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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者の特定の部位の表面にある生体情報を表した生体画像を生成する生体情報取得部
と、
　前記生体画像を複数のブロックに分割する分割部と、
　前記複数のブロックのそれぞれについて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一
部の模様の方向と、当該ブロックに隣接するブロックに写っている前記生体情報の他の一
部の模様の方向との差に基づいて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一部の模様
の複雑さを表す事前複雑度を推定する事前複雑度推定部と、
　前記複数のブロックのそれぞれについて、当該ブロックに写っている像の複雑度を表す
特徴量に基づいて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一部の像の複雑さを表す事
後複雑度を算出する事後複雑度算出部と、
　前記複数のブロックのそれぞれについて、前記事後複雑度と前記事前複雑度とを比較し
、前記事後複雑度と前記事前複雑度とに差異があるブロックを、当該ブロックに写ってい
る前記生体情報の一部に歪みがある歪みブロックとして検出する歪み検出部と、
を有する生体情報処理装置。
【請求項２】
　前記歪み検出部は、前記歪みブロックのうちの前記事前複雑度よりも前記事後複雑度が
小さいブロックの第１の重心を求め、かつ、前記歪みブロックのうちの前記事前複雑度よ
りも前記事後複雑度が大きいブロックの第２の重心を求め、前記第１の重心から前記第２
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の重心へ向かう方向に基づいて、前記利用者が前記生体情報取得部に対して前記部位を押
圧した方向を推定する、請求項１に記載の生体情報処理装置。
【請求項３】
　前記生体画像における前記歪みブロックのうちの前記事前複雑度よりも前記事後複雑度
が小さいブロックの数及び前記事前複雑度よりも前記事後複雑度が大きいブロックの数の
少なくとも一方が第１の閾値よりも多い場合、前記生体情報取得部は前記利用者の前記生
体情報を再度撮影して前記生体画像を再生成する、請求項１または２に記載の生体情報処
理装置。
【請求項４】
　登録利用者の前記特定の部位の生体情報が写った登録生体画像から抽出された、当該生
体情報の少なくとも一つの第１の特徴点の位置を記憶する記憶部と、
　前記生体画像から前記利用者の前記特定の部位の生体情報の少なくとも一つの第２の特
徴点の位置を抽出する特徴量抽出部と、
　前記少なくとも一つの第１の特徴点と前記少なくとも一つの第２の特徴点の一致度合い
に応じて、前記登録利用者の前記特定の部位の生体情報と前記利用者の前記特定の部位の
生体情報との類似度を求める照合部とをさらに有し、
　前記照合部は、前記歪みブロック内に含まれる前記第２の特徴点についての前記第１の
特徴点との一致度合いに対する第１の重みを、前記歪みブロック内に含まれない前記第２
の特徴点についての前記第１の特徴点との一致度合いに対する第２の重みよりも小さくし
て前記類似度を求める、
請求項１～３の何れか一項に記載の生体情報処理装置。
【請求項５】
　利用者の特定の部位の表面にある生体情報を表した生体画像を生成し、
　前記生体画像を複数のブロックに分割し、
　前記複数のブロックのそれぞれについて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一
部の模様の方向と、当該ブロックに隣接するブロックに写っている前記生体情報の他の一
部の模様の方向との差に基づいて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一部の模様
の複雑さを表す事前複雑度を推定し、
　前記複数のブロックのそれぞれについて、当該ブロックに写っている像の複雑度を表す
特徴量に基づいて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一部の像の複雑さを表す事
後複雑度を算出し、
　前記複数のブロックのそれぞれについて、前記事後複雑度と前記事前複雑度とを比較し
、前記事後複雑度と前記事前複雑度とに差異があるブロックを、当該ブロックに写ってい
る前記生体情報の一部に歪みがある歪みブロックとして検出する、
ことを含む生体情報処理方法。
【請求項６】
　利用者の特定の部位の表面にある生体情報を表した生体画像を複数のブロックに分割し
、
　前記複数のブロックのそれぞれについて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一
部の模様の方向と、当該ブロックに隣接するブロックに写っている前記生体情報の他の一
部の模様の方向との差に基づいて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一部の模様
の複雑さを表す事前複雑度を推定し、
　前記複数のブロックのそれぞれについて、当該ブロックに写っている像の複雑度を表す
特徴量に基づいて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一部の像の複雑さを表す事
後複雑度を算出し、
　前記複数のブロックのそれぞれについて、前記事後複雑度と前記事前複雑度とを比較し
、前記事後複雑度と前記事前複雑度とに差異があるブロックを、当該ブロックに写ってい
る前記生体情報の一部に歪みがある歪みブロックとして検出する、
ことをコンピュータに実行させる生体情報処理用コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、画像に表された生体情報の歪みを検出する生体情報処理装置、生体
情報処理方法及び生体情報処理用コンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、指紋または掌紋などの生体情報を利用して、個人を認証するか否か判定する生体
認証技術が開発されている。生体認証技術は、入退室管理システム、ボーダーコントロー
ル用システムまたは国民識別番号を用いたシステムといった登録された利用者の数が多い
大規模なシステムから、コンピュータまたは携帯端末といった特定の個人が利用する装置
まで、広く利用されている。
【０００３】
　例えば、生体情報として何れかの指の指紋が利用される場合、生体認証装置は、指紋を
表す生体画像を入力生体画像として取得する。そして生体認証装置は、入力生体画像に表
された利用者の指紋である入力生体情報を、予め登録された登録利用者の生体画像に表さ
れた指紋である登録生体情報と照合する。生体認証装置は、照合処理の結果に基づいて、
入力生体情報と登録生体情報が一致すると判定した場合、その利用者を正当な権限を有す
る登録利用者として認証する。そして生体認証装置は、認証された利用者が生体認証装置
が組み込まれた装置または生体認証装置と接続された他の装置を使用することを許可する
。
【０００４】
　指紋または掌紋のように、人体の特定の部位の表面にある生体情報が用いられる場合、
センサがその生体情報を読み取る際に、利用者のその部位の表面の状態または性質、ある
いは読み取りの際の部位の動きに起因して、生体情報の一部が歪むことがある。例えば、
利用者が、センサに対して指を過度に押圧すると、隆線がつぶれてしまい、生体画像に写
っている指紋が歪む。このように、一部が歪んだ生体情報を写した生体画像が生体認証に
用いられると、生体認証装置は、生体情報の特徴を表す特徴量を正確に抽出できず、その
結果として認証精度が低下するおそれがあった。
【０００５】
　そこで、生体画像上での生体情報の歪みを検出し、または生体情報の歪みを補正する技
術が提案されている（例えば、特許文献１～４を参照）。
【０００６】
　例えば、特許文献１には、二つの特徴情報の一方から選択した複数の特徴点と他方の特
徴情報においてそれら特徴点に対応する複数の特徴点との組を位置合わせ候補として、そ
の一組の特徴点の位置情報を略一致させる位置補正量を算出する技術が開示されている。
　また、特許文献２には、照合回数と、登録時の指紋と照合時の指紋間の各照合時の位置
ずれ量とに基づいて位置補正量を求める技術が開示されている。
【０００７】
　さらに、特許文献３には、指紋の入力画像の幾何学的歪みを補正した後、入力画像を参
照画像と位置合わせする画像照合装置が開示されている。この画像照合装置は、入力画像
の画像中心から注目ブロックまでの距離に基づいて注目ブロックの基準位置を算出し、注
目ブロックに対応する参照画像上の影響ブロックを変位させつつ入力画像との相関値を求
める。そしてこの画像照合装置は、その相関値が最大となる影響ブロックの変位量を用い
て基準位置を補正する。
　さらに、特許文献４には、第１の指紋の特徴点に対して、変形可能なメッシュを形成し
、その変形可能なメッシュの状態を変換することにより歪み補正後の第１の指紋を取得し
、その歪み補正後の第１の指紋を第２の指紋と照合する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
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【特許文献１】特開２００７－２７２５６８号公報
【特許文献２】特開平０４－３２４５８２号公報
【特許文献３】特開平０９－２８２４５８号公報
【特許文献４】特開２００８－３１０８１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記の各技術では、生体情報の歪みを検出しようとする生体画像と、参照用の他の生体
画像とを比較することにより、生体画像上の生体情報の歪み量が求められる。しかしなが
ら、参照用の他の生体画像が存在しなかったり、生体認証装置が、参照用の他の生体画像
を特定できないことがある。例えば、ある利用者の生体情報を登録する際には、その登録
