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(57)【要約】
【課題】ユーザに明示的な操作を行なわせないで、特定
のアプリケーション毎に、携帯端末も含む携帯機器を利
用しているユーザ同定をできるようにする。
【解決手段】本発明は、携帯機器を利用する登録ユーザ
の１又は複数の行動情報を収集し、１又は複数の行動情
報のそれぞれを行動履歴として記憶し、１又は複数の行
動履歴から登録ユーザの特徴的な１又は複数の特徴量情
報を用いて１又は複数の分析アルゴリズムによりプロフ
ァイル情報を作成して１又は複数のプロファイル情報を
登録ユーザ毎に記憶する。携帯機器を使用しているユー
ザにより特定アプリケーションへの利用要求が検知され
ると、当該ユーザによる携帯機器の行動情報を取得し、
各プロファイル情報の作成に利用した１又は複数の分析
アルゴリズムを適用し、当該ユーザの行動情報と登録ユ
ーザのプロファイル情報とを用いて、当該ユーザが登録
ユーザであるか否かを同定する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯機器を利用するユーザの行動履歴を用いてユーザ同定を行なうユーザ同定システム
において、
　上記携帯機器を利用する登録ユーザの１又は複数の行動情報を収集する行動情報収集手
段と、
　上記行動情報収集手段により収集された上記１又は複数の行動情報のそれぞれを行動履
歴として記憶する行動履歴記憶手段と、
　上記行動履歴記憶手段に記憶される１又は複数の上記行動履歴から登録ユーザの特徴的
な１又は複数の特徴量情報を用いて１又は複数の分析アルゴリズムによりプロファイル情
報を作成するプロファイル情報作成手段と、
　上記プロファイル情報作成手段により作成された１又は複数のプロファイル情報を登録
ユーザ毎に記憶するプロファイル情報記憶手段と、
　上記携帯機器を使用しているユーザにより特定アプリケーションへの利用要求が検知さ
れると、当該ユーザによる上記携帯機器の行動情報を取得し、上記携帯機器の登録ユーザ
の上記１又は複数のプロファイル情報の作成に利用した上記１又は複数の分析アルゴリズ
ムを適用し、当該ユーザによる上記携帯機器の行動情報と上記登録ユーザのプロファイル
情報とを用いて、当該ユーザが上記登録ユーザであるか否かの同定を行なうユーザ同定手
段と
　を備えることを特徴とするユーザ同定システム。
【請求項２】
　携帯機器を利用するユーザの行動履歴を用いてユーザ同定を行なうユーザ同定サーバに
おいて、
　上記携帯機器を利用する登録ユーザの１又は複数の行動情報を履歴化した行動履歴から
、登録ユーザの特徴的な１又は複数の特徴量情報を用いて１又は複数の分析アルゴリズム
によりプロファイル情報を作成するプロファイル情報作成手段と、
　上記プロファイル情報作成手段により作成された１又は複数のプロファイル情報を登録
ユーザ毎に記憶するプロファイル情報記憶手段と、
　上記携帯機器を使用しているユーザにより特定アプリケーションへの利用要求が検知さ
れると、当該ユーザによる上記携帯機器の行動情報を取得し、上記携帯機器の登録ユーザ
の上記１又は複数のプロファイル情報の作成に利用した上記１又は複数の分析アルゴリズ
ムを適用し、当該ユーザによる上記携帯機器の行動情報と上記登録ユーザのプロファイル
情報とを用いて、当該ユーザが上記登録ユーザであるか否かの同定を行なうユーザ同定手
段と
　を備えることを特徴とするユーザ同定サーバ。
【請求項３】
　携帯機器を利用するユーザの行動履歴を用いてユーザ同定を行なうユーザ同定システム
を構成する上記携帯機器において、
　登録ユーザの１又は複数の行動情報を収集する行動情報収集手段と、
　上記行動情報収集手段により収集された上記１又は複数の行動情報のそれぞれを行動履
歴として記憶する行動履歴記憶手段と、
　現在使用しているユーザによる特定のアプリケーションへの利用要求を検知すると、当
該ユーザの行動情報と共に、ユーザ同定要求をユーザ同定サーバに対して行なうユーザ同
定要求手段と
　を備えることを特徴とする携帯機器。
【請求項４】
　携帯機器を利用するユーザの行動履歴を用いてユーザ同定を行なうユーザ同定サーバの
ユーザ同定プログラムにおいて、
　１又は複数のプロファイル情報を登録ユーザ毎に記憶するプロファイル情報記憶手段を
備えるユーザ同定サーバを、
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　上記携帯機器を利用する登録ユーザの１又は複数の行動情報を履歴化した行動履歴から
、登録ユーザの特徴的な１又は複数の特徴量情報を用いて１又は複数の分析アルゴリズム
によりプロファイル情報を作成する上記プロファイル情報作成手段、
　上記携帯機器を使用しているユーザにより特定アプリケーションへの利用要求が検知さ
れると、当該ユーザによる上記携帯機器の行動情報を取得し、上記携帯機器の登録ユーザ
の上記１又は複数のプロファイル情報の作成に利用した上記１又は複数の分析アルゴリズ
ムを適用し、当該ユーザによる上記携帯機器の行動情報と上記登録ユーザのプロファイル
情報とを用いて、当該ユーザが上記登録ユーザであるか否かの同定を行なうユーザ同定手
段
　として機能させることを特徴とするユーザ同定プログラム。
【請求項５】
　携帯機器を利用するユーザの行動履歴を用いてユーザ同定を行なうユーザ同定システム
を構成する上記携帯機器のプログラムにおいて、
　１又は複数の行動情報のそれぞれを行動履歴として記憶する行動履歴記憶手段を備える
携帯機器を、
　登録ユーザの１又は複数の行動情報を収集する上記行動情報収集手段、
　現在使用しているユーザによる特定のアプリケーションへの利用要求を検知すると、当
該ユーザの行動情報と共に、ユーザ同定要求をユーザ同定サーバに対して行なうユーザ同
定要求手段
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザ同定システム、ユーザ同定サーバ、携帯機器、ユーザ同定プログラム
及び携帯機器のプログラムに関し、例えば、携帯機器を操作するユーザの行動履歴を利用
してユーザを同定するユーザ同定システム等に適用し得るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ネットワークの普及や携帯端末の機能拡大により、ユーザは、携帯端末を用いて
様々なアプリケーションを利用することができる。例えば、携帯電話を例に取り上げてみ
ても、電話をしたり、電子メールをしたり、Ｗｅｂへのアクセス、電子マネーを用いたサ
ービスなど様々な機能がある。
【０００３】
　しかし、その一方で、携帯端末には多くの個人情報が存在する。個人情報としては、例
えば、電話番号や電子メールアドレス等が記載された電話帳や、通話履歴、メールの送受
信履歴、ブックマーク登録、端末の環境／機能設定などがある。
【０００４】
　ユーザが携帯端末を紛失して第三者に渡ってしまうと、その携帯端末に存在する個人情
報が漏れてしまうことになる。また、上記のように携帯端末は多くの機能を有するため、
第三者がＷｅｂサイトへのアクセスや電子マネーのサービス等を利用することで、大きな
被害も生じ得る。また更なる事件への拡大も考えられる。
【０００５】
　そのため、セキュリティを高めるために、携帯端末を利用しているユーザの同定や個人
認証を行ない、権限のない者に携帯端末を使用させないようにすることが望まれる。
【０００６】
　従来、携帯端末を利用するユーザを認証する技術として、例えば、非特許文献１、２に
記載されるようにユーザの指紋認証技術がある。この指紋認証技術は、携帯電話を利用す
る前に、ユーザ自身の指紋を携帯端末に読み取らせ、その指紋情報と登録されている登録
情報とのマッチングが成功するか否かを判断するというものである。
【０００７】
