【００６７】
　図３Ａ及び図３Ｂに関して示して説明する一実施形態では、ユーザは、ウェブサーバを
確認するために個人的な動的属性がユーザに表示される前に、ユーザ名を入力するよう求
められる。この実施形態はほとんどの場合安全であるが、動的な個人属性を使用してウェ
ブサーバを確認する前にユーザがユーザ名を入力することは、フィッシング攻撃者がその
後、要求されたウェブサイトに対してこのユーザによって使用されたユーザ名を取得する
ことができるので、不都合である状況が生じる可能性がある。例えば、ある場合には、フ
ィッシング攻撃者は、正規のウェブサイトから動的な個人属性を（例えば手動で、または
自動的に）検索するために、取得されたユーザ名を使用することができる可能性がある。
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これは要するに中間者攻撃である。動的な個人属性は、動的な個人属性の動的な性質によ
り自動的に廃れるとはいえ、フィッシング攻撃者が動的な個人属性を取得しないようにす
ること（例えばフィッシング攻撃者が動的な個人属性として使用される情報のタイプを知
らないようにすること）が、やはり望ましい可能性がある。
【００６８】
　このような中間者攻撃の可能性により、本発明の別の実施形態は、ウェブサーバを確認
するために動的な個人属性がユーザに表示される前に、ユーザがユーザ名を提供しないよ
うにする。この実施形態は、ユーザがユーザ名さえ入力しないうちに、ユーザに動的な個
人属性を提供するために使用されることが可能である追加の識別子（すなわちユーザ名お
よびパスワード以外、および必要に応じて他の機微な情報）を使用する必要がある。動的
な個人属性を検索するために使用されるこの追加の識別子は、ユーザによって手動で入力
される別の値とすることができるが、このような実施は依然として中間者攻撃を受けやす
い。したがって、一実施形態では、動的な個人属性をユーザに提供するために使用される
追加の識別子は、ユーザによって使用されているユーザ機器によって自動的に提供される
値とすることができる。本発明のこのような１つの実施形態による方法を、図４に関して
示して説明する。
【００６９】
　図４は、本発明の一実施形態による方法を示している。具体的には、図４の方法４００
は、ユーザに対するフィッシング攻撃を防ぐために、そのユーザと関連する動的な個人属
性を使用するための方法を含む。図４の方法４００は、ユーザがウェブサイトを正当なウ
ェブサイトと特定することができるようにする動的な個人属性を提供する際のウェブサー
バの諸機能を説明するために、主としてユーザ機器とウェブサーバとの対話の観点から説
明している。順次、実行されるように示して説明しているが、図４の方法４００の諸ステ
ップの少なくとも一部は、同時に、または図４に関して示して説明したものとは異なる順
序で実行されることがある。方法４００は、ステップ４０２から始まり、ステップ４０４
に進む。
【００７０】
　ステップ４０４では、ユーザが、ユーザ機器を使用してウェブサイトを要求する。ユー
ザは、ウェブブラウザのアドレスバーにウェブサイトのドメイン名を打ち込むことによっ
てウェブページを要求することができる。ユーザは、（例えば別のウェブサイトから、電
子メールからなど）ハイパーリンクをクリックすることによってウェブページを要求する
ことができる。ユーザは、ウェブページを要求する他のいかなる方法でもウェブページを
要求することができる。
【００７１】
　ステップ４０６では、ユーザ機器はウェブサイト要求メッセージをウェブサーバ（すな
わちユーザによって要求されたウェブサイトのホストとして働くウェブサーバ）に送信す
る。ウェブサイト要求メッセージは、ユーザの動的な個人属性を検索するように構成され
た識別子を含んでおり、この動的な個人属性をユーザに提供して、機微な情報を入力する
前に（例えばユーザ名およびパスワードを入力する前に）ウェブサーバを確認する際に使
用されるようにする。
【００７２】
　一実施形態では、ウェブサイト要求メッセージ内に含まれる識別子は、ユーザ機器によ
って自動的に提供される識別子とすることができる。識別子は、ユーザ機器と関連する値
とすることができる。例えば識別子は、ユーザ機器のＭＡＣアドレス、ユーザ機器に格納
されたクッキー、ユーザ機器から利用可能な１つまたは複数の値に基づいて計算された識
別子など、ならびにその様々な組合せとすることができる。
【００７３】
　ステップ４０８では、ウェブサーバが、ユーザ機器から識別子を含むウェブサイト要求
メッセージを受信する。ステップ４１０では、ウェブサーバが、要求されたウェブサイト
のログインウェブページを検索する。ステップ４１２では、ウェブサーバは、ユーザの動
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的な個人属性を検索する。ウェブサーバは、ウェブサイト要求メッセージに含まれた識別
子を使用して、動的な個人属性を検索する。ステップ４１４では、ウェブサーバが、動的
な個人属性を含むログインウェブページを、ユーザ機器に送信する。ログインウェブペー
ジは、ユーザ機器のウェブブラウザを介してユーザからユーザ名およびパスワード値を受
け取るように構成されている。
【００７４】
　ステップ４１６では、ユーザ機器が、動的な個人属性を含むログインウェブページを、
ウェブサーバから受信する。ステップ４１８では、ユーザ機器が、動的な個人属性を含む
ログインウェブページを、ウェブブラウザを使用して表示する。ユーザは次に、ユーザ名
およびパスワード（またはその他の機微な情報）を入力する前に、動的な個人属性を使用
して、ログインウェブページを受信するウェブサーバの正当性を判定する。
【００７５】
　ステップ４２０では、ログインウェブページに表示された動的な個人属性が正当である
かどうかに関して判定が行われる。動的な個人属性が正当であるかどうかに関する判定は
