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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ認証のための位置認識方法であって、
　認証を必要とする信頼できる当事者によってトランザクションを実行するために、クラ
イアントのユーザからの要求を前記クライアントが受信することであって、前記信頼でき
る当事者が、一つ以上のコンピュータサーバによって実行されるウェブサイト又はオンラ
インサービスであることと、
　前記クライアントの一つ以上のセンサからの環境センサデータを認証エンジンが受信す
ることと、
　前記クライアントの前記一つ以上のセンサによって報告された前記クライアントの地理
的位置を前記認証エンジンが用いて、前記クライアントの前記地理的位置に対応した既知
の補足データであって、前記クライアントの前記一つ以上のセンサ以外のソースから収集
された前記補足データを前記認証エンジンが収集することと、
　前記環境センサデータと前記補足データとを前記認証エンジンが比較して相関スコアに
到達することと、
　前記クライアントが前記トランザクションを完了するのを可能とするのに必要な保証レ
ベルを保証レベル計算モジュールが決定することと、
　前記相関スコアに基づいて前記保証レベルに到達するために必要な保証レベルゲインを
前記保証レベル計算モジュールが決定することと、及び、
　前記保証レベルゲインの指示における少なくとも一部に基づいて１つ以上の認証技術を
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前記認証エンジンが選択することと、を備える、方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
【０００２】
　本特許出願は、「高度な認証方法及びその応用（Advanced Methods of Authentication
 And Its Applications）」と題された２０１３年３月２２日に出願された同時係属の米
国仮特許出願第６１／８０４，５６８号の利益及び優先権を主張する。
【０００３】
　本特許出願は、「複合認証コードを実装するための装置及び方法（Apparatus and Meth
od For Implementing Composite Authenticators）」と題された２０１３年１０月２９日
出願された米国特許出願第１４／０６６，３８４号の一部継続出願である。
【０００４】
　本特許出願はまた、「高度な認証方法及びその応用（Advanced Methods of Authentica
tion And Its Applications）」と題された２０１３年３月２２日に出願された同時係属
の米国仮特許出願第６１／８０４，５６８号の利益及び優先権もまた主張する「非侵襲型
のプライバシー保護認証のためのシステム及び方法（System and Method For Non-Intrus
ive, Privacy-Preserving Authentication）」と題された２０１３年１２月３１日出願さ
れた米国特許出願第１４／１４５，４３９号の一部継続出願である。
【０００５】
　本特許出願はまた、「高度な認証方法及びその応用（Advanced Methods of Authentica
tion And Its Applications）」と題された２０１３年３月２２日に出願された同時係属
の米国仮特許出願第６１／８０４，５６８号の利益及び優先権もまた主張する「適応的ユ
ーザ認証のためのシステム及び方法（System and Method For Adaptive User Authentica
tion）」と題された２０１３年１２月３１日出願された米国特許出願第１４／１４５，４
６６号の一部継続出願である。
【０００６】
　本特許出願はまた、「高度な認証方法及びその応用（Advanced Methods of Authentica
tion And Its Applications）」と題された２０１３年３月２２日に出願された同時係属
の米国仮特許出願第６１／８０４，５６８号の利益及び優先権もまた主張する「位置ベー
スの認証のためのシステム及び方法（System and Method For Location-Based Authentic
ation）」と題された２０１３年１２月３１日出願された米国特許出願第１４／１４５，
５３３号の一部継続出願である。
【０００７】
　本特許出願はまた、「高度な認証方法及びその応用（Advanced Methods of Authentica
tion And Its Applications）」と題された２０１３年３月２２日に出願された同時係属
の米国仮特許出願第６１／８０４，５６８号の利益及び優先権もまた主張する「補足セン
サ及び／又は位置データを使用して位置を確認するためのシステム及び方法（System and
 Method For Confirming Location Using Supplemental Sensor and/or Location Data）
」と題された２０１３年１２月３１日出願された米国特許出願第１４／１４５，６０７号
の一部継続出願である。
　（技術分野）
【０００８】
　本発明は、一般に、データ処理システムの分野に関する。より具体的には、本発明は、
高度なユーザ認証技術及び関連する応用に関する。
【０００９】
　図１は、生体認証装置１００を有する例示的なクライアント１２０を図示している。正
常動作時において、生体センサ１０２は、ユーザからの生の生体データを読み取り（例え
ば、ユーザの指紋を撮像する、ユーザの音声を録音する、ユーザの写真をスナップするな
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ど）、特徴抽出モジュール１０３は、生の生体データの特定の特徴を抽出する（例えば、
指紋の所定領域、所定の顔特徴などに焦点をあてるなど）。マッチャーモジュール１０４
は、クライアント１２０のセキュアストレージに記憶された生体基準データ１１０と抽出
された特徴１３３を比較し、抽出された特徴と生体基準データ１１０との類似度に基づい
てスコア１５３を生成する。生体基準データ１１０は、典型的には、ユーザが指紋、音声
サンプル、画像又は他の生体データを装置１００に登録する登録処理の結果である。そし
て、アプリケーション１０５は、認証が成功したかどうか（例えば、スコアが所定の特定
閾値を上回っているかどうか）を判定するためにスコア１３５を使用することができる。
【００１０】
　システムはまた、生体センサを使用してネットワーク上でセキュアなユーザ認証を提供
するために設計されている。そのようなシステムにおいて、アプリケーション１０５によ
って生成されたスコア１３５及び／又は他の認証データは、リモートサーバによってユー
ザを認証するためにネットワークを介して送信されることができる。例えば、特許出願公
開第２０１１／００８２８０１号明細書（「‘８０１出願」）は、強力な認証（例えば、
個人情報の盗難やフィッシングに対する保護）、セキュアなトランザクション（例えば、
「ブラウザにおけるマルウェア」及びトランザクションについての「介入者」攻撃に対す
る保護）、並びに、クライアント認証トークンの登録／管理（例えば、指紋リーダ、顔認
識装置、スマートカード、信頼できるプラットフォームモジュールなど）を提供するネッ
トワーク上のユーザ登録及び認証のためのフレームワークを記載している。
【００１１】
　本特許出願の譲受人は、‘８０１出願に記載された認証フレームワークに対する様々な
改善を開発している。これらの改善のいくつかは、本譲受人に譲渡されている２０１２年
１２月２９日に全て出願された米国特許出願の以下のセット（「同時係属出願」）に記載
されている：米国特許出願第１３／７３０，７６１号、認証能力を判定するクエリシステ
ム及び方法（Query System and Method to Determine Authentication Capabilities）、
米国特許出願第１３／７３０，７７６号、複数の認証デバイスによる効率的な会員登録、
登録及び認証のためのシステム及び方法（System and Method for Efficiently Enrollin
g, Registering, and Authenticating With Multiple Authentication Devices）、米国
特許出願第１３／７３０，７８０号、認証フレームワーク内でランダムチャレンジを処理
するためのシステム及び方法（System and Method for Processing Random Challenges W
ithin an Authentication Framework）、米国特許出願第１３／７３０，７９１号、認証
フレームワーク内でプライバシークラスを実行するためのシステム及び方法（System and
 Method for Implementing Privacy Classes Within an Authentication Framework）、
米国特許出願第１３／７３０，７９５号、認証フレームワーク内でシグナリングトランザ
クションを実行するためのシステム及び方法（System and Method for Implementing Tra
nsaction Signaling Within an Authentication Framework）。
【００１２】
　簡単に説明すると、同時係属出願は、（例えば、指をスワイプすること、画像をスナッ
プすること、音声を記録することなどによって）ユーザが生体テンプレートデータを生成
するためにクライアントの生体認証装置を用いて登録し、ネットワークを介して１つ以上
のサーバ（例えば、同時係属出願に記載されているようにウェブサイト又はセキュアなト
ランザクションサービスを備えた他の信頼できる当事者）に生体認証装置を登録し、その
後、登録処理中に交換されたデータを使用して（例えば、生体認証装置に設定された暗号
化鍵）それらのサーバによって認証する認証技術を記載している。認証されると、ユーザ
は、ウェブサイト又は他の信頼できる当事者と１つ以上のオンライントランザクションを
実行することが許可される。同時係属出願に記載されたフレームワークにおいて、ユーザ
を固有に識別するために使用可能な指紋データ及び他のデータなどの機密情報は、ユーザ
のプライバシーを保護するためにユーザのクライアントデバイス（例えば、スマートフォ
ン、ノートブックコンピュータなど）上でローカルに保持されてもよい。
【００１３】
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　上述したような認証コードは、指をスワイプするか又は暗証番号を入力するなどのユー
ザとの相互作用のいくつかの形態を必要とする。これらの「正常な」認証コードは、所定
の時点でユーザを認証することが意図される。さらに、「サイレントな」認証コードはま
た、所定の時点で（ユーザよりもむしろ）ユーザのデバイスを認証するように設計されて
使用可能である。これらのサイレントな認証コードは、ユーザとの相互作用（例えば、機
器ＩＤ送信）なしで、ユーザのデバイスから抽出された情報に依拠することができる。
【００１４】
　しかしながら、必要とする明示的なユーザとの相互作用があまりにも多くの摩擦を提示
する所定の使用ケースがある（例えば、近距離無線通信（ＮＦＣ）の支払い、高価なトラ
ンザクションに縛られることなく認証を必要とする頻繁に使用されるアプリケーション）
のに対して、機器ＩＤ送信などの「サイレントな」認証技術は、正当なユーザがデバイス
を保有したままであることに十分な確実性を提供しない。
【００１５】
　Ａｎｔｈｏｎｙ　Ｊ．Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ、「一時認証を使用したモバイルデバイスの
セキュリティ（Mobile Device Security Using Transient Authentication）」、ＩＥＥ
Ｅ　ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮＳ　ＯＮ　ＭＯＢＩＬＥ　ＣＯＭＰＵＴＩＮＧ　ＶＯＬ．５
，Ｎｏ．１１，ｐｐ．１４８９～１５０２（２００６年１１月）；Ｍｏｈａｍｍａｄ　Ｏ
．Ｄｅｒａｗｉ、「生体歩行認識を使用した携帯電話上での控えめなユーザ認証（Unobtr
usive User-Authentication on Mobile Phones using Biometric Gait Recognition）」
（２０１０年）；及び、Ｋｏｉｃｈｉｒｏ　Ｎｉｉｎｕｍａ、Ａｎｉｌ　Ｋ．Ｊａｉｎ、
「時間情報を使用した連続的なユーザ認証（Continuous User Authentication Using Tem
poral Information）」（現在は、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｅ．ｍｓｕ．ｅｄｕ／ｂ
ｉｏｍｅｔｒｉｃｓ／Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ／Ｆａｃｅ／ＮｉｉｎｕｍａＪａｉｎ＿
ＣｏｎｔｉｎｕｏｕｓＡｕｔｈ＿ＳＰＩＥ１０．ｐｄｆ）などの研究コミュニティによっ
ていくつかの「連続的な」認証方法が提案されている。これらの方法のいくつかは、Ｂｅ
ｈａｖｉｏＳｅｃ、「連続的認証におけるＦＡＲ／ＦＲＲ／ＥＥＲ測定（Measuring FAR/
FRR/EER in Continuous Authentication）」、ストックホルム、スウェーデン（２００９
年）など、業界によって採用されている。これらの方法は、一般に、正当なユーザが認証
処理に対する摩擦を追加せずになおも装置を所有する保証レベルを提供するが、それらは
、単一のモダリティにフォーカスしている（すなわち、ウェアラブルトークン、歩行認識
、顔及び服色認識、並びにユーザのキーボード入力を使用する）。
【００１６】
　しかしながら、存在する１つの問題は、世界のいくつかの地域ではユーザのプライバシ
ーを侵害するリスク推定を補うために、信頼できる当事者に対して位置データ又は他の個
人（例えば、顔画像、服の色、歩行又は入力特性、・・・）又は環境データ（例えば、温
度、湿度、無線ＬＡＮのＳＳＩＤ、・・・）を直接提供することである。したがって、非
侵襲型であり且つエンドユーザのプライバシーを適切に保護する、より高度なリモート認
証技術が必要である。
【００１７】
　さらに、現在の認証方法（例えば、パスワード、指紋認証など）の強度は、経時的にほ
ぼ一定であるが、結果として生じるリスクは、認証が行われる現在の環境（例えば、使用
される機器、機器が接続されるネットワークなど）に基づいて変化する。現在の検出され
たリスクに基づいて認証モダリティを選択及び／又は組み合わせることが有益であろう。
【００１８】
　認証の保証レベルの向上を考えると、明確な認証方法のレベルを向上させるための典型
的な方法は、より複雑なパスワードを要求するか又は気になる指紋や顔認識などのより正
確な生体認証方法を使用するなどである。実際には、認証保証レベル（又はそれから導出
されるトランザクションリスク）はまた、認証が以前と同じ装置から行われたかどうか及
び認証の位置が最後に成功した認証の位置に現実的に近いかどうか（例えば、サンフラン
シスコでの午後１時における認証と東京での同日午後２時における認証は、１人のために
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は現実的ではないと思われる）などの他のデータに依存する。
【００１９】
　パスワードは、なおも支配的で明確な認証方法である。残念ながら、それらは、容易に
攻撃され、それらの攻撃はうまく増減する。さらに、パスワードを入力することは、特に
スマートフォンなどの小型機器においては面倒である。結果として、多くのユーザは、自
己の携帯電話をロックするためにパスワードベースの保護方法を全く使用していないか、
又は、些細なＰＩＮコードを使用している。
【００２０】
　いくつかのスマートフォンは、認証するためのより便利な方法を提供するために、指紋
センサを使用している。認証のために生体認証モダリティを使用することは、攻撃耐性の
十分ななりすましをしていないために且つ潜在的に生体認証基準データを適切に保護しな
いことによってプライバシーの問題を導入するために批判されている。
【００２１】
　生体認証モダリティを組み合わせるための様々な「融合」方法が提案されている。それ
らのいくつかは、本人拒否率（ＦＲＲ）を低減することによってユーザビリティの問題に
対処し、他は、他人受入率（ＦＡＲ）を低減することによってセキュリティの問題に対処
する。これらの方法は、これまでの静的な融合アルゴリズムを提案している。残念ながら
、このアプローチは、（上述したように）「他の入力」に応じて変化する保証レベルをな
おももたらす。
【００２２】
　特定のクラスのトランザクションについて、トランザクションに関連する危険性は、ト
ランザクションが行われている位置に密接に関連することができる。例えば、外国資産制
御リスト（例えば、キューバ、リビア、北朝鮮など）の米国事務所に記載されているもの
など、制限された国に由来するように見えるトランザクションを許可するように勧められ
てもよい。他の場合には、より強固な認証機構が使用される場合にトランザクションが進
行するのを可能とすることが望ましいことがある；例えば、企業の物理的な施設内で行わ
れるトランザクションは、企業が業務を有していない遠隔地に位置するスターバックスか
ら行われるものよりも少ない認証を必要とする場合がある。
【００２３】
　しかしながら、信頼性の高い位置データは、様々な理由のために容易に利用できない場
合がある。例えば、エンドユーザの装置は、ＧＰＳ機能を有していないことがあり、ユー
ザは、ＷｉＦｉ三角測量データが利用できない又は信頼できない位置にいることがあり、
ネットワークプロバイダは、ＧＰＳ、又はＷｉＦｉ三角測量機能を強化するために、提供
セルタワーの三角測量機能をサポートしていないことがある。装置の位置を推測するため
の他のアプローチは、組織のニーズを満たすために十分なレベルの保証を有していない可
能性がある；例えば、地理的位置を決定するための逆ＩＰ検索は、十分に粒状であっても
よく、又は、ユーザの装置の真のネットワーク起源をマスクするために設計されたプロキ
シによってマスクすることができる。
【００２４】
　これらの場合、トランザクションの危険性を評価しようとする組織は、個人が認証の決
定を駆動するために特定の地理的領域に位置している追加の保証とともにそれらを提供す
るために追加のデータを必要とすることがある。
【００２５】
　組織が認証を展開するための他の課題は、特定のユーザの環境（位置、装置、ソフトウ
ェア、オペレーティングシステム）によって提示される固有のリスクに認証機構の「強さ
」を一致させることであり、ユーザ又は装置及び組織の管理ポリシーによって要求（制限
された情報へのアクセスのための又は特定の操作を行うための要求）が行われる。
【００２６】
　現在までに、組織は、そのユーザの認証ニーズに対してかなり静的応答に頼らなければ
ならなかった。すなわち、組織は、通常実行する操作中にユーザが直面するリスク及び任
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意の適用可能な規制委任の要件を評価し、その後、そのリスクから身を守り且つコンプラ
イアンスを実現するために認証解決策を展開する。これは、通常、特にコストがかかり刈
る管理するのに煩雑であり得るそれらの異なるユーザが直面する可能性のある多数の様々
なリスクに対処するための複数の認証解決策を展開するために組織を必要とする。
【００２７】
　同時係属出願に記載された技術は、認証のために使用することができる組織がユーザの
装置上の既存の機能を特定するのを可能とする抽象化を提供する。この抽象化は、異なる
認証の様々な解決策を展開する必要性から組織を保護する。しかしながら、組織は、必要
に応じて「正しい」認証機構を起動する方法をなおも必要とする。既存の実装は、認証機
構が状況下で適切であるものを説明するために組織に機能を何ら提供しない。その結果、
組織は、おそらくコードにおいてそれらの認証ポリシーを成文化する必要があり、解決策
を脆くして新たな認証装置／トークンの使用を可能とするために将来的にコードの変更を
必要とするであろう。
【００２８】
　電子金融取引は、今日、主にブラウザアプリケーションを使用したワールドワイドウェ
ブを介して行われている。Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍ、デル、及びウォルマートのようなサイ
トは、それらのオンラインポータルを介して数十億ドルの商品を販売しており、銀行や証
券会社は、それらの顧客がオンライン口座から数十億ドルの資金を移動するのを可能とす
る。これらのようなウェブサイトの１つの課題は、不正行為を検出する方法である。不正
取引は、これらの企業に数十億ドルを要することができる。
【００２９】
　不正取引に対する防御に最初に使われるものは、ユーザのパスワードである。しかしな
がら、犯罪者は、様々な技術を介してパスワードを取得することができる。時々、パスワ
ードは、複雑さに弱く、総当たり攻撃によって容易に推測又は判定されることができる。
他のときには、マルウェア、ワーム又はウィルスは、ユーザのコンピュータに感染するこ
とができる。そして、パスワードは、キーストロークを記録するか又はメモリやハードデ
ィスク記憶装置をスキャンすることによって得られる。実装置が盗まれた場合、パスワー
ドは、メモリ又は記憶装置に残っているデータから回復することができる。パスワードが
危険にさらされると、犯罪者は、アカウントにアクセスして資金を引き出すか又は移動す
る能力を有する。
【００３０】
　ユーザのパスワードの違反によって引き起こされる損傷を防止しようとするために、金
融取引を扱うサイトは、トランザクションを開始した人が実際にアカウントを所有してい
るユーザであるかどうかを判定するために様々なメトリックが使用されているリスク評価
を採用している。トランザクション時間、トランザクション位置及びトランザクション状
況などの要因は、トランザクションがリスクを有しているかどうかを評価するための全て
の良い方法である。例えば、ユーザが通常夜間に自己のアカウントにおいて任意のアクテ
ィビティを有していない場合、トランザクションが午前３：００から午後３：００に開始
される可能性は低いであろう。同様に、ユーザが米国に住んでいるが、トランザクション
が韓国で開始された場合、その位置の違いは、警告サインとなるであろう。最後に、処理
されている金額が通常よりも大きさが大幅に異なる場合には、これは潜在的な不正行為の
他の信号である。
【００３１】
　残念ながら、ウェブブラウザは、ウェブサイトがクライアントシステムについて得るこ
とができる情報に非常に厳しい制限を設けている。ブラウザは、外部（及びおそらく悪意
のある）世界にユーザの機器を公開していることから、必要よりも多いデータの漏洩は、
独自のセキュリティリスクである。確かに、トランザクションの時間、（例えば、ユーザ
のＩＰアドレスを介して）トランザクションの位置及びトランザクションの大きさを記録
することができる。ウェブサイトは、トランザクションが不正であるかどうかを判定する
ためにこのデータの全てを現在使用している。しかしながら、ブラウザによって提供され
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る情報のこれらの基本的な部分を越えて、ウェブサイトは、リスク評価のために利用する
他の情報を有していない。ブラウザが得ることができる情報の制限のため、ユーザのトラ
ンザクションについてのリスク評価は、非常に正確ではない。
【００３２】
　本発明のより良好な理解は、以下の図面とともに以下の詳細な説明から得ることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】生体認証装置を備えた例示的なクライアントを図示している。
【図２】非侵襲型プライバシー保存認証装置（ＮＩＰＰＡ）の１つの実施形態を図示して
いる。
【図３】「正当なユーザ状態」及び次の正当なユーザ状態中における本発明の１つの実施
形態の動作をグラフィカルに図示している。
【図４】非侵襲型プライバシー保存認証のための方法の１つの実施形態を図示している。
【図５】１つの実施形態における位置ベースの認証のために用いられる距離関数を図示し
ている。
【図６】拡張された正当なユーザの状態ウィンドウを使用した本発明の１つの実施形態の
動作をグラフィカルに図示している。
【図７】本発明の１つの実施形態にかかる適応的な認証モジュールを図示している。
【図８】適応的な認証方法の１つの実施形態を図示している。
【図９】１つの実施形態にかかる適応的な認証をグラフィカルに図示している。
【図１０】複数の構成要素を有する複合認証装置の１つの実施形態を図示している。
【図１１】２つの認証装置が構成要素を共有している１つの実施形態を図示している。
【図１２】構成要素を認証するための構成要素認証鍵（ＣＡＫ）の対を管理するための認
証ロジックの構成要素を含む認証装置の１つの実施形態を図示している。
【図１３】２つの構成要素間の認証の１つの実施形態を示すトランザクション図である。
【図１４】本発明の１つの実施形態にかかる静的認証装置を図示している。
【図１５】本発明の１つの実施形態にかかる動的認証装置を図示している。
【図１６】本発明の実施形態を実施することができる例示的なシステムアーキテクチャを
図示している。
【図１７】認証ポリシーの位置認識アプリケーションを実行するためのシステムの１つの
実施形態を図示している。
【図１８】認証ポリシールールの例示的なセットを図示している。
【図１９】本発明の１つの実施形態にかかる方法を図示している。
【図２０】他のピア又はネットワーク機器の接近によって位置が決定又は確認される本発
明の１つの実施形態を図示している。
【図２１】環境センサを使用した認証システムの１つの実施形態を図示している。
【図２２】環境センサを使用した認証方法の１つの実施形態を図示している。
【図２３】認証ポリシーを適応的に適用するためのシステムの１つの実施形態を図示して
いる。
【図２４】認証ポリシーを適応的に適用するための方法の１つの実施形態を図示している
。
【図２５】生体認証装置を備えた例示的なクライアントを図示している。
【図２６】視線追跡モジュール及び顔認識モジュールを含む認証エンジンの１つの実施形
態を図示している。
【図２７】本発明の１つの実施形態において使用されるウェブページについての例示的な
ヒートマップを図示している。
【図２８Ａ】エンドユーザに表示することができる例示的なテキスト、グラフィックス、
写真、ビデオ、ブランク領域及び他のコンテンツを図示している。
【図２８Ｂ】エンドユーザに表示することができる例示的なテキスト、グラフィックス、
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写真、ビデオ、ブランク領域及び他のコンテンツを図示している。
【図２９】視標追跡及び顔認識に基づく認証を行うための方法の１つの実施形態を図示し
ている。
【図３０】本発明の実施形態を実施することができる異なるアーキテクチャの構成を図示
している。
【図３１】クライアントリスク評価エージェントを含むクライアントアーキテクチャの１
つの実施形態を図示している。
【図３２】クライアントリスク評価エージェントによって使用される例示的な種類のクラ
イアント設定データを図示している。
【図３３】認証中にクライアントリスク評価を行うための方法の１つの実施形態を図示し
ている。
【図３４】ローカルデバイスとのセキュアトランザクションを実行するクライアントの１
つの実施形態を図示している。
【図３５】ローカルデバイスとのセキュアトランザクションを実行するためのクライアン
トアーキテクチャの１つの実施形態を図示している。
【図３６】ローカルデバイスとのセキュアトランザクションを実行するための方法の１つ
の実施形態を図示している。
【図３７】オンライン取引のユーザ確認のためのシステムの１つの実施形態を図示してい
る。
【図３８】オンライン取引のユーザ確認のためのシステムに使用されるクライアントの１
つの実施例の詳細を図示している。
【図３９】オンライン取引のユーザ確認のための方法の１つの実施形態を図示している。
【図４０】信頼できるクライアント装置から新たなクライアント装置に信頼を委任するた
めのシステムの１つの実施形態を図示している。
【図４１】信頼できるクライアント装置から新たなクライアント装置に信頼を委任するた
めのシステムの１つの実施形態の追加の詳細を図示している。
【図４２】信頼できるクライアント装置から新たなクライアント装置に信頼を委任するた
めの方法の１つの実施形態を図示している。
【図４３】装置間でプライベートデータを同期するためのシステムの１つの実施形態を図
示している。
【図４４】信頼サークルに装置を追加するための方法の１つの実施形態を図示している。
【図４５】装置間でデータを同期させるための方法の１つの実施形態を図示している。
【図４６Ａ】本発明の実施形態を実施することができる異なる例示的なアーキテクチャの
構成を図示している。
【図４６Ｂ】本発明の実施形態を実施することができる異なる例示的なアーキテクチャの
構成を図示している。
【図４７】クライアント装置の認証装置が発見されることができる方法を示すトランザク
ション図である。
【図４８】ユーザが認証装置に登録することができる方法を示すトランザクション図であ
る。
【図４９】鍵を認証装置に登録することができる方法を示すトランザクション図である。
【図５０】ユーザ認証が認証フレームワーク内で実装されることができる方法を示すトラ
ンザクション図である。
【図５１】トランザクションの詳細を検証することができる方法を示すトランザクション
図である。
【図５２】本発明の１つの実施形態にかかる実施されたクエリポリシーフィルタを図示し
ている。
【図５３】本発明の１つの実施形態におけるクエリポリシーの登録操作が実装される方法
を示すトランザクション図である。
【図５４】複数の認証装置の処理を実現するためのアーキテクチャの１つの実施形態を図
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示している。
【図５５Ａ】複数の認証装置を処理するための本発明の３つの実施形態を図示している。
【図５５Ｂ】複数の認証装置を処理するための本発明の３つの実施形態を図示している。
【図５５Ｃ】複数の認証装置を処理するための本発明の３つの実施形態を図示している。
【図５６Ａ】ランダムチャレンジタイムアウトを検出して応答するためのトランザクショ
ン図を図示している。
【図５６Ｂ】ランダムチャレンジタイムアウトを検出して応答するためのトランザクショ
ン図を図示している。
【図５７】本発明の１つの実施形態にかかるプライバシークラスを実装するためのアーキ
テクチャを図示している。
【図５８】本発明の１つの実施形態にかかるプライバシークラスを実装するためのトラン
ザクション図である。
【図５９】認証及びトランザクションのために署名を使用するためのアーキテクチャの１
つの実施形態を図示している。
【図６０】本発明の実施形態を実行するためのコンピュータシステムの例示的な実施形態
を図示している。
【図６１】本発明の実施形態を実行するためのコンピュータシステムの例示的な実施形態
を図示している。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下に説明するものは、高度な認証技術及び関連するアプリケーションを実行するため
の装置、方法及び機械読み取り可能な媒体の実施形態である。説明を通して、説明の目的
のために、多数の特定の詳細が本発明の完全な理解を提供するために記載されている。し
かしながら、本発明は、これらの特定の詳細の一部がなくても実施できることは当業者に
とって明らかであろう。他の例において、周知の構造及び装置は示されていないか、又は
、本発明の基本原理を曖昧にすることを避けるためにブロック図の形態で示される。
【００３５】
　以下に説明する本発明の実施形態は、生体認証又はＰＩＮ入力などの認証機能を備えた
クライアント装置を含む。これらの装置は、時々、「トークン」、「認証装置」又は「認
証部」と称される。特定の実施形態は、顔認識ハードウェア／ソフトウェア（例えば、ユ
ーザの顔を認識してユーザの眼の動きを追跡するためのカメラ及び関連するソフトウェア
）にフォーカスしており、いくつかの実施形態は、例えば、指紋センサ、音声認識ハード
ウェア／ソフトウェア（例えば、マイクロフォン及びユーザの音声を認識するための関連
するソフトウェア）、及び、光学的認識機能（例えば、ユーザの網膜をスキャンするため
の光学スキャナ及び関連するソフトウェア）を含む追加の生体認証装置を利用することが
できる。認証機能はまた、信頼できるプラットフォームモジュール（ＴＰＭ）及びスマー
トカードなどの非生体認証装置を含むことができる。
【００３６】
　モバイル生体認証の実装において、生体認証装置は、信頼できる当事者から遠隔にあっ
てもよい。本明細書では、「遠隔」という用語は、生体認証センサが通信可能に結合され
ているコンピュータのセキュリティ境界の一部ではない（例えば、信頼できる当事者コン
ピュータと同じ物理的筐体内に埋め込まれていない）ことを意味する。一例として、生体
認証装置は、ネットワーク（例えば、インターネット、無線ネットワークリンクなど）を
介して又はＵＳＢポートなどの周辺入力を介して信頼できる当事者に結合することができ
る。これらの条件下では、装置が信頼できる当事者（例えば、認証及び完全性保護の許容
レベルを提供するもの）によって認証されるものであるかどうか及び／又はハッカーが生
体認証装置を侵害したかどうかを信頼できる当事者が知る方法はない。生体認証装置にお
ける信頼は、装置の特定の実装に依存する。
【００３７】
　「ローカル」という用語は、ユーザが現金自動預け払い機（ＡＴＭ）又は店舗販売時点
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情報管理（ＰＯＳ）小売チェックアウトの位置などの特定の位置において個人がトランザ
クションを完了していることを意味するために本明細書において使用される。しかしなが
ら、以下に説明するように、ユーザを認証するために用いられる認証技術は、リモートサ
ーバ及び／又は他のデータ処理装置とのネットワークを介した通信などの非位置要素を含
むことができる。さらに、特定の実施形態が（ＡＴＭや小売店など）本明細書において記
載されるが、本発明の基礎原理は、トランザクションがエンドユーザによってローカルに
開始される任意のシステムのコンテキスト内で実装されてもよいことに留意すべきである
。
【００３８】
　「信頼できる当事者」という用語は、時々、単にユーザのトランザクションを実行しよ
うとしているエンティティ（例えば、ユーザトランザクションを実行するウェブサイト又
はオンラインサービス）のみならず、本明細書に記載された基礎となる認証技術を実行す
ることができるそのエンティティの代わりに実装されるセキュアトランザクションサーバ
を指すために本明細書において使用される。セキュアトランザクションサーバは、所有さ
れる及び／又は信頼できる当事者の制御下にあってもよく、又は、事業構成の一部として
信頼できる当事者に対してセキュアトランザクションサービスを提供する第三者の制御下
にあってもよい。
【００３９】
　「サーバ」という用語は、クライアントからネットワークを介してリクエストを受信し
、応答として１つ以上の操作を実行し、クライアントに通常は操作の結果を含む応答を送
信するハードウェアプラットフォーム上で（又は複数のハードウェアプラットフォームに
わたって）実行されるソフトウェアを指すために本明細書において使用される。サーバは
、クライアントに対してネットワーク「サービス」を提供する又は提供するのに役立つよ
うに、クライアントのリクエストに応答する。重要なことは、サーバが単一のコンピュー
タ（例えば、サーバソフトウェアを実行する単一のハードウェア装置）に限定されるもの
ではなく、実際には、潜在的に複数の地理的位置における複数のハードウェアプラットフ
ォームにまたがってもよいということである。
　Ａ．非侵襲型のプライバシーの保護認証
【００４０】
　本発明の１つの実施形態は、非侵襲型認証の状況を認識するための認証システムをトレ
ーニングするために、「通常の」認証技術（例えば、指スワイプ、コード入力など）を使
用する。さらに、１つの実施形態は、認証が必要な場合に機器ＩＤなどの機密情報よりも
むしろ信頼できる当事者に対して装置の認証状態を返す。
【００４１】
　以下に記載される本発明のいくつかの実施形態は、（すなわち、明示的なユーザ認証を
必要とせずに）完全に摩擦なしで動作することができる。行動又は他の技術は、認証され
たユーザが装置の所有であるという現在の保証を示す保証レベルを継続的に測定するため
に使用することができる。保証レベルは、例えば、最後の明示的なユーザ認証（例えば、
ＰＩＮ又は指スワイプによるＳＩＭカード又は電話のロック解除）から経過した時間に基
づいて計算することができる。経過した時間量が特定の閾値（例えば、５秒、５分、１時
間など）の範囲内であると仮定すると、装置は、「正当ユーザ状態」であり、保証レベル
が最大値に設定される（例えば、－１００から１００の正規化されたスケールにおいて１
００）と考えることができる。
【００４２】
　正当ユーザ状態に続いて、保証レベルは、（例えば、装置センサから検出された非侵襲
型の入力に基づいて）認証されたユーザが装置を所有していることを示す明示的なユーザ
認証及び他の変数からの経過時間の組み合わせに基づいて測定することができる。例えば
、ユーザの生体認証歩行は、ユーザの通常の歩行パターンから歩行「指紋」を生成するよ
うに設計されたソフトウェア及び／又はハードウェアと組み合わせて加速度計又は他の種
類のセンサを使用して測定することができる。さらに、正当ユーザの頻繁に訪問する目的
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地までの距離は、保証レベルを決定するために、追跡されて記憶され、その後に使用され
ることができる。例えば、ユーザがユーザの自宅や職場であるような既知の位置から信頼
できる当事者に接続している場合、保証レベルは、比較的高い値に設定されることができ
るのに対して、装置が不明又は離れた位置から接続している場合、保証レベルは、低レベ
ルに調整されることができる。
【００４３】
　様々な他のタイプの非侵襲型測定は、認証されたユーザが、例えば、例を挙げると、ネ
ットワークの識別を含む装置又はクライアント装置がブルートゥース装置、近距離無線通
信（ＮＦＣ）装置、ルータやアクセスポイントなどのＷｉｆｉ装置、スマートウォッチ、
他のコンピューティング装置、Ｎｙｍｉブレスレットなどに接続されている装置を所有し
ているかどうかを決定するために実行することができる。Ｗｉｆｉ装置は、自宅における
Ｗｉｆｉルータ及び同僚や家族が使用するＷｉｆｉ対応のコンピュータなどの範囲におい
てＷｉｆｉネットワークの可視性を含むことができる。さらに、加速度センサの特性及び
ディジタルカメラのセンサパターンノイズなどのクライアント装置の特定の具体的な特性
は、非侵襲型測定のために使用することができる。通常のユーザ相互作用のタッチスクリ
ーンジェスチャはまた、基準データ及び通常のユーザ相互作用からのユーザのタイピング
行動として分析されて記憶されることができる。もちろん、上記は単に例示であり、本発
明の基本原理は、非侵襲型の変数の任意のセットに限定されるものではない。
【００４４】
　最終結果は、正当ユーザがなおも装置を所有しているという保証レベルが認証応答にお
いて信頼できる当事者に送信されることができるということである。１つの実施形態にお
いて、保証レベルは、「署名される」か又は鍵（例えば、以下に説明するように登録段階
において確立されて証明された信頼できる当事者固有の鍵）によって認証される。１つの
実施形態において、保証レベルは、－１００と１００の間の値に正規化され、－１００は
、「ほぼ確実に正当ユーザではない」ことを意味し、０は、「知らない」ことを意味し、
１００は、「ほぼ確実に正当ユーザである」ことを意味する。
【００４５】
　１つの実施形態において、信頼できる当事者は、保証レベルが想定されるトランザクシ
ョンのために許容されない場合には、追加の「通常の」認証部応答を使用するためにクラ
イアント装置に求めることができる。必要とされる認証のレベルにかかわらず、１つの実
施形態は、信頼できる当事者に個人データを開示しない。その代わりに、信頼できる当事
者に対して認証部を認証するために１つの特定の信頼できる当事者専用の暗号化鍵を使用
する。
【００４６】
　非侵襲型プライバシー保護の認証を提供するためのアーキテクチャの１つの実施形態は
、非侵襲型認証機構２３０からの入力（例えば、位置、歩行測定など）に基づいて現在の
保証レベルを決定するための保証計算部２１２及び１つ以上の明示的なユーザ認証装置２
２０～２２１（例えば、指紋センサ、ＩＤコードを入力するための入力装置など）を含む
非侵襲型プライバシー保護認証部（ＮＩＰＰＡ）２１０を含む図２に示されている。１つ
の実施形態において、明示的なユーザ認証装置２２０～２２１は、図１に示されるように
同一又は類似のアーキテクチャを含む。
【００４７】
　図２に示される実施形態において、非侵襲型認証部２３０は、位置センサ２４１及び（
例えば、ファイルシステムやデータベースとして実装することができる）ユーザ／位置デ
ータ記憶装置２４５に記憶された履歴又はユーザ固有の位置データを使用して位置ベース
の認証を行うための位置認証モジュール２３１を含む。例示としてであって限定されるも
のではないが、位置センサ２４１は、ＧＰＳ装置及び／又は（装置の現在位置を推定する
ために使用することができる）クライアント２００が接続されている現在のアクセスポイ
ント又はセルタワーを検出するためのモジュールを含むことができる。ユーザの位置に関
連するデータを提供することができる任意のセンサを使用することができる。位置認証モ
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ジュール２３１は、クライアント装置の現在位置が保証レベルに及ぼす影響を決定する。
例えば、（履歴又はユーザ固有の位置データ２４５に応じて）装置が現在「自宅」や「職
場」の位置にある場合、保証レベルは、上方に調整されることができるのに対して、装置
が現在離れた未知の位置にある場合、保証レベルは、下方に調整されることができる。１
つの実施形態において（本明細書に記載される）「正当ユーザ状態」中にシステムを自動
的にトレーニングすることに加えて、ユーザは、「信頼できる」として手動で特定の位置
を指定する機能を備え、したがって、高い保証レベルを有する（例えば、ユーザが自宅又
は職場にいるとき）。位置認証モジュール２３１の結果は、現在の保証レベルの計算に分
解されることができる保証計算モジュール２１２に提供される。
【００４８】
　ユーザ行動認証モジュール２３２は、現在のユーザの行動が（ユーザ及び位置データ記
憶装置２４５に記憶された）履歴ユーザ行動と一致している程度を判定するために、１つ
以上のユーザ行動センサ２４２をあてにする。例えば、ユーザ行動センサ２４２は、ユー
ザ行動認証モジュールが装置２００を現在所有しているユーザの歩行を判定するために使
用することができる加速度計の測定値を提供することができる。そして、それは、正当な
ユーザが装置を所有しているという信頼のレベルに到達するために、（明示的なユーザ認
証前であって記憶装置２４５に記憶されるのに続いて収集された）ユーザの既知の歩行と
これらの測定値を比較することができる。その結果は、それが現在の保証レベルの計算に
分解されることができるように保証計算モジュール２１２に提供される。
【００４９】
　様々な他の／追加の認証装置２３３は、認証演算を実行するために他の／追加センサ２
４３からデータを収集することができ、その結果は、現在の保証レベルの計算に分解され
るように保証計算モジュール２１２に提供されることができる。
【００５０】
　図２において別個のモジュールとして示されているが、位置認証モジュール２３１、ユ
ーザ行動モジュール２３２及び任意の他の認証モジュール２３３は、保証計算モジュール
２１２の一部を形成することができる。本発明の基本原理は、様々な異なる論理構成を使
用して実装することができる。
【００５１】
　図示されたように、１つの実施形態において、保証計算モジュール２１２は、最後の明
示的なユーザ認証から経過した時間量を測定する場合、タイマ２１１をあてにする。以下
に詳細に述べられるように、最後の明示的なユーザ認証から経過した時間量は、装置が現
在「正当ユーザ状態」にあるかどうかを判定し、それに応じて保証の測定値を調整するた
めに使用することができる。
【００５２】
　保証計算モジュール２１２が現在の保証測定値に到達すると、それは、セキュア通信モ
ジュール２１３を介して確立された信頼できる当事者（１つの実施形態においてはクラウ
ドサービス）に測定値を通信することができる。例えば、非侵襲型認証部２３０を含む各
認証部２２０～２２１は、信頼できる当事者固有の且つ登録動作（前認証）において証明
された鍵を交換することができる。認証動作に返された保証レベルは、信頼できる当事者
固有の認証鍵によって署名された／暗号化されたメッセージの一部とすることができる。
さらに、以下に説明するように、メッセージはまた、信頼できる当事者によって生成され
たナンス（例えば、ランダムチャレンジ）を含むことができる。
【００５３】
　１つの実施形態において、セキュア記憶装置２２５は、認証部のそれぞれに関連し且つ
信頼できる当事者とセキュア通信を確立するためにセキュア通信モジュール２１３によっ
て使用される認証鍵を記憶するために設けられたセキュア記憶装置である。
【００５４】
　上述したように、１つの実施形態において、ＮＩＰＰＡ　２１０は、そのような認証成
功のそれぞれの後に定義された時間ウィンドウ（Ｔ１秒まで）内で「正当ユーザ」状態を
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維持するために、既存の（明示的な）ユーザ認証技術（例えば、パスワードベースのシス
テムログイン、ＳＩＭカードロック解除など）を活用する。ＮＩＰＰＡ　２１０は、各種
センサ２４１～２４３からユーザの行動を定期的に測定することができるとともに、「正
当ユーザ」状態において測定値に応じて内部基準データベクトルを更新することができる
。「正当ユーザ」状態におけるわけではないが、ＮＩＰＰＡ　２１０は、現在の測定値に
基づいて基準データベクトルまでの正規化された「距離」を計算することができる。この
「距離」は、正当ユーザがなおも認証部を所有したままであると確実に考えられる。
【００５５】
　ユーザを認証するように求められた場合、ＮＩＰＰＡ　２１０は、「正当ユーザ」状態
にあるかどうかを判定するために検査することができる。そうである場合、認証は成功し
たとみなされ、最大保証レベル（例えば、１００）が返される。「正当ユーザ」状態でな
い場合、ＮＩＰＰＡ　２１０は、最新の測定値に基づいて保証計算モジュール２１２によ
って計算された保証レベルを返すことができる。そして、ＮＩＰＰＡ　２１０は、現在時
間ｔｃに対するその測定値ｔｍの時間差ｔｄ（ｔｄ＝ｔｃ－ｔｍ）に保証レベルを組み合
わせることができる。１つの実施形態において、これは、以下のロジックを使用して行わ
れる。
【００５６】
　（１）（保証レベル≧０）の場合、得られた保証レベル＝保証レベル*（最大（Ｔ０－
ｔｄ、０）／Ｔ０）、Ｔ０は最大許容時間差である；
【００５７】
　（２）（保証レベル＜０）の場合、得られた保証レベル＝保証レベル。
【００５８】
　上記式にかかる本発明の１つの実施形態の動作が図３に示されている。時間ｔ１におい
て、ユーザは、明示的な認証を実行する（例えば、ＳＩＭカードのロックを解除するため
に、指スワイプ、ＰＩＮ入力など）。ｔ１＋Ｔ１までの時間ウィンドウは、「正当ユーザ
」状態と考えられる。上述したように、非侵襲型認証部は、正当ユーザ状態内でトレーニ
ングすることができる。例えば、ユーザの歩行が測定されることができ及び／又はユーザ
が訪れた位置が記録されることができ、その後に非侵襲型認証を実行するために使用する
ことができる。
【００５９】
　時間ｔ２（正当ユーザ状態外）において、保証計算モジュール２１２は、非侵襲型認証
部に基づいて保証レベルを計算する。その結果は、装置がほとんど正当なユーザの完全な
制御下にあることを示す正である。この計算後、保証レベルは経時的に減少する（例えば
、正当ユーザが非正当人に装置を公開することがある）。例えば、時間ｔ３において、保
証レベルは、時間ｔ２から大きく低下している。１つの実施形態において、非侵襲型保証
レベルは、過剰な電力及びＣＰＵ性能の消費を回避するために、定期的に計算されるのみ
である。
【００６０】
　ｔ５において、他の非侵襲型保証レベルの計算が発生する。今回の結果は、装置が正当
ユーザの完全な制御下にない可能性を示す負である。他の計算が非侵襲型認証部に基づい
て実行されるまで（例えば、時間ｔ６において）、この負の保証レベルは変更されない。
【００６１】
　１つの実施形態にかかる方法が図４～５に示されている。本方法は、図２に示されてい
るようなものなどのシステムアーキテクチャ内に実装されることができるが、任意の特定
のシステムアーキテクチャに限定されるものではない。
【００６２】
　４０１において、明示的な認証イベントは、装置のロックを解除するために指紋センサ
上でのスワイプ又はＰＩＮの入力などが発生する。タイマはまた、明示的な認証イベント
からの経過時間を測定するために開始されることができる。４０２において、正当ユーザ
状態が入力され、４０３において、ユーザの行動の様々な態様は、後の参照（例えば、位
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置、ユーザ歩行など）のために測定されて記憶されることができる。（例えば、信頼でき
る当事者とのトランザクションから生じる）認証要求が４０４において判定された正当ユ
ーザ状態中に発生した場合、４０５において最大保証レベルが選択され、４２０において
信頼できる当事者に送信される。
【００６３】
　４０６において、（例えば、指定した時間量が経過したことをタイマが示すために）シ
ステムは、正当ユーザ状態を出る。４０７において、システムは、操作４０３に記憶され
た内部基準データに対するセンサからのデータを比較することによってユーザの行動を定
期的に測定する。一例として、（正当ユーザ状態のときに収集された）ユーザの歩行に関
連した測定値は、（４０７において収集された）現在の歩行測定値と比較されることがで
き、２つの間の相関（基準データまでの「距離」と称される）が計算されることができる
。４０８において判定された正当ユーザ状態外の場合に認証要求を受信した場合、４０９
において、現在の保証レベルが内部基準データまでの距離及び明示的な認証イベントから
の潜在的な時間に基づいて計算される。そして、保証レベルは、４２０において信頼でき
る当事者に送信される。
【００６４】
　図５を参照すると、信頼できる当事者に送信される保証レベルが５０１において判定さ
れたユーザとの現在のトランザクションのために許容可能である場合、信頼できる当事者
は、クライアント装置に対して認証の成功を示す応答を送信することができる。そうでな
い場合、５０３において、信頼できる当事者は、追加認証（例えば、非侵襲型認証が不十
分である場合の潜在的に明示的なユーザ認証）が必要であることを示す応答をクライアン
トに送信することができる。
【００６５】
　代替実施形態において、信頼できる当事者は、特定のトランザクションに必要な保証レ
ベルを最初に指定することができ、非侵襲型認証技術が不十分である場合、システムは、
潜在的に明示的なユーザ認証を使用して必要な保証レベルが満たされることを保証する。
そして、システムは、信頼できる当事者に（保証レベルよりもむしろ）認証が成功した旨
の指示を送信することができる。
【００６６】
　上述したように、本発明の１つの実施形態は、保証レベルを決定するために既知のユー
ザ位置のセットから距離を計算する。図６を参照すると、位置ベースの測定（例えば、Ｇ
ＰＳなど）は、以下のように「距離」関数を計算するために使用することができる。
【００６７】
　前処理動作において、全ての測定位置（Ｌｎ）は、それらの最も近い「領域」に割り当
てられる。領域は、ｒ（例えば、１０メートル）の半径を有する円として定義される。領
域は、領域の最小数が全てのＬｎをカバーするように配置される。Ｍ個の位置未満をカバ
ーする全ての領域が領域のセットから削除される（すなわち、それらはユーザの「頻繁」
位置と考えられない）。
【００６８】
　そして、「距離」（ｄ）は、距離＝（領域（Ｒｎ）の最寄りの中央までの現在位置（Ｌ
ｃ）の距離）／ｒを用いて判定され、ｒは、領域の半径である。Ｌｃが既存の領域内にあ
る場合、この値は小さいか又は１に等しく、Ｌｃが外である場合には非常に大きくなる可
能性がある。そして、保証レベルは、以下を使用して計算される：保証レベル＝Ｍａｘ（
１００－５０*ｆｌｏｏｒ（ｄ），－１００）。これは－１００から１００の範囲である
。
【００６９】
　上記実施形態のいくつかにおいて、明示的に認証に続く特定の時間ウィンドウ内で又は
現在の行動が測定された行動に非常に類似している場合には正当ユーザがなおもクライア
ント装置を所有したままであると仮定する。しかしながら、上記実施形態は、明示的な認
証後に特定の時間ウィンドウ内の行動基準データを更新するのみである。



