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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者が音声を発音したときの顔画像の動画を保持する記憶装置に登録されている画像
を用いて利用者を認証する認証装置であって、
　前記利用者が発声する音声を新たに取得するマイクと、
　音声が発声されたときの前記利用者の顔画像を動画として撮像する撮像部と、
　予め登録されている前記利用者の音声、および前記音声に対応付けられている前記利用
者の顔画像を、前記記憶装置から取得する登録情報取得部と、
　前記記憶装置から取得された音声と前記マイクにより取得された音声とを用いて、前記
記憶装置から取得された動画の各フレーム画像を、前記撮像部により撮像した動画におけ
る、同じ音が発音されているときのフレーム画像にそれぞれ同期させ、前記記憶装置から
取得された動画と前記撮像部により撮像した動画の両方のフレームレートを同じにする同
期部とを有し、
　前記記憶装置から取得された音声と前記マイクにより取得された音声とを用いて、前記
記憶装置から取得された動画及び前記撮像部により撮像された動画の中から、同期部によ
って同期された同じ音が発音されているときのフレーム画像同士を比較することにより、
前記利用者を認証する認証部と、
を備えることを特徴とする認証装置。
【請求項２】
　前記撮像部は、前記利用者の動画を撮像し、
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　前記記憶装置は、前記予め定められている動作をしている前記利用者の動画を前記認証
部に供給し、
　前記認証部は、前記撮像部により撮像された動画における前記利用者の動きと、前記記
憶装置から受け取る動画における前記利用者の動きとを比較することにより、前記利用者
を認証す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】
　前記利用者が新たに発する音声と、前記記憶装置から取得した音声との一致度が予め定
められた基準を満たすときに、前記認証部は、前記撮像部により撮像された前記利用者の
顔画像と、前記記憶装置から取得した顔画像とを比較することにより、前記利用者を認証
することを特徴とする請求項１に記載の認証装置。
【請求項４】
　前記認証部は、前記記憶装置から取得された動画及び前記撮像部が撮像した動画の中か
ら、同じ音が発音されているときのフレーム画像の組み合わせを複数選択し、選択された
複数のフレーム画像の組み合わせをそれぞれ比較することにより前記利用者を認証するこ
とを特徴とする請求項１に記載の認証装置。
【請求項５】
　前記認証部は、前記記憶装置から取得された動画及び前記撮像部が撮像した動画のそれ
ぞれから、同じ音が発音されているときのフレーム画像を複数選択し、
　前記記憶装置から取得された動画から選択された複数のフレーム画像間の差分と、前記
撮像部が撮像した動画から選択された複数のフレーム画像間の差分を比較することにより
、前記利用者の顔の動きを比較して前記利用者を認証することを特徴とする請求項１に記
載の認証装置。
【請求項６】
　前記認証部は、前記複数のフレーム画像から前記利用者の口をそれぞれ切りだし、切り
出した複数の前記利用者の口の前記差分を算出して比較することにより、前記記憶装置か
ら取得された動画における前記利用者の口の動きと、前記撮像部により撮像された動画に
おける前記利用者の口の動きを比較して前記利用者を認証することを特徴とする請求項５
に記載の認証装置。
【請求項７】
　前記記憶装置は、更に前記利用者が音声を発声していないときの顔画像を格納しており
、
　前記撮像部は、更に前記利用者が音声を発声していないときの顔画像を撮像し、
　前記認証部は、更に前記利用者が音声を発声していないときの、前記記憶装置から取得
された顔画像及び前記撮像部により撮像された顔画像を比較することにより前記利用者を
認証することを特徴とする請求項１に記載の認証装置。
【請求項８】
　前記認証部は、前記利用者が所定の音声を発声してから、他の所定の音声を発するまで
の期間についての、前記記憶装置から取得された顔画像及び前記撮像部により撮像された
顔画像を、前記音声に基づいて前記同期部により同期させ、比較することにより前記利用
