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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の指紋画像のそれぞれから特徴点を抽出することにより、その特徴点についての情
報を含む指紋データを前記指紋画像毎に作成し、
　複数の指紋データの相互間で、特徴点の位置的な対応関係に基づき、２以上の指紋デー
タにおいて共通の所定基準位置に対して同一もしくはほぼ同一の位置に存在する特徴点を
共通特徴点として探索し、
　該共通特徴点として対応づけられた特徴点のうち一つの特徴点を合成指紋データの特徴
点とすることにより、合成指紋データを作成し、
　該合成指紋データが所定の類型に合致する場合に、前記指紋データの合成が妥当である
と判断し、
　前記所定の類型は、
　該合成指紋データの特徴点の個数が所定の範囲内であることと、
　該合成指紋データの特徴点が所定の領域内に存在することと、
　該合成指紋データの特徴点が指紋中心付近で１つのグループをなして存在することと、
　該合成指紋データの特徴点の関係情報が、合成指紋データにおける他の特徴点の関係情
報と整合がとれていること
のいずれかを含むことを特徴とする、指紋データ合成方法。
【請求項２】
　複数の指紋画像のそれぞれから特徴点を抽出し、抽出された該特徴点に関する情報を特
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徴点データとし、前記指紋画像毎に該特徴点データを含む指紋データを作成する指紋デー
タ抽出部と、
　複数の該指紋データの相互間で、特徴点の位置的な対応関係に基づき、２以上の指紋デ
ータにおいて共通の所定基準位置に対して同一もしくはほぼ同一の位置に存在する特徴点
を共通特徴点として探索する共通特徴点探索部と、
　該共通特徴点に基づいて指紋データを合成して合成指紋データを作成する指紋データ合
成部と、
　該合成指紋データが所定の類型に合致する場合に前記指紋データの合成が妥当であると
判断する検証を、該合成指紋データの特徴点の個数が所定の範囲内であることと、該合成
指紋データの特徴点が所定の領域内に存在することと、該合成指紋データの特徴点が指紋
中心付近で１つのグループをなして存在することと、該合成指紋データの特徴点の関係情
報が合成指紋データにおける他の特徴点の関係情報と整合がとれていることのいずれかを
含む前記所定の類型について行なう検証部と
をそなえて構成されたことを特徴とする、指紋データ合成装置。
【請求項３】
　該指紋データ合成部が、該共通特徴点探索部により共通特徴点として対応づけられた特
徴点のうち一つを選択し、選択された特徴点で合成指紋データを構成することを特徴とす
る、請求項２記載の指紋データ合成装置。
【請求項４】
　該検証部が、前記妥当性を有する指紋データの類型に該合成指紋データが合致する度合
いを表す評価値を該合成指紋データに基づいて算出し、該評価値を該指紋合成データが前
記類型に合致しない場合に小さくし、該評価値が所定値以上である場合に、該指紋データ
合成部による指紋データの合成を妥当と判断することを特徴とする、請求項３記載の指紋
データ合成装置。
【請求項５】
　該検証部が、前記妥当性を有する指紋データの類型のうち２つ以上の類型について該指
紋合成データが合致するかを判断する場合に、それぞれの類型との合致度合いに基づいた
評価値の合計値が所定の範囲内である場合に該指紋データ合成部による指紋データの合成
が妥当であると判断することを特徴とする、請求項４記載の指紋データ合成装置。
【請求項６】
　該複数の指紋データにおける各特徴点が正しい特徴点である程度を表す信頼度を該特徴
点の特徴点データに基づいて算出し、抽出された特徴点が誤特徴点であると判断される特
徴点データの類型と合致するほど該信頼度を小さくする特徴点信頼度算出部をそなえ、
　該信頼度が所定値以上の特徴点のみを用いて、該共通特徴点探索部が共通特徴点を探索
し、該指紋データ合成部が合成指紋データを作成することを特徴とする、請求項２～請求
項５のいずれか一項に記載の指紋データ合成装置。
【請求項７】
　該指紋データ合成部が、該共通特徴点探索部により共通特徴点として対応づけられた特
徴点のうち一つを選択し、該共通特徴点探索部により共通特徴点として対応づけられなか
った特徴点を選択し、選択された特徴点で合成指紋データを構成することを特徴とする、
請求項６記載の指紋データ合成装置。
【請求項８】
　該指紋データ合成部が、該特徴点信頼度算出部によって算出された信頼度を参照し、該
共通特徴点の中から該信頼度が最も高い特徴点を合成指紋データの特徴点とすることを特
徴とする、請求項６、又は請求項７に記載の指紋データ合成装置。
【請求項９】
　該特徴点信頼度算出部が、各特徴点の方向と隆線の方向とに基づく前記信頼度を、該特
徴点の方向と隆線の方向とが異なるほど小さくすることを特徴とする、請求項６～請求項
８のいずれか一項に記載の指紋データ合成装置。
【請求項１０】
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　該特徴点信頼度算出部が、各特徴点から近辺の他の特徴点までの隆線長または距離に基
づく前記信頼度を、該隆線長又は該距離が所定値よりも短い他の特徴点が多いほど小さく
することを特徴とする、請求項６～請求項８のいずれか一項に記載の指紋データ合成装置
。
【請求項１１】
　該特徴点信頼度算出部が、各特徴点から近辺の隆線までの距離に基づく前記信頼度を、
該特徴点から該隆線までの距離が指紋全体に見られる隆線の間隔よりも短いときに小さく
することを特徴とする、請求項６～請求項８のいずれか一項に記載の指紋データ合成装置
。
【請求項１２】
　該特徴点信頼度算出部が、各特徴点と近辺の他の複数の特徴点との位置関係に基づく前
記信頼度を、該特徴点と他の特徴点を通る複数の直線が等しいもしくはほぼ等しい傾きを
有する場合に小さくすることを特徴とする、請求項６～請求項８のいずれか一項に記載の
指紋データ合成装置。
【請求項１３】
　該複数の指紋データの各特徴点について、該特徴点の特徴点データと、該特徴点と異な
る指紋データに含まれる他の特徴点の特徴点データとが一致するかを判断する照合部をそ
なえ、
　該特徴点信頼度算出部が、該複数の指紋データの各特徴点について該照合部による照合
結果に基づいて前記信頼度を算出し、照合一致回数が多い、又は一致度合いが大きいほど
前記信頼度を大きくすることを特徴とする、請求項６～請求項８のいずれか一項に記載の
指紋データ合成装置。
【請求項１４】
　該特徴点信頼度算出部が、照合対象の二つの特徴点について、位置，種類および方向を
該照合部により照合した結果のうちの少なくとも一つに基づいて、前記信頼度を算出する
ことを特徴とする、請求項１３記載の指紋データ合成装置。
【請求項１５】
　該特徴点信頼度算出部が、照合対象の二つの特徴点について、各照合対象特徴点の関係
情報についての特徴点データである特徴点関係データを該照合部により照合した結果に基
づいて、前記信頼度を算出することを特徴とする、請求項１３記載の指紋データ合成装置
。
【請求項１６】
　前記特徴点関係データが、照合対象特徴点と同一の指紋データに含まれる他の特徴点の
位置，種類および方向のうちの少なくとも一つであることを特徴とする、請求項１５記載
の指紋データ合成装置。
【請求項１７】
　前記特徴点関係データが、前記の各照合対象特徴点から該他の特徴点までの隆線の本数
であることを特徴とする、請求項１５記載の指紋データ合成装置。
【請求項１８】
　前記特徴点関係データが、前記の各照合対象特徴点から隆線を介した該他の特徴点まで
の接続パターンであることを特徴とする、請求項１５記載の指紋データ合成装置。
【請求項１９】
　該特徴点信頼度算出部が、各特徴点について、周囲に存在する他の特徴点のうち信頼度
が所定値以下である特徴点の割合に応じて、信頼度を下げることを特徴とする、請求項６
～請求項１８のいずれか一項に記載の指紋データ合成装置。
【請求項２０】
　該指紋データ合成部が、共通特徴点として対応づけられた特徴点の特徴点関係データに
ついて該照合部により照合した結果を参照し、発生頻度が高い特徴点関係データを該合成
指紋データにおける該特徴点の特徴点関係データとすることを特徴とする、請求項１３～
請求項１９のいずれか一項に記載の指紋データ合成装置。
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【請求項２１】
　該指紋データ合成部が該合成指紋データを作成する際、該複数の指紋データに共通に含
まれている特徴点を基準にして、該合成指紋データを成す特徴点相互の位置合わせを行な
うことを特徴とする、請求項２～請求項２０のいずれか一項に記載の指紋データ合成装置
。
【請求項２２】
　該指紋データ合成部が該合成指紋データを作成する際、該指紋画像から求められる指紋
中心を基準にして、該合成指紋データを成す特徴点相互の位置合わせを行なうことを特徴
とする、請求項２～請求項２０のいずれか一項に記載の指紋データ合成装置。
【請求項２３】
　該指紋データ合成部が該合成指紋データを作成する際、作成中の該合成指紋データに含
まれる特徴点の中から選択した特徴点を基準にして、該合成指紋データを成す特徴点相互
の位置合わせを行なうことを特徴とする、請求項２～請求項２０のいずれか一項に記載の
指紋データ合成装置。
【請求項２４】
　複数の指紋画像のそれぞれから特徴点を抽出することにより、その特徴点についての情
報を含む指紋データを前記指紋画像毎に作成する指紋データ抽出部、
　複数の指紋データの相互間で、特徴点の位置的な対応関係に基づき、２以上の指紋デー
タにおいて共通の所定基準位置に対して同一もしくはほぼ同一の位置に存在する特徴点を
共通特徴点として探索する共通特徴点探索部、
　該共通特徴点探索部により共通特徴点として対応づけられた特徴点のうち一つの特徴点
を合成指紋データの特徴点とすることにより、合成指紋データを作成する指紋データ合成
部、および、
　該合成指紋データが所定の類型に合致する場合に該合成指紋データが妥当であると判断
する検証を、該合成指紋データの特徴点の個数が所定の範囲内であることと、該合成指紋
データの特徴点が所定の領域内に存在することと、該合成指紋データの特徴点が指紋中心
付近で１つのグループをなして存在することと、該合成指紋データの特徴点の関係情報が
合成指紋データにおける他の特徴点の関係情報と整合がとれていることのいずれかを含む
前記所定の類型について行なう検証部として、コンピュータを機能させる、指紋データ合
成プログラム。
【請求項２５】
　複数の指紋画像のそれぞれから特徴点を抽出することにより、その特徴点についての情
報を含む指紋データを前記指紋画像毎に作成する指紋データ抽出部、
　複数の指紋データの相互間で、特徴点の位置的な対応関係に基づき、２以上の指紋デー
タにおいて共通の所定基準位置に対して同一もしくはほぼ同一の位置に存在する特徴点を
共通特徴点として探索する共通特徴点探索部、
　該共通特徴点探索部により共通特徴点として対応づけられた特徴点のうち一つの特徴点
を合成指紋データの特徴点とすることにより、合成指紋データを作成する指紋データ合成
部、および、
　該合成指紋データが所定の類型に合致する場合に該合成指紋データが妥当であると判断
する検証を、該合成指紋データの特徴点の個数が所定の範囲内であることと、該合成指紋
データの特徴点が所定の領域内に存在することと、該合成指紋データの特徴点が指紋中心
付近で１つのグループをなして存在することと、該合成指紋データの特徴点の関係情報が
合成指紋データにおける他の特徴点の関係情報と整合がとれていることのいずれかを含む
前記所定の類型について行なう検証部として、コンピュータを機能させる、指紋データ合
成プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、指紋を用いて個人確認を行なうシステムにおいて指紋データを作成するため
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の指紋データ合成方法および装置並びに指紋データ合成プログラムおよび同プログラムを
記録したコンピュータ読取可能な記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、コンピュータが広範な社会システムの中に導入されるに伴い、セキュリティに関心
が集まっている。従来、コンピュータ室への入室や端末利用の際の本人確認手段として、
ＩＤカードやパスワードが用いられてきた。しかし、それらはセキュリティの面で多くの
課題が残されている。
【０００３】
パスワードよりも信頼性の高い本人確認手段として、生体情報を利用した個人照合技術が
注目されている。個人固有の生体情報を用いて本人確認をすると、その信頼性は非常に高
いものとなる。
本人確認に利用できる生体情報の一つに指紋がある。指紋は、「万人不同」，「終生不変
」という二大特徴を持つと言われ、本人確認の有力な手段と考えられている。近年では、
指紋を用いた個人照合システムに関して多くの研究開発が行なわれている。
【０００４】
指紋とは、人間の指先における細かな凹凸である。その凸部の連なりを隆線という。隆線
は、人によって固有な、様々な紋様を形成している。隆線をたどっていくと、二つに分か
れる点（分岐点）や、行き止まりの点（端点）にぶつかる。これらの分岐点や端点の分布
は、人により全く異なるため、指紋の特徴点と呼ばれる。このような特徴点の分布状態の
照合は、個人を特定するための有力な手段として用いられている。指紋照合に際しては、
これらの特徴点の位置，種類，方向の一致を確かめ、同一な指紋であるかどうかを調べて
いる。
【０００５】
指紋を用いて個人確認を行なうシステムにおいては、各個人の指紋画像を予め登録してお
く。つまり、そのシステムの利用者（個人）は、指紋スキャナにより指紋画像を入力し、
その指紋画像から特徴点データ（指紋データ，生体特徴データ）を抽出して登録しておく
。そして、照合時に指紋スキャナによって指紋画像が入力されると、その指紋画像から特
徴点データを指紋データとして抽出し、上述のごとく予め登録されている指紋データと照
合する。
【０００６】
一般に、指紋紋様は、指を特殊な光学系に接触させて得られる像をＣＣＤカメラで撮影し
たり、静電容量センサで皮膚の隆起部分のみを検出したりして、指紋画像の形で採取され
ている。しかし、その時々の指の状態によって、かすれた指紋画像や、汗で隆線が癒着し
た指紋画像など、明瞭に指紋が写っていない画像が得られたりする。
【０００７】
登録指紋データを予め作成・登録する際に、指紋が明瞭に写っていない指紋画像から指紋
データを作成した場合、その指紋データには、多くの誤った特徴点情報が含まれてしまい
、照合性能の低下を招くことになる。また、指紋スキャナの入力面積が小さいと指紋の採
取領域が毎回安定しないので、照合性能が安定しなくなる場合がある。
【０００８】
従って、システムに予め登録しておく登録指紋データとしては、できるだけ指紋紋様の明
確に写った指紋画像を用いて作成された指紋データを用いることが望ましく、そのような
指紋データを用いることで、照合性能の安定、さらには照合成功率の向上〔つまりＦＲＲ
（False Rejection Rate）の低減〕を期待することができる。
【０００９】
そこで、従来、登録指紋データを作成する際には、同じ指の指紋画像を数回採取してその
中から指紋が最も明瞭に写った一つの指紋画像を選んだり、指紋模様を複数部分に分けて
撮影して複数の部分指紋画像を採取し、これらの部分指紋画像を重ね合わせることによっ
て、広範囲に写っている指紋画像を作成したりしている。また、同じ指の指紋画像を数回
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採取し、採取された各指紋画像の中から明瞭に写っている領域を抽出し、各指紋画像から
抽出された領域を組み合わせて指紋画像を作成することも行なわれている。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、同じ指の指紋画像を複数回採取しても、指紋全体が全て明瞭に写っているものを
採取できるとは限らず、複数の指紋画像のうちのどこか一部分は、不明瞭になっているこ
とは多々ある。従って、複数の指紋画像の中から最も明瞭に写った一つの指紋画像を選ん
だとしても、不明瞭な部分が含まれることは避けられない。
【００１１】
また、複数の指紋画像から明瞭に写っている領域を抽出して合成し、指紋全体の画像を作
成すると、その合成のために、却って指紋隆線の構造が壊されて指紋画像が不明瞭になっ
てしまう。特に、異なる２つの指紋画像からそれぞれ抽出した２つの領域を合成する際、
それらの領域の隆線どうしをうまく接続できず、隆線の構造が破壊されてしまうことがあ
る。
上述のように不明瞭な部分を含む指紋画像から個人固有の特徴を正確に抽出することは難
しく、そのような指紋画像から特徴点を抽出して登録指紋データを作成しても、照合性能
の低下を免れられない。
【００１２】
　本発明は、このような課題に鑑み創案されたもので、各指紋画像から抽出した特徴点（
生体特徴データ）を合成して指紋データを作成することにより、照合性能の安定と照合性
能の向上とを実現した、指紋データ合成方法，指紋データ合成装置，指紋データ合成プロ
グラムおよび同プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体を提供することを
目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明の指紋データ合成方法は、複数の指紋画像のそれぞ
れから特徴点を抽出することによりその特徴点についての情報を含む指紋データを前記指
紋画像毎に作成し、複数の指紋データの相互間で、特徴点の位置的な対応関係に基づき、
２以上の指紋データにおいて共通の所定基準位置に対して同一もしくはほぼ同一の位置に
存在する特徴点を共通特徴点として探索し、該共通特徴点として対応づけられた特徴点の
うち一つの特徴点を合成指紋データの特徴点とすることにより、合成指紋データを作成し
、該合成指紋データが所定の類型に合致する場合に、前記指紋データの合成が妥当である
と判断し、前記所定の類型は、該合成指紋データの特徴点の個数が所定の範囲内であるこ
とと、該合成指紋データの特徴点が所定の領域内に存在することと、該合成指紋データの
特徴点が指紋中心付近で１つのグループをなして存在することと、該合成指紋データの特
徴点の関係情報が、合成指紋データにおける他の特徴点の関係情報と整合がとれているこ
とのいずれかを含むことを特徴としている。
【００１４】
　また、本発明の指紋データ合成装置は、複数の指紋画像のそれぞれから特徴点を抽出し
、抽出された該特徴点に関する情報を特徴点データとし、前記指紋画像毎に該特徴点デー
タを含む指紋データを作成する指紋データ抽出部と、複数の該指紋データの相互間で、特
徴点の位置的な対応関係に基づき、２以上の指紋データにおいて共通の所定基準位置に対
して同一もしくはほぼ同一の位置に存在する特徴点を共通特徴点として探索する共通特徴
点探索部と、該共通特徴点に基づいて指紋データを合成して合成指紋データを作成する指
紋データ合成部と、該合成指紋データが所定の類型に合致する場合に前記指紋データの合
成が妥当であると判断する検証を、該合成指紋データの特徴点の個数が所定の範囲内であ
ることと、該合成指紋データの特徴点が所定の領域内に存在することと、該合成指紋デー
タの特徴点が指紋中心付近で１つのグループをなして存在することと、該合成指紋データ
