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(57)【要約】
【課題】事業者が話者認識によりユーザの本人認証を行
うシステムにおいて、取引先の事業者ごとにユーザが都
度発話による話者モデルの登録を行う必要のないシステ
ムを提供する。
【解決手段】ユーザ側装置２０は音声入力手段２４、話
者モデル作成手段２１、記憶手段２２、話者モデルを転
送する通信手段２３を備え、事業者側の管理装置４０は
話者モデルの取得手段４１、記憶手段４２、通信手段４
３を備え、事業者側の話者認識装置５０は話者モデルの
取得手段５１、話者モデル登録手段５２、特徴取得手段
５３、話者認識手段５４を備え、ユーザはユーザ側装置
２０を用いて話者認識に用いる話者モデルを作成して保
持し、事業者はユーザを取引先として登録する際に、管
理装置４０を用いて取引に必要な個人情報とともに話者
モデルをユーザから取得し、話者認識装置５０において
話者モデルを登録する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの音声入力に基づいて話者モデルを作成するユーザ側装置と、前記ユーザ側装置
から送信されたユーザの話者モデルを取得する事業者側管理装置と、前記事業者側管理装
置から送信された話者モデルを登録しておき、登録されている話者モデルとユーザが入力
した音声から抽出される特徴情報との比較に基づいて話者認識を行うことにより本人認証
を行う話者認識装置と、を備える本人認証システム。
【請求項２】
　請求項１記載の本人認証システムに含まれるユーザ側装置であって、
　ユーザが発する音声の入力手段と、
　前記入力手段で入力された音声情報に基づき、話者認識に用いる話者モデルを作成する
話者モデル作成手段と、
　前記話者モデル作成手段が作成した話者モデルを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段が記憶する話者モデルを前記事業者側管理装置へ送信する通信手段と、
を有するユーザ側装置。
【請求項３】
　請求項２記載のユーザ側装置であって、
　前記入力手段で入力された音声に対し、特徴抽出を行う特徴抽出手段を有し、
　前記通信手段は、前記特徴抽出手段による抽出結果を前記事業者側管理装置へ送信する
ユーザ側装置。
【請求項４】
　請求項１記載の本人認証システムに含まれる事業者側管理装置であって、
　前記ユーザ側装置から送信された話者モデルを取得する取得手段と、
　前記取得手段で取得した話者モデルを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段が記憶する話者モデルを前記話者認識装置へ送信する通信手段と、
を有する事業者側管理装置。
【請求項５】
　請求項４記載の事業者側管理装置であって、
　予め設定された条件に従って、前記記憶手段が記憶する話者モデルを前記話者認識装置
へ送信するよう制御する制御手段を有し、
　前記通信手段は、前記制御手段の指示に応じて前記話者モデルを送信する事業者側管理
装置。
【請求項６】
　請求項１記載の本人認証システムに含まれる話者認識装置であって、
　前記事業者側管理装置から送信された話者モデルを取得する話者モデル取得手段と、
　前記取得手段で取得した話者モデルを登録する登録手段と、
　ユーザが発する音声に対する特徴抽出結果を取得する特徴取得手段と、
　前記登録手段で登録された話者モデルと前記特徴取得手段で取得した特徴抽出結果との
比較に基づいて話者認識を行うことにより本人認証を行う話者認識手段と、
を有する話者認識装置。
【請求項７】
　請求項６記載の話者認識装置であって、
　ユーザが発する音声の入力手段と、
　前記入力手段で入力された音声に対して特徴抽出を行う特徴抽出手段と、を有し、
　前記話者認識手段は、前記登録手段で登録された話者モデルと前記特徴抽出手段による
特徴抽出結果との比較に基づいて話者認識を行う話者認識装置。
【請求項８】
　請求項１記載の本人認証システムに含まれるユーザ側装置に搭載される集積回路であっ
て、
　ユーザが発する音声の入力手段と、
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　前記入力手段で入力された音声情報に基づき、話者認識に用いる話者モデルを作成する
話者モデル作成手段と、
　前記話者モデル作成手段が作成した話者モデルを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段が記憶する話者モデルを前記事業者側管理装置へ送信する通信手段と、