以前にその利用者の生体情報が記録された生体画像は存在しない。また、生体認証装置が
、登録時に得られた登録利用者の生体画像から、照合処理に用いる前に生体情報の歪みを
検出しようとしたり、歪みを補正しようとする場合も、その生体画像に対して参照すべき
、その登録利用者の他の生体画像は存在しない。そのため、登録の際に得られた生体画像
に表された生体情報に歪みがあっても、上記の技術の何れかを用いた生体認証装置は、そ
の歪みを検出したり、その歪みを補正することはできない。
【００１０】
　また、生体情報を登録する際に生成された生体画像、または照合時に生成された生体画
像に表された生体情報に歪みがあるために、生体認証装置が利用者を認証できないことが
ある。このような場合、生体認証装置は、認証に失敗した理由が、生体画像上の生体情報
の歪みに起因するのか、それとも、そもそも照合しようとする利用者が登録利用者と異な
っていることに起因するのかを知ることはできない。そのため、上記の技術の何れかを用
いた生体認証装置は、生体情報の歪みが抑制された生体画像を再取得するために、生体情
報を含む部位の置き方を利用者にガイダンスすることはできない。
【００１１】
　そこで、本明細書は、生体画像に表された生体情報の歪みを、参照用の生体画像を用い
ずに検出できる生体情報処理装置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】
【００１２】
　一つの実施形態によれば、生体情報処理装置が提供される。この生体情報処理装置は、
利用者の特定の部位の表面にある生体情報を表した生体画像を生成する生体情報取得部と
、生体画像を複数のブロックに分割する分割部と、複数のブロックのそれぞれについて、
そのブロックに写っている生体情報の一部の模様の方向と、そのブロックに隣接するブロ
ックに写っている生体情報の他の一部の模様の方向との差に基づいて、そのブロックに写
っている生体情報の一部の模様の複雑さを表す事前複雑度を推定する事前複雑度推定部と
、複数のブロックのそれぞれについて、そのブロックに写っている像の複雑度を表す特徴
量に基づいて、そのブロックに写っている生体情報の一部の像の複雑さを表す事後複雑度
を算出する事後複雑度算出部と、複数のブロックのそれぞれについて、事後複雑度と事前
複雑度とを比較し、事後複雑度と事前複雑度とに差異があるブロックを、そのブロックに
写っている生体情報の一部に歪みがある歪みブロックとして検出する歪み検出部とを有す
る。
【００１３】
　本発明の目的及び利点は、請求項において特に指摘されたエレメント及び組み合わせに
より実現され、かつ達成される。
　上記の一般的な記述及び下記の詳細な記述の何れも、例示的かつ説明的なものであり、
請求項のように、本発明を限定するものではないことを理解されたい。
【発明の効果】
【００１４】
　本明細書に開示された生体情報処理装置は、生体画像に表された生体情報の歪みを、参
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照用の生体画像を用いずに検出できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】生体情報処理装置の第１の実施形態である生体認証装置の概略構成図である。
【図２】第１の実施形態による処理部の機能ブロック図である。
【図３】指紋が写った生体画像と、ブロックごとの事前複雑度及び事後複雑度と、歪みブ
ロックとの関係の一例を示す図である。
【図４】生体認証処理の動作フローチャートを示す図である。
【図５】第２の実施形態による処理部の機能ブロック図である。
【図６】（ａ）は、歪みの無い指紋の生体画像の模式図であり、（ｂ）は、歪みの有る指
紋の生体画像の模式図である。
【図７】複数の指の指紋が写った生体画像の模式図である。
【図８】スライド式センサが使用される場合において指の表面がセンサに複数回引っかか
ったときの生体画像から検出される複雑度増加ブロックと複雑度減少ブロックの分布の一
例を示す図である。
【図９】（ａ）は、ガイド部材を持つスライド式指紋センサの概略平面図である。（ｂ）
は、（ａ）の点線Ａにおける断面形状を示す図である。（ｃ）は、スライド式指紋センサ
の略中央に位置合わせされた状態で指を動かした場合に得られる生体画像の模式図である
。（ｄ）は、スライド式指紋センサの右側のガイド部材に指を押圧した状態で指を動かし
た場合に得られる生体画像の模式図である。
【図１０】各実施形態またはその変形例による生体情報処理装置が実装された、コンピュ
ータシステムの一例の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図を参照しつつ、様々な実施形態による、生体情報処理装置について説明する。
　この生体情報処理装置は、利用者の生体情報の登録時または照合時において取得された
、生体情報を表す生体画像を複数のブロックに分割する。そしてこの生体情報処理装置は
、ブロックごとに、その生体情報が本来持っている複雑さを表す事前複雑度を、隣接する
ブロック間の模様の変化に基づいて推定する。またこの生体情報処理装置は、ブロックご
とに、そのブロックに写っている像の複雑さを表す特徴量に基づいて、そのブロックに写
っている生体情報の一部の像の複雑さを表す事後複雑度を求める。そしてこの生体情報処
理装置は、事後複雑度と事前複雑度の差があるブロックを、生体画像取得時の指の動きな
ど、様々な事後要因により複雑度が変化したブロックとして検出することにより、生体画
像上の生体情報に生じた歪みを検出する。
【００１７】
　本実施形態では、生体情報処理装置は、生体認証の対象となる生体情報として何れかの
指の指紋を利用する。しかし、生体認証の対象となる生体情報は、掌紋のように、人体の
何れかの部位の表面にある他の生体情報であってもよい。
　また、本明細書において、「照合処理」という用語は、利用者の生体情報と登録利用者
の生体情報の相違度合いまたは類似度合いを表す指標を算出する処理を示すために使用さ
れる。また、「生体認証処理」という用語は、照合処理だけでなく、照合処理により求め
られた指標を用いて、利用者を認証するか否かを決定する処理を含む、認証処理全体を示
すために使用される。
【００１８】
　図１は、生体情報処理装置の第１の実施形態である生体認証装置の概略構成図を示す。
図１に示されるように、生体認証装置１は、表示部２と、入力部３と、生体情報取得部４
と、記憶部５と、処理部６とを有する。表示部２、入力部３及び生体情報取得部４は、記
憶部５と処理部６が収容された筺体とは別個に設けられてもよい。あるいは、表示部２、
入力部３、生体情報取得部４、記憶部５及び処理部６は、いわゆるノート型パーソナルコ
ンピュータまたはタブレット型端末のように、一つの筺体に収容されてもよい。
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【００１９】
　生体認証装置１は、生体情報取得部４により生成された利用者の指の指紋を表す生体画
像を用いて、その指紋を登録利用者の指紋と照合することにより、生体認証処理を実行す
る。そして生体認証装置１は、生体認証処理の結果、利用者を登録利用者の何れかとして
認証した場合、生体認証装置１が実装された装置をその利用者が使用することを許可する
。あるいは、生体認証装置１は、図示しない他の装置へ、利用者が認証された旨を表す信
号を送信して、その利用者が他の装置を使用することを許可する。
【００２０】
　表示部２は、例えば、液晶ディスプレイまたは有機エレクトロルミネッセンスディスプ
レイなどの表示装置を有する。そして表示部２は、例えば、生体情報取得部４が生体情報
の歪みが少ない生体画像を取得できるように、利用者に指を置かせるためのガイドメッセ
ージを利用者に対して表示する。また表示部２は、処理部６により実行された生体認証処
理の結果を表すメッセージ、あるいはアプリケーションに関連する各種情報などを表示す
る。
【００２１】
　入力部３は、例えば、キーボード、マウス、またはタッチパッドなどのユーザインター
フェースを有する。そして入力部３を介して利用者により入力された利用者のユーザ名と
いったユーザの識別情報あるいはコマンド若しくはデータは、処理部６へ渡される。ただ
し、利用者が生体情報以外の情報を生体認証装置１に対して入力する必要がない場合、入
力部３は省略されてもよい。
【００２２】
　生体情報取得部４は、例えば、エリアセンサを用いた指紋センサを有する。この指紋セ
ンサは、例えば、光学式、静電容量式、電界式または感熱式の何れかの方式を採用したセ
ンサとすることができる。そして生体情報取得部４は、利用者が指紋センサのセンサ面に
指を載置している間に、その指の表面を撮影することにより、指紋が表された生体画像を
生成する。
　なお、生体情報取得部４は、スライド式の指紋センサを有してもよい。この場合、生体
情報取得部４は、指紋センサに対して指をスライドさせている間に、所定の時間間隔で順
次部分画像を生成する。部分画像には、その指の表面の指紋の一部が写されており、複数
の部分画像を生成された時間順に連結することで、その指の指紋全体が写った生体画像が
合成される。
【００２３】
　生体情報取得部４は、生体画像を生成する度に、その生体画像を処理部６へ渡す。
【００２４】
　記憶部５は、例えば、半導体メモリ、磁気ディスク装置、または光ディスク装置のうち
の少なくとも何れか一つを有する。そして記憶部５は、生体認証装置１で使用されるアプ
リケーションプログラム、少なくとも一人の登録利用者のユーザ名、ユーザ識別番号及び
個人設定情報、各種のデータ等を記憶する。また記憶部５は、生体認証処理を実行するた
めのプログラムを記憶する。さらに記憶部５は、登録利用者それぞれについて、登録利用
者の登録生体情報である特定の指の指紋に関するデータを、その登録利用者のユーザ名、
パスワードといった登録利用者の識別情報とともに記憶する。この登録生体情報に関する
データは、例えば、登録生体情報に関する特徴量情報を含む。特徴量情報は、例えば、登
録生体情報を表す生体画像である登録生体画像から抽出された隆線の端点または分岐点な