の特徴点の関係情報が合成指紋データにおける他の特徴点の関係情報と整合がとれている
ことのいずれかを含む前記所定の類型について行なう検証部とをそなえて構成されたこと
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を特徴としている。このとき、該指紋データ合成部が、該共通特徴点探索部により共通特
徴点として対応づけられた特徴点のうち一つを選択し、選択された特徴点で合成指紋デー
タを構成してもよい。
【００１５】
　なお、該検証部が、前記妥当性を有する指紋データの類型に該合成指紋データが合致す
る度合いを表す評価値を該合成指紋データに基づいて算出し、該評価値を該指紋合成デー
タが前記類型に合致しない場合に小さくし、該評価値が所定値以上である場合に、該指紋
データ合成部による指紋データの合成を妥当と判断してもよい。また、該検証部が、前記
妥当性を有する指紋データの類型のうち２つ以上の類型について該指紋合成データが合致
するかを判断する場合に、それぞれの類型との合致度合いに基づいた評価値の合計値が所
定の範囲内である場合に該指紋データ合成部による指紋データの合成が妥当であると判断
してもよい。
　一方、該複数の指紋データにおける各特徴点が正しい特徴点である程度を表す信頼度を
該特徴点の特徴点データに基づいて算出し、抽出された特徴点が誤特徴点であると判断さ
れる特徴点データの類型と合致するほど該信頼度を小さくする特徴点信頼度算出部をそな
え、該信頼度が所定値以上の特徴点のみを用いて、該共通特徴点探索部が共通特徴点を探
索し、該指紋データ合成部が合成指紋データを作成してもよい。このとき、該指紋データ
合成部が、該共通特徴点探索部により共通特徴点として対応づけられた特徴点のうち一つ
を選択し、該共通特徴点探索部により共通特徴点として対応づけられなかった特徴点を選
択し、選択された特徴点で合成指紋データを構成してもよい。
【００１６】
　また、該指紋データ合成部が、該特徴点信頼度算出部によって算出された信頼度を参照
し、該共通特徴点の中から該信頼度が最も高い特徴点を合成指紋データの特徴点としても
よく、この場合、該特徴点信頼度算出部は、各特徴点の方向と隆線の方向とに基づく前記
信頼度を、該特徴点の方向と隆線の方向とが異なるほど小さくしてもよいし、各特徴点か
ら近辺の他の特徴点までの隆線長または距離に基づく前記信頼度を、該隆線長又は該距離
が所定値よりも短い他の特徴点が多いほど小さくしてもよいし、各特徴点から近辺の隆線
までの距離に基づく前記信頼度を、該特徴点から該隆線までの距離が指紋全体に見られる
隆線の間隔よりも短いときに小さくしてもよいし、各特徴点と近辺の他の特徴点との位置
関係に基づく前記信頼度を、該特徴点と他の特徴点を通る複数の直線が等しいもしくはほ
ぼ等しい傾きを有する場合に小さくしてもよい。
【００１７】
　さらに、該複数の指紋データの各特徴点について、該特徴点の特徴点データと、該特徴
点と異なる指紋データに含まれる他の特徴点の特徴点データとが一致するかを判断する照
合部をそなえ、該特徴点信頼度算出部が、該複数の指紋データの各特徴点について該照合
部による照合結果に基づいて前記信頼度を算出し、照合一致回数が多い、又は一致度合い
が大きいほど前記信頼度を大きくしてもよく、この場合、該特徴点信頼度算出部は、照合
対象の二つの特徴点について、位置，種類および方向を該照合部により照合した結果のう
ちの少なくとも一つに基づいて、前記信頼度を算出してもよいし、照合対象の二つの特徴
点について、各照合対象特徴点の関係情報についての特徴点データである特徴点関係デー
タを該照合部により照合した結果に基づいて、前記信頼度を算出してもよい。
【００１８】
　前記特徴点関係データとしては、照合対象特徴点と同一の指紋データに含まれる他の特
徴点の位置，種類および方向のうちの少なくとも一つを用いてもよいし、前記の各照合対
象特徴点から該他の特徴点までの隆線の本数を用いてもよいし、前記の各照合対象特徴点
から隆線を介した該他の特徴点までの接続パターンを用いてもよい。
【００１９】
　また、該特徴点信頼度算出部が、各特徴点について、周囲に存在する他の特徴点のうち
信頼度が所定値以下である特徴点の割合に応じて、信頼度を下げるように構成してもよい
。
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　さらに、該指紋データ合成部が、共通特徴点として対応づけられた特徴点の特徴点関係
データについて該照合部により照合した結果を参照し、発生頻度が高い特徴点関係データ
を該合成指紋データにおける該特徴点の特徴点関係データとしてもよい。
【００２０】
　またさらに、該指紋データ合成部が該合成指紋データを作成する際、該複数の指紋デー
タに共通に含まれている特徴点を基準にして、該合成指紋データを成す特徴点相互の位置
合わせを行なってもよいし、該指紋画像から求められる指紋中心を基準にして、該合成指
紋データを成す特徴点相互の位置合わせを行なってもよいし、作成中の該合成指紋データ
に含まれる特徴点の中から選択した特徴点を基準にして、該合成指紋データを成す特徴点
相互の位置合わせを行なってもよい。
【００２１】
　そして、本発明の指紋データ合成プログラムは、複数の指紋画像のそれぞれから特徴点
を抽出することによりその特徴点についての情報を含む指紋データを前記指紋画像毎に作
成する指紋データ抽出部、該複数の指紋データの相互間で、特徴点の位置的な対応関係に
基づき、２以上の指紋データにおいて共通の所定基準位置に対して同一もしくはほぼ同一
の位置に存在する特徴点を共通特徴点として探索する共通特徴点探索部、該共通特徴点探
索部により共通特徴点として対応づけられた特徴点のうち一つの特徴点を合成指紋データ
の特徴点とすることにより、合成指紋データを作成する指紋データ合成部、および、該合
成指紋データが所定の類型に合致する場合に該合成指紋データが妥当であると判断する検
証を、該合成指紋データの特徴点の個数が所定の範囲内であることと、該合成指紋データ
の特徴点が所定の領域内に存在することと、該合成指紋データの特徴点が指紋中心付近で
１つのグループをなして存在することと、該合成指紋データの特徴点の関係情報が合成指
紋データにおける他の特徴点の関係情報と整合がとれていることのいずれかを含む前記所
定の類型について行なう検証部として、コンピュータを機能させることを特徴としている
。また、本発明のコンピュータ読取可能な記録媒体には、上述した指紋データ合成プログ
ラムが記録される。
【００２２】
　一方、本発明の関連技術である生体特徴データ合成方法は、同一の生体から得られた複
数の生体情報のそれぞれから特徴要素を抽出することによりその特徴要素についての情報
を含む生体特徴データを前記生体情報毎に作成し、複数の生体特徴データの相互間で特徴
要素の位置的な対応関係に基づき２以上の生体特徴データにおいて共通の所定基準位置に
対して同一もしくはほぼ同一の位置に存在する特徴要素を共通特徴要素として探索し、該
共通特徴要素の探索により共通特徴要素として対応づけられた特徴要素のうち一つの特徴
要素を合成生体特徴データの特徴要素とすることにより合成生体特徴データを作成し、該
合成生体特徴データが生体特徴データとして妥当である類型に合致する場合に該合成生体
特徴データが妥当であると判断することを特徴としている。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
〔１〕第１実施形態の説明
図１は本発明の第１実施形態としての指紋データ合成装置の機能構成を示すブロック図で
あり、この図１に示す第１実施形態の指紋データ合成装置１は、指紋データ抽出部１０，
指紋データ記憶部２０，共通特徴点探索部３０，指紋データ合成部４０および検証部５０
を有して構成されている。
【００２４】
ここで、本実施形態の指紋データ合成装置１は、ＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭなどをバスライ
ンにより接続して構成される、パソコン等のコンピュータシステムにより実現されるもの
である。
つまり、ＲＡＭやＲＯＭが指紋データ記憶部２０としての機能を果たすほか、ＲＡＭには
、指紋データ抽出部１０，共通特徴点探索部３０，指紋データ合成部４０および検証部５
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０を実現するためのアプリケーションプログラムが格納されている。
【００２５】
そして、ＣＰＵが、上記アプリケーションプログラムを実行することにより、指紋データ
抽出部１０，共通特徴点探索部３０，指紋データ合成部４０および検証部５０としての機
能（その詳細については後述）が実現され、第１実施形態の指紋データ合成装置１が実現
されるようになっている。
【００２６】
この第１実施形態の指紋データ合成装置１を実現するためのプログラムは、例えばフレキ
シブルディスク，ＣＤ－ＲＯＭ等の、コンピュータ読取可能な記録媒体に記録された形態
で提供される。そして、コンピュータはその記録媒体からプログラムを読み取って内部記
憶装置または外部記憶装置に転送し格納して用いる。また、そのプログラムを、例えば磁
気ディスク，光ディスク，光磁気ディスク等の記憶装置（記録媒体）に記録しておき、そ
の記憶装置から通信経路を介してコンピュータに提供してもよい。
【００２７】
そして、第１実施形態の指紋データ合成装置１としての機能をコンピュータにより実現す
る際には、内部記憶装置（例えばＲＡＭ）に格納された上記プログラムがコンピュータの
マイクロプロセッサ（例えばＣＰＵ）によって実行される。このとき、記録媒体に記録さ
れたプログラムをマイクロプロセッサが直接読み取って実行してもよい。
【００２８】
なお、本実施形態において、コンピュータとは、ハードウェアとオペレーションシステム
とを含む概念であり、オペレーションシステムの制御の下で動作するハードウェアを意味
している。また、オペレーションシステムが不要でアプリケーションプログラム単独でハ
ードウェアを動作させるような場合には、そのハードウェア自体がコンピュータに相当す
る。ハードウェアは、少なくとも、ＣＰＵ等のマイクロプロセッサと、記録媒体に記録さ
れたコンピュータプログラムを読み取るための手段とをそなえている。
【００２９】
上記アプリケーションプログラムは、このようなコンピュータに、指紋データ抽出部１０
，共通特徴点探索部３０，指紋データ合成部４０および検証部５０としての機能を実現さ
せるプログラムコードを含んでいる。また、その機能の一部は、アプリケーションプログ
ラムではなくオペレーションシステムによって実現されてもよい。
【００３０】
さらに、本実施形態における記録媒体としては、上述したフレキシブルディスク，ＣＤ－
ＲＯＭ，磁気ディスク，光ディスク，光磁気ディスクのほか、ＩＣカード，ＲＯＭカート
リッジ，磁気テープ，パンチカード，コンピュータの内部記憶装置（ＲＡＭやＲＯＭなど
のメモリ），外部記憶装置等や、バーコードなどの符号が印刷された印刷物等の、コンピ
ュータ読取可能な種々の媒体を利用することができる。
【００３１】
さて、図１に示す第１実施形態の指紋データ合成装置１は、指紋を用いて個人確認を行な
うシステムにおいて実際に個人認証を行なう際に使用される照合用指紋データ（登録指紋
データ）を、複数の指紋画像から合成・作成するためのものである。
【００３２】
このような指紋データ合成装置１において、指紋データ抽出部１０は、指紋スキャナ２に
接続され、この指紋スキャナ２からの複数の指紋画像のそれぞれから特徴点を抽出するこ
とにより、その特徴点についての情報を含む指紋データを、指紋画像毎に作成するもので
ある。
【００３３】
　ここで、特徴点とは、指紋隆線の端点〔図１２（Ａ）参照〕や分岐点〔図１２（Ｂ）参
照〕である。特徴点を抽出する際、指紋データ抽出部１０は、各指紋画像から特徴点のみ
だけでなく、指紋隆線方向や特徴点間距離のほか、指紋特徴点間の隆線本数を含む関係情
報なども抽出し、指紋データに含ませる。
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　なお、指紋スキャナ２は、指を特殊な光学系に接触させて得られる像をＣＣＤカメラで
撮影したり、静電容量センサで皮膚の隆起部分のみを検出したりして、指紋紋様（指紋隆
線）を指紋画像として採取するものである。
【００３４】
また、複数の指紋画像を指紋スキャナ２により採取する際には、指を指紋入力領域（図６
～図９の符号１００参照）に接触させることになるが、指を接触させた状態のままで連続
して複数の指紋画像を採取するのではなく、１つの指紋画像を採取する都度、同じ指を指
紋スキャナ２の指紋入力領域に接触し直してから次の指紋画像を採取するようにする。こ
れにより、同じ指について、それぞれ異なる状態（例えば汗等の付着状態）で複数の指紋
画像を得ることができる。指紋画像を採取する回数は例えば２～４回とする。
【００３５】
指紋データ記憶部２０は、指紋データ抽出部１０により作成された複数の指紋データを記
憶するものである。
共通特徴点探索部３０は、指紋データ記憶部２０に格納された複数の指紋データを参照し
、これらの指紋データの相互間で特徴点の対応関係を調査することにより、２以上の指紋
データに共通に含まれる同一の特徴点を共通特徴点として探索するものである。
【００３６】
指紋データ合成部４０は、共通特徴点探索部３０により探索された共通特徴点の中の一つ
を、共通特徴点を代表する特徴点として選択することにより、複数の指紋データを一つに
合成して合成指紋データを作成するものである。このようにして複数の指紋データと共通
特徴点情報とから、個々の特徴点単位で指紋合成が行なわれる。そして、指紋データ合成
部４０により作成された合成指紋データは図示しない記憶部に格納される。この記憶部は
、指紋データ合成部４０に内蔵されていてもよい。
【００３７】
検証部５０は、指紋データ合成部４０により作成された最終的な合成指紋データの妥当性
を検証するもの、つまり、指紋合成後にその合成結果が妥当な指紋データを形成するか否
かを検証するものである。
ここで、検証部５０は、最終的な合成指紋データについて、例えば、以下の４項目のうち
の少なくとも一つを確認することにより、その最終的な合成指紋データの妥当性を検証す
る。
【００３８】
(a1)合成指紋データにおける特徴点の存在領域（存在範囲）の妥当性
(a2)合成指紋データにおける特徴点の存在の偏りの妥当性
(a3)合成指紋データにおける特徴点どうしの関係情報の妥当性
(a4)合成指紋データにおける特徴点の個数（多過ぎ，少な過ぎ）の妥当性
なお、これらの妥当性(a1)～(a4)に基づく検証部５０による具体的な検証手法については
、図６～図９を参照しながら後述する。
【００３９】
　このとき、検証部５０は、上記４種類の妥当性をそれぞれ数値的に評価・確認し、その
各種妥当性の評価値に応じて合成指紋データの妥当性を決定するが、その際、上記４種類
のうちの一つの妥当性のみを検証のために用いる場合には、その妥当性についての評価値
が所定の範囲内に入っているか否かを判定する一方、上記４種類のうちの２以上の妥当性
を検証のために用いる場合には、それらの妥当性についての評価値の合計値が所定の範囲
内に入っているか否かを判定する。
【００４０】
そして、検証部５０は、評価値（もしくはその合計値）が所定の範囲内に入っている場合
、その合成指紋データ（合成結果）が妥当な指紋データを形成する、つまり指紋合成に成
功したものと判定し、その合成指紋データを外部へ出力したり内蔵記憶部（図示略）に格
納したりする。一方、検証部５０は、評価値（もしくはその合計値）が上記所定の範囲外
である場合、その合成指紋データ（合成結果）は妥当な指紋データを形成しない、つまり
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、指紋合成に失敗したものと判定し、その合成指紋データを破棄する。
【００４１】
次に、図２に示すフローチャート（ステップＳ１～Ｓ４）を参照しながら、第１実施形態
の指紋データ合成手順について説明する。
まず、指紋スキャナ２により同じ指について採取された複数の指紋画像は、それぞれ、指
紋データ抽出部１０に入力され、この指紋データ抽出部１０により、各指紋画像から、特
徴点（端点，分岐点），指紋隆線方向，特徴点間距離，特徴点間隆線長や、指紋特徴点間
の隆線本数を含む関係情報などが抽出されて、指紋データが作成される（ステップＳ１）
。指紋画像毎に作成された指紋データは、指紋データ記憶部２０に格納される。
【００４２】
そして、共通特徴点探索部３０により、指紋データ記憶部２０に格納された複数の指紋デ
ータの相互間での特徴点の対応関係が調査される（ステップＳ２）。
なお、共通特徴点探索部３０による特徴点の対応関係の調査は、同一の指に対し行なわれ
ることが初めから分かっているので、指紋照合のように厳密なものではなく、複数の指紋
データにおける共通の所定基準位置（例えば指紋中心など）に対して同一もしくはほぼ同
一の位置に存在する特徴点があるか否かに基づいて行なわれ、位置的な条件のみによって
特徴点の対応関係が判断される。
【００４３】
複数の指紋データは、前述した通り同じ指について得られたものであるから、当然、同一
の特徴点に関する情報が、２以上の指紋データに含まれている場合がある。
そこで、第１実施形態の指紋データ合成装置１では、共通特徴点探索部３０により、２以
上の指紋データに共通に含まれている同一の特徴点を、共通特徴点として調査・抽出した
場合、指紋データ合成部４０により、共通特徴点探索部３０で得られた共通特徴点情報か
ら、特徴点が重複しないように特徴点データをまとめ、一つの合成指紋データが作成され
る（ステップＳ３）。
【００４４】
つまり、指紋データ合成部４０は、２以上の指紋データに共通に含まれている同一の特徴
点が存在する場合には、共通特徴点の中の一つを、共通特徴点を代表する特徴点として選
択し、複数の指紋データを一つに合成して合成指紋データを作成する。
【００４５】
なお、指紋データ合成部４０での具体的な特徴点選択手法については、第２実施形態や第
３実施形態で後述する。
また、指紋の採取状態によっては、ある一つの指紋データだけに含まれ他の指紋データに
は含まれていない特徴点が存在する場合もある。そのような場合、指紋データ合成部４０
は、その特徴点が正しい特徴点としての条件を満たしていれば、その特徴点に関する情報
を、合成指紋データに含ませる。
【００４６】
そして、最後に、指紋データ合成部４０による合成結果（合成指紋データ）が妥当な指紋
データを形成しているか否かが、検証部５０により検証される（ステップＳ４）。その際
、上述した４種類の妥当性のうちの少なくとも一つが数値的に評価・確認され、その評価
値が所定の範囲内に入っている場合、指紋合成に成功したものと判定され、その合成指紋
データが、指紋データとして利用される。これに対し、評価値が上記所定の範囲外である
場合、指紋合成に失敗したものと判定され、その合成指紋データは、指紋データとして利
用されることなく破棄される。
【００４７】
ところで、指紋画像は、専用の指紋スキャナ２で読み取られる。この指紋スキャナ２とし
ては、ＣＣＤなどの撮像素子と特殊な光学系とを組み合わせたものや、半導体チップを用
いて直接指から指紋画像を読み取るものなど、いくつかの方式がある。しかし、どの方式
も常に明瞭な指紋画像を採取できるとは限らない。指が汗ばんでいたり乾燥していたりす
る場合や、指にタコや磨耗が発生している場合には、明瞭な指紋画像を採取できないこと



