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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体情報をもちいて利用者の認証をおこなう生体認証装置であって、
　第１の生体情報を入力する第１の生体情報入力手段と、
　第２の生体情報を入力する第２の生体情報入力手段と、
　前記第１の生体情報の品質を判定する品質判定手段と、
　登録者ごとに前記第１の生体情報と前記第２の生体情報とを対応付け、さらに、前記第
１の生体情報の品質が所定値以上である第１の登録者のグループと、前記第１の生体情報
の品質が所定値未満である第２の登録者のグループとを区別可能に保持する登録者情報を
記憶する記憶手段と、
　前記利用者の前記第１の生体情報と前記登録者情報の照合により、前記利用者が前記登
録者の一人であるか否かの認証をおこなう第１の認証手段と、
　前記利用者の前記第２の生体情報と前記登録者情報の照合により、前記利用者が前記登
録者の一人であるか否かの認証をおこなう第２の認証手段と、
　前記第１の生体情報入力手段によって取得された前記利用者の第１の生体情報の品質が
、前記品質判定手段によって前記所定値以上であると判定された場合に、前記第１の登録
者のグループに含まれる各登録者の第１の生体情報との間で照合を実行することによって
前記利用者の第１の生体情報と所定の閾値以上の一致度を有する登録者を前記第１の認証
手段に認証させ、前記第１の生体情報入力手段によって取得された前記利用者の第１の生
体情報の品質が、前記品質判定手段によって前記所定値未満であると判定された場合に、
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前記第２の登録者のグループに含まれる各登録者の第２の生体情報との間で照合を実行す
ることによって前記利用者の第２の生体情報と所定の閾値以上の一致度を有する登録者を
前記第２の認証手段に認証させる認証制御手段と
　を備えたことを特徴とする生体認証装置。
【請求項２】
　前記認証制御手段は、前記第１の生体情報入力手段によって取得された前記利用者の第
１の生体情報の品質が、前記品質判定手段によって前記第１の所定値以上であり、かつ、
第２の所定値未満であると判定された場合に、前記第１の登録者のグループに対応する前
記登録者情報を照合対象として前記第１の認証手段による認証と前記第２の認証手段によ
る認証をおこなうことを特徴とする請求項１に記載の生体認証装置。
【請求項３】
　前記認証制御手段は、前記第１の生体情報入力手段によって取得された前記利用者の第
１の生体情報の品質が、前記品質判定手段によって前記第１の所定値以上であり、かつ、
第２の所定値未満であると判定された場合に、前記第１の登録者のグループに対応する前
記登録者情報を照合対象として前記第１の認証手段による認証をおこなって一致度が所定
以上の登録者を抽出し、抽出された登録者に対応する前記登録者情報を照合対象として前
記第２の認証手段による認証をおこなうことを特徴とする請求項２に記載の生体認証装置
。
【請求項４】
　前記認証制御手段は、前記品質判定手段の結果に応じて、前記第１の認証手段が認証を
おこなうためにもちいる、前記利用者の第１の生体情報と前記登録者情報に含まれる第１
の生体情報との一致度の閾値を変更することを特徴とする請求項１または２に記載の生体
認証装置。
【請求項５】
　前記登録者情報は、前記第１の生体情報および前記第２の生体情報を環境の変化に対応
付けて、登録者ごとに複数保持することを特徴とする請求項１または２に記載の生体認証
装置。
【請求項６】
　前記登録者情報は、複数種類の照合情報を登録者と対応付けて保持することを特徴とす
る請求項１または２に記載の生体認証装置。
【請求項７】
　生体情報をもちいて利用者の認証をおこなう生体認証プログラムであって、
　第１の生体情報を入力する第１の生体情報入力手順と、
　第２の生体情報を入力する第２の生体情報入力手順と、
　前記第１の生体情報の品質を判定する品質判定手順と、
　登録者ごとに前記第１の生体情報と前記第２の生体情報とを対応付け、さらに、前記第
１の生体情報の品質が所定値以上である第１の登録者のグループと、前記第１の生体情報
の品質が所定値未満である第２の登録者のグループとを区別可能に保持する登録者情報と
、前記利用者の前記第１の生体情報との照合により、前記利用者が前記登録者の一人であ
るか否かの認証をおこなう第１の認証手順と、
　前記利用者の前記第２の生体情報と前記登録者情報の照合により、前記利用者が前記登
録者の一人であるか否かの認証をおこなう第２の認証手順と、
　前記第１の生体情報入力手順によって取得された前記利用者の第１の生体情報の品質が
、前記品質判定手順によって前記所定値以上であると判定された場合に、前記第１の登録
者のグループに含まれる各登録者の第１の生体情報との間で照合を実行することによって
前記利用者の第１の生体情報と所定の閾値以上の一致度を有する登録者を前記第１の認証
手順に認証させ、前記第１の生体情報入力手順によって取得された前記利用者の第１の生
体情報の品質が、前記品質判定手順によって前記所定値未満であると判定された場合に、
前記第２の登録者のグループに含まれる各登録者の第２の生体情報との間で照合を実行す
ることによって前記利用者の第２の生体情報と所定の閾値以上の一致度を有する登録者を
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前記第２の認証手順に認証させる認証制御手順と
　をコンピュータに実行させることを特徴とする生体認証プログラム。
【請求項８】
　前記認証制御手順は、前記第１の生体情報入力手順によって取得された前記利用者の第
１の生体情報の品質が、前記品質判定手順によって前記第１の所定値以上であり、かつ、
第２の所定値未満であると判定された場合に、前記第１の登録者のグループに対応する前
記登録者情報を照合対象として前記第１の認証手順による認証と前記第２の認証手順によ
る認証をおこなうことを特徴とする請求項７に記載の生体認証プログラム。
【請求項９】
　第１の生体情報を入力する第１の生体情報入力手段と、
　第２の生体情報を入力する第２の生体情報入力手段と、
　前記第１の生体情報の品質を判定する品質判定手段と、
　登録者ごとに前記第１の生体情報と前記第２の生体情報とを対応付け、さらに、前記第
１の生体情報の品質が所定値以上である第１の登録者のグループと、前記第１の生体情報
の品質が所定値未満である第２の登録者のグループとを区別可能に保持する登録者情報を
記憶する記憶手段と、
　利用者の第１の生体情報と前記登録者情報の照合により、前記利用者が前記登録者の一
人であるか否かの認証をおこなう第１の認証手段と、
　前記利用者の第２の生体情報と前記登録者情報の照合により、前記利用者が前記登録者
の一人であるか否かの認証をおこなう第２の認証手段と
　を備えた生体認証装置において前記利用者の生体認証をおこなう複合型生体認証方法で
あって、
　前記第１の生体情報入力手段によって取得された前記利用者の第１の生体情報の品質を
、前記品質判定手段において判定する工程と、
　前記品質判定手段によって、前記利用者の第１の生体情報の品質が所定値以上であると
判定された場合に、前記第１の登録者のグループに含まれる各登録者の第１の生体情報と
の間で照合を実行することによって前記利用者の第１の生体情報と所定の閾値以上の一致
度を有する登録者を前記第１の認証手段において認証させる工程と、
　前記品質判定手段によって、前記利用者の第１の生体情報の品質が前記所定値未満であ
ると判定された場合に、前記第２の登録者のグループに含まれる各登録者の第２の生体情
報と所定の閾値以上の一致度を有する登録者を第２の認証手段において認証させる工程と
　を含んだことを特徴とする複合型生体認証方法。
【請求項１０】
　前記第１の生体情報入力手段によって取得された前記利用者の第１の生体情報の品質が
、前記品質判定手段によって前記第１の所定値以上であり、かつ、第２の所定値未満であ
ると判定された場合に、前記第１の登録者のグループに対応する前記登録者情報を照合対
象として前記第１の認証手段による認証と前記第２の認証手段による認証をおこなう工程
をさらに含んだことを特徴とする請求項９に記載の複合型生体認証方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、生体情報をもちいて利用者の認証をおこなう生体認証装置、生体認証プロ