どのマニューシャの種類、位置、局所的な隆線方向を含む。あるいは、登録生体情報に関
するデータは、登録生体画像そのものまたは登録生体画像の一部であってもよい。
【００２５】
　処理部６は、１個または複数個のプロセッサ及びその周辺回路を有する。そして処理部
６は、生体情報取得部４から取得した生体画像に表された生体情報の歪みを検出する。そ
して処理部６は、生体情報の歪みが小さければ、その生体画像を用いた生体認証処理また
は登録処理を実行する。
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【００２６】
　図２は、処理部６の機能ブロック図である。図２に示されるように、処理部６は、画像
分割部１０と、事前複雑度推定部１１と、事後複雑度算出部１２と、歪み検出部１３と、
特徴量抽出部１４と、照合部１５と、認証判定部１６と、登録部１７とを有する。処理部
６が有するこれらの各部は、処理部６が有するプロセッサ上で実行されるコンピュータプ
ログラムによって実装される機能モジュールである。あるいは、処理部６が有するこれら
の各部は、ファームウェアとして生体認証装置１に実装されてもよい。
【００２７】
　画像分割部１０、事前複雑度推定部１１、事後複雑度算出部１２、歪み検出部１３及び
特徴量抽出部１４は生体認証処理及び登録処理の両方で使用される。また照合部１５及び
認証判定部１６は、生体認証処理において使用される。一方、登録部１７は、登録処理に
おいて使用される。
【００２８】
　画像分割部１０は、生体情報取得部４から受け取った生体画像を複数のブロックに分割
する。本実施形態では、各ブロックは矩形形状を有し、かつ、各ブロックの縦方向及び横
方向のサイズが平均的な隆線の幅の2倍～10倍となるように、画像分割部１０は、生体画
像を格子状に、水平方向にM個、垂直方向にN個に分割する（ただし、M,Nは、2以上の整数
）。そして画像分割部１０は、各ブロックの位置を表す情報、例えば、ブロック間の境界
線の座標または各ブロックの左上端及び右下端の座標を事前複雑度推定部１１及び事後複
雑度算出部１２に通知する。
【００２９】
　事前複雑度推定部１１は、ブロックごとに、そのブロックに写っている指紋の一部の模
様の複雑さを表す事前複雑度を推定する。
　一般に、指紋の渦中心に近いほど、隆線の曲率半径は小さくなるので、指紋の渦中心に
近いブロックほど、隣接するブロックの隆線方向に対する隆線方向の変化度合いが大きく
なる。一方、指紋の渦中心、あるいは三角州のような特異点から離れたブロックでは、隣
接するブロックの隆線方向に対する隆線方向の変化度合いは小さい。このような隆線方向
の特性は、指紋といった、生体情報の模様が持つ本来の複雑さを表している。そして、注
目するブロックに含まれる指紋に歪みが加わっていても、隆線の方向自体は大きく変化し
ないので、隣接するブロック間での隆線方向の変化度合いが生体画像上の生体情報の歪み
から受ける影響は小さい。
　そこで、事前複雑度推定部１１は、ブロックごとに生体情報の模様の方向である隆線の
方向を求め、隣接するブロック間での隆線方向の変化に基づいて、ブロックごとに事前複
雑度を推定する。
【００３０】
　事前複雑度推定部１１は、ブロックごとに隆線方向を求める。そのために、事前複雑度
推定部１１は、例えば、ブロック内の各画素について、sobelフィルタまたはprewittフィ
ルタといったエッジ検出フィルタを用いて水平方向のエッジ強度∂x(u,v)及び垂直方向の
エッジ強度∂y(u,v)を求める。なお、u、vは、それぞれ、ブロック内の画素の水平方向の
座標及び垂直方向の座標を表す。
【００３１】
　そして事前複雑度推定部１１は、各ブロックの隆線方向を次式に従って算出する。
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【数１】

ただし、i(i=1,2,...,M)、j(j=1,2,...,N)は、それぞれ、生体画像の左端からのブロック
数及び生体画像の上端からのブロック数を表す。またbは、各ブロックの水平方向サイズ
及び垂直方向サイズ（画素単位）を表す。そしてθ(i,j)は、左端から水平方向にi番目で
あり、上端から垂直方向j番目のブロック（以下、便宜上、ブロック(i,j)と表記する）の
隆線方向を表す。
【００３２】
　また事前複雑度推定部１１は、隆線方向を求める他の様々な方法の何れかを用いてブロ
ックごとの隆線方向を求めてもよい。例えば、事前複雑度推定部１１は、ブロックごとに
、周波数変換して様々な方向の周波数成分を調べ、隆線の間隔に相当する周波数成分が最
も高い方向を求める。隆線の間隔に相当する周波数成分が最も高い方向は、隆線に直交す
る方向であると推定されるので、事前複雑度推定部１１は、隆線の間隔に相当する周波数
成分が最も高い方向に直交する方向を、隆線の方向としてもよい。
【００３３】
　また、隆線と谷線のコントラストが低いために隆線が不鮮明なブロックでは、隆線方向
を正確に算出することが難しいことがある。そのため、事前複雑度推定部１１は、隆線が
不鮮明なブロックの隆線方向を、隣接する他のブロックの隆線方向に基づいて補正しても
よい。例えば、事前複雑度推定部１１は、注目するブロック及びその周囲のブロックの隆
線方向の値についてガウシアンフィルタまたは移動平均フィルタといった平滑化フィルタ
処理を行うことにより、注目するブロックの隆線方向を補正してもよい。
　あるいは、事前複雑度推定部１１は、隆線方向の流れを考慮して各ブロックの隆線方向
がその周囲の隆線方向の流れに沿うように隆線方向を補正してもよい。隆線方向の流れを
考慮してブロックごとの隆線方向を補正する方法は、例えば、Yi Wang他、"A Fingerprin
t Orientation Model Based on 2D Fourier Expansion (FOMFE) and Its Application to
 Singular-Point Detection and Fingerprint Indexing"、IEEE TRANSACTIONS ON PATTER
N ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE、2007年、第29巻、第4号に開示されている。
【００３４】
　各ブロックの隆線方向が求められると、事前複雑度推定部１１は、ブロックごとに、隣
接するブロックの隆線方向に対するそのブロックの隆線方向の差θ'(i,j)を求める。例え
ば、ブロック(i,j)についての隆線方向の差θ'(i,j)は、ブロック(i,j)の隆線方向θ(i,j
)と、隣接する８個のブロック(i+k,j+l)(k,l=-1,0,1)の隆線方向θ(i+k,j+l)とのそれぞ
れの差の絶対値のうちの最大値とすることができる。あるいは、事前複雑度推定部１１は
、ブロック(i,j)の隆線方向θ(i,j)と、隣接する８個のブロック(i+k,j+l)の隆線方向θ(
i+k,j+l)との差の絶対値の平均値をθ'(i,j)としてもよい。
　そして事前複雑度推定部１１は、次式に従って、各ブロックの事前複雑度Cp(i,j)を求
める。
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【数２】

ただし、max(θ'(i,j))は、全てのブロックについての隣接ブロックの隆線方向の差θ'(i
,j)のうちの最大値を表す。（２）式から明らかなように、本実施形態では、各ブロック
の事前複雑度Cp(i,j)は、最も隆線方向の変化の最大値で正規化された隆線方向の変化の
度合いを表し、0～1の間の値を持つ。
　事前複雑度推定部１１は、各ブロックの事前複雑度Cp(i,j)を歪み検出部１３に渡す。
【００３５】
　事後複雑度算出部１２は、ブロックごとに、そのブロックに写っている指紋の一部の像
の複雑さを表す事後複雑度を、そのブロックごとに写っている像の複雑さを表す特徴量に
基づいて求める。例えば、事後複雑度算出部１２は、特徴量として、コントラスト、ピー
ク周波数、または輝度値の分散といった輝度値の統計量から算出された値を求める。
【００３６】
　コントラストは、例えば、ブロック内の輝度値の最大値と輝度値の最小値の差として算
出される。また、ピーク周波数は、例えば、ブロックをフーリエ変換といった周波数変換
することにより求められた各周波数成分のうちで、0次の周波数成分以外で最も強度が高
い周波数成分として求められる。
　また、ブロックについて算出した輝度値の分散に基づく特徴量は、例えば次式に従って
算出される。
【数３】

ここでVar(i,j)は、ブロック(i,j)について算出された輝度値の分散を表し、F(i,j)は、
ブロック(i,j)の特徴量を表す。指紋が不明りょうなブロックでは、隆線と谷線の区別が
明りょうでなく、ブロック内の各画素の輝度値の差が小さく、その結果分散も小さくなる
。そこで、（３）式によれば、特徴量の値は、輝度値の分散が小さいほど大きな値となる
。
　あるいは、事後複雑度算出部１２は、各ブロックのテクスチャ特徴量、例えば、エント
ロピーまたはエネルギーに基づいて、そのブロックの特徴量を算出してもよい。ただし、
特徴量は、ブロック内に写っている指紋の像が複雑であるほど高くなる値であることが好
ましい。
【００３７】
　事後複雑度算出部１２は、各ブロックについて、例えば次式に従って事後複雑度を算出
する。
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【数４】

ここで、F(i,j)は、ブロック(i,j)について算出された特徴量である。またFmax、Fminは
、それぞれ、各ブロックについて算出された特徴量のうちの最大値、最小値を表す。そし
てCa(i,j)は、ブロック(i,j)の事後複雑度を表す。（４）式から明らかなように、本実施
形態では、各ブロックの事後複雑度Ca(i,j)は、最も複雑な像が写ったブロックの特徴量
で正規化されたそのブロックの複雑さの度合いを表し、0～1の間の値を持つ。
　事後複雑度算出部１２は、各ブロックの事後複雑度Ca(i,j)を歪み検出部１３に渡す。
【００３８】
　生体画像上の指紋の像に歪みが無ければ、隆線方向が大きく変化するブロックほど、そ
