
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
眼画像が入力される眼画像入力部と、
前記眼画像入力部に入力された前記眼画像から を検出する眼位置検出部と、
前記眼画像入力部に入力された前記眼画像から を検出する瞼位置検出部と、

を特定し、 前記虹彩領域の画像を劣化させ
て前記眼画像の表示画像を作成する表示画像作成部と、
前記表示画像作成部で作成された 表示画像を表示する表示部と、
を備えたことを特徴とする眼画像入力装置。
【請求項２】
被認証者の眼画像が入力される眼画像入力部と、
前記眼画像入力部に入力された前記眼画像から認証情報を作成する認証情報作成部と、
前記認証情報作成部で作成された前記認証情報とあらかじめ登録された登録認証情報とを
比較照合することにより、前記被認証者の認証を行う認証部と、
前記眼画像入力部に入力された前記眼画像から を検出する眼位置検出部と、
前記眼画像入力部に入力された前記眼画像から を検出する瞼位置検出部と、
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黒目の領域
瞼の領域

前記眼画像入力部に入力された前記眼画像から、前記瞼位置検出部で検出された瞼の領域
を除き、前記眼位置検出部で検出された黒目の領域と重なる部分を検出することにより前
記虹彩領域 前記虹彩領域の形状を保持したまま

前記

黒目の領域
瞼の領域

前記眼画像入力部に入力された前記眼画像から、前記瞼位置検出部で検出された瞼の領域
を除き、前記眼位置検出部で検出された黒目の領域と重なる部分を検出することにより前



を特定し、 前記虹彩領域の画像を劣化させ
て前記眼画像の表示画像を作成する表示画像作成部と、
前記表示画像作成部で作成された 表示画像を表示する表示部と、
を備えたことを特徴とする認証装置。
【請求項３】
前記表示画像作成部は、前記眼画像を圧縮処理することによって表示画像を作成すること
を特徴とする請求項２に記載の認証装置。
【請求項４】
前記圧縮処理がＪＰＥＧ圧縮処理であることを特徴とする請求項３に記載の認証装置。
【請求項５】
前記表示画像作成部は、前記眼画像を構成する画素列の間引き処理によって表示画像を作
成することを特徴とする請求項２に記載の認証装置。
【請求項６】
前記表示画像作成部は、前記眼画像に所定のノイズを付加する処理によって表示画像を作
成することを特徴とする請求項２に記載の認証装置。
【請求項７】
前記表示画像作成部は、前記眼画像を構成する画素列の間引き処理、前記眼画像の圧縮処
理、および、前記眼画像に所定のノイズを付加する処理のうち少なくとも２つを組み合わ
せた画像処理を前記眼画像に対して行って表示画像を作成することを特徴とする請求項２
に記載の認証装置。
【請求項８】
前記表示画像作成部は、前記眼画像の虹彩領域と所定の画像との置換処理によって表示画
像を作成することを特徴とする請求項２に記載の認証装置。
【請求項９】
前記眼画像入力部に入力された眼画像の画質の良否を判定する画質判定部を備え、
前記認証情報作成部は、前記画質判定部において画質が良いと判定された眼画像について
前記認証情報を作成することを特徴とする請求項２に記載の認証装置。
【請求項１０】
前記表示画像作成部は、前記認証情報登録部が前記認証情報を前記登録認証情報として登
録する場合に前記表示画像を作成して前記表示部に表示させることを特徴とする請求項２
に記載の認証装置。
【請求項１１】
眼画像入力部に入力された眼画像から、表示部に表示させるための表示画像を作成する画
像処理方法であって、
前記眼画像入力部に入力された前記眼画像から眼の位置を検出する眼位置検出ステップと
、
前記眼画像入力部に入力された前記眼画像から瞼の位置を検出する瞼位置検出ステップと
、

を特定し、 前記虹彩領域の画
像を劣化させて前記眼画像の前記表示画像を作成する表示画像作成ステップとを備えたこ
とを特徴とする画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼の画像を入力する眼画像入力装置およびそれを用いた認証装置および画像
処理方法ならびにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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記虹彩領域 前記虹彩領域の形状を保持したまま

前記

前記眼画像入力部に入力された前記眼画像から、前記瞼位置検出ステップで検出された瞼
の領域を除き、前記眼位置検出ステップで検出された黒目の領域と重なる部分を検出する
ことにより前記虹彩領域 前記虹彩領域の形状を保持したまま



　近年、入退室管理装置や個人情報等の重要な情報が記憶された情報装置等、高いセキュ
リティ性が求められる装置におけるアクセス時の本人認証の方法として、人体の指紋、虹
彩、眼底血管、顔の特徴、腕の血管パターン等、その被認証者固有のいわゆるバイオメト
リクス情報を用いた様々な認証方法が実用化されてきている。
【０００３】
　その中でも、本人認証率の高さや他人受入率の低さ等の信頼度の高さから、眼の虹彩部
分の皺の模様の違いを利用した認証方法（以下、このような認証方法を虹彩認証方法と記
す）が提案され、特に高いセキュリティ性が必要な機器において実用化されている（例え
ば、特許文献１を参照。）。
【０００４】
　このような虹彩認証方法は、被認証者の眼画像から虹彩の部分を選択的にコード化し、
得られた情報を認証情報として、あらかじめ登録された登録認証情報と比較照合し、互い
に一致すると判定された場合には、被認証者があらかじめ登録された者であると認証する
方法である。
【０００５】
　このような虹彩認証方法を用いた認証装置も様々な形態のものが提案されてきている。
その一例として、被認証者の眼画像を撮影するカメラを搭載したハンディ型の眼画像入力
装置をコンピュータ等の情報装置に外付けで接続し、眼画像入力装置から入力された眼画
像を情報装置側でコード化処理および比較照合処理して被認証者の認証を行う構成の認証
装置が提案されている（例えば、特許文献２を参照。）。
【０００６】
　このような認証装置においては、眼の虹彩部分が鮮明に撮影された眼画像を得るために
、情報装置の表示部の画面上に眼画像入力装置で撮影された眼画像を所定の位置に誘導す
るための画像として表示し、被認証者はその眼画像を見ながら適切な眼が撮影される位置
に眼画像入力装置を移動させて眼画像を撮影する構成であった。
【特許文献１】特許第３３０７９３６号公報
【特許文献２】特開２０００－２０７５３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前述したような認証装置においては、情報装置の画面に眼画像入力装置
で撮影された眼画像が表示されるので、表示された眼画像を画面コピーする等して複製す
ることによって、眼画像が不正に取得される可能性があった。これにより眼画像が不正に
取得された場合には、取得した眼画像を利用した第三者が登録された者として認証を受け
てしまう、いわゆる「なりすまし」が行われる可能性があるという課題があった。
【０００８】
　本発明はこのような課題に鑑みてなされたもので、表示部の画面に表示された画像を不
正に取得されても、いわゆる「なりすまし」の行われる可能性の低い、セキュリティ性の
高い眼画像入力装置およびそれを用いた認証装置および画像処理方法ならびにプログラム
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】
【０００９】
　本発明の眼画像入力装置は、眼画像が入力される眼画像入力部と、