グラムおよび複合型生体認証方法に関し、特に、高速かつ高対応率の生体認証を実現する
ことができる生体認証装置、生体認証プログラムおよび複合型生体認証方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、複数の生体認証方式を組み合わせて認証をおこなう複合型生体認証方法が知
られている。複合型生体認証方法は、認証精度を向上させることができる反面、複数の生
体認証方式を実行する必要があるため、認証に要する時間が長くなるという欠点があった
。
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【０００３】
　この欠点を解消するため、特許文献１には、第１の生体認証方式でもちいる生体情報と
、第２の生体認証方式でもちいる生体情報とを一度に取得することにより、認証に要する
時間を短縮化する技術が開示されている。また、特許文献２には、第１の生体認証方式に
よって候補者を絞り込み、絞り込んだ候補者を対象として第２の生体認証方式を実行する
ことにより、第２の生体認証方式の処理時間を短縮化する技術が開示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１６８６２７号公報
【特許文献２】特開２００５－２７５５０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の従来技術には、未対応者への考慮がなされていないという問題が
あった。例えば、代表的な生体認証方式である指紋認証の場合、指紋が磨耗している等の
理由により、数％の人が未対応者となる。
【０００６】
　従来の複合型生体認証方法では、認証を受ける利用者が、その複合型生体認証方法に含
まれる全ての生体認証方式に対応できることが前提となっており、いずれかの生体認証方
式に対応することができない利用者は、認証を受けることができなかった。
【０００７】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するためになされたものであり、高
速かつ高対応率の生体認証を実現することができる生体認証装置、生体認証プログラムお
よび複合型生体認証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】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明の一つの態様では、生体情報をも
ちいて利用者の認証をおこなう生体認証装置であって、第１の生体情報を入力する第１の
生体情報入力手段と、第２の生体情報を入力する第２の生体情報入力手段と、前記第１の
生体情報の品質を判定する品質判定手段と、登録者ごとに前記第１の生体情報と前記第２
の生体情報とを対応付け、さらに、前記第１の生体情報の品質が所定値以上である第１の
登録者のグループと、前記第１の生体情報の品質が所定値未満である第２の登録者のグル
ープとを区別可能に保持する登録者情報を記憶する記憶手段と、前記利用者の第１の生体
情報と前記登録者情報の照合により、前記利用者が前記登録者の一人であるか否かの認証
をおこなう第１の認証手段と、前記利用者の第２の生体情報と前記登録者情報の照合によ
り、前記利用者が前記登録者の一人であるか否かの認証をおこなう第２の認証手段と、前
記第１の生体情報入力手段によって取得された前記利用者の第１の生体情報の品質が、前
記品質判定手段によって所定値以上であると判定された場合に、前記第１の登録者のグル
ープに対応する前記登録者情報を照合対象として前記第１の認証手段による認証をおこな
い、前記第１の生体情報入力手段によって取得された前記利用者の第１の生体情報の品質
が、前記品質判定手段によって前記所定値未満であると判定された場合に、前記第２の登
録者のグループに対応する前記登録者情報を照合対象として前記第２の認証手段による認
証をおこなう認証制御手段とを備えたことを特徴とする。
【０００９】
　この発明の態様によれば、高速認証方式に対応している登録者と高速認証方式に対応し
ていない登録者を予め区別して登録しておき、認証実行時に、利用者の生体情報の品質を
判定して、高速認証方式に対応していると判定された利用者は、高速認証方式をもちいて
認証し、高速認証方式に対応していないと判定された利用者は、予め区別して登録されて
いる、高速認証方式に対応していない登録者のみを対象として高対応率認証方式をもちい
て認証することとしたので、高速かつ高対応率の生体認証を実現することができる。
【００１０】
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　また、本発明の他の態様では、生体情報をもちいて利用者の認証をおこなう生体認証装
置であって、第１の生体情報を入力する第１の生体情報入力手段と、第２の生体情報を入
力する第２の生体情報入力手段と、前記第１の生体情報の品質を判定する品質判定手段と
、登録者ごとに前記第１の生体情報と前記第２の生体情報とを対応付け、さらに、前記第
１の生体情報の品質が第１の所定値以上である第１の登録者のグループと、前記第１の生
体情報の品質が前記第１の所定値未満である第２の登録者のグループとを区別可能に保持
する登録者情報を記憶する記憶手段と、前記利用者の前記第１の生体情報と前記登録者情
報の照合により、前記利用者が前記登録者の一人であるか否かの認証をおこなう第１の認
証手段と、前記利用者の前記第２の生体情報と前記登録者情報の照合により、前記利用者
が前記登録者の一人であるか否かの認証をおこなう第２の認証手段と、前記第１の生体情
報入力手段によって取得された前記利用者の第１の生体情報の品質が、前記品質判定手段
によって前記第１の所定値以上であり、かつ、第２の所定値未満であると判定された場合
に、前記第１の登録者のグループに対応する前記登録者情報を照合対象として前記第１の
認証手段による認証と前記第２の認証手段による認証をおこなう認証制御手段とを備えた
ことを特徴とする。
【００１１】
　この発明の態様によれば、高速認証方式に対応しているが、高速認証方式のみでは十分
精度良く認証することができないと判定された利用者は、高速認証方式と高対応率認証方
式を組み合わせて認証することとしたので、認証の精度を向上させることができる。
【００１２】
　また、本発明の他の態様では、上記の発明の態様において、前記認証制御手段は、前記
第１の生体情報入力手段によって取得された前記利用者の第１の生体情報の品質が、前記
品質判定手段によって前記第１の所定値以上であり、かつ、第２の所定値未満であると判
定された場合に、前記第１の登録者のグループに対応する前記登録者情報を照合対象とし
て前記第１の認証手段による認証をおこなって一致度が所定以上の登録者を抽出し、抽出
された登録者に対応する前記登録者情報を照合対象として前記第２の認証手段による認証
をおこなうことを特徴とする。
【００１３】
　この発明の態様によれば、高速認証方式と高対応率認証方式を組み合わせて認証をおこ
なう場合に、高速認証方式による認証で候補者を絞り込んだ後で、その候補者を対象とし
て高対応率認証方式による認証を実行することとしたので、認証の精度を向上させつつ、
処理速度の低化を防止することができる。
【００１４】
　また、本発明の他の態様では、上記の発明の態様において、前記認証制御手段は、前記
品質判定手段の結果に応じて、前記第１の認証手段が認証をおこなうためにもちいる、前
記利用者の第１の生体情報と前記登録者情報に含まれる第１の生体情報との一致度の閾値
を変更することを特徴とする。
【００１５】
　この発明の態様によれば、利用者から取得した生体情報の品質に応じて、認証にもちい
る一致度の閾値を変更することとしたので、認証の精度や認識率を最適化することができ
る。
【００１６】
　また、本発明の他の態様では、上記の発明の態様において、前記登録者情報は、前記第
１の生体情報および前記第２の生体情報を環境の変化に対応付けて、登録者ごとに複数保
持することを特徴とする。
【００１７】
　この発明の態様によれば、利用者ごとに環境に対応付けて複数の生体情報を登録してお
くこととしたので、利用者から生体情報を取得する環境の変化に関わりなく精度良く生体
認証をおこなうことができる。
【００１８】
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　また、本発明の他の態様では、上記の発明の態様において、前記登録者情報は、複数種
