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(57)【要約】
　モバイルデバイスは、認証エンティティによる連続的
認証を実行することができる。モバイルデバイスは、生
体センサおよび非生体センサのセットとプロセッサとを
含むことができる。プロセッサは、センサのセットから
センサデータを受信することと、受信されたセンサデー
タから認証情報を形成することと、認証情報を連続的に
更新することとを行うように構成され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体センサおよび非生体センサのセットと、
　プロセッサと
を含むモバイルデバイスであって、前記プロセッサは、
　センサの前記セットからセンサデータを受信することと、
　前記受信されたセンサデータから認証情報を形成することと、
　前記認証情報を連続的に更新することと
を行うように構成される、モバイルデバイス。
【請求項２】
　前記更新された認証情報は、信頼係数、信頼レベル、信頼スコア、認証係数、認証レベ
ル、認証スコア、または認証強度のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載のモバイ
ルデバイス。
【請求項３】
　前記更新された認証情報は、既定のセキュリティおよびプライバシープリファレンス設
定を組み込む、請求項1に記載のモバイルデバイス。
【請求項４】
　前記更新された認証情報は、既定のセキュリティおよびプライバシープリファレンス設
定を満足させる、請求項1に記載のモバイルデバイス。
【請求項５】
　前記既定のセキュリティおよびプライバシープリファレンス設定は、ユーザ承認済みの
センサデータ、生体センサ情報、ユーザデータ入力、または認証情報のタイプを含む、請
求項3に記載のモバイルデバイス。
【請求項６】
　前記プロセッサは、融合されたセキュリティおよびプライバシープリファレンス設定を
形成するために、前記モバイルデバイスおよび認証エンティティの対立する既定のセキュ
リティおよびプライバシープリファレンス設定を交渉するために交渉機能を実施する、請
求項3に記載のモバイルデバイス。
【請求項７】
　前記プロセッサは、前記受信されたセンサデータの認証強度を決定するために認証強度
機能を実施する、請求項1に記載のモバイルデバイス。
【請求項８】
　前記プロセッサは、前記認証情報に関連する信頼レベルを決定するために、経時的な持
続性を解析するために信頼レベル機能を実施する、請求項7に記載のモバイルデバイス。
【請求項９】
　前記プロセッサは、前記認証強度および前記信頼レベルに基づいて信頼係数を決定する
ために信頼係数計算機能を実施する、請求項8に記載のモバイルデバイス。
【請求項１０】
　前記プロセッサは、認証エンティティからの認証要求に応答して、前記認証エンティテ
ィに前記更新された認証情報を送信するように構成される、請求項1に記載のモバイルデ
バイス。
【請求項１１】
　連続的認証を実行するための方法であって、
　生体センサおよび非生体センサのセットからセンサデータを受信するステップと、
　前記受信されたセンサデータから認証情報を形成するステップと、
　前記認証情報を連続的に更新するステップと
を含む方法。
【請求項１２】
　前記更新された認証情報は、信頼係数、信頼レベル、信頼スコア、認証係数、認証レベ
ル、認証スコア、または認証強度のうちの少なくとも1つを含む、請求項11に記載の方法
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。
【請求項１３】
　前記更新された認証情報は、既定のセキュリティおよびプライバシープリファレンス設
定を組み込む、請求項11に記載の方法。
【請求項１４】
　前記更新された認証情報は、既定のセキュリティおよびプライバシープリファレンス設
定を満足させる、請求項11に記載の方法。
【請求項１５】
　前記既定のセキュリティおよびプライバシープリファレンス設定は、ユーザ承認済みの
センサデータ、生体センサ情報、ユーザデータ入力、または認証情報のタイプを含む、請
求項13に記載の方法。
【請求項１６】
　融合されたセキュリティおよびプライバシープリファレンス設定を形成するために、前
記モバイルデバイスおよび認証エンティティの対立する既定のセキュリティおよびプライ
バシープリファレンス設定を交渉するステップをさらに含む、請求項13に記載の方法。
【請求項１７】
　前記受信されたセンサデータの認証強度を決定するステップをさらに含む、請求項11に
記載の方法。
【請求項１８】
　前記認証情報に関連する信頼レベルを決定するために、経時的な持続性を解析するステ
ップをさらに含む、請求項17に記載の方法。
【請求項１９】
　前記認証強度および前記信頼レベルに基づいて信頼係数を決定するステップをさらに含
む、請求項18に記載の方法。
【請求項２０】
　認証エンティティからの認証要求に応答して、前記認証エンティティに前記更新された
認証情報を送信するステップをさらに含む、請求項11に記載の方法。
【請求項２１】
　プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに、
　生体センサおよび非生体センサのセットからセンサデータを受信することと、
　前記受信されたセンサデータから認証情報を形成することと、
　前記認証情報を連続的に更新することと
を行わせるコードを含むコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２２】
　前記更新された認証情報は、信頼係数、信頼レベル、信頼スコア、認証係数、認証レベ
ル、認証スコア、または認証強度のうちの少なくとも1つを含む、請求項21に記載のコン
ピュータ可読記憶媒体。
【請求項２３】
　前記更新された認証情報は、既定のセキュリティおよびプライバシープリファレンス設
定を組み込む、請求項21に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２４】
　前記更新された認証情報は、既定のセキュリティおよびプライバシープリファレンス設
定を満足させる、請求項21に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２５】
　前記既定のセキュリティおよびプライバシープリファレンス設定は、ユーザ承認済みの
センサデータ、生体センサ情報、ユーザデータ入力、または認証情報のタイプを含む、請
求項23に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２６】
　融合されたセキュリティおよびプライバシープリファレンス設定を形成するために、前
記モバイルデバイスおよび認証エンティティの対立する既定のセキュリティおよびプライ
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バシープリファレンス設定を交渉するためのコードをさらに含む、請求項23に記載のコン
ピュータ可読記憶媒体。
【請求項２７】
　前記受信されたセンサデータの認証強度を決定するためのコードをさらに含む、請求項
21に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２８】
　前記認証情報に関連する信頼レベルを決定するために、経時的な持続性を解析するため
のコードをさらに含む、請求項27に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２９】
　前記認証強度および前記信頼レベルに基づいて信頼係数を決定するためのコードをさら
に含む、請求項28に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３０】
　生体センサおよび非生体センサのセットからセンサデータを受信するための手段と、
　前記受信されたセンサデータから認証情報を形成するための手段と、
　前記認証情報を連続的に更新するための手段と
を含むモバイルデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、「Trust Broker for Authentication Interaction with Mobile Devices」
と題する2014年2月23日に出願された米国仮特許出願第61/943,428号、および「Continuou
s Authentication for Mobile Devices」と題する2014年2月23日に出願された米国仮特許
出願第61/943,435号の利益を主張し、これらの米国仮特許出願の内容は、すべての目的の
ためにそれらの全体が参照により本明細書に組み込まれる。本出願はまた、「Trust Brok
er Authentication Method for Mobile Devices」と題する2014年10月24日に出願された
米国特許出願第14/523,679号に関係する。
【０００２】
　本発明は、モバイルデバイスのユーザの連続的認証に関する。
【背景技術】
【０００３】
　多くのサービスプロバイダ、サービス、アプリケーションまたはデバイスは、たとえば
、スマートフォン、タブレットコンピュータ、モバイルヘルスモニタ、または他のタイプ
のコンピューティングデバイスなどのモバイルデバイスから、サービスまたはアプリケー
ションにリモートアクセスしようと試み得るユーザの認証を必要とする。いくつかのコン
テキストでは、銀行、クレジットカード会社、公益事業者、医療サービス提供者、ベンダ
ー、ソーシャルネットワーク、サービス、アプリケーション、または別の参加者などのサ
ービスプロバイダは、ユーザがその主張どおり本人であることの確認を必要とし得る。い
くつかの状況では、サービスプロバイダは、ユーザ名およびパスワードによるなどして、
サービスまたはアプリケーションに最初にアクセスするときにユーザを認証したいと思う
ことがある。他の状況では、サービスプロバイダは、取引または情報の移転を実行する直
前に認証を必要とし得る。サービスプロバイダは、セッション中に数回ユーザを認証した
いと思うことがあるが、認証要求が過剰である場合、ユーザはサービスを利用しないこと
を選択する可能性がある。いくつかのコンテキストでは、デバイスは、ユーザを認証する
ことを必要とし得る。たとえば、モバイルデバイス上の個人電子メールアプリケーション
などのアプリケーションは、ユーザがアカウントの正当な所有者本人であることの確認を
必要とし得る。
【０００４】
　同様に、ユーザは、通信への関与、情報の共有、または取引の要求の前に、サービスプ
ロバイダ、サービス、アプリケーション、デバイスまたは別の参加者を確認したいと思う
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ことがある。ユーザは、セッション中に2回以上確認したいと思い、あるタイプの個人情
報を共有または提供する前に何らかの制御およびプライバシーを望むことがある。いくつ
かの状況では、一方または両方の当事者は、ある種の取引または情報が様々な認証レベル
で共有されることを可能にしたいと思うことがある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の態様は、認証エンティティによる連続的認証を実行し得るモバイルデバイスに
関する。モバイルデバイスは、生体センサおよび非生体センサのセットとプロセッサとを
含むことができる。プロセッサは、センサのセットからセンサデータを受信することと、
受信されたセンサデータから認証情報を形成することと、認証情報を連続的に更新するこ
ととを行うように構成され得る。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明の態様を実施することができるモバイルデバイスのブロック図である。
【図２】認証エンティティによる認証を実行し得る連続的認証システムの図である。
【図３】連続的認証方法による信頼係数の動的性質を示す図である。
【図４】信頼係数を連続的に更新するためにモバイルデバイスのハードウェアに入力され
得る多種多様な異なる入力を示す図である。
【図５】連続的認証のためにバイオメトリクスおよびセンサデータの組合せを提供するシ
ステムをモバイルデバイスが実装し得ることを示す図である。
【図６】連続的認証機能を利用するモバイルデバイスを示す図である。
【図７】連続的認証機能を利用するモバイルデバイスを示す図である。
【図８】利用され得る多種多様な認証技術を示す図である。
【図９】連続的認証マネージャおよび連続的認証エンジンと対話し得る信頼ブローカーを
利用するモバイルデバイスおよび認証エンティティを示す図である。
【図１０】信頼ブローカーの様々な異なる実装形態を示す図である。
【図１１】モバイルデバイスと認証エンティティとの間のプライバシーベクトル(PV)およ
び信頼ベクトル(TV)を示す図である。
【図１２】プライバシーベクトル成分および信頼ベクトル成分を示す図である。
【図１３Ａ】信頼ベクトル(TV)成分計算を実行し得るTV成分計算ブロックの動作を示す図
である。
【図１３Ｂ】データマッピングブロックの動作を示す図である。
【図１３Ｃ】データマッピングブロックの動作を示す図である。
【図１３Ｄ】データ正規化ブロックの動作を示す図である。
【図１３Ｅ】計算式ブロックの動作を示す図である。
【図１３Ｆ】計算結果マッピングブロックの動作および例示的なシナリオのグラフを示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　「例示的」または「例」という単語は、本明細書では「例、事例、または例示として機
能すること」を意味するために使用される。「例示的」または「例」として本明細書で説
明する任意の態様または実施形態は、他の態様または実施形態よりも好ましいか、または
有利であると必ずしも解釈されるべきではない。
【０００８】
　本明細書で使用する場合、「モバイルデバイス」という用語は、限定はしないが、ラッ
プトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、スマートフォン、テレビジョン、デス
クトップコンピュータ、家庭用電化製品、セルラー電話、パーソナルテレビジョンデバイ
ス、携帯情報端末(PDA)、パームトップコンピュータ、ワイヤレス電子メール受信機、マ
ルチメディアインターネット対応セルラー電話、全地球測位システム(GPS)受信機、ワイ
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ヤレスゲームコントローラ、車両(たとえば、自動車)内の受信機、双方向型ゲームデバイ
ス、ノートブック、スマートブック、ネットブック、モバイルテレビジョンデバイス、モ
バイルヘルスデバイス、スマートウェアラブルデバイス、または任意のコンピューティン
グデバイスもしくはデータ処理装置を含むプログラマブルコンピュータデバイスの任意の
形態を指す。「認証エンティティ」は、サービスプロバイダ、サービス、アプリケーショ
ン、デバイス、ソーシャルネットワーク、別のユーザもしくは参加者、またはモバイルデ
バイスもしくはモバイルデバイスのユーザの認証を要求すること、もしくは必要とするこ
とがある任意のエンティティを指す。
【０００９】
　図1は、本発明の実施形態を実施することができる例示的なデバイスを示すブロック図
である。システムは、1つまたは複数のプロセッサ101と、メモリ105と、I/Oコントローラ
125と、ネットワークインターフェース110とを含み得るコンピューティングデバイス(た
とえば、モバイルデバイス100)であり得る。モバイルデバイス100はまた、プロセッサ101
にさらに結合される1つまたは複数のバスまたは信号線に結合される複数のセンサを含む
ことができる。モバイルデバイス100はまた、ディスプレイ120(たとえば、タッチスクリ
ーンディスプレイ)、ユーザインターフェース119(たとえば、キーボード、タッチスクリ