を劣化させて眼画像の表示画像を作成する表示画像作成部と、表示画像作成部で作成さ
れた表示画像を表示する表示部とを備えたことを特徴としている。
【００１０】
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眼画像入力部に入力
された眼画像から黒目の領域を検出する眼位置検出部と、眼画像入力部に入力された眼画
像から瞼の領域を検出する瞼位置検出部と、眼画像入力部に入力された眼画像から、瞼位
置検出部で検出された瞼の領域を除き、眼位置検出部で検出された黒目の領域と重なる部
分を検出することにより虹彩領域を特定し、虹彩領域の形状を保持したまま虹彩領域の画
像



　このような構成によって、表示部に表示された画像を不正に取得されても、画像の虹彩
を含む部分の画像が劣化しているので、不正な者があらかじめ登録された者になりすます
ための画像の取得の可能性の低い、セキュリティ性の高い眼画像入力装置を提供できる。
【００１１】
　次に、本発明の認証装置は、 眼画像入
力部に入力された眼画像から、認証情報を作成する認証情報作成部と、

認証情報とあらかじめ登録された登録認証情報とを比較照合することにより、
被認証者の認証を行う認証部と

を備えたことを特徴としている。
【００１２】
　このような構成により、表示部に表示された画像を不正に取得されても、画像の虹彩を
含む部分の画像が劣化しているので、不正な者があらかじめ登録された者になりすますと
いう可能性の低い、セキュリティ性の高い認証装置を提供できる。
【００１３】
　また、表示画像作成部は、被認証者の眼位置誘導に使用する表示画像を作成し、認証情
報作成部は、表示部の表示画像によって所定の位置または領域まで誘導された被認証者の
眼画像から認証情報を作成する構成であってもよい。
【００１４】
　このような構成によれば、眼画像入力部に対する被認証者の眼の位置を誘導する際に表
示する表示画像の虹彩を含む部分の画像を劣化させることができるので、誘導の際に表示
される画像を複写等して、それを用いて認証を行おうとしても排除される可能性が高くな
ることから、表示部に誘導用の画像を表示して被認証者の誘導を行う認証装置において、
セキュリティ性の高い構成を実現できる。
【００１７】
　さらに、表示画像作成部は、眼画像の少なくとも虹彩を含む部分を選択的に画像処理し
て表示画像を作成する構成であってもよい。
【００１８】
　このような構成によれば、認証情報の作成に際して必要な虹彩を含む部分を選択的に画
像処理することにより、全体の演算量を減らして装置の低コスト化および演算の迅速化を
図ることが可能となる。
【００１９】
　また、認証情報作成部は、眼画像から眼の位置を検出する眼位置検出部と、眼画像から
瞼の位置を検出する瞼位置検出部とを有し、表示画像作成部は、眼の位置および瞼の位置
から眼画像の少なくとも虹彩を含む部分の位置を特定し、選択的に画像処理を行う構成で
あってもよい。
【００２０】
　このような構成によれば、認証装置が眼画像から認証情報を作成する際に用いる眼位置
および瞼位置の情報を利用して、眼画像を切出して、それから少なくとも虹彩を含む部分
を選択的に処理することが可能となり、別途眼位置検出や瞼位置検出を行う必要がなく、
装置の簡易化および処理の迅速化を図ることが可能となる。
【００２１】
　また、表示画像作成部は、眼画像を圧縮処理することによって表示画像を作成すること
によって、画面コピー等が行われても容易にはなりすまし等の不正行為を行うことのでき
ないセキュリティ性の高い構成を実現できる。
【００２２】
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被認証者の眼画像が入力される眼画像入力部と、
認証情報作成部で

作成された
、眼画像入力部に入力された前記眼画像から黒目の領域を

検出する眼位置検出部と、眼画像入力部に入力された眼画像から瞼の領域を検出する瞼位
置検出部と、眼画像入力部に入力された眼画像から、瞼位置検出部で検出された瞼の領域
を除き、眼位置検出部で検出された黒目の領域と重なる部分を検出することにより虹彩領
域を特定し、虹彩領域の形状を保持したまま虹彩領域の画像を劣化させて眼画像の表示画
像を作成する表示画像作成部と、表示画像作成部で作成された表示画像を表示する表示部
と



　さらに、圧縮処理がＪＰＥＧ圧縮処理である構成であってもよい。
【００２３】
　このような構成によれば、広く知られた圧縮アルゴリズムによって、被認証者に対して
の眼位置誘導に使用することができるものの、認証に使用するには極めて困難な画質の表
示画像とすることができ、セキュリティ性の高い表示画像を作成することが可能となる。
【００２４】
　また、表示画像作成部は、眼画像を構成する画素列の間引き処理によって表示画像を作
成する構成であってもよい。
【００２５】
　このような構成によっても、画面コピー等が行われても容易にはなりすまし等の不正行
為を行うことのできないセキュリティ性の高い構成を実現できる。
【００２６】
　また、表示画像作成部は、眼画像に所定のノイズを付加する処理によって表示画像を作
成する構成であってもよい。
【００２７】
　このような構成によっても、画面コピー等が行われても容易にはなりすまし等の不正行
為の行われないセキュリティ性の高い構成を実現できる。
【００２８】
　さらに、表示画像作成部は、眼画像を構成する画素列の間引き処理、眼画像の圧縮処理
、および、眼画像に所定のノイズを付加する処理のうち少なくとも２つを組み合わせた処
理を行って表示画像を作成する構成であってもよい。
【００２９】
　このような構成により、画面コピー等が行われても容易にはなりすまし等の不正行為の
行われない、かつ、見た目に自然な表示画像を表示できる構成を実現できる。
【００３０】
　また、表示画像作成部は、眼画像の少なくとも虹彩を含む部分と所定の画像との置換処
理によって表示画像を作成する構成であってもよい。
【００３１】
　このような構成によれば、画面コピー等が行われても容易になりすまし等の不正行為の
行われる可能性の極めて低い、セキュリティ性の高い構成を実現できる。
【００３２】
　また、眼画像入力部に入力された眼画像の画質の良否を判定する画質判定部を備え、認
証情報作成部は、画質判定部において画質が良いと判定された眼画像について認証情報を
作成する構成であってもよい。
【００３３】
　このような構成によれば、被認証者の眼画像のうち良い画質の眼画像から認証情報を作
成できるので、認証率の高い認証情報を作成することが可能となる。
【００３４】
　次に、本発明の認証装置は、被認証者の眼画像が入力される眼画像入力部と、被認証者
の眼画像から認証情報を作成する認証情報作成部と、認証情報を登録認証情報として登録
する認証情報登録部と、認証情報とあらかじめ登録された登録認証情報とを比較照合する
ことにより、被認証者の認証を行う認証部と、眼画像の少なくとも虹彩を含む部分の画像
を劣化させて表示画像を作成する表示画像作成部と、表示画像を表示する表示部とを備え
、表示画像作成部は、被認証者の誘導を行う場合および認証情報登録部が認証情報を登録
認証情報として登録する場合の少なくともいずれかの場合に表示画像を作成して表示部に
表示させることを特徴としている。
【００３５】
　このような構成によれば、被認証者を誘導する場合および認証情報を登録認証情報とし
て登録する場合のいずれの場合にも、画面コピー等が行われても容易になりすまし等の不
正行為の行われる可能性の極めて低い表示画像を用いるので、セキュリティ性の高い構成
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を実現できる。
【００３６】
　次に、本発明の画像処理方法は、

