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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オペレータの操作に基づいてデータ入力するデータ入力手段と、
　オペレータの生体情報を入力する生体情報入力手段と、
　予め複数のオペレータの生体情報と識別情報とが対応付けられて記録される生体情報記
録手段と、
　前記生体情報入力手段に生体情報が入力されると、その生体情報と前記生体情報記録手
段に記録される複数のオペレータの生体情報とに基づいて認証を行う生体認証手段と、
　前記データ入力手段により入力されるデータに応じたデータ処理を行うとともに、前記
生体認証手段における認証結果が成功の場合、その認証が成功した生体情報に対応する識
別情報を登録するデータ処理手段と、
　を有し、
　前記生体認証手段は、前記データ入力手段によりデータが入力されると、前記データ処
理手段に登録される識別情報に対応する生体情報を前記生体情報記録手段から取り出し、
その取り出した生体情報と、新たに前記生体情報入力手段により入力される生体情報とに
基づいて、その新たに入力された生体情報のオペレータが前記認証を行ったオペレータ本
人であるか否かの確認を行い、
　前記データ処理手段は、前記生体認証手段においてオペレータ本人であると確認される
と、前記データ入力手段により入力されるデータに応じたデータ処理を行う
　ことを特徴とするデータ処理装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載のデータ処理装置であって、
　前記データ入力手段により入力されるデータがエントリデータとして記録されるデータ
記録手段と、
　表示手段と、
　前記生体認証手段においてオペレータ本人であると確認されると、前記データ入力手段
により入力されるエントリデータを前記データ記録手段から取り出し、その取り出したエ
ントリデータを前記表示手段に表示させる表示制御手段と、
　を備えることを特徴とするデータ処理装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のデータ処理装置であって、
　前記表示制御手段は、オペレータが入力手段を操作している間、前記データを前記表示
手段に継続して表示させる、
　ことを特徴とするデータ処理装置。
【請求項４】
　請求項２に記載のデータ処理装置であって、
　前記表示制御手段は、前記エントリデータを照会することが可能なオペレータの資格を
示す資格情報に基づいて、前記エントリデータを前記表示手段に表示させる、
　ことを特徴とするデータ処理装置。
【請求項５】
　請求項１に記載のデータ処理装置であって、
　前記データ入力手段により入力されるデータがエントリデータとして記録されるデータ
記録手段と、
　前記エントリデータのＰＫＩ署名依頼を受け取ると、前記認証結果に基づいてＰＫＩ署
名を行い、該ＰＫＩ署名を行った結果を示す承認結果を前記データ処理手段に送る署名手
段と、
　を備え、
　前記データ処理手段は、前記承認結果を受け取ると、該承認結果を前記エントリデータ
に付与し前記データ記録手段に記録する、
　ことを特徴とするデータ処理装置。
【請求項６】
　予め複数のオペレータの生体情報と識別情報とが対応付けられて記録される生体情報記
録手段と、
　生体情報入力手段にオペレータの生体情報が入力されると、その生体情報と前記生体情
報記録手段に記録される複数のオペレータの生体情報とに基づいて認証を行う生体認証手
段と、
　データ入力手段により入力されるデータに応じたデータ処理を行うとともに、前記生体
認証手段における認証結果が成功の場合、その認証が成功した生体情報に対応する識別情
報を登録するデータ処理手段と、
　を有し、
　前記生体認証手段は、前記データ入力手段によりデータが入力されると、前記データ処
理手段に登録される識別情報に対応する生体情報を前記生体情報記録手段から取り出し、
その取り出した生体情報と、新たに前記生体情報入力手段により入力される生体情報とに
基づいて、その新たに入力された生体情報のオペレータが前記認証を行ったオペレータ本
人であるか否かの確認を行い、
　前記データ処理手段は、前記生体認証手段においてオペレータ本人であると確認される
と、前記データ入力手段により入力されるデータに応じたデータ処理を行う
　ことを特徴とするＩＣカード。
【請求項７】
　生体情報入力手段に生体情報が入力されると、その生体情報と、予め複数のオペレータ
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の生体情報と識別情報とが対応付けられて記録される生体情報記録手段に記録される前記
複数のオペレータの生体情報とに基づいて認証を行う手段、
　データ入力手段により入力されるデータに応じたデータ処理を行うとともに、前記認証
結果が成功の場合、その認証が成功した生体情報に対応する識別情報を登録する手段、
　前記データ入力手段によりデータが入力されると、前記登録された識別情報に対応する
生体情報を前記生体情報記録手段から取り出し、その取り出した生体情報と、新たに前記
生体情報入力手段により入力される生体情報とに基づいて、その新たに入力された生体情
報のオペレータが前記認証を行ったオペレータ本人であるか否かの確認を行う手段、
　オペレータ本人であると確認されると、前記データ入力手段により入力されるデータに
応じたデータ処理を行う手段、
　としてコンピュータを機能させるプログラム。
【請求項８】
　生体情報入力手段に生体情報が入力されると、その生体情報と、予め複数のオペレータ
の生体情報と識別情報とが対応付けられて記録される生体情報記録手段に記録される前記
複数のオペレータの生体情報とに基づいて認証を行い、
　データ入力手段により入力されるデータに応じたデータ処理を行うとともに、前記認証
結果が成功の場合、その認証が成功した生体情報に対応する識別情報を登録し、
　前記データ入力手段によりデータが入力されると、前記登録された識別情報に対応する
生体情報を前記生体情報記録手段から取り出し、その取り出した生体情報と、新たに前記
生体情報入力手段により入力される生体情報とに基づいて、その新たに入力された生体情
報のオペレータが前記認証を行ったオペレータ本人であるか否かの確認を行い、
　オペレータ本人であると確認されると、前記データ入力手段により入力されるデータに
応じたデータ処理を行う、
　ことを特徴とするデータ処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オペレータの操作によりデータの登録や照会などのデータ処理が行われるデ
ータ処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワークフローに適用されるデータ処理装置など、複数のオペレータによりデータ処理が
行われるデータ処理装置では、データの漏洩を防ぐため様々な方法が考えられている。
　例えば、オペレータがデータ処理装置を利用しようとする際、そのオペレータの指紋や
虹彩などの生体情報を使って本人確認することによりデータの漏洩を防ぐ方法がある（例
えば、特許文献１～６参照）。