、ユーザおよび／またはユーザ機器によって行われることが可能である。
【００７６】
　動的な個人属性が不正である場合、方法４００はステップ４３８に進み、この時点で方
法４００は終了する（すなわちユーザは、このウェブサイトがユーザの情報を求めてフィ
ッシングしている不正なウェブサイトであると考え、したがってユーザは認証プロセスを
継続しない、すなわちユーザはウェブサイトの認証証明情報を入力しない）。
【００７７】
　動的な個人属性が正当である場合、方法４００はステップ４２２に進み、この時点でユ
ーザは、ウェブサイトが正当なウェブサイト（すなわちユーザがアクセスしようとしてい
る正規のウェブサイト）であると考え、したがってユーザは認証プロセスを継続する（す
なわちユーザはウェブサイトの認証証明情報を入力する）。
【００７８】
　ステップ４２４では、ユーザは、ログインウェブページにこのウェブサイトの認証証明
情報を入力する。ステップ４２６では、ユーザ機器が、このウェブサイトの認証証明情報
をウェブサーバに送信する。認証証明情報は、ウェブサーバでユーザを認証するために使
用されるいかなる情報も含むことができる。例えば認証証明情報には、ユーザ名とパスワ
ード、機器の識別子と暗証番号、または認証に使用可能であるその他の情報が含まれる。
【００７９】
　例えばユーザは、ログインページのＵＳＥＲＮＡＭＥフィールドにユーザ名値を入力し
、ログインページのＰＡＳＳＷＯＲＤフィールドにパスワード値を入力し、ユーザ名値お
よびパスワード値をウェブサーバへ伝えることを（例えば、ＥＮＴＥＲを押すこと、ログ
インウェブページの中のあるボタンもしくはリンクをクリックすること、またはトランザ
クションをトリガする他の同様のアクションを行うことによって）トリガすることができ
る。
【００８０】
　ステップ４２６では、ウェブサーバが、ユーザ機器から認証証明情報を受信する。ステ
ップ４２８では、認証証明情報が正当であるかどうかに関して判定が行われる。認証証明
情報が正当であるかどうかに関する判定は、ユーザを認証するためのいかなる方法でも行
われることが可能である。
【００８１】
　例えば一実施形態では、認証証明情報がユーザ名とパスワードを含む場合、ユーザによ
って提供されたユーザ名が使用されて、このユーザ名と関連する正当なパスワードを（例
えば認証データベースから）検索することが可能であり、ユーザ機器から受信されたパス
ワードは、ユーザ機器から受信されたパスワードが正当であるかどうかを判定するために
正当なパスワードと比較されることが可能である。
【００８２】
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　認証証明情報が不正である場合、方法４００はステップ４３０に進み、この時点でウェ
ブサーバがユーザ機器にエラーウェブページを送信する。エラーウェブページは、ユーザ
がウェブサイトにアクセスできないこと（例えば、ユーザによって提供された認証証明情
報は不正であること）をユーザに知らせるように構成されており、必要に応じてユーザに
認証プロセスを再試行するよう促すことができる。
【００８３】
　認証証明情報が正当である場合、方法４００はステップ４３２に進み、この時点でウェ
ブサーバがユーザ機器にウェブサイトのウェブページを送信する。このウェブサイトのウ
ェブページは、ウェブサイトのいかなるウェブページ（例えば、ウェブサイトへの認証に
成功したときに提供されるデフォルトのウェブページ、ユーザによって具体的に要求され
るウェブページなど）とすることもできる。
【００８４】
　ステップ４３４では、ユーザ機器が、ウェブサーバからウェブページ（すなわちエラー
ウェブページか、ウェブサイトのウェブページ）を受信する。ステップ４３６では、ユー
ザ機器は、ウェブブラウザを使用して受信されたウェブページを表示する。ステップ４３
６から、方法４００はステップ４３８に進み、ここで方法４００は終了する。認証プロセ
スは終了するが、ユーザは望み通りにこのウェブサーバ、または他のウェブサーバと対話
し続けることができる。
【００８５】
　本明細書に記載するように、ユーザをだまして悪意のあるウェブサーバからウェブペー
ジを要求させることによって、受動的にフィッシング攻撃を仕掛けることに加えて、悪意
のあるウェブサーバは、ユーザをウェブサイトにログインするよう促す電子メールをユー
ザに送ることによって、積極的なフィッシング攻撃を仕掛けることがある。電子メールは
、一般に正当なウェブサイトからであるように見えるように体裁を整えられており、また
一般に、正当なウェブサイトのハイパーリンクであるように見えるハイパーリンクを含ん
でいるが、このハイパーリンクは実際には悪意のあるウェブサイトへのハイパーリンクで
ある（例えばｗｗｗ．ａｌｃａｔｅｌ－ｌｕｃｅｎｔ．ｃｏｍ／ｌｏｇｉｎの代わりにｗ
ｗｗ．ａｌａｃｔｅｌ－ｌｕｃｅｎｔ．ｃｏｍ／ｌｏｇｉｎへのハイパーリンクを提供す
る）。残念ながら、疑いを持たない、または不注意なユーザは、このハイパーリンクがユ
ーザを悪意のあるウェブサイトによって偽装されている、正当なウェブサイトに代わる悪
意のあるウェブサイトに向かわせることがわからずに、悪意のあるウェブサイトへのハイ
パーリンクをクリックする可能性がある。
【００８６】
　したがって、本明細書に記載するように、ウェブサイトへのログイン中にウェブサイト
のユーザに動的な個人属性を提供することに加えて、ユーザがウェブサイトへログインし
ようとする前に、ウェブサイトのユーザに動的な個人属性が提供されることが可能である
。動的な個人属性は、ユーザがウェブサイトにログインしようとする前に、ウェブサイト
のユーザに提供されることが可能である。動的な個人属性は、動的な個人属性を提供する
ように構成されたメッセージングまたはシグナリング（例えば電子メール、ＳＭＳテキス
トメッセージ、インスタントメッセージなど）を使用して、ユーザがウェブサイトにログ
