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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バイオメトリクスを取得する複数の身体部位相互の位置関係の変動が所定の範囲内であ
る複数の身体部位の標準的な相対位置に従って配置され、前記複数の身体部位に対応する
種類のバイオメトリクスを同時に取得する各バイオメトリクス対応のセンサと、
　前記複数種類のバイオメトリクスに対応する辞書を、前記各辞書に登録された認証対象
の人物に関する特徴点に対してそれぞれクラスタ分析を行うことによって前記各バイオメ
トリクスに対応してそれぞれ複数個のクラスタに分類した上で統合した統合辞書と、
　前記各バイオメトリクス対応のセンサによって得られた複数種類のバイオメトリクスに
基づいて、前記複数種類のバイオメトリクスが取得された人物の特徴点が分類されるべき
前記統合辞書のクラスタを判別する判別手段と、
　前記複数のバイオメトリクスと前記判別手段による判別結果で示されたクラスタの各要
素と照合することにより、前記複数種類のバイオメトリクスが取得された人物を認証する
認証手段と
　を備え、
　前記統合辞書におけるクラスタ分類では、種類の異なるバイオメトリクスについてそれ
ぞれクラスタ分類を行うことにより、細分化したクラスタを生成する
　ことを特徴とする複数同時バイオメトリクス認証装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の複数同時バイオメトリクス認証装置において、
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　前記複数の身体部位から選択した第１の身体部位に関するバイオメトリクスを取得する
ためのセンサの位置を基準として、他の少なくとも一つの身体部位に対応するセンサの相
対位置を所定の範囲内で調整する調整手段を備えた
　ことを特徴とする複数同時バイオメトリクス認証装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の複数同時バイオメトリクス認証装置において、
　前記調整手段は、
　前記第１の身体部位に対応するセンサで捉えられた情報に基づいて、前記他の少なくと
も一つの身体部位に対応するセンサの位置に関する調整値を算出する算出手段と、
　算出された調整値に基づいて、前記他の少なくとも一つのセンサを移動させて位置を調
整する移動手段とを備えた
　ことを特徴とする複数同時バイオメトリクス認証装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の複数同時バイオメトリクス認証装置において、
　前記算出手段は、
　前記複数の身体部位のいずれかが対応するセンサに近づく過程において、認証対象の人
物における前記身体部位およびその周辺の外形を表す画像を入力する画像入力手段と、
　前記画像に捉えられた身体部位の外形に関する特徴を抽出し、抽出した特徴をもう一つ
のバイオメトリクスとして出力する抽出手段とを備えた
　ことを特徴とする複数同時バイオメトリクス認証装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の複数同時バイオメトリクス認証装置にお
いて、
　前記複数個のクラスタは、少なくとも指紋に関するバイオメトリクスと、静脈に関する
バイオメトリクスとから分類される
　ことを特徴とする複数同時バイオメトリクス認証装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のバイオメトリクスに基づく本人認証を行うための複数同時バイオメト
リクス入力装置およびこの複数同時バイオメトリクス入力装置を用いた複数同時バイオメ
トリクス認証装置に関し、特に、ＩＣカードなどに記録された参照用のバイオメトリクス
情報を必要としない本人認証技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　指紋や掌あるいは指の静脈パターンなど様々なバイオメトリクスそれぞれに基づくバイ
オメトリクス認証技術は、既に実用化段階に来ており、例えば、銀行などの金融機関では
、キャッシュカードをＩＣカード化し、このＩＣカードに記録された本人確認のための参
照用のバイオメトリクス情報を、自動取引装置などによる取引の際の本人認証に利用して
いる。
【０００３】
　一般に、単一のバイオメトリクス認証の認証精度は、数万分の１程度といわれており、
認証精度を上げると認証されるべき人物を排除してしまう。このため、単一のバイオメト
リクス認証技術は、上述したキャッシュカードの例のように、参照データが記録された信
用証明を持っていることを本人確認のための情報の一部として用いるのが一般的である。
　一方、信用証明なしの本人認証では、認証対象の人物を確実に特定するために、認証対
象者数の２乗オーダーの認証精度が必要である。つまり、数万人の中の一人を確実に認証
するためには、１０億分の１程度の認証精度が必要である。
【０００４】
　このような極めて高い認証精度を実現するためには、単一のバイオメトリクスに基づく
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認証の認証精度を向上することよりも、複数のバイオメトリクスに基づいて認証を行うマ
ルチバイオメトリクス認証を導入する方が現実的である。特に、互いに全く相関のない複