とを備え
たことを特徴としている。
【００３７】
　このような方法によれば、画像を不正に取得されても、画像の虹彩を含む部分の画像が
劣化しているので、不正な者があらかじめ登録された者になりすまして認証を受ける可能
性の低い、セキュリティ性の高い画像処理方法を実現できる。
【００３８】
　次に、本発明のプログラムは、コンピュータに、眼画像から少なくとも虹彩を含む領域
を切出す第１のステップと、第１のステップで切出された領域の画像を選択的に劣化させ
る処理を行う第２のステップとを実行させることを特徴としている。
【００３９】
　このようなプログラムにより、画像を不正に取得されても、画像の虹彩を含む部分の画
像が劣化しているので、不正取得者があらかじめ登録された者になりすまして認証を受け
る可能性の低い、セキュリティ性の高い画像処理を行えるプログラムを実現できる。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明によれば、表示部に表示された画像を不正に取得されても、画像の虹彩を含む部
分の画像を認証に使用できないよう劣化させているので、不正取得者があらかじめ登録さ
れた者になりすます可能性の低い、セキュリティ性の高い眼画像入力装置および認証装置
および画像処理方法ならびにプログラムを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。
【００４２】
　（第１の実施の形態）
　まず、本発明の第１の実施の形態である認証システムについて説明する。
【００４３】
　図１は、本発明の第１の実施の形態における認証システムの概要を説明する図である。
【００４４】
　図１において、本発明の第１の実施の形態における認証システム３０は、被認証者２１
の眼を含む領域の画像（以下、眼画像と記す）を入力する画像入力部２、画像入力部２で
入力された眼画像の虹彩領域を後述する方法で認証情報にコード化し、あらかじめ登録さ
れた登録認証情報と比較照合を行うことによって、被認証者２１があらかじめ登録された
者であるか否かの認証を行う認証装置１、および、被認証者２１の眼画像を後述する方法
で画像処理することにより作成された表示画像５０を表示する表示部１２を備えている。
【００４５】
　画像入力部２としては、公知のＣＣＤカメラ等の撮影装置を用いることができる。
【００４６】
　画像入力部２と認証装置１とは情報伝達部２２で接続されており、画像入力部２で撮影
された画像情報は、認証装置１に送られる。なお、情報伝達部２２は、有線ケーブルであ
ってもよいし、無線や赤外線等の公知の通信手段から任意に選択することが可能である。
【００４７】
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眼画像入力部に入力された眼画像から、表示部に表示
させるための表示画像を作成する画像処理方法であって、眼画像入力部に入力された眼画
像から眼の位置を検出する眼位置検出ステップと、眼画像入力部に入力された眼画像から
瞼の位置を検出する瞼位置検出ステップと、眼画像入力部に入力された眼画像から、瞼位
置検出ステップで検出された瞼の領域を除き、眼位置検出ステップで検出された黒目の領
域と重なる部分を検出することにより虹彩領域を特定し、虹彩領域の形状を保持したまま
虹彩領域の画像を劣化させて眼画像の表示画像を作成する表示画像作成ステップ