類の照合情報を登録者と対応付けて保持することを特徴とする。
【００１９】
　この発明の態様によれば、利用者ごとに複数種類の生体情報を登録しておくこととした
ので、生体認証方式の変化に対応することができる。
【００２０】
　なお、本発明の構成要素、表現または構成要素の任意の組合せを、方式、装置、システ
ム、コンピュータプログラム、記録媒体、データ構造などに適用したものも本発明の態様
として有効である。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の一つの態様によれば、高速認証方式に対応している登録者と高速認証方式に対
応していない登録者を予め区別して登録しておき、認証実行時に、利用者の生体情報の品
質を判定して、高速認証方式に対応していると判定された利用者は、高速認証方式をもち
いて認証し、高速認証方式に対応していないと判定された利用者は、予め区別して登録さ
れている、高速認証方式に対応していない登録者のみを対象として高対応率認証方式をも
ちいて認証することとしたので、利用者が高速認証方式に対応できない場合を含めて、高
速かつ高対応率の生体認証を実現することができるという効果を奏する。
【００２２】
　また、本発明の一つの態様によれば、高速認証方式に対応しているが、高速認証方式の
みでは十分精度良く認証することができないと判定された利用者は、高速認証方式と高対
応率認証方式を組み合わせて認証することとしたので、認証の精度を向上させることがで
きるという効果を奏する。
【００２３】
　また、本発明の一つの態様によれば、高速認証方式と高対応率認証方式を組み合わせて
認証をおこなう場合に、高速認証方式による認証で候補者を絞り込んだ後で、その候補者
を対象として高対応率認証方式による認証を実行することとしたので、認証の精度を向上
させつつ、処理速度の低化を防止することができるという効果を奏する。
【００２４】
　また、本発明の一つの態様によれば、利用者から取得した生体情報の品質に応じて、認
証にもちいる一致度の閾値を変更することとしたので、認証の精度や認識率を最適化する
ことができるという効果を奏する。
【００２５】
　また、本発明の一つの態様によれば、利用者ごとに環境に対応付けて複数の生体情報を
登録しておくこととしたので、利用者から生体情報を取得する環境の変化に関わりなく精
度良く生体認証をおこなうことができるという効果を奏する。
【００２６】
　また、本発明の一つの態様によれば、利用者ごとに複数種類の生体情報を登録しておく
こととしたので、生体認証方式の変化に対応することができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る生体認証装置、生体認証プログラムおよび複
合型生体認証方法の好適な実施の形態を詳細に説明する。
【実施例１】
【００２８】
　まず、本実施例に係る複合型生体認証方法の概要について説明する。本実施例に係る複
合型生体認証方法は、認証処理を高速に実行することができる生体認証方式（以下、「高
速認証方式」という）と、対応可能な人の割合が高い生体認証方式（以下、「高対応率認
証方式」という）とを組み合わせて認証をおこなう。
【００２９】
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　高速認証方式は、例えば、指紋認証方式である。指紋認証方式は、指紋情報の特徴量を
数値化して比較することにより、認証処理を高速に実行することができる反面、指紋の磨
耗等の理由により、対応できない人の割合が比較的高い。
【００３０】
　高対応率認証方式は、例えば、静脈認証方式である。静脈認証方式は、手のひらの内部
の静脈の形状をパターンマッチングにより比較するため、認証処理の実行に時間を要する
反面、ほとんどの人に対応することができる。静脈の形状は、生体の内部の情報であり、
指紋のように磨耗等の影響を受けることがないためである。
【００３１】
　本実施例に係る複合型生体認証方法は、高速認証方式と高対応率認証方式を組み合わせ
て、高速かつ高対応率の生体認証を実現する。これを実現するため、本実施例に係る複合
型生体認証方法では、照合対象となる登録者の情報（以下、「登録者情報」という）を予
め２つのグループに分類しておく。
【００３２】
　ここでいう登録者情報とは、登録者の各種属性情報と、高速認証方式のために予め登録
者から取得された生体情報と、高対応率認証方式のために予め登録者から取得された生体
情報とを対応付けて保持する情報である。
【００３３】
　第１のグループは、高速認証方式のために予め取得された生体情報が高品質な登録者の
グループ、すなわち、高速認証方式だけでも十分に精度良く認証をおこなうことができる
登録者のグループである。そして、第２のグループは、高速認証方式のために予め取得さ
れた生体情報が低品質な登録者のグループ、典型的には、高速認証方式では対応できない
登録者のグループである。
【００３４】
　高速認証方式として指紋認証方式を採用したとすると、指紋認証方式における未対応率
は数％であるため、第２のグループには、全体の数％程度の登録者が属し、その他の大部
分の登録者は、第１のグループに属することになる。
【００３５】
　本実施例に係る複合型生体認証方法は、認証の実行に際して、まず、利用者から高速認
証方式のための生体情報を取得し、その品質を判定する。そして、品質が十分高品質であ
ると判定された場合は、第１のグループを対象として、高速認証方式をもちいて認証を実
行する。
【００３６】
　一方、高速認証方式のために取得された生体情報の品質が十分高品質ではないと判定さ
れた場合は、利用者から高対応率認証方式のための生体情報を取得し、第２のグループを
対象として、高対応率認証方式をもちいて認証を実行する。
【００３７】
　この方式によれば、高速認証方式に対応している利用者は、高速認証方式をもちいて認
証されるため、短い時間で認証を受けることができる。また、高速認証方式に対応してい
ない利用者も、予めグループ分けされた少数の登録者を対象として高対応率認証方式によ
る認証がおこなわれるため、高対応率認証方式が低速であっても、十分に短い時間で認証
を受けることができる。
【００３８】
　次に、上述した本実施例に係る複合型生体認証方法を実行する生体認証装置１００の構
成について説明する。図１は、本実施例に係る生体認証装置１００の構成を示す機能ブロ
ック図である。同図に示すように、生体認証装置１００は、生体情報入力部１１０ａと、
生体情報入力部１１０ｂと、ユーザインターフェース部１２０と、制御部１３０と、記憶
部１４０とを有する。
【００３９】
　生体情報入力部１１０ａは、高速認証方式のための生体情報を取得する処理部である。
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例えば、生体認証装置１００が高速認証方式として指紋認証方式を採用している場合、生
体情報入力部１１０ａは、指紋センサに相当する。
【００４０】
　生体情報入力部１１０ｂは、高対応率認証方式のための生体情報を取得する処理部であ
る。例えば、生体認証装置１００が高対応率認証方式として静脈認証方式を採用している
場合、生体情報入力部１１０ｂは、静脈センサに相当する。
【００４１】
　ユーザインターフェース部１２０は、利用者や生体認証装置１００の管理者に対して各
種メッセージを表示したり、指示等の入力を受け付けたりするインターフェース部であり
、モニタやキーボード等からなる。
【００４２】
　制御部１３０は、生体認証装置１００を全体制御する制御部であり、認証制御部１３１
と、品質判定部１３２と、登録部１３３と、認証部１３４ａと、認証部１３４ｂとを有す
る。認証制御部１３１は、本実施例に係る複合型生体認証方法を実行するために、装置内
の各部を制御する制御部である。認証制御部１３１の詳細な制御手順については後述する
。
【００４３】
　品質判定部１３２は、生体情報入力部１１０ａにおいて取得された高速認証方式のため
の生体情報の品質を判定する処理部である。ここでいう品質とは、生体認証に適した生体
情報であるかどうかを意味し、生体認証に適した生体情報ほど品質が高いと判定される。
【００４４】
　例えば、生体認証装置１００が高速認証方式として指紋認証方式を採用している場合、
品質判定部１３２は、生体情報入力部１１０ａにおいて取得された指紋画像のノイズの量
や画素単位の輝度の分布等を測定し、隆線が明瞭であると評価される指紋画像を品質が高
