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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを入力する入力部と、
　入力データと照合される複数の認証対象データを記憶する認証対象データ記憶部と、
　前記入力データと照合される複数の参照データを記憶する参照データ記憶部と、
　前記入力データと少なくとも前記認証対象データとを照合する照合部と、
　前記認証対象データに合致する前記入力データを前記参照データ記憶部に記憶し、照合
回数が基準値を超え且つ認証成功率が前記認証対象データの認証成功率を超える参照デー
タを前記認証対象データ記憶部の前記認証対象データに差し替える記憶制御部と、
　を備えることを特徴とする認証装置。
【請求項２】
　前記データは、採取された指紋情報であることを特徴とする請求項１に記載の認証装置
。
【請求項３】
　前記参照データ記憶部は、前記参照データから抽出された前記照合回数の高い参照デー
タを記憶する記憶部を備える請求項１に記載の認証装置。
【請求項４】
　コンピュータによって実行される認証プログラムであって、
　データを入力する機能と、
　複数の認証対象データを認証対象データ記憶部に記憶する機能と、
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　複数の参照データを参照データ記憶部に記憶する機能と、
　入力データと前記認証対象データとを照合し、前記参照データ記憶部に参照データがあ
れば該参照データとも照合する機能と、
　前記認証対象データに合致する前記入力データを前記参照データ記憶部に記憶し、照合
回数が基準値を超え且つ認証成功率が前記認証対象データの認証成功率を超える参照デー
タを前記認証対象データ記憶部の前記認証対象データに差し替える機能と、
　を前記コンピュータに実行させる認証プログラム。
【請求項５】
　認証機能を備える携帯端末装置であって、
　データを入力する入力部と、
　入力データと照合される複数の認証対象データを記憶する認証対象データ記憶部と、
　前記入力データと照合される複数の参照データを記憶する参照データ記憶部と、
　前記入力データと少なくとも前記認証対象データとを照合する照合部と、
　前記認証対象データに合致する前記入力データを前記参照データ記憶部に記憶し、照合
回数が基準値を超え且つ認証成功率が前記認証対象データの認証成功率を超える参照デー
タを前記認証対象データ記憶部の前記認証対象データに差し替える記憶制御部と、
　を備えることを特徴とする携帯端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指紋等の生体情報を認証に用いる認証装置に関し、例えば、認証対象データ
を自動更新する認証装置、認証プログラム及び携帯端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　指紋等の生体情報を用いた認証では、本人を表す認証対象データを登録し、この認証対
象データと入力データとを比較することにより、入力データが認証対象データに合致する
か否かで本人か否かを判定している。
【０００３】
　このような認証に関し、認証に成功するまでに入力された指紋画像を一時的に記憶し、
この一時記憶画像を失敗画像と比較して一致回数をカウントアップし、その一致回数が所
定値以上の失敗画像を認証画像に置き換えることが知られている（特許文献１）。
【０００４】
　また、指紋認証の履歴情報から失敗率を算出し、この失敗率が要求レベル以上になれば
参照指紋情報を更新し、停止レベル以上になれば指紋認証を停止することが知られている
（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２１７４４２公報
【特許文献２】特開２００７－１４１１１３公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、認証対象データは、利用者を特定する固有データであって、利用者が自ら更
新処理を実行しない限り更新されるものではない。認証成功率を高める目的で認証対象デ
ータを更新しても認証成功率が上昇するかどうかは分からない。
【０００７】
　認証する頻度や操作の習熟度により入力データと登録当初の認証対象データとの間に差
分が生じ、この差分が大きければ認証失敗の原因となる。
【０００８】
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　認証の際には認証に成功するまで入力操作を繰り返す必要があるが、入力操作の繰り返
し等、認証操作に手間取ることは、利用者に不安感や不快感を与えることになる。
【０００９】
　そこで、本開示の認証装置、認証プログラム及び携帯端末装置の目的は、認証対象デー
タの実績に応じて自動更新し、認証操作性の向上を図ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本開示の認証装置は、照合部で入力データと認証対象データ
とを照合し、参照データ記憶部に参照データがあれば該参照データとも照合する。そして
、記憶制御部は、認証対象データに合致する入力データを参照データ記憶部に記憶し、照
合回数が基準値を超え且つ認証成功率が前記認証対象データを超える参照データを認証対
象データ記憶部の認証対象データに差し替える。
【００１１】
　上記目的を達成するため、本開示のコンピュータによって実行される認証プログラムで
あって、入力データと認証対象データとを照合し、参照データ記憶部に参照データがあれ
ば該参照データとも照合する。そして、認証対象データに合致する入力データを参照デー
タ記憶部に記憶し、照合回数が基準値を超え且つ認証成功率が認証対象データの認証成功
率を超える参照データを認証対象データ記憶部の認証対象データに差し替える。
【００１２】
　上記目的を達成するため、認証機能を備える携帯端末装置であって、該携帯端末装置は
、既述の認証装置を備える。そこで、照合部で入力データと前記認証対象データとを照合
し、参照データ記憶部に参照データがあれば該参照データとも照合する。そして、制御部
は、認証対象データに合致する入力データを参照データ記憶部に記憶し、照合回数が基準
値を超え且つ認証成功率が前記認証対象データを超える参照データを認証対象データ記憶
部の認証対象データに差し替える。
【発明の効果】
【００１３】
　本開示の認証装置、認証プログラム及び携帯端末装置によれば、次の何れかの効果が得
られる。
【００１４】
　(1) 認証成功率の高いデータに認証対象データを自動更新することができ、認証操作性
を向上させることができる。
【００１５】
　(2) 認証実績に基づいて更新された認証対象データを用いるので、認証精度を高めるこ
とができる。
【００１６】
　(3) 認証対象データに生体状況や生体変化を反映させることができ、生体認証の精度を
高めることができる。
【００１７】
　そして、本発明の他の目的、特徴及び利点は、添付図面及び各実施の形態を参照するこ
とにより、一層明確になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】第１の実施の形態に係る認証装置の一例を示す図である。
【図２】認証装置の動作を示すフローチャートである。
【図３】第２の実施の形態に係る携帯電話機の機能部の一例を示す図である。
【図４】携帯電話機のハードウェアの一例を示す図である。
【図５】メモリ部の一例を示す図である。
【図６】認証対象データ格納部、集積フォルダ及び審査フォルダの一例を示す図である。
【図７】携帯電話機を前面側から見て示した図である。
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【図８】携帯電話機を背面側から見て示した図である。
【図９】指紋登録時の画面表示の一例を示す図である。
【図１０】指紋センサ部及び指紋採取の一例を示す図である。
【図１１】初期登録の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１２】認証処理（１～Ｘ回目）の処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】認証処理〔（Ｘ＋１）回目～（Ｘ＋Ｙ－１）回目〕の処理手順を示すフローチ
ャートである。
【図１４】認証処理〔（Ｘ＋Ｙ）回目以降〕の処理手順を示すフローチャートである。
【図１５】認証処理（１回目）の一例を示す図である。
【図１６】認証処理（２回目）の一例を示す図である。
【図１７】認証処理（３回目）の一例を示す図である。
【図１８】認証処理（４回目）の一例を示す図である。
【図１９】認証処理（５回目）の一例を示す図である。
【図２０】認証処理（６回目）の一例を示す図である。
【図２１】認証処理（７回目）の一例を示す図である。
【図２２】認証処理（８回目）の一例を示す図である。
【図２３】差替え審査処理の一例を示す図である。
【図２４】差替え審査処理の一例を示す図である。
【図２５】認証処理（９回目）の一例を示す図である。
【図２６】差替え審査処理の一例を示す図である。
【図２７】差替え審査処理の一例を示す図である。
【図２８】第３の実施の形態に係る認証処理の処理手順の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２９】他の実施の形態に係るパーソナルコンピュータを示す図である。
【図３０】他の実施の形態に係るパーソナルコンピュータを示す図である。
【図３１】他の実施の形態に係るＰＤＡを示す図である。
【図３２】指紋認証の比較例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
〔第１の実施の形態〕
【００２０】
　第１の実施の形態について、図１を参照する。図１は認証装置の一例を示している。
【００２１】
　この認証装置２は、本開示の認証装置及び認証プログラムの一例であって、入力データ