(15) JP 6433978 B2 2018.12.5

10

20

30

40

50

【００７０】
　図７に示されるように、本発明の１つの実施形態は、正当ユーザの状態についての標準
的な時間ウィンドウに加えて行動基準データを更新するために拡張された時間ウィンドウ
を使用する（すなわち、システムをトレーニングする）。その結果、（標準時間ウィンド
ウ及び拡張時間ウィンドウを含む）完全な時間ウィンドウは、以下のように定義されるこ
とができる：（１）正当ユーザ状態の時間ウィンドウが成功した明示的なユーザ認証に続
く場合（すなわち、ｔ１・・・ｔ１＋Ｔ１）、又は、（２）返された保証レベルがある閾
値Ｔ（例えば、ｔ２、ｔ４においてＴ＝９０など）以上である場合。彼の好意に対する行
動基準を「シフト」するために攻撃者にとって非常に容易であることから、０に閾値を設
定することは望ましくない。
　Ｂ．適応的認証技術
【００７１】
　図８は、適応的認証技術を実施するための本発明の１つの実施形態を図示している。上
述した実施形態のように、本実施形態は、（例えば、位置、検知されたユーザの行動など
に基づく）非侵襲型認証を行うための１つ以上の非侵襲型認証モジュール２３０と、（例
えば、ＰＩＮ、指紋スキャンなどを必要とする）明示的なユーザ認証を実行するための１
つ以上の明示的な認証モジュール２２２とを含む。さらに、前の実施形態と同様に、保証
計算モジュール２１２は、例えば、（タイマ２１１によって提供される）最後の明示的な
認証からの時間及び／又は様々な認証モジュール２３０、２２２によって提供される認証
データに基づいて保証計算を行う。セキュア通信モジュール２１３は、（例えば、上述し
たようにセキュアな暗号化鍵を使用して）信頼できる当事者２５０とのセキュア通信を確
立する。
【００７２】
　１つの実施形態において、適応的認証モジュール８００は、信頼できる当事者２５０と
の現在のトランザクションのための十分な保証レベルに到達するために利用可能な非侵襲
型認証技術及び明示的な／侵襲型認証技術の中から動的に選択する。代替的に又は追加的
に、信頼できる当事者２５０における適応的認証モジュール８１０は、十分な保証レベル
に到達するために認証選択技術を実行することができる。本発明の基本原理は、認証選択
技術が（適応的認証モジュール８００によって）クライアント装置２００に又は（適応的
認証モジュール８１０によって）信頼できる当事者２５０に実装されるかどうかにかかわ
らず同じままである。
【００７３】
　さらに、図８に示されている「信頼できる当事者」２５０は、信頼できる当事者に代わ
って本明細書に記載された認証技術を実装することができ且つ信頼できる当事者に結果を
提供することができる信頼できる第三者サーバを提示することができる。それゆえに、本
発明の実施形態は、「信頼できる当事者」の観点で説明されるが、本発明の基本原理は、
信頼できる当事者によって動作するネットワークの境界の外側にあるサーバを用いて実装
することができる。
【００７４】
　以下により詳細に述べられるように、１つの実施形態において、適応的認証モジュール
８１０は、クライアント装置に関連付けられた変数（例えば、現在のＩＰアドレスに基づ
いて、ＩＰパケットの往復遅延時間など）に基づいてリスクレベルを判定するためにリス
クエンジン８１２を含む。さらに、保証レベルゲイン分析要素８１１は、現在の保証レベ
ルが許容可能な保証レベルに到達するように増加されなければならない量を判定すること
ができる。これらの要素は、信頼できる当事者の適応的認証モジュール８１０の構成要素
として図８に示されているが、それらはまた、さらに本発明の基本原理を順守しながらク
ライアントの適応的認証モジュール８００に実装されてもよい。
【００７５】
　１つの実施形態において、（例えば、トランザクションを開始するために）クライアン
ト装置２００が信頼できる当事者２５０に接続されると、リスクエンジン８１２は、現在
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利用可能な全てのデータに基づいてリスク（又は保証レベル）を判定する。これは、例を
挙げると、例えば、（例えば、ＩＰアドレスに由来する又はモバイルネットワークオペレ
ータによって提供される）クライアント装置２００の地理的位置、クライアント装置２０
０と信頼できる当事者２５０との間で送信されるパケットの往復遅延時間、クライアント
装置２００と信頼できる当事者２５０との間で送信されるネットワークパケットについて
のホップ数、クライアント装置２００において実行されるユーザエージェントによって送
信される特定の「ユーザエージェント」文字列を含むことができる。１つの実施形態にお
いて、リスクエンジン８１２は、次に、指定されたトランザクションのためにユーザを認
証するのに必要な追加の保証量を判定するために使用されることができる暗黙の「リスク
スコア」（又はリスクスコアに逆に関連する予備保証レベル）に到達するためにこのデー
タを評価する。
【００７６】
　１つの実施形態において、暗黙のリスクスコアに基づいて、信頼できる当事者８１０又
はクライアント装置８００における適応的認証モジュールは、意図したトランザクション
について必要なレベルまで全体の保証レベルを増加させる可能性を有する１つ以上の認証
モジュール２２２、２３０のセットを決定する（すなわち、予備保証レベル／暗黙のリス
クスコアと組み合わせた場合）。１つの実施形態において、保証レベルゲイン分析モジュ
ール８１１は、必要なゲイン量を判定し、適応的認証モジュール８００、８１０は、パラ
メータとして必要な保証レベルゲインの指示を備える。そして、適応的認証モジュール８
００、８１０は、（少なくとも）必要なゲインを達成するために、認証技術の最も便利な
セット（非侵襲型２３０及び／又は明示的２２２）を決定するようにこの「ゲイン」パラ
メータを使用する。適応的認証モジュール８００は、信頼できる当事者２５０に応じて（
例えば、認証された拡張として）、認証技術の選択されたセットの正式な記述を含むこと
ができる。そして、信頼できる当事者２５０は、得られた全体的な保証レベルが必要なレ
ベルを満たしているかどうかを検証することができる。
【００７７】
　限定ではなく例示として、適応的認証モジュール８００は、機器指紋などの認証モダリ
ティ（例えば、センサの欠陥又はカメラセンサパターンノイズの認識）；環境情報（例え
ば、ＧＰＳベースの位置；ＷｉＦｉネットワークから導出される位置；Ｎｙｍｉ、スマー
トウォッチ（ペベル）又はヘッドセット、・・・などの他のガジェットへの有線又は無線
接続の有無）；行動データ（例えば、ユーザがポケットから装置を取る方法、行動入力、
歩行、・・・など）；装置が「信頼できる」状態にあった時間；及び潜在的に保証レベル
において必要な（残りの）ゲインを達成するために必要な１つ以上の認証モダリティ（生
体認証又はその他）を使用した新たな明示的な認証の結果を組み合わせることができる。
【００７８】
　上記技術の結果は、ユーザが最も便利な認証方法を選択することができるということで
ある。スマートフォンの場合、これは単に電話へのアクセスを有することができる（上記
参照）。認証方法を選択するためにユーザに尋ね、その後、他の明示的な認証のためにユ
ーザを必要とする代わりに、信頼できる当事者２５０は、少なくとも侵襲型の認証技術の
セットを識別する適応的認証部８００、８１０に対して必要な保証レベルゲインの指示を
送信する。適応的認証モジュール８００、８１０は、常には、（ＰＩＮ入力又は指スワイ
プなど）の明示的な（侵襲型）ユーザ認証も、単に非侵襲型モダリティに基づくものも必
要としない。代わりに、認証部は、必要な保証レベルゲインが達成されるように（クライ
アント側の）利用可能な全てのモダリティの適切な組み合わせを選択する。
【００７９】
　上記詳細に述べたように、ハッキング／なりすましモダリティは時間がかかることがあ
るため、装置が信頼できる状態であったときからの時間が重要である。例えば、ユーザが
電話を喪失し、誰かがそれをハッキングしようとする場合、指紋がディスプレイからキャ
プチャされ、適切なゴム指が作成された後にアクセスを得るために使用されることができ
る前に、それは一日かかることがある。その結果、最後の信頼できる状態から２４時間以
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内に必要なＰＩＮ入力は、この種の攻撃に対して十分な保護になる。攻撃の次のレベルは
、装置にアクセスする前に指紋がキャプチャされるものである。これらの攻撃は、実際に
はそれほど頻繁にみられない。しかしながら、信頼できる当事者２５０がそのような攻撃
に対する保護を必要とする場合には、適応的認証モジュール８００、８１０は、生体認証
モダリティを受け入れるために、位置データ又はその他のガジェットや周辺機器の存在を
考慮する必要があるかもしれない。
【００８０】
　本発明の１つの実施形態にかかる方法が図９に示されている。上述したように、本明細
書において使用される「信頼できる当事者」は、ユーザの正確な認証に依存する実際の当
事者であってもよく、又は、信頼できる当事者に代わってユーザを認証する第三者サービ
スであってもよい。
【００８１】
　９０１において、クライアント装置は、トランザクションを実行するために信頼できる
当事者に接続する（例えば、オンラインアカウントにログインする取引、金融取引など）
。９０２において、信頼できる当事者は、リスク値及びユーザを認証するのに必要な保証
レベルゲインを決定するために、クライアント装置に関連する任意の利用可能なデータを
分析する。例えば、データは、ユーザが未知のネットワーク位置（例えば、以前にユーザ
が訪れたことがない外国）から信頼できる当事者に接続していること及び／又はクライア
ントと信頼できる当事者との間のネットワークルーティングホップ数又はレイテンシが閾
値以上であることを示すことができる。そのような場合、リスク値は、比較的高い値に設
定することができる（又は、逆に、暗黙的な保証レベルを低くすることができる）。しか
しながら、ユーザがちょうど最近装置に対して明示的に（例えば、ＰＩＮ入力）認証され
た場合、これはリスクレベルを減少させる（又は暗黙的な保証レベルを上げる）傾向があ
る。
【００８２】
　トランザクションを完了するために必要な保証レベルに基づいて、保証レベルゲインを
決定することができる。これは、例えば、以下のような式を用いて達成することができる
。暗黙的な保証レベル＋保証レベルゲイン＝必要な保証レベル、又は、保証レベルゲイン
＝必要な保証レベル－暗黙的な保証レベル。さらに本発明の基本原理を順守しながら、様
々な他の式が保証レベルゲインを決定するために使用することができる。
【００８３】
　９０３において、必要な保証レベルゲインの指示が受信される。非侵襲型認証技術が９
０４において判定された保証レベルゲインを満たすのに十分である場合、それらは、ユー
ザを認証するために９０５において使用される。そうでない場合、９０７において、１つ
以上の明示的な認証モダリティが潜在的に１つ以上の非侵襲型認証モダリティと組み合わ
せて実施される。上述したように、エンドユーザにとって最も負担が少ないようにモダリ
ティが選択されてもよい（例えば、ユーザが指定した好みに基づいて）。
【００８４】
　図１０は、上述した本発明の実施形態が認証モダリティを決定するために保証レベルを
評価することができる方法をグラフィカルに図示している。時間ｔ１において、ユーザは
、明示的な認証（例えば、指スワイプ、ＰＩＮ入力など）を実行する。時間ｔ２において
、信頼できる当事者は、ａｌ４の保証レベルゲインで認証を要求する。非侵襲型認証モダ
リティは、ａｌ４よりも高い保証レベルの全てを提供するので、明示的な認証をトリガす
る必要はない。
【００８５】
　これとは対照的に、時間ｔ４において、信頼できる当事者は、ａｌ４の保証レベルゲイ
ンで認証を要求する。非侵襲型認証モダリティは、（グラフに示されるように）、その時
点でａｌ５を提供する。その結果、この場合には、適応型認証部モジュールは、ａｌ５か
らａｌ４まで保証レベルを上げるために少なくとも１つの明示的な認証モダリティを選択
する。
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【００８６】
　本発明の１つの実施形態は、エンドユーザのプライバシーを保護するように暗黙的な位
置ベースの認証技術を使用する。上述したように、信頼できる当事者と（例えば、ＧＰＳ
によって提供されるような）ユーザの現在位置を共有することは、重要なプライバシーの
問題を提起する。したがって、ユーザは、大抵の場合、そのようなデータを共有したがら
ない。
【００８７】
　これらの問題に対処するために、本発明の１つの実施形態は、暗黙的なユーザ認証を行
う際の因子としてジオロケーションを使用するが、信頼できる当事者に対してユーザの位
置を開示していない。この実施形態は、（例えば、より大きな包括的な認証処理の一部と
して）単独で又は上述した他の非侵襲型２３０及び／又は明示的２２２な認証技術と組み
合わせて実施することができる。クライアント装置から実際の位置を送信する代わりに、
唯一の保証レベルが（少なくとも部分的に）ジオロケーションデータに基づいて送信され
てもよく、それによってユーザのプライバシーを保護する。
【００８８】
　１つの実施形態は、ユーザ／装置の登録及び信頼できる当事者による登録のために以下
の操作を使用する。
【００８９】
　１．ユーザは、彼／彼女が通常ウェブサイトによって認証を実行する１つ以上の位置を
取得して指定する。これは、予め定義されたマイル又は（職場、自宅、輸送ルートなどの
ような）特定の位置内の領域とすることができる。これらの選択された位置は、クライア
ント装置上でローカルに記憶されることができ、信頼できる当事者に送信されない。これ
らの動作は、上述した位置認証モジュール２３１によって実行することができる。
【００９０】
　２．１つの実施形態において、登録が完了した後、クライアント装置は、（例えば、本
明細書に記載されたセキュア通信モジュール２１３及び他の登録技術を使用して）セキュ
ア通信チャンネルを介して信頼できる当事者と鍵を共有する。
【００９１】
　１つの実施形態において、認証時に以下の動作が実行される。
【００９２】
　１．クライアント装置は、１つ以上のジオロケーション技術（例えば、埋め込まれたＧ
ＰＳなどの位置センサ２４１を使用して現在位置を取得するなど）を使用してその現在位
置を判定する。
【００９３】
　２．クライアントにおける位置認証モジュール２３１は、既に登録された位置と現在位
置を比較し、距離を示すスコア（例えば０から１００）を生成する。そして、保証計算モ
ジュール２１２は、（上述したように）その保証計算においてスコアを含むことができる
。
【００９４】
　３．クライアント装置は、署名を生成し、スコア／保証レベルに署名し、最終的な認証
のために信頼できる当事者２５０に送信する。
　Ｃ．複合認証部
【００９５】
　本明細書に記載された本発明の実施形態のいくつかは、以下のセキュリティ関連機能を
カプセル化するクライアント側の「認証部」を使用する：
　１．暗号化証明鍵の記憶及び使用
　２．暗号化認証鍵の生成、記憶及び使用
　３．ローカルユーザ検証又はユーザの存在の検証
　４．エンドユーザについての情報のセキュア表示
【００９６】
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　１つの実施形態において、上記機能（例えば、図３及び図４）の一部は任意である。さ
らに、本発明の１つの実施形態は、以下のセキュリティ目的を実現する認証部を含む。
　１．証明鍵が以下であることを確認する：（ａ）ＦＩＤＯ認証によって生成されて保護
された認証鍵を証明するためにのみ使用される及び（ｂ）ＦＩＤＯ認証境界を離れること
はない。
　２．ローカルユーザ認証（時には、「ユーザ認証」とも称される）がサポートされるよ
うに主張されている場合、以下であることを確認する：（ａ）認証がソフトウェアアプリ
ケーション（例えば、認証部にＰＩＮを「入力」するマルウェア）によってバイパス／偽
造することはできない；（ｂ）認証データの機密性が保護されている（例えば、マルウェ
アは、ユーザによって入力されたＰＩＮにも基準データにもアクセスすることはできない
）；及び（ｃ）ユーザ認証は、新たな認証鍵を生成する前に必要であり、そのような認証
鍵を使用する前に時間に到達する。
【００９７】
　認証部を実装する１つの方法は、単一の保護シェルによって保護された単一モジュール
において上記機能を担う構成要素の全てを実装することである。例えば、認証部全体は、
（例えば、信頼できる実行をサポートするクライアントプラットフォーム上）信頼された
実行環境（ＴＥＥ）において実行されている信頼できるアプリケーション（ＴＡ）におい
て実装されることができる。この実装において、ＴＡは、実行時に認証部を変更すること
ができず且つＴＥＥがＴＡを保護することを保証するように署名されている。
【００９８】
　本発明の１つの実施形態において、各認証部は、独立したセキュリティ及び認証機能を
含むそれぞれが独立した複数の構成要素に論理的に分割される。例えば、図１１において
、単一のシェルで保護されている単一モジュールにおいて上記機能を担う構成要素の全て
を実装するよりもむしろ、認証部１１００は、以下の２つの別個の独立した認証部の構成
要素によって実装される：それぞれ独自の保護ロジック１１１０及び１１１２を有するユ
ーザ検証構成要素（ＵＶＣ）１１０１及び認証部カーネル（ＡＫ）１１０３。この例にお
いて、ＡＫ　１１０３は、認証部１１００についての証明鍵１１０４と認証鍵１１０５を
セキュアに管理し、ＵＶＣ　１１０１は、ユーザ認証／存在機能１１０６及びセキュア表
示機能１１０７を管理する（その具体的な例は、以下及び同時係属出願に記載されている
）。
【００９９】
　以下に詳細に述べられるように、各構成要素の保護ロジック１１１０、１１１２は、ク
ライアント装置上で実行される１つ以上の他の構成要素によって全ての構成要素を認証す
るための構成要素の認証エンジンを含むことができる（例えば、図１３及び関連する文書
を参照）。さらに、保護ロジックは、クライアントプラットフォームに組み込まれた追加
のハードウェア／ソフトウェア保護機構を利用することができる（例えば、セキュア要素
（ＳＥ）、信頼技術のチェーン、信頼されたユーザインターフェース技術、ＯＳベースの
保護機構など）。これらの実施形態のそれぞれに関連する詳細が以下に記載される。
【０１００】
　図１２は、複数の論理認証部１２０１～１２０２が保護された認証部構成要素のセット
から構築された本発明の実施形態を図示している。具体的には、論理認証部１２０１につ
いての構成要素構築ブロックは、ユーザ検証及び存在を管理するためのユーザ検証構成要
素（ＵＶＣ）１２１０と、エンドユーザに表示される情報がトランザクションによって確
認される正確な情報であるのを保証する（すなわち、「あなたが参照するものは、あなた
が署名するものである」又はＷＹＳＩＷＹＳ）ための表示構成要素（ＤＣ）１２１２と、
（登録処理の一部として信頼できる当事者に対して認証部のモデル及び／又は完全性を証
明するための）証明鍵１２１５及び（各信頼できる当事者のための固有の認証鍵を使用し
て信頼できる当事者とのセキュア通信を確立するための）認証鍵１２１６をセキュアに管
理するための認証部カーネル（ＡＫ）構成要素１２１４とを含む。論理認証部１２０２に
ついての構成要素構築ブロックは、ユーザ検証及び存在を管理するためのＵＶＣ　１２２
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０と、証明鍵１２１５及び認証鍵１２１６をセキュアに管理するための認証部カーネル（
ＡＫ）構成要素１２１４とを含む。それゆえに、この例において、複数の論理認証部は、
鍵を管理して保護するための同一の基本ＡＫ構成要素１２１４を共有する。本発明の他の
実施形態において、他の種類の構成要素は、複数の認証部間で共有することができる。上
述したように、構成要素のそれぞれは、上記セキュリティ目標を満たしていることを保証
するために独自の独立した保護ロジックを備えている。
【０１０１】
　それぞれが独自の保護シェルを有する独立した別個の構成要素から構成されていること
から、このようにして構成要素から構築された認証部は、「複合認証部」と称される。複
合認証部のアプローチの１つの利点は、構成要素が１つの認証部のために構築されると、
複数の認証部間で使用することができ、それによって新たなセキュア認証部がより効率的
に構築されるのを可能とするということである。例えば、図１２に示されるように、同じ
認証部カーネル構成要素１２１４は、２つの論理認証部１２０１～１２０２の間で共有さ
れる。さらに、それぞれの認証部構成要素は、その特定のニーズのために最適化された方
法で実装されることができる。例えば、限定はしないが、生体認証セグメンテーション及
び照会アルゴリズムがセキュア要素（ＳＥ）又は信頼できる実行環境（ＴＥＥ）内で実装
するには大きすぎるかもしれない顔認識ベースの認証部のその証明及びユーザ認証鍵を保
護するためにＳＥ／ＴＥＥをさらに利用することができる。この例において、ユーザ検証
構成要素（例えば、セグメンテーション及び照合アルゴリズムを含む）は、ＳＥ／ＴＥＥ
の外部で実行されることができる一方で、認証カーネル構成要素はＳＥ／ＴＥＥ内に実装
されてもよい。同様に、ＴＥＥにおいて実装される指紋ベースの認証部は、例えば、その
証明及びユーザ認証鍵を保護し、したがって差分電力分析（ＤＰＡ）のようなハードウェ
アベースの攻撃に対して保護するためにＳＥ認証カーネルをさらに利用することができる
。
【０１０２】
　１つの実施形態において、以下のセキュリティ対策は、本明細書に記載された構成要素
の認証部のためのセキュリティの許容レベルを提供するために実装される（例えば、上記
指定されたセキュリティ目的を満たすために「許容される」）。これらのセキュリティ対
策は、図１２における認証部１２０１を実装するために使用される構成要素１２１０、１
２１２、１２１４のそれぞれに関連する追加の詳細を示す図１３を参照して説明される。
　１．セキュリティ対策（ＳＭ）１：１つの実施形態において、各構成要素（例えば、図
１２～１３に示されるユーザ検証構成要素１２１０、表示構成要素１２１２又は認証カー
ネル１２１４）は、他の構成要素に登録して他の構成要素に送信されるメッセージを認証
するために（潜在的に相互に）使用されるそれ自身の「構成要素認証鍵」対（ＣＡＫ）（
例えば、それぞれＣＡＫ対１３０４、１３０５及び１３０６）を有する。図１３に示され
るように、各構成要素１２１０、１２１２、１２１４は、それぞれＣＡＫ対１３０４、１
３０５、１３０６を使用して、構成要素間の認証トランザクションに入るために、それぞ
れ、構成要素の認証ロジック１３０１、１３０２、１３０３を含む。１つの実施形態にお
いて、本発明の基本原理は、そのような実装に限定されるものではないが、ＣＡＫ対１３
０４、１３０５、１３０６は、公開／秘密鍵対である。この実装において、構成要素のそ
れぞれは、それが認証する必要のあるこれらの構成要素の公開鍵を備えている。例えば、
ＵＶＣ　１２１０は、ＤＣ及びＡＫの公開鍵１３２１を知っており（又は、少なくとも公
開鍵を検証することができる）；ＤＣ　１２１２は、ＵＶＣ及びＡＫの公開鍵１３２１を
知っており；ＡＫ　１２１４は、ＤＣ及びＵＶＣの公開鍵を知っている。１つの実施形態
において、起動時に、構成要素は、これらの構成要素とその公開鍵を共有することによっ
て通信する必要のある他の構成要素の登録トランザクションに最初に入る。そして、以下
に記載される技術を使用してこれらの構成要素を使用して認証することができる。
　２．セキュリティ対策（ＳＭ）２：各構成要素は、これらの構成要素の公開ＣＡＫを検
証することによってメッセージを受信する他の構成要素を認証することが可能である。例
えば、図１３において、ＡＫ　１２１４は、全てのＵＶＣ　１２１０及びＤＣ　１２１２
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の公開ＣＡＫを検証することができ、それは（すなわち、ＣＡＫ対１３０４及び１３０５
における公開鍵）をサポートしている。ＵＶＣ及びＤＣはまた、相互認証が実装されてい
る場合、ＡＫ　１２１４の公開ＣＡＫ（すなわち、ＣＡＫ対１３０６）を検証することが
できる。
【０１０３】
　図１４は、２つの構成要素（ＡＫ　１２１４及びＤＣ　１２１２）の間で認証を実施す
ることができる方法を図示するトランザクション図である。トランザクション１４００に
おいて、ＡＫの構成要素認証ロジック１３０３は、チャレンジを生成し、トランザクショ
ン１４０１において、ＤＣの構成要素認証ロジック１３０２に送信する。１つの実施形態
において、チャレンジは、構成要素認証ロジック１３０３によって選択された乱数又はナ
ンスである。操作１４０２において、ＤＣの構成要素認証ロジック１３０２は、そのＣＡ
Ｋ対１３０５からの秘密鍵を使用してチャレンジにわたって署名及び潜在的に追加データ
（例えば、ユーザがトランザクションの内容を承認したかどうか）を生成する。当業者に
よって理解されるように、署名を生成することは、秘密鍵を用いてチャレンジにわたって
ハッシュ関数を実装することを含むことができる。トランザクション１４０３において、
ＤＣの構成要素認証ロジック１３０２は、検証のためにＡＫの構成要素認証ロジック１３
０３に署名を返送する。ＡＫの構成要素認証ロジック１３０３は、現在のチャレンジ（例
えば、それが以前に生成されたナンス）、ＤＣのＣＡＫ対の秘密鍵を用いて生成された署
名、及び、ＤＣのＣＡＫ対の公開鍵を知っている。トランザクション１４０４において、
乱数を使用して署名を検証するためにＤＣのＣＡＫ対の公開鍵を使用し、それによってＤ
Ｃを認証する。ＤＣはまた、相互認証が実装されている場合、トランザクションの同様の
セットを使用してＡＫ　１２１４の公開鍵を検証することができる。
　３．セキュリティ対策（ＳＭ）３：特定の実装に応じて、追加のセキュリティ機構は、
構成要素間の通信を保護するために利用することができる。補足ハードウェア／ソフトウ
ェア保護機構１３１０としてこれらの追加のセキュリティ機構が図１３に図示されている
。例示として、限定されるものではないが、例を挙げると、これらのハードウェア／ソフ
トウェア保護機構１３１０は、セキュア要素（ＳＥ）、信頼技術のチェーン、信頼できる
ユーザインターフェース技術、ＯＳレベルのアクセス制御機構、ホワイトボックス暗号化
、コード難読化及び実行の完全性保護などのクライアントプラットフォームに組み込まれ
たそれらの機構を含むことができる。ＡＲＭ（登録商標）ＴｒｕｓｔＺｏｎｅ（商標）又
は類似の技術を使用して、例えば、オペレーティングシステムは、（例えば、正当ＵＶＣ
及びＤＣなどの）信頼できるプログラムのみに対するＡＫのアプリケーションプログラミ
ングインターフェース（ＡＰＩ）へのアクセスを制限することができる。他の例として、
オペレーティングシステムはまた、ＡＫに対する任意のＡＰＩ呼び出しに対してＵＶＣ又
はＤＣのパッケージ識別子を追加することができる。しかしながら、本発明の基本原理は
、上述した特定のハードウェア／ソフトウェア保護機構に限定されないことに留意すべき
である。
【０１０４】
　例示として、１つの実施形態において、ＡＫ　１２１４は、暗号化鍵のための良好な保
護機構を提供するが、ユーザインターフェースを有していないセキュア要素内のアプレッ
トとして実装される。ＵＶＣ　１２１０は、双方ともＡＲＭ　ＴｒｕｓｔＺｏｎｅ又は類
似の技術を利用するハードウェア（例えば、指紋センサ）及び信頼できる実行環境内の信
頼できるアプリケーションの組み合わせとして実装されることができる。ＤＣ　１２１２
は、グローバルプラットフォームによって定義されたような「信頼できるユーザインター
フェース」機能を使用して、信頼できるアプリケーションとして実装されることができる
。それゆえに、本実施形態において、ユーザが指紋センサ上で指をスワイプすると、信頼
できるアプリケーションが起動し、記憶された基準データに対して指紋データを検証する
。そして、スコアは、（例えば、同時係属出願に記載されているように）ユーザを認証す
るために信頼できる当事者１３２０によって一連の認証トランザクションにその後に入る
セキュア要素として実装されたＡＫ　１２１４に送信される。



(22) JP 6433978 B2 2018.12.5

10

20

30

40

50

【０１０５】
　さらに、異なるＵＶＣは、ホワイトボックス暗号化、コード難読化及びランタイム完全
性保護の組み合わせを使用してリッチＯＳ（例えば、アンドロイド）において実行されて
いるソフトウェア構成要素として実装されてもよい。例えば、顔認識ソフトウェアとの組
み合わせで統合されたビデオカメラを使用することができる。他のＵＶＣは、ホワイトボ
ックス暗号化、コードの難読化及びランタイム完全性保護の組み合わせを使用してリッチ
ＯＳ上で実行され且つＰＩＮベースのユーザ検証方法を提供する信頼できるアプリケーシ
ョン又はソフトウェアとして実装されてもよい。
【０１０６】
　それゆえに、本明細書に記載された構成要素ベースのアプローチは、異なる認証技術の
要件に容易に適合可能である。例えば、音声認識や顔認識などのいくつかの種類の認証は
、かなりの記憶要件及びこれらの認証種類のハードウェアインターフェース要件のために
、通常の立地オペレーティングシステムを使用してソフトウェア構成要素として実装され
る必要がある。これらの異なる種類の認証の全ては、（説明したように、セキュア要素と
して実装することができる）同じＡＫ構成要素を利用する異なるＵＶＣ構成要素を使用し
て、セキュアな信頼できる方法で実装されることができる。
【０１０７】
　上記アプローチにより、様々な構成要素は、暗号的に保護された（例えば、署名された
）メッセージを使用して論理的に通信することに留意されたい。この論理的な通信は、（
例えば、以下に説明されたセキュアトランザクションロジックなどの）いくつかの他のエ
ンティティによってさらに「促進」することができる。さらに、１つの実施形態において
、本明細書に記載された論理構成要素間メッセージングは、（例えば、それぞれ証明鍵１
２１５及び認証鍵１２１６を使用して）認証部カーネル１２１４と直接的に証明及び認証
トランザクションに入る信頼できる当事者１３２０に対して透過的である。１つの実施形
態において、ＡＫは、登録時に認証部のモデル及び／又は完全性を検証するために証明鍵
１２１５を使用する。例えば、信頼できる当事者は、ＡＫが証明鍵１２１５を使用して署
名するチャレンジを送信することができる。そして、信頼できる当事者は、署名を検証す
るために対応する鍵（例えば、証明鍵が秘密鍵である場合には公開鍵）を使用する。認証
部が信頼できる当事者に登録すると、認証鍵１２１６は、その信頼できる当事者に割り当
てられる。そして、ＡＫは、登録後にその信頼できる当事者とのセキュア通信を確保する
ために信頼できる当事者に関連付けられた認証鍵１２１６を使用する。
【０１０８】
　追加のセキュリティ対策として、１つの実施形態において、各構成要素の構成要素の認
証ロジック１３０１～１３０３は、構成要素妥協点が検出された場合には、そのＣＡＫ対
を削除することができる。
【０１０９】
　以下の２つの異なる種類の複合認証部が本発明の基本原理を利用して実装されることが
できる：「静的」複合認証部及び「動的」複合認証部。
　静的複合認証部
【０１１０】
　図１５を参照すると、１つの実施形態において、以下の特性を有する複合認証部１５０
１は、本明細書において「静的」複合認証部と称される。
　１．各認証部１５０１について、信頼できる当事者１３２０は、（公開「構成要素認証
鍵」（ＣＡＫ）１３０４、１３０６ではなく証明鍵対２１５に対応する）公開証明鍵に対
するアクセスを有する／必要がある；及び
　２．構成要素（例えば、ＵＶＣ、ＤＣ及びＡＫ）の各サポートされた組み合わせについ
て、特定の認証部証明ＩＤ（ＡＡＩＤ）１５０５が事前に指定されている。
【０１１１】
　それゆえに、図１５に示されるように、静的複合認証部について、各個別の認証部１５
０１は、その特定のＡＡＩＤ　１５０５によって特定される。ＡＫは、１つ以上の証明鍵
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２１５を所有しており、また、信頼できる当事者１３２０とのトランザクションを行う際
に使用されることになる予め定義されたＡＡＩＤ（及び関連する証明鍵）の１つを選択す
る。
【０１１２】
　ＣＡＫ対は、信頼できる当事者１３２０と共有されることはないことから、ユーザのプ
ライバシーに影響を与えることなく認証部固有とすることができる。これはまた、個々の
構成要素の成功したハッキングが検出された場合、そのような鍵は個別に取り消すことが
できることを意味する。ＣＡＫは、（公開的に視認可能な）「証明鍵」として使用されな
いことから、構成要素のハッキングは、認証部のハッキングと同等であると考えられない
。さらに、複合認証部１５０１の通信及びセキュリティ機構は、認証部外に視認可能でな
いことから、静的複合認証部の実装は、認証部１５０１と信頼できる当事者１３２０との
間の相互作用を定義する仕様に影響しない。１つの実施形態において、各構成要素１５１
０、１５１４には、ＡＡＩＤと同様とすることができる固有の構成要素ＩＤが割り当てら
れるが、それはＡＫ　１５１４にのみ関係する（ＲＰ又は他の外部エンティティには関係
しない）。
【０１１３】
　さらなる最適化として、１つの実施形態において、オンライン証明書状態プロトコル（
ＯＣＳＰ、ＲＦＣ２５６０）は、各ＣＡＫ証明書についての失効確認方法（例えば、「検
証」）として使用することができる。具体的には、ＡＫ　１５１４は、入力メッセージを
受け入れるために公開ＣＡＫに関連するＵＶＣ又はＤＣの証明のために十分に最近のＯＣ
ＳＰ応答を必要とすることがある。ＡＫ　１５１４はまた、全てのＡＡＩＤために使用さ
れる１つの証明鍵を有することができ、又は、それは、ＡＡＩＤあたり１つの証明鍵又は
それらの組み合わせを必要に応じて有することができる。
【０１１４】
　１つの実施形態において、ＡＫはＡＡＩＤの静的リストを維持することができる。ある
いは、それは、リストを更新するために使用される署名された「ＡＡＩＤ更新」メッセー
ジの一部である場合、外部エンティティ（例えばＵＶＣ／ＤＣ）から受信されたＡＡＩＤ
を許容することができる。１つの実施形態において、ＡＡＩＤ更新メッセージは、以下の
構造を有する：署名（ｓｉｇｎｉｎｇ＿ｋｅｙ、ＡＡＩＤ｜ＡＫ－構成要素ＩＤ｜ＵＶＣ
／ＤＣの公開ＣＡＫ）。プライベートｓｉｇｎｉｎｇ＿ｋｅｙは、ＡＫベンダによって所
有されることができる。公開ｓｉｇｎｉｎｇ＿ｋｅｙは、（信頼ストア実装における）Ａ
Ｋの信頼ストアの直接的な部分であるか又は（すなわち、そのような証明書にチェーンさ
れる）信頼ストアに記憶されたいくつかの証明書を使用して検証されることができる。
【０１１５】
　図１５に示されるユーザ装置１５００のアーキテクチャはまた、信頼できる当事者１３
２０との通信を確立するためのブラウザ／アプリケーション１５１０と、認証部との通信
を可能とするためのセキュアトランザクションロジック１５２０とを含む。例えば、図示
されたように、１つの実施形態において、セキュアトランザクションロジック１５２０は
、様々な構成要素についてのアプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ
）を露出することによって各認証部１５０１の構成要素１５１０、１５１４の間をメッセ
ージが通過するのを可能とする。それゆえに、本実施形態において、登録データとメッセ
ージの交換などの構成要素間の全ての通信は、セキュアトランザクションロジック１５２
０を介して生じる。例示として、セキュアトランザクションロジック１５２０はまた、（
その一部が以下に記載された）同時係属出願に記載された「セキュアトランザクションサ
ービス」として実装することができる。ブラウザ／アプリケーション１５１０は、インタ
ーネットなどのネットワークを介して信頼できる当事者１３２０との通信を確立するため
に使用することができる。
　動的複合認証部
【０１１６】
　図１６を参照すると、以下の特性を有する複合認証部１６０１は、「動的複合認証部」