(12) JP 4426733 B2 2010.3.3

10

20

30

40

50

がある。
【００４８】
明瞭に隆線が写っていない指紋画像から指紋データを作成した場合、その指紋データには
誤特徴点データが多く含まれ、指紋照合性能が低下する。特に、システムに登録しておく
登録指紋データに誤特徴点データが多く含まれていると、照合のたびにその誤特徴点デー
タが影響し、著しく照合成功率が低下する。また、指の端の部分しか写っていないなど、
指紋の写っている領域が偏っている場合でも、指紋照合するために十分な特徴点データを
得ることができなくなり照合成功率が低下してしまう。
【００４９】
そこで、従来では、同じ指の指紋画像を何回か採取しその中から隆線が明瞭に写っている
指紋画像を選んで登録指紋データを作成したり、複数の指紋画像を合成し広範囲に写って
いる指紋画像を一旦作成してから登録指紋データを作成したりしている。しかし、当然な
がら、同じ指の指紋画像を複数回採取したからといって、明瞭に指紋が写っているものが
必ず得られるというわけではない。また、画像の合成では、合成することで却って指紋隆
線の構造が破壊され、結果的に照合性能が低下してしまう場合もある。
【００５０】
本発明では、複数の指紋データのそれぞれにおける個々の特徴点単位で正／誤特徴点を判
定し、正特徴点を指紋データ合成部４０により選択して合成することで、誤特徴点データ
の少ない指紋データを作成する。なお、正／誤特徴点の判定に際しては、第２実施形態や
第３実施形態において後述する、各特徴点の信頼度が用いられる。
【００５１】
つまり、同じ指の指紋データを数個用意し、それらを合成して一つの指紋データを作成す
る。その指紋合成時に、指紋データ合成部４０では、誤った特徴点データ（誤特徴点デー
タ）を検出して排除し、複数の指紋データを、正しい特徴点のみから構成される合成指紋
データに再構成する。その際、指紋の採取領域の異なる指紋データを合成することで、広
範囲の特徴点を含んだ合成指紋データを作成することができるようになる。上述のように
複数の指紋データから作成した一つの指紋データは、誤った特徴点の情報が少なく、高い
照合性能を実現できるようになる。また、広範囲の特徴点データが含まれているため、安
定した照合性能を実現できる。
【００５２】
ここで、まず、指紋特徴点データと指紋照合方式との関係について説明する。
通常、人の指紋には特徴点が３０～５０個ほど存在し、その分布は人により全て異なる。
二つの指紋間でその分布が一致すれば、その指紋は同一の指紋だと判定される。特徴点の
分布の照合は、二つの指紋間でそれぞれの特徴点の位置や種類（端点／分岐点）や方向を
比較することで行なう。また、特徴点と特徴点との間に存在する隆線本数や、特徴点どう
しの隆線による繋がり模様も照合し、照合性能を向上させる場合もある。
【００５３】
指紋データは、特徴点の位置，種類，方向を含む特徴点基本データと、その特徴点と他の
特徴点との間に存在する隆線本数や隆線による繋がり模様等、他の特徴点との関係を表し
た特徴点関係データとの二つのデータから構成されている。指紋には、特徴点が３０～５
０個ほど存在するので、指紋データにはこれらの特徴点データ（特徴点基本データと特徴
点関係データ）が３０～５０個程度含まれている。
【００５４】
指紋照合では、二つの指紋データ間で上記特徴点データを照合し、一致した特徴点の数が
所定の値を超えた時などに指紋一致と判定する。例えば、特徴点データが３０個ある二つ
の指紋データを個々の特徴点データについて照合し、そのうち１０個の特徴点データが一
致すれば、その二つの指紋データは、同一の指紋だと判定する。
【００５５】
このように、指紋照合では、指紋データに含まれている特徴点データの全てが一致したと
きに指紋一致と判定するのではなく、通常、その一部が一致したときに指紋一致と判定す
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る。この理由は、指紋データに含まれている特徴点データが全て正しいとは限らないから
である。
既に述べたように、指紋データには、汗や皺，傷，乾燥の影響で、特徴点の抽出に失敗し
、誤特徴点が含まれていることが多い。また、指紋スキャナ２に対する指の置く位置が異
なることで、同じ指の指紋データでも指紋の採取領域が異なり、相互に重畳しない領域か
ら二つの指紋データが抽出される場合もある。このような二つの指紋データ間では、特徴
点データを照合することができない。
【００５６】
指紋データに誤特徴点が多く含まれていたり、指紋採取領域が偏っていたりすると、高い
照合性能を達成することが難しくなる。
従って、誤特徴点が少なく、広範囲の特徴点データを含んでいる登録指紋データを作成す
ることが望まれる。そこで、指紋データ合成部４０において複数の指紋データを合成する
ことにより、誤特徴点が少なく、広範囲の特徴点を含んだ指紋データを作成する。
【００５７】
ここで、図３～図５を参照しながら、本実施形態の指紋データ合成原理について説明する
。
部分的に隆線構造のつぶれた指紋画像の例を図３に示す。例えば、汗のため隆線間に大量
の癒着が発生した場合、図３の領域ＡＲ１内に示すように、網目状に隆線構造が検出され
大量の誤特徴点が発生する。このような誤特徴点を含んだまま登録指紋データを作成する
と、明らかに正常な指紋照合が行なえなくなる。
【００５８】
一方、同じ指の指紋画像として、例えば図４に示すようなものが得られたとする。図４も
図３と同じく部分的に隆線構造が破壊されており、正しい指紋データの生成はできない。
しかし、図３に示す指紋画像のうち正しく隆線構造が抽出されている部分と、図４に示す
画像のうち正しく隆線構造が抽出されている部分とをまとめると、図５に示すような、正
しい特徴点のみを含む合成指紋画像を作成することができる。また、同様にして指紋デー
タを合成することで、広範囲の特徴点データを含んだ指紋データを作成することができる
。
【００５９】
従来の技術では、指紋データを合成する際には、まず、指紋画像をそのまま合成して一つ
の指紋画像を作成してから、合成された一つの指紋画像から、指紋データを作成していた
。
これに対し、本発明では、それぞれの指紋画像を用いて指紋データを作成してから、指紋
データを合成することで、誤特徴点データの少ない、広範囲の特徴点データを含んだ合成
指紋データを作成している。
【００６０】
そして、本発明では、上述のごとく作成された合成指紋データについて、さらに、妥当な
ものであるか否かを検証することにより、合成指紋データ（登録指紋データ）としての信
頼性を確保している。
ここで、図６（Ａ），図６（Ｂ），図７（Ａ），図７（Ｂ），図８，図９および図３４（
Ａ）～図３４（Ｄ）を参照しながら、本実施形態での合成指紋データの妥当性の検証手法
について説明する。これらの図は、いずれも、合成指紋データに含まれる特徴点の、指紋
スキャナ２の指紋入力領域（指を接触させる指紋採取面）１００での分布状態を示してい
る。
【００６１】
まず、図６（Ａ）および図６（Ｂ）を参照しながら、合成指紋データにおける特徴点の存
在領域（存在範囲）の妥当性について説明する。
図６（Ａ）に示すように、全ての特徴点が、指紋入力領域１００において、通常、指が押
し当てられる領域Ｆ内に存在していれば、合成結果は妥当なものであると判断することが
できる。
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【００６２】
しかし、図６（Ｂ）に示すように、上記領域Ｆ外にも特徴点が存在する場合には、指紋合
成に失敗している確率が高いものと判断することができる。
前述した通り、指紋合成を行なうことにより、ある程度、広範囲に亘る領域の特徴点を集
めて指紋データを作成することが可能になる。しかし、このような場合、合成結果におい
て現実離れした範囲に特徴点が存在していれば、その指紋合成は失敗している確率が高い
。
【００６３】
そこで、例えば上記領域Ｆ外に存在する特徴点の数が多いほど小さくなるような評価値を
定義して算出することにより、図６（Ｂ）に示すような、指紋合成に失敗した可能性の高
い合成指紋データを排除することが可能になる。
例えば、合成結果に含まれる全ての特徴点の数と、上記領域Ｆ内に存在する特徴点の数と
の比を、評価値として算出すれば、図６（Ａ）に示す合成指紋データの評価値は"８／８
＝１"となるのに対し、図６（Ｂ）に示す合成指紋データの評価値は"９／１６＝0.5625"
となる。従って、検証部５０において、前記所定の範囲として例えば０．９以上の範囲を
設定した場合、図６（Ｂ）に示す合成指紋データの評価値はその範囲外となり、その合成
指紋データは、指紋合成に失敗したものと判定される。
【００６４】
また、合成指紋データの領域（合成領域）内での特徴点数の増加率Ｎｓ／Ｎａが所定値を
超えていれば、指紋合成に失敗している確率が高いものと判断することができる一方、所
定値以内であれば、合成結果は妥当なものと判断することができる。ただし、Ｎｓは合成
指紋データの領域（合成領域）内の特徴点数であり、Ｎａは、合成前の複数の指紋データ
における、その合成領域に対応する領域内の特徴点数の平均値である。
【００６５】
合成領域内の全ての特徴点が複数の指紋データに共通に存在する状態が、最も妥当性の高
い状態である。このような状態の時、Ｎｓ＝Ｎａとなり、前記増加率Ｎｓ／Ｎａは１とな
る。しかし、複数の指紋データに共通に存在する特徴点の数が少なくなるにつれて、つま
り、合成結果の妥当性が低くなるにつれて、増加率Ｎｓ／Ｎａは大きくなる。
【００６６】
このような増加率Ｎｓ／Ｎａを用いた妥当性検証手法の具体例について、図３４（Ａ）～
図３４（Ｄ）を参照しながら説明する。ここで、図３４（Ａ）～図３４（Ｃ）は、それぞ
指紋データＦＡ，ＦＢ，ＦＣを示すものであり、図３４（Ｄ）は、これら３つの指紋デー
タＦＡ，ＦＢ，ＦＣを合成して作成された合成指紋データ（合成領域Ｆ’）を示すもので
ある。
【００６７】
図３４（Ｄ）に示す合成領域Ｆ’内の特徴点数Ｎｓは１２である。そのうち、４つの特徴
点は指紋データＦＡ，ＦＢに共通に存在し、５つの特徴点は指紋データＦＢ，ＦＣに共通
に存在し、２つの特徴点は指紋データＦＡにのみ存在し、１つの特徴点は指紋データＦＣ
にのみ存在している。即ち、指紋データＦＡにおける、合成領域Ｆ’に対応する領域内に
は、図３４（Ａ）に示すごとく６つの特徴点が存在し、指紋データＦＢにおける、合成領
域Ｆ’に対応する領域内には、図３４（Ｂ）に示すごとく９つの特徴点が存在し、指紋デ
ータＦＣにおける、合成領域Ｆ’に対応する領域内には、図３４（Ｃ）に示すごとく６つ
の特徴点が存在している。
【００６８】
しかし、指紋データＦＣとＦＡには共通の特徴点が一つも存在していない。即ち、指紋デ
ータＦＣとＦＡとは異なる指紋画像から得られたものであるか、もしくは、指紋データＦ
Ａ～ＦＣの指紋合成に失敗しているかのいずれかであると考えられる。いずれにしても、
合成指紋データＦ’の妥当性は極めて低い。
図３４（Ａ）～図３４（Ｄ）に示す例では、Ｎｓは１２、Ｎａは（６＋９＋６）／３＝７
であり、増加率Ｎｓ／Ｎａ＝１２／７≒１．７となる。従って、前記所定値として、例え
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ば１．２を設定しておけば、図３４（Ｄ）に示す合成指紋データＦ’は、指紋合成に失敗
したものと判定される。
【００６９】
図７（Ａ），図７（Ｂ）および図８を参照しながら、合成指紋データにおける特徴点の存
在の偏りの妥当性について説明する。
図７（Ａ）に示すように、全ての特徴点が、指紋入力領域１００において、指紋中心Ｃ０
の周りで一つのグループＧ０として存在していれば、合成結果は妥当なものであると判断
することができる。なお、指紋中心Ｃ０としては、例えば隆線の中で曲率の最も大きくな
る点が選択される。
【００７０】
しかし、特徴点が、指紋入力領域１００において、図７（Ｂ）に示すように完全に二つの
グループＧ１，Ｇ２に分かれて存在している場合や、図８に示すように指紋中心Ｃ０から
離れた位置に一つのグループＧ３を成して偏って存在している場合には、指紋合成に失敗
している確率が高いものと判断することができる。
【００７１】
特徴点のグルーピング手法としては次のような手法を用いる。つまり、各特徴点と、その
特徴点に最も近い他の特徴点とを仮想的に連結していく。ただし、所定値以上の距離離れ
た特徴点どうしは連結しない。連結された特徴点には同一ラベルを付与する一方、前記所
定値以上の距離離れた特徴点には、異なるラベルを付与する。このようにして同一ラベル
を付与された特徴点を１つのグループとみなす。
【００７２】
そこで、特徴点のグループ化が生じている場合や、特徴点が指紋中心から離れた位置でグ
ループを成しているような場合に小さくなるような評価値を定義して算出することにより
、図７（Ｂ）や図８に示すような、指紋合成に失敗した可能性の高い合成指紋データを排
除することが可能になる。
【００７３】
次に、図９を参照しながら、合成指紋データにおける特徴点どうしの関係情報の妥当性に
ついて説明する。図９に示す合成指紋データでは、二つの端点が特徴点Ｐ０，Ｐ１として
含まれている。ここで、特徴点Ｐ０は隆線Ｌ９１の端点であり、特徴点Ｐ１は隆線Ｌ９４
の端点である。また、図９では、隆線Ｌ９１とＬ９４との間に２本の隆線Ｌ９２，Ｌ９３
が存在するものとして、合成指紋データが図示されている。
【００７４】
このとき、特徴点Ｐ０の関係情報と特徴点Ｐ１の関係情報とが互いに矛盾している場合に
は、その指紋合成に失敗している確率が高いものと判断することができる。例えば、特徴
点Ｐ０の関係情報として「特徴点Ｐ０とＰ１との間の隆線本数は２本」が保持されている
にもかかわらず特徴点Ｐ１の関係情報として「特徴点Ｐ１とＰ０との間の隆線本数は４本
」が保持されている場合や、特徴点Ｐ０の関係情報として「３本隣（下方）の隆線には特
徴点Ｐ１が存在する」が保持されているにもかかわらず特徴点Ｐ１の関係情報として「１
本隣（上方）の隆線には特徴点Ｐ０が存在する」が保持されている場合である。
そこで、上述のような矛盾の発生数が多いほど小さくなるような評価値を定義して算出す
ることにより、関係情報に矛盾を含む、指紋合成に失敗した可能性の高い合成指紋データ
を排除することが可能になる。
【００７５】
最後に、合成指紋データにおける特徴点の個数（多過ぎ，少な過ぎ）の妥当性について説
明する。合成指紋データに含まれる特徴点が、多すぎる場合や少なすぎる場合も、その指
紋合成に失敗している確率が高いものと判断することができる。例えば、特徴点の数が１
０個以下の場合や５０個を超えた場合に小さくなるような評価値を定義して算出すること
により、特徴点の数が多すぎるもしくは少なすぎる、指紋合成に失敗した可能性の高い合
成指紋データを排除することが可能になる。
【００７６】
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このように、本発明の第１実施形態としての指紋データ合成装置１によれば、複数の指紋
画像のそれぞれから特徴点を抽出し、抽出された特徴点を合成して一つの合成指紋データ
が作成される。これにより、信頼性の高い特徴点を用いて合成指紋データを作成すること
ができる。また、指紋画像どうしを直接的に合成する必要がないので、隆線構造の破壊と
いった不具合の影響も受けることがない。
【００７７】
従って、作成された合成指紋データを登録指紋データとして用いると、指紋画像から正確
に抽出された正しい特徴点（信頼性の高い特徴点）を含む登録指紋データを作成すること
ができ、指紋による個人確認を行なうシステムにおいて、高い照合性能を実現することが
できる。
また、採取領域の異なる複数の指紋画像から、広範囲の特徴点を正確に抽出して登録指紋
データを作成することができるので、上記システムにおいて安定した照合性能を実現する
ことができる。
【００７８】
さらに、検証部５０により合成指紋データが妥当なものであるか否かを検証するので、合
成結果が指紋データとして妥当なものだけを登録指紋データとして用いることができ、信
頼性の高い登録指紋データを用いて指紋認証が行なわれ、より高い照合性能を実現するこ
とが可能になる。
【００７９】
　その際、検証部５０では、合成指紋データに含まれる特徴点について、その存在範囲，
偏り，関係情報や個数の妥当性を確認し、合成指紋データの妥当性を検証することにより
、種々の合成状況を考慮しながら、指紋合成に失敗している確率の高い合成指紋データを
確実に排除できるので、より信頼性の高い登録指紋データを用いて指紋認証を行なえるよ
うになり、照合性能をさらに向上させることができる。
【００８０】
〔２〕第２実施形態の説明
さて、第１実施形態で説明したように指紋データ合成部４０において２以上の指紋データ
を合成する際には、正しい特徴点と誤った特徴点とを確実に認識できるすることが望まれ
る。そこで、本発明の第２実施形態や第３実施形態では、指紋データ抽出部１０で抽出さ
れた各特徴点に対し、それが正しい特徴点である程度（再現性の程度）を示す特徴点信頼
度を定義する。この特徴点信頼度を求め、その値に従って特徴点データの合成を行なって
いく。
【００８１】
図１０は本発明の第２実施形態としての指紋データ合成装置の機能構成を示すブロック図
であり、この図１０に示す第２実施形態の指紋データ合成装置１Ａは、第１実施形態と同
様の指紋データ抽出部１０，指紋データ記憶部２０，共通特徴点探索部３０および検証部
５０を有するほか、特徴点信頼度算出部６０および指紋データ合成部４０Ａを有して構成
されている。なお、既述の符号と同一の符号は同一もしくはほぼ同一の部分を示している
ので、その説明は省略する。
【００８２】
ここで、本実施形態の指紋データ合成装置１Ａも、第１実施形態の指紋データ合成装置１
と同様、ＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭなどをバスラインにより接続して構成される、パソコン
等のコンピュータシステムにより実現されるものである。
そして、指紋データ合成装置１Ａにおける指紋データ合成部４０Ａおよび特徴点信頼度算
出部６０としての機能も、上述した第１実施形態の指紋データ抽出部１０，共通特徴点探
索部３０，指紋データ合成部４０および検証部５０と同様、記録媒体に格納されたアプリ
ケーションプログラムをＣＰＵ等で実行することにより実現される。
【００８３】
さて、図１０に示す第２実施形態の指紋データ合成装置１Ａも、第１実施形態と同様、指
紋を用いて個人確認を行なうシステムにおいて実際に個人認証を行なう際に使用される照