ーン、または類似のデバイス)、電源デバイス121(たとえば、バッテリー)、ならびに電子
デバイスに一般的に関連する他の構成要素を含み得ることを諒解されたい。いくつかの実
施形態では、モバイルデバイス100は、可搬型デバイスであり得るが、デバイス100は、モ
バイルであるか、または非モバイルである(たとえば、特定のロケーションにおいて固定
された)任意のタイプのコンピューティングデバイスであり得ることを諒解されたい。
【００１０】
　モバイルデバイス100は、1つまたは複数の生体センサおよび/または非生体センサのセ
ットを含むことができる。モバイルデバイス100は、クロック130、周囲光センサ(ALS)135
、生体センサ137(たとえば、心拍数モニタ、心電図(ECG)センサ、血圧モニタなどであっ
て、人間識別情報を提供し得る指紋センサ、カメラまたはマイクロフォンなどの他のセン
サを含み得る)、加速度計140、ジャイロスコープ145、磁力計150、方位センサ151、指紋
センサ152、気象センサ155(たとえば、気温、風向き、湿度、気圧など)、全地球測位セン
サ(GPS)160、赤外線(IR)センサ153、近接センサ167、および近距離無線通信(NFC)センサ1
69などのセンサを含むことができる。さらに、センサ/デバイスは、マイクロフォン(たと
えば、音声センサ)165およびカメラ170を含むことができる。通信構成要素は、ワイヤレ
スサブシステム115(たとえば、Bluetooth(登録商標)166、Wi-Fi111、またはセルラー161)
を含むことができ、ワイヤレスサブシステム115も、デバイスのロケーション(たとえば、
位置)を判断するために使用されるセンサと見なされ得る。いくつかの実施形態では、複
数のカメラがデバイスに組み込まれるか、またはデバイスにアクセス可能である。たとえ
ば、モバイルデバイスは、少なくとも前面取付および背面取付カメラを有することができ
る。カメラは、スチールまたはビデオキャプチャ能力を有することができる。いくつかの
実施形態では、他のセンサも複数の設置またはバージョンを有することができる。
【００１１】
　プロセッサ101によって実行するための命令を記憶するために、プロセッサ101にメモリ
105を結合することができる。いくつかの実施形態では、メモリ105は非一時的である。メ
モリ105はまた、プロセッサ101によって実施される後述の実施形態を実施するための1つ
または複数のモデル、モジュール、またはエンジンを記憶することができる。メモリ105
は、一体型センサまたは外部センサからのデータを記憶することもできる。
【００１２】
　モバイルデバイス100は、1つまたは複数のアンテナ123およびトランシーバ122を含むこ
とができる。トランシーバ122は、ネットワークインターフェース110およびワイヤレスサ
ブシステム115と協働して、アンテナおよび/または1つもしくは複数のワイヤードもしく
はワイヤレスリンクを介して、1つまたは複数のネットワークと双方向に通信するように
構成され得る。ネットワークインターフェース110は、ワイヤレスリンクを介してデータ
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ストリームをワイヤレスネットワークに送信し、ワイヤレスネットワークから受信するた
めに、複数のワイヤレスサブシステム115(たとえば、Bluetooth(登録商標)166、Wi-Fi111
、セルラー161、もしくは他のネットワーク)に結合される場合があるか、またはネットワ
ーク(たとえば、インターネット、イーサーネット、もしくは他のワイヤレスシステム)に
直結するためのワイヤードインターフェースとすることができる。モバイルデバイス100
は、1つまたは複数のアンテナに接続される1つまたは複数のローカルエリアネットワーク
トランシーバも含むことができる。ローカルエリアネットワークトランシーバは、ワイヤ
レスアクセスポイント(WAP)と通信し、および/またはWAPとの間の信号を検出し、および/
またはネットワーク内の他のワイヤレスデバイスと直接通信するのに適したデバイス、ハ
ードウェア、および/またはソフトウェアを含む。一態様では、ローカルエリアネットワ
ークトランシーバは、たとえば、1つまたは複数のワイヤレスアクセスポイントと通信す
るのに適したWi-Fi(802.11x)通信システムを含むことができる。
【００１３】
　モバイルデバイス100は、1つまたは複数のアンテナに接続される場合がある1つまたは
複数のワイドエリアネットワークトランシーバも含む場合がある。ワイドエリアネットワ
ークトランシーバは、ネットワーク内の他のワイヤレスデバイスと通信し、および/また
はネットワーク内の他のワイヤレスデバイスとの間の信号を検出するのに適したデバイス
、ハードウェア、および/またはソフトウェアを含む。一態様では、ワイドエリアネット
ワークトランシーバは、ワイヤレス基地局のCDMAネットワークと通信するのに適したCDMA
通信システムを含む場合があるが、他の態様では、ワイヤレス通信システムは、たとえば
、TDMA、LTE、アドバンストLTE、WCDMA(登録商標)、UMTS、4GまたはGSM(登録商標)などの
、別のタイプのセルラー電話ネットワークまたはフェムトセルを含む場合がある。さらに
、たとえば、WiMax(802.16)、超広帯域(UWB)、ZigBee、ワイヤレスUSBなどの任意の他の
タイプのワイヤレスネットワーキング技術を用いることができる。従来のデジタルセルラ
ーネットワークでは、様々な時間および/または位相測定技法によって位置特定能力がも
たらされ得る。たとえば、CDMAネットワークでは、使用される1つの位置判断手法は、ア
ドバンストフォワードリンクトリラテレーション(AFLT)である。
【００１４】
　したがって、デバイス100は、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、セルラーフォ
ン、携帯情報端末、モバイルコンピュータ、ウェアラブルデバイス(たとえば、ヘッドマ
ウントディスプレイ、腕時計、バーチャルリアリティグラスなど)、インターネット電化
製品、ゲーム機、デジタルビデオレコーダ、電子リーダー、ロボットナビゲーションシス
テム、タブレット、パーソナルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、タブレットコ
ンピュータまたは処理能力を有する任意のタイプのデバイスとすることができる。本明細
書で使用する場合、モバイルデバイスは、1つまたは複数のワイヤレス通信デバイスまた
はネットワークから送信されたワイヤレス信号を取り込み、それらのデバイスまたはネッ
トワークにワイヤレス信号を送信するように構成可能である持運び可能な、移動可能なデ
バイスまたは機械とすることができる。したがって、限定ではなく例として、モバイルデ
バイス100は、無線デバイス、セルラー電話デバイス、コンピューティングデバイス、パ
ーソナル通信システムデバイス、または他の同様の移動可能なワイヤレス通信機能搭載デ
バイス、電化製品または機械を含むことができる。「モバイルデバイス」という用語はま
た、衛星信号受信、支援データ受信、および/または位置関連処理がデバイス100において
行われるかにかかわらず、短距離ワイヤレス、赤外線、ワイヤライン接続、または他の接
続などによってパーソナルナビゲーションデバイスと通信するデバイスを含むことが意図
されている。さらに、「モバイルデバイス」は、衛星信号受信、支援データ受信、および
/または位置関連処理が、そのデバイスにおいて行われるか、サーバにおいて行われるか
、またはネットワークに関連する別のデバイスにおいて行われるかにかかわらず、たとえ
ば、インターネット、Wi-Fi、または他のネットワークを介してサーバと通信することが
できる、ワイヤレス通信デバイス、コンピュータ、ラップトップなどを含むすべてのデバ
イスを含むことも意図されている。上記の任意の動作可能な組合せも、「モバイルデバイ
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ス」と見なされる。
【００１５】
　以下で説明する本発明の実施形態は、モバイルデバイス100のプロセッサ101および/ま
たはデバイス100の他の回路および/または他のデバイスによって、たとえばメモリ105ま
たは他の要素内に記憶された命令の実行を通じて実施される場合があることを諒解された
い。詳細には、デバイス100の回路は、プロセッサ101を含むがこれに限定されず、プログ
ラムの制御、ルーチン、または命令の実行の下で動作して、本発明の実施形態による方法
またはプロセスを実行することができる。たとえば、そのようなプログラムは、(たとえ
ば、メモリ105および/または他のロケーションに記憶されている)ファームウェアまたは
ソフトウェアに実装され得、プロセッサ101などのプロセッサ、および/またはデバイスの
他の回路によって実装され得る。さらに、プロセッサ、マイクロプロセッサ、回路、コン
トローラなどの用語は、論理、コマンド、命令、ソフトウェア、ファームウェア、機能な
どを実行することが可能な任意のタイプの論理または回路を指す場合があることを諒解さ
れたい。モバイルデバイス100内の各ユニットまたはモジュールの機能はまた、1つまたは
複数の汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた
、メモリ内に具体化された命令を用いて、全体的または部分的に実装され得る。
【００１６】
　本発明の態様の理解を助けるために、様々な技術について説明する。センサ入力は、前
述のセンサ、たとえば、クロック130、周囲光センサ(ALS)135、生体センサ137(たとえば
、心拍数モニタ、血圧モニタなど)、加速度計140、ジャイロスコープ145、磁力計150、方
位センサ151、指紋センサ152、気象センサ155(たとえば、気温、風向き、湿度、気圧など
)、全地球測位センサ(GPS)160、赤外線(IR)センサ153、マイクロフォン165、近接センサ1
67、近距離無線通信(NFC)センサ169、またはカメラ170のいずれかからの任意の入力を指
し得る。特に、センサ入力のいくつかは、生体センサ137(たとえば、心拍数入力、血圧入
力など)、指紋センサ152(たとえば、指紋入力)、タッチスクリーン120(たとえば、指スキ
ャンまたはタッチ入力)、タッチスクリーン120(たとえば、手または指の形状の入力)、圧
力または力センサ(たとえば、手または指の形状)、マイクロフォン165(たとえば、音声ス
キャン)、カメラ170(たとえば、顔または虹彩のスキャン)などを含み得る生体センサから
の「生体」センサ入力または生体センサ情報と呼ばれ得る。これらは生体センサ入力およ
び生体センサの例にすぎず、多種多様な追加のセンサ入力が利用され得ることを諒解され
たい。さらに、他のタイプのセンサは、本明細書では「非生体」センサ入力/データまた
は単にセンサ入力/データと一般に呼ばれる他のタイプの入力を提供することができる(た
とえば、一般的なセンサ)。これらの一般化されたセンサ入力の一例は、モバイルデバイ
ス100が現在存在する現在の環境に関係するデータを提供するコンテキスト入力と呼ばれ
得る。したがって、コンテキストセンサは、光、加速度、方位、気象、周囲圧力、周囲温
度、周囲光レベル、色の構成要素などの周囲光の特性、ロケーション、近接性、周囲の音
、識別可能な屋内および屋外の特徴、自宅またはオフィスのロケーション、活動レベル、
活動タイプ、他の圧力などのようなコンテキスト感知情報に関係し得るモバイルデバイス
の現在のコンテキスト、状態または状況に関係する任意のタイプのセンサまたはセンサの
組合せであると考えられ得る。したがって、コンテキストセンサの例としては、周囲光セ
ンサ135、加速度計140、気象センサ155、方位センサ151、GPS160、近接センサ167、マイ
クロフォン165、カメラ170などがあり得る。これらは単に、コンテキスト入力およびコン
テキストセンサの例である。いくつかの実装形態では、生体情報およびコンテキスト情報
が、単一のカメラまたはマイクロフォンなどの同じセンサから抽出され得る。いくつかの
実装形態では、生体情報およびコンテキスト情報が、同じセンサデータセットから抽出さ
れ得る。いくつかの実装形態では、生体情報およびコンテキスト情報が、異なるセンサか
ら抽出され得る。いくつかの実装形態では、生体情報およびコンテキスト情報が、同じセ
ンサから、またはセンサのセットから収集された異なるセンサデータから抽出され得る。
さらに、データ入力は、認証のためのユーザ入力データ(たとえば、名前、ID、パスワー
ド、PINなど)または認証のための重要な任意の他のデータを指し得る。いくつかの実施形
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態では、生体センサ情報は、1つまたは複数の生体センサからの生のセンサデータまたは
入力を含むことができる一方、他の実施形態では、生体センサ情報は、ユーザの後続の認
識を可能にするが、指紋画像の再生を可能にしない指紋に関連する様々な細部の位置およ
び方位を有する指紋テンプレート情報などの処理済みデータのみを含むことができること
に留意されたい。いくつかの実施形態では、生体センサ情報は、認証エンティティがユー
ザを識別することを可能にし得る一方、他の実施形態では、マッチングまたは認証は、モ
バイルデバイス内のセキュアな環境で局所的に実行され、確認出力または認証レベルもし
くは認証スコアなどの認証システムの出力のみが、認証エンティティに提供される。指紋
、虹彩、音声または網膜のスキャンなどのセンサスキャンは、センサデータを収集する特
定の方法または技法を示唆しておらず、センサ入力を収集する任意の方法または技法をよ
り広くカバーすることが意図されていることに留意されたい。より一般的には、本明細書
で使用する「センサ情報」は、生のセンサデータ、処理済みセンサデータ、センサデータ
から取り出された、抽出された、もしくはさもなければ受信された情報もしくは特徴、セ
ンサのタイプもしくはステータスに関する情報、アグリゲートされたセンサデータ、アグ
リゲートされたセンサ情報、または他のタイプのセンサ情報を含むことができる。同様に
、「センサデータ」は、生のセンサデータ、センサ入力、センサ出力、処理済みセンサデ
ータ、または他のセンサ情報を指し得る。
【００１７】
　本発明の実施形態は、後で説明するように、動的(連続的に時間変動する)信頼係数、ま
たは信頼ベクトルの決定に関係し得る。信頼係数は、スマートフォン、タブレット、スマ
ートウォッチまたは他のパーソナル電子デバイスなど、モバイルデバイス100のユーザの
現在の認証レベルを伝達することができる。たとえば、高い信頼係数によって示される高
い信頼レベルが、モバイルデバイス100の高解像度指紋センサ152によって、またはユーザ
入力個人識別番号(PIN)を、単純化された、さほど正確ではないセンサからの結果(たとえ
ば、タッチスクリーンディスプレイ120からの指スキャン)と組み合わせることによって、
取得され得る。別の例では、マイクロフォン165または他のソフトな生体インジケータか
らの音声スキャンがユーザ(たとえば、オフィス/自宅における認識されたユーザ)の(たと
えば、GPS160からの)GPSロケーションと組み合わせられるとき、高い信頼レベルが高い信
頼係数により達成され得る。正確な生体インジケータが利用可能ではないが、ユーザがPI
Nを正しく解答した場合、中程度の信頼係数が適切であり得る。別の例では、信頼係数は
、指紋センサから取得されたマッチングのレベルまたは結果(たとえば、マッチングスコ
アまたはマッチングの結果)を伝達するだけであり得る。これらのシナリオの例は、以下
でより詳細に説明する。
【００１８】
　ユーザが利用可能な取引は、信頼係数の値に応じて行うことができる。たとえば、高レ
ベルの信頼係数を有するユーザは、機密情報への高レベルのユーザアクセスを提供される