者を認証することを特徴とする請求項１および６に記載の認証装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、認証装置に関する。特に本発明は、利用者の認証精度を向上させた認証装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　入室管理や機密情報の管理を行うために、利用者の認証処理を行うことがある。利用者
の認証方法には、認証キーを保持している携帯型記録媒体を用いる方法、顔画像及び／又
は指紋などを用いる方法などがある（例えば特許文献１及び２参照）。
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【特許文献１】特開２００２－９２４９５
【特許文献２】特開２００１－３２６８４１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　顔画像を用いて利用者を認証する場合、精度よく利用者を認証するためには、認証時の
利用者の表情を、予め保持している利用者の顔画像の表情に一致させることが好ましい。
【０００４】
　そこで本発明は、上記の課題を解決することのできる認証装置を提供することを目的と
する。この目的は特許請求の範囲における独立項に記載の特徴の組み合わせにより達成さ
れる。また従属項は本発明の更なる有利な具体例を規定する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の形態においては、記憶装置に登録されてい
る画像を用いて利用者を認証する認証装置であって、利用者を撮像する撮像部と、利用者
に予め定められた動作をさせ、かつ利用者が予め定められた動作をしているときに撮像部
により撮像された利用者の画像と、記憶装置に登録されている画像とを比較することによ
り、利用者を認証する認証部とを備える。
【０００６】
　また、撮像部は、利用者の動画を撮像し、記憶装置は、予め定められている動作をして
いる利用者の動画を認証部に供給し、認証部は、撮像部により撮像された動画における利
用者の動きと、記憶装置から受け取る動画における利用者の動きとを比較することにより
、利用者を認証してもよい。
【０００７】
　また、撮像部は、利用者の顔画像の動画を撮像し、記憶装置は、利用者の顔画像の動画
を認証部に供給し、認証部は、撮像部により撮像された顔画像の動きと、記憶装置から受
け取る顔画像の動きとを比較することにより、利用者を認証してもよい。
【０００８】
　また、予め登録されている利用者の音声、および当該音声に対応付けられている利用者
の顔画像を、記憶装置から取得する登録情報取得部を更に備え、撮像部は、利用者の顔画
像を撮像し、利用者が新たに発する音声と、記憶装置から取得した音声との一致度が予め
定められた基準を満たすときに、認証部は、撮像部により撮像された利用者の顔画像と、
記憶装置から取得した顔画像とを比較することにより、利用者を認証してもよい。
【０００９】
　また、記憶装置は利用者が音声を発音したときの顔画像の動画を保持しており、撮像部
は、音声が発声されたときの利用者の顔画像を動画として撮像し、認証部は、記憶装置か
ら取得された動画と撮像部により撮像された動画とを比較することにより利用者を認証し
てもよい。
【００１０】
　また、利用者が発生する音声を新たに取得するマイクを更に備え、認証部は、記憶装置
から取得された音声とマイクにより取得された音声とを用いて、記憶装置から取得された
動画及び撮像部により撮像された動画の中から、同じ音が発音されているときのフレーム
画像をそれぞれ選択し、選択されたフレーム画像を比較することにより利用者を認証して
もよい。
【００１１】
　また、認証部は、記憶装置から取得された動画及び撮像装置が撮像した動画の中から、
同じ音が発音されているときのフレーム画像の組み合わせを複数選択し、選択された複数
のフレーム画像の組み合わせをそれぞれ比較することにより利用者を認証してもよい。
【００１２】
　また、認証部は、記憶装置から取得された音声とマイクにより取得された音声とを用い
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て、記憶装置から取得された動画の各フレーム画像を、撮像装置により撮像した動画にお
ける、同じ音が発音されているときのフレーム画像にそれぞれ同期させる同期部を更に有
し、同期されたフレーム画像同士を比較することにより利用者を認証してもよい。
【００１３】
　また、認証部は、記憶装置から取得された動画及び撮像装置が撮像した動画のそれぞれ
から、同じ音が発音されているときのフレーム画像を複数選択し、記憶装置から取得され