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　また、別の認証技術として、例えば、特許文献１に記載されるような技術もある。特許
文献１の記載技術は、ユーザの行動履歴を利用した認証技術である。例えば、電子マネー
を利用してモノを購入したときの記録（購入日時、購入物品、店名など）や駅改札機等を
通った記録（場所、通過時間等）などから、ユーザの行動履歴を記憶しておく。そして、
ユーザ認証時に、ユーザ行動履歴に基づく質問をユーザに投げかけ、ユーザからの回答が
正解であるか否かを判断するというものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００９－９３２７３号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】富士通株式会社，製品・サービスプレスリリース，“国内初、指紋認証
機能を搭載した携帯電話「ムーバＦ５０５ｉ」の発売について”，2003年7月9日，＜2010
年2月3日検索＞，http://pr.fujitsu.com/jp/news/2003/07/9-1.html
【非特許文献２】富士通株式会社，モバイルフォン事業部，Ｆ９０６ｉ商品カタログ，２
００８年４月、http://www.fmworld.net/product/phone/f906i/catalog/F906i.pdf
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上述した認証方法であっても以下のような問題がある。
【００１１】
　上述した従来技術は、いずれも携帯端末の利用のたびにユーザに明示的な同定や認証が
必要となってしまうという問題がある。非特許文献１、２の記載技術の場合、利用するた
びに、ユーザの指紋読み取り操作が必要となってしまう。また、特許文献１の記載技術の
場合、認証のために質問回答が必要となってしまう。これらの操作等は、安全性を確保す
るためには必要なものであるが、携帯端末の利用頻度は高いため、その分ユーザにとって
煩わしいものとなり得る。そのため、ユーザに意識させないで同定や認証をさせることが
望まれている。
【００１２】
　また、上述した従来技術は、一旦認証が成功してしまうと、すべてのサービスや情報（
個人情報を含む）の保護が解除されてしまうという問題がある。例えば、第三者が何らか
の方法により他人の携帯端末の認証を成功させてしまえば、その携帯端末に登録されてい
る電話帳などの個人情報を知ることができるし、また携帯端末を用いてサービスも行なえ
てしまう。そのため、携帯端末のアプリケーション毎にユーザの同定や認証をさせること
が望まれている。
【００１３】
　さらに、上述した従来技術は、認証のための情報が携帯端末内に記憶されており、その
漏洩の可能性があるという問題がある。これは、特に非特許文献１、２の記載技術の場合
、ユーザの指紋情報が携帯端末に登録されている。従って、何らかの方法により登録情報
が盗まれてしまうことがある。
【００１４】
　そこで、本発明は、ユーザに明示的な操作を行なわせないで、特定のアプリケーション
毎に、携帯端末も含む携帯機器を利用しているユーザを同定することができるユーザ同定
システム、ユーザ同定サーバ、携帯機器、ユーザ同定プログラム及び携帯機器のプログラ
ムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　かかる課題を解決するために、第１の本発明のユーザ同定システムは、携帯機器を利用
するユーザの行動履歴を用いてユーザ同定を行なうユーザ同定システムにおいて、（１）
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携帯機器を利用する登録ユーザの１又は複数の行動情報を収集する行動情報収集手段と、
（２）行動情報収集手段により収集された１又は複数の行動情報のそれぞれを行動履歴と
して記憶する行動履歴記憶手段と、（３）行動履歴記憶手段に記憶される１又は複数の行
動履歴から登録ユーザの特徴的な１又は複数の特徴量情報を用いて１又は複数の分析アル
ゴリズムによりプロファイル情報を作成するプロファイル情報作成手段と、（４）プロフ
ァイル情報作成手段により作成された１又は複数のプロファイル情報を登録ユーザ毎に記
憶するプロファイル情報記憶手段と、（５）携帯機器を使用しているユーザにより特定ア
プリケーションへの利用要求が検知されると、当該ユーザによる携帯機器の行動情報を取
得し、携帯機器の登録ユーザの１又は複数のプロファイル情報の作成に利用した１又は複
数の分析アルゴリズムを適用し、当該ユーザによる携帯機器の行動情報と登録ユーザのプ
ロファイル情報とを用いて、当該ユーザが登録ユーザであるか否かの同定を行なうユーザ
同定手段とを備えることを特徴とする。
【００１６】
　第２の本発明のユーザ同定サーバは、携帯機器を利用するユーザの行動履歴を用いてユ
ーザ同定を行なうユーザ同定サーバにおいて、（１）携帯機器を利用する登録ユーザの１
又は複数の行動情報を履歴化した行動履歴から、登録ユーザの特徴的な１又は複数の特徴
量情報を用いて１又は複数の分析アルゴリズムによりプロファイル情報を作成するプロフ
ァイル情報作成手段と、（２）プロファイル情報作成手段により作成された１又は複数の
プロファイル情報を登録ユーザ毎に記憶するプロファイル情報記憶手段と、（３）携帯機
器を使用しているユーザにより特定アプリケーションへの利用要求が検知されると、当該
ユーザによる携帯機器の行動情報を取得し、携帯機器の登録ユーザの１又は複数のプロフ
ァイル情報の作成に利用した１又は複数の分析アルゴリズムを適用し、当該ユーザによる
携帯機器の行動情報と登録ユーザのプロファイル情報とを用いて、当該ユーザが登録ユー
ザであるか否かの同定を行なうユーザ同定手段とを備えることを特徴とする。
【００１７】
　第３の本発明の携帯機器は、携帯機器を利用するユーザの行動履歴を用いてユーザ同定
を行なうユーザ同定システムを構成する携帯機器において、（１）登録ユーザの１又は複
数の行動情報を収集する行動情報収集手段と、（２）行動情報収集手段により収集された
１又は複数の行動情報のそれぞれを行動履歴として記憶する行動履歴記憶手段と、（３）
現在使用しているユーザによる特定のアプリケーションへの利用要求を検知すると、当該
ユーザの行動情報と共に、ユーザ同定要求をユーザ同定サーバに対して行なうユーザ同定
要求手段とを備えることを特徴とする。
【００１８】
　第４の本発明のユーザ同定サーバのユーザ同定プログラムは、携帯機器を利用するユー
ザの行動履歴を用いてユーザ同定を行なうユーザ同定サーバのユーザ同定プログラムにお
いて、１又は複数のプロファイル情報を登録ユーザ毎に記憶するプロファイル情報記憶手
段を備えるユーザ同定サーバを、（１）携帯機器を利用する登録ユーザの１又は複数の行
動情報を履歴化した行動履歴から、登録ユーザの特徴的な１又は複数の特徴量情報を用い
て１又は複数の分析アルゴリズムによりプロファイル情報を作成するプロファイル情報作
成手段、（２）携帯機器を使用しているユーザにより特定アプリケーションへの利用要求
が検知されると、当該ユーザによる携帯機器の行動情報を取得し、携帯機器の登録ユーザ
の１又は複数のプロファイル情報の作成に利用した１又は複数の分析アルゴリズムを適用
し、当該ユーザによる携帯機器の行動情報と登録ユーザのプロファイル情報とを用いて、
当該ユーザが登録ユーザであるか否かの同定を行なうユーザ同定手段として機能させるこ
とを特徴とする。
【００１９】
　第５の本発明の携帯機器のプログラムは、携帯機器を利用するユーザの行動履歴を用い
てユーザ同定を行なうユーザ同定システムを構成する携帯機器のプログラムにおいて、
　１又は複数の行動情報のそれぞれを行動履歴として記憶する行動履歴記憶手段を備える
携帯機器を、（１）登録ユーザの１又は複数の行動情報を収集する行動情報収集手段、（