ことがあり、またはさらに、より大きい値の金融取引を実行する権限を与えられることが
あり、中レベルの信頼係数を有するユーザは、小規模の金融取引のみを実行する権限を与
えられることがあり、低レベルの信頼係数を有するユーザは、ブラウザアクセスを許可さ
れるだけであり得る。スプーフィングの試みの検出または他の不正確な認証結果があると
、高レベルの認証に耐える必要がある高い不信値が生じ得る。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、信頼係数が(たとえば、方法、関数、アルゴリズムなどを介
して)計算され得る。信頼係数は、より低いレベルの信頼または不信に向かって、時間と
ともに減衰し得る。説明するように、モバイルデバイスおよび/またはサーバは、信頼係
数を決定することができる。説明するように、いくつかの実施形態では、連続的認証エン
ジン(CAE)、連続的認証マネージャ(CAM)、および信頼ブローカー(TB)が、モバイルデバイ
スにおける連続的または準連続的な認証能力をもたらすために、信頼係数をリアルタイム
で動的に計算するように構成され得る。
【００２０】
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　本発明の実施形態は、生体センサおよび非生体センサなどの複数のセンサからの入力な
らびに/またはユーザデータ入力(たとえば、ユーザ名、パスワードなど)に基づいてユー
ザが認証を希望する認証エンティティによる認証を実行する装置および方法に関係し得る
。たとえば、モバイルデバイス100のプロセッサ101は、センサのセットからセンサデータ
を受信することと、受信されたセンサデータから認証情報を形成することと、認証エンテ
ィティに対して認証情報を連続的に更新することとを行うように構成され得る。特に、以
下で説明するように、プロセッサ101の制御下にあるモバイルデバイス100は、以下で説明
するこの方法を実施することができる。
【００２１】
　図2をさらに参照すると、認証エンティティ250により認証を実行するためにモバイルデ
バイス100によって実施され得る連続的認証システム200が示されている。特に、モバイル
デバイス100は、前に説明したように、生体センサおよび非生体センサなどの複数のセン
サを含むことができる。さらに、モバイルデバイス100は、プロセッサ101を介して、複数
の機能を実施するためにプリファレンス設定機能ブロック210、認証強度機能ブロック220
、信頼レベル機能ブロック230、および信頼係数計算機能ブロック240を含む連続的認証シ
ステム200を実施するように構成され得る。
【００２２】
　これらの機能は、生体センサ情報、非生体センサデータ、ユーザデータ入力、または時
間のうちの1つまたは複数に基づく信頼係数要求または他の認証情報についての要求を含
み得る(アプリケーション252を実装している)認証エンティティ250からの認証要求を受信
することを含み得る。連続的に感知されたデータから連続的に何らかのセンサ情報が決定
され得る。たとえば、認証強度機能ブロック220は、信頼係数計算機能ブロック240によっ
て計算される信頼係数を形成するために、(プリファレンス設定機能ブロック210によって
決定された)既定のセキュリティ/プライバシープリファレンス設定と合致し、当該プリフ
ァレンス設定に適合し、当該プリファレンス設定を満足させ、もしくは当該プリファレン
ス設定と整合し、またはさもなければ当該プリファレンス設定を組み込む、生体センサ(
たとえば、ハードなバイオメトリクスおよび/もしくはソフトなバイオメトリクス)からの
生体センサ情報、非生体センサ(たとえば、非バイオメトリクス)からの非生体センサデー
タ、ユーザデータ入力、または他の認証情報を取り出し、抽出し、またはさもなければ受
信することができる。信頼係数は、モバイルデバイス100内で連続的、準連続的または周
期的に更新され得る。信頼係数または他の認証情報は、連続的、準連続的もしくは周期的
な方法での認証エンティティによる認証のために認証エンティティ250に送信されること
、または要求に応じて、もしくは認証エンティティによる要求に従い時間的に慎重に、た
とえば購入取引のために、送信されることがある。いくつかの実装形態では、認証情報は
、ある間隔もしくは時間経過に基づいて、またはセンサのセットからのセンサデータもし
くは認証情報の変化に応じて、認証エンティティ250に送られ得る。いくつかの実装形態
では、モバイルデバイス100は、センサ情報を連続的に受信して、または受信することな
く、信頼係数または他の認証情報を計算することによって、連続的認証を行うことができ
る。いくつかの実装形態では、連続的認証はオンデマンドで、センサ情報にアクセスして
、またはアクセスすることなく、信頼係数または他の認証情報を計算することによって行
われ得る。
【００２３】
　一実施形態では、プリファレンス設定機能ブロック210によって設定される既定のセキ
ュリティおよびプライバシープリファレンス設定は、認証エンティティ250、モバイルデ
バイス100によって、またはモバイルデバイスのユーザによって定義され得る。既定のセ
キュリティおよびプライバシープリファレンス設定は、生体センサ情報、非生体センサデ
ータ、ユーザデータ入力、または信頼係数を決定する際に利用されるか、もしくは利用さ
れない他の認証情報のタイプを含むことができる。また、既定のセキュリティ/プライバ
シープリファレンス設定は、生体センサ情報および/または非生体センサデータに必要な
認証強度を、それらが利用されるべきか、それとも利用されるべきでないかを判断するた
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めに含むことができる。認証強度機能ブロック220は、対応するセンサからの要求された
ハードな生体データ入力、ソフトな生体データ入力、非生体データ入力、センサデータ、
または他の認証情報の認証強度を決定するために認証強度機能を実施するように、またそ
の認証強度を、認証エンティティ250に連続的または非連続的に送信され得る信頼係数を
計算する信頼係数計算機能ブロック240に渡すように構成され得る。
【００２４】
　たとえば、関連するアプリケーション252を有する認証エンティティ250は、銀行機能、
クレジットカード機能、公益事業機能、医療サービス提供者機能、ベンダー機能、ソーシ
ャルネットワーク機能、他のユーザからの要求などのようなサービスを実施することがで
きる。これらのタイプの認証エンティティは、ある種の確認を必要とし得る。本発明の実
施形態は、連続的または準連続的な認証を行うために信頼係数を連続的に更新し、認証エ
ンティティに送信することに関係し得る。
【００２５】
　様々な用語の例として、信頼係数(TC)は、ユーザデータ入力(たとえば、ユーザ名、パ
スワードなど)、非生体センサ入力(たとえば、GPSロケーション、加速度、方位など)、生
体センサ入力(たとえば、指紋センサからの指紋スキャン、カメラからの顔または虹彩の
スキャン、声紋など)などのデータ入力に基づく信頼のレベルであり得る。信頼係数は、1
つまたは複数のデータ入力の組成、アグリゲートまたは融合であり得る。また、説明する
ように、これらの入力の各々は、信頼係数計算機能ブロック240によって1つまたは複数の
信頼係数値を準備する際に使用される認証強度および/またはスコアを、認証強度機能ブ
ロック220によって与えられ得る。認証エンティティ250は、実行されるべき特定の機能の
ためにモバイルデバイス100の認証を可能にするのにかなり十分な信頼レベルを作成、生
成またはさもなければ形成するために満たされる必要があるリスク係数(RC)を設定するこ
とができる。したがって、認証エンティティ250は、実行されるべき特定の機能のために
モバイルデバイス100を認証エンティティ250が認証し得るように、リスク係数よりも大き
い信頼係数をモバイルデバイス100が生成したかどうかを判断することができる。信頼係
数という用語は、以下でより詳細に説明するように、信頼ベクトル(TV)の一部であり得る
。
【００２６】
　図2の機能をより詳細に見ると、連続的認証システム200は、連続的認証のための方法を
提供する。特に、ブロック210は、実行のためにプリファレンス設定を確立および維持す
るために、セキュリティ/プライバシープリファレンス設定機能を実施する。プリファレ
ンス設定機能ブロック210によって実施されるプリファレンス設定は、ユーザプリファレ
ンス、機関プリファレンス、またはアプリケーションプリファレンスを含むことができる
。たとえば、プリファレンス設定は、セキュリティ/プライバシー設定、セキュリティ/プ
ライバシープリファレンス、認証強度、信頼レベル、認証方法、時間の関数としての減衰
率、減衰期間、プリファレンスする信頼および資格証明入力/出力フォーマット、スコア
および係数の範囲、持続性値などに関係し得る。ユーザプリファレンスは、たとえば、異
なるネットワーク(たとえば、ホームネットワーク、オフィスネットワーク、公衆ネット
ワークなど)へのアクセスに関連する設定、地理的ロケーション(たとえば、自宅、オフィ
ス、または信頼できないロケーション)、動作環境条件、およびフォーマット設定を含む
ことができる。いくつかの実装形態では、ユーザプリファレンスは、機能自体をカスタマ
イズすること、たとえば、時間の関数としての信頼係数減衰率を変更すること、減衰期間
を変更することなどを含み得る。
【００２７】
　機関プリファレンスは、(たとえば、認証エンティティ250の)第三者サービスプロバイ
ダの信頼ブローカーなどの機関、またはワイヤレス通信事業者、デバイス製造業者、ユー
ザの雇用主などのようなプリファレンスを設けたいと思う他の者のプリファレンスに関係
し得る。(たとえば、認証エンティティ250のアプリケーション252からの)アプリケーショ
ンプリファレンスは、ユーザが金融取引の実行、秘密情報の提出または受信、購入、ソー
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シャルネットワーキングへの関与などを希望するウェブサイトなど、ユーザが認証を希望
するアプリケーションまたはサービスによって設けられたプリファレンスに関係し得る。
たとえば、アプリケーションプリファレンスは、認証レベル要件および信頼レベル要求を
含むことができる。
【００２８】
　したがって、プリファレンス設定機能ブロック210は、ユーザの1つまたは複数の指定さ
れたプリファレンス、ユーザが対話を希望し得る認証エンティティからの1つもしくは複
数のアプリケーションもしくはサービスからの指定されたプリファレンス、または第三者
機関の指定されたプリファレンスを入力として受信し得る。
【００２９】
　一実施形態では、プリファレンス設定機能ブロック210は、認証エンティティ250(たと
えば、アプリケーションプリファレンスおよび機関プリファレンス)とモバイルデバイス1
00(たとえば、ユーザプリファレンス)との間で対立する既定のセキュリティおよびプライ
バシープリファレンス設定を交渉もしくは仲裁するために、または認証強度機能ブロック
220、信頼レベル機能ブロック230、および信頼係数計算機能ブロック240に送信され得る
融合されたセキュリティおよびプライバシープリファレンス設定を作成、生成もしくはさ
もなければ形成するために、交渉機能または仲裁機能を実施することができる。したがっ
て、様々なユーザプリファレンス、機関プリファレンスおよびアプリケーションプリファ
レンスを受信するプリファレンス設定機能ブロック210は、モバイルデバイスプリファレ
ンス、ユーザプリファレンス、アプリケーションプリファレンス、機関プリファレンスな
どの間で相容れない設定を交渉または仲裁するため、に融合されたセキュリティ/プライ
バシープリファレンス設定を出力するように構成され得る。たとえば、モバイルデバイス
100のユーザは、便宜のために、最も好まれる認証方法となるように音声を設定すること
がある。銀行などの認証エンティティ250は、信頼性の欠如が疑われるために、最も好ま
れない認証方法となるように音声を設定することがある。プリファレンス設定機能ブロッ
ク210は、任意の対立する既定のセキュリティ/プライバシープリファレンス設定の間で仲
裁または交渉するために仲裁機能または交渉機能を実施することができ、認証強度機能ブ
ロック220および信頼係数計算機能ブロック240に適切な融合されたプリファレンス設定(
たとえば、マイクロフォンからの音声およびカメラからの虹彩スキャン)を出力すること
ができる。
【００３０】
　認証強度機能ブロック220は、たとえば、ハードな生体情報入力、ソフトな生体情報入
力または非生体情報入力に基づいて、認証強度を決定するために認証強度機能を実施する
ように構成され得る。一例として、生体データは、指紋認識、顔認識、虹彩認識などに関
するデータを含み得る「ハードな」バイオメトリクスと、衣服の色およびスタイル、髪の
色およびスタイル、目の動き、心拍数、ECG波形から抽出された特色または顕著な特徴、
歩き方、活動レベルなどを含み得る「ソフトな」バイオメトリクスとの、2つのカテゴリ
ーに定義され得る。非生体認証データは、ユーザ名、パスワード、PIN、IDカード、GPSロ
ケーション、近接性、気象、ならびに前に説明したコンテキストセンサ入力または一般的
センサ入力のいずれかを含み得る。さらに、認証強度機能ブロック220は、たとえば、セ
ンサ識別番号、センサフォールトトレランス、センサの正確性に影響を与え得るセンサ動
作環境および条件などを含む、センサ特徴付けデータを受信し得る。一部のバイオメトリ
クス情報およびセンサ特徴付けデータは、動的かつ連続的に変化し得る。
【００３１】
　一実施形態では、認証強度機能ブロック220は、これらの様々な生体センサおよび非生
体センサからデータ入力(たとえば、ハードなバイオメトリクス、ソフトなバイオメトリ
クス、非バイオメトリクスなど)を受信し、プリファレンス設定機能ブロック210からプリ
ファレンスデータを受信し得る。これに基づいて、認証強度機能ブロック220は、ユーザ
認証に使用されるべき生体センサデータおよび非生体センサデータの強度を示す第1のメ
トリックを信頼係数計算ブロック240に出力するように構成され得る。第1のメトリックは
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、高、中、低もしくはなし、数/パーセンテージ、ベクトル、または他の適切なフォーマ
ットなどのような特徴付けを使用して表され得る。このメトリックの値は、一部のバイオ
メトリクス情報およびセンサ特徴付けデータまたはプリファレンス設定が動的かつ連続的
に変化し得るのに伴って、時間的に動的または連続的に変化し得る。
【００３２】
　ソフトなバイオメトリクスおよびハードなバイオメトリクスの強度または信頼性は動的
であり得る。たとえば、ユーザは、ユーザの生体情報(たとえば、指紋)を登録すること、
または生体情報の最初の登録から一定時間後にユーザを認証することを要求され得る。モ
バイルの疑わしい使用が検出され得る場合、この時間間隔を短縮することは有益であり得
る。同様に、ユーザの便宜のために、時間の経過を相殺し、再認証の必要を遅らせるため
に、手掛かり、たとえば、使用およびコンテキストの一貫したパターンをデバイスが連続
的に自律的に認識する場合、時間間隔は延長され得る。信頼レベル機能ブロック230は、
信頼レベルを決定するために、経時的な持続性を解析するために信頼レベル機能を実施す
ることができる。特に、信頼レベル機能ブロック230は、選択されたユーザ行動またはコ
ンテキストおよび他の認証情報の経時的な持続性を解析するように構成され得る。たとえ
ば、信頼レベル機能ブロック230は、行動の一貫性または行動パターンを識別および/また
は解析することができる。行動の一貫性の例としては、週末の朝の規則的歩行、相手との
間で規則的に呼び出されるか、または文字通信機能を使って送られる電話番号の持続性、