数のバイオメトリクスに基づくマルチモーダルマルチバイオメトリクス認証技術は、高い
認証精度が期待できることから、信用証明を必要としない本人認証への適用が期待されて
いる。
【０００５】
　このようなマルチモーダルバイオメトリクス認証にかかわる技術としては、例えば、指
紋とともに顔および筆跡をバイオメトリクスとして認証を行う複合認証システムが提案さ
れている(特許文献１参照)。
　この特許文献１によって提案された技法では、まず、指紋に基づくバイオメトリクス認
証を行い、所望の認証率が確保されなかった場合には、更に、顔に基づくバイオメトリク
ス認証、次いで、筆跡に基づくバイオメトリクスを行い、所望の認証率が確保された時点
で認証プロセスを終えている。
【０００６】
　このようなマルチバイオメトリクス認証システムは、特に高度なセキュリティが要求さ
れる施設への入退出管理などに適用することが想定されている。
【特許文献１】特開２００３－１８６８３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　実用段階にあるとはいえ、個々のバイオメトリクス認証装置では、認証対象のバイオメ
トリクスを適正に取り込むために、指や掌および顔などの注目している身体部位の位置を
精密に位置決めする必要がある。このような位置決めは、主に、バイオメトリクス認証装
置側の要求に応じて、認証対象となる人間がセンサに押し付ける指先の位置やカメラと顔
との相対位置を調整することで実現されている。つまり、従来のバイオメトリクス入力装
置では、バイオメトリクス認証装置側の要求に、認証対象の人物が応えることで辛うじて
認証を成立させていた。
【０００８】
　特許文献１で提案されている従来のマルチモーダルバイオメトリクス認証システムにお
いても、個々のバイオメトリクス認証は個別に行われていたため、バイオメトリクス入力
装置はそれぞれ独立に配置され、バイオメトリクス入力のための位置決めなども個別に行
われていた。
　このように、従来のマルチモーダルバイオメトリクス認証システムでは、セキュリティ
の向上が重視され、認証を受けようとする人物の利便性などは考慮されていなかったため
、個々のバイオメトリクス取得のために、認証を受けようとする人物は何度も煩雑な位置
決めのための操作を要求されていた。このような煩雑な操作は、認証を受けようとする人
物に極めて大きなストレスを与える。
【０００９】
　このため、事業所規模の従業員それぞれを確実に認証するポテンシャルを持っているに
もかかわらず、マルチモーダルバイオメトリクス認証装置による認証を、タイムカードを
押すあるいはセキュリティカードをカードリーダに通すといった操作の代わりに、日常的
な業務に組み込むことは難しかった。
　本発明は、単一のバイオメトリクスの位置決めと同等の操作で複数のバイオメトリクス
を同時に取得可能な複数同時バイオメトリクス入力装置およびこのような複数同時バイオ
メトリクス入力装置を用い、高速に認証することが可能な複数同時バイオメトリクス認証
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】
【００１０】
　本発明にかかわる第１の複数同時バイオメトリクス認証装置の原理は、以下の通りであ
る。
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　各バイオメトリクス対応のセンサは、バイオメトリクスを取得する複数の身体部位相互
の位置関係の変動が所定の範囲内である複数の身体部位の標準的な相対位置に従って配置
され、前記複数の身体部位に対応する種類のバイオメトリクスを同時に取得する。統合辞
書は、複数種類のバイオメトリクスに対応する辞書を、前記各辞書に登録された認証対象
の人物に関する特徴点に対してそれぞれクラスタ分析を行うことによって前記各バイオメ
トリクスに対応してそれぞれ複数個のクラスタに分類した上で統合される。判別手段は、
各バイオメトリクス対応のセンサによって得られた複数種類のバイオメトリクスに基づい
て、前記複数種類のバイオメトリクスが取得された人物の特徴点が分類されるべき前記統
合辞書のクラスタを判別する。認証手段は、複数のバイオメトリクスと前記判別手段によ
る判別結果で示されたクラスタの各要素と照合することにより、前記複数種類のバイオメ
トリクスが取得された人物を認証する。また、統合辞書におけるクラスタ分類では、種類
の異なるバイオメトリクスについてそれぞれクラスタ分類を行うことにより、細分化した
クラスタを生成する。
【００１１】
　このように構成された第１の複数同時バイオメトリクス認証装置の動作は、下記の通り
である。
　例えば、一般的な成人の手の大きさなどを基準として、指紋の特徴パターンを採取する
ために適切な配置に手を置いた状態で、掌の静脈パターンを取得できるように、指紋の特
徴パターン用のセンサと掌の静脈パターン用のセンサとを配置する。このような配置では
、指紋の特徴パターン入力のための位置決めが完了すれば、認証対象の人物の掌は、掌の
静脈パターンを取得するためのセンサがバイオメトリクスを取得可能な位置に存在するこ
とが期待できるので、そのまま、掌の静脈パターンの入力を行うことができる。つまり、
これらのセンサによって指紋の特徴パターンと掌の静脈パターンとを、単一の手順により
、あたかも単一のバイオメトリクスであるかのように、同時に取得することができる。
　また、上述した統合辞書では、それぞれのバイオメトリクスに基づくクラスタ分析によ