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２）現在使用しているユーザによる特定のアプリケーションへの利用要求を検知すると、
当該ユーザの行動情報と共に、ユーザ同定要求をユーザ同定サーバに対して行なうユーザ
同定要求手段として機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、ユーザに明示的な操作を行なわせないで、特定のアプリケーション毎
に、携帯端末も含む携帯機器を利用しているユーザを同定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】実施形態のユーザ同定システムの全体構成を示す全体構成図である。
【図２】実施形態の携帯機器の内部構成を示す内部構成図である。
【図３】実施形態のプロファイルサーバの内部構成を示す内部構成図である。
【図４】実施形態のユーザ認証処理を示すフローチャートである。
【図５】実施形態において行動履歴の一例としてキーストローク情報の収集を説明する説
明図である。
【図６】実施形態のプロファイル作成処理を説明する説明図である。
【図７】実施形態におけるキーストローク情報の特徴量データを説明する説明図である。
【図８】実施形態におけるユーザ同定処理を説明する説明図である。
【図９】実施形態のユーザ同定処理においてベイズネットワークを説明する説明図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
（Ａ）主たる実施形態
　以下では、本発明のユーザ同定システム、ユーザ同定サーバ、携帯機器、ユーザ同定プ
ログラム及び携帯機器のプログラムの実施形態を、図面を参照しながら説明する。
【００２３】
　この実施形態では、本発明を利用して、携帯機器を利用しているユーザが、特定のアプ
リケーションにアクセスする際に、ユーザの振る舞いからユーザを同定し認証するシステ
ムの実施形態を例示する。
【００２４】
（Ａ－１）実施形態の構成
（Ａ－１－１）全体構成
　図１は、この実施形態のユーザ同定システムの全体構成例を示す全体構成図である。図
１において、この実施形態のユーザ同定システム９は、ネットワーク７に接続するプロフ
ァイルサーバ１、携帯機器２、アプリケーションサーバ３、ＧＰＳ（グローバルポジショ
ニングシステム）衛星４、ネットワークサーバ５などを有して構成される。なお、アプリ
ケーションサーバ３、ＧＰＳ衛星４、ネットワークサーバ５は必須要素ではない。
【００２５】
　プロファイルサーバ１は、登録されたユーザの行動情報を履歴（以下、行動履歴）とし
て収集し、特定アプリケーションを利用する際に、当該ユーザの行動履歴と今回の行動情
報とを用いてユーザの同定や認証を行なうものである。
【００２６】
　ここで、アプリケーションとは、携帯機器２を利用するユーザが受けるアプリケーショ
ンサービスをいう。例えば、携帯機器２が携帯端末の場合、電話、電子メール、電話帳閲
覧、送受信メール履歴閲覧、Ｗｅｂアクセス、ブックマーク登録又は閲覧、電子マネーを
利用したサービス（例えば、物品・サービス購入、駅改札通過など）など様々なものを適
用することができる。
【００２７】
　特定アプリケーションとは、ユーザの同定や認証を行なう対象のアプリケーションをい
う。この特定アプリケーションの決定方法は、例えば、プロファイルサーバ１で予め設定
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しておくようにしてもよいし、又は登録ユーザの指定により決定してもよい。
【００２８】
　また、プロファイルサーバ１が記録する行動履歴は、ユーザの振る舞いを示す情報をい
う。行動履歴とする情報には、種々の情報を広く適用することができる。また、行動履歴
とする情報の収集の仕方は、その行動情報の種類に応じて様々な方法を適用することがで
きる。行動情報の種類によっては、例えば、プロファイルサーバ１が行動情報を収集する
ようにしてもよいし、携帯機器２が行動情報を収集するようにしてもよい。また、携帯機
器２が行動情報を収集するときには、プロファイルサーバ１が、携帯機器２から定期的に
収集した行動情報を受け取り、プロファイルサーバ１が管理するようにしてもよい。この
実施形態では、説明便宜上、携帯機器２から周期的に行動情報を受け取る場合を想定して
説明する。
【００２９】
　以下では、行動履歴とする情報の一例を説明する。ここでは、６個の情報例を示すが、
これらに限定されるものではない。
【００３０】
（ａ）アプリケーション利用履歴情報
　アプリケーション利用履歴情報は、ユーザによるアプリケーションの利用に関する行動
履歴である。例えば、ユーザが、どのような順番でどのアプリケーションプログラムを使
用するかという情報である。すなわち、アプリケーションを利用する場合にどの順序でア
プリケーションプログラムを使用するかというユーザ特有の手順がある。そこで、このユ
ーザ特有のアプリケーション利用履歴を記憶するようにする。
【００３１】
この場合、アプリケーションプログラム間を移動する早さも重要の特徴になる。すなわち
、どのアプリケーションプログラムをどれだけの時間利用したかということも含まれる。
なお、アプリケーション利用履歴情報には、利用時間帯、利用場所等を合わせて記録する
ようにしてもよい。
【００３２】
また、携帯機器２のキー操作手順も合わせて記録するようにしてもよい。例えば、Ｗｅｂ
アクセスの際に、携帯機器２のショートカットキーを利用する者もいれば、他のキー操作
を行う者もいる。そこで、そのようなキー操作手順もユーザ特有の情報である。
【００３３】
（ｂ）キーストローク情報
　キーストローク情報は、ユーザの携帯機器２の操作に関する行動履歴である。例えば、
携帯機器２の操作速度はユーザ特有である。携帯機器２の操作に慣れているユーザは携帯
機器２の操作速度は速いが、そうでないユーザは比較的操作速度が遅い。従って、ユーザ
の携帯機器２のキーストロークを履歴として記録する。なお、ユーザのおかれている状況
によってはキーストロークも異なる。例えば、昼等の明るい場所と夜等の暗い場所とでは
操作速度が異なる。そこで、この点を考慮して、時間帯、場所等を合わせて記録するよう
にしてもよい。
【００３４】
（ｃ）時間情報と位置情報
　ユーザの行動の全てに関して、位置（場所）と時間という新たな次元を導入する必要が
ある。例えば、アプリケーションを利用する際に、どこにいるときにどのアプリケーショ
ンを利用するか、何時にどのアプリケーションを利用するか等はユーザ特有の行動である
。また、単に、いつどこにいるかということ自体もユーザ特有の行動であるため、このよ
うな時間情報及び位置情報を記録する。
【００３５】
（ｄ）誰と一緒にいるかという情報（近傍情報）
　当該ユーザの近傍に誰がいるかという情報はユーザ特有の情報である。これは、例えば
、携帯機器２が、無線通信機能（近距離無線通信機能も含む）などを利用して、近傍に存
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在する他の機器を感知し、その感知した機器情報を記録する。この場合も、時間や位置情
報等と対応付けて記録することでより有効な情報となる。
【００３６】
（ｅ）ネットワーク利用履歴情報
　ネットワーク利用履歴情報は、ユーザのネットワーク使用環境や接続情報である。例え
ば、携帯機器２が、無線ＬＡＮ等のネットワーク通信機能を有する場合に、接続可能な無
線ＬＡＮの識別情報（例えばネットワークＩＤ等）や、携帯機器２の使用状況等を記録す
る。これは、ユーザのネットワーク使用環境や接続環境は、ユーザを特定する重要な情報
であり、通常の利用と異なるかどうかを判断材料となる。
【００３７】
（ｆ）長期間の不使用情報
　不使用情報は、携帯機器２が使用されなかった期間を示す情報である。例えば、携帯電
話が長い時間使用されなかったとすれば紛失された可能性がある。