インしようとする前にウェブサイトのユーザに提供されることが可能である。
【００８７】
　例えば一実施形態では、ウェブサイトは、登録ユーザにそれぞれのウェブサイトにアク
セスするよう促すために、登録ユーザへの電子メールを起動することが多いので、ウェブ
サイトの動的な個人属性は、ウェブサイトからの電子メールメッセージの中でユーザに提
供されることが可能である。この実施形態では、ユーザへの電子メールは、１つまたは複
数の理由でユーザにウェブサイトにアクセスするよう促すことができる。例えば、ウェブ
サイトは、様々な理由のために、例えば新しい請求が利用可能であることをユーザに知ら
せるため、請求の支払期限が過ぎたことをユーザに知らせるため、ユーザが興味を有する
可能性がある新しい製品またはサービスをユーザに知らせるため、個人情報が最新である
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ことを確認するよう促すためなど、ならびにその様々な組合せのために、登録したユーザ
への電子メールを起動することがある。
【００８８】
　この実施形態では、電子メールメッセージの中でユーザの動的な個人属性を提供するこ
とに加えて、電子メールメッセージは、ウェブサイトのウェブページへの１つまたは複数
のハイパーリンクを含むことができる、または単にユーザをウェブサイトにアクセスする
よう促すことができる。いずれの場合でも、ユーザへの電子メールに動的な個人属性を含
むことによってウェブサイトは、ユーザがウェブサイトにアクセスする前に（例えば、電
子メールの中のハイパーリンクをクリックする、またはウェブブラウザのアドレスバーに
ＵＲＬを打ち込む前に）電子メールの正当性を確認できるようにする。本発明のこのよう
な１つの実施形態による方法を、ユーザの観点から、図５に関して示して説明する。本発
明のこのような１つの実施形態による方法を、ウェブサーバの観点から、図６Ａ及び図６
Ｂに関して示して説明する。
【００８９】
　図５は、本発明の一実施形態による方法を示している。具体的には図５の方法５００は
、ユーザに対するフィッシング攻撃を防ぐためにそのユーザと関連する動的な個人属性を
使用するための方法を含み、この方法では動的な個人属性は、電子メールメッセージの中
でユーザに提供される。ユーザはウェブサイトが正当なウェブサイトであるか、不正なウ
ェブサイトであるかを知らないので、図５の方法５００は、主としてユーザの観点から説
明されている。順次、実行されるように示して説明しているが、図５の方法５００の諸ス
テップの少なくとも一部は、同時に、または図５に関して示して説明したものとは異なる
順序で実行されることがある。方法５００は、ステップ５０２から始まり、ステップ５０
４に進む。
【００９０】
　ステップ５０４では、ユーザが電子メールメッセージを受信する。電子メールメッセー
ジは、あるウェブサイトと関連している。電子メールメッセージは、ユーザをこのウェブ
サイトにログインするよう促す。電子メールメッセージは、動的な個人属性を含んでいる
。電子メールメッセージは、ウェブサイトのログインウェブページへのハイパーリンクも
しくはウェブサイトのホームウェブページへのハイパーリンクを含むことができ、または
ユーザがウェブサイトにアクセスするような誘いかけを含むことができる。
【００９１】
　ステップ５０６では、電子メールに含まれた動的な個人属性が正当であるかどうかに関
する判定が行われる。動的な個人属性が正当であるかどうかに関する判定は、ユーザおよ
び／またはユーザ機器によって行われることが可能である。
【００９２】
　動的な個人属性が正当である場合、方法５００はステップ５０８に進み、この時点でユ
ーザは、この電子メールが正当なソースから（すなわち、電子メールが発信されたと思わ
れる正当なウェブサイトから）のものであると考え、したがってユーザは認証プロセスを
継続する（例えば、電子メールに含まれているハイパーリンクをクリックする）。
【００９３】
　動的な個人属性が不正である場合、方法５００はステップ５１０に進み、この時点でユ
ーザは、この電子メールメッセージが不正なソースから（例えば、ユーザの情報を求めて
フィッシングしている、本物のウェブサイトの偽装版から）のものであると考え、したが
ってユーザは認証プロセスを継続しない（例えばユーザは、電子メールメッセージに含ま
れているハイパーリンクをクリックしない）。
【００９４】
　ステップ５０８および５１０から、方法５００はステップ５１２に進む。ステップ５１
２で、方法５００は終了するが、動的な個人属性を使用する電子メールの認証は終了する
とはいえ、ユーザはさらに、電子メールが発信されたウェブサイトにアクセスするために
、ウェブサイトの認証プロセスを経て進行するよう求められる可能性が高い。
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【００９５】
　認証プロセスは、ユーザがウェブサイトにアクセスすることを許可する前にウェブサイ
トがユーザを認証するいかなる方法でも進行する可能性がある。例えば、ユーザが電子メ
ールに含まれているハイパーリンクをクリックした後に、ログインウェブページ（すなわ
ち、単にユーザにユーザ名を入力させる）か、認証のウェブページ（すなわち、ユーザに
ユーザ名とパスワードを入力させる）が、ユーザに表示されることが可能である。
【００９６】
　ログインウェブページが表示される実施形態では、ウェブサイトは追加の認証機能を提
供することができる。例えばウェブサイトは、ユーザがログインウェブページにユーザ名
を入力する前にユーザによる検証のために、ユーザに追加の認証情報を表示することがで
きる。例えばウェブサイトは、認証のウェブページを提供する前に、ユーザから追加の認
証情報を求めることができる。
【００９７】
　認証のウェブページが表示される実施形態では、ウェブサイトは追加の認証機能を提供