４を登録されている認証対象データと照合する機能や、認証対象データを認証実績に応じ
て更新する機能を含んでいる。入力データ４は認証に用いられるデータであって、例えば
、指紋画像を表す画像データであり、後述の認証対象データや参照データとなる。
【００２２】
　この認証装置２は、図１に示すように、入力部６等の機能部を備えている。入力部６は
、指紋等の生体情報のデータ入力手段の一例であって、認証に用いるデータ、認証対象デ
ータとなるデータの入力に用いられる。認証に用いるデータは、生体情報を表すデータで
あり、生体から採取されたデータ例えば、指紋を表すデータである。認証対象データは本
人を表すデータであって、認証対象を表す登録データである。
【００２３】
　認証対象データ記憶部８は、複数の認証対象データを記憶する記憶手段の一例であって
、認証対象データは既述のデータである。この認証対象データ記憶部８に記憶される認証
対象データは、単一でもよいが、複数の異なる認証対象データが記憶されている。これは
、認証に冗長度を与えるためである。
【００２４】
　参照データ記憶部１０は、複数の参照データを記憶する記憶手段の一例である。ここで
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、参照データは、既述の認証対象データと照合された結果、複数の認証対象データの少な
くとも一つと合致した入力データである。
【００２５】
　照合部１２は、入力データ４と認証対象データ記憶部８にある認証対象データとを照合
し、参照データ記憶部１０に参照データがあれば、その参照データとも照合する照合手段
の一例である。この照合部１２では、データが一致（合致）すれば認証成功であり、不一
致であれば認証失敗である。この照合に関し、記憶制御部１４では、入力データ４が認証
対象データの何れにも合致しなければ、その入力データ４は記憶することなく廃棄（即ち
、消去）される。入力データ４が認証対象データの何れにも合致しなければ、参照データ
記憶部１０に参照データがあったとしても、参照データとの照合は行わない。これにより
、認証の迅速化が図られる。
【００２６】
　記憶制御部１４はデータの記憶制御手段の一例であって、データ記憶と記憶手段のデー
タ差替えを行う。具体的には、その一つは認証対象データに合致する入力データ４を参照
データ記憶部１０に記憶する。他の一つは照合回数が基準値を超え且つ認証成功率が認証
対象データを超える参照データを認証対象データ記憶部８の認証対象データに差し替える
処理を行う。
【００２７】
　この認証装置２の認証動作について、図２を参照する。図２は認証処理の処理手順の一
例を示している。
【００２８】
　この処理手順は、本開示の認証方法又は認証プログラムの一例であって、図２に示すよ
うに、入力部６にデータを入力し、認証対象データ記憶部８に認証対象として複数の認証
対象データを記憶する（ステップＳ１１）。この入力データは、指紋等の生体情報である
。認証対象データ記憶部８に記録される認証対象データは例えば、３つである。
【００２９】
　入力部６に認証のための新たなデータを入力する（ステップＳ１２）。この入力データ
４と認証対象データ記憶部８にある認証対象データとを照合する（ステップＳ１３）。入
力データ４が認証対象データ記憶部８の認証対象データの何れかに合致するかを判定する
（ステップＳ１４）。入力データ４が認証対象データの何れにも合致しなければ（ステッ
プＳ１４のＮＯ）、入力データ４を消去、廃棄する（ステップＳ１５）。
【００３０】
　入力データ４が認証対象データの何れかに合致すれば（ステップＳ１４のＹＥＳ）、参
照データ記憶部１０に参照データがあるかを判定する（ステップＳ１６）。参照データ記
憶部１０に参照データがあれば（ステップＳ１６のＹＥＳ）、その参照データと入力デー
タ４とを照合し（ステップＳ１７）、ステップＳ１８に移行する。参照データ記憶部１０
に参照データがない場合（ステップＳ１６のＮＯ）にも、ステップＳ１８に移行する。
【００３１】
　ステップＳ１８では、認証対象データの何れかに合致する入力データ４を参照データ記
憶部１０に記憶する。
【００３２】
　そして、ステップＳ１９では、照合回数が基準値を超え且つ認証成功率が認証対象デー
タの認証成功率を超える参照データを認証対象データ記憶部８の認証対象データに差し替
える。
【００３３】
　斯かる構成では、認証対象データの何れかに合致した入力データ４は認証に成功したデ
ータであるから、参照データ記憶部１０に記憶される。認証対象データの何れかに合致し
た入力データ４は、参照データ記憶部１０にある参照データとも照合される。これら照合
の回数即ち、照合回数を各データ毎に計数し、認証成功を計数すれば、認証対象データ及
び参照データの照合回数及び認証成功率を求められる。これにより、照合回数に基準値を
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設定し、照合回数が基準値を超え且つ認証成功率が認証対象データを超える参照データを
認証対象データ記憶部８の認証対象データに差し替えられる。従って、認証成功率の高い
データに認証対象データを自動更新することができ、認証操作性の低下を防止できる。
【００３４】
　既述のように認証実績に基づいて更新された認証対象データを用いれば、認証精度を高
めることができる。
【００３５】
　生体は生活環境等で変化するが、既述の認証対象データの自動更新では、認証対象デー
タに生体状況や生体変化を反映させることができるので、生体認証の精度を高めることが
できる。
【００３６】
　また、参照データは認証対象データの何れかに合致した入力データであるから、参照デ
ータ記憶部には認証に成功しているデータが記憶されている。認証失敗のデータの記憶を
しないので、参照データ記憶部は有効データのみの記憶に費やされ、効率的にデータを記
憶することができる。
【００３７】
〔第２の実施の形態〕
【００３８】
　第２の実施の形態について、図３を参照する。図３は第２の実施の形態に係る携帯電話
機の認証機能部の一例を示している。図３において、図１と同一部分には同一符号を付し
てある。
【００３９】
　この携帯電話機２０は本開示の認証装置、認証プログラム又は携帯端末装置の一例であ
って、図３に示すように、認証機能部２２が含まれる。この認証機能部２２は、既述の認
証装置２（図１）の機能を包含するアプリケーション部（ＡＰＬ）である。この認証機能
部２２は、コンピュータで実現され、入力部６に加えられた入力データ４をメモリ部２４
にある認証対象データを含むデータと照合し、認証結果を出力する。
【００４０】
　入力部６は、指紋等の生体情報のデータ入力手段の一例であって、入力制御部２６によ
り制御される。入力制御部２６は、入力制御手段の一例であって、入力部６からの入力や
、指紋センサ部４６（図４）の指紋採取等の入力データ４の取り込み、保持等の制御を行
う。
【００４１】
　メモリ部２４はデータ記憶手段として認証対象データ格納部２８、集積フォルダ３０、
審査フォルダ３２を備える。認証対象データ格納部２８は認証対象データを格納し、集積
フォルダ３０には認証対象データの何れかと合致する入力データ４が格納される。審査フ
ォルダ３２には集積フォルダ３０から抽出された照合回数の多いデータが格納される。
【００４２】
　照合部１２は入力データ４と認証対象データ格納部２８に登録されている認証対象デー
タとの照合、集積フォルダ３０にデータがあればそのデータとの照合、審査フォルダ３２
にデータがあればそのデータとの照合を行う照合手段の一例である。入力データ４が認証
対象データ格納部２８にある認証対象データの何れかと合致すれば認証成功、合致しなけ
れば認証失敗であり、認証成功の場合には集積フォルダ３０及び審査フォルダ３２のデー
タとの照合が行われる。
【００４３】
　記憶制御部１４はデータ記憶制御手段の一例であって、認証対象データの登録処理、照
合部１２の照合結果を受けて入力データ４の格納や消去を行う。即ち、入力データ４が認
証対象データの何れかに合致（認証成功）すれば、その入力データ４を集積フォルダ３０
に格納する。この場合、集積フォルダ３０にデータ登録に必要な空きがなければ、差替え
処理を実行し、審査フォルダ３２とのデータ差替え処理の後、集積フォルダ３０に空きを
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形成して入力データ４を格納する。入力データ４が認証対象データの何れにも不一致（認
証失敗）であれば、その入力データ４は消去する。
【００４４】
　演算処理部３４は照合実績等の演算処理を行う演算手段の一例であって、照合回数の演
算、照合回数の比較、照合合致回数の演算、照合合致回数の比較、認証成功率、認証成功
率の比較等の演算を行う。照合回数、照合合致回数又は認証成功率で表される照合実績は
、照合実績保存部２８４、３０４、３２４（図５、図６）に保存され、演算の度に保存中
のデータの更新が行われる。照合回数や認証成功率の比較結果は、データの差替え処理に
用いられる。
【００４５】
　そして、表示制御部３６は表示部３８の表示制御手段の一例であって、指紋設定等、表
示部３８の表示画面の表示やその制御を行う。
【００４６】
　次に、携帯電話機２０のハードウェアについて、図４及び図５を参照する。図４は携帯
電話機のハードウェアの一例を示し、図５はメモリ部の一例を示している。図４及び図５
において、図３と同一部分には同一符号を付してある。
【００４７】
　この携帯電話機２０は、本開示の認証装置又は携帯端末装置の一例であって、既述の認
証装置２を備えている。この携帯電話機２０には、図４に示すように、ＣＰＵ（Central 
Processing Unit ）４２、メモリ部２４、操作入力部４４、指紋センサ部４６、表示部３
８、ディジタル・ベースバンド（ＤＢＢ：Digital Baseband）部４８が含まれている。
【００４８】
　ＣＰＵ４２は、メモリ部２４にあるＯＳ（Operating System）や認証プログラムを実行
し、各種の制御を実行する。この制御には、入力データの取込み、入力データの認証処理
