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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体情報を取得する処理と、
　ユーザと特徴データとを関連付けて記憶した特徴情報記憶部を参照し、該特徴情報記憶
部に含まれるユーザの内の第１ユーザの特徴データと、前記生体情報との第１類似度を算
出する処理と、
　算出された前記第１類似度が第１閾値以上となる場合に、前記第１ユーザの特徴データ
との類似度が第２閾値以上となる特徴データと関連付けられた第２ユーザを前記第１ユー
ザに関連付けて記憶した類似ユーザ記憶部を参照することによって前記第２ユーザを抽出
する処理と、
　前記第２ユーザの特徴データと前記生体情報との第２類似度を算出する処理と、
　前記第１類似度と前記第２類似度のうちより高い値のユーザを、前記生体情報に対応す
るユーザとして決定する処理と、をコンピュータに実行させることを特徴とする認証処理
プログラム。
【請求項２】
　算出された前記第１類似度が第３閾値以下となる場合に、前記第２ユーザの特徴データ
と前記生体情報との照合処理を、前記特徴情報記憶部に含まれる他のユーザに対して行う
照合処理よりも後に実行することを特徴とする請求項１記載の認証処理プログラム。
【請求項３】
　前記第１閾値は、前記生体情報を取得する処理より前において、前記第１ユーザから取
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得された生体情報と前記特徴情報記憶部に記憶された前記第１ユーザの特徴データとの間
で算出された類似度に対して所定の範囲内の値であることを特徴とする請求項１または２
記載の認証処理プログラム。
【請求項４】
　前記第１閾値は、前記生体情報を取得する処理より前において、前記第１ユーザから取
得された生体情報と前記特徴情報記憶部に記憶された前記第１ユーザの特徴データとの間
で算出された類似度の最高値に対して所定の範囲内の値であることを特徴とする請求項１
または２記載の認証処理プログラム。
【請求項５】
　前記第１閾値は、前記第２閾値よりもより類似している状態を示す値であることを特徴
とする請求項１～４のいずれか一項に記載の認証処理プログラム。
【請求項６】
　前記類似ユーザ記憶部は、前記特徴情報記憶部に記憶された特徴データ同士の類似度が
前記第２閾値以上となるユーザを類似ユーザグループとして互いに関連付けて記憶してお
り、
　前記第１ユーザは、前記類似ユーザ記憶部に記憶されたいずれかの前記類似ユーザグル
ープのユーザであることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の認証処理プロ
グラム。
【請求項７】
　前記第１類似度を算出する処理において、類似ユーザ記憶部に記憶された類似ユーザグ
ループのうち、類似ユーザ数の多い順に、前記第１類似度の算出対象を選択することを特
徴とする請求項６記載の認証処理プログラム。
【請求項８】
　生体情報を取得する取得部と、
　ユーザと特徴データとを関連付けて記憶した特徴情報記憶部と、
　前記特徴情報記憶部を参照し、該特徴情報記憶部に含まれるユーザの内の第１ユーザの
特徴データと、前記生体情報との第１類似度を算出する第１算出部と、
　前記第１ユーザの特徴データとの類似度が第２閾値以上となる特徴データと関連付けら
れた第２ユーザを前記第１ユーザに関連付けて記憶した類似ユーザ記憶部と、
　前記第１算出部によって算出された前記第１類似度が第１閾値以上となる場合に、前記
類似ユーザ記憶部を参照することによって前記第２ユーザを抽出する抽出部と、
　前記第２ユーザの特徴データと前記生体情報との第２類似度を算出する第２算出部と、
　前記第１類似度と前記第２類似度のうちより高い値のユーザを、前記生体情報に対応す
るユーザとして決定する決定部と、を備えることを特徴とする認証処理装置。
【請求項９】
　生体情報を取得部が取得し、
　ユーザと特徴データとを関連付けて記憶した特徴情報記憶部を参照し、該特徴情報記憶