することができる。例えば認証のウェブページは、単にＵＳＥＲＮＡＭＥフィールドとＰ
ＡＳＳＷＯＲＤフィールドとを含むことができ、それによってユーザは、認証されてウェ
ブサイトにアクセスするために、ユーザ名とパスワードを入力することができる。例えば
認証のウェブページは、ＵＳＥＲＮＡＭＥフィールドと、ＰＡＳＳＷＯＲＤフィールドと
、ユーザが認証のウェブページにユーザ名とパスワードを入力する前にユーザによる検証
のためにユーザに表示される認証情報とを含むことができる。
【００９８】
　明瞭にするために省略するが、図５の方法５００の諸機能は、ウェブサイトにアクセス
するためにユーザに使用されるユーザ機器とユーザにアクセスされるウェブサイトのホス
トとして働くウェブサーバとの間の一連の対話によって可能になることを当業者は理解す
るであろう。ユーザに対するフィッシング攻撃を防ぐためにユーザと関連する動的な個人
属性を使用するための方法（ユーザ機器とウェブサーバとのメッセージングを含む）を、
図６Ａ及び図６Ｂに関して示して説明する。
【００９９】
　図６Ａ及び図６Ｂは、本発明の一実施形態による方法を示している。具体的には、図６
Ａ及び図６Ｂの方法６００は、ユーザに対するフィッシング攻撃を防ぐためにそのユーザ
と関連する動的な個人属性を使用するための方法を含み、この方法では、動的な個人属性
は電子メールメッセージの中でユーザに提供される。図６Ａ及び図６Ｂの方法６００は、
ユーザがウェブサイトを正当なウェブサイトと確認することができるようにする動的な個
人属性を提供する際のウェブサーバの諸機能を説明するために、主としてウェブサーバの
観点から説明される。順次、実行されるように示して説明しているが、図６Ａ及び図６Ｂ
の方法６００の諸ステップの少なくとも一部は、同時に、または図６Ａ及び図６Ｂに関し
て示して説明したものとは異なる順序で実行されることがある。方法６００は、ステップ
６０２から始まり、ステップ６０４に進む。
【０１００】
　ステップ６０４では、ウェブサーバがユーザ向けの電子メールメッセージを生成する。
電子メールメッセージは、ユーザをウェブサイトにログインするよう促す。電子メールメ
ッセージは、動的な個人属性を含んでいる。電子メールメッセージは、ウェブサイトのロ
グインウェブページへのハイパーリンクもしくはウェブサイトのホームウェブページへの
ハイパーリンクを含むことができ、またはユーザがウェブサイトにアクセスするような誘
いかけを含むことができる。
【０１０１】
　ステップ６０６では、ウェブサーバが、電子メールメッセージをユーザ機器に送信する
。ステップ６０８では、ユーザ機器が電子メールメッセージを受信する。ステップ６１０
では、ユーザ機器が、（例えばユーザが電子メールプログラムにアクセスするとき、ユー
ザがオンライン電子メールにアクセスするときなどに）動的な個人属性を表示することを
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含み、電子メールメッセージを表示する。
【０１０２】
　ステップ６１２では、電子メールに含まれた動的な個人属性が正当であるかどうかに関
する判定が行われる。動的な個人属性が正当であるかどうかに関する判定は、ユーザおよ
び／またはユーザ機器によって行われることが可能である。
【０１０３】
　動的な個人属性が不正である場合、方法６００はステップ６４４に進み、この時点でユ
ーザは、この電子メールメッセージが不正なソースから（例えば、ユーザの情報を求めて
フィッシングしている、本物のウェブサイトの偽装版から）のものであると考え、したが
ってユーザは認証プロセスを継続しない（例えばユーザは、電子メールのメッセージに含
まれているハイパーリンクをクリックしない）。言い換えれば、ログインプロセスが継続
する。
【０１０４】
　動的な個人属性が正当である場合、方法６００はステップ６１４に進み、この時点でユ
ーザは、この電子メールが正当なソースから（すなわち、電子メールが発信されたと思わ
れる正当なウェブサイトから）のものであると考え、したがってユーザは認証プロセスを
継続する（例えば、電子メールに含まれているハイパーリンクをクリックする）。言い換
えれば、ログインプロセスは終了する。
【０１０５】
　ステップ６１４では、ユーザが、電子メールメッセージの中で特定されたウェブサイト
を要求する。ユーザは、いかなる方法でも（例えばウェブブラウザのアドレスバーにウェ
ブサイトのウェブアドレスを打ち込むこと、電子メールメッセージの中に含まれるハイパ
ーリンクをクリックすることなどによって）電子メールの中で特定されたウェブサイトを
要求することができる。
【０１０６】
　ステップ６１６では、ユーザ機器が、ウェブサイト要求メッセージをウェブサーバ（す
なわち受信された電子メールメッセージと関連するウェブサイトのホストとして働くウェ
ブサーバ）に送信する。ステップ６１８では、ウェブサーバが、ユーザ機器からウェブサ
イト要求メッセージを受信する。ステップ６２０では、ウェブサーバが、要求されたウェ
ブサイトのログインウェブページを検索する。ステップ６２２では、ウェブサーバが、ロ
グインウェブページをユーザ機器に送信する。ログインウェブページは、ユーザ機器のウ
ェブブラウザを介してユーザからユーザ名およびパスワード値を受け取るように構成され
ている。
【０１０７】
　ステップ６２４では、ユーザ機器がログインウェブページを受信する。ステップ６２６
では、ユーザ機器がログインページを表示する。ステップ６２８では、ユーザがログイン
ページへ認証証明情報を入力する。認証証明情報は、ウェブサーバでユーザを認証する際
に使用されるように構成されたいかなる情報（例えば、ユーザ名および関連するパスワー
ドなど）も含むことができる。ステップ６３０では、ユーザ機器が、認証証明情報をウェ
ブサーバに送信する。
【０１０８】
　ステップ６３２では、ウェブサーバが、ユーザ機器から認証証明情報を受信する。ステ