、表示制御等の各種の制御が含まれる。認証処理には、入力データと認証対象データ又は
他のデータとの照合、照合回数のカウント、認証対象データ又は他のデータの認証成功率
の演算、認証対象データ等の差替え処理等が含まれる。
【００４９】
　メモリ部２４はＣＰＵ４２に実行させる既述のＯＳや認証プログラムが格納された記憶
手段であって、Ｆｌａｓｈメモリ等の記録媒体で構成される。
【００５０】
　操作入力部４４は、ユーザデータ等の各種の情報を入力する手段の一例である。
【００５１】
　指紋センサ部４６は、既述の入力部６又はデータ入力部の一例であって、既述の生体情
報の一例である指紋を生体から採取する手段の一例である。この指紋センサ部４６は、エ
リア型又はスライド／スイープ型の何れでもよく、他の採取方式を採用してもよい。
【００５２】
　表示部３８は、ユーザデータや認証結果等の各種の情報を視覚的に表示する表示手段の
一例であって、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）表示器で構成される。
【００５３】
　ＤＢＢ部４８は、ＣＰＵ４２又はＤＢＢ部４８に備えるＣＰＵによって制御され、無線
部５０で受信した無線信号から音声やデータを再生し、又は、音声信号やデータで変調し
た無線信号を送出する手段であり、この実施の形態では、起動要求やリセット出力がＣＰ
Ｕ４２に対して発せられる。このＤＢＢ部４８には、リアルタイムクロック（ＲＴＣ：Re
al-time clock ）部５２、電源ＬＳＩ（Large Scale Integration ）５４、電源スイッチ
５６が接続されている。
【００５４】
　無線部５０は、基地局との無線による通信手段である。ＲＴＣ部５２は、カレンダクロ
ックとも称され、ＣＰＵ４２のクロックとは別系統で動作する計時手段の一例である。
【００５５】
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　電源ＬＳＩ５４は、ＤＢＢ部４８の給電制御部の一例であって、電源スイッチ５６の操
作によりリセット出力がＤＢＢ部４８に対して発せられる。また、ＤＢＢ部４８から電源
ＯＦＦの出力を受け、電源ＬＳＩ５４からリセット出力がＤＢＢ部４８に発せられる。
【００５６】
　メモリ部２４は、図５に示すように、ＲＡＭ（Random-Access Memory）５８、プログラ
ム記憶部６０、データ記憶部６２を備えている。ＲＡＭ５８は一時的なデータの格納手段
であって、ワークエリアとして利用される。この実施の形態では、採取された指紋を表す
入力データが一時的に格納される。
【００５７】
　プログラム記憶部６０は、既述のＯＳ６４や認証プログラム６６等の各種のアプリケー
ションプログラムが格納される。認証プログラム６６は、本開示の認証プログラムの一例
である。
【００５８】
　データ記憶部６２は、ユーザデータ設定部６８、認証対象データ格納部２８、集積フォ
ルダ３０、審査フォルダ３２の記憶領域を備える。ユーザデータ設定部６８、認証対象デ
ータ格納部２８、集積フォルダ３０及び審査フォルダ３２は、それぞれ独立したメモリと
してもよく、それぞれをフォルダ形式でデータ格納領域としてもよい。
【００５９】
　ユーザデータ設定部６８は、ユーザを識別するデータを設定する領域である。認証対象
データ格納部２８は、既述の認証対象データ記憶部８、第１の記憶部の一例であって、既
述の認証対象データを格納する。この認証対象データ格納部２８には、データ格納部２８
２と、認証対象データの照合実績を保存する照合実績保存部２８４とが備えられている。
【００６０】
　集積フォルダ３０は、既述の参照データ記憶部１０、第２の記憶部の一例であって、既
述の参照データを格納し、認証対象データの何れかと合致した入力データを格納する。こ
の集積フォルダ３０には、データ格納部３０２と、データの照合実績を保存する照合実績
保存部３０４とが備えられている。
【００６１】
　審査フォルダ３２は、既述の参照データ記憶部１０、第３の記憶部の一例であって、集
積フォルダ３０から審査により後述の所定条件を備える参照データを格納し、具体的には
、集積フォルダ３０から差し替えられたデータを格納する。この審査フォルダ３２には、
データ格納部３２２と、データの照合実績を保存する照合実績保存部３２４とが備えられ
ている。
【００６２】
　次に、認証対象データ格納部２８、集積フォルダ３０及び審査フォルダ３２について、
図６を参照する。図６は認証対象データ格納部、集積フォルダ及び審査フォルダのデータ
格納構造の一例を示している。
【００６３】
　認証対象データ格納部２８のデータ格納部２８２には、図６に示すように、複数の指紋
データとして３つのデータを登録する登録部２８２１、２８２２、２８２３、各登録部２
８２１、２８２２、２８２３に対応する実績保存部２８４１、２８４２、２８４３が備え
られている。
【００６４】
　この実施の形態では、３つの登録部２８２１、２８２２、２８２３が設定されているの
で、既述の規定数は３であるが、４以上でもよく、また３未満でもよい。
【００６５】
　集積フォルダ３０のデータ格納部３０２には、複数の指紋データとして５つのデータを
登録する登録部３０２１、３０２２、３０２３、３０２４、３０２５、各登録部３０２１
、３０２２、３０２３、３０２４、３０２５に対応する実績保存部３０４１、３０４２、
３０４３、３０４４、３０４５が備えられている。
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【００６６】
　審査フォルダ３２のデータ格納部３２２には、複数の指紋データとして３つのデータを
登録する登録部３２２１、３２２２、３２２３、各登録部３２２１、３２２２、３２２３
に対応する実績保存部３２４１、３２４２、３２４３が備えられている。
【００６７】
　次に、携帯電話機２０について、図７及び図８を参照する。図７は携帯電話機の前面側
を示し、図８は携帯電話機の背面側を示している。
【００６８】
　この携帯電話機２０は、図７に示すように、筐体を操作側筐体部７０と表示側筐体部７
２とに分離し、各筐体部７０、７２をヒンジ部７４で連結し、開閉可能に構成している。
操作側筐体部７０には操作入力部４４の一例として記号キー７６、カーソルキー７８が備
えられているとともに、マイクロフォン８０が備えられている。表示側筐体部７２には、
表示部３８の一例であるＬＣＤ表示器が用いられ、表示画面８２が設置されている。また
、この表示側筐体部７２にはレシーバ８３が設置されている。
【００６９】
　また、操作側筐体部７０の背面側には、図８に示すように、ユーザの指から指紋を採取
する手段の一例である既述の指紋センサ部４６が設置されている。
【００７０】
　次に、画面表示について、図９を参照する。図９は画面表示の一例を示している。図９
において、図７と同一部分には同一符号を付してある。
【００７１】
　この画面表示８４は、生体認証の一例としての指紋認証の設定画面表示である。この画
面表示８４には図９に示すように、タイトル表示８６とともに、指紋登録選択部８８が表
示されている。この指紋登録選択部８８にカーソルキー７８（図７）の操作によりカーソ
ル表示９０を重ねることにより、ガイド情報表示部９２にガイド情報が表示される。この
表示状態でカーソルキー７８の中央にある決定キーや、表示画面８２に表示されているソ
フトウェアキーに対応するハードキーの押下により、指紋採取が可能である。即ち、指紋
の入力モードが開始される。
【００７２】
　次に、指紋センサ部４６について、図１０を参照する。図１０のＡはエリア型の指紋セ
ンサの一例を示し、図１０のＢはスライド／スイープ型の指紋センサの一例を示している
。
【００７３】
　指紋センサ部４６には既述の通り、エリア型指紋センサ９４（図１０のＡ）又はスライ
ド／スイープ型指紋センサ９６（図１０のＢ）の何れを用いてもよい。
【００７４】
　エリア型指紋センサ９４は、図１０のＡに示すように、センサ本体９８の中央に検出面
積の広い検出エリア１００を備えている。エリア型指紋センサ９４では、検出エリア１０
０に指１０２の指紋を当て静止することにより指紋を採取することができる。
【００７５】
　また、スライド／スイープ型指紋センサ９６は、図１０のＢに示すように、センサ本体
９８の中央に線状の検出部１０４を備えている。スライド／スイープ型指紋センサ９６で
は、検出部１０４に指１０２の指紋を当て矢印で示す方向にスライドすることにより指紋
を採取することができる。
【００７６】
　次に、携帯電話機２０の認証動作について、登録処理及び認証処理を説明する。
【００７７】
　(1) 登録処理（ＦＩ）
【００７８】
　認証対象データの登録処理について、図１１を参照する。図１１は認証対象データ登録
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の処理手順の一例を示している。
【００７９】
　この処理手順は、本開示の認証方法の一例であって、登録データの登録処理であり、こ
の登録処理ＦＩは、認証開始の前置処理である。登録データは、利用者が予め登録するデ
ータであって、既述の認証対象データである。認証対象データは認証対象データ格納部２
８に登録される。
【００８０】
　この処理手順では、図１１に示すように、指紋採取により、その指紋を表すデータを読
み込ませる（ステップＳ１０１）。このデータの読み取りを判定し、読み取りに成功した
か否かを判定する（ステップＳ１０２）。データの読み取りに失敗すれば（ステップＳ１
０２のＮＯ）、ステップＳ１０１に戻り、データの再読み取りを行う。
【００８１】
　データの読み取りに成功すれば（ステップＳ１０２のＹＥＳ）、このデータ読み取りの
後、規定数（基準値）の読み取りが完了したか否かを判定する（ステップＳ１０３）。そ
のデータ読み取りの回数が規定数に到達していなければ（ステップＳ１０３のＮＯ）、ス
テップＳ１０１に戻り、ステップＳ１０１ないしステップＳ１０３の処理を継続する。
【００８２】