を有する集積回路。
【請求項９】
　請求項１記載の本人認証システムに含まれる事業者側管理装置に搭載される集積回路で
あって、
　前記ユーザ側装置から送信された話者モデルを取得する取得手段と、
　前記取得手段で取得した話者モデルを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段が記憶する話者モデルを前記話者認識装置へ送信する通信手段と、
を有する集積回路。
【請求項１０】
　請求項１記載の本人認証システムに含まれる話者認識装置に搭載される集積回路であっ
て、
　前記事業者側管理装置から送信された話者モデルを取得する話者モデル取得手段と、
　前記取得手段で取得した話者モデルを登録する登録手段と、
　ユーザが発する音声に対する特徴抽出結果を取得する特徴取得手段と、
　前記登録手段で登録された話者モデルと前記特徴取得手段で取得した特徴抽出結果との
比較に基づいて話者認識を行うことにより本人認証を行う話者認識手段と、
を有する集積回路。
【請求項１１】
　ユーザの音声入力に基づいて話者モデルを作成するユーザ側装置と、前記ユーザ側装置
から送信されたユーザの話者モデルを取得する事業者側管理装置と、前記事業者側管理装
置から送信された話者モデルを登録しておき、登録されている話者モデルとユーザが発す
る音声に対する特徴抽出結果との比較に基づいて話者認識を行う話者認識装置と、を備え
る本人認証システムにおける本人認証方法であって、
　前記ユーザ側装置が、ユーザの音声入力を受け付け、前記音声入力に基づいて話者モデ
ルを作成し、作成した話者モデルを事業者側装置へ送信し、
　前記事業者側装置が、前記ユーザ側装置から送信された話者モデルを取得し、取得した
話者モデルを前記話者認識装置へ送信し、
　前記話者認識装置が、前記事業者側装置から送信された話者モデルを取得し、取得した
話者モデルを登録し、ユーザが発する音声に対する特徴抽出結果を取得し、登録されてい
る話者モデルと取得した特徴抽出結果との比較に基づいて話者認識を行い、認識結果に基
づいて本人認証を行う本人認証方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、話者認識を用いてユーザの本人認証を行うシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット上での商品購入時などにおいては、取引におけるセキュリティを確保す
るために本人認証が行われている。例えば、インターネットを利用した通信販売（インタ
ーネット・ショッピング）では、発注内容の入力に加えて、ユーザの本人認証に必要なＩ
Ｄおよび暗証番号などを入力してもらっている。
【０００３】
　しかしながら、ＩＤおよび暗証番号の入力は正確に行わなければならず、ユーザに煩雑
な操作を強いることがあった。また、ユーザの自己責任において、これらが他者に知られ
ないように厳重に注意する必要があった。そこで、ＩＤおよび暗証番号の入力など本人認
証に必要な操作をユーザに行わせることなく、商品等の発注受付を行うことが可能な本人
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認証方法が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　特許文献１に開示された発注受付方法は、初回の個人データ登録時に発話を行うことに
より、ユーザの音声から抽出された特徴情報を話者モデルとして登録しておき、次回以降
は、注文受付時の音声から抽出される特徴情報をすでに登録されている話者モデルと比較
して話者を特定すること（話者認識）により、ＩＤおよび暗証番号などの本人認証に必要
な情報を入力する手間を省くものである。
【０００５】
　上記技術によれば、話者認識技術を用いて本人認証を行うことにより、本人認証の際に
、厳重な管理が必要なＩＤおよび暗証番号などを用いる必要がなくなる。
【０００６】
【特許文献１】特開２００２-２７９２４５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、上述した話者認識を用いた従来の本人認証方法は、通信販売などを行う
事業者の取引管理システムにおいて、あらかじめユーザの話者モデルを作成するためにユ
ーザからの複数回の発話が必要であり、ユーザが取引をしたい事業者を増やすと、その都
度発話による話者モデルの登録が必要であった。
【０００８】