(24) JP 6433978 B2 2018.12.5

10

20

30

40

50

である：
　１．信頼できる当事者１３２０が（例えば、ＯＳＴＰ仕様において「鍵登録データ」と
称される）証明メッセージを検証するために関連する公開鍵を有し且つ必要とするように
、「構成要素認証鍵」（ＣＡＫ）１６０４、１６０４が証明鍵として処理される場合；及
び
　２．信頼できる当事者１３２０が（認証部１６０１内の構成要素の数に応じた）複数の
ＡＡＩＤ　１６０２、１６０３を受信する場合。１つの実施形態において、それは、セキ
ュアトランザクションロジック１６２０及びブラウザ／アプリケーション１６１０を介し
てＡＫ　１６１４から送信された登録メッセージの一部として認証部１６０１の全ての構
成要素１６１０、１６１４のＡＡＩＤ　１６０２、１３０６を受信する。図１６は、ＵＶ
Ｃ　１６１０及びＡＫ　１６１４のみを図示しているが、（図３に示されるような）代替
実施形態は、ＡＫ、ＤＣ及びＵＶＣについてのＡＡＩＤをＲＰ　１３２０に送信する。上
述したように、しかしながら、本発明の基本原理は、認証を実現するための構成要素の任
意の特定のセットに限定されるものではない。１つの実施形態において、ＲＰ　１３２０
に送信された登録メッセージはまた、複数の（連鎖した）署名、ＡＫの証明鍵１６０５を
有するもの及び他の構成要素（例えば、ＵＶＣの証明鍵１６０４及びＤＣの証明鍵（図示
しない））のそれぞれについてのものを有する。上述したように、１つの実施形態におい
て、ＡＫ　１６１４は、他の構成要素との通信を信頼する場合にのみＲＰ　１３２０に対
する独自の証明メッセージ内に他の構成要素の証明メッセージを含む。
【０１１７】
　それゆえに、動的に構成された認証部１６０１は、動的に複数の構成要素を組み合わせ
ることによって（又は、新たな認証部を取得するために２つの認証部を構成する前記他の
方法で）実現される。ＣＡＫはこの実装においてＲＰに関連していることから、それらは
、ユーザのプライバシーを保護するために１つの実施形態において特定の認証部である必
要がない。代わりに、それらは、共有鍵として事前生成／投入されるか、又は、直接匿名
証明（ＤＡＡ）方式、ユーザのプライバシーを維持しながら信頼できるプラットフォーム
の認証を可能とする暗号化プロトコルを使用して認証される。複数のＡＡＩＤ及び連鎖し
た証明メッセージがＲＰに視認可能であるため、動的複合認証部の実装は、認証部１６０
１と信頼できる当事者１３２０との間で使用される認証仕様に影響を与える。
　ＵＶＣ／ＤＣ証明検証
【０１１８】
　動的又は静的認証部が使用されるかどうかにかかわらず、１つの実施形態において、Ｕ
ＶＣ　２１０及びＤＣ　２１２は、ＡＫ　２１４と信頼できる当事者１３２０との間で使
用される認証仕様に応じて処理されることができるように、ユーザ検証結果（ＵＶＣ）及
びＡＫ　２１４に対する表示されたトランザクションテキスト（ＤＣ）のユーザの承諾な
どのそれらの出力データを送信する。
【０１１９】
　登録のために、静的認証部による実施形態において、ＵＶＣ　２１０及びＤＣ　２１２
は、構成要素ＩＤ（ＡＡＩＤではない）を含むＡＫ　２１４に鍵登録メッセージを送信す
ることができ、構成要素ＩＤは、ＡＡＩＤに類似の識別子であるが、ＡＫにのみ関連して
いる。１つの実施形態において、鍵登録メッセージのユーザ認証鍵は空であり、鍵登録メ
ッセージは、証明鍵の代わりにＣＡＫによって署名される。
【０１２０】
　認証のために、１つの実施形態において、ＵＶＣ　２１０及びＤＣ　２１２は、ＣＡＫ
（ユーザ認証鍵ではない）によって署名されたメッセージを作成する。
【０１２１】
　以下の検証ステップは、本発明の１つの実施形態においてＡＫによって実現される。
　１．許容可能な公開ＣＡＫのリストを含む内部信頼ストアを検索する。公開ＣＡＫは、
信頼ストアに直接記憶されてもよく又は信頼ストアにおいてルート証明書に連鎖するＣＡ
Ｋのそれぞれについての公開鍵証明書であってもよい。
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　２．ＡＫは、（例えば、ＳＭ１及びＳＭ２に関して上述したように）公開ＣＡＫを使用
してＵＶＣ及び／又はＤＣからの入力データの署名を検証する。
　３．入力データのパッケージＩＤ又は類似のプラットフォームに提供された保護機構を
使用するなどの追加のプラットフォーム固有の保護機構を検査する。
　４．ＵＶＣ又はＤＣの公開ＣＡＫを含む証明書の失効状態を検査する。ＡＫは、証明書
／鍵（すなわち、現在のＵＶＣ又はＤＣの）の非常に少数の失効情報にのみ関心があるた
め、（上述した）オンライン証明書状態プロトコル（ＯＣＳＰ）は、失効検査のために使
用することができる。ＡＫは、ネットワーク接続を有すると仮定されておらず、そのため
、ＯＣＳＰ応答は、ＵＶＣ及び／又はＤＣからの入力データの一部として予測される。
　最適化された検証方法
【０１２２】
　非対称鍵操作が対称鍵操作に比べて非常に高価であるのに対して、さらなる最適化は、
１つの実施形態で実現されることができる。そのような場合、ＡＫに送信されるＵＶＣ及
び／又はＤＣによって作成された鍵登録メッセージは、（例えば、上述したように空のユ
ーザ認証鍵フィールドの代わりに）対称鍵ＳＫを含む。ＵＶＣによって生成され且つＡＫ
に送信された変更された鍵登録データメッセージは、ＡＫの公開ＣＡＫ（又はターゲット
構成要素に属するいくつかの他の信頼された公開鍵）を使用して暗号化されてもよい。Ｕ
ＶＣ及び／又はＤＣによって生成され且つＡＫに送信された変更された署名メッセージは
、ＣＡＫを使用して非対称的に署名されず、代わりに、ＳＫによって計算されたハッシュ
ベースのメッセージ認証コード（ＨＭＡＣ）を使用してセキュアにされる。ＡＫは、鍵登
録データメッセージの一部として受信した対称鍵を使用してＨＭＡＣを検証する。
　Ｄ．位置認識認証技術
【０１２３】
　本発明の１つの実施形態は、認証機構が認証のために使用されるクライアント装置の物
理的位置に基づいて選択されるのを可能とする認証ポリシーを実装する。例えば、クライ
アント及び／又はサーバは、クライアント装置の物理的位置の判定を行うことができ、ポ
リシールールの順序付けられたセットを評価するポリシーエンジンにその位置を供給する
。１つの実施形態において、これらのルールは、クライアントの位置がルール内の位置定
義と一致した場合に適用されなければならない位置及び認証機構又は機構のクラスを指定
する。
【０１２４】
　図１７に示されるように、本発明の１つの実施形態は、本明細書に記載された位置認識
認証ポリシーを実現するための認証ポリシーエンジン１７１０を有するクライアント装置
１７００を含む。特に、本実施形態は、現在位置「クラス」を特定するために位置センサ
１７４１（例えば、ＧＰＳ装置）によって提供されるクライアント装置１７００の現在位
置を使用するための位置クラス判定モジュール１７４０を含む。以下に詳細に述べられる
ように、異なる位置「クラス」は、既知の地理的地点及び／又は領域を含んで定義される
ことができる。位置クラスデータは、継続的に更新され、持続的位置データ記憶装置１７
４５（例えば、フラッシュ記憶装置又は他の持続的記憶装置）に記憶されることができる
。そして、位置クラス判定モジュール１７４０は、クライアント装置１７００についての
現在位置クラスを判定するために、定義された「クラス」に対してセンサ１７４１によっ
て提供される現在位置を比較することができる。
【０１２５】
　１つの実施形態において、信頼できる当事者１７５０は、（信頼できる当事者から認証
ポリシーエンジンへの点線で示すように）各トランザクションについての認証ポリシーエ
ンジン１７１０によって実装されるように認証ポリシーを指定する。それゆえに、認証ポ
リシーは、各信頼できる当事者の認証要件に固有に調整されることができる。さらに、必
要な認証のレベルは、（認証ポリシーによって定義されるように）現在のトランザクショ
ンに基づいて決定することができる。例えば、かなりの量の金の転送を必要とするトラン
ザクションは、比較的高い認証保証閾値を必要とすることがあるのに対して、非金融トラ
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ンザクションは、相対的に低い認証保証閾値を必要とすることができる。それゆえに、本
明細書に記載された位置認識認証技術は、特定のトランザクションについては十分であり
得るが、他のトランザクションについてはより厳密な認証技術と組み合わせることができ
る。
【０１２６】
　１つの実施形態において、位置クラス判定モジュール１７４０は、判定されたクラスに
使用する認証技術１７１２を識別するためのルールのセットを実装する認証ポリシーモジ
ュール１７１１に対して判定されたクラスを提供する。例示として、限定されるものでは
ないが、図１８は、それぞれの定義された位置クラス１～５に使用することができる１つ
以上の認証技術１～５を指定するルール１～５の例示的なセットを図示している。図１８
においてテーブルデータ構造として示されているが、本発明の基本原理は、ルールセット
を実装するための特定の種類のデータ構造に限定されるものではない。
【０１２７】
　認証ポリシーエンジン１７１０が認証技術１７１２のセットを選択すると、認証ポリシ
ーエンジン１７１０は、信頼できる当事者１７５０によってユーザを認証するための１つ
以上の明示的なユーザ認証装置１７２０～１７２１及び／又は非侵襲型認証技術１７４２
～１７４３を使用して技術を実装することができる。例示として、限定されるものではな
いが、例を挙げると、明示的なユーザ認証１７２０～１７２１は、ＰＩＮ、指紋認証、音
声や顔認識及び網膜スキャンなどの秘密コードを入力するようにユーザに要求することを
含むことができる。
【０１２８】
　非侵襲型認証技術１７４２～１７４３は、ユーザを認証するためのユーザの行動に関す
るデータを収集するユーザ行動センサ１７４２を含むことができる。例えば、ユーザの生
体歩行は、ユーザの通常の歩行パターンの歩行「指紋」を生成するように設計されたソフ
トウェア及び／又はハードウェアと組み合わせて、加速度計又は他の種類のセンサ１７４
２を使用して測定することができる。以下に説明するように、他のセンサ１７４３は、認
証に使用されるデータを収集するために使用することができる。例えば、ネットワークデ
ータは、クライアント装置１７００（例えば、既知のピアコンピューター、アクセスポイ
ント、セルタワーなど）の局所近傍内のネットワーク／コンピューティング装置を識別し
て収集することができる。
【０１２９】
　１つの実施形態において、セキュア記憶装置１７２５は、認証装置１７２０～１７２１
のそれぞれに関連付けられた認証鍵を記憶するために使用されるセキュア記憶装置である
。以下に説明するように、認証鍵は、セキュア通信モジュール１７１３を介して信頼でき
る当事者１７５０とのセキュア通信チャンネルを確立するために使用することができる。
【０１３０】
　位置の様々な異なる「クラス」は、本発明の基本原理と一致して定義されることができ
る。例示として、限定されるものはないが、以下の位置のクラスを定義することができる
。
【０１３１】
　クラス１：クライアントは、指定した位置の指定した半径内にある。このクラスにおい
て、現在のクライアントの位置が指定された緯度及び経度を中心とする所定の半径の円で
囲まれた領域内にある場合、関連付けられた認証ポリシーが適用される。
【０１３２】
　クラス２：クライアントは、指定した境界領域内にある。このクラスにおいて、クライ
アントが緯度及び経度の対の順序付けられたセット（例えば、閉じた多角形）によって定
義されたポリゴンによって囲まれた領域内に配置されている場合、関連付けられた認証ポ
リシーが適用される。
【０１３３】
　クラス３：クライアントは、指定した境界の外側にある。このクラスにおいて、クライ
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アントが緯度及び経度の対の順序付けられたセット（例えば、閉じた多角形）によって定
義されたポリゴンによって囲まれた領域の外側に配置されている場合、関連付けられた認
証ポリシーが適用される。
【０１３４】
　１つの実施形態において、追加のクラスは、上記定義されたクラス及びポリシールール
のブール組み合わせを使用して定義される。例えば、ブール演算ＡＮＤ、ＯＲ、ＮＯＴ及
びブール演算のネストは、複雑な条件の発現を可能とする。そのようなポリシーは、例え
ば、クライアントが企業によって所有される様々な施設の１つに位置している場合に適用
されるポリシーを実装するために使用することができる。
【０１３５】
　限定されるものではないが以下を含む様々な異なる機構が（一般に位置センサ１７４１
として図１７に示される）クライアントの現在の物理的位置を判定するために使用するこ
とができる：
【０１３６】
　ＧＰＳ：組み込み型ＧＰＳセンサは、クライアントの位置の詳細を直接提供することが
できる。新たに発現する規格は、現在のＧＰＳ解決策においてこの欠点を解決する機能と
して提供される位置の認証を追加しようとする。
【０１３７】
　ジオＩＰ検索：クライアントのＩＰアドレスの逆引きは、クライアントの位置の粗近似
を判定するために使用することができる。しかしながら、この方法によって得られた位置
の信頼性は、ＩＰアドレスがプロキシプロバイダを匿名化する既知の妥協ホストのブラッ
クリストに対してクロスチェックするのを必要とするか又はホストの送信元ＩＰアドレス
を難読化するように設計された同様の解決策を必要とする。
【０１３８】
　セルタワー三角測量：クライアント、サーバ及び無線キャリアインフラストラクチャ間
の統合は、クライアント及びサーバが携帯信号強度三角測量を使用して物理的位置の高解
像度判定を行うのを可能とする。
【０１３９】
　Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント三角測量：物理的位置を判定するための高解像度の方法は
、既知の物理的位置を有する近隣のＷｉｆｉアクセスポイントの信号強度を三角測量する
ことである。この方法は、施設内の装置の位置を判定する際に特に有効である。
【０１４０】
　位置変位推測：装置の正確な位置は不明であってもよいが、位置の統計的確率は、ポリ
シーを評価する目的のために近似値として使用することができる。これは、既知の位置で
の開始点に対して装置の相対位置の変化に注目することによって計算することができ；ユ
ーザの装置は、過去に、既知の開始点を有していてもよく、その間におおよその位置を計
算するのを可能とする既知又は推定距離及び方位を移動する。開始点からの変位を計算す
るための可能な方法は、加速度計（すなわち、歩行測定に基づいてユーザがどの程度歩行
したかを測定するために加速度計を使用して）から収集された測定値、信号源の既知の固
定セットからの信号強度の変化及び他の方法を使用して移動した推定距離を含むことがで
きる。
【０１４１】
　図１９は、位置認識認証ポリシーを実装するための方法の１つの実施形態を図示してい
る。本方法は、図１７～１８に示されたシステムアーキテクチャのコンテキスト内で実行
されることができるが、任意の特定のシステムアーキテクチャに限定されるものではない
。
【０１４２】
　１９０１において、クライアントの位置は、１つ以上の利用可能な技術（例えば、ＧＰ
Ｓ、三角測量、ピア／ネットワーク装置検出など）を使用して特定される。１９０２にお
いて、１つ以上の位置クラス（及びクラスの潜在的ブール組み合わせ）は、ポリシールー
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ルの既存のセットに基づいて現在位置について特定される。１９０３において、１つ以上
の認証技術が位置クラスに応じて特定される。例えば、クライアント装置がユーザの自宅
又は職場又は他の信頼できる位置の定義された範囲内にあるように既知の位置に現在ある
場合、最小の認証が必要とされることができる（又は全く必要とされない）。これに対し
て、クライアント装置が未知の位置及び／又は信頼できない既知の位置に現在ある場合、
より厳密な認証（例えば、指紋スキャンなどの生体認証、ＰＩＮ入力など）を必要とする
ことがある。１９０４において、認証技術が採用され、１９０５において認証が成功した
と判定された場合、１９０６において認証を必要とするトランザクションが許可される。
【０１４３】
　上述したように、必要な認証のレベルは、現在のトランザクションに基づいて決定する
ことができる。例えば、かなりの量の金の転送を必要とするトランザクションは、比較的
高い認証保証閾値を必要とすることがあるのに対して、非金融トランザクションは、相対
的に低い認証保証閾値を必要とすることができる。それゆえに、本明細書に記載された位
置認識認証技術は、特定のトランザクションについては十分であり得るが、他のトランザ
クションについてはより厳密な認証技術と組み合わせることができる。
【０１４４】
　認証が成功しない場合、トランザクションは、１９０７においてブロックされる。この
段階で、トランザクションは、完全にブロックされてもよく、又は、追加の認証ステップ
を要求することができる。例えば、ユーザが間違ったＰＩＮを入力した場合、ユーザは、
ＰＩＮを再入力する及び／又は生体認証を実行するように要求することができる。
【０１４５】
　本明細書に記載された本発明の実施形態は、認証システムにとって多くの利点を提供す
る。例えば、記載された実施形態は、不正な位置からのアクセスを効率的にブロックし、
（例えば、位置クラスによって定義されたように）認証を試行するようにユーザが許可さ
れた位置を制限することによって不正なアクセスを減らすために使用することができる。
さらに、本発明の実施形態は、位置固有のリスクに対応するために強力な認証を選択的に
必要とすることがある。例えば、ユーザ／クライアントが不明又は予測されない位置から
接続されたときに強力な認証を必要とする能力を保持しながら、信頼できる当事者は、ユ
ーザが既知の場所からトランザクションに入っているときに認証の不便を最小化すること
ができる。さらに、本発明の実施形態は、情報に対する位置認識アクセスを可能とする。
あるいは、位置中心のポリシーは、位置固有情報に対する追加のアクセスをユーザに提供
するために信頼できる当事者によって使用されてもよい。例示として、限定されるもので
はないが、ウォルマートに位置するユーザは、自己の携帯電話においてＡｍａｚｏｎ．ｃ
ｏｍのアカウントにログインするとき、Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍからの特別オファーへのア
クセスを許可されることができる。
【０１４６】
　上述したように、クライアント装置１７００の位置は、様々な異なる技術を用いて決定
することができる。特定の１つの実施形態において、「位置」の定義は、（ＧＰＳのよう
に）物理的座標のセットに結合されることはなく、代わりに、ピア装置又は他の種類のネ
ットワーク装置のセットの存在によって規定される。例えば、動作時に、クライアントの
無線ネットワークアダプタ（例えば、Ｗｉｆｉアダプタ、ブルートゥースアダプタ、ＬＴ
Ｅアダプタなど）は、一貫した基準でピアネットワーク装置（例えば、他のコンピュータ
、携帯電話、タブレットなど）及びネットワークインフラストラクチャ装置（例えば、Ｗ
ｉｆｉアクセスポイント、セルタワーなど）のセットを「みる」ことができる。それゆえ
に、これらの装置の存在は、ユーザが動作時に認証のために使用することができる。他の
位置は、ユーザが自宅にいるときと同様にして装置の存在によって定義されることができ
る。
【０１４７】
　例えば、本明細書に記載された技術を用いて、位置は、「仕事の同僚と」又は「職場で
」として定義することができ、ユーザの仕事の同僚によって所有されることが知られてい
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るピア装置のセットの存在は、認証ポリシーによって軽減する必要があるリスクについて
プロキシとして使用することができる。例えば、ユーザが既知のピア装置又は他の種類の
ネットワーク装置のセットに囲まれている場合、ユーザは、既知の装置が検出されない場
合よりもリスクが少ないとみなされることができる。
【０１４８】
　図２０は、「位置」がピア装置及び他のネットワーク装置のセットによって定義されて
いる１つの実施形態を図示している。図示された例において、クライアント装置１７００
は、２つの異なるピア装置２００５～２００６（例えば、クライアントコンピュータ、携
帯電話、タブレットなど）；２つの異なる無線アクセスポイント２０１０～２０１１；２
つの異なるセルタワー２０２０～２０２１を「みる」。本明細書において使用される場合
、クライアント装置１７００は、他の装置のそれぞれとの接続を形式的に確立せずに「み
る」ことができる。例えば、クライアントは、作動ＬＡＮに接続された様々なピア装置を
みることができる及び／又はクライアントがそれらの装置に接続するかどうかにかかわら
ずそれらの装置によって生成された無線信号をみることができる。同様に、クライアント
装置１７００は、様々な異なるＷｉｆｉアクセスポイント（例えば、近くのホテル、コー
ヒーショップ、作動ＷｉｆｉアクセスポイントからのＷｉｆｉ）についての基本サービス
セット識別（ＢＳＳＩＤ）をみることができる。クライアント装置１７００はまた、潜在
的にさらに異なるセルキャリアによって運営される様々異なるセルタワー２０２０～２０
２１をみることができる。これらの装置の存在は、ユーザの作動位置についての位置「指
紋」を定義するために使用することができる。
【０１４９】
　図示されたように、クライアント装置１７００における装置近接検出ロジック２００１
は、視認可能な装置に関連するデータをキャプチャし、過去の装置近接データ２００４に
対して結果を比較することができる。過去の装置近接データ２００４は、経時的及び／又
はトレーニング処理によって生成することができる。例えば、１つの実施形態において、
ユーザは、彼／彼女が仕事中であるとき、自宅で又は他の位置で指定することができる（
手動で又はクライアント１７００によってそうするように要求したとき）。それに応じて
、装置近接検出ロジック２００１は、近傍の装置を検出し、持続的に過去の装置近接デー
タ２００４として結果を記憶することができる。ユーザがその後に位置に戻ると、装置近
接検出ロジック２００１は、両者の相関を生成するために過去の近接データ２００４とし
て記憶された装置に対して現在「みる」ように装置を比較することができる。一般に、相
関が強いと、クライアントが指定した位置にある可能性が高い。時間の経過とともに、定
期的にみられている装置は、（例えば、これらの装置は、ユーザの作動位置とより正確な
相関を提供する傾向があるため）過去の装置近接データ２００４において他の装置上に優
先順位付けすることができる。
【０１５０】
　１つの実施形態において、認証ポリシーエンジン１７１０は、各信頼できる当事者１７
５０についてユーザによって必要とされる認証のレベルを判定するために、装置近接検出
ロジック２００１によって提供される相関結果を使用することができる。例えば、高い相
関が存在する場合（すなわち、指定された閾値以上）、認証ポリシーエンジンは、エンド
ユーザによる明示的な認証を必要としない。これとは対照的に、ユーザの現在位置と過去
の装置近接データ２００４との間に低い相関がある場合（すなわち、指定された閾値以下
）、認証ポリシーエンジン１７１０は、より厳密な認証（例えば、指紋スキャンなどの生
体認証及び／又はＰＩＮ入力要求）を必要とすることができる。
【０１５１】
　１つの実施形態において、装置近接検出ロジック２００１は、認証されたクライアント
の近傍にある他の装置のセットを識別する。例えば、ユーザの同僚のいくつかが既に正常
に認証された場合、ユーザが彼／彼女のピアの存在下で動作しているという理由だけで、
ユーザが信頼性の低い認証部によって所定のデータにアクセスするのを可能とするように
関連付けられた低いリスクがあってもよい。本実施形態において、８０２．１１ｎなどの
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規格上のピアツーピア通信は、これらのピアが既に認証されていることを証明するために
使用することができるピアから認証トークンを収集するために使用することができる。
【０１５２】
　他の実施形態において、装置近接検出ロジック２００１はまた、（例えば、ユーザの携
帯電話又はタブレットなどの）ユーザのクライアントと対にされる以前に認証された装置
を検出することができる。認証しようとしている同一のユーザによって使用される他の認
証装置の存在は、特に同じアプリケーションにアクセスするとき、認証決定に対する入力
として使用することができる。
【０１５３】
　１つの実施形態において、過去の装置近接データ２００４は、収集されて複数の装置間
で共有され、中間認証サービスに記憶されて維持されることができる。例えば、各位置に
おけるピア及びネットワーク装置のグループの履歴が追跡されて各装置の装置近接検出ロ
ジック２００１にアクセス可能な中央データベースに記憶されることができる。このデー
タベースは、特定の位置から試行される認証のリスクを判定するための入力として使用さ
れることができる。
　Ｅ．補足センサ及び／又は位置データを使用した位置確認についての実施形態
【０１５４】
　上述したように、本発明の１つの実施形態は、認証に使用されるリスク計算に対する補
足入力を提供するためにモバイル装置からの追加センサ１７４３からのデータを利用する
。これらの補足入力は、エンドユーザの装置の位置の主張を確認するか又は反論するかに
役立つことができる保証の追加レベルを提供することができる。
【０１５５】
　図２１に示されるように、装置の位置の補足的な保証を提供する追加センサ１７４３は
、温度センサ２１０１、湿度センサ２１０２及び圧力センサ２１０３（例えば、気圧又は
高度計圧力センサ）を含むことができる。１つの実施形態において、センサは、位置セン
サ１７４１によって提供される位置（又は本明細書に記載された様々な他の技術を用いて
導出される位置）について既知の補足データ２１１０に対して相関をとるために、認証ポ
リシーエンジン１７１０の補足データ相関モジュール２１４０によってそれぞれ使用され
る温度、湿度及び圧力測定値を提供する。そして、相関の結果は、特定のトランザクショ
ンのために１つ以上の認証技術１７１２を選択するために認証ポリシーモジュール１７１
１によって使用される。図２１に示されるように、補足位置データ２１１０は、外部ソー
ス（例えば、インターネット又はその他のモバイル装置）及びローカルデータソース（例
えば、装置が正当ユーザの所有であることが知られている期間中に収集された履歴データ
）から収集されたデータを含んでいてもよい。
【０１５６】
　補足データ相関モジュール２１４０は、補足位置データ２１１０に対して相関をとるた
めに様々な異なる方法で追加センサ１７４３によって提供されるデータを使用することが
できる。例えば、１つの実施形態において、補足位置データ２１１０は、位置センサ１７
４１によって提供される位置における現在のローカル気象条件を含む。リアルタイムロー
カル気象データ２１１０に対する追加センサ１７４３から収集された湿度、温度又は気圧
を比較することにより、補足データ相関モジュール２１４０は、センサデータがローカル
条件と矛盾している場合を特定する。例えば、クライアント装置のＧＰＳ測定値が装置外
であり、さらに、温度、湿度又は気圧は、ローカル気象条件と一致しないことを示した場
合、補足データ相関モジュール２１４０は、低い相関スコアを生成することができ、位置
は、あまり信頼できないとみなすことができる。その結果、認証ポリシーモジュール１７
１１は、トランザクションを承認するために、より厳密な認証技術１７１２（例えば、指
紋、ＰＩＮ入力など）を必要とする場合がある。
【０１５７】
　他の例として、（補足位置データ２１１０を備える）主張された位置の既知の地理的又
はネットワークトポロジに対して高度計圧力センサ２１０３によって提供される高度を比
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較することにより、補足データ相関モジュール２１４０は、主張された位置が本物でない
ことを知らせる不一致を特定することができる。例えば、ユーザが主張する位置の逆ＩＰ
検索がアンデス山脈にあるものとしてそれらを特定するが、装置からの高度計データは、
装置が海面であることを示す場合、補足データ相関モジュール２１４０は、低い相関スコ
アを生成することができ、位置は、あまり信頼できないとみなすことができる。低い相関
スコアの結果として、認証ポリシーモジュール１７１１は、トランザクションのための強
力な認証によって高いリスクを軽減しようとすることができる。
【０１５８】
　１つの実施形態において、補足データ相関モジュール２１４０は、ユーザがそれらの既
知のユーザと同じ物理的位置で動作していない旨を示唆する異常を識別するために即時領
域内の複数の他のエンドユーザに対してユーザの装置におけるセンサ１７４３から収集さ
れたデータを比較する。例えば、認証されたユーザのセットが同じ物理的領域を操作して
いる人を特定した場合、それらのユーザの装置の全ては、領域内の局所的な温度が１０℃
であり、補足データ相関モジュール２１４０は、その温度センサ２１０１がローカル温度
が２０℃であることを示すエンドユーザについて低い相関を生成することができることに
留意されたい。その結果、認証ポリシー１７１１は、より厳密な認証技術１７１２を必要
とすることがある。
【０１５９】
　さらに他の例として、補足データ相関モジュール２１４０は、特定のユーザの過去のデ
ータに対して現在の測定値を比較することができる。例えば、上述したように、センサデ
ータは、ユーザが装置１７００を所有していることが知られている期間（例えば、明示的
な認証に続く期間）中に分析することができる。そして、補足データ相関モジュール２１
４０は、疑わしい動作を識別するためにローカルデータの不連続を探すことができる。例
えば、ユーザの周囲温度が通常は１０℃と２０℃の間を浮動し且つそれは現在３０℃であ
る場合、これは、ユーザが典型的な位置にない示すことができ、それによって低い相関を
生成して認証ポリシーモジュール１７１１にトランザクションの精査の追加レベルを要求
させる。
【０１６０】
　補足データ相関モジュール２１４０は、さらに本発明の基本原理を順守しながら、セン
サデータと補足位置データとの間の様々な異なる種類の相関を実行することができる。例
えば、２つのデータセット間の統計的関係を決定するために様々な公知の相関機構が使用
されることができる。１つの実施形態において、認証ポリシーエンジン１７１１に提供さ
れる相関スコアは、相関のレベルを示す正規化値（例えば、０～１の間）を含む。１つの
実施形態において、様々な閾値レベルは、センサ１７４３と補足位置データ２１１０との
間において検出された差異のために設定されることができる。例えば、温度センサ２１０
１が（他の装置又はインターネットから収集された）現在の温度から３度以上外れた温度
を測定する場合、第１の閾値がトリガされることができる（相関スコアの低下をもたらす
）。そして、現在の温度から３度外れた各追加の温度は、満たされた新たな閾値をもたら
すことができる（対応する相関スコアの低下をもたらす）。しかしながら、これらは単に
本発明の１つの実施形態の例であることに留意すべきであり、本発明の基本原理は、相関
を実行する任意の特定の方法に限定されるものではない。
【０１６１】
　本発明の１つの実施形態にかかる方法が図２２に示されている。２２０１において、（
例えば、装置におけるＧＰＳモジュールを介して）クライアント装置によって報告された
現在位置が読み取られる。２２０２において、補足位置データは、クライアント装置から
のセンサデータとともに報告された位置について収集される。上述したように、補足位置
データは、（例えば、インターネット上の他のクライアント及び／又はサーバから）ロー
カル又はリモート的に収集されることができ、報告された位置についての現在の温度、圧
力及び／又は湿度などのデータを含むことができる。センサデータは、温度センサ、気圧
又は高度計圧力センサ及び／又は湿度センサによって提供されることができる。
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【０１６２】
　２２０３において、装置のセンサによって提供される補足位置データとセンサデータと
の間で相関が行われる。１つの実施形態において、比較的高い相関は、２２０４において
比較的高い相関スコアをもたらす一方で、低い相関は比較的低い相関スコアをもたらす。
上述したように、１つの実施形態において、相関スコアは、センサの読み取り値と補足デ
ータとの類似度を示す正規化値（例えば、０～１の間）である。
【０１６３】
　２２０５において、１つ以上の認証技術が（少なくとも部分的に）相関スコアに基づい
て選択される。例えば、比較的低い相関スコアが提供される場合、より厳密な認証技術が
選択されることができる一方で、比較的高い相関が存在する場合、より少ない厳密な認証
技術が選択されることができる（潜在的にエンドユーザによる明示的な認証を必要としな
いもの）。
【０１６４】
　ユーザが２２０６において判定された選択された技術を使用して正常に認証した場合、
トランザクションは、２２０７において進められるのを可能とする。そうでない場合、ト
ランザクションは、２２０８においてブロックされる。
【０１６５】
　多くの利点が上記実施形態で実現される。例えば、これらの実施形態は、他のソースか
ら収集された位置データについての保証の追加レベルを提供する。位置が本物であるとい
う追加保証を得るために他のソース（ＩＰ、ＧＰＳなど）から収集された位置データを組
織が補足するのを可能とする。さらに、本発明の実施形態は、不正な位置からのトランザ
クションをブロックすることができ、ユーザがさらに認証を試みることができる位置を制
限することによって不正なアクセスを減らす。さらに、これらの実施形態は、位置に特有
のリスクに応答するためにより強力な認証を強制することができる（例えば、ユーザ／ク
ライアントが不明又は予測されない位置からアクセスしているか又はその真実性の位置が
複数の入力を使用して十分に適格化することができないときにより強力な認証を必要とす
る能力を保持しながら、信頼できる当事者は、ユーザが既知の位置からの情報にアクセス
しているときに認証の不便を最小化することができる）。
　Ｆ．クライアント認証機能に基づく認証ポリシーの適応的応用
【０１６６】
　図２３に示されるように、本発明の１つの実施形態は、組織－例えばセキュアトランザ
クションサービス１７５０を有する信頼できる当事者（以下、単に「信頼できる当事者」
という）－が相互作用の特定のクラスに適している認証の種類を指定するのを可能とする
適応的認証ポリシーエンジン２３４５を含む。図示されたように、適応的認証ポリシーエ
ンジン２３４５は、信頼できる当事者１７５０において実行される認証エンジン２３１１
内のモジュールとして実装することができる。この実施形態において、適応的認証ポリシ
ーエンジン２３４５は、既存の認証装置２３２９についてのデータ、認証装置クラス２３
２８、相互作用クラス２３２７及び認証ルール２３２６を含むポリシーデータベース２３
２５に応じて実行する。
【０１６７】
　１つの実施形態において、認証装置データ２３２９は、クライアント１７００によって
使用することが知られている明示的なユーザ認証装置１７２０～１７２１のそれぞれに関
連するデータを含む。例えば、ポリシーデータベース２３２５は、センサが機密データ（
例えば、暗号的にセキュアなハードウェアにおいて、ＥＡＬ　３証明書など）及び他人受
入率（信頼できるセンサがユーザ認証結果を生成したときの方法を示す）を記憶する方法
などのこのセンサに関連する技術詳細とともに「検証モデル１２３」指紋センサについて
のエントリを含むことができる。
【０１６８】
　１つの実施形態において、認証装置クラス２３２８は、それらの装置の機能に基づいて
認証装置２３２９の論理グループを指定する。例えば、ある特定の認証装置クラス２３２