り、バイオメトリクスごとに複数のクラスタが生成されている。したがって、各センサに
よって得られた複数のバイオメトリクスに基づいて、判別手段により、測定結果が分類さ
れるべきクラスタを特定した段階で、測定結果として得られた複数のバイオメトリクスと
認証手段において照合されるべき候補の数を限定することができる。
　例えば、ｍ個の互いに相関のないバイオメトリクスをそれぞれｎ個のクラスタに分類し
た辞書から統合辞書を作成しておけば、各クラスタに分類された要素の数の期待値は、認
証対象の人物の総数Ｋのｎm分の１となる。つまり、上述した判別手段により、測定結果
として得られた複数のバイオメトリクスに基づいて、測定結果が統合辞書において属する
クラスタを特定した段階で、認証手段によって測定結果と照合すべき候補の数を総数Ｋの
ｎm分の１にまで減らすことができる。
 
 
【００１２】
　本発明にかかわる第２の複数同時バイオメトリクス認証装置は、上述した第１の複数同
時バイオメトリクス認証装置において、調整手段を備えて構成される。
　本発明にかかわる第２の複数同時バイオメトリクス認証装置の原理は、以下の通りであ
る。
　上述した第１の複数同時バイオメトリクス認証装置において、調整手段は、複数の身体
部位から選択した第１の身体部位に関するバイオメトリクスを取得するためのセンサの位
置を基準として、他の少なくとも一つの身体部位に対応するセンサの相対位置を所定の範
囲内で調整する。
【００１３】
　このように構成された第２の複数同時バイオメトリクス認証装置の動作は、下記の通り
である。
　例えば、第１の身体部位(例えば掌)の位置と第２の身体部位(例えば、中指の先)との相
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対位置について個人差として想定される範囲で、調整手段により、第１の身体部位にかか
わるバイオメトリクス(例えば、掌の静脈パターン)を取得するためのセンサの位置を基準
として、第２の身体部位にかかわるバイオメトリクス(例えば、指紋の特徴パターン)を取
得するためのセンサの位置を調整することにより、身体部位相互の位置関係に現れる個人
差を吸収して、正確なバイオメトリクスを取得することができる。
【００１４】
　本発明にかかわる第３の複数同時バイオメトリクス認証装置は、上述した第２の複数同
時バイオメトリクス認証装置の調整手段に、算出手段と、移動手段とを備えて構成される
。
　本発明にかかわる第３の複数同時バイオメトリクス認証装置の原理は、以下の通りであ
る。
【００１５】
　第２の複数同時バイオメトリクス認証装置に備えられた調整手段において、算出手段は
、第１の身体部位に対応するセンサで捉えられた情報に基づいて、他の少なくとも一つの
身体部位に対応するセンサの位置に関する調整値を算出する。移動手段は、算出された調
整値に基づいて、他の少なくとも一つのセンサを移動させて位置を調整する。
　このように構成された第３の複数同時バイオメトリクス認証装置の動作は、下記の通り
である。
【００１６】
　例えば、第１の身体部位(例えば、掌)に対応するセンサによって該当する身体部位の概
略の大きさを示す情報が得られれば、この概略の大きさの標準値からのずれに基づいて、
算出手段により、認証対象の人物における第１の身体部位と第２の身体部位との相対位置
と標準的な相対位置とのずれを推定し、この推定結果に基づいて、必要な調整値を算出す
ることができる。このようにして得られた調整値に基づいて、移動手段により、他の少な
くとも一つの身体部位(例えば、中指の先)に対応するセンサを移動させることにより、認
証対象の人物における各身体部位の相対位置に応じて、各センサの位置を自動的に調整す
ることができる。
【００１７】
　また、上述した第３の複数同時バイオメトリクス認証装置に、補正値算出手段と、補正
手段とを備えることにより、第４の複数同時バイオメトリクス認証装置を構成することも
できる。
　このような第４の複数同時バイオメトリクス認証装置の原理は、以下の通りである。
　上述した第３の複数同時バイオメトリクス認証装置において、補正値算出手段は、他の
少なくとも一つの身体部位に対応するセンサによって捉えた各身体部位に関する情報に基
づいて、各身体部位と対応するセンサとの配置に関する補正値をそれぞれ算出する。補正
手段は、各補正値算出手段によって得られた補正値と算出手段によって得られた調整値と
に基づいて、第１の身体部位に対応するセンサから得られたバイオメトリクスおよび他の
少なくとも一つの身体部位に対応するセンサから得られたバイオメトリクスを相互に補正
する。
【００１８】
　このように構成された第４の複数同時バイオメトリクス認証装置の動作は、下記の通り
である。
　上述したようにして第１の身体部位を基準として他の少なくとも一つのセンサの配置が
調整された後に、これらのセンサによって捉えられた情報に基づいて、これらのセンサに
対応する身体部位と対応する各センサとの配置に関する補正値が補正値算出手段によって
求められ、これらの補正値や上述した調整値とともに、補正手段による補正処理に供され
る。
【００１９】
　例えば、中指の先の指紋パターンを取得するためのセンサによって、認証対象の人物の
指先がセンサ面に押し付けられた位置とセンサの中央との横ずれを検出すれば、補正値算
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出手段により、この横ずれに基づいて、認証対象の人物の手全体に関する回転量を補正値