ネットワーク行動、モバイルデバイス上のいくつかのアプリケーションの使用パターン、
動作環境、動作条件パターンなどがあり得る。さらに、信頼レベル機能ブロック230は、
地理的ロケーションの持続性、決まった時間における一定のロケーションでの(たとえば
、職場、自宅、またはコーヒーショップでの)存在のパターンの繰返し、ネットワークア
クセス設定(たとえば、ホームネットワーク、オフィスネットワーク、公衆ネットワーク)
のパターンの持続性、動作環境パターン、動作条件パターンなどのような、他のコンテキ
ストパターンを識別および/または解析することができる。さらに、信頼レベル機能ブロ
ック230は、センサID、センサフォールトトレランス、センサ動作環境および状況などの
ような、センサ関連特徴付けデータを受信し得る。
【００３３】
　したがって、信頼レベル機能ブロック230は、コンテキストおよび行動の持続性ならび
にセンサ特徴付けデータを入力として受信し得る。信頼レベル機能ブロック230は、信頼
のレベルを示す第2のメトリックを信頼係数計算機能ブロック240に出力するように構成さ
れ得る。第2のメトリックは、高、中、低もしくはなし、数もしくはパーセンテージ、ベ
クトルの成分、または他のフォーマットのような特徴付けを使用して表され得る。このメ
トリックの値は、コンテキストの持続性、行動パターン、センサ特徴付けデータ、または
プリファレンス設定が変化するときに、時間的に動的または連続的に変化し得る。
【００３４】
　さらに、信頼係数計算機能ブロック240は、生体センサおよび非生体センサからの受信
された入力データの認証強度ならびに生体センサおよび非生体センサからの入力データに
基づいて受信された信頼レベルに基づいて信頼係数を決定するために信頼係数計算機能を
実施することができる。信頼係数計算機能ブロック240は、信頼係数を決定するために、
認証強度機能ブロック220からの認証強度の第1のメトリック、信頼レベル機能ブロック23
0からの信頼レベルの第2のメトリック、プリファレンス設定機能ブロック210からのプリ
ファレンス設定、ならびに時間/日付入力を受信するように構成され得る。信頼係数計算
機能ブロック240は、認証エンティティ250による連続的、準連続的または慎重な認証を実
現するために、連続的もしくは準連続的に、または慎重かつオンデマンドで、認証エンテ
ィティ250に信頼係数を出力するように構成され得る。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、以下でより詳細に説明するように、信頼係数計算機能ブロッ
ク240は、統一されたフォーマットに入力データおよびデータフォーマットをマッピング
するための事前設定されたルックアップテーブルに基づくデータ解釈およびマッピング、
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事前決定されたデータ範囲へのデータ正規化、デフォルトに従い得る、または1つもしく
は複数の要求側によって経時的に要求されるプリファレンス設定の変更に基づいて変更さ
れ得る方法/式に基づく計算、計算結果およびプリファレンス設定に従った好ましいフォ
ーマットのマッピングなどのようなプロセスを実行することができる。
【００３６】
　さらに、いくつかの実施形態では、以下でより詳細に説明するように、信頼係数は、1
つまたは複数の成分を有する総合信頼係数または信頼スコアを含むことができる。信頼係
数、スコアまたはレベルは、マルチフィールド信頼ベクトルの一部として構成され得る。
さらに、いくつかの実施形態では、信頼係数計算機能ブロック240は、信頼係数成分を出
力し、ユーザもしくはデバイスを認証するために使用される資格証明もしくは他の情報を
含めるように、または取引を完了させるために使用される他のデータ(たとえば、ユーザ
がコンピュータもしくはロボットではないことを確認するデータ)を提供するように構成
され得る。他の実装形態では、信頼係数計算機能ブロック240は、資格証明を出すか、ま
たは取引を完了させるために使用される他のデータを提供するために、信頼ブローカーな
ど、別のシステム要素によって利用される信頼係数を出力することができる。
【００３７】
　プリファレンス設定に基づいて、出力フォーマットが定義または変更され得る。信頼係
数成分は、時間ごとにプリファレンス設定の変更に起因して変わり得る。信頼係数成分は
、要求ごとにプリファレンス設定間の差異および異なる要求側に起因して変わり得る。た
とえば、特定の認証方法の使用のために、または信頼係数減衰の時定数を変えるために必
要とされるような、特定の要件を満たす信頼係数成分の生成を構成または制御し得る式に
パラメータを提供するために、アプリケーションプリファレンスまたは機関プリファレン
スが使用され得る。
【００３８】
　信頼係数計算機能ブロック240の出力は、ユーザがモバイルデバイス100と様々な方法で
対話する中で、時間的に様々な形で変化し得ることを諒解されたい。以下では、図3を参
照しながら信頼係数の動的性質および連続的認証を示す一例を提供する。図3は、連続的
認証方法による信頼係数の動的性質を示す。たとえば、y軸は、様々なレベル(たとえば、
レベル4-完全な信頼、レベル3-高い信頼、レベル2-中程度の信頼、レベル1-低い信頼、レ
ベル0-不信、レベル-1-高い不信)を有する動的信頼係数を示し、x軸は、時間を表す。
【００３９】
　たとえば、ポイントa)では、モバイルデバイスは、初期化されていないステータスおよ
び(レベル1の低い信頼とレベル0の低い不信との間の境界において識別される)ゼロの信頼
係数レベルにより認証プロセスを開始することができる。ポイントb)では、モバイルデバ
イスは、高レベルの認証を開始する。たとえば、ポイントb')では、高レベルの認証が(た
とえば、指紋センサからの指紋スキャンならびにユーザIDおよびパスワードにより)達成
されている。このポイントb')では、完全に信頼できるステータスが獲得されている(たと
えば、レベル4の完全な信頼)。しかしながら、ポイントc)に示されているように、時間が
進む中で信頼レベルは低下し始める。ポイントd)では、信頼レベルがレベル3の信頼まで
低下しており、信頼係数の再認証が必要とされる。このポイントでは、カメラを介した目
のスキャンなど、別の入力が必要とされ得る。これに基づいて、ポイントd')では、完全
に信頼できるステータスが再獲得されている。
【００４０】
　またしても、ポイントe)では、時間が進む中で、信頼レベルが再び減衰する。次いで、
ポイントf)では、信頼係数をレベル4の完全な信頼に戻すために、再認証が必要とされる
。ポイントf')では、追加のセンサ入力に基づいて、完全に信頼できるステータスが再獲
得されている。たとえば、以前のセンサ入力が再入力され得る(たとえば、追加の指紋ス
キャン)か、またはマイクロフォンを通じた音声スキャンなどの新しい入力が獲得され得
、それにより再び、信頼係数は完全な信頼レベルに戻る。前に説明したように、以前の認
証により、動的信頼係数は完全な信頼のレベルとの間で行ったり来たりしている。
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【００４１】
　しかしながら、ポイントg)では、信頼レベルは、ポイントh)までずっと、著しく減衰し
始め、ポイントh)では、動的信頼係数が、信頼できるステータスから外れてレベル0の信
頼レベル(低い不信)まで完全に低下しており、再認証が再発生する必要がある。ポイント
h')では、完全に信頼できるステータスが再獲得されている。たとえば、ユーザは、指紋
センサを介した指紋スキャンならびにユーザIDおよびパスワードを入力していることがあ
る。だが再び、ポイントi)では、時間が経過する中で、信頼レベルはポイントj)の低い信
頼レベルに戻る形で減衰し始め得る。
【００４２】
　このポイントでは、サービスプロバイダアクセスについての要求は、中程度の信頼レベ
ル(たとえば、レベル2)を必要とするだけであり得るので、ポイントj')では、たとえば、
低解像度タッチスクリーンの指センサ入力のみによって、中程度の信頼レベルが獲得され
る。再びポイントk)では、時間が進む中で、動的信頼係数の信頼レベルがレベル0の低い
不信(ポイント1)まで戻る形でずっと低下し、ポイント1では、信頼係数がベースラインの
不信レベルにおいて維持される。ポイントl')では、中レベルの認証が始まり、ポイントl
'')では、中レベルの信頼できるステータスが(たとえば、タッチスクリーンの指スキャン
によって)再獲得される。しかしながら、ポイントm)では、時間が進む中で、信頼レベル
が減衰し始め、ポイントn)におけるベースラインの低い不信まで低下する。ポイントo)で
は、スプーフィング攻撃の試みが検出され得る。ポイントo')では、スプーフィングは失
敗しており、完全に不信のステータスが発生しており(たとえば、レベル-1の高い不信)、
そのステータスがポイントp)までの時間にわたって維持される。
【００４３】
　時間とともに、高レベルの不信は、ベースラインの不信レベルに戻る形で弱まる。ポイ
ントq)では、減衰がベースラインの不信のステータスにおいて停止する。ポイントr)では
、中レベルの認証が再び始まる。ポイントr')では、中レベルの認証が失敗しており、低
い不信のステータスレベルが獲得されている(たとえば、レベル0)。たとえば、タッチス
クリーンを介した指スキャンが失敗していることがある。このポイントでは、信頼レベル
は一定の時間にわたって維持され、次いでポイントs)において、ポイントt)におけるベー
スラインレベルの不信に戻る形で減衰し始める。ポイントt)では、信頼レベルは、ポイン
トu)まで低レベルの不信に維持される。低レベルの認証がポイントu)において始まり得る
。たとえば、ポイントw)まで少なくとも低レベルの信頼があるように、GPSロケーション
などの低レベルの認証がポイントu')において獲得され得る。しかしながら、またしても
、時間が経過する中で、動的信頼係数のレベルがポイントx)の低レベルの信頼まで低下し
始めるが、低下はポイントx')(ベースラインの低レベルの信頼できるステータス)におい
て停止し得る。
【００４４】
　プロセスは、指紋センサを介した指紋スキャンまたはユーザ名およびパスワードなどの
高レベルの認証を要求することにより再び始まり得、その結果、ポイントy')において、
完全に信頼できるステータスが再び獲得され、動的信頼係数が著しく増大している。しか
しながら、またしても、時間が経過しポイントz)を過ぎると、信頼レベルは、ポイントaa
)におけるベースラインの低レベルの信頼できるステータスまで再び減衰し始める。
【００４５】
　様々な実装形態によれば、信頼係数は動的であり、信頼係数が時間とともに低下する中
で、ユーザ/モバイルデバイスは、様々な認証エンティティによる動作を実行するのに十
分高いレベルに信頼係数を保つために、それ自体を再認証する必要があり得ることを諒解
されたい。
【００４６】
　図4は、信頼係数を連続的または準連続的に更新するためにモバイルデバイスのハード
ウェア420に入力され得る多種多様な異なる入力400を示す。たとえば、図4に示すように
、様々なハードな生物学的バイオメトリクス402が、ハードウェア420の適切な生体センサ
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422による生体センサ入力として利用され得る。ハードな生物学的バイオメトリクスの例
としては、指紋スキャン、掌紋、顔スキャン、肌スキャン、音声スキャン、手/指の形の
画像化などがあり得る。さらに、図4は、肌の色、髪のスタイル/色、顎髭/口髭、衣服の
色など、多種多様なソフトなバイオメトリクス408が、ハードウェア420の適切な生体セン
サ422による生体センサ入力として利用され得る。さらに、様々な行動バイオメトリクス4
04および心理的バイオメトリクス406が、ハードウェア420の適切なセンサ422によるセン
サ入力から決定され得る。これらのセンサ入力の例としては、声の抑揚、心拍の変動、急
激な目の動き、様々な手のジェスチャー、指タッピング、行動の変化などがあり得る。さ
らに、前に説明したように、時間履歴410も入力として利用され得る。前に説明したよう
に、信頼係数を生成するために、モバイルデバイスのハードウェア420の適切な生体セン
サ422に関連して、これらのタイプのバイオメトリクスの決定、登録、記録などが行われ
得る。前に説明したように、そのようなセンサは生体センサおよび非生体センサを含む。
これらのセンサ422の例としては、指紋センサ、カメラセンサ、マイクロフォン、タッチ
センサ、加速度計など、前に説明したセンサのすべてがある。
【００４７】
　さらに、ハードウェア420は、ユーザの連続的または準連続的な認証を実行するために
、様々なセンサからの入力を解析することができる解析モデル442を実施するために、1つ
または複数の処理エンジン424およびアウェアネスエンジン426を含むことができる。これ
らの解析モデル442は、セキュリティおよびプライバシー設定(たとえば、既定のセキュリ
ティ/プライバシープリファレンス設定)を考慮し得る。例として、利用される解析モデル
442のタイプは、識別モデル、マルチモーダルモデル、連続的識別モデル、確率ベースの
認証モデルなどを含み得る。
【００４８】
　これらの解析モデルは、モバイルデバイスのユーザが対話したいと思う外部サイト、認
証エンティティ、アプリケーションまたは他のユーザとともに使用する信頼係数の生成に
よる連続的認証に利用され得る。これらのタイプのアプリケーション450の対話の例とし
ては、アクセス制御452(たとえば、デバイスアクセス、アプリケーションアクセス、クラ
ウドアクセスなど)、eコマース454(たとえば、クレジットカード取引、支払方法、ATM、
銀行など)、個人化サービス456(たとえば、ユーザフレンドリーなアプリケーション、個
人ヘルスモニタリング、医療アプリケーション、プライバシー保護など)、または他の機
能458(たとえば、カスタマイズされた生体情報に基づく他のアプリケーションの改善など
)があり得る。
【００４９】
　さらに図5を参照して、様々なタイプ(たとえば、生物学的、行動的、物理的、ハードな
、ソフトな、など)のバイオメトリクス502が、連続的認証のために信頼係数を介して強い
認証を実行するためにすべて収集および処理され得る、ロケーション、時間履歴などを含
むセンサデータ504と組み合わせられること、またはセンサデータ504から導出されること
を可能にするシステム500をモバイルデバイスが実施し得ることを諒解されたい。これら
のタイプの測定は、1つまたは複数の機械学習プロセス506のために記録され、利用され得
る。このデータ収集に基づいて、連続的認証プロセス508は、前に説明したように利用さ
れ得る。特に、収集されたデータの結果として、ユーザの連続的認証、モバイルデバイス
の既存のセンサおよびコンテキストアウェアネス能力より良い利用、バイオメトリクスの
有用性の精度改善、ならびにサービスプロバイダ、アプリケーション、デバイスおよび他
のユーザとの対話のセキュリティ改善など、様々な特徴が提供され得る。
【００５０】
　信頼係数による連続的認証に前述の機能を利用するモバイルデバイスの一例について、
図6を参照しながら以下で説明する。たとえば、グラフ602によって示されるように、マッ
チングスコアがフルアクセスしきい値を過ぎたときに認証を行う従来のシステムは通常、
1回の認証に1つの生体入力(たとえば、指紋センサ)のみを使用し、各アクセスは毎回独立
して処理される。従来の手法では、グラフ604を参照しながら示すように、1回の認証(た
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とえば、指紋センサ)が達成されなかった(たとえば、フルアクセスしきい値に達しなかっ
た)場合、アクセスは発生しない。一方、連続的認証システムを利用すると、認証は連続