の像は複雑となるので、像の複雑度が相対的に高いブロックと、隆線の模様の複雑度が相
対的に高いブロックは同一となる可能性が高い。
　そこで、歪み検出部１３は、ブロックごとに、事後複雑度Ca(i,j)と事前複雑度Cp(i,j)
とを比較し、事前複雑度Cp(i,j)と事後複雑度Ca(i,j)との差異があるブロックを、そのブ
ロックに写っている指紋の一部に歪みの有る歪みブロックとして検出する。例えば、歪み
検出部１３は、差Δ(i,j)(=Ca(i,j)-Cp(i,j))が所定の閾値α以上であるブロックを、生
体画像取得時の指の動きといった事後要因に起因して複雑度が増加した複雑度増加ブロッ
クとして検出する。一方、歪み検出部１３は、差Δ(i,j)が所定の閾値β以下であるブロ
ックを、事後要因に起因して複雑度が減少した複雑度減少ブロックとして検出する。複雑
度減少ブロック及び複雑度増加ブロックは、それぞれ、歪みブロックである。そして歪み
検出部１３は、差Δ(i,j)が閾値βよりも大きく、かつ閾値αよりも小さいブロックを、
そのブロックに写っている指紋の一部に歪みの無いブロックとする。
　なお、閾値αは、正の値であり、例えば、各ブロックの特徴量の最大値Fmaxと最小値Fm
inとの差(Fmax-Fmin)に0.2～0.3を乗じた値に設定される。また閾値βは、負の値であり
、例えば、各ブロックの特徴量の最大値Fmaxと最小値Fminとの差(Fmax-Fmin)に0.2～0.3
を乗じた値に設定される。
【００３９】
　あるいは、歪み検出部１３は、事前複雑度に対する事後複雑度の比(Ca(i,j)/Cp(i,j))
が閾値Tha以下となるブロックを複雑度減少ブロックとして検出し、その比(Ca(i,j)/Cp(i
,j))が閾値Thb以上となるブロックを複雑度増加ブロックとして検出してもよい。この場
合、閾値Thaは、0より大きく、かつ、1未満の値、例えば、0.6～0.8に設定される。また
閾値Thbは、1より大きい値、例えば、1.2～1.6に設定される。
【００４０】
　なお、歪み検出部１３は、複雑度減少ブロックに隣接する何れのブロックも複雑度減少
ブロックでなければ、その複雑度減少ブロックを歪みの無いブロックとしてもよい。同様
に、歪み検出部１３は、複雑度増加ブロックに隣接する何れのブロックも複雑度増加ブロ
ックでなければ、その複雑度増加ブロックを歪みの無いブロックとしてもよい。これによ
り、歪み検出部１３は、例えば、センサの表面に残った指の脂による残留指紋が生体画像
に写ったり、ノイズなどの影響により事後複雑度が増加または減少したブロックが歪みブ
ロックと判定されることを防止できる。
【００４１】
　図３は、指紋が写った生体画像と、ブロックごとの事前複雑度及び事後複雑度と、歪み
ブロックとの関係の一例を示す図である。図３において、生体画像３００からブロックご
とに求めた隆線方向は、例えば、矢印の集合３０１で表される。その集合３０１において
、各矢印は、その矢印の位置に相当する局所的な隆線方向を表す。
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　生体画像３００をブロック単位で表したブロック画像３１０は、各ブロックの事前複雑
度を表す。ブロック画像３１０内の一つの矩形が一つのブロックに対応する。そしてブロ
ック画像３１０において、ブロックの濃度が高いほど、そのブロックの事前複雑度も高い
ことを表す。
　この例では、生体画像３００の中心近辺に渦中心が写っている。そのため、画像中心よ
りも少し上に位置する領域３１１に含まれるブロック及び画像中心よりも少し下に位置す
る領域３１２に含まれるブロックにおいて、隣接するブロックの隆線方向に対する隆線方
向の変化が相対的に大きくなる。そのため、領域３１１に含まれるブロック及び領域３１
２に含まれるブロックの事前複雑度が他のブロックの事前複雑度よりも高くなっている。
【００４２】
　一方、生体画像３００をブロック単位で表したブロック画像３２０は、各ブロックの事
後複雑度を表す。ブロック画像３２０内の一つの矩形が一つのブロックに対応する。そし
てブロック画像３２０において、ブロックの濃度が高いほど、そのブロックの事後複雑度
も高いことを表す。
　生体画像３００の右上側では、隆線間隔が狭くなっている。そのため、生体画像３００
の右上側の領域３２１に含まれる各ブロックの特徴量は相対的に大きな値となるので、事
後複雑度も高くなる。一方、生体画像３００の左下側では、隆線間隔が広くなっている。
そのため、生体画像３００の左下側の領域３２２に含まれる各ブロックの特徴量は相対的
に小さな値となるので、事後複雑度も低くなる。
【００４３】
　ブロック画像３３０は、生体画像３００を分割した複数のブロックのそれぞれが歪みブ
ロックか否かを表す。ブロック画像３３０において、事後複雑度が事前複雑度に対して相
対的に高い領域３３１に含まれるブロックは、歪みブロックのうちの複雑度増加ブロック
となる。一方、事後複雑度に対して事前複雑度が相対的に高い領域３３２に含まれるブロ
ックは、歪みブロックのうちの複雑度減少ブロックとなる。
　このように、事後要因で複雑度が変化したブロックが、歪みブロックとして検出される
ことになる。
【００４４】
　歪み検出部１３は、生体画像に対して検出された複雑度増加ブロックの総数Nextend及
び複雑度減少ブロックの総数Nshrinkを求める。そして歪み検出部１３は、複雑度増加ブ
ロックの総数Nextendまたは複雑度減少ブロックの総数Nshrinkが所定の閾値Thよりも大き
い場合、生体画像上の指紋に歪みがあると判定する。そして歪み検出部１３は、利用者に
対して、再度指紋を撮影する旨のメッセージを表示部２に表示させる。なお、閾値Thは、
例えば、歪みブロックによる照合精度の低下が許容限度となる歪みブロック数の1/2、例
えば、生体画像上で指紋が写っている指紋領域と少なくとも一部が重なるブロックの総数
の10%～20%に設定される。生体画像上で指紋が写っていない背景領域に含まれる画素の輝
度値は、指紋領域に含まれる画素の輝度値よりも非常に低いか、あるいは非常に高い。そ
のため、指紋領域は、例えば、生体画像を２値化することにより求められる。例えば、背
景領域に含まれる画素の輝度値が指紋領域に含まれる画素の輝度値よりも低い場合、歪み
検出部１３は、生体画像の各画素のうち、所定の２値化閾値よりも輝度値の高い画素を指
紋領域に含まれる画素とすることができる。２値化閾値は、例えば、背景領域に含まれる
画素の輝度値の最大値に相当する輝度値、例えば、10に設定される。
【００４５】
　また、歪み検出部１３は、指紋に歪みがあると判定した場合、複雑度増加ブロックの重
心と複雑度減少ブロックの重心との差に基づいて、指が過度に押圧された方向を推定して
もよい。そのために、歪み検出部１３は、複雑度増加ブロックの重心Gextendから複雑度
減少ブロックの重心Gshrinkへ向かうベクトルDirection(=Gshrink-Gextend)を求める。そ
して歪み検出部１３は、表示部２に、ベクトルDirectionの方へ指を押し付け過ぎている
ことを示すメッセージを表示させてもよい。また歪み検出部１３は、そのメッセージとと
もに、表示部２に、得られた生体画像と、ベクトルDirectionの方向を向く矢印を重ね合
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わせた画像を表示させてもよい。
【００４６】
　なお、歪み検出部１３は、複雑度増加ブロックの重心Gextendと複雑度減少ブロックの
重心Gshrink間の距離ΔGが所定の閾値未満である場合には、再度指紋を撮影する旨のメッ
セージを表示部２に表示させなくてもよい。所定の閾値は、例えば、指紋領域の水平方向
幅または垂直方向長さの1/10～1/5に設定される。重心間距離ΔGが所定の閾値未満である
場合、生体画像上の生体情報に生じた歪みは、指表面の凹凸に起因するものであり、指紋
を再撮影することによっても歪みブロックの数が減少しない可能性が高いためである。
【００４７】
　一方、歪み検出部１３は、複雑度増加ブロックの総数Nextend及び複雑度減少ブロック
の総数Nshrinkが閾値Th以下である場合、生体画像上の指紋の歪みが照合精度に与える影
響は許容限度内であると判定する。この場合、歪み検出部１３は、各歪みブロックの生体
画像上の位置及び歪みブロックの種類（複雑度増加ブロックか複雑度減少ブロックか）を
記憶部５に記憶する。
　なお、歪み検出部１３は、歪みブロックの総数(Nextend+Nshrink)が閾値Thの2倍よりも
多い場合に、生体画像上の指紋に歪みが有ると判定してもよい。
【００４８】
　特徴量抽出部１４は、歪み検出部１３により生体画像上の指紋の歪みが照合精度に与え
る影響が許容限度内であると判定されると、その生体画像から指紋の特徴量を抽出する。
　特徴量抽出部１４は、特徴量として、例えば、指紋の隆線の分岐点及び端点といった特
徴的な指紋の構造であるマニューシャの位置を求める。そのために、特徴量抽出部１４は
、例えば、生体画像の各画素の輝度値を２値化して、隆線を表す画素と谷線を表す画素と
を区別する。２値化のための閾値は、例えば、生体画像の輝度値の平均値とすることがで
きる。次に特徴量抽出部１４は、２値化された生体画像について、隆線に相当する輝度値
を持つ画素に対して細線化処理を行うことにより、隆線を表す画素が連結した線を、例え
ば１画素幅を持つ線に細線化する。そして特徴量抽出部１４は、隆線の分岐点または端点
に対応する２値パターンを持つ複数のマスクパターンを用いて細線化された生体画像を走
査することにより、何れかのマスクパターンと一致するときの、生体画像上の位置を検出
する。そして特徴量抽出部１４は、検出された位置の中心画素を、マニューシャとし、か
つ一致したマスクパターンが表すマニューシャの種類（すなわち、分岐点または端点）を
、検出されたマニューシャの種類とする。
【００４９】
　なお、特徴量抽出部１４は、隆線の端点または分岐点をマニューシャとして求める公知
の他の方法を用いて、生体画像からマニューシャを抽出してもよい。さらに特徴量抽出部
