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目主

技術分野

０００1 この発明は、生体認証システムおよび生体認証プログラムに関する。

背景技術

０００2 従来より、生体認証においては、データベースに登録されている複数のバイオメトリ

ックデータの中から、入力された に対応するュ一ザのバイオメトリックデータを特定

し、当該 とともに照合用に入力されたバイオメトリックデータと、特定されたバイオメ

トリックデータとを照合して個人を特定する「 : 認証方式」と、 を入力することなく、

照合用に入力されたバイオメトリックデータと、データベースに登録されている複数の

バイオメトリックデータとを照合して個人を特定する「 : 照合方式」が知られている。

０００3 ここで、他人との誤照合を排除して安全性を向上させるためには、「 : 認証方式」

を用いることが望ましいが、ュ一ザの利便性を考慮した場合、 を入力する手間の

無い「 : 照合方式」が好まれる傾向にある。通常は、システムとしては「 : 認証方

式」と「 : 照合方式」の2つの方式を提供し、「 : 認証方式」を行なぅュ一ザと、「

: 照合方式」を行ぅュ一ザとを限定してそれぞれの母集団を作成し、ュ一ザごとにど

ちらの方式で認証するかを決定して生体認証システムを逆用することとなる。

０００4 しかし、「 : 照合方式」では、複数の登録者と照合を行ぅことで、他人を間違えて

認証してしまぅ可能性が増える。すなわち、生体認証システムにおいて、登録済みの

参照用バイオメトリック情報 (テンプレートデータ) の中に、本人と類似するテンプレー

トデータが存在する場合、本人のバイオメトリック情報に近い一致度を示す場合があ

る。通常は、最も一致度が高いバイオメトリック情報を本人として特定するが、例えば

、指紋では、登録時に入力した指紋の状態 (入力時にセンザに置いた指の角度や指

荒れの状態など) と、照合時に入力される指紋の状態が典なることで、本人の登録情

報より類似する他人の登録情報の方が高い一致度となってしまぅことがあり、他人を

間違えて認証してしまぅ可能性が増える。

０００5 また、指紋以外のバイオメトリック情報 (例えば、手のひらの静脈パターンや、眼球



の虹彩など)を使用する場合においても、指紋の場合と同様に、登録時に入力したバ

イオメトリックデータ情報の状態と、照合時に入力するバイオメトリックデータ情報の状

態とが変わることで、類似するデータとの誤照合が発生することがあり、他人を間違え

て認証してしまぅ可能性が増える。

０００6 このょぅに、類似するデータとの誤照合が発生して、他人を間違えて認証してしまぅ

可能性を軽減するために、例えば、特許文献 や特許文献2では、顔画像や指紋画

像などのバイオメトリクスを利用したバイオメトリック認証装置において、バイオメトリック

データ登録時に、既にデータベース上に存在するバイオメトリックデータと比較照合

を了 、刊 、類似要因を抽出して可視表示し、類似状態から照合閾値を学習して調整す

る技術が開示されている。

０００7 また、特許文献3では、指紋特徴データ登録時に、既にデータベース上に存在する

指紋特徴データと比較照合を了 、刊 、データベース上に、登録のために入力された指

紋特徴データと近似するデータが存在する場合には、入力された指紋特徴データを

近似データベースに別途格納する技術が開示されている。

０００8 これらの技術を用いることにょり、類似したバイオメトリック情報がデータベース上

に混在することは無くなり、また、類似したバイオメトリック情報があれば照合閾値を上

げるので、他人との誤照合を軽減することが可能となる。

０００9 特許文献 1 :特開2００5 73号公報

特許文献2 :特開2０００ 53 3号公報

特許文献3 :特開2０００ 23 78号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００1０ ところで、上記した従来の技術は、バイオメトリック情報の登録時に類似データがな

いことを確認したぅえでデータベースに登録すれば、「 : 照合方式」において他人

との誤照合は回避できるが、登録バイオメトリックデータが膨大であれば、登録時の比

較照合処理に時間がかかってしまぅので、「 : 照合方式」の生体認証を円滑に実

施することができないれぢ問題点があった。

００11 例えば、バイオメトリック情報として指紋データを用いる指紋認証システムにおいて



、 万人が の指紋データを登録していると仮定すると、新規ユーザが ０指の指

紋データを登録しようとした場合、類似指紋の有無を総当りで比較照合すると ００万

回の比較処理をしなければならない。仮に、 回の照合を0・ s (ミり秒 ) と高速に処

理する照合エン、ジンを搭載していたとしても、 ００万回の比較処理を行うには ００秒

( 分4０秒 ) が必要であり、登録完了までのレスポンス遅延によるユーザのストレスが

発生する。登録人数および照合エン、ジンの処理速度により必要処理時間は典なるが

、いずれにしても、レスポンス遅延は避けらない。また、レスポンス遅延を回避するた

めに、より高性能な照合エン、ジンを搭載すると、システム全体の設置コストが高くなっ
てしまう。

００12 また、登録時に全登録データと類似比較を行い、類似があれば登録を拒否してしま

うと、本来、類似データの有無に関係なく安全に本人認証を行なうことができる「 :

