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(57) 要約 例えぱ、ある事象についての時刻及び 又は位置の証明に加えて、その事象を発生させた主体の木
人証明を行うことを目的とする。端末装置 2 0 0 は、G P S 衛星 1 0 3 からの測位情報と時刻と、 Lーザの生体情
報を認証サ一バ装置 3 0 0 に送信 し、証明コー ド1 0 4 の発行を要求する。認証サ一バ装置 3 0 0 は、端末装置
2 0 0 から受信 した生体情報と予め保持 している3 . ーザの参照子一タとを比較することで、 ーザのバイオメ トリ
クス認証を行 。認証サ一バ装置 3 0 0 は、バイオメ トリクス認証が成功した場合に、バイオメ トリクス認証に用
いた参照子一タ、時刻、気象衛星画像の/ \ ッシ 値、測位情報を組み合わせて証明コー ド1 0 4 を生成する。端
末装置 2 0 0 は、認証サ一バ装置 3 0 0 から証明コー ド1 0 4 を受信 し、受信 した証明コー ド1 0 4 をうベル、写
真、 I C (集積回路 タグなどに出力 して利用する。



認証サ一バ装置及び端末装置及び認証システム及び認証方法

技術分野

０００1 本発明は、認証サ一バ装置及び端末装置及び認証、ンステム及び認証方法に関す

るものである。本発明は、特に、位置時間証明情報提供サービスを提供する装置及

びシステム及び方法に関するものである。また、本発明は、特に、生体情報を用いた

セキュリテイ (本人認証) 装置及びシステム及び方法に関するものである。

背景技術

０００2 時刻を証明する方法として、例えば、時刻を示す時刻情報と時刻情報の証明情報

であり時刻の経過に伴って変ィビする経時変化情報 (例えば、気象衛星から得られる

雲画像などの気象データ) より合成情報を生成し、これを用いる方法が公知である (

例えば、特許文献 参照 ) 。位置を証明する方法についても同様である。実際にこの

よぅな方法を用いるサービス (位置時間証明情報提供サービス) として、例えば、

C O (登録商標 ) サービスがある (ウェブサイト く

s b s e ec c C o coco da es > )

０００3 パスワードを覚える必要が無く、また認証用の機器を身につける必要が無く、対象と

なる自己の部位をクライアントで測定するだけで認証が行えるれづ利便性から、生体

情報を用いた認証装置が使われるよぅになってきた。これらの装置は、クライアントサ

ーバ形式のシステム構成をとる。クライアントは、計測した生体情報をサ一バ側に送る

。サ一バは、受け取った生体情報とサ一バ上の登録データとを用いて認証を行い、

その認証結果をクライアントに返す。ただし、このよぅな構成では、生体情報をネットワ

ーク上に流すことになり、その漏洩防止対策が必要とされる (例えば、特許文献2 参

照 ) 。また、サ一バ側で受け取った生体情報とサ一バ上の登録データとが完全に一

致するとは限らないため、認証結果に誤りが発生しないよぅな対策が必要とされる (例

えば、特許文献3 参照 ) 。

特許文献 1 特開2００ ０6 2 号公報

特許文献2 特開2００5 3 ０3 8 4 号公報



特許文献3 特開2 ００3 256376号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００4 上記の位置時間証明情報提供サービスは、時刻及び位置を証明するものであった

。即ち、従来技術は、ある事象 ( 例えば、携帯電話の操作にょるアクション) が、「いつ
」、「どこで」発生したかを証明するものであったが、「だれが」その事象を発生させた