　表示部１２としては、液晶やＥＬ等を用いた公知の表示装置から任意に選択することが
可能である。
【００４８】
　このような認証システム３０を用いて、被認証者２１は、まず、画像入力部２を手に持
ち、画像入力部２は被認証者２１の一方の眼の撮影を連続的に行う。撮影された画像は、
情報伝達部２２を通して認証装置１に送られる。認証装置１では、画像入力部２から入力
された画像が、後述する方法によって表示画像５０に画像処理されて表示部１２に表示さ
れる。
【００４９】
　被認証者２１は、画像入力部２を動かしながら、一方の眼を撮影し他方の眼で表示部１
２に表示された表示画像５０を見て、適切な位置（例えば表示部１２の中央または表示さ
れたガイド内）に眼が誘導された場合に、画像入力部２または認証装置１に設けられた入
力部（図示せず）に認証を開始する旨の入力を行うことで、被認証者２１が選択した眼画
像が認証装置１に取りこまれる。
【００５０】
　認証装置１においては、取りこまれた眼画像を用いてその虹彩領域を切出し、例えば前
述した特許文献１に記載された方法で認証処理を行い、被認証者２１があらかじめ登録さ
れた者として認証されたか否かの信号を外部装置、例えば表示部１２に出力する。このよ
うにして、認証システム３０を用いることにより、被認証者２１の眼の虹彩パターンを用
いて、被認証者２１があらかじめ登録された否かの認証を行うことが可能となる。
【００５１】
　本発明の第１の実施の形態の認証システム３０においては、被認証者２１が表示部１２
に表示された表示画像５０を見ながら自ら画像入力部２の位置を移動させること、すなわ
ち表示画像５０を誘導に用いることによって、認証に必要な虹彩領域を含む眼画像を適切
に認証装置１に取りこむことが可能となる。
【００５２】
　次に、本発明の第１の実施の形態における認証システム３０が備える認証装置１につい
て、さらに詳しく説明する。図２は、本発明の第１の実施の形態における認証装置１の構
成を示すブロック図である。
【００５３】
　図２において、本発明の第１の実施の形態における認証装置１は、入力された画像から
後述する表示画像を作成して出力する表示画像作成部１１、同じく入力された画像の画質
の良否を判定する画質判定部３、画質判定部３で画質が良いと判定された画像についてそ
の画像から撮影された眼の位置を検出する眼位置検出部４、同じく画像から撮影された瞼
の位置を検出する瞼位置検出部５、画像の座標を極座標変換する極座標変換部６、極座標
変換された情報を所定の方法でコード化して、認証情報を作成するコード化部７、コード
化された認証情報のうち、登録すべき情報を登録認証情報として登録する登録部１０、登
録認証情報を記憶する記憶部９、および、画像からコード化部７でコード化された認証情
報と記憶部９に記憶された登録認証情報とを所定の方法で比較照合することにより互いに
一致すると判定された場合に認証可能である旨の認証結果の出力を行う照合部８を備える
。
【００５４】
　なお、眼位置検出部４、瞼位置検出部５、極座標変換部６、コード化部７および照合部
８それぞれの機能に関しては、例えば前述の特許文献１に提案された方法を用いて実現す
ることができる。
【００５５】
　画質判定部３では、画像入力部２から入力された画像について、そのコントラスト等の
画質評価項目が所定の範囲内にあるか、および、画像中に眼が撮影されているか否か等が
判定される。
【００５６】
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　記憶部９は、半導体メモリや磁気ディスク等の公知の記憶装置から任意に選択して用い
ることが可能である。
【００５７】
　なお、画質判定部３、眼位置検出部４、瞼位置検出部５、極座標変換部６、コード化部
７、照合部８、登録部１０および表示画像作成部１１の機能は、それぞれがハードウェア
で実現されていてもよいし、それぞれの機能がソフトウェアで実現可能に記述され、演算
装置等で実行される構成であってもよい。このようにそれぞれの機能がソフトウェアによ
って実現されている場合には、上記の各機能ブロックを実現するプログラムを演算装置に
ロードしたコンピュータを用いて認証装置１を構成することが可能となる。
【００５８】
　次に、本発明の第１の実施の形態における認証装置１の動作について説明する。図３は
本発明の第１の実施の形態における認証装置１の処理ステップを示すフローチャートであ
る。
【００５９】
　まず、画像入力部２が撮影した眼画像が、表示画像作成部１１に入力される（Ｓ１）。
【００６０】
　表示画像作成部１１は後述する方法で、表示画像５０を作成（Ｓ２）する。次に、表示
部１２に対して表示画像作成部１１は表示画像５０を出力し、表示部１２は表示画像５０
を表示する（Ｓ３）。
【００６１】
　被認証者２１は、前述のように自らの眼画像を誘導に用いて、表示画像５０が表示部１
２上の所定の位置（例えば画面の中央部）に表示されているかを判定し、正しい位置に表
示されている場合には、誘導完了の入力を行う（Ｓ４）。
【００６２】
　被認証者２１からの入力があった場合（Ｓ５）には、画質判定部３が画質の判定を行い
（Ｓ６）、画質が良いと判定された場合には（Ｓ７）、画像は画質判定部３から眼位置検
出部４に送られ、以降の認証処理または必要に応じて被認証者２１を認証可能な者として
登録する登録処理（Ｓ８）が行われる。認証処理や登録処理の具体的な内容については、
例えば前述の特許文献１に記載された方法を用いることができる。
【００６３】
　一方、ステップＳ７において、画質判定部３で画質が悪いと判定された場合には、表示
部１２に対してエラーメッセージを表示させる等により、被認証者２１に対して再度画像
を撮影する旨を通知する（Ｓ１）。
【００６４】
　ここで、表示画像作成部１１で作成される表示画像５０について、詳細に説明する。
【００６５】
　表示画像作成部１１においては、万が一不正な行為、すなわち表示部１２において表示
される表示画像５０が画面コピーされたりした場合においても、その画像を用いて第三者
が被認証者２１になりすまして認証を受ける等の不正行為を容易に行えないような表示画
像を作成する必要がある。すなわち、表示画像作成部１１は、鮮鋭な眼画像を劣化させる
ことによって表示画像５０を作成する。ここで、眼画像を劣化させるとは、コントラスト
、明るさ、ピント等のあった鮮鋭度の高い眼画像のうち、虹彩の領域から認証情報を作成
できないように、または作成しても元の鮮鋭度の高い眼画像から作成された認証情報と一
致しない程度にまでその画質を低下させる、または後述するように眼画像の一部分または
全部を別の画像に置換することをいう。
【００６６】
　このような処理を実現するための一例として、表示画像作成部１１は、入力される画像
をその周波数領域によって圧縮する方法、例えば、広く知られたＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ　
Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）方式で圧縮することによって
表示画像５０を作成することができる。ＪＰＥＧ圧縮処理することにより、表示画像５０
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を用いてなりすましされる可能性を著しく低減することが可能となる。
【００６７】
　なお、ここでＪＰＥＧ圧縮処理とは、例えば、ダウンサンプリング、ＤＣＴ（Ｄｉｓｃ
ｒｅｔｅ　Ｃｏｓｉｎｅ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ：離散コサイン変換）処理、量子化処理お