　規定数のデータ読み取りが完了していれば（ステップＳ１０３のＹＥＳ）、既述の認証
対象データである登録データが完成し、認証開始が可能な状態となる（ステップＳ１０４
）。この処理を経て待機状態に移行する。
【００８３】
　(2) 認証処理〔１回目～Ｘ回目〕（ＦII）
【００８４】
　１回目～Ｘ回目の認証処理について、図１２を参照する。図１２は認証対象データ登録
の処理手順の一例を示している。
【００８５】
　この処理手順は、本開示の認証方法の一例であって、登録データの登録処理であり、認
証処理である。この処理手順は、照合回数が１回からＸ回までの処理である。
【００８６】
　集積フォルダ３０は、差替えの対象となるデータを集積するフォルダであって、保存で
きるデータ数には閾値Ｘが設定されている。
【００８７】
　審査フォルダ３２は、実際に差替えの対象となるデータを集積するフォルダであって、
保存できるデータ数には閾値Ｙが設定されている。
【００８８】
　この処理手順は、照合回数が１以上閾値Ｘまでの処理であって、図１２に示すように、
データの読み取り（照合開始）により（ステップＳ２０１）、読み取ったデータが登録デ
ータの１個以上と合致するか否かを判定する（ステップＳ２０２）。読み取ったデータが
何れの登録データにも合致しなければ（ステップＳ２０２のＮＯ）、読み取ったデータを
消去し（ステップＳ２０３）、次回照合のため、ステップＳ２０１の前に戻る。
【００８９】
　読み取ったデータが何れかの登録データに合致即ち、登録データの１個以上に合致すれ
ば（ステップＳ２０２のＹＥＳ）、登録データについて、照合回数と照合合致回数を記憶
する（ステップＳ２０４）。
【００９０】
　集積フォルダ３０にデータがあるかを確認し（ステップＳ２０５）、集積フォルダ３０
にデータがなければ（ステップＳ２０５のＮＯ）、読み取ったデータを集積フォルダ３０
に格納し（ステップＳ２０６）、次回照合のため、ステップＳ２０１の前に戻る。
【００９１】
　集積フォルダ３０にデータがあれば（ステップＳ２０５のＹＥＳ）、読み取ったデータ
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と集積フォルダ３０のデータとを照合し、照合回数と照合合致回数を記憶する（ステップ
Ｓ２０７）。
【００９２】
　集積フォルダ３０に（Ｘ－１）個のデータがあるかを確認し（ステップＳ２０８）、集
積フォルダ３０に（Ｘ－１）個のデータがなければ（ステップＳ２０８のＮＯ）、読み取
ったデータを集積フォルダ３０に格納し（ステップＳ２０６）、次回照合のため、ステッ
プＳ２０１の前に戻る。
【００９３】
　集積フォルダ３０に（Ｘ－１）個のデータがあれば（ステップＳ２０８のＹＥＳ）、読
み取ったデータを集積フォルダ３０に格納し（ステップＳ２０９）、次回照合（処理ＦII
I ：図１３）に移行する（ステップＳ２１０）。
【００９４】
　(3) 認証処理〔（Ｘ＋１）回目～（Ｘ＋Ｙ－１）回目〕（ＦIII ）
【００９５】
　〔（Ｘ＋１）回目～（Ｘ＋Ｙ－１）回目〕の認証処理について、図１３を参照する。図
１３は認証対象データ登録の処理手順の一例を示している。
【００９６】
　この処理手順は、本開示の認証方法の一例であって、登録データの登録処理であり、認
証処理である。この処理手順は、照合回数が（Ｘ＋１）回から（Ｘ＋Ｙ－１）回までの処
理である。
【００９７】
　この処理手順では、図１３に示すように、データの読み取り（照合開始）により（ステ
ップＳ３０１）、読み取ったデータが登録データの１個以上と合致するか否かを判定する
（ステップＳ３０２）。読み取ったデータが登録データの１個以上と合致しなければ即ち
、何れの登録データにも合致しなければ（ステップＳ３０２のＮＯ）、読み取ったデータ
を消去し（ステップＳ３０３）、次回照合のため、ステップＳ３０１の前に戻る。
【００９８】
　読み取ったデータが何れかの登録データに合致即ち、登録データの１個以上に合致すれ
ば（ステップＳ３０２のＹＥＳ）、登録データについて、照合回数と照合合致回数を記憶
する（ステップＳ３０４）。
【００９９】
　読み取ったデータと集積フォルダ３０のデータとを照合し、照合回数と照合合致回数を
記憶する（ステップＳ３０５）。
【０１００】
　審査フォルダ３２にデータがあるかを確認し（ステップＳ３０６）、審査フォルダ３２
にデータがなければ（ステップＳ３０６のＮＯ）、集積フォルダ３０内のＸ回の照合実績
を表す実績回数を持つデータを審査フォルダ３２に移動する（ステップＳ３０７）。読み
取ったデータを集積フォルダ３０に格納し（ステップＳ３０８）、次回照合のため、ステ
ップＳ３０１の前に戻る。
【０１０１】
　審査フォルダ３２にデータがあれば（ステップＳ３０６のＹＥＳ）、読み取ったデータ
と審査フォルダ３２のデータとを照合し、照合回数と照合合致回数を記憶する（ステップ
Ｓ３０９）。
【０１０２】
　審査フォルダ３２に（Ｙ－２）個のデータがあるかを確認し（ステップＳ３１０）、審
査フォルダ３２に（Ｙ－２）個のデータがなければ（ステップＳ３１０のＮＯ）、ステッ
プＳ３０７、Ｓ３０８の処理の後、次回照合のため、ステップＳ３０１の前に戻る。
【０１０３】
　審査フォルダ３２に（Ｙ－２）個のデータがあれば（ステップＳ３１０のＹＥＳ）、集
積フォルダ３０内のＸ回の実績回数を持つデータを審査フォルダ３２に移動する（ステッ
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プＳ３１１）。読み取ったデータを集積フォルダ３０に格納し（ステップＳ３１２）、次
回照合（処理ＦIV：図１４）に移行する（ステップＳ３１３）。
【０１０４】
　(4) 認証処理〔（Ｘ＋Ｙ）回目を超える場合〕（ＦIV）
【０１０５】
　〔（Ｘ＋Ｙ）回目を超える場合〕の認証処理について、図１４を参照する。図１４は認
証処理の一例を示している。
【０１０６】
　この処理手順は、本開示の認証方法の一例であって、登録データの登録処理であり、認
証処理である。この処理手順は、照合回数が（Ｘ＋Ｙ）回以降の処理である。
【０１０７】
　この処理手順では、図１４に示すように、データの読み取り（照合開始）により（ステ
ップＳ４０１）、読み取ったデータが登録データの１個以上と合致するか否かを判定する
（ステップＳ４０２）。読み取ったデータが登録データの１個以上と合致しなければ即ち
、何れの登録データにも合致しなければ（ステップＳ４０２のＮＯ）、読み取ったデータ
を消去し（ステップＳ４０３）、次回照合のため、ステップＳ４０１の前に戻る。
【０１０８】
　読み取ったデータが何れかの登録データに合致即ち、登録データの１個以上に合致すれ
ば（ステップＳ４０２のＹＥＳ）、登録データについて、照合回数と照合合致回数を記憶
し、成功率を算出する（ステップＳ４０４）。この場合、登録データ、審査フォルダ３２
内のデータの成功率の算出方法は、
　　　　　　　　　成功率＝（照合合致回数÷照合回数）×１００〔％〕　・・・(1) 
で求められる。
【０１０９】
　読み取ったデータと集積フォルダ３０のデータとを照合し、照合回数と照合合致回数を
記憶する（ステップＳ４０５）。
【０１１０】
　集積フォルダ３０内のＸ回の実績回数を持つデータの成功率を算出する（ステップＳ４
０６）。この場合、集積フォルダ３０内のＸ回の実績回数を持つデータの成功率の算出方
法は、
　　　　　　　成功率＝（照合合致回数÷Ｘ）×１００〔％〕　　　　　　・・・(2) 
で求められる。
【０１１１】
　読み取ったデータと審査フォルダ３２のデータとを照合し、照合回数と照合合致回数を
記憶する（ステップＳ４０７）。審査フォルダ３２内のデータの成功率を式(1) を用いて
算出する（ステップＳ４０８）。
【０１１２】
　登録データ内の成功率が最下位のデータと、審査フォルダ３２内の成功率が最上位のデ
ータとを比較する（ステップＳ４０９）。登録データ内の成功率が最下位のデータ≦審査
フォルダ３２内の成功率が最上位のデータであれば（ステップＳ４０９のＹＥＳ）、差替
えを行う（ステップＳ４１０）。登録データ内の成功率が最下位のデータ＞審査フォルダ
３２内の成功率が最上位のデータであれば（ステップＳ４０９のＮＯ）、差替えを行うこ
となく、ステップＳ４１１に移行する。
【０１１３】
　ステップＳ４１１では、審査フォルダ３２内の成功率が最下位のデータと、集積フォル
ダ３０内のＸ回の実績データを持つデータとを比較する。審査フォルダ３２内の成功率が
最下位のデータ＞集積フォルダ３０内のＸ回の実績データを持つデータであれば（ステッ
プＳ４１１のＮＯ）、集積フォルダ３０内のＸ回の実績回数を持つデータを削除し（ステ
ップＳ４１２）、読み取ったデータを集積フォルダ３０に格納し（ステップＳ４１３）、
次回照合のため、ステップＳ４０１の前に戻る。
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【０１１４】
　審査フォルダ３２内の成功率が最上位のデータ≦集積フォルダ３０内のＸ回の実績デー
タを持つデータであれば（ステップＳ４１１のＹＥＳ）、審査フォルダ３２内の成功率が
最下位のデータを削除する（ステップＳ４１４）。このとき、審査フォルダ３２には、デ
ータの格納位置がシフトし、空きを生じる。これにより、読み取ったデータを集積フォル
ダ３０に格納し（ステップＳ４１５）、次回照合のため、ステップＳ４０１の前に戻る。
【０１１５】
　次に、認証処理について、図１５、図１６、図１７、図１８、図１９、図２０、図２１
、図２２、図２３、図２４、図２５、図２６及び図２７を参照する。
【０１１６】
　この認証処理は本開示の認証プログラムの実行処理の一例である。この認証処理では、
既述の処理手順（図１４）と読み取ったデータの格納時に相違がある。既述の認証処理で
は、読み取ったデータがデータ差替え処理（ステップＳ４１０）の後に集積フォルダ３０
に格納される（ステップＳ４１３、Ｓ４１５）。これに対し、以下の認証処理では、読み
取ったデータがデータ差替え処理（ステップＳ４１０）より先に集積フォルダ３０に格納
されるが、何れの処理であってもよい。
【０１１７】
　(1) 認証１回目
