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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ユーザのカメラ付きモバイルデバイスのカメラ
を介して認証システムにおいてユーザを登録および認証
するためのシステムおよび方法を提供する。
【解決手段】モバイルデバイスのカメラによって撮像さ
れたユーザの少なくとも１つの第１の画像から登録生体
情報を取得および記憶することと、前記ユーザの少なく
とも１つの第２の画像から認証生体情報を取得すること
と、少なくとも１つの第２の画像の撮像中に、モバイル
デバイスの認証移動を表わす経路パラメータを少なくと
も１つの移動検出センサによって取得することと、認証
生体情報と記憶された登録生体情報とを比較することと
、認証移動が予測される移動と十分に一致するかを判定
するために、モバイルデバイスの認証移動とモバイルデ
バイスの予測される移動とを比較することとを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カメラおよび少なくとも１つの移動検出センサを備えるユーザのモバイルコンピューテ
ィングデバイスを介して認証システムにおいてユーザを登録および認証するための方法で
あって、
　前記モバイルデバイスの前記カメラによって記録された前記ユーザの少なくとも１つの
第１の画像から登録生体情報を取得することと、
　前記登録生体情報をメモリに記憶することと、
　前記モバイルデバイスの前記カメラによって記録された前記ユーザの少なくとも１つの
第２の画像から認証生体情報を取得することと、
　前記少なくとも１つの第２の画像の撮像中に、前記モバイルデバイスの認証移動を表わ
す経路パラメータデータを前記少なくとも１つの移動検出センサによって記録することと
、
　前記認証生体情報が、前記登録生体情報と比べて所定の類似性閾値を満たすかを判定す
るために、前記認証生体情報と前記記憶された登録生体情報とを比較することと、
　前記認証移動が、予測される移動と比べて所定の類似性閾値を満たすかを判定するため
に、前記モバイルデバイスの前記認証移動と前記モバイルデバイスの前記予測される移動
とを比較することと、
　前記認証生体情報が前記登録生体情報と十分に一致する場合、および前記認証移動が前
記予測される移動と比べて所定の類似性閾値を満たす場合、前記ユーザを認証することと
を備える方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの第１の画像の撮像中に、前記少なくとも１つの移動検出センサに
よって登録経路パラメータを取得することを更に備え、前記登録経路パラメータは、前記
モバイルデバイスの登録移動を示し、前記予測される移動を前記登録移動として定義する
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザの前記少なくとも１つの第１の画像および前記少なくとも１つの第２の画像
は前記ユーザの顔の画像を含み、前記登録生体情報および前記認証生体情報は顔認識情報
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの第１の画像の撮像中に登録デバイス情報を取得することと、
　前記登録デバイス情報を前記メモリに記憶することと、
　前記少なくとも１つの第２の画像の撮像中に認証デバイス情報を取得することと、
　前記認証デバイス情報が前記登録デバイス情報に十分に一致するかを判定するために、
前記認証デバイス情報と前記登録デバイス情報とを比較することと
を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記デバイス情報は、デバイス製造元、型番号、シリアル番号、およびモバイルネット
ワーク情報のうち少なくとも１つを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　少なくとも１つの移動検出センサは、加速度計、磁力計、およびジャイロスコープのう
ち少なくとも１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　カメラおよび少なくとも１つの移動検出センサを備えるユーザのモバイルデバイスを用
いる顔認証システムであって、
　プロセッサと、メモリと、認証サーバからのデータおよび受信データを送信するように
構成された少なくとも１つのトランシーバとを備える前記認証サーバと、
　認証情報プロファイルを記憶するように構成された１つ以上のデータベースを記憶する
ように構成された１つ以上のメモリと、
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　前記認証サーバの前記メモリに記憶される機械読取可能命令であって、前記プロセッサ
によって実行されると、前記認証サーバに、
　　前記モバイルデバイスの前記カメラによって取得された前記ユーザの顔の少なくとも
１つの第１の画像から処理された顔認識データを備える登録生体情報を前記モバイルデバ
イスから受信させ、
　　前記１つ以上のデータベースに前記登録生体情報を記憶させ、かつ前記登録生体情報
データと前記ユーザ認証情報プロファイルとを関連付けさせ、
　　前記ユーザによる認証試行中に、前記モバイルデバイスの前記カメラによって取得さ
れた前記ユーザの顔の少なくとも１つの第２の画像から処理された顔認識データを備える
認証生体情報を前記モバイルデバイスから受信させ、
　　前記モバイルデバイス内の前記少なくとも１つの移動検出センサによって検出される
ような、前記少なくとも１つの第２の画像の撮像中の前記モバイルデバイスの移動に関す
るデータを備える認証移動情報を前記モバイルデバイスから受信させ、
　　前記認証生体情報および前記認証移動情報と、前記ユーザ認証情報プロファイルとと
もに前記データベースに記憶された前記登録生体情報および予測される移動情報とを比較
させ、
　　前記認証生体情報および前記認証移動と前記登録生体情報および前記予測される移動
との比較一致率に基づいて前記ユーザを認証させるかあるいは認証させない機械読取可能
命令と
を備える顔認証システム。
【請求項８】
　前記モバイルデバイスは、ディスプレイ画面の第１の表示領域内に前記ユーザの顔を入
れるように前記ユーザに指示するために、前記ディスプレイ画面に第１のプロンプトを表
示し、
　前記モバイルデバイスは、前記第１の表示領域とは異なる大きさの、前記ディスプレイ
画面の第２の表示領域内に前記ユーザの前記顔を入れるように前記ユーザに指示するため
に、前記ディスプレイ画面に第２のプロンプトを表示し、
　前記予測される移動は、前記第１の表示領域および前記第２の表示領域に連続的に前記
顔を入れるような前記モバイルデバイスの予測される経路に基づく、請求項７に記載の顔
認証システム。
【請求項９】
　前記認証サーバは、前記少なくとも１つの第２の画像におけるバンディングの有無を検
出する、請求項７に記載の顔認証システム。
【請求項１０】
　前記認証サーバは、前記少なくとも１つの第２の画像におけるスクリーンエッジの有無
を検出する、請求項７に記載の顔認証システム。
【請求項１１】
　前記認証サーバまたはモバイルデバイスは、前記少なくとも１つの第１の画像に描画さ
れる顔の性別、年齢、および人種のうち少なくとも１つを推定し、
　前記認証サーバは、前記少なくとも１つの第２の画像に描画される前記顔の性別、年齢
、および人種のうち少なくとも１つを推定し、
　前記認証サーバは、比較一致率閾値に関して前記少なくとも１つの第１の画像および前
記少なくとも１つの第２の画像において検出された性別、年齢、および人種のうち少なく
とも１つの比較一致率に基づいて前記ユーザを認証するかあるいは認証しない、請求項７
に記載の顔認証システム。
【請求項１２】
　認証のために必要とされる前記比較一致率閾値は可変である、請求項７に記載の顔認証
システム。
【請求項１３】
　前記比較一致率閾値は、成功した認証の数に基づいて増加する、請求項１２に記載の顔
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認証システム。
【請求項１４】
　前記比較一致率閾値は経時的に増加する、請求項１２に記載の顔認証システム。
【請求項１５】
　ユーザのカメラ付きコンピューティングデバイスを介して認証システムにおいてユーザ
を認証するための方法であって、
　前記ユーザからの第１の距離で前記コンピューティングデバイスの前記カメラによって
撮像された前記ユーザの少なくとも１つの第１の画像を取得することと、
　前記少なくとも１つの第１の画像による顔認識データに基づいて第１の生体データを取
得するために前記少なくとも１つの第１の画像を処理することと、
　前記第１の距離とは異なる前記ユーザからの第２の距離で前記コンピューティングデバ
イスの前記カメラによって撮像された前記ユーザの少なくとも１つの第２の画像を取得す
ることと、
　前記少なくとも１つの第２の画像による顔認識データに基づいて第２の生体データを取
得するために前記少なくとも１つの第２の画像を処理することと、
　前記第１の生体データと前記第２の生体データとを比較することと、
　前記第１の生体データが所定の閾値の範囲内で前記第２の生体データと一致しない場合
、前記ユーザを認証することと、
　前記第１の生体データが所定の閾値の範囲内で前記第２の生体データと一致する場合、
前記ユーザへのアクセスを拒否することと
を備える方法。
【請求項１６】
　前記ユーザからの前記第１の距離で前記コンピューティングデバイスの前記カメラによ
って撮像された前記ユーザの少なくとも１つの第１の登録画像を取得することと、
　前記少なくとも１つの第１の登録画像による顔認識データに基づいて第１の登録生体デ
ータを取得するために前記少なくとも１つの第１の登録画像を処理することと、
　前記第１の生体データと前記第１の登録生体データとを比較することと、
　前記第１の生体データが所定の閾値の範囲内で前記第１の登録生体データと一致する場
合、前記ユーザを認証することと
を更に備える請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ユーザからの前記第２の距離で前記コンピューティングデバイスの前記カメラによ
って撮像された前記ユーザの少なくとも１つの第２の登録画像を取得することと、
　前記少なくとも１つの第２の登録画像による顔認識データに基づいて第２の登録生体デ
ータを取得するために前記少なくとも１つの第２の登録画像を処理することと、
　前記第２の生体データと前記第２の登録生体データとを比較することと、
　前記第２の生体データが所定の閾値の範囲内で前記第２の登録生体データと一致する場
合、前記ユーザを認証することと
を更に備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記モバイルデバイスは、撮像中に前記モバイルデバイスのディスプレイにリアルタイ
ムビデオフィードバックを提供する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの第１の画像および前記少なくとも１つの第２の画像を処理する前
に、前記少なくとも１つの第１の画像および前記少なくとも１つの第２の画像を歪めるこ
とを更に備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記撮像中に前記モバイルデバイスの前記ディスプレイにパターンを表示することと、
　前記ユーザの目や顔における前記パターンのずれの反映を検出するために前記少なくと
も１つの第１の画像または前記少なくとも１つの第２の画像を処理することと
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を更に備える、請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本願は、２０１４年８月２８日出願の米国特許仮出願第６２／０４３，２２４号、２０
１４年９月２４日出願の米国特許仮出願第６２／０５４，８４７号、２０１４年１０月１
５日出願の米国特許仮出願第６２／０６４，４１５号、２０１４年１２月１日出願の米国
特許仮出願第６２／０８５，９６３号、２０１５年１月８日出願の米国特許仮出願第６２
／１０１，３１７号、２０１５年３月２７日出願の米国特許仮出願第６２／１３９，５５
８号、および２０１５年７月３日出願の米国特許仮出願第６２／１８８，５８４号の利益
を主張する。上記出願のそれぞれの内容は参照により援用される。
【０００２】
　開示の実施形態は生体セキュリティに関する。より詳細には、開示の実施形態は顔認識
認証システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　多くのユーザアカウントにアクセスするために使用できる個人電子デバイスの普及、お
よび個人情報窃盗および他のセキュリティ問題の扱いの増加に伴い、電子デバイスを介し
てユーザアカウントに安全にアクセスする方法のニーズが増している。したがってアカウ
ント保持者は、大文字と小文字、数字、および他の記号の混合の使用などの様々な基準を
満たす、長いパスワードを有することをしばしば求められる。スマートフォン、スマート
ウォッチ、および「モノのインターネット（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｔｈｉｎｇｓ）」
（「ＩｏＴ」）デバイスなどの小型電子デバイスを用いて、アカウントにアクセスを望む
度にこのような長いパスワードをデバイスにタイプするのが面倒となることがある。場合
によっては、ユーザは、自身のデバイスに対して不便なためにこのような面倒なセキュリ
ティ対策を無効にすると反転することさえある場合がある。したがってこのようなデバイ
スのユーザは自身のユーザアカウントに安全にアクセスする他の方法を好むことがある。
【０００４】
　別のこうした方法は、生体情報の使用を通じて行うものもある。例えば電子デバイスが
、当該デバイスまたはアカウントにアクセスを求める人を認証する判定のためにユーザの
指紋をスキャンできる光学読取装置を有してもよい。しかしこのような指紋システムは、
小型電子デバイスを使用するためには非常に高額であることが多いか、または信頼性が低
く安全ではないと考えられることが多い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　加えて顔認識は一般に公知であり、様々な状況で使用できる。二次元の顔認識はソーシ
ャルネットワークの画像または写真編集ソフトウェアにおいて人物にタグ付けするために
一般に使用されている。しかし顔認識ソフトウェアは、それが充分に安全であると考えら
れていないので、アカウントにアクセスしようとするユーザを確実に認証するためにそれ
自体が広く実施されていない。例えば二次元の顔認識は、顔を撮影または記録してもよい
ので、安全ではないと考えられ、次いでユーザの画像を示す、出来上がった印刷またはビ
デオ表示がシステムを欺くために使用されることがある。したがって例えばユーザアカウ
ントにログインしようとするユーザを認証するために、信頼でき、費用効果が高く、便利
な方法が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　開示された実施形態は上記に鑑みて開発され、本発明の態様はユーザのモバイルコンピ
ューティングデバイスを介して、ユーザを認証システムに登録および認証するための方法
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を含み得る。ユーザのデバイスはカメラ、および加速度計、磁力計、およびジャイロスコ
ープなどの少なくとも１つの移動検出センサを備える。
【０００７】
　一実施形態では、ユーザはユーザの顔の登録画像を提供することによりシステムに登録
してもよい。登録画像は、ユーザがモバイルデバイスをユーザの頭部に対して異なる位置
に動かす際に、モバイルデバイスのカメラによって撮像される。したがってユーザは、ユ
ーザの顔を異なる角度および距離から示す登録画像を得られる。またシステムは、モバイ
ルデバイスの１つ以上の移動センサを利用して、撮像中に写真を撮像する登録移動経路を
決定してもよい。少なくとも１つの画像は、画像内のユーザの顔を検出し、画像内のユー
ザの顔から生体情報を取得するために処理される。画像処理はユーザのモバイルデバイス
上で、または認証サーバもしくはユーザアカウントサーバなどのリモートデバイスで行わ
れてもよい。登録情報（登録生体、移動、および他の情報）は、モバイルデバイスまたは
リモートデバイスに記憶されてもよい。
【０００８】
　次いでシステムは、ユーザがモバイルデバイスをユーザの頭部に対して異なる位置に動
かす間に、ユーザがモバイルデバイスのカメラを介して少なくとも１つの認証画像を提供
することにより、ユーザを認証してもよい。認証画像は顔検出および顔の生体情報のため
に処理される。また経路パラメータは認証画像（認証移動）の撮像中に取得される。次い
で認証情報（認証生体、移動、および他の情報）は登録情報と比較されて、ユーザが認証
されるべきか、または拒否されるべきかを判定する。画像処理および比較はユーザのモバ
イルデバイス上で行われても、またはリモートで行われてもよい。
【０００９】
　一部の実施形態では、複数の登録プロファイルがユーザによって生成されて、さらなる
セキュリティを提供してもよい。例えばユーザは帽子または眼鏡などの装身具を着用して
、あるいは変顔をしながら登録をしてもよい。さらなる実施形態では、ユーザの登録情報
がユーザの電子メールアドレス、電話番号、または他の識別子にリンクされてもよい。
【００１０】
　認証システムは、ユーザがシステムとの認証を知る援助をするために、モバイルデバイ
ス上に表示されたフィードバックを含んでもよい。例えば正確な距離は、認証生体または
移動の一致率にフィードバックを提供してもよい。移動距離はモバイルデバイスによって
検出された移動にフィードバックを提供してもよい。
【００１１】
　一部の実施形態では、システムは、認証システムの利用に成功したか、あるいは詐称防
止対策を撮ったユーザにごほうびを与えてもよい。このようなごほうびには、リーダーボ
ード、資格レベル、ごほうびポイント、クーポン券または他の提供などが含まれてもよい
。一部の実施形態では、認証システムを使用して複数のアカウントにログインしてもよい
。
【００１２】
　生体および移動整合に加えて、一部の実施形態は、さらにシステムを安全にするために
バンディング検出、グレア検出、およびスクリーンエッジ検出も利用してもよい。他の実
施形態では、ユーザの性、年齢、および人種などを含む他のユーザの属性を検出し照合し
てもよい。
【００１３】
　またシステムは、ユーザがまず認証システムを設定するときに、ユーザアカウント（複
数可）に徐々にアクセスを提供してもよい。ユーザが首尾よくシステムを実施するにつれ