よびＨｕｆｆｍａｎ変換を行うことで実現できるが、この方法以外にも、例えばＤＣＴ処
理をＤＷＴ処理（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｗａｖｅｌｅｔ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ：離散ウェー
ブレット変換）処理に置き換える等、公知の様々な方法を用いることができる。
【００６８】
　このようなＪＰＥＧ圧縮された表示画像５１の例を図４に示す。表示画像５１の圧縮率
は９８％である。図４に示したように、表示画像５１は虹彩パターンがほぼ見分けられな
いほどに圧縮されており、なりすましに用いられる可能性を著しく低減することを可能と
する。なお、ここで圧縮率とは、圧縮処理前後の画像情報の大きさ（バイト数）の比率で
あり、
圧縮率＝１００－（圧縮後の画像サイズ／元画像サイズ）×１００）
で表される。
【００６９】
　検討によれば、見た目に不自然さを感じにくく、かつ、画面コピーによるなりすましを
防ぐためには、その圧縮率を一定の範囲にすることが望ましい。
【００７０】
　圧縮率が高すぎると見た目に不自然さを感じ、圧縮率が低すぎると画面コピーされたよ
うな場合になりすましされる可能性が発生する。上述した図４の画像によれば、表示画像
５１を用いて効果的に、かつ違和感を覚えさせることなく自然に被認証者２１を誘導する
ことが可能である。
【００７１】
　また、別の方法として、表示画像作成部１１で画像を構成する画素の間引き処理（以下
、リサイズと記す）を行うことにより、なりすましされる可能性を低減することが可能で
ある。一例として、行方向および列方向にそれぞれ１９画素おきに間引いて作成した表示
画像５２を図５に示す。図５に示したように、表示画像５２も虹彩パターンがほぼ見分け
らず、なりすましに用いられる可能性を著しく低減することが可能となる。また、この場
合にも、表示画像５２を用いて効果的に、かつ違和感を覚えさせることなく自然に被認証
者２１を誘導することが可能である。
【００７２】
　なお、本発明においては、このリサイズの方法を限定するものではないが、例えば、縦
横それぞれ１ラインおきに画素を間引く等の方法を行うことが可能であるし、縦方向また
は横方向のみ間引き処理を行うことも可能である。
【００７３】
　さらに、別の方法として、表示画像作成部１１で画像に対してノイズ情報を付加する処
理を行うことによって表示画像５３を作成してもよい。本発明においては、このノイズ付
加の方法を限定するものではないが、一例として、ランダムに輝度振幅５０のノイズ信号
を発生し、そのノイズ信号を各画素毎の輝度に加減算して作成した表示画像５３を図６に
示す。図６に示したように、表示画像５３も虹彩パターンがほぼ見分けられないほどに画
像が劣化しており、なりすましに用いられる可能性を著しく低減することが可能となる。
また、この場合にも、表示画像５３を用いて効果的に、かつ違和感を覚えさせることなく
自然に被認証者２１を誘導することが可能である。
【００７４】
　なお、本明細書においては、説明を簡単にするために、画像を構成する各画素の輝度階
調は全て２５６階調であるとする。
【００７５】
　なお、このノイズ付加の方法としては、前述のようにランダムに発生させたノイズを付
加する他にも、例えば、所定の振幅のガウス分布に従ったノイズを発生して、そのノイズ
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を付加することも可能である。
【００７６】
　さらに、上述の圧縮、リサイズおよびノイズ付加のうち２つ以上の処理を組み合わせて
表示画像５４を作成してもよい。図７にこのような表示画像５４の一例を示す。
【００７７】
　図７に示した表示画像５４は、縦方向に４分の１、横方向に４分の１にそれぞれリサイ
ズして、さらにＪＰＥＧ圧縮処理（圧縮率９５．６％）を行ったものである。
【００７８】
　このように作成した表示画像５４は、図７に示したように自然な眼画像であり被認証者
２１に不快感を与えにくく、かつ、認証に用いる虹彩の皺模様が不明確であるために、こ
の表示画像５４をなりすましに用いられる可能を極めて低くすることが可能である。
【００７９】
　以上述べたように、本発明の第１の実施の形態における認証システム３０を用いること
により、被認証者２１の誘導等に用いるために表示部１２に表示させる表示画像５０を所
定の方法によって作成することにより、表示部１２の画面コピー等が行われた場合にも、
なりすましのされにくい、セキュリティ性の高い認証システムを提供できる。かつ、表示
画像５０を用いて効果的に、かつ違和感を覚えさせることなく自然に被認証者２１を誘導
することも可能である。
【００８０】
　なお、本発明の第１の実施の形態における認証システム３０においては、被認証者２１
がその画像入力部２を手で移動させる例を示したが、本発明はこれになんら限定されるも
のではない。例えば、画像入力部２が据え置きされており、被認証者２１が自らの眼の位
置を動かして適切な眼画像を撮影する構成であってもよいことはいうまでもない。
【００８１】
　また、本発明の第１の実施の形態の認証システム３０においては、画像入力部２、認証
装置１および表示部１２が別々の機器として構成された例を示したが、本発明はこれにな
んら限定されるものではない。例えば、画像入力部２が認証装置１に組み込まれていたり
、表示部１２が認証装置１に組み込まれていたり、画像入力部２と表示部１２とが一体に
構成されていたり、さらには、画像入力部２、認証装置１および表示部１２が一体に構成
されていてもよいことはいうまでもない。
【００８２】
　例えば、画像入力部２、認証装置１および表示部１２が一体に構成された認証システム
の例として、認証機能を有する携帯電話装置４０の外観を図８に示す。
【００８３】
　図８に示した携帯電話装置４０は、前述した画像入力部２としてＣＣＤカメラ４３を備
え、表示部１２として液晶ディスプレイ４４を備えている。
【００８４】
　さらに、携帯電話装置４０は、被認証者２１の虹彩の高コントラストな画像を撮影する
ために、赤外線を発生する２つのＬＥＤ４１を備えている。また、前述のＣＣＤカメラ４
３は可視光カット（赤外透過）フィルタを有しており、被認証者２１の虹彩の高コントラ
ストな画像を撮影できる。なお、ＬＥＤ４１を２つ備えた理由は、被認証者２１が眼鏡を
かけているような場合に、いずれか一方の光源を用いて撮影した画像には眼鏡のレンズ等
における反射光が含まれない可能性が高いため、すなわちこのような構成により、眼鏡反
射光成分を除去するためである。
【００８５】
　被認証者２１は、液晶ディスプレイ４４に表示された表示画像５０を見ながら、自らの
眼が適切に表示された場合（例えば、画面の中心に欠けることなく表示された場合、また
は別途設けられたガイド部に適応した表示がされた場合）に所定のダイレクトキー４２を
押すことにより、眼画像が、携帯電話装置４０に内蔵された認証装置１に入力され、被認
証者２１の認証を行うことが可能となる。
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【００８６】
　さらに、本発明の第１の実施の形態の認証システム３０においては、被認証者２１が自
らの眼の近傍に画像入力部２を移動させて撮影する例を示したが、本発明はこれに限定さ
れない。例えば、被認証者２１は、画像入力部２よって自らの眼を含む広角領域（例えば
顔全体や体全体等）を撮影し、認証装置１は画像から眼の領域を適切に切出して認証処理