た動画から選択された複数のフレーム画像間の差分と、撮像装置が撮像した動画から選択
された複数のフレーム画像間の差分を比較することにより、利用者の顔の動きを比較して
利用者を認証してもよい。
【００１４】
　また、認証部は、複数のフレーム画像から利用者の口をそれぞれ切りだし、切り出した
複数の利用者の口の差分を算出して比較することにより、記憶装置から取得された動画に
おける利用者の口の動きと、撮像装置により撮像された動画における利用者の口の動きを
比較して利用者を認証してもよい。
【００１５】
　また、記憶装置は、更に利用者が音声を発声していないときの顔画像を格納しており、
撮像部は、更に利用者が音声を発声していないときの顔画像を撮像し、認証部は、更に利
用者が音声を発声していないときの、記憶装置から取得された顔画像及び撮像部により撮
像された顔画像を比較することにより利用者を認証してもよい。
【００１６】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これ
らの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
囲にかかる発明を限定するものではなく、また実施形態の中で説明されている特徴の組み
合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００１８】
　図１は、本発明の実施形態である認証装置１０の使用例を説明する図である。認証装置
１０は、利用者がパスワードを発声したときの利用者の顔画像に基づいて利用者を認証す
る装置であり、例えば部屋の入口に設置される。認証装置１０は、利用者を認証した場合
、利用者の入室を許可する。
【００１９】
　認証装置１０は、撮像部１２及びマイク１４を備えている。撮像部１２は、利用者の顔
画像の動画を撮像する。また、マイク１４は、利用者が発生する音声を新たに取得する。
これにより、認証装置１０は、撮像部１２を用いて入室を希望する利用者の顔を動画とし
て撮像する。また、認証装置１０は、マイク１４を用いて利用者が発する声を取得する。
そして、認証装置１０は、利用者がパスワードを発声したと判断したときのフレーム画像
を、撮像部１２により撮像された動画から選択する。
【００２０】
　また、認証装置１０は、パスワードを発声するときの利用者の顔を保持している。そし
て、選択したフレーム画像と、予め保持している利用者の顔画像に照合して一致度を算出
し、利用者を認証する。
【００２１】
　このため、認証装置１０は、予め保持している利用者の顔画像と同じ表情をしていると
きのフレーム画像を撮像した動画から選択し、顔認証に用いることができる。従って、認
証装置１０における利用者の認証精度は向上する。
【００２２】
　図２は、認証装置１０の構成を示すブロック図である。認証装置１０は、撮像部１２及
びマイク１４の他、入力部２０、記憶装置３０、登録情報取得部４０、及び認証部５０を
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備え、記憶装置３０に登録されている画像を用いて利用者を認証する。認証部５０は、パ
スワード認証部５２、同期部５４及び顔認証部５６を有する。
【００２３】
　入力部２０は例えばタッチパネルを有しており、利用者ＩＤなどの利用者の識別情報を
取得する。記憶装置３０は、複数の利用者の識別情報のそれぞれに対応付けて、それぞれ
の利用者のパスワード、並びにパスワードを発しているときの利用者の音声及び動画を、
登録情報として保持している。登録情報取得部４０は、入力部２０が取得した利用者の識
別情報に基づいて、記憶装置３０からパスワード、音声及び顔画像を選択し、取得する。
パスワード認証部５２は、利用者がパスワードを言ったか否かを判断する。同期部５４は
、撮像部１２が生成した動画と登録情報取得部４０が取得した動画を同期させ、２つの動
画からそれぞれ認証に用いるべきフレーム画像を選択する。顔認証部５６は、選択された
フレーム画像の一致度を算出し、利用者を認証する。
【００２４】
　なお、各部が実行する処理の詳細はフローチャートを用いて後述する。
【００２５】
　図３は、認証装置１０が行う認証処理のフローチャートである。入力部２０は、利用者
から利用者の識別情報を取得する（Ｓ２０）。登録情報取得部４０は、利用者から取得し
た利用者の識別情報に基づいて、認証に用いるべきパスワード、音声及び顔画像を選択す
る（Ｓ４０）。そして、認証部５０は、利用者に対してパスワードを言うように要求する