ップ６３４では、認証証明情報が正当であるかどうかに関して判定が行われる。認証証明
情報が正当であるかどうかに関する判定は、認証証明情報を確認するためのいかなる方法
でも行われることが可能である。
【０１０９】
　例えば一実施形態では、ユーザによって提供されたユーザ名が使用されて、このユーザ
名の正当なパスワードを（例えば認証データベースから）検索することが可能であり、ユ
ーザ機器から受信されたパスワードは、ユーザ機器から受信されたパスワードが正当であ
るかどうかを判定するために正当なパスワードと比較されることが可能である。
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【０１１０】
　認証証明情報が不正である場合、方法６００はステップ６３６に進み、この時点でウェ
ブサーバがユーザ機器にエラーウェブページを送信する。エラーウェブページは、ユーザ
がウェブサイトにアクセスできないこと（例えば、ユーザによって提供された認証証明情
報の少なくとも一部が不正であること）をユーザに知らせるように構成されており、必要
に応じてユーザに認証プロセスを再試行するよう促すことができる。
【０１１１】
　認証証明情報が正当である場合、方法６００はステップ６３８に進み、この時点でウェ
ブサーバがユーザ機器にウェブサイトのウェブページを送信する。このウェブサイトのウ
ェブページは、ウェブサイトのいかなるウェブページ（例えば、ウェブサイトへの認証に
成功したときに提供されるデフォルトのウェブページ、ユーザによって具体的に要求され
るウェブページなど）とすることもできる。
【０１１２】
　ステップ６４０では、ユーザ機器が、ウェブサーバからウェブページ（すなわちエラー
ウェブページか、ウェブサイトのウェブページ）を受信する。ステップ６４２では、ユー
ザ機器は、ウェブブラウザを使用して受信したウェブページを表示する。ステップ６４２
から、方法６００はステップ６４４に進み、ここで方法６００は終了する。認証プロセス
は終了するが、ユーザは望み通りにこのウェブサーバ、または他のウェブサーバと対話し
続けることができる。
【０１１３】
　明瞭にするために方法の流れ図から省略したが、ユーザ機器とウェブサーバの間の通信
は、このような通信を容易にするように構成されたいかなるプロトコルを使用することも
できる（例えばハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）、セキュアＨＴＴＰ（ＨＴ
ＴＰＳ）など、ならびにその様々な組合せ）。例えば、ユーザ機器とウェブサーバは、重
要でない情報を、標準的な通信プロトコル（例えばＨＴＴＰ）を使用して交換し、重要な
情報を（例えばユーザ機器がユーザ名およびパスワードのようなログイン証明情報をウェ
ブサーバに提供する、またはウェブサーバが動的な個人属性をユーザ機器に提供する場合
）、安全な通信プロトコル（例えばＨＴＴＰＳ）を使用して交換することができる。
【０１１４】
　主として電子メールメッセージの中で動的な個人属性を提供することに関して示して説
明しているが、動的な個人属性は、いかなる帯域外メッセージングを使用して（例えば電
子メールメッセージの中、ＳＭＳテキストメッセージの中、インスタントメッセージの中
などで）ユーザに提供されることも可能である。例えば動的な個人属性は、携帯電話に伝
えられるテキストメッセージの中でユーザに提供されることが可能である。例えば動的な
個人属性は、ユーザがインスタントメッセージングのアプリケーションにログインすると
いう判定に応じて伝えられるインスタントメッセージの中でユーザに提供されることが可
能である。
【０１１５】
　主として１つの動的な個人属性をユーザに提供することに関して示して説明しているが
、複数の動的な個人属性がユーザに提供されることも可能である。さらに、主として動的
な個人属性に関してのみ示して説明しているが、一実施形態では、１つまたは複数のさら
なる動的でない属性（静的な個人属性および／または静的な個人的でない属性を含む）が
、ユーザに提供される１つまたは複数の動的な個人属性と併せてユーザに提供されること
が可能である。
【０１１６】
　主として動的な個人属性がユーザによって要求されるウェブサイトのホストとして働く
ウェブサーバに格納され、ユーザによって要求されるウェブサイトのホストとして働くウ
ェブサーバからユーザに直接提供される実施形態に関して本明細書で示して説明している
が、動的な個人属性はいかなるネットワーク装置に格納されることも可能であり、いかな
るネットワーク装置からユーザにいかなる方法で提供されることも可能である。
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【０１１７】
　一実施形態では、動的な個人属性は、動的な個人属性が関連するウェブサイトのホスト
として働くウェブサーバではなくネットワーク装置に格納される。例えば、動的な個人属
性は、ウェブコンテンツプロバイダ（すなわち動的な個人属性が関連するウェブサイトの
ホストとして働くウェブサーバを運営するウェブコンテンツプロバイダ）、１つまたは複
数の通信サービスプロバイダ、１つまたは複数の第三者プロバイダなど、ならびにその様
々な組合せによって稼働されるネットワークエレメントに格納されることが可能である。
【０１１８】
　このようないくつかの実施形態では、ネットワーク装置は、動的な個人属性を維持管理
することに専用の装置（すなわち他の機能を行うことに専用ではないが、他の機能を行う
こともできるネットワーク装置）とすることができる。例えば、ウェブコンテンツプロバ
イダ、通信サービスプロバイダ、第三者プロバイダなど、ならびにその様々な組合せは、
動的な個人属性を維持管理することに専用のサーバおよび／またはデータベースを維持管
理することができる。
【０１１９】
　このようないくつかの実施形態では、ネットワーク装置は、他の機能を行うことに専用
であるが、動的な個人属性として使用可能な情報を有する装置とすることができる。例え