て、認証が拡大されてもよい。例えばユーザが認証システムに慣れる一定期間、低い取引
制限を適用してもよい。
【００１４】
　一部の実施形態では、モバイルデバイスは、ユーザが登録または認証中に自身の顔を撮
像する援助をするために、撮像しているもののビデオフィードバックを示してもよい。ビ
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デオフィードバックは、モバイルデバイスの表示画面の一部のみに表示されてもよい。例
えばビデオフィードバックは表示画面の上部に表示されてもよい。ビデオフィードバック
表示は、モバイルデバイスの前向きのカメラの場所に対応する、表示画面の一部に配置さ
れてもよい。
【００１５】
　低光での撮像を促進するために、ビデオフィードバック以外の画面の一部は、白などの
明色で表示されてもよい。一部の実施形態では、またＬＥＤまたは赤外光を使用してもよ
く、また近赤外線熱撮像を赤外線カメラで行ってもよい。したがって撮像に使用されるモ
バイルデバイスは、可視光および赤外線画像をキャプチャするために複数のカメラを有し
てもよい。またモバイルデバイスは、立体の三次元画像を提供するために単一スペクトル
に複数のカメラの撮像を有してもよい。
【００１６】
　一部の実施形態では、追加されたセキュリティを提供するために、モバイルデバイスは
、撮像中に検出されるために表示画面上に対象、色、またはパターンを出力してもよい。
所定の対象またはパターンは、独自の一次元または二次元のバーコードであってもよい。
例えばＱＲコード（登録商標）（二次元バーコード）が画面に表示され、ユーザの目に反
映されてもよい。ＱＲコードが画像内で検出された場合は、その人物が認証されてもよい
。他の実施形態では、対象が画面上を動いてもよく、システムはユーザの目がその動きを
追うかどうかを検出してもよい。
【００１７】
　一部の実施形態では、システムは、ユーザが登録および／または認証中にユーザの頭部
に対してデバイスを移動する援助をするために、プロンプトをビデオフィードバック表示
に提供してもよい。プロンプトは表示画面に表示される楕円または枠を含んでもよく、表
示画面内でユーザは自身の顔を楕円または枠内に入るまでモバイルデバイスを動かすこと
により、自身の顔を配置する必要がある。プロンプトは、好ましくは異なる大きさからな
ってもよく、また画面の異なる位置に中心を置かれてもよい。実際の三次元の人の画像が
自身で接近したり遠ざかったりすると、生体の結果はレンズの魚眼効果により異なること
がわかっている。したがって三次元の人は、生体の結果が接近した画像および遠ざかった
画像で異なるときに有効である場合がある。またこれにより、ユーザがそれぞれの距離に
対して複数の生体プロファイルを有することもできる。
【００１８】
　他の実施形態では、接近した画像と遠ざかった画像との間で取得した画像からの生体は
、徐々に増加して異なる生体の結果に対して分析されてもよい。この手法で、遠ざかった
顔から歪んだ接近した顔までの顔のモーフィングがキャプチャされ追跡される。次いで認
証中に徐々に増加する枠は、登録中に移動経路に沿って同じ場所でキャプチャされた枠に
位置合わせされ、予期される類似および相違が確実に見つかるために比較されてもよい。
これにより、移動経路およびキャプチャされた画像ならびに現在撮像されている三次元の
人を証明できる生体データがもたらされる。したがって接近した生体と遠ざかった生体が
比較されるだけでなく、生体データがその間で取得される。その間で取得された生体デー
タも、移動経路に沿って正しいモーフィング速度に対応しなければならず、システムのセ
キュリティを大きく向上させる。
【００１９】
　一部の実施形態では、タッチスクリーンが利用されてもよい。例えばユーザは、本明細
書に説明された認証システムに加えて、特定のコードまたはパターンをスワイプ入力する
必要がある場合がある。またタッチスクリーンはユーザの指の大きさおよび向き、ならび
にタッチスクリーン上で使用されているのが右手であるか左手であるかどうかを検出して
もよい。また音声パラメータは追加のセキュリティ層として使用されてもよい。システム
は、取得された画像が認証システムに対して充分な品質であることを確保するために、エ
ッジのシャープネスまたは他の指標を検出してもよい。
【００２０】
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　カメラがオートフォーカスを有するとき、オートフォーカスはシステムによって制御さ
れて実際の三次元の人の存在を証明してもよい。オートフォーカスはユーザまたは環境の
異なる特徴が異なる焦点距離に焦点を合わせることを確認してもよい。他の実施形態では
、認証画像はシステムで認証を試行した人を精査するために保存されてもよい。
【００２１】
　一部の実施形態では、求められる一致閾値は経時的に適合されてもよい。したがってシ
ステムは、年齢、体重の増減、環境、ユーザの経験、セキュリティレベル、または他の要
因に起因する生体の変化を考慮してもよい。さらなる実施形態では、システムは、不正ア
クセスからさらに守るために生体情報を取得する前に画像の歪みを利用してもよい。
【００２２】
　システムは、本明細書に説明されたようにセキュリティ層として、あらゆる数または組
合せのセキュリティの特徴を利用してもよい。認証が失敗すると、システムは、どのセキ
ュリティ層がセキュリティシステムの完全性を守ることへの失敗を引き起こしたかが不明
であるように構成されてもよい。
【００２３】
　本発明の他のシステム、方法、特徴および利点は、以下の図および詳細な説明を検討す
ると当業者には明らかである、または明らかになる。すべてのこのような追加のシステム
、方法、特徴および利点が本明細書内に含まれ、本発明の範囲内にあり、添付の特許請求
の範囲によって保護されることが意図される。
【００２４】
　図の構成要素は必ずしも一定の縮尺ではなく、その代わりに本発明の原理を例示するこ
とに重点が置かれている。図面において、様々な図の全体を通して同じ番号は、対応する
部分を示す。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】一実施形態による顔認識認証システムの例示的使用環境を示す図である。
【図２】モバイルデバイスの例示的実施形態を示す図である。
【図３】モバイルデバイスおよびサーバの一部である、例示的ソフトウェア・モジュール
を示す図である。
【図４】一実施形態による顔認識認証を実行するための方法を示す図である。
【図５】一例示的実施形態による、ユーザを顔認識認証システムに登録するための方法を
示す図である。
【図６Ａ】一例示的実施形態による、ユーザの顔を中心としたモバイルデバイスの移動の
例を示す図である。
【図６Ｂ】一例示的実施形態による、ユーザの顔を中心としたモバイルデバイスの移動の
例を示す図である。
【図７Ａ】一例示的実施形態による、ユーザの顔を中心としたモバイルデバイスの移動の
例を示す図である。
【図７Ｂ】一例示的実施形態による、ユーザの顔を中心としたモバイルデバイスの移動の
例を示す図である。
【図８】一例示的実施形態による、認証情報を顔認識認証システムに提供するための方法
を示す図である。
【図９】一例示的実施形態による、顔認識認証システム内の認証証明書を検証する方法を
示す図である。
【図１０】顔認識認証システム内の図形および数のフィードバックを示す例示的表示を示
す図である。
【図１１Ａ】顔認識認証システム内の前向きカメラ位置に対応する例示的ビデオフィード
バックの表示を示す図である。
【図１１Ｂ】顔認識認証システム内の前向きカメラ位置に対応する例示的ビデオフィード
バックの表示を示す図である。
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【図１１Ｃ】顔認識認証システム内の前向きカメラ位置に対応する例示的ビデオフィード
バックの表示を示す図である。
【図１２】ディスプレイの側面上のエッジ画素が水平に延ばされた、顔認識認証システム
の例示的ビデオディスプレイのフィードバックを示す図である。
【図１３Ａ】ユーザがモバイルデバイスに接近または遠ざかって動くにつれて、ガイドと
して機能する楕円として示された顔位置合わせ指標を備えた例示的画面表示を示す図であ
る。
【図１３Ｂ】ユーザがモバイルデバイスに接近または遠ざかって動くにつれて、ガイドと
して機能する楕円として示された顔位置合わせ指標を備えた例示的画面表示を示す図であ
る。
【図１４】撮像領域を有する図表コード入力インターフェースを示す、例示的モバイルデ
バイス表示を示す図である。
【図１５】撮像領域を有する数字および図表コード入力インターフェースを示す、例示的
モバイルデバイス表示を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　安全で便利な顔認識認証を提供するためのシステムおよび方法について以下に説明する
。システムおよび方法は、追加の高額な生体読取機またはシステムを必要とすることなく
実現できる一方で、従来の顔認識システムより高度のセキュリティを供給する。
【００２７】
　顔認識認証環境
　図１は、本明細書に説明された顔認識認証システムの例示的使用環境を示す。これは１
つの可能な使用環境およびシステムに過ぎない。図に関連して以下に提供された仕様を読
んだ後、当業者は異なる使用環境および構成に達し得ることが企図される。
【００２８】
　この環境では、ユーザ１０８は、認証システムを介して１つ以上のユーザアカウントに
アクセスするために使用できるモバイルデバイス１１２を有してもよい。ユーザ１０８は
、ユーザの顔の画像などのユーザ１０８の写真をキャプチャできるモバイルデバイス１１
２を有してもよい。ユーザはモバイルデバイス１１２上のカメラ１１４、またはモバイル
デバイス１１２に接続されたカメラ１１４を使用して、自身の１つ以上の画像またはビデ
オをキャプチャしてもよい。モバイルデバイス１１２は、画像（静止または動画のいずれ
か）をキャプチャでき、画像処理またはネットワークを経由して通信を実行できるあらゆ
るタイプのモバイルデバイスを備えてもよい。
【００２９】
　この実施形態では、ユーザ１０８は画像をキャプチャするためにモバイルデバイス１１
２を運び保持してもよい。またユーザはあらゆる数の他のデバイスを着用または保持して
もよい。例えばユーザは、１つもしくは複数のカメラ１３４または腕時計上に配置された
バイオセンサを含む腕時計１３０を着用してもよい。カメラ１３４は、可視光ならびに赤
外光から画像を生成するように構成されてもよい。カメラ１３４はさらに、または別法と
して暗環境で画像を取得するために画像増倍、アクティブ照明、または熱ビジョンを利用
してもよい。
【００３０】
　ユーザ１０８の方に向けると、カメラ１３４はユーザの顔の画像をキャプチャできる。
カメラ１３４は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＮＦＣ、もしくは他の形式などを介
してモバイルデバイス１１２と通信する通信機能を含んでもよく、またはネットワーク１
１６と有線もしくは無線リンク１５４を経由して直接通信してもよい、モジュールの一部
であってもよい。腕時計１３０はその盤面上に画面を含むことにより、ユーザが情報を見
ることができる場合がある。カメラモジュール１３４がモバイルデバイス１１２と通信す
る場合、モバイルデバイス１３４はネットワーク１１６への通信を中継する。モバイルデ
バイス１３４は、３Ｄもしくは立体視を提供するため、または近赤外および可視光などの
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異なるスペクトル領域を跨いで画像を取得するために、２つ以上の前向きカメラ１１４を
備えて構成されてもよい。
【００３１】
　モバイルデバイス１１２は、リモートサーバ１２０とネットワーク１１６を経由して無
線通信するように構成される。サーバ１２０は１つ以上のデータベース１２４と通信して
もよい。ネットワーク１１６は、これに限定されないが、ＬＡＮ、ＷＡＮ、ＰＡＮ、また
はインターネットを含むモバイルデバイスから、かつモバイルデバイスへ通信できるあら
ゆるタイプのネットワークであってもよい。モバイルデバイス１１２は、Ｅｔｈｅｒｎｅ
ｔ（登録商標）、ＷｉＦｉ、およびＮＦＣなどの有線または無線接続を介してネットワー
クと通信してもよい。サーバ１２０は、モバイルデバイス１１２と通信できるあらゆるタ
イプのコンピューティングデバイスを含んでもよい。サーバ１２０およびモバイルデバイ
ス１１２はプロセッサおよびメモリを備えて構成され、機械可読コードまたはメモリに記
憶された機械命令を実行するように構成される。
【００３２】
　示されたようにモバイルデバイスまたはリモート地に記憶されたデータベース１２４は
、ユーザ１０８を識別するためにユーザ１０８の顔生体情報および認証情報を含んでもよ
く、それによりモバイルデバイス１１２または腕時計１３４から受信した１つ以上の画像
または生体情報に基づいて、関連したユーザのデータにアクセスできる。データは、例え
ばユーザアカウントに関連した情報または命令であってもよく、それにより個別のアカウ
ント情報サーバ１２０Ｂにアクセスできる。用語生体データは、情報の中でとりわけ顔の
特徴および経路パラメータに関する生体情報を含んでもよい。経路パラメータの例には、
モバイルデバイスの加速度および速度、画像キャプチャ中のモバイルデバイスの角度、モ
バイルデバイスからユーザまでの距離、ユーザに関してユーザの顔の位置に関連したパス
の方向、またはカメラに関したモバイルデバイスもしくはユーザの顔の動きに関連したあ
らゆる他のタイプのパラメータが含まれてもよい。また他のデータには、ＧＰＳデータ、
およびデバイス識別情報などが含まれてもよい。
【００３３】
　この実施形態では、サーバ１２０はモバイルデバイス１１２またはユーザ１０８からの
識別に対する要求を処理する。一構成では、顔検出を使用してモバイルデバイス１１２に
よってキャプチャされた画像は、左右もしくは水平の弧もしくは直線、垂直弧もしくは直
線、ユーザの顔から前後、またはあらゆる他の方向の移動など、ユーザの顔に対してモバ
イルデバイスが移動している間、ユーザの顔１０８の１つ以上の画像を含む。別の構成で
は、モバイルデバイス１１２は、取得した画像からの生体情報を計算し、生体情報をサー
バ１２０に送信する。さらに別の実施形態では、モバイルデバイス１１２は、生体情報を
モバイルデバイス１１２に記憶された生体情報と比較し、比較からの認証結果をサーバ１
２０に送信する。
【００３４】
　画像（複数可）もしくは生体情報、またはその両方を含むデータは、ネットワーク１１
６を経由してサーバ１２０に送信される。画像処理および画像認識アルゴリズムを使用し
て、サーバ１２０は顔のデータなどの人の生体情報を処理し、生体情報をデータベース１
２４に記憶された生体データと比較して一致の可能性を判定する。他の実施形態では、画
像処理および比較はモバイルデバイス１１２上で行われ、サーバに送信されたデータは比
較の結果を表示する。さらなる実施形態では、画像処理および比較は、サーバにアクセス
することなく、例えばモバイルデバイス１１２自体にアクセスしてモバイルデバイス１１
２上で行われる。
【００３５】
　顔認識処理を使用することにより、正確な識別一致を確立できる。これに基づいてまた
恣意的に１つ以上の他の要因に基づいて、アクセスが許可されてもよく、または認証され
なかったユーザは拒否されてもよい。顔認識処理は当技術分野では公知である（または確
立されたプロセスである）ので、顔認識処理は本明細書では詳述されない。
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【００３６】
　また関連した第２のデータベース１２４Ｂを備える第２のサーバ１２０Ｂ、および関連
した第３のデータベース１２４Ｃを備える第３のサーバ１２０Ｃも示されている。第２お
よび第３のデータベースは、サーバ１２０およびデータベース１２４上で利用できない追
加情報を含むために提供されてもよい。例えば追加サーバの１つは、サーバ１２０によっ
て実行されるユーザ１０８の認証のみに基づいてアクセスされてもよい。
【００３７】
　１つ以上のソフトウェア・アプリケーションがモバイルデバイス１１２上で実行される
。このソフトウェアは本明細書では認証アプリケーション（ＩＤ　Ａｐｐ）と定義される
。ＩＤ　Ａｐｐは、顔検出および顔認識の一方または両方、ならびに経路パラメータおよ
び／または生体データを監視する１つ以上のソフトウェア・モジュールを備えて構成され
てもよい。本明細書で使用される場合、顔検出は画像内の顔を検出するプロセスを指す。
本明細書で使用される場合、顔認識は、アルゴリズム、その顔の特徴をマッピングするこ
と、および顔の特徴を数字データなどの生体データに変換することを使用して、顔を分析
できるプロセスを指す。生体データは、１つ以上の異なる画像から抽出した生体データと
類似点または相違点について比較することができる。生体データに高率の類似点が見出さ
れた場合、画像に示された個人は一致するとみなされてもよい。
【００３８】
　ユーザを認証するためにユーザの顔をデータベース１２４に記憶された識別または画像
と一致することを最終目標として、ＩＤ　Ａｐｐは、まず画像内の顔を識別し配置するた
めにカメラ１１４，１３４によってキャプチャされた画像を処理してもよい。図１に示さ
れたように顔１０８が存在してもよい。認証はオンライン・アカウントにログインするた
め、または多数の他のアクセス制御機能のために使用されてもよい。
【００３９】
　次いで検出された顔を含む写真の一部は、１つ以上の顔認識アルゴリズムで処理するた
めに、トリミングされ、切断され、記憶されてもよい。まず画像内の顔を検出し顔の部分
のみをトリミングすることにより、顔認識アルゴリズムは画像全体を処理する必要がない
。さらに顔認識処理がモバイルデバイス１１２からリモートでサーバ１２０などに生じる
実施形態では、ネットワークを経由してリモート地に送信するために必要とされる画像デ
ータは、はるかに少ない。処理のために画像全体、トリミングされた顔、または生体デー
タのみがリモートサーバ１２０に送信されてもよいことが企図される。
【００４０】
　顔検出ソフトウェアは様々な角度から顔を検出できる。しかし顔認識アルゴリズムは明
るい状態で画像に真っ直ぐであるのが最も正確である。一実施形態では、キャプチャされ
る顔認識に対して最も高品質の顔の画像がまず処理され、次いでより低い品質または顔に
向かって真っすぐ以外の異なる角度の顔の画像が処理される。処理はモバイルデバイス上
で、またはリモートサーバで行われてもよく、リモートサーバは画像データまたは顔識別
データの大きいデータベースにアクセスする。
【００４１】
　顔検出はモバイルデバイス上に現れることが好ましく、ＩＤ　Ａｐｐなどのモバイルデ
バイスソフトウェアによって実行される。これにより、顔が見つからず、ネットワークを
経由して送信しなければならない全データ量を最小にする処理に対して、サーバに送信す