部に含まれるユーザの内の第１ユーザの特徴データと、前記生体情報との第１類似度を第
１算出部が算出し、
　算出された前記第１類似度が第１閾値以上となる場合に、前記第１ユーザの特徴データ
との類似度が第２閾値以上となる特徴データと関連付けられた第２ユーザを前記第１ユー
ザに関連付けて記憶した類似ユーザ記憶部を参照することによって前記第２ユーザを抽出
部が抽出し、
　前記第２ユーザの特徴データと前記生体情報との第２類似度を第２算出部が算出し、
　前記第１類似度と前記第２類似度のうちより高い値のユーザを、決定部が、前記生体情
報に対応するユーザとして決定する、ことを特徴とする認証処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本件は、認証処理プログラム、認証処理装置および認証処理方法に関する。



(3) JP 6488853 B2 2019.3.27

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　生体情報が登録された複数のユーザの中から照合対象者を定めずに、当該複数のユーザ
の登録生体情報と、被認証者から取得された生体情報とを照合する１：Ｎ認証技術が開発
されている。１：Ｎ認証では、認証に要する時間が長くなる傾向にあるため、照合対象の
候補者数を抑制することが考えられている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－０４９３５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の技術では、認証失敗時に候補者情報を作成しているため、
認証で失敗しなければ候補者情報が作成されない。
【０００５】
　１つの側面では、本件は、認証処理において照合対象の候補者数を抑制することができ
る認証処理プログラム、認証処理装置、および認証処理方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　１つの態様では、認証処理プログラムは、生体情報を取得する処理と、ユーザと特徴デ
ータとを関連付けて記憶した特徴情報記憶部を参照し、該特徴情報記憶部に含まれるユー
ザの内の第１ユーザの特徴データと、前記生体情報との第１類似度を算出する処理と、算
出された前記第１類似度が第１閾値以上となる場合に、前記第１ユーザの特徴データとの
類似度が第２閾値以上となる特徴データと関連付けられた第２ユーザを前記第１ユーザに
関連付けて記憶した類似ユーザ記憶部を参照することによって前記第２ユーザを抽出する
処理と、前記第２ユーザの特徴データと、前記生体情報との第２類似度を算出する処理と
、前記第１類似度と前記第２類似度のうちより高い値のユーザを、前記生体情報に対応す
るユーザとして決定する処理と、をコンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【０００７】
　照合対象の候補者数を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】予め登録されている複数のユーザの登録生体情報のテーブルである。
【図２】（ａ）は実施例１に係る生体認証装置のハードウェア構成を説明するためのブロ
ック図であり、（ｂ）は情報処理プログラムの実行によって実現される各機能のブロック
図である。
【図３】登録処理を表すフローチャートの一例である。
【図４】（ａ）は登録テーブルを例示する図であり、（ｂ）はスコアテーブルを例示する
図であり、（ｃ）は類似ユーザテーブルを例示する図である。
【図５】（ａ）は基準値格納部に格納されているテーブルを例示する図であり、（ｂ）は
引継ユーザ格納部に格納されているテーブルを例示する図であり、（ｃ）はログ格納部に
格納されているテーブルを例示する図である。
【図６】認証処理を表すフローチャートの一例である。
【図７】（ａ）は登録テーブルを例示する図であり、（ｂ）はスコアテーブルを例示する
図であり、（ｃ）は類似ユーザテーブルを例示する図である。