認証方式」の母集団に登録されているユーザも、登録を拒否されてしまうことになる。

００13 さらに、登録時にバイオメトリック情報の類似状態をチェックしたとしても、登録時の

状態が継続して維持されるわけではない。例えば、季節による状態の変化、成長によ

る変ィヒによって、自身の登録バイオメトリック情報より他人の登録バイオメトリック情報

の方が、類似度が上がってしまうことにより、登録後のシステム逆用時において、バイ

オメトリック情報の登録が許可されたユーザが、他人として誤照合されてしまう可能，性

があるので、「 : 照合方式」の生体認証を円滑に実施することができないという問題

点があった。

００14 このようなことから、上記した従来の技術は、バイオメトリック情報の登録時において

も、バイオメトリック情報の登録後のシステム逆用時においても、「 : 照合方式」の

生体認証を円滑に実施することができないという問趨点があった。

００15 そこで、この発明は、上述した従来技術の課題を解決するためになされたものであ

り、円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる生体認証システ

ムおよび生体認証プログラム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

００16 述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明は、生体情報を受け付けるク

ライアント装置と、前記クライアント装置から前記生体情報を受け付けて本人認証を



行なぅ認証ザーバと、前記認証ザーバによる前記本人認証を管理する管理装置とか
ら構成される生体認証システムであって、前記認証ザーバは、予め利用者として登録

されている登録済み利用者の生体情報であり、前記本人認証の際に、受け付けた前

記生体情報の比較対象として参照される登録生体情報と本人認証方式とを記憶する

登録生体情報記憶手段と、受け付けた前記生体情報と、前記登録生体情報記憶手

段が記憶する前記登録生体情報とを照合する生体情報照合手段と、前記照合に某

づき、受け付けた前記生体情報が、前記登録生体情報記憶手段が記憶する前記登

録生体情報のいずれかと類似する類似生体情報であるか否かを判定するために、当

該受け付けた生体情報を類似判定用に照合される生体情報である類似判定用照合

生体情報として記憶する類似判定用照合生体情報記憶手段と、所定の時機におい

て、前記類似判定用照合生体情報記憶手段が記憶する前記類似判定用照合生体

情報と、前記登録生体情報記憶手段が記憶する前記登録生体情報とを比較して、

前記類似判定用照合生体情報の中に、前記類似生体情報があるか否かを判定する

類似生体情報判定手段と、前記類似判定用照合生体情報記憶手段が記憶する前

記類似判定用照合生体情報の中に、前記類似生体情報判定手段によって、前記類

似生体情報として判定された類似判定用照合生体情報があった場合は、前記類似

生体情報として判定された類似判定用照合生体情報に関する情報である類似情報

を出力する類似情報出力手段と、を備えたことを特徴とする。

００17 また、本発明は、上記の発明において、前記クライアント装置もしくは前記認証ザー

バが、利用者として登録されることを希望する登録希望者から前記生体情報を受け

付けるときに、前記類似判定用照合生体情報記憶手段は、前記登録希望者から受

け付けた生体情報を、前記本人認証方式とともに前記類似判定用照合生体情報とし

て記憶し、前記類似生体情報判定手段は、所定の時機において、前記類似判定用

照合生体情報記憶手段が記憶する前記登録希望者の前記類似判定用照合生体情

報と、前記登録生体情報記憶手段が記憶する前記登録生体情報とを比較して、前

記類似生体情報があるか否かを判定することを特徴とする。

００18 また、本発明は、上記の発明において、前記クライアント装置もしくは前記認証ザー

バが、前記登録済み利用者から新たに本人認証のための前記生体情報を受け付け



るときに、前記類似判定用照合生体情報記憶手段は、前記登録済み利用者から新

たに受け付けた生体情報を、前記本人認証方式とともに前記類似判定用照合生体

情報として記憶し、前記類似生体情報判定手段は、所定の時機において、前記類似

判定用照合生体情報記憶手段が記憶する前記登録済み利用者の前記類似判定用

照合生体情報と、前記登録生体情報記憶手段が記憶する前記登録生体情報とを比

較して、前記類似生体情報があるか否かを判定することを特徴とする。

００19 また、本発明は、上記の発明において、前記認証ザーバにおいて、前記本人認証

に用いられる方式が : 認証方式である登録済み利用者と、前記本人認証に用レ屯

れる方式が : 照合方式である登録済み利用者とに分かれるときに、前記認証ザー

バは、 : 照合方式によって本人認証を行なぅ登録済み利用者の情報を記憶する

: 利用者情報記憶手段をさらに備え、前記類似生体情報判定手段は、前記登録生

体情報記憶手段が記憶する前記登録生体情報の中で、前記 : 利用者情報記憶

手段が記憶する : 照合方式によって本人認証を行なぅ登録済み利用者に対応す

る前記登録生体情報と、前記類似判定用照合生体情報記憶手段が記憶する前記登

録希望者の前記類似判定用照合生体情報とを、即時に比較して、前記類似生体情

報があるか否かを判定するとともに、所定の時機において、当該類似判定用照合生

体情報と前記登録生体情報記憶手段が記憶するすべての前記登録生体情報とを比

較して、前記類似生体情報があるか否かを判定することを特徴とする。

００2０ また、本発明は、上記の発明において、前記クライアント装置もしくは前記認証ザー

バにおいて、前記生体情報から前記登録生体情報として抽出されるデータである登

録データの形式と、前記生体情報から前記登録生体情報と照合するために抽出され

るデータである照合データの形式とが典なるときに、前記クライアント装置もしくは前

記認証ザーバは、受け付けた前記登録希望者の前記生体情報から、前記登録デー

タと前記照合データとを抽出するデータ抽出手段を備え、前記認証ザーバは、前記

データ抽出手段によって抽出された前記登録データを前記登録生体情報として前記

登録生体情報記憶手段に格納するとともに、前記データ抽出手段によって抽出され

た前記照合データを前記類似判定用照合生体情報として前記類似判定用照合生体

情報記憶手段に格納する抽出データ格納手段をさらに備えたことを特徴とする。



００2 1 また、本発明は、上記の発明において、前記類似生体情報判定手段は、前記類似

判定用照合生体情報記憶手段が記憶する前記類似判定用照合生体情報としての

前記照合データを、類似判定処理が終了した時点で廃棄することを特徴とする。

００22 また、本発明は、上記の発明において、前記類似生体情報判定手段は、前記所定

の時機として、前記管理装置の管理者によって予め設定される時刻に前記類似生体

情報があるか否かを判定することを特徴とする。

００23 また、本発明は、上記の発明において、前記類似生体情報判定手段は、前記所定

の時機として、前記管理装置の管理者によって現に指示される時点に前記類似生体

情報があるか否かを判定することを特徴とする。

００24 また、本発明は、上記の発明において、前記認証ザーバは、前記登録済み利用者

から新たに本人認証のために受け付けた生体情報を、前記類似判定用照合生体情

報記憶手段が前記類似判定用照合生体情報として記憶する時期を予め設定して記

憶する時期設定記憶部をさらに備えたことを特徴とする。

００25 また、本発明は、上記の発明において、前記クライアント装置もしくは前記認証ザー

バにおいて、前記生体情報として人力された生体画像情報から画像処理によって前

記照合データを抽出する場合であって、前記認証ザーバは、前記登録済み利用者

が登録時に入力した生体画像情報から、および、前記登録済み利用者が本人認証

時に入力した生体画像情報から、前記画像処理により前記照合データを抽出した過

程において取得された画像処理パラメータの履歴を記憶する履歴記憶手段と、本人

認証のために、前記登録済み利用者が新たに入力した生体画像情報から前記照合

データとしての新規照合データを抽出する過程において取得される画像処理パラメ

ータである新規画像処理パラメータが、前記履歴記憶手段が記憶する前記画像処理

パラメータと比較して若しく変化していると確認された場合に、前記新規照合データ

を前記類似判定用照合生体情報として前記類似判定用照合生体情報記憶手段に

格納する変化確認格納手段と、をさらに備えたことを特徴とする。

００26 また、本発明は、上記の発明において、前記履歴記憶手段は、前記登録済み利用

者が登録時に入力した生体画像情報から、および、前記登録済み利用者が本人認

証時に入力した生体画像情報から、前記画像処理により前記照合データを抽出した



過程において取得される画像特徴情報数の履歴を記憶し、前記変化確認格納手段

は、本人認証のために、前記登録済み利用者が新たに入力した生体画像情報から

前記照合データとしての新規照合データを抽出する過程において取得される画像特

徴情報数である新規画像特徴情報数が、前記履歴記憶手段が記憶する前記画像

特徴情報数と比較して若しく変化していると確認された場合に、前記新規照合デ一

に格納することを特徴とする。

００27 また、本発明は、上記の発明において、前記履歴記憶手段は、前記登録済み利用

者が本人認証された際に、照合判定の指標として算出された判定値の履歴を記憶し

、前記変化確認格納手段は、本人認証のために、前記登録済み利用者が新たに入

力した生体画像情報を用いて算出される判定値である新規判定値が、前記履歴記

憶手段が記憶する前記判定値と比較して若しく変化していると確認された場合に、前

記新規照合データを前記類似判定用照合生体情報として前記類似判定用照合生

体情報記憶手段に格納することを特徴とする。

００28 また、本発明は、上記の発明において、前記生体情報として血管の画像情報であ

る血管画像情報を取得し、当該血管画像情報から画像処理によって前記照合デー

タを抽出する場合であって、前記履歴記憶手段は、前記登録済み利用者が登録時

に入力した血管画像情報から、および、前記登録済み利用者が本人認証時に入力

した血管画像情報から、当該登録済み利用者の血管の太さの履歴を記憶し、前記変

化確認格納手段は、本人認証のために、前記登録済み利用者が新たに入力した血

管画像情報から前記照合データとしての新規照合データを抽出する過程において

現に取得される当該登録済み利用者の血管の太さが、前記履歴記憶手段が記憶す

た場合に、前記新規照合データを前記類似判定用照合生体情報として前記類似判

定用照合生体情報記憶手段に格納することを特徴とする。

００29 また、本発明は、上記の発明において、前記クライアント装置もしくは前記認証ザー

バは、気温を取得する気温取得手段をさらに備え、前記履歴記憶手段は、前記気温

取得手段によって取得した前記登録済み利用者の登録時における気温、および、前



記気温取得手段によって取得した前記登録済み利用者の本人認証時における気温

の履歴を記憶し、前記変化確認格納手段は、本人認証のために、前記登録済み利

用者が新たに入力した前記生体情報から前記照合データとしての新規照合データを

抽出する過程において、前記気温取得手段によって現に取得される気温が、前記履

歴記憶手段が記憶する前記気温と比較して若しく変化していると確認された場合に、

前記新規照合データを前記類似判定用照合生体情報として前記類似判定用照合

生体情報記憶手段に格納することを特徴とする。

００3０ また、本発明は、上記の発明において、前記類似情報出力手段は、前記類似情報

として、前記類似判定用照合生体情報と類似していると判定された登録生体情報に

関する情報や、前記類似判定用照合生体情報の変更依頼や、前記類似判定用照

合生体情報と類似していると判定されたことによって前記認証ザーバが行なった処

理の内容を、当該類似判定用照合生体情報としての生体情報を入力した人物の所

有する端末、または、前記管理装置の管理者の所有する端末にメールにて非同期に

通知することを特徴とする。

００3 1 また、本発明は、上記の発明において、前記類似情報出力手段は、前記類似情報

として、前記類似判定用照合生体情報と類似した登録生体情報が存在するとする判

定結果や、前記類似判定用照合生体情報の変更依頼や、前記類似判定用照合生

体情報と類似していると判定されたことによって前記認証ザーバが行なった処理の内

容を、当該類似判定用照合生体情報としての生体情報を入力した人物に通知するこ

とを特徴とする。

００32 また、本発明は、上記の発明において、前記類似情報出力手段は、前記類似生体

情報として判定された類似判定用照合生体情報を入力した人物が、前記 : 利用

者情報記憶手段が記憶する : 照合方式によって本人認証を行なぅとされる前記登

録済み利用者である場合には、当該人物から新たに本人認証のための前記生体情

報を取得したとしても、本人認証しないとする判定結果を当該人物に通知することを

特徴とする。

００33 また、本発明は、上記の発明において、前記生体情報および前記生体情報に関す

る情報のすべてあるいは一部を暗号化して記憶することを特徴とする。



００34 また、本発明は、上記の発明において、システム内で通信される情報のすべてある

いは一部を暗号化して通信することを特徴とする。

００35 また、本発明は、生体情報を受け付けるクライアント装置と、前記クライアント装置か

ら前記生体情報を受け付けて本人認証を行なぅ認証ザーバと、前記認証ザーバによ

る前記本人認証を管理する管理装置とから構成される生体認証方法をコンピュータ

に実行させる生体認証プログラムであって、前記認証ザーバは、予め利用者として登

録されている登録済み利用者の生体情報であり、前記本人認証の際に、受け付けた

の記憶部に記憶する登録生体情報記憶手順と、受け付けた前記生体情報と、前記

第一の記憶部が記憶する前記登録生体情報とを照合する生体情報照合手順と、前

記照合に某づき、受け付けた前記生体情報が、前記第一の記憶部が記憶する前記

当該受け付けた生体情報を類似判定用に照合される生体情報である類似判定用照

合生体情報として第二の記憶部に記憶する類似判定用照合生体情報記憶手順と、

所定の時機において、前記第二の記憶部が記憶する前記類似判定用照合生体情

報と、前記第一の記憶部が記憶する前記登録生体情報とを比較して、前記類似判定

用照合生体情報の中に、前記類似生体情報があるか否かを判定する類似生体情報

判定手順と、前記第二の記憶部が記憶する前記類似判定用照合生体情報の中に、

前記類似生体情報判定手順によって、前記類似生体情報として判定された類似判

定用照合生体情報があった場合は、前記類似生体情報として判定された類似判定

用照合生体情報に関する情報である類似情報を出力する類似情報出力手順と、を

コンピュータに実行させることを特徴とする。

発明の効果

0036 本発明によれば、受け付けた生体情報と登録生体情報との比較照合を、即時に実

行するのではなく、例えば、認証ザーバの処理負荷が少なくなる時間帯にまとめて実

行することができ、円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。

また、「 : 照合方式」において誤照合の危険性が存在することをシステム管理者に

通知したり、類似生体情報として判定された人物に生体情報の再登録などを促す通



知をしたりすることで、「 : 照合方式」における誤照合の要因を排除することができ

、円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。

００37 また、本発明によれば、登録希望者から受け付けた生体情報と登録生体情報との

比較照合を、即時に実行するのではなく、例えば、当該登録希望者を仮登録利用者

として「 : 認証方式」による本人認証のみを実行するよぅに設定しておいて、所定の

時機において類似判定処理がまとめて行なわれるまでの期間は、「 : 照合方式」

における誤照合の要因を排除することができ、円滑な「 : 照合方式」の生体認証を

実施することが可能になる。

００38 また、本発明によれば、登録済み利用者から新たに受け付けた生体情報が、登録

時の状態から変動したために他人の登録生体情報と類似していると判定されるか否

かを、例えば、認証ザーバの処理負荷が少なくなる時間帯にまとめて実行することが

でき、円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。

００39 また、本発明によれば、登録希望者から受け付けた生体情報が、少なくとも「 : 照

即時に判定して、「 : 照合方式」における誤照合の要因を排除することができ、円

滑な 「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。

００4０ また、本発明によれば、登録データと照合データとのデータ形式を典なるものにす

ることによって、登録データの盗難による被告を軽減させるシステム構成においても

類似判定処理を行なぅことができ、円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施するこ

とが可能になる。

００4 1 また、本発明によれば、照合データの盗難による被告を回避することができ、円滑

な「 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。

００42 また、本発明によれば、例えば、管理装置の管理者が、認証ザーバにおける負荷

状態の傾向を把握したぅえで、認証ザーバの負荷が軽減する可能性の商い時機を

所定の時機として見極めて設定することができ、円滑な 「 : 照合方式」の生体認証

を実施することが可能になる。

００43 また、本発明によれば、例えば、管理装置の管理者が、認証ザーバにおける負荷

状態を監視したぅえで、認証ザーバの負荷が軽減した時点を所定の時機として見極



めて指定することができ、円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能

になる。

００44 また、本発明によれば、例えば、生体情報が変化しやすい季節 (時期)を、登録済

み利用者から新たに本人認証のために受け付けた生体情報の類似判定処理を行な

ぅタイミングとして設定することで、「 : 照合方式」における誤照合の要因を効率的

に排除することができ、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能

になる。

００45 また、本発明によれば、生体情報が変動したことを、具体的な画像処理パラメータ

の変動によって判定して、「 : 照合方式」における誤照合の要因を効率的に排除

することができ、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる

００46 また、本発明によれば、生体情報が変動したことを、具体的な画像特徴情報数の変

動によって判定して、「 : 照合方式」における誤照合の要因を効率的に排除するこ

とができ、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。

００47 また、本発明によれば、生体情報が変動したことを、例えば、照合判定を行なぅため

に算出される一致スコアや、最終的な照合判定結果として算出される一致率など、具

体的な判定値の変動によって判定して、「 : 照合方式」における誤照合の要因を

効率的に排除することができ、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施すること

が可能になる。

００48 また、本発明によれば、手のひらの静脈認証を行なぅ場合に、生体情報が変動した

ことを、具体的な血管の太さの変動によって判定して、「 : 照合方式」における誤

照合の要因を効率的に排除することができ、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証

を実施することが可能になる。

００49 また、本発明によれば、手のひらの静脈認証を行なぅ場合に、血管の太さの変動が

て、「 : 照合方式」における誤照合の要因を効率的に排除することができ、より円滑

な 「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。

００5０ また、本発明によれば、類似生体情報として判定された生体情報を入力した人物



や、管理装置の管理者に、「 : 照合方式」における誤照合が発生する可能性があ

ることを確実に通知することができ、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施す

ることが可能になる。

００5 1 また、本発明によれば、類似生体情報として判定された生体情報を入力した人物に

、「 : 照合方式」における誤照合が発生する可能性があることを通知することができ

、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。

００5 2 また、本発明によれば、類似生体情報として判定された人物によって「 : 照合方

式」における誤照合が発生する可能性を排除することができ、より円滑な「 : 照合

方式」の生体認証を実施することが可能になる。

００5 3 また、本発明によれば、生体情報および生体情報に関する情報が傍受されても悪

用されることを回避することができ、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施す

ることが可能になる。

００54 また、本発明によれば、システム内で通信される情報を傍受されても悪用されること

を回避することができ、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能

になる。

図面の簡単な説明

００5 5 図 図 は、実施例 における生体認証システムの概要および特徴を説明するため

の図である。

図2 図2は、実施例 におけるクライアント装置の構成を示すブロック図である。

図3 図3は、実施例 における認証ザーバの構成を示すブロック図である。

図4 図4は、実施例 における登録生体情報記憶部を説明するための図である。

図5 図5は、実施例 における仮登録情報記憶部を説明するための図である。

図6 図6は、実施例 における管理装置の構成を示すブロック図である。

図7 図7は、実施例 におけるクライアント装置の処理を説明するための図である。

図8 図8は、実施例 における認証ザーバの仮登録処理を説明するための図である

図9 図9は、実施例 における認証ザーバの正式登録処理を説明するための図であ

る。



図1０図 ０は、実施例2における生体認証システムの概要および特徴を説明するた

めの図である。

図11 図 は、実施例2における認証ザーバの構成を示すブロック図である。

図12 図 2は、実施例2における画像処理パラメータ変化判定部を説明するための

図である。

図13 図 3は、実施例2における登録生体情報記憶部を説明するための図である。

図14 図 4 、実施例2における仮登録情報記憶部を説明するための図である。

図15 図 5は、実施例2におけるクライアント装置の処理を説明するための図である

図16 図 6 は、実施例2における認証ザーバの仮登録処理を説明するための

図である。

図16 2 図 6 は、実施例2における認証ザーバの仮登録処理および正式登録

処理の変形例を説明するための図である。

図17 図 7は、実施例3における生体認証システムを説明するための図である。

図18 図 8は、実施例4における生体認証システムを説明するための図である。

図19 図 9は、実施例5における生体認証システムを説明するための図である。

図2０図2０は、実施例6における生体認証システムを説明するための図である。

図2 1 図2 は、実施例7における生体認証システムを説明するための図である。

図22 図22は、実施例8における生体認証システムを説明するための図である。

図23 図23は、実施例9における生体認証システムを説明するための図である。

符号の説明

０ クライアント装置

０a 生体情報人力部

０b 登録データ抽出用画像処理部

０c 照合データ抽出用画像処理部

od 抽出データ送信部

oe 登録結果受信部

2０ 認証ザーバ



2０a 抽出データ受信部

2０b 類似照合処理部

2０c 登録結果送信部

2０ 類似情報管理者送信部

2 a 登録生体情報記憶部

2 b 仮登録情報記憶部

2 。類似照合処理タイミング記憶部

3０ 管理装置

3０a 類似情報受信部

3０b 類似照合処理タイミング設定部

発明を実施するための最良の形態

００5 7 以下に添付図面を参照して、この発明に係る生体認証システムおよび生体認証プ

ログラムの実施例を詳細に説明する。

実施例 1

００58 用語の説明」

まず最初に、以下の実施例で用いる主要な用語を説明する。以下の実施例で用い

る「 : 認証方式」とは、複数の登録済み利用者の生体情報の中から、入力された

に対応する生体情報を特定し、当該 とともに照合用に入力された生体情報と、特

定された生体情報とを照合して個人を特定する生体認証の方式であり、また、「 :