る画像（データ）の数またはサイズが低減する。これにより必要な帯域幅が低減し、ネッ
トワーク速度の要件が低減される。
【００４２】
　別の好ましい実施形態では、顔検出、顔認識、および生体比較はすべてモバイルデバイ
ス上で行われる。しかし顔認識処理はモバイルデバイス、リモートサーバ、またはその両
方で行われてもよいことが企図される。
【００４３】
　図２はモバイルデバイスの例示的実施形態を示す。これは１つの可能なモバイルデバイ
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スの構成に過ぎず、したがって当業者はモバイルデバイスを異なって構成してもよいこと
が企図される。モバイルデバイス２００は、以下に説明されるように実行できるあらゆる
タイプの携帯通信デバイスを備えてもよい。モバイルデバイスは、ＰＤＡ、携帯電話、ス
マートフォン、タブレット型ＰＣ、無線電子パッド、ＩｏＴデバイス、「ウェアラブル」
電子デバイスまたはあらゆる他のコンピューティングデバイスを備えてもよい。
【００４４】
　この例示的実施形態では、モバイルデバイス２００は、以下に説明される構成要素を保
護し含むように構成された、外側ハウジング２０４を備えて構成される。ハウジング２０
４内にはプロセッサ２０８ならびに第１および第２のバス２１２Ａ、２１２Ｂ（集合的に
２１２）がある。プロセッサ２０８はバス２１２を経由してモバイルデバイス２００のそ
の他の構成要素と通信する。プロセッサ２０８は、本明細書に説明されたように実行でき
るあらゆるタイプのプロセッサまたは制御装置を備えてもよい。プロセッサ２０８は、汎
用プロセッサ、ＡＳＩＣ、ＡＲＭ、ＤＳＰ、制御装置、またはあらゆる他のタイプの処理
装置を備えてもよい。プロセッサ２０８およびモバイルデバイス２００の他の要素は、電
池２２０または他の電源から電力を受領する。電気的インターフェース２２４は、第２の
電子デバイス、コンピュータ、医療デバイス、または電力供給装置／充電装置などのモバ
イルデバイスと電気的にインターフェースをとるために、１つ以上の電気ポートを提供す
る。インターフェース２２４はあらゆるタイプの電気的インターフェースまたは接続フォ
ーマットを備えてもよい。
【００４５】
　１つ以上のメモリ２１０は、プロセッサ２０８上で実行するための機械可読コードの記
憶のため、また画像データ、音声データ、ユーザデータ、医療データ、場所データ、加速
度データ、またはあらゆる他のタイプのデータなどデータの記憶のためのモバイルデバイ
ス２００の一部である。メモリ２１０はＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリ、光メモリ、
またはマイクロドライブメモリを備えてもよい。本明細書に説明されるような機械可読コ
ードは持続性である。
【００４６】
　この実施形態の一部として、プロセッサ２０８はユーザインターフェース２１６に接続
される。ユーザインターフェース２１６は、モバイルデバイスを制御するためにユーザ入
力を受け入れるように構成されたあらゆるシステムまたはデバイスを備えてもよい。ユー
ザインターフェース２１６は以下のうちの１つ以上、すなわちキーボード、ローラーボー
ル、ボタン、ホイール、ポインタキー、タッチパッド、およびタッチスクリーンを備えて
もよい。またバス２１２を通してインターフェースをとりディスプレイ２２８に接続する
、タッチスクリーン制御装置２３０が提供される。
【００４７】
　ディスプレイは、視覚情報をユーザに表示するように構成されたあらゆるタイプの表示
画面を備える。画面はＬＥＤ、ＬＣＤ、薄膜トランジスタ画面、ＯＥＬ　ＣＳＴＮ（カラ
ー超ねじれネマティック）、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）、ＴＦＤ（薄膜ダイオード）、
ＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）、ＡＭＯＬＥＤディスプレイ（アクティブマトリックス
有機発光ダイオード）、容量式タッチスクリーン、抵抗タッチスクリーンまたはこれらの
技術のあらゆる組合せを備えてもよい。ディスプレイ２２８はプロセッサ２０８から信号
を受信し、これらの信号は、当技術分野に理解されるようにディスプレイによりテキスト
または画像に変換される。ディスプレイ２２８は、プロセッサ２０８とインターフェース
をとる表示プロセッサ（図示せず）または制御装置をさらに備えてもよい。タッチスクリ
ーン制御装置２３０は、ディスプレイ２２８上に重ね合わせるタッチスクリーンから信号
を受信するように構成された、モジュールを備えてもよい。
【００４８】
　またスピーカ２３４およびマイクロフォン２３８もこの例示的モバイルデバイスの一部
である。スピーカ２３４およびマイクロフォン２３８はプロセッサ２０８によって制御さ
れてもよい。マイクロフォン２３８は、音声信号を受信しプロセッサ２０８の制御に基づ
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いて電気信号に変換するように構成される。同様にプロセッサ２０８は、音声信号を発生
するためにスピーカ２３４を活性化させてもよい。これらのデバイスは当技術分野に理解
されるように作動するので、本明細書では詳述されない。
【００４９】
　また第１の無線トランシーバ２４０および第２の無線トランシーバ２４４が１つ以上の
バス２１２に接続され、各トランシーバはそれぞれアンテナ２４８、２５２に接続する。
第１および第２のトランシーバ２４０、２４４は、入力信号をリモート送信機から受信し
、アナログベースバンド信号を発生するために信号にアナログ・フロントエンド処理を実
行するように構成される。入力信号は、後続のプロセッサ２０８による処理のために、ア
ナログ・デジタル変換器などによりデジタル形式への変換によってさらに処理されてもよ
い。同様に第１および第２のトランシーバ２４０、２４４は出力信号をプロセッサ２０８
から、またはモバイルデバイス２０８の別の構成要素から受信し、それぞれのアンテナ２
４８、２５２を経由して送信するためにこれらの信号をベースバンドからＲＦ周波数に変
換するように構成される。第１の無線トランシーバ２４０および第２の無線トランシーバ
２４４を備えて示されているが、モバイルデバイス２００はこのようなシステムを１つの
み、または２つ以上のトランシーバを有してもよいことが企図される。例えば一部のデバ
イスは３周波数帯もしくは４周波数帯機能である、またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）、ＮＦＣ、または他の通信機能を有する。
【００５０】
　モバイルデバイスしたがって第１の無線トランシーバ２４０および第２の無線トランシ
ーバ２４４は、これに限定されないが、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ、
ｂ、ｇ、ｎなどのＷＩ－ＦＩ、無線ＬＡＮ、ＷＭＡＮ、ブロードバンド固定アクセス、Ｗ
ｉＭＡＸ、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ（登録商標）、ＥＤＧＥ、３Ｇ、４Ｇ、５Ｇ、ＴＤＭＡ、Ａ
ＭＰＳ、ＦＲＳ、ＧＭＲＳ、市民バンドラジオ、ＶＨＦ、ＡＭ、ＦＭ、および無線ＵＳＢ
を含むあらゆる携帯電話技術を含むあらゆる既存、または将来開発される無線規格に従っ
て作動するように構成されてもよいことが企図される。
【００５１】
　これもプロセッサ２０８とインターフェースをとる第２のバス２１２Ｂに接続された１
つ以上のシステムも、モバイルデバイスの一部である。これらのデバイスは、関連したア
ンテナ２６２を備えた全地球測位システム（ＧＰＳ）モジュール２６０を含む。ＧＰＳモ
ジュール２６０は、ＧＰＳモジュール２６０の場所、移動の方向、および速度についての
位置データを生成するために、信号を衛星または他のトランスポンダから受信し処理でき
る。ＧＰＳは概ね当技術分野に理解されているので、本明細書では詳述されない。ジャイ
ロスコープ２６４は、バス２１２Ｂに接続してモバイルデバイス２０４の方位についての
方位データを生成し提供する。磁力計２６８は方位情報をモバイルデバイス２０４に提供
するために提供される。加速度計２７２は、バス２１２Ｂに接続してモバイルデバイスが
受けた衝撃または力についての情報またはデータを提供する。一構成では、加速度計２７
２およびジャイロスコープ２６４は、データを生成しプロセッサ２０８に提供して、モバ
イルデバイスの移動経路および方位を表示する。
【００５２】
　１つ以上のカメラ（静止、動画、または両方）２７６は、画像データをキャプチャして
メモリ２１０に保存するため、かつ／または無線もしくは有線リンクを経由して可能な送
信をするため、またはしばらく後で見るために提供される。１つ以上のカメラ２７６は、
可視光および／または近赤外光を使用して画像を検出するように構成されてもよい。また
カメラ２７６は、画像を暗環境で取得するために画像増倍、アクティブ照明、または熱ビ
ジョンを利用するように構成されてもよい。プロセッサ２０８は、顔検出、項目検出、顔
認識、項目認識またはバーコード／ボックスコード読取りの場合などに画像認識を実行す
るために画像を処理してしてもよい。
【００５３】
　ＬＥＤ光などの点滅装置および／または懐中電灯２８０が提供され、プロセッサで制御
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可能である。点滅装置または懐中電灯２８０は、ストロボまたは従来の懐中電灯としての
働きをしてもよい。また点滅装置または懐中電灯２８０は近赤外光を放射するように構成
されてもよい。電力管理モジュール２８４は、電力消費を管理する、電池の充電を制御す
る、また異なる電力需要を必要とし得る様々なデバイスに供給電圧を提供するために、電
池２２０とインターフェースをとる、または電池２２０を監視する。
【００５４】
　図３は、モバイルデバイスおよびサーバの一部である例示的ソフトウェア・モジュール
を示す。他のソフトウェア・モジュールを提供して、以下に説明された機能を提供しても
よい。本明細書に説明された機能のために、機能を実行するように構成された整合ソフト
ウェア（持続性機械可読コード、機械実行可能命令またはコード）が存在することが提供
される。ソフトウェアはメモリに記憶され、プロセッサによって実行可能であるはずであ
る。
【００５５】
　この例示的確認では、モバイルデバイス３０４は受信モジュール３２０および送信モジ
ュール３２２を含む。これらのソフトウェア・モジュールは、カメラ、眼鏡、サーバ、携
帯電話タワー、またはルータもしくはアクセスポイントなどのＷＩＦＩシステムなどのリ
モートデバイスとデータを送受信するように構成される。
【００５６】
　また三角測量またはＧＰＳなどを備えるモバイルデバイスの場所を決定するように構成
された位置検出モジュール３２４も、モバイルデバイス３０４の一部である。アカウント
設定モジュール３２６は、ユーザがアカウント設定を確立し、記憶し、調節できるために
提供される。またログインモジュール３２８は、ユーザがパスワード保護などを有してモ
バイルデバイス３０４にログインできるように提供される。顔検出モジュール３０８は顔
検出アルゴリズムを実行するために提供される一方で、顔認識モジュール３２１は、ユー
ザに特有である１つ以上の顔の特徴（顔生体情報）を表す数値を生成するように、ユーザ
の顔または顔の特徴を認識するソフトウェアコードを含む。
【００５７】
　情報表示モジュール３１４はモバイルデバイスのユーザに情報の表示を制御する。表示
はモバイルデバイスまたは腕時計の画面上に現れる。ユーザ入力／出力モジュール３１６
はユーザからデータを受け入れ、ユーザにデータを表示するように構成される。ローカル
インターフェース３１８は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）もしくは他の近距離通信な
どを使用する他のローカルデバイスと、またはカメラ、電池、データ記憶要素に接続され
たコネクタを使用する有線リンクとインターフェースをとるように構成される。モバイル
デバイス３０４内に示された（関連したハードウェアを備える）すべてのソフトウェアは
、本明細書に説明された機能を提供するように作動する。
【００５８】
　またサーバソフトウェア・モジュール３５０も図３に示されている。これらのモジュー
ルはモバイルデバイスから離れて配置されているが、あらゆるサーバまたはリモート処理
要素に配置することができる。当技術分野には理解されるように、ネットワークおよびネ
ットワークデータは、統合されたサーバを提供するために複数のサーバおよびデータベー
スを一緒に作動する、分散処理アプローチを使用する。結果としてサーバブロック３５０
に示されたモジュールは、同じサーバまたは同じ物理的位置にすべてが配置されなくても
よいことが企図される。
【００５９】
　図３に示されたように、サーバ３５０は受信モジュール３５２および送信モジュール３
５４を含む。これらのソフトウェア・モジュールは、カメラ、腕時計、眼鏡、サーバ、携
帯電話タワー、またはルータもしくはアクセスポイントなどのＷＩＦＩシステムなどのリ
モートデバイスとデータを送受信するように構成される。
【００６０】
　情報表示モジュール３５６はサーバ３５０における情報の表示を制御する。ユーザ入力
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／出力モジュール３５８はローカルインターフェース・モジュール３６０と接続してユー
ザインターフェースを制御する。またモバイルデバイスからの画像データを処理するよう
に構成された顔認識モジュール３６６も、システムのサーバ側に配置される。顔認識モジ
ュール３６６は画像データを処理して顔データ（生体情報）を生成し、他の顔データに対
して比較機能を実行して識別判定の一部として顔整合を判定してもよい。
【００６１】
　データベース・インターフェース３６８は、サーバモジュールによって使用される情報
を含む１つ以上のデータベースと通信できる。位置検出モジュール３７０はモバイルデバ
イス３０４からの位置データを利用して処理し精度を高めてもよい。同様にアカウント設
定モジュール３７２はユーザアカウントを制御し、モバイルデバイス３０４のアカウント
設定モジュール３２６とインターフェースをとってもよい。セカンダリ・サーバ・インタ
ーフェース３７４は、１つ以上の他のサーバとインターフェースをとり通信するために提
供される。
【００６２】
　１つ以上のデータベースまたはデータベース・インターフェースは、データベースとの
通信およびデータベースの検索を促進するために提供される。この例示的実施形態では、
システムは、１人または複数の人に対する画像または画像データを含む画像データベース
を含む。このデータベース・インターフェース３６２を使用して、識別整合プロセスの一
部として画像データのユーザにアクセスしてもよい。また個人データのデータベース・イ
ンターフェース３７６およびプライバシー設定データモジュール３６４もこの実施形態の
一部である。これらの２つのモジュール３７６、３６４は個人に対してプライバシー設定
を確立し、プライバシー設定を含んでもよいデータベースにアクセスするように作動する
。
【００６３】
　認証システム
　次に上に説明された環境およびシステムで作動可能な経路パラメータを備える認証シス
テムについて、図４に関連して説明する。図４は、本発明の一実施形態による経路パラメ
ータを備える顔認識認証を実行するための方法を示す。以下により詳細に説明されるよう
に、システムは上に定義されたモバイルデバイス１１２およびサーバ１２０の特徴を利用
して、認証システムの一例として安全で便利なログインシステムを生成する。これは、ユ
ーザが複雑なパスワードをモバイルデバイスの小さい画面上にタイプしなければならない
負担を低減し、キーロギングまたはスクリーン・ショット・キャプチャなどの手段を通る
不正を防ぎ、ユーザが認証される前に満たさなければならない、いくつかの経路パラメー
タおよび／またはデバイスパラメータを組み合わせることによりセキュリティを高める。
【００６４】
　ステップ４１０では、システムはユーザを顔認識認証システムに登録する。一実施形態
では、サーバ１２０（図１）などの認証サーバは、モバイルデバイス１１２を介して銀行
または他のアカウントなどのユーザアカウントにアクセスできるために、ユーザを認証す
るように構成されてもよい。認証サーバ１２０は、ユーザアカウント（以下「アカウント
サーバ」）を提供する団体もしくは機関のサーバの一部として含まれてもよく、または認
証サーバは個別に提供されてもよい。例えば図１に示された環境では、サーバ１２０Ｂお
よび１２０Ｃはアカウントサーバを表してもよい。他の実施形態では、アカウントサーバ
および認証サーバは同じものである。一実施形態では、認証サーバ１２０は、モバイルデ
バイス１１２にインストールするためにユーザに認証アプリケーションを提供してもよい
。
【００６５】
　一実施形態による登録プロセスについて図５を参照に説明する。この実施形態ではステ
ップ５１０において、ユーザがモバイルデバイス１１２を介してモバイルデバイス１１２
とアカウントサーバ１２０Ｂとの間の接続を確立する。単に一例として、ユーザは銀行な
どの金融機関のサーバとの接続を確立してもよく、またはこの接続は認証後のプロセスで
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引き起こされてもよい。次いでユーザは、ステップ５１２において金融口座に対するユー
ザ名およびパスワードなどのユーザを認証するための典型的なログイン情報を提供する。
ステップ５１４では、ユーザは次に、顔認識認証システムに登録するためにモバイルデバ
イス１１２でプロンプトを受信してもよい。次いでユーザはユーザインターフェースを介
して、ユーザがプロンプトに応答して認証システムのセットアップを望むことを示す。
【００６６】
　次いでステップ５１６では、モバイルデバイス１１２はデバイス情報を認証サーバ１２
０に送信してもよい。デバイス情報は、他の情報の中でとりわけユーザのモバイルデバイ
スを独自に識別するデバイス識別子を含んでもよい。このような情報は、デバイス製造業
者、モデル番号、製造番号、およびモバイルデバイスネットワーク情報を含んでもよい。
ステップ５１８では、認証サーバ１２０がアカウントサーバ１２０Ｂと組み合わされると
、認証サーバ１２０は、デバイス情報をユーザのアカウント情報と関連付け、記憶する。
認証サーバ１２０がアカウントサーバ１２０Ｂから分離されると、アカウントサーバ１２
０Ｂは、アカウント情報に関連した独自の識別子を生成し、独自の識別子を認証サーバ１
２０に送信してもよい。認証サーバ１２０はデバイス情報および独自の識別子を互いに関
連付けてもよく、またその情報をデータベース１２４に記憶してもよい。
【００６７】
　次にステップ５１０では、モバイルデバイス１１２上のカメラ１１４を使用してユーザ