に供する構成であってもよいことはいうまでもない。
【００８７】
　（第２の実施の形態）
　次に、本発明の第２の実施の形態における認証システムについて説明する。
【００８８】
　図９は、本発明の第２の実施の形態における認証システムの概念を示す図である。
【００８９】
　図９に示したように、本発明の第２の実施の形態における認証システム７０は、被認証
者２１の眼画像が入力される画像入力部６２と、画像入力部６２に情報伝達部６３を介し
て接続された登録管理装置６４とを備える。
【００９０】
　さらに、登録管理装置６４は、認証装置６１、表示部７２および入力部１３を有する。
【００９１】
　このような認証システム７０の形態は、一般的に被認証者２１の入退室を管理する入退
室管理システムに広く用いられている。入退室管理システムにおいては、あらかじめ被認
証者２１の眼画像を撮影して、そのコード化された認証情報を登録認証情報として登録す
る処理を行うとともに、被認証者２１が入室または退室する場合に、被認証者２１の眼画
像を撮影し、被認証者２１の眼画像から作成した認証情報と登録された登録認証情報とを
比較照合して、被認証者２１があらかじめ登録された者であると認証された場合に入室ま
たは退室を許可する処理を行う。
【００９２】
　このうち、被認証者２１を以降認証可能な者として登録処理する場合に、本発明の第２
の実施の形態における認証システム７０においては、被認証者２１は画像入力部６２で自
らの眼画像を撮影して、遠隔に配置された登録管理装置６４において、管理者２３がその
眼画像を目視により確認して、その眼画像を登録してよい画像であると判定した場合には
、その眼画像を登録画像として登録する。すなわち、管理者２３は、表示部７２に表示さ
れた眼画像を見て、眼が十分見開かれているか（十分な虹彩領域が確保されているか）、
眼の虹彩を含む領域が画面内に入っているか等を目視で確認して、問題がなければ登録許
可する。
【００９３】
　このような入退室管理システムにおいては、従来から、管理者２３が不正な目的で登録
管理装置６４の表示部７２に表示された眼画像を画面コピーする等して複製することによ
って、その眼画像を用いてなりすましを行う可能性が指摘されてきた。
【００９４】
　しかしながら、本発明の第２の実施の形態における認証システム７０においては、表示
部７２に表示される表示画像８０は後述する方法で画像処理されて作成されているので、
複製してもなりすまし等を行うことができない。
【００９５】
　図１０は、本発明の第２の実施の形態における認証システム７０の構成を示すブロック
図である。
【００９６】
　図１０に示した認証システム７０における認証装置６１の機能ブロックのうち、第１の
実施の形態に示した認証装置１の機能ブロックと共通する部分については同一の符号を付
して、その説明を省略する。
【００９７】
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　本発明の第２の実施の形態における認証装置６１が第１の実施の形態に示した認証装置
１と異なるところは、画像入力部６２から眼画像が表示画像作成部３１に入力されるので
はなく、登録部２０から表示画像作成部３１へ眼画像が送られること、および、登録部２
０に管理者２３が操作する入力部１３からの信号が入力されることである。
【００９８】
　また、本発明の第２の実施の形態における画像入力部６２が第１の実施の形態における
画像入力部２と異なるところは、画像入力部６２が被認証者２１を誘導するための眼位置
誘導部６５を備えていることである。なお、眼位置誘導部６５は、被認証者２１が自らの
眼が映る位置に移動することにより、装置に対して水平および垂直方向の誘導を行う鏡誘
導部６６、および、被認証者２１が装置との距離を適当に調節できるように、被認証者２
１が移動すべき方向を音声や画像等で指示する移動指示部６７を有する例を図９に示す。
【００９９】
　以下、認証システム７０の動作について説明しながら、本発明の第２の実施の形態にお
ける認証装置６１と第１の実施の形態に示した認証装置１との違いを詳細に説明する。
【０１００】
　図１１は、本発明の第２の実施の形態における認証システム７０の動作ステップを示す
フローチャートである。以下、被認証者２１を登録する際の動作について説明する。
【０１０１】
　まず、画像入力部６２において、被認証者２１の眼画像が撮影される（Ｓ１０）。この
場合、画像入力部６２に搭載された眼位置誘導部６５によって、被認証者２１は負担を感
じることなく自らの眼を撮影することが可能である。
【０１０２】
　次に、撮影された眼画像は画質判定部３に送られて、前述したような画質判定が行われ
る（Ｓ１１）。画質判定部３で画質が良いと判定された場合には（Ｓ１２）、眼画像は眼
位置検出部４に送られ、例えば前述の特許文献１に示した方法で、瞼位置検出部５、極座
標変換部６およびコード化部７で所定の処理が行われ、認証情報が作成される（Ｓ１３）
。一方、ステップＳ１２で眼画像の画質が悪いと判定された場合には、その旨を被認証者
２１に対して通知し、再度眼画像の入力を行う（Ｓ１０）。
【０１０３】
　登録部２０は、コード化部７からコード化された認証情報が入力された場合に、この情
報を登録してよいか否かの問いかけを管理者２３に対して行う。このとき、登録部２０は
、コード化された認証情報と対応するコード化部７から送られた眼画像を表示画像作成部
３１に送り、表示画像作成部３１は、第１の実施の形態で説明した表示画像作成部１１と
同様の方法で表示画像８０の作成を行う（Ｓ１４）。
【０１０４】
　そして、表示画像８０は表示画像作成部３１から表示部７２へと送られて、表示部７２
は表示画像８０を表示する（Ｓ１５）。
【０１０５】
　管理者２３は、表示部７２に表示された表示画像８０を見て、その画像が登録するのに
適した画像であるかの前述のような確認を行う。確認により、眼画像が登録に適当である
と判断した場合には、登録許可の入力を入力部１３から行う（Ｓ１６）。
【０１０６】
　登録許可の入力があった場合には（Ｓ１７）、登録部２０は、コード化部７から入力さ
れた認証情報を登録認証情報として記憶部９に記憶して、登録処理を終了する（Ｓ１８）
。一方、ステップＳ１７において、入力部１３からの入力がない場合、および画像が登録
に不適当である旨の入力があった場合には、ステップＳ１０に戻って再度眼画像を入力さ
せてもよいし、外部の装置に対してエラー信号を発生したり、表示部７２にエラーメッセ
ージを表示したりする構成であってもよい。
【０１０７】
　本発明の第２の実施の形態において、表示画像作成部３１で眼画像の画像処理を行って
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表示画像８０を作成する場合には、管理者２３が表示部７２に表示された表示画像８０を
見てそれが登録してよい画像であるか否かを判定できる程度の画質が必要であり、かつ、
画面コピー等で複製されてもなりすましが困難な程度の画質の画像とすることが望まれる
。
【０１０８】
　このような構成とすることにより、本発明の第２の実施の形態における認証システム７
０によれば、管理者２３が不正な目的を持っており、表示部７２に表示された表示画像８
０を画面コピー等して複製しても、それを用いてなりすましが困難な、セキュリティ性の
高い認証システム７０を実現できる。
【０１０９】
　なお、本発明の第２の実施の形態の認証システム７０においては、画像入力部６２、認
証装置６１および表示部７２が別々の機器として構成された例を示したが、本発明はこれ
になんら限定されるものではない。例えば、画像入力部６２が認証装置６１に組み込まれ