照合方式」とは、 を入力することなく、照合用に入力された生体情報と、複数の登

録済み利用者の生体情報とを照合して個人を特定する生体認証の方式である。

００59 また、「登録済み利用者」とは、予め利用者として登録されている人物のことであり、

「登録生体情報」とは、「登録済み利用者」の生体情報であり、本人認証の際に、受け

付けた生体情報の比較対象として参照される生体情報のことであり、「登録希望者」と

は、生体認証システムに利用者として登録されることを希望する人物のことである。ま

た、「登録データ」とは、生体情報から「登録生体情報」として抽出されるデータのこと

であり、「照合データ」とは、生体情報から「登録生体情報」と照合するために抽出さ

れるデータのことである。また、「類似判定用照合生体情報」とは、受け付けた生体情



報から抽出された「照合データ」を、「登録生体情報」としての「登録データ」のいずれ

かと類似する類似生体情報であるか否かを判定するため用いられるデータのことであ

る。

００6０ 実施例 における生体認証システムの概要および特徴」

続いて、図 を用いて、実施例 における生体認証システムの主たる特徴を具体的

に説明する。図 は、実施例 における生体認証システムの概要および特徴を説明

するための図である。

００6 1 実施例 における生体認証システムは、生体情報を受け付けるクライアント装置と、

クライアント装置から生体情報を受け付けて本人認証を行なぅ認証ザーバと、認証ザ

ーバによる本人認証を管理する管理装置とから構成されることを概要とする。具体的

には、認証ザーバは、会社内に設置される業務用ザーバに含まれており、クライアン

ト装置は、社員が所有する端末であり、社員それぞれが、自身が所有する端末から

業務用ザーバにアクセスし、管理装置は、業務用ザーバを管理する管理者が操作す

る装置であることが想定される。

００62 なお、本実施例では、以下の3点を前提とする生体認証システムについて説明する

。 点 目は、「生体情報」として「指紋情報」を用いる生体認証システムであることであり

、2点 目は、認証ザーバにおいて、本人認証に用いられる方式が 「 : 認証方式」で

ある登録済み利用者と、本人認証に用いられる方式が 「 : 照合方式」である登録

済み利用者とに分かれる生体認証システムであることであり、3点 目は、クライアント装

置において、生体情報から登録生体情報として抽出される「登録データ」の形式と、

生体情報から「登録データ」と照合するために抽出される「照合データ」の形式とが典

なる生体認証システムであることである。

００63 ここで、本発明は、円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる

ことに主たる特徴がある。この主たる特徴について簡単に説明すると、実施例 にお

ける生体認証システムを構成するクライアント装置は、登録希望者から生体情報を受

け付けた場合に、受け付けた登録希望者の生体情報から、登録データと照合データ

とを抽出して、認証ザーバに送信する。例えば、図 に示すよぅに、「登録希望者

S z 」から生体情報として指紋画像を受け付けた場合に、実施例 におけるクライ



アント装置は、当該指紋画像から「登録データS 」と「照合データS 」とを抽出し、これら

を認証ザーバに送信する。

００6 4 なお、登録データと照合データとの両方において、指紋画像から、中心点や端点、

や分岐点などの画像特徴呈を抽出し、画像特徴呈情報として、中心点に対する端点、

や分岐点の位置関係をバイナリデータとして抽出するが、登録データは、複数回、指

を指紋センザにおいて得られた複数個の指紋画像から共通して抽出された画像特

徴呈からなる精度の高いデータであり、照合データは、 回のみ指を指紋センザにお

いて得られた指紋画像から抽出された画像特徴呈からなるデータである。

００6 5 一方、実施例 における生体認証システムを構成する認証ザーバは、登録生体情

報を記憶する。例えば、図 に示すよぅに、「登録済み利用者」を一意に特定できる「1

: a a a」に対応付けて、「登録データ 」を登録生体情報記憶部において記憶す

る。また、「 : a a a」の「登録済み利用者」が使用しているメールアドレスである「

アドレス 」も記憶する。

００6 6 また、実施例 における生体認証システムを構成する認証ザーバは、「 : 照合方

式」によって本人認証を行なぅ登録済み利用者の情報と、「 : 認証方式」によって本

人認証を行なぅ登録済み利用者の情報とを記憶する。例えば、図 に示すよぅに、「1

: a a a」の「登録済み利用者」は、「 : 認証方式」のみの許可者であり、「 :

a a da」の「登録済み利用者」は、「 : 照合方式」の許可者であることを登録生体情

報記憶部において記憶する。

００6 7 そして、実施例 における生体認証システムを構成する認証ザーバは、クライアント

装置から登録データと照合データとを受信すると、登録データを登録生体情報として

登録生体情報記憶部に格納するとともに、照合データを類似判定用照合生体情報と

して登録生体情報記憶部の「項 目 :照合データ」に格納する。例えば、図 に示すよぅ

に、クライアント装置から受信した「登録データS 」と「照合データS 」とをそれぞれ「 :

S z 」に対応する「項 目 :登録データ」と「項 目 :照合データ」とに格納する。

００6 8 そして、実施例 における生体認証システムを構成する認証ザーバは、登録生体情

報記憶部が記憶する登録生体情報 (登録データ) の中で、「 : 照合方式」によって

本人認証を行なぅ登録済み利用者に対応する登録生体情報と、登録希望者の類似



判定用照合生体情報として格納された「照合データ」とを、即時に比較して、類似生

体情報があるか否かを判定する。例えば、即時に、「照合データS 」と、「 : 照合方

式」である登録データとの類似照合処理を実行して、類似生体情報であるか否かを

判定し、さらに、図 に示すよぅに、「登録希望者1 : S z 」を仮登録利用者として

仮登録情報記憶部に格納する。これにより、例えば、「照合データS 」が 「 : 照合方

式」である登録データに対して、類似生体情報と判定された場合は、「 : 照合方式

」は許可せずに、「 : 認証方式」のみの許可者と判断し、類似生体情報でないと判

定された場合は、「 : 照合方式」を許可する可能性があると判断することができる。

００69 そして、実施例 における生体認証システムを構成する認証ザーバは、管理装置の

管理者によって予め設定される時刻において、類似判定用照合生体情報 (照合デー

タ) と登録生体情報記憶部が記憶するすべての登録生体情報 (登録データ) とを比較

して、類似生体情報があるか否かを判定する。例えば、図 に示すよぅに、管理装置

の管理者による判断から設定された、システムの負荷の少ない深夜帯において、す

べての登録データと、仮登録利用者それぞれの照合データとの類似照合処理を実

行する。

００7０ そして、実施例 における生体認証システムを構成する認証ザーバは、登録生体情

報記憶部が記憶する類似判定用照合生体情報としての照合データを、類似判定処

理が終了した時点で廃棄する (図 参照 )。

００7 1 そして、実施例 における生体認証システムを構成する認証ザーバは、類似照合の

判定結果として、類似判定用照合生体情報 (照合データ) と類似していると判定され

た登録生体情報 (登録データ) に関する情報や、生体情報の再登録依頼や、類似判

定生体情報であると判定されたことによって認証ザーバが行なった処理の内容を、類

似判定用照合生体情報 (照合データ) が抽出された生体情報を入力した人物の所有

する端末、および、管理装置の管理者の所有する端末にメールにて通知する。ここで

、認証ザーバが行なった処理の内容とは、照合データが類似生体情報であることか
ら、当該照合データに対応する登録希望者が新たに生体情報を入力するまでは、「

: 認証方式」でしか認証しないといった処理である。

００72 なお本実施例では、管理装置の管理者が予め設定した時間帯においてすべての



登録データとの類似判定処理を実行する場合について説明したが、本発明はこれに

限定されるものではなく、管理装置の管理者が認証ザーバの負荷状態を監視し、負

荷状態が軽減した時点を察知して、当該時点において類似判定処理の実行を開始

するよぅに、認証ザーバに対して指示する場合であってもよい。

００73 このよぅなことから、実施例 における生体認証システムは、受け付けた生体情報と

登録生体情報との比較照合を、即時に実行するのではなく、例えば、認証ザーバの

処理負荷が少なくなる時間帯にまとめて実行することができ、上記した主たる特徴の

通り、円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。また、「 :

照合方式」において誤照合の危険性が存在することをシステム管理者に通知したり、

類似生体情報として判定された人物に生体情報の再登録などを促す通知をしたりす

ることで、「 : 照合方式」における誤照合の要因を排除することができ、円滑な「 :