【０００３】
　しかしながら、上述のように、生体情報を使ってオペレータの本人確認を行う場合では
、例えば、データ処理装置の利用中にオペレータが入れ替われるため、データ処理装置に
よって処理されたデータがログイン時のオペレータと同一のオペレータにより登録された
データであることを保証することができないという問題がある。
【０００４】
　そこで、例えば、ログイン後にオペレータの入れ替えができないような環境の中でデー
タ処理装置を運用することが考えられる。すなわち、セキュリティの確保された部屋（例
えば、ドアにカードキー方式や暗証番号方式のロックシステムが設けられた部屋）にデー
タ処理装置を構築したり、オペレータにセキュリティに関する教育（例えば、ログイン後
はログアウトするまで離席しないとする教育など）を行ったりすることが考えられる。
【特許文献１】特開平３－１７６７１９号　　（第２～５頁、第１～４図）
【特許文献２】特開平１－１５４２９５号　　（第１～４頁、第１～４図）
【特許文献３】特開平２－１８９６１６号　　（第１～４頁、第１～６図）
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【特許文献４】特開平１１－３０６１４３号　（第２～４頁、第１～２図）
【特許文献５】特開２００４－５４３９５号　（第３～７頁、第１～５図）
【特許文献６】特開２０００－３５３２０４号（第３～８頁、第１～７図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述のように、データ処理装置をセキュリティの確保された部屋に構築
する場合では、オペレータがデータ処理装置を利用しようとするたびにドアに設けられた
ロックシステムを解除する必要があるため、オペレータの作業性が低下するという問題が
ある。
【０００６】
　また、オペレータに対してセキュリティに関する教育を行う場合では、オペレータが増
えるたびに、セキュリティに関する教育を行う必要があるため、セキュリティ確保に多く
のコストや時間がかかるという問題がある。
【０００７】
　そこで、本発明では、オペレータに対してセキュリティに関する教育を行うことなく、
処理されるデータの信頼性やオペレータの作業性の低下を防止することが可能なデータ処
理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために本発明では、以下のような構成を採用した。
　すなわち、本発明のデータ処理装置は、オペレータの操作に基づいてデータ入力するデ
ータ入力手段と、オペレータの生体情報を入力する生体情報入力手段と、前記データ入力
手段から所定データを受け取ると、認証依頼を出力し、前記認証依頼に応答し、前記生体
情報入力手段で取得した生体情報と予めオペレータに対応して登録された生体情報とによ
り認証を行い、その認証結果が正しいとの認証結果を得た場合、前記データ入力手段から
情報を有効とし処理を行うデータ処理手段とを有することを特徴とする。
【０００９】
　このように、所定データが入力されたときの生体情報を使って、その生体情報を認証し
ているので、本人以外ではデータが処理されなくなると共に、パスワードやＩＤ（Ｉｄｅ
ｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）入力など本人確認を行うためのオペレータの操作がなくなる。
これにより、オペレータに対してセキュリティに関する教育を行うことなく、処理される
データの信頼性やオペレータの作業性の低下を防止することができる。
【００１０】
　また、上記データ処理装置は、予め複数のオペレータの生体情報が記録される生体情報
記録手段を備え、前記データ処理手段は、前記認証依頼を受け取ると、前記所定データが
入力されたときに前記生体情報入力手段で取得された生体情報を、前記生体情報記録手段
に記録されている複数のオペレータの生体情報それぞれとの照合結果に基づいて認証する
ように構成してもよい。
【００１１】
　これにより、ワークフローなど複数のオペレータが利用することが可能なデータ処理装
置を構築することができる。
　また、上記データ処理装置は、予め複数のオペレータの生体情報が記録される生体情報
記録手段を備え、前記データ処理手段は、前記認証依頼を受け取ると、前記所定データが
入力されたときに前記生体情報入力手段で取得された生体情報を、前記生体情報記録手段
に記録されている複数のオペレータの生体情報それぞれとの照合結果に基づいて認証し、
前記認証依頼を再び受け取ると、前記所定データが再び入力されたときに前記生体情報入
力手段で取得された生体情報を、前記認証結果に対応する前記生体情報に基づいて認証す
るように構成してもよい。
【００１２】



(5) JP 4607542 B2 2011.1.5

10

20

30

40

50

　これにより、２回目以降の生体情報の認証を、１回目の生体情報の認証の結果に基づい
て行うことできるので、データ処理にかかる時間を短縮することができる。
　また、上記データ処理装置は、前記データが記録されるデータ記録手段と、前記データ
を表示する表示手段と、前記データ処理手段から前記データの表示依頼を受け取ると、前
記データを前記表示手段に表示させる表示制御手段とを備え、前記データ処理手段は、前
記認証結果が成功であると、前記表示依頼及び前記データ記録手段に記録されている前記
データを前記表示制御手段に送るように構成してもよい。
【００１３】
　これにより、オペレータがデータを照会する際、パスワードやＩＤ入力など本人確認を
行うためのオペレータの操作がなくなる。
　また、上記データ処理装置のデータ処理手段は、オペレータが入力手段を操作している
間、前記データを前記表示手段に継続して表示させるように構成してもよい。
【００１４】
　これにより、本人確認されたオペレータ以外のオペレータがデータを照会することを防
止することができる。
　また、上記データ処理装置の表示制御手段は、前記認証結果に示される前記データを照
会することが可能なオペレータの資格を示す資格情報に基づいて、前記データを前記表示
手段に表示させるように構成してもよい。
【００１５】
　これにより、オペレータに応じてデータを照会させることができる。
　また、上記データ処理装置は、前記データのＰＫＩ署名依頼を受け取ると、前記認証結
果に基づいてＰＫＩ署名を行い、該ＰＫＩ署名を行った結果を示す承認結果を前記データ
処理手段に送る署名手段を備え、前記データ処理手段は、前記入力手段から送られてくる
所定データに基づいて前記ＰＫＩ署名依頼を前記署名手段に送ると共に、前記署名手段か
ら前記承認結果を受け取ると、該承認結果を前記データに付与し前記データ記録手段に記
録するように構成してもよい。
【００１６】
　これにより、データ処理装置に登録されていないオペレータに対しても、処理されるデ
ータの信頼性を向上させることができる。
　また、本発明のＩＣカードは、オペレータの操作に基づいてデータ入力するデータ入力
手段と、オペレータの生体情報を入力する生体情報入力手段と、前記データ入力手段から
所定データを受け取ると、認証依頼を出力し、前記認証依頼に応答し、前記生体情報入力
手段で取得した生体情報と予めオペレータに対応して登録された生体情報とにより認証を