【００３８】
　携帯機器２は、ユーザが利用する機器であり、例えば、携帯電話機やＰＤＡや電子書籍
端末等の携帯端末、ノート型パーソナルコンピュータ、周辺機器に対する操作リモコンな
どが該当する。この実施形態では、説明便宜のために携帯端末を想定して説明する。携帯
機器２は、例えば、電話機能、電子メール機能、Ｗｅｂアクセス機能、電子マネーサービ
ス利用機能、ＧＰＳを利用した位置認識機能、無線ＬＡＮ等のネットワーク通信機能など
備えるようにしてもよい。
【００３９】
　携帯機器２は、ユーザが特定アプリケーションを利用する際に、当該ユーザの行動情報
をプロファイルサーバ１に送信し、プロファイルサーバ１によりユーザが正当であると判
断された場合に、当該特定アプリケーションの利用を許容するものである。
【００４０】
　例えば、電話帳へのアクセス、携帯機器２の環境／機能設定へのアクセス、メールプロ
グラムのアクセス、ブックマークへのアクセス等の特定アプリケーション毎にユーザ認証
を行なう。これにより、セキュリティが必要な特定のアプリケーションだけ、ユーザ認証
を要求することができ、隠蔽する必要がないアプリケーションについては要求しないよう
にすることができる。
【００４１】
　また、携帯機器２は、アプリケーションへのアクセスがあったときに、当該ユーザの行
動情報をプロファイルサーバ１に送信してユーザ認証をさせる。そのため、従来のような
明示的なユーザ操作（例えば指紋読み取りやパスワード入力など）が不要である。また、
第三者が利用する場合も無意識で行動するので、行動履歴を用いたユーザ認証の成功度が
期待される。
【００４２】
　さらに、携帯機器２は、ユーザの行動履歴とする情報の種類によっては、その行動情報
を収集し、収集した行動情報をプロファイルサーバ１に送信するものである。
【００４３】
　アプリケーションサーバ３は、所定のサービスを提供するアプリケーションサーバであ
る。この実施形態では、ユーザが携帯機器２を用いてＷｅｂアクセスする際のアクセス先
である。
【００４４】
　ＧＰＳ衛星４は、携帯機器２の位置を測位し、携帯機器２に対して時刻情報も含む位置
情報（ＧＰＳ情報）を送信するものである。
【００４５】
　ネットワークサーバ５は、ＬＡＮ等のネットワークを管理するサーバである。例えば、
携帯機器２が、無線ＬＡＮ等の通信機能を有する場合には、ネットワークサーバ５は、携
帯機器２の使用環境や接続状況等を管理するものである。
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【００４６】
（Ａ－１－２）携帯機器２の内部構成
　以下では、この実施形態の携帯機器２の機能について図面を参照しながら説明する。な
お、携帯機器２の構成は、基本的には既存の携帯機器の構成と同様である。また以下に示
す携帯機器２の機能は、いわゆるソフトウェア処理により実現することができ、予め携帯
機器２に搭載されるようにしてもよいし、ダウンロードしたプログラムをインストールす
ることで実現するようにしてもよい。
【００４７】
　図２は、携帯機器２の主な内部構成を示す内部構成図である。図２において、携帯機器
２は、大別して、行動履歴記憶部２１、行動履歴処理部２２、認証処理部２３、通信部２
４を少なくとも有する。
【００４８】
　行動履歴記憶部２１は、ユーザの行動履歴を記憶する記憶領域である。行動履歴記憶部
２１は、行動履歴処理部２２によりユーザの行動情報が取得されると、その行動情報を履
歴として記憶する。
【００４９】
　行動履歴処理部２２は、携帯機器２が収集可能な行動情報を収集して行動履歴記憶部２
１に記録するものである。また、行動履歴処理部２２は、ユーザの行動情報を収集する情
報収集部２２１と、収集した行動履歴をプロファイルサーバ１に提供する行動履歴提供部
２２２とを有する。
【００５０】
　情報収集部２２１は、携帯機器２が収集可能な行動情報を収集するものである。例えば
、図２に例示するように、情報収集部２２１は、利用アプリケーション情報取得部２２１
ａ、キーストローク情報取得部２２１ｂ、位置時間情報取得部２２１ｃ、近傍情報取得部
２２１ｄ、ネットワーク利用情報取得部２２１ｅ、不使用期間取得部２２１ｆを有する。
【００５１】
　利用アプリケーション情報取得部２２１ａは、アプリケーション利用履歴情報を取得す
るものである。利用アプリケーション情報取得部２２１ａは、ユーザにより利用されたア
プリケーションプログラムについて、利用順序、各アプリケーションの利用時間等を取得
する。
【００５２】
　キーストローク情報取得部２２１ｂは、ユーザによるキーストローク情報を取得するも
のである。キーストローク情報取得部２２１ｂは、例えば、ユーザにより一続きのキー操
作があった場合に、ユーザが押下したキー種別、キー押下時刻、キー解放時刻等を用いて
キーストローク情報を求める。
【００５３】
　位置時間情報取得部２２１ｃは、携帯機器２の位置情報及び時刻情報を収集するもので
ある。位置時間情報取得部２２１ｃは、例えば、ＧＰＳ衛星４からの位置情報及び時刻情
報を取得することができる。
【００５４】
　近傍情報取得部２２１ｄは、近傍に存在する機器情報を取得するものである。近傍情報
取得部２２１ｄは、例えば、近距離無線通信や無線通信などで感知した近傍機器の情報を
取得することができる。
【００５５】
　ネットワーク利用情報取得部２２１ｅは、ネットワーク利用情報を取得するものである
。例えば、携帯機器２が無線ＬＡＮ等に接続可能である場合に、ネットワーク利用情報取
得部２２１ｅは、所属するネットワークの使用環境や接続状況（例えば、接続時間、接続
ネットワークＩＤ等）等をネットワークサーバ５から取得する。
【００５６】
　不使用期間取得部２２１ｆは、携帯機器２のキーが操作されていない期間を計測するも
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のである。
【００５７】
　行動履歴提供部２３２は、行動履歴記憶部２１に記憶されている行動履歴を周期的にプ
ロファイルサーバ１に与えるものである。
【００５８】
　認証処理部２３は、特定アプリケーションのアクセスの際に、プロファイルサーバ１に
対してユーザ認証を要求するものである。このとき認証処理部２３は、情報収集部２２１
により取得された今回のユーザによる行動情報をプロファイルサーバ１に与える。
【００５９】
　通信部２４は、ネットワーク７を介してプロファイルサーバ１やアプリケーションサー
バ３などと情報の送受信を行なう通信処理部又は通信装置である。通信部２４は、セキュ
アな通信を行なうことができれば、種々の通信方式を広く適用することができる。
【００６０】
（Ａ－１－３）プロファイルサーバ１の内部構成
　図３は、プロファイルサーバ１の主な内部構成を示す内部構成図である。図３において
、プロファイルサーバ１は、行動履歴記憶部１１、行動履歴処理部１２、プロファイル作
成部１３、プロファイル記憶部１４、認証部１５、アルゴリズム組み合わせ格納部１６、
ユーザ情報記憶部１７、通信部１８を少なくとも有する。
【００６１】
　行動履歴記憶部１１は、登録ユーザの行動履歴を記憶する記憶領域である。行動履歴記
憶部１１は、各登録ユーザの行動履歴を登録ユーザ毎に記憶する。
【００６２】
　行動履歴処理部１２は、情報収集部１２１と行動履歴取得部１２２とを有する。情報収
集部１２１は、登録ユーザの行動情報を収集するものであり、携帯機器２の情報収集部２
２１と同様の処理部を適用することができる。また、行動履歴取得部１２２は、携帯機器
２から提供されたユーザの行動履歴を取得して、行動履歴記憶部１１に記憶するものであ
る。これにより、携帯機器２が収集したユーザの行動履歴を行動履歴記憶部１１に記憶す
ることができる。
【００６３】
　プロファイル作成部１３は、登録ユーザの行動履歴を用いてプロファイル情報を作成す
るものである。プロファイル情報の作成方法は、種々の方法を適用することができるが、