照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。

００74 なお、実施例 における生体認証システムを構成する認証ザーバは、上記したよぅ

に、円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施するために、登録希望者から受け付

けた生体情報の類似照合処理を行なぅが、通常は、受け付けた生体情報と、登録生

体情報記憶部が記憶する登録生体情報とを照合することによって本人認証を行なっ
ている。

００75 実施例 におけるクライアント装置の構成」

次に、図2を用いて、実施例 におけるクライアント装置の構成を説明する。図2は、

実施例 におけるクライアント装置の構成を示すブロック図である。

００76 図2に示すよぅに、実施例 におけるクライアント装置 ０は、生体情報人力部 ０aと

、登録データ抽出用画像処理部 ０bと、照合データ抽出用画像処理部 ０cと、抽出

データ送信部 dと、登録結果受信部 eとから構成され、さらに認証ザーバ2０と通

信網を介して接続される。

００77 生体情報人力部 ０aは、登録希望者から入力された生体情報 (例えば、指紋画像

)を取得する。

００78 登録データ抽出用画像処理部 ０bは、生体情報入力部 ０aによって取得された生

体情報 (例えば、指紋画像 )から、画像処理によって、登録データを抽出する。



００79 照合テータ抽出用画像処理部 ０cは、生体 清報人力部 ０a によって取得された生

体 清報 (例えは、指紋画像 )から、画像処理によって、照合テータを抽出する。

００8０ 抽出テータ迭信部 dは、登録テータ抽出用画像処理部 ０bによって抽出された

登録テータと、照合テータ抽出用画像処理部 ０c によって抽出された照合テータと

を、甜正ザ一ハ2０に迭信する。

００8 1 登録結果受信部 eは、甜正ザ一ハ2０によって実行された類似判定処理の結果

としての登録結果を、甜正ザ一ハ2０から受信する。具体的には、登録結果をメール

にて受信し、登録希望者に通知する。例えは、当核登録希望者の生体 清報から抽出

した照合テータか類似生体 清報として判定されたことを、「 照合方式の詐可者と

しては登録てきない」や、「新たに生体 情報を入力してくた 、刮 」なとの通知とともに迭

信する。

００8 2 実施例 における甜正ザ一ハの構成」

続いて、図3～5を用いて、実施例 における甜正ザ一ハの構成を説明する。図3は

、実施例 における甜正ザ一ハの構成を示すフロノク図てあり、図4は、実施例 にお

ける登録生体 清報記惜部を説明するための図てあり、図5は、実施例 における仮登

録 清報記惜部を説明するための図てある。

００8 3 図3に示すよぅに、実施例 における甜正ザ一ハ2０は、抽出テータ受信部2０a と、

類似照合処理部2０bと、登録結果迭信部2０。と、類似 清報管理者迭信部2０dと、登

録生体 清報記惜部2 aと、仮登録 清報記惜部2 bと、類似照合処理タイミンク記惜

部2 cとから構成され、さらにクライアント装置 ０およひ管理装置3０とそれそれ通信

網を介して接続される。

００84 登録生体 清報記惜部2 aは、登録生体 清報を記惜する。例えは、図4に示すよぅに

、「登録済み利用者」を一首に特定てきる「 a a a」に対応付けて、「登録テータ

」を登録生体 清報記惜部2 a において記惜し、さらに、「 a a a」の「登録済み

利用者」か使用しているメールアトレスてある「アトレス 」も記惜する。

００8 5 また、登録生体 清報記惜部2 aは、「 照合方式」によって本人品正を行なぅ登

録済み利用者の情報と、「 甜正方式」によって本人品正を行なぅ登録済み利用者

の清報とを記惜する。例えは、図4に示すよぅに、「 a a a」の「登録済み利用者



」は、「 : 認証方式」のみの許可者であり、「 : a ada」や「 : a o 」の「登録済

み利用者」は、「 : 照合方式」の許可者であることを登録生体情報記憶部2 aにお

いて記憶する。

００86 抽出データ受信部2０aは、クライアント装置 ０から登録希望者の登録データと照合

データとを受信し、受信した登録データを登録生体情報として登録生体情報記憶部

2 aに格納するとともに、受信した照合データを類似判定用照合生体情報として登

録生体情報記憶部2 aに格納する。例えば、図4に示すよぅに、クライアント装置 ０

から受信した「登録データS 」と「照合データS 」とをそれぞれ「1 :S z 」に対応す

る「項 目 :登録データ」と「項 目 :照合データ」とに格納する。

００87 類似照合処理部2０bは、登録生体情報記憶部2 aが記憶する登録生体情報 (登

録データ) の中で、「 : 照合方式」によって本人認証を行なぅ登録済み利用者に対

応する登録生体情報 (登録データ) と、登録希望者の類似判定用照合生体情報とし

て格納された「照合データ」とを、即時に比較して、類似生体情報があるか否かを判

定する。例えば、即時に、「照合データS 」と、「 : 照合方式」である登録データとの

類似照合処理を実行して、類似生体情報であるか否かを判定し、さらに、図5に示す
よぅに、「登録希望者1 :S z 」を仮登録利用者として仮登録情報記憶部2 bに

格納する。

００88 ここで、類似照合処理タイミング記憶部2 。は、管理装置の管理者によって予め設

定された類似照合処理を実行する時刻を記憶する。例えば、管理装置3０の管理者

による判断から設定された、システムの負荷の少ない深夜帯を、すべての登録データ

との類似照合処理を行なぅ時刻として記憶する。

００89 そして、類似照合処理部2０bは、管理装置3０の管理者によって予め設定される時

刻において、仮登録情報記憶部2 bが記憶する仮登録情報に対応する照合データ

(登録生体情報記憶部2 aにおいて記憶されている) と登録生体情報記憶部2 aが

記憶するすべての登録生体情報 (登録データ) とを比較して、類似生体情報があるか

否かを判定する。

００9０ そして、類似照合処理部2０bは、登録生体情報記憶部2 aが記憶する類似判定用

照合生体情報としての照合データを、類似判定処理が終了した時点で廃棄する。



００9 1 登録結果送信部2０。および類似情報管理者送信部2０dは、類似照合処理部2０b

による類似照合の判定結果として、類似判定用照合生体情報 (照合データ) と類似し

ていると判定された登録生体情報 (登録データ) に関する情報や、生体情報の再登

録依頼や、類似判定生体情報であると判定されたことによって認証ザーバが行なっ
た処理の内容を、例えば、類似判定用照合生体情報 (照合データ) が抽出された生

体情報を入力した人物の所有するクライアント装置 ０、または、管理装置3０にメー

ルにて通知する。

００92 実施例 における管理装置の構成」

続いて、図6を用いて、実施例 における管理装置の構成を説明する。図6は、実

施例 における管理装置の構成を示すブロック図である。

００93 図6に示すよぅに、実施例 における管理装置3０は、類似情報受信部3０aと、類似

照合処理タイミング設定部3０bとから構成され、さらに認証ザーバ 2０と通信網を介し

て接続される。

００94 類似照合処理タイミング設定部3０bは、管理装置3０の管理者によって予め設定さ

れる類似照合処理を実行する時刻を受け付けて、認証ザーバ2０の類似照合処理タ

イミング記憶部2 cに送信する。

００95 類似情報受信部3０aは、認証ザーバ2０から送信された類似情報を受信する。

００96 実施例 における生体認証システムによる処理の手 ほ」

次に、図7～9を用いて、実施例 における生体認証システムによる処理を説明する

。図7は、実施例 におけるクライアント装置の処理を説明するための図であり、図8は

、実施例 における認証ザーバの仮登録処理を説明するための図であり、図9は、実

施例 における認証ザーバの正式登録処理を説明するための図である。

００97 実施例 におけるクライアント装置による処理の手 ほ」

図7に示すよぅに、実施例 におけるクライアント装置 ０は、生体情報人力部 ０aを

介して、登録希望者からの生体情報を受け付けると(ステップS 7０ 肯定) 、受け付け

た生体情報から、登録データ抽出用画像処理部 ０bによって登録データを抽出し、

照合データ抽出用画像処理部 ０cによって照合データを抽出する (ステップS 7０2)



００98 そして、抽出データ送信部 dは、登録データ抽出用画像処理部 ０bによって抽

出された登録データと、照合データ抽出用画像処理部 ０cによって抽出された照合

データとを認証ザーバ 2０に送信する (ステップ5 7０3)

００99 そののち、登録結果受信部 eは、抽出データ送信部 dによって認証ザーバ 2０

に送信された照合データと、 : 照合許可者の登録データとの類似判定結果を認証

ザーバ 2０から受信する (ステップ5 7０4)。例えば、認証ザーバ2０に送信された照合

データが 「 : 照合許可者の登録データ」に対して、類似生体情報ど判定された場

合は、「 : 照合方式」は許可しないとする類似判定結果や、類似生体情報でなレ止

判定された場合は、「 : 照合方式」を許可する可能性があるとする類似判定結果を

受信する。

０1００ 続いて、登録結果受信部 eは、認証ザーバ 2０から登録データすべてとの類似判

定結果を受信して (ステップS 7０5) 、処理を終了する。例えば、「 : 照合方式」の許

可者として正式に登録されたとする類似判定結果や、「 : 認証方式」のみの許可者

として正式に登録されたとする類似判定結果を受信する。

０1０1 実施例 における認証ザーバによる仮登録処理の手 ほ」

図8に示すよぅに、実施例 における認証ザーバ 2０が備える抽出データ受信部2０a

は、クライアント装置 ０から登録希望者の登録データおよび照合データを受信すると

(ステップS 8 肯定) 、登録データおよび照合データを登録生体情報記憶部2 aに

格納する (ステップS 8０2)

０1０2 続いて、類似照合処理部2０bは、登録生体情報記憶部2 aが記憶する登録生体

情報 (登録データ) の中で、「 : 照合方式」によって本人認証を行なぅ登録済み利

用者に対応する登録データと、登録希望者の類似判定用照合生体情報として格納

された照合データとを、即時に比較して、類似生体情報があるか否かを判定するほ

０1０3 そののち、類似照合処理部2０bによって、類似生体情報であると判定された場合は

(ステップS 8０4肯定) 、登録結果送信部2０cは、「 : 認証のみの許可者」であること

をクライアント装置 ０に通知する (ステップS 8０5)

０1０4 これに反して、類似照合処理部2０bによって、類似生体情報でないと判定された場



合は (ステップS 8０4否定) 、登録結果送信部2０。は、「 : 照合を許可することが可

能であることを認証のみの許可者」であることをクライアント装置 ０に通知する (ステッ

プS 8０6)

０1０5 そして、ステップ58０5およびステッ 58０6の処理の後、類似照合処理部2０bは、

仮登録情報を仮登録情報記憶部2 bに格納して (ステップS 8０7) 、処理を終了する

０1０6 実施例 における認証ザーバによる正式登録処理の手 ほ

図9に示すよぅに、実施例 における認証ザーバ 2０は、類似照合処理タイミング記

憶部2 。が記憶する、類似照合処理タイミングとして設定された時刻になると(ステッ

プS 9０ 肯定) 、類似照合処理部2０bは、仮登録情報記憶部2 bを参照して、仮登

録情報がある場合には (ステップS 9０2肯定) 、仮登録情報記憶部2 bが記憶する仮

登録情報に対応する照合データごとに、登録生体情報記憶部2 aが記憶するすべ

ての登録データとの類似照合処理を行なぅ(ステップ59０3)

０1０7 そして、類似照合処理部2０bによって照合データが類似生体情報であると判定さ

れた場合には (ステップ59０4肯定) 、登録結果送信部2０。は、類似情報をクライアン

ト装置 ０に通知し、類似情報管理者送信部2０dは、類似情報を管理装置3０の管理

者に通知する (ステップS 9０5)

０1０8 そして、類似照合処理部2０bによって照合データが類似生体情報でないと判定さ

れた場合には (ステップ59０4否定) およびステップ59０5の処理の後は、類似照合

処理部2０bは、類似判定処理が終了した照合データに対応する仮登録情報を仮登

録情報記憶部2 bから削除し、当該照合データを登録生体情報記憶部2 aから削

除する (ステップ59０6)

０1０9 そして、類似照合処理部2０bは、仮登録情報記憶部2 bを参照して、仮登録情報

がない場合には (ステップ59０7否定) 、処理を終了する。

０11０ これに反して、類似照合処理部2０bは、仮登録情報記憶部2 bを参照して、仮登

録情報がある場合には (ステップ5 9０7肯定) 、ステップ5 9０3に戻って、新たに類似

照合処理を行なぅ。

０111 実施例 の効果」



上記したよぅに、実施例 によれば、受け付けた生体情報と登録生体情報との比較

照合を、即時に実行するのではなく、例えば、認証ザーバの処理負荷が少なくなる時

間帯にまとめて実行することができ、円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施する

ことが可能になる。すなわち、従来のよぅに、登録希望者からの生体情報を受け付け

るごとに、即時に比較照合を実行すると、多大な処理時間のために生体認証システ

ムの運営が停滞することとなるが、本発明のよぅに、比較照合を所定の時間帯にまと

めて行なぅことで、生体認証システムの運営が停滞することを回避することができ、円

滑な 「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。また、「 : 照合方

式」において誤照合の危険性が存在することをシステム管理者に通知したり、類似生

体情報として判定された人物に生体情報の再登録などを促す通知をしたりすることで

、「 : 照合方式」における誤照合の要因を排除することができ、円滑な「 : 照合

方式」の生体認証を実施することが可能になる。

０112 また、実施例 によれば、登録希望者から受け付けた生体情報と登録生体情報との

比較照合を、即時に実行するのではなく、例えば、当該登録希望者を仮登録利用者

として「 : 認証方式」による本人認証のみを実行するよぅに設定しておいて、所定の

時機において類似判定処理がまとめて行なわれるまでの期間は、「 : 照合方式」

における誤照合の要因を排除することができ、円滑な「 : 照合方式」の生体認証を

実施することが可能になる。

０113 また、実施例 によれば、登録希望者から受け付けた生体情報が、少なくとも「 :