【図８】類似ユーザ照合処理の一例を表すフローチャートである。
【図９】（ａ）は登録テーブルを例示する図であり、（ｂ）はスコアテーブルを例示する
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図であり、（ｃ）は類似ユーザテーブルを例示する図である。
【図１０】（ａ）は登録テーブルを例示する図であり、（ｂ）はスコアテーブルを例示す
る図であり、（ｃ）は類似ユーザテーブルを例示する図である。
【図１１】（ａ）は登録テーブルを例示する図であり、（ｂ）はスコアテーブルを例示す
る図であり、（ｃ）は類似ユーザテーブルを例示する図である。
【図１２】後回し処理の一例を表すフローチャートである。
【図１３】（ａ）は登録テーブルを例示する図であり、（ｂ）はスコアテーブルを例示す
る図であり、（ｃ）は類似ユーザテーブルを例示する図である。
【図１４】調整処理の一例を表すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　実施例の説明に先立って、生体認証処理の概略について説明する。生体認証処理とは、
被認証者から取得された照合用生体情報と、予め登録された当該被認証者の登録生体情報
との照合結果（類似度）が所定値以上となる場合に、当該被認証者を本人と判断する処理
のことである。生体認証処理には、１：１認証と１：Ｎ認証とがある。１：１認証とは、
ＩＤなどの入力によって、生体情報が登録された複数のユーザの中から照合対象者を予め
定め、当該照合対象者の登録生体情報と、被認証者から取得された照合用生体情報とを照
合する処理である。一方、１：Ｎ認証とは、生体情報が登録された複数のユーザの中から
照合対象者を定めずに、当該複数のユーザの登録生体情報と、被認証者から取得された照
合用生体情報とを照合する処理である。
【００１０】
　１：Ｎ認証では、ＩＤの入力などの手間が省ける一方で、複数のユーザの登録生体情報
との照合が必要となり、認証に要する時間が長くなる。図１は、予め登録されている複数
のユーザの登録生体情報のテーブルである。図１で例示するように、各ユーザのＩＤ（ユ
ーザ名など）と関連付けて、登録生体情報（例えば指紋情報などの特徴データ）が格納さ
れている。図１の例では、登録されているユーザ数は２０である。１：Ｎ認証では、例え
ば、被認証者から取得された照合用生体情報と、これら２０人分の登録生体情報とが順に
照合される。図１では、照合スコアが併せて示されている。照合スコアは、類似度のこと
であり、図１の例では、０．０～１０．０の値を示す。大きい値は、類似度が高いことを
示す。
【００１１】
　例えば、被認証者は、所定値以上でかつ最も大きい照合スコア値のユーザであると判定
される。図１の例では、被認証者は、Ｕｓｅｒ００１であると判定される。しかしながら
、被認証者が最初に照合されたＵｓｅｒ００１であると判定されるものの、残りの全ての
ユーザの登録生体情報と照合が行われることになる。したがって、認証に時間を要するこ
とになる。そこで、以下の実施例では、照合対象の候補者数を抑制することができる認証
処理プログラム、認証処理装置、および認証処理方法について説明する。
【実施例１】
【００１２】
　図２（ａ）は、実施例１に係る認証処理装置１００のハードウェア構成を説明するため
のブロック図である。図２（ａ）で例示するように、認証処理装置１００は、ＣＰＵ１０
１、ＲＡＭ１０２、記憶装置１０３、表示装置１０４、生体センサ１０５、入力装置１０
６などを備える。これらの各機器は、バスなどによって接続されている。
【００１３】
　ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１０１は、中央演算処理
装置である。ＣＰＵ１０１は、１以上のコアを含む。ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０２は、ＣＰＵ１０１が実行するプログラム、ＣＰＵ１０１が処理
するデータなどを一時的に記憶する揮発性メモリである。
【００１４】