ば、ネットワーク装置には、通信サービスプロバイダの請求システム、無線サービスプロ
バイダの位置追跡装置（例えば特定ユーザの無線装置の現在位置を知ることができる装置
）など、ならびにその様々な組合せが含まれる。
【０１２０】
　一実施形態では、動的な個人属性として使用される情報は、動的な個人属性が維持管理
されるウェブサイトから利用可能な情報を含むことができる。
【０１２１】
　例えばユーザが携帯電話サービスを受ける携帯電話会社によって運営されるウェブサイ
トの動的な個人属性は、ユーザにより受信された最終着信呼／行われた最終発信呼、ユー
ザによる最終支払額など、ならびにその様々な組合せのような情報を含むことができる。
【０１２２】
　例えばユーザがクレジットカード口座を有するクレジットカード会社によって運営され
るウェブサイトの動的な個人属性は、クレジットカードを使用した最終購入場所、ユーザ
による最終支払額など、ならびにその様々な組合せのような情報を含むことができる。
【０１２３】
　一実施形態では、動的な個人属性として使用される情報は、動的な個人属性が維持管理
されるウェブサイトのホストとして働くウェブサーバから利用できない情報を含むことが
できる。
【０１２４】
　このような一実施形態では、動的な個人属性が要求されるウェブサイトのホストとして
働くウェブサーバは、動的な個人属性の１つまたは複数の他のソースから情報の一部また
はすべてを検索し、情報を動的な個人属性としてユーザに提供することができる。
【０１２５】
　例えば、ユーザがアカウントを有するオンラインショッピング会社によって運営される
ウェブサイトの動的な個人属性は、ユーザの無線サービスプロバイダから利用可能であっ
て、無線サービスプロバイダによりオンラインショッピング会社に提供されるユーザの携
帯電話の現在位置、無線サービスプロバイダから利用可能であって、無線サービスプロバ
イダによりオンラインショッピング会社に提供されるユーザにより受信された最終着信呼
／行われた最終発信呼など、ならびにその様々な組合せのような情報を含むことができる
。
【０１２６】
　別のこのような実施形態では、動的な個人属性が要求されるウェブサイトのホストとし
て働くウェブサーバは、動的な個人属性情報の１つまたは複数の他のソースに命令して情
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報を動的な個人属性としてユーザに直接に提供することができる。
【０１２７】
　例えば、ユーザが口座を有する銀行によって運営されるウェブサイトの動的な個人属性
は、ユーザの無線サービスプロバイダから利用可能であって、無線サービスプロバイダに
より直接ユーザに提供されるユーザの携帯電話の現在位置、無線サービスプロバイダから
利用可能であって、無線サービスプロバイダにより直接ユーザに提供されるユーザにより
受信された最終着信呼／行われた最終発信呼など、ならびにその様々な組合せのような情
報を含むことができる。
【０１２８】
　主として本明細書では特定の実施に関して示して説明しているが、本発明はこのような
例示的な実施に限定されるものではない。本明細書に記載するように、動的な個人属性の
ソースは、例えばウェブコンテンツプロバイダ、１つまたは複数の通信サービスプロバイ
ダ、１つまたは複数の第三者プロバイダなど、ならびにその様々な組合せによってなど、
いかなるプロバイダによっても運営されることが可能である。さらに本明細書に記載する
ように、動的な個人属性は、いかなる方法でも格納されることが可能である。言い換えれ
ば、動的な個人属性は、いかなるソースからも検索され、いかなる方法でもソースからユ
ーザに提供されることが可能である。
【０１２９】
　図７は、本発明の一実施形態による通信ネットワークのハイレベルブロック図を示して
いる。具体的には、図７の通信ネットワーク７００は、通信ネットワーク７１５を介して
通信するユーザ機器７１０と、ウェブサーバ７２０とを含んでいる。さらに、通信ネット
ワーク７００は、複数のネットワークエレメント７３０１－７３０Ｎ（まとめてネットワ
ークエレメント７３０）を含んでいる。
【０１３０】
　ネットワークエレメント７３０は、動的な個人属性または動的な個人属性として使用さ
れることが可能である情報を格納することができるネットワークエレメントである。ネッ
トワークエレメント７３０は、動的な個人属性をウェブサーバ７２０に直接にまたは間接
的に（例えば、動的な個人属性をウェブサーバ７２０に提供し、次にウェブサーバが動的
な個人属性をユーザ機器７１０に伝えることによって）提供することができる。
【０１３１】
　例えば、ネットワークエレメント７３０は、専用サーバおよび／またはデータベース（
すなわち、動的な個人属性を格納することに専用の装置）または動的な個人属性として使
用されることが可能な情報を格納することができる他のネットワークエレメント（例えば
、ウェブコンテンツプロバイダ、通信サービスプロバイダ、動的な個人属性の第三者プロ
バイダなど、ならびにその様々な組合せによって操作される装置）を含むことができる。
【０１３２】
　さらに、主として本発明の特定の応用（すなわち、ネットワーク通信機器を使用するユ
ーザがウェブサイトのホストとして働くウェブサーバを確認することができるようにする
こと）について示して説明しているが、本発明は様々な他の応用に使用されることが可能
であることを当業者は理解するであろう。したがって、より一般的には本発明は、端末機
器を使用するユーザがリモートサーバを確認することができるようにするために使用され
ることが可能である。本発明のこのより一般的な応用は、本発明の動的な個人属性の次の
例示的な応用に関してよりよく理解されることが可能である。
【０１３３】
　例えば一実施形態では、端末機器はＡＴＭ端末であり、リモートサーバは銀行のサーバ
である。この例では、ＡＴＭ端末によって（例えばユーザがカードをＡＴＭ機に挿入する