例えば、ユーザの行動履歴からユーザを特定する行動上の特徴的なデータを用いて、後述
する分析アルゴリズムにより統計的な学習・解析処理を行なうことでプロファイル情報を
作成する。
【００６４】
　このプロファイル情報の作成処理については、後述する動作の項で詳細に説明するが、
ユーザの行動上の特徴を示す１個の特徴量データに対して、１つの分析アルゴリズムで学
習して、１個の当該ユーザのプロファイル情報を作成することができる。そのため、１個
のプロファイル情報を作成するために、どの特徴量データに対して、どの分析アルゴリズ
ムで学習させるかという組み合わせが複数存在する。
【００６５】
　また、分析アルゴリズムは、１種類であってもよいし、複数種類のものを組み合わせる
ようにしてもよい。複数種類の分析アルゴリズムを用いる場合、その組み合わせは様々な
組み合わせができる。例えば、ユーザ毎に異なる組み合わせとしてもよいし、アプリケー
ション毎に異なる組み合わせとしてもよいし、さらには各ユーザのアプリケーション毎に
異なる組み合わせとするようにしてもよい。
【００６６】
　また、プロファイル作成部１３は、図３に示すように、行動履歴記憶部１１から登録ユ
ーザの行動履歴のうち所定の行動情報を読み出す行動履歴データ抽出部１３１、その行動
情報からユーザの行動上の特徴を示す特徴量データを抽出する特徴量抽出部１３２、その
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特徴量データを用いて、１又は複数の分析アルゴリズムで学習を行ない、それぞれの分析
アルゴリズムでの登録ユーザのプロファイル情報を作成するアルゴリズム解析部１３３を
有する。
【００６７】
　プロファイル記憶部１４は、プロファイル作成部１３により作成されたプロファイル情
報を登録ユーザ毎に記憶する記憶領域である。
【００６８】
　認証部１５は、携帯機器２により特定アプリケーションへのアクセスがあると、携帯機
器２から現在のユーザの行動情報を取得し、現在のユーザの行動情報と、プロファイル記
憶部１４に記憶されている登録ユーザの行動上の特徴であるプロファイル情報とを用いて
、現在のユーザが登録ユーザであるか否かの同定及び認証を行なうものである。
【００６９】
　認証部１５による認証方法は、種々の方法を適用することができ、詳細な説明は後述す
る動作の項で説明するが、認証部１５による認証においても、プロファイル情報を作成す
るときに使用した１又は複数の分析アルゴリズムと同じ分析アルゴリズムを用いる。
【００７０】
　また、認証部１５は、端末認証部１５１、ユーザ同定部１５２、ユーザ認証部１５３を
有する。
【００７１】
　端末認証部１５１は、ユーザ情報記憶部１７を参照して、認証要求してきた携帯機器２
の端末認証を行なうものである。
【００７２】
　ユーザ同定部１５２は、アルゴリズム組み合わせ格納部１６を参照して、ユーザ認証に
係る分析アルゴリズムを選出して設定するアルゴリズム設定部６１、携帯機器２から取得
したユーザの行動情報から特徴量データを抽出する特徴量データ抽出部６２、その特徴量
データに対して、登録ユーザのプロファイル情報の作成で使用した１又は複数の分析アル
ゴリズムを用いて解析するアルゴリズム解析部６３、各分析アルゴリズムでの解析結果と
プロファイル情報とをマッチングする統合解析部６４を備える。
【００７３】
　ユーザ認証部１５３は、ユーザ同定部１５２によるマッチング結果によるユーザ同定結
果に基づいて、携帯機器２を利用しているユーザが登録ユーザであるか否かのユーザ認証
を行なうものである。
【００７４】
　アルゴリズム組み合わせ格納部１６は、プロファイル情報の作成の際及びユーザ同定の
際に使用する１又は複数の分析アルゴリズムの組み合わせを格納する記憶領域である。上
述したように、分析アルゴリズムは、ユーザ毎及び又はアプリケーション毎に、様々な組
み合わせができるので、アルゴリズム組み合わせ格納部１６は、ユーザ毎及び又はアプリ
ケーション毎に使用する分析アルゴリズムの組み合わせを格納する。
【００７５】
　ユーザ情報記憶部１７は、登録ユーザのユーザ情報を記憶する記憶領域である。認証部
１５は、ユーザ認証（又はユーザ同定）の際に、まず携帯機器２自体の端末認証を行なう
。そのため、ユーザ情報記憶部１７は、携帯機器２の識別情報（例えば、加入者番号等）
と、例えばユーザＩＤやユーザ名などのユーザ情報とを対応付けて格納する。なお、端末
認証に必要なユーザ情報を行動履歴記憶部１１に記憶しておくようにしてもよい。
【００７６】
　通信部１８は、ネットワーク７を介して携帯機器２やアプリケーションサーバ３などと
情報の送受信を行なう通信処理部又は通信装置である。通信部１８は、セキュアな通信を
行なうことができれば、種々の通信方式を広く適用することができる。
【００７７】
（Ａ－２）実施形態の動作
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　次に、実施形態のユーザ同定システム９におけるユーザ同定処理及びユーザ認証処理を
、図面を参照しながら説明する。
【００７８】
（Ａ－２－１）全体動作
　図４は、ユーザ同定システム９におけるユーザ認証処理の全体的な処理の流れを示すシ
ーケンス図である。
【００７９】
　プロファイルサーバ１では、ユーザが使用する携帯機器２の識別情報とユーザ情報とを
対応付けた情報をユーザ情報記憶部１７に格納しておく。また、アルゴリズム組み合わせ
格納部１６には、予めユーザ毎及び又はアプリケーション毎に分析アルゴリズムの組み合
わせパターンを用意しておいてもよいし、またはプロファイル情報の作成処理の際に、使
用する分析アルゴリズムをユーザ毎及び又はアプリケーション毎に決定し、その決定した
ものを格納するようにしてもよい。
【００８０】
　図４において、携帯機器２とプロファイルサーバ１は、情報収集部２２１及び１２１が
登録ユーザの行動情報を収集する（ステップＳ１０１）。収集すべき行動情報の種類によ
って、携帯機器２が収集した方がよいものと、プロファイルサーバ１が収集した方がよい
ものとがある。そのため、収集すべき行動情報の種類に応じて、携帯機器２とプロファイ
ルサーバ１とが機能分担して収集することが好適である。
【００８１】
　携帯機器２において、情報収集部２２１がユーザの行動情報を収集した場合、その行動
情報が行動履歴記憶部２１に記憶させる。そして、行動履歴提供部２２２が、ネットワー
ク７を介して行動履歴記憶部２１に記憶される行動履歴をプロファイルサーバ１に送信す
る（ステップＳ１０２）。
【００８２】
　プロファイルサーバ１では、自サーバの情報収集部１２１が収集したユーザの行動情報
を行動履歴記憶部１１に記憶する。また、情報履歴取得部１２２は、携帯機器２から取得
した行動情報を行動履歴記憶部１１に記憶する（ステップＳ１０３）。
【００８３】
　プロファイルサーバ１において、プロファイル作成部１３は、行動履歴記憶部１１から
登録ユーザの行動履歴を読み出し、行動履歴から登録ユーザの行動上の特徴を示す特徴量
データを抽出して、１又は複数の分析アルゴリズムにより学習して当該ユーザのプロファ
イル情報を作成する。そして、プロファイル作成部１３は、作成した当該ユーザのプロフ
ァイル情報をプロファイル記憶部１４に保存する（ステップＳ１０４）。
【００８４】
　携帯機器２を利用するユーザが、例えば、電話帳へのアクセス、環境／機能設定へのア
クセス、電子メールのアクセス、ブックマークへのアクセスなど特定アプリケーションへ
のアクセスがあると（ステップＳ１０５）、携帯機器２の認証処理部２３が、プロファイ
ルサーバ１に対して認証要求を行なう（ステップＳ１０６）。
【００８５】
　このとき、携帯機器２では、情報収集部２２１が、現在利用しているユーザの行動情報
を収集し、認証処理部２３は、情報収集部２２１が収集した現在のユーザの行動情報を含
めてプロファイルサーバ１に送信する。