として求めることができる。このようにして求めた補正値を、補正手段により、掌の静脈
パターンに関する補正値として適用することにより、指紋パターンを取得するためのセン
サによって得られた情報に基づいて、別のセンサによって同時に取得される掌の静脈パタ
ーンを補正することができる。
【００２０】
　このようにして、複数のセンサによって得られた情報を他のセンサによって得られたバ
イオメトリクスの補正に利用することにより、同時に取得される複数のバイオメトリクス
それぞれの測定精度を互いに高めあうことができる。
　本発明にかかわる第５の複数同時バイオメトリクス認証装置は、上述した第３の複数同
時バイオメトリクス認証装置に備えられた算出手段に、画像入力手段と、抽出手段とを備
えて構成される。
【００２１】
　本発明にかかわる第５の複数同時バイオメトリクス認証装置の原理は、以下の通りであ
る。
　上述した第３の複数同時バイオメトリクス認証装置に備えられた算出手段において、画
像入力手段は、複数の身体部位のいずれかが対応するセンサに近づく過程において、認証
対象の人物における身体部位およびその周辺の外形を表す画像を入力する。抽出手段は、
画像に捉えられた身体部位の外形に関する特徴を抽出し、抽出した特徴をもう一つのバイ
オメトリクスとして出力する。
【００２２】
　このように構成された第５の複数同時バイオメトリクス認証装置の動作は、下記の通り
である。
　複数のバイオメトリクスを取得する過程において、画像入力手段によって捉えられた身
体部位の外形が、抽出手段により、各センサに対応して取得されるバイオメトリクスに追
加される別のバイオメトリクスとして抽出され、各センサに対応して取得されるバイオメ
トリクスとともにこのバイオメトリクスが認証処理に供される。
【００２３】
　例えば、掌の静脈パターンを取得するセンサにより、認証対象の人物の手全体を捉えた
画像を入力すれば、抽出手段により、この画像から認証対象の人物の手の輪郭を追加のバ
イオメトリクスとして抽出することができる。手の輪郭パターンは、掌の静脈パターン世
も指紋パターンとも全く相関がないので、上述したようにして、認証対象の人物の手の輪
郭パターンを取得して、掌の静脈パターンや指紋パターンとともに認証処理に供すれば、
認証率の向上が期待できる。
【００２４】
　このように、複数のバイオメトリクスの取得過程で確実に取得することが可能な別のバ
イオメトリクスを追加取得し、これを認証処理に供することで、認識率の向上を図ること
ができる。
【００２５】
　更に、上述した第１乃至第５の複数同時バイオメトリクス認証装置のいずれかにおいて
、複数個のクラスタは、少なくとも指紋に関するバイオメトリクスと、静脈に関するバイ
オメトリクスとから分類することができる。
【００２６】
　このように構成された複数同時バイオメトリクス認証装置の動作は、下記の通りである
。
　上述した統合辞書では、少なくとも指紋に関するバイオメトリクスと、静脈に関するバ
イオメトリクスに基づくクラスタ化が施されている。そして、指紋に対応するセンサと静
脈に対応するセンサによってそれぞれ取得されるバイオメトリクスに基づいて、判別手段
により、測定結果が分類されるべきクラスタが特定される。この段階で、測定結果として
得られた複数のバイオメトリクスと認証手段において照合されるべき候補の数を、特定さ
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れたクラスタに属する要素に限定することができる。
【００２７】
　指紋に関するバイオメトリクスと静脈に関するバイオメトリクスとは互いに相関のない
バイオメトリクスである。したがって、指紋に関するバイオメトリクスと静脈に関するバ
イオメトリクスとをそれぞれｎ個のクラスタに分類した辞書から統合辞書を作成しておけ
ば、各クラスタに分類された要素の数の期待値は、認証対象の人物の総数Ｋのｎ２分の１
となる。つまり、上述した判別手段により、測定結果として得られた複数のバイオメトリ
クスに基づいて、測定結果が統合辞書において属するクラスタを特定した段階で、認証手
段によって測定結果と照合すべき候補の数を総数Ｋのｎ２分の１にまで減らすことができ
る。
【発明の効果】
【００２８】
　上述したように、本発明にかかわる複数同時バイオメトリクス認証装置によれば、複数
のバイオメトリクスを取得する対象となる身体部位相互の相対位置がほぼ固定されている
ことを利用して、あたかも単一のバイオメトリクスを入力するかのような簡易な手順で、
複数の互いに無相関なバイオメトリクスを入力することができるので、マルチモーダルバ
イオメトリクス認証技術による高い認証率を、シングルバイオメトリクスと同等の手軽さ
で提供することができる。
【００２９】
　特に、第２および第３の複数同時バイオメトリクス認証装置によれば、認証対象の人物
における身体部位相互の相対位置と標準的な相対位置とのずれとして現れる個人差を、複
数同時バイオメトリクス認証装置側で吸収することができるので、認証対象の人物に負担
を強いることなく、確実に複数のバイオメトリクスを取得することができる。
　更に、複数のバイオメトリクスを取得する際に得られるセンサと身体部位との配置に関
する情報に基づいて、各センサによって取得されたバイオメトリクスを互いに補正しあう
ことで、複数のバイオメトリクスを同時に入力することを活かして、取得するバイオメト
リクスの安定性を向上する効果が期待できる。