の複数の画像（以下「登録画像」）を提供するように、ユーザにプロンプトが表示される
。ユーザの顔の登録画像は、ユーザがモバイルデバイスを保持し、モバイルデバイスを自
身の頭部および顔に対して異なる位置に動かすのに伴い撮像される。したがってユーザの
顔の登録画像は、多くの異なる角度または位置から撮像される。さらにステップ５２２で
は、モバイルデバイスの経路パラメータが監視され、将来の比較のために記録される。ユ
ーザはどのようにモバイルデバイスを保持し、自身の顔の複数の画像を撮ればよいかにつ
いての一部の非限定的例が図６Ａ～７Ｂに示されている。
【００６８】
　図６Ａおよび６Ｂにおいて、ユーザはモバイルデバイス１１２を自身の顔の一側面上に
保持し、モバイルデバイス１１２がユーザの顔の他方の側面上にくるまで、自身の顔を中
心に水平にパスのように弓形にモバイルデバイス１１２を動かす。図７Ａおよび７Ｂでは
、ユーザはモバイルデバイス１１２を保持して自身の顔から遠ざけ、次いでモバイルデバ
イス１１２を自身の顔に向かって接近させる。当然のことながら、あらゆる数の他のパス
が図６Ａ～７Ｂに示されたパスに加えて使用されてもよい。加えてカメラを固定させたま
まで、ユーザが自身の頭部を動かしてもよい。またユーザはカメラを安定して保持し、自
身の頭部をカメラに対して動かすこともできる。したがってこの方法は、ラップトップま
たはデスクトップ上、またはカメラが同様に固定位置または物体上に装着されたＩｏＴデ
バイスなどのあらゆる他のデバイス上のウェブカメラで実施することができる。
【００６９】
　登録画像は以下のように取得されてもよい。ユーザは、カメラ１１４がユーザの顔を撮
像するために配置されるように、カメラ１１４を備えたモバイルデバイス１１２を保持し
向ける。例えばユーザは表示画面を備えたモバイルデバイス１１２上の前向きカメラ１１
４を使用してもよく、ユーザの顔がカメラ１１４によって撮像される位置にあることを表
示画面上で確認してもよい。
【００７０】
　一旦ユーザがデバイスを向けると、デバイスはユーザの登録画像を取得し始めてもよい
。一実施形態では、ユーザは、タッチスクリーン上などのデバイス１１２上のボタン、ま
たはデバイス上の他のボタンを押して、登録画像の取得を開始してもよい。次いでユーザ
は、モバイルデバイスがユーザの顔を上に説明されたように複数の角度または位置から撮
像するにつれて、モバイルデバイスを自身の頭部に対して異なる位置に動かす。上述の前
向きカメラが使用されるとき、ユーザは、表示画面上の撮像を見ることによって自身の顔
が撮像されていることを確認し続けてもよい。ユーザは撮像が完了したことを示すために
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再度ボタンを押してもよい。別法としてユーザは撮像中にボタンを押したままにし、次い
で撮像が完了したことを示すためにボタンを放してもよい。
【００７１】
　上に説明されたように、モバイルデバイス１１２は顔検出を含んでもよい。この実施形
態においてステップ５２４では、モバイルデバイスはユーザの顔を各登録画像内で検出し
、ユーザの顔のみを含むように画像をトリミングし、ネットワークを介して画像を認証サ
ーバ１２０に送信してもよい。ステップ５２６では、登録画像を受信すると、認証サーバ
１２０は画像上で顔認識を実行してユーザに対する生体情報（「登録生体」）を判定する
。次いでステップ５２８では、認証サーバ１２０は、登録生体をデバイス情報および独自
の識別子（またはアカウント情報）と関連付け、生体情報をデータベース１２４内に記憶
してもよい。セキュリティを追加するためにステップ５３０では、モバイルデバイス１１
２および認証サーバ１２０は、ユーザの登録生体が取得された後、登録画像を削除するよ
うに構成されてもよい。
【００７２】
　別の実施形態では、モバイルデバイス１１２は、顔検出を実行することなく画像を認証
サーバ１２０に送信してもよい。次いで認証サーバ１２０は顔検出、顔認識、および生体
情報処理を実行してもよい。別の実施形態では、モバイルデバイス１１２は顔検出、顔認
識、および生体処理を実行し、次いで処理から得た結果またはデータを独自の識別子また
はユーザアカウントと関連付けられる認証サーバ１２０に送信するように構成されてもよ
い。これは慎重に取り扱うべき個人データ（画像）がユーザのデバイスから流出するのを
防ぐ。さらに別の実施形態では、モバイルデバイス１１２は上述のステップのそれぞれを
実行してもよく、モバイルデバイス１１２はいかなる登録生体または画像もサーバに送信
することなく登録情報を記憶してもよい。
【００７３】
　一実施形態では、モバイルデバイスのジャイロスコープ、磁力計、および加速度計は、
ユーザが登録画像（経路パラメータ）を取得するために自身の頭部を中心にモバイルデバ
イスを動かす間、データを生成し記憶するように構成される。ステップ５３２ではモバイ
ルデバイスは、ユーザが自身の顔（「登録移動」）を撮像する間にモバイルデバイスが移
動したパスまたは弓形を判定するために、このデータを処理してもよい。加速度計、磁力
計、およびジャイロスコープからのデータを使用することにより、システムは、いつユー
ザが自身のスキャンを開始できる状態にあり、またスキャンパスの決定を開始できる状態
にあるかを確認してもよい。したがってデータを使用してスキャン間隔をいつ開始し、い
つ停止するかを決定する。加えてデータはスキャン中の経過時間を含んでもよい。この時
間は、ユーザが撮像の開始および停止のためにボタンを押すことから測定されてもよく、
あるいは撮像中にボタンが押されている時間から、またはより多く移動中もしくはスイー
プを完了するまでの時間から測定されてもよい。
【００７４】
　モバイルデバイス１１２の登録移動（これは画像をキャプチャ中にモバイルデバイスの
移動を画定したデータである）は、認証サーバ１２０に送信されてもよい。認証サーバ１
２０は登録移動、登録生体、デバイス情報、および独自の識別子またはアカウント情報を
関連付け、記憶する。別法としてジャイロスコープ、磁力計、および加速度計によって生
成されたデータはサーバ１２０に送信されてもよく、サーバ１２０は登録移動を判定する
ためにデータを処理してもよい。
【００７５】
　したがって上に説明された実施形態では、登録情報はこのようにデバイス情報、登録生
体、および（モバイルデバイス１１２の移動に基づく）登録移動を含んでもよい。
【００７６】
　図４に戻ると、一旦登録が完了すると、認証サーバ１２０は、ステップ４２０に示され
たようにシステムで認証を試行するユーザから後で証明書を受信してもよい。例えばユー
ザはユーザアカウントにログインを試行することがある。ユーザがログインを試行すると
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き、ユーザ名およびパスワードなどの典型的なアカウント認証を提供する代わりに、また
はアカウント認証に加えて、ユーザは、モバイルデバイス１１２を手に持ち登録中に行っ
たのと同じ手法（図６Ａ～７Ｂなどに示されたような）で頭部に対して異なる位置に動か
す（「認証画像」）につれて、再度自身の顔の複数の画像またはビデオを撮ってもよい。
この手法で、ユーザは多くの異なる角度および／または位置から必要な画像（ビデオは一
連の画像であるので、用語画像にはビデオが含まれる）を提供してもよく、また画像（「
認証移動」）を取得している間にデバイスの経路パラメータを提供して、これはその人の
ビデオ、スクリーンショット、または他の肖像ではないことを確実にするために、ユーザ
の識別ならびに個人の存在および現実性の両方を確認してもよい。
【００７７】
　図８に概説された一実施形態では、ユーザはステップ８１０で、モバイルデバイス１１
２をユーザの頭部に対して異なる位置に移動させながら、モバイルデバイス１１２を介し
て多数の認証画像を取得する。ステップ８１２では顔検出を使用して、モバイルデバイス
１１２はユーザの顔を各認証画像内で検出し、画像をトリミングし、画像を認証サーバ１
２０に送信する。別の実施形態では、モバイルデバイス１１２は画像をサーバ１２４に送
信し、サーバ１２４は顔検出を実行する。ステップ８１４では、認証ルーティング１２０
は、生体情報（「認証生体」）を取得するために顔認識を認証画像上で実行してもよい。
別の実施形態では、モバイルデバイス１１２は認証生体を取得するために顔認識を実行し
、認証生体をサーバ１２０に送信する。
【００７８】
　ステップ８１６では、モバイルデバイス１１２はデバイスを識別するデバイス情報をサ
ーバ１２０に送信し、撮像中に撮像されたモバイルデバイスのパスならびに撮像中の経過
時間（「認証移動」）を画定する、ジャイロスコープ、磁力計、および加速度計情報など
の経路パラメータをサーバ１２０に送信する。顔認識システムにログインするために認証
サーバ１２０によって受信された証明書は、したがってデバイス情報、認証画像または認
証生体、および認証移動（経路パラメータ）を含んでもよい。
【００７９】
　図４に戻ると、ステップ４３０では認証サーバ１２０は、登録中に取得した情報と充分
に一致するモバイルデバイス１１２から受信した証明書を検証する。例えば図９のステッ
プ９１０に示されたように、顔の特徴および異なる画像間の顔にあたる光を処理するため
にアルゴリズムを使用することにより、認証サーバ１２０は、認証画像内の顔が三次元で
ある、すなわち印刷された写真またはビデオ画面上の肖像ではないことを判定することが
できる。モバイルデバイス１２０が認証生体１２０のみをサーバに送信する場合、サーバ
１２０は、異なる画像の生体結果を比較することによって撮像されたユーザの現実または
三次元の外観を検証してもよい。
【００８０】
　次いでステップ９２０では、認証サーバ１２０はログイン証明書を登録プロセスから記
憶された情報と比較してもよい。ステップ９２０では、サーバ１２０はログインプロセス
中に取得したデバイスの識別を、登録中に記憶されたデバイスの識別と比較する。ステッ
プ９３０では、認証生体が登録生体と比較されて、認証生体が登録生体に充分対応するか
どうかを判定してもよい。ステップ９４０では、認証移動が登録移動と比較されて、認証
移動が登録移動に充分対応するかどうかを判定してもよい。
【００８１】
　一部の実施形態では、登録情報のコピーがモバイルデバイス１１２に記憶されてもよく
、モバイルデバイス１１２は、モバイルデバイス１１２に受信した証明書が登録情報に充
分対応することを検証してもよい。これによりユーザは、ユーザがインターネットにアク
セスしないときなど、認証サーバ１２０への接続が一時的に使用できないときであっても
、認証サーバ１２０などのリモートデバイスに提供されたユーザアカウントを確保するこ
とに加えて、文書、ファイル、またはアプリケーションをモバイルデバイス１１２自体に
確保できるはずである。さらにこれによりユーザはモバイルデバイス１１２自体へのアク
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セスを確保することができるはずである。または登録情報がサーバに記憶されてもよい。
【００８２】
　したがってステップ９５０では、登録情報が受信した証明書に充分対応することを認証
サーバ１２０またはモバイルデバイス１１２が判定する場合は、サーバまたはモバイルデ
バイスはユーザが試行するログインの識別がアカウントホルダーに対応することを検証し
てもよい。これは、ユーザがモバイルデバイスの小さい画面を使用して複雑なパスワード
を手動でタイプしなければならない面倒なプロセスをなくす。今や多くのパスワードには
大文字、非テキスト文字、小文字、および数字が要求される。
【００８３】
　登録情報がログインの試行において認証情報に充分対応することを判定するように求め
る対応レベルは、予め設定されてもよい。例えば対応レベルは、登録生体と認証生体との
間の一致率は９９．９％でもよく、登録移動と認証移動との間の一致率は９０％でもよい
。求められる対応レベルは固定していても、または確立された閾値に基づいて柔軟であっ
てもよい。
【００８４】
　例えば求められる対応レベルはモバイルデバイス１１２からのＧＰＳ情報に基づいても
よい。一実施形態では、認証サーバ１２０は、モバイルデバイスのＧＰＳ情報がユーザの
家の場所または他の認証された場所（複数可）に対応するときの対応レベルとして９９．
９％の一致率が求められることがある。対照的に、デバイスはユーザの家から遠い外国に
あることをＧＰＳ情報が示す場合、認証サーバは、対応レベルとして９９．９９％の一致
率を求めることがあるか、または完全に拒否されることがある。それ故、事前に記憶され
た認証データ（登録情報）と現在受信した認証データ（認証情報）との間に求められる一
致は、経路パラメータまたは画像の間で求められる一致率が時刻、場所、ログイン試行の
頻度、日付、またはあらゆる他の要因などの様々な要因に依存して変わってもよいという
点で柔軟である。
【００８５】
　求められる対応レベルはさらに時間に依存してもよい。例えばモバイルデバイス１１２
からのＧＰＳ情報に基づいて１回目の認証場所から離れた場所における１回目の認証施行
の直後に、２回目の認証試行がなされた場合、対応レベルの閾値はより高く設定されても
よい。例えばユーザはシアトルからニューヨークまで１時間では移動できない。同様に深
夜から午前３時までのログイン試行はユーザの使用パターンに基づいて一部のユーザに対
しては不正の兆候であることがある。
【００８６】
　登録情報と認証情報との間の対応レベルは、登録情報および認証情報の様々なパラメー
タに折り合いをつけた結果であってもよい。例えば認証情報においてボタンを押したまま
の時間が登録情報においてボタンを押したままの時間の５％以内であるときは、ボタンを
押したままの時間の対応は一致全体の２０％を占めてもよい。同様に認証情報の移動経路
の軌道が登録情報の１０％以内であるときは、移動経路の軌道は一致全体の２０％を占め
てもよい。さらに顔の大きさなどのパラメータ一致率および登録情報と比較した認証情報
における顔認識の一致は、残りの１０％を占め、対応レベル全体の５０％を占めてもよい
。この手法では、対応レベルの総計は調節されてもよく（例えばすべてのパラメータの合
計は７５％を超える）、または個別のパラメータの一致率が調節されてもよい。例えば２
回目にログインが試行されたとき、あるパラメータの閾値一致率は増加してもよく、また
はすべてのパラメータに対する対応レベル全体が増加してもよい。また閾値一致率は、認
証されるアカウントまたは他の異なる所望のセキュリティレベルに基づいて調節されても
よい。
【００８７】
　図４に戻ると、ステップ４４０では、認証サーバ１２０はステップ４３０の証明に基づ
いてアクセスは許可または拒否されてもよい。例えば認証サーバ１２０は、証明書が登録
情報に一致すると証明する場合は、サーバ１２０はユーザを認証してユーザアカウントへ
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のアクセスが可能になってもよい。認証サーバ１２０がアカウントサーバ１２０Ｂ（銀行
のサーバなど）から分離している場合は、認証サーバ１２０は独自の識別子をアカウント
サーバに、独自の識別子に関連したユーザの識別が証明された表示と共に送信してもよい
。次いでアカウントサーバ１２０Ｂはユーザのモバイルデバイス１１２を認証して、アカ
ウントサーバ１２０Ｂからのデータを送受信してもよい。当然のことながらこのすべては
、アカウントサーバ１２０Ｂのみ、またはモバイルデバイス１１２自体で行われてもよい
。
【００８８】
　別法として、ユーザによって提供された証明書が検証されない場合、認証サーバはログ
イン試行が失敗したことを示すメッセージを送信して、モバイルデバイス１１２の画面に
表示してもよい。次いで認証サーバ１２０によりユーザは顔認識ログインシステムを介し
て再度ログインを試すことができてもよく、または認証サーバ１２０はユーザにユーザ名
およびパスワードなどの定型的なアカウント証明書を入力するように求めてもよい。
【００８９】
　一実施形態では、サーバ１２０によりユーザ名およびパスワードを求める前に、連続し
て３回ログイン試行を失敗することができてもよい。１回の試行で求められる対応レベル
が満たされた場合は、ユーザが認証されてもよく、アクセスが許可されてもよい。一実施
形態によれば、認証サーバ１２０はそれぞれの連続した認証試行からの情報を保持し、複
数の認証試行からのデータを組み合わせて、認証を試行する人のより正確な顔生体情報を
達成してもよい。加えて対応レベルは、認証のためのそれぞれの連続した試行で高められ
てもよい。加えて数回のログイン試行からのパスデータ（認証移動）および／または画像
データ（認証画像／生体）を平均することにより、ログインデータ（登録情報）は完全に
なり改良される。
【００９０】
　したがって、上に説明された認証システムにより、認証がリモートサーバ１２０または
モバイルデバイス１１２自体で可能になる。これは上に説明されたように、モバイルデバ
イス１１２が認証証明書をキャプチャすること、ならびに認証サーバ１２０が証明書を登
録情報と比較して処理し分析すること（クラウド処理および分析）によって、モバイルデ
バイス１１２が認証証明書をキャプチャすることおよび証明書を処理すること、ならびに
認証サーバ１２０が証明書を登録情報と比較して分析すること（モバイルデバイス処理、
クラウド分析）によって、またはモバイルデバイス１１２が認証証明書をキャプチャする
こと、ならびに証明書を登録情報と比較して処理し分析すること（モバイルデバイス処理
および分析）によって実現されてもよい。
【００９１】
　実施形態の利点および特徴
　上述したシステムは、いくつかの利点をもたらす。１つの利点として、顔認識認証シス
テムは、安全なログインをもたらす。例えば、ログインの試みの間、モバイルデバイスの
カメラは、頭を回している人間を表示するデジタルスクリーンを撮像しつつ、電話が動い
ていない間は、加速度計、磁気探知器、およびジャイロスコープのデータは、動きを検出
しない。よって、登録動作と認証動作とが一致せず、かつログインの試みが拒否される。
【００９２】
　加えて、複数の画像が登録画像および認証画像として使用されることから、デジタルス
クリーンが画像における人間の顔の適切な位置にあるかを判定するために、ヒストグラム
または他の写真加工技術が使用されてもよい。例えば、システムは、キャプチャされた画
像の光周波数の変化、もしくは画像、背面照明、照明の不審な変化を生成した電子表示を
示す画像のバンディングを検査し、または実在する有効なユーザが実際に実存、存在、お
よびログインのための承認を要求していることを判定するための画像を比較することによ
って、画像に関する他の分析を行ってもよい。
【００９３】
　さらなる別の利点として、上記したように、生体登録が生体認証に十分に対応する必要
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があるだけでなく、登録移動が認証移動にも一致する必要があり、かつデバイス情報が登