（Ｓ６０）。これにより、認証部５０は、利用者に対して、パスワードを言うという所定
の動作をさせる。マイク１４は、利用者が言ったパスワードを取得する。そして、パスワ
ード認証部５２は、音声認識により利用者が言った言葉を判断し（Ｓ８０）、判断した言
葉が記憶装置３０から取得したパスワードに一致するか否かを判断する（Ｓ１００）。パ
スワードに一致した場合、同期部５４及び顔認証部５６は顔認証処理を実行する（Ｓ１２
０）。
【００２６】
　以上のように、認証装置１０は、利用者が登録されていたパスワードを言った場合にの
み、顔認証を行って利用者を認証する。この場合、利用者は、予め定められた所定の動作
を行っているため、撮像部１２は、記憶装置３０に格納されている画像と同じ表情をして
いる利用者を撮像することができる。そのため、利用者の認証精度は高くなる。
【００２７】
　なお、認証部５０は、利用者に、パスワードを言う動作に限らず、予め定められた所定
の動作をさせてよい。認証部５０は、利用者に、所定の動作として、例えば瞬きや、舌を
出す動作等をさせてよい。この場合、認証部５０は、利用者に、例えば動作を誘発する刺
激を与えることにより、所定の動作を行わせてもよい。例えば、認証部５０は、利用者に
、フラッシュ光を浴びせることにより、瞬きをさせてよい。
【００２８】
　また、この場合、記憶装置３０には、利用者が予め定められた所定の動作を行っている
動画が登録されている。そして、Ｓ２０において、記憶装置３０は、予め定められている
所定の動作をしている利用者の動画を、認証部５０に供給する。例えば、入力部２０が受
け取る識別情報に応じて、記憶装置３０は、パスワードを言っている利用者の顔画像の動
画を、認証部５０に供給する。
【００２９】
　認証部５０は、利用者が所定の動作をしているときに撮像部１２により撮像された利用
者の動画と、記憶装置３０に登録されている動画とを比較することにより、利用者を認証
する。この場合、認証部５０は、両動画における、顔又は体の各部品の動作軌跡を比較す
ることにより、利用者を認証してよい。これにより、利用者を、高い精度で認証できる。
【００３０】
　図４は、図３のＳ１２０における処理を詳細に示すフローチャートである。同期部５４
は、パスワードを言うときの利用者の音声に基づいて、撮像部１２が撮像した動画と記憶
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装置３０から取得した動画を同期させる（Ｓ２００）。同期部５４は、例えば撮像部１２
が撮像した動画における複数のフレーム画像を、記憶装置３０から取得した動画における
、同じ音が発音されている時のフレーム画像にそれぞれ対応させることで、２つの動画を
同期させる。
【００３１】
　そして、同期部５４は、同期された２つの動画のそれぞれから、互いに対応するフレー
ム画像すなわち同じ音が発音されているときのフレーム画像を複数選択する（Ｓ２２０）
。
【００３２】
　顔認証部５６は、選択されたフレームのそれぞれ毎に、撮像部１２が撮像した顔画像と
記憶装置３０から取得した顔画像の一致度を算出する（Ｓ２４０）。そして、算出した一
致度が予め定められた基準値を超えたか否かを各フレーム毎に判断する。基準値を超えた
フレームの数が予め定められた基準数以上である場合（Ｓ２６０：Ｙｅｓ）、顔認証部は
利用者を認証する（Ｓ２８０）。
【００３３】
　本フローチャートに従うと、例えば利用者がパスワードを言っている途中で通常とは異
なる顔をし、特定のフレーム画像における一致度が極端に低くなっても、認証装置１０は
、他のフレーム画像における一致度が高い場合には、利用者を認証することができる。
【００３４】
　なお、同期部５４は、Ｓ２００において、撮像部１２が撮像した動画及び記憶装置３０
から取得した動画の少なくとも一方の再生時間を伸縮し、パスワードを言っているときの
互いの再生時間を一致させてもよい。この場合、同期部５４は、例えば、一方の動画フレ
ームを間引き、又は補間することにより、両方の動画のフレームレートを同じにする。
【００３５】
　また、顔認証部５６は、Ｓ２６０及びＳ２８０において、算出した複数の一致度の平均
値が予め定められた基準値を超える場合に、利用者を認証してもよい。このとき、顔認証
部５６は、すべての一致度を用いて平均値を算出するのではなく、上位数個の一致度を用
いて平均値を算出してもよい。
【００３６】
　図５は、図３のＳ１２０における処理の第１の変形例を詳細に示すフローチャートであ
る。本例において、顔認証部５６は、パスワードを発するときの利用者の口の動きに基づ