ことに応じて）動的な個人属性を検索すること、および動的な個人属性をユーザに表示す
ることによって、ユーザはＡＴＭ端末が正規のものであるかどうか（例えばＡＴＭ端末が
本当に銀行に接続され、何らかの悪質な装置に接続されていないこと）を判定することが
できる。同様に、他の関連実施形態では、端末機器はＰＯＳ端末（または金融取引に関連
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する他の同様の端末）である場合があり、リモートサーバは金融機関のサーバ（例えば銀
行、クレジットカード会社などのサーバ）である。
【０１３４】
　例えば別の実施形態では、端末機器はユーザ端末（例えばラップトップ、携帯電話など
）であり、リモートサーバはネットワークアクセス機器（例えばＷｉＦｉアクセスノード
、セルラアクセスノードなど）である。この例では、動的な個人属性を検索すること、お
よび動的な個人属性をユーザ端末によってユーザに表示することによって、ユーザはネッ
トワークアクセス機器が正規のものであるかどうか（例えばネットワークアクセス機器が
、ＷｉＦｉサービス、セルラサービス、または他のネットワークアクセスを求めている、
疑いを持たないユーザに利用可能にされた悪質な機器ではないこと）を判定することがで
きる。
【０１３５】
　本発明の特定の実施形態および実施例を提供したが、本発明の動的な個人属性は、様々
な他の応用で使用されることが可能であることを当業者は理解するであろう。例えば、本
発明の動的な個人属性は、ドメイン認証（例えば、ＷＡＮ、ＬＡＮなどのネットワークド
メインに）、ドア出入り管理（例えば、磁気カード、指紋網膜スキャンなどを使用する）
などのような応用において使用されることが可能である。言い換えれば、動的な個人属性
は、リモート装置を確認するために、ユーザによって使用されることが可能である。本発
明のより一般的な応用を、図８および図９に関して示して説明する。
【０１３６】
　図８は、本発明が適用可能である、より一般的なシステムのハイレベルブロック図を示
している。具体的には、図８のシステム８００は、ユーザ端末８１０と、リモートサーバ
８２０とを含む。ユーザ端末８１０とリモートサーバ８２０は、ユーザ認証パラメータ、
動的な個人属性など、ならびにその様々な組合せのような認証パラメータを含む、情報を
交換するために、通信ネットワーク８１５を介して通信する。通信ネットワーク８１５は
、ユーザ端末８１０とリモートサーバ８２０との通信を容易にするように構成されたいか
なるタイプの通信ネットワーク（例えば有線ネットワークおよび／または無線ネットワー
ク）とすることもできる。
【０１３７】
　ユーザ端末８１０は、ユーザがリモートサーバ８２０と対話することができるように構
成されたいかなる装置も含む。例えばユーザ端末８１０には、コンピュータ、電話、ＰＤ
Ａ、ＡＴＭ機、ユーザ入力インタフェースなど、ならびにその様々な組合せが含まれる。
ユーザ端末８１０は、情報を入力するおよび検索するなど、ユーザがリモートサーバ８２
０と対話することを可能にするための手段を含むことができる。例えばユーザ端末８１０
には、１つまたは複数のディスプレイ画面、キーボード、スピーカ、タッチパッド、磁気
カードリーダ、網膜スキャナなど、ならびにその様々な組合せが含まれる。
【０１３８】
　リモートサーバ８２０は、ユーザが機微な情報を入力する前に確認することを望むいか
なる装置も含む。例えばリモートサーバ８２０には、ウェブサーバ、金融機関のサーバ（
例えば、ＡＴＭ機を動かす銀行のサーバ、ユーザがデビットカードを使用して支払い可能
であるＰＯＳ端末を動かす銀行のサーバ、ユーザがデビットカードを使用して支払い可能
であるＰＯＳ端末を動かすクレジットカード会社のサーバなど、ならびにその組合せ）、
ネットワークのアクセスポイントなど、ならびにその組合せが含まれる。リモートサーバ
８２０は、リモートサーバ８２０を確認する際にユーザによって使用されるために動的な
個人属性がユーザに伝えられることを可能にするいかなる方法でも動作する。
【０１３９】
　図９は、本発明の一実施形態による方法を示している。具体的には、図９の方法９００
は、ユーザに対するフィッシング攻撃を防ぐために、そのユーザと関連する動的な個人属
性を使用するための方法を含む。図９の方法９００は、本明細書に記載するように、本発
明が使用可能である様々な応用においてユーザがリモートサーバを確認することができる
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ようにするために利用されることが可能である、ユーザ端末とリモートサーバの間の対話
のより一般的な観点から主として説明されている。順次、実行されるように示して説明し
ているが、図９の方法９００の諸ステップの少なくとも一部は、同時に、または図９に関
して示して説明したものとは異なる順序で実行されることがある。方法９００は、ステッ
プ９０２から始まり、ステップ９０４に進む。
【０１４０】
　ステップ９０４では、ユーザがトランザクションを開始する。ユーザはユーザ端末によ
ってトランザクションを開始する。トランザクションおよびトランザクションが開始され
る方法は、それぞれ本発明の応用に応じて変わる。例えば、トランザクションは、ＡＴＭ
機を使用して認証する要求、ネットワークのアクセスポイントを介してネットワークにア
クセスする要求などである可能性がある。
【０１４１】
　ステップ９０６では、ユーザ端末が識別子を含む要求を送信する。要求は、ユーザによ
るトランザクションの開始に反応して送信される。要求（例えば要求のタイプ、要求のフ
ォーマットなど）および要求に含まれる識別子（例えば識別子がユーザおよび／またはユ
ーザ端末に関連しているかどうか）は、それぞれ本発明の応用に応じて変わる。
【０１４２】
　例えば、トランザクションがＡＴＭ機を使用して認証する要求である場合、要求は、ユ