１４は、生体画像の各ブロックの隆線方向を特徴量としてもよい。この場合、各ブロック
の隆線方向は、事前複雑度推定部１１が求めた各ブロックの隆線方向とすることができる
。
【００５０】
　特徴量抽出部１４は、抽出されたマニューシャの総数、各マニューシャの識別番号、種
類及び生体画像上の位置、または隆線方向といった特徴量を含む特徴量情報を生体画像に
対応付けて記憶部５に記憶する。なお、各マニューシャに付される識別番号は、例えば、
生体画像の左上端から近い方のマニューシャから順に、1から始まる連続番号とすること
ができる。
【００５１】
　照合部１５は、照合時に取得された利用者の生体画像に表された指紋である入力生体情
報と、入力部３を介して入力されたユーザ識別情報により特定される登録利用者の登録生
体画像に表された登録利用者の指紋である登録生体情報との類似度を算出する。
　照合部１５は、例えば、マニューシャマッチングにより類似値を算出する。この場合、
照合部１５は、例えば、特徴量情報に含まれる、何れかのマニューシャを、登録生体画像
から抽出された何れかのマニューシャに位置合わせする。そして照合部１５は、特徴量情
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報に含まれる他のマニューシャと登録生体画像から抽出されたマニューシャとが一致する
数を求める。なお、照合部１５は、二つのマニューシャ間の距離が、例えば、隆線間隔以
下であれば、その二つのマニューシャは一致すると判定する。また照合部１５は、二つの
マニューシャの種類が一致する場合に限り、その二つのマニューシャが一致すると判定し
てもよい。
【００５２】
　照合部１５は、位置合わせをするマニューシャの組を変えつつ、利用者の生体画像から
抽出されたマニューシャと登録生体画像から抽出されたマニューシャとが一致する数を求
める。そして照合部１５は、利用者の生体画像から抽出されたマニューシャの総数に対す
る、一致するマニューシャの数の比を類似度とする。
【００５３】
　また、照合部１５は、類似度を算出する際、一致するマニューシャごとに、そのマニュ
ーシャが歪みブロックに含まれるか否かに応じて重み付けを行ってもよい。この場合、照
合部１５は、例えば、次式に従って照合スコアSを算出する。

【数５】

Nmは、利用者の生体画像から抽出されたマニューシャの総数を表す。またCompareMinutia
e(k)は、利用者の生体画像から抽出されたマニューシャのうちのk(=1,2,...,Nm)番目のマ
ニューシャについての登録生体画像上のマニューシャとの一致度を表す。wkは、k番目の
マニューシャについて設定される重み係数である。
　照合部１５は、位置合わせをするマニューシャの組を変えつつ、（５）式に従って照合
スコアSを算出し、算出された照合スコアSの最大値を類似度とする。
【００５４】
　なお、k番目のマニューシャが含まれるブロックが歪みブロックである場合、重み係数w

kは、k番目のマニューシャが含まれるブロックが歪みの無いブロックである場合よりも小
さな値に設定されることが好ましい。これにより、照合部１５は、指紋の読み取り時の指
の動きなどによって生じた歪みによる照合精度の低下を抑制できる。例えば、k番目のマ
ニューシャが含まれるブロックが歪みブロックである場合、wkは0.4に設定され、k番目の
マニューシャが含まれるブロックが歪みの無いブロックである場合、wkは1に設定される
。
【００５５】
　また、複雑度増加ブロックでは、隆線間の間隔が狭くなること、または指表面の傷など
によってアーティファクトが生じる可能性が、複雑度減少ブロックよりも高く、そのアー
ティファクトが誤ってマニューシャとして検出される可能性がある。そこで、k番目のマ
ニューシャが含まれるブロックが複雑度増加ブロックである場合のwkは、k番目のマニュ
ーシャが含まれるブロックが複雑度減少ブロックである場合のwkよりも小さな値に設定さ
れてもよい。
【００５６】
　また一致度CompareMinutiae(k)は、例えば、利用者の生体画像から抽出されたk番目の
マニューシャと一致する登録生体画像上のマニューシャがあれば'100'となり、k番目のマ
ニューシャと一致する登録生体画像上のマニューシャが無ければ'0'となる。あるいは、
一致度CompareMinutiae(k)は、例えば、利用者の生体画像から抽出されたk番目のマニュ
ーシャの種別と一致する登録生体画像上のマニューシャの種別が同一であれば'100'とな
り、一方、それら二つのマニューシャの種別が異なれば'50'であってもよい。この場合も
、一致度CompareMinutiae(k)は、k番目のマニューシャと一致する登録生体画像上のマニ



(14) JP 5699845 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

ューシャが無ければ'0'となる。
【００５７】
　あるいは、照合部１５は、k番目のマニューシャが含まれるブロックの隆線方向と、そ
のマニューシャと一致する登録生体画像上のマニューシャが含まれるブロックの隆線方向
との角度差が小さいほど、一致度CompareMinutiae(k)を大きな値としてもよい。例えば、
二つのブロックの隆線方向の角度差の絶対値がDiffDirectionである場合、照合部１５は
、一致度CompareMinutiae(k)を(1/(1+DiffDirection))としてもよい。
【００５８】
　あるいはまた、照合部１５は、利用者の生体画像と登録生体情報が写った登録生体画像
との間でパターンマッチングを行うことにより類似度を算出してもよい。この場合、照合
部１５は、利用者の生体画像と登録生体画像に対する相対的な位置を変えつつ、正規化相
互相関係数を求め、その正規化相互相関値の最大値を類似値として算出する。この場合に
は、特徴量抽出部１４は省略されてもよい。
【００５９】
　照合部１５は、類似度を、登録利用者の識別情報とともに、認証判定部１６へ渡す。
【００６０】
　なお、利用者の識別情報が入力されていない場合、照合部１５は、各登録利用者につい
て、それぞれ指紋の類似度を求める。そして照合部１５は、指紋の類似度が最大となる登
録利用者を選択する。
　そして照合部１５は、類似度の最大値及びその最大値に対応する登録利用者の識別情報
を認証判定部１６へ渡す。
【００６１】
　認証判定部１６は、類似度を認証判定閾値と比較することで、利用者を登録利用者とし
て認証するか否かを判定する。例えば、認証判定部１６は、類似度が認証判定値以上とな
る場合、生体画像に写った利用者の指紋と登録利用者の指紋は一致すると判定する。そし
て認証判定部１６は、利用者を、その登録利用者として認証する。認証判定部１６は、利
用者を認証すると、その認証結果を処理部６へ通知する。そして処理部６は、認証された
利用者が生体認証装置１が実装された装置あるいは生体認証装置１が接続された装置を利
用することを許可する。
【００６２】
　一方、類似度が認証判定閾値未満となる場合、認証判定部１６は、利用者を認証せず、
利用者を認証しないことを処理部６へ通知する。この場合、処理部６は、認証されなかっ
た利用者が生体認証装置１が実装された装置あるいは生体認証装置１が接続された装置を
使用することを拒否する。また処理部６は、表示部２に、認証に失敗したことを示すメッ
セージを表示させてもよい。
【００６３】
　認証判定閾値は、登録利用者本人が利用者である場合にのみ、認証判定部１６が認証に
成功するような値に設定されることが好ましい。そして認証判定閾値は、登録利用者とは
異なる他人が利用者である場合には、認証判定部１６が認証に失敗するような値に設定さ
れることが好ましい。例えば、認証判定閾値は、類似度の取りうる最大値と最小値の差に
0.7を乗じた値を、類似度の最小値に加えた値とすることができる。
【００６４】
　登録部１７は、登録処理の実行時において、歪み検出部１３により生体画像上の生体情
報の歪みが照合精度に与える影響が許容限度内であると判定されると、入力部３を介して
入力された利用者の識別情報を、特徴量抽出部１４により抽出された特徴量情報とともに
記憶部５に記憶する。なお、照合部１５がパターンマッチングにより類似度を求める場合
には、登録部１７は、生体画像そのもの、または生体画像上の指紋領域に外接する矩形状
の領域を、利用者の識別情報とともに記憶部５に記憶する。これにより、利用者は、生体
認証装置１が実装された装置の使用が許可される登録利用者として登録される。
【００６５】
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　図４は、処理部６により実行される生体認証処理の動作フローチャートである。
　処理部６が生体情報取得部４から利用者の指紋が表された生体画像を受け取ると、処理
部６の画像分割部１０は、その生体画像を複数のブロックに分割する（ステップＳ１０１
）。そして処理部６の事前複雑度推定部１１は、ブロックごとに、隣接するブロックとの
隆線方向の変化に基づいて、事前複雑度Cp(i,j)を推定する（ステップＳ１０２）。また
、処理部６の事後複雑度算出部１２は、ブロックごとに、ブロックに写っている像の複雑
度を表す特徴量に基づいて事後複雑度Ca(i,j)を求める（ステップＳ１０３）。
【００６６】
　その後、処理部６の歪み検出部１３は、ブロックごとに、事後複雑度Ca(i,j)と事前複
雑度Cp(i,j)の差を求め、その差に基づいて歪みブロックである複雑度増加ブロック及び
複雑度減少ブロックを検出する（ステップＳ１０４）。そして歪み検出部１３は、複雑度
増加ブロックの総数Nextend及び複雑度減少ブロックの総数Nshrinkが閾値Th以下か否か判
定する（ステップＳ１０５）。
【００６７】
　複雑度増加ブロックの総数Nextendと複雑度減少ブロックの総数Nshrinkのうちの少なく
とも一方が閾値Thより大きい場合（ステップＳ１０５－Ｎｏ）、歪み検出部１３は、生体
画像上の指紋に歪みが有ると判定する。そして処理部６は、表示部２に指紋を再撮影する
旨のメッセージを表示させる（ステップＳ１０６）。そしてそのメッセージが表示されて