【０１１８】
　図１５の（ａ）に示すように、認証対象データ格納部２８のデータ格納部２８２には複
数の認証対象として例えば、３データ、３回の指紋採取を経て３個のデータＡ、Ｂ、Ｃが
登録されている。
【０１１９】
　ユーザは認証対象と照合するため、新たに指紋を採取する。図１５の（ｂ）に示すよう
に、採取されたデータＤ（入力データ４）とデータＡ、Ｂ、Ｃとが個別に比較される。デ
ータＤは、データＢ、Ｃと合致しない（不一致）が、データＡと合致（一致）している。
この場合、データＤはデータＡ、Ｂ、Ｃの何れかに合致しているので、認証成功である。
図１５の（ｂ）において、○は一致、×は不一致を示している。
【０１２０】
　また、図１５の（ｃ）に示すように、データＤがデータＡ、Ｂ、Ｃの何れにも合致しな
ければ、認証やり直し（認証失敗）となり、照合したデータＤは消去される。
【０１２１】
　この場合、データＤは、データＡと合致して認証に成功している。認証に成功した場合
、認証対象データＡ、Ｂ、Ｃの照合実績を自動的に把握する。認証に成功したデータＤは
、図１５の（ｄ）に示すように、集積フォルダ３０のデータ格納部３０２の登録部３０２
５に自動的に保存される。集積フォルダ３０には一定量の個数のデータ保存が可能であり
、既述の通り、一定量は５個である。照合実績は、照合回数に対する合致回数を表す数値
であって、認証１回目の照合実績は、データＡが１／１、データＢが０／１、データＣが
０／１であり、照合実績保存部２８４に登録されている。
【０１２２】
　(2) 認証２回目
【０１２３】
　ユーザは認証対象と照合するため、新たに指紋を採取する。図１６の（ａ）に示すよう
に、新たに採取されたデータＥ（入力データ４）は、認証対象のデータＡ、Ｂ、Ｃと比較
される。データＥは、データＣと合致しない（不一致）が、データＡ、Ｂと合致（一致）
している。この場合、データＥはデータＡ、Ｂ、Ｃの何れかに合致しているので、認証成
功である。
【０１２４】
　また、図１６の（ｂ）に示すように、採取したデータＥがデータＡ、Ｂ、Ｃの何れにも
合致しなければ、認証やり直し（認証失敗）となり、照合したデータＥは消去される。
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【０１２５】
　データＥは、データＡ、Ｂと合致して認証に成功しているので、図１６の（ｃ）に示す
ように、認証対象データＡ、Ｂ、Ｃの照合実績を把握する。この場合、照合実績は、デー
タＡが２／２、データＢが１／２、データＣが０／２である。
【０１２６】
　そして、データＥは集積フォルダ３０のデータ格納部３０２に保存されているデータＤ
と比較される。この場合、データＤと合致している。集積フォルダ３０の照合実績保存部
３０４には、データＤの照合実績１／１が記録される。また、認証成功を得たデータＥは
図１６の（ｄ）に示すように、集積フォルダ３０の登録部３０２５に登録、保存されると
ともに、登録部３０２５にあったデータＤは登録部３０２４にシフトさせる。
【０１２７】
　(3) 認証３回目
【０１２８】
　ユーザは認証対象と照合するため、新たに指紋を採取する。図１７の（ａ）に示すよう
に、採取されたデータＦ（入力データ４）は、認証対象のデータＡ、Ｂ、Ｃと個別に比較
される。データＦは、データＢと合致しない（不一致）が、データＡ、Ｃと合致（一致）
している。この場合、データＦはデータＡ、Ｂ、Ｃの何れかに合致しているので、認証成
功である。
【０１２９】
　また、図１７の（ｂ）に示すように、採取したデータＦがデータＡ、Ｂ、Ｃの何れにも
合致しなければ、認証やり直し（認証失敗）となり、照合したデータＦは消去される。
【０１３０】
　データＦは、データＡ、Ｃと合致して認証に成功しているので、図１７の（ｃ）に示す
ように、認証対象データＡ、Ｂ、Ｃの照合実績を把握する。この場合、照合実績はデータ
Ａが３／３、データＢが１／３、データＣが１／３である。
【０１３１】
　そして、データＦは集積フォルダ３０のデータ格納部３０２に保存されているデータＤ
、Ｅと比較され、データＤと不一致、データＥと合致している。照合実績はデータＤが１
／２、データＥが１／１である。また、認証成功を得たデータＦは、図１７の（ｄ）に示
すように、集積フォルダ３０の登録部３０２５に登録、保存されるとともに、データＤ、
Ｅは登録部３０２４、３０２５から登録部３０２３、３０２４にシフトさせる。
【０１３２】
　(4) 認証４回目
【０１３３】
　ユーザは認証対象と照合するため、新たに指紋を採取する。図１８の（ａ）に示すよう
に、採取されたデータＧ（入力データ４）は、認証対象のデータＡ、Ｂ、Ｃと個別に比較
される。データＧは、データＡ、Ｃと合致しない（不一致）が、データＢと合致（一致）
している。この場合、データＧはデータＡ、Ｂ、Ｃの何れかに合致しているので、認証成
功である。
【０１３４】
　また、図１８の（ｂ）に示すように、採取したデータＧがデータＡ、Ｂ、Ｃの何れにも
合致しなければ、認証やり直し（認証失敗）となり、照合したデータＧは消去される。
【０１３５】
　図１８の（ｃ）に示すように、データＧは、データＢと合致して認証に成功している。
この場合、照合実績はデータＡが３／４、データＢが２／４、データＣが１／４である。
【０１３６】
　そして、データＧは集積フォルダ３０に保存されているデータＤ、Ｅ、Ｆと比較され、
データＤと不一致、データＥ、Ｆと合致している。照合実績はデータＤが１／３、データ
Ｅが２／２、データＦが１／１である。また、認証成功を得たデータＧは図１８の（ｄ）
に示すように、集積フォルダ３０の登録部３０２５に登録、保存されるとともに、データ
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Ｄ、Ｅ、Ｆは登録部３０２３、３０２４、３０２５から登録部３０２２、３０２３、３０
２４にシフトさせる。
【０１３７】
　(5) 認証５回目
【０１３８】
　ユーザは認証対象と照合するため、新たに指紋を採取する。図１９の（ａ）に示すよう
に、採取されたデータＨ（入力データ４）は、認証対象のデータＡ、Ｂ、Ｃと個別に比較
される。データＨは、データＣと合致しない（不一致）が、データＡ、Ｂと合致（一致）
している。この場合、データＨはデータＡ、Ｂ、Ｃの何れかに合致しているので、認証成
功である。
【０１３９】
　また、図１９の（ｂ）に示すように、採取したデータＨがデータＡ、Ｂ、Ｃの何れにも
合致しなければ、認証やり直し（認証失敗）となり、照合したデータＨは消去される。
【０１４０】
　図１９の（ｃ）に示すように、データＨは、データＡ、Ｂと合致して認証に成功してい
る。この場合、照合実績はデータＡが４／５、データＢが３／５、データＣが１／５であ
る。
【０１４１】
　そして、データＨは集積フォルダ３０に保存されているデータＤ、Ｅ、Ｆ、Ｇと比較さ
れ、データＥ、Ｇと不一致、データＤ、Ｆと合致している。照合実績はデータＤが２／４
、データＥが２／３、データＦが２／２、データＧが０／１である。また、認証成功を得
たデータＨは図１９の（ｄ）に示すように、集積フォルダ３０の登録部３０２５に登録、
保存されるとともに、データＤ、Ｅ、Ｆ、Ｇは登録部３０２２、３０２３、３０２４、３
０２５から登録部３０２１、３０２２、３０２３、３０２４にシフトさせる。この結果、
集積フォルダ３０の全ての登録部３０２１、３０２２、３０２３、３０２４、３０２５の
空きがなくなる。
【０１４２】
　(6) 認証６回目
【０１４３】
　ユーザは認証対象と照合するため、新たに指紋を採取する。図２０の（ａ）に示すよう
に、採取されたデータＩ（入力データ４）は、認証対象のデータＡ、Ｂ、Ｃと個別に比較
される。データＩは、データＣと合致しない（不一致）が、データＡ、Ｂと合致（一致）
している。この場合、データＩはデータＡ、Ｂ、Ｃの何れかに合致しているので、認証成
功である。
【０１４４】
　また、図２０の（ｂ）に示すように、採取したデータＩがデータＡ、Ｂ、Ｃの何れにも
合致しなければ、認証やり直し（認証失敗）となり、照合したデータＩは消去される。
【０１４５】
　図２０の（ｃ）に示すように、データＩは、データＡ、Ｂと合致して認証に成功してい
る。この場合、照合実績はデータＡが５／６、データＢが４／６、データＣが１／６であ
る。
【０１４６】
　そして、データＩは集積フォルダ３０に保存されているデータＤ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈと比
較され、データＥ、Ｆ、Ｈと不一致、データＤ、Ｇと合致している。。照合実績はデータ
Ｄが３／５、データＥが２／４、データＦが２／３、データＧが１／２、データＨが０／
１である。
【０１４７】
　この場合、認証成功を得たデータＩは集積フォルダ３０の保存される条件を充足してい
るが、集積フォルダ３０の登録部３０２１～３０２５には空きがなく、この状態では保存
することができない。そこで、データ保存に審査フォルダ３２が用いられる。この審査フ
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ォルダ３２は集積フォルダ３０に対して照合回数が基準回数を超えるデータを保存する上
位のフォルダである。この審査フォルダ３２には既述の通り、複数のデータを登録する登
録部３２２１、３２２２、３２２３が設定されている。集積フォルダ３０の各データの照
合回数の比較では、データＤは、照合回数が基準回数＝５〔回〕を超えているので、図２
０の（ｄ）に示すように、審査フォルダ３２の登録部３２２３に自動的に移送され、保存
される。審査フォルダ３２にも照合実績保存部３２４が設定され、データＤの照合実績３
／５が記録される。
【０１４８】
　この結果、集積フォルダ３０の登録部３０２１に空きが生じるので、登録部３０２２、
３０２３、３０２４、３０２５にあるデータＥ、Ｆ、Ｇ、Ｈは登録部３０２１、３０２２
、３０２３、３０２４にシフトさせる。これにより、集積フォルダ３０の登録部３０２５
に空きが生じ、この登録部３０２５にデータＩが保存される。
【０１４９】