行い、その認証結果が正しいとの認証結果を得た場合、前記データ入力手段から情報を有
効とし処理を行うデータ処理手段とを有するデータ処理装置に接続され、前記データ処理
装置との間でデータ授受を行い、認証処理のための生体情報を登録する生体情報記録手段
と、生体情報の認証処理を行う生体認証手段とを有することを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明のプログラムは、装置に設けられたデータ入力手段から所定データを受け
取ると、認証依頼を出力し、前記認証依頼に応答し、前記装置に設けられた生体情報入力
手段で取得した生体情報と予めオペレータに対応して登録された生体情報とにより認証を
行い、その認証結果が正しいとの認証結果を得た場合、前記データ入力手段から情報を有
効とし処理をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明のデータ処理方法は、装置に設けられたデータ入力手段から所定データを
受け取ると、認証依頼を出力し、前記認証依頼に対応し、前記装置に設けられた生体情報
入力手段で取得した生体情報と予めオペレータに対応して登録された生体情報とにより認
証を行い、その認証結果が正しいとの認証結果を得た場合、前記データ入力手段から情報
を有効とし処理を行う。
【発明の効果】
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【００１９】
　本発明によれば、所定データが入力されたときの生体情報を使って、その生体情報を認
証しているので、本人以外ではデータが処理されなくなると共に、パスワードやＩＤ入力
など本人確認を行うためのオペレータの操作がなくなる。これにより、オペレータに対し
てセキュリティに関する教育を行うことなく、処理されるデータの信頼性やオペレータの
作業性の低下を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態を図面を用いて説明する。
　図１は、本発明の実施形態のデータ処理装置を示す図である。
　図１に示すように、データ処理装置１は、生体センサ付き入力装置（以下、単に入力装
置という）２と、生体認証装置３と、生体認証ＤＢ（Ｄａｔａ　Ｂａｓｅ）４と、データ
エントリ装置５と、エントリＤＢ６とを備えて構成されている。なお、生体認証装置３及
びデータエントリ装置５は、それぞれ、ソフトウエアにより構成されてもよいし、ハード
ウエアにより構成されてもよい。また、生体認証装置３及び生体認証ＤＢ４は、それぞれ
、ＩＣカードのＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）やメモリに
より構成されてもよい。
【００２１】
　上記入力装置２は、オペレータの操作に基づいてデータエントリ装置５にエントリデー
タを入力する機能とオペレータの生体情報を取得する機能とを兼ね備えるものである。
　図２は、入力装置２の一例を示す図であり、図２（ａ）はキーボード型の入力装置２を
示し、図２（ｂ）はマウス型の入力装置２を示している。
【００２２】
　図２（ａ）に示す入力装置２は、入力キー７（７－１～７－４）を備えるキーボードで
あって、例えば、パーソナルコンピュータの入力装置として使用されるキーボードなどが
考えられる。なお、入力キー７はキーボードに設けられるファンクションキーとしてもよ
い。
【００２３】
　また、図２（ａ）に示すように、入力キー７の近傍には、オペレータの手のひらの静脈
を検知する静脈センサ８が設けられている。なお、図２（ａ）に示す入力装置２では、オ
ペレータが入力キー７を押下する際にオペレータの手のひらと静脈センサ８とが互いに重
なるような位置に静脈センサ８が設けられている。
【００２４】
　また、図２（ｂ）に示す入力装置２は、入力キー９（９－１及び９－２）を備えるマウ
スであって、例えば、パーソナルコンピュータの入力装置として使用されるマウスなどが
考えられる。なお、入力キー９はマウスに設けられる２つのボタンとしてもよい。
【００２５】
　また、図２（ｂ）に示すように、入力キー９の近傍には、図２（ａ）に示す入力装置２
と同様、オペレータの手のひらの静脈を検知する静脈センサ８が設けられている。なお、
図２（ｂ）に示す入力装置２では、オペレータが入力キー９を押下する際にオペレータの
手のひらと静脈センサ８とが互いに重なるような位置に静脈センサ８が設けられている。
【００２６】
　例えば、図２（ａ）に示す入力装置２の入力キー７－１が押下されると、静脈センサ８
がオペレータの手のひらの静脈を検知する場合を考える。このような場合において、オペ
レータにより入力キー７－１が押下されると、入力装置２は、オペレータの手のひらの静
脈に基づく生体情報を生体認証装置３に送ると共に、入力キー７－１が押下された旨を示
すエントリデータをデータエントリ装置５に送る。
【００２７】
　このように、入力キー７または入力キー９が押下されたときに静脈センサ８が生体情報
を取得することが可能な位置に静脈センサ８が入力装置２に設けられていることにより、
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データ処理装置１は、オペレータの入力キー７または入力キー９の操作中に、オペレータ
の生体情報を取得することができる。これにより、オペレータの操作性を向上させること
ができる。
【００２８】
　なお、入力装置２が備える生体センサは、静脈センサ８以外にも指紋や虹彩など様々な
生体情報を検知する生体センサが考えられる。
　また、入力装置２が生体情報を取得するタイミングは、一定間隔毎、入力キー７または
９の押下毎など特に限定されない。
【００２９】
　また、入力装置２は、データエントリ装置５など他の装置から与えられるタイミングに
基づいて生体情報を取得してもよい。
　また、入力装置２は、キーボードやマウス以外にもスキャナなど様々な入力装置が考え
られる。
【００３０】
　また、図１に示す生体認証装置３は、データエントリ装置５から送られてくる認証依頼
を受け取ると、入力装置２から送られてきた生体情報を、予め生体認証ＤＢ４に記録され
るオペレータの生体情報との照合結果に基づいて認証し、その認証結果をデータエントリ
装置５に送る。
【００３１】
　図３は、生体認証ＤＢ４の一例を示す図である。
　図３に示す生体認証ＤＢ４は、複数のオペレータの生体情報が記録される複数のレコー
ド４０（４０－１、４０－２、４０－３、・・・）により構成されている。各レコード４
０は、それぞれ、オペレータを識別するＩＤが記録されるＩＤ領域４１と、オペレータの
氏名が記録される氏名領域４２と、オペレータの生体情報が記録される生体情報領域４３
とを備えている。図３に示す例では、レコード４０－１のＩＤ領域４１に「ｏｐｅ０１」
、氏名領域４２に「鈴木一郎」、生体情報領域４３に「生体情報（鈴木一郎）」がそれぞ
れ記録されている。
【００３２】
　例えば、生体認証装置３は、データエントリ装置５から送られてくる認証依頼を受け取
ると、入力装置２から送られてきた生体情報と生体認証ＤＢ４に記録される各生体情報と
をそれぞれ照合し、照合率が所定値以上となる生体情報を取り出し、その生体情報に対応