から所定期間（例えば、3秒～10秒）が経過した後、処理部６は、生体情報取得部４に利
用者の指紋を再撮影させる。そして処理部６は、再撮影された指紋が写った生体画像を生
体情報取得部４から受け取る（ステップＳ１０７）。その後、処理部６は、ステップＳ１
０１以降の手順を再実行する。
【００６８】
　一方、複雑度増加ブロックの総数Nextendと複雑度減少ブロックの総数Nshrinkの両方が
閾値Th以下である場合（ステップＳ１０５－Ｙｅｓ）、処理部６の特徴量抽出部１４は、
生体画像上の指紋の特徴を表す特徴量情報を求める（ステップＳ１０８）。そして処理部
６は、その特徴量情報を処理部６の照合部１５に渡す。さらに処理部６は、入力部３を介
して利用者の識別情報を取得している場合、その識別情報と一致する識別情報と関連付け
られた登録利用者の特徴量情報を記憶部５から読み出して、その特徴量情報を照合部１５
に渡す。一方、利用者の識別情報が入力されていない場合、処理部６は、全ての登録利用
者の特徴量情報を記憶部５から読み出して、各特徴量情報及び対応する登録利用者の識別
情報を照合部１５へ渡す。
【００６９】
　照合部１５は、利用者の特徴量情報と登録利用者の特徴量情報とに基づいて利用者の指
紋と登録利用者の指紋の類似度を算出する（ステップＳ１０９）。そして照合部１５は、
指紋の類似度とともに、登録利用者の識別情報を処理部６の認証判定部１６へ渡す。なお
、利用者の識別番号が得られていない場合には、照合部１５は、各登録利用者について求
めた利用者の指紋に対する類似度の最大値を求める。そして照合部１５は、その最大値と
ともに、その最大値に対応する登録利用者の識別情報を認証判定部１６へ渡す。
【００７０】
　認証判定部１６は、類似度が認証判定用閾値以上となるか否か判定する（ステップＳ１
１０）。
　類似度が認証判定用閾値以上である場合（ステップＳ１１０－Ｙｅｓ）、認証判定部１
６は、利用者を登録利用者として認証する（ステップＳ１１１）。
　一方、類似度が認証判定用閾値未満である場合（ステップＳ１１０－Ｎｏ）、認証判定
部１６は利用者を認証しない（ステップＳ１１２）。
　ステップＳ１１１またはＳ１１２の後、処理部６は、生体認証処理を終了する。なお、
処理部６は、ステップＳ１０３とステップＳ１０４の実行順序を入れ替えてもよい。
　また、処理部６が登録処理を行う場合、上記のステップＳ１０９～Ｓ１１２の手順の代
わりに、登録部１７が、利用者の識別情報とともに特徴量情報を記憶部５に記憶する手順
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を実行すればよい。
【００７１】
　以上に説明してきたように、この実施形態による生体認証装置は、生体画像を分割した
複数のブロックのうちの隣接するブロック間での隆線方向の変化に基づいて、ブロックご
とに、そのブロックに写っている指紋の一部が持つ本来の複雑度を推定する。またこの生
体認証装置は、ブロックごとに、像の複雑さを表す特徴量に基づいて、そのブロックに写
っている指紋の一部の複雑度を求める。そしてこの生体認証装置は、ブロックごとに、像
の複雑度と推定された指紋本来の複雑度とを比較することにより、事後的な要因に起因し
て複雑度が変化するブロックを、生体画像上の指紋に歪みのあるブロックとして検出する
。そのため、この生体認証装置は、参照用の生体画像を利用することなく、生体画像上の
指紋の歪みを検出できる。
【００７２】
　次に、生体情報処理装置の第２の実施形態による、生体認証装置について説明する。第
２の実施形態による生体認証装置は、照合処理の際に利用者の生体画像から抽出されたマ
ニューシャと登録利用者の登録生体画像から抽出されたマニューシャとを位置合わせする
ために利用される指紋の基準点を求める。そして生体認証装置は、その基準点の位置を検
出された歪みブロックに基づいて補正する。
　第２の実施形態による生体認証装置は、第１の実施形態による生体認証装置と比較して
、処理部により実現される機能のみが異なる。
　そこで以下では、第２の実施形態による生体認証装置が有する処理部の各構成要素のう
ち、第１の実施形態による生体認証装置の処理部の構成要素と相違する点について説明す
る。第２の実施形態による生体認証装置のその他の構成要素の詳細については、第１の実
施形態による生体認証装置の対応する構成要素についての説明を参照されたい。
【００７３】
　図５は、第２の実施形態による生体認証装置が有する処理部の機能ブロック図である。
図５に示されるように、処理部６は、画像分割部１０と、事前複雑度推定部１１と、事後
複雑度算出部１２と、歪み検出部１３と、特徴量抽出部１４と、照合部１５と、認証判定
部１６と、登録部１７と、基準点決定部１８と、基準点補正部１９とを有する。処理部６
が有するこれらの各部は、処理部６が有するプロセッサ上で実行されるコンピュータプロ
グラムによって実装される機能モジュールである。あるいは、処理部６が有するこれらの
各部は、ファームウェアとして生体認証装置１に実装されてもよい。
　なお、図５において、各構成要素には、図２に示された第１の実施形態による処理部の
対応する構成要素の参照番号と同一の参照番号を付した。第２の実施形態による生体認証
装置の処理部は、基準点決定部１８と基準点補正部１９とを有する点で、第１の実施形態
による生体認証装置の処理部と異なる。
【００７４】
　基準点決定部１８は基準点を求める。例えば、基準点決定部１８は、指紋領域の重心、
または、事前複雑度推定部１１により求められた隣接するブロック間での隆線方向の変化
の最大値に対応するブロックの中心を基準点とする。そして基準点決定部１８は、求めた
基準点の座標を基準点補正部１９へ渡す。なお、基準点決定部１８は、例えば、歪み検出
部１３が指紋領域を検出する処理と同様に、生体画像を、背景領域に含まれる画素の輝度
値の最大値に相当する２値化閾値を用いて２値化することにより指紋領域を検出する。
【００７５】
　基準点補正部１９は、基準点の位置を、検出された歪みブロックに応じて移動すること
で、生体画像に写った指紋に歪みが無い場合に基準点が示す指紋内の位置と移動後の基準
点が示す指紋内の位置を一致させる。
【００７６】
　図６（ａ）は、歪みの無い指紋の生体画像の模式図であり、図６（ｂ）は、歪みの有る
指紋の生体画像の模式図である。図６（ａ）に示されるように、歪みの無い指紋の生体画
像６００の指紋領域の重心６０１が基準点として設定されているとする。
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　ここで、利用者が生体情報取得部４のセンサ面に対して指の表面を過度に押し付けると
、指の表面の一部では指の表面が伸ばされ、隆線間の間隔が広くなる。一方、指の表面の
他の部分では、指の表面が伸ばされた部分の影響により逆に指の表面が圧縮され、その結
果として隆線間隔が狭くなる。
　そのため、図６（ｂ）に示されるように、歪みの有る指紋の生体画像６１０上では、例
えば、隆線間隔が広い部分６１１と、隆線間隔が狭い部分６１２とが生じる。その結果、
図６（ａ）における基準点６０１に対応する生体画像６１０上の位置６１３は、基準点６
０１よりも部分６１２に近い方へずれる。
【００７７】
　また、隆線間隔が広い部分６１１に対応するブロックの事後複雑度は低下し、その結果
、部分６１１に対応するブロックは複雑度減少ブロックとなる可能性が高い。一方、指を
隆線の間隔が狭い部分６１２に対応するブロックの事後複雑度は高くなり、その結果、部
分６１２に対応するブロックは複雑度増加ブロックとなる可能性が高い。したがって、基
準点の移動方向は、複雑度減少ブロックの重心から複雑度増加ブロックの重心へ向かう方
向と推定される。
【００７８】
　そこで基準点補正部１９は、検出された全ての複雑度減少ブロックの重心Gshrinkから
検出された全ての複雑度増加ブロックの重心Gextendに向かう方向へ基準点を移動させる
。したがって、基準点を移動させる方向の単位ベクトルVdは、次式で表される。
【数６】

【００７９】
　また、基準点補正部１９は、基準点の移動量Mを、例えば、次式のように生体画像につ
いてのブロックの総数Nallに対する歪みブロックの総数(Nextend+Nshrink)の比に基づい
て決定する。なお、移動量Δは、例えば、画素単位で表される。

【数７】

ここでMbは、基準移動量であり、例えば、全てのブロックが歪みの無いブロックである場
合の基準点に対する、全てのブロックが歪みブロックであるとした場合の基準点の位置変
化量であり、画素単位で表される。なお、この基準点の移動量Δは、生体画像に写った指
紋の歪みの量の推定値でもある。
【００８０】
　基準点補正部１９は、基準点の位置を、単位ベクトルVdの方向へ、移動量Mだけ移動さ
せる。そして基準点補正部１９は、補正後の基準点の位置を特徴量抽出部１４に渡す。
【００８１】
　特徴量抽出部１４は、第１の実施形態による特徴量抽出部による処理と同様の処理を行
って、マニューシャの位置を求める。そして特徴量抽出部１４は、抽出した各マニューシ
ャの位置を補正後の基準点を原点とする座標系で表す。特徴量抽出部１４は、各マニュー
シャの位置と補正後の基準点を含む特徴量情報を生成し、その特徴量情報を記憶部５に記
憶する。
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【００８２】
　照合部１５は、生体画像に表された利用者の指紋から抽出された各マニューシャと、登
録生体画像に表された登録利用者の指紋から抽出された各マニューシャを、補正後の基準
点同士を一致させるように位置合わせする。そして照合部１５は、補正後の基準点同士が
位置合わせされた状態で、例えば、（５）式に従って算出された照合スコアを、利用者の
指紋と登録利用者の指紋の類似度とする。
【００８３】
　この第２の実施形態によれば、生体認証装置は、照合処理を行う際、補正後の基準点に
基づいて利用者の指紋から抽出された各マニューシャと、登録生体画像に表された登録利
用者の指紋から抽出された各マニューシャを位置合わせする。そのため、この生体認証装