いと判定する。なお、生体情報の品質の測定方法は、採用する生体認証方式に合わせて、
適宜変更することができる。
【００４５】
　品質判定部１３２は、生体情報の評価結果として品質値を出力する。品質値は、例えば
、品質が高い順から１０～１のような数値で表現される。ここで、指紋画像の場合を例に
して、品質判定部１３２による評価の具体例を示す。
【００４６】
　図８－１は、高品質な指紋画像の例を示しており、これらの指紋画像は、品質値が例え
ば１０～９と判定される。図８－２は、通常の品質の指紋画像の例を示しており、これら
の指紋画像は、品質値が例えば８～６と判定される。図８－３は、品質が劣る指紋画像の
例を示しており、これらの指紋画像は、品質値が例えば５～３と判定される。そして、図
８－４は、生体認証に対応できない指紋画像の例を示しており、これらの指紋画像は、品
質値が例えば２～１と判定される。
【００４７】
　登録部１３３は、登録者情報を記憶部１４０に記憶させる処理部である。登録部１３３
は、登録者情報に含まれる高速認証方式のための生体情報の品質に基づいて、高速認証方
式に対応できる登録者と、対応できない登録者とを区別して登録をおこなう。ここで、登
録者情報の登録の手順について説明しておく。
【００４８】
　生体認証装置１００が、新たな登録者情報を登録するように求められた場合、まず、認
証制御部１３１が、生体情報入力部１１０ａに対して、高速認証方式のための生体情報を
取得するように指示し、生体情報入力部１１０ｂに対して、高対応率認証方式のための生
体情報を取得するように指示し、ユーザインターフェース部１２０に対し、登録者の氏名
等の属性情報を取得するように指示する。
【００４９】
　続いて、認証制御部１３１は、品質判定部１３２に対して、生体情報入力部１１０ａに
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おいて取得された生体情報の品質を判定するように指示する。そして、認証制御部１３１
は、取得された生体情報および属性情報と、品質判定部１３２の判定結果とを登録部１３
３へ送信し、登録者情報として登録するように指示する。
【００５０】
　指示を受けた登録部１３３は、品質判定部１３２の判定結果である品質値を所定値と比
較し、その比較結果が、当該の登録者が高速認証方式に対応できることを示していれば、
送信された情報を記憶部１４０の登録者情報１４１ａに登録し、品質判定部１３２の判定
結果が、当該の登録者が高速認証方式に対応できないことを示していれば、送信された情
報を記憶部１４０の登録者情報１４１ｂに登録する。
【００５１】
　なお、ここでいう所定値とは、登録者情報を、高速認証方式に対応可能なグループと対
応不可能なグループに分類するための基準値であり、高速認証方式の種別や品質判定部１
３２の判定精度等に応じて適宜適切な値が設定される。
【００５２】
　登録者情報１４１ａは、高品質であり高速認証方式に対応可能な登録者の情報を保持す
る登録者情報であり、図２に示すように、登録者番号や氏名といった登録者の属性情報と
、高速認証方式のための生体情報およびその品質値と、高対応率認証方式のための生体情
報とを対応付けて保持する。登録者情報１４１ａに保持される生体情報は、生体情報入力
部１１０ａや生体情報入力部１１０ｂにおいて取得された生体情報そのもの、もしくは、
特徴量を抽出した結果である。登録者情報１４１ｂは、低品質であり高速認証方式に対応
できない登録者の情報を保持する登録者情報であり、登録者情報１４１ａと同様のデータ
構成を有する。
【００５３】
　なお、必ずしも、登録者情報１４１ａと登録者情報１４１ｂを物理的に区別しておく必
要はなく、高速認証方式に対応可能な登録者と対応できない登録者を容易に判別できるよ
うになっていればよい。また、登録者情報を、高速認証方式に対応可能な登録者と対応で
きない登録者とに完全に二分する必要はなく、品質値が１０～２の登録者を高速認証方式
に対応可能な登録者とし、品質値が３～１の登録者を高速認証方式に対応できない登録者
とするように、境界付近の登録者が重複していてもよい。
【００５４】
　また、生体認証装置１００において、登録部１３３は、必須の構成要素ではなく、他の
装置において登録された登録者情報を記憶部１４０に転送することとしてもよいし、他の
装置において登録され、保持されている登録者情報を、生体認証装置１００がネットワー
ク経由でアクセスすることとしてもよい。
【００５５】
　図１の説明に戻って、認証部１３４ａは、高速認証方式による生体認証をおこなう処理
部である。認証部１３４ａは、生体情報入力部１１０ａにおいて取得された生体情報と、
登録者情報１４１ａに含まれる各登録者の高速認証用の生体情報とを照合して、生体認証
をおこなう。なお、生体認証による本人認証をおこなう場合、精度を重視して、生体情報
の一致率が閾値以上でかつ最高の一致率を示した登録者を本人と認証してもよいし、高速
性を重視して、生体情報の一致率が閾値以上となった最初の登録者を本人と認証してもよ
い。なお、一致率は、生体情報の一致度を評価する基準の一例であり、生体情報の一致度
を評価する基準として他の値をもちいることとしてもよい。
【００５６】
　認証部１３４ｂは、高対応率認証方式による生体認証をおこなう処理部である。認証部
１３４ｂは、生体情報入力部１１０ｂにおいて取得された生体情報と、登録者情報１４１
ｂに含まれる各登録者、もしくは、登録者情報１４１ａに含まれる一部の登録者の高対応
率認証用の生体情報とを照合して、生体認証をおこなう。なお、生体認証による本人認証
をおこなう場合、精度を重視して、生体情報の一致率が閾値以上でかつ最高の一致率を示
した登録者を本人と認証してもよいし、高速性を重視して、生体情報の一致率が閾値以上
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となった最初の登録者を本人と認証してもよい。
【００５７】
　次に、生体認証を実行する場合における生体認証装置１００の処理手順について説明す
る。図３は、生体認証装置１００の処理手順を示すフローチャートである。この処理手順
においては、まず、認証制御部１３１は、生体情報入力部１１０ａに指示して、高速認証
方式のための生体情報を取得させ（ステップＳ１０１）、取得された生体情報の品質を品
質判定部１３２に判定させる（ステップＳ１０２）。
【００５８】
　そして、認証制御部１３１は、品質判定部１３２の判定結果として得られた品質値を所
定の閾値と比較して、ステップＳ１０１において取得された高速認証方式のための生体情
報が十分な品質をもっているか否かを判定する。なお、ここでいう閾値とは、認証処理時
に得られた生体情報の品質が生体認証に適した品質を十分にもっているか否かを判断する
ための基準値であり、前述の所定値（登録者情報の登録時に生体情報の品質を判断するた
めの基準値）と異なる値であってもよい。
【００５９】
　そして、判定された品質値が閾値以上ならば、すなわち、利用者が高速認証方式に対応
可能な人であれば（ステップＳ１０３肯定）、認証制御部１３１は、認証部１３４ａに指
示して、登録者情報１４１ａを対象として高速認証方式による生体認証処理を実行させる
（ステップＳ１０４）。
【００６０】
　一方、判定された品質値が閾値未満ならば、すなわち、利用者が高速認証方式に対応で
きない人であれば（ステップＳ１０３否定）、認証制御部１３１は、生体情報入力部１１
０ｂに指示して、高対応率認証方式のための生体情報を取得させ（ステップＳ１０５）、
認証部１３４ｂに指示して、登録者情報１４１ｂを対象として高対応率認証方式による生
体認証処理を実行させる（ステップＳ１０６）。
【００６１】
　この処理手順では、高速認証方式に対応している利用者は、高速認証方式をもちいて認
証されるため、短い時間で認証を受けることができる。また、高速認証方式に対応してい
ない利用者は、予めグループ分けされた少数の登録者を対象として高対応率認証方式によ
る認証がおこなわれるため、高対応率認証方式が低速であっても、十分に短い時間で認証
を受けることができる。
【００６２】
　なお、上記の処理手順の説明において言及した各閾値は、認証処理に求められる精度や
処理速度等に応じて適宜変更できるものとする。
【００６３】
　また、上記の処理手順において、品質判定部１３２による生体情報の品質の評価結果に
応じてそれ以降の認証処理にもちいる閾値を動的に変更することとしてもよい。例えば、
品質判定部１３２により、取得された高速認証用の生体情報の品質が高いと判定された場