かについて証明していなかった。

０００5 生体認証の場合、生体情報の漏洩リスクが大きいとレづ課題がある。生体認証情報

は、本人固有の情報であり、パスワードのょぅに漏洩時の容易な変更が困難であり、

機密保持には十分な注意を払ぅ必要がある。しかし、認証する度に生体情報がサ一

バへと送られることは、この漏洩の危険性を高めることとなる。特許文献 2 に記載の従

来技術においては、生体情報を変換したデータを用いることで、生体情報そのものが

送られることを防いでいる。しかし、一且、変換後の生体情報が盗まれた場合、登録

データの期限内は、盗まれた変換後の生体情報を用いたなりすましが可能であると

いぅ課題がある。

０００6 また、生体認証における認証の判断基準は、パスワード認証などとは異なり、完全

一致ではなく不完全一致である。その一致度が高い場合は、本人と認証され、その

一致度が低い場合は、他人と認証される。特許文献 3 に記載の従来技術のょぅに、認

証をサ一バ単体で行ぅ方式の場合、生体認証の持つ不完全一致性ゆえに、リトライを

含んだ複数回の認証処理を〒ぅ場合が生じる可能性があり、クライアントサーバ間で

の通信及び処理時間を含めた待ち時間が発生する。

０００7 本発明は、例えば、ある事象についての時刻及び 又は位置の証明に加えて、そ

の事象を発生させた主体の本人証明を〒ぅことを目的とする。また、本発明は、例え

ば、生体認証における認証失敗の可能性を減少させること、処理時間を削減すること

、ネットワークを通じて生体情報をサ一バに送る際の生体情報の漏洩リスクを低減さ

せることなどを目的とする。

課題を解決するための手段

０００8 本発明に係る認証サ一バ装置は、



ュ一ザからしか得られない一意のュ一ザ特定情報を入力装置により入カするュ一

ザ特定情報人力部と、

前記ュ一ザ特定情報人力部により入力されたュ一ザ特定情報に基づいて前記ュ
一ザを処理装置により認証するュ一ザ認証部と、

時刻を示す時刻情報を前記入力装置により入カする時刻情報人力部と、

前記時刻情報人力部により入力された時刻情報が示す時刻にしか得られない一意

の時刻特定情報を前記入力装置により入カする時刻特定情報人力部と、

前記ュ一ザ認証部により前記ュ一ザが認証された場合に、前記ュ一ザが認証され

たことを示す認証結果情報と前記時刻情報人力部により入力された時刻情報と前記

時刻特定情報人力部により入力された時刻特定情報とを前記処理装置により合成し

て認証情報を生成する認証情報生成部とを有することを特徴とする。

０００9 前記認証サ一バ装置は、さらに、

前記認証情報生成部により合成された認証結果情報と時刻情報と時刻特定情報と

を前記認証情報生成部により生成された認証情報と対応付けて記憶装置に記憶す
る情報保管部と、

前記認証情報生成部により生成された認証情報を出力装置により出カする認証情

報出力部と、

前記認証情報出力部により出力された認証情報を前記入力装置により入カする認、

証情報人力部と、

前記認証情報人力部により入力された認証情報に対応する認証結果情報と時刻

情報と時刻特定情報とを前記記憶装置から検索結果情報として抽出する情報検索

部と、

前記情報検索部により抽出された検索結果情報を前記出力装置により出カする検

索結果情報出力部とを有することを特徴とする。

００1０ 前記認証サ一バ装置は、さらに、

前記ュ一ザに関するュ一ザ情報を前記記憶装置に記憶するュ一ザ情報記憶部を

有し、

前記認証結果情報は、前記ュ一ザ情報記憶部により記憶されたュ一ザ情報を識



別する識別情報であり、

前記情報検索部は、前記認証情報人力部により入力された認証情報に対応する

認証結果情報として前記識別情報を抽出し、抽出した識別情報が識別するュ一ザ

情報と前記認証情報人力部により入力された認証情報に対応する時刻情報と時刻

特定情報とを前記記憶装置から前記検索結果情報として抽出することを特徴とする。

００11 前記ュ一ザ特定情報人力部は、前記ュ一ザの生体情報を取得する生体情報取得

部、前記生体情報取得部により取得された生体情報に基づいて前記ュ一ザを認証

する端末認証部、前記端末認証部により前記ュ一ザが認証された場合に、前記生体

情報取得部により取得された生体情報を前記ュ一ザ特定情報として出カする生体情

報出力部を有する端末装置から、前記ュ一ザ特定情報を取得して人カすることを特

徴とする。

００12 前記ュ一ザ特定情報人力部は、複数の端末装置の各端末装置から前記生体情報

を取得し、

前記生体情報は、端末装置ごとに精度と種類との少なくともいずれかが異なること

を特徴とする。

００13 前記認証サ一バ装置は、さらに、

前記生体情報出力部により出力される生体情報のフオーマットを前記処理装置に

より選択するフオーマット選択部と、

前記フオーマット選択部により選択されたフオーマットを示すフオーマット情報を前

記出力装置により出カするフオーマット情報出力部とを有し、

前記端末装置の生体情報出力部は、前記生体情報取得部により取得された生体

情報を、前記フオーマット情報出力部により出力されたフオーマット情報が示すフオー

マットヘ変換して出力し、

前記ュ一ザ認証部は、前記ュ一ザ特定情報人力部により入力されたュ一ザ特定

情報を、前記フオーマット選択部により選択されたフオーマットから元のフオーマットヘ

前記処理装置により変換し、変換したュ一ザ特定情報に基づいて前記ュ一ザを認証

することを特徴とする。

００14 前記フオーマット選択部は、同じ端末装置の生体情報出力部により出力される生体



情報のフオーマットを再度選択する場合に、前回選択したフオーマットに相当する行

列をべクトル空間上で9０度回転した行列に相当するフオーマットを選択することを特

徴とする。

００15 前記認証サ一バ装置は、さらに、

位置を示す位置情報を前記入力装置により入カする位置情報人力部と、

前記位置情報人力部により入力された位置情報が示す位置でしか得られない一意

の位置特定情報を前記入力装置により入カする位置特定情報人力部とを有し、

前記認証情報生成部は、前記ュ一ザが認証されたことを示す認証結果情報と前記

時刻情報人力部により入力された時刻情報と前記時刻特定情報人力部により入力さ

れた時刻特定情報と前記位置情報人力部により入力された位置情報と前記位置特

定情報人力部により入力された位置特定情報とを合成して前記認証情報を生成する

ことを特徴とする。

００16 また、本発明に係る認証サ一バ装置は、

ュ一ザからしか得られない一意のュ一ザ特定情報を入力装置により入カするュ一

ザ特定情報人力部と、

前記ュ一ザ特定情報人力部により入力されたュ一ザ特定情報に基づいて前記ュ
一ザを処理装置により認証するュ一ザ認証部と、

位置を示す位置情報を前記入力装置により入カする位置情報人力部と、

前記位置情報人力部により入力された位置情報が示す位置でしか得られない一意

の位置特定情報を前記入力装置により入カする位置特定情報人力部と、

前記ュ一ザ認証部により前記ュ一ザが認証された場合に、前記ュ一ザが認証され

たことを示す認証結果情報と前記位置情報人力部により入力された位置情報と前記

位置特定情報人力部により入力された位置特定情報とを前記処理装置により合成し

て認証情報を生成する認証情報生成部とを有することを特徴とする。

００17 本発明に係る端末装置は、

ュ一ザの生体情報を生体認識装置により取得する生体情報取得部と、

前記生体情報取得部により取得された生体情報に基づいて前記ュ一ザを処理装

置により認証する端末認証部と、



前記ュ一ザからしか得られない一意のュ一ザ特定情報を入カするュ一ザ特定情

報人力部、前記ュ一ザ特定情報人力部により入力されたュ一ザ特定情報に基づい
て前記ュ一ザを認証するュ一ザ認証部を有する認証サ一バ装置に対して、前記端

末認証部により前記ュ一ザが認証された場合に、前記生体情報取得部により取得さ

れた生体情報を前記ュ一ザ特定情報として出力装置により出カする生体情報出力

部とを有することを特徴とする。

００18 前記端末装置は、さらに、

前記ュ一ザの正規の生体情報を記憶装置に記憶する生体情報記憶部を有し、

前記生体情報取得部は、前記ュ一ザの生体情報を2回以上取得し、

前記端末認証部は、前記生体情報取得部により前記ュ一ザの生体情報が取得さ

れる度に、前記生体情報取得部により取得された生体情報と前記生体情報記憶部

により記憶された生体情報とが一致する度合いを前記処理装置により数値化して認、

証度情報を生成し、

前記生体情報出力部は、前記端末認証部により計算された認証度情報に基づい

て前記生体情報取得部により取得された生体情報を前記処理装置により選択して出

カすることを特徴とする。

００19 前記生体情報出力部は、前記生体情報取得部により取得された生体情報を間引

いて出カすることを特徴とする。

００2０ 前記認証サ一バ装置は、さらに、前記生体情報出力部により出力される生体情報

のフオーマットを選択するフオーマット選択部、前記フオーマット選択部により選択さ

れたフオーマットを示すフオーマット情報を出カするフオーマット情報出力部を有し、

前記生体情報出力部は、前記生体情報取得部により取得された生体情報を、前記

フオーマット情報出力部により出力されたフオーマット情報が示すフオーマットヘ前記

処理装置により変換して出カすることを特徴とする。

００2 1 本発明に係る認、証、ンステムは、

前記認証サ一バ装置と前記端末装置とを備えることを特徴とする。

００22 本発明に係る認証方法は、

認証サ一バ装置のュ一ザ特定情報人力部が、ュ一ザからしか得られない一意のュ



一ザ特定情報を端末装置から取得して人力し、

前記認証サ一バ装置のュ一ザ認証部が、前記ュ一ザ特定情報人力部により入力

されたュ一ザ特定情報に基づいて前記ュ一ザを前記認証サ一バ装置の処理装置に

より認証し、

前記認証サ一バ装置の時刻情報人力部が、時刻を示す時刻情報を前記端末装置

から取得して人力し、

前記認証サ一バ装置の時刻特定情報人力部が、前記時刻情報人力部により入力

された時刻情報が示す時刻にしか得られない一意の時刻特定情報を入力し、

前記認証サ一バ装置の認証情報生成部が、前記ュ一ザ認証部により前記ュ一ザ

が認証された場合に、前記ュ一ザが認証されたことを示す認証結果情報と前記時刻

情報人力部により入力された時刻情報と前記時刻特定情報人力部により入力された

時刻特定情報とを前記認証サ一バ装置の処理装置により合成して認証情報を生成

することを特徴とする。

００23 前記認証方法は、さらに、

前記認証サ一バ装置の情報保管部が、前記認証情報生成部により合成された認、

証結果情報と時刻情報と時刻特定情報とを前記認証情報生成部により生成された

認証情報と対応付けて前記認証サ一バ装置の記憶装置に記憶し、

前記認証サ一バ装置の認証情報出力部が、前記認証情報生成部により生成され

た認証情報を前記端末装置に対して出力し、

前記認証サ一バ装置の認証情報人力部が、前記認証情報出力部により出力され

た認証情報を前記端末装置から取得して人力し、

前記認証サ一バ装置の情報検索部が、前記認証情報人力部により入力された認、

証情報に対応する認証結果情報と時刻情報と時刻特定情報とを前記認証サ一バ装

置の記憶装置から検索結果情報として抽出し、

前記認証サ一バ装置の検索結果情報出力部が、前記情報検索部により抽出され

た検索結果情報を前記端末装置に対して出カすることを特徴とする。

００24 前記認証方法は、さらに、

前記認証サ一バ装置のュ一ザ情報記憶部が、前記ュ一ザに関するュ一ザ情報を



前記認証サ一バ装置の記憶装置に記憶し、

前記認証結果情報は、前記ュ一ザ情報記憶部により記憶されたュ一ザ情報を識

別する識別情報であり、

前記認証サ一バ装置の情報検索部は、前記認証情報人力部により入力された認、

証情報に対応する認証結果情報として前記識別情報を抽出し、抽出した識別情報

が識別するュ一ザ情報と前記認証情報人力部により入力された認証情報に対応す

る時刻情報と時刻特定情報とを前記認証サ一バ装置の記憶装置から前記検索結果

情報として抽出することを特徴とする。

００25 前記認証サ一バ方法は、さらに、

前記端末装置の生体情報取得部が、前記ュ一ザの生体情報を取得し、

前記端末装置の端末認証部が、前記生体情報取得部により取得された生体情報

に基づいて前記ュ一ザを前記端末装置の処理装置により認証し、

前記端末装置の生体情報出力部が、前記端末認証部により前記ュ一ザが認証さ

れた場合に、前記生体情報取得部により取得された生体情報を前記ュ一ザ特定情

報として前記認証サ一バ装置に対して出力し、

前記認証サ一バ装置のュ一ザ特定情報人力部は、前記ュ一ザ特定情報を前記端

末装置から取得して人カすることを特徴とする。

００26 前記認証サ一バ装置のュ一ザ特定情報人力部は、複数の端末装置の各端末装

置から前記生体情報を取得し、

前記生体情報は、端末装置ごとに精度と種類との少なくともいずれかが異なること

を特徴とする。

００27 前記認証方法は、さらに、

前記端末装置の生体情報記憶部が、前記ュ一ザの正規の生体情報を前記端末装

置の記憶装置に記憶し、

前記端末装置の生体情報取得部は、前記ュ一ザの生体情報を2回以上取得し、

前記端末装置の端末認証部は、前記生体情報取得部により前記ュ一ザの生体情

報が取得される度に、前記生体情報取得部により取得された生体情報と前記生体情

報記憶部により記憶された生体情報とが一致する度合いを前記端末装置の処理装



置により数値化して認証度情報を生成し、

前記端末装置の生体情報出力部は、前記端末認証部により計算された認証度情

報に基づいて前記生体情報取得部により取得された生体情報を前記端末装置の処

理装置により選択して前記認証サ一バ装置に対して出カすることを特徴とする。

００28 前記端末装置の生体情報出力部は、前記生体情報取得部により取得された生体

情報を間引いて出カすることを特徴とする。

００29 前記認証サ一バ方法は、さらに、

前記認証サ一バ装置のフオーマット選択部が、前記生体情報出力部により出力さ

れる生体情報のフオーマットを前記認証サ一バ装置の処理装置により選択し、

前記認証サ一バ装置のフオーマット情報出力部が、前記フオーマット選択部により

選択されたフオーマットを示すフオーマット情報を前記端末装置に対して出力し、

前記端末装置の生体情報出力部は、前記生体情報取得部により取得された生体

情報を、前記フオーマット情報出力部により出力されたフオーマット情報が示すフオー

マットヘ前記端末装置の処理装置により変換して前記認証サ一バ装置に出力し、

前記認証サ一バ装置のュ一ザ認証部は、前記ュ一ザ特定情報人力部により入力

されたュ一ザ特定情報を、前記フオーマット選択部により選択されたフオーマットから

元のフオーマットヘ前記認証サ一バ装置の処理装置により変換し、変換したュ一ザ

特定情報に基づいて前記ュ一ザを認証することを特徴とする。

００3０ 前記認証サ一バ装置のフオーマット選択部は、同じ端末装置の生体情報出力部に

より出力される生体情報のフオーマットを再度選択する場合に、前回選択したフオー

マットに相当する行列をべクトル空間上で9０度回転した行列に相当するフオーマット

を選択することを特徴とする。

００3 1 前記認証サ一バ方法は、さらに、

前記認証サ一バ装置の位置情報人力部が、位置を示す位置情報を前記端末装置

から取得して人力し、

前記認証サ一バ装置の位置特定情報人力部が、前記位置情報人力部により入力

された位置情報が示す位置でしか得られない一意の位置特定情報を入力し、

前記認証サ一バ装置の認証情報生成部は、前記ュ一ザが認証されたことを示す



認証結果情報と前記時刻情報人力部により入力された時刻情報と前記時刻特定情

報人力部により入力された時刻特定情報と前記位置情報人力部により入力された位

置情報と前記位置特定情報人力部により入力された位置特定情報とを合成して前記

認証情報を生成することを特徴とする。

００32 また、本発明に係る認証方法は、

認証サ一バ装置のュ一ザ特定情報人力部が、ュ一ザからしか得られない一意のュ
一ザ特定情報を端末装置から取得して人力し、

前記認証サ一バ装置のュ一ザ認証部が、前記ュ一ザ特定情報人力部により入力

されたュ一ザ特定情報に基づいて前記ュ一ザを前記認証サ一バ装置の処理装置に

より認証し、

前記認証サ一バ装置の位置情報人力部が、位置を示す位置情報を前記端末装置

から取得して人力し、

前記認証サ一バ装置の位置特定情報人力部が、前記位置情報人力部により入力

された位置情報が示す位置でしか得られない一意の位置特定情報を入力し、

前記認証サ一バ装置の認証情報生成部が、前記ュ一ザ認証部により前記ュ一ザ

が認証された場合に、前記ュ一ザが認証されたことを示す認証結果情報と前記位置

情報人力部により入力された位置情報と前記位置特定情報人力部により入力された

位置特定情報とを前記認証サ一バ装置の処理装置により合成して認証情報を生成

することを特徴とする。

発明の効果

００33 本発明では、認証サ一バ装置において、認証情報生成部が、ュ一ザ認証部により

ュ一ザが認証された場合に、ュ一ザが認証されたことを示す認証結果情報と日き刻情

報人力部により入力された時刻情報と時刻特定情報人力部により入力された時刻特

定情報とを処理装置により合成して認証情報を生成することにより、ある事象につい
ての時刻の証明に加えて、その事象を発生させた主体の本人証明を〒ぅことが可能

となる。

発明を実施するための最良の形態

００34 以下、本発明の実施の形態について、図を用いて説明する。



００35 実施の形態 ・

図 は、本実施の形態に係る認証、ンステム ００の構成を示す図である。

００36 本実施の形態において、認証システム ００は、端末装置2００(「クライアント」ともい
列、認証サ一バ装置3００(「サ一バ」又は「認証サ一バ」ともレづ) 、検証装置4００を備

える。端末装置2００は、GPS (全地球測位システム)機能を備えた端末 (GPS端末)