　また、セキュリティ面については、商品購入時の本人認証のみが着目されており、商品
配達時のセキュリティについてはあまり考慮がなされていなかった。
【０００９】
　本発明は、以上のような実情に鑑みてなされたもので、話者認識を用いた本人認証シス
テムにおいて、取引先となる事業者ごとにユーザが都度発話による話者モデルの登録を行
う必要のないシステムを提供することを目的とする。また、商品の購入時に加え、商品配
達時のセキュリティを向上させるシステムを提供することも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の本人認証システムは、ユーザの音声入力に基づいて話者モデルを作成するユー
ザ側装置と、前記ユーザ側装置から送信されたユーザの話者モデルを取得する事業者側管
理装置と、前記事業者側管理装置から送信された話者モデルを登録しておき、登録されて
いる話者モデルとユーザが入力した音声から抽出される特徴情報との比較に基づいて話者
認識を行うことにより本人認証を行う話者認識装置と、を備える。
【００１１】
　上記構成によれば、ユーザは話者認識に使用する話者モデルを手元に一つ用意しておく
ことで、取引先の事業者が増えるごとに都度発声による音声情報の登録を行う必要がなく
、かつ精度の高い話者モデルを作成しておくことで、本人認証時の誤りを減らすことが可
能となる。また、音声情報が登録時の周囲の雑音環境に依存することが無く、登録される
話者モデルの高い精度が維持されるため、本人認証の精度を高めることができる。また、
上記構成によれば、商品配達時の本人認証に話者認識技術を用いることが可能となるため
、商品配達時のセキュリティ性の向上に繋げることが可能となる。
【００１２】
　また、本発明のユーザ側装置は、本発明の本人認証システムに含まれるユーザ側装置で
あって、ユーザが発する音声の入力手段と、前記入力手段で入力された音声情報に基づき
、話者認識に用いる話者モデルを作成する話者モデル作成手段と、前記話者モデル作成手
段が作成した話者モデルを記憶する記憶手段と、前記記憶手段が記憶する話者モデルを前
記事業者側管理装置へ送信する通信手段と、を有する。
【００１３】
　また、本発明のユーザ側装置は、前記入力手段で入力された音声に対し、特徴抽出を行
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う特徴抽出手段を有し、前記通信手段が、前記特徴抽出手段による抽出結果を前記事業者
側管理装置へ送信するものである。
【００１４】
　上記構成によれば、認証時にユーザ側装置から音声を入力する際に、入力された音声を
話者認識装置へ直接送る場合に比べ、通信による音声の品質低下を防ぎ、認証時の誤りを
減らすことが可能となる。
【００１５】
　また、本発明の事業者側管理装置は、本発明の本人認証システムに含まれる事業者側管
理装置であって、前記ユーザ側装置から送信された話者モデルを取得する取得手段と、前
記取得手段で取得した話者モデルを記憶する記憶手段と、前記記憶手段が記憶する話者モ
デルを前記話者認識装置へ送信する通信手段と、を有する。
【００１６】
　また、本発明の事業者側管理装置は、予め設定された条件に従って、前記記憶手段が記
憶する話者モデルを前記話者認識装置へ送信するよう制御する制御手段を有し、前記通信
手段が、前記制御手段の指示に応じて前記話者モデルを送信するものである。
【００１７】
　上記構成によれば、配達者が携行する携帯端末装置に話者認識装置を搭載しておけば、
当該携帯端末装置に対して、事業者側管理装置が、予め設定された条件に従い自動的に話
者モデルを転送するため、必要となるタイミングで話者モデルを転送したり、複数の携帯
端末装置が用いられる場合に、必要な話者モデルのみを転送したりすることができる。例
えば、話者モデルを配達日の前日に話者認識装置へ送付するというような制御が可能とな
り、取引先側が都度話者モデルを送付する手間が省ける。
【００１８】
　また、本発明の話者認識装置は、本人認証システムに含まれる話者認識装置であって、
前記事業者側管理装置から送信された話者モデルを取得する話者モデル取得手段と、前記
取得手段で取得した話者モデルを登録する登録手段と、ユーザが発する音声に対する特徴
抽出結果を取得する特徴取得手段と、前記登録手段で登録された話者モデルと前記特徴取
得手段で取得した特徴抽出結果との比較に基づいて話者認識を行うことにより本人認証を
行う話者認識手段と、を有する。
【００１９】
　また、本発明の話者認識装置は、ユーザが発する音声の入力手段と、前記入力手段で入