合は、本人を特定するための一致率の閾値を高くすることにより、精度良く認証をおこな
うことができる。また、品質判定部１３２により、取得された高速認証用の生体情報の品
質が低いと判定された場合は、本人を特定するための一致率の閾値を低くすることにより
、認識率を向上させることができる。
【００６４】
　ところで、図１に示した本実施例に係る生体認証装置１００の構成は、本発明の要旨を
逸脱しない範囲で種々に変更することができる。例えば、生体認証装置１００の制御部１
３０の機能をソフトウェアとして実装し、これをコンピュータで実行することにより、生
体認証装置１００と同等の機能を実現することもできる。以下に、制御部１３０の機能を
ソフトウェアとして実装した生体認証プログラム１０８１を実行するコンピュータの一例
を示す。
【００６５】
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　図４は、生体認証プログラム１０８１を実行するコンピュータ１０００を示す機能ブロ
ック図である。このコンピュータ１０００は、各種演算処理を実行するＣＰＵ（Central 
Processing Unit）１０１０と、ユーザからのデータの入力を受け付ける入力装置１０２
０と、各種情報を表示するモニタ１０３０と、記録媒体からプログラム等を読み取る媒体
読取り装置１０４０と、ネットワークを介して他のコンピュータとの間でデータの授受を
おこなうネットワークインターフェース装置１０５０と、高速認証方式のための生体情報
を取得する生体情報入力装置１０６０ａと、高対応率認証方式のための生体情報を取得す
る生体情報入力装置１０６０ｂと、各種情報を一時記憶するＲＡＭ（Random Access Memo
ry）１０７０と、ハードディスク装置１０８０とをバス１０９０で接続して構成される。
【００６６】
　そして、ハードディスク装置１０８０には、図１に示した制御部１３０と同様の機能を
有する生体認証プログラム１０８１と、図１に示した記憶部１４０に記憶される各種デー
タに対応する生体認証用データ１０８２とが記憶される。なお、生体認証用データ１０８
２を、適宜分散させ、ネットワークを介して接続された他のコンピュータに記憶させてお
くこともできる。
【００６７】
　そして、ＣＰＵ１０１０が生体認証プログラム１０８１をハードディスク装置１０８０
から読み出してＲＡＭ１０７０に展開することにより、生体認証プログラム１０８１は、
生体認証プロセス１０７１として機能するようになる。そして、生体認証プロセス１０７
１は、生体認証用データ１０８２から読み出した情報等を適宜ＲＡＭ１０７０上の自身に
割り当てられた領域に展開し、この展開したデータ等に基づいて各種データ処理を実行す
る。
【００６８】
　なお、上記の生体認証プログラム１０８１は、必ずしもハードディスク装置１０８０に
格納されている必要はなく、ＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に記憶されたこのプログラムを、
コンピュータ１０００が読み出して実行するようにしてもよい。また、公衆回線、インタ
ーネット、ＬＡＮ（Local Area Network）、ＷＡＮ（Wide Area Network）等を介してコ
ンピュータ１０００に接続される他のコンピュータ（またはサーバ）等にこのプログラム
を記憶させておき、コンピュータ１０００がこれらからプログラムを読み出して実行する
ようにしてもよい。
【００６９】
　上述してきたように、本実施例１では、高速認証方式に対応できない人の登録者情報を
他の登録者と区別可能なように記憶しておき、認証実行時に、取得された高速認証用の生
体情報の品質を評価して、高速認証方式に対応できない人であると判定された場合には、
高速認証方式に対応できない人の登録者情報のみを対象として高対応率認証方式による認
証を実行することとしたので、高速かつ高対応率の複合生体認証を実現することができる
。
【実施例２】
【００７０】
　実施例１においては、予め取得された高速認証方式のための生体認証情報の品質に基づ
いて登録者情報を２つのグループに分類しておく例を示したが、本実施例２では、認証精
度を向上させるために、登録者情報をさらに細分化しておく例について説明する。
【００７１】
　図５は、本実施例における登録者情報の分類について説明するための図である。同図に
示すように、本実施例においては、登録者情報は、まず、予め取得された高速認証方式の
ための生体認証情報（以下、「取得済認証情報」という）の品質値が第１の所定値Ｔ１よ
りも高いグループ２０と、取得済認証情報の品質値が第１の所定値Ｔ１よりも低いグルー
プ３０とに分類される。
【００７２】
　ここで、第１の所定値Ｔ１は、取得済認証情報の品質が、高速認証方式による認証に適
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用可能であるか否かを判定するための基準値である。したがって、グループ２０に分類さ
れた登録者情報に対応する登録者は、高速認証方式による認証を適用可能な登録者である
とみなすことができ、グループ３０に分類された登録者情報に対応する登録者は、高速認
証方式による認証を適用できない登録者であるとみなすことができる。
【００７３】
　そして、グループ２０に分類された登録者情報は、取得済認証情報の品質値が第２の所
定値Ｔ２よりも高いグループ２１と、取得済認証情報の品質値が第２の所定値Ｔ２よりも
低いグループ２２とにさらに分類される。
【００７４】
　ここで、第２の所定値Ｔ２は、取得済認証情報の品質が、高速認証方式のみによる認証
で十分精度可能なレベルであるか否かを判定するための基準値である。したがって、グル
ープ２１に分類された登録者情報に対応する登録者は、高速認証方式のみによる認証によ
って十分精度良く認証可能な登録者であるとみなすことができ、グループ２２に分類され
た登録者情報に対応する登録者は、高速認証方式による認証を適用可能であるものの、高
速認証方式のみによる認証では十分な認証精度を得ることができない登録者であるとみな
すことができる。
【００７５】
　本実施例に係る複合型生体認証方法では、このグループ２２に相当する登録者に対して
、高速認証方式による認証と高対応認証方式による認証を組み合わせて実行することによ
り、認証精度を向上させる。
【００７６】
　次に、本実施例に係る複合型生体認証方法を実行する生体認証装置２００の構成につい
て説明する。図６は、本実施例に係る生体認証装置２００の構成を示す機能ブロック図で
ある。同図に示すように、生体認証装置２００は、認証制御部１３１と登録部１３３が、
それぞれ、認証制御部２３１と登録部２３３に置き換わり、記憶部１４０に記憶される登
録者情報が、登録者情報２４１ａ、登録者情報２４１ｂおよび登録者情報２４１ｃという
３つのグループに分類されている以外は、図１に示した生体認証装置１００と同様の構成
を有するため、ここでは、生体認証装置１００との相違点についてのみ説明する。
【００７７】
　認証制御部２３１は、本実施例に係る複合型生体認証方法を実行するために、装置内の
各部を制御する制御部である。認証制御部２３１の詳細な制御手順については後述する。
【００７８】
　登録部２３３は、登録者情報を記憶部１４０に記憶させる処理部である。登録部２３３
は、登録者情報に含まれる高速認証方式のための生体情報の品質に基づいて、図５に示し
たように登録者情報を３つのグループに分類して登録をおこなう。ここで、登録者情報の
登録の手順について説明しておく。
【００７９】
　生体認証装置２００が、新たな登録者情報を登録するように求められた場合、まず、認
証制御部２３１が、生体情報入力部１１０ａに対して、高速認証方式のための生体情報を
取得するように指示し、生体情報入力部１１０ｂに対して、高対応率認証方式のための生
体情報を取得するように指示し、ユーザインターフェース部１２０に対し、登録者の氏名
等の属性情報を取得するように指示する。
【００８０】
　続いて、認証制御部２３１は、品質判定部１３２に対して、生体情報入力部１１０ａに
おいて取得された生体情報の品質を判定するように指示する。そして、認証制御部２３１
は、取得された生体情報および属性情報と、品質判定部１３２の判定結果とを登録部２３
３へ送信し、登録者情報として登録するように指示する。
【００８１】
　指示を受けた登録部２３３は、品質判定部１３２の判定結果である品質値を第１の所定