　記憶装置１０３は、不揮発性記憶装置である。記憶装置１０３として、例えば、ＲＯＭ
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（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリなどのソリッド・ステート・
ドライブ（ＳＳＤ）、ハードディスクドライブに駆動されるハードディスクなどを用いる
ことができる。本実施例に係る認証処理プログラムは、記憶装置１０３に記憶されている
。表示装置１０４は、液晶ディスプレイ、エレクトロルミネッセンスパネル等であり、認
証処理装置１００の処理結果などを表示する。
【００１５】
　生体センサ１０５は、ユーザの生体情報を取得するセンサであり、本実施例においては
、ユーザの指紋画像を取得する。生体センサ１０５は、光学式センサ、静電容量センサな
どである。入力装置１０６は、ユーザのＩＤなどの情報を入力するための装置であり、マ
ウス、キーボードなどである。
【００１６】
　記憶装置１０３に記憶されている認証処理プログラムは、ＲＡＭ１０２に展開される。
ＣＰＵ１０１は、ＲＡＭ１０２に展開された認証処理プログラムを実行する。それにより
、認証処理装置１００による各処理が実行される。
【００１７】
　図２（ｂ）は、認証処理プログラムの実行によって実現される各機能のブロック図であ
る。図２（ｂ）で例示するように、認証処理プログラムの実行によって、認証処理装置１
００は、取得部１０、登録部２０、照合部３０、ユーザ抽出部４０、並び替え部５０、記
憶部６０、出力部７０および更新部８０として機能する。記憶部６０は、登録テーブル６
１、スコアテーブル６２、類似ユーザテーブル６３、基準値テーブル６４、引継ユーザテ
ーブル６５、およびログテーブル６６として機能する。以下、各部の詳細について説明す
る。
【００１８】
（登録処理）
　図３は、登録処理を表すフローチャートの一例である。登録処理とは、生体認証処理を
利用するユーザの生体情報を予め登録しておく処理である。図２（ｂ）および図３を参照
しつつ、登録処理の一例について説明する。まず、取得部１０は、生体センサ１０５が取
得した画像から、登録用生体情報および照合用生体情報を取得する（ステップＳ１）。登
録用生体情報および照合用生体情報は、生体センサ１０５が取得した同一の画像から抽出
された特徴データであってもよいが、異なる画像から抽出された特徴データであってもよ
い。本実施例においては、取得部１０は、生体センサ１０５が取得した複数の画像から抽
出された特徴データの平均値を登録用生体情報として取得する。本実施例においては、生
体センサ１０５が指紋画像を取得するため、指紋画像のパターン、指紋のマニューシャの
位置などの特徴データを用いる。また、本実施例においては、生体センサ１０５が取得し
た画像のうち、登録用生体情報に用いた画像とは異なる画像から照合用生体情報を取得す
る。
【００１９】
　次に、登録部２０は、入力装置１０６から入力されたユーザ名と関連付けて登録用生体
情報を登録生体情報として登録テーブル６１に登録する（ステップＳ２）。したがって、
記憶部６０の登録テーブル６１が、特徴情報記憶部の一例として機能する。図４（ａ）は
、登録テーブル６１を例示する。図４（ａ）では、Ｕｓｅｒ０１４の指紋Ｎが登録生体情
報として新たに追加されている。
【００２０】
　次に、照合部３０は、ステップＳ１で取得された登録用生体情報と照合用生体情報とを
照合し、照合スコアをスコア最高値としてスコアテーブル６２に登録する（ステップＳ３
）。図４（ｂ）は、スコアテーブル６２を例示する。図４（ｂ）では、Ｕｓｅｒ０１４の
照合スコア「９．０」がスコア最高値としてスコアテーブル６２に登録されている。照合
スコアが「１０．０」ではなく「９．０」になり得るのは、登録用生体情報を取得する際
に用いた画像と照合用生体情報を取得する際に用いた画像とが異なるからである。
【００２１】
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　次に、照合部３０は、登録用生体情報と、登録テーブル６１に既に登録されている他の