(17) JP 4426733 B2 2010.3.3

10

20

30

40

50

合用指紋データ（登録指紋データ）を、指紋スキャナ２からの複数の指紋画像から合成・
作成するためのものである。
【００８４】
ただし、第２実施形態の指紋データ合成装置１Ａでは、指紋データ抽出部１０により抽出
された各特徴点に対し、それが正しい特徴点である程度（再現性の程度）を示す特徴点信
頼度が定義されており、この特徴点信頼度を求める特徴点信頼度算出部６０が新たにそな
えられるとともに、その値に従って特徴点データの合成を行なう指紋データ合成部４０Ａ
が、第１実施形態の指紋データ合成部４０に代えてそなえられている。
【００８５】
ここで、特徴点信頼度算出部６０は、指紋データ記憶部２０に記憶された複数の指紋デー
タにおける各特徴点の信頼度を算出するものであり、例えば以下の項目(b1)～(b4)のデー
タのうちの少なくとも一つを指紋データから得て、そのデータに基づいて特徴点信頼度を
算出する。
【００８６】
(b1)各特徴点の方向と隆線の方向との差
(b2)各特徴点から近辺の他の特徴点までの隆線長または距離
(b3)各特徴点から近辺の隆線までの距離
(b4)各特徴点と近辺の他の特徴点との位置関係（各特徴点近辺での他の特徴点の発生パタ
ーン）
【００８７】
なお、これら項目(b1)～(b4)のデータに基づく特徴点信頼度算出部６０による具体的な特
徴点信頼度の算出手法については、図１２～図１６を参照しながら後述する。
そして、指紋データ合成部４０Ａは、共通特徴点探索部３０で探索された共通特徴点の中
の一つを選択する際に、特徴点信頼度算出部６０によって特徴点毎に算出された信頼度を
参照し、信頼度の最も高いものを優先的に選択・使用して合成指紋データを作成するもの
である。
【００８８】
次に、図１１に示すフローチャート（ステップＳ１１～Ｓ１５）を参照しながら、第２実
施形態の指紋データ合成手順について説明する。
まず、指紋スキャナ２により同じ指について採取された複数の指紋画像は、それぞれ、指
紋データ抽出部１０に入力され、この指紋データ抽出部１０により、各指紋画像から、特
徴点（端点，分岐点），指紋隆線方向，特徴点間距離，特徴点間隆線長や、指紋特徴点間
の隆線本数を含む関係情報などが抽出されて、指紋データが作成される（ステップＳ１１
）。指紋画像毎に作成された指紋データは、指紋データ記憶部２０に格納される。
【００８９】
そして、特徴点信頼度算出部６０は、上述した項目(b1)～(b4)の少なくとも一つのデータ
に基づいて、指紋データ記憶部２０に格納されている全ての指紋データにおける、各特徴
点の信頼度を算出する（ステップＳ１２）。
また、第１実施形態のステップＳ２と同様、共通特徴点探索部３０により、指紋データ記
憶部２０に格納されている複数の指紋データの相互間での特徴点の対応関係が調査される
（ステップＳ１３）。
【００９０】
共通特徴点探索部３０により、２以上の指紋データに共通に含まれている同一の特徴点を
、共通特徴点として調査・抽出した場合、第２実施形態の指紋データ合成装置１Ａにおい
ては、指紋データ合成部４０Ａにより、共通特徴点探索部３０で得られた共通特徴点情報
（もしくは指紋中心）と特徴点信頼度算出部６０によって特徴点毎に算出された信頼度と
に基づいて、特徴点が重複しないように特徴点データをまとめ、一つの合成指紋データが
作成される（ステップＳ１４）。つまり、信頼度の最も高いものが、共通特徴点探索部３
０で探索された共通特徴点の中から優先的に選択され、合成指紋データが作成される。
【００９１】
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なお、指紋の採取位置によっては、ある一つの指紋データだけに含まれ他の指紋データに
は含まれていない特徴点が存在する場合もある。そのような場合、指紋データ合成部４０
Ａも、第１実施形態と同様、その特徴点が正しい特徴点としての条件を満たしていれば、
その特徴点に関する情報を、合成指紋データに含ませる。
そして、最後に、第１実施形態と同様、指紋データ合成部４０Ａによる合成結果（合成指
紋データ）が妥当な指紋データを形成しているか否かが、検証部５０により検証される（
ステップＳ１５）。
【００９２】
ここで、図１２～図１６を参照しながら、第２実施形態での特徴点信頼度の算出手法につ
いて説明する。
図１２（Ａ）～図１２（Ｃ）はいずれも本実施形態での特徴点の方向の定義を説明するた
めの図であり、図１３は、各特徴点の方向と隆線の方向との差に基づいて特徴点信頼度を
算出する手法を説明するための図である。
【００９３】
まず、図１２（Ａ）および図１２（Ｂ）により、それぞれ端点および分岐点の方向の定義
について説明する。ここで、隆線全体の流れ方向（隆線方向）を、矢印Ｄ１で示す方向（
図中、右方向）とする。
図１２（Ａ）に示すように、２本の隆線Ｌ１，Ｌ３の間において、特徴点ｐ１を端点とす
る隆線Ｌ２が存在する場合、この特徴点ｐ１の方向は、特徴点ｐ１から隆線Ｌ２が発生す
る方向（つまり矢印ｄ１で示す方向）と定義する。
【００９４】
また、図１２（Ｂ）に示すように、隆線Ｌ４が特徴点（分岐点）ｐ２で２本の隆線Ｌ４１
，Ｌ４２に分岐する場合、この特徴点ｐ２の方向は、特徴点ｐ２から２本の隆線Ｌ４１，
Ｌ４２の間を進行する方向（つまり矢印ｄ２で示す方向）と定義する。
【００９５】
図１２（Ｃ）を参照しながら、分岐点の方向の定義について、より詳細に説明する。図１
２（Ｃ）に示すように、隆線Ｌ４１，Ｌ４２，Ｌ４上において、分岐点ｐ２から等しい隆
線長だけ離れた点をそれぞれａ，ｂ，ｃとする。特徴点ｐ２から点ａ，ｂ，ｃへのベクト
ルをそれぞれＶａ，Ｖｂ，Ｖｃとする。これらのベクトルＶａ，Ｖｂ，Ｖｃのうち、方向
の差が最も小さくなる２つのベクトルを抽出し、これら２つのベクトルの平均を求め、そ
の平均結果のベクトルの方向を分岐点ｐ２の方向と定義する。つまり、図１２（Ｃ）では
、ベクトルＶａとＶｂとの平均（Ｖａ＋Ｖｂ）／２であるベクトルＶｄの方向が分岐点ｐ
２の方向となる。この図１２（Ｃ）のベクトルＶｄが図１２（Ｂ）のベクトルｄ２である
。
【００９６】
図１２（Ａ）や図１２（Ｂ）に示すように特徴点の方向を定義した場合、基本的に、特徴
点の方向と隆線方向とはほぼ同一方向（ほぼ平行）になる。
しかし、例えば、隆線構造の解析に失敗したり隆線構造が網目状に検出されたりして、大
量の誤特徴点が発生した場合（図３や図４の領域ＡＲ１，ＡＲ２内を参照）、特徴点の方
向と隆線方向とは一致しなくなる。
【００９７】
例えば図１３に示すように、隆線構造が網目状に検出された場合、複数の特徴点（いずれ
も分岐点）ｐ１１～ｐ１３およびｐ２１～ｐ２３の方向は、それぞれ矢印ｄ１１～ｄ１３
およびｄ２１～ｄ２３で示すようになり、いずれも、図１２（Ｂ）に示す例に比べて、隆
線方向Ｄ１に対して平行ではなくなっている。
なお、図１３において、Ｌ６～Ｌ８，Ｌ７１～Ｌ７６はいずれも隆線を示すものであるが
、これらのうち隆線Ｌ７１～Ｌ７６は、隆線Ｌ７と隆線Ｌ８との間に分岐によって生じた
網目状のものである。
【００９８】
つまり、注目特徴点の方向と隆線の流れる方向とを比較し、その差が大きいほど、その注
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目特徴点の信頼度は低く、誤特徴点である可能性が高いものと判断することができる。
そこで、特徴点信頼度を、例えば下式（１）のごとく、注目特徴点の向き（単位ベクトル
）と隆線の流れる向き（単位ベクトル）との差が大きいほど小さい値になるように定義す
ることにより、図１３に示すように誤特徴点である可能性の高い特徴点ｐ１１～ｐ１３や
ｐ２１～ｐ２３の信頼度が低く設定され、その特徴点が指紋データ合成部４０Ａによって
選択される順位を低くすることができる。
【００９９】
〔特徴点信頼度〕＝ｋ*｜Ｖ１・Ｖ２｜　　　　　（１）
ここで、|ｘ|はｘの絶対値、ｋは正の比例定数、Ｖ１は注目特徴点の方向を示す単位ベク
トル、Ｖ２は隆線の流れる向き（隆線方向）を示す単位ベクトル、Ｖ１・Ｖ２は単位ベク
トルＶ１とＶ２との内積である。このとき、注目特徴点の方向が隆線方向の向きに対して
平行になる場合（Ｖ１＝Ｖ２またはＶ１＝－Ｖ２）、（１）式によって定義される特徴点
信頼度は最大値ｋとなる。また、注目特徴点の方向と隆線方向とが直交する場合、（１）
式によって定義される特徴点信頼度は最小値０となる。
【０１００】
図１４は、各特徴点から近辺の他の特徴点までの隆線長または距離に基づいて特徴点信頼
度を算出する手法を説明するための図である。
通常の指紋では、特徴点が小領域に大量に発生することはない。他の特徴点との距離が短
い特徴点が大量に発生している場合は、その特徴点の信頼度は低く、誤特徴点である可能
性が高いものと判断することができる。
【０１０１】
そこで、小領域にこのような特徴点が大量に発生しているかどうかの指標値を特徴点信頼
度に用いることができる。例えば、特徴点信頼度を、下式（２）のごとく定義することに
より、小領域に大量に発生している特徴点の信頼度が低く設定され、その特徴点がデータ
合成部４０Ａによって選択される順位を低くすることができる。
【０１０２】
〔特徴点信頼度〕＝－ｋ*Ｎ１／Ｎ２　　　　　　　（２）
ここで、ｋは比例定数、Ｎ１は、注目特徴点から所定の半径以内の領域にある特徴点のう
ち、隣接する他の特徴点との距離が全て所定の値以下の特徴点の数であり、Ｎ２は、注目
特徴点から所定の半径以内の領域にある特徴点の総数である。
【０１０３】
例えば図１４に示すように、注目特徴点Ｐｃ０から所定の半径ｒ０以内の領域にある特徴
点の総数Ｎ２は１０であり、これら１０個の特徴点のうち、隣接する他の特徴点との距離
が全て所定の値以下の特徴点は、誤特徴点として図示されたものであり、その数Ｎ１は７
である。従って、（２）式による特徴点信頼度は、－ｋ*（７／１０）＝－0.7*ｋとなる
。
なお、上述した例では、注目特徴点と他の特徴点との距離に基づいて特徴点の数Ｎ１を求
めているが、注目特徴点から隆線を介した他の特徴点までの隆線長に基づいて特徴点の数
Ｎ１を求めてもよい。
【０１０４】
図１５（Ａ）および図１５（Ｂ）は、いずれも各特徴点から近辺の隆線までの距離に基づ
いて特徴点信頼度を算出する手法を説明するための図である。
指紋画像における隆線画像に、何らかの要因によって細長い亀裂が入ると、誤特徴点が発
生する。
例えば図１５（Ａ）では、３本の隆線画像Ｌ１０，Ｌ２０，Ｌ３０が図示されているが、
これらのうち真ん中の隆線画像Ｌ２０に、細長い亀裂ＮＬ１が入ったために、細長い髭状
のラインＬｎ０が生じている。
【０１０５】
このような指紋画像について隆線構造解析および特徴点抽出を行なうと、例えば図１５（
Ｂ）に示すように、３本の隆線画像Ｌ１０，Ｌ２０，Ｌ３０にそれぞれ対応する３本の隆
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線Ｌ１１，Ｌ２１，Ｌ３１が抽出されるとともに、髭状のラインＬｎ０に対応した隆線Ｌ
ｎ１も抽出されてしまう。この隆線Ｌｎ１の一端は端点Ｐｅ１であり、他端は隆線Ｌ２１
からの分岐点Ｐｅ２であり、これらの端点Ｐｅ１および分岐点Ｐｅ２は、いずれも誤特徴
点である。つまり、亀裂ＮＬ１が原因で誤特徴点が発生している。
【０１０６】
このような誤特徴点（端点Ｐｅ１）は、その近辺の隆線までの距離を調べることで認識す
ることができる。つまり、注目特徴点から近辺の隆線までの距離が指紋全体に見られる隆
線の間隔よりも小さい場合、その注目特徴点の信頼度は低く、誤特徴点である可能性が高
いものと判断することができる。
そこで、特徴点信頼度を、例えば下式（３）のごとく、注目特徴点からその近辺の隆線ま
での最短距離に比例する値として定義することにより、指紋画像の亀裂等によって発生し
た特徴点の信頼度が低く設定され、その特徴点がデータ合成部４０Ａによって選択される
順位を低くすることができる。
【０１０７】
〔特徴点信頼度〕＝ｋ*Ｄ　　　　　　　　（３）
ここで、ｋは比例定数、Ｄは注目特徴点からその近辺の隆線までの最短距離である。
例えば図１５（Ｂ）において特徴点（端点）Ｐｅ１を注目特徴点とした場合、この特徴点
Ｐｅ１から隆線Ｌ２１までの最短距離がＤとして求められ、特徴点信頼度が算出される。
その最短距離Ｄは、隆線Ｌ１１，Ｌ２１，Ｌ３１の間隔に比べて明らかに小さく、特徴点
Ｐｅ１についての信頼度は小さくなる。従って、特徴点Ｐｅ１がデータ合成部４０Ａによ
って選択される順位が低くなる。
【０１０８】
図１６（Ａ）～図１６（Ｃ）は、いずれも各特徴点と近辺の他の特徴点との位置関係（各
特徴点近辺での他の特徴点の発生パターン）に基づいて特徴点信頼度を算出する手法を説
明するための図である。
指に切り傷等の傷を負うと、指紋の隆線には亀裂が発生する。従って、例えば図１６（Ａ
）に示すように、隆線画像Ｌ１０，Ｌ２０，Ｌ３０が、亀裂ＮＬ２により分断される。
【０１０９】
このような指紋画像から特徴点抽出を行なうと、図１６（Ｂ）に示すように、隆線Ｌ１１
上に端点ｐ０１，ｐ１０が発生し、隆線Ｌ２１上に端点ｐ０２，ｐ２０が発生し、隆線Ｌ
３１上に端点ｐ０３，ｐ３０が発生する。そして、端点ｐ０１，ｐ０２，ｐ０３はほぼ一
列に並んで発生するとともに、端点ｐ１０，ｐ２０，ｐ３０はほぼ一列に並んで発生する
。このように、傷や皺等による誤特徴点は一列に並んで発生する。
【０１１０】
従って、注目特徴点が列を形成して発生している場合は、その注目特徴点の信頼度は低く
、誤特徴点である可能性が高いものと判断することができる。
そこで、注目特徴点とその近辺にある他の二つの特徴点を結んだ直線の傾きが等しいもし
くはほぼ等しい場合に、その注目特徴点の信頼度が小さくなるように特徴点信頼度を定義
する。
【０１１１】
つまり、例えば下式（４）のごとく、特徴点信頼度を、注目特徴点と他の二つの特徴点と
を結んだ直線の傾きの差の絶対値に比例する値として設定する。
〔特徴点信頼度〕＝ｋ*|ｂ／ａ－ｄ／ｃ|　　　　　（４）
ここで、ｋは比例定数、図１６（Ｃ）に示すように、ｂ／ａは注目特徴点ｐ２０と他の特
徴点ｐ３０とを結んだ直線の傾きを表し、ｄ／ｃは注目特徴点ｐ２０と他の特徴点ｐ１０
とを結んだ直線の傾きを表すものである。
【０１１２】
これにより、図１６（Ｃ）に示すような特徴点ｐ０１～ｐ０３やｐ１０～ｐ３０の信頼度
が低く設定され、その特徴点が指紋データ合成部４０Ａによって選択される順位を低くす
ることができる。
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なお、特徴点信頼度算出部６０は、上述した（１）～（４）式のうちの一つだけを用いて
特徴点信頼度を算出してもよいし、（１）～（４）式のうちの２以上を用いて特徴点信頼
度をそれぞれ算出し、算出された信頼度の合計値を最終的な特徴点信頼度として算出して
もよい。
【０１１３】
このように、本発明の第２実施形態としての指紋データ合成装置１Ａによれば、第１実施
形態と同様の作用効果が得られるほか、各特徴点の信頼度を特徴点信頼度算出部６０で算
出し、その信頼度に応じて、指紋データ合成部４０Ａが、共通特徴点を代表する特徴点を
選択することにより、合成指紋データを成す特徴点として、信頼性の高いものを容易に選
択できる。
【０１１４】
従って、誤特徴点（信頼性の低い特徴点）が排除され、正特徴点（信頼性の高い特徴点）
のみによって合成指紋データが再構成されるので、信頼性の高い合成指紋データを容易に
作成することができ、ひいては、指紋による個人確認を行なうシステムにおいて、より高
い照合性能を実現することができる。
【０１１５】
〔３〕第３実施形態の説明
図１７は本発明の第３実施形態としての指紋データ合成装置の機能構成を示すブロック図
であり、この図１７に示す第３実施形態の指紋データ合成装置１Ｂは、第１実施形態と同
様の指紋データ抽出部１０，指紋データ記憶部２０および検証部５０を有するほか、特徴
点ラベル割り当て部７０，指紋データ照合部８０，特徴点信頼度算出部６０Ｂ，共通特徴
点データ記憶部９０および指紋データ合成部４０Ｂを有して構成されている。なお、既述
の符号と同一の符号は同一もしくはほぼ同一の部分を示しているので、その説明は省略す
る。
【０１１６】
ここで、本実施形態の指紋データ合成装置１Ｂも、第１実施形態の指紋データ合成装置１
と同様、ＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭなどをバスラインにより接続して構成される、パソコン
等のコンピュータシステムにより実現されるものである。
そして、指紋データ合成装置１Ｂにおける指紋データ合成部４０Ｂ，特徴点信頼度６０Ｂ
，特徴点ラベル割り当て部７０および指紋データ照合部８０としての機能も、上述した第
１実施形態の指紋データ抽出部１０，共通特徴点探索部３０，指紋データ合成部４０およ
び検証部５０と同様、記録媒体に格納されたアプリケーションプログラムをＣＰＵ等で実
行することにより実現される。また、ＲＡＭやＲＯＭが、共通特徴点データ記憶部９０と
しての機能を果たす。
【０１１７】
さて、図１７に示す第３実施形態の指紋データ合成装置１Ｂも、第１実施形態と同様、指
紋を用いて個人確認を行なうシステムにおいて実際に個人認証を行なう際に使用される照
合用指紋データ（登録指紋データ）を、指紋スキャナ２からの複数の指紋画像から合成・
作成するためのものである。
【０１１８】
ただし、第３実施形態の指紋データ合成装置１Ｂでは、指紋データ抽出部１０により抽出
された複数の特徴点どうしを照合する指紋データ照合部８０が新たにそなえられほか、こ
の指紋データ照合部８０による照合結果に基づいて特徴点信頼度（後述する照合一致評価
値）を算出する特徴点信頼度算出部６０Ｂが、第２実施形態の特徴点信頼度算出部６０に
代えてそなえられ、さらに、特徴点信頼度算出部６０Ｂによる算出結果に従って特徴点デ
ータの合成を行なう指紋データ合成部４０Ｂが、第２実施形態の指紋データ合成部４０Ａ
に代えてそなえられている。
【０１１９】
ここで、特徴点ラベル割り当て部７０は、指紋データ記憶部２０に記憶された複数の指紋
データにおける各特徴点に対し、唯一の特徴点ラベル（識別子）を割り当てるほか、指紋
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データ照合部８０による照合の結果、２以上の指紋データに同一の特徴点が共通に含まれ
ることを認識した場合、その同一の特徴点に対し、同一の共通特徴点ラベル（合成特徴点
ラベルと呼ぶ場合もある）を割り当てるものである。
【０１２０】