である。端末装置2００は、例えば、携帯電話機、デジタルカメラ、プリンタである。認、

証サ一バ装置3００は、認証センタ ０に設置されるコンピュータである。検証装置4０

は、例えば、PC (パーソナルコンピュータ)である。端末装置2００、認証サ一バ装置

3００、検証装置4００は、移動通信網、W (ワイドエリアネットワー列、 (口一

カルエリアネットワー列、インターネットなどのネットワークを介して互いに通信を行ぅ

００37 認証、ンステム ００において、認証サ一バ装置3００は、時刻及び位置の証明と本人

証明をするサービスを提供する。端末装置2００のユーザは、認証サ一バ装置3００が

提供するサービスを利用することで、ある事象 (端末装置2００の操作によるアクション

) に関連する時刻、位置、及び本人確認の第三者証明情報を取得することができる。

ユーザは、例えば、ある商品を出荷する際にこの第三者証明情報を商品のうベルに

付加することで、その商品を「いつ、どこで、だれが」出荷したかを証明することが可能

となる。また、例えば、ユーザが何らかのサービスに加入する際の各種証明手続 (例

えば、銀行口座を開設する際、デビットカードやクレ、ジ、ソトカードを発行する際の本人

確認) にこの第三者証明情報を適用することも可能である。一方、検証装置4００の利

用者 ０2は、この第三者証明情報を参照することで、ある事象についての時刻及び

位置の確認と、その事象を発生させた主体の本人確認を行ぅことができる。利用者 ０

2は、例えば、ある商品のうベルに付加された第三者証明情報を参照することで、そ

の商品を「いつ、どこで、だれが」出荷したかを確認することが可能となる。また、例え

ば、ある写真に付加された第三者証明情報を参照することで、その写真を「いつ、ど

こで、だれが」撮影したかを確認することが可能となる。

００38 端末装置2００のユーザが上記サービスを利用する際には、端末装置2００は、GPS

衛星 ０3から測位情報 (経度及び緯度) と時刻を受信する。また、端末装置2００は、



ユーザの生体情報を取得する。端末装置2００は、測位情報と日該 と生体情報を認証

サ一バ装置3００に送信し、上記第三者証明情報となる証明コード ０4の発行を要求

する。認証サ一バ装置3００は、端末装置2００から測位情報と日該 と生体情報を受信

すると、受信した生体情報と予め保持しているユーザの参照データとを比較すること

で、ユーザのバイオメトリクス認証を行ぅ。また、認証サ一バ装置3００は、日本気象協

会のウェブサーバ ０5から気象衛星画像を取得し(気象庁 ０6 が気象衛星 ０7から

受診する雲の画像が 日本気象協会から一般に公開されている 、取得した気象衛星

画像を符号化 (ハッシュ) する。ここで、認証サ一バ装置3００は、自己のシステム時計

を予め C (情報通信研究機構) の時刻サ一バ ０8から発信されている国家標準

時に同期させておき、端末装置2００から受信した時刻が不正なものでないかどぅかを

確認してもよい。認証サ一バ装置3００は、バイオメトリクス認証が成功した場合に、バ

イオメトリクス認証に用いた参照データ(後述する認証結果情報の一例) 、時刻 (後述

する時刻情報の一例) 、気象衛星画像のハッシュ値 (後述する時刻特定情報の一例

) 、測位情報 (後述する位置情報の一例) を組み合わせてハッシュ関数で数値ィビする

ことで、証明コード ０4を生成する。認証サ一バ装置3００は、さらに、気温、湿度、気

圧、高度、風速などの自然現象情報 (後述する位置特定情報の一例) を証明コード

０4 に組み合わせてもよい。認証サ一バ装置3００は、さらに、チエソクサム、ハミングコ

ード C C (C c c Red da c C ec ) 電子署名 C ( e e

essa e e ca o )などの改窟検知コードを証明コード０4 に組

み合わせてもよい。認証サ一バ装置3００は、このよぅに生成した証明コード０4を端

末装置2００から要求された第三者証明情報として発行する。端末装置2００は、認証

サ一バ装置3００から証明コード ０4を受信し、受信した証明コード ０4をうベル、写

真、C (集積回路 ) タグなどに出力して利用する。端末装置2００は、証明コード ０4

をQ コード(登録商標 ) やその他の二次元バーコードとして出力してもよい。

００3 9 利用者 ０2 は、上記サービスを利用する際には、ラベルなどに付加された証明コー

ド ０4を検証装置4００に入カする。検証装置4００は、入力された証明コード０4を

認証サ一バ装置3００に照会する。認証サ一バ装置3００は、証明コード ０4を発行す

る際に、その証明コード０4を生成するために用いた参照データ、日該 、気象衛星



画像、測位情報などの情報をデータベースに保存しておく。そのため、検証装置4０

から照会された証明コード０4に対応する情報をデータベースから抽出し、検証装

置4００に提供することができる。検証装置4００は、認証サ一バ装置3００から提供され

た情報を画面に表示する。これにより、利用者 ０2は、例えば、「いつ、どこで、だれ

が」ラベルを発行したのかを確認することができる。

００4０ このよぅに、本実施の形態では、認証サ一バ装置3００が発行する証明コード ０4に

GPS衛星 ０3からの測位情報や気象衛星 ０7からの気象衛星画像に加えて、バ

イオメトリクス検証データ (端末装置2００により取得される生体情報) による客観ェビ

デンスが含まれている。これにより、認、証、ンステム ００において、日該 、位置、及び本

人確認の第三者証明を実現することが可能となる。また、バイオメトリクス検証データ

は、偽造が困難であるため、本人確認におけるなりすましを防止することができる。

００41 図2は、本実施の形態に係る端末装置2００の構成を示すブロック図である。図 に

も示したよぅに、端末装置2００は、例えばGPS機能を備えたヵメラ付き携帯電話機で

ある。

００42 本実施の形態において、端末装置2００は、生体情報取得部2０、生体情報出力

部2０2、時刻情報取得部2０3、時刻情報出力部2０4、位置情報取得部2０5、位置

情報出力部2０6を有する。また、端末装置2００は、記憶装置25 、処理装置252

入力装置253 、出力装置254 、生体認識装置255 などのハードウェア装置を有する (

又はこれらのハードウェア装置が端末装置2００に接続される)。これらのハードウェア

装置は端末装置2００の各部によって利用される。端末装置2００の各部、あるいは各

ハードウェア装置に耐タンパ装置を利用してもよい。

００43 生体情報取得部2０は、ュ一ザの生体情報を生体認識装置255 により取得する。

例えば、生体情報取得部2０は、ュ一ザの顔をヵメラ (生体認識装置255 の一例) に

より撮影し、顔の画像データ (生体情報の一例)を取得する。生体情報取得部2０は

、ュ一ザの指紋の画像データを指紋センサ (生体認識装置255 の一例) により取得し

てもよい。生体情報取得部2０は、ュ一ザの掌の静脈データを静脈センサ (生体認、

識装置255 の一例 により取得してもよい。生体情報取得部2０は、ュ一ザの眼球 (

虹彩)の画像データをヵメラにより取得してもよい。生体情報取得部2０は、ュ一ザ



の声の音声データをマイク(生体認識装置255 の一例) により取得してもよい。生体

情報取得部2０は、ユーザの耳の画像データをカメラにより取得してもよい。生体情

報出力部2０2は、認証サ一バ装置3００に対して、生体情報取得部2０により取得さ

れた生体情報を出力装置254 により出カする。例えば、生体情報出力部2０2は、移

動通信網を介して、顔の画像データを認証サ一バ装置3００に送信する。ここで、生

体情報出力部2０2は、図示していない入力部が入力装置253 により入カするユーザ

のユーザ (識別子 、会員番号、パスワード、暗証番号などのユーザ識別情報を出

力してもよい。また、図示していない記憶部が記憶装置25 に予め記憶した電子証

明書を出力してもよい。生体情報、ユーザ識別情報、電子証明書などは、通常、ユー

ザからしか得られない一意の情報である。以下では、このよぅな情報をユーザ特定情

報とレづ。

００44 時刻情報取得部2０3は、時刻を示す時刻情報を入力装置253 により取得する。位

置情報取得部2０5は、位置を示す位置情報を入力装置253 により取得する。例えば

、時刻情報取得部2０3と位置情報取得部2０5は、それぞれ時刻情報と位置情報をG

S衛星 ０3からGPSモジュール (入力装置253 の一例) により取得する。時刻情報

出力部2０4は、認証サ一バ装置3００に対して、時刻情報取得部2０3により取得され

た時刻情報を出力装置254 により出カする。位置情報出力部2０6は、認証サ一バ装

置3００に対して、位置情報取得部2０5により取得された位置情報を出力装置254 に

より出カする。例えば、時刻情報出力部2０4と位置情報出力部2０6は、移動通信網

を介して、時刻情報と位置情報を認証サ一バ装置3００に送信する。

００45 図3は、本実施の形態に係る認証サ一バ装置3００の構成を示すブロック図である。

００46 本実施の形態において、認証サ一バ装置3００は、ユーザ特定情報記憶部3０、ユ

ーザ情報記憶部3０2、ユーザ特定情報人力部3０3、ユーザ認証部3０4、時刻情報

人力部3０5、時刻特定情報人力部3０6、位置情報人力部3０7、位置特定情報人力

部3０8、認証情報生成部3０9、情報保管部3 ０、認証情報出力部3 、認証情報

人力部3 2、情報検索部3 3、検索結果情報出力部3 4を有する。また、認証サ一

バ装置3００は、記憶装置35 、処理装置352 、入力装置353 、出力装置354などの

ハードウェア装置を有する (又はこれらのハードウェア装置が認証サ一バ装置3００に



接続される)。これらのハードウェア装置は認証サ一バ装置3００の各部によって利用

される。

００47 ユーザ特定情報記憶部3０は、予め正規のユーザ特定情報を記憶装置35 に記

憶する。例えば、ユーザ特定情報記憶部3０は、データベース (記憶装置35 の一

例) にユーザ本人の顔の画像データ、ユーザ 、会員番号、パスワード、暗証番号、

電子証明書を登録しておく。認証サ一バ装置3００は、このデータベースとして、他の

システムのデータベース (例えば、図 に示した認証センタ ０以外の場所に設置さ

れたデータベース)を利用してもよい。ユーザ情報記憶部3０2は、予めユーザに関す

るユーザ情報を記憶装置35 に記憶する。例えば、ユーザ情報記憶部3０2は、デー

タベースにユーザ 、ユーザの個人情報、ユーザが 「だれか」を示す情報 (いずれも

ユーザ情報の一例) 、又はこのよぅな情報を暗号ィビしたり、ハッシュしたりしたデータを

登録しておく。

００48 ユーザ特定情報人力部3０3は、ユーザ特定情報を入力装置353 により入カする。

例えば、ユーザ特定情報人力部3０3は、ネットワークを介して、ユーザの顔の画像デ

ータを端末装置2００から受信する。ユーザ認証部3０4は、ユーザ特定情報人力部3

０3により入力されたユーザ特定情報に基づいてユーザを処理装置352 により認証す

る。例えば、ユーザ認証部3０4は、ユーザ特定情報人力部3０3により入力されたユ

ーザ特定情報とユーザ特定情報記憶部3０により記憶されたユーザ特定情報とを比

較することで、ユーザを認証する。

００49 時刻情報人力部3０5は、時刻情報を入力装置353 により入カする。時刻特定情報

人力部3０6は、時刻特定情報を入力装置353 により入カする。時刻特定情報は、時

刻情報人力部3０5により入力された時刻情報が示す時刻にしか得られない一意の

データである。位置情報人力部3０7は、位置情報を入力装置353 により入カする。

位置特定情報人力部3０8は、位置特定情報を入力装置353 により入カする。位置

特定情報は、位置情報人力部3０7により入力された位置情報が示す位置でしか得ら

れない一意のデータである。例えば、時刻情報人力部3０5と位置情報人力部3０7と

位置特定情報人力部3０8は、ネットワークを介して、時刻情報と位置情報と前述した

自然現象情報を端末装置2００から受信する。位置情報人力部3０7が端末装置2００



から受信する位置情報がGPS衛星 ０3から取得されるものである場合、その位置情

報が示す位置に 、いなければ、その位置情報を取得することは難い 。そこで、この場

合には、位置特定情報人力部3０8は、位置情報人力部3０7が端末装置2００から受

信する位置情報を位置特定情報として利用してもよい。また、例えば、時刻特定情報

人力部3０6は、時刻情報入力部3０5により時刻情報が入力されると、インターネット

を介して、図 に示したウェブサーバ ０5から気象衛星画像を受信する。

認証情報生成部3０9は、ュ一ザ認証部3０4によりュ一ザが認証された場合に、認、

証結果情報を処理装置352 により生成する。認証結果情報は、ュ一ザが認証された

ことを示す情報である。ュ一ザ情報記憶部3０2により記憶されたュ一ザ情報を識別

する識別情報を認証結果情報として利用することも可能である。認証情報生成部3０

9は、生成した認証結果情報と時刻情報人力部3０5により入力された時刻情報と時

刻特定情報人力部3０6により入力された時刻特定情報とを処理装置352 により合成

して認証情報を生成する。認証情報生成部3０9は、認証結果情報と位置情報人力

部3０7により入力された位置情報と位置特定情報人力部3０8により入力された位置

特定情報とを合成して認証情報を生成してもよい。また、認証情報生成部3０9は、認、

証結果情報と時刻情報と位置情報と、時刻特定情報と位置特定情報との少なくとも

いずれかを合成して認証情報を生成してもよい。例えば、認証情報生成部3０9は、

認証情報として図 に示した証明コード０4を生成する。上記のよぅに、認証情報生