【００３０】
　また、複数のバイオメトリクスを取得する際に追加的なバイオメトリクスを取得し、こ
の追加的なバイオメトリクスを複数のセンサによってそれぞれ得られたバイオメトリクス
とともに認証処理に供することにより、認識率の更なる向上を期待することができる。
　また、上述した複数同時バイオメトリクス認証装置によれば、統合辞書として複数のバ
イオメトリクスの独立性を利用したクラスタ化によって細分化したクラスタリング辞書を
用いることにより、認証処理に要する時間を大幅に短縮することができる。
【００３１】
　このように、本発明にかかわる複数同時バイオメトリクス認証装置では、単一のバイオ
メトリクスと同等の操作性の下で複数のバイオメトリクスの取得が可能であり、また、単
一のバイオメトリクスにかかわる認証処理と同等あるいはそれ以下の時間にまで認証に要
する時間を短縮することが可能である。
【００３２】
　これにより、数百人あるいは数千人規模の工場やオフィスで社員を認証対象とするマル
チモーダルバイオメトリクス認証技術を、タイムカードと同様の感覚で日常業務に組み込
み、認証対象となる人物の快適さを損なうことなく、高度のセキュリティを確保すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、図面に基づいて、本発明の実施形態について詳細に説明する。
（第１の実施形態）
　図１に、本発明にかかわる複数同時バイオメトリクス入力装置の第１の実施形態を示す
。
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　図１に示した複数同時バイオメトリクス入力装置は、指紋センサ２０１と静脈パターン
センサ２０２とによって指紋パターンと静脈パターンとを同時に読み取り、得られた指紋
パターンと静脈パターンから、それぞれ特徴抽出部２０３，２０４によって指紋特徴デー
タおよび静脈特徴データを抽出し、これらの特徴データを認証処理部２１０による認証処
理に供する構成である。
【００３４】
　また、図１に示した指紋センサ２０１と静脈パターンセンサ２０２とは、例えば、標準
的な成人の手の大きさに基づいて決定した所定の間隔を設けて配置されており、更に、指
紋センサ２０１は、移動機構２０５によって、所定の範囲内で並行移動が可能なように保
持されている。
　図２に、図１に示した複数同時バイオメトリクス入力装置の構成説明図を示す。
【００３５】
　図２(ａ)においては、図１に示した指紋センサ２０１、静脈パターンセンサ２０２およ
び移動機構２０５の立体的な配置を示し、図２(ｂ)においては、上述した各部と認証対象
の人物の手とについて想定される位置関係を示した。
　図２(ａ)に示す例では、指紋センサ２０１は、移動機構２０５上に配置されており、こ
の移動機構２０５に設けられた溝に沿ってスライドするように取り付けられている。例え
ば、標準的な人体における掌と中指の先との位置関係に基づいて、指紋センサ２０１と静
脈パターンセンサ２０２とを位置決めし、移動機構２０５に、例えば、静脈パターンセン
サ２０２の中央軸と平行な方向に適切な長さＤを持つ溝を設けて、この範囲で指紋センサ
２０１を移動可能なように保持する(図２(ｂ)参照)。ここで、移動機構２０５に設ける溝
の長さＤ(可動範囲Ｄ)は、例えば、掌の中央と中指の先との距離に関する個人差の範囲に
基づいて決定することができる。
【００３６】
　したがって、図１に示した複数同時バイオメトリクス入力装置では、例えば、図２(ｂ)
に示すように、利用者が中指の先を指紋センサ２０１に押し付けた状態で、この指紋セン
サ２０１の位置を移動機構２０５によって上述した範囲で調整しつつ、掌を静脈パターン
センサ２０２の上に重ね合わせることにより、指紋パターンを読み取るための位置決めと
同時に静脈パターンを読み取るための位置決めを行うことができる。
【００３７】
　このように、「掌」と「中指の先」のように、人体における各部位の相対位置が推定の
範囲内に分布していることが期待できるバイオメトリクスについては、上述したようにし
て、一方のバイオメトリクスを取得するための配置を基準として、他方のバイオメトリク
スを取得するためのセンサの大まかな配置を決定し、更に、その位置を適切な範囲で調整
することにより、バイオメトリクスの取得対象となる身体部位の相対位置に関する個人差
にかかわらず、複数の身体部位それぞれにかかわるバイオメトリクスを同時に、しかも高
い安定性を持って取得することができる。
【００３８】
　なお、取得対象のバイオメトリクスに対応する身体部位に関する標準的な相対位置に基
づいてそれぞれのセンサを配置すれば、認証対象の人物における相対位置が極端に標準値
から外れていない限り、複数のバイオメトリクスを同時に取得することは可能である。
　しかしながら、各センサの配置に合わせて指を伸ばしたり、逆に縮めたりする動作は、
認証対象の人物に不快なストレスを感じさせるものであり、また、このような不自然な状
態で取得されたバイオメトリクスは安定性が低いおそれがある。したがって、個人差が各
センサの検知面の大きさでカバー可能な範囲内であるといった特殊な場合以外では、上述
したような調節機構を備えることが望ましい。
（第２の実施形態）
　図３に、本発明にかかわる複数同時バイオメトリクス入力装置の第２の実施形態を示す
。
【００３９】
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　なお、図３に示す構成要素のうち、図１に示した各部と同等のものについては、図１に