指紋データ照合部８０は、前述した通り、指紋データ記憶部２０に記憶された複数の指紋
データどうしを照合し、個々の特徴点の照合一致状況を出力するものであり、第１実施形
態や第２実施形態における共通特徴点探索部３０としての機能を兼ねている。
【０１２１】
特徴点信頼度算出部６０Ｂは、図１８を参照しながら後述するごとく、指紋データ照合部
８０による照合結果（各特徴点の照合一致状況）に基づいて、複数の指紋データにおける
特徴点毎に、各特徴点の照合一致可能性を評価する照合一致評価値を特徴点信頼度として
算出するものであり、例えば以下の項目(c1)～(c3)のうちの少なくとも一つのデータを照
合結果から得て、そのデータに基づいて、特徴点信頼度としての照合一致評価値を算出す
る。
【０１２２】
(c1)照合対象の二つの特徴点について位置，種類（端点または分岐点）および方向を指紋
データ照合部８０により照合した結果のうちの少なくとも一つ。
(c2)照合対象の二つの特徴点について、各照合対象特徴点と他の特徴点との関係情報を指
紋データ照合部８０により照合した結果。ここで、関係情報としては、他の特徴点の位置
，種類および方向のうちの少なくとも一つを用いてもよいし、各照合対象特徴点から他の
特徴点までの隆線の本数を用いてもよいし、各照合対象特徴点から隆線を介した他の特徴
点までの接続パターンを用いてもよいし、各照合対象特徴点から他の特徴点までの距離を
用いてもよいし、各照合対象特徴点から他の特徴点までの隆線長を用いてもよい。
(c3)各特徴点の照合一致回数をそのまま照合一致評価値として用いる。
【０１２３】
さらに、特徴点信頼度算出部６０Ｂは、図２７を参照しながら後述するごとく、各特徴点
の信頼度を、近辺の他の特徴点の信頼度に基づいて修正する機能も有している。
また、共通特徴点データ記憶部９０は、共通特徴点の特徴点ラベルと、その特徴点ラベル
を特徴点ラベル割り当て部７０によって割り当てられた特徴点についての信頼度（特徴点
信頼度算出部６０Ｂによる算出結果）と、その信頼度を求めたときの指紋データ番号（指
紋データを特定する番号）とを対応させて記憶するものである。
【０１２４】
そして、第３実施形態の指紋データ合成部４０Ｂは、特徴点信頼度算出部６０Ｂによる算
出結果に従って特徴点データの合成を行なうもので、合成指紋データ作成部４１，位置合
わせ用特徴点探索部４２および合成指紋データ記憶部４３をそなえて構成されている。
合成指紋データ作成部４１は、図１９を参照しながら後述するごとく、指紋データ記憶部
２０に保存される指紋データと共通特徴点データ記憶部９０に保存される共通特徴点デー
タとに基づいて、合成すべき特徴点を選択し、合成指紋データを作成するものである。
【０１２５】
位置合わせ用特徴点探索部４２は、図１９を参照しながら後述するごとく、合成指紋デー
タ作成部４１が、合成指紋データに、新たに選択された特徴点データを追加する際に、そ
の特徴点データの合成指紋データ内での位置合わせを行なうための、位置合わせ用特徴点
を探索するものである。
つまり、指紋データ合成部４０Ｂにおいて合成指紋データを作成する際には、位置合わせ
用特徴点探索部４２が、作成中の合成指紋データに含まれる特徴点の中から適当な特徴点
を選択し、その特徴点を基準にして、合成指紋データを成す特徴点相互の位置合わせを行
なっている〔図３２（Ａ）および図３２（Ｂ）参照〕。
【０１２６】
なお、位置合わせのための基準としては、上述したような特徴点以外に、複数の指紋デー
タに共通に含まれている特徴点〔図３１（Ａ）および図３１（Ｂ）参照〕や、指紋画像か
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ら求められる指紋中心〔図３０（Ａ）および図３０（Ｂ）参照〕を用いてもよい。
【０１２７】
合成指紋データ記憶部４３は、合成指紋データ作成部４１によって作成された合成指紋デ
ータを記憶するものである。
また、指紋データ合成部４０Ｂは、図２９（Ａ）～図２９（Ｄ）を参照しながら後述する
ごとく、指紋データ照合部８０による各特徴点と他の特徴点との関係情報の照合結果を参
照し、信頼度の高い関係情報を収集して合成関係情報を作成し、その合成関係情報を、合
成指紋データを成す特徴点の関係情報として、その合成指紋データに含ませる機能も有し
ている。
【０１２８】
次に、図１８および図１９に示すフローチャート（ステップＳ２１～Ｓ４３）を参照しな
がら、第３実施形態の指紋データ合成手順について説明する。
まず、指紋スキャナ２により同じ指について採取された複数の指紋画像は、それぞれ、指
紋データ抽出部１０に入力され、この指紋データ抽出部１０により、各指紋画像から、特
徴点（端点，分岐点），指紋隆線方向，特徴点間距離，特徴点間隆線長や、各照合対象特
徴点から隆線を介した他の特徴点までの接続パターンや、指紋特徴点間の隆線本数を含む
関係情報などが抽出されて、指紋データが作成される（ステップＳ２１）。指紋画像毎に
作成された指紋データは、指紋データ記憶部２０に格納される。
【０１２９】
指紋データ記憶部２０に格納された全ての指紋データの各特徴点には、特徴点ラベル割り
当て部７０により、共通特徴点を探索する準備として、重複しないように特徴点ラベルが
割り当てられる（ステップＳ２２）。なお、以下、合成すべき複数（ｎ個）の指紋データ
を、それぞれ、Ｆi（i＝1,…,ｎ：ｉは指紋データ番号）として扱う。
【０１３０】
また、共通特徴点データ記憶部９０上に、共通特徴点の特徴点ラベルと、その特徴点ラベ
ルを特徴点ラベル割り当て部７０によって割り当てられた特徴点についての信頼度と、そ
の信頼度を求めたときの指紋データ番号とを対応させて保存するための共通特徴点リスト
Ｌを用意する（ステップＳ２３）。
そして、指紋データ照合部８０は、指紋データＦiの組（Ｆp，Ｆq）を作りながら（ステ
ップＳ２４）、全ての指紋データの組合わせについて（ステップＳ３３でＹＥＳ判定とな
るまで）、指紋照合処理を実行する。ただし、ｐ，ｑはいずれも１以上ｎ以下の自然数で
、ｐ≠ｑである。
【０１３１】
つまり、指紋データ照合部８０は、まず、指紋データＦpとＦqとの照合を行ない、これら
の指紋データＦp，Ｆqにおける特徴点の照合関係（対応関係）を調べ（ステップＳ２５）
、その結果を特徴点ラベル割り当て部７０および特徴点信頼度算出部６０Ｂに通知する。
【０１３２】
指紋データ照合部８０による照合の結果、２以上の指紋データに同一の特徴点が共通に含
まれることを認識した場合、その同一の特徴点に対し、特徴点ラベル割り当て部７０は、
同一の共通特徴点ラベルを生成して割り当てる。また、特徴点ラベル割り当て部７０は、
同一特徴点だと判定された特徴点の特徴点ラベルを共通特徴点データ記憶部９０に通知す
る。
【０１３３】
また、特徴点信頼度算出部６０Ｂは、特徴点の照合一致関係からその特徴点の特徴点信頼
度を求め、共通特徴点データ記憶部９０に通知する。共通特徴点データ記憶部９０は、受
信した共通特徴点のラベルと、特徴点信頼度と、その特徴点信頼度をもつ特徴点の指紋デ
ータ番号とを組として記憶する。
さらに、特徴点信頼度算出部６０Ｂは、上述した項目(c1)～(c3)のうちの少なくとも一つ
のデータを照合結果から得て、そのデータに基づいて、特徴点信頼度としての照合一致評
価値を算出する。その算出手法の詳細については、図２０（Ａ）～図２７を参照しながら
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後述する。
【０１３４】
このとき、指紋データ照合部８０は、指紋データＦp，Ｆqから、照合一致した特徴点の組
を一つ取り上げ（ステップＳ２６）、どちらか一方の特徴点ラベルが合成特徴点ラベル（
共通特徴点ラベル）であるか否かを判定する（ステップＳ２７）。
【０１３５】
どちらか一方の特徴点ラベルが合成特徴点ラベル（共通特徴点ラベル）である場合（ステ
ップＳ２７からＹＥＳルート）、合成特徴点ラベルではない方の特徴点ラベルを合成特徴
点ラベルに変更してから（ステップＳ２８）、既に共通特徴点リストＬに保存されている
合成特徴点ラベルの信頼度と、指紋データＦp，Ｆqから取り上げられた２つの特徴点の信
頼度とのうち一番高いものを選択し、選択された信頼度と、その信頼度をもつ特徴点が抽
出された指紋データの番号とを共通特徴点リストＬに登録し直す（ステップＳ２９）。
【０１３６】
一方、指紋データＦp，Ｆqから取り上げられた２つの特徴点の特徴点ラベルが両方とも合
成特徴点ラベルではない場合（ステップＳ２７からＮＯルート）、特徴点ラベル割り当て
部７０により、新規に合成特徴点ラベルを生成し、これら２つの特徴点の特徴点ラベルを
、その合成特徴点ラベルに変更してから（ステップＳ３０）、共通特徴点リストＬに、変
更後の特徴点ラベルと、２つの特徴点の信頼度のうち高い方の信頼度と、選択された信頼
度をもつ特徴点が抽出された指紋データの番号とを新たに追加する（ステップＳ３１）。
【０１３７】
上述したステップＳ２６～Ｓ３１の処理は、ステップＳ３２でＹＥＳ判定となるまで繰り
返し実行され、指紋データＦp，Ｆqについて照合した全ての特徴点に対して実行される。
そして、ステップＳ２４～Ｓ３２の指紋照合処理は、ステップＳ３３でＹＥＳ判定となる
まで繰り返し実行され、全ての指紋データの組み合わせに対して実行される。これにより
、全ての指紋データにおける全特徴点に関して、共通特徴点の調査、および、特徴点信頼
度の計算が行なわれ、その結果は、共通特徴点データ記憶部９０の共通特徴点リストＬに
保存される。
【０１３８】
なお、本実施形態では、ステップＳ２５において、Ｆｐを登録側指紋データとしＦｑを入
力側指紋データとして、指紋データＦｐとＦｑとの照合が行なわれる。このようにＦｐを
登録側指紋データとしＦｑを入力側指紋データとして照合を行なった場合と、Ｆｑを登録
側指紋データとしＦｐを入力側指紋データとして照合を行なった場合とでは、異なる照合
結果が得られ、各特徴点の信頼度も異なってくる。従って、本実施形態では、ステップＳ
２４において、２つの指紋データの組（Ｆｐ，Ｆｑ）を順列で作成し、（Ｆｐ，Ｆｑ）と
（Ｆｑ，Ｆｐ）とのいずれに対してもステップＳ２５～Ｓ３１の処理が実行されるように
なっている。
【０１３９】
ついで、上述のごとく得られた共通特徴点リストＬに基づいて、指紋データ合成部４０Ｂ
が、図１９に示すステップＳ３４～Ｓ４２の指紋合成処理を行なう。
合成指紋データ記憶部４３に、合成指紋データＲを格納するための空領域を確保しておい
てから（ステップＳ３４）、合成指紋データ作成部４１は、共通特徴点データ記憶部９０
から共通特徴点の特徴点ラベル，その共通特徴点の信頼度および指紋データ番号を受信す
る。
【０１４０】
まず、合成指紋データ記憶部４３（合成指紋データＲ用の領域）に特徴点が一つもない場
合、合成指紋データ作成部４１は、共通特徴点リストＬの共通特徴点中で、信頼度の最も
高い特徴点Ｉを探索し（ステップＳ３５）、その特徴点Ｉを無条件で合成指紋データ記憶
部４３に合成指紋データＲとして登録する（ステップＳ３６）。
【０１４１】
その後、合成指紋データ記憶部４３（合成指紋データＲ用の領域）に既に特徴点が記憶さ
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れている場合、合成指紋データ作成部４１は、次に合成すべき特徴点データを選択し（ス
テップＳ３７）、位置合わせ用特徴点探索部４２に、その特徴点の属する指紋データの番
号を通知して位置合わせ用特徴点を探索するように命令する。ここで、合成指紋データ作
成部４１は、共通特徴点リストＬに登録された共通特徴点ラベルの一つであるＭを選択す
るものとする。また、その共通特徴点ラベルＭを割り当てられた特徴点をＰ、この特徴点
Ｐの属する指紋データの番号をＮとする。
【０１４２】
合成指紋データ作成部４１からの命令を受けた位置合わせ用特徴点探索部４２は、合成指
紋データＲに既に登録された特徴点のうちで、指紋データＦN内にも共通に存在する特徴
点Ｃを、位置合わせ用特徴点として探索する（ステップＳ３８）。つまり、位置合わせ用
特徴点探索部４２は、合成すべき特徴点Ｐの存在する指紋データＦNに含まれる特徴点と
、合成指紋データ記憶部４３に既に登録されている特徴点データとで共有される特徴点Ｃ
が存在するか否かを探索する。
【０１４３】
上述のような特徴点Ｃが存在しない場合（ステップＳ３９からＮＯルート）には、後述す
るステップＳ４２へ移行する一方、特徴点Ｃが存在する場合（ステップＳ３９からＹＥＳ
ルート）、位置合わせ用特徴点探索部４２は、その探索結果（特徴点Ｃの情報）を合成指
紋データ作成部４１に返す。
【０１４４】
そして、合成指紋データ作成部４１は、探索された特徴点Ｃを用いて、指紋データＦNと
合成指紋データＲとの位置合わせを行なった後（ステップＳ４０）、合成すべき特徴点Ｐ
の特徴点データを、合成指紋データ記憶部４３における合成指紋データＲに追加・記憶す
る（ステップＳ４１）。なお、ステップＳ４０での具体的な位置合わせ手法については、
図３２（Ａ）および図３２（Ｂ）を参照しながら説明する。
【０１４５】
上述したステップＳ３７～Ｓ４１の処理は、ステップＳ４２でＹＥＳ判定となるまで繰り
返し実行されて、共通特徴点リストＬに登録された全ての共通特徴点に対して実行され、
これにより、全ての共通点特徴点に対する指紋合成処理を終了する。
そして、最後に、第１実施形態と同様、指紋データ合成部４０Ｂによる合成結果（合成指
紋データＲ）が妥当な指紋データを形成しているか否かが、検証部５０により検証される
（ステップＳ４３）。
【０１４６】
次に、図２０（Ａ）～図３３を参照しながら、第３実施形態の指紋データ合成手順につい
て、より詳細に説明する。
なお、図２０（Ａ）～図２６（Ｃ）はいずれも本実施形態での特徴点信頼度（照合一致評
価値）の算出手法を説明するための図、図２７は本実施形態での特徴点信頼度の修正手法
を説明するための図、図２８は本実施形態での指紋データの合成結果の例を説明するため
の図、図２９（Ａ）～図２９（Ｄ）はいずれも本実施形態での特徴点の合成関係情報の作
成手法を説明するための図、図３０（Ａ）～図３２（Ｂ）はいずれも本実施形態での特徴
点の位置合わせ手法を説明するための図、図３３は本実施形態での指紋データ照合手法の
変形例を説明するためのフローチャートである。
【０１４７】
さて、前述した第２実施形態での特徴点信頼度の算出手法では、ある指紋データにおける
各特徴点の信頼度は、その指紋データ内の情報だけに基づいて算出されている。つまり、
第２実施形態では、隆線構造の形状のみに基づいて特徴点信頼度が算出されている。この
ような第２実施形態の手法とは異なるアプローチで指紋データに含まれている特徴点が正
しいかどうかを確実に知る手法として、同一の指紋であるとわかっている指紋データどう
しを照合し、特徴点どうしが正しく照合一致するかを確認する手法がある。第３実施形態
では、このような手法を採用することにより、第２実施形態よりも精度の良い特徴点信頼
度の算出を可能にしている。
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【０１４８】
まず、特徴点どうしの照合について説明する。
先に述べたように、特徴点データには、特徴点の位置，種類，方向を含む特徴点基本デー
タと他の特徴点との関係を表した特徴点関係データとの二つがある。特徴点データの照合
とは、これら二つのデータの照合を行なうことを指す。
例えば、特徴点関係データが、注目特徴点から他の特徴点までの隆線の本数で表されてい
る場合の特徴点照合を考える。
【０１４９】
特徴点どうしの照合の具体例を、図２０（Ａ）および図２０（Ｂ）により説明する。これ
らの図２０（Ａ）および図２０（Ｂ）にそれぞれ示す、指紋データにおける特徴点Ｘと特
徴点Ｘ'との照合を考える。ここで、特徴点Ｘと特徴点Ｘ'とは、それぞれ二つの指紋デー
タに共通に含まれる共通特徴点であり、これらの特徴点Ｘ，Ｘ'の位置，種類，方向の特
徴点基本データは、それぞれ、所定の範囲内で一致しているものとする。
【０１５０】
まず、指紋中心などを用いて互いの指紋データの共通座標軸を設定してから、特徴点Ｘと
特徴点Ｘ'とについて、特徴点関係データ（関係情報）の照合を行なう。その照合結果は
、以下の通りになる。
・特徴点Ｘから特徴点Ｔまでの隆線本数と特徴点Ｘ'から特徴点Ｔoまでの隆線本数とは一
致。
・特徴点Ｘから特徴点Ｓまでの隆線本数と特徴点Ｘ'から特徴点Ｓoまでの隆線本数とは不
一致。
・特徴点Ｘから特徴点Ｑまでの隆線本数と特徴点Ｘ'から特徴点Ｑoまでの隆線本数とは一
致。
・特徴点Ｘから特徴点Ｐまでの隆線本数と特徴点Ｘ'から特徴点Ｐoまでの隆線本数とは一
致。
【０１５１】
つまり、関係情報の４分の３については照合一致し、残りの４分の１については照合不一
致となっている。
ここでは、照合した二つの指紋データは、予め同じ指から得られたものであることが分か
っているので、本来はこれらの特徴点関係データの全てが一致しなければならない。
【０１５２】
しかし、先に説明したように、実際には指紋画像の採取の度に、汗や乾燥などの指の状態
や、指紋スキャナ２（指紋入力領域１００）に対する指の置き方が異なるために、同じ指
でも得られる指紋画像が異なってしまう。そのような複数の指紋画像から特徴点抽出をそ
れぞれ行なうので、全く同じ指紋データが得られるとは限らず、上述のごとく照合を行な
って完全一致しない場合がある。
【０１５３】
皺や傷の形状，皮膚の柔らかさなどが指の各部分で異なるので、指紋データとして抽出し
た特徴点の中には、比較的再現性の良い特徴点もあれば、再現性の悪い特徴点もある。再
現性の良い特徴点（信頼度の高い特徴点）だけを集めて指紋データを作成すれば、当然、
指紋照合の性能が向上する。
再現性の良い特徴点とは、即ち、照合一致しやすい特徴点なので、第３実施形態の特徴点
信頼度算出部６０Ｂは、特徴点データの照合結果に基づいて、以下のようにして特徴点信
頼度（照合一致評価値）を導くことができる。
【０１５４】
特徴点信頼度（照合一致評価値）の第１の算出手法では、特徴点信頼度を特徴点の位置，
種類，方向の特徴点基本データの照合結果から導く。
つまり、二つの指紋データを照合し、照合一致した特徴点のみを特徴点信頼度の計算対象
とする。この場合、特徴点信頼度を例えば次式（５）のように定義することにより、特徴
点の種類が異なる場合には、その特徴点の信頼度は最も低く設定され（－∞）、特徴点の
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種類が一致している場合には、位置および方向の誤差が小さい程、信頼度が高く設定され
る。
【０１５５】