値Ｔ１と比較し、品質値が第１の所定値Ｔ１未満である場合、すなわち、当該の登録者に
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高速認証方式による認証を適用でいない場合には、送信された情報を記憶部１４０の登録
者情報２４１ｃに登録する。
【００８２】
　また、品質値が第１の所定値Ｔ１以上であり、かつ、第２の所定値Ｔ２以上である場合
、すなわち、当該の登録者が高速認証方式による認証のみで十分精度良く認証可能な登録
者である場合には、送信された情報を記憶部１４０の登録者情報２４１ａに登録する。ま
た、品質値が第１の所定値Ｔ１以上であるが、第２の所定値Ｔ２未満である場合、すなわ
ち、当該の登録者に高速認証方式による認証を適用可能であるが、高速認証方式による認
証のみでは十分精度良く認証できない場合には、送信された情報を記憶部１４０の登録者
情報２４１ｂに登録する。
【００８３】
　登録者情報２４１ａは、高品質であり高速認証方式のみで十分精度良く認証可能な登録
者の情報を保持する登録者情報であり、図５におけるグループ２１に相当する。登録者情
報２４１ｂは、中程度の品質であり高速認証方式による認証を適用可能であるが、高速認
証方式による認証のみでは十分精度良く認証できない登録者の情報を保持する登録者情報
であり、図５におけるグループ２２に相当する。登録者情報２４１ｃは、低品質であり高
速認証方式による認証を適用できない登録者の情報を保持する登録者情報であり、図５に
おけるグループ３０に相当する。
【００８４】
　また、登録者情報２４１ａと登録者情報２４１ｂは、両者をまとめた登録者情報である
登録者情報２４１ｘとしてもアクセス可能に構成され、この登録者情報２４１ｘは、図５
におけるグループ２０に相当する。
【００８５】
　なお、必ずしも、登録者情報２４１ａ～２４１ｃを物理的に区別しておく必要はなく、
登録者が図５に示した３つのグループのいずれに属するかが容易に判別できるようになっ
ていればよい。また、登録者情報を、各グループに完全に分類する必要はなく、品質値が
１０～７の登録者をグループ２１とし、品質値が７～３の登録者をグループ２２とし、品
質値が３～１の登録者をグループ３０とするように、境界付近の登録者が重複していても
よい。
【００８６】
　また、生体認証装置２００において、登録部２３３は、必須の構成要素ではなく、他の
装置において登録された登録者情報を記憶部１４０に転送することとしてもよいし、他の
装置において登録され、保持されている登録者情報を、生体認証装置２００がネットワー
ク経由でアクセスすることとしてもよい。
【００８７】
　次に、生体認証を実行する場合における生体認証装置２００の処理手順について説明す
る。図７は、生体認証装置２００の処理手順を示すフローチャートである。この処理手順
においては、まず、認証制御部２３１は、生体情報入力部１１０ａに指示して、高速認証
方式のための生体情報を取得させ（ステップＳ２０１）、取得された生体情報の品質を品
質判定部１３２に判定させる（ステップＳ２０２）。
【００８８】
　そして、判定された品質値が第１の閾値以上かつ第２の閾値以上ならば（ステップＳ２
０３肯定かつステップＳ２０４肯定）、認証制御部２３１は、認証部１３４ａに指示して
、品質値が第２の所定値Ｔ２以上の登録者情報、すなわち、登録者情報２４１ａを対象と
して高速認証方式による生体認証処理を実行させる（ステップＳ２０５）。
【００８９】
　ここで、第１の閾値は、第１の所定値Ｔ１に相当する基準値であり、第２の閾値は、第
２の所定値Ｔ２に相当する基準値である。したがって、判定された品質値が第１の閾値以
上かつ第２の閾値以上であるということは、当該の利用者に対して高速認証方式による認
証を適用可能であり、高速認証方式による認証のみで十分な認証精度を得られることを示
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している。なお、生体情報を読み取る際の各種条件の差によって生じる品質値のバラツキ
を考慮して、第１の閾値と第２の閾値をある程度の幅をもつ値としてもよい。
【００９０】
　一方、判定された品質値が第１の閾値以上で第２の閾値未満ならば、すなわち、利用者
は高速認証方式に対応可能な人であるが、高速認証方式だけは十分に精度良く認証をおこ
なうことができない場合は（ステップＳ２０３肯定かつステップＳ２０４否定）、認証制
御部２３１は、認証部１３４ａに指示して、品質値が第１の所定値Ｔ１以上の登録者情報
、すなわち、登録者情報２４１ａと登録者情報２４１ｂを含む登録者情報２４１ｘを対象
として高速認証方式による生体認証処理を実行させ、一致率が上位の登録者を抽出させる
（ステップＳ２０６）。
【００９１】
　そして、生体情報入力部１１０ｂに指示して、高対応率認証方式のための生体情報を取
得させ（ステップＳ２０７）、認証部１３４ｂに指示して、登録者情報２４１ｘのうち、
ステップＳ２０６で抽出された登録者に対応する情報を対象として高対応率認証方式によ
る生体認証処理を実行させる（ステップＳ２０８）。
【００９２】
　なお、上記の処理手順では、登録者情報２４１ａと登録者情報２４１ｂを含む登録者情
報２４１ｘを対象として高速認証方式による生体認証処理を実行させ、一致率が上位の登
録者を抽出させた後に高対応率認証方式による生体認証処理を実行させていたが、登録者
情報２４１ａと登録者情報２４１ｂを含む登録者情報２４１ｘを対象として高速認証方式
による生体認証処理を実行させた後に、登録者情報２４１ｂを対象として高対応率認証方
式による生体認証処理を実行させてもよい。
【００９３】
　また、判定された品質値が第２の閾値未満ならば、すなわち、利用者が高速認証方式に
対応できない人であれば（ステップＳ２０３否定）、認証制御部２３１は、生体情報入力
部１１０ｂに指示して、高対応率認証方式のための生体情報を取得させ（ステップＳ２０
９）、認証部１３４ｂに指示して、登録者情報２４１ｃを対象として高対応率認証方式に
よる生体認証処理を実行させる（ステップＳ２１０）。
【００９４】
　この第２の処理手順では、高速認証方式に対応しており、生体情報入力部１１０ａにお
いて十分に高い品質の生体情報が取得された利用者は、高速認証方式をもちいて、高速か
つ精度良く認証される。
【００９５】
　また、高速認証方式に対応しているが、生体情報入力部１１０ａにおいて十分に高い品
質の生体情報が取得されなかった利用者は、高速認証方式と高対応率認証方式の組合せに
より、精度良く認証される。この場合、高対応率認証方式による認証は、高速認証方式に
よって絞り込まれた登録者を対象としておこなわれるので、高対応率認証方式が低速であ
っても、十分に短い時間で認証を受けることができる。
【００９６】
　また、高速認証方式に対応していない利用者は、予めグループ分けされた少数の登録者
を対象として高対応率認証方式による認証がおこなわれるため、高対応率認証方式が低速
であっても、十分に短い時間で認証を受けることができる。
【００９７】
　なお、上記の処理手順では、品質値が第１の閾値以上かつ第２の閾値以上の場合に、登
録者情報２４１ａのみを対象として高速認証方式による生体認証処理を実行しているが、
登録者情報の件数が少ない場合や、採用されている高速認証方式の認証処理が十分に高速
な場合は、登録者情報２４１ａと登録者情報２４１ｂを含めた登録者情報２４１ｘを対象
として高速認証方式による生体認証処理を実行することとしてもよい。この場合、認証処
理に要する時間は長くなるが、認証対象となる登録者情報から本人の情報が除外される事
故が発生する可能性がなくなり、本人拒否率の低化が期待される。
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【００９８】
　ところで、図６に示した本実施例に係る生体認証装置２００の構成は、本発明の要旨を
逸脱しない範囲で種々に変更することができる。例えば、生体認証装置２００の制御部１
３０の機能をソフトウェアとして実装し、これをコンピュータで実行することにより、生
体認証装置２００と同等の機能を実現することもできる。制御部１３０の機能をソフトウ
ェアとして実装した生体認証プログラムを実行するコンピュータの構成は図４に示したも
のと同様である。
【００９９】
　上述してきたように、本実施例２では、高速認証方式に対応しているが、高速認証方式
のみでは十分精度良く認証することができないと判定された利用者は、高速認証方式と高