示した符号を付して示し、その説明を省略する。
　図３に示した移動機構２２０は、電動スライド機構２２１をモータ２２２によって駆動
することにより、電動スライド機構２２１に取り付けられた指紋センサ２０１と静脈パタ
ーンセンサ２０２との相対位置を所定の範囲で調整する構成である。
【００４０】
　また、図３に示した複数同時バイオメトリクス入力装置において、静脈パターンセンサ
２０２に認証対象の人物の手が近づく過程で、この静脈パターンセンサ２０２によって捉
えられた画像は、特徴抽出部２０４を介して輪郭抽出部２０６に渡され、この輪郭抽出部
２０６により、認証対象の人物の手を表す画像の輪郭を抽出する処理が行われる。また、
この輪郭抽出部２０６によって抽出された手の輪郭を表す情報は、移動機構２２０に備え
られた移動量推定部２２３に渡され、指紋センサ２０１の位置について適用すべき移動量
を推定する処理に供される。
【００４１】
　例えば、輪郭抽出部２０６から渡される輪郭情報の時間的な変化などから認証対象の人
物の手が静脈パターンセンサ２０２に接近する速度や上述した手の大きさを推定するとと
もに、また、輪郭情報に基づいて、掌と指とについて寸法の比率などを求めて、これらの
情報に基づいて、認証対象の人物の手における中指の先の位置と標準的な位置とのずれを
推定することができる。移動量推定部２２３は、このようにして求めたずれに相当する値
を移動量として出力し、これに応じて、モータ駆動部２２４がモータ２２２を駆動して、
電動スライド機構２２１によって指紋センサ２０１を移動させることにより、認証対象の
人物が静脈パターンセンサ２０２に掌の位置をあわせた状態で、中指の先が置かれる位置
に指紋センサ２０１を移動させることができる。
【００４２】
　このように、認証対象の人物の手が複数同時バイオメトリクス入力装置に近づく過程に
おいて、掌の中央から中指の先までの寸法の違いなどとして現れる個人差にあわせて指紋
センサ２０１と静脈パターンセンサ２０２との相対位置を自動的に調整することができる
。
　このような複数同時バイオメトリクス入力装置で、利用者に求められる操作は、単純に
、静脈パターンセンサ２０２に掌をあわせるだけであるので、利用者の負担を更に軽減し
、単一のバイオメトリクスに基づく認証システムと同等の気軽さで複数のバイオメトリク
スの入力を行うことができる。
【００４３】
　また、図３に示した複数同時バイオメトリクス入力装置において、指紋センサ２０１に
よって捕らえられた指紋パターンを表す画像データは、特徴抽出部２０３を介して輪郭抽
出部２０７に渡され、この輪郭抽出部２０７により、認証対象の人物の指先の外形を表す
輪郭情報が抽出される。この輪郭情報に基づいて、図３に示した補正値算出部２０８は、
例えば、図４(ａ)に示すように、指先の外形の中央線を抽出し、指紋センサ２０１と静脈
パターンセンサ２０２との位置決めの際の基準線とこの中央線とのずれに基づいて、認証
対象の人物の掌が置かれている位置と基準となる位置とのずれを示す補正値を算出して、
静脈パターンセンサ２０２に対応する特徴抽出部２０４の処理に供する。
【００４４】
　一方、上述した輪郭抽出部２０６によって抽出された認証対象の人物の手全体の輪郭を
示す輪郭情報は、図３に示したもう一つの補正値算出部２０９による指紋パターンの位置
に関する補正値算出処理に供される。輪郭抽出部２０６から受け取った輪郭情報に基づい
て、補正値算出部２０９は、例えば、図４(ｂ)に示すように、中指に対応する輪郭の中央
線を抽出し、指紋センサ２０１と静脈パターンセンサ２０２との位置決めの際の基準線と
この中央線とのずれに基づいて、認証対象の人物の中指が置かれている位置と基準となる
位置とのずれを示す補正値を算出して、指紋センサ２０１に対応する特徴抽出部２０３の
処理に供する。
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【００４５】
　このようにして、同時に取得される複数の身体部位の外形に関する情報から互いに、目
的とするバイオメトリクスに対応する身体部位(例えば、中指の先と掌)の配置に関する補
正値を与え合うことができる。これにより、各バイオメトリクスに対応するセンサ(例え
ば、指紋センサ２０１と静脈パターンセンサ２０２)による測定結果から、それぞれに対
応する特徴抽出部２０３,２０４によって抽出される特徴データの安定性を向上すること
ができる。つまり、複数のバイオメトリクスを同時に取得することを利用して、各センサ
による測定結果を互い補正しあうことにより、極めて安定性の高いバイオメトリクスを入
力し、認証処理に供することができる。
【００４６】
　また、図３に示したように、輪郭抽出部２０６によって抽出した輪郭情報を、認証対象
の人物に関する追加的なバイオメトリクスとして認証処理部２１０に入力することもでき
る。
　上述した輪郭情報には、認証対象の人物の手における掌と指との長さの比率や個々の指
の太さや関節の形など様々な情報が含まれており、これらの特徴は、指紋のパターンや掌
の静脈パターンとは全く相関のないバイオメトリクスである。したがって、目的とする複
数のバイオメトリクスとともに、これらのバイオメトリクスを取得する過程で副次的に得
られたバイオメトリクス(例えば、上述の輪郭情報)を認証処理部２１０による認証処理に
供することにより、認証対象の人物に関する認証精度を向上することができる。
（第３の実施形態）