するオペレータに関する情報（ＩＤ、氏名、生体情報、及び照合率など）を認証結果とし
てデータエントリ装置５に返す。また、生体認証装置３は、照合率が所定値以上となる生
体情報が生体認証ＤＢ４にない場合、その旨を示す認証結果をデータエントリ装置５に返
す。
【００３３】
　また、図１に示すデータエントリ装置５は、入力装置２から送られてくるエントリデー
タ、生体認証装置３から送られてくる認証結果、または、データ処理装置１の動作履歴な
どをエントリＤＢ６に記録する。なお、データ処理装置１が複数のオペレータに利用され
る場合、データエントリ装置５は、各オペレータの操作による全ての動作履歴をエントリ
ＤＢ６に記録する。
【００３４】
　図４は、エントリＤＢ６の一例を示す図である。
　図４に示すエントリＤＢ６は、エントリ管理情報ＤＢ６－１、エントリデータＤＢ６－
２、及びエントリ履歴情報ＤＢ６－３から構成されている。
【００３５】
　まず、エントリ管理情報ＤＢ６－１は、データ処理装置１の現在の状態を記録する複数
のレコード６０（６０－１、６０－２、・・・）により構成されている。各レコード６０
は、それぞれ、データ処理装置１の状態の種類毎に割り当てられる通番が記録される通番
領域６１と、データ処理装置１の現在の状態が記録される状態領域６２とを備えている。
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図４に示す例では、レコード６０－１の通番領域６１に「０００１」、状態領域６２に「
承認待ち」がそれぞれ記録されている。
【００３６】
　次に、エントリデータＤＢ６－２は、入力装置２から送られてくるエントリデータを記
録する複数のレコード６３（６３－１、６３－２、・・・）により構成されている。各レ
コード６３は、それぞれ、通番領域６４と、エントリデータが記録されるエントリデータ
領域６５とを備えている。図４に示す例では、レコード６３－１の通番領域６４に「００
０１」、エントリデータ領域６５に「○○○」がそれぞれ記録されている。
【００３７】
　そして、エントリ履歴情報ＤＢ６－３は、生体認証装置３から送られてくる認証結果を
記録する複数のレコード６６（６６－１、６６－２、６６－３、６６－４、・・・）によ
り構成されている。各レコード６６は、それぞれ、通番領域６７と、生体情報を認証した
日時が記録される日時領域６８と、オペレータのＩＤが記録されるＩＤ領域６９と、認証
結果が記録される認証結果領域７０とを備えている。図４に示す例では、レコード６６－
１の通番領域６７に「０００１」、日時領域６８に「９：１１」、ＩＤ領域６９に「ｏｐ
ｅ０１」、認証結果領域７０に「ＯＫ　９９．９％」がそれぞれ記録されている。
【００３８】
　例えば、オペレータ（鈴木一郎）により図２（ａ）に示す入力キー７－１が押下された
場合を考える。
　まず、入力装置２は、入力キー７－１が押下された旨を示すエントリデータをデータエ
ントリ装置５に送ると共に、オペレータの手のひらの静脈を示す生体情報を生体認証装置
３に送る。
【００３９】
　次に、生体認証装置３は、データエントリ装置５から認証依頼を受け取ると、入力装置
２から送られてきた生体情報と図３に示す生体認証ＤＢ４の各生体情報とをそれぞれ照合
し、それぞれの照合率を求める。そして、生体認証装置３は、照合率が９９．９％となっ
た「生体情報（鈴木一郎）」に対応する認証結果をデータエントリ装置５に送る。
【００４０】
　そして、データエントリ装置５は、認証結果「ＯＫ　９９．９％」を受け取ると、入力
キー７－１が押下された旨を示すエントリデータがオペレータ（鈴木一郎）本人により入
力されたエントリデータであると判断し、次の動作に進む。
【００４１】
　このように、データ処理装置１は、所定のエントリデータ（例えば、入力キー７－１が
押下された旨を示すエントリデータ）の入力処理とオペレータの認証処理とを同期させて
いるので、所定のエントリデータが本人によって入力されたデータであることを、認証処
理を行うための特別な動作をオペレータが行うことなく保証することができる。
【００４２】
　また、データ処理装置１は、所定のエントリデータが入力されたときの生体情報を使っ
て、その生体情報を認証するので、本人以外のオペレータの操作ではデータエントリ装置
５においてデータが処理されなくなると共に、パスワードやＩＤ入力など本人確認を行う
ためのオペレータの操作がなくなる。これにより、オペレータに対してセキュリティに関
する教育を行うことなく、処理されるデータの信頼性やオペレータの作業性の低下を防止
することができる。
【００４３】
　次に、他の実施形態のデータ処理装置について説明する。
　図５は、本発明の他の実施形態のデータ処理装置を示す図である。なお、図１に示す構
成と同じ構成には同じ符号を付している。
【００４４】
　図５に示すデータ処理装置１０は、入力装置２と、生体認証装置３と、生体認証ＤＢ４
と、データエントリ装置５と、エントリＤＢ６と、表示制御装置１１と、ディスプレイ１
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２とを備えて構成されている。
【００４５】
　上記生体認証装置３は、データエントリ装置５から認証依頼が送られてくると、入力装
置２から送られてきた生体情報を、生体認証ＤＢ４に記録されている各生体情報それぞれ
との照合結果に基づいて認証し、その認証結果をデータエントリ装置５に返すと共に、そ
の認証結果を表示制御装置１１に送る。
【００４６】
　上記データエントリ装置５は、エントリＤＢ６に記録されるエントリデータを照会した
い旨を示すエントリデータが入力装置２から送られてくると、生体認証装置３に認証依頼
を送ると共に、生体認証装置３から認証結果が送られてくると、その認証結果に基づいて
エントリデータに対応するエントリデータをエントリＤＢ６から取り出し表示制御装置１
１に送る。
【００４７】
　上記表示制御装置１１は、生体認証装置３から認証結果が送られてくると、その認証結
果に基づいてデータエントリ装置５から送られてきたエントリデータをディスプレイ１２
に表示させるか否かを判断する。
【００４８】
　図６は、データ処理装置１０の表示動作を説明するための図である。なお、図５または
図３に示す構成と同じ構成には同じ符号を付している。
　図６に示すように、データ処理装置１０の生体認証ＤＢ４の各レコード４０は、それぞ
れ、ＩＤ領域４１、氏名領域４２、及び生体情報領域４３以外に、エントリデータを照会
することが可能なオペレータの資格が記録される資格領域４４を備えている。
【００４９】
　また、表示制御装置１１は、生体認証装置３から送られてくる認証結果（例えば、氏名
や資格など）がロール条件（エントリデータを表示することが可能なオペレータの資格が
示される情報）に適合すると、データエントリ装置５から送られてきたエントリデータを
ディスプレイ１２に表示させる。なお、図６においてデータエントリ装置５から表示制御
装置１１に送られるエントリデータは、生体認証ＤＢ４に記録される複数のオペレータの
うちのあるオペレータの個人情報を示すエントリデータとする。また、そのエントリデー
タは、項目Ａ「氏名」及び項目Ｂ「年齢」から構成されるものとする。また、項目Ａに対