力された音声に対して特徴抽出を行う特徴抽出手段と、を有し、前記話者認識手段が、前
記登録手段で登録された話者モデルと前記特徴抽出手段による特徴抽出結果との比較に基
づいて話者認識を行うものである。
【００２０】
　また、本発明の集積回路は、本発明の本人認証システムに含まれるユーザ側装置に搭載
される集積回路であって、ユーザが発する音声の入力手段と、前記入力手段で入力された
音声情報に基づき、話者認識に用いる話者モデルを作成する話者モデル作成手段と、前記
話者モデル作成手段が作成した話者モデルを記憶する記憶手段と、前記記憶手段が記憶す
る話者モデルを前記事業者側管理装置へ送信する通信手段と、を有する。
【００２１】
　また、本発明の集積回路は、本発明の本人認証システムに含まれる事業者側管理装置に
搭載される集積回路であって、前記ユーザ側装置から送信された話者モデルを取得する取
得手段と、前記取得手段で取得した話者モデルを記憶する記憶手段と、前記記憶手段が記
憶する話者モデルを前記話者認識装置へ送信する通信手段と、を有する。
【００２２】
　また、本発明の集積回路は、本発明の本人認証システムに含まれる話者認識装置に搭載
される集積回路であって、前記事業者側管理装置から送信された話者モデルを取得する話
者モデル取得手段と、前記取得手段で取得した話者モデルを登録する登録手段と、ユーザ
が発する音声に対する特徴抽出結果を取得する特徴取得手段と、前記登録手段で登録され
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た話者モデルと前記特徴取得手段で取得した特徴抽出結果との比較に基づいて話者認識を
行うことにより本人認証を行う話者認識手段と、を有する。
【００２３】
　さらに、本発明の本人認証方法は、ユーザの音声入力に基づいて話者モデルを作成する
ユーザ側装置と、前記ユーザ側装置から送信されたユーザの話者モデルを取得する事業者
側管理装置と、前記事業者側管理装置から送信された話者モデルを登録しておき、登録さ
れている話者モデルとユーザが発する音声に対する特徴抽出結果との比較に基づいて話者
認識を行う話者認識装置と、を備える本人認証システムにおける本人認証方法であって、
前記ユーザ側装置が、ユーザの音声入力を受け付け、前記音声入力に基づいて話者モデル
を作成し、作成した話者モデルを事業者側装置へ送信し、前記事業者側装置が、前記ユー
ザ側装置から送信された話者モデルを取得し、取得した話者モデルを前記話者認識装置へ
送信し、前記話者認識装置が、前記事業者側装置から送信された話者モデルを取得し、取
得した話者モデルを登録し、ユーザが発する音声に対する特徴抽出結果を取得し、登録さ
れている話者モデルと取得した特徴抽出結果との比較に基づいて話者認識を行い、認識結
果に基づいて本人認証を行うものである。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、ユーザは話者認識に使用する話者モデルを手元に一つ用意しておくこ
とで、取引先の事業者が増えるごとに都度発声による音声情報の登録を行う必要がなくな
り、かつ精度の高い話者モデルを作成しておくことで、本人認証時の誤りを減らすことが
可能となる。
【００２５】
　また、商品配達時に話者認識によりユーザの本人認証を行うことができるため、従来あ
まり考慮がされていなかった商品配達時のセキュリティを向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態を添付の図面を用いて詳しく説明する。これらの実施の形態
は本発明の一態様を示すものであり、本発明の技術的思想の範囲で任意に変更可能である
。
【００２７】
　図１は本発明の一実施の形態に係る本人認証システムの構成を示す図である。図１にお
いて、本人認証システム１はユーザ側装置２０、事業者側の管理装置４０および話者認識
装置５０で構成され、話者モデル３が装置間で転送される。
【００２８】
　ユーザ側装置２０は、パーソナルコンピュータなどを用いて構成され、ユーザが発する
音声を入力するための音声入力手段２４、入力された音声情報から話者認識用の話者モデ
ルを作成する話者モデル作成手段２１、作成された話者モデルを記憶しておく記憶手段２
２、記憶された話者モデルを事業者側へ送信する通信手段２３を備えている。
【００２９】
　ここで、話者モデルは、入力された音声から抽出された特徴情報により音声的個人情報
として転送可能な所定の形式で作成されるものである。話者モデルは、取引を行う事業者
に対してユーザとして個人情報の登録を行う際に、本人認証のための話者認識に用いられ