置は、照合処理の際に実行する位置合わせの回数を減らせるので、照合処理の演算量を低
減できる。さらにこの生体認証装置は、基準点の位置を歪みブロックに基づいて補正する
ので、指紋の読み取りの際の指の動きなどによって指の表面に偏りが生じても、正確に基
準点の位置を決定できるので、照合処理の際に対応するマニューシャ同士を正確に位置合
わせできる。そのため、この生体認証装置は、照合精度の低下を抑制できる。
【００８４】
　なお、第２の実施形態の変形例によれば、生体情報取得部は、エリアセンサを有し、そ
のエリアセンサによって複数の指の指紋を撮影し、複数の指の指紋が写った１枚の生体画
像を生成してもよい。
　この場合、基準点決定部は、指ごとに基準点を決定し、基準点補正部は、指ごとに基準
点の位置を補正する。基準点決定部は、指ごとに基準点を決定するために、生体画像上で
指紋領域を指ごとに区分する。そのために、基準点決定部は、例えば、歪み検出部が指紋
領域を検出する処理と同様に生体画像を２値化することにより指紋領域を検出する。そし
て基準点決定部は、垂直方向の列ごとに、指紋領域に含まれる画素の頻度を求め、その頻
度が極小値となる列を、隣接する二つの指の境界とする。そして基準点決定部は、指の境
界により複数に区分された指紋領域のそれぞれを、一つの指の指紋領域とする。
【００８５】
　基準点決定部は、指ごとに、その指の指紋領域の重心をその指の基準点とする。あるい
は、基準点決定部は、指ごとに、その指の指紋領域と少なくとも一部が重なるブロックを
求め、そのブロックのうちで隣接するブロック間の隆線方向の変化が最も大きいブロック
の中心をその指の基準点としてもよい。
【００８６】
　また、基準点補正部は、指ごとに、その指の指紋領域と少なくとも一部が重なるブロッ
クのうちで複雑度増加ブロックと複雑度減少ブロックを求める。そして基準点補正部は、
指ごとに、（６）式及び（７）式に従って、基準点の移動方向の単位ベクトル及び移動量
を求めればよい。この場合、注目する指について、（６）式における複雑度増加ブロック
の重心Gextendと複雑度減少ブロックの重心Gshrinkは、それぞれ、その注目する指の指紋
領域と少なくとも一部が重なるブロックのうちの複雑度増加ブロックの重心及び複雑度減
少ブロックの重心である。また、（７）式におけるNallは、注目する指の指紋領域と少な
くとも一部が重なるブロックの総数であり、Nextend及びNshrinkは、それぞれ、注目する
指の指紋領域と少なくとも一部が重なるブロックのうちの複雑度増加ブロックの数及び複
雑度減少ブロックの数である。
【００８７】
　さらに、特徴量抽出部は、各指の補正された基準点間の距離を、照合処理に用いられる
特徴量の一つとして算出してもよい。
　図７は、複数の指の指紋が写った生体画像の模式図である。生体画像７００には、３本
の指の指紋７０１～７０３が写っている。この場合、指紋７０１についての補正された基
準点７１１と指紋７０２についての補正された基準点７１２間の距離d1が特徴量として算
出される。同様に、補正された基準点７１１と指紋７０３についての補正された基準点７
１３間の距離d2及び補正された基準点７１２と補正された基準点７１３間の距離d3が特徴
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量として算出される。
【００８８】
　また、第１の実施形態または第２の実施形態の変形例によれば、生体情報取得部は、ス
ライド式の指紋センサを有してもよい。この場合、利用者が指紋センサのセンサ面に対し
て指を押し付けながら指の長手方向にスライドさせることにより、指紋センサが指紋の一
部が写った部分画像を順次生成し、その部分画像が連結されることで指紋全体が写った生
体画像が生成される。
【００８９】
　しかし、利用者が指をセンサ面に対して過度に押し付けると、指の表面が指紋センサに
引っかかることがある。このような場合、指の移動方向に沿って指の表面が圧縮されるの
で、隆線間隔が狭くなる。その結果、指紋センサに引っかかった部分に相当するブロック
の事後複雑度は高くなる。一方、その引っかかった部分に近接する部分では、逆に指の表
面が伸ばされることになり、その結果、隆線間隔が広くなる。そのため、その表面が伸ば
された部分に相当するブロックの事後複雑度は低くなる。そして指の移動中、数回指の表
面が指紋センサに引っかかると、指の移動方向に沿って、複雑度増加ブロックが多い領域
と複雑度減少ブロックが多い領域が交互に表れることになる。
【００９０】
　図８に、指の表面が指紋センサに複数回引っかかったときの生体画像から検出される複
雑度増加ブロックと複雑度減少ブロックの分布の一例を示す。
　生体画像をブロック単位に分割したブロック画像８００の垂直方向は、指の移動方向に
対応する。また領域８１０は、複雑度増加ブロックが含まれる領域であり、一方、領域８
２０は、複雑度減少ブロックが含まれる領域である。図８に示されるように、複雑度増加
ブロックが含まれる領域８１０と複雑度減少ブロックが含まれる領域８２０は、指紋領域
８０１内で、指の移動方向、すなわち垂直方向に沿って交互に表れる。
【００９１】
　そこで、歪み検出部は、ブロック単位の水平方向の行ごとに、複雑度増加ブロックの頻
度と複雑度減少ブロックの頻度を求める。そして歪み検出部は、複雑度増加ブロックの頻
度が極大値となる行と、複雑度減少ブロックの頻度が極大値となる行とを求める。そして
歪み検出部は、垂直方向に沿って、複雑度増加ブロックの頻度が極大値となる行と複雑度
減少ブロックの頻度が極大値となる行が交互に表れる場合、表示部に、指を過度に押圧し
過ぎていることを示すメッセージを表示させる。その後、処理部は、生体情報取得部に、
再度指紋を読み取らせる。
【００９２】
　また、指紋センサの両側端に、指の移動方向と平行な長手方向を持つガイド部材が形成
されていてもよい。この場合、利用者は、何れか一方のガイド部材に指を過度に押し付け
ながら、指を動かすことがある。そのため、生体画像上の指紋に歪みが生じることがある
。
【００９３】
　図９（ａ）は、ガイド部材を持つスライド式指紋センサの概略平面図である。図９（ｂ
）は、図９（ａ）の点線Ａにおける断面形状を示す図である。また図９（ｃ）は、スライ
ド式指紋センサの略中央に位置合わせされた状態で指を動かした場合に得られる生体画像
の模式図である。図９（ｄ）は、スライド式指紋センサの右側のガイド部材に指を押圧し
た状態で指を動かした場合に得られる生体画像の模式図である。
　スライド式センサ９００は、横方向に長いセンサ面９０１と、センサ面９０１の両側端
に設けられたガイド部材９０２、９０３を有する。ガイド部材９０２、９０３は、センサ
面９０１の長手方向（すなわち、横方向）と略直交する方向（すなわち、縦方向）に沿っ
て形成されている。ガイド部材９０２、９０３の上端は、それぞれ、センサ面９０１より
も高くなっており、そのため、ガイド部材９０２とガイド部材９０３で挟まれた部分が溝
状となっている。利用者が指をガイド部材９０２とガイド部材９０３の間を縦方向に移動
させることで、センサ面９０１の上方を指紋全体が通るので、スライド式指紋センサ９０
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０は、指紋が写った生体画像を生成できる。
【００９４】
　利用者が指を適切に移動させれば、図９（ｃ）に示されるように、歪みの無い指紋９１
１が写った生体画像９１０が生成される。しかし、利用者が、例えば、指の右側をガイド
部材９０２に過度に押圧しながら指を動かすと、指の表面の右側は圧縮されるので、隆線
間隔が狭くなる。一方、指の表面の左側は伸ばされ、その結果として指の表面の左側の隆
線間隔は広くなる。そのため、図９（ｄ）に示されるように、歪みのある指紋９１２が写
った生体画像９２０が生成される。この場合、生体画像９２０の右側に多数の複雑度増加
ブロックが存在し、一方、生体画像９２０の左側に多数の複雑度減少ブロックが存在する
ことになる。
【００９５】
　そこで、歪み検出部は、例えば、複雑度減少ブロックの重心Gshrinkから複雑度増加ブ
ロックの重心Gextendへ向かう方向を求める。歪み検出部は、その方向が指紋センサのセ
ンサ面に対する指の移動方向に対して45°以上の角度をなしていれば、指をガイド部材に
過度に押圧していると判定する。そして歪み検出部は、表示部に、指をガイド部材に過度
に押圧し過ぎていることを示すメッセージを表示させる。その後、処理部は、生体情報取
得部に、再度指紋を読み取らせる。
【００９６】
　また、他の変形例によれば、事後複雑度算出部は、指紋領域と少なくとも一部が重なる
ブロックについてのみ、特徴量及び事後複雑度を算出してもよい。これにより、指紋が写
っていない領域から算出される特徴量による、事後複雑度に対する影響をなくせるので、
事後複雑度算出部は、より正確に各ブロックの事後複雑度を評価できる。同様に、事前複
雑度推定部も、指紋領域と少なくとも一部が重なるブロックについてのみ、事前複雑度を
算出してもよい。
【００９７】
　さらに、本明細書に開示された生体情報処理装置及び生体情報処理方法は、利用者が何
らかの操作を行うために、利用者の生体情報と、予め登録された生体情報間で生体認証処
理を実行する、各種の装置またはシステムに適用可能である。
【００９８】
　図１０は、上記の各実施形態またはその変形例による生体情報処理装置が実装された、
コンピュータシステムの一例の概略構成図である。
　例えば、コンピュータシステム１００は、少なくとも１台の端末１１０とサーバ１２０
とを有する。そして端末１１０とサーバ１２０は、有線または無線の通信ネットワーク１
３０を介して接続される。なお、図１０において、コンピュータシステム１００が有する
構成要素のうち、図１に示した生体認証装置１が有する構成要素の何れかと対応する構成
要素には、生体認証装置１が有する構成要素の参照番号と同じ参照番号を付した。
【００９９】
　このシステムでは、端末１１０は、例えば、携帯電話機またはタブレット型端末といっ
た携帯端末、あるいは、固定的に設置される端末であり、表示部２、入力部３及び生体情