(33) JP 6433978 B2 2018.12.5

10

20

30

40

50

８は、（１）指紋センサ、（２）ＥＡＬ　３認定されている暗号的にセキュアなハードウ
ェア内に機密データを記憶すること、及び、（３）１０００分の１以下の他人受入率によ
る生体照合処理を使用することについて定義されることができる。他の装置クラス２３２
８は、（１）顔認識装置、（２）暗号的にセキュアなハードウェア内に機密データを記憶
せず、及び、（３）２０００分の１以下の他人受入率による生体照合処理を使用すること
ができる。それゆえに、上記基準を満たしている指紋センサや顔認識の実装は、適切な認
証装置クラス２３２８に追加される。
【０１６９】
　様々な個人属性は、認証要素（例えば、指紋、ＰＩＮ、顔）の種類などの認証装置クラ
ス、ハードウェアのセキュリティ保証のレベル、秘密の記憶位置、認証部によって暗号化
操作が行われる位置（例えば、セキュアチップ又はセキュア筐体内）、及び様々な他の属
性を定義するために使用することができる。使用することができる属性の他のセットは、
「照合」操作が実行されているクライアント上の位置に関連する。例えば、指紋センサは
、指紋センサ自体のセキュア記憶装置における指紋テンプレートのキャプチャ及び記憶を
実装することができ、指紋センサハードウェア自体内でそれらのテンプレートに対して全
ての検証を行い、高いセキュア環境をもたらす。あるいは、指紋センサは、単に指紋の画
像をキャプチャするが、全てのキャプチャ、記憶及び比較操作を実行するためにメインＣ
ＰＵ上でソフトウェアを使用する周辺機器とすることができ、あまりセキュアな環境をも
たらさない。「照合」の実装に関連する様々な他の属性はまた、認証装置クラスを定義す
るために使用することができる（例えば、照合がセキュア要素、信頼された実行環境（Ｔ
ＥＥ）又は他のセキュアな実行環境の形態において行われる（又は行われない）かどうか
）。
【０１７０】
　もちろん、これらは、単に認証装置クラスの概念を説明するための一例である。さらに
基本原理を順守しながら、様々な追加の認証装置クラスを指定することができる。さらに
、認証装置クラスが定義されている方法に応じて、単一の認証装置は、複数の装置クラス
に分類されてもよいことに留意すべきである。
【０１７１】
　１つの実施形態において、ポリシーデータベース２３２５は、新たな認証装置２３２９
を分類することができる新たなクラスを潜在的に含む新たな認証装置クラス２３２８とと
もにそれらが市場に出るときに新たな認証装置２３２９についてのデータを含むように定
期的に更新することができる。更新は、信頼できる当事者によって及び／又は信頼できる
当事者のために更新を提供する責を負う第三者（例えば、信頼できる当事者によって使用
されるセキュアトランザクションサーバプラットフォームを販売している第三者）によっ
て行われることができる。
【０１７２】
　１つの実施形態において、相互作用クラス２３２７は、信頼できる当事者２３２５によ
って提供される特定のトランザクションに基づいて定義される。例えば、信頼できる当事
者が金融機関である場合、相互作用は、トランザクションの金銭的価値に応じて分類する
ことができる。「高価値相互作用」は、＄５０００以上の量が関与するものとして定義す
ることができ（例えば、転送、引き出しなど）；「中間値相互作用」は、＄５００から＄
４９９９の量が関与するものとして定義することができ；「低価値トランザクション」は
、＄４９９以下の量が関与するものとして定義することができる。
【０１７３】
　関与する金額に加えて、相互作用クラスは、関与するデータの感度に基づいて定義され
てもよい。例えば、ユーザの機密又はプライベートデータを開示するトランザクションは
、「機密開示相互作用」として分類することができるのに対して、そのようなデータを開
示しないものは、「非機密開示相互作用」として定義することができる。様々な他の種類
の相互作用は、異なる変数並びに様々な最小値、最大値及び中間レベルを使用して定義す
ることができる。
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【０１７４】
　最後に、認証ルール２３２６のセットは、認証装置２３２９、認証装置クラス２３２７
及び／又は相互作用クラス２３２７を含むように定義することができる。例示として、限
定されるものではないが、特定の認証ルールは、（相互作用クラス２３２７によって指定
されたような）「高価値トランザクション」について、ＥＡＬ　３認定された暗号的にセ
キュアなハードウェアに検知データを記憶する指紋センサのみであること、及び、（認証
装置クラス２３２８として指定されたような）１０００分の１以下の他人受入率を有する
生体照合処理が使用可能であることを指定することができる。指紋装置が利用できない場
合、認証ルールは、許容される他の認証パラメータを定義することができる。例えば、ユ
ーザは、ＰＩＮやパスワードを入力し、また、（例えば、以前に信頼できる当事者に対し
てユーザによって提供された）個人的な一連の質問に回答する必要があることがある。認
証装置及び／又は認証装置クラスに指定された上記個人属性のいずれかは、認証要素の種
類（例えば、指紋、ＰＩＮ、顔）、ハードウェアのセキュリティ保証のレベル、秘密の記
憶位置、認証部によって暗号化操作が行われる位置などのルールを定義するために使用す
ることができる。
【０１７５】
　代替的に又は追加的に、ルールは、他の値が十分である限り、特定の属性が任意の値を
とることができることを指定することができる。例えば、信頼できる当事者は、ハードウ
ェアにそのシードを記憶してハードウェアで計算を実行する指紋認証装置が使用されなけ
ればならないことを指定することができるが、（これらのパラメータを満たす認証装置の
リストを含む認証装置クラス２３２８によって定義されているような）ハードウェアの保
証レベルを気にしない。
【０１７６】
　さらに、１つの実施形態において、ルールは、特定の認証装置２３２９が特定の種類の
相互作用の認証に使用することができることを単に指定することができる。例えば、組織
は、「検証モデル１２３の指紋センサ」のみが許容可能であることを指定することができ
る。
【０１７７】
　さらに、ルール又はルールのセットは、順序付けられてランク付けされた相互作用のた
めの認証ポリシーの組み合わせを作成するために使用することができる。例えば、ルール
は、個別の認証ポリシーについてのポリシーの組み合わせを指定することができ、信頼で
きる当事者の認証の好みを正確に反映したリッチポリシーの作成を可能とする。これは、
例えば、指紋センサが好ましい旨を信頼できる当事者が指定するのを可能とするが、どれ
も利用できない場合は、信頼できるプラットフォームモジュール（ＴＰＭ）ベースの認証
又は顔認識のいずれかが次の最良の選択肢（例えば、優先順位順）として同様に好ましい
。
【０１７８】
　１つの実施形態において、適応型認証ポリシーエンジン２３４５は、クライアント１７
００とのトランザクションを許可するかどうかを判定する際に、相互作用クラス２３２７
、認証装置クラス２３２８及び／又は認証機器データ２３２９をあてにする認証ルール２
３２６を実装する。例えば、信頼できる当事者のウェブサイト又は他のオンラインサービ
ス２３４６とのトランザクションに入ろうとしているクライアント装置１７００のユーザ
に応じて、適応的認証ポリシーエンジン２３４５は、適用可能な１つ以上の相互作用クラ
ス２３２７及び関連する認証ルール２３２６のセットを識別することができる。そして、
（クライアントの認証エンジン２３１０内の構成要素として図２３に図示された）クライ
アント装置１７００における適応的認証ポリシーモジュール２３５０との通信を介してこ
れらのルールを適用することができる。そして、適応的認証ポリシーモジュール２３５０
は、指定された認証ポリシーを順守するために１つ以上の認証技術２３１２のセットを識
別することができる。例えば、認証技術の優先順位セットが信頼できる当事者の適応的認
証ポリシーエンジン２３４５によって指定された場合、適応型認証ポリシーモジュール２
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３５０は、クライアント１７００において利用可能な最も優先度の高い認証技術を選択す
ることができる。
【０１７９】
　認証技術２３１２の結果は、現在のユーザが正当ユーザであるという保証レベルを生成
する保証計算モジュール２３４０に提供される。１つの実施形態において、保証レベルが
十分に高い場合、クライアントは、トランザクションを可能とする信頼できる当事者の認
証エンジン２３１１に対して成功した認証の結果を通信する。
【０１８０】
　１つの実施形態において、クライアント装置センサ１７４１～１７４３からのデータは
また、保証レベルを生成するために保証計算モジュール２３４０によって使用されること
ができる。例えば、位置センサ（例えば、ＧＰＳ装置）は、クライアント装置１７００の
現在の位置を示すことができる。クライアント装置が予想される位置（例えば、家庭又は
職場）にある場合、保証計算モジュール２３４０は、保証レベルを増加させるためにこの
情報を使用することができる。これとは対照的に、クライアント装置１７００が予想され
ない位置にある場合（例えば、ユーザが以前に訪れていない外国）、保証計算モジュール
２３４０は、保証レベルを下げるためにこの情報を使用することができる（それによって
、許容できる保証レベルに到達するためにより厳密な明示的なユーザ認証を必要とする）
。上述したように、温度、湿度、加速度計データなどの様々な追加のセンサデータは、保
証レベルの計算に組み込むことができる。
【０１８１】
　図２３に示されるシステムは、クライアント認証機能及び他の情報が信頼できる当事者
に通信される特異性に基づいて異なって動作することができる。例えば、１つの実施形態
において、明示的なユーザ認証装置１７２０～１７２１のそれぞれの特定のモデル及びク
ライアント装置１７００におけるセキュリティハードウェア／ソフトウェア及びセンサ１
７４１～１７４３の具体的な詳細は、信頼できる当事者１７５０に通信することができる
。そのため、本実施形態において、適応型認証ポリシーエンジン２３４５は、現在のトラ
ンザクションとクライアントに関連するリスクのために実装された認証ルールに基づいて
、認証の所望のモードを具体的に識別することができる。例えば、適応的認証ポリシーモ
ジュール２３４５は、指定されたトランザクションのためにクライアントにインストール
された「検証モデル１２３」指紋センサを介して認証を要求することができる。
【０１８２】
　他の実施形態において、クライアント装置１７００の認証機能の唯一の一般的な記述は
、ユーザのプライバシーを保護するために設けられてもよい。例えば、クライアント装置
は、ＥＡＬ　３に認定された暗号的にセキュアなハードウェア内に機密データを記憶する
指紋センサを有し及び／又はＮ分の１未満の他人受入率を有する生体照合処理を使用する
ように通信することができる。これらの装置の特定のモデルを開示することなく、他の認
証装置の機能及び仕様に関連する同様の一般的な情報を指定することができる。そして、
適応的認証ポリシーエンジン２３４５は、データベース２３２５内の該当する認証装置ク
ラス２３３８に認証装置を分類するために、この一般的な情報を使用することができる。
トランザクションを実行するための要求に応じて、適応的認証ポリシーモジュール２３４
５は、そのクラスがトランザクションを完了するのに十分である場合には特定の認証装置
を使用するようにクライアント装置１７００に指示することができる。
【０１８３】
　さらに他の実施形態において、クライアント装置１７００は、信頼できる当事者に対し
て認証機能に関連するいかなるデータも通信しない。むしろ、本実施形態において、適応
型認証ポリシーモジュール２３４５は、必要な認証のレベルを通信し、クライアントにお
ける適応的認証ポリシーモジュール２３５０は、認証のレベルを満たす１つ以上の認証技
術を選択する。例えば、適応的認証ポリシーモジュール２３４５は、認証装置の唯一の特
定のクラスを使用することができる（相互作用クラス２３２７によって指定された）「高
価値トランザクション」として現在のトランザクションが分類されていることを通信して
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もよい。上述したように、それはまた、優先順位付けの方法で認証クラスを通信すること
ができる。この情報に基づいて、クライアントにおける適応的認証ポリシーモジュール２
３５０は、現在のトランザクションのために必要な１つ以上の認証技術２３１２を選択す
ることができる。
【０１８４】
　図２３に示されるように、クライアント装置１７００は、各信頼できる当事者について
のポリシーデータを記憶／キャッシュするために独自のポリシーデータベース２３９０を
含むことができる。ポリシーデータベース２３９０は、信頼できる当事者のポリシーデー
タベース２３２５内に記憶されたデータのサブセットを含むことができる。１つの実施形
態において、ポリシーデータの異なるセットは、（各信頼できる当事者の異なる認証ポリ
シーを反映する）各信頼できる当事者のためのデータベース２３９０に記憶される。これ
らの実施形態において、（すなわち、様々なトランザクション種類に関連付けられたルー
ルがローカルポリシーデータベース２３９０内で利用可能であるため）トランザクション
の特定のカテゴリの単なる指示（例えば、「高価値トランザクション」、「低価値トラン
ザクション」など）は、必要な認証技術２３１２を選択するために、クライアント装置１
７００における適応的認証ポリシーモジュール２３５０にとって十分な情報であってもよ
い。そのため、適応的認証ポリシーモジュール２３４５は、適応的認証ポリシーモジュー
ル２３５０がその相互作用クラスに関連付けられたルールに基づいて認証技術２３１２を
識別するために使用する現在のトランザクションの相互作用クラスを単に示すことができ
る。
【０１８５】
　クライアント装置機能に基づいて適応的認証を行うための方法が図２４に図示されてい
る。本方法は、図２３に示されたシステム上に実装することができるが、任意の特定のシ
ステムアーキテクチャに限定されるものではない。
【０１８６】
　２４０１において、クライアントは、信頼できる当事者とのトランザクションを実行し
ようとする。例示として、限定されるものではないが、クライアントは、オンライン購入
のための支払い情報を入力することができるか又は銀行口座間で資金を転送することを試
みることができる。２４０２において、トランザクションが分類される。例えば、上述し
たように、トランザクションは、関与する金額又は関与する情報の機密性などの変数に基
づいて特定の相互作用クラスに関連付けられてもよい。
【０１８７】
　２４０３において、トランザクションのカテゴリに関連付けられた１つ以上のルールが
識別される。上記例を参照すると、トランザクションが「高価値トランザクション」とし
て分類される場合、このトランザクション種類に関連付けられたルールが選択されてもよ
い。２４０４において、トランザクション種類に関連付けられたルールが実行され、上述
したように、情報は、トランザクションを完了するために認証要求を示すクライアントに
送信される。上述したように、これは、特定の認証装置を識別し、認証装置のクラスを識
別し又は（例えば、クライアントがルールのローカルコピーを保持する場合）実施される
必要がある特定のルールを単に示すことを含んでもよい。
【０１８８】
　いずれの場合においても、２４０５において、１つ以上の認証技術のセットは、ルール
及びクライアントの認証機能を介して指定された要件に基づいて選択される。２４０６に
おいて認証が成功したと判定された場合、トランザクションは、２４０７において許可さ
れる。そうでない場合、トランザクションは、２４０８においてブロックされる（又は追
加の認証がユーザから要求される）。
【０１８９】
　本明細書に記載された本発明の実施形態から実現される多くの利点がある。例えば、こ
れらの実施形態は、信頼できる当事者に認証機能を統合するのに必要な作業量を減らすこ
とができる。例えば、認証ポリシーを体系化するためのコードを書く代わりに、ルールは
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、簡単なグラフィカルユーザインターフェースを介して設定されることができる。全ての
信頼できる当事者がポリシーを統合するために行う必要があるものは、相互作用クラス（
例えば：「大送金」）についてのポリシーを定義し、利用するために正しい認証機構を決
定するためにポリシーエンジンと相互作用するときにそのポリシー識別子を使用する統合
コードを有することである。
【０１９０】
　さらに、これらの実施形態は、認証ポリシーの管理を簡素化する。コードから認証ポリ
シーを発現することにより、このアプローチは、コードの変更を必要とせずに自己の認証
ポリシーを組織が容易に更新するのを可能とする。規制委任の新たな解釈を反映するため
又は既存の認証機構への攻撃に対応するための変更は、ポリシーの単純な変更となり且つ
迅速に行うことができる。
【０１９１】
　最後に、これらの実施形態は、認証技術の将来の改良を可能とする。新たな認証装置が
利用可能になると、組織は、新たな又は生じたリスクに対処するためにその妥当性を評価
することができる。新たに利用可能な認証装置を統合することは、ポリシーに認証装置を
追加する必要があるのみであり、新たなコードがすぐに新たな機能を展開するために記述
される必要がない。
　Ｇ．認証時における眼追跡のためのシステム及び方法
【０１９２】
　一般に、認証技術は、（ａ）秘密情報が認証に使用される場合又は（ｂ）偽の入力を生
成することが困難である場合、なりすましに対してロバストである。ほとんどのシステム
は、今日、パスワードベースの認証をあてにしている。パスワードは、再現するのが容易
であるため、セキュアに保持される必要がある。したがって、パスワード攻撃は、通常、
ユーザのパスワードへのアクセスを得ることにフォーカスする。最近の攻撃は、パスワー
ドが検証のために記憶されたサーバの脆弱性を実証している。
【０１９３】
　パスワードベースの認証とは対照的に、認証のために生体認証を使用した場合、生体認
証情報は、通常公開される。例えば、指紋は、ユーザによってタッチされた（ほとんど）
全ての物体から取得することができる。同様に、ユーザの顔は、通常は隠されていないた
め、誰かにみられてキャプチャされることがあり、大抵の場合にはソーシャルネットワー
ク上で公開される。
【０１９４】
　同じ生体認証特性を有する別人を「生成」することが困難であるため、現実の世界では
、我々は、人をみるときに我々自身の認識能力をあてにすることができる。例えば、同じ
顔及び癖を有する別人を「生成」することは困難である。これは、政府がパスポート、Ｉ
Ｄカード、運転免許証及び他の文書における顔の写真を含むためである。しかしながら、
仮想世界において、我々は、システムを偽装するために同じ顔をしている別人を「生成」
する必要はないが、顔の画像などのコンピュータが認識する何かのみを生成する必要があ
る。換言すれば、「モラルは、検証者が以下の２つのことを確認することができる場合に
のみ生体認証が良好に動作するということである：１つ目は生体認証が検証時に人から到
来するものであること、２つ目は生体認証がファイル上のマスタ生体認証と一致すること
」（本明細書の特許請求の範囲前に提供された参考文献のリストからの参考文献１を参照
）。
【０１９５】
　過去には、自動顔認識の研究は、静止画や動画を使用して顔の信頼性の認識にフォーカ
スしている。例えば、以下の参考文献２を参照のこと。いくつかの比較的ロバストな顔認
識技術が存在しており、システムは今日市販されている（参考文献３を参照）。しかしな
がら、「生存性」検出、すなわち、「生体認証がファイル上のマスタ生体認証と一致する
・・・検証」にはあまり注意が払われない。いくつかの使用ケースにおいて、なりすまし
保護は、必要とされていないか又は（例えば、法執行アプリケーションのために）さらに
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人間によって行われている。
【０１９６】
　一方ではノートブックやスマートフォンなどのコンピューティング装置におけるカメラ
の普遍性と他方では最も一般的な認証方法としてのパスワードの弱点は、一般に、生体認
証方法、特に顔認識の採用を促進する。認証方法としての顔認識の第１の大規模な「トラ
イアル」は、ＧｏｏｇｌｅのＡｎｄｒｏｉｄ　４（別名、「アイスクリームサンドイッチ
」）において行われ、静止画像認識に基づいていた。これらの技術は、写真によって容易
にだまされることができる（参考文献４を参照）。Ａｎｄｒｏｉｄ　４．１（別名、「ジ
ェリービーン」）における生存性検出のいくつかの並べ替えを含む改善された方法でさえ
も、カメラに対してコンピュータディスプレイ上で１つは開いた眼を有し且つ閉じた眼を
有する電子的に変更されたものというシーケンス内の２枚の写真を提示することによって
容易にだまされることができる（参考文献５を参照）。
【０１９７】
　この弱点は、モバイル装置のリソースの制約によるものであると主張することができる
が、それはまた、ＰＣやアンチスプーフィング検出の研究であっても利用可能な市販のソ
フトウェアがまだ非常に成熟していないことを示している。本特許出願の譲受人は、この
知見を確認するＰＣベースの顔認識ソフトウェアを使用してテストを実行した。
【０１９８】
　Ｗｉｎｄｏｗｓ　７（登録商標）ベースのサムスンシリーズ５（登録商標）ノートブッ
ク上で動作する説得力のあるＢｉｏＴｒｕｓｔ　３．００．４０６３は、「高」に設定さ
れたセキュリティ設定であっても生存性検査を全く実行しない。通常のコンピュータのモ
ニタ上に表示される単純な顔画像は、システムを成功裏に偽装するのに十分であった。
【０１９９】
　Ｍａｃｂｏｏｋ　Ａｉｒ（登録商標）上で動作するＫｅｙＬｅｍｏｎ　２．６．５は、
生存性チェックとして単純な点滅テストを実行する。それは、３つの画像のシーケンス表
示することによって成功裏になりすますことができる：（１）（例えば、ウェブカムによ
って作成された）顔の実画像；（２）目が閉じているかのようにみえるように再着色され
ている実画像の変更；（３）再び実画像。
【０２００】
　アンチスプーフィング検出は、異なるアルゴリズムを比較するときのＮＩＳＴ生体認証
ベンダーテストなどの標準的なテストの一部ではない。例えば、参考文献６～８を参照の
こと。２０１１年にいくつかの研究者によって組織された最初に知られている公開競技の
１つは（参考文献９を参照）、いくつかのアルゴリズムの初期の成功を示したが、それは
３２０×２４０ピクセルの解像度を持つビデオに基づいていた。典型的なコンピューティ
ング装置は、少なくとも６４０×４８０ピクセルの前方に面したカメラの解像度を提供す
る。
【０２０１】
　図２５は、顔認識を行うための生体認証装置２５００を有する例示的なクライアント２
５２０を図示している。正常に動作させた場合、生体認証センサ２５０２（例えば、カメ
ラ）は、ユーザから生の生体データを読み取り（例えば、ユーザの写真をスナップする）
、特徴抽出モジュール２５０３は、生の生体データの指定された特性を抽出する（例えば
、特定の顔特徴をフォーカスするなど）。照会モジュール２５０４は、クライアント２５
２０におけるセキュア記憶装置に記憶された生体認証テンプレートデータ２５１０で抽出
された特徴を比較し、抽出された特徴と生体認証テンプレートデータ２５１０との間の類
似性に基づいてスコア及び／又ははい／いいえ応答を生成する。生体認証テンプレートデ
ータ２５１０は、典型的には、ユーザが装置２５００によって顔画像又は他の生体情報を
登録する登録処理の結果である。そして、アプリケーション２５０５は、認証が成功した
かどうかを判定するためにスコア又ははい／いいえ結果を使用することができる。
【０２０２】
　（１）－（８）として図２５において特定された、顔認識システムを偽装するために攻