る話者モデル３として事業者側の管理装置４０に転送される。
【００３０】
　事業者側の管理装置４０は、サーバ用コンピュータやパーソナルコンピュータなどを用
いて構成される一般的なコンピュータシステムであり、ユーザ側装置２０から送信された
話者モデル３を取得する取得手段４１、取得した話者モデル３を記憶しておく記憶手段４
２、記憶した話者モデル３を話者認識装置５０に送信する通信手段４３を備えている。
【００３１】
　事業者側の話者認識装置５０は、サーバ用コンピュータやパーソナルコンピュータなど
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を用いて構成することができ、管理装置４０から送信された話者モデル３を取得する取得
手段５１、取得した話者モデル３を登録する話者モデル登録手段５２、ユーザが発する音
声に対する特徴抽出結果を取得する特徴取得手段５３、特徴取得手段５３で取得した特徴
抽出結果を登録されている話者モデルと比較して話者認識を行う話者認識手段５４を備え
ている。
【００３２】
　また、図１に示す本人認証システムにおいては、取引情報の音声入力を行うことが望ま
しい。その場合は図示しない不特定話者を対象とする音声認識装置を備えた構成になる。
取引情報の入力に音声認識を用いることは、特許文献１に示されるように一般に知られた
技術である。
【００３３】
　ここで、事業者側のシステムが管理装置４０および話者認識装置５０や音声認識装置で
構成される例を説明したが、話者認識装置５０の機能や音声認識装置の機能が管理装置４
０に内蔵される構成であってもよい。また、不特定話者を対象とする音声認識装置には、
一般に高性能のサーバ用コンピュータなどが使用され、音声入力などの共通部分も多いの
で、話者認識装置の機能を音声認識装置用のコンピュータ上に実現してもよい。
【００３４】
　図２は本実施の形態のユーザ側装置２０、事業者側の管理装置４０および話者認識装置
５０のそれぞれにおける本人認証の処理方法を説明するフローチャートである。
【００３５】
　ユーザ側装置２０では、まず、音声入力ステップＳ１で、音声入力手段２４によりユー
ザが発する音声の入力を行う。次に話者モデル作成ステップＳ２で、話者モデル作成手段
２１が、入力された音声から抽出される特徴情報により話者認識用の話者モデル３を作成
する。次に事業者側のシステムとの交信に応じて、話者モデル転送ステップＳ３で、作成
された話者モデルを取引先事業者のシステムに転送する。
【００３６】
　事業者側の管理装置４０では、話者モデル取得ステップＳ１１で、転送された話者モデ
ルを取得する。次に話者モデル転送ステップＳ１２で、取得した話者モデルを話者認識装
置５０へ転送する。話者認識装置５０では、話者モデル取得ステップＳ２１で、転送され
た話者モデルを取得する。次に話者モデル登録ステップＳ２２で、取得した話者モデルを
登録する。
【００３７】
　その後、電話あるいは他の手段を用いた取引が開始されると、特徴取得ステップＳ２３
で、ユーザが発する音声に対する特徴抽出結果を取得する。次に話者認識ステップＳ２４
で、取得した特徴抽出結果を登録された話者モデルと比較することによりに話者認識を行
う。話者認識により、登録された話者モデルの中からユーザが同定されると、その結果を
受け、必要ならば他の取得情報の判断も併せて、話者認識装置５０は本人認証を行う。
【００３８】
　図３は本実施の形態における本人認証システムの運用例を説明する図である。図３にお
いて、事業者１の管理装置６１と話者認識装置６２、事業者２の管理装置６３と話者認識
装置６４は、それぞれ図１の管理装置４０および話者認識装置５０と同等の機能を備えた
装置である。
【００３９】
　まず、ユーザはユーザ側装置２０において話者モデル３の作成を行い記憶手段に記憶し
ておく。ユーザは本人認証が必要な取引相手の事業者が増えるごとに、事業者側のシステ
ムとの交信に応じて、話者モデル３を事業者側の管理装置６１や事業者側の管理装置６３
に転送する。事業者側は転送された話者モデル３を話者認識装置６２や話者認識装置６４
に転送し、話者モデル３の登録を行う。
【００４０】
　取引に際しては、ユーザが発する音声が話者認識装置６２あるいは話者認識装置６４に
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伝えられると、話者認識装置６２あるいは話者認識装置６４では音声から抽出される特徴
情報を登録された話者モデルと比較することにより話者認識を行う。