ここで、δは、特徴点の種類が一致した時に１、それ以外の時に０に設定される値である
。また、ｋ１，ｋ２は定数、Ｅ１は特徴点位置の誤差、Ｅ２は特徴点方向の誤差である。
従って、注目特徴点の種類，位置，方向の全てが一致した場合、（５）式によって定義さ
れる特徴点信頼度は最大値０となる。
【０１５６】
特徴点信頼度（照合一致評価値）の第２の算出手法では、特徴点信頼度を特徴点の関係情
報の照合結果から導く。
特徴点関係データの照合結果を確認することで、注目特徴点と周りに存在する特徴点との
関係の再現性を確認することができる。特徴点関係データは、隆線構造を表現したもので
あるので、特徴点の照合に関して大きな判断材料になる。つまり、特徴点関係データの照
合は、隆線構造の照合をしていることになるので、照合条件が特徴点基本データの照合よ
りも厳しい。従って、特徴点の抽出が不安定であると（即ち特徴点に再現性がないと）、
特徴点関係データの照合結果は顕著に悪くなる。特徴点関係データの照合結果を用いれば
、特徴点の再現性をよく示した特徴点信頼度を求めることができる。
【０１５７】
以下に、上述のごとく、特徴点信頼度を特徴点の関係情報の照合結果から導く手法につい
て、図２０～図２２を参照しながら説明する。
まず、特徴点関係データを注目特徴点近傍の他の特徴点の位置，種類，方向とし、これら
を照合した場合について説明する。ここでは、図２０（Ａ）および図２０（Ｂ）にそれぞ
れ示す、指紋データにおける特徴点Ｘと特徴点Ｘ'とについて、照合を行なったものとす
る。
【０１５８】
以下の説明文中において、「同じ」とは、特徴点どうしが位置，種類および方向について
所定の範囲内で一致するということを意味する。ここで、「特徴点どうしが位置，種類お
よび方向について所定の範囲内で一致する」という表現は、２つの特徴点の種類が必ずし
も一致していなくても、これら２つの特徴点の位置や方向が所定の条件を満たしていれば
、これら２つの特徴点が同じものであると見なす場合があることを示唆している。さらに
、「近傍特徴点」は、注目特徴点Ｘを中心とし所定の半径を有する円領域内に存在する特
徴点として定義される。
【０１５９】
このときの照合結果は、以下のようになる。
・特徴点Ｘの近傍特徴点である特徴点Ｔと同じ位置，種類，方向の特徴点（Ｔo）が特徴
点Ｘ'にもある。
・特徴点Ｘの近傍特徴点である特徴点Ｓと同じ位置，種類，方向の特徴点が特徴点Ｘ'に
はない。
・特徴点Ｘの近傍特徴点である特徴点Ｒと同じ位置，種類，方向の特徴点が特徴点Ｘ'に
はない。
・特徴点Ｘの近傍特徴点である特徴点Ｑと同じ位置，種類，方向の特徴点（Ｑo）が特徴
点Ｘ'にもある。
・特徴点Ｘの近傍特徴点である特徴点Ｐと同じ位置，種類，方向の特徴点（Ｐo）が特徴
点Ｘ'にもある。
即ち、関係情報の５分の３については照合一致し、残りの５分の２については照合不一致
となっている。
【０１６０】