ーザがＡＴＭ機に挿入する銀行カードの口座番号を含むことができる。例えば、トランザ
クションがネットワークのアクセスポイントを介してネットワークにアクセスする要求で
ある場合、識別子は、ユーザがネットワークにアクセスしようとしているユーザ機器の識
別子を含むことができる。
【０１４３】
　ステップ９０８では、リモートサーバが識別子を含む要求を受信する。ステップ９１０
では、リモートサーバは識別子に基づいて動的な個人属性を検索する。ステップ９１２で
は、リモートサーバが動的な個人属性をユーザ端末に送信する。主としてリモートサーバ
が動的な個人属性をユーザ端末に送信する実施形態に関して示して説明しているが、動的
な個人属性は他の方法でユーザ端末に伝えられることがある。
【０１４４】
　ステップ９１４では、ユーザ端末が動的な個人属性を受信する。ステップ９１４では、
ユーザ端末は動的な個人属性をユーザに提示する。動的な個人属性は、多種多様な方法で
ユーザに提示されることが可能であり、この方法は本発明の応用に応じて変わる可能性が
ある。
【０１４５】
　例えば、トランザクションがＡＴＭ機を使用して認証する要求である場合、動的な個人
属性はＡＴＭ機のディスプレイ画面上でユーザに表示されることが可能であり、それによ
ってユーザはＡＴＭ口座の認証情報を入力する前に（例えばＡＴＭカードの暗証番号を入
力する前に）リモートサーバの正当性を判定することができるようになる。
【０１４６】
　例えば、トランザクションがネットワークのアクセスポイントを介してネットワークに
アクセスする要求である場合、動的な個人属性は、ユーザがアクセスネットワークにアク
セスしようとしているコンピュータまたは他のユーザ機器のディスプレイ画面上でユーザ
に表示されることが可能であり、それによってユーザは認証情報を入力する前にリモート
サーバの正当性を判定することができるようになる。
【０１４７】
　ステップ９１８において、方法９００は終了する。終了するように示しているが、プロ
セスは、ユーザがリモートサーバを正当であると判定したかどうかにより継続する、また
は継続しないことに注意されたい。
【０１４８】
　例えば、トランザクションがＡＴＭ機を使用して認証する要求である場合、動的な個人
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属性が正当である（したがってリモートサーバは正当である）と判定すると、ユーザはＡ
ＴＭカードの暗証番号を入力することができ、ＡＴＭ機により認証されると、続けて口座
の残高を調べる、ＡＴＭ機から現金を引き出す、またはＡＴＭ機から利用可能な他の同様
の操作を行うことができる。
【０１４９】
　例えば、トランザクションがネットワークのアクセスポイントを介してネットワークに
アクセスする要求である場合、動的な個人属性が正当である（したがって、リモートサー
バが正当である）と判定すると、ユーザはログインおよびパスワードを入力することがで
き、リモートサーバにより認証されると、続けてインターネットもしくはアクセスしたネ
ットワークから利用可能な他のリソースにアクセスする、またはネットワークから利用可
能な他の同様の操作を行うことができる。
【０１５０】
　図１０は、本明細書に記載した諸機能を実行する際に使用するのに適した汎用コンピュ
ータのハイレベルブロック図を示している。図１０に示すように、システム１０００は、
プロセッサ要素１００２（例えばＣＰＵ）と、例えばランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
および／またはリードオンリーメモリ（ＲＯＭ）などのメモリ１００４と、認証セキュリ
ティモジュール１００５と、様々な入力／出力装置１００６（例えば、以下に限定されな
いが、テープドライブ、フロッピー（登録商標）ドライブ、ハードディスクドライブ、ま
たはコンパクトディスクドライブなどの記憶装置、受信機、送信機、スピーカ、ディスプ
レイ、出力ポート、およびユーザ入力装置（例えばキーボード、キーパッド、マウスなど
））とを含む。
【０１５１】
　本発明は、例えば特定用途用集積回路（ＡＳＩＣ）、汎用コンピュータ、または他のい
かなるハードウェア相当品を使用しても、ソフトウェアにおよび／またはソフトウェアと
ハードウェアの組合せに実装されることが可能であることに注意されたい。一実施形態で
は、この認証セキュリティプロセス１００５は、メモリ１００４にロードされ、プロセッ
サ１００２によって実行されて上述の諸機能を行うことができる。このように、本発明の
（関連するデータ構造を含む）認証セキュリティプロセス１００５は、例えばＲＡＭメモ
リ、磁気もしくは光学式ドライブまたはディスケットなど、コンピュータ可読媒体または
担体に格納することができる。
【０１５２】
　ソフトウェアの方法として本明細書に記載した諸ステップのいくつかは、例えばプロセ
ッサと協力して様々な方法のステップを実行する回路として、ハードウェアの中に実装さ
れることが可能であると考えられる。本発明の一部は、コンピュータプログラム製品とし
て実装され、コンピュータによって処理されるとき、コンピュータの命令が、本発明の方
法および／または技術が呼び出される、または他の方法で提供されるようにコンピュータ
の動作を適合させることが可能である。発明の方法を呼び出す命令は、固定または取り外
し可能の媒体に格納される、ブロードキャストのデータストリームまたは他の信号を載せ
る媒体によって送信される、および／または命令により動作するコンピュータデバイス内
の作業メモリに格納されることが可能である。
【０１５３】
　本発明の技術を組み込む様々な実施形態を本明細書で詳細に示して説明したが、これら
の教示をさらに組み込んだ多くの他の変更形態を、当業者は容易に考案することができる
。
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