【００４１】
　本運用方法によれば、ユーザは話者認識に使用する話者モデルを手元に一つ用意してお
くことで、取引先の事業者が増えるごとに都度発声による音声情報の登録を行う必要がな
く、かつ精度の高い話者モデルを作成しておくことで、本人認証時の誤りを減らすことが
可能となる。
【００４２】
　また、都度発話による登録を行う場合は、音声情報が登録時の周囲の雑音環境に依存す
るため、精度が悪い話者モデルが登録される恐れがあるが、本発明によれば、精度の良い
話者モデルを作成しておき、そのモデルを事業者側へ転送するので、本人認証の精度を高
めることができる。
【００４３】
　また、ユーザ側装置の通信手段は音声を通信するように構成することも可能である。ユ
ーザ側装置から音声を通信可能にすることにより、話者モデルを事業者側へ転送した際に
も本人認証を行うことができるようになり、転送した話者モデルが本人のものであること
を確認することができ、話者モデルのコピーによるなりすましを防止することができる。
このとき、ユーザ側装置は、入力された音声に対して特徴抽出を行っておき、特徴抽出結
果のデータを事業者側装置へ送信するようにしてもよい。この場合、事業者側装置は、ユ
ーザ側装置から取得した特徴抽出結果のデータを話者認識装置へ送信し、話者認識装置に
て、特徴抽出結果のデータも加味して本人認証を行う。これにより、認証時にユーザ側装
置から音声を入力する際に、入力された音声を話者認識装置へ直接送る場合に比べ、通信
による音声の品質低下を防ぎ、認証時の誤りを減らすことが可能となる。
【００４４】
　また、本実施の形態において、ユーザ側装置２０を携帯端末装置上に構成することも可
能である。ユーザ側装置２０を携帯端末とすることで、携帯端末によるインターネットを
利用したサービスにおいても、本発明の本人認証システムが利用可能となる。
【００４５】
　図４は本実施の形態において携帯端末装置上にユーザ側装置を構成した例を示す図であ
る。図４においては、ユーザ側装置を携帯端末装置７１として構成しており、音声入力手
段、話者モデルを作成する手段、話者モデルを記憶しておく手段、記憶した話者モデルを
事業者側へ転送する無線通信による通信手段を備えている。
【００４６】
　事業者側のシステムは、管理装置７２に無線通信による通信手段を備えている点を除け
ば、図１に示した構成と同じものであるので説明を省略する。話者認識装置は図示を省略
している。
【００４７】
　ユーザは携帯端末装置７１を使用して話者モデル３の作成を行っておく。ユーザは作成
した話者モデル３を保持した携帯端末装置７１を持ち運び、新たな事業者と取引を開始す
る際には、事業者側のシステムとの交信に応じて、話者モデル３を事業者のシステムに転
送し、事業者側では話者認識装置において無線通信により転送された話者モデル３の登録
を行う。
【００４８】
　このように、ユーザ側装置を携帯端末装置上に構成することで話者モデルの持ち運びが
可能となり、通信手段として無線通信機能を搭載することで、インターネット上での利用
に限らず、ユーザが店舗などを訪れた際にも無線通信を使用して携帯端末装置から話者モ
デルを店舗側へ送ることで、通信費をかけることなく話者モデルの転送が可能となる。
【００４９】
　また、本実施の形態において事業者側のシステムで携帯端末装置を活用することもでき
る。図５は事業者側のシステムにおいて話者認識装置の機能を商品の配達員が携行する携
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帯端末装置上に構成した例を示す図であり、図１の本人認証システムの構成において話者
認識装置５０を携帯端末装置８０で置き換えた構成となっている。
【００５０】
　携帯端末装置８０は、話者モデルを登録する話者モデル登録手段、ユーザが発する音声
の入力手段、入力された音声から抽出される特徴情報を登録されている話者モデルと比較
して話者認識を行う話者認識手段を機能として備えている。
【００５１】
　この構成において、話者モデル３がユーザ側装置２０で作成され、事業者側のシステム
との交信に応じて、話者モデル３が取引先事業者のシステムに転送され、これが事業者側
の管理装置４０から無線通信手段により携帯端末装置８０へ転送され、携帯端末装置８０
においてユーザの話者モデルとして登録される。
【００５２】
　その後の取引に際しては、ユーザが発する音声が携帯端末装置８０へ入力され、その音
声から抽出される特徴情報を登録された話者モデルと比較して話者認識を行い、その結果
を踏まえて本人認証を行うまでの処理は上述した通りである。