録デバイス情報に一致する必要がある。例えば、アプリケーションは、デジタルカメラを
有するモバイルデバイスにダウンロードされてもよい。アプリケーションは、ログインア
プリケーションであってもよく、またはユーザがアカウントを有する金融機関もしくは他
のエンティティからのアプリケーションであってもよい。次いで、ユーザは、ウェブサイ
トユーザ名およびパスワードなどの一般的なログイン認証情報を使用して、アプリケーシ
ョンにログインしてもよい。さらに、ユーザは、別のデバイスへのログインからのデバイ
スコードを有してもよく、またはＱＲコードをスキャンするためのカメラ、またはデバイ
スをユーザアカウントと対にするための他のそのようなコードを使用してもよい。
【００９４】
　次いで、ユーザは、頭に対して異なる位置にモバイルデバイスを動かすとともに、それ
が動くときにカメラに対して視認可能となるように顔を維持するようにモバイルデバイス
を保持する。モバイルデバイスが動かされるとき、カメラが、顔の登録画像を撮像する。
撮像の間、現在のユーザのモバイルデバイスの移動の速度および角度が、加速度計、磁力
計、およびジャイロスコープを使用して測定されて、登録移動を生成する。さらに、処理
の間中に顔の連続した撮像および検出が、不正を防止するために示されている。これは、
カメラの正面で、および正面から画像を回転させることによって、不正の試みを行うこと
ができないからである。
【００９５】
　例えば、図６Ａおよび６Ｂに示されるように、ユーザは、右から左、または左から右へ
の移動を開始してもよい。移動はまた、図７Ａおよび７Ｂに示されるように正面および背
面方向であってもよい。中央から開始し、右に行き、および背面から中央に行くなど、任
意の他の移動が利用されてもよい。垂直および水平移動がまた、登録移動の複合性をさら
に構成するために使用されてもよい。次いで、ユーザが後にログインを試みるとき、ユー
ザは、生体データおよびデバイス情報の一致に加え、登録移動に一致するように、認証移
動における動きパターンを繰り返す必要がある。よって、システムのセキュリティが大幅
に強化される。
【００９６】
　したがって、システムは、モバイルデバイスを有するユーザを認証するためのセキュリ
ティの強化を提供する。上記したように、システムは、ユーザを安全に認証するために、
物理デバイス照合、モバイルネットワーク照合、画像における顔のサイズを含む顔認識、
移動の間にフレームごとに検出された顔、加速度計情報、ジャイロスコープ情報、磁力計
情報、平方インチごとの画素、画素ごとのカラービット、画像のタイプ、ユーザ入力コー
ドもしくはパターン、およびＧＰＳ情報の任意の数の組み合わせのうちの少なくともいず
れか１つ以上を使用してもよい。
【００９７】
　別の利点として、顔認識ログインシステムは、ユーザがモバイルデバイスでアカウント
にログインするための使い勝手が良い方式をもたらす。例えば、入力されると、ユーザが
アカウントにアクセスすることを望む度に、小型のモバイルデバイス上でユーザ名および
パスワードを入力する必要がない。代わりに、ユーザは、自身を撮像するとともに、モバ
イルデバイスで登録移動を再現することのみを必要とする。このことは特に、モバイルデ
バイスおよびスマートウォッチなどの小型のモバイルデバイスで有益である。
【００９８】
　システムはさらに、ユーザが、複数のデバイス上で安全にログインすることを可能にし
、またはユーザが、デバイスを安全に共有することを可能にするように構成されてもよい
。一実施形態では、登録情報は、認証サーバ（または、「クラウド」）に記憶されてもよ
く、よって、ユーザの元のデバイスのみと関連付けられない。このことによって、ユーザ
が任意の数の適切なデバイスを使用して、認証サーバで認証することが可能になる。この
方式では、ユーザは、友人の電話（第三者デバイス）または他のデバイスを使用して、任
意のデバイス上で認証操作を実行することによって、アカウント情報、アドレスブック情
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報、電子メールまたは他のメッセージングなどの情報にアクセスすることができる。
【００９９】
　例えば、認証サーバが、ログイン情報をユーザのアカウントに対する登録情報と比較す
るように、ユーザは、友人の電話に関する電子メールアドレス、ユーザ名コード、または
同様の識別子を提供してもよい。このことは、どの認証プロファイルを使用するかを認証
サーバに示すが、それ自体によって、ユーザのデータ、アカウント、またはタスクにアク
セスすることを許可しない。友人の電話からログアウトすると、友人の電話に関するユー
ザの情報へのアクセスが終了する。このことは、ユーザが、第三者デバイスにユーザのパ
スワード（それがログ記録またはコピーされる場合）を打ち込む必要なく、任意のデバイ
スを使用して、アカウントもしくは他のアクセス可能な認証情報、またはタスクに安全に
アクセスすることを可能にする利点をもたらす。ある意味で、ユーザがパスワードである
。
【０１００】
　クラウドベースの登録情報を通じて、単一のユーザはまた、認証されたデバイスの間で
データを安全に転送することができる。一実施形態では、ユーザは、モバイルデバイスな
どの第１のデバイスを保有してもよく、および認証システムを介して第１のデバイス上で
認証される。次いで、ユーザは、新たな電話、タブレットコンピュータ、または他のデバ
イスなどの新たなデバイスを取得することができる。クラウドベースの認証システムを使
用して、ユーザは、新たなデバイスを認証し、および第１のデバイスから新たなデバイス
にデータを転送することができる。データの転送は、インターネット、ローカルネットワ
ーク接続、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続、有線接続、または近距離無線通信を介して完了され
てもよい。認証処理はまた、電話が紛失し、または盗難された後にシステムを不快に思い
、または修復するセキュリティ検査の一部であってもよい。よって、認証システムは、新
たなデバイスのユーザを照合するのに使用される認証とともに、新たなデバイスを活性化
または認証するために使用されてもよい。
【０１０１】
　同様に、システムは、デバイス上のコンテンツまたは他の機能を制御するために、複数
の人による単一の共有されたデバイスへの安全なアクセスを促進することができる。多く
の例では、特に、デバイスがいくつかのユーザによって共有されるとき、パスワードを参
照、コピー、推測、または検出することができる。ユーザは、例えば、親および子供を含
む家族、同僚、または生徒などの他の関係者であってもよい。認証システムは、家族の各
々が、ユーザアカウントと関連付けられた自身の一意な登録情報に基づいてログインする
ことを可能にする。
【０１０２】
　デバイスは、子供のユーザアカウントなどの一定のユーザのアカウントの１つ以上のコ
ンテンツまたは機能へのアクセスを制限する一方で、親のアカウントなどの他のコンテン
ツまたは機能へのアクセスを許可してもよい。共有されたデバイスに対して認証システム
を使用することによって、子供などのユーザは、制限されたコンテンツへのアクセスを試
み、および得るためにパスワードを利用することが不可能であり、なぜならば、上記した
ように、認証システムが、認証に対し、親の存在を要求するからである。よって、異なる
特権を有するユーザ間で共有するデバイスはさらに安全にされ、かつ強化される。同様に
、クラスルームの状況で、単一のデバイスが、試験、研究、および成績表のために、複数
の人の間で安全に共有されてもよい。
【０１０３】
　適応および修正
　本発明の範囲から逸脱することなく、上記システムおよび方法に多数の修正がなされて
もよい。例えば、画像は、デバイス上で顔認識アルゴリズムによって処理されても、デバ
イス上で生体データに変換されてもよく、生体データは次いで、認証されたユーザに対し
て前に生成した生体データと比較される。代わりに、デバイスからの画像は、別個のサー
バ上で稼働する顔認識アルゴリズムが、画像を処理し、生体データを生成し、およびその
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データを、そのデバイスに割り当てられた前に記憶されたデータと比較することができる
、有線または無線ネットワークを通じて送信されてもよい。
【０１０４】
　単一のユーザに対する複数のプロファイル
　さらに、複数のユーザプロファイルを作成するために、ユーザに対して複数回、写真登
録処理が行われてもよい。例えば、ユーザは、各ユーザプロファイルへの別のレベルの一
意性を確立するために、メガネをかけて、およびメガネをかけないで、他の着用可能デバ
イスで、および他の着用可能デバイスなしで、異なる照明条件で、帽子をかぶって、異な
る髪型で、顔もしくは耳の宝石類をつけて、または宝石類をつけないで、あるいは目を閉
じる、瞬きする、または舌を出すなどの、異なるまたは一意な顔をして、プロファイルを
登録してもよい。ユーザによりなされるそのような「顔」は、ユーザのソーシャルメディ
アページで利用可能でなく、よって、不正の試みの間はコピー、操作、および使用ができ
ない。登録画像、生体登録、またはその両方の各組は、別個の登録移動とともに保存され
てもよい。一実施形態では、少なくとも３つの画像が、経路を完了するモバイルデバイス
としてキャプチャされる。任意の数の画像がキャプチャされてもよいことが理解されよう
。
【０１０５】
　登録情報のリンク
　登録処理が、電子メールアドレス、電話番号、または他の識別子にリンクされてもよい
ことがまた理解されよう。例えば、ユーザは、電子メールアドレスで署名し、上述したよ
うな１つ以上の登録を完了させ、同一の電子メールアドレスを介して登録を確認してもよ
い。次いで、電子メールアドレスは、システムのセキュリティをさらに強化することがで
きる。例えば、ユーザが認証システムを介して、例えば、３回などの所定の回数をログイ
ンの試みに失敗した場合、認証システムは、アカウントをロックし、および電子メールア
ドレスに電子メールを送信し、ユーザに、ログインの試みが失敗したことを通知する。電
子メールはまた、ログインに失敗した人の１つ以上の画像、およびログインの試みからの
ＧＰＳもしくは他のデータを含んでもよい。次いで、ユーザは、これが正当なログインの
試みであったかを確認し、およびシステムをリセットしてもよく、またはユーザは、ログ
インの試みを不正として報告してもよい。報告された不正なログインが存在する場合、ま
たは非常に多くのロックアウトが存在する場合、システムは、電子メールアドレスと関連
付けられたアカウントを削除して、ユーザのセキュリティを保護してもよい。よって、の
ちの不正な試みは不可能となる。
【０１０６】
　フィードバックメータ
　図１０に示されるように、撮像をさらに促進するために、モバイルデバイスは、移動メ
ータまたは精度メータなどの種々のフィードバックメータを含んでもよい。一実施形態で
は、モバイルデバイス１０１２は、ユーザが頭に対して異なる位置にモバイルデバイス１
０１２を動かすときにモバイルデバイス１０１２がなした移動の量を示す移動メータ１０
２４を表示してもよい。例えば、移動メータ１０２４は、スクリーンの一側面からスライ
ドする線として表されてもよい。この方式では、登録処理は、多次元認証システムにユー
ザを登録するために、デバイス移動の一定の閾値を必要とすることがある。例えば、シス
テムは、登録情報を作成するために、モバイルデバイス１０１２が弧または直線で動き、
および少なくとも４５度を回転することを必要とすることがある。別の例では、システム
は、閾値量を上回るデバイスによって経験された加速を必要とすることがある。移動メー
タはまた、認証システムを使用してユーザをどのように撮像するかを学習するのにユーザ
を支援してもよい。
【０１０７】
　モバイルデバイス１０１２はまた、精度メータ１０２６、または認証システムを使用し
てユーザを認証し、および認証を改善するために学習するのにユーザを支援するための認
証フレームの任意の他の視覚表現を表示してもよい。精度メータ１０２６は、認証処理の
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間に取得された所定の数の画像の一致率をユーザに示してもよい（グラフで、優良可で、
または数値で）。数値割合、色表示、およびグラフなどを含む種々の方法で、精度メータ
をディスプレイ上で表示することができる。表示の組み合わせがまた利用されてもよい。
【０１０８】
　例えば、図１０で示されるように、認証の間に撮像された所定の数の画像に対する一致
率は、グラフにおいて列で表示されてもよく、および各列において各画像に対し精度を示
すことができる。例えば、より長い棒を有する列は、より高い精度を表し、およびより短
い棒を有する列は、より低い精度を表す。画像に対する一致率に加え、経路パラメータに
対する一致率がまた表示されてもよい。時間とともにユーザは改善することができる。
【０１０９】
　別の実施形態では、画像の各々が、一致率に対応する色としてテーブル上に表示されて
もよい。深緑の色は、非常に高い一致率を表し、薄緑は、良好な一致率を表し、黄色は、
満足な一致率一致率を表し、赤は、良好でない一致率を表し、灰色は、不良な一致率を表
してもよい。他の色が使用されてもよい。
【０１１０】
　使用される棒の高さまたは色は、所定の一致率に対応してもよい。例えば、完全に伸び
た棒または深緑は、９９．９％を上回る一致率、４分の３の棒または薄緑は、９０％と９
９．９％との間の一致率、２分の１の棒または黄色は、５０～９０％の一致率、赤は、２
０％～５０％の一致率、４分の１の棒または灰色は、０～２０％の一致率であってよい。
円グラフ、線グラフ、もしくは任意の他のタイプの表示がまた使用されてもよく、または
任意の他の数値もしくはグラフ表示が使用されてもよい。全体的なスコアまたは画像ごと
のスコアが提示されてもよい。
【０１１１】
　精度メータはまた、全体的な一致スコアを示すメッセージ１０２８を含んでもよい。例
えば、精度メータは、平均全体一致スコア、または９９．９％一致率を達成した画像の数
を示してもよく、およびユーザにメッセージを表示してもよい。上述したように、移動メ
ータ１０２４および精度メータ１０２６で、ユーザは、メータ１０２４，１０２６によっ
て提示されたフィードバックによって、認証システムを使用するために即時に学習するこ
とができる。
【０１１２】
　ゲーミフィケーションおよびごほうび
　移動および精度メータ１０２４，１０２６はまた、ゲーム機能、態様、または技術を認
証システムに組み込んで、ユーザが可能な最良の一致（最高スコアまたは高確率のフレー
ムなど）を試み、および取得することを奨励し、認証システムを利用するユーザのスキル
を高めるように構成されてもよい。このことはまた、技術に対するユーザの適合率を構築
する。
【０１１３】
　例えば、ユーザは、過去の認証スコアを再現または改善して、高スコアを達成するため
にユーザを奨励または訓練するために自身と競争してもよい。システムを使用して自身の
スキルを証明し、または他人と競争するために他人と精度の高い一致結果を共有する能力
など、認証メータのさらなる修正がまた組み込まれてもよい。他の例では、ユーザは、高
精度スコアに対し、ギフトまたはクーポンなどのごほうびを受け取ってもよい。このこと
はわずかにコストを増大させることがあるが、不正損失を減少させることが追加コストよ
りもはるかに上回る。
【０１１４】
　承認されておらず、または不正な認証を防止する措置をとるのにユーザを奨励するため
に、ゲーム技術が認証システムに組み込まれてもよい。一実施形態では、認証システムは
、不正防止活動に従事するユーザにごほうびを与えてもよい。１つのそのような活動は、
本明細書で説明される顔認識認証システムを利用することである。例えば、上述した精度
メータに基づいて、システムは、一定の一致率を上回ってシステムで認証に成功したユー
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ザにごほうびを与えてもよい。システムは、成功した認証、または所定の数の成功した認
証に基づいて、ごほうびポイント、現金、または他の賞を与えてもよい。ごほうびポイン
トを利用することができる場合、ポイントは所定の賞で現金化されてもよい。
【０１１５】
　他のゲーム機能は、認証機能を使用して所定の量の経験を得たユーザに対するごほうび
レベルを含んでもよい。例えば、異なるごほうびレベルは、１００回、５０回、１０００
回など、認証に成功したユーザに基づいてもよい。不正損失の各々の例は、大きな影響を
与えることがあり、ならびにビジネスの組織の業務上の信用を損ねることがあり、不正防
止に対する利点は、大きな意味を有する。
【０１１６】
　一実施形態では、ユーザは、１００回の認証の成功を達成する際の「シルバーレベル」
、５００回の認証の成功を達成したことに対する「ゴールドレベル」、または１０００回
の認証の成功を達成したことに対する「プラチナレベル」など、種々の競争レベルをユー
ザが達成したことを通知されてもよい。所与の一致率を上回る各認証に対して与えられた
いくつかのポイントは、ユーザの経験レベルに基づいて、増加させることができる。もち
ろん、上述したような各レベルに対する認証のレベルの名前および数は例示にすぎず、必
要に応じて変化してもよい。
【０１１７】
　一実施形態では、ウェブサイトでビジネスが取り引きされるときに認証は単に、ごほう
びレベルをカウントするが、他の実施形態では、その全てがごほうびをカウントする試み
が繰り返される。別の機能は、認証システムを使用する際のユーザの上達度または意欲度
を他のユーザと比較するように比較したユーザのランキングをユーザに通知することがで
きるリーダボードを組み込んでもよい。
【０１１８】
　認証システムの使用に成功することは、不正活動に対するコスト、および不正活動を防
止するコストを減少させることによって、システムを使用する会社および組織の利益とな
る。それらのコストは、認証システムの上述したゲーム機能を設立するために利用されて
もよい。
【０１１９】
　認証システムに対応し、および不正の減少に貢献するさらなる活動はまた、ユーザがポ
イントを稼ぎ、または賞を受けることを可能にするために組み込まれてもよい。そのよう
な活動は、一定の数であり、かつ文字の組み合わせを使用する、十分に長くかつ強固なパ
スワードをユーザが作成することを含んでもよい。このことは、ユーザに、容易に漏えい
しないパスワードを設定することを奨励し、および報償を与える。他の例は、モバイルデ
バイスもしくは電子メールの認証の照合などの初期認証、１つ以上の個人の質問に回答す
ること、または現在既知の、もしくは後に発展する他の二次的な照合に加え、照合ステッ
プに時間を要することに対し、ユーザにごほうびを与えることを含んでもよい。このこと
は、時間を要し、または不便にさせることで、会社または組織に不正へのリスクを低下さ