　(7) 認証７回目
【０１５０】
　ユーザは認証対象と照合するため、新たに指紋を採取する。図２１の（ａ）に示すよう
に、採取されたデータＪ（入力データ４）は、認証対象のデータＡ、Ｂ、Ｃと個別に比較
される。データＪはデータＣと合致しない（不一致）が、データＡ、Ｂと合致（一致）し
ている。この場合、データＪはデータＡ、Ｂ、Ｃの何れかに合致しているので、認証成功
である。
【０１５１】
　また、図２１の（ｂ）に示すように、採取したデータＪがデータＡ、Ｂ、Ｃの何れにも
合致しなければ、認証やり直し（認証失敗）となり、照合したデータＪは消去される。
【０１５２】
　図２１の（ｃ）に示すように、データＪは、データＡ、Ｂと合致して認証に成功してい
る。この場合、照合実績はデータＡが６／７、データＢが５／７、データＣが１／７であ
る。
【０１５３】
　また、データＪは集積フォルダ３０に保存されているデータＥ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉと比較
され、データＥ、Ｇ、Ｉと不一致、データＦ、Ｈと合致している。。照合実績はデータＥ
が２／５、データＦが３／４、データＧが１／３、データＨが１／２、データＩが０／１
である。また、審査フォルダ３２に保存されているデータＤとも比較され、データＤと合
致している。
【０１５４】
　この場合、認証成功を得たデータＪは集積フォルダ３０に保存される条件を充足してい
るが、集積フォルダ３０の登録部３０２１～３０２５には空きがない。そこで、図２１の
（ｄ）に示すように、基準回数（＝５〔回〕）を超えるデータＥを審査フォルダ３２の登
録部３２２３にシフトさせるとともに、データＤは登録部３２２３から登録部３２２２に
シフトさせ、保存される。照合実績はデータＤが４／６、データＥが２／５である。
【０１５５】
　この結果、集積フォルダ３０の登録部３０２１に空きが生じるので、登録部３０２２～
３０２５にあるデータＦ、Ｇ、Ｈ、Ｉは登録部３０２１～３０２４にシフトさせる。これ
により、集積フォルダ３０の登録部３０２５に空きが生じ、この登録部３０２５にデータ
Ｊが保存される。
【０１５６】
　(8) 認証８回目
【０１５７】
　ユーザは認証対象と照合するため、新たに指紋を採取する。図２２の（ａ）に示すよう
に、採取されたデータＫ（入力データ４）は、認証対象のデータＡ、Ｂ、Ｃと個別に比較
される。データＫは、データＢ、Ｃと合致しない（不一致）が、データＡと合致（一致）
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している。この場合、データＫはデータＡ、Ｂ、Ｃの何れかに合致しているので、認証成
功である。
【０１５８】
　また、図２２の（ｂ）に示すように、採取したデータＫがデータＡ、Ｂ、Ｃの何れにも
合致しなければ、認証やり直し（認証失敗）となり、照合したデータＫは消去される。
【０１５９】
　図２２の（ｃ）に示すように、データＫは、データＡと合致して認証に成功している。
この場合、照合実績はデータＡが７／８、データＢが５／８、データＣが１／８である。
【０１６０】
　そして、データＫは集積フォルダ３０に保存されているデータＦ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊと比
較され、データＨと不一致、データＦ、Ｇ、Ｉ、Ｊと合致している。照合実績はデータＦ
が４／５、データＧが２／４、データＨが１／３、データＩが１／２、データＪが１／１
である。また、審査フォルダ３２に保存されているデータＤ、Ｅとも比較され、データＤ
、Ｅと合致している。
【０１６１】
　この場合、認証成功を得たデータＫは集積フォルダ３０に保存される条件を充足してい
るが、集積フォルダ３０の登録部３０２１～３０２５には空きがない。この場合、図２２
の（ｄ）に示すように、基準回数（＝５〔回〕）を超えるデータＦを審査フォルダ３２の
登録部３２２３にシフトさせるとともに、データＤ、Ｅは登録部３２２２、３２２３から
登録部３２２１、３２２２にシフトさせ、保存される。照合実績はデータＤが５／７、デ
ータＥが３／６、データＦが４／５である。
【０１６２】
　この結果、集積フォルダ３０の登録部３０２１に空きが生じるので、登録部３０２２～
３０２５にあるデータＧ、Ｈ、Ｉ、Ｊは登録部３０２１～３０２４にシフトさせる。これ
により、集積フォルダ３０の登録部３０２５に空きが生じ、この登録部３０２５にデータ
Ｋが保存される。
【０１６３】
　このように認証対象データ格納部２８、集積フォルダ３０及び審査フォルダ３２に空き
がない状態（満杯状態）、即ち、データが予定量に到達すると、差替え審査が実行される
。
【０１６４】
　先ず、認証対象データ格納部２８にあるデータＡ、Ｂ、Ｃについて、成功率を演算する
と、図２３の（ａ）に示すように、データＡは７／８＝８８〔％〕、データＢは５／８＝
６３〔％〕、データＣは１／８＝１３〔％〕であり、データＣが最下位の成功率である。
【０１６５】
　次に、審査フォルダ３２にあるデータＤ、Ｅ、Ｆについて、成功率を演算すると、デー
タＤは５／７＝７１〔％〕、データＥは３／６＝５０〔％〕、データＦは４／５＝８０〔
％〕であり、データＦが最上位の成功率である。
【０１６６】
　そこで、認証対象データ格納部２８の最下位のデータＣと、審査フォルダ３２の最上位
のデータＦとの成功率を比較し、データＦの成功率がデータＣの成功率を上回った場合に
、これを契機に自動的に差替えを発生させる。この場合、
　　　　　　　Ｃ（１／８＝１３〔％〕）＜Ｆ（４／５＝８０〔％〕）
であるから、差替え処理を行う。この差替え処理では、図２３の（ｃ）に示すように、認
証対象データ格納部２８の登録部２８２３にデータＣに代えてデータＦを登録し、審査フ
ォルダ３２の登録部３２２３にデータＦに代えてデータＣを登録する。
【０１６７】
　次に、集積フォルダ３０にあるデータＧの成功率を演算すると、図２４の（ｄ）に示す
ように、データＧは４回の照合実績を持ち、その成功率は２／４＝５０〔％〕である。
【０１６８】
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　そこで、審査フォルダ３２の最下位のデータＣと、集積フォルダ３０のデータＧとの成
功率を比較すると、図２４の（ｅ）に示すように、データＧの成功率がデータＣの成功率
を上回った場合に、これを契機に自動的に差替え及びデータ削除を発生させる。この場合
、
　　　　　　　Ｃ（１／８＝１３〔％〕）≦Ｇ（２／４＝５０〔％〕）
であるから、差替え処理及びデータ削除を行う。この処理では、図２４の（ｆ）に示すよ
うに、審査フォルダ３２の登録部３２２３にデータＣに代えてデータＧを登録し、審査フ
ォルダ３２の登録部３２２３にあったデータＣを削除する。
【０１６９】
　この結果、集積フォルダ３０の登録部３０２５に空きが生じるので、登録部３０２２～
３０２５にあるデータＨ、Ｉ、Ｊ、Ｋは登録部３０２１～３０２４にシフトさせる。これ
により、集積フォルダ３０の登録部３０２５は空きとなる。
【０１７０】
　(9) 認証９回目
【０１７１】
　ユーザは認証対象と照合するため、新たに指紋を採取する。図２５の（ａ）に示すよう
に、採取されたデータＬ（入力データ４）は、認証対象のデータＡ、Ｂ、Ｆと個別に比較
される。この場合、全てのデータＡ、Ｂ、Ｆと合致して認証成功である。
【０１７２】
　また、図２５の（ｂ）に示すように、採取したデータＬがデータＡ、Ｂ、Ｆの何れにも
合致しなければ、認証やり直し（認証失敗）となり、照合したデータＬは消去される。
【０１７３】
　データＬは、図２５の（ｃ）に示すように、審査フォルダ３２にあるデータＤ、Ｅ、Ｇ
、集積フォルダ３０にあるデータＨ、Ｉ、Ｊ、Ｋと比較され、データＤ、Ｇ、Ｈと不一致
、データＥ、Ｉ、Ｊ、Ｋと合致している。この場合、照合実績はデータＡが８／９、デー
タＢが６／９、データＦが５／６、データＤが５／８、データＥが４／７、データＧが４
／６、データＨが１／４、データＩが２／３、データＪが２／２、データＫが１／１であ
る。
【０１７４】
　また、認証成功を得たデータＬは、図２５の（ｄ）に示すように、集積フォルダ３０の
登録部３０２５に登録、保存され、集積フォルダ３０の全ての登録部３０２１～３０２５
の空きがなくなる。
【０１７５】
　このように認証対象データ格納部２８、審査フォルダ３２及び集積フォルダ３０に空き
がない状態（満杯状態）、即ち、データが予定量に到達すると、差替え審査が実行される
。
【０１７６】
　先ず、認証対象データ格納部２８にあるデータＡ、Ｂ、Ｆ、審査フォルダ３２にあるデ
ータＤ、Ｅ、Ｇについて、成功率を演算する。図２６の（ａ）に示すように、認証対象デ
ータ格納部２８では、データＡは８／９＝８９〔％〕、データＢは６／９＝６７〔％〕、
データＦは５／６＝８３〔％〕であり、データＢが最下位の成功率である。また、審査フ
ォルダ３２では、データＤは５／８＝６３〔％〕、データＥは４／７＝５７〔％〕、デー
タＧは４／６＝６７〔％〕であり、データＧが最上位の成功率である。
【０１７７】
　そこで、認証対象データ格納部２８の最下位のデータＢと、審査フォルダ３２の最上位
のデータＧとの成功率を比較すると、データＧの成功率がデータＢの成功率を上回った場
合（Ｇ≧Ｂ）を契機に差替えを自動的に発生させる。この場合、図２６の（ｂ）に示すよ
うに、同率であっても差替えが発生する。そこで、
　　　　　　　Ｂ（６／９＝６７〔％〕）＝Ｇ（４／６＝６７〔％〕）
であるから、差替え処理を行う。この場合、審査フォルダ３２にあるデータは照合回数が
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低く、新しいデータでの成功率を示しているので、成功率が同率であれば、審査フォルダ
３２にあるデータを優先し、認証対象にシフトさせる。この差替え処理では、図２５の（
ｃ）に示すように、認証対象データ格納部２８の登録部２８２２にデータＢに代えてデー
タＧを登録し、審査フォルダ３２の登録部３２２３にデータＧに代えてデータＢを登録す
る。
【０１７８】