(28) JP 4426733 B2 2010.3.3

10

20

30

40

50

周りの特徴点の再現性の程度は、複数存在する近傍特徴点との関係データの照合一致程度
を見ればわかる。従って、注目特徴点の特徴点信頼度を、例えば次式（６）のごとく近傍
特徴点関係データの一致率として定義することにより、一致率が高い程、信頼度が高く設
定されることになる。
〔特徴点信頼度〕＝Ｎ３／Ｎ４　　　　　　　　　　（６）
ここで、Ｎ３は、一致した近傍特徴点関係データの数であり、Ｎ４は、近傍特徴点関係デ
ータの総数である。従って、図２０（Ａ）および図２０（Ｂ）に示す例では、特徴点信頼
度は、３／５＝０．６となる。
【０１６１】
ついで、特徴点関係データを、注目特徴点から他の特徴点までの隆線の本数とし、その本
数を照合した場合について説明する。ここでは、図２１（Ａ）および図２１（Ｂ）にそれ
ぞれ示す、指紋データにおける特徴点Ｘと特徴点Ｘ'とについて、照合を行なったものと
する。このときの照合結果は、以下のようになる。
【０１６２】
・特徴点Ｘから特徴点Ｔまでの隆線本数と特徴点Ｘ'から特徴点Ｔ'までの隆線本数とは一
致。
・特徴点Ｘから特徴点Ｓまでの隆線本数と特徴点Ｘ'から特徴点Ｓ'までの隆線本数とは不
一致。
・特徴点Ｘから特徴点Ｑまでの隆線本数と特徴点Ｘ'から特徴点Ｑ'までの隆線本数とは一
致。
・特徴点Ｘから特徴点Ｐまでの隆線本数と特徴点Ｘ'から特徴点Ｐ'までの隆線本数とは不
一致。
即ち、関係情報の半分については照合一致し、残りの半分については照合不一致となって
いる。
【０１６３】
このように、ある一つの特徴点についての特徴点データには、近傍の複数の特徴点に関す
る隆線本数関係データが含まれている。特徴点関係データを照合するということは、各隆
線本数関係データを照合していることにほかならない。隆線構造の再現性の程度は、複数
ある隆線本数関係データの照合する程度を見ればわかる。従って、特徴点信頼度を、例え
ば次式（７）のごとく隆線本数関係データの一致率として定義することにより、一致率が
高い程、信頼度が高く設定されることになる。
〔特徴点信頼度〕＝Ｎ５／Ｎ６　　　　　　　　（７）
ここで、Ｎ５は、一致した隆線本数関係データの数であり、Ｎ６は、隆線本数関係データ
の総数である。従って、図２１（Ａ）および図２１（Ｂ）に示す例では、特徴点信頼度は
、２／４＝０．５となる。
【０１６４】
次に、特徴点関係データを、注目特徴点から隆線を介した他の特徴点までの隆線接続関係
データ（接続パターン）とし、その隆線接続関係データを照合した場合について説明する
。ここでは、図２２（Ａ）および図２２（Ｂ）にそれぞれ示す、指紋データにおける特徴
点Ｘと特徴点Ｘ'とについて、照合を行なったものとする。このときの照合結果は、以下
のようになる。
【０１６５】
・特徴点Ｘの左２本隣の隆線上には、特徴点Ｓがある。特徴点Ｘ'の左２本隣の隆線上に
は、特徴点はない。従って、特徴点Ｘ，Ｘ'の左２本隣の隆線に関する隆線接続関係デー
タは一致しない。
・特徴点Ｘの左１本隣の隆線上には、特徴点Ｒがある。特徴点Ｘ'の左１本隣の隆線上に
は、特徴点Ｒ'がある。従って、特徴点Ｘ，Ｘ'の左１本隣の隆線に関する隆線接続関係デ
ータは一致する。
【０１６６】
・特徴点Ｘの存在する隆線上には、特徴点はない。特徴点Ｘ'の同じ隆線上には、特徴点
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Ｒ'がある。従って、特徴点Ｘ，Ｘ'の存在する隆線に関する隆線接続関係データは一致し
ない。
・特徴点Ｘの右１本隣の隆線上には、特徴点Ｑがある。特徴点Ｘ'の右１本隣の隆線上に
は、特徴点Ｑ'がある。従って、特徴点Ｘ，Ｘ'の右１本隣の隆線に関する隆線接続関係デ
ータは一致する。
【０１６７】
・特徴点Ｘの右２本隣の隆線上には、特徴点Ｐがある。特徴点Ｘ'の右２本隣の隆線上に
は、特徴点はない。従って、特徴点Ｘ，Ｘ'の右２本隣の隆線に関する隆線接続関係デー
タは一致しない。
即ち、５個ある隆線接続関係データのうち、２個は照合一致し、残りの３個は照合一致し
ない。
【０１６８】
このようにして特徴点Ｘの周辺の隆線構造を照合することができる。
従って、特徴点信頼度を、例えば次式（８）のごとく隆線接続関係データの一致率として
定義することにより、一致率が高い程、信頼度が高く設定されることになる。
〔特徴点信頼度〕＝Ｎ７／Ｎ８　　　　　　（８）
ここで、Ｎ７は、照合一致した隆線接続関係データの数であり、Ｎ８は、特徴点Ｘのもっ
ている隆線接続関係データの総数である。従って、図２２（Ａ）および図２２（Ｂ）に示
す例では、特徴点信頼度は、２／５＝０．４となる。
【０１６９】
特徴点信頼度（照合一致評価値）の第３の算出手法では、複数の指紋データを互いに照合
させ、個々の特徴点の照合一致回数に基づいて、特徴点信頼度を求める。
予め同じ指だと分かっている複数の指紋データを互いに照合し、順次、一致した特徴点を
記録していく。そして、一致と判定された回数の多さを、特徴点の信頼度として定義する
。
【０１７０】
例えば、図２３（Ａ）～図２３（Ｃ）に示すような３つの指紋データＦ１，Ｆ２，Ｆ３を
用いて、特徴点信頼度を求める場合について説明する。以下に、一致と判定された回数を
数える手順を説明する。
まず、指紋データＦ１と指紋データＦ２とを照合させ、以下の結果を得る。
・特徴点Ａと特徴点ａとは同一。
・特徴点Ｃと特徴点ｂとは同一。
・特徴点Ｄと特徴点ｃとは同一。
・特徴点Ｅと特徴点ｄとは同一。
【０１７１】
同一特徴点には同一のラベル（共通特徴点ラベル）を割り当てる。特徴点ラベルと照合一
致した回数を数字で表すと、指紋データＦ１～Ｆ３はそれぞれ図２４（Ａ）～図２４（Ｃ
）に示すようになる。
次に、指紋データＦ１と指紋データＦ３とを照合し、次の結果を得る。
・特徴点Ａと特徴点αとは同一。
・特徴点Ｂと特徴点βとは同一。
・特徴点Ｃと特徴点γとは同一。
・特徴点Ｄと特徴点δとは同一。
【０１７２】
再び、同一特徴点には同一のラベル（共通特徴点ラベル）を割り当て、特徴点ラベルと照
合一致した回数を数字で表すと、指紋データＦ１～Ｆ３はそれぞれ図２５（Ａ）～図２５
（Ｃ）に示すようになる。
さらに、同様に、指紋データＦ２と指紋データＦ３とを照合し、ラベリングし直すと、指
紋データＦ１～Ｆ３はそれぞれ図２６（Ａ）～図２６（Ｃ）に示すようになる。最終的に
図２６（Ａ）～図２６（Ｃ）に示すごとく得られた照合回数が各特徴点の信頼度となる。
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照合一致した回数を数えるということは、同じ特徴点データの発生頻度を数えていること
にほかならない。
【０１７３】
ところで、上述したような各種算出手法で、注目特徴点について特徴点信頼度を算出した
後、その注目特徴点の周りに誤特徴点が大量に発生していると分かった場合、たとえ注目
特徴点の信頼度が高くても、その注目特徴点自体も誤特徴点である確率が高い。
例えば図２７に示す特徴点Ｐｃは、その方向が隆線の流れている方向に平行であり、他の
特徴点Ｐｅとの距離が一定以上ある。このような場合、第２実施形態の手法で算出される
信頼度は高くなる可能性がある。しかし、特徴点Ｐｃの周りにある特徴点Ｐｅはほとんど
誤特徴点であり、それを考慮すると自分自身が正特徴点である確率は低い。
【０１７４】
　そこで、第３実施形態の特徴点信頼度算出部６０Ｂは、例えば下式（９）のような演算
を行なうことにより、周囲に信頼度の低い特徴点が多く存在する場合には、既に算出され
た特徴点信頼度を下げるように修正する。
　　〔修正後の特徴点信頼度〕＝〔修正前の特徴点信頼度〕*Ｋ　　（９）
　ここで、Ｋは、注目特徴点の周囲に存在する特定の他の特徴点のうち、所定値以上の信
頼度をもつものの割合である。なお、「特定の他の特徴点」とは、例えば、特徴点から所
定の半径以内の領域にある他の特徴点や、隆線を介してつながっている他の特徴点などで
ある。
【０１７５】
従って、「特定の他の特徴点」の全てが、所定値以上の信頼度をもっている場合にはＫ＝
１となり、特徴点信頼度は修正されないが、「特定の他の特徴点」の全てが、所定値より
も小さい信頼度をもっている場合にはＫ＝０となり、特徴点信頼度は０となる。ただし、
上式（９）は、〔修正前の特徴点信頼度〕が常に正値である場合に有効である。〔修正前
の特徴点信頼度〕が負値になる場合には、上記割合Ｋに反比例する値を、〔修正前の特徴
点信頼度〕から減算する。
【０１７６】
さて、次に、上述のようにして照合結果から算出された特徴点信頼度（照合一致評価値）
に基づいて複数の指紋データを一つにまとめる手法（指紋合成処理）の変形例について説
明する。
まず、それぞれの指紋データに存在する特徴点の一致関係（同一特徴点の関係）を調べる
。その一致関係は、互いに二つの指紋データを照合し、各特徴点の照合一致結果に基づい
て求められる。具体的な手法は、図２３～図２６を参照しながら説明した手法と同様であ
る。
【０１７７】
ついで、特徴点の信頼度の高いものを選択し、それを使って一つの指紋データを作成する
。例えば、図２６（Ａ）～図２６（Ｃ）に示すように得られた３つの指紋データＦ１～Ｆ
３を合成すると、図２８に示すような、一つの合成指紋データＲが作成される。
【０１７８】
なお、図２８において、共通特徴点ラベルを示すアルファベットに付された下線の種類は
、特徴点データが合成前のどの指紋データに属するものであるかを示している。つまり、
下線を付されていない特徴点データは、指紋データＦ１に属していたものであり、一重の
下線を付された特徴点データは、指紋データＦ２に属していたものであり、二重の下線を
付された特徴点データは、指紋データＦ３に属していたものであることを示している。
【０１７９】
具体的な特徴点データの合成手順について、図３３に示すフローチャート（ステップＳ５
１～Ｓ５８）に従って説明する。
なお、この図３３に示す合成手順は、図１８および図１９において説明した合成手順とは
若干異なるもので、本実施形態での指紋データ照合手法の変形例である。
【０１８０】
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まず、特徴点データ合成後の指紋データＲを格納するための空領域を用意する（ステップ
Ｓ５１）。
指紋画像に写っている指紋の位置は、指紋画像を採取する度に異なるので、単純に複数の
指紋データ間で座標を比較できない。そこで、次に、全指紋データに共通の座標軸を設定
する（ステップＳ５２）。その共通の座標軸の原点は、指紋中心を用いたり特定の特徴点
を用いたりする。また、全指紋データに共通の座標軸を設定することなく特徴点の位置合
わせを行なうこともできる。なお、特徴点の位置合わせ手法（位置合わせ用の基準を決定
する手法）の詳細については、図３０～図３２を参照しながら後述する。
【０１８１】
次に、全ての指紋データを互いに照合し、指紋特徴点の対応関係を調べ、同一の特徴点に
は、同一のラベルを割り当てる。例えば、同一の特徴点には、同一の共通特徴点ラベルＡ
i（ｉ＝１～ｎ）をラベリングする（ステップＳ５３）。
そして、特徴点ラベル毎に、以下のような指紋合成の処理（ステップＳ５４～Ｓ５８）を
行なっていく。
【０１８２】
まず、全ての特徴点について合成処理を行なったか否かを判断し（ステップＳ５４）、行
なった場合（ＹＥＳルート）には、処理を終了する。
未処理の特徴点が存在する場合（ステップＳ５４からＮＯルート）には、合成処理対象と
なる未処理の特徴点ラベルＡiを一つ選択し（ステップＳ５５）、そのラベルＡiを割り当
てられた特徴点の中から、最も高い信頼度をもつ特徴点を探索し、その信頼度をＡi(max)
とする（ステップＳ５６）。
【０１８３】
そして、その信頼度Ａi(max)が所定の数値を超える場合（ステップＳ５７からＹＥＳルー
ト）、合成指紋データＲにその特徴点データ（特徴点基本データと特徴点関係データ）を
登録してから（ステップＳ５８）、ステップＳ５４に戻る。また、信頼度Ａi(max)が所定
の基準を満たさない場合、つまり、所定の数値以下である場合（ステップＳ５７からＮＯ
ルート）には、その特徴点データは、合成指紋データＲへの登録・合成の対象から除外し
、ステップＳ５４に戻る。
このような処理が、他の指紋データにおける特徴点と照合一致した全ての特徴点について
実行されると、指紋合成処理は完了する（ステップＳ５４からＹＥＳルート）。
【０１８４】
一方、指紋データ合成部４０Ｂにより特徴点を合成する際には、特徴点関係データの照合
結果から、信頼のできる特徴点関係データを選択し、特徴点データ自体を再作成すること
もできる。つまり、指紋データ合成部４０Ｂが、指紋データ照合部８０による各特徴点と
他の特徴点との関係情報の照合結果を参照し、信頼度の高い関係情報（特徴点関係データ
）を収集して合成関係情報を作成し、その合成関係情報を、合成指紋データを成す特徴点
の関係情報として採用する。
【０１８５】
例えば図２９（Ａ）～図２９（Ｄ）に示すような４つの特徴点データが抽出されている場
合、これらの特徴点データの照合関係は、次のようになる。
・特徴点Ｘと特徴点Ｔとの間にある隆線の本数は、２本のものが４個ある。
・特徴点Ｘと特徴点Ｓとの間にある隆線の本数は、１本のものが１個、２本のものが３個
ある。
・特徴点Ｘと特徴点Ｒとの間にある隆線の本数は、１本のものが１個、０本のものが３個
ある。
・特徴点Ｘと特徴点Ｑとの間にある隆線の本数は、０本のものが４個ある。
・特徴点Ｘと特徴点Ｐとの間にある隆線の本数は、１本のものが１個、２本のものが３個
ある。
【０１８６】
　このように特徴点関係データにも再現性がある。そこで、特徴点の合成を行なう際に、
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上述のごとく各特徴点関係データの発生頻度を数え、その発生頻度の高いものを用いて特
徴点関係データを作成しても、信頼性の高い特徴点データを作成することができる。図２
９（Ａ）～図２９（Ｄ）に示す例について、特徴点関係データを再構成すると以下のよう
になる。
【０１８７】
・特徴点Ｘと特徴点Ｔとの間にある隆線の本数は、２本である。
・特徴点Ｘと特徴点Ｓとの間にある隆線の本数は、２本である。
・特徴点Ｘと特徴点Ｒとの間にある隆線の本数は、０本である。
・特徴点Ｘと特徴点Ｑとの間にある隆線の本数は、０本である。
・特徴点Ｘと特徴点Ｐとの間にある隆線の本数は、２本である。
【０１８８】
さて、指紋データ合成部４０Ｂにより指紋合成を行なう際には、合成すべき複数の指紋デ
ータ間で共通の座標軸を設定しなければならない。その際、例えば図３１（Ａ）および図
３１（Ｂ）に示すように、全ての指紋データに共通の特徴点Ｐ０１，Ｐ０２がそれぞれ含
まれている場合には、その特徴点を基準（原点）として用い、全ての指紋データに共通の
座標軸ｘ，ｙを設定する。また、合成すべき指紋データの数がＮ（Ｎは３以上の自然数）
で全ての指紋データに共通の特徴点Ｐ０１～Ｐ０Ｎがそれぞれ含まれている場合には、そ
の特徴点（Ｐ０１～Ｐ０Ｎ）を基準（原点）として用い、全ての指紋データに共通の座標
軸ｘ，ｙを設定する。このようにして設定した原点および座標軸ｘ，ｙに基づいて、合成
指紋データを成す特徴点相互の位置合わせを行なう。
【０１８９】
なお、共通の原点となる特徴点は、再現性のある安定した特徴点でなければならないので
、合成すべき全ての指紋データに共通に存在する特徴点がいくつもある場合は、そのうち
、特徴点信頼度の一番高いものを選択する。
また、図３０（Ａ）および図３０（Ｂ）に示すように、全ての指紋データに共通の基準（
原点）として、指紋画像から求められる指紋中心を用いてもよい。その際、指紋中心とし
ては、例えば、隆線の中で曲率の最も大きくなる点Ｌ０１，Ｌ０２が算出・選択する。そ
して、この指紋中心を原点とする座標軸ｘ，ｙに基づいて、合成指紋データを成す特徴点
相互の位置合わせを行なう。
【０１９０】
上述した手法では、特徴点の合成を行なう際に、合成すべき全ての指紋データに共通の座
標軸を設定している。しかし、合成すべき指紋データが、特徴点の存在範囲の偏ったもの
ばかりであるときは、全ての指紋データに共通の座標軸を設定できない場合がある。
そこで、そのような場合には、指紋特徴点を合成する度に共通の座標軸を設定するように
する。つまり、作成中の合成指紋データに含まれる特徴点の中から選択した特徴点を基準
にして、合成指紋データを成す特徴点相互の位置合わせを行なう。
【０１９１】
例えば図３２（Ａ）および図３２（Ｂ）に示すように、作成中の合成指紋データをＲとし