報取得部４を有する。さらに、端末１１０は、記憶部２１と、画像取得制御部２２と、イ
ンターフェース部２３とを有する。
　記憶部２１は、例えば、半導体メモリ回路を有し、生体情報取得部４により生成された
生体画像を一時的に記憶する。また画像取得制御部２２は、一つまたは複数のプロセッサ
とその周辺回路とを有し、端末１１０の各部を制御し、かつ、端末１１０で動作する各種
のプログラムを実行する。そして画像取得制御部２２は、生体情報取得部４により生成さ
れた生体画像を、端末１１０を通信ネットワーク１３０と接続するためのインターフェー
ス回路を有するインターフェース部２３を介してサーバ１２０へ送信する。さらに画像取
得制御部２２は、入力部３を介して入力されたユーザ識別情報もサーバ１２０へ送信して
もよい。
【０１００】
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　サーバ１２０は、記憶部５と、処理部６と、サーバ１２０を通信ネットワーク１３０と
接続するためのインターフェース回路を有するインターフェース部２４とを有する。サー
バ１２０の処理部６は、インターフェース部２４を介して受信した生体画像を用いて、上
記の各実施形態の何れかまたはその変形例による処理部が有する各機能を実現することに
より、生体認証処理を実行する。そしてサーバ１２０は、認証に成功したか否かの判定結
果をインターフェース部２４を介して端末１１０へ返信する。
【０１０１】
　あるいは、端末１１０の画像取得制御部２２が、上記の各実施形態による処理部の機能
のうち、画像分割部、事前複雑度推定部、事後複雑度算出部、歪み検出部、基準点検出部
、基準点補正部及び特徴量抽出部の処理を実行してもよい。この場合、端末１１０からサ
ーバ１２０へ、利用者の生体画像から抽出された特徴量情報と利用者の識別情報がサーバ
１２０へ送信されてもよい。一方、サーバ１２０の処理部６は、上記の各実施形態による
処理部の機能のうち、照合部、認証判定部及び登録部の処理のみを実行する。これにより
、サーバ１２０の負荷が軽減されるので、同時に多数の生体認証処理が実行されても、コ
ンピュータシステム１００は、利用者に対する待ち時間を抑制できる。
【０１０２】
　また、上記の各実施形態による処理部の機能をコンピュータに実現させる命令を有する
コンピュータプログラムは、磁気記録媒体、光記録媒体あるいは不揮発性の半導体メモリ
といった、記録媒体に記録された形で提供されてもよい。
【０１０３】
　ここに挙げられた全ての例及び特定の用語は、読者が、本発明及び当該技術の促進に対
する本発明者により寄与された概念を理解することを助ける、教示的な目的において意図
されたものであり、本発明の優位性及び劣等性を示すことに関する、本明細書の如何なる
例の構成、そのような特定の挙げられた例及び条件に限定しないように解釈されるべきも
のである。本発明の実施形態は詳細に説明されているが、本発明の精神及び範囲から外れ
ることなく、様々な変更、置換及び修正をこれに加えることが可能であることを理解され
たい。
【０１０４】
　以上説明した実施形態及びその変形例に関し、更に以下の付記を開示する。
（付記１）
　利用者の特定の部位の表面にある生体情報を表した生体画像を生成する生体情報取得部
と、
　前記生体画像を複数のブロックに分割する分割部と、
　前記複数のブロックのそれぞれについて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一
部の模様の方向と、当該ブロックに隣接するブロックに写っている前記生体情報の他の一
部の模様の方向との差に基づいて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一部の模様
の複雑さを表す事前複雑度を推定する事前複雑度推定部と、
　前記複数のブロックのそれぞれについて、当該ブロックに写っている像の複雑度を表す
特徴量に基づいて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一部の像の複雑さを表す事
後複雑度を算出する事後複雑度算出部と、
　前記複数のブロックのそれぞれについて、前記事後複雑度と前記事前複雑度とを比較し
、前記事後複雑度と前記事前複雑度とに差異があるブロックを、当該ブロックに写ってい
る前記生体情報の一部に歪みがある歪みブロックとして検出する歪み検出部と、
を有する生体情報処理装置。
（付記２）
　前記歪み検出部は、前記歪みブロックのうちの前記事前複雑度よりも前記事後複雑度が
小さいブロックの第１の重心を求め、かつ、前記歪みブロックのうちの前記事前複雑度よ
りも前記事後複雑度が大きいブロックの第２の重心を求め、前記第１の重心から前記第２
の重心へ向かう方向に基づいて、前記利用者が前記生体情報取得部に対して前記部位を押
圧した方向を推定する、付記１に記載の生体情報処理装置。
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（付記３）
　前記生体画像における前記歪みブロックのうちの前記事前複雑度よりも前記事後複雑度
が小さいブロックの数及び前記事前複雑度よりも前記事後複雑度が大きいブロックの数の
少なくとも一方が第１の閾値よりも多い場合、前記生体情報取得部は前記利用者の前記生
体情報を再度撮影して前記生体画像を再生成する、付記１または２に記載の生体情報処理
装置。
（付記４）
　前記生体画像における前記歪みブロックの数が第２の閾値よりも多い場合、前記生体情
報取得部は前記利用者の前記生体情報を再度撮影して前記生体画像を再生成する、付記１
または２に記載の生体情報処理装置。
（付記５）
　登録利用者の前記特定の部位の生体情報が写った登録生体画像から抽出された、当該生
体情報の少なくとも一つの第１の特徴点の位置を記憶する記憶部と、
　前記生体画像から前記利用者の前記特定の部位の生体情報の少なくとも一つの第２の特
徴点の位置を抽出する特徴量抽出部と、
　前記少なくとも一つの第１の特徴点と前記少なくとも一つの第２の特徴点の一致度合い
に応じて、前記登録利用者の前記特定の部位の生体情報と前記利用者の前記特定の部位の
生体情報との類似度を求める照合部とをさらに有し、
　前記照合部は、前記歪みブロック内に含まれる前記第２の特徴点についての前記第１の
特徴点との一致度合いに対する第１の重みを、前記歪みブロック内に含まれない前記第２
の特徴点についての前記第１の特徴点との一致度合いに対する第２の重みよりも小さくし
て前記類似度を求める、
付記１～４の何れか一項に記載の生体情報処理装置。
（付記６）
　前記生体画像に写った前記生体情報内の基準点を決定する基準点決定部と、
　前記基準点の位置を前記第１の重心から前記第２の重心へ向かう方向に沿って移動させ
ることにより、前記生体画像に写った前記生体情報に歪みが無い場合に当該基準点が示す
前記生体情報内の位置と前記移動後の前記基準点が示す前記生体情報内の位置を一致させ
る基準点補正部と、
をさらに有する付記２に記載の生体情報処理装置。
（付記７）
　利用者の特定の部位の表面にある生体情報を表した生体画像を生成し、
　前記生体画像を複数のブロックに分割し、
　前記複数のブロックのそれぞれについて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一
部の模様の方向と、当該ブロックに隣接するブロックに写っている前記生体情報の他の一
部の模様の方向との差に基づいて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一部の模様
の複雑さを表す事前複雑度を推定し、
　前記複数のブロックのそれぞれについて、当該ブロックに写っている像の複雑度を表す
特徴量に基づいて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一部の像の複雑さを表す事
後複雑度を算出し、
　前記複数のブロックのそれぞれについて、前記事後複雑度と前記事前複雑度とを比較し
、前記事後複雑度と前記事前複雑度とに差異があるブロックを、当該ブロックに写ってい
る前記生体情報の一部に歪みがある歪みブロックとして検出する、
ことを含む生体情報処理方法。
（付記８）
　利用者の特定の部位の表面にある生体情報を表した生体画像を複数のブロックに分割し
、
　前記複数のブロックのそれぞれについて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一
部の模様の方向と、当該ブロックに隣接するブロックに写っている前記生体情報の他の一
部の模様の方向との差に基づいて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一部の模様
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　前記複数のブロックのそれぞれについて、当該ブロックに写っている像の複雑度を表す
特徴量に基づいて、当該ブロックに写っている前記生体情報の一部の像の複雑さを表す事
後複雑度を算出し、
　前記複数のブロックのそれぞれについて、前記事後複雑度と前記事前複雑度とを比較し
、前記事後複雑度と前記事前複雑度とに差異があるブロックを、当該ブロックに写ってい
る前記生体情報の一部に歪みがある歪みブロックとして検出する、
ことをコンピュータに実行させる生体情報処理用コンピュータプログラム。
【符号の説明】
【０１０５】
　１　　生体認証装置（生体情報処理装置）
　２　　表示部
　３　　入力部
　４　　生体情報取得部
　５　　記憶部
　６　　処理部
　１０　　画像分割部
　１１　　事前複雑度推定部
　１２　　事後複雑度算出部
　１３　　歪み検出部
　１４　　特徴量抽出部
　１５　　照合部
　１６　　認証判定部
　１７　　登録部
　１８　　基準点決定部
　１９　　基準点補正部
　１００　　コンピュータシステム
　１１０　　端末
　１２０　　サーバ
　１３０　　通信ネットワーク
　２１　　記憶部
　２２　　画像取得制御部
　２３、２４　　インターフェース部
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