成部3０9は、時刻を証明する必要がないときは、証明コード０4に時刻特定情報を

合成しなくてもよい。さらに、証明コード０4に時刻情報を合成しなくてもよい。また、

認証情報生成部3０9は、位置を証明する必要がないときは、証明コード０4に位置

特定情報を合成しなくてもよい。さらに、証明コード０4に位置情報を合成しなくても

よい。情報保管部3 ０は、認証結果情報と時刻情報と時刻特定情報と位置情報と位

置特定情報とのぅち、認証情報生成部3０9により合成されたものを、認証情報生成部

3０9により生成された認証情報と対応付けて記憶装置35 に記憶する。例えば、情

報保管部3 ０は、証明コード０4をキ一として、データベースに認証結果情報と時刻

情報と時刻特定情報と位置情報とを格納する。また、情報保管部3 ０は、証明コード

０4をキ一として、さらに位置特定情報をデータベースに格納する。認証情報出カ



部3 は、認証情報生成部3０9 により生成された認証情報を出力装置3 5 4 により出

カする。例えば、認証情報出力部3 は、ネットワークを介して、証明コード０4を端

末装置2００に送信する。

００5 1 認証情報人力部3 2は、認証情報出力部3 により出力された認証情報を入力装

置353 により入カする。例えば、認証情報人力部3 2は、インターネットを介して、図

に示した検証装置4００から証明コード ０4を受信する。情報検索部3 3は、認証

情報人力部3 2により入力された認証情報に対応する認証結果情報と時刻情報と

時刻特定情報と位置情報と位置特定情報とを記憶装置3 5 から検索結果情報として

抽出する。例えば、情報検索部3 3 は、証明コード０4をキ一としてデータベースを

検索し、検索結果を出カする。認証結果情報が上記ユーザ情報を識別する識別情

報である場合には、情報検索部3 3 は、証明コード０4 に対応する認証結果情報と

して識別情報をデータベースから抽出する。そして、情報検索部3 3は、抽出した識

別情報が識別するユーザ情報をデータベースから抽出し、抽出したユーザ情報をそ

の他の検索結果とともに出カする。情報検索部3 3 は、ユーザ情報ではなく、抽出し

た識別情報をそのまま検索結果の一部として出力してもよい。検索結果情報出力部

3 4は、情報検索部3 3 により抽出された検索結果情報を出力装置3 5 4 により出カ

する。例えば、検索結果情報出力部3 4 は、インターネットを介して、情報検索部3

3 が出力した検索結果を検証装置4００に送信する。

００5 2 図4 は、端末装置2００、認証サ一バ装置3００の外観の一例を示す図である。

００5 3 図4 において、端末装置2００、認証サ一バ装置3００は、システムユニット9 ０ C

(Ca ode Ra be)や C (液晶ディスプレイ) の表示画面を有する表示装置

9０ キーボード9０2 ( 、マウス9０3 g０4 ( e b s e) C

g０5 (Co ac sc e)、プリンタ装置9０6 、スキャナ装置9０7、デジタル

カメラやビデオカメラなどの撮像装置9０8などのハードウェア資源を備え、これらはケ

ーブルや信号線で接続されている。システムユニット9 ０は、コンピュータであり、電

話機 9 3 、ファクシミり機 932 ( X)とケーブルで接続され、また、 g42 (口一カ

ルエリアネットワー列、ゲートウェイ9 4 を介してインターネソト9 4０に接続されている



００5 4 図5 は、端末装置2００、認、証サ一バ装置3００のハードウェア資源の一例を示す図

である。

００5 5 図5 において、端末装置2００、認、証サ一バ装置3００は、プログラムを実行する P

(Ce a P ocess 、中央処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、

マイクロコンピュータ、プロセッサともい刃を備えている。C P は、処理装置252

35 2あるいは処理部の一例である。C P は、バス9 2を介して O e

a O e o ) R g 4 ( a do cces e o ) 通信ボード9 5 、

表示装置9０、キーボード9０2、マウス9０3 g０4 C g０5 、プリンタ装置9０

6 、スキヤナ装置9０7、撮像装置9０8、磁気ディスク装置9 2０と接続され、これらのハ

ードウェアデバイスを制御する。磁気ディスク装置9 2０の代わりに、光ディスク装置、メ

モリカードリーダライタなどの記，漬媒体が用いられてもよい。

００5 6 4は、揮発性メモりの一例である。 O 9 3 g０4 C g０5 、磁

気ディスク装置9 2０の記憶媒体は、不揮発性メモりの一例である。これらは、記憶装

置2 5 3 5 あるいは記，漬部の一例である。通信ボード9 5 、キーボード9０2、スキヤ

ナ装置9０7、撮像装置9０8 g０4などは、入力装置253 35 3あるいは入力部

の一例である。また、通信ボード9 5 、表示装置9０、プリンタ装置9０6などは、出力

装置2 5 4 35 4あるいは出力部の一例である。また、撮像装置9０8などは、生体認、識

装置255 あるいは生体認識部の一例である。

００5 7 通信ボード9 5 は、電話機 9 3 、ファクシミり機 932 g42などに接続されてい
る。通信ボード9 5 は、 g42に限らず、インターネット9 4０ S ( e a ed

S e ces a e o )などのW (ワイドエリアネットワーク) などに接続さ

れていても構わない。インターネット9 4０あるいはW などに接続されている場合、

ゲートウェイ9 4 は不要となる。

００5 8 磁気ディスク装置9 2０には、オペレーティングシステム9 2 (OS) 、ウィンドウシステ
。

ム922 、プログラム群 923 、ファイル群 9 2 4 が記，漬されている。プログラム群 923 のフ

ログラムは、C P 、オペレーティングシステム9 2 、ウィンドウシステム922 により

実行される。プログラム群 923 には、本実施の形態の説明において「～部」、「～手段

」として説明する機能を実行するプログラムが記憶されている。プログラムは、C P g



皿により読み出され実 れる。また、ファイル群 9 2 4 には、本実施の形態の説明に

おいて、「～データ」、「～情報」、「～ 」、「～フラグ」、「～結果」として説明するデー

タや情報や信号値や変数値やパラメータが、「～ファイル」や「～データベース」や「

～テーブル」の各項 目として記憶されている。「～ファイル」や「～データベース」や「

～テーブル」は、ディスクやメモりなどの記憶媒体に記憶される。ディスクやメモりなど

の記憶媒体に記憶されたデータや情報や信号値や変数値やパラメータは、読み書き

回路を介してC P によりメインメモりやキヤソシュメモりに読み出され、抽出・検索

・参照・比較・演算・計算・制御・出力・印刷・表示などのC P の処理 (動作) に用

いられる。抽出・検索・参照・比較・演算・計算・制御・出力・印刷・表示などのC P g

の処理中、データや情報や信号値や変数値やパラメータは、メインメモりやキヤソシ

ュメモりやバッファメモりに一時的に記憶される。

００5 9 また、本実施の形態の説明において説明するブロック図やフローチヤートの矢印の

部分は主としてデータや信号の入出力を示し、データや信号は、 4などのメ

モり、 g０4のフレキシブルディスク ( ) C g 5のコンパクトディスク (C )

磁気ディスク装置9 2０の磁気ディスク、その他光ディスク、ミニディスク ( 、 (

a e sa e sc)などの記録媒体に記録される。また、データや信号は、バ

ス9 2や信号線やケーブルその他の伝送媒体によりオンライン伝送される。

００6０ また、本実施の形態の説明において「～部」、「～手段」として説明するものは、「～
回路」、「～装置」、「～機器」であってもよく、また、「～ステップ」、「～工程」、「～手順

」、「～処理」であってもよい。すなわち、「～部」、「～手段」として説明するものは、

9 3 に記憶されたファームウェアで実現されていても構わない。あるいは、ソフト

ウェアのみ、あるいは、素子・デバイス・基板・配線などのハードウェアのみ、あるいは

、ソフトウェアとハードウェアとの組み合わせ、さらには、ファームウェアとの組み合わ

せで実現されていても構わない。ファームウェアとソフトウェアは、プログラムとして、磁

気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク、

などの記録媒体に記憶される。このプログラムはC P により読み出され、C P g

皿により実行される。即ち、プログラムは、本実施の形態の説明で述べる「～部」、「

～手段」としてコンピュータを機能させるものである。あるいは、本実施の形態の説明



で述べる「～部」、「～手段」の手順や方法をコンピュータに実行させるものである。

００6 1 図6は、端末装置2００(クライアント)及び認証サ一バ装置3００(サ一バ )の動作の

一例を示すフローチャートである。

００62 認証サ一バ装置3００において、ユーザ特定情報記憶部3０は、ユーザの正規の

生体情報を記憶装置35 に記憶する (ステップS ０ ユーザ特定情報記憶ステップ

)。ユーザ情報記憶部3０2は、ユーザの個人情報を、その個人情報を識別する識別

情報とともに記憶装置35 に記憶する (ステップS ０2 ユーザ情報記憶ステッ

００63 端末装置2００において、生体情報取得部2０は、ユーザの生体情報を生体認識

装置255 により取得する (ステップ ０3 生体情報取得ステッ )。時刻情報取得部

2０3は、GPS衛星 ０3から時刻情報を入力装置253 により取得する (ステップS ０4

時刻情報取得ステッ )。位置情報取得部2０5は、GPS衛星 ０3から位置情報を

入力装置253 により取得する (ステップS ０5 位置情報取得ステッ )。生体情報出

力部2０2は、認証サ一バ装置3００に対して、生体情報取得部2０により取得された

生体情報を出力装置254 により出カする (ステップS ０6 生体情報出カステッ )

時刻情報出力部2０4は、認証サ一バ装置3００に対して、時刻情報取得部2０3により

取得された時刻情報を出力装置254 により出カする (ステップS ０7 時刻情報出カ

ステッ )。位置情報出力部2０6は、認証サ一バ装置3００に対して、位置情報取得

部2０5により取得された位置情報を出力装置254 により出カする (ステップS ０8 位

置情報出カステップ)。

００64 認証サ一バ装置3００において、ユーザ特定情報人力部3０3は、端末装置2００から

ユーザの生体情報を入力装置353 により入カする (ステップS ０9 ユーザ特定情報

人カステッ )。時刻情報人力部3０5は、端末装置2００から時刻情報を入力装置35

3により入カする (ステップS ０時刻情報人カステッ )。位置情報人力部3０7は、

端末装置2００から位置情報を入力装置353 により入カする (ステップS 位置情

報人カステッ )。位置特定情報人力部3０8は、端末装置2００から位置特定情報を

入力装置353 により入カする (ステップS 2 位置特定情報人カステッ )。時刻特

定情報人力部3０6は、ウェブサーバ ０5から時刻特定情報を入力装置353 により入

カする (ステップS 3 時刻特定情報人カステップ)。



００65 図7は、認証サ一バ装置3００(サ一バ)の動作の一例を示すフローチャートである。

００66 ュ一ザ認証部3０4は、ュ一ザ特定情報人力部3０3により入力された生体情報とュ
一ザ特定情報記憶部3０ェにより記憶されたュ一ザ特定情報とを処理装置352 により

比較することで、ュ一ザを認証する (ステップ 4 ュ一ザ認証ステッ 。ュ一ザ認、

証部3０4によるュ一ザの認証が成功した場合、認証情報生成部3０9は、ュ一ザ情報

記憶部3０2により記憶された識別情報と時刻情報人力部3０5により入力された時刻

情報と時刻特定情報人力部3０6により入力された時刻特定情報と位置情報人力部3

０7により入力された位置情報と位置特定情報人力部3０8により入力された位置特定

情報とを処理装置352 により合成して証明コード０4を生成する (ステップS 5 認、

証情報生成ステッ 。情報保管部3 ０は、認証情報生成部3０9により生成された証

明コード０4をキ一として、認証情報生成部3０9により合成された識別情報と日き刻情

報と時刻特定情報と位置情報と位置特定情報とを記憶装置35 に記憶する (ステッ

プS 6 情報保管ステッ )。ここで、情報保管部3 ０は、必ずしも全ての情報を記

憶装置35 に記憶しなくてよい。例えば、情報保管部3 ０は、識別情報と時刻情報と

時刻特定情報と位置情報のみを記憶装置35 に記憶してもよい。認証情報出力部3

、端末装置2００に対して、認証情報生成部3０9により生成された証明コード０

4を出力装置354により出カする (ステップS 7 認証情報出カステッ
００67 図7に示した認証サ一バ装置3００の動作の後、端末装置2００は、認証サ一バ装置

3００の認証情報出力部3 により出力された証明コード０4を受信する。前述したよ

ぅに、例えば、端末装置2００は、受信した証明コード０4をうベルに印刷する。利用

者 ０2は、このうベルに印刷された証明コード０4を検証装置4００に入カする。検

証装置4００は、入力された証明コード ０4を認証サ一バ装置3００に送信する。

００68 図8は、認証サ一バ装置3００(サ一バ)の動作の一例を示すフローチャートである。

００69 認証サ一バ装置3００において、認証情報人力部3 2は、検証装置4００から証明コ

ード ０4を入力装置353 により入カする (ステップS 8 認証情報人カステッ
情報検索部3 3は、認証情報人力部3 2により入力された証明コード０4をキ一とし