せるためのユーザにごほうびを与える。
【０１２０】
　別の例として、ウェブサイト、またはアフィリエイトプログラムを提供するアプリケー
ションにログインするために認証サービスが使用される場合、それらのサイト上でなされ
た購入に関するアフィリエイトコミッションからごほうびまたはギフトを払うことができ
る。例えば、商業（製品またはサービス）ウェブサイトは、不正を防止し、および利益を
増加させるために、本明細書で開示される方法および装置を利用し、次いで、認証サービ
スを使用してユーザによってなされた各購入の割合が認証サービスに提供される。不正を
減少させることによって、消費者の購入がさらに起こり得、かつ追加のユーザが進んで金
融情報または個人情報を入力することになる。アフィリエイトリンク、コード、または照
会元もしくは識別子が、商業（製品またはサービス）ウェブサイトに消費者を案内すると
ともに、認証システムを信用を与えるために使用されてもよい。
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【０１２１】
　複数のアカウントのログイン
　認証システムは、ユーザが、単一の認証の結果として、いくつかの異なるウェブサイト
にアクセスすることを可能にするように構成されてもよいことをがまた理解されよう。認
証処理および結果がユーザにとって一意であることから、ユーザは最初に、ユーザが選択
するどの参加ウェブサイトにログインするかを指定することができ、次いで、どの１つ以
上のウェブサイトにログインするかを選択した後、ユーザは本明細書で説明される認証を
実行する。安全な認証が成功した場合、ユーザは選択されたウェブサイトにログインされ
る。このようにして、認証処理は、複数の異なるウェブサイトに対する共通のアクセス制
御であり、ユーザが、複数の異なるユーザ名およびパスワードを覚えることを防止すると
ともに、不正および各ユーザに対するパスワードのオーバーヘッドを減少させる。
【０１２２】
　撮像の自動開始／停止
　システムは、電話上で稼働するビデオカメラを有するように構成されてもよいことがま
た理解されよう。モバイルデバイスは、電話が動くとき（カメラ、ジャイロスコープ、磁
力計、および加速度計を使用して）フレームおよび経路パラメータデータを取り込むが、
それらがそれらの中に顔を有している場合に、単に、デバイス上で生体データに対して処
理し、またはフレームをサーバに送信する。この実施形態では、電話が動くと、モバイル
デバイス上で実行しているアプリケーションは、フレームの保存を開始するためにソフト
ウェアアプリケーションを始動させ、電話が正確な経路（例えば、半円）で動きを続け、
およびシステムがフレーム内で顔を検出する場合、モバイルデバイスは画像、画像の一部
、または生体データを、処理のためにサーバに送信することを開始する。システムが動き
を感知するとき、それは、一定の間隔で画像のキャプチャを作動させてもよい。次いで、
アプリケーションは、画像が顔を含むかを判定するためにフレームを処理してもよい。画
像が顔を含む場合、アプリケーションは、それを抽出し、モバイルデバイスの動きの経路
が登録の間に使用された１つの使用と類似するかを照合する。動きの経路が十分に類似す
る場合、アプリケーションは、上述したようにスキャンおよび処理されることになるサー
バに一度にフレームを送信することができる。
【０１２３】
　バンディングおよびエッジ検出
　ＬＥＤ、ＬＣＤ、または他のスクリーンなどのディスプレイ画面を使用して不正の試み
がなされるとき、システムは、スクリーンの予想される属性に基づいて、不正のログイン
の試みを検出してもよい。一実施形態では、認証システムは、デジタルスクリーンによっ
て生成されたバンディングに対する検査を実行する。バンディングが検出されるとき、シ
ステムは、ログインにおける不正の試みを認識してもよい。別の実施形態では、システム
は、デジタルスクリーンのエッジ検出に対する検査を実行する。モバイルデバイスがログ
インの試みの間に認証移動を得るために動くとき、システムは、スクリーンのエッジに対
するキャプチャされた画像を検査して、不正のログインの試みを認識する。システムはま
た、グレア検出などのスクリーンから生じる他の画像アーチファクトを検査してもよい。
任意の現在既知の、または後に発達する、バンディングおよびスクリーンエッジ検出に対
するアルゴリズムが利用されてもよい。不正を検出すると、ウェブサイトへの認証および
アクセスを防止し、または取引もしくはアカウントのアクセスを防止する。
【０１２４】
　他の属性推定
　認証システムはさらに、性別、大まかな年齢、および人種の少なくとも１つを推定する
ために、登録画像に関する分析を行う。代替的な実施形態では、ユーザは性別、大まかな
年齢、および人種の１つ以上を手動で入力してもよく、またはこの情報は、正確であると
して既知の既存のレコードから取得されてもよい。次いで、認証システムはさらに、ユー
ザの推定された性別、年齢、および人種を登録認証情報またはユーザデータとして記憶し
てもよい。よって、ユーザが後にシステムで認証を試みるとき、システムは、認証画像か
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ら取得された（処理に基づいて、そのようなデータまたはその推定を判定するために生体
分析を使用して）性別、年齢、および人種を、記憶された性別、年齢、および人種と比較
して、ユーザを認証するか否かを判定する。例えば、性別、年齢、および人種に対する得
られたデータが、記憶された登録認証情報と一致する場合、認証が成功し、または認証の
この態様が成功する。
【０１２５】
　認証システムは、認証処理の間の単一の画像に基づいて、または複数の画像に基づいて
、性別、年齢、および人種の推定を行う。例えば、認証システムは、分析に対するユーザ
の顔の最適な視角を有する複数の画像からの画像を使用してもよい。他の実施形態では、
異なる画像が分析に対して最良のデータを示すときに、年齢、性別、および人種の各分析
に対して異なる画像が使用されてもよい。認証はまた、複数の画像における性別、年齢、
および人種を推定してもよく、ならびに結果を平均化して、性別、年齢、および人種に対
する全体的なスコアを取得してもよい。
【０１２６】
　性別、年齢、および人種を登録情報として取得することの代替として、認証情報として
の推定された性別、年齢、および人種の推定が、認証システムの繰り返し使用の過程で設
定されてもよい。例えば、生体および移動情報を使用して前の認証に成功した場合、認証
システムは、ユーザの年齢が４０歳と５０歳との間にあると常に推定し、次いで、後のロ
グインに、４０歳と５０歳との間にあると推定された顔の画像を含むことを必要とするそ
のユーザのために認証情報を設定してもよい。代わりに、性別、年齢、および人種の推定
は、ユーザを認証するか否かを判定するために、全体的な認証スコアに貢献する多くの因
子の１つとして実装されてもよい。
【０１２７】
　例えば、認証処理が１．９から０．２前後の男性の比率の性別推定を有する場合、実際
の結果は、システムがユーザに対するアクセスを拒否することができる範囲に該当しない
。同様に、ユーザ年齢範囲が認証の試みの前の間に４０～５０歳に常に該当する場合、ま
たは認証の試みがその範囲に該当しない場合、システムは、アクセスを拒否し、またはア
クセスを拒否する複合因子として結果を使用してもよい。
【０１２８】
　さらなる実施形態では、ＥＫＧ署名を取得することが可能なブレスレットまたは時計が
使用されるとき、一定のＥＫＧ署名がログインに必要となることがある。ＥＫＧ署名はま
た、重要なセキュリティに対する複数の段階のサインオン、および識別アプリケーション
を提供するために、顔認識の回転と対にされてもよい。さらに、認証情報はまた、ログイ
ンが単に、登録の間に定義されたような一定の地理的位置内で許可される、ＧＰＳ情報を
含んでもよい。１つの構成では、モバイルデバイスのＧＰＳ座標が記録され、およびログ
インの試みまたは実際のログインに対してログ記録される。これは、ユーザの位置に関す
る追加的な情報である。例えば、ＧＰＳ座標が不正に対して既知の外国にある場合、試み
は不正であった可能性が高く、ＧＰＳ座標が試みを示す場合、またはログインがユーザの
自宅でなされた場合、不正の可能性は低い。加えて、一部のアプリケーションは単に、安
全な政府機関または病院などの指定された位置にあるときにユーザがログインすることを
可能にすることができる。
【０１２９】
　登録情報はさらに、距離情報を含んでもよい。動きの弧（速度、角度、持続期間）が各
ユーザに対して一意であるので、デバイス上の顔検出ソフトウェアは、画像を処理するこ
とができ、およびデバイスが対象に非常に近く、または対象から非常に遠いかを判定する
ことができる。すなわち、言い換えると、登録情報は、画像における顔のサイズを考慮す
ることができる。よって、潜在的な登録情報はまた、ユーザの腕、頭、および顔の長さ、
ならびにユーザの特定のデバイスにおけるカメラの光に基づいて、変化することがある。
ユーザはまた、ラップトップ、デスクトップ、またはＡＴＭなどの固定コンピュータまた
はカメラに位置してもよい。次いで、ユーザは、後ろおよび前のいずれか、横から横に、
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または上および下に（または、それらの組み合わせ）顔を動かして、画像を生成してもよ
い。よって、操作のこの方法はモバイルデバイスに限定されない。一実施形態では、カメ
ラは、鏡などの自動車の中に位置し、および人は頭または顔を動かして認証する。
【０１３０】
　段階的認証アクセス
　一実施形態では、システムは、最初に登録および認証されるときにユーザが何を行うこ
とができるかを制限するよう設定される。次いで、さらなる認証の後、または所定の期間
および数の認証の後、追加の能力が与えられてもよい。例えば、最初の３月の間の最初の
２０回の認証の間、最大１００ドルの取引が許可されてもよい。このことは、ユーザによ
る取引に反しないことと関連した既知の認証データのデータベースを構築する。次いで、
次の２０回の認証の間、３０００ドルの取引制限が確立されてもよい。認証データが制限
され、およびユーザがシステムに対して新規であるとき、例えば、承認されていないユー
ザが認証システムに不正に登録することが可能である場合、このことは、不正の事象にお
ける全損失を制限する。
【０１３１】
　撮像のためのビデオ表示
　上述したように、前向カメラを使用してユーザが自身を撮像するとき、ディスプレイ上
の画像を参照することによって、ユーザは自身の顔が撮像されているかを確認することが
できる。ディスプレイ上で示される画像は、ディスプレイ全体よりもエリアにおいて小さ
くなるように構成されてもよく、およびデバイスの最上部に向かってディスプレイの下部
に位置してもよい。ユーザの画像がユーザのディスプレイ画面の上部にのみ示されるとき
、ユーザの目は、カメラの前でより近くで見る傾向にある。ユーザの目が上に追跡すると
き、顔認識の精度が改善されることがある。さらに、フレームからフレームへの目の移動
を追跡することは、画像が有効な人の画像であること、および写真または人のビデオの記
録からの画像でないことをシステムが確認することを可能にすることができる。
【０１３２】
　図１１Ａ～１１Ｃに示されるように、ディスプレイ上に示された画像はまた、ユーザの
デバイスのカメラの位置に対応するように位置してもよい。今日利用可能なモバイルデバ
イスは、いくつかの異なる位置に配置された前向カメラを含んでもよい。例えば、図１１
Ａおよび１１Ｂに示されるように、１つのモバイルデバイス１１１２ａ，１１１２ｂは、
ディスプレイ上、および中央から１つ側面または他の側面に向かって配置された前向カメ
ラ１１１４ａ、１１１４ｂを有してもよい。したがって、ディスプレイ上に示されたユー
ザのフィードバック画像１１１６ａ，１１１６ｂは、示されるカメラ１１１４ａ、１１１
４ｂの位置に対応するように位置してもよい。カメラ１１１４ａがディスプレイ上にあり
、および中央から離れて中央の左の位置にある図１１Ａでは、画像１１１６ａがディスプ
レイの左上の角に示されてもよい。カメラ１１１４ｂがディスプレイ上にあり、および中
央から離れて中央の右の位置にある図１１Ｂでは、画像１１１６ｂがディスプレイの右上
の角に示されてもよい。図１１Ｃに示されるように、モバイルデバイス１１１２ｃは、デ
ィスプレイ上で直接中心に配置されたカメラ１１１４ｃを有してもよい。そこでは、画像
１１１６ｃは、ディスプレイの上の位置の中心で表示されてもよい。この方式では、ユー
ザの目は、カメラの近くに向けられ、およびカメラのできるだけ近くで追跡し、目の追跡
および移動の照合を支援する。ユーザはまた、モバイルデバイスを移動させるときに、ス
クリーン上でフィードバック画像、および他のフィードバックもしくは情報をより良好に
見ることが可能である。
【０１３３】
　ディスプレイ上でユーザによってみられる画像はさらに、ディスプレイ側面上のエッジ
画素が、図１２に示されるように水平に伸ばされるように修正されてもよい。すなわち、
右および左側の両方の所定の領域１２０６，１２０８は、スクリーンの右および左のそれ
ぞれに伸びるように歪められる。このことは、表示された画像よりも大きな垂直位置がデ
ィスプレイ上で示されることを可能にする。同時に、このことは、ユーザの顔がスクリー
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ンで歪められるときに（ユーザの顔が中央から外れ、および顔の一部が歪められたエリア
の１つに入る場合に）スクリーンの中央で顔を置いたままとすることによって、システム
を正確に使用するためにユーザを訓練する。
【０１３４】
　低照明環境における認証
　撮像を促進するために、モバイルデバイス上のスクリーンは追加的に、白い背景で表示
されてもよく、および暗い環境でユーザの顔を明るくするためにスクリーンの輝度が増し
てもよい。例えば、ディスプレイの一部は、ユーザが自身を確実に撮像するためにビデオ
フィードバックを提供することができ、ディスプレイの残りの部分は、明るい白色で表示
するように構成される。再度、図１１Ｃに示される例を参照して、このことは、ビデオフ
ィードバック１１１６ｃの周囲の明るい白棒として表示されている周囲のエリアとともに
、ディスプレイの中央でビデオフィードバック１１１６ｃを表示することによって行われ
てもよい。非常に暗い状況では、モバイルデバイスの裏面上のＬＥＤのフラッシュ、およ
び後向カメラが使用されてもよい。代わりに、カメラは、赤外線または他の暗視技術を使
用して画像を生成するように構成されてもよい。
【０１３５】
　赤外線撮像が熱撮像として使用されるとき、さらなるセキュリティ強化が可能である。
特に、取得された画像が実際のユーザからであるか、またはスクリーンもしくは他のデバ
イスからの不正の画像であるか否かを示すために、熱撮像が分析されてもよい。人が赤外
線熱撮像カメラの前にいるとき、検出される熱放射は、人の頭を指定する適正な楕円とな
るはずである。一方で、スクリーンからの熱放射は、一般的に直角である、実際の人の顔
において検出される熱パターン、および画像における熱パターンの移動を、人の顔の予想
される熱パターンと比較して、スクリーンを使用して不正の承認の試みから画像を区別す
ることができる。
【０１３６】
　モバイルデバイスからの出力の検出
　モバイルデバイス上のディスプレイまたは他の光源はさらに、追加のセキュリティ測定
を提供するために利用されてもよい。上述した認証処理の間、ディスプレイまたは他の光
源からの光が、ユーザの顔および目に投影される。次いで、この投影された光は、撮像の
間にモバイルデバイスのカメラによって検出されてもよい。例えば、皮膚上の検出された
色調、またはユーザの目の角膜の光の反射が、モバイルデバイス上でカメラによって撮像
されてもよい。このことを理由に、さらなるセキュリティを提供し、および認証を試みる
有効な人が存在し、および単に不正者によって撮像されている画像またはビデオが存在し
ないことを保証するために、ランダムな光パターン、色、および模様が利用されてもよい
。
【０１３７】
　１つの例として、ユーザが認証を開始するとき、認証サーバは、命令を生成し、および
命令をユーザのデバイスに送信して、ランダムな間隔で、色のランダムなシーケンスを表
示してもよい。認証サーバは、モバイルデバイスから受信された認証情報との後の比較の
ために、ランダムに生成されたシーケンスを記憶する。認証撮像の間、デバイスによって
表示された色は、ユーザの顔に投影され、ならびにユーザの目（目の角膜）、またはスク
リーンからの光を受け、および反射する任意の他の面に反射される。ユーザのモバイルデ
バイス上のカメラは、ユーザの皮膚または目の反射された色を検出し、スクリーンの投影
に基づいて検出された色を示す色データを生成する。このデータは、モバイルデバイスに
送信された色シーケンスまたはパターンが、ユーザデバイスのスクリーンによって投影さ
れたその既知のシーケンスまたはパターンと一致するかを判定するために、認証サーバに
返されてもよい。認証サーバにおけるこの比較に基づいて、認証が成功し、または拒否さ
れる。命令における色のランダムなシーケンスとの比較は代わりに、有効なユーザが承認
されていることを判定するためにユーザデバイスにおいて排他的に行われてもよい。
【０１３８】
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　別の例として、ユーザが認証を開始するとき、認証サーバは、ユーザデバイスに命令を
送信して、次に認証サーバに記憶されるランダムに生成されたパターンを表示してもよい
。このパターンは、グラフィック、テキスト、線もしくは棒、点滅光パターン、色、また
はＱＲコードなどを含んでもよい。ランダムに生成されたパターンは、認証撮像の間に表
示され、およびパターンは、ユーザの目（角膜）に反射される。ユーザのデバイスのカメ
ラは、ユーザの目の反射されたパターンを検出し、および表示されたパターンの反射、映
し出された画像を処理する。処理されたパターン（数値に変換されるなど）は、認証サー
バに送信され、ならびにランダムに生成され、認証サーバに記憶されたパターンと比較さ
れて、スクリーンによって表示されたパターン、またはユーザの顔を反射した後に撮像さ
れたパターンがパターン一致を確立するかを照合する。
【０１３９】
　一致した場合、これは、有効な人がデバイスによって撮像されている尤度を確立し、ま
たは尤度を高める。パターンが一致しない場合、または一致閾値レベルを満たさない場合
、認証処理が失敗することがあり（アクセス拒否）、またはアカウントのアクセスもしく
は取引が制限されることがある。この例はまた、上述した登録移動および認証移動を組み
込まないウェブ画像を有するデスクトップコンピュータに組み込むことができることに留
意されたい。さらに、この例は、顔認識に組み込まれるだけでなく、虹彩認識もしくは任