　次に、集積フォルダ３０にあるデータＨの成功率を演算すると、図２７の（ｄ）に示す
ように、データＨは４回の照合実績を持ち、その成功率は１／４＝２５〔％〕である。
【０１７９】
　そこで、審査フォルダ３２の最下位のデータＥと、集積フォルダ３０のデータＨとの成
功率を比較すると、データＨ、Ｅの大小関係を契機に、図２７の（ｅ）及び（ｆ）に示す
ように、差替えやデータ削除が発生する。この場合、
　　　　　　　Ｅ（４／７＝５７〔％〕）＞Ｈ（１／４＝２５〔％〕）
であるから、差替え処理は行わず、データ削除を行う。この処理では、審査フォルダ３２
の登録部３２２２あるデータＥを維持し、集積フォルダ３０の登録部３０２１にあったデ
ータＨを削除する。
【０１８０】
　この結果、集積フォルダ３０の登録部３０２１に空きが生じるので、登録部３０２２～
３０２５にあるデータＩ、Ｊ、Ｋ、Ｌは登録部３０２１～３０２４にシフトさせる。これ
により、集積フォルダ３０の登録部３０２５は空きとなる。
【０１８１】
　以上述べた認証処理等に関し、変形例、特徴、効果等を以下に列挙する。
【０１８２】
　(a) 認証操作において、認証対象データの認証成功率を自動で計算し、実績数を把握す
る機能を備える。認証対象データと入力データ４との間に差分が生じ、認証失敗の頻度が
高くなると、ユーザが最初に登録した認証対象データを自動的に成功率の高いデータと差
し替える。これにより、認証率を高めることができる。
【０１８３】
　(b) 認証操作において照合に成功したデータを差し替えるためのデータとして集積フォ
ルダ３０や審査フォルダ３２等で例示したように、別領域に一定量保存する機能を備える
。
【０１８４】
　(c) 差し替えるためのデータとして別領域に保存したデータの成功率を自動で計算し、
実績数を把握する機能を備える。
【０１８５】
　(d) 認証対象データをより成功率の高いデータと差し替えるため、集積フォルダ３０と
審査フォルダ３２の２つのフォルダを備える。審査フォルダ３２には集積フォルダ３０か
ら昇格したデータが登録される。
【０１８６】
　(e) 実際に照合に成功したデータを集積フォルダ３０へ保存する機能を備える。
【０１８７】
　(f) 集積フォルダ３０には一定の回数（Ｘ回）の照合を行う機能を備える。
【０１８８】
　(g) 集積フォルダ３０にてＸ回の照合を終えたデータは審査フォルダ３２に一定量まで
自動で移動される機能を備える。
【０１８９】
　(h) 審査フォルダ３２のデータが一定量を超えた場合、認証対象データの中で成功率が
最下位のデータと、審査フォルダ３２の中で成功率が最上位のデータ、最下位のデータと
を算出する機能を備える。差替え用データを作るため、実際に照合する際に採取し照合に
成功した指紋データは全て集積フォルダ３０に保存し、ある一定の回数（Ｘ回）照合する
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。Ｘ回目の照合を終えたデータは審査フォルダ３２へと移行させている。
【０１９０】
　(i) 審査フォルダ３２の中で成功率が最上位のデータの成功率が、認証対象データの中
で成功率が最下位のデータの成功率を上回る場合、差し替え行う機能を備える。
【０１９１】
　(j) 集積フォルダ３０にてＸ回の照合を終えたデータの成功率に対し、閾値を設定し、
この閾値を下回る場合、削除をする機能を備えてもよい。斯かる機能を備えれば、成功率
の低いデータによる認証データの劣化による認証率の低下を防止できる。
【０１９２】
　(k) 集積フォルダ３０にあるＸ回の照合を終えたデータの成功率と、審査フォルダ３２
の中で成功率が最下位のデータの成功率とを比較し、成功率と実績数が上回るものを審査
フォルダ３２へ保存する機能を備える。
【０１９３】
　(l) 集積フォルダ３０にあるＸ回の照合を終えたデータの成功率と、審査フォルダ３２
の中で成功率が最下位のデータの成功率とを比較し、成功率と実績数が下回るものを削除
する機能を備える。
【０１９４】
　(m) 審査フォルダ３２のデータ個数が、予め決められた個数を超えた場合、データの差
替え作業を開始する。これにより、効率的なデータ差替えが行える。データ差替えに当た
り、認証対象データの中で成功率が最下位のデータと、審査フォルダ３２にある成功率が
最上位のデータとを比較した後、データ差替えをする。認証成功率の高いデータに更新さ
れ、結果として認証対象データの認証成功率の向上に寄与し、信頼性の高い認証が行える
。
【０１９５】
　(n) 集積フォルダ３０にてＸ回の照合を終えたデータに対し、一定の閾値を設定し、Ｘ
回の照合を終えたデータがその閾値より下回る場合には、そのデータを削除してもよい。
このようなデータ削除により、認証の信頼性を高めることができる。集積フォルダ３０に
てＸ回の照合を終えたデータが閾値を超えた場合は、審査フォルダ３２の中で成功率が最
下位のデータと比較し、集積フォルダ３０にてＸ回の照合を終えたデータの成功率が上回
る場合、データ差替えを行う。その際、成功率が下回ったデータは削除をする。認証成功
率の低いデータを削除するので、価値のないデータの消去とともに、記憶手段の効率的な
利用が図られる。
【０１９６】
　(o) 指紋認証の認証成功率が低下した場合、認証成功率の高いデータに自動で差し替え
るので、このような認証機能を備えた携帯電話機の認証操作性を向上させることができる
。
【０１９７】
　(p) 上記実施の形態では、認証対象データや差替えデータを共に成功率の計算に基づい
てデータ更新を行っているので、利用者の生体情報例えば、指紋が変化しても、その変化
に応じ、認証成功率に応じてデータを差し替えることができる。データ更新を自動化でき
るので、生体情報の経時変化に応じた最新の登録データで認証でき、認証性能を向上させ
ることができる。
【０１９８】
　(q) 認証対象データは認証成功率に応じて自動更新するので、ユーザはデータ更新を何
ら意識することなく、認証機能を利用するだけでよく、ユーザに対するデータ更新の負荷
はなく、利便性の高い認証機能を実現することができる。
【０１９９】
〔第３の実施の形態〕
【０２００】
　次に、認証処理について、図２８を参照する。図２８は第３の実施の形態に係る認証処
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理の処理手順の一例を示している。
【０２０１】
　この認証処理の処理手順は、本開示の認証方法の一例であって、図２８に示すように、
採取されたデータと既存のデータとの照合を行う（ステップＳ５０１）。この照合処理に
おいて、照合に成功したか否かを判定し（ステップＳ５０２）、照合に成功しなければ（
ステップＳ５０２のＮＯ）、ステップＳ５０１に戻り、再度照合を行う。
【０２０２】
　照合に成功すれば（ステップＳ５０２のＹＥＳ）、既存の登録データ、審査フォルダ３
２のデータと照合し、成功率を算出、実績数をカウントする（ステップＳ５０３）。集積
フォルダ３０のデータと照合し、実績をカウントする（ステップＳ５０４）。
【０２０３】
　集積フォルダ３０にＸ回の照合実績があるデータがあるかを判定し（ステップＳ５０５
）、集積フォルダ３０にＸ回の照合実績があるデータがなければ（ステップＳ５０５のＮ
Ｏ）、次回照合へ移行する（ステップＳ５０１）。
【０２０４】
　集積フォルダ３０にＸ回の照合実績があるデータがあれば（ステップＳ５０５のＹＥＳ
）、Ｘ回目のデータの成功率を算出し（ステップＳ５０６）、審査フォルダ３２にＹ個の
データがあるかを判定する（ステップＳ５０７）。
【０２０５】
　審査フォルダ３２にＹ個のデータがなければ（ステップＳ５０７のＮＯ）、次回照合へ
移行する（ステップＳ５０１）。審査フォルダ３２にＹ個のデータがあれば（ステップＳ
５０７のＹＥＳ）、登録データの最下位＜審査フォルダの最上位であるかを判定し（ステ
ップＳ５０８）、登録データの最下位＜審査フォルダの最上位であれば（ステップＳ５０
８のＹＥＳ）、差替えを行う（ステップＳ５０９）。
【０２０６】
　登録データの最下位＜審査フォルダの最上位でなければ（ステップＳ５０８のＮＯ）、
集積フォルダのＸ回目＞審査フォルダの最下位であるかを判定する（ステップＳ５１０）
。集積フォルダのＸ回目＞審査フォルダの最下位であれば（ステップＳ５１０のＹＥＳ）
、差替え、また、審査フォルダ３２の最下位を削除し（ステップＳ５１１）、次回照合に
移行する（ステップＳ５０１）。また、集積フォルダのＸ回目＞審査フォルダの最下位で
なければ（ステップＳ５１０のＮＯ）、集積フォルダ３０のＸ回目を削除し（ステップＳ
５１２）、次回照合に移行する（ステップＳ５０１）。
【０２０７】
　このような処理手順によっても、第２の実施の形態と同様に、認証機能を実現でき、認
証成功率を高めることができる。
【０２０８】
〔他の実施の形態〕
【０２０９】
　(1) 上記実施の形態では、認証装置２（図１）や携帯端末装置の一例として携帯電話機
２０（図３等）を開示したが、本発明は斯かる開示に限定されない。本発明は、パーソナ
ルコンピュータ（ＰＣ）４００（図２９、図３０）であってもよいし、携帯情報端末機（
ＰＤＡ：Personal Digital Assistant）５００（図３１）であってもよい。更には、通信
機能を備えるゲーム機器やディジタルカメラであってもよい。
【０２１０】
　ＰＣ４００は既述の認証機能部２２（図３）を備え、図２９に示すように、操作側筐体
部７０と表示側筐体部７２とをヒンジ部７４で連結し、開閉可能に構成されている。操作
側筐体部７０には既述の指紋センサ部４６が設置されている。斯かる構成によっても、上
記実施の形態と同様の機能を実現し、同様の効果が得られる。図２９において、上記実施
の形態と同一部分には同一符号を付し、その説明を省略する。
【０２１１】
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　指紋センサ部４６はＰＣ４００の操作側筐体部７０に設置してもよいが、既述の指紋セ
ンサ部４６に代え、図３０に示すように、エリア型指紋センサ９４を用いてもよい。この