(39) JP 6433978 B2 2018.12.5

10

20

30

40

50

撃の複数の潜在的なポイントがある（参考文献１０、１１を参照）。（例えば、電子署名
を用いて）生体認証テンプレート（６）の完全性を保証し且つ（例えば、（ａ）ホワイト
ボックス暗号化方法、（ｂ）コード難読化及び（ｃ）装置結合の組み合わせを適用するこ
とによって）特徴抽出部（３）、特徴ベクトル（４）、照会部（５）及びその最終結果（
８）の完全性を保護するための周知の保護機構がある。
【０２０３】
　特徴抽出部（２）に対して古いキャプチャデータを再生することに対する保護機構は、
（少なくとも理論的に）信頼できるコンピューティンググループのアプローチによって且
つＡＲＭ　ＴｒｕｓｔＺｏｎｅに対する潜在的な拡張によってカバーされる。基本的に、
本アプローチは、センサに暗号化保護機構（例えば、ＨＭＡＣ又は電子署名）を追加し、
現在のスマートカードチップに使用される保護機構に類似する改竄防止の方法でセンサを
カプセル化することである。特徴抽出エンジンは、入力データの完全性を確認することが
できる。
【０２０４】
　以下に記載される本発明の実施形態は、ユーザの「生存性」を確認するために眼追跡技
術を利用するが、１つの実施形態において、これらの技術は、偽の生体認証を検出するた
めの１つ以上の既存の技術と組み合わされる（参考文献１を参照）。これは、現在進行中
の研究の分野である。既存の研究は、偽の生体認証についての保護アプローチの４つの異
なるクラスを識別している（参考文献１２を参照）：
　１．データドリブン特性評価
　　ａ．静止画像
　　　ｉ．２次元フーリエスペクトルを分析する再スキャン画像によって解像度の低下を
検出する（参考文献１３）
　　　ｉｉ．画像プリントに対する実際の顔の異なる反射特性を利用する。この理論は、
ランバート反射特性に基づいている（参考文献１４）
　　　ｉｉｉ．印刷欠陥に起因する実際の顔と画像プリントの異なるマイクロテクスチャ
を利用する（参考文献１５）
　　　ｉｖ．他の方法と組み合わせて印刷された画像における品質劣化やノイズ付加を利
用する（参考文献１６）
　　ｂ．映像
　　　ｖ．各カメラセンサは、独自の特性を有し、モニタに表示された映像の再キャプチ
ャは、アーチファクトを引き起こす。これは、なりすましを検出するために使用すること
ができる（参考文献１２）。
　　　ｖｉ．画像によるなりすましの場合、顔背景依存性がある（参考文献１７）。
　　　ｖｉｉ．なりすまし攻撃の場合、顔は、通常、より多くの剛体運動を示す（参考文
献１８）。
　　ｃ．静止画像及び動画像の組み合わせ（参考文献１２）
　２．ユーザ行動モデリング（参考文献１２）
　３．ユーザ相互作用のニーズ（参考文献１２）。
　４．追加装置（参考文献１２）
【０２０５】
　単に既存のセンサ技術に基づく最も効果的な非侵襲型機構は、動き、テクスチャ及び生
存性検出の組み合わせに基づいているようにみえる。参考文献９を参照のこと。
　テクスチャの違い
【０２０６】
　画像を印刷して再スキャンする影響を検出することができる。印刷して再スキャンする
ことによって画像の品質が向上しないことは直感的に明らかである。参考文献１５の研究
は、差異がマイクロテクスチャを分析することによってアルゴリズム的に検出することが
できることを示している：「実際の顔と顔プリントとの差異をよくみると、写真は平面剛
体とみなすことができるのに対して、人の顔は複雑な非剛体３次元物体であるため、人の
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顔やプリントが様々な方法で光を反射することが明らかになる」。
【０２０７】
　このアルゴリズムは、ＮＵＡＡ写真偽者データベースに含まれる画像に対してテストさ
れている。性能は、最適化されていないＣ＋＋コードを使用して３ＧＢのＲＡＭを有する
２．４ＧＨｚのＩｎｔｅｌ　Ｃｏｒｅ　２　Ｄｕｏ　ＣＰＵにおいて画像を処理するため
に、平均で１６．５ｍｓであることが報告されている。
　可視光の代わりの赤外線
【０２０８】
　赤外スペクトルで画像又は映像を表示することは困難である。その結果、参考文献１９
において提案されている顔の熱パターンのキャプチャに基づく生存性検出は、可視光のパ
ターンをキャプチャするよりもロバストである。残念ながら、赤外線センサは、高価であ
り、典型的なノートブック、タブレット又はスマートフォンに含まれていない。
　オプティカルフローベースの方法
【０２０９】
　実際の顔は、３次元物体である。顔は、典型的には、通常の会話において移動している
。中央の顔部品、すなわち、カメラに対して短距離を有する部品の２次元動きは、カメラ
からの長距離を有する顔領域の２次元動きに比べて高いことが予想される（参考文献２０
、２１、２２）。この種の検出について、少なくとも３つの連続した画像のシーケンスが
必要である。
【０２１０】
　参考文献２１の研究は、ＳＡＲＴ－２プロジェクト、モバイルワークステーションにつ
いての生体認証セキュリティシステムの一部である。
　静止画像の代わりの動画像
【０２１１】
　参考文献２３において、点滅ベースの生存性の検出方法が記載されている。この方法は
、単純な写真ベースのなりすまし攻撃に対してかなりロバストであるようにみえる。顔を
認識することに加えて、本方法は、眼を配置し、眼を閉じると観測された画像シーケンス
において視認可能であるかどうかを検査する。Ａｎｄｒｏｉｄ　４．１の大規模試験から
わかるように、この方法は、「フォトショップ」攻撃に対して明らかに非常にロバストで
はない。参考文献５を参照のこと。
【０２１２】
　一般に、そのような動画ベースのシステムを偽装するために、攻撃者は、小さな画像シ
ーケンスを生成しなければならず、センサにシーケンスを提示しなければならない。強力
な画像エディタ、無料のビデオエディタ及びタブレットＰＣを有する世界において、これ
は比較的容易に達成される。
【０２１３】
　そのような方法は、「公知の相互作用」として特徴付けられる。すなわち、攻撃者は、
事前に必要な相互作用を知っており、照会画像シーケンスを準備することができる。
【０２１４】
　参考文献２３において、シーンと眼の瞬きのコンテキストが分析に含まれる。Ｉｎｔｅ
ｌ　Ｃｏｒｅ２　Ｄｕｏ　２．８ＧＨｚ、２ＧＢのＲＡＭにおいて測定された性能は、ビ
デオフレームあたり約５０ｍｓ（２０ＦＰＳ）である。
　チャレンジレスポンス方法
【０２１５】
　生体認証のコンテキストにおいて、チャレンジ応答は、以下のように定義される：
　この方法は、個体から直接応答を誘発することによって人の存在を確認するために使用
される。応答は、自発的又は非自発的であることができる。自発的な応答において、エン
ドユーザは、システムが提示するものに意識的に反応する。非自発的応答において、エン
ドユーザの身体は、自動的に刺激に応答する。チャレンジ応答は、攻撃からシステムを保
護するために使用することができる。
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　（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　＆　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏｕｎｃｉｌ’
ｓ　Ｓｕｂｃｏｍｍｉｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｂｉｏｍｅｔｒｉｃｓ）
　マルチモーダルシステム
【０２１６】
　なりすまし攻撃、ノイズの多いデータなどに対する生体認証方法のロバスト性を向上さ
せるためにマルチモーダルシステムが提案されている。参考文献２５を参照のこと。
【０２１７】
　そのようなマルチモーダルシステムに対するシミュレートされたなりすまし攻撃の効果
は、参考文献２６において分析されている。主な結果は、全ての融合方式がなりすまし攻
撃に対するロバスト性を向上させないということであり、いくつかの融合方式において、
マルチモーダルシステムの全体を偽装するために単一の生体認証方法のみを偽装するのに
十分であることを意味する。実際のなりすまし攻撃による既存の方式の分析は、同様の結
果をもたらす。参考文献２７を参照のこと。
【０２１８】
　一般に、マルチモーダルシステムの３つの異なるクラスがある。
　１）成功裏に単一の形質を偽装するシステムは、システム全体を偽装するのに十分であ
る。小さなＦＲＲのためのマルチモーダルシステムの最適化は、通常、そのような結果を
もたらす。
　２）以下のシステム：
　　ａ）複数の形質が成功裏にシステム全体を偽装するために偽装されなければならない
；及び、
　　ｂ）このマルチモーダルシステム内の任意の１つの形質を偽装することは、単一のモ
ーダルシステムにおいて同じ形質を偽装するよりも複雑ではない。
　３）以下のシステム：
　　ａ）複数の形質が成功裏にシステム全体を偽装するために偽装されなければならない
；及び、
　　ｂ）このマルチモーダルシステム内のいずれかの形質を偽装することは、単一のモー
ダルシステムにおいて同じ形質を偽装するよりも複雑である。以下に記載される本発明の
実施形態は、このカテゴリに入る。
【０２１９】
　本発明の１つの実施形態は、ランダムに配置されて画面上に表示される関心領域を変化
させることに対する応答を測定するために、認証処理の一部として眼追跡を行う。例えば
、ランダムな画面レイアウト混合テキスト、空き領域、画像や映像クリップのシーケンス
は、非侵襲者の眼球運動を誘導するためにユーザに提示することができる。同時に、眼追
跡技術は、眼が予想される方法で画面レイアウトに反応していることを確認するために使
用される。そして、この情報は、予想される顔がなおも存在することを確認するために顔
認識技術と組み合わせることができる。さらに、上述したように、眼追跡及び顔認識技術
は、正当ユーザが装置を所有することを保証するのに十分なレベルに到達するために他の
技術（例えば、位置ベースの認証、非侵襲型ユーザ存在検出、指紋スキャンなど）と組み
合わせることができる。
【０２２０】
　ウェブページや他のコンテンツの種類を読むことは、コンテンツに沿った眼の円滑なス
イープをともなうが、（「凝視」と称される）一連の短い停止及び迅速な「衝動」はない
。一連の凝視及び衝動の結果は、「スキャンパス（scanpath）」と称される。スキャンパ
スは、認知意図、関心及び特徴性を分析するのに有用である（「眼追跡」についての現在
のウィキペディアの記事ｅｎ．ｗｉｋｉｐｅｄｉａ．ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ｅｙｅ＿ｔｒａ
ｃｋｉｎｇを参照）。「ヒートマップ」は、ウェブページや電子メールを表示する際に凝
視された人々のグループの分野を示す集計表示である（Ｈａｒｔｚｅｌｌ、「クレイジー
エッグヒートマップは人々があなたのウェブサイトをクリックした位置を示す（Crazy Eg
g Heatmap Shows Where People Click on Your Website）」（２０１２年１１月３０日）
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、現在ｗｗｗ．ｍｉｃｈａｅｌｈａｒｔｚｅｌｌ．ｃｏｍ／Ｂｌｏｇ／ｂｉｄ／９２９７
０／Ｃｒａｚｙ－Ｅｇｇ－Ｈｅａｔｍａｐ－ｓｈｏｗｓ－ｗｈｅｒｅ－ｐｅｏｐｌｅ－ｃ
ｌｉｃｋ－ｏｎ－ｙｏｕｒ－ｗｅｂｓｉｔｅを参照）。
【０２２１】
　図２６に図示されるように、本発明の１つの実施形態は、本明細書に記載された顔認識
を実行するための顔認識モジュール２６０４及び眼追跡動作を実行するための眼追跡モジ
ュール２６０５を含むクライアント装置２６００における認証エンジン２６１０を備える
。１つの実施形態において、顔認識モジュール２６０４及び眼追跡モジュール２６０５は
、それぞれの操作を実行する装置上でカメラ２６０２によってキャプチャされたビデオ画
像２６０３のシーケンスを分析する。
【０２２２】
　その顔認識動作を実行するために、顔認識モジュール２６０４は、セキュアな顔認識デ
ータベース２６４６に記憶された顔認識テンプレートをあてにする。特に、上述したよう
に、顔認識モジュール２６０４内の照会ロジックは、顔認識データベース２６４６に記憶
された顔テンプレートデータとビデオ画像２６０３から抽出された顔特徴を比較し、抽出
された特徴と顔テンプレートデータとの類似度に基づいて「スコア」を生成する。上述し
たように、データベース２６４６に記憶された顔テンプレートデータは、ユーザが装置２
６００に顔画像又は他の生体データを登録する登録処理によって生成することができる。
そして、顔認識モジュール２６０４によって生成されたスコアは、正当ユーザが現在のト
ランザクションを開始しているという保証を表現する保証レベル２６０６を形成するため
に、（例えば、以下に説明する眼追跡モジュール２６０５などの）他の認証モジュールか
らのスコアと組み合わせることができる。１つの実施形態において、各スコアは、特定の
トランザクションについての十分な保証レベル２６０６を生成するために特定の閾値に到
達しなければならない。（閾値に到達したと仮定した）１つの実施形態において、スコア
は、他の数式を使用してともに加算又は組み合わせることができる（例えば、スコアは、
重み付け、平均化、ともに加算又は任意の他の方法で組み合わせることができる）。
【０２２３】
　眼追跡分析を行うために、眼追跡モジュール２６０５は、セキュアな眼追跡データベー
ス２６４５内に記憶された眼追跡テンプレートをあてにする。別個のデータベースとして
図示されているが、眼追跡データベース及び顔認識データベースは、実際には同じセキュ
アなデータベースとすることができる。１つの実施形態において、眼追跡テンプレートは
、クライアント装置のディスプレイ２６０１上でユーザに対して表示されることになるテ
キスト、グラフィックス、写真、ビデオ及び／又は空白領域（そのいくつかの例は、以下
の図２８Ａ～Ｂに示されている）並びに潜在的にコンテンツが表示される順序を指定する
。さらに、眼追跡テンプレートは、ユーザに表示されるコンテンツに応じてユーザの眼の
予想される動作特性を特定するデータを含む（例えば、ヒートマップの形態で、以下参照
）。眼追跡モジュール２６０５内の照会ロジックは、予想される動きと実際の動きとの類
似度に基づいて「スコア」に到達するために（ビデオ画像からキャプチャされた）実際の
動きとユーザの眼の予想される運動を比較する。上述したように、スコアは、その後、保
証レベル２６０６を形成するために（例えば、顔認識モジュール２６０４などの）他の認
証モジュールからのスコアと組み合わせることができる。データベース２６４６に記憶さ
れた眼追跡テンプレートデータは、それぞれ表示されたウェブページ又は他の表示された
画像に応答して、他のユーザ及び／又は装置の実際のユーザの記録された眼の動きを使用
してコンパイルすることができる。例えば、顔認識テンプレートと同様に、眼追跡テンプ
レートは、ユーザが装置２６００に彼／彼女の眼の動きを登録する登録処理の一部として
生成することができる。
【０２２４】
　１つの実施形態において、眼追跡モジュール２６０５は、表示される画像（テキスト、
グラフィックス、ビデオ、画像、及び／又は空白領域を含むことができる）とユーザの眼
球運動との相関を判定する。例えば、動画がディスプレイの右下に表示されている場合、
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ユーザの大部分は、この領域に注目を向けるであろう。それゆえに、眼追跡モジュール２
６０５がユーザの眼が指定された期間（例えば、２秒）内にこの領域に移動したことを検
出した場合、それは、ユーザの眼とテンプレートとの高い相関を検出し、相対的に高いス
コアをもたらす。これとは対照的に、ユーザの眼がこの領域に移動しない（又はまったく
移動しない）場合、眼追跡モジュール２６０５は、低い相関と対応する低いスコアを検出
する。
【０２２５】
　図２６に示されるように、様々な他の明示的なユーザ認証装置２６２０～２６２１及び
センサ２６４３がクライアント装置２６００上に構成されることができる。これらの認証
装置及びセンサは、保証レベル２６０６を生成するとき（すなわち、本明細書に記載され
た眼追跡及び顔認識に加えて）、（必要に応じて）認証エンジン２６１０によって使用さ
れる追加の認証データを提供することができる。例えば、センサは、クライアント装置２
６００の位置を判定するために位置センサ（例えば、ＧＰＳ）を含むことができる。クラ
イアント装置が予想位置にある場合には、認証エンジンは、保証レベル２６０６を増加さ
せるためにこのデータを使用することができる。これに対して、クライアント装置が異常
位置（例えば、他の国）にある場合、これは、保証レベル２６０６に負に影響を与えるこ
とができる。このように、認証データは、非侵襲的に（すなわち、エンドユーザから明示
的な入力なしに収集されたセンサデータを使用して）生成することができる。
【０２２６】
　さらに、他の非侵襲型技術は、最後の明示的なユーザ認証から経過した時間を監視する
認証エンジン２６１０を含む。例えば、ユーザが指紋又は他の生体認証装置２６２０～２
６２１を使用して認証されたか又は最近（例えば、１０分以内）パスワードを入力した場
合、それは、保証レベル２６０６を増加させるためにこの情報を使用する。これに対して
、ユーザが数日間明示的に認証されていない場合、それは、顔認識モジュール２６０５及
び眼追跡モジュール２６０５によってより厳密な認証を必要とすることができる（例えば
、それは、保証レベルを現在のトランザクションについて許容可能な値まで増加させるた
めに通常よりもテンプレートデータとの高い相関を必要とすることができる）。
【０２２７】
　１つの実施形態において、セキュア記憶装置２６２５は、信頼できる当事者（例えば、
クラウドサービス２６５０又は他の種類のネットワークサービス）とセキュア通信を確立
するために、認証部のそれぞれに関連付けられ且つセキュア通信モジュール２６１３によ
って使用されるために設けられた認証鍵を記憶するセキュア記憶装置である。
【０２２８】
　ウェブページ用に生成された例示的な「ヒートマップ」が図２７に示されている。色コ
ードは、ユーザがみながら自己の眼を固定したウェブページの領域を表す。赤色は（ユー
ザがより頻繁にこれらの領域をみる傾向があったことを意味する）最大の固定量を示し、
（より少ない固定を示す）黄色、（さらに少ない固定を示す）青色、そして（固定なし又
は閾値以下の固定を示す）無色が続く。
【０２２９】
　ウェブページを設計する際に、眼追跡及びヒートマップ分析がユーザビリティの分析の
一部として実行される。研究（例えば、参考文献２９、３０を参照）は、ウェブユーザが
ページの折り目上の情報をみて時間の８０％を費やすことが示されている。ユーザはスク
ロールしないが、彼らは折り目以下に注意の２０％のみを割り当てる。ウェブユーザは、
ページの左半分をみて時間の６９％を費やすとともに右半分をみて３０％を費やす。それ
ゆえに、従来のレイアウトは、サイトが役立つ可能性が高くなる。
【０２３０】
　モニタ上に表示される静止画像又は映像を提示するようななりすまし攻撃は、おそらく
画面レイアウトに相関しないであろうスキャンパスとして眼追跡モジュール２０５によっ
て検出することができる。様々な種類の眼追跡方法が利用可能である：高精度の特殊な装
置及び標準のウェブカムを用いた方法に基づくソフトウェア（参考文献３３を参照）。
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【０２３１】
　図２８Ａは、クライアント装置のディスプレイ２６０１に表示されるテキスト２８０５
及び画像及び／又は映像２８０１の例示的なグループ化を図示している。１つの実施形態
において、グループ化は、ウェブページに統合される。しかしながら、本発明の基本原理
は、ウェブベースの組織に限定されるものではない。グループ化はまた、スクリーンセー
バーや他のアプリケーションの一部とすることができる。１つの実施形態において、テキ
スト２８０５及び画像／映像２８０１は同時に表示される。他の実施形態において、テキ
ストは最初に表示され、画像／映像２８０１が続く。いずれの場合にも、予想は、ユーザ
の眼が（画像／映像２８０１が表示される）ディスプレイ２６０１の右下に向けられると
いうものである。
【０２３２】
　図２８Ｂは、テキスト領域２８０５及び３つの画像／映像要素２８００～２８０２を含
む他の例を図示している。１つの実施形態において、画像／映像要素２８００は最初に表
示され、画像／映像要素２８０１が続き、画像／映像要素２８０２が続く。そのような場
合、ユーザの眼は、ディスプレイの右上角から右下、その後に左下へと移動する必要があ
る。
【０２３３】
　１つの実施形態において、特定の画像／映像要素２８００～２８０２及び他のコンテン
ツ種類は、眼追跡モジュール２６０５によってランダムに選択され、それによって認証及
びなりすましを困難とする。さらに、特定の位置は、異なる画像／映像要素２８００～２
８０２はランダムに選択される。そのような場合、眼球運動テンプレートは、コンテンツ
を表示するための特定の動作モードを指定することができるが、実際の位置の実際のコン
テンツを指定しない。ユーザの眼が表示されるコンテンツに向けて引き寄せなければなら
ないことを仮定する眼追跡モジュール２６０５によって選択され、これが検出された程度
に基づいて相関及びスコアを生成する。
【０２３４】
　さらに、独自のコンテンツを生成するよりもむしろ、眼追跡モジュール２６０５は、信
頼できる当事者２６５０の既存のウェブページ又は装置上でローカルに記憶されている画
像などの既存のコンテンツを使用することができる。例えば、信頼できる当事者が金融機
関であり、ユーザが金融トランザクションに入ろうとしている場合、トランザクション中
に通常表示されるウェブページが表示されることができる。そのような場合、眼追跡モジ
ュール２６０５は、眼追跡データベース２６４５から（図２７に示されるような）ウェブ
ページのヒートマップを取り出し、相関がヒートマップ及びエンドユーザによってみられ
る位置に対して存在するかどうかを判定することができる。
【０２３５】
　要約すると、本明細書に記載された実施形態は、テキスト、空き領域、画像及び映像ク
リップを混合したランダム画面レイアウトのシーケンスを提示し、キャプチャされたスキ
ャンパスを生成するユーザの眼を継続的に追跡することができる。そして、相関がキャプ
チャされたスキャンパスと予想されるスキャンパスとの間で行われる。さらに、本発明の
１つの実施形態は、その後、顔がさらに認識されていることを再確認することができる。
【０２３６】
　全ての人々が平等に同じ画像又は画像シーケンスに惹かれるわけではない。例えば、一
部の人々は、動物、テキスト、既知又は未知の人間の顔や身体、神秘的なシンボル又は数
式であるよりも多くの技術に惹かれる。これを念頭において、視線追跡モジュール２６０
５の１つの実施形態は、異なる種類の画像によって誘発される眼球運動の固有の特徴を人
に学習させる。そして、ビデオ画像２６０３及び（眼追跡データベース２６４５に記憶さ
れている）基準データから測定された特性の類似度が保証レベル２６０６を生成するため
に使用される（すなわち、正当ユーザの眼が「チャレンジ」画像、映像及びディスプレイ
２６０１上に表示される他のコンテンツに続いているという確実性）。
【０２３７】
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　本発明の１つの実施形態にかかる方法が図２９に示されている。本方法は、図２６に示
されるものなどのシステムアーキテクチャ内に実装されることができるが、任意の特定の
システムアーキテクチャに限定されるものではない。
【０２３８】
　２９０１において、特定の眼追跡テンプレートが所定のユーザ及び／又はトランザクシ
ョンのために選択され、２９０２において、テンプレートに応じてコンテンツを表示しな
がらユーザの顔の一連の画像がキャプチャされる。例えば、テンプレートは、コンテンツ
の種類、コンテンツの位置及びコンテンツを表示するタイミングを指定することができる
。あるいは、テンプレートは、一般に、眼追跡の種類を指定することができ、眼追跡モジ
ュール２６０５は、コンテンツを表示する方法、場所及び時間を決定することができる。
【０２３９】
　コンテンツが選択されて表示される方法にかかわらず、２９０３において、顔認識が行
われ、２９０４において、キャプチャされた画像のシーケンスを使用して眼追跡分析が行
われる。２９０５において、キャプチャされた画像と顔のテンプレートとの相関に基づい
て顔の保証レベルが生成される。同様に、２９０６において、眼追跡保証レベルは、ユー
ザの眼の動きとユーザの眼の予想される動きとの相関に基づいて生成される。
【０２４０】
　並列処理２９０３／２９０５及び２９０４／２９０６として図２９に示されているが、
顔認識動作２９０３／２９０５が最初に実行されてもよく、その後、顔認識動作が高い相
関／保証レベルをもたらした場合（又はその逆）、眼追跡動作２９０４／２９０６が実行
されてもよい。
【０２４１】
　２９０７において、顔認証及び眼追跡を組み合わせた結果が現在のトランザクションが
進行するのを可能とするのに十分であるかどうかに関して判定が行われる。そうである場
合、トランザクションは２９０９において許可される。そうでない場合、２９０８におい
て、トランザクションは、許可されないか又は追加の認証技術が保証のレベルを上げるた
めに要求される。例えば、この段階において、ユーザは、指紋センサ上で指をスワイプす
るか又はユーザのアカウントに関連付けられたＰＩＮを入力するよう求められることがで
きる。追加の認証技術が十分であると２９１０において判定された場合、トランザクショ
ンは、２９０９において許可される。
　Ｈ．認証時にリスク評価のためのクライアントデータを収集して利用するためのシステ
ム及び方法
【０２４２】
　認証部のいくつかの種類は非常に信頼でき、他はそうでない。それゆえに、信頼できる
当事者が（例えば、上下にその保証を調整するために）リスク評価のために使用すること
ができる認証部の読み取り値及びクライアントデータの特定の種類を有することができる
という保証の範囲がある。例えば、リモート認証部がセキュア要素又は信頼できる実行環
境（ＴＥＥ）を有する場合、認証は証明鍵によってセキュアに署名することができる。証
明鍵は、セキュア要素の内側にあり、任意の外部エンティティによってアクセスできない
。実際の認証操作は、セキュア要素内で実行される。証明鍵の署名を使用して、信頼でき
る当事者は、リモート認証部が認証の試みの責を負うことを確実に知ることができる。
【０２４３】
　リモート認証部がセキュア要素を欠いている場合、証明署名は、攻撃のためにドアを開
くソフトウェアで行う必要がある。これを緩和する１つの方法は、ソフトウェアで保護さ
れた「ホワイトボックス」の証明鍵を記憶することである。証明鍵は、ホワイトボックス
から出ることができず、認証試行において署名を実行することができない。しかしながら
、認証を行っているコードや証明署名を行っているホワイトボックスが切り離されている
（及びホワイトボックスがソフトウェアベースである）ことから、これは、セキュア要素
又は信頼できる実行環境（ＴＥＥ）を使用するよりも信頼できる。
【０２４４】
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　最後に、上記の全てを欠いて、全体の認証動作は、ソフトウェアで完全に行うことがで
きる。認証コード及び証明鍵自体が双方とも損なわれることがあるため、これは最もセキ
ュアでない。
【０２４５】
　上記の例のいずれにおいても、認証実行時（例えば、以下に説明するように保証レベル
を生成する際）にクライアントリスクが評価されることができるように認証が行われる特
定の方法を決定するために信頼できる当事者がクライアントデータを収集することができ
た場合には有益であろう。
【０２４６】
　追加のデータを介してリスク評価を改善することにより、本発明の１つの実施形態は、
クライアントデータを収集して各クライアントに関連するリスクを評価することによって
不正なトランザクションを回避する。クライアントに関連付けられたリスクのレベルは、
特定のトランザクションについてユーザを認証するために使用されなければならない認証
技術を指定するために使用することができる。リスクを評価するために、本発明の１つの
実施形態は、（１）リスク計算に有用なデータの種類、（２）ウェブブラウザがセキュア
に提供することができない追加データを取得する方法、及び（３）ユーザのプライバシー
を侵害しない方法でそれを行う方法を判定する。
【０２４７】
　ウィルス、ワーム及びマルウェアがコンピュータに感染する最大の理由の１つは、オペ
レーティングシステムが潜在的な脆弱性を閉じるように最近更新されていないためである
。オペレーティングシステムにおけるこれらの脆弱性は、公衆に知らされると、犯罪者に
よって悪用されることが非常に容易である。より長くシステムが更新せずに行ってしまう
ほど、潜在的な脆弱性が悪用するために存在することが多くなり、パスワードが悪意のあ
るコードによって損なわれる可能性があるリスクが大きくなる。ウェブブラウザは、ウェ
ブサイトがユーザのコンピュータの更新履歴にアクセスするのを可能としない。それらが
行った場合、ウェブサイトは、システム上にあることが知られている脆弱性に基づいて潜
在的な被害者を識別することができる。したがって、本発明の１つの実施形態は、（ブラ
ウザプラグインよりもむしろ）現在のオペレーティングシステムのバージョンを判定する
ためにクライアントデータ及び／又は最近オペレーティングシステム更新された方法を収
集するネイティブアプリケーションとして実行されるセキュアエージェントとして動作す
る。
【０２４８】
　悪意のあるコードに対する１つの防衛は、ユーザのコンピュータに感染した後は、ウィ
ルス対策ソフトウェア（例えば、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）のＤｅｆｅｎｄｅｒ（登録
商標））である。悪意のあるコードが既にシステムに侵襲しているにもかかわらず、ウィ
ルス対策ソフトウェアは、少なくとも悪いことが発生したことをユーザに警告し、それに
よって与えられた最終的な損傷を制限する。ユーザは、アカウントのパスワードを変更し
、最近のトランザクションを検証することができる。しかしながら、何のウィルス対策ソ
フトウェアもインストールされていないか又はウィルス対策ソフトウェアはインストール
されているが最近実行されていない場合には、悪意のあるコードがコンピュータ上に存在
することをユーザが認識していないことが高い可能性がある。そのコンピュータ上で発生
したトランザクションは、詐欺のリスクが高いであろう。ウェブブラウザは、ウィルス対
策ソフトウェアがコンピュータにインストールされているかどうかを明らかにしない。そ
れゆえに、１つの実施形態において、ネイティブエージェントアプリケーションは、ウィ
ルス対策ソフトウェアがインストールされているかどうか、そうである場合には最近はど
のように更新及び／又は実行されているかを判定するためにクライアント設定データを配
置して収集する。
【０２４９】
　特にワームに対する他の防衛は、ファイアウォールである。ソフトウェアファイアウォ
ールがインストールされてユーザの機器上で有効になっている場合、攻撃のエントリポイ
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ントの数は大幅に削減される。通常はランダムインターネットホストから有線を介して到
来する任意の要求にサービスを提供するオープンポートは去勢される。それゆえに、ポー
トを聞いているサービスがパッチ適用されていないセキュリティホールを有していても、
通信がそれにアクセスするのを許可されていないことからリスクが排除される。一方、ソ
フトウェアファイアウォールなしで実行しているコンピュータは、特にそれが最近更新さ
れていない場合には、ワームに感染するはるかに大きな可能性を有する。ウェブブラウザ
は、ポートスキャンを介して、限られた成功によって間接的にファイアウォールを検出す
ることができる。したがって、１つの実施形態において、ネイティブエージェントアプリ
ケーションは、ファイアウォールがインストールされているかどうか、そうである場合に
は最近はどのように更新されたかを判定するために、ファイアウォール設定データを配置
して収集する。
【０２５０】
　ユーザのコンピュータが物理的に盗まれた場合、かなりの情報量が犯罪者によって収集
され、不正行為を犯すために使用されることができる。ユーザの機器がパスワードで保護
され、好ましくはハードドライブ全体がそのパスワードで暗号化されている場合には、盗
難のためにリークされた情報のリスクが軽減される。そうでない場合、より高いレベルの
リスクが評価されることができる。それゆえに、１つの実施形態において、ネイティブエ
ージェントアプリケーションは、ハードドライブの内容が暗号化されたかどうかを判定し
、クライアントのリスク評価の一部としてこの情報を使用する。
【０２５１】
　さらに、上述したように、クライアントが認証を実行するためにセキュア要素又は信頼
できる実行環境（ＴＥＥ）を使用している場合、信頼できる当事者は、クライアントによ
って提供された認証が正当なものであるという高い保証を有することができる。リモート
認証部がセキュア要素を欠いている場合には、ソフトウェア保護「ホワイトボックス」は
、証明データ（例えば、証明鍵）を保護するために使用することができる。しかしながら
、上述したように、認証を行っているコード及び証明署名を行っているホワイトボックス
が切り離されている（及びホワイトボックスがソフトウェアベースである）ことから、こ
れは、セキュア要素又は信頼できる実行環境（ＴＥＥ）を使用するよりも信頼できる。最
後に、上記の全てを欠いて、全体の認証動作（上述したように最もセキュアな方法でない
）は、ソフトウェアで完全に行うことができる。本発明の１つの実施形態は、認証を行う
際にクライアントのリスクが評価されることができるように、認証が行われている特定の
方法を判定するために信頼できる当事者が上記クライアントデータを収集するのを可能と
する。
【０２５２】
　図３０に示されるように、本発明の１つの実施形態において、クライアント装置３００
０は、クライアントリスク評価エージェント３００４は、１つの実施形態において、様々
な種類のクライアント設定データ３０５０を収集し、応答的にクライアント３０００のリ
スクレベルを計算するクライアントリスク評価エージェント３００４を含む。１つの実施
形態において、クライアントリスク評価エージェント３００４は、クライアント３０００
のネイティブオペレーティングシステム（ＯＳ）３０１０内で直接実行するように設計さ
れたネイティブコードエージェントアプリケーションである。したがって、クライアント
リスク評価エージェント３００４は、セキュリティ上の理由からクライアントデータにア
クセスする能力が制限されているブラウザプラグインや他の種類のプログラムコードに関
連する制限を受けない。換言すれば、クライアントリスク評価エージェント３００４は、
ブラウザコンテキストにおいて実行されているＨＴＭＬ及びＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録
商標）コードがアクセスを許可されないデータを収集するように許可される。それゆえに
、認証エンジン３０１０がブラウザコンテキスト内で実装されることができるにもかかわ
らず、それは、クライアントリスク評価エージェント３００４によって提供される追加リ
スク分析に対するアクセスを有する（認証エンジン３０１０は、さらに本発明の基本原理
を順守しながらブラウザコンテキスト内に実装される必要がないことに留意すべきである
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）。
【０２５３】
　１つの実施形態において、認証エンジン３０１０は、正当ユーザがクライアント装置３
０００を所有している可能性に対応する保証レベルを計算するための保証レベル計算モジ
ュール３００６を含む。そして、ネットワークを介したリモートの信頼できる当事者３０
５１との保留トランザクション（例えば、金融トランザクション、オンライン購入、ユー
ザのアカウントにおける機密情報へのアクセスなど）が完了したかどうかを判定するため
に、この保証レベルを使用することができる。１つの実施形態において、信頼できる当事
者３０５１は、所定のトランザクションに必要な保証レベルを指定することができる。例
えば、かなりの金額の転送をともなう金融トランザクションについて、信頼できる当事者
３０５１は、例えば、ユーザの電子メールアカウントへのアクセスをともなうトランザク
ションより比較的高い保証レベルを必要とすることがある。単一のエンティティとして図
示されているが、「信頼できる当事者」は、本明細書に記載された基本認証技術を実行す
るための独立したセキュアトランザクションサーバを備えたウェブサイト又は他のオンラ
インサービスを含むことができる。
【０２５４】
　１つの実施形態において、保証レベル計算モジュール３００６は、クライアントリスク
評価エージェント３００４によって収集されたユーザの機密情報を開示することなく、信
頼できる当事者３０５１に対して（例えば、値、比率、コードなどとして指定された）保
証レベルを送信し、それによってユーザのプライバシーを保護する。他の実施形態におい
て、保証レベル計算モジュール３００６は、現在のトランザクションに必要な保証レベル
を知っており、保証レベルが十分に高いかどうかを判定し、再度信頼できる当事者３０５
１に対してユーザの個人情報を開示することなく、トランザクションが信頼できる当事者
３０５１に対して許可又は拒否されるかどうかの指示を送信する。
【０２５５】
　１つの実施形態において、クライアント装置３０００と信頼できる当事者３０５１との
間の通信は、第１の鍵を使用して外向きの通信を暗号化し且つ第２の鍵を使用して到来通
信を復号することができるセキュア通信モジュール３０１３を介してセキュアにされる。
対称鍵暗号化方式において、第１及び第２の鍵は同じである。非対称鍵暗号化方式におい
て、鍵は異なる。しかしながら、本発明の基本原理は、暗号化の任意の特定の種類に限定
されるものではない。
【０２５６】
　１つの実施形態において、保証レベル計算モジュール３００６は、クライアントリスク
評価エージェント３００４によって提供されるリスクデータに加えて現在のユーザ認証結
果３００５に基づいて保証レベルを決定する。特に、ユーザ認証結果３００５は、１つ以
上の明示的なユーザ認証装置３０２０～３０２１を介して現在又は最近の明示的なユーザ
認証の結果を含むことができる。これは、例えば、指紋認証装置を介した指紋認証、カメ
ラ及び顔認識ハードウェア／ソフトウェアを介した顔認識認証、マイク及び音声認識ハー
ドウェア／ソフトウェアを介した音声認識、カメラ及び関連するハードウェア／ソフトウ
ェアを使用した網膜スキャン、キーパッドを介したエンドユーザによるパスワード／ＰＩ
Ｎ入力、及び／又は、様々な他の種類の明示的なユーザ認証装置及び／又は技術を含むこ
とができる。
【０２５７】
　１つの実施形態において、セキュア記憶装置３０２５は、各ユーザ認証装置３０２０～
３０２１についての生体認証基準データレコードを暗号的に保護する（例えば、記憶装置
３０２５をセキュアにするために対称鍵を使用してデータをラッピング）。セキュア記憶
装置３０２５は、認証装置３０２０～３０２１のセキュアな周囲の外側に図示されている
が、１つの実施形態において、各認証装置３０２０～３０２１は、生体認証基準データレ
コードを暗号的に保護するために、独自の統合されたセキュア記憶装置を有してもよい。
【０２５８】
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　明示的なユーザ認証に加えて、認証エンジン３０１０の１つの実施形態は、保証レベル
を生成するために保証計算モジュール３００６によって使用されるようにセンサ３０４３
からデータを収集する。例示として、センサ３０４３は、ユーザの現在位置を示すために
ＧＰＳセンサなどの位置センサを含むことができる。クライアント装置３０００がユーザ
の仕事又は自宅などの予想位置にある場合、これは、ユーザが正当ユーザである可能性を
増加させる。これとは対照的に、ユーザが以前に訪問していない外国などの予想位置にあ
る場合、これは、ユーザが正当ユーザでない可能性を増加させる。それゆえに、１つの実
施形態において、保証計算モジュール３００６は、ユーザが予想位置にある場合には保証
レベルを増加させ、ユーザが予想されない位置にある場合には保証レベルを減少させる傾
向がある。
【０２５９】
　温度センサ、湿度センサ及び加速度計などの様々な追加センサ３０４３は、ユーザ認証
に関連するデータを収集するために使用することができる。例えば、温度／湿度センサは
、位置センサによって指定された位置についての既知の温度／湿度と比較することができ
る現在の温度／湿度を提供することができる。値が大きく異なっている場合、これは、ク
ライアント装置３０００が偽装されていることを示すことができる。主張された位置及び
温度／湿度の比較は、図４６Ａ～Ｂに関して以下に説明されるセキュアトランザクション
サーバ４６３２などのリモートサーバにおいて行うことができる。他の実施形態において
、装置における加速度計は、ユーザの歩行を測定し、ユーザの既知の歩行に対してこれら
の測定値を比較するために使用することができる。歩行が一致する場合（指定された閾値
内）、これは、正当ユーザがクライアント装置３０００を所有している可能性を増加させ
る。
【０２６０】
　図３１に示されるように、リスクの判定に関連する各種のクライアント設定データは、
例えば、ハードウェアデータ３１０１、オペレーティングシステムデータ３１０２及びア
プリケーションデータ３１０３を含んで収集されて使用されることができる。例示として
、限定されるものではないが、ハードウェアデータ３１０１は、クライアント装置モデル
、プロセッサ名／種類、ブートＲＯＭバージョン及び管理コントローラバージョンを含む
ことができる。オペレーティングシステムデータ３１０２は、現在のオペレーティングシ
ステムバージョン、ＯＳが更新された日付及び現在のブートモード（例えば、ハードドラ
イブからの起動）を含むことができる。アプリケーションデータ３１０３は、ファイアウ
ォールがアクティブであるかどうかについての指示、ファイアウォールの種類及びバージ
ョン、ウィルス対策ソフトウェアが現在のバージョン及びウィルス定義ファイルに対する
アップデートとともにインストールされているかどうかについての指示、ウィルス対策ソ
フトウェアがアクティブである（例えば、実行時にクライアント装置をアクティブに監視
する）かどうかについての指示、最後の完全な及び／又は部分的なウィルススキャンの指
示、並びに、最近のウィルススキャンの結果を含むことができる。さらに、アプリケーシ
ョンデータ３１０３又はＯＳデータ３１０２は、暗号化された又はセキュアな方法でデー
タがユーザの持続的な記憶装置（例えば、ハードドライブ、フラッシュメモリなど）に記
憶されているかどうかについての指示を含むことができる。
【０２６１】
　上述したように、１つの実施形態において、保証レベル計算モジュール３００６は、正
当ユーザが現在のトランザクションを試みているという保証レベルに到達するためにクラ
イアントリスク評価エージェント３００４によって提供されるリスク評価データ及びユー
ザ認証結果３００５の双方を分解する。例示として、限定されるものではないが、現在の
クライアントがアクティブファイアウォール又はウィルス検出ソフトウェアを有していな
いことをクライアント設定データ３０５０が示す場合、それは、クライアントが有効なこ
れらの特徴を有するクライアントよりも高いリスクを表すことを保証計算モジュール３０
０６に報告することができる。同様に、ウィルス検出ソフトウェアが（例えば、閾値時間
内に）最近更新又は実行されていない場合、クライアントリスク評価エージェント３００
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４は、保証レベル計算モジュール３００６に対して高くなったリスクを報告することがで
きる。リスクレベルは、さらに本発明の基本原理を順守しながら様々な方法で指定するこ
とができる。例えば、リスクレベルは、比率（例えば、０％＝最小リスク、１００％＝最
大リスク、及び、異なるレベルの中間リスクを表す中間の全ての数）又はスケール上の数
値（例えば、１＝最小リスク、１０＝最大リスク、及び、異なるレベルの中間リスクを表
す中間の全ての数）に基づくことができる。
【０２６２】
　リスクデータが設けられる方法にかかわらず、１つの実施形態において、保証レベル計
算モジュール３００６は、クライアントリスク評価エージェント３００４によって提供さ
れるリスクデータに基づいて必要な認証のレベルを判定する。例えば、クライアントリス
ク評価が相対的に高いリスク値（例えば、１０のうちの９又は１０）を示す場合、保証レ
ベル計算モジュール３００６は、現在のトランザクションについてユーザを認証するため
にＰＩＮ／パスワードの入力及び／又は指紋スキャンなどのより信頼性がある及び／又は
明示的なユーザ認証を必要とすることができる。これとは対照的に、クライアントリスク
評価が比較的低いリスク（例えば、１０のうちの１又は２）を示す場合、保証レベル算出
モジュール３００６は、位置ベースの認証及び／又は現在のトランザクションについての
最近の明示的なユーザ認証への依存などの非侵襲型ユーザ認証を必要とすることができる
。
【０２６３】
　図３１おけるデータが簡略化のために表形式で配置されていることに留意すべきである
。実際のクライアント設定データ１５０は、例を挙げると、バイナリファイル、階層型フ
ァイルシステム構造、リンクリスト及びＯＳレジストリ形式を含む様々な異なる形式で記
憶することができる。本発明の基本原理は、任意の特定の設定データの形式に限定される
ものではない。
【０２６４】
　図３０に示されるように、１つの実施形態において、クライアントリスク評価エージェ
ント３００４は、（例えば、ＯＳによって露出されるアプリケーションプログラミングイ
ンターフェース（ＡＰＩ）に対して適切な呼び出しを行うことにより）ＯＳを介して顧客
設定データ３０５０へのアクセスを備える。他の実施形態において、クライアントリスク
評価エージェント３００４は、データが記憶されている基本ファイルシステムから直接ク
ライアント設定データ３０５０にアクセスする。１つの実施形態において、クライアント
リスク評価エージェント３００４は、基本設定データへのセキュアなアクセスを備える。
信頼技術チェーン及びセキュアエンクレーブなどの設定データ３０５０のセキュリティを
保証するために様々なセキュリティ機能が実装されてもよい。
【０２６５】
　追加的なリスク情報がウェブサイトに提供されるのを可能とする１つの考慮事項は、ブ
ラウザが最初の位置でこの情報を提供していない理由のために合理性が無視されていない
ことである。確かに、悪意あるウェブサイトは、この情報を十分に使用することができ、
ウェブブラウザの開発者は、届かないところにこの情報を残すための十分な理由を有する
。それゆえに、上述したように、１つの実施形態において、基本クライアント設定データ
３０５０は、信頼できる当事者３０５１に直接提供されない。むしろ、１つの実施形態に
おいて、クライアントリスクデータは、クライアントリスク評価エージェント３００４に
よってクライアント装置上で直接評価され、リスク値は、保証レベルの計算に提供される
。全ての信頼できる当事者３０５１は、（保証レベルが事前に指定されている場合）認証
が成功したかどうか及び／又は現在の保証レベルを知る必要がある。このようにして、ク
ライアント設定データ３０５０は、本開示から保護される。
【０２６６】
　認証時にクライアントのリスクを評価するための方法の１つの実施形態が図３２に示さ
れている。本方法は、図３０～３１に示されるアーキテクチャ上で実装することができる
が、任意の特定のシステムアーキテクチャに限定されるものではない。
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【０２６７】
　３２０１において、クライアントのリスクに関連するクライアント設定データが取得さ
れる。これは、例えば、ファイアウォール又はウィルス検出ソフトウェアの存在及び現在
の状態及び／又はオペレーティングシステムの現在のバージョン（例えば、ＯＳが最近更
新された）を含むことができる。３２０２において、クライアント設定データは、クライ
アントのリスク値を判定するために評価される（例えば、リスクレベルを特定可能な比率
、数値又はその他のデータ）。３２０３において、クライアントリスク評価を使用して、
保証レベルが判定される。１つの実施形態において、高いリスク値は、より高い保証レベ
ルを必要とする（例えば、１０のリスク値は９０％以上の保証レベルを必要とすることが
ある）。他の実施形態において、評価されたリスクに基づいて保証レベル自体が計算され
る。例えば、上述したように、リスク値は、（前の又は現在のユーザ認証を含む）現在の
保証レベルを判定するために多くの変数の１つとして含まれることができる。
【０２６８】
　３２０４において、成功裏に完了した場合、現在のトランザクションについての許容レ
ベルまで保証レベルを上げるように認証技術が選択される。例えば、リスクが高い場合、
明示的なユーザ認証を必要とすることができる。リスクが低い場合、前の最近の認証又は
非侵襲型認証で十分である。
【０２６９】
　３２０５において、認証が成功したかどうかについての判定が行われる。そうである場
合、トランザクションは、３２０８において許可される。そうでない場合、３２０６にお
いて、１つ以上の追加の認証技術が必要とされることができるか又はトランザクションが
許可されることができる。例えば、現在の保証レベルが不十分である場合、ユーザは、信