応するロール条件Ａは「Ｅｖｅｒｙｏｎｅ」とし、項目Ｂに対応するロール条件Ｂは「本
人ｏｒ管理者」とする。これにより、エントリデータの氏名の項目Ａは誰でも参照できる
が、エントリデータの年齢の項目Ｂは本人と管理者しか照会できないようにすることがで
きる。すなわち、オペレータに応じてデータを照会させることができる。
【００５０】
　ここで、オペレータ（鈴木一郎）の入力装置２の操作により、オペレータ（山田太郎）
の個人情報をディスプレイ１２に表示してほしい旨のエントリデータが入力された場合を
考える。
【００５１】
　まず、入力装置２は、生体認証装置３にオペレータ（鈴木一郎）の生体情報を送る。
　次に、生体認証装置３は、オペレータ（鈴木一郎）の生体情報を認証し、その認証され
た生体情報に基づいて生体認証ＤＢ４から「鈴木一郎」及び「管理者」を取り出し、それ
らを示す認証結果を表示制御装置１１に送る。
【００５２】
　次に、表示制御装置１１は、生体認証装置３から送られてきた認証結果がロール条件Ａ
やロール条件Ｂに適合するか否かを判断し、適合した項目のエントリデータをディスプレ
イ１２に表示させる。図６に示す例では、生体認証装置３から表示制御装置１１に「管理
者」を示す認証結果が送られ、項目Ａ及び項目Ｂのどちらのロール条件も満たしているた
め、ディスプレイ１２には「氏名　山田太郎　年齢　３５」が表示されている。
【００５３】
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　なお、表示制御装置１１は、オペレータが入力装置２を操作している期間、エントリデ
ータをディスプレイ１２に継続して表示させるように構成してもよい。すなわち、図６の
ディスプレイ１２に表示されている「氏名　山田太郎　年齢　３５」は、本人であるオペ
レータ（山田太郎）または管理者であるオペレータ（鈴木一郎）が入力装置２を操作して
いる間は表示され続け、オペレータ（山田太郎）またはオペレータ（鈴木一郎）が入力装
置２から手を離すと表示されなくなるように構成してもよい。これにより、本人確認され
たオペレータ以外のオペレータがデータを照会することを防止することができる。
【００５４】
　このように、オペレータの入力装置２の操作による所定のエントリデータの入力と同期
して生体情報を認証しているため、オペレータがエントリデータを照会する際、パスワー
ドやＩＤ入力などによる本人確認を行う必要がなくなり、エントリデータを照会する際の
データ処理装置１０全体の動作を容易にすることができる。
【００５５】
　また、オペレータに応じて照会可能なエントリデータを制限することができる。
　図７は、本発明の他の実施形態のデータ処理装置を示す図である。なお、図５に示す構
成と同じ構成には同じ符号を付している。
【００５６】
　図７に示すデータ処理装置１３は、入力装置２と、生体認証装置３と、生体認証ＤＢ４
と、データエントリ装置５と、エントリＤＢ６と、表示制御装置１１と、ディスプレイ１
２と、ＰＫＩ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｋｅｙ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ）署名装置１４
と、ＰＫＩ署名ＤＢ１５とを備えて構成されている。
【００５７】
　上記生体認証装置３は、データエントリ装置５から認証依頼が送られてくると、入力装
置２から送られてきた生体情報を、生体認証ＤＢ４に記録されている各生体情報それぞれ
との照合結果に基づいて認証し、その認証結果を表示制御装置１１及びＰＫＩ署名装置１
４にそれぞれ送る。
【００５８】
　上記ＰＫＩ署名装置１４は、データエントリ装置５からＰＫＩ署名の依頼が送られてく
ると、認証結果に示されるオペレータが所有するＰＫＩ規格の鍵ペア（公開鍵、秘密鍵）
と公開鍵証明書とをＰＫＩ署名ＤＢ１５から取り出し、その鍵ペア及び公開鍵証明書と、
生体認証装置３から送られてきた認証結果と、署名対象のエントリデータとに基づいてデ
ジタル署名を作成し、そのデジタル署名をデータエントリ装置５に送る。なお、署名対象
のエントリデータは、入力装置２から送られてくるエントリデータ、またはエントリＤＢ
６に予め記録されるエントリデータとする。なお、ＰＫＩ署名装置１４は、オペレータの
生体情報の認証結果に基づいて、デジタル署名を作成するものであれば、デジタル署名の
作成方法は特に限定されない。
【００５９】
　例えば、ＰＫＩ署名装置１４は、データエントリ装置５からＰＫＩ署名の依頼が送られ
てくると、署名対象のエントリデータのハッシュを計算し、そのハッシュに認証結果を付
加し、認証結果が付加されたハッシュを秘密鍵により暗号化して署名値を求める。そして
、ＰＫＩ署名装置１４は、認証結果が付加されたハッシュ、署名値、及び公開鍵証明書を
１組にしてデジタル署名とし、データエントリ装置５に送る。
【００６０】
　上記データエントリ装置５は、ＰＫＩ署名装置１４からデジタル署名が送られてくると
、そのデジタル署名を署名対象のエントリデータに付与し、エントリＤＢ６に記録する。
　図８は、デジタル署名が付与されたエントリデータのフォーマットの一例を示す図であ
る。
【００６１】
　図８に示すように、フォーマット８０は、例えば、Ｐ７形式のフォーマットであり、エ
ントリデータを格納するエントリデータ領域８１と、デジタル署名を格納するデジタル署
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名領域８２とにより構成されている。
【００６２】
　また、デジタル署名領域８２は、認証結果が付加されたエントリデータのハッシュが格
納されるハッシュ領域８３と、署名値が格納される署名値領域８４と、公開鍵証明書が格
納される公開鍵証明書領域８５とにより構成されている。
【００６３】
　このように、生体認証装置３の認証結果に基づいてデジタル署名を作成し、そのデジタ
ル署名をエントリデータに付与しているので、データ処理装置１３に登録されていないオ
ペレータに対しても、署名対象のエントリデータの信頼性を向上させることができる。
【００６４】
　なお、１つのエントリデータに対して複数のオペレータによるＰＫＩ署名が行われるよ
うに構成してもよい。
　また、生体認証装置３及びＰＫＩ署名装置１４をそれぞれＩＣカード内に構成してもよ
い。これにより、ＩＣカードに送った生体情報に基づいてオペレータの生体情報が認証さ
れない限りデジタル署名が作成されないようにすることができるので、署名対象のエント
リデータの信頼性を更に向上させることができる。また、各オペレータそれぞれの鍵ペア
及び公開鍵証明書を一括管理する必要がないので、その分データ処理装置１３全体の構成
を容易にすることができる。
【００６５】
　図９は、データ処理装置１３におけるデータエントリ装置５の動作を説明するためのフ
ローチャートである。
　まず、ステップＡ１において、データエントリ装置５は、ログイン画面を示すエントリ
データを表示制御装置１１に送り、ディスプレイ１２にログイン画面を表示させる。
【００６６】
　次に、ステップＡ２において、データエントリ装置５は、オペレータの入力装置２の操
作によりログイン画面が閉じられ終了するか否かを判断する。