意の他のタイプの眼血管認識、またはユーザに一意な任意の顔特徴に対する追加のセキュ
リティ層としての機能をも果たしてもよい。
【０１４０】
　上記例がデスクトップコンピュータに組み込まれるとき、目の追跡はまた、有効なユー
ザの存在をさらに証明するために利用されてもよい。例えば、スクリーンは、ユーザが自
身の目で見るランダムなパターンにおいて動いているボール、または他のランダムな物も
しくは記号を示すことができる。次いで、パターンと比較した目の移動は、目のスクリー
ンの反射によって追跡される。また、スクリーン上の位置でのマウスクリックを介してな
ど、アンカーポイントを確立し、（ユーザが、マウスクリックが行われた位置で見ている
と仮定して）、およびユーザがアンカーポイントに対してスクリーンを見ていると推定す
ることによって、目の追跡を行うことができる。
【０１４１】
　「ズーム」による直感的なユーザ訓練および強化されたセキュリティ
　一実施形態では、システムは、システムで認証することを容易に学習するユーザを支援
するように構成される。図１３Ａに示されるように、上述したような登録または認証が開
始されると、システムは、ユーザのモバイルデバイス１３１０に、小さい楕円１３２０を
スクリーン１３１５上に表示させ、モバイルデバイス１３１０はユーザを撮像する。スク
リーン１３１５上に表示された命令は、ユーザに、ユーザの顔または頭が楕円１３２０内
に現れるようにモバイルデバイス１３１０を保持するように指示する。楕円１３２０が小
さいので、ユーザは、ユーザの腕をまっすぐにしてモバイルデバイス１３１０を保持する
ことによってなど、ユーザの体からモバイルデバイス１３１０を離して保持することが必
要となる。最大の腕の長さおよび顔のサイズは、ユーザにとって一意である。他の実施形
態では、車または混雑した位置などで空間が利用可能でないときの移動に順応するためな
ど、腕は完全に伸びてなくてもよい。小さい楕円１３２０がディスプレイの中心に示され
るとともに、それは、スクリーン１３１５上のいずれに位置してもよいことに留意された
い。
【０１４２】
　次に、図１３Ｂに示されるように、システムは、ユーザのモバイルデバイス１３１０に
、ディスプレイ１３１５上により大きな楕円１３３０を表示させる。ディスプレイ１３１
５はまた、ユーザの顔で楕円１３３０をいっぱいにするために、ユーザの顔上で「拡大す
る」ようにユーザを命令する、対応する命令を示してもよい。ユーザは、ユーザの顔が楕
円１３３０をいっぱいにし、または楕円を超えるまで、ユーザの顔（図７Ａおよび７Ｂに
示されるなど）に対して全体的に直線でユーザの顔の近くにモバイルデバイス１３１０を
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持っていくことによって、これを行う。他の実施形態では、より大きな楕円１３３０は単
に、ユーザがモバイルデバイス１３１０をユーザの顔に近づけることを促してもよい。
【０１４３】
　よって、上記したように、システムは、登録および認証移動に従って登録および認証画
像を提供する単純な方法をユーザに提供し、および学ばせる。システムはまた、スクリー
ン１３１５上で小さい楕円１３２０の位置を変えることによって、ならびに表示された楕
円の寸法およびサイズを変更することによって、登録および認証移動を変えることを学ば
せてもよい。例えば、ユーザは、モバイルデバイスを動かすことによって、途中まで拡大
し、次いで縮小し、次いで完全に拡大してもよい。システムは、一般的にユーザがスクリ
ーンをタッチすることが必要となる、カメラのズーム機能（備わっているとき）が使用中
でないことを監視するように構成されてもよい。
【０１４４】
　一実施形態では、登録移動が省略されてもよく、スクリーン上のプロンプトに基づいて
、認証移動が予想される移動と比較されてもよい。例えば、デバイスまたは認証サーバは
、ユーザの手に保持されたモバイルデバイスを動かすことによって、ユーザがユーザの顔
を配置する必要がある範囲内で、一連の異なるサイズの楕円を生成する。この方式では、
認証移動は、スクリーン上に示された楕円の寸法、サイズ、および配置に応じて各ログイ
ンの間に異なってもよい。
【０１４５】
　システムはまた、図１３Ａおよび１３Ｂに示されるように、「拡大」の移動が使用され
るときに、他のセキュリティ機能を組み込んでもよい。モバイルデバイスまたは任意の他
のデバイス上の一般的なカメラは、湾曲レンズを含む。これは、カメラによって撮像され
た結果として生じる画像において「魚眼」効果をもたらす。一部の例では、この湾曲は、
人間の目には見えないことがあり、または一定の焦点距離で、もしくはユーザとレンズと
の間の距離で通知可能であるにすぎないことがある。魚眼効果の程度は、カメラのレンズ
で使用される光学のタイプおよび他の因子に依存する。
【０１４６】
　魚眼効果は、人がレンズの近くで顔を撮像するときに、人の顔の画像上でさらに明確に
なる。効果は、レンズからより遠くに離れて人の顔の撮像が行われるときとは異なって現
れる人の顔の相対的な寸法をもたらす。例えば、ある距離を置いて画像が撮像されるとき
と比較して、近接近して画像が撮像されるときの人の顔に対して３０％広く、および１５
％高く人の鼻が現れることがある。人がレンズから離れた距離で撮像されるときと比較的
等しい焦点距離と比較して、人がレンズの近くで撮像されるときの種々の顔特徴の焦点距
離における比較的大きな差異によって、相対的な寸法における差異が生じる。
【０１４７】
　そのような差異は、多くの顔認識アルゴリズムで大きな影響を与えるものと発見されて
いる。すなわち、顔認識アルゴリズムは、同一の人として近接近して撮像された有効な人
と、離れて撮像された有効な人とを認識しなくてもよい。一方で、人の２次元の写真が近
接近して、および離れての両方でカメラによって撮像される場合、レンズと２次元画像と
の間の相対的な焦点距離が著しく変わらない。よって、顔認識アルゴリズムは、レンズに
近接近した距離、およびレンズから離れた距離の両方で撮像されるときに同一の人として
２次元写真を認識することができる。
【０１４８】
　この効果は、認証システムのセキュリティを高めるために使用されてもよい。例えば、
登録の間に、登録画像が、移動を通じた他の位置に加え、レンズに近接近して、およびレ
ンズから離れての両方で、ユーザによって提供されてもよい。後に、認証の間に、認証画
像がレンズの近くで、およびレンズから離れての両方で取得されて、それらが登録画像か
ら取得された登録情報と一致するかを判定してもよい。さらに、実際の３次元の人が存在
するときに魚眼効果が予想されるので、顔特徴の寸法の相対的な変化がないことは、認証
における不正の試みをシステムに警告する。この効果は、２次元画像（印刷された写真、
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またはスクリーン）では容易に再作成することはできず、よって、このステップは、２次
元画像（有効な顔の位置にある）が認証に使用されることを防止するための安全な検証と
しての役割を果たすことができる。
【０１４９】
　言い換えると、ユーザの顔について「拡大」および「縮小」のこの「移動」を使用して
、同一の人に対して２つ以上の生体プロファイルを作成することができる。人に対する複
数のプロファイルのうちの１つは、カメラからさらに遠くで撮像されてもよく、および複
数のプロファイルの１つがカメラの近くで撮像された人に対するものであってもよい。シ
ステムが人を認証するために、認証画像および生体が、登録画像および生体における２以
上のプロファイルと一致する必要がある。
【０１５０】
　加えて、システムは、近接近して取得された画像と、離れて取得された画像との背景を
比較することによって、人の不正な写真と比較した実際の人の存在を検出してもよい。人
の顔が楕円１３２０内で適合するようにモバイルデバイス１３１０が保持されるとき、人
のほぼ直接背後にある背景における物が視認可能となることがある。しかしながら、人の
顔がより大きな楕円１３３０内で適合するようにモバイルデバイス１３１０が保持される
とき、人の顔は、人のほぼ直接背後にある同一の物を見るカメラの能力を妨げる。よって
、システムは、近接近して取得された画像と、離れて取得された画像との背景を比較して
、実際の人がシステムで認証を試みているかを判定することができる。
【０１５１】
　もちろん、図１３Ａおよび１３Ｂでは、ユーザの顔から適切な距離で、モバイルデバイ
ス１３１０を保持するようユーザに指示するために、楕円１３２０および１３３０以外の
形状またはガイドが使用されてもよい。例えば、モバイルデバイス１３１０は、全体的な
または部分的な正方形または長方形のフレームを示してもよい。さらに、システムは、セ
キュリティをさらに高めるために、楕円１３２０，１３３０などのフレームのサイズおよ
び位置を変更してもよい。例えば、システムは、中間のサイズのフレーム、小型フレーム
、次いで大型フレームを必要としてもよい。別の例として、システムは、第１の位置およ
び第２の位置において小型フレーム、次いで大型フレームを必要としてもよい。このこと
は、異なるユーザに異なる登録および認証移動を教示するために、ランダムに行われても
よい。
【０１５２】
　ユーザに提示されるフレームサイズの数はまた、本明細書で説明される他のセキュリテ
ィ機能の結果に基づいて、単一のユーザに対して変化してもよい。モバイルデバイスのＧ
ＰＳ座標が、デバイスが予想された位置にあることを示す場合、異なる距離のおけるさら
なるフレームが認証に対して必要とされてもよい。モバイルデバイスがユーザからである
必要がある所望の距離にユーザを案内するためにユーザにとって視認可能であるように、
光、単語、または記号などの１つ以上の指標がスクリーン上で提示されてもよい。
【０１５３】
　図１３Ａおよび１３Ｂでは、システムは、登録および認証に使用されるモバイルデバイ
スに基づいて、かつ既知の信頼できる登録データに基づいて、画像の予想された魚眼の歪
みを予測してもよい。加えて、または代替として、所与のモデルに対するモバイルデバイ
スのカメラの既知の仕様が、レンズからの異なる距離における人の顔特徴の予想される歪
みを予測するために利用されてもよい。よって、認証はデバイス依存であってもよい。さ
らに、ユーザからの登録情報は、カメラからの全ての考えられる距離で必要とされるわけ
ではない。
【０１５４】
　例えば、上述したように、登録画像および生体は、ユーザからの２つの距離でユーザに
対して取得されてもよい。認証の間、登録画像および生体の近い距離および離れた距離に
対応する画像に加え、複数の画像がキャプチャされる。デバイスによって移動した距離に
従ったそれらの中間画像の予想された歪みに基づいて、システムは、２つの登録プロファ
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イルのみが取得されるとしても、画像の歪みにおける変化が正確な割合で発生しているこ
とを確認することができる。
【０１５５】
　それらの画像のキャプチャは、静止画像またはビデオであってもよく、それによって、
フレームまたは画像が、ユーザから離れた第１の位置、およびユーザに近接した第２の位
置からの移動の間に撮像されたビデオから抽出される。よって、操作は、ズームの動きの
間に多くのフレームをキャプチャし、ならびに加速度計および磁力計などからのデータに
基づいて、頭のサイズに対する正確な割合で、モバイルデバイスの距離の移動で歪みが発
生していることを保証することができる。
【０１５６】
　蓄積されたデータ、または設計段階の間に計算されたデータに基づいて、時間とともに
、電話がユーザの顔に向かって一定の距離を動く場合に、歪み効果が最終的な歪みレベル
、または初期の歪みレベルの既知の割合に入るべきであることを示すデータをシステムは
有する。よって、本明細書で説明される認証システムをだまし、または欺くためには、不
正の試みは、不正の２次元画像を歪める必要があるだけでなく、背景を切り取り、次いで
、顔、歪み、および拝啓のビデオを作成する必要もあり、それは、この増加的な、かつ正
確な速度で全てを行い、全てが、非常に可能性が少ないビデオスクリーンからのバンディ
ングを有さず、かつ視認可能なスクリーンエッジを有さない。
【０１５７】
　多くの現在既知の顔検出および顔認識アルゴリズムは、画像内で小さい顔を探索するよ
うに構成される。よって、顔検出および認識アルゴリズムが、拡大された画像（図１３Ｂ
）においてユーザの顔を検出および認識することを保証するために、システムは、近接近
して撮像された画像の周囲に大きなバッファ領域を追加してもよい。これは、より大きな
全体的な画像を生成し、ならびに現在の顔検出および認識アルゴリズムが、ユーザの顔が
元の画像において大きい場合でさえ、顔を検出および認識することを可能にする。
【０１５８】
　図１３Ａおよび１３Ｂで説明された処理から結果として生じる登録および認証移動が使
用されるとき、上述した目の追跡セキュリティ機能をも強化することができる。例えば、
ユーザが、楕円１３３０をいっぱいにするようにモバイルデバイス１３１０をユーザの顔
に近づけることを指示されるとき、ＱＲコード、ランダムな形状、バーコード、色、テキ
スト、番号、または他の視覚的指標がスクリーン上で表示されてもよい。この近い距離で
、ユーザの目または顔の表示から消えた指標の反射が、カメラによってより容易に撮像さ
れてもよい。さらに、撮像された人の「有効性」を判定するための目の移動、および瞬き
などはまた、接近することで容易に取得されてもよい。
【０１５９】
　一実施形態では、認証に対する有効性を証明するために少なくとも１回の瞬きが、必要
とされる。別の実施形態では、瞬きがカウントされてもよく、および瞬きの数が認証の間
に時間とともに平均化されてもよい。このことは、認証における追加の因子が、動きの間
に観察された瞬きの数になることを可能にする。動きの間にユーザが瞬きするときのパタ
ーンが観察される場合、システムは、後の認証の試みの間、動きの間の予想された時間お
よび位置でユーザが瞬きをすることを照合してもよい。
【０１６０】
　他の実施形態では、楕円またはフレームのサイズまたは位置が図１３Ａ、１３Ｂに示さ
れた以外のサイズまたは位置に変化してもよく、それによって、ユーザは、楕円内にユー
ザの顔が入るように電話を配置する、および／またはある角度に置く必要がある。これは
、ユーザの有効性を保証するさらなる別の方法を確立する。
【０１６１】
　１つの例示的な方法では、モバイルデバイスが、ユーザ、および処理のためにキャプチ
ャされた第１の画像からの第１の距離に配置されてもよい。この距離は、ユーザから線形
に離れてもよく、および、この実施形態では、弧および軌道になくてもよい。これは、手
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動で、または可動デバイスもしくはレールシステムであるモバイルデバイスによってのい
ずれかで、ユーザがモバイルデバイスを移動させることによって発生してもよい。または
、レンズ系は、フレームサイズに関してユーザの顔のサイズを変更する固定系にある場合
に調整されてもよい。代わりに、ユーザは、静止したままであってもよく、複数のカメラ
が使用されてもよく、またはユーザが動くことなくカメラが動いてもよい。第２の距離で
カメラを確立する一部の形式の移動（デバイス、カメラ、レンズ、またはユーザからの）
が発生すると、第２の画像が処理のためにキャプチャされる。第１の位置から第２の位置
への移動がユーザに向かって真っすぐであってもよい。処理は両方の画像に関して行われ
てもよい。
【０１６２】
　処理は、実際の人が撮像されていることを示す、２つの画像の間の差異、または２つの
画像から取得された生体における差異を照合する計算を含んでもよい。第１の認証画像を
第１の登録画像（第１の距離に対応する）と比較して、一致するかを判定し、次いで第２
の認証画像を第２の登録画像（第２の距離に対応する）と比較して、一致するかを判定す
るための処理が行われてもよい。一致する場合、認証を続行してもよい。
【０１６３】
　第１の距離での一致を必要とするが、第２の距離では一致せず、よって第２の画像が２
次元画像の画像ではないシステムで、それらの方法の変形例がまた可能である。一致また
は不一致をもたらす処理は、任意のタイプの画像または顔認識処理アルゴリズムであって
もよい。本明細書で説明される他の処理と同様に、モバイルデバイス、１つ以上のリモー
トサーバ、またはそのようなデバイスの任意の組み合わせ上で処理が行われてもよい。
【０１６４】
　本明細書で説明される全ての処理が、モバイルデバイスのみ、リモートサーバのみ、ま
たはそれらの任意の組み合わせ上で処理が行われてもよい。生体データは、モバイルデバ
イスもしくはサーバに記憶されてもよく、またはセキュリティの目的で２つの間で分割さ
れてもよい。例えば、画像をモバイルデバイス上で処理することができるが、クラウドま
たはリモートサーバにおいて登録データと比較することができる。または、処理および比
較のために画像をクラウド（リモートサーバ）に送信することができる。
【０１６５】
　タッチスクリーン強化
　追加的な追加されたセキュリティの修正は、ユーザの指に関する情報を含んでもよい。
タッチスクリーンを有する多くのモバイルデバイスは、ユーザのスクリーン上のタッチの
位置および大まかなサイズを検出することができる。したがって、ユーザの指の大まかな
サイズはシステムによって測定されてもよい。指のサイズに加えて、指の方位角、または
右手もしくは左手の指が使用されているかを検出することができる。
【０１６６】
　一実施形態では、ユーザは、開設するアカウントを選択し、登録の撮像を開始し、また
はユーザデバイスのタッチスクリーンをタッチすることによって、認証の撮像を開始する
。よって、認証システムは、認証の間のユーザによるタッチが、前に記憶された登録情報
に対応するかを検出してもよく、前に記憶された登録情報は、ユーザの指、スクリーンに
加えられた圧力の量、およびユーザが右利きもしくは左利きであるかを含む。このことは
、認証システムに対する追加のセキュリティ層を追加する。
【０１６７】
　さらに、認証システムは、１つ以上の所定の方式で、指紋読取装置またはタッチスクリ
ーンをタッチすることによって、ユーザが認証を開始することを必要とすることがある。
一実施形態では、図１４に示されるように、タッチスクリーン１４１０が、所定の領域１
４２０に分割されてもよい。例えば、モバイルデバイスのタッチスクリーン１４１０上に
、９の同等の、円形、正方形、または他の形状の領域１４２０が存在してもよい。登録の
間、ユーザは、認証を開始するためにタッチする、スクリーン１４１０の領域１４２０の
１つを選択する。認証の間、認証を開始し、または認証処理全体の間、事前に選択された



(35) JP 2016-51482 A 2016.4.11

10

20

30

40

50

領域１４２０がタッチされない場合、認証は拒否される。これはしかし、１つの考えられ
る設計の可能性であり、他の設計の選択肢が考えられる。