ていたり、表示部７２が認証装置６１に組み込まれていたり、画像入力部６２と表示部７
２とが一体に構成されていたり、さらには、画像入力部６２、認証装置６１および表示部
７２が一体に構成されていてもよいことはいうまでもない。
【０１１０】
　なお、前述のように、装置が一体に構成された場合に、登録部２０が認証情報を登録し
ようとする場合には、被認証者２１自らが表示画像８０を見て登録すべきか否かを判定す
る構成であってもよい。
【０１１１】
　（第３の実施の形態）
　次に、本発明の第３の実施の形態における認証システム６０について説明する。図１２
は本発明の第３の実施の形態における認証システム６０の構成を示すブロック図である。
【０１１２】
　本発明の第３の実施の形態における認証システム６０の概要は第２の実施の形態におけ
る認証システム７０と同様である。ここでは説明を簡単にするために、第１の実施の形態
および第２の実施の形態で説明した認証システム３０および認証システム７０と同様の機
能ブロックについては同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１１３】
　本発明の第３の実施の形態における認証システム６０が前述の認証システム７０と異な
るところは、認証装置７５の表示画像作成部７１が、登録部２０に加えて眼位置検出部４
および瞼位置検出部５とも接続されていることである。これにより、表示画像作成部７１
は、眼位置検出部４で検出された眼画像中における黒目の領域の中心位置および輪郭の位
置（以下、眼位置と記す）および瞼位置検出部５によって検出された瞼の位置（以下、瞼
位置と記す）の情報を参酌して表示画像の作成処理を行うことができる。
【０１１４】
　このような構成により、本発明の第３の実施の形態において、表示画像作成部７１は、
登録部２０から送られた眼画像から、前述の画像圧縮、ノイズ付加、リサイズ等の処理を
行った表示画像を作成できることはもちろんのこと、加えて以下の処理を行うことが可能
となる。
【０１１５】
　以下、本発明の第３の実施の形態における表示画像作成部７１の機能について、さらに
詳細に説明する。
【０１１６】
　表示画像作成部７１は、前述のように眼位置および瞼位置とを参酌できるので、眼画像
から認証に必要となる虹彩を含む領域を選択的に画像処理することができる。つまり、画
像入力部６２で入力された眼画像から、瞼位置検出部５で検出された瞼の領域を除き、眼
位置検出部４で検出された黒目の領域と重なる部分を算出すれば、虹彩を含む領域を得る
ことが可能となる。この得られた領域について、選択的に画像処理を行えばよい。
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【０１１７】
　この表示画像作成部７１が行う画像処理の一例として、図１３に、黒目の領域を選択的
にノイズ付加した表示画像９１の例を示す。図１３に示すように、全体的には、管理者２
３に不自然な感覚を生じさせない自然な眼画像が表示されており、管理者２３はこのよう
な表示画像９１を見て、その画像を登録すべきか否かを明確に判断することがより確実に
可能となる。また、表示画像９１の虹彩を含む領域はノイズが付加されているので、表示
画像９１を用いてなりすましを試みても、認証される可能性は極めて低い。
【０１１８】
　なお、このノイズ付加の方法は、第１の実施の形態で説明したノイズ付加方法と同じ方
法を用いることが可能である。
【０１１９】
　次に、別の例として、図１４に、眼画像の黒目の領域をあらかじめ準備した模擬虹彩の
パターン図形と置換する処理を行った表示画像９２の例を示す。図１４に示すように、登
録すべき画像の判別に用いるには十分自然で、画像の適否の判別のしやすい表示画像９２
を作成することが可能となる。また、なりすましをされる可能性は極めて低いので、セキ
ュリティ性の高い認証システム６０を実現することが可能である。
【０１２０】
　さらに、別の例として、図１５に、眼画像の眼全体の領域を、あらかじめ準備したデフ
ォルメされた眼のパターン画像と置換する画像処理を行って作成した表示画像９３の例を
示す。この場合には、眼位置検出部４で検出された眼の黒目領域の中心位置の座標を用い
て、あらかじめ準備した所定のパターン画像と置換する。
【０１２１】
　表示画像９３を用いた場合には、画像の登録適否の判別は、他の表示画像と比較して難
しいが、第４の実施の形態で後述するような、被認証者２１の誘導用に用いる場合には、
問題なく使用することができるし、瞼情報を用いて、まばたきを表現するようにすれば、
登録可否の判別に用いることも可能となる。
【０１２２】
　なお、上述の例では、あらかじめ準備された眼のパターン画像として、デフォルメされ
た眼の図形の例を示したが、本発明はこれに限定されない。
【０１２３】
　例えば、眼のパターン画像として、虹彩の皺パターンをあらかじめ擬似的に作成した眼
画像を用意し、この眼画像を用いてもよい。
【０１２４】
　なお、本発明の第３の実施の形態においては、表示画像作成部７１と眼位置検出部４お
よび瞼位置検出部５とがそれぞれ接続されている例を示したが、本発明はこれに限定され
るものではない。例えば、接続されているのと実質的に同じ効果、例えば眼位置検出部４
において検出された眼位置、および瞼位置検出部５において検出された瞼位置の情報が極
座標変換部６、コード化部７および登録部２０を介して表示画像作成部７１に送られる構
成であっても、表示画像作成部７１において前述したものと同様の画像処理が可能である
ことはいうまでもない。
【０１２５】
　（第４の実施の形態）
　次に、本発明の第４の実施の形態として、本発明のさらに別の構成の認証システムにつ
いて説明する。
【０１２６】
　本発明の第１の実施の形態から第３の実施の形態においては、それぞれ、被認証者２１
の誘導を行う際に表示する画像について所定の処理を行って表示画像を作成する例として
認証システム３０を示し、被認証者２１から撮影した眼画像を画像処理して、眼画像を登
録認証画像として登録する場合における管理者２３の確認用の表示画像とする例を認証シ
ステム７０，６０において示した。
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【０１２７】
　しかしながら、本発明の認証システムはこれらの実施の形態に限定されない。
【０１２８】
　図１６は、本発明の第４の実施の形態における認証システム８５の構成を示すブロック
図である。本発明の第１の実施の形態から第３の実施の形態までに説明した機能ブロック
と同様の機能を有する機能ブロックには、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１２９】
　本発明の第４の実施の形態における認証システム８５は、第１の実施の形態で説明した
認証システム３０の特徴と第２の実施の形態で説明した認証システム７０の特徴とを併せ
持っている。
【０１３０】
　本発明の第４の実施の形態における認証システム８５の構成と、第１の実施の形態で説
明した認証システム３０および第２の実施の形態で説明した認証システム７０との違いは
、画像入力部８２、表示部８３および入力部８４が認証装置と一体に構成されて認証シス
テム８５を形成していること、ならびに、表示画像作成部８１は画像入力部８２と登録部
２０とにそれぞれ接続されていることである。
【０１３１】
　本発明の第４の実施の形態の認証システム８５における表示画像作成部８１は、前述の
第１の実施の形態における認証装置１の表示画像作成部１１および第２の実施の形態にお
ける認証装置６１における表示画像作成部３１と同様の処理、すなわち、画像全体の画像