対応率認証方式を組み合わせて認証することとしたので、認証の精度を向上させることが
できる。
【０１００】
　なお、上記の各実施例では、高速認証方式の認証のための生体情報と、高対応率認証方
式の認証のための生体情報を個別に取得する例を示したが、生体情報の取得に要する利用
者の負担を軽減し、認証処理に要する時間を短縮するため、高速認証方式の認証のための
生体情報と、高対応率認証方式の認証のための生体情報を同時に取得することができる生
体情報入力手段をもちいることとしてもよい。
【０１０１】
　また、生体情報入力手段の機種の違いや、生体情報を取得する環境の違い（例えば、明
るさ、季節、利用者がとらされる姿勢等）による生体情報の変化に対応するために、登録
者ごとに同種の生体情報を複数登録できるようにしてもよい。
【０１０２】
　また、生体情報を取得する環境の違い等に応じて、高速認証方式として採用する認証方
式と、高対応率認証方式として採用する認証方式を切り替えることができるようにし、各
認証方式に対応するために、登録者ごとに多種類の生体情報を登録できるようにしてもよ
い。
【０１０３】
　また、上記の各実施例では、高速認証方式として指紋認証を採用し、高対応率認証方式
として静脈認証を採用した例を示したが、高速認証方式として、例えば、虹彩認証を採用
することとしてもよい。また、高対応率認証方式として、例えば、顔認証、署名認証を採
用することとしてもよい。また、高速認証方式として指紋認証を採用し、高対応率認証方
式として虹彩認証を採用することとしてもよい。
【０１０４】
（付記１）生体情報をもちいて利用者の認証をおこなう生体認証装置であって、
　第１の生体情報を入力する第１の生体情報入力手段と、
　第２の生体情報を入力する第２の生体情報入力手段と、
　前記第１の生体情報の品質を判定する品質判定手段と、
　登録者ごとに前記第１の生体情報と前記第２の生体情報とを対応付け、さらに、前記第
１の生体情報の品質が所定値以上である第１の登録者のグループと、前記第１の生体情報
の品質が所定値未満である第２の登録者のグループとを区別可能に保持する登録者情報を
記憶する記憶手段と、
　前記利用者の第１の生体情報と前記登録者情報の照合により、前記利用者が前記登録者
の一人であるか否かの認証をおこなう第１の認証手段と、
　前記利用者の第２の生体情報と前記登録者情報の照合により、前記利用者が前記登録者
の一人であるか否かの認証をおこなう第２の認証手段と、
　前記第１の生体情報入力手段によって取得された前記利用者の第１の生体情報の品質が
、前記品質判定手段によって所定値以上であると判定された場合に、前記第１の登録者の
グループに対応する前記登録者情報を照合対象として前記第１の認証手段による認証をお
こない、前記第１の生体情報入力手段によって取得された前記利用者の第１の生体情報の
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品質が、前記品質判定手段によって前記所定値未満であると判定された場合に、前記第２
の登録者のグループに対応する前記登録者情報を照合対象として前記第２の認証手段によ
る認証をおこなう認証制御手段と
　を備えたことを特徴とする生体認証装置。
【０１０５】
（付記２）生体情報をもちいて利用者の認証をおこなう生体認証装置であって、
　第１の生体情報を入力する第１の生体情報入力手段と、
　第２の生体情報を入力する第２の生体情報入力手段と、
　前記第１の生体情報の品質を判定する品質判定手段と、
　登録者ごとに前記第１の生体情報と前記第２の生体情報とを対応付け、さらに、前記第
１の生体情報の品質が第１の所定値以上である第１の登録者のグループと、前記第１の生
体情報の品質が前記第１の所定値未満である第２の登録者のグループとを区別可能に保持
する登録者情報を記憶する記憶手段と、
　前記利用者の前記第１の生体情報と前記登録者情報の照合により、前記利用者が前記登
録者の一人であるか否かの認証をおこなう第１の認証手段と、
　前記利用者の前記第２の生体情報と前記登録者情報の照合により、前記利用者が前記登
録者の一人であるか否かの認証をおこなう第２の認証手段と、
　前記第１の生体情報入力手段によって取得された前記利用者の第１の生体情報の品質が
、前記品質判定手段によって前記第１の所定値以上であり、かつ、第２の所定値未満であ
ると判定された場合に、前記第１の登録者のグループに対応する前記登録者情報を照合対
象として前記第１の認証手段による認証と前記第２の認証手段による認証をおこなう認証
制御手段と
　を備えたことを特徴とする生体認証装置。
【０１０６】
（付記３）前記認証制御手段は、前記第１の生体情報入力手段によって取得された前記利
用者の第１の生体情報の品質が、前記品質判定手段によって前記第１の所定値以上であり
、かつ、第２の所定値未満であると判定された場合に、前記第１の登録者のグループに対
応する前記登録者情報を照合対象として前記第１の認証手段による認証をおこなって一致
度が所定以上の登録者を抽出し、抽出された登録者に対応する前記登録者情報を照合対象
として前記第２の認証手段による認証をおこなうことを特徴とする付記２に記載の生体認
証装置。
【０１０７】
（付記４）前記認証制御手段は、前記第１の生体情報の品質が前記所定値以上であること
に応じて、前記第１の認証手段で認証を行った結果、候補が複数生じた場合に、一致度が
最大かつ所定の閾値以上である候補を前記利用者とする認証をおこなうことを特徴とする
付記１または２に記載の生体認証装置。
【０１０８】
（付記５）前記認証制御手段は、前記第１の生体情報の品質が前記所定値未満であること
に応じて、前記第２の認証手段で認証を行った結果、候補が複数生じた場合に、一致度が
最大かつ所定の閾値以上である候補を前記利用者とする認証をおこなうことを特徴とする
付記１または２に記載の生体認証装置。
【０１０９】
（付記６）前記認証制御手段は、前記第１の生体情報の品質が前記所定値以上かつ前記第
２の所定値未満であることに応じて、前記抽出された登録者に対応する前記登録者情報を
照合対象として前記第２の認証手段による認証を行った結果、候補が複数生じた場合に、
前記第２の認証手段による認証において一致度が最大かつ所定の閾値以上である候補を前
記利用者とする認証をおこなうことを特徴とする付記２に記載の生体認証装置。
【０１１０】
（付記７）前記認証制御手段は、前記品質判定手段の結果に応じて、前記第１の認証手段
が認証をおこなうためにもちいる、前記利用者の第１の生体情報と前記登録者情報に含ま
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れる第１の生体情報との一致度の閾値を変更することを特徴とする付記１または２に記載
の生体認証装置。
【０１１１】
（付記８）前記登録者情報は、前記第１の生体情報および前記第２の生体情報を環境の変
化に対応付けて、登録者ごとに複数保持することを特徴とする付記１または２に記載の生
体認証装置。
【０１１２】
（付記９）前記登録者情報は、複数種類の照合情報を登録者と対応付けて保持することを
特徴とする付記１または２に記載の生体認証装置。
【０１１３】
（付記１０）前記第１の生体情報は指紋情報であることを特徴とする付記１～８のいずれ
か１つに記載の生体認証装置。
【０１１４】
（付記１１）前記第１の生体情報は虹彩情報であることを特徴とする付記１～８のいずれ
か１つに記載の生体認証装置。
【０１１５】
（付記１２）前記第２の生体情報は静脈情報であることを特徴とする付記１～８のいずれ
か１つに記載の生体認証装置。
【０１１６】
（付記１３）前記第２の生体情報は顔情報であることを特徴とする付記１～８のいずれか
１つに記載の生体認証装置。
【０１１７】
（付記１４）前記第２の生体情報は署名情報であることを特徴とする付記１～８のいずれ
か１つに記載の生体認証装置。
【０１１８】
（付記１５）生体情報をもちいて利用者の認証をおこなう生体認証プログラムであって、
　第１の生体情報を入力する第１の生体情報入力手順と、
　第２の生体情報を入力する第２の生体情報入力手順と、
　前記第１の生体情報の品質を判定する品質判定手順と、
　登録者ごとに前記第１の生体情報と前記第２の生体情報とを対応付け、さらに、前記第
１の生体情報の品質が所定値以上である第１の登録者のグループと、前記第１の生体情報
の品質が所定値未満である第２の登録者のグループとを区別可能に保持する登録者情報と
、前記利用者の第１の生体情報との照合により、前記利用者が前記登録者の一人であるか
否かの認証をおこなう第１の認証手順と、