頼できる当事者３０５１に対して以前に提供された秘密情報を入力するように要求しても
よく、又は、他の／追加の認証を提供してもよい。３２０７において追加の認証技術が十
分であると判定された場合、トランザクションは、３２０８において許可される。そうで
ない場合、トランザクションは、３２０６において禁止される。
　Ｉ．ローカルトランザクションの認証を行うためのシステム及び方法
【０２７０】
　本明細書に記載された本発明の実施形態は、ローカルセキュアトランザクション装置を
介してローカルトランザクションを開始するためにユーザを認証するための技術を含む。
例示として、ローカルトランザクションは、引き出し、転送又は他のユーザの開始操作と
することができ、セキュアトランザクション装置は、金融トランザクションを実行するこ
とができるＡＴＭ又は他のローカル装置とすることができる。同様に、ローカルトランザ
クションは、ローカルセキュアトランザクション装置を備えた小売店や他の小売位置にお
いて商品やサービスを購入するために支払いを完了したことを含むことができる。
【０２７１】
　図３３に示されるように、１つの実施形態において、生体認証装置及び関連するソフト
ウェアを有するクライアント装置３３００は、ローカルセキュアトランザクション装置３
３５０上でトランザクションを実行するためにセキュアトランザクションサービス３３５
１によって信頼できる当事者に対してネットワークを介して認証する。特に、クライアン
ト装置３３００のユーザがセキュアトランザクション装置３３５０を使用してローカルに
トランザクションを実行することを望む場合、それは、信頼できる当事者３３５１との一
連の認証トランザクションを開始する（その例は、以下に説明される）。例えば、ユーザ
は、クライアント装置３３００における指紋センサ上で指をスワイプするか及び／又はク
ライアントのキーパッドを介してＰＩＮ若しくは他の秘密コードを入力することを必要と
されることができる。そして、認証の結果は、ユーザのプライベートデータ（例えば、指
紋データ、ＰＩＮ、又は、任意の他のプライベートユーザデータ）を送信することなく、
クライアント装置３３００から信頼できる当事者３３５１に対して送信されることができ
、それによってユーザのプライバシーを保護する。
【０２７２】
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　認証の成功に応答して、信頼できる当事者３３５１は、操作を実行するためにローカル
セキュアトランザクション装置３３５０に信号を送信することができる。例えば、ローカ
ルセキュアトランザクション装置がＡＴＭである場合、信号は、指定された現金額を分配
するようにＡＴＭを指示することができる。ローカルセキュアトランザクション装置３３
５０が小売チェックアウト装置の場合、成功した支払いの指示が送信されることができ、
ユーザのアカウントが引き落とされることができる。
【０２７３】
　さらに、図３３に示されるように、ユーザ認証処理を補足するために、クライアント装
置３３００とローカルセキュアトランザクション装置３３５０との間にローカルセキュア
通信チャンネルが確立されることができる。ローカルセキュアチャンネルは、例を挙げる
と、近距離無線通信（ＮＦＣ）、ブルートゥース又はＷｉＦｉ（例えば、８０２．１１ｘ
チャンネル）などの様々な無線通信技術を利用してクライアント装置３３００及びローカ
ルセキュアトランザクション装置３３５０上の無線通信インターフェースを使用して確立
されることができる。例えば、位置セキュアトランザクション装置３３５０の近傍におけ
る場合、クライアント装置３３００は、認証中にデータを交換するために、ローカルセキ
ュアトランザクション装置３３５０の無線インターフェースとの無線インターフェースを
介して近距離無線通信（ＮＦＣ）ハンドシェイクを実行し、ローカルセキュアチャンネル
を確立することができる。
【０２７４】
　クライアント装置３３００の現在位置を確立することから、ローカルセキュアチャンネ
ルの単なる存在は認証データを含む。したがって、この情報は、認証処理中のクライアン
ト装置３３００の現在位置の証明として信頼できる当事者３３５１によって使用されるこ
とができる。１つの実施形態において、信頼できる当事者３３５１は、２つの位置の値が
一致していることを確認するためにクライアント装置３３００によって報告された現在の
ＧＰＳ位置を使用してローカルセキュアトランザクション装置３３５０によって提供され
る位置を比較することができる。
【０２７５】
　さらに、信頼できる当事者３３５１は、クライアント装置３３００に対して秘密コード
又は他の認証データを送信することができ、そして、クライアント装置３３００は、クラ
イアント装置を認証するために、セキュアローカルチャンネルを介してローカルセキュア
トランザクション装置３３５０に中継することができる。例えば、１つの実施形態におい
て、信頼できる当事者３３５１は、クライアント装置３３００に対してバーコードを、ロ
ーカルセキュアトランザクション装置に対して対応するコードを送信する。ローカルセキ
ュアトランザクション装置３３５０は、その後、認証を実行するためにバーコードスキャ
ナ又はカメラを使用して（例えば、クライアント装置３３００のディスプレイから）バー
コードを読み取ることができる（すなわち、バーコードから読み取ったコードと信頼でき
る当事者から受信したコードを比較する）。あるいは、ローカルセキュアトランザクショ
ン装置３３５０は、その後にコードが一致することを確認する信頼できる当事者に対して
バーコードから読み取ったコードを送信することができる。逆に、信頼できる当事者３３
５１は、認証のためにその後にクライアント装置３３００にデータを中継するローカルセ
キュアトランザクション装置３３５０に対して秘密のコード又は他の認証データを送信す
ることができる。それゆえに、ローカルセキュアチャンネルは、様々な認証技術のデータ
を交換するために使用することができる。
【０２７６】
　上述したように、１つの特定の実施形態において、ローカルセキュアトランザクション
装置３３５０はＡＴＭ装置である。ＡＴＭ機器は、それらの入力／出力制御（例えば、カ
ードリーダー、キーボード、スクリーン、カメラなど）が「外界」のために露出され、そ
れらが改竄のために容易に利用可能であることから、脆弱な装置である。例えば、デビッ
トカードの記録及びピンは、隠された磁気ストライプリーダー、鏡及びビデオカメラなど
のローテク装置によって容易に盗まれることがある。１つの実施形態において、クライア
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ント３３００と信頼できる当事者３３５１との間の通信をともなうリモート認証技術は、
ＡＴＭ機器についての大幅に改善した認証を提供するために使用される。このリモート認
証と統合すると、ＡＴＭ自体は、カードリーダー、タッチスクリーン又はキーボードなど
のレガシー入力／出力制御を有する必要はない。それが必要とする全ては、ネットワーク
接続及び現金を分配するためのスロットである。それ自体の認証は、生体認証装置を備え
た顧客のクライアント装置３３００上で実行されることができる。
【０２７７】
　１つの実施形態において、現金の引き出しのために、ユーザは、信頼できる当事者３３
５１に対して認証するためにＡＴＭ機器の周辺を入力してリモート認証アプリケーション
を開始する。そして、ユーザは、引き出しのための金額を入力し、モバイル装置における
指紋センサを使用して指をスワイプ（又は以下に説明するような任意の他の種類のユーザ
認証）する。ユーザの存在及び認証が信頼できる当事者３３５１によって確認された場合
、指定された金額がＡＴＭのスロットから分配される。
【０２７８】
　この実施形態は、より強力な認証を提供するだけでなく、それはまた、複雑で高価なＡ
ＴＭを、構築して維持するのに大幅に安価である単純で信頼性のある金ディスペンサに変
換する。これらの新たなＡＴＭは、長時間使用可能である。生体認証関連の認証機能に対
する全ての更新が信頼できる当事者のクライアント装置３３００及び／又はセキュアトラ
ンザクションサーバ３３５１に直接導入されていることから、それらは頻繁に更新を必要
としない。
【０２７９】
　本発明の１つの実施形態の付加的なアーキテクチャの詳細が図３４に示されている。図
示されたように、本実施形態のクライアント装置３３００は、本明細書に記載された様々
なローカル認証技術を調整するためにローカルセキュアトランザクション装置３３５０及
び信頼できる当事者３３５１の双方と通信するローカル認証アプリケーション３３０４を
含む。１つの実施形態において、ローカル認証アプリケーション３３０４は、ローカルセ
キュアトランザクション装置３３５０とのローカルセキュアチャンネルを確立し、認証エ
ンジン３３１０は、正当ユーザがクライアント装置３３００を所有していることを検証す
るために信頼できる当事者によってリモート認証を実行する。
【０２８０】
　１つの実施形態において、認証エンジン３３１０は、上述した同時係属特許出願に記載
されているように信頼できる当事者のセキュアトランザクションサーバとの一連のトラン
ザクションに入力することによって認証を行う。例えば、これらのトランザクションは、
（例えば、指スワイプ、画像スナップ、音声記録などすることによって）生体認証テンプ
レートデータを生成するためにユーザがクライアントの生体認証装置に登録する登録処理
を含むことができる。登録は、信頼できる当事者のセキュアトランザクションサーバの指
示下とすることができ、又は、ユーザによって自律的に行うことができる。そして、ユー
ザは、ネットワークを介してセキュアトランザクションサーバに生体認証装置を登録し、
その後、登録処理中に交換されたデータを使用してこれらのサーバによって認証すること
ができる（例えば、生体認証装置にプロビジョニングされた暗号化鍵）。
【０２８１】
　１つの実施形態において、認証エンジン３３１０は、正当ユーザがクライアント装置３
３００を所有している可能性に対応する保証レベルを計算するための保証レベル計算モジ
ュール３３０６を含む。そして、信頼できる当事者３３５１がローカルセキュアトランザ
クション装置３３５０においてローカルトランザクション（例えば、金融トランザクショ
ン、小売購入、ユーザのアカウント内の機密情報へのアクセスなど）を許可する必要があ
るかどうかを判定するために、この保証レベルを使用することができる。１つの実施形態
において、信頼できる当事者３３５１は、特定のトランザクションに必要な保証レベルを
指定することができる。例えば、かなりの金額の転送をともなう金融トランザクションに
ついて、信頼できる当事者３３５１は、例えば、ユーザのアカウントへのアクセスをとも
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なうトランザクションよりも比較的高い保証レベルを必要とすることができる。
【０２８２】
　１つの実施形態において、保証レベル計算モジュール３００６は、ユーザの機密情報を
開示することなく、信頼できる当事者３３５１に対して（例えば、値、比率、コードなど
として指定された）保証レベルを送信し、それによってユーザのプライバシーを保護する
。他の実施形態において、保証レベル計算モジュール３３０６は、現在のトランザクショ
ンに必要な保証レベルを知っており、保証レベルが十分に高いかどうかを判定し、再度信
頼できる当事者３３５１に対してユーザの個人情報を開示することなく、トランザクショ
ンが信頼できる当事者３３５１に対して許可又は拒否されるかどうかの指示を送信する。
【０２８３】
　１つの実施形態において、クライアント装置３３００と信頼できる当事者３３５１との
間の通信は、第１の鍵を使用して外向きの通信を暗号化し且つ第２の鍵を使用して到来通
信を復号することができるセキュア通信モジュール３３１３を介してセキュアにされる。
対称鍵暗号化方式において、第１及び第２の鍵は同じである。非対称鍵暗号化方式におい
て、鍵は異なる。しかしながら、本発明の基本原理は、暗号化の任意の特定の種類に限定
されるものではない。
【０２８４】
　１つの実施形態において、保証レベル計算モジュール３３０６は、１つ以上の明示的な
ユーザ認証装置３３２０～３３２１を介して現在又は最近の明示的なユーザ認証結果を含
むことができる現在のユーザ認証結果３３０５に少なくとも部分的に基づいて保証レベル
を判定する。これは、例えば、指紋認証装置を介した指紋認証、カメラ及び顔認識ハード
ウェア／ソフトウェアを介した顔認識認証、マイク及び音声認識ハードウェア／ソフトウ
ェアを介した音声認識、カメラ及び関連するハードウェア／ソフトウェアを使用した網膜
スキャン、キーパッドを介したエンドユーザによるパスワード／ＰＩＮ入力、及び／又は
、様々な他の種類の明示的なユーザ認証装置及び／又は技術を含むことができる。
【０２８５】
　１つの実施形態において、セキュア記憶装置３３２５は、各ユーザ認証装置３３２０～
３３２１についての生体認証基準データレコードを暗号的に保護する（例えば、記憶装置
３３２５をセキュアにするために対称鍵を使用してデータをラッピング）。セキュア記憶
装置３３２５は、認証装置３３２０～３３２１のセキュアな周囲の外側に図示されている
が、１つの実施形態において、各認証装置３３２０～３３２１は、生体認証基準データレ
コードを暗号的に保護するために、独自の統合されたセキュア記憶装置を有してもよい。
【０２８６】
　明示的なユーザ認証に加えて、認証エンジン３３１０の１つの実施形態は、保証レベル
を生成するために保証計算モジュール３３０６によって使用されるようにセンサ３３４３
からデータを収集する。例示として、センサ３３４３は、ユーザの現在位置を示すために
ＧＰＳセンサなどの位置センサを含むことができる。クライアント装置３３００がローカ
ルセキュアトランザクション装置３３５０の既知の近傍などの予想位置にある場合、これ
は、ユーザが正当ユーザである可能性を増加させる。これに対して、ユーザがローカルセ
キュアトランザクション装置３３５０の近くにないことをＧＰＳの読み取り値が示す場合
、これは、トランザクションを開始するユーザが正当ユーザでないことを示す。それゆえ
に、１つの実施形態において、保証計算モジュール３３０６は、ユーザが予想位置にある
場合には保証レベルを増加させ、ユーザが予想されない位置にある場合には保証レベルを
減少させる傾向がある。
【０２８７】
　温度センサ、湿度センサ及び加速度計などの様々な追加センサ３３４３は、ユーザ認証
に関連するデータを収集するために使用することができる。例えば、温度／湿度センサは
、位置センサによって指定された位置についての既知の温度／湿度と比較することができ
る現在の温度／湿度を提供することができる。値が大きく異なっている場合、これは、ク
ライアント装置３３００が偽装されていることを示すことができる。主張された位置及び
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温度／湿度の比較は、信頼できる当事者３３５１によって使用されるセキュアトランザク
ションサーバなどのリモートサーバにおいて行うことができる。他の実施形態において、
装置における加速度計は、ユーザの歩行を測定し、ユーザの既知の歩行に対してこれらの
測定値を比較するために使用することができる。歩行が一致する場合（指定された閾値内
）、これは、正当ユーザがクライアント装置３３００を所有している可能性を増加させる
。
【０２８８】
　ローカル認証アプリケーション３３０４は、さらに本発明の基本原理を順守しながら様
々な方法で実装することができる。例えば、１つの実施形態において、ローカル認証アプ
リケーション３３０４は、信頼できる当事者３３５１にとって具体的に設計される。例え
ば、信頼できる当事者が金融機関（例えば、Ｗｅｌｌｓ　Ｆａｒｇｏ（登録商標））であ
る場合、ローカル認証アプリケーション３３０４は、その銀行のために／によって具体的
に設計されたアプリケーションとすることができる。他の実施形態において、同じローカ
ル認証アプリケーション３３０４は、例えば、ユニバーサルローカル認証アプリケーショ
ンとして、様々な信頼できる当事者間で共有することができる。さらに、別個の論理要素
として図３４に図示しているが、図３４における認証エンジン３３１０は、ローカル認証
アプリケーション３３０４内に統合することができる。他の実施形態において、ローカル
認証アプリケーション３３０４は、ウェブブラウザコンテキスト内で実行されるウェブブ
ラウザ又はアプリケーションとすることができる（例えば、トランザクションを開始する
ためにユーザがローカルセキュアトランザクション装置３３５０の近傍に入るか又は信頼
できる当事者のウェブページに接続するとき）。
【０２８９】
　ローカル認証アプリケーション３３０４は、信頼できる当事者によって必要とされる実
装に応じて様々なローカル機能を実行することができる。例えば、１つの実施形態におい
て、ローカル認証アプリケーション３３０４は、信頼できる当事者３３５１によって提供
された秘密コード（又は他の認証データ）を受信し、（例えば、バーコードを介して又は
上述したような他の通信技術を使用して）認証のためにローカルセキュアトランザクショ
ン装置３３５０に対して秘密コードをセキュアに送信する。あるいは、１つの実施形態に
おいて、ユーザは、ローカルセキュアトランザクション装置３３５０に秘密コードを手動
で入力することができる。同様に、ローカルセキュアトランザクション装置３３５０によ
って受信された秘密コードなどの認証データは、ローカル認証アプリケーション３３０４
に中継されることができ、その後に認証エンジン３３１０に認証データを中継する及び／
又は（例えば、クライアント装置３３００の位置の証明として）信頼できる当事者３３５
１をあてにする。
【０２９０】
　クライアント装置の認証を行うための方法の１つの実施形態が図３５に示されている。
本方法は、図３３～３４に示されるアーキテクチャ上で実装することができるが、任意の
特定のシステムアーキテクチャに限定されるものではない。
【０２９１】
　３５０１において、クライアントは、ローカルセキュアトランザクション装置（例えば
、ＡＴＭ）の近傍に入り、３５０２において、ローカルチャンネルを介してローカルセキ
ュアトランザクション装置との間にセキュア接続が確立される。上述したように、ローカ
ルチャンネルは、近距離無線通信、ブルートゥース、Ｗｉｆｉ、又はクライアント装置及
びローカルセキュアトランザクション装置の双方によってサポートされる他の種類のプロ
トコルを使用して実装することができる。動作３５０２は、いくつかの実施形態において
は必要とされないことがある。例えば、正当ユーザがクライアント装置を所有している旨
の高レベルの保証を有する信頼できる当事者によってクライアント装置が認証することが
可能である場合、及び、クライアント装置が信頼できる当事者に対してその現在位置を確
認することが可能である場合、ローカルチャンネルは必要でないことがある。
【０２９２】
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　３５０３において、クライアント装置は、ネットワークを介して信頼できる当事者を認
証する。正当ユーザが装置を所有しているという保証レベルを生成するために任意の利用
可能な技術は、この動作のために使用することができる。例えば、ユーザは、生体認証指
紋認証装置上で指をスワイプする、顔認識のための顔画像をキャプチャする及び／又は秘
密コードを入力することによって明示的な認証を実行することができる。あるいは、非侵
襲型認証技術は、ユーザが最近（例えば、指定された期間内に）クライアント装置に明示
的に認証されているかどうかを判定して、及び／又は、位置データ、温度／圧力データ及
び／又は加速度計データなどのセンサデータを使用して行うことができる。
【０２９３】
　保証レベルが生成される方法にかかわらず、認証の結果は、ユーザのプライバシーを保
護するようにして（例えば、クライアント装置を具体的に識別するデータを提供すること
なく）ネットワークを介して信頼できる当事者に提供することができる。例えば、上述し
たように、保証レベル自体及び／又は認証の成功又は失敗の指示は、機密ユーザ情報を開
示することなく信頼できる当事者に提供されることができる。
【０２９４】
　３５０４において認証が成功したと判定された場合、３５０７において、ローカルトラ
ンザクションが許可される。１つの実施形態において、これは、１つ以上の動作を実行す
るためのローカルセキュアトランザクション装置を指示する信号を送信する信頼できる当
事者を含む。例えば、ローカルセキュアトランザクション装置がＡＴＭである場合、動作
は、ユーザ指定の現金額の分配を含むことができる。ローカルセキュアトランザクション
装置がデビット装置である場合（例えば、ユーザが購入を行っている小売店や他の位置）
、信頼できる当事者が送信した信号は、トランザクションについての支払いを確認するこ
とができる（それに応じてユーザのアカウントを引き落とす）。これらは単に例示である
ことに留意すべきである。さらに本発明の基本原理を順守しながら、様々な代替アプリケ
ーションを使用することができる。
【０２９５】
　（例えば、許容可能な保証レベルに到達していなかったために）３５０４における認証
が失敗した場合、３５０５において、トランザクションが拒否され及び／又は１つ以上の
追加の認証技術が必要とされることができる。例えば、ユーザは、１つ以上の追加技術（
例えば、初期認証が指紋である場合には秘密コード入力など）を使用して、追加の認証を
提供するために必要とされることができる。３５０６において追加の技術が十分であると
判定された場合、トランザクションは、３５０７において許可される。そうでない場合、
トランザクションは、再度拒否され及び／又は追加の認証技術が試みられる。
　Ｊ．オンライントランザクションのためのユーザ確認
【０２９６】
　信頼できる当事者とのトランザクションを完了することが１人以上の他のユーザからの
承認を必要とする様々なシナリオがある。例示として、限定されるものではないが、親は
、子供によって開始された金融トランザクションを承認したいことがあり、司令官は、兵
士によって開始されたトランザクションを承認する必要があることがあり、管理者は、従
業員によって開始されたビジネストランザクションを承認する必要があることがあり、暗
号化鍵管理システムは、それが委任される前に、複数のユーザが特定のトランザクション
を承認するのを必要とすることがある。
【０２９７】
　本発明の１つの実施形態は、マルチユーザ確認アプリケーションを可能とするようにネ
ットワークを介してユーザの強力な認証を提供するために、本明細書に記載された技術を
使用する。セキュアトランザクションサービス３６５０を有する信頼できる当事者（以下
、単に「信頼できる当事者」という）とのトランザクションを開始しようとするユーザに
よって制御されるリモート認証機能３６００を有するクライアント装置を示す図３６にそ
のような一例が示されている。１つの実施形態において、クライアント装置３６００のユ
ーザは、本明細書に記載された１つ以上のリモート認証技術（例えば、指紋センサ上で指
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をスワイプするなどの生体認証入力、ＰＩＮ又はパスワード入力などを提供する）を使用
して信頼できる当事者３６５０によって認証する。
【０２９８】
　図示された実施形態において、他のクライアント装置３６０１～３６０２は、クライア
ント装置３６００のユーザについての「承認者」として信頼できる当事者に登録されたユ
ーザを有する。それゆえに、特定の種類のトランザクション（例えば、指定された閾値を
超える量を含む金融トランザクション）について、信頼できる当事者は、クライアント装
置３６０１～３６０２のユーザから承認を必要とすることがある。以下に説明するように
、本明細書に記載されたリモート認証技術は、承認処理の一部として使用される。
【０２９９】
　１つの実施形態において、クライアント装置３６００のユーザによる認証の成功に応答
して、信頼できる当事者３６５０における通知生成ロジックは、クライアント装置３６０
０のユーザがトランザクションを完了しようとすることを示す「承認者」として登録され
たユーザを他のクライアント装置３６０１～３６０２に対して通知を送信する。通知は、
本発明の基本原理に基づいて様々な方法で送信することができる。例えば、クライアント
装置３６０１～３６０２がモバイル装置である場合、クライアント装置３６０１～３６０
２にプッシュ通知が送信されることができる。代替的に又は追加的に、通知は、電子メー
ル、テキストメッセージ（例えば、ＳＭＳ）、インスタントメッセージ又はクライアント
装置３６０１～３６０２にメッセージを配信することができる任意の他の技術を介して送
信されてもよい。
【０３００】
　１つの実施形態において、通知は、クライアント装置３６００のユーザによって試みら
れたトランザクションの詳細を含む。例えば、トランザクションが金融トランザクション
である場合、通知は、処理された特定の金額と行われた金融トランザクションの種類（例
えば、引き出し、口座間転送など）を含むことができる。あるいは、通知は、信頼できる
当事者における承認サービスに対してクライアント装置３６０１～３６０２のユーザを誘
導するハイパーリンク又は他の種類のポインタなどのリンクを含むことができる。リンク
の選択に応じて、クライアント装置のユーザ３６０１～３６０２は、（例えば、ウェブペ
ージ又は情報を提供するための他の有用なフォーマットで）トランザクションの詳細を提
供してもよい。
【０３０１】
　１つの実施形態において、通知に応答してトランザクションの詳細を検討する際に、ク
ライアント装置３６０１～３６０２のユーザは、（例えば、本明細書に記載された多要素
認証技術を使用して）信頼できる当事者とのリモート認証を実行し且つトランザクション
の承認を示すことによって要求を確認することができる。
【０３０２】
　本発明の１つの実施形態に使用されるクライアント装置３６００～３６０２の追加のア
ーキテクチャの詳細が図３７に示されている。特に、本実施形態のクライアント装置３６
００～３６０２は、信頼できる当事者３６５０と通信して本明細書に記載されたトランザ
クション承認技術を調整するためのセキュアトランザクションアプリケーション３７０４
を含む。セキュアトランザクションアプリケーション３７０４は、セキュアなアプリケー
ションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）を介して認証エンジン３７１０とイン
ターフェースするスタンドアロン型アプリケーションとすることができる。あるいは、セ
キュアトランザクションアプリケーション３７０４は、モバイル装置アプリケーション又
はウェブブラウザのプラグインとして実装することができる。
【０３０３】
　本明細書に記載されたユーザ確認処理を調整することに加えて、１つの実施形態におい
て、セキュアトランザクションアプリケーション３７０４は、各ユーザに表示されるテキ
ストがトランザクションに関連する実際のテキストであることを保証する。例えば、アプ
リケーション３７０４は、セキュアウィンドウ内にテキストを表示し、トランザクション
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を確認するために認証を提供するようにユーザに求めることができる。アプリケーション
は、タイマを開始し、（例えば、コンテンツの署名を生成することによって）定期的にユ
ーザに表示される現在のウィンドウの内容を確認することができる。検証の期間はランダ
ムに選択することができる。それゆえに、アプリケーションは、各ユーザがウィンドウに
おいて有効なトランザクションの詳細をみることを継続的に保証する（それによってトラ
ンザクションのテキストが「中間者」攻撃によって変更されていないことを保証する）。
コンテンツが改竄されたことをアプリケーションが検出した場合、それは、トランザクシ
ョンの確認が生成されるのを防止する。
【０３０４】
　１つの実施形態において、ユーザが有効な認証（例えば、指紋センサ上で指をスワイプ
）を提供した後、クライアント装置は、ユーザを識別し、トランザクションの詳細（例え
ば、表示されたテキスト）及び信頼できる当事者から提供されたランダムチャレンジ（例
えば、トークンは、トランザクションの詳細とナンスにわたって署名することができる）
を有するトークン（暗号化署名）を生成する。これは、トランザクションの詳細がサーバ
とクライアントの間で変更されていないことを信頼できる当事者３６５０が確認するのを
可能とする。１つの実施形態において、アプリケーション３７０４は、その後にユーザ名
によってユーザを識別してトークンを検証する信頼できる当事者に対して生成されたトー
クン及びユーザ名を送信する。検証が成功すると、確認メッセージがクライアントに送信
され、トランザクションが処理される。
【０３０５】
　上記技術は、クライアント装置３６００に由来するトランザクション及びクライアント
装置３６０１～３６０２のユーザに由来する承認トランザクションの双方の要求／確認に
ついて実施されてもよい。
　図３７を参照すると、１つの実施形態において、認証は、各ユーザをリモート認証する
ために信頼できる当事者３６５０によって一連のトランザクションを実行するように設計
されたクライアント装置３６００～３６０２における認証エンジン３７１０を介して行う
ことができる。例えば、同時係属出願に記載されたように、認証フレームワーク及び関連
する認証技術は、（例えば、指をスワイプすること、画像をスナップすること、音声を記
録することなどによって）ユーザが生体テンプレートデータを生成するためにクライアン
トの生体認証装置３７２０～３７２１を用いて登録し、ネットワークを介して１つ以上の
信頼できる当事者３６５０（例えば、同時係属出願に記載されているようにウェブサイト
又はセキュアなトランザクションサービスを備えた他の信頼できる当事者）に生体認証装
置を登録し、その後、登録処理中に交換されたデータを使用して（例えば、生体認証装置
に設定された暗号化鍵）それらの信頼できる当事者３６５０によって認証することを使用
することができる。１つの実施形態において、信頼できる当事者による「登録」は、各ユ
ーザ認証装置３７２０～３７２１について信頼できる当事者と対称又は非対称鍵を交換し
、各認証装置３７２０～３７２１に関連したセキュア記憶装置３７２５内に鍵を記憶する
ことを含む。動的対称鍵プロビジョニングプロトコル（ＤＳＫＰＰ）などのセキュア鍵プ
ロビジョニングプロトコルはセキュア通信チャンネルを介してクライアントと鍵を共有す
るために使用することができる（例えば、コメントについての要求（ＲＦＣ）６０６３を
参照）。しかしながら、本発明の基本原理は、いかなる特定の鍵プロビジョニングプロト
コルに限定されるものではない。
【０３０６】
　認証段階中において、例えば、署名を生成し、署名を検証し、及び／又は、クライアン
ト３６００～３６０２と信頼できる当事者３６５０との間の通信を暗号化するために鍵が
使用される。認証されると、ユーザは、１つ以上のオンライントランザクションを実行す
ることが許可される。さらに、１つの実施形態において、ユーザを固有に識別することが
できる指紋データ及び他のデータなどの機密情報は、ユーザのプライバシーを保護するた
めにユーザのクライアント装置（例えば、スマートフォン、ノートブックコンピュータな
ど）上でローカルに保持することができる。
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【０３０７】
　１つの実施形態において、認証エンジン１１０は、正当ユーザがクライアント装置１０
０を所有している可能性に対応する保証レベルを計算するための保証レベル計算モジュー
ル３７０６を含む。そして、それは、信頼できる当事者３６５０が現在のトランザクショ
ンを承認する必要があるかどうかを判定するために、この保証レベルを使用することがで
きる。１つの実施形態において、信頼できる当事者３６５０は、特定のトランザクション
に必要な保証レベルを指定することができる。例えば、かなりの金額の転送をともなう金
融トランザクションについて、信頼できる当事者３６５０は、例えば、金の交換やユーザ
情報への単なるアクセスをともなわないトランザクションよりも比較的高い保証レベルを
必要とすることができる。
【０３０８】
　１つの実施形態において、保証レベル計算モジュール１０６は、ユーザの機密情報を開
示することなく、信頼できる当事者３６５０に対して（例えば、値、比率、コードなどと
して指定された）保証レベルを送信し、それによってユーザのプライバシーを保護する。
他の実施形態において、保証レベル計算モジュール３７０６は、現在のトランザクション
に必要な保証レベルを知っており、保証レベルが十分に高いかどうかを判定し、信頼でき
る当事者３６５０に対してユーザの個人情報を開示することなく、トランザクションが信
頼できる当事者３６５０に対して許可又は拒否されるかどうかの指示を送信する。
【０３０９】
　１つの実施形態において、クライアント装置３６００～３６０２と信頼できる当事者３
６５０との間の通信は、第１の鍵を使用して外向きの通信を暗号化し且つ第２の鍵を使用
して到来通信を復号することができるセキュア通信モジュール３７１３を介してセキュア
にされる。対称鍵暗号化方式において、第１及び第２の鍵は同じである。非対称鍵暗号化
方式において、鍵は異なる。しかしながら、本発明の基本原理は、暗号化の任意の特定の
種類に限定されるものではない。
【０３１０】
　１つの実施形態において、保証レベル計算モジュール３７０６は、１つ以上の明示的な
ユーザ認証装置３７２０～３７２１を介して現在又は最近の明示的なユーザ認証結果を含
むことができる現在のユーザ認証結果３７０５に少なくとも部分的に基づいて保証レベル
を判定する。これは、例えば、指紋認証装置を介した指紋認証、カメラ及び顔認識ハード
ウェア／ソフトウェアを介した顔認識認証、マイク及び音声認識ハードウェア／ソフトウ
ェアを介した音声認識、カメラ及び関連するハードウェア／ソフトウェアを使用した網膜
スキャン、キーパッドを介したエンドユーザによるパスワード／ＰＩＮ入力、及び／又は
、様々な他の種類の明示的なユーザ認証装置及び／又は技術を含むことができる。
【０３１１】
　１つの実施形態において、セキュア記憶装置３７２５は、各ユーザ認証装置３７２０～
３７２１についての生体認証基準データレコードを暗号的に保護する（例えば、記憶装置
３７２５をセキュアにするために対称鍵を使用してデータをラッピング）。セキュア記憶
装置３７２５は、認証装置３７２０～３７２１のセキュアな周囲の外側に図示されている
が、１つの実施形態において、各認証装置３７２０～３７２１は、生体認証基準データレ
コードを暗号的に保護するために、独自の統合されたセキュア記憶装置を有してもよい。
【０３１２】
　明示的なユーザ認証に加えて、認証エンジン３７１０の１つの実施形態は、保証レベル
を生成するために保証計算モジュール３７０６によって使用されるセンサ３７４３からデ
ータを収集することによって非侵襲型認証を行う。例示として、センサ３７４３は、ユー
ザの現在位置を示すためにＧＰＳセンサなどの位置センサを含むことができる。クライア
ント装置３６００～３６０２が既知の近傍などの予想位置（例えば、「自宅」や「オフィ
ス」の位置）にある場合、これは、ユーザが正当ユーザである可能性を増加させる。これ
に対して、ユーザが予想位置にないことをＧＰＳの読み取り値が示す場合、これは、トラ
ンザクションを開始するユーザが正当ユーザでないことを示す。それゆえに、１つの実施
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形態において、保証計算モジュール３７０６は、ユーザが予想位置にある場合には保証レ
ベルを増加させ、ユーザが予想されない位置にある場合には保証レベルを減少させる。
【０３１３】
　温度センサ、湿度センサ及び加速度計などの様々な追加センサ３７４３は、ユーザ認証
に関連するデータを収集するために使用することができる。例えば、温度／湿度センサは
、位置センサによって指定された位置についての既知の温度／湿度と比較することができ
る現在の温度／湿度を提供することができる。値が大きく異なっている場合、これは、ク
ライアント装置３６００～３６０２が偽装されていることを示すことができる。主張され
た位置及び温度／湿度の比較は、信頼できる当事者３６５０によって使用されるセキュア
トランザクションサーバなどのリモートサーバにおいて行うことができる。他の実施形態
において、装置における加速度計は、ユーザの歩行を測定し、ユーザの既知の歩行に対し
てこれらの測定値を比較するために使用することができる。歩行が一致する場合（指定さ
れた閾値内）、これは、正当ユーザがクライアント装置３６００～３６０２を所有してい
る可能性を増加させる。
【０３１４】
　他の非侵襲型認証技術は、最後に成功したユーザ認証から経過した時間量を測定するこ
とを含む。例えば、ユーザが明示的なユーザ認証をごく最近行った場合（例えば、わずか
数分前に指紋センサ上で指をスワイプするなど）、これは、正当ユーザがクライアント装
置を所有したままであることを示す傾向がある（それによって高い基準保証レベルをもた
らす）。これとは対照的に、最後の明示的な認証が数時間又は数日前であった場合、新た
な明示的なユーザ認証は、許容可能な保証レベルに到達するのを必要とされることができ
る。
【０３１５】
　本発明の１つの実施形態にかかる方法が図３８に示されている。３８０１において、ク
ライアントのユーザは、Ｎ人の他のユーザによる確認を必要とするトランザクションをト
リガする。例えば、信頼できる当事者のユーザのアカウントは、ユーザによって開始され
た特定の種類のトランザクション（又は全てのトランザクション）が１人以上の他のユー
ザによる確認を必要とすることを示すことができる。例えば、ユーザのアカウントは、１
人以上の親又は保護者による認証を必要とする未成年としてユーザを識別することができ
る。ユーザはまた、本明細書に記載された認証技術の１つ以上を実装することによって３
８０１において認証される。
【０３１６】
　３８０２において、サーバは、ユーザによってトリガされたトランザクションを確認す
る必要があるＮ人の他のユーザを選択する。例えば、ユーザによるトランザクションの開
始を検出すると、信頼できる当事者は、トランザクションがトランザクションを確認する
ことができるユーザの確認及び識別を必要とすることを判定するために、そのユーザーデ
ータベースにクエリすることができる。１つの実施形態において、トランザクションを確
認することができるユーザの全てのサブセットは、実際にトランザクションを確認するこ
とができる。例えば、ユーザが２人の親を有する未成年である場合、１つの実施形態にお
いて、通知は、双方の親に送信されてもよいが、いずれかの親による確認は、トランザク
ションが進行するのを可能とする。同様に、ビジネストランザクションを確認するために
認証された１０人のユーザがいてもよいが、２つの確認のみがトランザクションを進行で
きるようにするために必要とされる。
【０３１７】
　１つの実施形態において、（例えば、ユーザがプッシュ通知を受信することができるク
ライアント装置を有する場合）トランザクションを確認することができるそれらのユーザ
のクライアント装置に対してプッシュ通知が送信されることができる。代替的に又は追加
的に、通知は、電子メール、テキストメッセージ（例えば、ＳＭＳ）、インスタントメッ
セージ又はクライアント装置にメッセージを配信することができる任意の他の技術を介し
て送信されてもよい。１つの実施形態において、ユーザは、２つ以上の通信チャンネルを
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介して確認メッセージを受信するためにサーバに登録されることができる。例えば、ユー
ザは、プッシュ通知及び確認要求を含む電子メールの双方を受信することができる。
【０３１８】
　確認要求が送信される方法にかかわらず、３８０３において、Ｎ人のユーザの全て又は
サブセットは、確認処理の一部としてサーバと認証を行う。任意のリモート認証技術は、
ユーザを認証してトランザクションを確認するために使用することができる。例えば、ユ
ーザは、信頼できる当事者に以前に登録されたクライアントにおける生体認証装置に対し
て生体データを提供することによってトランザクションを確認することができる（例えば
、指紋スキャナ上で指をスワイプ）。上述したように、トランザクションに関連する詳細
は、テキスト及び他の情報をセキュアに表示することができるセキュアトランザクション
アプリケーションを介してユーザに提供することができる（すなわち、ユーザがトランザ
クションを確認する場合、彼／彼女がトランザクションを説明する実際の不変のテキスト
をみたことを保証する）。
【０３１９】
　３８０４において最小指定数のユーザが要求を確認したことが判定されると、トランザ
クションは、３８０７において許可される。本方法の１つの実施形態は、確認要求が送信
されてからの経過時間を測定するために確認のタイマを開始する。３８０５において確認
タイマが閾値（例えば、数時間、日など）に到達したと判定されると、トランザクション
は、３８０６において禁止される。タイマ閾値に到達するまで、本方法は、３８０４にお
いて最小指定数のユーザが要求を確認するのを待機する。
　Ｋ．信頼を委任するためのシステム及び方法
【０３２０】
　既存の認証システムは、新たな認証部が信頼できるクライアントに登録された認証部を
使用して有効にするのを可能としない。例えば、ユーザが多くのウェブサイトに登録され
た後に電話の音声認証システムをインストールする携帯電話における指紋センサを有する
場合、彼女は、彼女が指紋センサによって使用していた全てのウェブサイトで彼女の音声
認証部を自動的に登録する方法を有しない。むしろ、この場合、ユーザは、信頼できる当
事者によって音声認証部を登録するために、同じ登録及び登録処理を介してステップしな
ければならない。同様に、ユーザが認証部の新たなセットを使用して新たな装置を購入し
た場合、ユーザは、サーバによって新たな認証部の全てを再登録及び再登録する必要があ
る。
【０３２１】
　以下に記載される本発明の実施形態は、既に有効とされて１つ以上の信頼できる当事者
に登録されている信頼されたクライアント装置を使用してユーザが新たなクライアント装
置の認証部を容易に有効として登録するのを可能とする。特に、これらの実施形態は、新
たな認証部を有効にし、新たなクライアント装置を有効にし、複数のクライアント装置間
で同期して登録を維持するために使用することができる。
【０３２２】
　図３９は、本発明の１つの実施形態にかかる高レベルの信頼委任の概要を提供する。信
頼できる装置３９０２、すなわち、１つ以上の信頼できる当事者３９５０に登録されてい
る認証部を有する装置は、ユーザの新たなクライアント装置３９００とセキュア接続を確
立する。セキュア接続が確立される特定の方法は、本発明の基本原理に関係がない。クイ
ックレスポンス（ＱＲ）コードを使用してＨＴＴＰＳ接続を確立する近距離無線通信（Ｎ
ＦＣ）、ブルートゥース、直接Ｗｉｆｉなどの様々な技術が使用されることができる。１
つの実施形態において、装置は、セキュア接続のために必要な大規模ランダムトークン（
ＬＲＴ）を交換することができ、オンラインサービスにキャプチャされたＬＲＴを提供す
ることによって接続を確立することができ、サービスを介してセキュア通信をブートスト
ラップすることができる。
【０３２３】
　１つの実施形態において、セキュア接続が信頼できるクライアント装置３９０２と新た
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なクライアント装置３９００との間で確立されると、信頼できる装置から新たな装置に登
録データを転送して統合するためにセキュアプロトコルが実装される（詳細は後述する）
。登録が転送されると、登録を検証するために新たなクライアント装置３９００と信頼で
きる当事者３９５０との間に他のセキュアプロトコルが実装される（例えば、１つの実施
形態におけるＨＴＴＰＳ）。
【０３２４】
　本明細書に記載された実施形態は、信頼できる当事者３９５０との認証トランザクショ
ンに使用される認証データの転送をフォーカスしているが、信頼できる当事者は、本発明
の基本原理を順守するために必要とされない場合がある。例えば、信頼できる装置３９０
２は、（例えば、新たなクライアント装置３９００を使用してローカルに認証するための
認証データを提供するために）任意の信頼できる当事者がシステムに関わることなく新た
なクライアント装置３９００に認証データを提供するためにセキュア接続を確立すること
ができる。
【０３２５】
　図４０に示されるように、信頼委任モジュール４０００～４００１は、セキュア接続を
確立し、登録を交換し、各信頼できる当事者３９５０におけるセキュアトランザクション
サービス４００４で登録を検証するために、それぞれ、新たな装置３９００及び信頼でき
る装置３９０２上で実行することができる。本明細書で使用されるように、「信頼できる
認証部」は、ユーザが１つ以上の信頼できる当事者に既に登録されている認証部である。
新たな「新たな認証部」は、ユーザが現在信頼できる認証部とともに使用されている全て
の信頼できる当事者の登録を可能にしたいものである。それゆえに、認証エンジン３７１
１は、信頼できる当事者に１つ以上のユーザ認証装置３７２０～３７２１を以前に登録し
た場合、信頼できる認証部と考えられる。１つの実施形態の目的は、信頼できる認証部に
新たな認証部から新たな装置３９００の認証エンジン３７１０を有効にすることである。
「信頼できる装置」は、信頼できる認証部を有するものであり、「新たな装置」は、新た
な認証部を有するものである。
【０３２６】
　信頼委任は、信頼できる認証部を使用して新たな認証部を有効にする処理を指す。それ
ゆえに、信頼委任の前提条件は以下のとおりである：ユーザは、信頼できる装置を有する
；ユーザは、新たな装置を有する；ユーザは、新たな装置に信頼された装置からの信頼を
委任したいと考えている。
【０３２７】
　図４０を参照すると、１つの実施形態において、ユーザは、初期のセキュア接続を確立
するために、新たなクライアント装置３９００における信頼委任アプリケーション４００
０及び信頼できるクライアント装置の信頼委任アプリケーション４００１を開始する。１
つの実施形態において、信頼委任アプリケーションは、本明細書に記載された信頼委任動
作を実行するように具体的に設計されたモバイル装置のアプリケーションとすることがで
きる。他の実施形態において、信頼委任アプリケーションは、彼／彼女が（例えば、埋め
込まれたＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）や他のアプレット又は実行可能なプログラム
コードを含むウェブページを経由して）信頼の委任を実行するように望んでいることを示
すユーザに応答して実行されるブラウザプラグインとすることができる。さらに、信頼委
任アプリケーション４０００～４００１は、信頼できる当事者との認証を管理するように
設計された認証アプリケーションなどのより大きなアプリケーション内のソフトウェアモ
ジュールとすることができる。しかしながら、本発明の基本原理は、信頼委任アプリケー
ション４０００～４００１の任意の特定の実装に限定されるものではないことに留意すべ
きである。
【０３２８】
　１つの実施形態において、信頼できる装置３９０２における信頼委任動作を承認するた
めに、ユーザは、信頼できる装置の認証エンジン３７１１でローカルに認証する（例えば
、ユーザ認証装置３７２２～３７２３に対して生体認証入力を提供する）。同様に、１つ
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の実施形態において、ユーザは、新たなクライアント装置３９００における認証エンジン
３７１０を使用してローカル認証することができる。これら２つの認証ステップは、委任
処理を実行するために信頼委任アプリケーション４０００～４００１の認証を提供するこ
とができる。
【０３２９】
　上述したように、信頼委任アプリケーション４０００～４００１は、セキュア接続を確
立するために、それぞれのクライアント装置３９００、３９０２において利用可能な通信
インターフェースのいずれか（例えば、ブルートゥース接続用のブルートゥースインター
フェース、ＮＦＣ接続用のＮＦＣインターフェースなど）を利用することができる。
【０３３０】
　セキュア接続が確立されると、１つの実施形態において、信頼できるクライアント３９
０２の信頼委任アプリケーション４００１は、信頼できる当事者に登録されている信頼で
きるクライアントにおける鍵の数（Ｎ）を示すデータを提供する。これに応答して、１つ
の実施形態において、信頼委任アプリケーション４０００は、１つの秘密鍵（ＮＤ＿Ｕａ
ｕｔｈ．ｐｒｉｖ）と１つの公開鍵（ＮＤ＿Ｕａｕｔｈ．ｐｕｂ）とを含むＮ個の新たな
装置鍵対（ＮＤ＿Ｕａｕｔｈ）を生成し、信頼できる装置３９０２の信頼委任アプリケー
ション４００１にＮ個の新たな装置公開鍵を送信する。
【０３３１】
　１つの実施形態において、信頼委任アプリケーション４００１は、その後、Ｎ個の新た
な装置の各公開鍵のそれぞれに関連する署名（ＴＤ＿Ｕａｕｔｈ．ｓｉｇ）を生成するた
めに、その対応する信頼できる装置秘密鍵（ＴＤ＿Ｕａｕｔｈ．ｐｒｉｖ）によってＮ個
の新たな装置の公開鍵のそれぞれに署名する。１つの実施形態において、「対応する」秘
密鍵は、信頼できる当事者に対応する特定の登録に関連付けられた秘密鍵である。信頼委
任アプリケーション４００１はまた、信頼委任が発生したときに正確に検証するために、
信頼できる当事者によってその後に使用することができる生成された署名にタイムスタン
プを挿入することができる。１つの実施形態において、信頼できるクライアント３９０２