圧縮処理、ノイズ付加処理およびリサイズ処理等を行う。
【０１３２】
　このような構成とすることで、本発明の第４の実施の形態の認証システム８５を用いる
ことによって、被認証者２１を誘導するために表示画像を作成して表示部８３に表示でき
るとともに、登録部２０がコード化部７から送られた認証情報を登録認証情報として記憶
部９に登録しようとする場合に、管理者２３（または被認証者２１）に対して、確認用の
表示画像を表示することができる。
【０１３３】
　これにより、被認証者２１の誘導時においても、認証情報登録の確認時においても、画
面コピー等されて複製されてもなりすましをされる可能性の低い画像を表示できるので、
セキュリティ性の高い認証システム８５を提供することができる。
【０１３４】
　（第５の実施の形態）
　次に、本発明の第５の実施の形態である認証システム８８について説明する。
【０１３５】
　図１７は、本発明の第５の実施の形態における認証システム８８の構成を示すブロック
図である。
【０１３６】
　図１７に示したように、本発明の第５の実施の形態における認証システム８８は、第４
の実施の形態で説明した認証システム８５と共通する部分が多いが、異なる部分は、表示
画像作成部９４が画像入力部８２や登録部２０のみならず、眼位置検出部４および瞼位置
検出部５それぞれと接続されていることである。
【０１３７】
　このような構成とすることで、本発明の第５の実施の形態の認証システム８８は、第１
の実施の形態における認証装置１の表示画像作成部１１の機能および第３の実施の形態に
おける認証装置７５の表示画像作成部７１の機能を併せ持った機能を有することが可能と
なる。
【０１３８】
　すなわち、認証システム８８が被認証者２１の誘導を行う際には、表示画像作成部９４
は、第１の実施の形態で説明した表示画像作成部１１の機能、すなわち、画像入力部８２
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から送られた眼画像を圧縮処理、ノイズ付加、リサイズ等することによって、複製されて
もなりすましのされる可能性の少ない表示画像を表示部８３に表示することが可能である
。
【０１３９】
　そして、認証システム８８の登録部２０が被認証者２１の眼画像から作成したコード化
された認証情報を記憶部９に登録させようとする場合には、表示画像作成部９４は、接続
された眼位置検出部４および瞼位置検出部５から虹彩を含む眼位置の情報および瞼位置の
情報を得ることができるので、第３の実施の形態の認証装置７５の表示画像作成部７１と
同様の機能、すなわち、眼の少なくとも虹彩を含む領域を選択的にノイズ付加したり、あ
らかじめ作成しておいた眼や図形等の画像等と置換処理等することが可能である。
【０１４０】
　このような認証システム８８においては、その眼位置の検出および瞼位置の検出のそれ
ぞれの機能について、眼画像から認証情報を作成する眼位置検出部４および瞼位置検出部
５の機能と共用しているので、迅速な表示画像の作成が行えるとともに、全体の装置構成
や装置規模を抑制することが可能となる。
【０１４１】
　このような構成とすることにより、本発明の第５の実施の形態の認証システム８８によ
れば、被認証者２１の誘導時には画像全体の画質を劣化させたような表示画像を用いて誘
導を行うことができ、認証情報の登録時には、虹彩領域の画像は劣化しているものの、他
の領域は劣化していないので、管理者２３や被認証者がその画像を登録してよいか否かの
判断がしやすい表示画像を表示することができる。
【０１４２】
　誘導用、確認用表示画像のいずれの画像も、複製によるなりすましの可能性を著しく低
下させることができるので、本発明の第５の実施の形態の認証システム８８においてもセ
キュリティ性の高い構成を実現することができる。
【０１４３】
　なお、本発明の実施の形態においては、画像入力部、表示画像作成部および表示部が認
証装置に搭載された構成を示したが、本発明はこれに限定されない。例えば、網膜認証、
顔認証、動体検知等の人間の眼を含む画像を撮影して処理を行う各種装置に前述の画像入
力部、表示画像作成部および表示部を導入することにより、その表示部に表示される表示
画像を複製されることによる、なりすまし等の不正な行為が行われる可能性を低くするこ
とが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【０１４４】
　本発明に係る眼画像入力装置および認証装置および画像処理方法ならびにプログラムに
よれば、画像の虹彩を含む部分の画像が劣化しているので、表示部に表示された画像を不
正に取得されても、不正な者があらかじめ登録された者になりすます可能性が低く、セキ
ュリティ性が高いので、眼の画像を入力する眼画像入力装置およびそれを用いた認証装置
および画像処理方法ならびにプログラムとして有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】本発明の第１の実施の形態における認証システムの概要を説明する図
【図２】本発明の第１の実施の形態における認証装置１の構成を示すブロック図
【図３】本発明の第１の実施の形態における認証装置１の処理ステップを示すフローチャ
ート
【図４】本発明の第１の実施の形態における表示画像の一例を示す図
【図５】本発明の第１の実施の形態における表示画像の他の例を示す図
【図６】本発明の第１の実施の形態における表示画像のさらに他の例を示す図
【図７】本発明の第１の実施の形態における表示画像のさらに他の例を示す図
【図８】本発明の第１の実施の形態における認証機能を有する携帯電話装置の外観を示す
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図
【図９】本発明の第２の実施の形態における認証システムの概念を示す図
【図１０】本発明の第２の実施の形態における認証システムの構成を示すブロック図
【図１１】本発明の第２の実施の形態における認証システムの動作ステップを示すフロー
チャート
【図１２】本発明の第３の実施の形態における認証システムの構成を示すブロック図
【図１３】本発明の第３の実施の形態における表示画像の一例を示す図
【図１４】本発明の第３の実施の形態における表示画像の他の例を示す図
【図１５】本発明の第３の実施の形態における表示画像のさらに他の例を示す図
【図１６】本発明の第４の実施の形態における認証システムの構成を示すブロック図
【図１７】本発明の第５の実施の形態における認証システムの構成を示すブロック図
【符号の説明】
【０１４６】
　１，６１，７５　　認証装置
　２，６２，８２　　画像入力部
　３　　画質判定部
　４　　眼位置検出部
　５　　瞼位置検出部
　６　　極座標変換部
　７　　コード化部
　８　　照合部
　９　　記憶部
　１０，２０　　登録部
　１１，３１，７１，８１，９４　　表示画像作成部
　１２，７２，８３　　表示部
　１３，８４　　入力部
　２１　　被認証者
　２２，６３　　情報伝達部
　２３　　管理者
　３０，６０，７０，８５，８８　　認証システム
　４０　　携帯電話装置
　４１　　ＬＥＤ
　４２　　ダイレクトキー
　４３　　ＣＣＤカメラ
　４４　　液晶ディスプレイ
　５０～５４，８０，９１～９３　　表示画像
　６４　　登録管理装置
　６５　　眼位置誘導部
　６６　　鏡誘導部
　６７　　移動指示部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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