エリア型指紋センサ９４は、ＰＣ４００にエリア型指紋センサ９４をケーブル９５で接続
した構成である。斯かる構成によっても、上記実施の形態と同様の機能を実現し、同様の
効果が得られる。
【０２１２】
　ＰＤＡ５００では、既述の認証機能部２２（図３）を備え、図３１に示すように、筐体
部５０２に既述のスライド／スイープ型指紋センサ９６が設置されている。斯かる構成に
よっても、上記実施の形態と同様の機能を実現し、同様の効果が得られる。図３１におい
て、上記実施の形態と同一部分には同一符号を付し、その説明を省略する。
【０２１３】
　(2) 上記実施の形態では、生体情報を用いた認証機能として指紋認証を例示したが、本
開示の認証装置、認証プログラム及び携帯端末装置は静脈認証等の生体情報を用いてもよ
く、指紋認証に限定されない。
【０２１４】
　(3) 上記実施の形態では、指紋センサ部４６を例示したが、この指紋センサ部４６には
既存のディジタルカメラを用いてもよい。
【０２１５】
　(4) 上記実施の形態の処理手順を示すフローチャート（図１４）において、Ｘ回の実績
回数を基準として照合合致回数や成功率を算出している。この算出に用いられるＸは、集
積フォルダ３０のデータの格納数と一致する必要はなく、データの格納数Ｎより小さい値
を用いてもよい。集積フォルダ３０から審査フォルダ３２に移行させる候補データは、実
績回数の最大のものを用いればよい。
【０２１６】
〔比較例〕
【０２１７】
　(1) 従来の指紋認証機器
【０２１８】
　指紋認証機能を搭載する携帯電話機及びその他の機器に関し、認証対象データは、ユー
ザが自ら差し替えることをしない限り更新されない。認証対象データを更新しても、認証
成功率が上昇するとは限らない。指紋認証の登録の設定は、携帯電話機の持ち方や操作に
慣れる前の段階で行われる。このため、操作に慣れると、当初の持ち方や指紋認証の操作
に登録当初と差分を生じ、指紋認証に失敗する頻度が高くなり、故障と誤認するおそれが
ある。指紋認証を行う際、認証に成功するまで入力を繰り返さなければならない等、認証
操作に不快感を伴う不都合があった。このような不都合は上記実施の形態により解決され
、操作ミスによる認証失敗を削減でき、認証成功率を高めることができる。
【０２１９】
　(2) 認証に失敗した生体情報の記憶について
【０２２０】
　この比較例について、図３２を参照する。図３２は比較例の認証を示している。図３２
において、（Ａ）はユーザ本人の認証、（Ｂ）はユーザ本人と他人の認証、（Ｃ）は他人
の認証、（Ｄ）はユーザ本人と他人の認証、（Ｅ）はユーザ本人の認証を示している。
【０２２１】
　この比較例では、ユーザ本人の指１０２から指紋を継続採取している間にユーザではな
い他人が同時に指紋を採取した場合である。１０３はユーザではない他人の指を示してい
る。認証の成功前の失敗画像を差し替え対象データとすることは、他人の画像も対象デー
タにすることになる。
【０２２２】
　このような処理では、失敗画像を登録するため、指紋認証のセキュリティ不足が問題と
なる。
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【０２２３】
　これに対し、本開示の認証装置、認証プログラム及び携帯端末装置では、認証失敗の画
像を保存しておらず、認証成功画像のみを認証対象データ及び登録データとし、認証成功
率の高いデータを保存している。このため、記憶容量の低減とともに、認証成功率の高い
データのみを保存することができ、認証成功率を向上させることができる。
【０２２４】
　次に、以上述べた実施例を含む実施の形態に関し、更に以下の付記を開示する。以下の
付記に本発明が限定されるものではない。
【０２２５】
（付記１）　データを入力する入力部と、
　入力データと照合される複数の認証対象データを記憶する認証対象データ記憶部と、
　前記入力データと照合される複数の参照データを記憶する参照データ記憶部と、
　前記入力データと少なくとも前記認証対象データとを照合する照合部と、
　前記認証対象データの何れかに合致する前記入力データを前記参照データ記憶部に記憶
し、照合回数が基準値を超え且つ認証成功率が前記認証対象データの認証成功率を超える
参照データを前記認証対象データ記憶部の前記認証対象データに差し替える記憶制御部と
、
　を備えることを特徴とする認証装置。
【０２２６】
（付記２）　前記データは、採取された指紋情報であることを特徴とする付記１に記載の
認証装置。
【０２２７】
（付記３）　前記認証対象データの何れにも合致しない入力データは消去することを特徴
とする付記１に記載の認証装置。
【０２２８】
（付記４）　前記参照データ記憶部は、前記参照データから抽出された前記照合回数の高
い参照データを記憶する記憶部を備える付記１に記載の認証装置。
【０２２９】
（付記５）　認証に用いるデータを入力する入力部と、
　複数の認証対象データを記憶する第１の記憶部と、
　前記認証対象データに合致した入力データを記憶する第２の記憶部と、
　前記入力データと前記第１の記憶部にある前記認証対象データとを照合し、前記第２の
記憶部にデータがあれば該データとも照合する照合部と、
　前記入力データが前記認証対象データの何れかに合致すれば、前記第１の記憶部にある
前記認証対象データの成功率、前記第２の記憶部にデータがあれば該データの成功率をも
演算し、前記入力データを前記第２の記憶部に記憶する制御部と、
　を備えることを特徴とする認証装置。
【０２３０】
（付記６）　更に、複数のデータを記憶する第３の記憶部とを備え、前記制御部は、前記
第２の記憶部にある前記データの個数が第１の基準値に到達した場合、前記第２の記憶部
にある照合回数の最も多いデータを前記第３の記憶部に移行させ、前記第２の記憶部にあ
る前記データを消去することを特徴とする付記５に記載の認証装置。
【０２３１】
（付記７）　前記制御部は、前記第３の記憶部にある前記データの個数が第２の基準値に
到達し、前記第３の記憶部にある成功率の最も高いデータの成功率が前記第１の記憶部に
ある成功率の最も低い認証対象データの成功率を超えていれば、前記第３の記憶部にある
成功率の最も高いデータを認証対象データとして前記第１の記憶部に移行させ、前記第１
の記憶部にある成功率の最も低い前記認証対象データを前記第３の記憶部に移行させるこ
とを特徴とする付記５に記載の認証装置。
【０２３２】
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（付記８）　前記制御部は、前記第２の記憶部にある前記データの個数が第１の基準値に
到達した場合、前記第２の記憶部にある照合回数の最も多いデータの成功率が前記第３の
記憶部にある成功率の最も低いデータの成功率以上であれば、前記第２の記憶部にある照
合回数の最も多いデータと前記第３の記憶部にある成功率の最も低いデータとを差し替え
ることを特徴とする付記５に記載の認証装置。
【０２３３】
（付記９）　コンピュータによって実行される認証プログラムであって、
　データを入力する機能と、
　複数の認証対象データを認証対象データ記憶部に記憶する機能と、
　複数の参照データを参照データ記憶部に記憶する機能と、
　入力データと前記認証対象データとを照合し、前記参照データ記憶部に参照データがあ
れば該参照データとも照合する機能と、
　前記認証対象データの何れかに合致する前記入力データを前記参照データ記憶部に記憶
し、照合回数が基準値を超え且つ認証成功率が前記認証対象データの認証成功率を超える
参照データを前記認証対象データ記憶部の前記認証対象データに差し替える機能と、
　を前記コンピュータに実行させる認証プログラム。
【０２３４】
（付記１０）　コンピュータによって実行される認証プログラムであって、
　認証に用いるデータを入力する機能と、
　複数の認証対象データを第１の記憶部に記憶する機能と、
　前記第１の記憶部にある前記認証対象データに合致する入力データを第２の記憶部に記
憶する機能と、
　前記入力データと前記第１の記憶部にある前記認証対象データとを照合し、前記第２の
記憶部にデータがあれば該データとも照合する機能と、
　前記入力データが前記認証対象データの何れかに合致すれば、前記第１の記憶部にある
前記認証対象データの成功率、前記第２の記憶部にデータがあれば該データの成功率をも
演算する機能と、
　を前記コンピュータに実行させる認証プログラム。
【０２３５】
（付記１１）　認証機能を備える携帯端末装置であって、
　データを入力する入力部と、
　入力データと照合される複数の認証対象データを記憶する認証対象データ記憶部と、
　前記入力データと照合される複数の参照データを記憶する参照データ記憶部と、
　前記入力データと少なくとも前記認証対象データとを照合する照合部と、
　前記認証対象データの何れかに合致する前記入力データを前記参照データ記憶部に記憶
し、照合回数が基準値を超え且つ認証成功率が前記認証対象データの認証成功率を超える
参照データを前記認証対象データ記憶部の前記認証対象データに差し替える記憶制御部と
、
　を備えることを特徴とする携帯端末装置。
【０２３６】
　以上説明したように、認証装置、認証プログラム及び携帯端末装置の最も好ましい実施
の形態等について説明したが、本発明は、上記記載に限定されるものではなく、特許請求
の範囲に記載され、又は発明を実施するための形態に開示された発明の要旨に基づき、当
業者において様々な変形や変更が可能であることは勿論であり、斯かる変形や変更が、本
発明の範囲に含まれることは言うまでもない。
【符号の説明】
【０２３７】
　２　認証装置
　４　入力データ
　６　入力部
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　８　認証対象データ記憶部
１０　参照データ記憶部
１２　照合部
１４　記憶制御部
２０　携帯電話機
２２　認証機能部
２８　認証対象データ格納部
３０　集積フォルダ
３２　審査フォルダ
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