　そして、終了すると判断した場合（ステップＡ２がＹｅｓ）、データエントリ装置５の
動作を終了する。
【００６７】
　一方、終了しないと判断した場合（ステップＡ２がＮｏ）、ステップＡ３において、デ
ータエントリ装置５は、生体認証装置３にオペレータの生体情報の認証依頼を送る（ユー
ザ認証）。
【００６８】
　ここで、図１０は、データ処理装置１３における生体認証装置３のユーザ認証動作を説
明するためのフローチャートである。
　まず、ステップＢ１において、生体認証装置３は、入力装置２から生体情報を受け取る
。
【００６９】
　次に、ステップＢ２において、生体認証装置３は、生体認証ＤＢ４の全てのレコードに
対して生体情報の照合が行われたか否かを判断する。
　そして、生体認証ＤＢ４の全てのレコードに対して生体情報の照合が行われたと判断し
た場合（ステップＢ２がＹｅｓ）、ステップＢ３において、生体認証装置３は、生体情報
の認証が失敗したと判断して、生体情報の認証が失敗した旨を示すエラーをデータエント
リ装置５に返す。
【００７０】
　一方、生体認証ＤＢ４の全てのレコードに対して生体情報の照合が行われていないと判
断した場合（ステップＢ２がＮｏ）、ステップＢ４において、生体認証装置３は、生体認
証ＤＢ４の複数のレコードのうちのあるレコードを選択し、その選択したレコードから生
体情報を取り出す。なお、レコードの選択方法として、例えば、先頭レコードから順番に
選択する方法が考えられるが、レコードの選択方法は特に限定されない。
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【００７１】
　次に、ステップＢ５において、生体認証装置３は、入力装置２から送られてきた生体情
報と生体認証ＤＢ４から取り出された生体情報とを照合し照合率を計算する。
　次に、ステップＢ６において、生体認証装置３は、計算した照合率に基づいてオペレー
タの認証処理が成功したか否かを判断する。例えば、計算した照合率が所定値以上である
場合、オペレータの認証処理が成功したと判断する。
【００７２】
　そして、オペレータの認証処理が成功しないと判断した場合（ステップＢ６がＮｏ）、
ステップＢ７において、生体認証装置３は、次のレコードを選択し、ステップＢ２に戻る
。
【００７３】
　一方、オペレータの認証処理が成功したと判断した場合（ステップＢ６がＹｅｓ）、ス
テップＢ８において、生体認証装置３は、認証が成功したレコードに記録されるオペレー
タに関する情報（例えば、ＩＤ、氏名、資格など）を生体認証ＤＢ４から取り出し、生体
認証装置３の動作を終了する。
【００７４】
　また、図９のステップＡ４において、データエントリ装置３は、生体認証装置３で生体
情報の認証が成功したか否かを判断する。
　そして、生体情報の認証が成功しなかったと判断した場合（ステップＡ４がＮｏ）、ス
テップＡ１に戻る。
【００７５】
　一方、生体情報の認証が成功したと判断した場合（ステップＡ４がＹｅｓ）、ステップ
Ａ５において、データエントリ装置５は、生体認証装置３から送られてきた認証結果に示
されるＩＤを次回生体認証装置３に認証依頼を送る際に生体認証装置３に送るデータとし
て登録する。これにより、２回目以降の生体情報の認証を、１回目の生体情報の認証の結
果に基づいて行うことできるので、データ処理にかかる時間を短縮することができる。
【００７６】
　次に、データエントリ装置５は、入力装置２から送られてきたエントリデータ（例えば
、入力装置２に設けられるスキャナで読み取られたイメージデータ）をエントリＤＢ６に
登録するか、エントリＤＢ６に登録されているエントリデータ（例えば、イメージデータ
であって、以下、登録データという）をディスプレイ１２においてオペレータに照会する
か、エントリＤＢ６に登録されている登録データにデジタル署名を付与するか、または、
ログオフするかの判断を行う。
【００７７】
　入力装置２から送られてきたエントリデータをエントリＤＢ６に登録する場合（登録）
、ステップＡ６において、データエントリ装置５は、エントリデータを登録したい旨を示
すエントリデータをタッチパネル式のディスプレイやキーボード（ＫＢ）などの入力装置
２から受け取る。
【００７８】
　次に、ステップＡ７において、データエントリ装置５は、生体認証装置３に認証依頼を
送る（本人確認）。すなわち、画面内のすべての情報の入力が終了したこと、画面に設け
られた実行ボタン、キーボードのＥｎｔｅｒキー、あるいは、画面と移動（次頁、スクロ
ール、リンクへのジャンプ）が指定されたこと、すなわち、次の画面への移行条件となっ
たことを検出した場合には、ステップＡ７における認証依頼を出力する。
【００７９】
　ここで、図１１は、データ処理装置１３における生体認証装置３の本人確認動作を説明
するためのフローチャートである。
　まず、ステップＣ１において、生体認証装置３は、データエントリ装置５から登録され
たＩＤを受け取る。
【００８０】
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　次に、ステップＣ２において、生体認証装置３は、入力装置２から生体情報を受け取る
。
　次に、ステップＣ３において、生体認証装置３は、データエントリ装置５から送られて
きたＩＤに対応する生体情報を生体認証ＤＢ４から取り出す。
【００８１】
　次に、ステップＣ４において、生体認証装置３は、入力装置２から送られてきた生体情
報と生体認証ＤＢ４から取り出した生体情報とを照合し照合率を計算する。
　次に、ステップＣ５において、生体認証装置３は、計算した照合率に基づいて生体情報
の認証が成功したか否かを判断する。
【００８２】
　そして、生体情報の認証が成功したと判断した場合（ステップＣ５がＹｅｓ）、ステッ
プＣ６において、生体認証装置３は、生体情報の認証が成功した旨を示す認証結果をデー
タエントリ装置５に返す。
【００８３】
　一方、生体情報の認証が成功しなかったと判断した場合（ステップＣ５がＮｏ）、ステ
ップＣ７において、生体認証装置３は、生体情報の認証が失敗した旨を示す認証結果をデ
ータエントリ装置５に返す。
【００８４】
　そして、図９のステップＡ８において、データエントリ装置５は、入力装置２から送ら
れてきたエントリデータを生体認証装置３から送られてきた認証結果に基づいてエントリ
ＤＢ６に記録する。例えば、生体情報の認証が成功した旨を示す認証結果が送られてきた
場合、入力装置２から送られてきたエントリデータをエントリＤＢ６に記録する。
【００８５】
　次に、ステップＡ９において、データエントリ装置５は、データ処理装置１３の動作履
歴をエントリＤＢ６に記録する。
　次に、エントリＤＢ６に記録されている登録データをディスプレイ１２においてオペレ
ータに照会すると判断した場合（照会）、ステップＡ１０において、データエントリ装置
５は、入力装置２から送られてきた登録データを照会したい旨を示すエントリデータに基
づいて、エントリＤＢ６から登録データを取り出す。
【００８６】
　次に、ステップＡ１１において、データエントリ装置５は、エントリＤＢ６から取り出
した登録データ及び表示依頼を表示制御装置１１に送る。
　ここで、図１２は、データ処理装置１３における表示制御装置１１のセキュア表示動作
を説明するためのフローチャートである。