的かつ活動的に実行され得、生体情報は適応的に更新および変更され得る。したがって、
グラフ612に示すように、様々なアクセス制御が連続的に収集および更新され得、グラフ6
14に示すように、連続的認証(たとえば、最初に指紋スキャン、次にカメラからの顔スキ
ャン、次にGPS更新など)のためのこの連続的更新に基づいて、アクセス制御は100%達成す
ることができ、アクセスは認証される。さらに、認識精度を改善するために、履歴情報が
収集され得る。
【００５１】
　図7を参照すると、連続的認証システムを利用することによって、侵入者の検出が改善
され得る。従来のバイオメトリクスを利用すると、フルアクセスしきい値が満たされると
(グラフ702)、アクセス制御が許可され(グラフ704)、後続の侵入者による使用が識別され
ないことがある。一方、連続的認証データを利用することによって(グラフ712)、入力は
連続的に収集され得(たとえば、GPSロケーション、タッチスクリーンの指スキャンなど)
、アクセス制御が満たされ(グラフ714)、アクセスが許可されても、侵入者は依然として
検出され得る。たとえば、侵入者の表示が検出され得(たとえば、未知のGPSロケーション
)、指紋スキャンなど、より強い認証入力が要求され、モバイルデバイスによって受信さ
れるまで、アクセス制御は止まり、アクセスは拒否される。
【００５２】
　さらに図8を参照して、多種多様な従来型および追加の認証技術が利用され得ることを
諒解されたい。たとえば、従来型の認証技術の場合、多種多様なタイプが利用され得る。
たとえば、ブロック810に示すように、上層の従来型の認証技術は、ユーザ名、パスワー
ド、PINなどを含み得る。ブロック812に示す中層の従来型の認証技術は、キー、バッジリ
ーダー、署名パッド、RFIDタグ、ログイン、事前決定されたコールイン番号などを含み得
る。さらに、ブロック814に示すように、低層の従来型の認証技術は、ロケーション決定(
たとえば、職場)、質問と答え(たとえば、チューリングテスト)、一般的なコールイン番
号などを含み得る。信頼係数を連続的に更新するために連続的認証を利用する前述のモバ
イルデバイスは、これらの従来型の技術、ならびに後述する追加の認証技術を利用するこ
とができることを諒解されたい。
【００５３】
　さらに、連続的認証に関係する本発明の実施形態は、多種多様な追加の生体認証技術を
含み得る。たとえば、ブロック816に示すように、上層の生体認証技術は、指紋スキャナ
、マルチ指紋スキャナ、ライブスキャンを使用する自動指紋識別システム(AFIS:automati
c fingerprint identification system)、虹彩スキャン、連続的指紋画像化、様々な組合
せなどを含み得る。さらに、中層の生体認証技術は、顔認識、音声認識、掌スキャン、脈
管スキャン、個人的証言(personal witness)、時間履歴などを含み得る。その上、ブロッ
ク820に示すように、低層の生体認証技術は、手/指の形状、頬/耳のスキャン、肌の色ま
たは特徴、髪の色またはスタイル、目の動き、心拍数解析、歩き方の判断、ジェスチャー
の検出、行動属性、心理状態、コンテキスト行動などを含み得る。これらは連続的認証に
利用され得るバイオメトリクスの例にすぎないことを諒解されたい。
【００５４】
　さらに図9を参照すると、前に説明したように、信頼係数(TC)がモバイルデバイス100の
ユーザの現在の認証レベルを伝達することができる。以下でより詳細に説明するように、
モバイルデバイス100および/または認証エンティティ250は信頼係数を決定することがで
きる。説明するように、いくつかの実施形態では、連続的認証エンジン(CAE)、連続的認
証マネージャ(CAM)、および信頼ブローカー(TB)が、モバイルデバイスにおける連続的ま
たは準連続的な認証能力をもたらすために、信頼係数をリアルタイムで動的に計算するよ
うに構成され得る。さらに、信頼係数(TC)という用語は、信頼ベクトル(TV)の成分として
含まれ得る。TVは、1つまたは複数のデータ入力、センサ情報、またはスコアの組成を含
むことができる。特に、TV入力の各々は認証強度および/またはスコアを与えられ得る。
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さらに、いくつかの実施形態では、モバイルデバイス100は、ローカル信頼ブローカー(TB
)902を含むことができ、認証エンティティ250はリモート信頼ブローカー(TB)922を含むこ
とができる。いくつかの実施形態では、ローカルTB902は、ユーザ承認済みの生体センサ
情報、非生体センサデータ、および/またはユーザが承認するユーザデータ入力のタイプ
など、既定のユーザセキュリティプリファレンスを含むプライバシーベクトル(PV)を認証
エンティティ250に送信することができる。同様に、認証エンティティ250のリモートTB92
2は、生体センサ情報、非生体センサデータ、および/または認証エンティティが承認する
ユーザデータ入力のタイプなど、既定のセキュリティプリファレンスを含むプライバシー
ベクトル(PV)をモバイルデバイス100に送信することができる。これらのタイプのプライ
バシーベクトルおよび信頼ベクトルについては、以下でより詳細に説明する。特に、モバ
イルデバイス100を認証するために、認証エンティティ250およびモバイルデバイス100の
認証要件を組み込むか、または満足させる適切なTVが認証エンティティ250に送信され得
るように、既定のユーザセキュリティプリファレンスならびに認証エンティティ250の既
定のセキュリティプリファレンスを組み込むか、または満足させる信頼ベクトルTVを決定
するために、モバイルデバイスのローカルTB902は認証エンティティ250のリモートTB922
と交渉することができる。
【００５５】
　一実施形態では、モバイルデバイス100は、連続的認証マネージャ904に結合された連続
的認証エンジン906を含むことができ、これらはいずれもローカルTB902に結合される。こ
の実装形態により、ローカルTB902は、認証エンティティ250のリモートTB922と通信する
ことができる。一例として、連続的認証マネージャ904は、連続的認証エンジン906との対
話などのオンデバイス認証機能を統合することができ、認証関連機能のためにモバイルデ
バイス100上のアプリケーションプログラムインターフェース(API)と対話することができ
る。いくつかの実装形態では、ローカルTB902は、認証エンティティ250のリモートTB922
との外部認証対話においてローカルTB902によって提供されるデータをフィルタリングす
るために使用されるユーザセキュリティ/プライバシープリファレンスを維持するように
構成され得る。
【００５６】
　一例として、ローカルTB902は、リモートTB922と対話し、ユーザ資格証明(たとえば、
ユーザ名、PIN、デジタル証明など)を管理し、どのタイプの資格証明もしくは情報(たと
えば、ユーザデータ入力、センサデータ、生体センサ情報など)が認証エンティティのリ
モートTB922に出されるべきかを(たとえば、プライバシーベクトル情報およびリモートTB
922との交渉に基づいて)判断し、信頼ベクトルおよびプライバシーベクトル(TVおよびPV)
を組み立てて送り、ユーザセキュリティ/プライバシー設定およびプリファレンスを管理
し、かつ/または連続的認証マネージャ904とインターフェースをとることができる。
【００５７】
　一実施形態では、連続的認証マネージャ904は、ローカルTB902と対話すること、信頼ベ
クトル(TV)の信頼スコアがどのようにいつ計算されるかを制御すること、必要とされると
きに(たとえば、ローカル信頼ブローカー902による要求に従って)連続的認証エンジン906
に特定の情報を要求すること、モバイルデバイス101のAPIに出力(たとえば、デバイスレ
ベル信頼制御、キーボードロック、不正使用など)を提供すること、および/または連続的
認証エンジン906を管理すること(たとえば、信頼スコアを更新するよう、かつ/もしくは
信頼スコアがしきい値を割り込んだときにセンサの完全性をチェックするよう、連続的認
証エンジンに命令を出すこと、もしくはアクションを要求することなど)を含む機能を実
行することができる。いくつかの実装形態では、ローカル信頼ブローカー902は、連続的
認証マネージャ904および連続的認証エンジン906と協働して、信頼ベクトルに含める1つ
または複数のセンサデータ、生体センサ情報、データ入力、センサデータスコア、生体セ
ンサ情報スコア、データ入力スコア、信頼係数、信頼スコア、資格証明、認証係数、認証
スコア、認証レベル、認証システム出力、または認証情報を決定することができる。
【００５８】
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　一実施形態では、連続的認証エンジン906は、連続的認証マネージャ904に応答すること
、信頼ベクトル(TV)成分を生成すること、TVスコア、値もしくはレベルを計算すること、
要求されたときに生データ、テンプレートデータもしくはモデルデータを提供すること、
従来型のオーセンティケータ(たとえば、顔、虹彩、指紋、耳、音声、マルチモーダルバ
イオメトリクスなど)、時間/日付、ハードな生体オーセンティケータ、ソフトな生体オー
センティケータ、ハードな地球物理学的オーセンティケータもしくはソフトな地球物理学
的オーセンティケータを生成もしくは伝達すること、および信頼レベル減衰パラメータを
考慮することを含む1つまたは複数の機能を実行することができる。ハードな生体オーセ
ンティケータは、指紋、顔の特徴、虹彩スキャン、網膜スキャンまたは声紋など、個人の
概ね一意の識別子を含むことができ、ソフトな生体オーセンティケータは、持続的な行動
およびコンテキストの態様、規則的行動パターン、モバイルデバイス上のカメラに対する
顔の位置、歩き方の解析、または活性(liveness)など、さほど一意ではない要素を含むこ
とができる。したがって、一実施形態では、連続的認証エンジン906は、1つもしくは複数
の非生体センサ、生体センサからのデータ入力、ユーザインターフェースからのユーザデ
ータ入力、または前述したような他の認証情報に基づくTV成分に基づいてTVスコアを計算
することができる。前に説明したように、1つまたは複数のカメラ(正面および/もしくは
裏面)、マイクロフォン、近接センサ、光センサ、IRセンサ、ジャイロスコープ、加速度
計、磁力計、GPS、温度センサ、湿度センサ、気圧センサ、容量性タッチスクリーン、ボ
タン(電源/ホーム/メニュー)、心拍数モニタ、ECGセンサ、指紋センサ、生体センサ、生
体キーボードなど、このタイプのセンサデータを提供し得る多種多様な異なるタイプのセ
ンサがある。多種多様なこれらの異なるタイプのセンサについては、すでに詳細に説明し
ており、当業者によく知られている。
【００５９】
　さらに、ローカルTB902と協働して連続的認証エンジンマネージャ904および連続的認証
エンジン906を利用することによって、ローカルTB902は、認証エンティティによるモバイ
ルデバイス100の連続的認証を可能にするために、認証エンティティのリモートTB922に認
証応答して、TVの1つまたは複数の成分を周期的、連続的または準連続的に更新し得るこ
とを諒解されたい。
【００６０】
　さらに図10を参照すると、信頼ブローカーの様々な異なる実装形態が、以下のタイプの
信頼ブローカー対話のうちの1つまたは複数をサポートするように構成され得る。たとえ
ば、信頼ブローカー対話1010を参照すると、各デバイス(たとえば、デバイスA-モバイル
およびデバイスB-別のモバイルデバイス、たとえばピアツーピアなどの認証エンティティ
)は、各デバイス上の連続的認証マネージャ(CAM)および連続的認証エンジン(CAE)と対話
する信頼ブローカーを含むことができる。別の例として、信頼ブローカー対話1020は、ユ
ーザデバイスとリモート(クラウドベースの)サービスまたはアプリケーションとの間の対
話を伝達する。両方の側が、信頼ブローカーを含み、連続的認証マネージャ機能および連
続的認証エンジン機能は、ユーザデバイス側では有効化されているが、サービス/アプリ
ケーションデバイス側では随意である。連続的認証エンジンおよび連続的認証マネージャ
は、アプリケーション/サービスデバイスを認証するようにリモート信頼ブローカーを構
成するために、またはアプリケーション/サービスデバイスを認証する能力をユーザデバ
イスにもたらすために、アプリケーション/サービス/デバイス側で使用され得る。また別
の例では、クラウドベースの信頼ブローカー対話1030が利用され得る。この例では、モバ
イルデバイスに関連する信頼ブローカーは、部分的または完全にモバイルデバイスから離
れて、リモートサーバ上などに位置し得る。ユーザデバイスの連続的認証マネージャおよ
び/または連続的認証エンジンとの信頼ブローカー対話は、セキュアなインターフェース
を介して維持され得る。連続的認証マネージャ機能および連続的認証エンジン機能は、ア
プリケーション/サービスデバイス側では随意であり得る。
【００６１】
　さらに図11を参照すると、一実施形態では、モバイルデバイス100のローカル信頼ブロ
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ーカー(TB)902は、認証目的のために認証エンティティ250との間で1つまたは複数のプラ
イバシーベクトル(PV)および信頼ベクトル(TV)を交換するように構成され得る。PVおよび
TVは、資格証明、認証方法、ユーザセキュリティ/プライバシープリファレンス、情報ま
たはデータを通信するために使用されるマルチフィールドメッセージであり得る。特に、
TVは、認証エンティティ250からの認証要求と合致するか、または認証要求を満足させる
センサデータスコア、生体センサ情報スコア、ユーザデータ入力、または認証情報を含む
マルチフィールドデータメッセージを含むことができる。PVは、認証情報の利用可能性を
通信するために、かつ/または認証情報の利用可能性を要求するために使用され得る。TV
は、特定の認証データ、情報および資格証明を要求または配信するために使用され得る。
TVは、1つまたは複数の信頼スコア、信頼係数、アグリゲートされた信頼係数、認証シス
テム出力、または認証情報を含むことができる。
【００６２】
　たとえば、図11でわかるように、認証エンティティ250は、モバイルデバイス100への第
1のPV要求1100を開始することができる。PV要求1100は、認証および追加データ(たとえば
、認証資格証明、認証方法、認証データ要求など)についての要求を含むことができる。
これは、特定のタイプのセンサデータ、生体センサ情報、ユーザ入力データ要求、ユーザ
インターフェースデータ、または認証情報要求を含むことができる。PV要求1100は、認証
エンティティ250からの認証要求がモバイルデバイス100によって受信された後に発生し得
る。代替的に、PV要求1100とともに認証要求が含まれ得る。次に、モバイルデバイス100
は、認証エンティティ250にPV応答1105を提出することができる。これは、ユーザ認証リ
ソースおよび追加データ(たとえば、認証資格証明、認証方法、認証データ、ユーザ情報
、ユーザ資格証明、または認証情報)の提供または利用可能性を含むことができる。やは
り、これらは、既定のユーザセキュリティ/プライバシープリファレンスおよび/もしくは
設定と合致するか、または当該プリファレンスおよび/もしくは設定を満足させるセンサ
データ、生体センサ情報、ユーザデータ入力、または認証情報のタイプである。これに基
づいて、認証エンティティ250は、モバイルデバイス100にTV要求1110を提出することがで
きる。TV要求1110は、認証資格証明、データ要求(たとえば、センサデータ、生体センサ
情報、ユーザデータ入力など)を要求し、認証パラメータ(たとえば、方法、持続性など)
を提供することができる。それに応答して、モバイルデバイス100は、TV応答1115を提出