照合方式」で本人認証される登録済み利用者の登録生体情報と類似しているか否か

を即時に判定して、「 : 照合方式」における誤照合の要因を排除することができ、

円滑な 「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。

０114 また、実施例 によれば、登録データと照合データとのデータ形式を典なるものに

することによって、登録データの盗難による被告を軽減させるシステム構成において

も類似判定処理を行なぅことができ、円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施する

ことが可能になる。

０115 また、実施例 によれば、照合データの盗難による被告を回避することができ、円滑

な 「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。



０116 また、実施例 によれば、管理装置3０の管理者が、認証ザーバ 2０における負荷状

態の傾向を把握したぅえで、認証ザーバ 2０の負荷が軽減する可能性の商い時機を

所定の時機として見極めて設定することができ、円滑な 「 : 照合方式」の生体認証

を実施することが可能になる。

０117 また、実施例 によれば、類似生体情報として判定された生体情報を入力した人物

や、管理装置の管理者に、「 : 照合方式」における誤照合が発生する可能性があ

ることを確実にメールによって通知することができ、より円滑な「 : 照合方式」の生

体認証を実施することが可能になる。

０118 また、実施例 によれば、類似生体情報として判定された生体情報を入力した人物

に、「 : 照合方式」における誤照合が発生する可能性があることを通知することが

でき、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。

実施 列 2

０119 上述した実施例 では、登録希望者から受け付けた生体情報を用いて類似判定処

理を行なぅ場合について説明したが、実施例2では、登録済み利用者から本人認証

のために新たに受け付けた生体情報を用いて類似判定処理を行なぅ場合について

説明する。

０12０ 実施例2における生体認証システムの概要および特徴」

まず最初に、図 ０を用いて、実施例2における生体認証システムの主たる特徴を

具体的に説明する。図 ０は、実施例2における生体認証システムの概要および特徴

を説明するための図である。

０12 1 実施例2における生体認証システムは、実施例 と同様に、クライアント装置と認証

ザーバと、管理装置とから構成され、また、「生体情報」として「指紋情報」を用いる生

体認証システムであり、認証ザーバにおいて、本人認証に用いられる方式が 「 : 認

証方式」である登録済み利用者と、本人認証に用いられる方式が 「 : 照合方式」で

ある登録済み利用者とに分かれる生体認証システムであり、クライアント装置におい

て、生体情報から登録生体情報として抽出される「登録データ」の形式と、生体情報

から「登録データ」と照合するために抽出される「照合データ」の形式とが典なる生体

認証システムである。



０122 実施例2における生体甜正システムを構成するクライアント装置は、登録済み利用

者から新たに本人品正のための生体 清報 紋画像 ) を受け付けた場合に、受け付

けた新たな生体 情報から新規照合川テータを抽出する。例えは、図 ０に示すよぅに

、登録済み利用者 ( a a da) から指紋画像を受け付けて、画像処理により「新

規照合テータ 」を抽出する。また、新規照合テータ を抽出する画像処理の過程に

おいて取得される画像処理パラメータてある新規画像処理パラメータ「P ( ) 」も同

時に取得する。なお、画像処理パラメータとは、例えは、多値画像の生体画像 清報を

、白と黒の二値画像に変換する際の閾値やヒストクラムの変化、あるレ ま、二値画像

から細線化を行なぅ際に、近傍を削るピクセル数なとのことてある。

０123 そして、実施例2における生体甜正システムを構成するクライアント装置は、抽出し

た新規照合テータと、取得した新規画像処理パラメータとを、実施例2における生体

甜正システムを構成する甜正ザ一ハに迭信する。例えは、図 ０に示すよぅに、「新規

照合テータ 」と新規画像処理パラメータ「P ( ) 」とを迭信する。

０124 実施例2における生体甜正システムを構成する甜正ザ一ハは、実施例 と同様に、

登録生体 清報を記惜する。例えは、図 ０に示すよぅに、「登録済み利用者」を一首に

特定てきる「 a ada」に対応付けて、「登録テータ 」と、メールアトレスてある「

アトレス 」と、「 照合方式」の詐可者とする清報とを登録生体 清報記惜部におい

て記惜する。さらに、登録済み利用者 ( a ada)か登録時に入力した生体 情報

から登録テータ を抽出する際に取得された画像パラメータや、登録後に本人品正

のために入力した生体 清報から照合テータを抽出する際に取得された画像パラメー

タの履歴てある画像パラメータ履歴を、例えは、図 ０に示すよぅに、「P ( 、 (2

) ‥‥」として記惜する。

０125 そして、実施例2における生体甜正システムを構成する甜正ザ一ハは、クライアント

装置か抽出した登録済み利用者の新規照合川テータと新規画像処理パラメータを

受け付けた時点て、本人品正のために、受け付けた新規照合川テータと登録生体

清報記惜部か記惜する登録テータとの照合処理を行なぅ。

０126 そして、実施例2における生体甜正システムを構成する甜正ザ一ハは、照合処理に

より新規照合川テータに某つく本人品正か成功した場合、新規画像処理パラメータ



と登録生体情報記憶部が記憶する画像パラメータ履歴とを比較する。ここで、新規画

像処理パラメータが、登録生体情報記憶部が記憶する画像パラメータ履歴と比較し

て若しく変化していると確認された場合に、当該新規照合データを類似判定用照合

生体情報として登録生体情報記憶部の「照合データ」に格納する。例えば、図 ０に

示すよぅに、「P ( ) P (2) ‥‥」と「P ( ) 」とを比較して、「P ( ) 」の値が大きく

変化している場合は、「新規照合データ 」を「 : a a da」に対応付けて「項 目 :照

合データ」に格納する。

０127 また、実施例2における生体認証システムを構成する認証ザーバは、「新規照合デ

ータ 」を、「 : 照合方式」による本人認証の際に誤照合が発生する危険性がある

と判断して、図 ０に示すよぅに、「 : a ada」を仮登録情報として、仮登録情報記

憶部に格納する。

０128 そして、実施例2における生体認証システムを構成する認証ザーバは、実施例 と

同様に、設定された時刻 (例えば、深夜帯) において、すべての登録データと、仮登

録利用者の照合データとの類似照合処理を実行し、実行後は、仮登録利用者の照

合データ (例えば、新規照合データ )を廃棄する。

０129 このよぅなことから、実施例2における生体認証システムは、登録済み利用者から新

たに受け付けた生体情報が、登録時の状態から変動したために他人の登録生体情

報と類似していると判定されるか否かを、例えば、認証ザーバの処理負荷が少なくな

る時間帯にまとめて実行することができ、円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施

することが可能になる。

０13０ 実施例2におけるクライアント装置の構成」

次に、図2を用いて、実施例2におけるクライアント装置の構成を説明する。図2は、

実施例 におけるクライアント装置の構成を示すブロック図である。

０13 1 図2に示すよぅに、実施例2におけるクライアント装置 ０は、実施例 におけるクライ

アント装置 ０と同様の構成からなるが、それぞれが行なぅ処理内容が、典なる。以下

、これを中心に説明する。

０132 生体情報人力部 ０aは、登録済み利用者から新たに本人認証のために入力され

た生体情報 (例えば、指紋画像 ) を取得する。



０133 照合データ抽出用画像処理部 ０cは、生体情報人力部 ０a によって取得された生

体情報 (例えば、指紋画像 )から、画像処理によって、新規照合データを抽出する。

また、同時に、画像処理の過程で、新規画像処理パラメータを取得する。

０134 抽出データ送信部 dは、照合データ抽出用画像処理部 ０cによって抽出された

新規照合データと、照合データ抽出用画像処理部 ０c によって取得された新規画像

処理パラメータとを、認証ザーバ 2０に送信する。

０135 登録結果受信部 ０。は、認証ザーバ2０によって実行された類似判定処理の結果

としての登録結果を、認証ザーバ2０から受信する。具体的には、登録結果をメール

にて受信し、新たに本人認証のために生体情報を入力した登録済み利用者に通知

する。例えば、「当該登録済み利用者の生体情報から抽出した新規照合データが若

しく変化しているので、類似照合判定を行なった結果、類似生体情報として判定され

た」ことを通知する。

０136 また、登録結果受信部 e は、認証ザーバ 2０によって実行された本人認証処理の

結果を、認証ザーバ 2０から受信する。具体的には、新規照合用データと登録データ

との照合処理による認証結果 (本人認証成功もしくは本人認証失敗 ) をメールにて受

信し、新たに本人認証のために生体情報を入力した登録済み利用者に通知する。

０137 実施例2における認証ザーバの構成」

続いて、図 ～4を用いて、実施例2における認証ザーバの構成を説明する。図

は、実施例2における認証ザーバの構成を示すブロック図であり、図 2は、実施

例2における画像処理パラメータ変化判定部を説明するための図であり、図 3は、実

施例2における登録生体情報記憶部を説明するための図であり、図 4は、実施例2

における仮登録情報記憶部を説明するための図である。

０138 図 に示すよぅに、実施例2における認証ザーバ 2０は、実施例 における認証ザ

ーバ 2０と比較して、画像処理パラメータ変化判定部2０eを新たに備えることが典なる

。また、実施例 における認証ザーバ 2０にも備わっているが、図3においては図示し

ていなかった生体情報照合部22を、図 において示している。以下、これらを中心

に説明する。なお、実施例2における管理装置3０の構成および処理の内容は、実施

理 における管理装置3０と同じであるので、説明を省略する。



０139 登録生体情報記憶部2 aは、例えば、図 3の ( ) に示すよぅに、「登録済み利用

者」を一意に特定できる「 : a a a 」に対応付けて、「登録データ 」と、「メールア

ドレス」である「アドレス 」と、「 : 照合方式」の許可者とする情報とを記憶する。さら

に、登録生体情報記憶部2 aは、登録済み利用者 ( : a ada)が登録時に入力

した生体情報から登録データ を抽出する際に取得された画像パラメータや、登録

後に本人認証のために入力した生体情報から照合データを抽出する際に取得され

た画像パラメータの履歴である画像パラメータ履歴を、例えば、図 3の ( ) に示すよ

ぅに、「P ( ) P (2) ‥‥」として記憶する。

０14０ 抽出データ受信部2０aは、クライアント装置 ０から登録済み利用者の新規照合デ

ータと新規画像処理パラメータとを受信する。例えば、「新規照合データ 」と新規画

像処理パラメータ「P ( ) 」とを、クライアント装置 ０から受信する (図 ０参照 )。

０14 1 生体情報照合部22は、抽出データ受信部2０aが受信した新規照合用データと、登

録生体情報記憶部2 aが記憶する登録データとを照合し、新規照合用データと一致

する登録データがあるか否かの判定をすることで、通常の本人認証処理を実行する

。ここで、一致する登録データがない場合、生体情報照合部22は、「本人認証失敗」

とする結果を、登録結果送信部2０。を介して、クライアント装置 ０に通知する。一方、

一致する登録データがある場合、生体情報照合部22は、「本人認証成功」と判定し

て、画像処理パラメータ変化判定部2０e に、新規照合用データとともに受信した新規

画像処理パラメータと登録生体情報記憶部2 aが記憶する画像パラメータ履歴と比

較するよぅに指示を行なぅ。

０142 画像処理パラメータ変化判定部2０eは、生体情報照合部22において、新規照合

用データによる「本人認証」が成功した場合、受信した新規画像処理パラメータと登

録生体情報記憶部2 aが記憶する画像パラメータ履歴と比較する。そして、画像処

理パラメータ変化判定部2０eは、新規画像処理パラメータが、登録生体情報記憶部

2 aが記憶する画像パラメータ履歴と比較して若しく変化していると確認された場合

に、当該新規照合データを類似判定用照合生体情報として登録生体情報記憶部2

aの「照合データ」に格納する。例えば、「P ( ) P (2)‥‥」と「P ( ) 」とを比較

して、「P ( ) 」の値が大きく変化している場合は、図 3の ( ) に示すよぅに、「新規



照合データ 」を「 : a a da」に対応付けて「項 目 :照合データ」に格納する。

０143 ここで、画像処理パラメータ変化判定部2０eが、若しく画像処理パラメータが変化し

ていると判定する場合の一例を、図 2を用いて説明する。図 2の ( )は、256 色の

グレースケールの同一人物の同一指紋であるが、図 2の ( )の左図は、乾燥状態

のときに入力された指紋画像であり、図 2の ( )の石図は、湿潤状態のときに入力さ

れた指紋画像である。ここで、図 2の ( )の左図は、図 2の ( )の左図に示す指紋

画像のヒストグラムであり、図 2の ( ) の石図は、図 2の ( )の石図に示す指紋画

像のヒストグラムである。図 2の ( )の左図に示すヒストグラムは、乾燥状態のために

全体が 白傾向であり、ヒストグラム平均値は、「2 」である。図 2の ( )の石図に示

すヒストグラムは、湿潤状態のために全体が黒傾向であり、ヒストグラム平均値は、「