の信頼委任アプリケーション４００１は、新たなクライアント３９００の信頼委任アプリ
ケーション４０００に対して、各信頼できる当事者に関連するその他の登録データととも
に生成された署名のそれぞれを送信する。各信頼できる当事者についてのデータは、１つ
以上の信頼できる当事者ＩＤコード（例えば、信頼できる当事者におけるサービスを特定
するアプリケーションＩＤコード）、信頼できる当事者のユーザのために登録されたユー
ザ名、認証時に適切な鍵をみつけるために信頼できる当事者が使用する鍵ＩＤコード、及
び、認証処理に関連する他のデータを含むことができる。
【０３３２】
　１つの実施形態において、信頼委任アプリケーション４０００が署名や他の登録データ
を受信すると、新たなクライアント装置３９００が信頼できる当事者３９５０に接続した
ときに、それがその後に使用されることができるように、それはローカルセキュア記憶装
置３７２５にこのデータを統合する。
【０３３３】
　１つの実施形態において、登録データベースがローカルセキュア記憶装置３７２５に記
憶された後、一連のブートストラップ動作は、信頼できるクライアント装置３９０２に以
前に登録された信頼できる当事者（例えば、ウェブサイト、サービスなど）で新たなクラ
イアント装置３９００において委任された登録を利用するために信頼委任アプリケーショ
ン４０００によって実行することができる。あるいは、記載されたブートストラップ動作
は、（図４０に示されるようにセキュアトランザクションサービス４００４との直接通信
を介して）認証エンジン３７１０自体によって行うことができる。本発明の基本原理は、
新たなクライアント装置３９００における特定のソフトウェア構成要素が動作を実行する
のにかかわらず同じままである。
【０３３４】
　特に、１つの実施形態において、信頼できる当事者３９５０のセキュアトランザクショ
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ンサービス４００４は、セキュアトランザクションサービス４００２及び信頼委任アプリ
ケーション４０００によってサポートされるリモート認証プロトコルを使用して新たなク
ライアント装置３９００上の登録があることを検出する。１つの実施形態において、ユー
ザは、新たなクライアント装置３９００から生体認証や他の形態の認証（例えば、セキュ
アコードを入力する）を実行するためにセキュアトランザクションサービス４００４によ
って最初に求められることがある。さらに、この段階において、セキュアトランザクショ
ンサービス４００４は、署名に挿入されたタイムスタンプを検証し、タイムスタンプが時
間の閾値量よりも古くないことを確認することができる。
【０３３５】
　ユーザが許容可能な保証レベルで生体又は他の認証データを成功裏に提供すると仮定す
ると、信頼委任アプリケーション４０００及び／又は新たな認証部３７１０は、以下の３
つの証明を含む応答を準備する：
　１．信頼できる当事者に関連した新たな装置公開鍵にわたる証明（ＮＤ＿Ｕａｕｔｈ．
ｐｕｂ）。１つの実施形態において、証明は、（例えば、信頼できる当事者の公開鍵を使
用して）公開鍵にわたって生成された署名を含む。
　２．信頼できる当事者に関連した新たな装置秘密鍵を使用した証明（ＮＤ＿Ｕａｕｔｈ
．ｐｒｉｖ）。１つの実施形態において、証明を生成するために、秘密鍵は、（例えば、
信頼できる当事者から送信されたランダムチャレンジなどの）信頼できる当事者によって
公知のコンテンツにわたって署名を生成するために使用される。信頼できる当事者は、（
ステップ１において）公開鍵を備えているので、コンテンツを復号することができ、それ
によって秘密鍵がコンテンツを暗号化するために使用されたことを確認する。
　３．（例えば、公開鍵を取得するためにそのセキュアトランザクションデータベース４
０２５をクエリするために鍵ＩＤを使用することができるように）公開鍵を配置するため
に信頼できるクライアント装置によって以前に生成され且つ信頼できる当事者で使用され
る鍵ＩＤ（ＴＤ＿Ｕａｕｔｈ．ｋｅｙｉｄ）とともにこの特定の信頼できる当事者のため
の新たな装置公開鍵に関連付けられた署名（ＴＤ＿Ｕａｕｔｈ．ｓｉｇ）。
【０３３６】
　１つの実施形態において、上記データの全ては、リモート認証応答において信頼できる
当事者のセキュアトランザクションサービス４００４に送信される。
【０３３７】
　１つの実施形態において、上記証明を受信した後、セキュアトランザクションサービス
４００４は、以下の検証を行ってもよい：
　１．鍵ＩＤを使用して信頼できる装置の公開鍵（ＴＤ＿Ｕａｕｔｈ．ｐｕｂ）を配置す
る。
　２．信頼できる装置の公開鍵（ＴＤ＿Ｕａｕｔｈ．ｐｕｂ）を使用して信頼できる装置
によって生成された署名（ＴＤ＿Ｕａｕｔｈ．ｓｉｇ）を検証する。
　３．新たな装置の公開鍵（ＮＤ＿Ｕａｕｔｈ．ｐｕｂ）を使用して新たな装置の秘密鍵
によって生成された署名（ＮＤ＿Ｕａｕｔｈ．ｓｉｇ）を検証する。
　４．信頼できる当事者に関連した新たな装置公開鍵（ＮＤ＿Ｕａｕｔｈ．ｐｕｂ）にわ
たって証明を検証する。１つの実施形態において、この検証は、信頼できる当事者の秘密
鍵を使用して実行される。
【０３３８】
　信頼できる装置から新たな装置に登録データをセキュアに転送するための方法の１つの
実施形態が図４１に示されており、信頼できる当事者の登録データを検証するための方法
の１つの実施形態が図４２に示されている。これらの方法は、図３９～４０に示されたシ
ステムアーキテクチャのコンテキスト内で実装されることができるが、本発明の基本原理
は、任意の特定のシステムアーキテクチャに限定されるものではない。
【０３３９】
　最初に図４１を参照すると、４１０１において、新たな装置は、信頼できる装置とセキ
ュア通信チャンネルを確立し、生成する鍵対の数（Ｎ）を判定する。上述したように、こ
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れは、信頼できる当事者と信頼できる手段によって登録された鍵対の数とすることができ
る。
【０３４０】
　４１０２において、新たな装置は、Ｎ個の新たな公開鍵／秘密鍵の対を生成する。対称
鍵を利用する代替実装において、新たな装置は、信頼できる当事者と共有される単一の（
対称）鍵を生成することができる。４１０３において、Ｎ個の公開鍵は、信頼できる装置
に送信され、４１０４において、信頼できる装置は、署名を生成するために対応する秘密
鍵で各公開鍵を署名する。４１０５において、署名は、信頼できる当事者についての他の
登録データとともに新たな装置に送信される（例えば、鍵ＩＤ、アプリケーションＩＤな
ど）。最後に、４１０６において、登録データ及び署名の全ては、認証エンジンによって
使用されるローカルセキュアデータベース内に統合される。
【０３４１】
　ここで図４２を参照すると、４２０１において、（図４１から委任操作を既に実行した
）新たなクライアントは、信頼できる当事者とセキュア接続を確立する。４２０２におい
て、信頼できる当事者は、新たな装置に委任されている既存の登録があることを検出する
。応答において、４２０３において、信頼できる当事者は、新たな装置に認証要求を行う
。そして、ユーザは、１つ以上の生体又は他の認証技術を使用して認証することができる
。上述したように、４２０４において、新たな装置は、新たな装置公開鍵にわたる証明、
（例えば、チャレンジにわたって）新たな装置秘密鍵を用いて生成された署名、及び、信
頼できる装置の秘密鍵及び関連する鍵ＩＤを用いて生成された署名を含む応答を準備する
。４２０５において、応答における全てのデータは、信頼できる当事者に送信され、４２
０６において、信頼できる当事者は、応答に含まれるデータを検証する（１つの実施形態
の詳細については上記参照）。検証が成功した場合、４２０７において、ユーザによって
試行されるトランザクションが許可される。
【０３４２】
　本明細書に記載された技術は、（上述したように）異なる装置における２つの認証部間
で信頼を委任するために使用することができる。さらに、１つの実施形態において、これ
らの技術は、同じ装置における２つの認証部間で信頼を委任するために使用することがで
きる。この場合、２つの装置間のセキュア接続を確立する必要はないが、他の全ての操作
は、装置内の２つの認証部間で行われてもよい。
【０３４３】
　さらに、関連するオペレーションのいくつかは、様々な方法で実施することができるこ
とに留意すべきである。例えば、信頼を委任するためのセキュアプロトコルは、新たな装
置よりもむしろ信頼できる装置によって開始することができる。いずれの場合においても
、新たな装置（又はより具体的には新たな装置における認証部）は、新たな鍵対の数（Ｎ
Ｄ＿Ｕａｕｔｈ）を生成することができ、信頼できる装置における認証部は、これらの鍵
対の公開鍵に署名することができる。
　Ｌ．プライバシー強化データ同期のためのシステム及び方法
【０３４４】
　現在のシステムは、クラウドサービスを利用して複数のクライアント装置間でデータを
同期させるために存在する。ユーザが装置上で新たな文書を作成する場合（例えば、絵を
スナップ、ワープロ文書作成など）又は既存の文書を修正する場合、ユーザが参加してい
るクラウドサービスは、通常、「クラウドに」新たな／修正された文書のコピーを記憶す
る。ユーザが第２の装置（例えば、職場のコンピュータ又は他の家族メンバーによって使
用される他の装置）からクラウドサービスにアクセスする場合、クラウドサービスは、装
置を同期するように構成されることができる。
【０３４５】
　存在する１つの問題は、データが暗号化されていない形式でクラウドサービスに頻繁に
記憶され、連邦政府機関による様々な種類のサイバー攻撃やクエリに対してデータを弱く
することである。
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【０３４６】
　以下に記載される本発明の実施形態は、プライバシー強化方法において装置間でデータ
を同期するのを可能とするプロトコル及び技術のセットを提供する。これらのプロトコル
及び技術を使用して、クラウドサービスは、平文（例えば、暗号化されていない形式）で
データにアクセスする必要はなく、それによってユーザのプライバシーを保護する。
【０３４７】
　最初の問題として、以下に説明される技術は、装置間でデータを同期するために、本明
細書に記載された高度な認証技術に依存しないことに留意すべきである。例えば、これら
の同期技術は、本発明の他の実施の形態について説明したように、リモートユーザ認証の
ためのシステムのコンテキスト外で使用することができる。しかしながら、これらの同期
技術は、これらのリモートユーザ認証の実施形態の同期を実行するために使用することが
できる。例えば、１つの実施形態において、ユーザが訪れた各ウェブサイト又は他のオン
ラインサービスの登録データは、これらの同期技術を使用して複数の装置間で同期するこ
とができる。
【０３４８】
　本明細書において使用されるように、「サークル」は、ユーザによって信頼できる装置
のネットワークを意味し、「サークルｉｄ」は、サークルを識別する識別子（例えば、容
易に推測することができないもの）を意味する。「サークルクラウド」は、サークル及び
信頼チェーン（以下に定義）についての情報を記憶するために使用されるオンラインサー
ビスを意味し、クライアント装置のための通信ハブとして機能する。１つの実施形態にお
いて、サークルクラウドは、（少なくとも暗号化されていない形式で）いかなる機密デー
タも記憶しない。用語「ｄ．ｐｕｂ」は、装置の公開鍵を指し、「ｄ．ｐｒｉｖ」は、装
置の秘密鍵を指し、ｄ．ｐｕｂ／ｄ．ｐｒｉｖは、装置ｄの非対称公開鍵／秘密鍵の対を
指す。１つの実施形態において、ｄ．ｐｒｉｖは、装置ｄを出ることはない。「信頼チェ
ーン」は、ユーザ及びその関係によって信頼できる装置に関する情報を含むサークルクラ
ウドに記憶されている永続データを意味する。「サークルチャンネル」は、それらの間で
データを交換して同期させるために２つ（又はそれ以上）の装置によって使用されるサー
クルクラウドによって提供されるセキュア通信チャンネルを意味する。
【０３４９】
　本発明の１つの実施形態は、新たなユーザ装置が（ａ）サークルに参加し、（ｂ）その
後にサークルと同期するのを可能とするためのプロトコル及び関連する技術を含む。これ
らの実施形態は、本明細書に記載されたプロトコル及び技術をそれぞれ実装するためのプ
ライバシー同期アプリケーション４３１１～４３１３及び参加及び同期に使用されるデー
タをそれぞれ記憶するためのセキュアデータ記憶装置４３２１～４３３２を有する３つの
クライアント装置４３０１～４３０３をそれぞれ示す図４３に関して説明される。本明細
書において、装置４３０１は、時々、装置ｄ１と称され、装置４３０２は、時々、装置ｄ
２と称され、装置４３０３は、時々、装置ｄ３と称される。
【０３５０】
　１つの実施形態において、参加及び同期は、複数の記憶装置サーバを含む複数のサーク
ルクラウド４３５０を介して行われる。サークルクラウド４３５０内の信頼チェーン４３
６０は、以下に説明するように、装置４３０１～４３０３の間のデータ定義の信頼関係を
維持する。サークルチャンネル４３７０は、データを交換して同期させるために２つ以上
の装置によって使用されるサークルクラウドによって提供されるセキュア通信チャンネル
を備える。
　ａ．サークルに参加
【０３５１】
　装置４３０２（ｄ２）は、ユーザ（すなわち、信頼できる装置の「サークル」）に属す
る装置４３０１（ｄ１）及び４３０３（ｄ３）の既存のネットワークに参加する。装置４
３０２は、既にそのサークルの一部である他の装置４３０１がそれを許可した場合にのみ
既存のサークルに参加することができる。
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【０３５２】
　信頼できる装置４３０１を使用して新たな装置４３０２を認証するための方法の１つの
実施形態が図４４に示されている。４４０１において、ユーザは、既存の信頼できる機器
４３０１において新たな装置４３０２を認証する。例えば、１つの実施形態において、ユ
ーザは、信頼できる装置４３０１におけるそのプライバシー同期アプリケーション４３１
１及び新たなクライアント装置４３０２におけるプライバシー同期アプリケーション４３
１２を開始することができる。
【０３５３】
　４４０２において、１つの実施形態において、プライバシー同期アプリケーション４３
１１～４３１２は、装置４３０１～４３０２にセキュア接続を確立させる。セキュア接続
を確立するために、クイックレスポンス（ＱＲ）コードを使用してＨＴＴＰＳ接続を確立
する近距離通信（ＮＦＣ）、ブルートゥース、直接Ｗｉｆｉなどの様々な技術が使用され
ることができる。
【０３５４】
　４４０３において、装置４３０１は、新たな装置４３０２に対して本明細書において「
ｊｏｉｎ１＿ｄａｔａ」と称されるセキュアデータを送信する。１つの実施形態において
、ｊｏｉｎ１＿ｄａｔａは、以下のフィールドを含む：｛ｄ１．ｐｕｂ，ｓｋ．ｓｙｍ，
ｃｉｒｃｌｅ－ｉｄ｝。ここで、ｄ１．ｐｕｂは、装置４３０１の公開鍵であり、ｓｋ．
ｓｙｍは、装置４３０１によって生成されるランダム生成セッション鍵であり、ｃｉｒｃ
ｌｅ－ｉｄは、装置４３０２が参加しているサークルを識別する固有の識別コードである
。
【０３５５】
　４４０４において、装置４３０２は、ｊｏｉｎ１＿ｄａｔａを読み込み、以下を含むこ
とができる応答を準備する：
　・ＨＭＡＣ（ｓｋ．ｓｙｍ，ｄ２．ｐｕｂ｜Ｔ）｜ｄ２．ｐｕｂ｜Ｔ、ここで、Ｔはタ
イムスタンプである。
　・ｔｒｕｓｔ－ｂｌｏｃｋ１＝Ｓ（ｄ２．ｐｒｉｖ，ｄ１．ｐｕｂ）｜ｄ１．ｐｕｂ｜
ｄ２．ｐｕｂ。
　ＨＭＡＣは、ハッシュベースのメッセージ認証コードの略であることに留意されたい。
上記実施形態において、ＨＭＡＣは、タイムスタンプと装置４３０２の公開鍵を連結し、
ＨＭＡＣ又は類似のアルゴリズムを使用してｓｋ．ｓｙｍによって結果の完全性を保護す
ることによって生成される。さらに、ｔｒｕｓｔ－ｂｌｏｃｋ１は、装置４３０１の公開
鍵にわたる装置４３０２の秘密鍵で生成された署名を含む。１つの実施形態において、ｔ
ｒｕｓｔ－ｂｌｏｃｋ１エントリはまた、タイムスタンプ（Ｔ）を含む。
【０３５６】
　図４４を参照すると、４４０５において、装置４３０２は、サークルクラウド４３５０
にセキュアに接続し、ＨＭＡＣ及びｔｒｕｓｔ－ｂｌｏｃｋ１を含む応答を送信する。サ
ークルクラウド４３５０は、装置４３０１によって受信したデータを記憶し、装置４３０
１が接続するのを待機する。
【０３５７】
　４４０６において、装置４３０１は、ｃｉｒｃｌｅ－ｉｄを使用してサークルクラウド
に接続し、動作４４０５から装置４３０２の応答に含まれるデータの完全性を検証し、ｔ
ｒｕｓｔ－ｂｌｏｃｋ２を生成する。特に、１つの実施形態において、装置４３０１は、
ｓｋ．ｓｙｍを使用してｄ２．ｐｕｂ及びＴを読み取って完全性を検証する（例えば、ｄ
２．ｐｕｂ及びＴを復号するためにｓｋ．ｓｙｍを使用する）。そして、装置４３０１は
、自己の秘密鍵ｄ１．ｐｒｉｖを使用してｄ２．ｐｕｂに署名し、ｄ１．ｐｒｉｖによっ
てｄ２．ｐｕｂにわたって生成された署名を含むｔｒｕｓｔ－ｂｌｏｃｋ２＝Ｓ（ｄ１．
ｐｒｉｖ，ｄ２．ｐｕｂ）｜ｄ２．ｐｕｂ｜ｄ１．ｐｕｂを生成する。１つの実施形態に
おいて、ｔｒｕｓｔ－ｂｌｏｃｋ２はまた、タイムスタンプ（Ｔ）を含む。そして、装置
４３０１は、サークルクラウド４３５０に対してｔｒｕｓｔ－ｂｌｏｃｋ２を含む上記デ
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ータを送信する。
【０３５８】
　４４０７において、サークルクラウド４３５０は、信頼チェーン４３６０に双方の信頼
ブロックを追加する。１つの実施形態において、上記操作の後、装置４３０２は、ｃｉｒ
ｃｌｅ－ｉｄに関連付けられているサークルに参加する。このサークル内の全ての装置４
３０１、４３０３は、装置４３０２を信頼し、装置４３０２は、これらの装置の全てを信
頼する。いかなる信頼された装置も、本明細書に記載された技術を使用して新たな装置を
認証できることに留意されたい。
　ｂ．サークルとの同期
【０３５９】
　この処理の間、同じサークルに属する装置４３０１～４３０３は、それらの間でデータ
を同期させる。この処理の上に実装された異なるアプリケーション固有のサブプロトコル
が存在することができる。例えば、オンラインクラウド記憶装置アプリケーションは、全
ての装置において同期されたユーザのデータを保持することを望むことができ、サークル
クラウド上で暗号化されたコピーを保持することを望むことができる。他のアプリケーシ
ョンは、サークル内の装置にメッセージを伝播することができる。例えば、１つの実施形
態において、リモートの信頼できる当事者を認証するために１つの装置によって使用され
る登録データは、サークル内の全ての装置間で同期させることができる。さらに本発明の
基本原理を順守しながら、他の様々なアプリケーション及びサブプロトコルが実装される
ことができる。そのような全てのサブプロトコルは、以下に説明する基本処理ブロックを
使用することができる。
【０３６０】
　信頼チェーン
【０３６１】
　「サークル参加」処理（図４４）において明らかにされたように、信頼チェーン４３６
０に入るものは、装置２が装置１によって信頼されていることを主張する証拠になる。そ
れゆえに、信頼チェーン４３６０は、２つの装置間の信頼関係を主張するそれぞれの認証
ブロックのチェーンである。１つの実施形態において、信頼チェーンは交換可能であり、
装置４３０１が装置４３０２を信頼する場合、装置４３０２は装置４３０１を信頼するこ
とを意味する。信頼チェーン４３６０は、装置４３０１が装置４３０２を信頼すると主張
するブロックがあり且つ装置４３０２が装置４３０１を信頼すると主張するブロックがな
い場合には壊れていると考えられる。１つの実施形態において、信頼チェーン４３６０は
また、過渡的であり、装置４３０１が装置４３０２を信頼し且つ装置４３０２が装置４３
０３を信頼する場合、装置４３０１は装置４３０３を信頼することを意味する。１つの実
施形態において、信頼チェーンは、ｃｉｒｃｌｅ－ｉｄ固有であり、装置に関するいかな
る機密情報も含まない。
【０３６２】
　１つの実施形態において、信頼チェーン４３６０は、複数の信頼ブロックを含み、各ブ
ロックは、以下のデータを含む：｛ｄｉ．ｐｕｂ，ｄｊ．ｐｕｂ，Ｓ（ｄｉ．ｐｒｉｖ，
ｄｊ．ｐｕｂ），Ｓ（ｄｊ．ｐｒｉｖ，ｄｉ．ｐｕｂ）｝－すなわち、各装置の公開鍵と
、互いの装置の公開鍵にわたって各装置の秘密鍵を用いて生成された署名。
【０３６３】
　上記主張は、装置ｄｉが装置ｄｊを信頼し且つその逆もしかりであることを意味する。
１つの実施形態において、信頼チェーン４３６０は、サークル内にある装置を判定して検
証するために装置４３０１～４３０２によって使用される。それらが同じサークル内にあ
ることを装置が確認した後、それらは、それらの間で暗号化されたデータを同期させるた
めにサークルチャンネル４３７０を使用することができる。
【０３６４】
　１つの実施形態において、装置ｄｉが装置ｄｊと同じサークル内にあるかどうかを判定
するために、以下の操作が実行される：（ａ）各ノードが信頼チェーン内の装置であり、
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各矢印は信頼チェーンにおけるブロックに対応する有向グラフを構築し、（ｂ）ｄｉ及び
ｄｊを接続する直接経路があるかどうかを判定する。
【０３６５】
　サークルチャンネル
【０３６６】
　１つの実施形態において、図４５に示される処理は、同一サークル内の他の装置との間
でデータを同期させるために実施される。図示された例において、装置４３０１（ｄ１）
は、新たなデータを有し且つ他の装置に送信したい装置である。４５０１において、装置
４３０１は、ｃｉｒｃｌｅ－ｉｄに関連付けられている信頼チェーン４３６０をダウンロ
ードし、信頼チェーン（例えば、装置４３０２～４３０３）から同じサークル内の他の装
置を識別し、信頼チェーンを使用して同じサークル内の他の装置の公開鍵を取得する。
【０３６７】
　４５０２において、装置４３０１は、（例えば、乱数発生のための既知の技術を使用し
て）ランダムな暗号化鍵（ＲＥＫ）を生成する。４５０３において、装置４３０１は、サ
ークル内の他の装置のそれぞれについて相互セッション鍵（ＳＫ）を導出する。１つの実
施形態において、装置４３０１は、他の装置のそれぞれに対してＤｉｆｆｉｅ－Ｈｅｌｌ
ｍａｎ鍵交換アルゴリズムを使用してＳＫを導出する。Ｄｉｆｆｉｅ－Ｈｅｌｌｍａｎは
、互いの事前の知識を有しない２つの当事者が共有秘密鍵を共同で確立するのを可能とす
る周知のアルゴリズムである。この場合、例えば、第１の装置が鍵対を有し、第２の装置
に公開鍵を提供する場合、第２の装置は、その秘密鍵及び第１の装置の公開鍵を使用して
独立して新たな鍵（本特許出願においてはＳＫ）を自動的に導出することができる（及び
その逆もしかり）。１つの実施形態において、装置４３０１は、各他の装置４３０２、４
３０３について異なるＳＫを生成するためにこれらの技術を使用する。
【０３６８】
　４５０４において、装置４３０１は、各装置について導出されたＳＫによってＲＥＫを
暗号化し、それらと適切な公開鍵を結合する。例えば、装置ｄｉ及びｄｊについてのＳＫ
ｉ及びＳＫｊをそれぞれ生成する装置ｄ１について、それは以下のようにＲＥＫを暗号化
するためにセッション鍵を使用する：
　｛ｄ１．ｐｕｂ，ｄｉ．ｐｕｂ，Ｅ（ＳＫｉ，ＲＥＫ）｝（装置ｄｉについて）
　｛ｄ１．ｐｕｂ，ｄｊ．ｐｕｂ，Ｅ（ＳＫｊ，ＲＥＫ）｝（装置ｄｊについて）
　処理の終了時に、装置ｄｉ及びｄｊのそれぞれは、（上述したようにＤｉｆｆｉｅ－Ｈ
ｅｌｌｍａｎを使用して各装置によって独立して導出された）それぞれのセッション鍵を
使用してＲＥＫを復号することができる。
【０３６９】
　４５０５において、装置４３０１は、ＲＥＫによって同期するようにデータを暗号化す
る－すなわちＥ（ＲＥＫ，同期されるデータ）。上述したように、任意のデータは、例を
挙げると、マルチメディアファイル、生産性文書及び／又はクライアント設定データ（例
えば、上述したように信頼できる当事者登録データ）などのようにして同期させることが
できる。
【０３７０】
　４５０７において、装置４３０１は、各ＳＫを用いて暗号化されたＲＥＫ及びＲＥＫに
よって暗号化された同期されるデータをサークルチャンネルに提供する：
　［｛ｄ１．ｐｕｂ，ｄｉ．ｐｕｂ，Ｅ（ＳＫｉ，ＲＥＫ）｝，｛ｄ１．ｐｕｂ，ｄｊ．
ｐｕｂ，Ｅ（ＳＫｊ，ＲＥＫ）｝，・・・］
　Ｅ（ＲＥＫ，同期されるデータ）
【０３７１】
　データがサークルチャンネルに提供された後、４５０６において、同じサークル内の個
々の装置は、それらの公開鍵（例えば、装置ｄｉについて｛ｄ１．ｐｕｂ、ｄｉ．ｐｕｂ
、Ｅ（ＳＫｉ、ＲＥＫ）｝に対応するレコードをダウンロードし、同じＳＫ（例えば、Ｓ
Ｋｉ）を導出し、ＲＥＫを復号し、同期するデータを復号するためにＲＥＫを使用する。
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【０３７２】
　１つの実施形態において、上述したような「サークル参加」動作は、装置１及び装置２
の双方においてユーザ認証を必要とすることがある。このプロトコルが本明細書に記載さ
れたリモート認証技術を使用して実装される場合、ユーザは、例えば、「サークル参加」
処理を開始して完了するために双方の装置を認証するために指を「スワイプする」のを必
要とすることがある。これに対して、１つの実施形態において、記載されたような装置間
の同期データは、ユーザ認証を必要としない。
【０３７３】
　本明細書に記載されたプロトコル及び関連する技術は、互いを信頼する装置のネットワ
ークが構築されるのを可能とする。重要なことは、クラウドに送信され且つクラウドから
送信されてクラウド内に記憶された全てのデータは暗号化される。したがって、データは
、クラウド上にいかなる機密データも記憶することなく複数の装置間で同期させることが
でき、改善されたユーザのプライバシー保護をもたらす。
【０３７４】
　上述した本発明の実施形態は、参加クラウド記憶装置が平文でユーザのデータのいずれ
かを表示することができない（すなわち、データはクラウドにおいて暗号化されている）
装置同期のためのプライベート同期プロトコルを実装する。これらの実施形態は、以下を
含む様々な新規で有益な機能を含むが、これらに限定されるものではない。
　・装置が他の装置を認証するための公開鍵及び秘密鍵を有する装置同期プロトコルを実
装するためのシステム及び方法。
　・同じサークル内の装置間の信頼関係を示すために信頼チェーンを実装するためのシス
テム及び方法。
　・相互セッション鍵及びこれらの鍵によって暗号化データを生成するために装置がＤｉ
ｆｆｉｅ－Ｈｅｌｌｍａｎ又は類似の鍵交換アルゴリズムを使用するためのシステム及び
方法。
　・ｃｉｒｃｌｅ－ｉｄのハッシュが装置自体の代わりにサークルクラウドに記憶されて
いるシステム及び方法。
　・サークルクラウドがサークルのサークルチャンネル内にデータを置くのを許容する前
に装置を認証するためにチャレンジレスポンスプロトコルを使用するシステム及び方法。
　・持続的なサークルグループ鍵が同期データを暗号化するために使用されるシステム及
び方法。
　・複数の装置間でユーザのデータ（文書、ファイル、写真など）を共有するために記載
されたプライベート同期プロトコルを使用し、クラウド上のデータの暗号化されたバック
アップを記憶するアプリケーション。
　・装置の秘密鍵（ｄ．ｐｒｉｖ）及びこの鍵を使用する全ての操作がネットワークを介
してユーザをリモート認証するために認証部内に実装されたシステム及び方法。
　・ユーザの装置間で認証部の登録を共有するために新たな装置に対してユーザ制御の信
頼委任を実行するために本発明の実施形態と組み合わせて記載されたプライベート同期プ
ロトコルを使用するアプリケーション。
　・新規登録が他の装置に委任されるたびにユーザが認証部によって認証する必要はない
、ユーザの装置間の新規登録を共有するために新たな装置に対してユーザ制御の信頼委任
を行うために本発明の実施形態と組み合わせて記載されたプライベート同期プロトコルを
使用するアプリケーション。
　・これらの認証部が同じサークルに属する他の認証部による単一の認証部の登録を共有
するように認証鍵対を同期させるために、上記プライベート同期プロトコルを使用してい
る、同じユーザに属し且つサークルを形成する認証部のセット。
　Ｍ．例示的なシステムアーキテクチャ
【０３７５】
　「信頼できる当事者」という用語は、単にユーザのトランザクションを実行しようとし
ているエンティティ（例えば、ユーザトランザクションを実行するウェブサイト又はオン
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ラインサービス）のみならず、本明細書に記載された基礎となる認証技術を実行すること
ができるそのエンティティの代わりに実装されるセキュアトランザクションサーバを指す
ために本明細書において使用されることに留意すべきである。セキュアトランザクション
サーバは、所有される及び／又は信頼できる当事者の制御下にあってもよく、又は、事業
構成の一部として信頼できる当事者に対してセキュアトランザクションサービスを提供す
る第三者の制御下にあってもよい。これらの区別は、「信頼できる当事者」が、ウェブサ
イト４６３１及び他のネットワークサービス４６５１のみならず、ウェブサイトやネット
ワークに代わって認証技術を実行するためのセキュアトランザクションサーバ４６３２～
４６３３を含むことができることを示す、以下に述べられる図４６Ａ～Ｂにおいて指定さ
れる。
【０３７６】
　特に、図４６Ａ～Ｂは、ユーザを認証するためのクライアント側とサーバ側の構成要素
を含むシステムアーキテクチャの２つの実施形態を図示している。図４６Ａに示される実
施形態は、ウェブサイトと通信するためのブラウザプラグインベースのアーキテクチャを
使用する一方で、図４６Ｂ示される実施形態は、ブラウザを必要としない。本明細書に記
載された様々な高度な認証技術及び関連するアプリケーションは、これらのシステムアー
キテクチャのいずれかにおいて実装されることができる。例えば、上述したクライアント
装置における認証エンジン（例えば、２３０）は、インターフェース４６０２を含むセキ
ュアトランザクションサービス４６０１の一部として実装されることができる。しかしな
がら、上述した実施形態は、図４６Ａ～Ｂに示されたもの以外のハードウェア及びソフト
ウェアのロジック構成を用いて実現されてもよいことに留意すべきである。
【０３７７】
　図４６Ａを参照すると、図示された実施形態は、エンドユーザを登録及び認証するため
の１つ以上の認証装置４６１０～４６１２を備えたクライアント４６００を含む。上述し
たように、認証装置４６１０～４６１２は、指紋センサ、音声認識ハードウェア／ソフト
ウェア（例えば、ユーザの音声を認識するためのマイクロフォン及び関連するソフトウェ
ア）、顔認識ハードウェア／ソフトウェア（例えば、ユーザの顔を認識するためのカメラ
及び関連するソフトウェア）、及び、光学認識機能（ユーザの網膜をスキャンするための
光スキャナ及び関連するソフトウェア）などの生体認証装置、並びに、信頼できるプラッ
トフォームモジュール（ＴＰＭ）及びスマートカードなどの非生体認証装置を含むことが
できる。ユーザは、生体データを提供することによって（例えば、指紋認証装置上で指を
スワイプする）生体認証装置に登録することができ、セキュアトランザクションサービス
４６０１は、（インターフェース４６０２を介して）セキュア記憶装置４６２０に生体認
証テンプレートデータを記憶することができる。
【０３７８】
　セキュア記憶装置４６２０は、認証装置４６１０～４６１２のセキュア周辺装置の外側
に示されているが、１つの実施形態において、各認証装置４６１０～４６１２は、独自の
統合セキュア記憶装置を有していてもよい。さらに、各認証装置４６１０～４６１２は、
生体認証基準データレコードを暗号的に保護することができる（例えば、記憶装置４６２
０をセキュアにするために対称鍵を使用してそれらをラッピングする）。
【０３７９】
　認証装置４６１０～４６１２は、セキュアトランザクションサービス４６０１によって
露出されたインターフェース４６０２（例えば、アプリケーションプログラミングインタ
ーフェース又はＡＰＩ）を介してクライアントに通信可能に接続されている。セキュアト
ランザクションサービス４６０１は、ネットワークを介して１つ以上のセキュアトランザ
クションサーバ４６３２～４６３３と通信を行い且つウェブブラウザ４６０４のコンテキ
スト内で実行されるセキュアトランザクションプラグイン４６０５とインターフェースす
るためのセキュアとアプリケーションである。図示されたように、インターフェース４６
０２はまた、装置識別コード、ユーザ識別コード、ユーザ登録データ（例えば、スキャン
された指紋又は他の生体データ）などの認証装置４６１０～４６１２のそれぞれに関連す
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る情報と本明細書に記載されたセキュア認証技術を実行するために使用される鍵とを記憶
するクライアント４６００におけるセキュア記憶装置４６２０に対するセキュアアクセス
を提供することができる。例えば、以下に詳細に説明するように、固有の鍵は、認証装置
のそれぞれに記憶され、インターネットなどのネットワークを介してサーバ４６３０と通
信するときに使用されることができる。
【０３８０】
　装置の登録に加えて、セキュアトランザクションサービス４６０１は、その後、ネット
ワークを介してセキュアトランザクションサーバ４６３２～４６３３に生体認証装置を登
録し、その後、登録処理中に交換されたデータを使用してこれらのサーバによって認証す
ることができる（例えば、生体認証装置にプロビジョニングされた暗号化鍵）。認証処理
は、本明細書に記載された認証技術のいずれかを含むことができる（例えば、明示的又は
非侵襲型認証技術に基づいて、クライアント４６００において保証レベルを生成し、セキ
ュアトランザクションサーバ４６３２～４６３３に結果を送信する）。
【０３８１】
　後述するように、特定の種類のネットワークトランザクションは、ウェブサイト４６３
１又は他のサーバとのＨＴＴＰ又はＨＴＴＰＳトランザクションなどのセキュアトランザ
クションプラグイン４６０５によってサポートされる。１つの実施形態において、セキュ
アトランザクションプラグインは、セキュアな企業又はウェブデスティネーション４６３
０内のウェブサーバ４６３１（以下では単に「サーバ４６３０」として時々称される）に
よってウェブページのＨＴＭＬコード内に挿入された特定のＨＴＭＬタグに応答して開始
される。そのようなタグを検出することに応答して、セキュアトランザクションプラグイ
ン４６０５は、処理のためにセキュアトランザクションサービス４６０１にトランザクシ
ョンを転送することができる。さらに、（セキュア鍵交換などの）特定の種類のトランザ
クションについて、セキュアトランザクションサービス４６０１は、オンプレミストラン
ザクションサーバ４６３２（すなわち、ウェブサイトと同じ位置に配置された）又はオフ
プレミストランザクションサーバ４６３３との直接の通信チャンネルを開くことができる
。
【０３８２】
　セキュアトランザクションサーバ４６３２～４６３３は、ユーザデータ、認証装置デー
タ、鍵、及び、後述するセキュア認証トランザクションをサポートするために必要な他の
セキュア情報を記憶するためにセキュアトランザクションデータベース４６４０に結合さ
れる。しかしながら、本発明の基本原理は、図４６Ａに示されるセキュア企業又はウェブ
デスティネーション４６３０内の論理的な構成要素の分離を必要としないことに留意すべ
きである。例えば、ウェブサイト４６３１及びセキュアトランザクションサーバ４６３２
～４６３３は、単一の物理サーバ又は他の物理サーバ内に実装されてもよい。さらに、ウ
ェブサイト４６３１及びトランザクションサーバ４６３２～４６３３は、以下に説明する
機能を実行するための１つ以上のサーバ上で実行される統合されたソフトウェアモジュー
ル内に実装されてもよい。
【０３８３】
　上述したように、本発明の基本原理は、図４６Ａに示されるブラウザベースアーキテク
チャに限定されるものではない。図４６Ｂは、スタンドアロンアプリケーション４６５４
がネットワークを介してユーザを認証するためにセキュアトランザクションサービス４６
０１によって提供される機能を利用する代替の実施形態を示している。１つの実施形態に
おいて、アプリケーション４６５４は、以下に詳細に説明したユーザ／クライアント認証
技術を実行するためのセキュアトランザクションサーバ４６３２～４６３３に依存する１
つ以上のネットワークサービス４６５１との通信セッションを確立するように設計されて
いる。
【０３８４】
　図４６Ａ～Ｂに示された実施形態のいずれかにおいて、セキュアトランザクションサー
バ４６３２～４６３３は、その後にセキュアトランザクションサービス４６０１に対して
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セキュアに送信され且つセキュア記憶装置４６２０内の認証装置に記憶される鍵を生成す
ることができる。さらに、セキュアトランザクションサーバ４６３２～４６３３は、サー
バ側のセキュアトランザクションデータベース４６４０を管理する。
【０３８５】
　認証装置が検出、登録、登録、認証を行うための例示的な一連のトランザクションが図
４７～５１に示されている。これらのトランザクションのいくつかの態様は、上述したＯ
ＳＴＰプロトコルにおいて使用されている（本明細書に組み込まれる追加の詳細について
は、ＯＳＴＰフレームワーク（２０１１年３月２３日）を参照）。これらのトランザクシ
ョンの基本的な動作の理解は、本発明の実施形態を実施することができるコンテキストを
提供する。
【０３８６】
　以下に説明する動作は、認証装置の検出（図４７）；認証装置によるユーザの登録（図
４８）；認証装置の登録（図４９）；登録されている認証装置によるユーザ認証（図５０
）；及び認証に続くセキュアトランザクションの実装（図５１）を含む。
【０３８７】
　図４７は、クライアント機器上で認証装置を検出するための一連のトランザクションを
図示している。装置の検出が成功裏に完了すると、サーバ４７３０は、クライアントに接
続されている認証装置に関する網羅的な情報を保有し、強化されたセキュリティインフラ
ストラクチャを使用するのに最も適切である装置を評価することができるようになる。サ
ーバ４７３０のみが認証装置のリストをフィルタリングする。ユーザは、このリストを備
え、さらなる認証及びセキュアトランザクションの実施のために使用するために認証装置
のうちの１つ（又は組み合わせ）を選択することができる。
【０３８８】
　動作において、ユーザは、ブラウザにおいてユーザ名とパスワードで認証し、ウェブサ
イトにログインする。これは、ユーザがユーザ名とパスワードを提供するために必要とさ
れる唯一の時間である。サーバ４７３０は、（例えば、セキュアトランザクションデータ
ベース４７２０をクエリすることによって）ユーザが強化されたセキュリティを現在使用
していないと判定し、強化されたセキュリティに変更するようにユーザに提案を提供する
。
【０３８９】
　１つの実施形態において、サーバ４７３０は、セキュアトランザクションプラグイン４
７０５が検出するＨＴＭＬページにおいて「装置のクエリ」タグを含む。タグの検出に応
答して、セキュアトランザクションプラグイン４７０５は、その後に装置のセキュリティ
特性を含むシステムに取り付けられた全ての認証装置に関する網羅的な情報を作成するセ
キュアトランザクションサービス４７０１に対してリクエストを再ルーティングする。１
つの実施形態において、情報は、予め指定されたデータスキーマを使用して送信前にＸＭ
Ｌ形式でパッケージ化される。
【０３９０】
　セキュアトランザクションプラグイン４７０５は、セキュアトランザクションサービス
４７０１からこの情報を受信し、１つの実施形態において、登録されたコールバックを介
してウェブページのＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）に情報を渡す。そして、それは、
ブラウザ４７０４に情報を表示する方法を選択する。ウェブサイトによってフィルタリン
グされたリストは、ユーザに示されることができ、ユーザは、認証装置のうちの１つ又は
組み合わせを選択することができる。
【０３９１】
　図４８は、認証装置によってユーザを登録する一連のトランザクションを図示している
。１つの実施形態において、登録は、本明細書に記載された本発明の実施形態によって提
供される強化されたセキュリティを使用するための前提条件である。登録は、同じ認証装
置が後続のトランザクション中にユーザを認証するために使用することができるように、
ユーザの生体情報読み取り値（例えば、指紋、音声サンプルなど）を取ることを含む。登
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録動作は、サーバ４７３０との相互作用なしに、クライアント上で単独に行うことができ
る。登録のために提供されるユーザインターフェースは、ブラウザの拡張機能において表
示されることができ、又は、別個のアプリケーション若しくはモバイル装置アプリケーシ
ョンにおいて表示されることができる。
【０３９２】
　登録動作は、装置が検出されるとすぐに開始されてもよい。ユーザは、セキュリティを
強化するために検出された装置のうちの１つ又はグループを使用することができる。動作
において、ユーザは、ブラウザ、アプリケーション又はモバイル装置アプリケーションに
おいて表示された装置リストから装置を選択することができる。図４８に示されるブラウ
ザベースの実装について、セキュアトランザクションプラグイン４７０５は、装置固有の
登録グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）を表示する。セキュアトランザクシ
ョンプラグイン４７０５は、トランザクションサービス４７０１に対して装置識別子及び
登録要求を送信し、完了を待機する。ユーザが既にクライアントの認証装置に登録されて
いる場合、ユーザは、自己の身元を確認する必要があるのみとすることができる（すなわ
ち、それらは再度登録する必要はない）。ユーザが現在登録されていない場合、セキュア
トランザクションサービス１０１は、（例えば、装置インターフェース４７０２を介して
）物理的認証装置を活性化することによって登録処理を開始する。そして、ユーザは、セ
キュアトランザクションプラグイン４７０５のＧＵＩと相互作用し、指定された登録ステ
ップに続く（例えば、指をスワイプする、マイクに向かって話す、画像をスナップするな
ど）。完了すると、ユーザは、認証装置に登録される。重要なことは、ユーザが装置に登
録されると、それらは、本明細書に記載された任意のウェブサイト又はネットワークサー
ビスに登録又は認証するためにこの登録を使用することができるということである。
【０３９３】
　図４９は、認証装置の登録のための一連のトランザクションを図示している。登録時に
、鍵は認証装置とセキュアトランザクションサーバ４７３２～４７３３のうちの１つとの
間で共有される。鍵は、クライアント４７００のセキュア記憶装置４７２０及びセキュア
トランザクションサーバ４７３２～４７３３によって使用されるセキュアトランザクショ
ンデータベース４７２０内に記憶される。１つの実施形態において、鍵は、セキュアトラ
ンザクションサーバ４７３２～４７３３のいずれかによって生成された対称鍵である。し
かしながら、以下に説明する他の実施形態において、非対称鍵を使用することができる。
本実施形態において、公開鍵は、セキュアトランザクションサーバ４７３２～４７３３に
よって記憶されることができ、第２の関連する秘密鍵は、クライアントのセキュア記憶装
置４７２０に記憶されることができる。さらに、１つの実施形態（以下に同様に説明する
）において、鍵は、（例えば、セキュアトランザクションサーバ４７３２～４７３３より
もむしろ認証装置又は認証装置インターフェースによって）クライアント４７００上に生
成されることができる。
【０３９４】
　動的対称鍵プロビジョニングプロトコル（ＤＳＫＰＰ）などのセキュア鍵プロビジョニ
ングプロトコルはセキュア通信チャンネルを介してクライアントと鍵を共有するために使
用することができる（例えば、コメントについての要求（ＲＦＣ）６０６３を参照）。し
かしながら、本発明の基本原理は、いかなる特定の鍵プロビジョニングプロトコルに限定
されるものではない。
【０３９５】
　図４９に示される具体的な詳細を参照すると、ユーザ登録やユーザ認証が完了すると、
サーバ４７３０は、装置登録時にクライアントによって提示されなければならないランダ
ム生成チャレンジ（例えば、暗号化ナンス）を生成する。ランダムチャレンジは、限られ
た期間について有効である。セキュアトランザクションプラグインは、ランダムチャレン
ジを検出し、それをセキュアトランザクションサービス４７０１に転送する。それに応答
して、セキュアトランザクションサービスは、サーバ４７３０（例えば、アウトオブバン
ドトランザクション）とのアウトオブバンドのセッションを開始し、鍵プロビジョニング
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プロトコルを使用してサーバ４７３０と通信する。サーバ４７３０は、ユーザ名によって
ユーザを配置し、ランダムチャレンジを検証し、１つが送信された場合には装置の認証コ
ードを検証し、ユーザのためにセキュアトランザクションデータベース４７２０に新たな
エントリを作成する。それはまた、鍵を生成し、データベース４７２０に鍵を書き込み、
鍵プロビジョニングプロトコルを使用してセキュアトランザクションサービス４７０１に
鍵を返送することができる。完了すると、認証装置及びサーバ４７３０は、対称鍵が使用
された場合には同じ鍵を共有し、非対称鍵が使用された場合には異なる鍵を共有する。
【０３９６】
　図５０は、登録された認証装置によるユーザ認証のための一連のトランザクションを図
示している。装置登録が完了すると、サーバ４７３０は、有効な認証トークンとしてロー
カル認証装置によって生成されたトークンを受け入れる。
【０３９７】
　ブラウザベースの実装を示す図５０に示される特定の詳細を参照すると、ユーザは、ブ
ラウザ４７０４においてサーバ４７３０のユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）を入
力する。（ブラウザよりもむしろ）スタンドアロンアプリケーション又はモバイル装置ア
プリケーションを使用する実装において、ユーザは、ネットワークサービス又はアプリケ
ーションについてのネットワークアドレスを入力することができ、アプリケーションは、
ネットワークアドレスにおけるネットワークサービスに自動的に接続しようとすることが
できる。
【０３９８】
　ブラウザベースの実装について、ウェブサイトは、ＨＴＭＬページにおいて登録された
装置のためのクエリを埋め込む。これは、Ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ（登録商標）を介して又
はＨＴＴＰヘッダを使用してなど、ＨＴＭＬページにクエリを埋め込む以外の多くの方法
で行うことができる。セキュアトランザクションプラグイン４７０５は、ＵＲＬを受信し
、（上述したように、認証装置及びユーザ情報データベースを含む）セキュア記憶装置４
７２０内を検索し且つこのＵＲＬ内に登録されたユーザが存在するかどうかを判定するセ
キュアトランザクションサービス４７０１にそれを送信する。そうである場合、セキュア
トランザクションサービス４７０１は、セキュアトランザクションプラグイン４７０５に
対してこのＵＲＬに関連付けられている提供された装置のリストを送信する。そして、セ
キュアトランザクションプラグインは、登録されたＪａｖａＳｃｒｉｐｔ　ＡＰＩを呼び
出し、サーバ４７３０（例えば、ウェブサイト）にこの情報を渡す。サーバ４７３０は、
送信された装置リストから適切な装置を選択し、ランダムチャレンジを生成し、装置情報
を送信し、クライアントに対して主張し返す。ウェブサイトは、対応するユーザインター
フェースを表示し、ユーザからの認証を要求する。そして、ユーザは、（例えば、指紋リ
ーダ上での指スワイプ、音声認識のための発話など）要求された認証手段を提供する。セ
キュアトランザクションサービス４７０１は、ユーザを識別し（このステップは、ユーザ
記憶をサポートしていない装置のために省略することができる）、データベースからユー
ザ名を取得し、鍵を使用して認証トークンを生成し、セキュアトランザクションプラグイ
ンを介してウェブサイトにこの情報を送信する。サーバ４７３０は、セキュアトランザク
ションデータベース４７２０からユーザを識別し、（例えば、その鍵のコピーを使用して
）サーバ４７３０において同じトークンを生成することによってトークンを検証する。検
証されると、認証処理は完了する。
【０３９９】
　図５１は、ブラウザベースの実装のための認証に続くセキュアトランザクションを図示
している。セキュアトランザクションは、特定の種類のトランザクション（例えば、金融
トランザクション）についての強力なセキュリティを提供するように設計されている。図
示された実施形態において、ユーザは、トランザクションを委任する前に各トランザクシ
ョンを確認する。図示された技術を使用して、ユーザは、彼／彼女が委任したいものを正
確に確認し、彼／彼女がＧＵＩに表示されたものをみるものを正確に委任する。換言すれ
ば、本実施形態は、ユーザが確認しなかったトランザクションを委任するためにトランザ
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クションテキストが「中間者」によって変更されないことを保証する。
【０４００】