いて、利用者を認証する。
【００３７】
　同期部５４は、パスワードを言うときの利用者の音声に基づいて、撮像部１２が撮像し
た動画と記憶装置３０から取得した動画を同期させる（Ｓ３００）。この処理は図４のＳ
２００と同じであるため説明を省略する。
【００３８】
　次に、顔認証部５６は、撮像部１２が撮像した動画のフレーム画像、及び記憶装置３０
から取得した動画のフレーム画像のそれぞれから、口を切り出す（Ｓ３１０）。顔認証部
５６は、前後するフレーム画像における口の形状の差分を、撮像部１２が撮像した動画及
び記憶装置３０から取得した動画のそれぞれにおいて算出する（Ｓ３２０）。そして、撮
像部１２が撮像した動画における差分と、記憶装置３０から取得した動画における差分の
一致度を算出する。（Ｓ３３０）。
【００３９】
　なお、口の形状の差分とは、例えば、口の形状から得られる複数の特徴点間の距離につ
いての、前後するフレーム画像における差分である。顔認証部５６は、例えば、唇におけ
る左右の両端間の距離について、差分を算出する。顔認証部５６は、前後するフレーム画
像におけるこの距離の変化量を、この差分として、算出する。顔認証部５６は、唇におけ
る上下の幅について、差分を算出してもよい。
【００４０】
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　また、顔認証部５６は、利用者が所定の基準音声を発してから、他の所定の基準音声を
発するまでの期間についての、口の形状の差分を算出してもよい。例えば、顔認証部５６
は、利用者がパスワードの最初の音声を発するタイミングから、次の音声や最後の音声を
発するタイミングまでの期間についての、口の形状の差分を算出してよい。
【００４１】
　顔認証部５６は、算出した一致度が予め定められた基準値を超えたか否かを各差分毎に
判断する（Ｓ３４０）。基準値を超えた差分の数が予め定められた基準数以上である場合
（Ｓ３４０：Ｙｅｓ）、顔認証部は利用者を認証する（Ｓ３５０）。
【００４２】
　ここで、人が言葉を発しているとき、顔の中で最も激しく動くのは口である。この動き
は、人ごとに異なる。従って、他人が利用者に成りすました場合、口の動きの一致度は顔
全体の一致度を算出する場合と比べて低くなる。従って、認証装置１０は、精度よく利用
者を認証することができる。なお、顔認証部５６は、口の特定部分の軌跡を算出し、この
軌跡の一致度に基づいて利用者を認証してもよい。
【００４３】
　以上に説明したように、本変形例において、認証部５０は、撮像部１２により撮像され
た動画における利用者の動きと、記憶装置３０から受け取る動画における利用者の動きと
を比較することにより、利用者を認証する。また、認証部５０は、口の動きに限らず、撮
像部１２により撮像された顔画像の動きと、記憶装置３０から受け取る顔画像の動きとを
比較することにより、利用者を認証してもよい。例えば、認証部５０は、両方の顔画像の
動画における顔の各部の動きを比較することにより、利用者を認証してよい。また、認証
部５０は、例えば、利用者の動きに伴う両目の間隔の変化や鼻の下の長さの変化等の、顔
画像の変化量を比較することにより、利用者を認証してもよい。
【００４４】
　図６は、図３のＳ１２０における処理の第２の変形例を詳細に示すフローチャートであ
る。本例において、顔認証部５６は、利用者が声を発していないときの顔画像に基づいて
利用者を認証する。なお、Ｓ１２０において図６に示す処理を行う場合、認証装置１０は
、同期部５４を備えなくてもよい。また、記憶装置３０は、利用者が声を発していないと
きの顔の静止画を利用者の識別情報に対応付けて保持していればよい。
【００４５】
　顔認証部５６は、マイク１４が取得した音声に基づいて、撮像部１２が撮像した動画か
ら、利用者が声を発していないときのフレーム画像を複数選択する（Ｓ４００）。そして
、選択したフレーム画像のそれぞれと、記憶装置３０が保持している顔の静止画の一致度
を算出する（Ｓ４１０）。何れかの一致度が予め定められた基準値以上である場合（Ｓ４
２０：Ｙｅｓ）、顔認証部５６は利用者を認証する（Ｓ４３０）。
【００４６】
　以上のように、本変形例において、記憶装置３０は利用者が声を発していないときの顔
の静止画を保持している。また、顔認証部５６は、撮像部１２が撮像した動画のうち利用
者が声を発していないときのフレーム画像を選択する。このため、記憶装置３０が保持し
ている顔画像における利用者の表情と、撮像した動画から選択されたフレーム画像におけ