することができる。TV応答1115は、認証資格証明、要求されたデータ(たとえば、センサ
データ、生体センサ情報、ユーザデータ入力、1つまたは複数の信頼係数、認証情報など)
、および認証パラメータ(たとえば、方法、持続性など)を含むことができる。モバイルデ
バイス100の信頼ブローカーは、PVおよびTVのこの往復を介して、既定のユーザセキュリ
ティ/プライバシープリファレンスと認証エンティティの認証要件の両方を組み込むか、
または満足させるTV応答1115を決定するために、認証エンティティ250の信頼ブローカー
と交渉することができることを諒解されたい。認証パラメータは、たとえば、どのセンサ
入力から情報を獲得すべきか、および利用可能なセンサ情報を組み合わせる方法を説明ま
たはさもなければ決定する認証エンティティによって提供されたパラメータを含むことが
できる。いくつかの実装形態では、認証パラメータは、認証エンティティによって要求さ
れたスコアリング方法およびスコアリング範囲、特定の信頼スコアを計算する方法、信頼
スコアを局所的に更新する頻度、ならびに/または更新された信頼スコアを認証エンティ
ティに提供する頻度を含むことができる。持続性パラメータは、たとえば、更新された認
証動作が必要とされるまでユーザが認証される秒数または分数を示す数を含むことができ
る。持続性パラメータは、たとえば、信頼係数または信頼スコアが経時的に減衰する時定
数であり得る。数値が時間とともに、ユーザのロケーションもしくは行動の変化とともに
、または要求されたコンテンツのタイプとともに変化し得るという点で、持続性パラメー
タは動的であり得る。
【００６３】
　したがって、一実施形態では、モバイルデバイス100のローカル信頼ブローカー902は、
PV要求1100が既定のユーザセキュリティ/プライバシープリファレンスと合致するか、当
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該プリファレンスを組み込むか、または当該プリファレンスを満足させるかを判断するこ
とができ、そうである場合、信頼ブローカーは、PV要求1100と合致するか、またはPV要求
1100を満足させるセンサからのセンサデータ、生体センサからの生体センサ情報、ユーザ
データ入力、および/または認証情報を取り出すか、抽出するか、またはさもなければ受
信することができる。次いでモバイルデバイス100は、認証エンティティ250による認証の
ために認証エンティティにTV応答1115を送信することができる。一方、PV要求1100が既定
のユーザセキュリティ/プライバシープリファレンスと合致しないか、またはさもなけれ
ば当該プリファレンスを満足させない場合、ローカル信頼ブローカーは、ユーザ承認済み
のセンサデータ、生体センサ情報、ユーザデータ入力および/または認証情報のタイプを
有する既定のユーザセキュリティ/プライバシープリファレンスを含むPV応答1105を認証
エンティティ250に送信することができる。次いで認証エンティティ250は、モバイルデバ
イス100の要求と合致するか、または当該要求を満足させる新しい交渉済みTV要求1110を
提出することができる。このようにして、モバイルデバイス100の信頼ブローカーは、PV
およびTVのこの往復を介して、既定のユーザセキュリティ/プライバシープリファレンス
と合致するか、または当該プリファレンスを満足させ、認証エンティティ250の認証要件
と合致するか、または当該認証要件を満足させるTVを決定するために、認証エンティティ
250の信頼ブローカーと交渉することができる。このようにして、PVおよびTVの要求およ
び応答は、認証要件ならびに他のデータを交換するために使用され得る。
【００６４】
　いくつかの例では、PVは記述的であり、たとえば、「これは、私が欲しい情報のタイプ
です」、または「これは、私が提供する用意がある情報のタイプです」といった形式の例
を含むことができる。したがって、実際の認証資格証明が要求および交換される前に、認
証方法を交渉するためにPVが使用され得る。一方、TVは、データを実際に転送するために
使用されてよく、「これらの方法を使用して、この情報を私に送ってください」または「
これは要求された情報です」といった形式の文を含むことができる。いくつかの例では、
TVおよびPVは、同じフォーマットによるマルチパラメータメッセージであり得る。たとえ
ば、PVにおけるフィールドの値が、1つの特定の認証情報についての要求または当該認証
情報の利用可能性を示すために使用され得る。そのデータを転送するために、TVにおける
同じ対応するフィールドが使用され得る。別の例として、指紋センサなどモバイルデバイ
ス上の特定のセンサの利用可能性を示すために、PVのフィールドの値が使用され得、生セ
ンサデータ、センサ情報、信頼スコア、成功した認証結果、または認証情報など、そのセ
ンサに関する情報を転送するために、TVにおける対応するフィールドが使用され得る。い
くつかの例では、TVは、たとえば、1)認証するために使用され得る資格証明、たとえば、
ユーザ名、パスワード、指紋マッチングスコア、もしくは証明、2)補助認証データ、たと
えば、特定の認証方法もしくは更新済み信頼係数、3)随意のデータ、たとえば、ロケーシ
ョン、コンテキスト情報、もしくは他のセンサデータおよびセンサ情報であって、認証に
おいて使用され得るもの、たとえば、活性スコアもしくはスプーフィング防止スコア、な
らびに/または4)連続的認証エンジンを制御するために使用されるパラメータ、たとえば
、センサプリファレンス、持続性、時定数、時間期間などといった、PVによって要求され
る、いくつかのカテゴリーでデータを転送するために使用され得る。いくつかの例では、
要求および応答は、異なるレベルで行われてよく、個人識別情報(たとえば、「これは実
際の人間ですか?」、「これは盗まれたデバイスですか?」、「これはユーザXですか?」、
または「このユーザは誰ですか?」)を常に含むとは限らない。いくつかの例によれば、認
証を要求し得る様々なエンティティはそれぞれ、それら自体のそれぞれの柔軟な認証方式
を有し得るが、PVおよびTVを使用して交渉する信頼ブローカーは、提供されるデータをデ
ータ送信前に交渉するために、ユーザセキュリティおよびプライバシー設定を使用できる
ようにする。
【００６５】
　さらに図12を参照して、TV成分1202およびPV成分1204の例について説明する。特に、い
くつかの例に従い、PVおよびTVの前述の特徴のより良い理解が、図12を参照して得られ得
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る。たとえば、様々なTV成分1202が利用され得る。この例では、TV成分1202:TC1、TC2、T
C3...TCnが示されている。例として、これらの成分は、マルチフィールドデータメッセー
ジの一部または全部を形成することができる。成分は、セッション情報、ユーザ名、パス
ワード、タイム/日付スタンプ、ハードなバイオメトリクス、ソフトなバイオメトリクス
、ハードな地球物理学的ロケーション、ソフトな地球物理学的ロケーション、認証情報な
どに関係し得る。これらは、すでに詳細に説明したように、ユーザデータ入力、センサデ
ータもしくは情報および/またはセンサデータからのスコアを含むことができる。さらに
、認証エンティティからのインバウンドTVの場合、成分が絶対的に必要とされているのか
、示唆されているのか、それとも少しも必要とされていないのかについての指示があり得
る。たとえば、これは、0から1の値であり得る。モバイルデバイスから認証エンティティ
へのアウトバウンドTVに関しては、特定のセンサが存在するか、それとも存在しないか(
たとえば、1または0)、ならびにセンサデータ、センサ情報、スコアリングレベル、また
はスコアリング値を示すように、センサフィールドが含まれ得る。そのようなスコアリン
グ値は、合格または不合格(たとえば、1または0)であり得、またはそれらは実際のスコア
値(たとえば、0～100もしくは0～255)に関係し得る。したがって、いくつかの実施形態で
は、TVは、特定の認証要求、センサ情報もしくはデータ、または他の認証情報を含むこと
ができる。
【００６６】
　さらに、PV成分1204(たとえば、PV成分1204:PC1、PC2、PC3...PCn)は、認証デバイスま
たは認証情報の利用可能性についての要求を記述し、各デバイスに関連するデータまたは
情報を提供することを求める要求の許可(または拒否)を示すことができる。たとえば、認
証エンティティからモバイルデバイスへのインバウンドPVの場合、様々なフィールドが、
必要とされるフィールド(たとえば、0または1)、合格/不合格(たとえば、0または1)、値
、レベル要件などを含むことができる。たとえば、モバイルデバイスから認証エンティテ
ィへのアウトバウンドPVの場合、フィールドは、利用可能なフィールド(たとえば、0また
は1)、プリファレンス、もたらされ得るユーザ承認済みのプリファレンスまたは設定(た
とえば、0または1)、もたらされ得るレベルの一覧などを含むことができる。
【００６７】
　いくつかの例によれば、TVは、ユーザ識別/認証の多種多様な異なるタイプの表示を含
むことができる。これらの例としては、セッションID、ユーザ名、パスワード、日付スタ
ンプ、タイムスタンプ、前述のセンサからのセンサデバイス入力に基づく信頼係数または
信頼スコア、指紋テンプレート情報、複数の指紋からのテンプレート情報、指紋マッチン
グスコア、顔認識、音声認識、顔のロケーション、行動態様、活性、GPSロケーション、
視覚ロケーション、相対音声ロケーション、オーディオロケーション、相対視覚ロケーシ
ョン、高度、自宅にいるかオフィスにいるか、移動中か離れているか、などがあり得る。
したがって、これらのタイプのTVタイプは、セッション情報、従来型の許可技法、時間/
日付、センサ入力のスコアリング、ハードなバイオメトリクス、ソフトなバイオメトリク
ス、ハードな地球物理学的情報、ソフトな地球物理学的情報などを含むことができる。い
くつかの実装形態では、視覚ロケーションは、モバイルデバイスに関連するスチールカメ
ラまたはビデオカメラからの入力を含むことができ、この入力は、自宅内、オフィス内、
または外出して公園を歩いているなど、ユーザの正確なロケーションまたは大まかなロケ
ーションを判断するために使用され得る。ハードな地球物理学的情報は、ユーザの物理的
ロケーションを明確に識別するGPS情報またはビデオ情報を含むことができる。ソフトな
地球物理学的情報は、カメラもしくはマイクロフォンに対するユーザの相対位置、空港も
しくはモールなど大まかなロケーション情報、高度情報、またはユーザがどこに位置する
かを一意に識別することができないことのある他の地球物理学的情報を含むことができる
。
【００６８】
　多種多様な異なるタイプのセンサ入力とともに多種多様なTV成分が利用され得、TV成分
がそれらのTV成分のスコアリングを含み得ることを諒解されたい。追加の例としては、た
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とえば、虹彩、網膜、掌、肌の特徴、頬、耳、脈管の構造、ヘアスタイル、髪の色、目の
動き、歩き方、行動、心理的反応、コンテキスト行動、衣服、質問への答え、署名、PIN
、キー、バッジ情報、RFIDタグ情報、NFCタグ情報、電話番号、個人的証言、および時間
履歴の属性に関するセンサ出力情報に関連する1つまたは複数のTV成分があり得る。
【００６９】
　モバイルデバイスに依存して典型的または非典型的であり得る、モバイルデバイス上に
設けられたセンサから、信頼ベクトル成分の多くが入手可能であり得ることを諒解された
い。センサの一部または全部は、信頼ブローカーとは無関係な機能およびインターフェー
スを有し得る。いずれの場合も、企図されるセンサの例示的なリストは、前に説明したカ
メラ、マイクロフォン、近接センサ、IRセンサ、ジャイロスコープ、加速度計、磁力計、
GPSもしくは他のジオロケーションセンサ、気圧センサ、容量性タッチスクリーン、ボタ
ン(電源/ホーム/メニュー)、心拍数モニタ、指紋センサ、または他の生体センサ(独立型
、またはマウス、キーパッド、タッチスクリーンもしくはボタンとの一体型)もうちの1つ
または複数を含むことができる。本発明の態様により任意のタイプのセンサが利用できる
ことを諒解されたい。
【００７０】
　様々なタイプのTVおよびPVを利用するモバイルデバイス100のローカル信頼ブローカー9
02が多種多様な異なる機能を提供し得ることを諒解されたい。たとえば、ローカル信頼ブ
ローカーは、認証エンティティ250からの認証要求に対する様々な応答を提供することが
できる。これらの様々な応答は、様々なレベルであり得、個人識別情報を常に含むとは限
らない。たとえば、いくつかの識別情報は、活性または一般的なユーザプロファイルに関
するものであり得る。他の機能については、ユーザ資格証明を管理し、認証プライバシー
を管理するために、ローカル信頼ブローカーは利用され得る。たとえば、信頼ブローカー
によって制御される機能は、特定の認証方式のためにキーおよび資格証明を記憶すること
、ユーザセキュリティおよびプライバシープリファレンスに応答してユーザセキュリティ
およびプライバシー設定を変更するためのAPIを提供すること、ユーザセキュリティおよ
びプライバシー設定に基づいて適切な応答を提供すること、CAM/CAEと対話すること、認
証システムと対話すること、または未知の要求に対して個人識別情報もしくは個人情報を
明かさないことを含み得る。ローカル信頼ブローカー機能は、所望のフォーマットで応答
を提供することもできる。たとえば、TVは、所望のフォーマットでユーザ名/パスワード
またはデジタル証明を提供することができる。ローカル信頼ブローカー機能は、現在の信
頼係数値がデバイスに影響を与える方法を管理することも含み得る。たとえば、信頼係数
値があまりにも低くなった場合、ローカル信頼値は、ユーザによる適切な認証が受信され
るまで、モバイルデバイスへのアクセス可能性をロックまたは制限することができる。信
頼ブローカー機能は、指紋情報の再入力をユーザに要請することなど、信頼スコアを上げ
るための特定の措置を講じるよう連続的認証マネージャに要求することを含み得る。さら
に、信頼ブローカー機能は、個人データを管理するシステムと統合することを含み得る。
たとえば、これらの機能は、ユーザプロファイリングエンジンによって経時的に把握され
得る個人情報もしくは認証情報を出すことを制御すること、またはそのデータを使用して
認証要求を支援することを含み得る。前に説明したモバイルデバイス100のローカル信頼
ブローカー902は、異なるタイプの認証および個人情報の交換を柔軟に管理するように構
成され得ることを諒解されたい。要求および応答は、一般的な、ユーザ固有の、または認
証方法固有のものであり得る様々な認証関連データを通信することができる。
【００７１】
　図13Aを参照して、信頼ベクトル(TV)成分計算を実行し得るTV成分計算ブロック240の動
作の一例について説明する。1つまたは複数の信頼係数、レベルまたはスコアが成分とし
て信頼ベクトルに含まれ得るので、以下では信頼係数の代わりにTVという用語が使用され
ることに留意されたい。前に説明したように、認証強度ブロック220からの入力、プリフ
ァレンス設定ブロック210からの入力、信頼レベルブロック230からの入力、および時間/
日付がTV成分計算ブロック240に入力され得る。TV成分計算ブロック240に基づいて、1つ
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または複数のTV成分値273およびTV総合スコア275が連続的認証のために認証エンティティ
に出力され得る。前に説明したように、プリファレンス設定ブロック210からのプリファ
レンス設定、信頼レベルブロック230からの信頼レベル入力、および認証強度ブロック220