7 6 」である。このよぅに、全体的に乾燥傾向か湿潤傾向かでヒストグラムから認識でき

る数値だけでも大きく典なる。このよぅに、例えば、新規照合データの類似判定処理

を行なぅ時期として、ヒストグラムによる平均値2００を閾値とすることで、入力された指

紋画像が、湿潤状態か乾燥状態かを判断して、生体情報の変化を判定することがで

きる。

０144 また、画像処理パラメータ変化判定部2０eは、受信した新規画像処理パラメータが

、登録生体情報記憶部2 aが記憶する画像パラメータ履歴と比較して若しく変化して

いると確認された場合に、例えば、図 4に示すよぅに、「 : a ada」を仮登録情報

として、仮登録情報記憶部2 bに格納する。

０145 ここで、登録結果送信部2０cは、生体情報照合部22において、新規照合用データ

による「本人認証」が失敗した場合、「本人認証失敗」とする結果を、当該新規照合用

データが抽出された生体情報を入力した人物の所有するクライアント装置 ０に通知

する。

０146 また、登録結果送信部2０cは、生体情報照合部22において、新規照合用データに

よる「本人認証」が成功し、かつ、画像処理パラメータ変化判定部2０e において、新

規画像処理パラメータの変化が閾値内であると確認された場合は、「本人認証成功」

とする結果および「仮登録処理なし」とする結果を当該新規照合用データが抽出され

た生体情報を入力した人物の所有するクライアント装置 ０に通知する。



０147 また、登録結果送信部2０cは、生体情報照合部22において、新規照合用データに

よる「本人認証」が成功し、かつ、画像処理パラメータ変化判定部2０e において、新

規画像処理パラメータの変化が著い止確認されて、その情報が、仮登録情報として

仮登録情報記憶部2 bに格納された場合は、「本人認証成功」とする結果および「仮

登録処理実行」とする結果を、当該新規照合用データが抽出された生体情報を入力

した人物の所有するクライアント装置 ０に通知する。

０148 類似照合処理部2０bは、実施例 と同様に、管理装置3０の管理者によって予め設

定され、類似照合処理タイミング記憶部2 。が記憶する時刻において、仮登録情報

記憶部2 bが記憶する仮登録情報を参照して、当該仮登録情報に対応する新規照

合データと登録生体情報記憶部2 aが記憶するすべての登録生体情報 (登録デー

タ) とを比較して、類似生体情報があるか否かを判定する。

０149 そして、類似照合処理部2０bは、登録生体情報記憶部2 aが記憶する類似判定用

照合生体情報としての新規照合データを、類似判定処理が終了した時点で廃棄す

る。

０15０ ここで、登録結果送信部2０。および類似情報管理者送信部2０は、類似照合処理

部2０bによる類似照合の判定結果を、クライアント装置 ０、または、管理装置3０にメ

ールにて通知する。

０15 1 実施例2における生体認証システムによる処理の手 ほ」

次に、図 5および図 6 を用いて、実施例2における生体認証システムによる処

理を説明する。図 5は、実施例2におけるクライアント装置の処理を説明するための

図であり、図 6 は、実施例2における認証ザーバの仮登録処理を説明するため

の図である。なお、実施例2における認証ザーバの正式登録処理の手順は、図9を

用いて説明した、実施例 における認証ザーバの正式登録処理の手順と同じである

ので、説明を省略する。

０152 実施例2におけるクライアント装置による処理の手 ほ」

図 5に示すよぅに、実施例2におけるクライアント装置 ０は、生体情報人力部 ０a

を介して、登録済み利用者から本人認証のための新たな生体情報を受け付けると(

ステップS 5０ 肯定 ) 、受け付けた生体情報から、照合データ抽出用画像処理部 ０



c によって照合データとしての新規照合データを抽出する (ステップS 5０2)

０153 そして、抽出データ送信部 dは、本人認証の依頼のために、照合データ抽出用

画像処理部 ０cによって抽出された照合データとしての新規照合データを、同時に

照合データ抽出用画像処理部 ０cによって取得された新規画像処理パラメータとと

もに、認証ザーバ2０に送信する (ステップS 5０3)

０154 続いて、登録結果受信部 ０。は、認証ザーバ 2０から本人認証結果や類似判定結

果などのデータを受信する (ステップS 5０4 )。ここで、実施例2におけるクライアント

装置 ０が、実施例2における認証ザーバ2０からデータを受信する場合としては、図

6 を用いて後に説明する認証ザーバ 2０による仮登録処理における結果として

のデータを受信する第一の場合と、図9に示す手順と同様の手順によって行なわれ

る実施例2における認証ザーバの正式登録処理における結果としてのデータを受信

する第二の場合とがある。図 5においては、第一の場合の処理について説明する。

０155 ここで、登録結果受信部 eは、認証ザーバ2０から受信したデータに、本人認証

結果とともに、類似判定結果がある場合は (ステップS 5０5肯定 ) 、本人認証結果を

、クライアント装置 ０を所有するュ一ザ (登録済み利用者) にメールにて通知するとと

もに、類似判定結果もあわせてメールにて通知し(ステップS 5０6 ) 、処理を終了す

る。ここで、通知される内容としては、「本人認証成功」とする本人認証結果と「仮登録

処理実行」とする類似判定結果とからなる内容と、「本人認証成功」とする本人認証

結果と「仮登録処理なし」とする類似判定結果とからなる内容とある。

０156 一方、登録結果受信部 eは、認証ザーバ 2０から受信したデータが、本人認証結

果のみである場合は (ステップS 5０5否定 ) 、本人認証結果を、クライアント装置 ０

を所有するュ一ザ (登録済み利用者) にメールにて通知し(ステップ5 5０7) 、処理を

終了する。ここで、通知される内容としては、「本人認証失敗」とする本人認証結果か
らなる内容である。

０157 なお、第二の場合は、ステップ5 5０4で認証ザーバ 2０から類似判定結果のデータ

を受信したのちに、クライアント装置 ０を所有するュ一ザ (登録済み利用者) にメー

ルにて通知して、処理を終了する。例えば、『類似照合の結果、類似生体情報がなか

ったので、引き続き「 : 照合方式」の正式な許可者として登録されます』といった類



似判定結果や、『類似照合の結果、類似生体情報があったので、「 : 照合方式」の

正式な許可者から「 : 認証方式」のみの許可者として登録が変更されました』とする

類似判定結果などを通知する。

０158 実施例2における認証ザーバによる仮登録処理の手 は」

図 6 に示すよぅに、実施例2における認証ザーバ 2０が備える抽出データ受信

部2０aは、クライアント装置 ０から登録済み利用者からの新規照合データおよび新

規画像処理パラメータを受信すると(ステップS 6０ 肯定 ) 、最初に、生体情報照合

部22は、新規照合用データと、登録生体情報記憶部2 aが記憶する登録データと

の照合処理を実行する (ステップS 6０2)

０159 ここで、新規照合用データの照合が失敗した場合 (ステップ5 6０3否定 ) 、登録結

果送信部2０。は、個人の特定ができないことから「本人認証失敗」とする本人認証結

果をクライアント装置 ０に通知して (ステップS 6０7) 、処理を終了する。なお、「仮

登録処理なし」とする類似判定結果 (仮登録情報 ) をともに通知してもよい。

０16０ 一方、新規照合用データの照合が成功して、本人認証結果が 「本人認証成功」で

ある場合 (ステップS 6０3肯定 ) 、画像処理パラメータ変化判定部2０eは、受信した

新規画像処理パラメータと、登録生体情報記憶部2 aが記憶する画像パラメータ履

歴とを比較する (ステップS 6０4 )

０16 1 そして、画像処理パラメータ変化判定部2０eは、新規画像処理パラメータが、登録

生体情報記憶部2 aが記憶する画像パラメータ履歴と比較して、若しく変化している

と判定されなかった場合は (ステップS 6０5否定 ) 、登録結果送信部2０。は、「本人

認証成功」とする本人認証結果と「仮登録処理なし」とする類似判定結果 (仮登録情

報 ) をクライアント装置 ０に通知して (ステップS 6０7) 、処理を終了する。

０162 これに反して、画像処理パラメータ変化判定部2０eは、新規画像処理パラメータが

、登録生体情報記憶部2 aが記憶する画像パラメータ履歴と比較して、若しく変化し

ていると判定された場合は (ステップS 6０5肯定 ) 、当該新規照合データを類似判定

用照合生体情報として登録生体情報記憶部2 aの「照合データ」に格納し、さらに、

当該新規照合データに対応する登録済み利用者の を、仮登録情報として、仮登

録情報記憶部2 bに格納する (ステップS 6０6 )



０163 そして、登録結果送信部2０。は、「本人認証成功」とする本人認証結果と「仮登録

処理実行」とする類似判定結果 (仮登録情報 ) をクライアント装置 ０に通知して (ステ

ップS 6０7) 、処理を終了する。

０164 実施例2の効果」

上記したよぅに、実施例2によれば、登録済み利用者から新たに受け付けた生体情

報が、登録時の状態から変動したために他人の登録生体情報と類似していると判定

されるか否かを、例えば、認証ザーバ 2０の処理負荷が少なくなる時間帯にまとめて

実行することができ、円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能にな

る。すなわち、登録済み利用者から新たに生体情報を受け付けるごとに、即時に比

較照合を実行すると、多大な処理時間のために生体認証システムの運営が停滞する

こととなるが、本発明のよぅに、比較照合を所定の時間帯にまとめて行なぅことで、生

体認証システムの運営が停滞することを回避することができ、円滑な「 : 照合方式」

の生体認証を実施することが可能になる。

０165 また、実施例2によれば、生体情報が変動したことを、具体的な画像処理パラメータ

の変動によって判定して、「 : 照合方式」における誤照合の要因を効率的に排除

することができ、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる

。すなわち、登録時における生体情報の類似状態のみならず、登録後の生体情報の

変化 (例えば、季節による生体情報の状態変化や成長による生体情報の状態変化 )

にともなぅ類似状態の変化にも対応することができ、より円滑な「 : 照合方式」の生

体認証を実施することが可能になる。

０166 なお、類似生体情報として判定された類似判定用照合生体情報を入力した人物が

、「 : 照合方式」によって本人認証を行なぅとされる登録済み利用者である場合に

は、当該人物から新たに本人認証のための生体情報を取得したとしても、本人認証

しないとする判定結果を当該人物に通知してもよい。これにより、類似生体情報として

判定された人物によって「 : 照合方式」における誤照合が発生する可能性を排除

することができ、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる

０167 なお、本実施例では、図 6 に示したよぅに、画像処理パラメータ変化判定部2０



e によって、新規画像処理パラメータが、登録生体情報記憶部2 a が記憶する画像

パラメータ履歴と比較して若しく変化していると判定された場合、仮登録処理をし、後

に一括して類似照合処理を行なぅ場合について説明したが、本発明はこれに限定さ

れるものではなく、新規画像処理パラメータが若しく変化していると判定された場合、

直ちに、当該新規画像処理パラメータに対応する新規照合データと、登録生体情報

記憶部2 a が記憶する登録データのぅち「 : 照合方式」である登録データとの類似

照合処理を行ない、本人認証結果とともに、類似判定結果をクライアント装置 ０に通

知する場合であってもよい。以下、この変形例における認証ザーバ2０の処理の手順

について、図 6 を用いて説明する。図 6 は、実施例2における認証ザーバ

の仮登録処理および正式登録処理の変形例を説明するための図である。

０168 図 6 に示すよぅに、本変形例における認証ザーバ 2０が備える抽出データ受信

部2０a は、クライアント装置 ０から登録済み利用者からの新規照合データおよび新

規画像処理パラメータを受信すると(ステップ 肯定 ) 、最初に、生体情報照合部2 2

は、新規照合用データと、登録生体情報記憶部2 a が記憶する登録データとの照合

処理を実行する (ステッ S2)
０169 ここで、新規照合用データの照合が失敗した場合 (ステッ 否定 ) 、登録結果送

信部2０。は、個人の特定ができないことから「本人認証失敗」とする本人認証結果を

クライアント装置 ０に通知して (ステップS 9 ) 、処理を終了する。

０17０ 一方、新規照合用データの照合が成功して、本人認証結果が 「本人認証成功」で

ある場合 (ステップS 3肯定 ) 、画像処理パラメータ変化判定部2０eは、受信した新規

画像処理パラメータと、登録生体情報記憶部2 a が記憶する画像パラメータ履歴とを

比較する (ステップS 4 )

０17 1 そして、画像処理パラメータ変化判定部2０e は、新規画像処理パラメータが、登録

生体情報記憶部2 a が記憶する画像パラメータ履歴と比較して、若しく変化している

と判定されなかった場合は (ステップ5 5否定 ) 、登録結果送信部2０。は、「本人認証

成功」とする本人認証結果をクライアント装置 ０に通知して (ステップS 9 ) 、処理を終

了する。

０172 これに反して、画像処理パラメータ変化判定部2０e は、新規画像処理パラメータが



、登録生体情報記憶部2 aが記憶する画像パラメータ履歴と比較して、若しく変化し

ていると判定された場合は (ステップS 5肯定 ) 、類似照合処理部2０bは、当該新規照

合データと、登録生体情報記憶部2 aが記憶する登録データのぅち「 : 照合方式」

である登録データとの類似照合処理を実行する (ステップS6)