【００８７】
　まず、ステップＤ１において、表示制御装置１１は、データエントリ装置５から登録デ
ータ及びロール条件を受け取る。なお、ロール条件は、データエントリ装置５から受け取
るように構成してもよいし、予め表示制御装置１１に登録するように構成してもよい。
【００８８】
　次に、ステップＤ２において、表示制御装置１１は、ディスプレイ１２に表示される画
面が閉じられたか否かを判断する。
　そして、ディスプレイ１２に表示される画面が閉じられたと判断した場合（ステップＤ
２がＹｅｓ）、表示制御装置１１の動作を終了する。
【００８９】
　一方、ディスプレイ１２に表示される画面が閉じられていないと判断した場合（ステッ
プＤ２がＮｏ）、ステップＤ３において、表示制御装置１１は、生体認証装置３に認証依
頼を送る。なお、このとき、生体認証装置３で行われる生体情報の認証は上述した本人確
認と同じ認証となるのでその説明を省略する。
【００９０】
　次に、ステップＤ４において、表示制御装置１１は、全表示項目に対して生体認証装置
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３から送られてくるオペレータに関する情報とロール条件との比較が行われたか否かを判
断する。
【００９１】
　そして、全表示項目に対してオペレータに関する情報とロール条件との比較が行われた
と判断した場合（ステップＤ４がＹｅｓ）、ステップＤ２に戻る。
　一方、全表示項目に対してオペレータに関する情報とロール条件との比較が行われてい
ないと判断した場合（ステップＤ４がＮｏ）、ステップＤ５において、表示制御装置１１
は、まだ比較が行われていない表示項目を選択し、オペレータに関する情報とロール条件
との比較結果に基づいて、選択した表示項目の表示可否を判断する。
【００９２】
　次に、ステップＤ６において、表示制御装置１１は、選択した表示項目を表示すること
が可能か否かを判断する。
　そして、選択した表示項目を表示することができないと判断した場合（ステップＤ６が
Ｎｏ）、ステップＤ７において、表示制御装置１１は、選択した表示項目をディスプレイ
１２に表示せず、ステップＤ４に戻る。
【００９３】
　一方、選択した表示項目を表示することができると判断した場合（ステップＤ６がＹｅ
ｓ）、ステップＤ８において、表示制御装置１１は、選択した表示項目をディスプレイ１
２に表示し、ステップＤ４に戻る。
【００９４】
　なお、図１２に示す例では、表示項目を選択する際、全表示項目に対してそれぞれ比較
済みか否かを確認し、まだ比較されていない表示項目があった場合に、その表示項目を表
示する構成であるが、各表示項目をそれぞれイベントドリブン方式などで表示させてもよ
く、登録データの表示方法は特に限定されない。
【００９５】
　また、図９において、データエントリ装置５が登録データにデジタル署名を付与すると
判断した場合（承認）、ステップＡ１２において、データエントリ装置５は、ＰＫＩ署名
装置１４にＰＫＩ署名の実施を依頼する。
【００９６】
　ここで、図１３は、データ処理装置１３におけるＰＫＩ署名装置１４の動作を示すフロ
ーチャートである。なお、図１３に示すフローチャートは、生体認証装置３とＰＫＩ署名
装置１４が共にＩＣカード内に構成されている場合のＰＫＩ署名装置１４の動作を示すも
のとする。
【００９７】
　まず、ステップＥ１において、ＰＫＩ署名装置１４は、署名対象の登録データをデータ
エントリ装置５から受け取る。
　次に、ステップＥ２において、ＰＫＩ署名装置１４は、署名対象の登録データのメッセ
ージダイジェスト（ハッシュ）を計算する。
【００９８】
　次に、ステップＥ３において、ＰＫＩ署名装置１４は、データエントリ装置５からオペ
レータのＩＤを受け取る。
　次に、ステップＥ４において、ＰＫＩ署名装置１４は、生体認証装置３から生体情報を
受け取る。
【００９９】
　次に、ステップＥ５において、ＰＫＩ署名装置１４は、ＩＣカード内に格納されている
オペレータ本人の生体認証ＤＢ４を用いる。
　次に、ステップＥ６において、ＰＫＩ署名装置１４は、生体認証装置３に認証依頼を送
る。なお、このとき、生体認証装置３で行われる生体情報の認証も上述した本人確認と同
じ認証となるのでその説明を省略する。
【０１００】



(15) JP 4607542 B2 2011.1.5

10

20

30

40

50

　次に、ステップＥ７において、ＰＫＩ署名装置１４は、生体情報の認証が成功したか否
かを判断する。
　そして、生体情報の認証が成功しなかったと判断した場合（ステップＥ７がＮｏ）、ス
テップＥ８において、ＰＫＩ署名装置１４は、デジタル署名が失敗した旨を示す署名エラ
ーをデータエントリ装置５に返す。
【０１０１】
　一方、生体情報の認証が成功したと判断した場合（ステップＥ７がＹｅｓ）、ステップ
Ｅ９において、ＰＫＩ署名装置１４は、計算したメッセージダイジェストに認証結果を付
加する。
【０１０２】
　次に、ステップＥ１０において、ＰＫＩ署名装置１４は、認証結果が付加されたメッセ
ージダイジェストをＰＫＩ署名ＤＢ１５に記録される秘密鍵で暗号化し、その暗号化した
結果を署名値とする。ここでは、ＩＣカードを所有するオペレータの秘密鍵、公開鍵、及
び公開鍵証明書が、そのＩＣカード内に構成されるＰＫＩ署名ＤＢ１５に記録されている
ものとする。
【０１０３】
　次に、ステップＥ１１において、ＰＫＩ署名装置１４は、認証結果が付加されたメッセ
ージダイジェスト、署名値、及びＰＫＩ署名ＤＢ１５に記録される公開鍵証明書を１組に
してデジタル署名とする。
【０１０４】
　また、図９のステップＡ１３において、データエントリ装置５は、ＰＫＩ署名装置１４
からデジタル署名を受け取ると、署名対象の登録データにデジタル署名を付与してエント
リＤＢ６に記録する。
【０１０５】
　また、図９において、登録、照会、または、署名が終了すると、データエントリ装置５
は、再び、登録、照会、署名、または、ログオフを行うか否かの判断を行う。
　そして、データエントリ装置５がログオフすると判断した場合（ログオフ）、ステップ
Ａ１４において、データエントリ装置５はログオフする。
【０１０６】
　次に、ステップＡ１５において、データエントリ装置５は、生体認証装置３に送るため
のデータとして登録したＩＤを削除し、ステップＡ１に戻る。
　次に、データ処理装置１３におけるログインからエントリデータの登録までの動作の一
例を説明する。
【０１０７】
　図１４は、データ処理装置１３におけるログインからエントリデータの登録までの一連
の流れを説明するための図である。
　まず、オペレータは、入力装置２に設けられるＩＣカードＲ／Ｗ（Ｒｅａｄ／Ｗｒｉｔ
ｅ）部にＩＣカードを挿入し、静脈センサに手のひらをかざす。このとき、ディスプレイ
１２には、例えば、図１４に示すようなログイン画面１４０が表示される。
【０１０８】
　次に、生体認証装置３は、入力装置２から送られてくる生体情報に基づいて、生体情報
の認証を行う（ユーザ認証）。
　そして、認証が失敗した場合（ユーザ認証がＮＧ）、ディスプレイ１２には、継続して
ログイン画面１４０が表示される。
【０１０９】
　一方、認証が成功した場合（ユーザ認証がＯＫ）、ディスプレイ１２には、選択画面１
４１が表示される。