【００８６】
　プロファイルサーバ１は携帯機器２からの認証要求を受けると、認証部１５の端末認証
部１５１が、ユーザ情報記憶部１７を参照して、要求してきた携帯機器２の端末認証を行
なう（ステップＳ１０７）。この端末認証の方法は、特に限定されるものではなく、携帯
機器２を一意に認証することができれば、種々の方法を広く適用することができる。例え
ば、セキュアな通信プロトコルを利用して、携帯機器２の識別情報を用いた認証方法を適
用することができる。
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【００８７】
　次に、プロファイルサーバ１では、ユーザ同定部１５２が、当該携帯機器２の登録ユー
ザのプロファイル情報をプロファイル記憶部１４から検索し（ステップＳ１０８）、携帯
機器２から取得した現在のユーザの行動情報に対して、登録ユーザのプロファイル情報の
作成に使用した分析アルゴリズムを用いて解析処理を行ない、その解析結果に基づいてユ
ーザ同定を行なう（ステップＳ１０９）。
【００８８】
　プロファイルサーバ１のユーザ認証部１５３は、ユーザ同定部１５２により現在のユー
ザが登録ユーザであると同定したときには正当であると判定し、そうでないときには不当
であると判定する（ステップＳ１１０）。そして、その認証結果を携帯機器２に返信し（
ステップＳ１１１）、携帯機器２は、その認証結果に応じて特定アプリケーションへのア
クセスの許可又は不許可を行なう（ステップＳ１１２）。
【００８９】
（Ａ－２－２）プロファイル情報の作成処理
　次に、ユーザの行動履歴からプロファイル情報を作成する処理を詳細に説明する。以下
では、一例として、携帯機器２からキースロトーク情報を収集して、キーストローク情報
に基づくプロファイル情報を作成する処理を例示して説明する。
【００９０】
（ａ）キーストローク情報
　図５は、ユーザが携帯機器２を操作するキーストローク情報の取得処理を説明する説明
図である。
【００９１】
　携帯機器２において、キーストローク情報取得部２２１ｂが、キーストローク情報を取
得する。
【００９２】
　キーストローク情報の取得方法は、種々の方法を適用することができる。例えば、携帯
機器２のＯＳ５２でキーストロークを抽出するインタフェースがあれば、そのインタフェ
ースによってキースロトークの記録プログラム５３が、キーストローク情報を行動履歴記
憶部２１に書き出す方法を適用できる（ＣＡＳＥ１の場合）。また例えば、上記のような
インタフェースがない場合には、キーボードドライバにキーストローク抽出機能を備えて
、キーストロークを取得する方法を適用できる（ＣＡＳＥ２の場合）。
【００９３】
　そして、携帯機器２の行動履歴記憶部２１に、一定量のキーストロークあるいはログ（
行動履歴）が蓄積されると、行動履歴提供部２２２は、プロファイルサーバ１に送信する
（ステップＳ２０１）。ここで、取得するキーストローク情報は、ユーザがキー操作した
生データであり、例えば、「キー種別」、「キー押下時刻」、「キー解放時刻」である。
【００９４】
　図６は、プロファイルサーバ１におけるプロファイル情報の作成処理を説明する説明図
である。
【００９５】
　プロファイルサーバ１は、携帯機器２から収集したキーストロークの生データを取得し
、行動履歴情報記憶部１１に記憶する。
【００９６】
　プロファイル作成部１３では、行動履歴抽出部１３１が行動履歴記憶部１１からキース
トロークの生データを読み出し（ステップＳ３０１）、特徴量データ抽出部１３２が、キ
ーストロークの生データからユーザ特有の特徴量データを抽出し（ステップＳ３０２）、
さらに解析して特徴量データ（学習データ）を抽出する（ステップＳ３０３、Ｓ３０４）
。
【００９７】
　例えば、キーストロークの特徴量データの抽出方法は、特に限定されないが、次のよう
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な方法を取ることができる。
【００９８】
　まず、一続きのキーの押下を「セッション」と定義する。この「一続き」の基準として
は、例えばキー操作の間隔が３０秒以上空く場合は、別のセッションとする。各セッショ
ン毎に連続するキー操作の間の時間間隔について平均と標準偏差を求める。
【００９９】
　図７は、解析に用いるキー操作の時間間隔（キーストローク特徴量）の定義を説明する
説明図である。図７に示すように、「キー押下時間（Key　Hold　Time）」とは、キーを
押し下げてから解放するまでの時間をいう。「キー操作遅延（Latency）」とは、１つの
キーを解放してから次のキーを押すまでの時間をいう。「キー操作時間（Elapsed　Time
）」は、連続したキー押下の間の時間、すなわち前回のキー押下時刻から今回のキー押下
時刻までの時間をいう。
【０１００】
　これらの情報を連続する２個のキー操作について収集したものを１つのデータ単位とし
て解析するものを「digraph」、連続する３個のキー操作を単位とするものを「trigraph
」といい、一般的に連続するｎ（ｎは正の整数）個のキー操作を１単位とする場合を「n-
gram」という。ただし、ｎが大きくなると解析のための計算量が階乗的に大きくなるので
、ここでは高々「trigraph」までを考えることとする。
【０１０１】
　すなわち、各セッションについて、例えば「digraph」あるいは「trigraph」の、「キ
ー押下時間」、「キー操作遅延」、「キー操作時間」について平均値と標準偏差を求め、
これらを特徴量データとする。
【０１０２】
　アルゴリズム解析部１３３は、解析により求められた特徴量データ（学習データ）を、
分類器７１～７３にかけて各分類器７１～７３による学習を行ない（ステップＳ３０５）
、それぞれの分類器７１～７３での当該ユーザのプロファイル情報Ｓ、プロファイル情報
Ｂ、プロファイル情報Ｋを作成する（ステップＳ３０６）。
【０１０３】
　ここで、図６では、分類器として、Support　Vector　Machine７１、Bayse（Naive　Ba
yse）分類器７２、k-Nearest　Neighbor分類器７３を用いる場合を例示する。
【０１０４】
　つまり、プロファイル作成部１３は、ユーザのキーストロークの特徴量データを、それ
ぞれ分析アルゴリズムが異なる３個の分類器７１～７３に与えて、それぞれの分類器７１
～７３で統計的な処理を実行させる。
【０１０５】
　ここで、分析アルゴリズム、すなわち分類器の組み合わせは、ユーザ毎及び又はアプリ
ケーション毎に設定することができる。これにより、どのアルゴリズムが利用されている
かということを複雑にすることができるので、認証を破ることを困難にすることができる
。ここでは、３個の分類器７１～７３を用いる場合と例示したが、１個又は２個としても
よいし、また４個以上としてもよい。
【０１０６】
　この分類器７１～７３の組み合わせにより得られた、プロファイル情報Ｓ、プロファイ
ル情報Ｂ、プロファイル情報Ｋを、当該ユーザのプロファイル情報としてプロファイル記
憶部１４に記憶する。
【０１０７】
　行動履歴である１又は複数のデータに対して、１又は複数の分析アルゴリズム（分類器
）を用いるようにしてもよい。つまり、データと分析アルゴリズムとの組み合わせ次第で
様々な方法を適用することができる。
【０１０８】
　なお、上記では、キーストローク情報の場合を例示したが、他の情報（例えば、アプリ
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ケーション利用履歴情報、位置時間情報、近傍情報、ネットワーク利用情報等）も同様に
、特徴量データを抽出し、特徴量データを各分類器にかけてプロファイル情報を作成する
。
【０１０９】
（ｂ）アプリケーション利用履歴情報
　アプリケーション利用履歴情報の取得方法としては、例えば、「アプリケーションプロ