０173 ここで、「 : 照合方式」である登録データに新規照合用データと類似するデータ

がない場合 (ステップ5 7否定 ) 、登録結果送信部2０。は、「本人認証成功」とする本

人認証結果をクライアント装置 ０に通知して (ステップS 9) 、処理を終了する。

０174 一方、「 : 照合方式」である登録データに新規照合用データと類似するデータが

ある場合 (ステップ5 7肯定 ) 、登録結果送信部2０。は、「本人認証成功」とする本人認

管理装置3０に通知して (ステップ58) 、処理を終了する。なお、類似判定結果として

通知される内容は、『類似照合の結果、類似生体情報があったので、「 : 照合方式

」の正式な許可者から「 : 認証方式」のみの許可者として登録が変更されました肚

いった内容である。

０175 このよぅに、類似照合処理の対象者を、一般的に認証システムにおいて該当者の

人数が少ない「 : 照合方式」の許可者として登録されている登録済み利用者に限

定することで、類似照合処理を迅速に実行することができ、円滑な「 : 照合方式」

の生体認証を実施することが可能になる。

実施例 3

０176 上述した実施例2では、画像パラメータを用いて、新規照合データを類似照合する

か否かを判定する場合について説明したが、実施例3では、新規照合データをすべ

て類似照合する時期を予め設定する場合について、図 7を用いて説明する。なお、

図 7は、実施例3における生体認証システムを説明するための図である。

０177 実施例3における生体認証システムを構成する認証ザーバ 2０は、登録済み利用者

から新たに本人認証のために受け付けた生体情報から抽出された新規照合データ

を、類似判定用照合生体情報として記憶する時期としての日時を予め設定して、図

7に示すよぅに、登録済み利用者類似照合タイミング記憶部2 dに記憶する。例えば

、生体情報が変化しやすい季節 (時期) を、登録済み利用者から新たに本人認証の



ために受け付けた生体情報の類似判定処理を行なぅタイミングとして設定する。より

具体的には、指先が乾燥状態になりやすい冬 (例えば、 月 日)や、指先が湿潤状

態になりやすい夏 (例えば、8月 日) を、類似判定処理を行なぅタイミングとして設定

する。

０178 これにより、生体情報が変化しやすい季節に入る日時を、登録済み利用者から新

たに本人認証のために受け付けた生体情報の類似判定処理を行なぅタイミングとし

て設定することで、「 : 照合方式」における誤照合の要因を効率的に排除すること

ができ、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。

実施例 4

０179 上述した実施例2では、画像処理の過程で取得される画像パラメータを用いて、新

規照合データを類似照合するか否かを判定する場合について説明したが、実施例4

では、画像処理の過程で取得される画像特徴情報数を用いて、新規照合データを

類似照合するか否かを判定する場合について、図 8を用いて説明する。なお、図

8は、実施例4における生体認証システムを説明するための図である。

０18０ 実施例4における生体認証システムを構成する認証ザーバ 2０は、登録済み利用者

が登録時に入力した生体画像情報から、および、登録済み利用者が本人認証時に

入力した生体画像情報から、画像処理により照合データを抽出した過程において取

得される画像特徴情報数の履歴を登録生体情報記憶部2 a にて記憶する。

０18 1 また、画像特徴情報数変化判定部2０fは、本人認証のために、登録済み利用者が

新たに入力した生体画像情報から照合データとしての新規照合データを抽出する過

程において取得される画像特徴情報数である新規画像特徴情報数を、クライアント

装置 ０から抽出データ受信部2０aを介して取得し、当該新規画像特徴情報数が、

登録生体情報記憶部2 aが記憶する画像特徴情報数履歴と比較して若しく変化し

ていると確認された場合に、新規照合データを類似判定用照合生体情報として登録

生体情報記憶部2 aに格納する。

０182 なお、画像特徴情報とは、例えば、指紋認証の場合であれば、指紋画像から抽出

される、指紋の端点や分岐点のよぅな、生体認証において比較照合に利用する情報

であり、画像特徴情報数は、画像特徴情報として抽出された指紋の端点や分岐点な



どの数のことである。

０183 このよぅなことから、生体情報が変動したことを、具体的な画像特徴情報数の変動に

よって判定して、「 : 照合方式」における誤照合の要因を効率的に排除することが

でき、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。

０184 これとは別に、登録済み利用者が本人認証された際に、照合判定の指標として算

出された判定値の履歴を記憶し、本人認証のために、登録済み利用者が新たに入

力した生体画像情報を用いて算出される判定値である新規判定値が、記憶されてい

る判定値と比較して若しく変化していると確認された場合に、新規照合データを類似

判定用照合生体情報として格納するよぅにしてもよい。

０185 これにより、生体情報が変動したことを、例えば、照合判定を行なぅために算出され

る一致スコアや、最終的な照合判定結果として算出される一致率など、具体的な判

定値の変動によって判定して、「 : 照合方式」における誤照合の要因を効率的に

排除することができ、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能に

なる。

実施例 5

０186 上述した実施例 ～4では、生体認証として指紋認証を行なぅ際に、類似照合処理

を行なぅ場合について説明したが、実施例5では、生体認証として静脈認証を行なぅ

際に、類似照合処理を行なぅ場合について、図 9を用いて説明する。なお、図 9は

、実施例5における生体認証システムを説明するための図である。

０187 実施例5における生体認証システムを構成する認証ザーバ 2０は、登録済み利用者

が登録時に入力した静脈の血管画像情報から、および、登録済み利用者が本人認

証時に入力した血管画像情報から、当該登録済み利用者の血管の太さの履歴を登

録生体情報記憶部2 aにて記憶する。

０188 また、血管ザイズ変化判定部2０ は、本人認証のために、登録済み利用者が新た

に入力した血管画像情報から照合データとしての新規照合データを抽出する過程に

おいて取得される当該登録済み利用者の血管の太さを、クライアント装置 ０から抽

出データ受信部2０aを介して取得し、当該登録済み利用者の血管の太さが、登録生

体情報記憶部2 aが記憶する血管の太さの履歴と比較して若しく変化していると確



認された場合に、新規照合データを類似判定用照合生体情報として登録生体情報

記憶部2 aに格納する。

０189 このよぅなことから、手のひらの静脈認証を行なぅ場合に、生体情報が変動したこと

を、具体的な血管の太さの変動によって判定して、「 : 照合方式」における誤照合

の要因を効率的に排除することができ、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実

施することが可能になる。

実施例 6

０19０ 上述した実施例2および、実施例4～5では、生体情報が変動したことを具体的な

数値の変動で判定して、類似照合処理を行なぅ場合について説明したが、実施例6

では、生体情報が変動する可能性の高い要因として気温の変化を用いて、類似照合

処理を行なぅ場合について、図2０を用いて説明する。なお、図2０は、実施例6にお

ける生体認証システムを説明するための図である。

０19 1 実施例6における生体認証システムは、クライアント装置 ０、または、認証ザーバ 2

0において、気温を取得する気温計を備えておき、認証ザーバ 2０は、気温計によっ
て取得した登録済み利用者の登録時における気温、および、気温計によって取得し

た登録済み利用者の本人認証時における気温の履歴を登録生体情報記憶部2 a

にて記憶する。

０192 また、気温変化判定部2０は、本人認証のために、登録済み利用者が新たに入力

した生体情報から新規照合データを抽出する過程において、気温計によって現に取

得される気温が、登録生体情報記憶部2 aが記憶する気温履歴と比較して若しく変

化していると確認された場合に、新規照合データを類似判定用照合生体情報として

登録生体情報記憶部2 aに格納する。

０193 例えば、現に取得した気温データが、登録時から大きく変動した場合 (例えば、ブラ

スマイナス ０度以上) 、登録済み利用者が新たに入力した生体情報から抽出した新

規照合データの類似照合処理を行なぅ。

０194 このよぅなことから、手のひらの静脈認証を行なぅ場合に、血管の太さの変動が生じ

る主たる要因である気温の変化を類似判定処理のタイミングの時期として設定して、「

: 照合方式」における誤照合の要因を効率的に排除することができ、より円滑な「



: 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。

実施仙

０195 実施例7では、暗号化処理によって、生体認証システムの安全性を確保する場合

について、図2 を用いて説明する。なお、図2 は、実施例7における生体認証シス

テムを説明するための図である。

０196 実施例7における生体認証システムは、生体情報および生体情報に関する情報の

すべてあるいは一部を暗号化して記憶する。例えば、図2 に示すよぅに、認証ザー

バ 2０内に、新たに、暗号化部2 を、抽出データ受信部2０aと登録生体情報記憶部

2 aとの間に設置し、複合化部2 を、画像処理パラメータ変化判定部2０eおよび類

似照合処理部2０bと登録生体情報記憶部2 a との間に設置する。これにより、登録

生体情報記憶部2 aに格納される生体情報および生体情報に関する情報のすべて

が、暗号ィヒされた状態となり、登録生体情報記憶部2 aに格納される生体情報およ

び生体情報が、画像処理パラメータ変化判定部2０eおよび類似照合処理部2０bに

て処理される際に、複合ィヒされる事となる。

０197 このよぅなことから、生体情報および生体情報に関する情報が傍受されても悪用さ

れることを回避することができ、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施するこ

とが可能になる。

実施仙

０198 実施例8では、通信されるデータを暗号化処理することによって、生体認証システム

の安全性を確保する場合について、図22を用いて説明する。なお、図22は、実施例

8における生体認証システムを説明するための図である。

０199 実施例8における生体認証システムは、システム内で通信される情報のすべてある

いは一部を暗号化して通信する。例えば、図22に示すよぅに、クライアント装置 ０

認証ザーバ 2０および管理装置3０において、データを暗号化して送信する暗号化送

信部と、受信した暗号化データを複合化する受信複合化部とをそれぞれ備える。

０2００ これにより、システム内で通信される情報を傍受されても悪用されることを回避する

ことができ、より円滑な「 : 照合方式」の生体認証を実施することが可能になる。

実施仙



０2０1 上述した実施例 ～8では、3つの装置から構成される生体認証システムについて

説明したが、実施例9では、2つの装置から構成される生体認証システムについて、

図23を用いて説明する。なお、図23は、実施例9における生体認証システムを説明

するための図である。

０2０2 実施例9における生体認証システムは、図23に示すように、クライアント装置 ０と認、

証ザーバ 2０とが一体型となっておるスタンドアロンの生体認証システムであり、認証

ザーバ 2０は、例えば、部屋の出入り口などに設置されることにより、入退室管理用生

体認証システムとして利用することが可能であり、実施例 ～8と同様の効果を有する

ことができる。

０2０3 なお、上記の実施例 ～9では、ハードウェアロジックによって各種の処理を実現す

る場合を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、あらかじめ用意された

プログラムをパーソナルコンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実行

することによって実現することができる。このプログラムは、インターネットなどのネット

ワークを介して配布することができる。また、このプログラムは、ハードディスク、フレキ

シブルディスク ( ) C O などのコンピュータで読み取り可能

な記録媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによっ
て実行することもできる。

０2０4 また、上記の実施例において説明した各処理のうち、自動的におこなわれるものと

して説明した処理の全部または一部を手動でおこなうこともでき、あるいは、手動的に

おこなうものとして説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的におこなう

こともできる。この他、上記文章中や図面中で示した処理手順、具体的名称、各種の

データやパラメータを含む情報 (例えば、成功情報の登録時間など) については、特

記する場合を除いて任意に更新することができる。

０2０5 また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に

図示の丸く構成されていることを要しない。すなわち、各処理部および各記憶部の分

散・統合の具体的形態 (例えば、図2の形態など) は図示のものに限られず、例えば、

登録データ抽出用画像処理部 ０bと照合データ抽出用画像処理部 ０cとを統合す

るなど、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位



て機能的または物理的に分散・統合して構成することかてきる。さらに、各装置にて

行なわれる各処理機能は、その全部または任首の一部か、 P およひ当咳 P に

て解析実行されるプロクラムにて実現され、あるレソま、ワイヤートロンノクによるハート

ウェアとして実現され得る。