全てのユーザの登録生体情報とを照合する。次に、登録部２０は、基準値テーブル６４か
ら類似基準値を読み込み、照合スコアが当該類似基準値以上となるユーザとＵｓｅｒ０１
４とを関連付け、類似ユーザテーブル６３に格納する（ステップＳ４）。したがって、記
憶部６０の類似ユーザテーブル６３が類似ユーザ記憶部の一例として機能する。図５（ａ
）は、基準値テーブル６４を例示する。類似基準値は、例えば７．０である。なお、基準
値テーブル６４に格納されている非類似基準値については後述する。図４（ｃ）の例では
、Ｕｓｅｒ００１、Ｕｓｅｒ００９、Ｕｓｅｒ０１２およびＵｓｅｒ０１４が類似ユーザ
として格納されている。したがって、Ｕｓｅｒ００１、Ｕｓｅｒ００９およびＵｓｅｒ０
１２にも、類似ユーザとしてＵｓｅｒ０１４が関連付けられている。
【００２２】
　次に、並び替え部５０は、登録テーブル６１を、類似ユーザ数の多い順に並び替える（
ステップＳ５）。図４（ｃ）の例ではＵｓｅｒ０１４の類似ユーザ数が最も多いため、登
録テーブル６１は、図４（ａ）から変更されない。以上の処理により、新たなユーザが登
録されることになる。
【００２３】
　登録処理の実行により、登録生体情報同士の類似度が類似基準値以上となるユーザが類
似ユーザグループとして互いに関連付けられる。また、類似ユーザ数の多い順に、登録テ
ーブル６１が並び替えられる。さらに、後述する認証処理よりも前に、新たに登録される
ユーザの登録用生体情報と照合用生体情報との類似度がスコア最高値として登録される。
【００２４】
　なお、ステップＳ３～Ｓ５は、ステップＳ２の実行後すぐに実行されなくてもよい。例
えば、複数の被登録ユーザについて、利用者の少ない時間帯にステップＳ３～Ｓ５をバッ
チ処理により一括で行われてもよい。また、ステップＳ５の並び替えは、類似ユーザ数の
多い順だけでなく、過去の認証回数などを考慮してもよい。
【００２５】
（認証処理）
　図６は、認証処理を表すフローチャートの一例である。認証処理は、登録処理によって
登録されたユーザが本人確認を行うための処理である。図２（ｂ）および図６を参照しつ
つ、認証処理の一例について説明する。まず、取得部１０は、生体センサ１０５が取得し
た画像から、照合用生体情報を取得する（ステップＳ１１）。次に、ユーザ抽出部４０は
、登録テーブル６１に、未照合のユーザが残っているか否かを判定する（ステップＳ１２
）。ステップＳ１２で「Ｎｏ」と判定された場合、全てのユーザの登録生体情報との照合
が終了したことになる。そこで、出力部７０は、認証失敗に係る信号を出力する（ステッ
プＳ１３）。それにより、表示装置１０４は、認証失敗に係る表示を行う。また、フロー
チャートの実行が終了する。
【００２６】
　ステップＳ１２で「Ｙｅｓ」と判定された場合、ユーザ抽出部４０は、未照合のユーザ
のうち先頭のユーザを抽出する。図７（ａ）の例では、Ｕｓｅｒ０１４との照合が最初に
行われる。次に、照合部３０は、当該ユーザの登録生体情報を登録テーブル６１からター
ゲット生体情報として読み込む（ステップＳ１４）。次に、照合部３０は、ターゲット生
体情報と照合用生体情報とを照合する（ステップＳ１５）。
【００２７】
　次に、照合部３０は、基準値テーブル６４から類似基準値（例えば７．０）を読み込み
、照合スコアが当該類似基準値以上となるか否かを判定する（ステップＳ１６）。ステッ
プＳ１６で「Ｙｅｓ」と判定された場合、類似ユーザ照合処理が行われる（ステップＳ１
７）。ステップＳ１６で「Ｎｏ」と判定された場合、照合部３０は、図５（ａ）の基準値
テーブル６４から非類似基準値（例えば３．０）を読み込み、照合スコアが当該非類似基
準値以下となるか否かを判定する（ステップＳ１８）。ステップＳ１８で「Ｙｅｓ」と判
定された場合、後回し処理が行われる（ステップＳ１９）。ステップＳ１８で「Ｎｏ」と
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判定された場合、ステップＳ１２が再度実行される。なお、図７（ａ）の例では、Ｕｓｅ