からの認証強度入力に基づいて、TV成分値273およびTV総合スコア275が計算され、必要に
応じて認証エンティティに送信され得る。TV成分値273およびTV総合スコア275の出力フォ
ーマットが定義されること、および/もしくは時間ごとにプリファレンス設定の変更に起
因して変更されること、ならびに/または要求ごとに異なる要求側のプリファレンス設定
間の差異に起因して変わること、ならびに/または時定数、時間遅延、センサデータ、セ
ンサ情報もしくはスコアリング方法などの1つもしくは複数の連続的認証パラメータに基
づいて変わること、もしくはさもなければ更新されることがあることを諒解されたい。ま
た、前に説明したように、プリファレンス設定ブロック210は、認証エンティティとモバ
イルデバイスとの間で対立する既定のセキュリティ/プライバシープリファレンス設定を
交渉もしくは仲裁するために、または融合されたプリファレンス設定を形成するために、
交渉機能または仲裁機能を実施することができる。いずれの場合も、前に説明したように
、TV成分値273およびTV総合スコア275が連続的に計算され、認証エンティティによる連続
的、または準連続的、または離散的な認証のために必要に応じて認証エンティティに送信
され得る。
【００７２】
　プリファレンス設定、認証強度、信頼レベル、および時間を含む連続的認証システム20
0の要素からの入力が、所望のフォーマットで信頼ベクトル(TV)または信頼ベクトル成分
を出力するためにルックアップテーブルまたは他のアルゴリズムを使用するなどして、要
求または統一されたフォーマットにマッピングされ得ることを諒解されたい。得られたデ
ータは、TV成分値273およびTV総合スコア275を含む信頼ベクトル出力の成分を計算するた
めにTV成分計算ブロック240によって使用される計算方法、式またはアルゴリズムに入力
として提示される前に、所定のデータ範囲に正規化され得る。
【００７３】
　一例として、図13Aに示すように、認証強度、信頼レベル、時間およびプリファレンス
設定がデータマッピングブロック1310に入力され得、データ正規化ブロック1320を通じて
さらに正規化され、次いで(たとえば、TV成分値273およびTV総合スコア275を含むTV値を
計算するための)計算方法/式ブロック1330に送信され、マッピングのための計算結果マッ
ピングブロック1340を経て、それによって、TV成分値273およびTV総合スコア275を含む得
られたTVが正規化、マッピングおよび出力される。
【００７４】
　データマッピング1310については、データマッピングが、統一されたフォーマットにデ
ータフォーマットの入力をマッピングするために事前設定されたルックアップテーブルに
基づき得る。データ正規化1320については、種々の入力データが所定のデータ範囲に正規
化され得る。TV成分計算ブロック240の計算方法1330については、デフォルト計算式が提
供されること、計算式が経時的にプリファレンス設定の変更に基づいて変更されること、
計算式がモバイルデバイスおよび/または異なる要求側からのプリファレンス設定に基づ
いて変更されること、などがある。計算結果マッピング1340については、TV成分値273お
よびTV総合スコア275を含むTVに関する計算結果が所定のプリファレンス設定データフォ
ーマットにマッピングされ得る。
【００７５】
　図13B～図13Dを参照して、認証システム入力のフォーマッティング、マッピング、およ
び正規化のためのデータマッピングおよびデータ正規化の例について以下で説明する。た
とえば、認証強度は、高、中、低、またはゼロ(認証能力なし)[たとえば、Ah、Am、Alお
よびAn]のレベル強度を表すフォーマットにマッピングされ得る。信頼レベルは、高、中
、低、またはゼロ(信頼できないレベル)[たとえば、Sh、Sm、SlおよびSn]を表すフォーマ
ットにマッピングされ得る。tの時間レベルがあり得る。プリファレンス設定フォーマッ
トはまた、信頼減衰期間に関係する入力(たとえば、-1から1の間の値)を提供するために
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使用され得る。これらの値は、定められた範囲の値にマッピングされ、認証入力間の時間
期間を表すデータを含む時間データとともに利用され得る。これらの範囲の値の例は、特
に図13Cを参照するとわかる。さらに、図13Dも参照すると、データマッピング1310を経た
後、これらのデータ値はまた、データ正規化ブロック1320によって正規化され得る。図13
Dに示すように、認証強度、信頼レベルおよび時間の正規化に使用され得る様々な式が示
されている。これらの式は説明のためのものにすぎないことを諒解されたい。
【００７６】
　前に説明したデータは、マッピングおよび正規化の後、信頼ベクトル(TV)(TV成分値273
およびTV総合スコア275を含む)を形成またはさもなければ更新するために使用され得る。
TVは、入力(たとえば、認証強度、信頼レベル、時間および/またはプリファレンス設定)
に従って変わることがあり、経時的に認証事象間で変わることがある。図13Eを参照する
と、図13Eは、様々な認証システム入力に応答して、例示的な信頼ベクトルまたは信頼係
数を生成するために計算式ブロック1330によって使用される計算式の一例を示している。
図13Eの例示的な式に示すように、これらの認証入力は、正規化された時間、正規化され
た信頼レベル、正規化された認証強度などを含むことができる。これらの式は説明のため
のものにすぎないことを諒解されたい。
【００７７】
　図13Fは、計算式ブロック1330によって計算され、計算マッピングブロック1340によっ
てマッピング/正規化された例示的な信頼ベクトル(TV)のグラフ表現を含み、結果的にTV
は、時間[x軸]とともに1(高い信頼)から-1(高い不信)の間で変わる値[y軸]を有し、特定
の認証入力に応答して信頼ベクトルが離散量でどのように変わり得るか(たとえば、認証
指紋の入力および識別の後、高い信頼レベルに回復するなど)を示している。認証事象間
で、TVは、提供される時定数パラメータに従って減衰するなど、変わり得る。入力は、(
たとえば、信頼できないロケーションからユーザが接続するなど)信頼値を低下させる値
の離散的段階をトリガすることがあり、またはデバイスが盗まれた可能性を示す事象(た
とえば、確認できない指紋入力の数回の試み、信頼できないロケーションにモバイルデバ
イスがあること)など、不信を表すレベルへの急速な切替えをトリガすることがある。
【００７８】
　たとえば、グラフ1350を見ると、期間P1線1360は、高い認証強度A=4(たとえば、認証さ
れた指紋およびカメラ虹彩スキャンのマッチ)および高い信頼レベルフォーマットS=4(た
とえば、GPSを介した既知のロケーション)を示しており、線1360によって示されるように
、経時的に若干減衰している。別の例として、認証強度A=2(たとえば、タッチセンサを介
してつかんでいるなど、中レベル)および信頼レベルがゼロに等しいS=0(たとえば、信頼
できないロケーション)期間P5の線1362を参照すると、線1362は、信頼レベルが負の信頼
レベル(たとえば、-1)まで非常に急速に減衰していることを示している。別の例として、
期間P11の線1370は、入力認証強度が非常に低い(A=0)場合があるが、信頼レベルが高いま
まである(たとえば、S=4)ため、要求された認証入力は受信されていないことがあるが、
モバイルデバイスはGPSを介して既知のロケーションにあることを示している。このシナ
リオに基づいて、信頼レベル1370は経時的にゼロまで低下する(たとえば、信頼は低下す
るが、まだ負ではない)。一方、この例を続けると、後でP14線1372に示されているように
、認証なし、または誤った認証(たとえば、適切ではない虹彩スキャン、確認できない指
紋スキャンなど)、および低下した中程度の信頼レベル(S=2)(たとえば、既知のGPSロケー
ションから離れた距離)により、信頼レベルは-1となり得、この場合、さらなる認証が必
要とされるか、または認証のための追加措置が講じられないことがある。
【００７９】
　経時的な認証強度および信頼レベルに鑑みて多種多様な信頼ベクトル(TV)が、認証目的
のために連続的または準連続的な方法で決定され得ることを諒解されたい。
【００８０】
　いくつかの実装形態では、前に説明した信頼ブローカーは、2014年2月23日に出願され
た出願番号61/943,428の「Trust Broker for Authentication Interaction with Mobile 
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Devices」と題する出願人の仮出願において開示された技法とともに使用されてよく、こ
の仮出願の開示は、すべての目的のためにその全体が参照により本出願に組み込まれる。
【００８１】
　前に説明した本発明の態様は、前に説明したように、デバイスの1つまたは複数のプロ
セッサによる命令の実行に関連して実施され得ることを諒解されたい。たとえば、モバイ
ルデバイスおよび認証エンティティのプロセッサは、前に説明したように、前に説明した
機能ブロックおよび他の実施形態を実施することができる。詳細には、限定はしないがプ
ロセッサを含む、デバイスの回路は、プログラム、ルーチンの制御下、または命令の実行
下で動作して、本発明の実施形態による方法またはプロセスを実行することができる。た
とえば、そのようなプログラムは、(たとえば、メモリおよび/または他のロケーションに
記憶された)ファームウェアまたはソフトウェア中に実装され得、デバイスのプロセッサ
および/または他の回路によって実装され得る。さらに、プロセッサ、マイクロプロセッ
サ、回路、コントローラなどの用語は、論理、コマンド、命令、ソフトウェア、ファーム
ウェア、機能などを実行することが可能な任意のタイプの論理または回路を指すことを諒
解されたい。
【００８２】
　デバイスがモバイルデバイスまたはワイヤレスデバイスであるとき、デバイスは、任意
の適切なワイヤレス通信技術に基づくか、またはさもなければそれをサポートするワイヤ
レスネットワークを通じて、1つまたは複数のワイヤレス通信リンクを介して通信するこ
とができることを諒解されたい。たとえば、いくつかの態様では、ワイヤレスデバイスお
よび他のデバイスは、ワイヤレスネットワークを含むネットワークに関連付けられ得る。
いくつかの態様では、ネットワークは、ボディエリアネットワークまたはパーソナルエリ
アネットワーク(たとえば超広帯域ネットワーク)を含み得る。いくつかの態様では、ネッ
トワークは、ローカルエリアネットワークまたはワイドエリアネットワークを含む場合が
ある。ワイヤレスデバイスは、様々なワイヤレス通信技術、プロトコル、またはたとえば
3G、LTE、アドバンストLTE、4G、CDMA、TDMA、OFDM、OFDMA、WiMAXおよびWiFiなどの規格
のうちの1つまたは複数をサポートするか、またはさもなければ使用することができる。
同様に、ワイヤレスデバイスは、様々な対応する変調スキームまたは多重化スキームのう
ちの1つまたは複数をサポートするか、またはさもなければ使用することができる。した
がって、ワイヤレスデバイスは、上記または他のワイヤレス通信技術を使用して、1つま
たは複数のワイヤレス通信リンクを確立し、それを介して通信するのに適した構成要素(
たとえば、エアインターフェース)を含むことができる。たとえば、デバイスは、ワイヤ
レス媒体を介した通信を容易にする様々な構成要素(たとえば、信号生成器および信号プ
ロセッサ)を含み得る関連する送信機および受信機の構成要素(たとえば、送信機および受
信機)を有するワイヤレストランシーバを備えることができる。よく知られているように
、モバイルワイヤレスデバイスは、したがって、他のモバイルデバイス、携帯電話、他の
ワイヤードおよびワイヤレスのコンピュータ、インターネットウェブサイトなどとワイヤ
レスに通信することができる。
【００８３】
　本明細書における教示は、様々な装置(たとえばデバイス)に組み込まれ得る(たとえば
、それらの中で実施され、またはそれらによって実行され得る)。たとえば、本明細書で
教示される1つまたは複数の態様は、電話(たとえば、セルラーフォン)、携帯情報端末(「
PDA」)、タブレットコンピュータ、モバイルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、
エンターテインメントデバイス(たとえば、音楽デバイスもしくはビデオデバイス)、ヘッ
ドセット(たとえば、ヘッドフォン、イヤピースなど)、医療デバイス(たとえば、生体セ
ンサ、心拍数モニタ、歩数計、ECGデバイスなど)、ユーザI/Oデバイス、コンピュータ、
ワイヤードコンピュータ、固定コンピュータ、デスクトップコンピュータ、サーバ、POS
デバイス、セットトップボックス、または任意の他の適切なデバイスに組み込まれ得る。
これらのデバイスは、様々な電力要件およびデータ要件を有する場合がある。
【００８４】
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　様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して情報および信号が表現される場合が
あることを当業者は理解するであろう。たとえば上の説明全体を通して参照され得るデー
タ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボルおよびチップは、電圧、電流、電磁
波、磁場もしくは磁性粒子、光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによっ
て表されてもよい。
【００８５】
　本明細書において開示される実施形態に関連して説明される様々な例示的な論理ブロッ
ク、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュー
タソフトウェア、または両方の組合せとして実装される場合があることを、当業者はさら
に理解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な
例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、上記では概してそ
れらの機能に関して説明した。そのような機能が、ハードウェアとして実装されるかソフ
トウェアとして実装されるかは、特定の適用例および全体的なシステムに課された設計制
約次第である。当業者は、説明された機能を特定の適用例ごとに様々な方式で実装しても
よいが、そのような実装決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすと解釈されるべき
ではない。
【００８６】
　本明細書において開示される実施形態に関連して説明される様々な例示的な論理ブロッ
ク、モジュールおよび回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用
途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプロ
グラマブル論理デバイス、個別のゲートもしくはトランジスタ論理、個別のハードウェア
構成要素、または本明細書において説明された機能を実行するように設計されたこれらの
任意の組合せを用いて、実装または実行される場合がある。汎用プロセッサはマイクロプ
ロセッサであり得るが、代替形態では、プロセッサは、任意の従来型プロセッサ、コント
ローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであり得る。プロセッサは、コン
ピューティングデバイスの組合せ、たとえばDSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数の