て記憶装置35 を検索して、識別情報と時刻情報と時刻特定情報と位置情報と位置

特定情報とを検索結果情報として記憶装置35 から抽出する (ステップS 9 情報



検索ステッ 。ここで、情報検索部3 3は、必ずしも全ての情報を検索結果情報とし

て抽出しなくてよい。例えば、情報検索部3 3は、識別情報と時刻情報と時刻特定

情報と位置情報のみを検索結果情報として抽出してもよい。検索結果情報出力部3

4は、検証装置4００に対して、情報検索部3 3により抽出された検索結果情報を出

力装置354により出カする (ステップS 2０検索結果情報出カステッ )

００7０ 図8に示した認証サ一バ装置3００の動作の後、検証装置4００は、認証サ一バ装置

3００の検索結果情報出力部3 4により出力された検索結果情報を受信する。前述し

たよぅに、検証装置4００は、受信した検索結果情報を画面に表示する。また、上記の

例では、検索結果情報に識別情報が含まれるため、検証装置4００は、識別情報をキ

一として記憶装置35 (例えば、他のシステムのデータベース)を検索する。そして、

認証サ一バ装置3００のュ一ザ情報記憶部3０2 (又は他のシステム) により記憶された

ュ一ザの個人情報を抽出する。検証装置4００は、抽出したュ一ザの個人情報を画

面に表示する。これにより、利用者 ０2は、「いつ、どこで、だれが」上記うベルを発

行したのかを確認することができる。

００7 1 実施の形態2・

本実施の形態について、主に実施の形態 との差異を説明する。

００72 図9に示すよぅに、本実施の形態において、端末装置2００けライアント) は、認証サ

一バ装置3００(サ一バ ) と同一又は異なる登録情報を保持するデータベース (記憶装

置25 の一例)を有する。また、クライアント自体がュ一ザの認証処理をバイオメトリク

ス認証エンジン (処理装置252 の一例) により行ぅ。クライアントは、サ一バが認証処

理を行ぅ前に、クライアント上で測定された生体情報 (バイオメトリクス照合データ) とク

ライアント上に登録されている生体情報 (バイオメトリクス登録データ) との間で認証処

理を行い、ュ一ザが本人であるれづ処理結果が得られた場合にのみ、クライアントで

得られた生体情報データ (バイオメトリクス検証データ)をサ一バに送る。サ一バは、

ネットワークを介して送られたデータを用いて認証処理をバイオメトリクス認証エンジ

ン (処理装置352 の一例) により行ぅ。このよぅに、本実施の形態では、一且、クライア

ントが認証処理を行い、ュ一ザが本人と判断された場合にのみ、サ一バヘ認証依頼

を出すことで、サ一バで認証処理が失敗し、再度クライアントからサ一バヘ認証処理



依頼を出す必要が無くなる。したがって、クライアントとサ一バ間での通信時間及び

処理時間が低減される。

００73 また、本実施の形態において、クライアントは、サ一バが認証処理を〒ぅ際に、まず

認証のリクエストをサ一バに出す。サ一バは、認証リクエストをクライアントから受け取

った後、クライアントからデータをサ一バに送る際のデータの送信フオーマットを生成

する。そして、そのフオーマット情報をクライアントに送信する。クライアントは、受け取

った送信フオーマットに基づいて、クライアントで得られた生体情報をコードィビし、サ

一バに送信する。サ一バからクライアントへと送られる送信フオーマットはクライアント

からの認証処理のリクエストが行われるたびに異なるものとする。このよぅに、本実施

の形態では、認証時に最初にクライアントが生体情報データを送るのではなく、クライ

アントはまず認証処理のリクエストをサ一バに出す。そして、認証処理リクエストを受け

取ったサ一バは、リクエストを受け取る度に異なる生体情報の送信フオーマットをクラ

イアントに送る。したがって、クライアントはリクエストごとに異なる送信フオーマットに基

づいて、測定した生体情報をコードィビして送るため、送信されるデータが盗まれた際

のなりすましを防ぐことができる。

００74 図 ０は、本実施の形態に係る端末装置2００の構成を示すブロック図である。

００75 本実施の形態において、端末装置2００は、実施の形態 と同様の構成に加えて、

生体情報記憶部2０7、端末認証部2０8を有する。

００76 生体情報記憶部2０7は、ュ一ザの正規の生体情報を記憶装置25 に記憶する。

生体情報記憶部2０7は、複数のュ一ザの生体情報を記憶してもよい。例えば、生体

情報記憶部2０7は、認証サ一バ装置3００のュ一ザ特定情報記憶部3０により記憶

されるュ一ザ本人の顔の画像データと同じ画像データをデータベースに登録してお
く (後述するよぅに、顔の画像データの代わりに顔の特徴量を登録してもよい)。生体

情報記憶部2０7は、認証サ一バ装置3００のュ一ザ特定情報記憶部3０により記憶

されるュ一ザ本人の顔の画像データと異なる画像データをデータベースに登録して

おいてもよい。ただし、後者の画像データもュ一ザ本人の顔の画像データである。端

末認証部2０8は、生体情報取得部2０により取得された生体情報に基づいてュ一

ザを処理装置252 により認証する。例えば、端末認証部2０8は、生体情報取得部2０



により取得された生体情報と生体情報記憶部2０7により記憶された生体情報とを処

理装置252 により比較することで、ュ一ザを認証する。生体情報出力部2０2は、端末

認証部2０8によりュ一ザが認証された場合に、認証サ一バ装置3００に対して、生体

情報取得部2０ により取得された生体情報を出カする。本実施の形態では、認証サ

一バ装置3００から、生体情報出力部2０2が生体情報を出カするフオーマットを指定

するフオーマット情報が出力される。そのため、生体情報出力部2０2は、生体情報取

得部2０により取得された生体情報を、認証サ一バ装置3００により出力されたフオー

マット情報が示すフオーマットヘ処理装置252 により変換して出カする。

００77 図 、本実施の形態に係る認証サ一バ装置3００の構成を示すブロック図である

００78 本実施の形態において、認証サ一バ装置3００は、実施の形態 と同様の構成に加

えて、フオーマット選択部3 5、フオーマット情報出力部3 6を有する。

００79 ュ一ザ特定情報人力部3０3は、端末装置2００から、ュ一ザ特定情報として生体情

報を入力装置353 により取得して人カする。フオーマット選択部3 5は、端末装置2０

により出力される生体情報のフオーマットを処理装置352 により選択する。フオーマ
、ソト情報出力部3 6は、フオーマット選択部3 5により選択されたフオーマットを示す

フオーマット情報を出力装置354により出カする。例えば、フオーマット情報出力部3

6は、ネットワークを介して、フオーマット情報を端末装置2００に送信する。ュ一ザ認、

証部3０4は、ュ一ザ特定情報人力部3０3により入力された生体情報を、フオーマット

選択部3 5により選択されたフオーマットから元のフオーマットヘ処理装置352 により

変換し、変換した生体情報に基づいてュ一ザを認証する。例えば、ュ一ザ認証部3０

4は、元のフオーマットヘ変換した生体情報とュ一ザ特定情報記憶部3０ により記憶

されたュ一ザの正規の生体情報とを比較することで、ュ一ザを認証する。ュ一ザ認、

証部3０4は、端末装置2００に認証結果 (ュ一ザの認証が成功したか、あるいは失敗

したか)を通知してもよい。

００8０ 以下では、端末装置2００と認証サ一バ装置3００との間で、生体情報として顔の画

像データを使用した生体認証を行ぅ例について述べる。

００8 1 この例において、端末装置2００は、図 ０に示した構成において、さらに図 2に示



すよぅな機能部を有する。また、認証サ一バ装置3００は、図皿に示した構成におい
て、さらに図 3に示すよぅな機能部を有する。図 2、図 3では、図を簡略化するた

めに、図 ０、図皿に示した構成要素を一部省略している。

００82 図 2に示すよぅに、端末装置2００けライアント) において、生体情報取得部2０は

、計測部2０9、顔検出部2 ０、特徴抽出部2 を含む。生体情報記憶部2０7は、デ

ータベース部2 2を含む。端末認証部2０8は、認証処理部2 3を含む。生体情報出

力部2０2は、通信部2 4、復号化部2 5、コードィ盛 2 6、暗号化部2 7を含む。ま

た、図 3に示すよぅに、認証サ一バ装置3００(サ一バ) において、フオーマット選択部

3 5は、通信部3 7、フオーマット生成部3 8を含む。フオーマット情報出力部3 6

は、暗号ィロ部3 9を含む。ュ一ザ特定情報人力部3０3は、復号ィロ部3 2０を含む。ュ
一ザ特定情報記憶部3０ェは、データベース部3 2 を含む。ュ一ザ認証部3０4は、コ

ードィロ部322 、認証処理部323 を含む。

００83 図 4及び図 5は、この例における認証処理のフローチヤートである。本実施の形

態においても、実施の形態 と同様に、クライアントとサ一バは図6から図8に示した動

作を行ぅが、図 4及び図 5では認証処理に関連する動作のみを示す。

００84 クライアントにおいて、認、証処理が開始されると(ステップ 2０ ) 、計測部2０9がヵメ

ラを用いてュ一ザの顔画像を撮影する (ステップS 2０2)。このとき、図 6に示すよぅ

に、まず顔検出部2 ０が撮影された顔画像から、顔を検出する。その後、特徴抽出

部2 が 日、鼻、ロとレ㌧た特徴点の位置を抽出する (ステップS 2０3)。このとき、図

6 に示すよぅに、特徴抽出部2 がこれらの位置情報を用いて (正規ィロ処理及び輝

度の補正を行列、ある一定の大きさ (例えば、4０X 4０ピクセルの大きざに正規ィビし

た顔画像を生成する。顔検出については、例えば、 o a，P ・ Jo es， ・， a d

Ob・e C e eC ・O ・ ・ ，，
a OOS ed CaSCade O f S P e ea e S 、

Co e S oc e Co fe e ce O Co e s o a d Pa

e Reco o (C P ) S S ０6 3 9 o 5 8 ec

e be 2００に記載の方法を用いることが可能である。同様な方法で目、鼻、ロを

それぞれ検出することも可能である。特徴抽出部2 は、正規化された顔画像を得

た後、撮影された顔画像からの特徴量抽出を行ぅ。特徴量の抽出方法には様々なも



のがあるが、例えば、図 7に示したよぅな差分フィルタを用いて特徴量を計算するこ

とが可能である。この差分フィルタでは、白色エリア中のピクセル値の総和から、黒色

エリア中のビクセル値の総和を引いたものが特徴量として算出される。ステップS 2 2

及びステップS 2 3は、実施の形態 において図6に示した生体情報取得ステップに

相当する。

００85 図示していないが、生体情報記憶部2０7は、ュ一ザの正規の生体情報を予め記憶

装置25 に記憶する (生体情報記憶ステッ )。この例では、データベース部2 2が

、事前にュ一ザの登録データとしてュ一ザの顔画像から抽出した特徴量のデータを

保存している。

００86 端末認証部2０8は、生体情報取得部2０ により取得された生体情報と生体情報記

憶部2０7により記憶された生体情報とを処理装置252 により比較することで、ュ一ザ

を認証する (端末認証ステッ )。この例では、認証処理部2 3が、データベース部2

2により保存された登録データと特徴抽出部2 により計測された特徴量データと

の間で認証処理を〒ぅ(ステップ 2０4)。認証処理としては、図 8に示すよぅに、例

えば、特徴量ベクトルの各値の差分を閾値処理し、値 、ほ を得る。そして、 個の

特徴量があるとしてこれらの値を加算したS 二 V O は を認証スコアとする。認

証処理部2 3は、この認証スコアSを閾値 と比較して、Sく ならば、認証失敗、S

ノ二 ならば、ュ一ザは本人であるとして認証成功とレづ結果を出す。

００87 認証処理部2 3が認証に失敗した場合は、クライアントは再度計測取得画面を提

示し、再度生体情報の取得を〒ぅ(ステップS 2０5)。一方、認証処理部2 3が認証に

成功した場合、クライアントの通信部2 4は、サ一バヘ認証リクエストを送る (ステップ

０6)