ｒ０１４の次にＵｓｅｒ００１との照合が行われることになる。
【００２８】
（類似ユーザ照合処理）
　図８は、類似ユーザ照合処理の一例を表すフローチャートである。図８で例示するよう
に、ユーザ抽出部４０は、類似ユーザテーブル６３を参照し、ターゲット生体情報の類似
ユーザグループを抽出する（ステップＳ２１）。図７（ｃ）の例では、Ｕｓｅｒ００１、
Ｕｓｅｒ００９およびＵｓｅｒ０１２が抽出される。次に、照合部３０は、ステップＳ２
１で抽出された全てのユーザの生体情報（類似生体情報）と照合用生体情報とを照合する
（ステップＳ２２）。図７（ｃ）に、Ｕｓｅｒ００１、Ｕｓｅｒ００９およびＵｓｅｒ０
１２との照合スコアを例示する。なお、照合用生体情報とＵｓｅｒ０１４の登録生体情報
との照合スコアが一例として７．３であるとする。
【００２９】
　次に、ユーザ抽出部４０は、図７（ｂ）のスコアテーブル６２を参照し、ステップＳ１
５およびステップＳ２２で得られた照合スコアの中に、それぞれのスコア最高値に近似す
る照合スコアがあるか否かを判定する（ステップＳ２３）。ここでは、ステップＳ１５で
得られた照合スコアとＵｓｅｒ０１４のスコア最高値との対比と、ステップＳ２２で得ら
れた照合スコアとＵｓｅｒ００１、Ｕｓｅｒ００９およびＵｓｅｒ０１２のスコア最高値
との対比が行われる。スコア最高値に近似するとは、例えば、照合スコアがスコア最高値
に対して所定の範囲内（例えばスコア最高値～スコア最高値－０．５）にあることを意味
する。このスコア最高値に対して所定の範囲内とは、第１閾値以上にあることに相当する
。以下、同様である。
【００３０】
　図７（ｃ）の例では、スコア最高値に近似する照合スコアがないため、ステップＳ２３
で「Ｎｏ」と判定される。ステップＳ２３で「Ｎｏ」と判定された場合、ユーザ抽出部４
０は、Ｕｓｅｒ０１４以外で最も大きい照合スコアのユーザを引継ユーザテーブル６５に
格納することで退避する（ステップＳ２４）。図５（ｂ）は、引継ユーザテーブル６５を
例示する。図７（ｃ）の例では、Ｕｓｅｒ０１２が引継ユーザとして引継ユーザテーブル
６５に格納される。
【００３１】
　次に、ユーザ抽出部４０は、類似ユーザテーブル６３を参照し、退避したユーザと同グ
ループのユーザがいるか否か判定する（ステップＳ２５）。ステップＳ２５で「Ｎｏ」と
判定された場合、ステップＳ１２が再度実行される。この場合、Ｕｓｅｒ０１４、Ｕｓｅ
ｒ００１、Ｕｓｅｒ００９およびＵｓｅｒ０１２が照合済として扱われる。したがって、
Ｕｓｅｒ００７との照合が行われることになる。
【００３２】
　ステップＳ２５で「Ｙｅｓ」と判定された場合、ユーザ抽出部４０は、退避したユーザ
と同グループのユーザを抽出する（ステップＳ２６）。図９（ｃ）の例では、Ｕｓｅｒ０
１４が処理済であるため、Ｕｓｅｒ０１８が抽出される。次に、並び替え部５０は、ステ
ップＳ２６で抽出されたユーザを、登録テーブル６１の先頭に移動させる（ステップＳ２
７）。図９（ａ）の例では、Ｕｓｅｒ０１８が最上位に移動している。その後、ステップ
Ｓ１２から再度実行される。
【００３３】
　図１０（ｃ）は、ステップＳ２２におけるＵｓｅｒ００１、Ｕｓｅｒ００９およびＵｓ
ｅｒ０１２との照合スコアの他の例を示す。図１０（ｃ）の例では、Ｕｓｅｒ００１の照
合スコアが８．８であり、図１０（ｂ）で例示するＵｓｅｒ００１のスコア最高値９．０
に近似する。また、Ｕｓｅｒ０１２の照合スコアが８．９であり、図１０（ｂ）で例示す
るＵｓｅｒ０１２のスコア最高値と近似する。したがって、ステップＳ２３で「Ｙｅｓ」
と判定される。
【００３４】
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　ステップＳ２３で「Ｙｅｓ」と判定された場合、ユーザ抽出部４０は、類似ユーザテー
ブル６３を参照し、スコア最高値と近似する照合スコアのユーザ（第１ユーザ）の同グル
ープのユーザ（第２ユーザ）を抽出する（ステップＳ２８）。図１１（ｃ）の例では、Ｕ