マイクロプロセッサ、DSPコアと連結した1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または
任意の他のそのような構成として実装されてもよい。
【００８７】
　本明細書において開示される実施形態に関連して説明される方法またはアルゴリズムの
ステップは、直接的にハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェ
アモジュールにおいて、またはこの2つの組合せにおいて具体化される場合がある。ソフ
トウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPRO
Mメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または、当技術
分野で知られている他の任意の形の記憶媒体の中に存在し得る。例示的な記憶媒体は、プ
ロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、かつ、記憶媒体に情報を書き込むことができる
ようにプロセッサに結合される。代替形態では、記憶媒体はプロセッサと一体であってよ
い。プロセッサおよび記憶媒体は、ASIC中に存在し得る。ASICは、ユーザ端末またはモバ
イルデバイス中に存在し得る。代替形態では、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末
またはモバイルデバイス中に別個の構成要素として存在し得る。
【００８８】
　1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明された機能が、ハードウェア、ソフトウ
ェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せの形で実装されてもよい。コンピュ
ータプログラム製品としてソフトウェアで実装される場合、機能は、1つまたは複数の命
令またはコードとして、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、またはコンピュータ可
読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコン
ピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信
媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能
な媒体であってもよい。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RA
M、ROM、EEPROM、CD-ROMもしくは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージも
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しくは他の磁気ストレージデバイス、または命令もしくはデータ構造の形態の所望のプロ
グラムコードを搬送もしくは記憶するために使用することができ、コンピュータによって
アクセスすることができる他の任意の媒体を備えることができる。また、あらゆる接続も
厳密にはコンピュータ可読媒体と呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、
光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、
およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他の
リモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア
、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に
含まれる。ディスク(disk)およびディスク(disc)は、本明細書で使用する場合、コンパク
トディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、デジタル多用途ディスク(D
VD)、フロッピーディスク、およびブルーレイディスクを含み、ディスク(disk)は通常、
磁気的にデータを再生する一方、ディスク(disc)は、レーザーを用いてデータを光学的に
再生する。上記の組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
【００８９】
　開示される実施形態に関する以上の記述は、どんな当業者でも本発明を作成または使用
できるようにするために提供するものである。これらの実施形態に対する様々な修正が当
業者にはすぐに明らかとなり、本明細書に定義される一般原理は、本発明の趣旨または範
囲を逸脱することなく他の実施形態にも適用することができる。したがって、本発明は、
本明細書に示される実施形態に限定されることは意図されず、本明細書において開示され
る原理および新規の特徴に一致する最も広い範囲を与えられるべきである。
【符号の説明】
【００９０】
　　100　モバイルデバイス、デバイス
　　101　プロセッサ
　　105　メモリ
　　110　ネットワークインターフェース
　　111　Wi-Fi
　　115　ワイヤレスサブシステム
　　119　ユーザインターフェース
　　120　ディスプレイ、タッチスクリーン、タッチスクリーンディスプレイ
　　121　電源デバイス
　　122　トランシーバ
　　123　アンテナ
　　125　I/Oコントローラ
　　130　クロック
　　135　周囲光センサ(ALS)
　　137　生体センサ
　　140　加速度計
　　145　ジャイロスコープ
　　150　磁力計
　　151　方位センサ
　　152　指紋センサ、高解像度指紋センサ
　　153　赤外線(IR)センサ
　　155　気象センサ
　　160　全地球測位センサ(GPS)
　　161　セルラー
　　165　マイクロフォン
　　166　Bluetooth(登録商標)
　　167　近接センサ
　　169　近距離無線通信(NFC)センサ
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　　170　カメラ
　　200　連続的認証システム
　　210　プリファレンス設定機能ブロック、プリファレンス設定ブロック
　　220　認証強度機能ブロック、認証強度ブロック
　　230　信頼レベル機能ブロック、信頼レベルブロック
　　240　信頼係数計算機能ブロック、信頼係数計算ブロック、信頼ベクトル(TV)成分計
算ブロック
　　250　認証エンティティ
　　252　アプリケーション
　　273　TV成分値
　　275　TV総合スコア
　　400　入力
　　402　ハードな生物学的バイオメトリクス
　　404　行動バイオメトリクス
　　406　心理的バイオメトリクス
　　408　ソフトなバイオメトリクス
　　410　時間履歴
　　420　ハードウェア
　　422　生体センサ、センサ
　　424　処理エンジン
　　426　アウェアネスエンジン
　　442　解析モデル
　　450　アプリケーション
　　452　アクセス制御
　　454　eコマース
　　456　個人化サービス
　　458　他の機能
　　500　システム
　　502　バイオメトリクス
　　504　センサデータ
　　506　機械学習プロセス
　　508　連続的認証プロセス
　　602　グラフ
　　604　グラフ
　　612　グラフ
　　614　グラフ
　　702　グラフ
　　704　グラフ
　　712　グラフ
　　714　グラフ
　　810　ブロック
　　812　ブロック
　　814　ブロック
　　816　ブロック
　　820　ブロック
　　902　ローカル信頼ブローカー(TB)
　　904　連続的認証マネージャ
　　906　連続的認証エンジン
　　922　リモート信頼ブローカー(TB)
　　1010　信頼ブローカー対話



(30) JP 2017-515178 A 2017.6.8

10

　　1020　信頼ブローカー対話
　　1030　信頼ブローカー対話
　　1100　第1のPV要求、PV要求
　　1105　PV応答
　　1110　TV要求
　　1115　TV応答
　　1202　TV成分
　　1204　PV成分
　　1310　データマッピングブロック、データマッピング
　　1320　データ正規化ブロック、データ正規化
　　1330　計算方法/式ブロック、計算方法
　　1340　計算結果マッピングブロック、計算結果マッピング、計算マッピングブロック
　　1350　グラフ
　　1360　期間P1線、線
　　1362　線
　　1370　線、信頼レベル
　　1372　P14線

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年8月24日(2016.8.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体センサおよび非生体センサのセットと、
　プロセッサと
を含むモバイルデバイスであって、前記プロセッサは、
　センサの前記セットからセンサデータを受信することと、
　前記受信されたセンサデータから認証情報を形成することと、
　前記認証情報を連続的に更新することであって、前記更新された認証情報は、既定のセ
キュリティおよびプライバシープリファレンス設定を組み込む、更新することと、
　融合されたセキュリティおよびプライバシープリファレンス設定を形成するために、前
記モバイルデバイスおよび認証エンティティの対立する既定のセキュリティおよびプライ
バシープリファレンス設定を交渉することと、
　前記受信されたセンサデータの認証強度を決定することと、
　前記認証情報に関連する信頼レベルを決定するために、経時的な前記認証情報の持続性
を解析することと、
　前記認証強度および前記信頼レベルに基づいて、現在の認証レベルを示す信頼係数を決
定することと
を行うように構成される、モバイルデバイス。
【請求項２】
　前記更新された認証情報は、信頼係数、信頼レベル、信頼スコア、認証係数、認証レベ
ル、認証スコア、または認証強度のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載のモバイ
ルデバイス。
【請求項３】
　前記更新された認証情報は、既定のセキュリティおよびプライバシープリファレンス設
定を満足させる、請求項1に記載のモバイルデバイス。
【請求項４】
　前記既定のセキュリティおよびプライバシープリファレンス設定は、ユーザ承認済みの
センサデータ、生体センサ情報、ユーザデータ入力、または認証情報のタイプを含む、請
求項1に記載のモバイルデバイス。
【請求項５】
　前記プロセッサは、認証エンティティからの認証要求に応答して、前記認証エンティテ
ィに前記更新された認証情報を送信するように構成される、請求項1に記載のモバイルデ
バイス。
【請求項６】
　認証を実行するための方法であって、
　生体センサおよび非生体センサのセットからセンサデータを受信するステップと、
　前記受信されたセンサデータから認証情報を形成するステップと、
　前記認証情報を連続的に更新するステップであって、前記更新された認証情報は、既定
のセキュリティおよびプライバシープリファレンス設定を組み込む、ステップと、
　融合されたセキュリティおよびプライバシープリファレンス設定を形成するために、モ
バイルデバイスおよび認証エンティティの対立する既定のセキュリティおよびプライバシ
ープリファレンス設定を交渉するステップと、
　前記受信されたセンサデータの認証強度を決定するステップと、
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　前記認証情報に関連する信頼レベルを決定するために、経時的な前記認証情報の持続性
を解析するステップと、
　前記認証強度および前記信頼レベルに基づいて、現在の認証レベルを示す信頼係数を決
定するステップと
を含む方法。
【請求項７】
　前記更新された認証情報は、信頼係数、信頼レベル、信頼スコア、認証係数、認証レベ
ル、認証スコア、または認証強度のうちの少なくとも1つを含む、請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　前記更新された認証情報は、既定のセキュリティおよびプライバシープリファレンス設
定を満足させる、請求項6に記載の方法。
【請求項９】
　前記既定のセキュリティおよびプライバシープリファレンス設定は、ユーザ承認済みの
センサデータ、生体センサ情報、ユーザデータ入力、または認証情報のタイプを含む、請
求項6に記載の方法。
【請求項１０】
　認証エンティティからの認証要求に応答して、前記認証エンティティに前記更新された
認証情報を送信するステップをさらに含む、請求項6に記載の方法。
【請求項１１】
　プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに、
　生体センサおよび非生体センサのセットからセンサデータを受信することと、
　前記受信されたセンサデータから認証情報を形成することと、
　前記認証情報を連続的に更新することであって、前記更新された認証情報は、既定のセ
キュリティおよびプライバシープリファレンス設定を組み込む、更新することと、
　融合されたセキュリティおよびプライバシープリファレンス設定を形成するために、モ
バイルデバイスおよび認証エンティティの対立する既定のセキュリティおよびプライバシ
ープリファレンス設定を交渉することと、
　前記受信されたセンサデータの認証強度を決定することと、
　前記認証情報に関連する信頼レベルを決定するために、経時的な前記認証情報の持続性
を解析することと、
　前記認証強度および前記信頼レベルに基づいて、現在の認証レベルを示す信頼係数を決
定することと
を行わせるコードを含むコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１２】
　前記更新された認証情報は、信頼係数、信頼レベル、信頼スコア、認証係数、認証レベ
ル、認証スコア、または認証強度のうちの少なくとも1つを含む、請求項11に記載のコン
ピュータ可読記憶媒体。
【請求項１３】
　前記更新された認証情報は、既定のセキュリティおよびプライバシープリファレンス設
定を満足させる、請求項11に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１４】
　前記既定のセキュリティおよびプライバシープリファレンス設定は、ユーザ承認済みの
センサデータ、生体センサ情報、ユーザデータ入力、または認証情報のタイプを含む、請
求項11に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１５】
　モバイルデバイスであって、
　生体センサおよび非生体センサのセットからセンサデータを受信するための手段と、
　前記受信されたセンサデータから認証情報を形成するための手段と、
　前記認証情報を連続的に更新するための手段であって、前記更新された認証情報は、既
定のセキュリティおよびプライバシープリファレンス設定を組み込む、手段と、
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　融合されたセキュリティおよびプライバシープリファレンス設定を形成するために、前
記モバイルデバイスおよび認証エンティティの対立する既定のセキュリティおよびプライ
バシープリファレンス設定を交渉するための手段と、
　前記受信されたセンサデータの認証強度を決定するための手段と、
　前記認証情報に関連する信頼レベルを決定するために、経時的な前記認証情報の持続性
を解析するための手段と、
　前記認証強度および前記信頼レベルに基づいて、現在の認証レベルを示す信頼係数を決
定するための手段と
を含むモバイルデバイス。
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