００88 サ一バにおいて、フオーマット選択部3 5は、クライアントにより出力される生体情

報のフオーマットを処理装置352 により選択する (フオーマット選択ステップ)。この例

では、通信部3 7がクライアントからの認証リクエストを受け取った後 (ステップ 2０7)

、フオーマット生成部3 8が、クライアントがサ一バに送る生体情報のデータフオーマ
、ソトを生成する (ステップ ０8)

００89 フオーマット情報出力部3 6は、クライアントに対して、フオーマット選択部3 5によ



り選択されたフオーマットを示すフオーマット情報を出力装置354により出カする (フ

オーマット情報出カステッ )。この例では、暗号化部3 9がフオーマット情報を暗号

ィビして送信する (ステッ ０9)

００9０ クライアントにおいて、生体情報出力部2０2は、生体情報取得部2０により取得さ

れた生体情報を、認証サ一バ装置3００により出力されたフオーマット情報が示すフオ

ーマットヘ処理装置252 により変換して出カする (生体情報出カステップ)。この例で

は、復号化部2 5がサ一バから送信されたデータ (フオーマット情報 を復号化してヂ

一タフオーマットを取り出す。コードィロ部2 6は、このデータフオーマットに基づいて、

特徴量データから生体情報データを生成する。例えば、特徴量データとして ～の

合計 個の特徴量データが得られる場合、データフオーマットとしては、その並べ方

の順番を示したものを用いることができる。即ち、特徴量データとして、「特徴量 ，2，

3，・‥， 」が得られるとき、データフオーマットとして、その並びを、例えば「特徴量

，特徴量2，特徴量5，・‥，特徴量 」のよぅに規定することができる。暗号ィロ部2 7

は生体情報データとともに、クライアント自身を識別する 情報としてクライアント

を暗号ィビした後、暗号ィビした生体情報データとクライアント をサ一バに送信する (

ステップS 2 ０)。クライアント は、例えばクライアントが実装される機器の製造番号

であってもよい。

００9 1 サ一バにおいて、復号ィロ部32０はクライアントから送信されたデータを復号ィビし(ス

テップS 2 ) 、生体情報データとクライアント とを取り出す(ステップS 2 2)。ステッ
プS 2 2は、実施の形態 において図6に示したュ一ザ特定情報人カステップに相

当する。

００92 ュ一ザ認証部3０4は、ュ一ザ特定情報人力部3０3により入力された生体情報を、

フオーマット選択部3 5により選択されたフオーマットから元のフオーマットヘ処理装

置352 により変換し、変換した生体情報に基づいてュ一ザを認証する (ュ一ザ認証ス

テッ 。この例では、データベース部32 が、復号ィロ部32０が取り出したクライアント

と対応付けられた登録データを取り出す(ステッ )。クライアント と対応付

けられる登録データとしては、該当するクライアントの使用者の顔画像から事前に抽

出された特徴量データを用いればよい。コードィロ部322 は生体情報データをクライア



ントに送信したデータフオーマットから逆変換することにより、特徴量データを取り出

す(ステップS 2 3)。例えば、クライアントが送ってきた生体情報データが 「特徴量 ，

特徴量2，特徴量5，・‥，特徴量 」れづデータフオーマットに基づくものである場合

、その並びを元に戻すことで、各特徴量データ「特徴量 ，2，3，・‥， 」を取り出す

ことができる。認証処理部323 は、コードィロ部322 が取り出したクライアントからの特

徴量データとサ一バ上の登録データの特徴量データとを用いて、認証処理 (照合処

理)を行列ステップS 2 4)。この認証処理は、クライアント側で行われたものと同様な

認証処理である。例えば、図 8に示すよぅに、各特徴量の差分を閾値処理した

、ほ を加算した合計値を認証スコアとして閾値処理することにより、認証結果を求め

ればよい。認証処理部323 は、認証スコアが閾値よりも 心ければ認証失敗 (ュ一ザ

本人ではなく他人であることを示す) 、認証スコアが閾値より大きければ認証成功 (ュ
一ザ本人であることを示す)の結果をクライアントに返す。ステップS 2 4において、認、

証が成功した場合には、サ一バは、実施の形態 において図7に示した認証情報生

成ステップ以降の動作を行ぅ。

００93 以上のよぅに、本実施の形態で説明した本人認証装置 (認証、ンステム ００) は、クラ

イアント(端末装置2００) がサ一バ (認証サ一バ装置3００) と同一又は異なる登録情

報 (正規の生体情報)を保持するデータベース部2 2 (生体情報記憶部2０7)を有し

、クライアント自体が、認証処理部2 3 (端末認証部2０8)を有し、サ一バが認証処理

を行ぅ前に、クライアント上で測定された生体情報とクライアント上に登録されている

生体情報との間で認証処理を行い、ュ一ザが本人であるれづ処理結果が得られた

場合にのみ、クライアントで得られた生体情報データをサ一バに送り、サ一バが認証

処理を行ぅことを特徴とする。このよぅに、本実施の形態では、一且、クライアントが認、

証処理を行ぅ。そして、クライアントはュ一ザが本人であると判断した場合にのみ、サ

一バヘ認証依頼を出す。これにより、サ一バで認証処理が失敗し、再度クライアント

がサ一バヘ認証処理依頼を出す必要が無くなる。したがって、クライアントとサ一バ

間での通信時間及び処理時間が低減される。

００94 また、上記本人認証装置は、クライアントがコードィロ部2 6 (生体情報出力部2０2)

を有し、サ一バがフオーマット生成部3 8 (フオーマット選択部3 5)及びコードィロ部3



22 (ュ一ザ認証部3０4)を有し、サ一バが認証処理を〒ぅ際に、まずクライアントが認

証のリクエストをサ一バに出し、サ一バが認証リクエストをクライアントから受け取った

後、フオーマット生成部3 8においてクライアントがサ一バにデータを送る際の送信フ

オーマットを生成し、そのフオーマット情報をクライアントに送信し、クライアントが、受

け取った送信フオーマットに基づいて、クライアントで得られた生体情報をコードィロ部

2 6によりコードィビし、サ一バに送信することを特徴とする。また、このとき、サ一バか

らクライアントヘヂ一タが送られる際の送信フオーマットはクライアントから認証処理の

リクエストが行われる度に異なるものとすることを特徴とする。このよぅに、本実施の形

態では、認証時に最初にクライアントが生体情報データを送るのではなく、クライアン

トはまず認証処理のリクエストをサ一バに出す。そして、認証処理リクエストを受け取

ったサ一バはリクエストを受け取る度に異なる生体情報の送信フオーマットをクライア

ントに送る。クライアントはこの送信フオーマットに基づいて、測定した生体情報をコー

ド化して送る。これにより、送信されるデータが盗まれた際のなりすましを防ぐことがで

きる。

００95 実施の形態3・

本実施の形態について、主に実施の形態2との差異を説明する。

００96 本実施の形態では、端末装置2００けライアント) において、計測部2０9がカメラに

より複数枚の顔画像を撮影する。特徴抽出部2 はこれら複数枚の顔画像から特徴

量抽出を行ぅ。そして、認証処理部2 3は、特徴抽出部2 が抽出した特徴量と記

憶装置25 (データベース) 中の登録データの特徴量との間で認証処理を行い、認

証スコアの値が一番大きな特徴量を認証サ一バ装置3００(サ一バ ) に送る。

００97 本実施の形態において、端末装置2００は、実施の形態2と同様の構成をとる。この

構成において、生体情報取得部2０は、ュ一ザの生体情報を2回以上取得する。端

末認証部2０8は、生体情報取得部2０によりュ一ザの生体情報が取得される度に、

生体情報取得部2０ により取得された生体情報と生体情報記憶部2０7により記憶さ

れた生体情報とが一致する度合いを処理装置252 により数値ィビして認証度情報 (例

えば、上記の認証スコア を生成する。生体情報出力部2０2は、端末認証部2０8によ

り計算された認証度情報に基づいて生体情報取得部2０により取得された生体情



報を処理装置252 により選択して出カする (例えば、上記のよぅに認証スコアが最大

となる画像ヂ一タを選択する 。

００98 以上のよぅに、本実施の形態で説明した本人認証装置 (認証、ンステム ００) は、クラ

イアント(端末装置2００) が複数の生体情報を計測し、これらの生体情報とクライアント

の持つ登録画像とで認証処理をして最も認証率の高い画像の特徴量ベクトルを生体

情報データとしてサ一バ (認証サ一バ装置3００) に送ることを特徴とする。このよぅに、

本実施の形態では、認証に適した生体情報データをサ一バに送ることで、サ一バで

の認証失敗の可能性が減り、クライアント及びサ一バ間での通信時間及び処理時間

が低減される。

００99 実施の形態4・

本実施の形態について、主に実施の形態2との差異を説明する。

０００ 本実施の形態において、端末装置2００けライアント は、認証サ一バ装置3００(サ

一バ )からのデータフオーマット情報を受け取った後、得られた特徴量を間引いた少

ない特徴量を送る。

０1０1 本実施の形態において、端末装置2００は、実施の形態2と同様の構成をとる。この

構成において、生体情報出力部2０2は、生体情報取得部2０により取得された生体

情報を間引いて出カする。

０1０2 以上のよぅに、本実施の形態で説明した本人認証装置 (認証、ンステム ００) は、クラ

イアント(端末装置2００) が 自身で行ぅ認証のときよりもサンプリングレートを下げた測

定データから得られた生体情報データをサ一バ (認証サ一バ装置3００) に送ることを

特徴とする。最終的な検証結果はサ一バが出す必要があるが、クライアントで一且本

人であるれづ認証結果が得られていることから、本実施の形態では、クライアントはク

ライアント上での認証に用いた生体情報データよりもサンプリングレートの低い生体

情報データをサ一バ側に送信して認証を行ぅ。これにより、クライアントからサ一バへ

のデータ送信量を小さくすることができる。

０1０3 実施の形態5・

本実施の形態について、主に実施の形態2との差異を説明する。

０1０4 本実施の形態では、認証サ一バ装置3００(サ一バ ) が同一の端末装置2００けライ



アント) に送るデータフオーマットを生成する処理 (図 4のステップ 2０8) において、

前回指定したデータフオーマットの生体情報データとの類似度が小さな生体情報デ

ータが送られた場合に、差が大きくなるよぅなデータフオーマットを指定する。

０1０5 本実施の形態において、認証サ一バ装置3００は、実施の形態2と同様の構成をと

る。この構成において、フオーマット選択部3 5は、同じ端末装置2００の生体情報出

力部2０2により出力される生体情報のフオーマットを再度選択する場合に、前回選択

したフオーマットに相当する行列をべクトル空間上で9０度回転した行列に相当するフ

オーマットを選択する。

０1０6 図 9は、本実施の形態におけるデータフオーマット生成処理のフローチヤートであ

る。

０1０7 例えば、サ一バにおいて、計測部2０9によって 個の特徴量データ 2，・‥，
が得られるとする。通信部3 7が最初にクライアントからの認証リクエストを受信し