、合成すべき特徴点データを指紋データＦNの特徴点Ｐとし、この特徴点Ｐを指紋データ
Ｒに合成する場合を考える。その合成手順は、図１９のステップＳ３８～Ｓ４２で説明し
た通りである。
【０１９２】
つまり、まず、合成指紋データＲの中から位置合わせに用いる特徴点Ｃを探す。位置合わ
せに用いる特徴点は、合成指紋データＲと指紋データＦNとの両方に共通に存在する特徴
点でなければならない。合成指紋データＲに既に登録された特徴点と同一特徴点（既に特
徴点の対応関係は調査済み）を指紋データＦNから探索する。もし、同一特徴点が発見さ
れない場合は、合成指紋データＲと指紋データＦNとの位置合わせはできないので、特徴
点Ｐの合成は不可能として、特徴点Ｐについての処理を終了する。
【０１９３】
一方、合成指紋データＲと指紋データＦNとの間で同一の特徴点、例えば図３２（Ａ）お
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よび図３２（Ｂ）に示す例では特徴点Ｃが発見された場合には、その特徴点Ｃを用いて位
置合わせを行なう。位置合わせを行なった後は、指紋データＦNの特徴点Ｐの特徴点デー
タを合成指紋データＲに含め、特徴点合成を終了する。
【０１９４】
このように、本発明の第３実施形態としての指紋データ合成装置１Ｂによれば、複数の指
紋データどうしを照合し、その照合結果に基づいた照合一致評価値を各特徴点の信頼度と
して算出することにより、指紋の照合アルゴリズムを反映した信頼度を算出することがで
きる。このような信頼度に基づいて特徴点を選択して合成指紋データを作成すれば、明ら
かに指紋照合性能が向上することになる。
【０１９５】
また、例えば（５）～（８）式を用い、特徴点信頼度としての照合一致評価値を特徴点デ
ータの照合結果や照合一致回数から導くと、再現性の良い特徴点と再現性の悪い特徴点と
で照合一致評価値の差が顕著に表われることになるため、誤特徴点を判定しやすくなり、
より容易かつ確実に、信頼度の高い合成指紋データを作成することができる。
【０１９６】
さらに、ある注目特徴点について、近辺に誤特徴点が多数存在するにもかかわらず、偶然
、高い信頼度が算出された場合、その注目特徴点は、誤特徴点である確率が高いので、選
択対象から排除されることが望ましい。そこで、例えば（９）式を用い、特徴点の信頼度
を、その特徴点近辺の他の特徴点の信頼度に応じて修正することにより、近辺の特徴点の
信頼度がその特徴点の信頼度に反映され、誤特徴点である確率の高い特徴点を選択対象か
ら排除できるので、より確実に、信頼度の高い合成指紋データを作成することができる。
【０１９７】
また、各特徴点と他の特徴点との関係情報の照合結果を参照し、信頼度の高い特徴点関係
データを収集して作成した合成関係情報を、合成指紋データを成す特徴点の関係情報とす
ることにより、合成指紋データを成す特徴点の関係情報を、信頼性の高いものに修正する
ことができ、より確実に、信頼度の高い合成指紋データを作成することができる。
【０１９８】
位置合わせに際して、複数の指紋データに共通に含まれている特徴点や、指紋画像から求
められる指紋中心を基準とすることにより、複数の指紋データから選択された特徴点を容
易に位置合わせすることができ、合成指紋データを容易かつ確実に作成することができる
。
【０１９９】
また、位置合わせに際して、作成中の合成指紋データに既に含まれている特徴点の中から
適宜選択した特徴点を基準とすれば、複数の指紋データがそれぞれ少しずつ異なる領域の
特徴点を含むものであっても、選択された特徴点を容易に位置合わせすることができ、合
成指紋データを容易かつ確実に作成することができる。
【０２００】
〔４〕その他
なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない
範囲で種々変形して実施することができる。
例えば、上述した実施形態では、生体特徴データが指紋データである場合について説明し
たが、本発明は、これに限定されるものではなく、例えば、掌紋，指形，掌形，音声，網
膜，虹彩，顔画像，動的署名，血管パターン，キーストローク等の生体情報を用いて個人
確認を行なうシステムにおいて生体特徴データを作成する際にも適用され、上述した実施
形態と同様の作用効果が得られる。
【０２０１】
その際には、同一の生体から得られた複数の生体情報のそれぞれから特徴要素を抽出する
ことによりその特徴点についての情報を含む生体特徴データを前記生体情報毎に作成し、
複数の生体特徴データの相互間で特徴要素の対応関係を調査することにより２以上の生体
特徴データに共通に含まれる同一の特徴要素を共通特徴要素として探索し、その共通特徴
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要素の中の一つを共通特徴要素を代表する特徴要素として選択することにより複数の生体
特徴データを一つに合成して合成生体特徴データを作成し、その後、合成生体特徴データ
の妥当性を検証する。
【０２０２】
これにより、複数の生体情報のそれぞれから特徴要素を抽出し、抽出された特徴要素を合
成して一つの合成生体特徴データを作成している。これにより、信頼性の高い特徴要素を
用いて合成生体特徴データを作成することができる。
【０２０３】
従って、生体情報から正確に抽出された正しい特徴要素を含む生体特徴データを作成する
ことができ、生体情報による個人確認を行なうシステムにおいて、高い照合性能を実現す
ることができる。
また、採取領域の異なる複数の生体情報から、広範囲の特徴要素を正確に抽出して生体特
徴データを作成することができるので、上記システムにおいて安定した照合性能を実現す
ることができる。
【０２０４】
さらに、合成生体特徴データが妥当なものであるか否かを検証するので、合成結果が生体
特徴データとして妥当なものだけを用いることができ、より信頼性の高い生体特徴データ
を用いて生体情報の認証が行なわれ、より高い照合性能を実現することが可能になる。
【０２０５】
【発明の効果】
　以上詳述したように、本発明の指紋データ合成方法，指紋データ合成装置，指紋データ
合成プログラムおよび同プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体によれば
、以下のような効果ないし利点が得られる。
【０２０６】
（１）複数の指紋画像のそれぞれから特徴点を抽出し、抽出された特徴点を合成して一つ
の合成指紋データを作成している。これにより、信頼性の高い特徴点を用いて合成指紋デ
ータを作成することができる。また、指紋画像どうしを直接的に合成する必要がないので
、隆線構造の破壊といった不具合の影響も受けることがない。
【０２０７】
従って、指紋画像から正確に抽出された正しい特徴点（信頼性の高い特徴点）を含む指紋
データを作成することができ、指紋による個人確認を行なうシステムにおいて、高い照合
性能を実現することができる。
また、採取領域の異なる複数の指紋画像から、広範囲の特徴点を正確に抽出して指紋デー
タを作成することができるので、上記システムにおいて安定した照合性能を実現すること
ができる。
【０２０８】
　さらに、合成指紋データが妥当なものであるか否かを検証するので、合成結果が指紋デ
ータとして妥当なものだけを用いることができ、信頼性の高い指紋データを用いて指紋認
証が行なわれ、より高い照合性能を実現することが可能になる。
【０２０９】
　（２）合成指紋データに含まれる特徴点について、その存在範囲，偏り，関係情報や個
数の妥当性を確認し、合成指紋データの妥当性を検証することにより、種々の合成状況を
考慮しながら、指紋合成に失敗している合成指紋データを確実に排除できるので、より信
頼性の高い指紋データを用いて指紋認証を行なえるようになり、照合性能をさらに向上さ
せることができる。
【０２１０】
　（３）各特徴点の信頼度を算出し、その信頼度に応じて、共通特徴点を代表する特徴点
を選択することにより、合成指紋データを成す特徴点として、信頼性の高いものを容易に
選択できる。従って、誤った特徴点（誤特徴点：信頼性の低い特徴点）が排除され、正し
い特徴点（信頼性の高い特徴点）のみによって合成指紋データが再構成されるので、信頼
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性の高い合成指紋データを容易に作成することができる。
【０２１１】
　（４）複数の指紋データどうしを照合し、その照合結果に基づいた照合一致評価値を各
特徴点の信頼度として算出することにより、指紋の照合アルゴリズムを反映した信頼度を
算出することができる。このような信頼度に基づいて特徴点を選択して合成指紋データを
作成すれば、明らかに指紋照合性能が向上することになる。
【０２１２】
　（５）特徴点信頼度としての照合一致評価値を、特徴点関係データ（位置，種類，方向
，関係情報）の照合結果や、照合一致回数から導くと、再現性の良い特徴点と再現性の悪
い特徴点とで照合一致評価値の差が顕著に表われることになるため、誤特徴点を判定しや
すくなり、より容易かつ確実に、信頼度の高い合成指紋データを作成することができる。
【０２１３】
　（６）ある注目特徴点について、近辺に誤特徴点（信頼度の低い特徴点）が多数存在す
るにもかかわらず、偶然、高い信頼度が算出された場合、その注目特徴点は、誤特徴点で
ある確率が高いので、選択対象から排除されることが望ましい。従って、特徴点の信頼度
を、その特徴点近辺の他の特徴点の信頼度に応じて修正することにより、近辺の特徴点の
信頼度がその特徴点の信頼度に反映され、誤特徴点である確率の高い特徴点を選択対象か
ら排除できるので、より確実に、信頼度の高い合成指紋データを作成することができる。
【０２１４】
　（７）各特徴点と他の特徴点との関係情報の照合結果を参照し、信頼度の高い関係情報
を収集して作成した合成関係情報を、合成指紋データを成す特徴点の関係情報とすること
により、合成指紋データを成す特徴点の関係情報を、信頼性の高いものに修正することが
でき、より確実に、信頼度の高い合成指紋データを作成することができる。
【０２１５】
　（８）複数の指紋データに共通に含まれている特徴点や、指紋画像から求められる指紋
中心を、位置合わせの基準とすることにより、複数の指紋データから選択された特徴点を
容易に位置合わせすることができ、合成指紋データを容易かつ確実に作成することができ
る。
【０２１６】
　（９）作成中の合成指紋データに既に含まれている特徴点の中から適宜選択した特徴点
を、位置合わせの基準とすることにより、複数の指紋データがそれぞれ少しずつ異なる領
域の特徴点を含むものであっても、選択された特徴点を容易に位置合わせすることができ
、合成指紋データを容易かつ確実に作成することができる。
【０２１７】
　一方、本発明の関連技術である生体特徴データ合成方法によれば、複数の生体情報のそ
れぞれから特徴要素を抽出し、抽出された特徴要素を合成して一つの合成生体特徴データ
を作成している。これにより、信頼性の高い特徴要素を用いて合成生体特徴データを作成
することができる。
【０２１８】
従って、生体情報から正確に抽出された正しい特徴要素（信頼性の高い特徴要素）を含む
生体特徴データを作成することができ、生体情報による個人確認を行なうシステムにおい
て、高い照合性能を実現することができる。
また、採取領域の異なる複数の生体情報から、広範囲の特徴要素を正確に抽出して生体特
徴データを作成することができるので、上記システムにおいて安定した照合性能を実現す
ることができる。
【０２１９】
さらに、合成生体特徴データが妥当なものであるか否かを検証するので、合成結果が生体
特徴データとして妥当なものだけを用いることができ、より信頼性の高い生体特徴データ
を用いて生体情報の認証が行なわれ、より高い照合性能を実現することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の第１実施形態としての指紋データ合成装置の機能構成を示すブロック図
である。
【図２】第１実施形態の指紋データ合成手順を説明するためのフローチャートである。
【図３】本実施形態の指紋データ合成原理を説明するための図である。
【図４】本実施形態の指紋データ合成原理を説明するための図である。
【図５】本実施形態の指紋データ合成原理を説明するための図である。
【図６】（Ａ）および（Ｂ）はいずれも本実施形態での合成指紋データの妥当性の検証手
法を説明するための図である。
【図７】（Ａ）および（Ｂ）はいずれも本実施形態での合成指紋データの妥当性の検証手
法を説明するための図である。
【図８】本実施形態での合成指紋データの妥当性の検証手法を説明するための図である。
【図９】本実施形態での合成指紋データの妥当性の検証手法を説明するための図である。
【図１０】本発明の第２実施形態としての指紋データ合成装置の機能構成を示すブロック
図である。
【図１１】第２実施形態の指紋データ合成手順を説明するためのフローチャートである。
【図１２】（Ａ）～（Ｃ）はいずれも本実施形態での特徴点の方向の定義を説明するため
の図である。
【図１３】本実施形態での特徴点信頼度の算出手法を説明するための図である。
【図１４】本実施形態での特徴点信頼度の算出手法を説明するための図である。
【図１５】（Ａ）および（Ｂ）はいずれも本実施形態での特徴点信頼度の算出手法を説明
するための図である。
【図１６】（Ａ）～（Ｃ）はいずれも本実施形態での特徴点信頼度の算出手法を説明する
ための図である。
【図１７】本発明の第３実施形態としての指紋データ合成装置の機能構成を示すブロック
図である。
【図１８】第３実施形態の指紋データ合成手順を説明するためのフローチャートである。
【図１９】第３実施形態の指紋データ合成手順を説明するためのフローチャートである。
【図２０】（Ａ）および（Ｂ）はいずれも本実施形態での特徴点信頼度（照合一致評価値
）の算出手法を説明するための図である。
【図２１】（Ａ）および（Ｂ）はいずれも本実施形態での特徴点信頼度（照合一致評価値
）の算出手法を説明するための図である。
【図２２】（Ａ）および（Ｂ）はいずれも本実施形態での特徴点信頼度（照合一致評価値
）の算出手法を説明するための図である。
【図２３】（Ａ）～（Ｃ）はいずれも本実施形態での特徴点信頼度（照合一致評価値）の
算出手法を説明するための図である。
【図２４】（Ａ）～（Ｃ）はいずれも本実施形態での特徴点信頼度（照合一致評価値）の
算出手法を説明するための図である。
【図２５】（Ａ）～（Ｃ）はいずれも本実施形態での特徴点信頼度（照合一致評価値）の
算出手法を説明するための図である。
【図２６】（Ａ）～（Ｃ）はいずれも本実施形態での特徴点信頼度（照合一致評価値）の
算出手法を説明するための図である。
【図２７】本実施形態での特徴点信頼度の修正手法を説明するための図である。
【図２８】本実施形態での指紋データの合成結果の例を説明するための図である。
【図２９】（Ａ）～（Ｄ）はいずれも本実施形態での特徴点の合成関係情報の作成手法を
説明するための図である。
【図３０】（Ａ）および（Ｂ）はいずれも本実施形態での特徴点の位置合わせ手法を説明
するための図である。
【図３１】（Ａ）および（Ｂ）はいずれも本実施形態での特徴点の位置合わせ手法を説明
するための図である。
【図３２】（Ａ）および（Ｂ）はいずれも本実施形態での特徴点の位置合わせ手法を説明
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するための図である。
【図３３】本実施形態での指紋データ照合手法の変形例を説明するためのフローチャート
である。
【図３４】（Ａ）～（Ｄ）はいずれも本実施形態での合成指紋データの妥当性の検証手法
を説明するための図である。
【符号の説明】
１，１Ａ，１Ｂ　指紋データ合成装置
２　指紋スキャナ
１０　指紋データ抽出部
２０　指紋データ記憶部
３０　共通特徴点探索部
４０，４０Ａ，４０Ｂ　指紋データ合成部
４１　合成指紋データ作成部
４２　位置合わせ用特徴点探索部
４３　合成指紋データ記憶部
５０　検証部
６０，６０Ｂ　特徴点信頼度算出部
７０　特徴点ラベル割り当て部
８０　指紋データ照合部（共通特徴点探索部）
９０　共通特徴点データ記憶部
１００　指紋入力領域

【図１】
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【図３】

【図４】
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