グラム名」あるいは「アプリケーション種別」、「起動時刻」、「起動場所」、「起動の
ためのキー操作」等の情報を収集する。
【０１１０】
　特徴量データについては、種々のものを適用することができるが、例えば、どのような
時刻・場所で特定のアプリケーションが起動されたか、どのような手順で特定のアプリケ
ーションが起動されたか、どのような順序で複数のアプリケーションが起動されたかとい
う情報から、遷移確率が求まり、その確率からユーザが同一であるかどうかの確率を求め
ることができる。
【０１１１】
（ｃ）位置時間情報
　位置時間情報取得部２２１ｃが、例えばＧＰＳ情報等により取得した位置情報は、時刻
情報と共に行動履歴記憶部２１に記憶する。
【０１１２】
　特徴量データについては、種々のものを適用することができるが、例えば、ユーザが過
去の履歴で多く居た場所と異なる場所に居ることが多くなった場合、それまでのユーザと
異なる可能性がある。ただし、ユーザがどこへ行くかという情報は変動が大きいため、ユ
ーザの行き先を何らかの方法で推定する必要があり、その推定からの乖離によって、ユー
ザが同一であるかどうかの確率を求める必要がある。
【０１１３】
（ｄ）ネットワーク利用情報
　ネットワーク利用情報取得部２２１ｅは、携帯機器２が無線ＬＡＮアクセスの機能をも
っていれば、周囲にあるアクセス可能なネットワークを取得することができる。本来のユ
ーザ以外が携帯端末を利用するとすれば、そのユーザがアクセスすることのできる無線Ｌ
ＡＮに接続するように設定する可能性があり、そのことによって異なるユーザが使ってい
ることの１つの根拠となり得る。また、ＧＰＳによる位置情報の取得できない屋内環境で
は、通常と異なる場所にいる根拠として利用することができる。
【０１１４】
（Ａ－２－３）ユーザ同定処理及びユーザ認証処理
　図８は、認証部１５によるユーザ同定処理を説明する説明図である。
【０１１５】
　プロファイルサーバ１は、端末認証が成功した携帯機器１から、現在のユーザの行動情
報を受け取り、特徴量データ抽出部６２が特徴量データを抽出する（ステップＳ４０１、
Ｓ４０２）。
【０１１６】
　このとき、携帯機器２から受け取るユーザの行動情報としては、例えば、キーストロー
ク情報、実行されたアプリケーションの情報、時刻、場所、利用可能なネットワークの情
報などの生データの全部又は一部がある。また、特徴量データの抽出は、プロファイル情
報の作成と同様の方法を用いることができる。
【０１１７】
　そして、アルゴリズム設定部６１が、アルゴリズム組み合わせ格納部１６から対応する
分析アルゴリズム（分類器）を設定し、また同定に必要な特徴量データの選択を行なう（
ステップＳ４０３）。
【０１１８】
　その後、アルゴリズム解析部６３が、抽出した特徴量データと既に学習済みのユーザ毎
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のプロファイル情報を各分類器７１～７３にかける、それぞれの分類器７１～７３による
、「同一ユーザである確率」を求める（ステップＳ４０４）。
【０１１９】
　さらに、統合解析部６４が、各分類器７１～７３による確率（score）から、例えばBay
se関数を用いたベイズ統合を用いて最終的な同一ユーザである確率（final　score）を求
める（ステップＳ４０５）。
【０１２０】
　ここで、統合解析部６４は、例えば、Bayse関数を用いたベイズ統合を行なう。そこで
、以下では、ベイズ統合を用いたユーザ同定処理の詳細を説明する。
【０１２１】
　各情報の同定は、標準的なパターンマッチング手法を使うことができる。すなわち、例
えば２つのキー操作のサンプル（例えば、１つは登録ユーザの行動履歴、もう１つは今回
のユーザの行動情報）が与えられたとき、その２つのサンプルが一致する場合に同一のユ
ーザと推定し、そうでない場合に同一のユーザではないと推定する。
【０１２２】
　この推定にはいくつかのパターン認識アルゴリズムを使うことができる。ここで、ユー
ザの同一性をＩＤで表すことにする。すなわち、ＩＤ＝１は２つのサンプルが同一のユー
ザのものであり、ＩＤ＝０は２つのサンプルが別のユーザのキー操作であることを表す。
【０１２３】
　パターン認識のアルゴリズムは、例えば、あるデータが与えられたときの条件付確率Ｐ
（ID｜data）を求める。ここで、“ｄａｔａ”はアルゴリズムに与えられたすべてのキー
操作に関する情報である。このキー操作のパターン分類器が求めた確率をｐ１と表す。
【０１２４】
　同様に、位置情報については、位置情報分類器がｐ２＝Ｐ（ID＝１｜location　data）
を求めるし、その他の分類器が、例えば、アプリケーション起動履歴の分類器がｐｎ＝Ｐ
（ID＝１|application　data）を求める。
【０１２５】
　ここでは、これらの確率が相互に独立である、すなわち、キー操作の情報は位置情報や
アプリケーション起動履歴に依存しないものとする。
【０１２６】
　各分類器が求めた各確率ｐ１，ｐ２，…，ｐｎをスコア（score）と呼ぶことにする。
ｎ個の分類器があれば、ｎ個のスコア変数Ｓ１，Ｓ２，…，Ｓｎが定義される。
【０１２７】
　まず、分析アルゴリズムである分類器が１個の場合を説明する。分類器が１個の場合、
すなわちＳ＝ｐの場合、ユーザを同定するために求めるべき確率は、与えられたサンプル
が同一ユーザによるものである確率ｐを分類器が出したという条件で、そのユーザが本当
に現在端末を使用しているユーザである確率ｐ（ID＝１|Ｓ＝ｐ）である。
【０１２８】
　ここで注意することは、分類器が、「そのサンプルが当該ユーザによって生成されたも
のである確率が例えば８０％である」という結果を出したからといって、それは必ずしも
そのサンプルを生成したユーザが当該ユーザである確率が８０％であることにはならない
ということである。つまり、Ｐ（ID＝１|Ｓ＝ｐ）の値は、ただ分類器の確からしさを意
味するに過ぎないのである。
【０１２９】
　Ｐ（ID＝１|Ｓ＝ｐ）の値は、例えばベイズの定理を用いて以下のように求めることが
できる。
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【数１】

【０１３０】
　式（１）から以下のことがいえる。

【数２】

【０１３１】
　ここで、式（２）の左辺は、分類器の評価結果が与えられた後での正しいユーザである
ことの事後オッズ(posterior　odds)である。Ｌ＝Ｐ（Ｓ＝ｐ|ＩＤ＝１）／Ｐ（Ｓ＝ｐ|
ＩＤ＝０）は、尤度比と呼ばれ、Ｐ（ＩＤ＝１）／Ｐ（ＩＤ＝０）は、ユーザが同一であ
ることに関する周辺オッズ（marginal　odds）あるいは事前オッズ（prior　odds）と呼
ばれる。この事前オッズの値は、重みとしての役割を果たす。
【０１３２】
　例えば、詐称者が存在しない通常のアクセス制御では、事前オッズはＰ（ＩＤ＝０）＜
＜Ｐ（ＩＤ＝１）と設定することができる。逆に、もしユーザが犯罪の多い場所に引っ越
したとすると事前オッズはそれに合わせて設定することになる。
【０１３３】
　Ｏ（・）によってある変数のオッズを表すことにすると、式（２）は式（３）のように
書き換えることができる。
【数３】

【０１３４】
　このようにもし、尤度比を求められれば、ユーザの同一性に関する事後オッズを求める
ことができる。尤度比は、使用する分類器や学習データの量や質に依存する。他にも依存
する要因はあるかもしれないが、これら２つの要因が尤度に与える影響が大きい。
【０１３５】
　ここで、ユーザの同定に使用する情報は主観情報であるので、事後オッズによって必要
とされる精度でユーザを同定できない可能性がある。
【０１３６】
　そこで、この実施形態では、同一のデータに対して、それぞれ異なる分類器を適用する
。これにより、各分類器から得られる結果のスコアを統合することによって、ユーザ同定
の精度を高めることができる。
【０１３７】