た場合は (ステップS 3０ ) 、フオーマット生成部3 8は、特徴量データを単純に並べ

た 次元ベクトル 二 ( 2，・‥， )を生体情報データとして送るデータフオー

マットを指定する (ステップ 3０2)。もし、通信部3 7が受信した認証リクエストが、最

初の認証リクエストではない場合は (ステップS 3０ ) 、フオーマット生成部3 8は、前

回のデータフオーマットの指定行列 を用いて (ステップ 3０3) 、図2０に示すよぅに、

次元の生体情報データ空間において9０度の回転行列 を求める (ステップ ０4)

。そして、フオーマット生成部3 8は、 X を新たなデータフオーマットとしてクライア

ントに指定する (ステップS 3０5)

０1０8 以上のよぅに、本実施の形態で説明した本人認証装置 (認証、ンステム ００) は、サ

一バ (認証サ一バ装置3００) が同一クライアント(端末装置2００) にデータフオーマット

を指定する場合に、前回指定したデータフオーマットで生成されるべクトル空間での9

０度回転行列を新たに作用させたデータフオーマットを指定することを特徴とする。一

般に送信データをわずかに変えることを繰り返すことでなりすましが行われるが、本実

施の形態では、同一クライアントからの繰り返しの認証要求に対して、前回指定した

生体情報ベクトルとは直交するデータフオーマットでの生体情報データを指定する。

これにより、前回との差金ベクトルが 、さい生体情報データが送られてきた場合に、



今回のデータフオーマットでは、差金ベクトルが大きなべクトルとなり、なりすましによ

る攻撃を防ぐことができる。

０1０9 実施の形態6・

本実施の形態について、主に実施の形態2との差異を説明する。

０11０ 本実施の形態では、端末装置2００(クライアント) として、異なる生体認識装置255 (

計測装置) を持つ 個のクライアント(クライアント 、・‥、クライアント ) が存在するも

のとする。認証サ一バ装置3００(サ一バ の認証処理部323 は、図2 に示すように、

各クライアントに対応した複数の認、証アルゴリズム (認、証アルゴリズム 、・‥、認、証ア

ルゴリズム )を有し、クライアントごとに異なる認、証アルゴリズムを用いる。図22のフロ

ーチヤートに示すように、サ一バにおいて、認証処理部323 は、図 5に示したステッ
プS 2 3の後、クライアントからの認、正リクエストに対して、クライアント から認、証アル

ゴリズムの選択を〒う (ステップS 4０ )。そして、選択した認証アルゴリズムを用いて

認証処理 (照合処理) を〒う (図 5に示したステップS 2 4)