【０１６８】
　タッチスクリーン上の領域１４２０は、グリッドによって視覚的に表されて、タッチス
クリーン１４１０上に一切表示されなくてもよい。図１５に示されるように、領域１４２
０に加えて、またはその代わりに、タッチスクリーン１５１０上でボタン１５２０が表示
されてもおい。ここで、ユーザは、所定のパターンでボタン１５２０の１つ以上を押下す
ることによって認証を開始することができる。ユーザはまた、所定のスワイプパターンを
介して認証を開始することができる。ユーザによってタッチされることになる位置は、認
証の試行ごとに変化してもよく、コード、番号、文字、色、キャプチャまたは他の指標な
どの、認証サーバからの任意の命令を通じてユーザに搬送されてもよい。
【０１６９】
　音声パラメータ
　ユーザは、システムを最初に用いる際、登録処理中に自身の画像を記録すると同時に、
言葉を話すことによって自身の音声を記録し得ることも考慮される。その後、認証のため
に、ユーザは、自身の顔の写真を撮像するためにモバイルデバイスを作動する時にもその
言葉を話さなければならないだろう。従って、１つの追加の経路パラメータは、ユーザが
話した音声、および認証処理の別の層または要素として音声認識を用いることであってよ
い。
【０１７０】
　画像品質保証
　認証システムは、画像が十分な品質であるかを判定するために、モバイルデバイスから
受信した画像を処理することもできる。例えばシステムは、焦点の合っていない画像や、
指紋、油分などで曇ったカメラレンズによって生じる画像の不明瞭さを検査し得る。シス
テムは、画像の品質が不十分であること（または明るすぎたり、暗すぎたりすること）を
ユーザに警告し、焦点、露出、または他のパラメータを調節し、あるいはカメラのレンズ
の汚れを取るようにユーザに指示し得る。
【０１７１】
　オートフォーカス
　認証システムは、モバイルデバイスカメラにオートフォーカス機能が装備されている場
合、それを用いることもできる。例えば、実在する３次元の人物が撮像されると、システ
ムは、カメラがオートフォーカスを実行するとその間中、画像の鮮明さが変化することを
保証するために検査する。別の例において、システムは、顔を含む画像の一部の（焦点が
合った）鮮明さを検査するためにカメラが第１の位置または距離に焦点を合わせるように
、オートフォーカスを制御し得る。その後システムは、カメラが、顔の存在が検出されな
い第２の位置または距離に焦点を合わせ、画像の一部の（焦点が合った）鮮明さを検査す
るように制御する。実環境における３次元の人物が撮像される場合、焦点距離設定は第１
の位置と第２の位置とで異なるはずであることが予想され、それが、実在する人物が現在
撮像されていることを示す。しかし、両方の位置の焦点距離が同じである場合、それは、
２次元の写真や画面が撮像されていることを示し、不正なログイン試行を示唆する。
【０１７２】
　システムはまた、画像内の様々な特定の特徴の異なる焦点距離に関して検査するために
デバイスのオートフォーカスを制御することもできる。例えば、人間の顔が正面から撮像
される場合、人間の耳は、人間の鼻の先端とは異なる（より長い）焦点距離を有すること
が予想される。
【０１７３】
　ログイン試行の画像
　認証サーバは、所定の期間、認証画像を記憶するようにも構成され得る。画像は、ユー
ザアカウントにログインしようと試みる人物の痕跡として更なるセキュリティ上の利点を
提供し得る。例えばシステムは、例えば２０回のログイン試行など所定の数の過去のログ
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イン試行を記憶し、あるいは、例えば過去数日または数週間など所定の期間、ログイン試
行による画像を記憶し得る。あらゆる不正や不正未遂の結果、ログインを試みた人物の画
像がアカウントサーバの認証サーバに送信または記憶されることになる。
【０１７４】
　写真が撮像され送信されるという認識はそれ自体が、不正を機能する可能性のあるあら
ゆる人物が自身の写真が撮影され記憶されると分かるので、彼らに対する多大な抑止力と
なり、ユーザへのセキュリティ保証となる。同様に、あらゆる試行未遂および失敗した試
行は、記憶された写真、およびアカウントにアクセスしようと試みた人物を示す指標を有
し得る。失敗したログインを試みた人物の画像とともにｅメールやテキストメッセージが
正規ユーザへ送信され得るので、ユーザは自身のアカウントに誰がアクセスしようと試み
たか分かるということも考慮される。これは、認証サーバによっても保持されている写真
や画像を有するユーザとしてアカウントに関するセキュリティの第１線を確立する。
【０１７５】
　適応閾値
　更に、登録情報と、ユーザを認証するための認証情報との一致のレベルまたはパーセン
テージは、経時的に変化し得る。すなわち、システムは適応閾値を備え得る。
【０１７６】
　上述した認証システムをユーザが定期的に使用すると、ユーザは、幾度となく彼らの頭
部に対して所定の経路でモバイルデバイスを動かすことによってシステムにログインする
ことになる。従って、ユーザが認証システムの使用経験を重ねると、ユーザは次第に快適
かつ標準化された移動経路に定まるであろうことが予想され得る。一方、ユーザの最初の
登録移動は、ユーザが認証システムの経験をほとんど有さないため、非常に不器用でぎこ
ちない移動になりやすい。
【０１７７】
　安全性を損なわずに認証システムをユーザにとってより便利なものにするために、適応
閾値システムは、登録移動のようにユーザが不器用でぎこちない最初の移動に囚われない
ように登録移動を適応させることを可能にする。それを容易にするために、成功した認証
ごとに、成功した認証移動が記憶され、移動経路が許容可能な移動経路のリストに追加さ
れる。許容可能な移動経路のリストは、所定の数の経路に限定され得る。新たに成功した
認証が遂行され、かつ許容可能な移動経路のリストが満杯である場合、より古い登録移動
経路が削除され、そこに最新のものが記憶される。あるいは、リストに記憶された他の移
動経路に最も似ていない移動経路が削除され得る。このように、最も似た、または最新の
移動経路を記憶することによって、ユーザがシステムに詳しくなり、認証のために快適な
移動経路に落ち着くにつれ、登録移動は時間を経て徐々に適応し得る。
【０１７８】
　更に、他の登録情報が、ユーザ情報と同様に適応的に変わってよい。例えば、成功した
認証写真や生体情報は、登録情報の一部として記憶されてよく、経時的に古い登録情報が
破棄されてよい。このように、認証システムは、長期間を経てユーザが加齢し、髭が伸び
、異なるスタイルの化粧を施し、新たな眼鏡をかけ、あるいは他の微妙な顔の変化があっ
ても、ユーザにとって便利であることができる。
【０１７９】
　移動経路や生体情報、あるいはその両方において経時的にどれほどの変化が許容される
かの決定は、エンティティのセキュリティ要件を満たすために認証を必要とするエンティ
ティによって設定され得る。適応閾値を変更するために初期登録後の時間またはスキャン
回数が用いられ得る。例えば、登録後の最初の数日間、閾値は低くされ得るがセキュリテ
ィ上の脅威は少なく、経路の差異は大きくなりやすい。複数回の認証後あるいは数日後、
閾値は高くなり得る。閾値は更に、移動経路または生体情報のいずれかのトレンドデータ
に基づいて設定され得る。例えば閾値は、データがトレンドを示す方向には甘くなり得る
が、トレンドに逆らうデータにはより厳しい許容値を有する。
【０１８０】
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　位置情報とともに時間層も追加され得る。例えば、ユーザが自宅付近で取引を行い認証
し、１時間後に外国で別の取引が試行されると、取引は拒否され得る。すなわち、前回の
認証位置と次の認証位置との距離が、ログインまたは認証の試行から試行までの時間で移
動不可能である、または移動することができないと思われる場合、それは拒否され得る。
例えば、ユーザがデンバーで認証を行ったが、その１時間後にニューヨークやロシアやア
フリカで試行が行われた場合、ユーザがそれらの場所を１時間で移動することはできない
と思われるので、第１または第２の試行のいずれかが不正である。
【０１８１】
　更に、第１の取引から妥当な時間および距離で次の取引が試行されると、取引を自動的
に拒否せず更なる安全性を提供するために一致閾値のレベルが引き上げられ得る。同様に
、モバイルデバイスによって決定された高度が、ユーザが存在すると報告された都市の高
度と異なる場合、それが不正な試行を示し得るように、高度計が用いられ得る。このよう
に、モバイルデバイスによる高度や気圧の測定値が位置を確認するために用いられ、ＧＰ
Ｓデータ、ＩＰアドレスやルータ位置データ、またはユーザ識別位置に対して相互参照さ
れ得る。
【０１８２】
　ランダム画像歪み
　顔認識認証システムに更なるセキュリティの層を提供するために、システムは、ランダ
ム画像歪みを用い得る。例えば、ユーザは、システムに登録すると、ランダム歪みアルゴ
リズムを割り当てられ得る。歪みアルゴリズムは、人物の顔を所定の量だけ引き伸ばし、
または狭めること、ユーザの顔の所定の位置に所定の形状を付加し、または重ね合わせる
ことなどの画像の歪みを含み得る。この一例として、歪みは、ユーザの左目に１００ピク
セル上方に重ね合わせられた円であってよい。
【０１８３】
　ユーザからの画像に固有に割り当てられた歪みによって、そのユーザに関する生体デー
タは、ユーザによって用いられるアカウントやデバイスに固有のものとなる。すなわち、
認証サーバやモバイルデバイスに記憶される登録生体情報は、ユーザの顔の特徴のみを反
映するのではなく、固有に割り当てられた画像歪みも反映することになる。従って、異な
るデバイスや異なるアカウントで正確な人物の肖像が不正に用いられても、固有の歪みが
異なり、あるいは欠如するために、提示された認証生体情報は十分に一致しないであろう
。よって、全体のセキュリティが向上し得る。
【０１８４】
　セキュリティ層
　上記の実施形態、変形例、および改善例の各々は、認証に関する複数の層のセキュリテ
ィを生成するために必要に応じて任意の組み合わせで併用され得ることに留意する。更に
、上述した実施形態や変形例のうち複数が併用される場合、認証システムは、どの層が認
証に失敗したかに関するフィードバックやインジケーションを一切提供しないように構成
され得る。
【０１８５】
　例えば、認証を開始するための所定のタッチパターンが認証移動および顔認証と併用さ
れる場合、システムは、タッチパターンが誤っていたか、あるいは認証移動や認証画像が
登録情報と一致しなかったかを示すことはない。代わりにシステムは、どんな失敗が生じ
た場合でも同じ認証の拒否を提供する。これは、上述されたセキュリティ機能のいくつが
併用された場合でもそうである。このように、不正を機能する者が、不正な認証情報のど
の態様を正さなければならないかを見出すことは困難であり、システムのセキュリティが
さらに向上する。
【０１８６】
　アプリケーションの例
　同様に、本明細書では金融口座の認証として説明されたが、経路パラメータおよび画像
データを用いる認証は、例えばオートアクセス、入退室、コンピュータアクセス、ウェブ



(38) JP 2016-51482 A 2016.4.11

10

20

30

40

50

サイトまたはデータアクセス、電話の使用、コンピュータの使用、荷物の受取り、イベン
トアクセス、発券、法廷入退室、空港セキュリティ、小売商取引、ＩｏＴアクセス、また
は他の任意の種類の場面など、アクセスを許可する前にユーザ識別情報の照合を必要とす
る任意の環境において実現され得る。
【０１８７】
　例えば、小売商取引を安全に行うために上記の認証システムが用いられる実施形態が説
明される。この実施形態において、ユーザは、上述したようにモバイルデバイス上で認証
サーバまたは認証アプリケーションに登録され、登録画像および／または生体情報、およ
び登録移動を含む登録情報を生成した。この例において、ユーザは、クレジットカード、
スマートカード、あるいはＮＦＣ機能を有するスマートフォンを用いて、小売施設におけ
る取引を開始し、あるいは遂行しようと試みる。
【０１８８】
　ユーザは、クレジットカード、スマートカードを通すことによって、あるいは商品やサ
ービスに対する支払いをするためのＮＦＣ機能を有するスマートフォンのアプリケーショ
ンを用いて、取引を開始する。小売施設はその後、金融機関の関連ネットワーク（「ゲー
トウェイ」）によってカードやアカウントを認証するであろう。例えば小売施設は、ＶＩ
ＳＡやＡＭＥＲＩＣＡＮ　ＥＸＰＲＥＳＳによって運営されるゲートウェイなどのゲート
ウェイを通して、アカウントが使用可能であるか、また使用可能な資金を十分に有するか
を判定するであろう。
【０１８９】
　ゲートウェイはその後、ユーザの識別情報を照合することによって取引を認証するため
に認証サーバと通信するであろう。例えばゲートウェイは認証サーバへ認証要求を送信す
ることができ、その後認証サーバは、例えばユーザが取引を認証することを要求するため
にユーザのモバイルデバイスへ例えばプッシュ通知などの通知を送信する。
【０１９０】
　例えばバイブレーション、ビープ音、またはモバイルデバイス上の他のサウンドなどに
よって認証サーバからの通知を受信すると、ユーザは、モバイルデバイスによって自身の
識別情報を認証し得る。認証サーバは、ユーザによる確認のために取引に関する情報をユ
ーザへ送信してもよい。例えば認証サーバは、取引に関する小売商、小売商の所在地、お
よび購入総額をモバイルデバイスに表示させる情報を送信し得る。
【０１９１】
　次に、前述のように、ユーザは、モバイルデバイスを持ち、ユーザの頭部に対して様々
な位置にモバイルデバイスを動かすと複数の認証画像を取得し得る。認証画像を取得する
ためにモバイルデバイスを動かしている間、モバイルフォンは更に、デバイスの認証移動
を取得するためにジャイロスコープ、磁力計、および加速度計によってモバイルデバイス
の経路パラメータ（認証移動）を追跡する。モバイルデバイスはその後、デバイス情報、
認証画像、および認証移動を認証サーバへ送信し得る。他の実施形態において、モバイル
デバイスは、生体データを取得するために画像を処理し、生体データをサーバへ送信し得
る。また別の実施形態において、モバイルデバイスは、画像を処理し、認証情報を取得し
、モバイルデバイスに記憶された登録情報と認証情報とを比較し、比較のパス／失敗の結
果を認証サーバへ送信し得る。
【０１９２】
　認証サーバはその後、ユーザの識別情報を認証し、デバイス情報、認証画像および／ま
たは生体情報、および認証移動が、登録デバイス情報、登録画像および／または生体情報
、および登録移動と一致すると、ユーザが自身のアカウントで取引を承認したいと所望す
ることを確認し得る。認証サーバはその後、認証メッセージをゲートウェイへ送信する。
ゲートウェイは、認証の確認を受信すると、小売取引を許可するために小売施設と通信す
る。
【０１９３】
　小売取引が上記のシステムおよび方法を用いて承認される場合、いくつかの利点が得ら
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によって完了するので、ユーザが、自身のクレジットカードや署名を提供したり、小売業
者の販売時点情報管理システムにピン番号を入力したりする必要性がない。更に、小売施
設は、ユーザの写真証明を検査する必要がない。上記の方法およびシステムは、例えばセ
キュリティカメラなどのカメラが店舗に存在しないモバイルおよびオンライン取引と連携
し得る安全な取引を提供するという利点も有する。
【０１９４】
　上述した安全な小売取引において、ユーザは、ゲートウェイおよび認証サーバを介して
自身のモバイルデバイス上で小売施設から合計支払額を取得する。しかし、一実施形態に
おいて、モバイルフォンは、購入される商品および商品の価格を識別するためにバーコー
ドスキャナ、ＱＲコードスキャナ、または同様のスキャナとしてカメラを用い得る。モバ
イルデバイスはその後、支払額を合計し、小売施設との取引を完了するためのレジとして
機能し得る。
【０１９５】
　別の実施形態において、アプリケーションのユーザは、個人や小売商に匿名で支払うこ
とを所望し得る。この場合、ユーザは、支払うべき金額をアプリケーション内に指定し、
アプリケーションは、固有の識別取引番号を生成するであろう。この番号はその後、第２
のユーザに示され得るので、第２のユーザは、別のデバイス上でアプリケーションに識別
取引番号を打ち込むことができる。固有の識別取引番号は、ＮＦＣ、ブルートゥース、Ｑ
Ｒコード、または他の適切な方法を介してユーザから第２のユーザへ送信されてもよい。
第２のユーザは、金額を打ち込み、支払いを要求してもよい。
【０１９６】
　支払い要求および固有の識別取引番号を受信すると、認証サーバは、取引を認証するた
めに第１のユーザのモバイルデバイスへ通知を送信し得る。ユーザはその後、上述した顔
認識認証システムを用いて自身の識別情報を照合するであろう。代替あるいは追加として
、ユーザは、例えば指紋や網膜のスキャンなど他の生体データ、経路ベースの移動および
撮像を用いて自身の識別情報を照合し、あるいはユーザはパスワードを入力し得る。認証
すると、ユーザのデバイスは、第２のユーザへの支払いを要求および承認するためにユー
ザの支払いプロバイダへ要求を送信するであろう。このように、取引中のユーザが匿名で
あっても支払いは安全に行われ得る。
【０１９７】
　一実施形態によると、セキュリティの追加の基準として、小売取引を認証および許可す
るためにモバイルデバイスによるＧＰＳ情報が認証サーバへ送信されてもよい。例えばモ
バイルデバイスによるＧＰＳ座標は、ユーザが小売施設内に実在することを確認するため
に、小売施設の座標と比較され得る。このように、クレジットカードを盗み、（小売店の
位置と比較して）離れた場所からそのカードを使用しようと試みる犯罪者は、ユーザのモ
バイルフォンが小売施設の位置に存在しないために取引を遂行することができない。
【０１９８】
　上述したように、ユーザを認証するための登録情報と認証情報との一致のレベルやパー
センテージは、モバイルデバイスのＧＰＳの座標に基づいて調整されてもよい。例えば、
小売施設およびモバイルデバイスのＧＰＳ座標がユーザの住居に近い場合、一致のレベル
は、例えば９９％の一致率など低い閾値に設定され得る。あるいは、例えばその場所がユ
ーザの住居から非常に遠く、外国にある場合、一致のレベルは、例えば９９．９９９％の
一致率など高い閾値に設定され得る。
【０１９９】
　本発明の様々な実施形態が説明されたが、本発明の範囲内に包含される多くの更なる実
施形態および実装が可能であることが当業者には明白であろう。更に、本明細書で説明さ
れた様々な特徴、要素、および実施形態は、任意の組み合わせや順序で併用され、あるい
は特許請求され得る。
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