　図５に、本発明にかかわる複数同時バイオメトリクス認証装置の実施形態を示す。
【００４７】
　図５に示した複数同時バイオメトリクス入力装置２００は、図１に示した複数同時バイ
オメトリクス入力装置と同様に構成され、指紋パターンに関する特徴を示す指紋特徴デー
タと掌の静脈パターンの特徴を示す静脈特徴データとを取得して、認証処理部２１０に入
力する。
　図５に示した認証処理部２１０において、統合辞書２１４は、認証対象となる全ての人
物について登録されたＮ個の指紋参照データおよびＮ個の静脈参照データについて、それ
ぞれクラスタ分析を行い、上述した指紋参照データおよび静脈参照データをそれぞれｍ個
のクラスタに分類した上で格納している。つまり、図５に示した統合辞書２１４において
は、各人称対象の人物に対応する指紋参照データおよび静脈参照データが、ｍ2個のクラ
スタに分類されて格納されている。
【００４８】
　また、図５に示した認証処理部２１０において、指紋クラスタ判別部２１１は、入力さ
れた指紋特徴データが属するべき指紋データに関するクラスタを判別し、この判別結果を
指紋特徴データとともにマッチング処理部２１３の処理に供する。同様に、静脈クラスタ
判別部２１２は、入力された静脈特徴データが属するべき静脈データに関するクラスタを
判別し、この判別結果を静脈特徴データとともにマッチング処理部２１３の処理に供する
。
【００４９】
　図５に示したマッチング処理部２１３は、まず、指紋クラスタ判別部２１１および静脈
クラスタ判別部２１２からそれぞれ得られた判別結果に基づいて、該当する指紋特徴デー
タおよび静脈特徴データに対応する統合辞書２１４におけるクラスタを選択する。次いで
、マッチング処理部２１３は、選択したクラスタに属するデータとして統合辞書２１４に
登録されている指紋参照データおよび静脈参照データを、順次に、入力された指紋特徴デ
ータおよび静脈特徴データと比較していき、それぞれについて指紋に関する類似度および
静脈パターンに関する類似度を計算する。
【００５０】
　このようにして、マッチング処理部２１３によって計算された指紋特徴データおよび静
脈特徴データに関する類似度に基づいて、認証判定部２１５は、認証対象の人物から取得
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した指紋特徴データと静脈特徴データが統合辞書２１４に登録された指紋参照データおよ
び静脈参照データのいずれかに一致するか否かを判定し、認証出力部２３１を介してこの
判定結果を出力して、認証対象の人物に通知する。
【００５１】
　ここで、指紋特徴データと静脈特徴データとの間には全く相関がないので、統合辞書２
１４に登録する参照データを上述したようにしてクラスタ化したことにより、統合辞書２
１４の各クラスタに属する要素の数は、認証対象の人物の総数Ｎをクラスタの総数ｍ2で
除算した数になることが期待できる。
　したがって、マッチング処理部２１３が、入力される類似度を算出すべき指紋参照デー
タおよび静脈参照データの数を、統合辞書２１４に登録された認証対象の人物の総数Ｎよ
りも大幅に削減することができる。
【００５２】
　例えば、指紋参照データおよび静脈参照データをそれぞれ４つのクラスタに分類した上
で統合辞書２１４に登録すれば、統合辞書２１４においては、指紋参照データおよび静脈
参照データは、１６個のクラスタに細分化されて登録されることになる。この場合に、各
クラスタに分類される要素の数は、登録された認証対象の人物の総数Ｎの１／１６である
から、マッチング処理部２１３は、これらの要素に対応する指紋参照データおよび静脈参
照データと、入力された指紋特徴データおよび静脈特徴データとの照合を行えば十分であ
る。この場合は、マッチング処理部２１３による照合処理回数は、指紋特徴データについ
て行われる照合回数と静脈特徴データについて行われる照合回数とを合わせてＮ／８回と
なり、指紋のみあるいは静脈パターンのみに注目したバイオメトリクス認証において必要
となる照合処理回数よりも少なくなる。
【００５３】
　ここで、バイオメトリクス認証処理において最も時間がかかる処理は、辞書に登録され
た参照データと入力されたバイオメトリクスとの照合処理であることは明らかであるので
、上述したようにして、マッチング処理部２１３における照合処理に要する時間を大幅に
短縮することにより、認証処理全体を飛躍的に高速化することができる。
　なお、上述した本発明にかかわる各実施形態は、バイオメトリクスとして指紋と掌の静
脈パターンに注目する場合に限らず、注目する身体部位の相対位置の変動が通常の姿勢に
おいて所定の範囲内であるような複数のバイオメトリクスであれば問題なく適用すること
ができる。例えば、指紋と指の静脈パターンや掌紋と掌の静脈パターンなど様々なバイオ
メトリクスの組み合わせについて適用することができる。
【００５４】
　以上の説明に関して、更に、以下の各項を開示する。
　（付記１）　バイオメトリクスを取得する複数の身体部位相互の位置関係の変動が所定
の範囲内である複数の身体部位の標準的な相対位置に従って配置され、前記複数の身体部
位に対応する種類のバイオメトリクスを同時に取得する各バイオメトリクス対応のセンサ
と、
　前記複数種類のバイオメトリクスに対応する辞書に登録された認証対象の人物に関する
特徴点を、前記各バイオメトリクスに対応してそれぞれ複数個のクラスタに分類した上で
統合した統合辞書と、
　前記各バイオメトリクス対応のセンサによって得られた複数種類のバイオメトリクスに