　次に、オペレータは、入力装置２により選択画面１４１に表示される登録ボタン１４２
を選択する。
【０１１０】
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　次に、ディスプレイ１２には、「スキャナに帳票をセットして実行キーを押下してくだ
さい」と示される指示画面１４４が表示される。
　次に、オペレータは、入力装置２に設けられるスキャナに帳票をセットし、図２（ａ）
に示す入力装置２の入力キー７－１を押下する。なお、帳票をスキャナにセットした後、
指示画面１４４に表示される実行ボタンを図２（ｂ）に示すような入力装置２により選択
するように構成してもよい。
【０１１１】
　次に、データエントリ装置５は、帳票のイメージデータを読み取り、文字認識などを行
う。
　次に、ディスプレイ１２には、読み取られたイメージデータを示すイメージ画面１４５
が表示される。
【０１１２】
　次に、オペレータは、ディスプレイ１２に表示されたイメージ画面１４５を確認する。
　次に、オペレータは、帳票が正しく読み取られたことを確認すると、このイメージ画面
１４５に設けられる実行ボタン１４６を選択する。このとき、オペレータの手のひらは、
静脈センサにかざされており、データエントリ装置５は、実行ボタン１４６が選択された
旨を示すエントリデータを受け取ると、生体認証装置３に認証依頼を送る（本人確認）。
【０１１３】
　そして、生体情報の認証が失敗した場合（本人確認がＮＧ）、ディスプレイ１２には、
イメージ画面１４５が継続して表示される。
　一方、生体情報の認証が成功した場合（本人確認がＯＫ）、ＩＣカード内でデジタル署
名を作成し、イメージデータに付与し、そのデジタル署名が付与されたイメージデータ及
び履歴情報をエントリＤＢ６に記録する。
【０１１４】
　そして、ディスプレイ１２には、再び、指示画面１４４が表示され、オペレータは次の
帳票をスキャナにセットする。なお、このとき、ディスプレイ１２に選択画面１４１が表
示されるように設定してもよい。
【０１１５】
　次に、データ処理装置１３におけるログインから登録データの照会までの動作の一例を
説明する。
　図１５は、データ処理装置１３におけるログインからエントリデータの照会までの一連
の流れを説明するための図である。なお、図１４と同じ構成には同じ符号を付している。
また、ログイン画面１４０がディスプレイ１２に表示されてから選択画面１４１がディス
プレイ１２に表示されるところまでの一連の動作は、図１４に示す一連の動作と同様であ
るのでその説明を省略する。
【０１１６】
　まず、オペレータは、入力装置２により選択画面１４１に表示される照会ボタン１４３
を選択する。
　次に、ディスプレイ１２には、照会対象の登録データを検索するための検索画面１４７
が表示される。
【０１１７】
　次に、データエントリ装置５は、検索画面１４７において入力された登録データを検索
し、ディスプレイ１２に「手をかざして下さい。かざしている間だけ表示します。」と示
される指示画面１４８を表示させる。
【０１１８】
　次に、オペレータは、静脈センサに手のひらをかざす。
　次に、データエントリ装置５は、生体認証装置３に認証依頼を送る（本人確認）。
　そして、生体情報の認証が失敗した場合（本人確認がＮＧ）、ディスプレイ１２には、
指示画面１４８が継続して表示される。
【０１１９】
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　一方、生体情報の認証が成功した場合（本人確認がＯＫ）、ディスプレイ１２には、検
索された登録データのイメージ画像が示されるイメージ画面１４９が表示される。
　一般に、セキュリティ性が高いデータ処理装置を構築しようとすると、オペレータの本
人確認などの認証動作が増え、データ処理装置の操作性が低下するという問題がある。本
実施形態のデータ処理装置１、１０、または１３では、オペレータが生体情報を認証する
ための特別な動作を行うことなく生体情報の認証が行われるため、認証を度々行っても操
作性やセキュリティ性を低下させることを防止することができる。
【０１２０】
　なお、入力装置２、生体認証装置３、生体認証ＤＢ４、データエントリ装置５、エント
リＤＢ６、表示制御装置１１、ディスプレイ１２、ＰＫＩ署名装置１４、及びＰＫＩ署名
ＤＢ１５は、それぞれ、スタンドアロンのコンピュータ内に構成されてもよいし、ＬＡＮ
（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などのネットワークを介して構成されてもよ
い。
【０１２１】
　また、生体認証装置３、データエントリ装置５、表示制御装置１１、またはＰＫＩ署名
装置１４は、例えば、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＯＭ（
Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）などの記録媒体に記録されるアプリケーションがＣ
ＰＵなどの演算器により実行されることによって実現されてもよい。
【０１２２】
　また、生体認証ＤＢ４、エントリＤＢ６、またはＰＫＩ署名ＤＢ１５は、例えば、ＲＡ
ＭやＲＯＭなどの記録媒体により実現されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】本発明の実施形態のデータ処理装置を示す図である。
【図２】入力装置付き生体センサの一例を示す図である。
【図３】生体認証ＤＢの一例を示す図である。
【図４】エントリＤＢの一例を示す図である。
【図５】本発明の他の実施形態のデータ処理装置を示す図である。
【図６】データ処理装置の表示動作を説明するための図である。
【図７】本発明の他の実施形態のデータ処理装置を示す図である。
【図８】フォーマットの一例を示す図である。
【図９】データエントリ装置の動作を示すフローチャートである。
【図１０】生体認証装置の動作を示すフローチャートである。
【図１１】生体認証装置の動作を示すフローチャートである。
【図１２】表示制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図１３】ＰＫＩ署名装置の動作を示すフローチャートである。
【図１４】エントリデータを登録する際の一連の流れを示す図である。
【図１５】エントリデータを照会する際の一連の流れを示す図である。
【符号の説明】
【０１２４】
　１　　　データ処理装置
　２　　　生体センサ付き入力装置
　３　　　生体認証装置
　４　　　生体認証ＤＢ
　５　　　データエントリ装置
　６　　　エントリＤＢ
　７　　　入力キー
　８　　　静脈センサ
　９　　　入力キー
１０　　　データ処理装置
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１１　　　表示制御装置
１２　　　ディスプレイ
１３　　　データ処理装置
１４　　　ＰＫＩ署名装置
１５　　　ＰＫＩ署名ＤＢ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】
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