　次に、ｎ個の分類器を用いる場合を説明する。ｎ個の異なるスコアがあり、それらが互
いに独立である場合、ベイズ融合を使って、事後オッズは、以下のように、尤度比Ｌを修
正することができる。
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【数４】

【０１３８】
　上記の積は、ｎ個の値を同時に行なってもよいし、又は順番に１個ずつ行なってもよい
こと、式（４）の有効な点である。順番に積を行なうことによって、必要な精度が得られ
たところで演算を終了することができる。順番に乗算を行なう場合、ステップｉ（ｉ＞１
）での事前オッズは、その前のステップでの事後オッズに対応する。
【０１３９】
　結合確率をグラフで表現したものがベイズネットワークである。例えば、結合確率Ｐ（
Ｘ１，…，Ｘｍ）が以下のように要素に分解して一意に表現できるとする。

【数５】

【０１４０】
　ここで、ｐａ（Ｘｉ）はＸｉが依存する確率変数である。もしｐａ（Ｘｉ）＝φである
場合、Ｐ（Ｘｉ|ｐａ（Ｘｉ））の代わりに、周辺確率分布Ｐ（Ｘｉ）を使う。
【０１４１】
　単一の分類器を使う場合は、ベイズネットワークによって図９（ａ）のように表すこと
ができる。この意味は、変数ＩＤが分類器によって求められるスコアＳに影響を与えると
いうことである。例えば、キーストローク情報等の１個の情報に対して、１個の分類器を
用いるときを示す。
【０１４２】
　この場合、ｐａ（Ｓ）＝｛ＩＤ｝であり、ｐａ（ＩＤ）＝φである。また、図９（ａ）
で与えられる確率分布は以下の様に表すことができる。

【数６】

【０１４３】
　この結合確率から、他の分布を求めることができる。以下はベイズ定理から求められる
式（１）と等価である。
【数７】

【０１４４】
　同様に、図９（ｂ）は、１個の変数ＩＤに対して、ｎ個の分類器を用いる場合を示す。
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この場合、図９（ｂ）の結合確率分布は、ｉ＝１，…，ｎに対してｐａ（Ｓｉ）＝｛ＩＤ
｝であるので、式（９）となる。
【数８】

【０１４５】
　式（９）より、以下のことがいえる。
【数９】

【０１４６】
　式（１０）の結果は、オッズ形式にすると式（４）となる。
【０１４７】
　このように、ｎ個の分類器を用いる場合、条件確率を十分な精度をもって求められると
き、ベイズネットワークを使って情報の融合が可能になる。つまり、１個の分類器を用い
るときよりも、ユーザ同定の確率精度を高くできる。
【０１４８】
　またベイズネットワークは分類器の間に依存関係がある場合に対しても拡張することが
可能である。例えば、現在のユーザの位置がキー操作に影響を与えるとする。これは、ユ
ーザが混んだ電車に乗っているときや暗い場所に居る場合などに起こりうる。
【０１４９】
　この場合、スコアの依存関係は図９（ｃ）のようにモデル化できる。例えば、図９（ｃ
）では、変数ＩＤをスコアＳ２の分類器に投入する。そして、Ｓ２の分類器により求めら
れた確率と変数ＩＤとが、スコアＳ１の分類器に投入される場合をモデル化したものであ
る。
【０１５０】
　ここでは、Ｓ２を位置分類器のスコア、Ｓ１をキー操作の分類器のスコアと仮定する。
すると、ｐａ（Ｓ１）＝｛Ｓ２，ＩＤ｝，ｐａ（Ｓ２）＝｛ＩＤ｝であるので、ベイズネ
ットワークの結合確率は、以下のようになる。
【数１０】

【０１５１】
　この結合確率は、上記の独立分類器の場合と同様に、Ｐ（ＩＤ|Ｓ１，Ｓ２）を推定す
るのに使用することができる。つまり、例えば、キーストローク情報や位置時間情報等の
ように行動履歴の情報のうち依存関係のある情報を用いてユーザ同定を行うようにしても
よい。
【０１５２】
　続いて、分析アルゴリズムとして用いるそれぞれの分類器の一例として、ベイズ分類器
とk-Nearest　Neighbor分類器について述べる。
【０１５３】
　ベイズ分類器は、学習データからＰ（ｆｉ|ＩＤ＝１）が得られる。例えば、図８に示
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すようにベイズ分類器により得られたものがプロファイルＢである。次に、図８のように
携帯機器からの行動情報のデータを元に、特徴量データを抽出する。この特徴量は、例え
ばキー押下時間あるいはキー操作遅延のセッション毎の平均値や分散である。この特徴量
データからＰ（ｆｉ）が求まる。そして、式（１）において、Ｐ（ＩＤ＝１）は５０％と
すれば、この式にプロファイルからのＰ（ｆｉ|ＩＤ）とＰ（ｆｉ）を代入すれば、推定
確率Ｐ（ＩＤ＝１|ｆｉ）が求まる。
【０１５４】
　k-Nearest　Neighbor分類器の場合、図８に示すように、学習データからプロファイル
Ｋを求める。あるユーザの特徴量の学習データとして（ｆ１，ｆ２，…，ｆｎ）を得られ
たとする。例えば２次元の場合は所定の学習データが分布することになる。ここで、携帯
端末から取得した特徴量のサンプルと学習データの最短距離ｄ１＝Ｄ（Ｒｘ，sample）を
求める。ここで、Ｄ（・）は何らかの距離関数である。このｄ１と学習データ間の最短距
離ｄ２＝ｍｉｎ（Ｄ（Ｒｘ，Ｒｙ）を求め、もしｄ１／ｄ２＜＜１であれば、Ｐ（ＩＤ＝
１|sample）は１に近似し、そうでなければＰ（ＩＤ＝１，sample）＜１となる。
【０１５５】
（Ａ－３）実施形態の効果
　以上のように、第１の実施形態によれば、携帯機器を利用する登録ユーザの行動履歴を
保存しておき、特定アプリケーションの利用の際に、携帯機器を利用しているユーザの行
動情報と、登録ユーザの行動履歴の特徴的な情報とを用いて、ユーザの同定・認証を行う
ことができる。
【０１５６】
（Ｂ）他の実施形態
　上述した実施形態においても種々の変形実施形態を説明したが、その他にも以下のよう
な変形実施形態を適用することができる。
【０１５７】
（Ｂ－１）上述した実施形態では、プロファイルサーバが、プロファイル作成部及びプロ
ファイル記憶部を備える場合を例示した。しかし、その場合に限定されるものではなく、
例えば、携帯機器が、プロファイル作成部及びプロファイル記憶部を備えるようにしても
よい。この場合、例えば、特定アプリケーションへのアクセスの際に、携帯機器がプロフ
ァイル記憶部に保存する登録ユーザのプロファイル情報と、分析アルゴリズムの組み合わ
せパターン等の情報と、及び今回のユーザの行動情報とをサーバに与える。そして、サー
バが、プロファイルと、分析パターンと、今回の行動情報を用いて統合解析を行うことで
実現することができる。
【０１５８】
（Ｂ－２）携帯機器２及びプロファイルサーバにおける種々の処理は、いわゆるソフトウ
ェア処理により実現することができる。例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ
等で構成されるハードウェアにおいて、ＣＰＵが、ＲＯＭに格納される処理プログラムを
実行することで各種機能が実現される。
【０１５９】
（Ｂ－３）上述した実施形態で説明したユーザ認証処理と、既存の指紋認証やパスワード
認証による他の認証処理とを組み合わせてユーザ同定やユーザ認証を行なうようにしても
よい。
【符号の説明】
【０１６０】
　１…プロファイルサーバ、
　　１１…行動履歴記憶部、１２…行動履歴処理部、１３…プロファイル作成部、１４…
プロファイル記憶部、１５…認証部、１６…アルゴリズム組み合わせ格納部、１７…ユー
ザ情報記憶部、
　２…携帯機器、
　　２１…行動履歴記憶部、２２…行動履歴処理部、２３…認証処理部、
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　９…ユーザ同定システム。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】
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