基づいて、前記複数種類のバイオメトリクスが取得された人物の特徴点が分類されるべき
前記統合辞書のクラスタを判別する判別手段と、
　前記複数のバイオメトリクスと前記判別手段による判別結果で示されたクラスタの各要
素と照合することにより、前記複数種類のバイオメトリクスが取得された人物を認証する
認証手段と
　を備え、
　前記統合辞書におけるクラスタ分類では、種類の異なるバイオメトリクスについてそれ
ぞれクラスタ分類を行うことにより、細分化したクラスタを生成する
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　ことを特徴とする複数同時バイオメトリクス認証装置。
　（付記２）　複数の身体部位から選択した第１の身体部位に関するバイオメトリクスを
取得するためのセンサの位置を基準として、他の少なくとも一つの身体部位に対応するセ
ンサの相対位置を所定の範囲内で調整する調整手段を備えたことを特徴とする付記１に記
載の複数同時バイオメトリクス認証装置。
　（付記３）　調整手段は、第１の身体部位に対応するセンサで捉えられた情報に基づい
て、他の少なくとも一つの身体部位に対応するセンサの位置に関する調整値を算出する算
出手段と、算出された調整値に基づいて、他の少なくとも一つのセンサを移動させて位置
を調整する移動手段とを備えたことを特徴とする付記２に記載の複数同時バイオメトリク
ス認証装置。
　（付記４）　他の少なくとも一つの身体部位に対応するセンサによって捉えた各身体部
位に関する情報に基づいて、各身体部位と対応するセンサとの配置に関する補正値をそれ
ぞれ算出する補正値算出手段と、各補正値算出手段によって得られた補正値と算出手段に
よって得られた調整値とに基づいて、第１の身体部位に対応するセンサから得られたバイ
オメトリクスおよび他の少なくとも一つの身体部位に対応するセンサから得られたバイオ
メトリクスを相互に補正する補正手段とを備えたことを特徴とする付記３に記載の複数同
時バイオメトリクス認証装置。
【００５５】
　（付記５）　算出手段は、複数の身体部位のいずれかが対応するセンサに近づく過程に
おいて、認証対象の人物における身体部位およびその周辺の外形を表す画像を入力する画
像入力手段と、画像に捉えられた身体部位の外形に関する特徴を抽出し、抽出した特徴を
もう一つのバイオメトリクスとして出力する抽出手段とを備えたことを特徴とする付記３
に記載の複数同時バイオメトリクス認証装置。
　（付記６）　付記１乃至付記６のいずれか一に記載の複数同時バイオメトリクス認証装
置において、
　前記複数個のクラスタは、少なくとも指紋に関するバイオメトリクスと、静脈に関する
バイオメトリクスとから分類される
　ことを特徴とする複数同時バイオメトリクス認証装置。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　上述したように、本発明にかかわる複数同時バイオメトリクス認証装置によれば、複数
のバイオメトリクスの入力をあたかも単一のバイオメトリクスであるかのような手軽さで
実現することができる。更に、本発明にかかわる複数同時バイオメトリクス認証装置によ
れば、複数のバイオメトリクスにかかわる認証処理を、単一のバイオメトリクスに関する
認証処理と同等あるいはむしろ少ない処理負担で実現することができる。
【００５７】
　これにより、利用者に位置決めのための負担を強いることも、また、認証に伴う待ち時
間を意識させることもなく、利用者の快適さを維持しながら、信用証明なしのバイオメト
リクス認証によるセキュリティの確保を実現することができる。
　このようにして、本発明にかかわる複数同時バイオメトリクス認証装置によれば、マル
チモーダルバイオメトリクス技術を日常的な業務に適用する際の障害をことごとく乗り越
えることができる。
 
 
 
【００５８】
　これにより、例えば、従業員数百人から数千人規模の工場やオフィスなどにおいて、タ
イムカードなどに代わる出退勤管理など日常的な業務に、マルチモーダルバイオメトリク
ス認証システムの適用分野を拡大することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
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【００５９】
【図１】本発明にかかわる複数同時バイオメトリクス入力装置の第１の実施形態を示す図
である。
【図２】図１に示した複数同時バイオメトリクス入力装置の構成説明図である。
【図３】本発明にかかわる複数同時バイオメトリクス入力装置の第２の実施形態を示す図
である。
【図４】補正値算出動作を説明する図である。
【図５】本発明にかかわる複数同時バイオメトリクス認証装置の実施形態を示す図である
。
【符号の説明】
【００６０】
２００　複数同時バイオメトリクス入力装置
２０１　指紋センサ
２０２　静脈パターンセンサ
２０３、２０４　特徴抽出部
２０５、２２０　移動機構
２０６　輪郭抽出部
２０７　輪郭抽出部
２０８　補正値算出部
２０９　補正値算出部
２１０　認証処理部
２１１　指紋クラスタ判別部
２１２　静脈クラスタ判別部
２１３　マッチング処理部
２１４　統合辞書
２１５　認証判定部
２２１　電動スライド機構
２２２　モータ
２２３　移動量推定部
２２４　モータ駆動部
２３１　認証出力部
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