【００５３】
　このような構成をとることで、商品配達時に話者認識を用いて本人認証を行うことが可
能となり、商品配達時のセキュリティを向上させることができる。
【００５４】
　また、事業者側の管理装置４０に、設定した条件に従い自動的に話者モデルを携帯端末
装置８０へ転送するように制御する機能を持たせることも可能である。このような機能に
より、例えば、管理装置４０に記憶しておいた話者モデルを配達日の前日に携帯端末装置
８０へ転送するというような制御が可能となり、管理装置４０が全ての話者モデルを携帯
端末装置８０へ転送するという手間が省ける。
【００５５】
　また、ユーザが自身の話者モデルだけでなく家族の話者モデルも作成しておき、ユーザ
が事業者に登録を行う際に、家族の話者モデルも一緒に登録するようにすれば、商品配達
時に本人だけでなく家族でも商品を受け取ることが可能となる。
【００５６】
　なお、図５に示した事業者側のシステムの構成例では話者認識装置５０を携帯端末装置
８０で置き換えた構成としたが、話者認識装置５０を置き換えるのではなく、図１の本人
認証システムの構成において、さらに上述した機能を備えた携帯端末装置８０を追加した
構成とすることもできる。
【００５７】
　このような構成により、通常は取引に際しての本人認証を話者認識装置５０を使用して
行い、商品配達時は携帯端末装置８０を用いて本人認証を行うという運用を行うことがで
き、システムの負荷を適切に配分することができるとともに、商品配達時のセキュリティ
を向上させることができる。
【００５８】
　また、上記構成例では話者認識装置の機能を携帯端末装置上に構成したが、携帯端末装
置には話者認識機能を持たせず、商品配達時にユーザが発する音声を入力して話者認識装
置に転送する役割にとどめることもできる。携帯端末装置は話者認識機能を持たない分だ
け安価にすることができる。
【００５９】
　図６は、このような本人認証システムの構成例を示す図であり、図１の本人認証システ
ムの構成に対して商品の配達員が携行する携帯端末装置９０を追加した構成となっている
。携帯端末装置９０は音声入力手段と、入力された音声を話者認識装置５０へ送信し、本
人認証の結果を受信する通信手段とを備えている。
【００６０】
　この構成において、話者モデル３がユーザ側装置２０で作成され、事業者側のシステム
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との交信に応じて、話者モデル３が取引先事業者のシステムに転送され、これが事業者側
の管理装置４０から話者認識装置５０へ転送され、話者認識装置５０において話者モデル
３が登録される。
【００６１】
　その後の取引に際しては、ユーザが発する音声が話者認識装置５０へ入力され、その音
声から抽出される特徴情報を登録された話者モデルと比較して話者認識を行い、その結果
を踏まえて本人認証を行うまでの処理は上述した通りである。
【００６２】
　事業者側の配達員は携帯端末装置９０を携行し、商品配達時にユーザから携帯端末装置
９０に対して発話を行ってもらう。携帯端末装置９０は通信手段を用いて音声データを話
者認識装置５０に送り、本人認証の結果を受け取る。このような構成をとることで、商品
配達時に話者認識を用いて本人認証を行うことが可能となり、商品配達時のセキュリティ
を向上させることができる。
【００６３】
　さらに、携帯端末装置９０に音声の特徴情報抽出を行う手段を持たせる構成にすること
も可能である。このような構成をとることで、入力された音声を話者認識装置へ直接送る
場合に比べて、通信による音声情報の品質低下を防ぎ、本人認証時の誤りを減らすことが
可能となる。
【００６４】
　以上、本実施の形態で説明した各装置の機能はＬＳＩに構成することができる。図７は
図１に示した各装置の主要な機能をＬＳＩ化した構成例を示す図である。ユーザ側装置２
０では、ユーザが発する音声の入力手段２４、話者モデル作成手段２１、話者モデルを記
憶しておく記憶手段２２、話者モデルを事業者側のシステムへ転送する通信手段２３を話
者モデル作成ＬＳＩ２５に集積している。
【００６５】
　管理装置４０では、話者モデルを取得する取得手段４１、取得した話者モデルを記憶し
ておく記憶手段４２、記憶した話者モデルを話者認識装置へ転送する通信手段４３を通信
ＬＳＩ４４に集積している。
【００６６】
　話者認識装置５０では、話者モデルを取得する取得手段５１、取得した話者モデルを登
録する話者モデル登録手段５２、ユーザが発する音声に対する特徴抽出結果を取得する特