ｓｅｒ００１およびＵｓｅｒ０１２と同グループのユーザが第２ユーザとして抽出される
。すなわち、Ｕｓｅｒ００９、Ｕｓｅｒ０１４、Ｕｓｅｒ０１８が第２ユーザとして抽出
される。なお、Ｕｓｅｒ００９およびＵｓｅｒ０１４が照合済であるため、Ｕｓｅｒ０１
８が第２ユーザとして抽出される。次に、照合部３０は、ステップＳ２７で抽出された全
てのユーザ（未照合ユーザ）の登録生体情報と、照合用生体情報とを照合する（ステップ
Ｓ２９）。図１１（ｃ）に、Ｕｓｅｒ００１、Ｕｓｅｒ００９、Ｕｓｅｒ０１２、Ｕｓｅ
ｒ０１４およびＵｓｅｒ０１８との照合スコアを例示する。
【００３５】
　次に、照合部３０は、Ｕｓｅｒ００１の類似ユーザグループの中から最も照合スコアの
高いユーザを選択する。図１１（ｃ）の例では、Ｕｓｅｒ００１が選択される。さらに、
照合部３０は、Ｕｓｅｒ０１２の類似ユーザグループの中から最も照合スコアの高いユー
ザを選択する。図１１（ｃ）の例では、Ｕｓｅｒ０１８が選択される。第１ユーザが１人
のときは、当該第１ユーザの類似ユーザグループの中で最も照合スコアの高いユーザが選
択される。図１１（ｃ）の例では、第１ユーザが複数であるため、最も大きい照合スコア
のユーザが選択される。次に、照合部３０は、スコアテーブル６２を参照し、最も大きい
照合スコアが、当該照合スコアに係るユーザのスコア最高値に近似するか否かを判定する
（ステップＳ３０）。
【００３６】
　ステップＳ３０で「Ｎｏ」と判定された場合、出力部７０は、認証失敗に係る信号を出
力する（ステップＳ３１）。それにより、表示装置１０４は認証失敗に係る表示を行う。
ステップＳ３０で「Ｙｅｓ」と判定された場合、出力部７０は、被認証者が、最も照合ス
コアの高いユーザ（Ｕｓｅｒ０１８）であるとして、出力部７０は認証成功に係る信号を
出力する（ステップＳ３２）。それにより、表示装置１０４は認証成功に係る表示を行う
。なお、この場合の照合スコアがスコアテーブル６２のスコア最高値よりも高ければ、更
新部８０はスコアテーブル６２のスコア最高値を当該照合スコアで更新してもよい。
【００３７】
（後回し処理）
　図１２は、後回し処理の一例を表すフローチャートである。図１２で例示するように、
ユーザ抽出部４０は、類似ユーザテーブル６３を参照し、ターゲット生体情報のユーザグ
ループを抽出する（ステップＳ４１）。図１３（ｃ）の例では、Ｕｓｅｒ００１、Ｕｓｅ
ｒ００９およびＵｓｅｒ０１２が抽出される。次に、並び替え部５０は、ステップＳ４１
で抽出されたユーザを登録テーブル６１の最後尾に移動させる（ステップＳ４２）。その
後、ステップＳ１２が実行される。なお、この場合、Ｕｓｅｒ０１４の次に、Ｕｓｅｒ０
０７との照合が行われることになる。
【００３８】
（調整処理）
　図１４は、調整処理の一例を表すフローチャートである。調整処理は、認証に成功した
場合に実行される。なお、ログテーブル６６は、上述した後回し処理が実行されるたびに
、後回しされたユーザと、当該ユーザの登録生体情報と照合用生体情報との照合スコアと
を格納している。図５（ｃ）は、ログテーブル６６を例示する。
【００３９】
　図１４で例示するように、更新部８０は、ログテーブル６６を参照する（ステップＳ５
１）。次に、更新部８０は、認証成功に係るユーザが後回しされていたか否かを判定する
（ステップＳ５２）。ステップＳ５２で「Ｙｅｓ」と判定された場合、非類似基準値を当
該後回しされたユーザの照合スコアで更新する（ステップＳ５３）。ステップＳ５３の実
行後またはステップＳ５２で「Ｎｏ」と判定された場合、フローチャートの実行が終了す
る。
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【００４０】
　本実施例においては、類似ユーザ照合処理において、類似ユーザグループに含まれるユ
ーザ（第１ユーザ）の登録生体情報と、照合用生体情報との類似度（第１類似度）が算出
される。また、算出された第１類似度がスコア最高値に近似する場合（第１閾値以上とな
る場合）に、類似ユーザテーブル６３から、当該第１類似度に係るユーザに関連付けられ