る利用者の表情が一致する可能性は高くなる。従って、本変形例に従って処理すると、認
証装置１０は、利用者を高い精度で認証することができる。
【００４７】
　なお、Ｓ４２０及びＳ４３０において、顔認証部５６は、一致度が予め定められた基準
値を超えたフレームの数が、予め定められた基準数以上である場合に利用者を認証しても
よい。また、算出した一致度の平均値が予め定められた基準値を超えた場合に利用者を認
証してもよい。
【００４８】
　また、本変形例において、認証部５０は、マイク１４により検知された利用者の音声を
利用して、利用者が声を発していない状態を検知する。そして、認証部５０は、利用者が
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声を発していないときの顔画像に基づいて利用者を認証する。この場合、認証部５０は、
予め定められた動作として、利用者に、音声を発しない動作を行わせている。
【００４９】
　図７は、図３のＳ１２０における処理の第３の変形例を詳細に示すフローチャートであ
る。本変形例において、認証部５０は、顔画像の一致度、及び音声の一致度の双方に基づ
いて利用者を認証する。
【００５０】
　同期部５４は、パスワードを言うときの利用者の音声に基づいて、撮像部１２が撮像し
た動画と記憶装置３０から取得した動画を同期させる（Ｓ５００）。この処理は図３のＳ
２００と同じである。
【００５１】
　そして、同期部５４は、同期された２つの動画のそれぞれから、互いに対応するフレー
ム画像すなわち同じ音が発音されているときのフレーム画像を複数選択する（Ｓ５１０）
。
【００５２】
　顔認証部５６は、選択されたフレームのそれぞれ毎に、撮像部１２が撮像した顔画像と
記憶装置３０から取得した顔画像の一致度を算出する（Ｓ５２０）。そして、算出した一
致度のうち上位数個における一致度の平均値を、顔画像の一致度として算出する（Ｓ５３
０）。また、認証部５０は、記憶装置３０が保持している利用者の音声とマイク１４が取
得した利用者の音声の一致度を算出する（Ｓ５４０）。
【００５３】
　そして、認証部５０は、顔認証部５６が算出した一致度と音声の一致度が予め定められ
た基準を満たす場合（Ｓ５５０：Ｙｅｓ）、利用者を認証する（Ｓ５６０）。予め定めら
れた基準とは、例えば、顔画像の一致度と音声の一致度によって定義される２次元空間に
おいて、算出された顔画像の一致度と音声の一致度によって定義される点が、予め定めら
れた領域に含まれることである。予め定められた領域は、例えば顔画像の一致度と音声の
一致度の双方が基準値以上である、という条件を満たす領域である。
【００５４】
　本変形例によれば、認証装置１０は、利用者の音声の一致度と、音声に基づいて同期さ
れたフレーム画像の一致度に基づいて利用者を認証する。従って、精度よく利用者を認証
することができる。
【００５５】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えること
が可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発
明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【００５６】
　上記説明から明らかなように、本発明によれば、認証時の利用者の表情を、予め保持し
ている利用者の顔画像の表情に一致させることができる。従って、精度よく利用者を認証
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の実施形態である認証装置１０の使用例を説明する図。
【図２】認証装置１０の構成を示すブロック図。
【図３】認証装置１０が行う認証処理のフローチャート。
【図４】図３のＳ１２０における処理を示すフローチャート。
【図５】図３のＳ１２０における処理の第１の変形例を示すフローチャート。
【図６】図３のＳ１２０における処理の第２の変形例を示すフローチャート。
【図７】図３のＳ１２０における処理の第３の変形例を示すフローチャート。
【符号の説明】
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【００５８】
１０　認証装置
１２　撮像部
１４　マイク
３０　記憶装置
４０　登録情報取得部
５０　認証部
５４　同期部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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