　１つの実施形態において、セキュアトランザクションプラグイン４７０５は、トランザ
クションの詳細を示すためにブラウザコンテキスト内にウィンドウ５１０１を表示する。
セキュアトランザクションサーバ４７０１は、ウィンドウに表示されるテキストが誰かに
よって改竄されていないことを定期的に（例えば、ランダムな間隔で）検証する。
【０４０１】
　以下の例は、この実施形態の動作を強調するために役立つ。ユーザは、商人のサイトか
ら購入する項目を選択し、「チェックアウト」を選択する。商人のサイトは、本明細書に
記載された発明の１つ以上の実施形態を実装するセキュアトランザクションサーバ４７３
２～４７３３を有するサービスプロバイダ（例えば、ＰａｙＰａｌ）にトランザクション
を送信する。商人のサイトは、ユーザを認証し、トランザクションを完了する。
【０４０２】
　セキュアトランザクションサーバ４７３２～４７３３は、トランザクション詳細（ＴＤ
）を受信し、ＨＴＭＬページにおいて「セキュアトランザクション」要求を置き、クライ
アント４７００に送信する。セキュアトランザクション要求は、トランザクション詳細及
びランダムチャレンジ（例えば、ランダムナンス）を含む。セキュアトランザクションプ
ラグイン４７０５は、トランザクションの確認メッセージの要求を検出し、セキュアトラ
ンザクションサービス４７０１に全てのデータを転送する。ブラウザやプラグインを使用
していない実施形態において、情報は、セキュアトランザクションサーバからクライアン
ト４７００上のセキュアトランザクションサービスに対して直接送信することができる。
【０４０３】
　ブラウザベースの実装について、セキュアトランザクションプラグイン４７０５は、（
ブラウザコンテキスト内で）ユーザにトランザクション詳細を有するウィンドウ５１０１
を表示し、トランザクションを確認するために認証を提供するようにユーザに要求する。
ブラウザやプラグインを使用していない実施形態において、セキュアトランザクションサ
ービス４７０１又はアプリケーション４７５４は、ウィンドウ５１０１を表示することが
できる。セキュアトランザクションサービス４７０１は、タイマを起動し、ユーザに表示
されているウィンドウ５１０１の内容を検証する。検証期間は、ランダムに選択すること
ができる。セキュアトランザクションサービス４７０１は、ユーザがウィンドウ５１０１
において有効なトランザクション詳細をみるのを保証する。コンテンツが改竄されている
ことを検出した場合、確認トークンが生成されるのを防止する。
【０４０４】
　ユーザが有効な認証（例えば、指紋センサ上での指スワイプ）を提供した後、装置は、
ユーザを識別し、トランザクション詳細やランダムチャレンジによってトークン（暗号化
署名）を生成する（すなわち、トークンは、トランザクション詳細及びナンスにわたって
計算される）。これは、トランザクションの詳細がサーバとクライアントの間で変更され
ていないことをセキュアトランザクションサーバ４７３２～４７３３が確認するのを可能
とする。セキュアトランザクションサービス４７０１は、セキュアトランザクションサー
バ４７３２～４７３３にトークンを転送するセキュアトランザクションプラグイン４７０
５に対して生成されたトークン及びユーザ名を送信する。セキュアトランザクションサー
バ４７３２～４７３３は、ユーザ名によってユーザを識別し、トークンを検証する。検証
が成功すると、確認メッセージがクライアントに送信され、トランザクションが処理され
る。
　セキュアクエリのためのシステム及び方法
　クライアント認証機能を判定するためのポリシー
【０４０５】
　上述したように、本発明の１つの実施形態は、セキュアトランザクションサーバがサー
バによって受け入れられた認証機能を示すクライアントに対してサーバポリシーを送信す
るクエリポリシーを実装する。そして、クライアントは、それがサポートする及び／又は
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ユーザが使用する願望を示した認証機能のサブセットを識別するためにサーバポリシーを
分析する。そして、クライアントは、提供されたポリシーに一致する認証トークンのサブ
セットを使用してユーザを登録及び／又は認証する。したがって、クライアントは、認証
機能についての網羅的な情報（例えば、その認証装置の全て）又はクライアントを固有に
識別するために使用されるかもしれない他の情報を送信するのを必要としないことから、
クライアントのプライバシーに対する低い影響がある。
【０４０６】
　例示として、限定されるものではないが、クライアントは、例を挙げると、指紋センサ
、音声認識機能、顔認識機能、眼／光学的認識機能、信頼できるプラットフォームモジュ
ール（ＴＰＭ）及びスマートカードなどの多くの認証機能を含むことができる。しかしな
がら、プライバシー上の理由から、ユーザは、要求サーバに対してその機能の全ての詳細
を明かすことを望まないかもしれない。それゆえに、本明細書に記載された技術を使用し
て、セキュアトランザクションサーバは、例えば、指紋、光学的又はスマートカード認証
をサポートすることを示すサーバポリシーをクライアントに対して送信することができる
。そして、クライアントは、独自の認証機能に対してサーバポリシーを比較し、利用可能
な認証オプションを１つ以上選択することができる。
【０４０７】
　図５２は、これらの技術を実装するためのクライアント－サーバアーキテクチャの１つ
の実施形態を図示している。図示されたように、クライアント４７００に実装されたセキ
ュアトランザクションサービス４７０１は、サーバ４７３０によって提供されたポリシー
を分析し、登録及び／又は認証に使用される認証機能のサブセットを識別するためのポリ
シーフィルタ５２０１を含む。１つの実施形態において、ポリシーフィルタ５２０１は、
セキュアトランザクションサービス４７０１のコンテキスト内で実行されるソフトウェア
モジュールとして実装される。しかしながら、さらに本発明の基本原理を順守しながら、
ポリシーフィルタ５２０１は、任意の方法で実装されてもよく、ソフトウェア、ハードウ
ェア、ファームウェア又はそれらの任意の組み合わせを含むことができることに留意すべ
きである。
【０４０８】
　図５２に示される特定の実装は、上述した技術を使用してセキュア企業又はウェブデス
ティネーション４７３０（単に「サーバ４７３０」と時々称する）との通信を確立するた
めのセキュアトランザクションプラグイン４７０５を含む。例えば、セキュアトランザク
ションプラグインは、ウェブサーバ４７３１によってＨＴＭＬコードに挿入された特定の
ＨＴＭＬタグを識別することができる。そえゆえに、本実施形態において、サーバポリシ
ーは、ポリシーフィルタ５２０１を実装するセキュアトランザクションサービス４７０１
にそれを転送するセキュアトランザクションプラグイン４７０５に提供される。
【０４０９】
　ポリシーフィルタ５２０１は、クライアントのセキュア記憶領域５２２０から機能を読
み出すことによってクライアント認証機能を決定することができる。上述したように、セ
キュア記憶装置５２２０は、全てのクライアントの認証機能（例えば、認証装置の全ての
識別コード）のリポジトリを含むことができる。ユーザが既にその認証装置にユーザを登
録している場合、ユーザの登録データは、セキュア記憶装置５２２０内に記憶される。ク
ライアントが既にサーバ４７３０に認証装置を登録している場合、セキュア記憶装置はま
た、各認証装置に関連する暗号化された秘密鍵を記憶することができる。
【０４１０】
　セキュア記憶装置５２２０から抽出される認証データ及びサーバによって提供されるポ
リシーを使用して、ポリシーフィルタ５２０１は、その後、使用される認証機能のサブセ
ットを識別することができる。構成に応じて、ポリシーフィルタ５２０１は、クライアン
ト及びサーバの双方によってサポートされている認証機能の完全なリストを識別すること
ができるか又は完全なリストのサブセットを識別することができる。例えば、サーバが認
証機能Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥをサポートし且つクライアントが認証機能Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆ及
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びＧを有する場合、ポリシーフィルタ５２０１は、サーバに対する一般的な認証機能の全
体のサブセットを識別することができる：Ａ、Ｂ及びＣ。あるいは、図５２におけるユー
ザ嗜好５２３０によって示されるように、より高いレベルのプライバシーが所望される場
合、認証機能のより限定されたサブセットがサーバに対して識別されることができる。例
えば、ユーザは、単一の共通の認証機能がサーバ（例えば、Ａ、Ｂ又はＣのいずれか）に
対して識別されるべきであるにすぎないことを示すことができる。１つの実施形態におい
て、ユーザは、クライアント４７００の認証機能の全てについて優先順位付け方式を確立
することができ、ポリシーフィルタは、サーバ及びクライアントの双方に共通の優先順位
の最も高い認証機能（又はＮ個の認証機能の優先順位のセット）を選択することができる
。
【０４１１】
　何の動作がサーバ４７３０（登録又は認証）によって開始されかに応じて、図５２に示
されるように、セキュアトランザクションサービス４７３０は、認証装置のフィルタリン
グされたサブセット（４７１０～４７１２）においてその動作を実行し、セキュアトラン
ザクションプラグイン４７０５を介してサーバ４７３０に動作応答を返送する。あるいは
、ウェブブラウザのプラグイン４７０５構成要素に依存しない実施形態において、情報は
、セキュアトランザクションサービス４７０１からサーバ４７３０に対して直接送られて
もよい。
【０４１２】
　図５３は、クエリポリシートランザクションを有する例示的な一連の登録についての追
加の詳細を示すトランザクション図を示している。図示された実施形態において、ユーザ
は、サーバ４７３０に装置を以前に登録していない。したがって、５３０１において、ユ
ーザは、５３０２においてクライアントブラウザ４７０４を介してサーバ４７３０に転送
される最初のワンタイム認証ステップとしてユーザ名とパスワードを入力することができ
る。しかしながら、ユーザ名及びパスワードは、本発明の基本原理を順守するために必要
とされないことに留意すべきである。
【０４１３】
　ユーザは、５３０３において判定されたように強化されたセキュリティに以前に登録さ
れていないことから、サーバ４７３０は、５３０４においてクライアントに対してそのサ
ーバポリシーを送信する。上述したように、サーバポリシーは、サーバ４７３０によって
サポートされている認証機能の指示を含むことができる。図示された例において、サーバ
ポリシーは、トランザクション５３０６を介してセキュアトランザクションサービス４７
０１に渡される。
【０４１４】
　トランザクション５３０７において、セキュアトランザクションサービス４７０１は、
認証機能のフィルタリングされたリストに到達するために、クライアントの機能（及び上
述したような装置の優先順位方式及び／又はユーザ嗜好などの潜在的に他の情報）とサー
バポリシーを比較する。そして、装置（４７０２）のフィルタリングされたリストは、鍵
（５３０８及び５３０９）を生成し、その後、登録応答としてその順番でこれらをサーバ
４７３０に対して返送するセキュアトランザクションサービス４７０１に対してこれらの
鍵の公開部分を提供する。サーバは、認証装置を証明し、セキュアトランザクションデー
タベース内に公開鍵を記憶する。ここで用いられるトークン証明は、登録中に、認証装置
識別子を検証する処理である。それは、クライアントによって報告された装置が実際に主
張されたものであることをサーバが暗号的に確認するのを可能とする。
【０４１５】
　代替的に又は追加的に、５３０７において、ユーザは、リストを確認し及び／又はこの
特定のサーバ４７３０で使用される特定の認証機能を選択する機会を提供することができ
る。例えば、フィルタリングされたリストは、指紋スキャン、顔認識及び／又は音声認識
による認証を使用するための選択肢を示すことができる。そして、ユーザは、サーバ４７
３０による認証時にこれらの選択肢の１つ以上を使用するために選択することができる。
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【０４１６】
　クライアントにおいてサーバポリシーをフィルタリングするための上述した技術は、上
述した一連のトランザクションの様々な段階（例えば、装置検出、装置登録、装置プロビ
ジョニング、ユーザ認証などの際）で実施することができる。すなわち、本発明の基本原
理は、図５３に記載された特定のセットのトランザクション及び特定のトランザクション
の順序に限定されるものではない。
【０４１７】
　さらに、上述したように、ブラウザプラグインアーキテクチャは、本発明の基本原理を
遵守するために必要とされない。ブラウザ又はブラウザプラグイン（例えば、スタンドア
ロンアプリケーション又はモバイル装置のアプリケーションなど）をともなうアーキテク
チャについて、図５３に示されるトランザクション図（及び本明細書に開示されたトラン
ザクション図の残り）は、ブラウザ４７０４が削除され、セキュアトランザクションサー
ビス４７０１がサーバ４７３０と直接通信するように簡略化することができる。
　複数の認証装置によって効率的に登録、登録、
　及び認証するためのシステム及び方法
【０４１８】
　本発明の１つの実施形態は、複数の装置を同時に登録、登録及び認証することができ、
それによって効率及びユーザ体験を向上させることができる。例えば、一度に単一の装置
についての登録及び認証を要求する代わりに、装置のリストがクライアントに送信される
ことができる。そして、対称又は非対称鍵は、１つの動作又はクライアント上でローカル
に実行される一連のシーケンシャル動作において複数の装置に登録されることができる。
認証のために、いくつかのトークン／装置は、特定のトランザクションのために同時に選
択されることができる。
【０４１９】
　図５４は、これらの技術を実装するためのクライアント－サーバアーキテクチャの１つ
の実施形態を図示している。図示されるように、クライアント４７００に実装されたセキ
ュアトランザクションサービス４７０１は、各装置が登録／登録されるときにサーバ４７
３０との継続的な往復通信を必要とすることなく、一度に複数の装置の登録及び登録など
の指定された動作を実行するための複数装置処理ロジック５４０１を含む。同様に、サー
バ４７３０は、複数の認証装置に向けてコマンドを発行するための複数装置処理ロジック
を含む。１つの実施形態において、複数装置処理ロジック５４０１は、セキュアトランザ
クションサービス４７０１のコンテキスト内で実行されるソフトウェアモジュールとして
実装される。しかしながら、複数装置処理ロジック５４０１は、さらに本発明の基本原理
を順守し且つソフトウェア、ハードウェア若しくはファームウェア構成要素又はそれらの
任意の組み合わせを含むことができながら、任意の方法で実装されることができることに
留意すべきである。
【０４２０】
　上述した実施形態のように、図５４に示される特定の実装は、（上述したように、ウェ
ブサーバ４７３１及びセキュアトランザクションサーバ４７３２～４７３３を含むことが
できる）サーバ４７３０との通信を確立するためのセキュアトランザクションプラグイン
４７０５を含む。それゆえに、サーバ４７３０は、セキュアトランザクションプラグイン
４７０５を介してセキュアトランザクションサーバ４７０１と通信する。上述したように
、しかしながら、ブラウザベースのプラグインアーキテクチャは、本発明の基本原理を順
守する必要はない。
【０４２１】
　サーバ４７３０における複数装置処理ロジック５４０２は、複数の認証装置４７１０～
４７１２において動作を実行するクライアント４７００における複数装置処理ロジック５
４０１によって実行されるコマンドを通信することができる。例示として、複数装置処理
ロジック５４０２は、Ｎ個の認証装置のそれぞれに登録されるためにＮ個の鍵を生成する
ことができ、その後、Ｎ個の装置を登録するためのコマンドとともに複数装置処理ロジッ
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ク５４０１にセキュアに送信することができる。そして、複数装置処理ロジック５４０１
は、サーバとのさらなる相互作用なしで、Ｎ個全ての装置について（例えば、認証装置４
７１０～４７１２について）同時に又は一連のシーケンシャルな動作において登録を行う
ことができる。そして、単一の応答は、Ｎ個全ての装置の登録完了を示すためにサーバ４
７３０に送信されることができる。
【０４２２】
　例示的な複数の装置の一連のトランザクションが図５５Ａ～Ｃに示されている。図５５
Ａは、サーバ４７３０とのいかなる相互作用もなしで行うことができる複数装置の登録処
理を図示している（例えば、認証装置にユーザを登録することは、クライアントにおける
セキュアトランザクションサービス４７０１の制御下で行うことができる）。代替の実施
形態において、サーバ４７３０は、Ｎ個の装置にユーザを登録するためにクライアント（
図示しない）に要求を送信することができる。図５５Ｂ～Ｃは、サーバ４７３０に複数の
装置を登録するための２つの異なる実施形態を図示している。
【０４２３】
　図５５Ａにおける登録処理を参照すると、５５０１において、ユーザは、（利用可能な
認証装置の全て又はサブセットを表す）クライアントにおけるＮ個の認証装置に登録する
意欲を示す。これに応答して、セキュアトランザクションプラグインは、５５０２におい
て呼び出され、５５０３において、認証装置＃１に処理又は登録することによってユーザ
が歩行するように装置固有のグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）が生成され
る登録処理の間、ユーザは、示されるように（例えば、指紋センサ上で指を配置すること
、マイクに向かって発話すること、カメラで写真をスナップすることなどによって）セキ
ュアトランザクションプラグインと相互作用する。１つの実施形態において、５５０４に
おいて、登録がＮ番目の装置について完了するまで、Ｎ個の装置のそれぞれについて登録
が行われる。異なる装置固有のスクリプト及び／又はユーザインターフェースは、個々の
認証装置にユーザを登録するためにユーザに提示されることができる。上述したように、
ユーザが各装置に登録するのにともない、ユーザ登録データは、クライアント４７００に
おけるセキュア記憶装置７２０内に記憶されることができ、セキュアトランザクションサ
ービス４７０１を介してのみアクセス可能とされることができる。Ｎ個全ての装置の登録
が完了すると、通知がトランザクション５５０４～５５０５を介してサーバ４７３０に送
信されることができる。
【０４２４】
　登録が行われる方法にかかわらず、完了すると、サーバ４７３０にＮ個の装置を登録す
るために図５５Ｂに示されるトランザクション図が使用されることができる。５５１０に
おいて、サーバ４７３０は、上述したように、時間の制限されたウィンドウについてのみ
有効であるとすることができ且つ暗号化ナンスなどのランダム生成コードを含むことがで
きるユーザ固有のランダムチャレンジを生成する。５５１１において、サーバ４７３０に
Ｎ個の認証装置を登録するためにコマンドとともにランダムチャレンジが送信される。５
５１２において、セキュアトランザクションサービス４７０１は、サーバ４７３０とのセ
キュア接続を形成し、ランダムチャレンジとともにＮ個の装置についての識別データを送
信する。１つの実施形態において、セキュア接続は、ＨＴＴＰＳ接続である。しかしなが
ら、本発明の基本原理は、いかなる特定のセキュア接続種類に限定されるものではない。
【０４２５】
　５５１３において、サーバ４７３０は、Ｎ個の装置を証明し、Ｎ個の装置のそれぞれに
ついての鍵を生成し、セキュア接続を介してセキュアトランザクションサービスにＮ個の
鍵を返送する。１つの実施形態において、セキュア接続を介してクライアントと鍵を交換
するために動的対称鍵プロビジョニングプロトコル（ＤＳＫＰＰ）が使用される。しかし
ながら、本発明の基本原理は、いかなる特定の鍵プロビジョニング技術に限定されるもの
ではない。あるいは、ＤＳＫＰＰプロトコルに依存しない実施形態において、鍵は、各認
証装置において生成されてもよく、そしてサーバ４７３０に送信されてもよい。
【０４２６】
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　５５１４～５５１５において、セキュアトランザクションサービスの複数装置処理ロジ
ックは、Ｎ個の装置のそれぞれにＮ個の鍵のそれぞれを登録する。上述したように、各鍵
は、クライアントのセキュア記憶装置７２０内に記憶され、その各装置に関連付けられる
ことができる。登録が各認証装置について完了すると、５５１６において、通知がセキュ
ア接続を介してサーバに送信される。
【０４２７】
　１つの実施形態において、各認証装置に登録された鍵は対称鍵である。それゆえに、各
鍵の同一のコピーは、クライアントにおけるセキュア記憶装置７２０及びサーバ４７３０
におけるセキュアトランザクションデータベース４７２０に記憶される。代替の実装にお
いて、非対称鍵対が生成されてもよく、鍵の１つがサーバにおけるセキュアトランザクシ
ョンデータベース４７２０内の公開鍵及びクライアントのセキュア記憶装置７２０に記憶
された秘密鍵として維持される。しかしながら、本発明の基本原理は、暗号化鍵の任意の
特定の種類に限定されるものではないことに留意すべきである。
【０４２８】
　サーバ４７３０よりもむしろクライアントにおいて鍵が生成される代替の実装が図５５
Ｃに示されている。この実装において、５５１１においてランダムチャレンジを有する装
置を登録するための要求を受信した後、セキュアトランザクションサービス４７０１の複
数装置処理ロジックは、１１２０において、Ｎ個の装置のそれぞれについてＮ個の鍵を生
成する。生成されると、鍵は、５５１３～５５１４においてＮ個の装置のそれぞれに登録
され、登録は上述したようにセキュア記憶装置７２０内に記憶される。全ての鍵が登録さ
れると、セキュアトランザクションサービス４７０１は、（クライアントの身元を検証す
るために）ランダムチャレンジとともに５５１５においてサーバに通知を提供する。そし
て、サーバ４７３０は、上述したように、セキュアトランザクションデータベース４７２
０に登録を記憶することができる。
　認証フレームワーク内でランダムチャレンジを処理するためのシステム及び方法
【０４２９】
　本発明の１つの実施形態は、ランダムチャレンジがサーバによって生成されて処理され
る方法を改善する。１つの実施形態において、ランダムチャレンジは、暗号化ナンスとし
てのランダム生成コードを含む。現在のシステムにおいて、サーバがクライアントにラン
ダムチャレンジを送信した後、クライアントが指定されたタイムアウト期間内に応答しな
い場合には、ランダムチャレンジはもはや有効でなく、クライアントは、その後の認証試
行に応答してエラーを受信する（例えば、ユーザは、指紋リーダ上で指をスワイプして拒
否される）。
【０４３０】
　本発明の１つの実施形態において、クライアントは、チャレンジが満了したことを自動
的に検出し、サーバから新たなチャレンジを透過的に要求する（すなわち、ユーザの介入
なしに）。そして、サーバは、新たなランダムチャレンジを生成し、その後にサーバとの
セキュア通信を確立するためにそれを使用することができるクライアントにそれを送信す
る。ユーザは認証要求のエラー又は拒否を受信しないため、エンドユーザ体験が改善され
る。
【０４３１】
　図５６Ａは、登録処理のコンテキスト内で使用される１つのそのような実施形態を図示
し、図５６Ｂは、認証処理のコンテキスト内で使用される実施形態を図示している。しか
しながら、本発明の基本原理は、図５６Ａ～Ｂに示されるもの以外のコンテキスト内で使
用されてもよいことに留意すべきである。例えば、本明細書に記載された技術は、時間に
敏感なコードがサーバからクライアントに通信される任意の処理で使用することができる
。
【０４３２】
　最初に図５６Ａを参照すると、５６０１において、サーバ４７３０は、ランダムチャレ
ンジ及びタイムアウト期間の指示を生成する。１つの実施形態において、タイムアウト期
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間は、ランダムなチャレンジが有効とみなされる期間を含む。タイムアウト期間が経過し
た後、ランダムチャレンジは、もはやサーバ４７３０によって有効とみなされない。１つ
の実施形態において、タイムアウト期間は、ランダムチャレンジがもはや有効でなくなる
時点として単純に指定される。この時点に到達すると、ランダムチャレンジは無効である
。他の実施形態において、タイムアウト期間は、現在のタイムスタンプ（すなわち、ラン
ダムチャレンジがサーバ４７３０によって生成された時間）及び持続時間を使用して指定
される。そして、セキュアトランザクションサービス４７０１は、ランダムチャレンジが
無効になる時点を計算するためにタイムスタンプに持続時間値を追加することによってタ
イムアウト時間を計算することができる。しかしながら、本発明の基本原理は、タイムア
ウト期間を計算するための任意の特定の技術に限定されるものではないことに留意すべき
である。
【０４３３】
　タイムアウト期間が指定される又は計算される方法にかかわらず、５６０２において、
ランダムチャレンジ及びタイムアウト指示が（図示された例においてはブラウザ４７０４
及びセキュアトランザクションプラグイン４７０５を介して）セキュアトランザクション
サービス４７０１に送信される。５６０３において、セキュアトランザクションサービス
４７０１は、ランダムチャレンジがタイムアウトしたことを検出し、サーバ４７３０から
送信されたタイムアウト指示に基づいてもはや有効ではない。例示として、ユーザは、一
連のトランザクションを完了する前に、彼／彼女のクライアント機器をオフにすることが
でき、又は、彼／彼女のノートブックコンピュータの蓋を閉じることができる。トランザ
クションがユーザの相互作用を必要とするものである場合、ユーザは、単に離れて歩くか
又はＧＵＩ内に表示されたメッセージを無視することができる。
【０４３４】
　５６０４において、ランダムチャレンジがもはや有効でないことを検出すると、セキュ
アトランザクションサービス４７０１は、（図示された例においてはセキュアトランザク
ションプラグイン４７０５及びブラウザ４７０４を介して）サーバ４７３０に対して新た
なランダムチャレンジの要求を送信する。５６０５において、サーバ４７３０は、新たな
ランダムチャレンジ及び新たなタイムアウト期間指示を生成する。１つの実施形態におい
て、タイムアウト期間は、動作５６０１と同じであるか又は変更されることができる。例
えば、サーバ４７３０は、クライアントによってデータトラフィックを低減するために又
はランダムチャレンジによって提供されるセキュリティのレベルを増加させるために時間
を低減させるためにタイムアウト期間の持続時間を増加させることができる。５６０６に
おいて、新たなランダムなチャレンジ及びタイムアウト指示がセキュアトランザクション
サービス４７０１に送信される。
【０４３５】
　トランザクションの残りの部分は、上述したように発生する。例えば、セキュアトラン
ザクションサービスは、図４９、図５５Ｂ又は図５５Ｃに関して上述したように、装置登
録及び鍵交換を行うために、５６０７においてサーバに対して直接セキュア接続を開く。
５６０８において、サーバ４７３０は、（例えば、ユーザ名又は他のＩＤによって）ユー
ザを識別し、認証装置を証明し、装置についての鍵を生成する。上述したように、鍵は、
対称鍵又は非対称鍵とすることができる。５６０９において、鍵はセキュア接続を介して
セキュアトランザクションサービス４７０１に送信され、５６１０において、セキュアト
ランザクションサービス４７０１は、認証装置に鍵を登録する。５６１１において、登録
が完了した通知がサーバ４７３０に送信される。
【０４３６】
　それゆえに、図５６Ａに示される実施形態において、装置登録に使用される鍵は、図５
５Ｂに示される実施形態のようにサーバ４７３０において生成される。しかしながら、本
発明の基本原理はまた、図５５Ｃに関して上述したように、クライアント４７００におけ
るセキュアトランザクションサービス４７０１によって鍵が生成される実施形態において
使用することができる。
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【０４３７】
　図５６Ｂは、認証処理のコンテキスト内で実装される本発明の１つの実施形態を図示し
ている。５６５１において、ユーザは、ブラウザ４７０４に特定のウェブサイトのＵＲＬ
を入力し、セキュアトランザクションサーバ４７３２～４７３３を含む企業／ウェブデス
ティネーションサーバ４７３０内のウェブサーバ４７３１に向けられる。５６５２におい
て、クエリは、ウェブサイトのＵＲＬに登録される装置を判定するために（ブラウザ及び
プラグインを介して）セキュアトランザクションサービスに返送される。セキュアトラン
ザクションサービス４７０１は、５６５３において、サーバ４７３０に返送される装置の
リストを識別するためにクライアント４７００におけるセキュア記憶装置７２０をクエリ
する。５６５４において、サーバ５６５４は、認証に使用する装置を選択し、ランダムチ
ャレンジ及びタイムアウト指示を生成し、５６５５において、セキュアトランザクション
サービス４７０１にこの情報を返送する。
【０４３８】
　５６５６において、セキュアトランザクションサービス５６５６は、タイムアウト期間
の終わりに到達してランダムチャレンジがもはや有効でないことを自動的に検出する。上
述したように、タイムアウト期間の終了を指示して検出するために、様々な異なる技術が
使用されることができる（図５６Ａ及び関連するテキストを参照）。５６５７において、
ランダムチャレンジの終了を検出すると、セキュアトランザクションサービス４７０１は
、透過的に（すなわち、ユーザーの介入なしで）サーバ４７３０に通知し、新たなランダ
ムチャレンジを要求する。応答として、５６５８において、サーバ４７３０は、新たなラ
ンダムチャレンジ及び新たなタイムアウト期間の指示を生成する。上述したように、新た
なタイムアウト期間は、以前にクライアントに送信されたものと同じとすることができる
か又は変更されることができる。いずれの場合においても、５６５９において、新たなラ
ンダムチャレンジ及びタイムアウト指示がセキュアトランザクションサービス４７０１に
送信される。
【０４３９】
　図５６Ｂに示されるトランザクション図の残りは、実質的に上述した方法と同様に動作
する（例えば、図５０を参照）。例えば、５６６０において、認証ユーザーインターフェ
ースが表示され（例えば、指紋センサ上で指をスワイプするようにユーザを導く）、５６
６１において、ユーザは、認証を提供する（例えば、指紋スキャナ上で指をスワイプする
）。５６６２において、セキュアトランザクションサービスは、ユーザの身元を検証し（
例えば、セキュア記憶装置７２０に記憶されたものとユーザから収集された認証データを
比較する）、ランダムチャレンジを暗号化するために認証装置に関連付けられた鍵を使用
する。５６６３において、ユーザ名（又は他のＩＤコード）及び暗号化されたランダムチ
ャレンジがサーバ４７３０に送信される。最後に、５６６４において、サーバ４７３０は
、ユーザ名（又は他のＩＤコード）を使用してセキュアトランザクションデータベース４
７２０内のユーザを識別し、認証処理を完了するために、セキュアトランザクションデー
タベース４７２０に記憶された鍵を使用してランダムチャレンジを復号／検証する。
　認証フレームワーク内のプライバシークラスを
　実装するためのシステム及び方法
【０４４０】
　１つの実施形態において、プライバシー保護の複数のクラスは、エンドユーザによって
事前に定義、選択及び／又は変更されることができる。プライバシークラスは、漏洩情報
を用いてクライアントが識別されることができる確率に基づいて定義されることができる
。比較的高いプライバシーレベルを有するプライバシークラスにおいて、クライアント装
置に関する比較的少ない情報は、本明細書に記載された認証技術を実行するために公表さ
れる。１つの実施形態において、ユーザは、異なるサーバと通信するときに可能な最小量
の情報を開示するために選択することができる（すなわち、各ウェブサイト又はネットワ
ークサービスに影響を与える最低許容プライバシーを有するトランザクションを選択する
ことができる）。
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【０４４１】
　図５７は、プライバシークラスを実装するための高レベルのアーキテクチャを図示して
いる。図示されたように、本実施形態のセキュアトランザクションサービス４７０１は、
認証装置に関連する情報などのクライアント情報についてサーバ４７３０から受信したク
エリを分析し、そのようなクエリに応答してプライバシーポリシーを実行し、使用中の特
定のプライバシークラスに基づいて収集されたクライアント情報を含む応答を生成するた
めのプライバシー管理ロジック５７０１を含む。１つの実施形態において、プライバシー
管理モジュール５７０１は、セキュアトランザクションサービス４７０１のコンテキスト
内で実行されるソフトウェアモジュールとして実装される。しかしながら、さらに本発明
の基本原理を順守しながら、プライバシー管理モジュール５７０１は、任意の方法で実装
されてもよく、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア又はそれらの任意の組み合
わせを含むことができることに留意すべきである。
【０４４２】
　プライバシー管理ロジック５７０１によって利用されるプライバシークラスは、クライ
アント４７００において事前に指定されて記憶されることができる（例えば、セキュア記
憶装置５７２０内に記憶される）。１つの実施形態において、３つのプライバシークラス
が定義される：高いプライバシーへの影響、中間のプライバシーへの影響及び低いプライ
バシーへの影響。各プライバシークラスは、漏洩情報がユーザ／クライアントを固有に識
別するために使用することができた確率に基づいて定義することができる。例えば、低い
プライバシー影響トランザクションについての漏洩情報は、インターネット上で固有に識
別されるユーザ又は機器の１０％の確率をもたらすことができ、中間プライバシー影響ト
ランザクションは、固有に識別されるユーザ又は機器の５０％の確率をもたらすことがで
き、高いプライバシー影響トランザクションは、固有に識別されるユーザ又は機器の１０
０％の確率をもたらすことができる。さらに本発明の基本原理を順守しながら、様々な他
のクラスのプライバシーレベルが定義されることができる。
【０４４３】
　１つの実施形態において、各信頼できる当事者（例えば、各ウェブサイト４７３１又は
サービス４７５１）は、必要なプライバシークラス又は他のプライバシーの閾値を指定す
ることができる。例えば、セキュリティのレベルの高まりを必要とするウェブサイト及び
サービスは、高いプライバシー影響クラスに応じて通信するのを可能とすることができる
のみであるのに対して、他のウェブサイト／サービスは、中間プライバシー影響又は低い
プライバシー影響クラスを使用して相互作用を許可することができる。１つの実施形態に
おいて、サーバ４７３０から送信されたクライアント情報のクエリは、取得されるべきで
ある情報のプライバシークラスを指定する（すなわち、低、中、高）属性を含む。それゆ
えに、プライバシー管理ロジック５７０１は、各信頼できる当事者についての最高の承認
プライバシークラスの情報を記憶する。１つの実施形態において、信頼できる当事者が既
に承認されたものよりも高いプライバシークラスに属する情報を要求するたびに、ユーザ
は、この信頼できる当事者についてのこの新たなプライバシークラスを恒久的に承認（又
は拒否）するように求められる。ユーザの承認に応答して、プライバシー管理ロジックは
、（例えば、ＵＲＬを介して識別される）信頼できる当事者と新たなプライバシークラス
間の新たな関連付けを記憶することができる。
【０４４４】
　ユーザ嗜好５７３０は、単純化のために図５７におけるプライバシー管理ロジックに直
接適用されているが、ユーザは、ブラウザベースのグラフィカルユーザインターフェース
（図示しない）を介して嗜好を指定することができることに留意すべきである。そのよう
な場合、ユーザは、ブラウザウィンドウを介してプライバシー設定を入力する。そして、
セキュアトランザクションプラグイン４７０５は、プライバシー管理ロジック５７０１に
対して又はプライバシー管理ロジック５７０１によってアクセス可能な設定データファイ
ルに対して新たな設定を記憶する。要するに、本発明の基本原理は、プライバシー管理ロ
ジックを構成するための特定の機構に限定されるものではない。
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【０４４５】
　様々な種類のクライアントデータは、例えば、機器モデル識別子、クライアントソフト
ウェア情報、クライアント機能及びクライアント装置上に構成された各認証装置に関連す
る様々なレベルの情報（例えば、装置ＩＤコード、ベンダＩＤコード、装置クラスＩＤな
ど）を含む様々なプライバシークラスレベルで指定することができる。この情報の異なる
組み合わせは、異なるプライバシークラスを定義する上で特定のパーセンテージを決定す
るために収集されてもよい。
【０４４６】
　図５８は、定義されたプライバシークラスを使用して要求者に対して情報を提供するた
めの一連のトランザクションを図示している。５８０１において、サーバ４７３０は、ク
ライアント装置情報についてのクエリを含む通知を生成する。５８０２において、クエリ
がクライアントに送信され、最終的にセキュアトランザクションサービス４７０１によっ
て受信される。５８０３において、セキュアトランザクションサービスのプライバシー管
理ロジックは、応答についてのプライバシークラスを判定し、必要な情報を収集する。上
述したように、Ｎ個の異なるプライバシークラスレベルが定義されることができ、セキュ
アトランザクションサービス４７０１は、クライアントに関するできるだけ少ない情報を
同時に漏洩しながら要求者の要件に適合するものを選択することができる。５８０４にお
いて、収集された情報は、サーバ４７３０に送信され、５８０５において、サーバは、ク
ライアントによる１つ以上の後続のトランザクションのために情報を使用する。
　トランザクション署名を使用した認証フレームワークを
　実行するためのシステム及び方法
【０４４７】
　本発明の１つの実施形態は、クライアントとのセッションを維持するためにいかなるト
ランザクション状態もサーバにおいて維持される必要がないように、セキュアトランザク
ションサーバにおいてトランザクション署名を使用する。特に、トランザクションテキス
トなどのトランザクション詳細は、サーバによって署名されたクライアントに送信される
ことができる。そして、サーバは、クライアントによって受信された署名されたトランザ
クション応答が署名を検証することで有効であることを検証することができる。サーバは
、持続的にトランザクションの内容を記憶する必要がなく、多くのクライアントのための
記憶スペースのかなりの量を消費し、サーバにおけるサービス種類攻撃の拒否の可能性を
開く。
【０４４８】
　クライアント４７００とのトランザクションを開始するウェブサイト又は他のネットワ
ークサービス（５９０１）を示す本発明の１つの実施形態が図５９に示されている。例え
ば、ユーザは、ウェブサイト上で購入するための物品を選択している可能性があり、チェ
ックアウトして支払う準備ができている。図示された例において、ウェブサイト又はサー
ビス５９０１は、（本明細書に記載される）署名を生成して検証するための署名処理ロジ
ック５９０３と、（例えば、上述した認証技術を使用して）クライアント認証５９０４を
実行するための認証ロジックとを含むセキュアトランザクションサーバ５９０２にトラン
ザクションをハンドオフする。
【０４４９】
　１つの実施形態において、クライアント４７００に対してセキュアトランザクションサ
ーバ５９０２から送信された認証要求は、（上述したように）暗号化ナンスなどのランダ
ムチャレンジと、トランザクション詳細（例えば、トランザクションを完了するために提
示される特定のテキスト）と、（セキュアトランザクションサーバによってのみ知られて
いる）秘密鍵を使用してランダムチャレンジ及びトランザクション詳細を介して署名処理
ロジック５９０３によって生成された署名とを含む。
【０４５０】
　上記情報がクライアントによって受信されると、ユーザは、認証がトランザクションを
完了するために必要とされるという指示を受信することができる。これに応答して、ユー
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ザは、例えば、指紋スキャナにわたって指をスワイプする、画像をスナップする、マイク
に発話する又は所定のトランザクションについて許可された他の種類の認証を行うことが
できる。１つの実施形態において、ユーザが成功裏にクライアント４７００に認証される
と、クライアントは、サーバに以下を返送する：（１）ランダムチャレンジ及びトランザ
クションテキスト（双方とも以前にサーバによってクライアントに提供される）、（２）
ユーザが成功裏に認証を完了したことを証明する認証データ、及び（３）署名。
【０４５１】
　そして、セキュアトランザクションサーバ５９０２における認証モジュール５９０４は
、ユーザが正しく認証されたことを確認することができ、署名処理ロジック５９０３は、
秘密鍵を使用してランダムチャレンジ及びトランザクションのテキストにわたって署名を
再生成する。署名がクライアントから送信されたものと一致した場合、サーバは、トラン
ザクションのテキストがウェブサイト又はサービス５９０１から受信したときのものと同
じであることを検証することができる。セキュアトランザクションサーバ５９０２は、セ
キュアトランザクションデータベース４７２０内にトランザクションのテキスト（又は他
のトランザクションデータ）を持続的に記憶するのに必要でないため、記憶及び処理リソ
ースは保存される。
　例示的なデータ処理装置
【０４５２】
　図６０は、本発明のいくつかの実施形態において使用することができる例示的なクライ
アント及びサーバを図示するブロック図である。図６０は、コンピュータシステムの様々
な構成要素を図示しているが、そのような詳細は本発明に適切でないため、構成要素を相
互接続する任意の特定のアーキテクチャ又は方法を表すことを意図するものではないこと
を理解すべきである。より少ない構成要素又は複数の構成要素を有する他のコンピュータ
システムもまた、本発明によって使用可能であることが理解されるであろう。
【０４５３】
　図６０に示されるように、データ処理システムの形態であるコンピュータシステム６０
００は、処理システム６０２０に結合されているバス６０５０と、電源６０２５と、メモ
リ６０３０と、不揮発性メモリ６０４０（例えば、ハードドライブ、フラッシュメモリ、
相変化メモリ（ＰＣＭ）など）とを含む。バス６０５０は、当該技術分野において周知で
あるように、様々なブリッジ、コントローラ及び／又はアダプタを介して互いに接続され
ることができる。処理システム６０２０は、メモリ６０３０及び／又は不揮発性メモリ６
０４０から命令を取得することができ、上述したように動作を実行するための命令を実行
することができる。バス６０５０は、上記構成要素を一体に相互接続し、また、任意のド
ック６０６０、ディスプレイコントローラ及びディスプレイ装置６０７０、入力／出力装
置６０８０（例えば、ＮＩＣ（ネットワークインターフェースカード）、カーソル制御（
例えば、マウス、タッチスクリーン、タッチパッドなど）、キーボードなど）及び任意の
無線送受信機６０９０（例えば、ブルートゥース、ＷｉＦｉ、赤外線など）にそれらの構
成要素を相互接続する。
【０４５４】
　図６１は、本発明のいくつかの実施形態において使用されることができる例示的なデー
タ処理システムを図示するブロック図である。例えば、データ処理システム６１００は、
ハンドヘルドコンピュータ、パーソナルディジタルアシスタント（ＰＤＡ）、携帯電話、
ポータブルゲームシステム、ポータブルメディアプレーヤ、タブレット、又は、携帯電話
、メディアプレーヤ及び／又はゲームシステムを含むことができるハンドヘルドコンピュ
ーティング装置とすることができる。他の例として、データ処理システム６１００は、ネ
ットワークコンピュータ又は他の装置内の埋め込み処理装置とすることができる。
【０４５５】
　本発明の１つの実施形態によれば、データ処理システム６１００の例示的なアーキテク
チャは、上述した携帯機器のために使用することができる。データ処理システム６１００
は、集積回路上の１つ以上のマイクロプロセッサ及び／又はシステムを含むことができる
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処理システム６１２０を含む。処理システム６１２０は、メモリ６１１０、（１つ以上の
バッテリを含む）電源６１２５、オーディオ入力／出力６１４０、ディスプレイコントロ
ーラ及びディスプレイ装置６１６０、任意の入力／出力６１５０、入力装置６１７０及び
無線送受信機６１３０に連結されている。図６１には示されていない追加の構成要素はま
た、本発明の特定の実施形態においてデータ処理システム６１００の一部であってもよく
、本発明の特定の実施形態において図６１に示されるよりも少ない構成要素が使用可能で
あることが理解されるであろう。さらに、図６１には示されていない１つ以上のバスは、
当該技術分野において周知であるように様々な構成要素を相互接続するために使用するこ
とができることが理解されるであろう。
【０４５６】
　メモリ６１１０は、データ処理システム６１００による実行のためのデータ及び／又は
プログラムを記憶する。オーディオ入力／出力６１４０は、例えば、音楽を再生するため
にマイクロフォン及び／又はスピーカを含むことができ、及び／又はスピーカ及びマイク
ロフォンを介して電話機能を提供することができる。ディスプレイコントローラ及びディ
スプレイ装置６１６０は、グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）を含むことが
できる。無線（例えば、ＲＦ）送受信機６１３０（例えば、ＷｉＦｉ送受信機、赤外線送
受信機、ブルートゥース送受信機、無線携帯電話送受信機など）は、他のデータ処理シス
テムと通信するために使用することができる。１つ以上の入力装置６１７０は、ユーザが
システムに入力を提供するのを可能とする。これらの入力装置は、キーパッド、キーボー
ド、タッチパネル、マルチタッチパネルなどとすることができる。任意の他の入力／出力
６１５０は、ドック用コネクタとすることができる。
【０４５７】
　上述したように、本発明の実施形態は、様々なステップを含んでもよい。ステップは、
汎用又は特殊目的のプロセッサに特定のステップを実行させる機械実行可能な命令で具現
化されることができる。あるいは、これらのステップは、ステップを実行するためのハー
ドワイヤードロジックを含む特定のハードウェア構成要素によって又はプログラミングさ
れたコンピュータ構成要素及びカスタムハードウェア構成要素の任意の組み合わせによっ
て実行することができる。
【０４５８】
　本発明の要素はまた、機械実行可能なプログラムコードを記憶する機械読み取り可能な
媒体として提供することができる。機械読み取り可能な媒体は、限定されるものではない
が、フロッピー（登録商標）ディスク、光ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ及び光磁気ディスク、
ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、磁気若しくは光カード、又は、電子プログ
ラムコードを記憶するのに適した他の種類の媒体／機械読み取り可能な媒体を含むことが
できる。
【０４５９】
　上記の説明全体を通じて、説明の目的のために、多数の特定の詳細が本発明の完全な理
解を提供するために記載された。しかしながら、本発明は、これらの特定の詳細の一部が
なくても実施できることは当業者にとって明らかであろう。例えば、本明細書に記載され
た機能モジュール及び方法は、ソフトウェア、ハードウェア又はそれらの任意の組み合わ
せとして実装されてもよいことが当業者にとって容易に明らかであろう。さらに、本発明
のいくつかの実施形態は、モバイルコンピューティング環境のコンテキストで本明細書に
おいて記載されているが、本発明の基本原理は、モバイルコンピューティングの実装に限
定されるものではない。実質的に任意の種類のクライアント又はピアデータ処理装置は、
例えば、デスクトップ又はワークステーションコンピュータを含むいくつかの実施形態で
使用することができる。したがって、本発明の範囲及び精神は、以下の特許請求の範囲の
観点から判断されるべきである。
【０４６０】
　上述したように、本発明の実施形態は、様々なステップを含んでもよい。ステップは、
汎用又は特殊目的のプロセッサに特定のステップを実行させる機械実行可能な命令で具現
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化されることができる。あるいは、これらのステップは、ステップを実行するためのハー
ドワイヤードロジックを含む特定のハードウェア構成要素によって又はプログラミングさ
れたコンピュータ構成要素及びカスタムハードウェア構成要素の任意の組み合わせによっ
て実行することができる。
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