た類似ユーザグループのユーザ（第２ユーザ）が抽出される。また、当該第２ユーザの登
録生体情報と照合用生体情報との類似度（第２類似度）が算出される。また、第１類似度
と第２類似度とのうち、より高い類似度のユーザが、被認証者であるとして決定される。
このような構成においては、第１類似度が第１閾値以上となった場合に、類似ユーザテー
ブル６３における類似ユーザグループに照合対象が絞られる。すなわち、照合対象の候補
者数を抑制することができる。したがって、１人あたりに要する認証時間を短縮化するこ
とができる。また、類似ユーザグループに含まれる類似ユーザの登録生体情報は、互いに
類似の関係にある。したがって、照合対象の候補者の選択精度が向上し、認証精度を維持
することができる。
【００４１】
　また、第１類似度が非類似基準値以下の場合に、当該ユーザの類似ユーザグループが登
録テーブル６１において後回しされることで、認証成功に至る時間を短縮化することがで
きる。
【００４２】
　また、第１閾値として、ユーザごとのスコア最高値の所定範囲を用いることで、第１閾
値の信頼度が高くなる。なお、第１閾値は、スコア最高値に限られない。上記第１類似度
を算出する処理よりも前に取得された照合用生体情報と登録生体情報との類似度に対して
所定の範囲内の値であればよい。
【００４３】
　第１閾値は、第２閾値よりもより類似している状態を示す値であることが好ましい。類
似ユーザグループの類似ユーザ数が増えることになり、認証精度が維持されるからである
。
【００４４】
　また、登録テーブル６１が類似ユーザ数の多い順に並び替えられることで、類似ユーザ
数の多い順に照合用生体情報と登録生体情報とが照合される。それにより、第１類似度が
第１閾値以上となる場合の照合対象者数が増える。その結果、認証精度が維持される。
【００４５】
　なお、上記実施例において、用いる生体は指紋に限られない。静脈パターン、虹彩、顔
、手のひら形状などを用いてもよい。登録処理における類似基準値と、認証処理における
類似基準値とは、異なっていてもよい。
【００４６】
　上記実施例において、記憶部６０の登録テーブル６１が特徴情報記憶部の一例として機
能する。照合部３０が第１算出部、第２算出部および決定部の一例として機能する。記憶
部６０の類似ユーザテーブル６３が類似ユーザ記憶部の一例として機能する。ユーザ抽出
部４０が抽出部の一例として機能する。
【００４７】
　以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明は係る特定の実施例に限定されるも
のではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・
変更が可能である。
【符号の説明】
【００４８】
　１０　取得部
　２０　登録部
　３０　照合部
　４０　ユーザ抽出部



(10) JP 6488853 B2 2019.3.27

10

　５０　並び替え部
　６０　記憶部
　６１　登録テーブル
　６２　スコアテーブル
　６３　類似ユーザテーブル
　６４　基準値テーブル
　６５　引継ユーザテーブル
　６６　ログテーブル
　７０　出力部
　８０　更新部
　１００　認証処理装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】



(14) JP 6488853 B2 2019.3.27

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００３－１４１５４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１３７８１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－１６４３６７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｔ　　　７／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