　前記利用者の第２の生体情報と前記登録者情報の照合により、前記利用者が前記登録者
の一人であるか否かの認証をおこなう第２の認証手順と、
　前記第１の生体情報入力手順によって取得された前記利用者の第１の生体情報の品質が
、前記品質判定手順によって所定値以上であると判定された場合に、前記第１の登録者の
グループに対応する前記登録者情報を照合対象として前記第１の認証手順による認証をお
こない、前記第１の生体情報入力手順によって取得された前記利用者の第１の生体情報の
品質が、前記品質判定手順によって前記所定値未満であると判定された場合に、前記第２
の登録者のグループに対応する前記登録者情報を照合対象として前記第２の認証手順によ
る認証をおこなう認証制御手順と
　をコンピュータに実行させることを特徴とする生体認証プログラム。
【０１１９】
（付記１６）第１の生体情報を入力する第１の生体情報入力手段と、
　第２の生体情報を入力する第２の生体情報入力手段と、
　前記第１の生体情報の品質を判定する品質判定手段と、
　登録者ごとに前記第１の生体情報と前記第２の生体情報とを対応付け、さらに、前記第
１の生体情報の品質が所定値以上である第１の登録者のグループと、前記第１の生体情報
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の品質が所定値未満である第２の登録者のグループとを区別可能に保持する登録者情報を
記憶する記憶手段と、
　利用者の第１の生体情報と前記登録者情報の照合により、前記利用者が前記登録者の一
人であるか否かの認証をおこなう第１の認証手段と、
　前記利用者の第２の生体情報と前記登録者情報の照合により、前記利用者が前記登録者
の一人であるか否かの認証をおこなう第２の認証手段と
　を備えた生体認証装置において利用者の生体認証をおこなう複合型生体認証方法であっ
て、
　前記第１の生体情報入力手段によって取得された前記利用者の第１の生体情報の品質を
、前記品質判定手段において判定する工程と、
　前記品質判定手段によって、前記利用者の第１の生体情報の品質が所定値以上であると
判定された場合に、前記第１の登録者のグループに対応する前記登録者情報を照合対象と
して前記第１の認証手段による認証をおこなう工程と、
　前記品質判定手段によって、前記利用者の第１の生体情報の品質が前記所定値未満であ
ると判定された場合に、前記第２の登録者のグループに対応する前記登録者情報を照合対
象として前記第２の認証手段による認証をおこなう工程と
　を含んだことを特徴とする複合型生体認証方法。
【０１２０】
（付記１７）生体情報をもちいて利用者の認証をおこなう生体認証プログラムであって、
　第１の生体情報を入力する第１の生体情報入力手順と、
　第２の生体情報を入力する第２の生体情報入力手順と、
　前記第１の生体情報の品質を判定する品質判定手順と、
　登録者ごとに前記第１の生体情報と前記第２の生体情報とを対応付け、さらに、前記第
１の生体情報の品質が所定値以上である第１の登録者のグループと、前記第１の生体情報
の品質が所定値未満である第２の登録者のグループとを区別可能に保持する登録者情報と
、前記利用者の前記第１の生体情報との照合により、前記利用者が前記登録者の一人であ
るか否かの認証をおこなう第１の認証手順と、
　前記利用者の前記第２の生体情報と前記登録者情報の照合により、前記利用者が前記登
録者の一人であるか否かの認証をおこなう第２の認証手順と、
　前記第１の生体情報入力手順によって取得された前記利用者の第１の生体情報の品質が
、前記品質判定手順によって前記第１の所定値以上であり、かつ、第２の所定値未満であ
ると判定された場合に、前記第１の登録者のグループに対応する前記登録者情報を照合対
象として前記第１の認証手順による認証と前記第２の認証手順による認証をおこなう認証
制御手順と
　をコンピュータに実行させることを特徴とする生体認証プログラム。
【０１２１】
（付記１８）第１の生体情報を入力する第１の生体情報入力手段と、
　第２の生体情報を入力する第２の生体情報入力手段と、
　前記第１の生体情報の品質を判定する品質判定手段と、
　登録者ごとに前記第１の生体情報と前記第２の生体情報とを対応付け、さらに、前記第
１の生体情報の品質が所定値以上である第１の登録者のグループと、前記第１の生体情報
の品質が所定値未満である第２の登録者のグループとを区別可能に保持する登録者情報を
記憶する記憶手段と、
　利用者の前記第１の生体情報と前記登録者情報の照合により、前記利用者が前記登録者
の一人であるか否かの認証をおこなう第１の認証手段と、
　前記利用者の前記第２の生体情報と前記登録者情報の照合により、前記利用者が前記登
録者の一人であるか否かの認証をおこなう第２の認証手段と
　を備えた生体認証装置において利用者の生体認証をおこなう複合型生体認証方法であっ
て、
　前記第１の生体情報入力手段によって取得された前記利用者の第１の生体情報の品質を
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、前記品質判定手段において判定する工程と、
　前記第１の生体情報入力手段によって取得された前記利用者の第１の生体情報の品質が
、前記品質判定手段によって前記第１の所定値以上であり、かつ、第２の所定値未満であ
ると判定された場合に、前記第１の登録者のグループに対応する前記登録者情報を照合対
象として前記第１の認証手段による認証と前記第２の認証手段による認証をおこなう工程
と
　を含んだことを特徴とする複合型生体認証方法。
【産業上の利用可能性】
【０１２２】
　以上のように、本発明に係る生体認証装置、生体認証プログラムおよび複合型生体認証
方法は、生体情報をもちいて利用者の認証をおこなう場合に有用であり、特に、高速かつ
高対応率の生体認証を実現することが必要な場合に適している。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】実施例１に係る生体認証装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図２】登録者情報のデータ構成の一例を示す図である。
【図３】実施例１に係る生体認証装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図４】生体認証プログラムを実行するコンピュータを示す機能ブロック図である。
【図５】実施例２における登録者情報の分類について説明するための図である。
【図６】実施例２に係る生体認証装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図７】実施例２に係る生体認証装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図８－１】高品質な指紋画像の例を示す図である。
【図８－２】通常の品質の指紋画像の例を示す図である。
【図８－３】品質が劣る指紋画像の例を示す図である。
【図８－４】生体認証に対応できない指紋画像の例を示す図である。
【符号の説明】
【０１２４】
　　Ｔ１　第１の所定値
　　Ｔ２　第２の所定値
　　２０、２１、２２、３０　グループ
　１００　生体認証装置
　１１０ａ、１１０ｂ　生体情報入力部
　１２０　ユーザインターフェース部
　１３０　制御部
　１３１　認証制御部
　１３２　品質判定部
　１３３　登録部
　１３４ａ、１３４ｂ　認証部
　１４０　記憶部
　１４１ａ、１４１ｂ　登録者情報
　２００　生体認証装置
　２３１　認証制御部
　２３３　登録部
　２４１ａ、２４１ｂ、２４１ｃ　登録者情報
１０００　コンピュータ
１０１０　ＣＰＵ
１０２０　入力装置
１０３０　モニタ
１０４０　媒体読取り装置
１０５０　ネットワークインターフェース装置



(20) JP 5012092 B2 2012.8.29

１０６０ａ、１０６０ｂ　生体情報入力装置
１０７０　ＲＡＭ
１０７１　生体認証プロセス
１０８０　ハードディスク装置
１０８１　生体認証プログラム
１０８２　生体認証用データ
１０９０　バス

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図８－４】

【図８－１】
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【図８－２】

【図８－３】
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