徴取得手段５３、特徴取得手段５３で取得した特徴抽出結果を登録されている話者モデル
と比較して話者認識を行う話者認識手段５４を話者認識ＬＳＩ５５に集積している。
【００６７】
　このように、各装置の主要な機能をＬＳＩとして構成することで、システムの小型化、
省電力化などを図ることが可能となる。
【００６８】
　なお、各機能は図７に示したように、典型的には集積回路であるLSIとして実現される
。
　これらは個別に1チップ化されても良いし、一部または全てを含むように1チップ化され
ても良い。
　ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウル
トラLSIと呼称されることもある。
【００６９】
　また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで
実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable G
ate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・
プロセッサを利用しても良い。
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バ
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イオ技術の適応化等が可能性としてありえる。
【００７０】
　また、無線通信機能などの他の機能ブロックを含んでいてもよく、また、一部を別チッ
プ構成としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明の本人認証システムはインターネットを介した商取引における本人認証や、商品
配達時の本人認証に有用である。また、本発明の本人認証システムの適用対象はこれらに
限定されるものではなく、イベントなどへの参加時やホテルの予約時などの本人認証にも
同様に適用が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の一実施の形態に係る本人認証システムの構成を示す図
【図２】本発明の一実施の形態における本人認証の処理方法を説明するフローチャート
【図３】本発明の一実施の形態における本人認証システムの運用例を説明する図
【図４】本発明の本人認証システムにおいて携帯端末装置上にユーザ側装置を構成した例
を示す図
【図５】本発明の本人認証システムにおいて話者認識装置の機能を商品の配達員が携行す
る携帯端末装置上に構成した例を示す図
【図６】本発明の本人認証システムにおいて商品の配達員が携行する携帯端末装置を加え
て構成した例を示す図
【図７】本発明の本人認証システムにおける各装置の主要な機能をＬＳＩ化した構成例を
示す図
【符号の説明】
【００７３】
　１　本人認証システム
　３　話者モデル
　２０　ユーザ側装置
　２１　ユーザ側装置内の話者モデル作成手段
　２２　ユーザ側装置内の記憶手段
　２３　ユーザ側装置内の通信手段
　２４　ユーザ側装置内の音声入力手段
　２５　ユーザ側装置の主要な機能を集積したＬＳＩ
　４０　事業者側の管理装置
　４１　管理装置内の取得手段
　４２　管理装置内の記憶手段
　４３　管理装置内の通信手段
　４４　事業者側の管理装置の主要な機能を集積したＬＳＩ
　５０　話者認識装置
　５１　話者認識装置内の取得手段
　５２　話者認識装置内の登録手段
　５３　話者認識装置内の特徴取得手段
　５４　話者認識装置内の話者認識手段
　５５　話者認識装置の主要な機能を集積したＬＳＩ
　６１　事業者１の管理装置
　６２　事業者１の話者認識装置
　６３　事業者２の管理装置
　６４　事業者２の話者認識装置
　７１　ユーザ側装置を構成した携帯端末装置
　７２　事業者側の管理装置
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　８０　話者認識装置の機能を備えた事業者側の携帯端末装置
　９０　話者認識装置の機能を備えていない事業者側の携帯端末装置
　Ｓ１　音声入力ステップ
　Ｓ２　話者モデル作成ステップ
　Ｓ３　話者モデル転送ステップ
　Ｓ１１　話者モデル取得ステップ
　Ｓ１２　話者モデル転送ステップ
　Ｓ２１　話者モデル取得ステップ
　Ｓ２２　話者モデル登録ステップ
　Ｓ２３　特徴取得ステップ
　Ｓ２４　話者認識ステップ

【図１】 【図２】
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