産業上の禾 用可能，吐

以上のよぅに、本発明に係る生体甜柾ンステムおよひ生体甜柾プロクラムは、生体

清報を受け付けて本人品柾を行なぅ甜柾ザ一ハ、もしくは、生体 清報を受け付けるク

ライアント装置およひクライアント装置から生体 清報を受け付けて本人品柾を行なぅ

甜柾ザ一ハと、前記甜柾ザ一ハによる前記本人品柾を管理する管理装置とから構成

される場合に有用てあり、特に、円柑な「 昭合方式」の生体甜柾を実施すること

か可能になることに適する。



請求の範囲

生体情報を受け付けるクライアント装置と、前記クライアント装置から前記生体情報

を受け付けて本人認証を行なぅ認、証ザーバと、前記認証ザーバによる前記本人認、証

を管理する管理装置とから構成される生体認証システムであって、

前記認証ザーバは、

予め利用者として登録されている登録済み利用者の生体情報であり、前記本人認

証の際に、受け付けた前記生体情報の比較対象として参照される登録生体情報と本

人認証方式とを記憶する登録生体情報記憶手段と、

受け付けた前記生体情報と、前記登録生体情報記憶手段が記憶する前記登録生

体情報とを照合する生体情報照合手段と、

前記照合に某づき、受け付けた前記生体情報が、前記登録生体情報記憶手段が

記憶する前記登録生体情報のいずれかと類似する類似生体情報であるか否かを判

定するために、当該受け付けた生体情報を類似判定用に照合される生体情報である

類似判定用照合生体情報として記憶する類似判定用照合生体情報記憶手段と、

所定の時機において、前記類似判定用照合生体情報記憶手段が記憶する前記類

似判定用照合生体情報と、前記登録生体情報記憶手段が記憶する前記登録生体

情報とを比較して、前記類似判定用照合生体情報の中に、前記類似生体情報があ

るか否かを判定する類似生体情報判定手段と、

前記類似判定用照合生体情報記憶手段が記憶する前記類似判定用照合生体情

報の中に、前記類似生体情報判定手段によって、前記類似生体情報として判定され

た類似判定用照合生体情報があった場合は、前記類似生体情報として判定された

類似判定用照合生体情報に関する情報である類似情報を出力する類似情報出力

手段と、

を備えたことを特徴とする生体認証システム。

2 前記クライアント装置もしくは前記認証ザーバが、利用者として登録されることを希

望する登録希望者から前記生体情報を受け付けるときに、

前記類似判定用照合生体情報記憶手段は、前記登録希望者から受け付けた生体

情報を、前記本人認証方式とともに前記類似判定用照合生体情報として記憶し、



前記類似生体情報判定手段は、所定の時機において、前記類似判定用照合生体

情報記憶手段が記憶する前記登録希望者の前記類似判定用照合生体情報と、前

記登録生体情報記憶手段が記憶する前記登録生体情報とを比較して、前記類似生

体情報があるか否かを判定することを特徴とする請求項 に記載の生体認証システ

ム。

3 前記クライアント装置もしくは前記認証ザーバが、前記登録済み利用者から新たに

本人認証のための前記生体情報を受け付けるときに、

前記類似判定用照合生体情報記憶手段は、前記登録済み利用者から新たに受け

付けた生体情報を、前記本人認証方式とともに前記類似判定用照合生体情報として

記憶し、

前記類似生体情報判定手段は、所定の時機において、前記類似判定用照合生体

情報記憶手段が記憶する前記登録済み利用者の前記類似判定用照合生体情報と

、前記登録生体情報記憶手段が記憶する前記登録生体情報とを比較して、前記類

似生体情報があるか否かを判定することを特徴とする請求項2に記載の生体認証シ

ステム。

4 前記認証ザーバにおいて、前記本人認証に用いられる方式が : 認証方式である

登録済み利用者と、前記本人認証に用いられる方式が : 照合方式である登録済

み利用者とに分かれるときに、

前記認証ザーバは、

: 照合方式によって本人認証を行なぅ登録済み利用者の情報を記憶する :

利用者情報記憶手段をさらに備え、

前記類似生体情報判定手段は、前記登録生体情報記憶手段が記憶する前記登

録生体情報の中で、前記 : 利用者情報記憶手段が記憶する : 照合方式によっ
て本人認証を行なぅ登録済み利用者に対応する前記登録生体情報と、前記類似判

定用照合生体情報記憶手段が記憶する前記登録希望者の前記類似判定用照合生

体情報とを、即時に比較して、前記類似生体情報があるか否かを判定するとともに、

所定の時機において、当該類似判定用照合生体情報と前記登録生体情報記憶手

段が記憶するすべての前記登録生体情報とを比較して、前記類似生体情報がある



か否かを判定することを特徴とする請求項3に記載の生体認証システム。

5 前記クライアント装置もしくは前記認証ザーバにおいて、前記生体情報から前記登

録生体情報として抽出されるデータである登録データの形式と、前記生体情報から

前記登録生体情報と照合するために抽出されるデータである照合データの形式とが

典なるときに、

前記クライアント装置もしくは前記認証ザーバは、

受け付けた前記登録希望者の前記生体情報から、前記登録データと前記照合デ

ータとを抽出するデータ抽出手段を備え、

前記認証ザーバは、

前記データ抽出手段によって抽出された前記登録データを前記登録生体情報とし

て前記登録生体情報記憶手段に格納するとともに、前記データ抽出手段によって抽

出された前記照合データを前記類似判定用照合生体情報として前記類似判定用照

合生体情報記憶手段に格納する抽出データ格納手段をさらに備えたことを特徴とす

る請求項4に記載の生体認証システム。

6 前記類似生体情報判定手段は、前記類似判定用照合生体情報記憶手段が記憶

する前記類似判定用照合生体情報としての前記照合データを、類似判定処理が終

了した時点で廃棄することを特徴とする請求項5に記載の生体認証システム。

7 前記類似生体情報判定手段は、前記所定の時機として、前記管理装置の管理者

によって予め設定される時刻に前記類似生体情報があるか否かを判定することを特

徴とする請求項6に記載の生体認証システム。

8 前記類似生体情報判定手段は、前記所定の時機として、前記管理装置の管理者

によって現に指示される時点に前記類似生体情報があるか否かを判定することを特

徴とする請求項6に記載の生体認証システム。

9 前記認証ザーバは、

前記登録済み利用者から新たに本人認証のために受け付けた生体情報を、前記

類似判定用照合生体情報記憶手段が前記類似判定用照合生体情報として記憶す
る時期を予め設定して記憶する時期設定記憶部をさらに備えたことを特徴とする請

求項5に記載の生体認証システム。



０ 前記クライアント装置もしくは前記認証ザーバにおいて、前記生体情報として人力

された生体画像情報から画像処理によって前記照合データを抽出する場合であって

前記認証ザーバは、

前記登録済み利用者が登録時に入力した生体画像情報から、および、前記登録

済み利用者が本人認証時に入力した生体画像情報から、前記画像処理により前記

照合データを抽出した過程において取得された画像処理パラメータの履歴を記憶す

る履歴記憶手段と、

本人認証のために、前記登録済み利用者が新たに入力した生体画像情報から前

記照合データとしての新規照合データを抽出する過程において取得される画像処理

パラメータである新規画像処理パラメータが、前記履歴記憶手段が記憶する前記画

像処理パラメータと比較して若しく変化していると確認された場合に、前記新規照合

データを前記類似判定用照合生体情報として前記類似判定用照合生体情報記憶

手段に格納する変化確認格納手段と、

をさらに備えたことを特徴とする請求項5に記載の生体認証システム。

前記履歴記憶手段は、前記登録済み利用者が登録時に入力した生体画像情報か

ら、および、前記登録済み利用者が本人認証時に入力した生体画像情報から、前記

画像処理により前記照合データを抽出した過程において取得される画像特徴情報

数の履歴を記憶し、

前記変化確認格納手段は、本人認証のために、前記登録済み利用者が新たに入

力した生体画像情報から前記照合データとしての新規照合データを抽出する過程に

おいて取得される画像特徴情報数である新規画像特徴情報数が、前記履歴記憶手

段が記憶する前記画像特徴情報数と比較して若しく変化していると確認された場合

に、前記新規照合データを前記類似判定用照合生体情報として前記類似判定用照

合生体情報記憶手段に格納することを特徴とする請求項5に記載の生体認証システ

ム。

2 前記履歴記憶手段は、前記登録済み利用者が本人認証された際に、照合判定の

指標として算出された判定値の履歴を記憶し、



前記変化確認格納手段は、本人認証のために、前記登録済み利用者が新たに入

力した生体画像情報を用いて算出される判定値である新規判定値が、前記履歴記

憶手段が記憶する前記判定値と比較して若しく変化していると確認された場合に、前

記新規照合データを前記類似判定用照合生体情報として前記類似判定用照合生

体情報記憶手段に格納することを特徴とする請求項5に記載の生体認証システム。

3 前記生体情報として血管の画像情報である血管画像情報を取得し、当該血管画像

情報から画像処理によって前記照合データを抽出する場合であって、

前記履歴記憶手段は、前記登録済み利用者が登録時に入力した血管画像情報か

ら、および、前記登録済み利用者が本人認証時に入力した血管画像情報から、当該

登録済み利用者の血管の太さの履歴を記憶し、

前記変化確認格納手段は、本人認証のために、前記登録済み利用者が新たに入

力した血管画像情報から前記照合データとしての新規照合データを抽出する過程に

おいて現に取得される当該登録済み利用者の血管の太さが、前記履歴記憶手段が

記憶する当該登録済み利用者の前記血管の太さと比較して若しく変化していると確

認された場合に、前記新規照合データを前記類似判定用照合生体情報として前記

類似判定用照合生体情報記憶手段に格納することを特徴とする請求項5に記載の

生体認証システム。

4 前記クライアント装置もしくは前記認証ザーバは、

気温を取得する気温取得手段をさらに備え、

前記履歴記憶手段は、前記気温取得手段によって取得した前記登録済み利用者

の登録時における気温、および、前記気温取得手段によって取得した前記登録済み

利用者の本人認証時における気温の履歴を記憶し、

前記変化確認格納手段は、本人認証のために、前記登録済み利用者が新たに入

力した前記生体情報から前記照合データとしての新規照合データを抽出する過程に

おいて、前記気温取得手段によって現に取得される気温が、前記履歴記憶手段が

記憶する前記気温と比較して若しく変化していると確認された場合に、前記新規照

合データを前記類似判定用照合生体情報として前記類似判定用照合生体情報記

憶手段に格納することを特徴とする請求項5に記載の生体認証システム。



5 前記類似情報出力手段は、前記類似情報として、前記類似判定用照合生体情報

と類似していると判定された登録生体情報に関する情報や、前記類似判定用照合生

体情報の変更依頼や、前記類似判定用照合生体情報と類似していると判定されたこ

とによって前記認証ザーバが行なった処理の内容を、当該類似判定用照合生体情

報としての生体情報を入力した人物の所有する端末、または、前記管理装置の管理

者の所有する端末にメールにて非同期に通知することを特徴とする請求項5に記載

の生体認証システム。

6 前記類似情報出力手段は、前記類似情報として、前記類似判定用照合生体情報

と類似した登録生体情報が存在するとする判定結果や、前記類似判定用照合生体

情報の変更依頼や、前記類似判定用照合生体情報と類似していると判定されたこと

によって前記認証ザーバが行なった処理の内容を、当該類似判定用照合生体情報

としての生体情報を入力した人物に通知することを特徴とする請求項5に記載の生体

認証システム。

7 前記類似情報出力手段は、前記類似生体情報として判定された類似判定用照合

生体情報を入力した人物が、前記 : 利用者情報記憶手段が記憶する : 照合方

式によって本人認証を行なぅとされる前記登録済み利用者である場合には、当該人

物から新たに本人認証のための前記生体情報を取得したとしても、本人認証しない
とする判定結果を当該人物に通知することを特徴とする請求項5に記載の生体認証

8 前記生体情報および前記生体情報に関する情報のすべてあるいは一部を暗号化

して記憶することを特徴とする請求項5に記載の生体認証システム。

9 システム内で通信される情報のすべてあるいは一部を暗号化して通信することを特

徴とする請求項5に記載の生体認証システム。

2０ 生体情報を受け付けるクライアント装置と、前記クライアント装置から前記生体情報

を受け付けて本人認証を行なぅ認証ザーバと、前記認証ザーバによる前記本人認証

を管理する管理装置とから構成される生体認証方法をコンピュータに実行させる生

体認証プログラムであって、

前記認証ザーバは、



予め利用者として登録されている登録済み利用者の生体情報であり、前記本人認

証の際に、受け付けた前記生体情報の比較対象として参照される登録生体情報と本

人認証方式とを第一の記憶部に記憶する登録生体情報記憶手順と、

受け付けた前記生体情報と、前記第一の記憶部が記憶する前記登録生体情報と

を照合する生体情報照合手順と、

前記照合に某づき、受け付けた前記生体情報が、前記第一の記憶部が記憶する

めに、当該受け付けた生体情報を類似判定用に照合される生体情報である類似判

定用照合生体情報として第二の記憶部に記憶する類似判定用照合生体情報記憶

手順と、

所定の時機において、前記第二の記憶部が記憶する前記類似判定用照合生体情

報と、前記第一の記憶部が記憶する前記登録生体情報とを比較して、前記類似判定

用照合生体情報の中に、前記類似生体情報があるか否かを判定する類似生体情報

判定手順と、

前記第二の記憶部が記憶する前記類似判定用照合生体情報の中に、前記類似生

体情報判定手順によって、前記類似生体情報として判定された類似判定用照合生

体情報があった場合は、前記類似生体情報として判定された類似判定用照合生体

情報に関する情報である類似情報を出力する類似情報出力手順と、

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。
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