０111 本実施の形態において、認証サ一バ装置3００は、実施の形態2と同様の構成をと

る。この構成において、ユーザ特定情報人力部3０3は、複数の端末装置2００の各端

末装置2００から生体情報を取得する。この生体情報は、端末装置2００ごとに精度と

種類との少なくともいずれかが異なる。

０112 以上のように、本実施の形態で説明した本人認証装置 (認証、ンステム ００) は、サ

一バ (認証サ一バ装置3００) が複数の認証アルゴリズムを有し、クライアント(端末装

置2００) に応じて最適な認証アルゴリズムを用いることを特徴とする。クライアントが異

なる計測装置 (例えば、解像度や焦点距離が異なるヵメラ) を持つ場合、得られる画

像データの特性はクライアントごとに異なる。生体情報として得られる特徴量データは

、毎回異なみ性質を持つが、そのばらつきはこの画像データの特性に依存する傾向

がある。そのため、全てのクライアントに対して同一の認証アルゴリズムを用いた場合

、あるクライアントの特徴量データを用い場合には、高い認証率を得られるが、別のク

ライアントの特徴量データを用いた場合には、低い認証事となる場合がある。これに

対して、本実施の形態では、クライアントごとに、最適な認証アルゴリズムを選択する

ことで、全てのクライアントから送られる特徴量データに対して高い認証率を得ること



ができる。

図 実施の形態 から6までに係る認証システムの構成を示す図である。

図2 実施の形態 から6までに係る端末装置の構成を示すブロック図である。

図3 実施の形態 から6までに係る認証装置の構成を示すブロック図である。

図4 実施の形態 から6までにおける端末装置及び認証装置の外観の一例を示す

図である。

図5 実施の形態 から6までにおける端末装置及び認証装置のハードウェア資源の

一例を示す図である。

図6 実施の形態 から6までに係る端末装置及び認証装置の動作を示すフローチヤ

ートである。

図7 実施の形態 から6までに係る認証装置の動作を示すフローチヤートである。

図8 実施の形態 から6までに係る認証装置の動作を示すフローチヤートである。

図9 実施の形態2から6までに係る認証システムの構成を示す図である。

図1０実施の形態2から6までに係る端末装置の構成を示すブロック図である。

図11 実施の形態2から6までに係る認証装置の構成を示すブロック図である。

図12 実施の形態2から6までに係る端末装置の構成を示すブロック図である。

図13 実施の形態2から6までに係る認証装置の構成を示すブロック図である。

図14 実施の形態2から6までに係る端末装置及び認証装置の動作を示すフローチ

ヤートである。

図15 実施の形態2から6までに係る端末装置及び認証装置の動作を示すフローチ

ヤートである。

図16 実施の形態2から6までにおける正規ィロ顔画像生成の動作を示すフローチヤ

ートである。

図17 実施の形態2から6までにおける特徴量の計算方法を示す図である。

図18 実施の形態2から6までにおける認証スコアの計算方法を示す図である。

図19 実施の形態5に係る認証装置の動作を示すフローチヤートである。

図2０実施の形態5における 次元生体情報データ空間での回転行列を示す図で



ある。

図2 1 実施の形態6に係る認証装置の構成を示すブロック図である。

図22 実施の形態6に係る端末装置及び認証装置の動作を示すフローチャートであ

る。

符号の説明

００認証システム、 ０ 認証センタ、 ０2 利用者、 ０3 GPS衛星、 ０4 証

明コード、 ０5 ウェブサーバ、 ０6 気象庁、 ０7 気象衛星、 ０8 時刻サ一バ、2

００端末装置、2０ 生体情報取得部、2０2 生体情報出力部、2０3 時刻情報取

得部、2０4 時刻情報出力部、2０5 位置情報取得部、2０6 位置情報出力部、2０

7 生体情報記憶部、2０8 端末認証部、2０9 計測部、2 ０顔検出部、2 特

徴抽出部、2 2 データベース部、2 3 認証処理部、2 4 通信部、2 5 復号ィビ

部、2 6 コード化部、2 7 暗号化部、25 記憶装置、252 処理装置、253 入

力装置、254 出力装置、255 生体認識装置、3００認証サ一バ装置、3０ ュ一

ザ特定情報記憶部、3０2 ュ一ザ情報記憶部、3０3 ュ一ザ特定情報人力部、3０4

ュ一ザ認証部、3０5 時刻情報人力部、3０6 時刻特定情報人力部、3０7 位置

情報人力部、3０8 位置特定情報人力部、3０9 認証情報生成部、3 ０情報保管

部、3 認証情報出力部、3 2 認証情報人力部、3 3 情報検索部、3 4 検索

結果情報出力部、3 5 フォーマット選択部、3 6 フォーマット情報出力部、3 7

通信部、3 8 フォーマット生成部、3 9 暗号化部、32０復号ィト部、32 データ

ベース部、322 コードィト部、323 認証処理部、35 記憶装置、352 処理装置、

353 入力装置、354 出力装置、9０ 表示装置、9０2 キーボード、9０3 マウス

9０4 9０5 C 9０6 プリンタ装置、9０7 スキャナ装置、9０8 撮像装

置、9 ０システムュニット、9 CP 9 2 バス、9 3 RO 9 4 山女 、g

5 通信ボード、92０磁気デイスク装置、92 オペレーテイングシステム、922 ウイ

ンドウシステム、923 プログラム群、924 ファイル群、93 電話機、932 ファクシ

ミり機、94０インターネット、94 ゲートウェイ、942



請求の範囲

ュ一ザからしか得られない一意のュ一ザ特定情報を入力装置により入カするュ一

ザ特定情報人力部と、

前記ュ一ザ特定情報人力部により入力されたュ一ザ特定情報に基づいて前記ュ
一ザを処理装置により認証するュ一ザ認証部と、

時刻を示す時刻情報を前記入力装置により入カする時刻情報人力部と、

前記時刻情報人力部により入力された時刻情報が示す時刻にしか得られない一意

の時刻特定情報を前記入力装置により入カする時刻特定情報人力部と、

前記ュ一ザ認証部により前記ュ一ザが認証された場合に、前記ュ一ザが認証され

たことを示す認証結果情報と前記時刻情報人力部により入力された時刻情報と前記

時刻特定情報人力部により入力された時刻特定情報とを前記処理装置により合成し

て認証情報を生成する認証情報生成部とを有することを特徴とする認証サ一バ装置

2 前記認証サ一バ装置は、さらに、

前記認証情報生成部により合成された認証結果情報と時刻情報と時刻特定情報と

を前記認証情報生成部により生成された認証情報と対応付けて記憶装置に記憶す
る情報保管部と、

前記認証情報生成部により生成された認証情報を出力装置により出カする認証情

報出力部と、

前記認証情報出力部により出力された認証情報を前記入力装置により入カする認、

証情報人力部と、

前記認証情報人力部により入力された認証情報に対応する認証結果情報と時刻

情報と時刻特定情報とを前記記憶装置から検索結果情報として抽出する情報検索

部と、

前記情報検索部により抽出された検索結果情報を前記出力装置により出カする検

索結果情報出力部とを有することを特徴とする請求項 に記載の認証サ一バ装置。

3 前記認証サ一バ装置は、さらに、

前記ュ一ザに関するュ一ザ情報を前記記憶装置に記憶するュ一ザ情報記憶部を



有し、

前記認証結果情報は、前記ュ一ザ情報記憶部により記憶されたュ一ザ情報を識

別する識別情報であり、

前記情報検索部は、前記認証情報人力部により入力された認証情報に対応する

認証結果情報として前記識別情報を抽出し、抽出した識別情報が識別するュ一ザ

情報と前記認証情報人力部により入力された認証情報に対応する時刻情報と時刻

特定情報とを前記記憶装置から前記検索結果情報として抽出することを特徴とする

請求項2に記載の認証サ一バ装置。

4 前記ュ一ザ特定情報人力部は、前記ュ一ザの生体情報を取得する生体情報取得

部、前記生体情報取得部により取得された生体情報に基づいて前記ュ一ザを認証

する端末認証部、前記端末認証部により前記ュ一ザが認証された場合に、前記生体

情報取得部により取得された生体情報を前記ュ一ザ特定情報として出カする生体情

報出力部を有する端末装置から、前記ュ一ザ特定情報を取得して人カすることを特

徴とする請求項 に記載の認証サ一バ装置。

5 前記ュ一ザ特定情報人力部は、複数の端末装置の各端末装置から前記生体情報

を取得し、

前記生体情報は、端末装置ごとに精度と種類との少なくともいずれかが異なること

を特徴とする請求項4に記載の認証サ一バ装置。

6 前記認証サ一バ装置は、さらに、

前記生体情報出力部により出力される生体情報のフオーマットを前記処理装置に

より選択するフオーマット選択部と、

前記フオーマット選択部により選択されたフオーマットを示すフオーマット情報を前

記出力装置により出カするフオーマット情報出力部とを有し、

前記端末装置の生体情報出力部は、前記生体情報取得部により取得された生体

情報を、前記フオーマット情報出力部により出力されたフオーマット情報が示すフオー

マットヘ変換して出力し、

前記ュ一ザ認証部は、前記ュ一ザ特定情報人力部により入力されたュ一ザ特定

情報を、前記フオーマット選択部により選択されたフオーマットから元のフオーマットヘ



前記処理装置により変換し、変換したュ一ザ特定情報に基づいて前記ュ一ザを認証

することを特徴とする請求項4に記載の認証サ一バ装置。

7 前記フオーマット選択部は、同じ端末装置の生体情報出力部により出力される生体

情報のフオーマットを再度選択する場合に、前回選択したフオーマットに相当する行

列をべクトル空間上で9０度回転した行列に相当するフオーマットを選択することを特

徴とする請求項6に記載の認証サ一バ装置。

8 前記認証サ一バ装置は、さらに、

位置を示す位置情報を前記入力装置により入カする位置情報人力部と、

前記位置情報人力部により入力された位置情報が示す位置でしか得られない一意

の位置特定情報を前記入力装置により入カする位置特定情報人力部とを有し、

前記認証情報生成部は、前記ュ一ザが認証されたことを示す認証結果情報と前記

時刻情報人力部により入力された時刻情報と前記時刻特定情報人力部により入力さ

れた時刻特定情報と前記位置情報人力部により入力された位置情報と前記位置特

定情報人力部により入力された位置特定情報とを合成して前記認証情報を生成する

ことを特徴とする請求項 に記載の認証サ一バ装置。

9 ュ一ザからしか得られない一意のュ一ザ特定情報を入力装置により入カするュ一

ザ特定情報人力部と、

前記ュ一ザ特定情報人力部により入力されたュ一ザ特定情報に基づいて前記ュ
一ザを処理装置により認証するュ一ザ認証部と、

位置を示す位置情報を前記入力装置により入カする位置情報人力部と、

前記位置情報人力部により入力された位置情報が示す位置でしか得られない一意

の位置特定情報を前記入力装置により入カする位置特定情報人力部と、

前記ュ一ザ認証部により前記ュ一ザが認証された場合に、前記ュ一ザが認証され

たことを示す認証結果情報と前記位置情報人力部により入力された位置情報と前記

位置特定情報人力部により入力された位置特定情報とを前記処理装置により合成し

て認証情報を生成する認証情報生成部とを有することを特徴とする認証サ一バ装置

０ ュ一ザの生体情報を生体認識装置により取得する生体情報取得部と、



前記生体情報取得部により取得された生体情報に基づいて前記ュ一ザを処理装

置により認証する端末認証部と、

前記ュ一ザからしか得られない一意のュ一ザ特定情報を入カするュ一ザ特定情

報人力部、前記ュ一ザ特定情報人力部により入力されたュ一ザ特定情報に基づい
て前記ュ一ザを認証するュ一ザ認証部を有する認証サ一バ装置に対して、前記端

末認証部により前記ュ一ザが認証された場合に、前記生体情報取得部により取得さ

れた生体情報を前記ュ一ザ特定情報として出力装置により出カする生体情報出力

部とを有することを特徴とする端末装置。

前記端末装置は、さらに、

前記ュ一ザの正規の生体情報を記憶装置に記憶する生体情報記憶部を有し、

前記生体情報取得部は、前記ュ一ザの生体情報を2回以上取得し、

前記端末認証部は、前記生体情報取得部により前記ュ一ザの生体情報が取得さ

れる度に、前記生体情報取得部により取得された生体情報と前記生体情報記憶部

により記憶された生体情報とが一致する度合いを前記処理装置により数値ィビして認、

証度情報を生成し、

前記生体情報出力部は、前記端末認証部により計算された認証度情報に基づい

て前記生体情報取得部により取得された生体情報を前記処理装置により選択して出

カすることを特徴とする請求項 ０に記載の端末装置。

2 前記生体情報出力部は、前記生体情報取得部により取得された生体情報を間引

いて出カすることを特徴とする請求項 ０に記載の端末装置。

3 前記認証サ一バ装置は、さらに、前記生体情報出力部により出力される生体情報

のフオーマットを選択するフオーマット選択部、前記フオーマット選択部により選択さ

れたフオーマットを示すフオーマット情報を出カするフオーマット情報出力部を有し、

前記生体情報出力部は、前記生体情報取得部により取得された生体情報を、前記

フオーマット情報出力部により出力されたフオーマット情報が示すフオーマットヘ前記

処理装置により変換して出カすることを特徴とする請求項 ０に記載の端末装置。

4 請求項4に記載の認証サ一バ装置と請求項 ０に記載の端末装置とを備えることを

特徴とする認、証、ンステム。



5 請求項6に記載の認証サ一バ装置と請求項 3に記載の端末装置とを備えることを

特徴とする認証システム。

6 認証サ一バ装置のュ一ザ特定情報人力部が、ュ一ザからしか得られない一意のュ
一ザ特定情報を端末装置から取得して人力し、

前記認証サ一バ装置のュ一ザ認証部が、前記ュ一ザ特定情報人力部により入力

されたュ一ザ特定情報に基づいて前記ュ一ザを前記認証サ一バ装置の処理装置に

より認証し、

前記認証サ一バ装置の時刻情報人力部が、時刻を示す時刻情報を前記端末装置

から取得して人力し、

前記認証サ一バ装置の時刻特定情報人力部が、前記時刻情報人力部により入力

された時刻情報が示す時刻にしか得られない一意の時刻特定情報を入力し、

前記認証サ一バ装置の認証情報生成部が、前記ュ一ザ認証部により前記ュ一ザ

が認証された場合に、前記ュ一ザが認証されたことを示す認証結果情報と前記時刻

情報人力部により入力された時刻情報と前記時刻特定情報人力部により入力された

時刻特定情報とを前記認証サ一バ装置の処理装置により合成して認証情報を生成

することを特徴とする認証方法。

7 前記認証方法は、さらに、

前記認証サ一バ装置の情報保管部が、前記認証情報生成部により合成された認、

証結果情報と時刻情報と時刻特定情報とを前記認証情報生成部により生成された

認証情報と対応付けて前記認証サ一バ装置の記憶装置に記憶し、

前記認証サ一バ装置の認証情報出力部が、前記認証情報生成部により生成され

た認証情報を前記端末装置に対して出力し、

前記認証サ一バ装置の認証情報人力部が、前記認証情報出力部により出力され

た認証情報を前記端末装置から取得して人力し、

前記認証サ一バ装置の情報検索部が、前記認証情報人力部により入力された認、

証情報に対応する認証結果情報と時刻情報と時刻特定情報とを前記認証サ一バ装

置の記憶装置から検索結果情報として抽出し、

前記認証サ一バ装置の検索結果情報出力部が、前記情報検索部により抽出され



た検索結果情報を前記端末装置に対して出カすることを特徴とする請求項 6に記

載の認証方法。

8 前記認証方法は、さらに、

前記認証サ一バ装置のュ一ザ情報記憶部が、前記ュ一ザに関するュ一ザ情報を

前記認証サ一バ装置の記憶装置に記憶し、

前記認証結果情報は、前記ュ一ザ情報記憶部により記憶されたュ一ザ情報を識

別する識別情報であり、

前記認証サ一バ装置の情報検索部は、前記認証情報人力部により入力された認、

証情報に対応する認証結果情報として前記識別情報を抽出し、抽出した識別情報

が識別するュ一ザ情報と前記認証情報人力部により入力された認証情報に対応す

る時刻情報と時刻特定情報とを前記認証サ一バ装置の記憶装置から前記検索結果

情報として抽出することを特徴とする請求項 7に記載の認証方法。

9 前記認証サ一バ方法は、さらに、

前記端末装置の生体情報取得部が、前記ュ一ザの生体情報を取得し、

前記端末装置の端末認証部が、前記生体情報取得部により取得された生体情報

に基づいて前記ュ一ザを前記端末装置の処理装置により認証し、

前記端末装置の生体情報出力部が、前記端末認証部により前記ュ一ザが認証さ

れた場合に、前記生体情報取得部により取得された生体情報を前記ュ一ザ特定情

報として前記認証サ一バ装置に対して出力し、

前記認証サ一バ装置のュ一ザ特定情報人力部は、前記ュ一ザ特定情報を前記端

末装置から取得して人カすることを特徴とする請求項 6に記載の認証方法。

2０ 前記認証サ一バ装置のュ一ザ特定情報人力部は、複数の端末装置の各端末装

置から前記生体情報を取得し、

前記生体情報は、端末装置ごとに精度と種類との少なくともいずれかが異なること

を特徴とする請求項 9に記載の認証方法。

2 前記認証方法は、さらに、

前記端末装置の生体情報記憶部が、前記ュ一ザの正規の生体情報を前記端末装

置の記憶装置に記憶し、



前記端末装置の生体情報取得部は、前記ュ一ザの生体情報を2回以上取得し、

前記端末装置の端末認証部は、前記生体情報取得部により前記ュ一ザの生体情

報が取得される度に、前記生体情報取得部により取得された生体情報と前記生体情

報記憶部により記憶された生体情報とが一致する度合いを前記端末装置の処理装

置により数値ィビして認証度情報を生成し、

前記端末装置の生体情報出力部は、前記端末認証部により計算された認証度情

報に基づいて前記生体情報取得部により取得された生体情報を前記端末装置の処

理装置により選択して前記認証サ一バ装置に対して出カすることを特徴とする請求

項 9に記載の認証方法。

22 前記端末装置の生体情報出力部は、前記生体情報取得部により取得された生体

情報を間引いて出カすることを特徴とする請求項 9に記載の認証方法。

23 前記認証サ一バ方法は、さらに、

前記認証サ一バ装置のフオーマット選択部が、前記生体情報出力部により出力さ

れる生体情報のフオーマットを前記認証サ一バ装置の処理装置により選択し、

前記認証サ一バ装置のフオーマット情報出力部が、前記フオーマット選択部により

選択されたフオーマットを示すフオーマット情報を前記端末装置に対して出力し、

前記端末装置の生体情報出力部は、前記生体情報取得部により取得された生体

情報を、前記フオーマット情報出力部により出力されたフオーマット情報が示すフオー

マットヘ前記端末装置の処理装置により変換して前記認証サ一バ装置に出力し、

前記認証サ一バ装置のュ一ザ認証部は、前記ュ一ザ特定情報人力部により入力

されたュ一ザ特定情報を、前記フオーマット選択部により選択されたフオーマットから

元のフオーマットヘ前記認証サ一バ装置の処理装置により変換し、変換したュ一ザ

特定情報に基づいて前記ュ一ザを認証することを特徴とする請求項 9に記載の認

証方法。

24 前記認証サ一バ装置のフオーマット選択部は、同じ端末装置の生体情報出力部に

より出力される生体情報のフオーマットを再度選択する場合に、前回選択したフオー

マットに相当する行列をべクトル空間上で9０度回転した行列に相当するフオーマット

を選択することを特徴とする請求項23に記載の認証方法。



25 前記認証サ一バ方法は、さらに、

前記認証サ一バ装置の位置情報人力部が、位置を示す位置情報を前記端末装置

から取得して人力し、

前記認証サ一バ装置の位置特定情報人力部が、前記位置情報人力部により入力

された位置情報が示す位置でしか得られない一意の位置特定情報を入力し、

前記認証サ一バ装置の認証情報生成部は、前記ュ一ザが認証されたことを示す

認証結果情報と前記時刻情報人力部により入力された時刻情報と前記時刻特定情

報人力部により入力された時刻特定情報と前記位置情報入力部により入力された位

置情報と前記位置特定情報人力部により入力された位置特定情報とを合成して前記

認証情報を生成することを特徴とする請求項 6に記載の認証方法。

26 認証サ一バ装置のュ一ザ特定情報人力部が、ュ一ザからしか得られない一意のュ
一ザ特定情報を端末装置から取得して人力し、

前記認証サ一バ装置のュ一ザ認証部が、前記ュ一ザ特定情報人力部により入力

されたュ一ザ特定情報に基づいて前記ュ一ザを前記認証サ一バ装置の処理装置に

より認証し、

前記認証サ一バ装置の位置情報人力部が、位置を示す位置情報を前記端末装置

から取得して人力し、

前記認証サ一バ装置の位置特定情報人力部が、前記位置情報人力部により入力

された位置情報が示す位置でしか得られない一意の位置特定情報を入力し、

前記認証サ一バ装置の認証情報生成部が、前記ュ一ザ認証部により前記ュ一ザ

が認証された場合に、前記ュ一ザが認証されたことを示す認証結果情報と前記位置

情報人力部により入力された位置情報と前記位置特定情報人力部により入力された

位置特定情報とを前記認証サ一バ装置の処理装置により合成して認証情報を生成

することを特徴とする認証方法。
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