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1はじめに
3次元空閤における携帯端末の動きを用いた｢3D動作認証｣
方式を撞案し,その実用性を検討した.
近年普及している携帯電話やPDAなどの小型携帯棉末には,
ｽｹｼﾞｭ‑ﾙやｱﾄﾞﾚｽ帳などの様々な個人情報を記録するこ
とができ,外出先でも手軽に多くの情報を取り出すことができ
る.このような携帯端未は,その持ち運び易さが最大の利点で
あるが,それゆえに時には手放すこともあり,机の上などに忘
れてしまったり,紛失することが多々ある.電子商取引などで
用いる情報鍵などが端未に登録されている場合もあり.他人に
恵用されると極めて危険である.これらの情報を保護するため
に, ‑般的に物理的なｷ‑やﾊﾟｽﾜ‑ﾄﾞが用いられているが,情
報を参照するたびに煩雑な操作を行うことは面例であり,ﾊﾟｽ
ﾜ‑ﾄﾞ自体を設定しない原囲にもなっている.そこで本稿では.
小型携帯端末の携帝性の高さに着目し,端末自体の勤きを用い
て手軽に認証を行うことが可能な｢3D動作認証｣を提案する.
3D動作認証では.手に持った携帯端末の動きから個人的な
動作特徴を抽出することによって認証を行う.例えば,端末を
勤かす速塵や,ﾀｲﾐﾝｸﾞ,手首のひねりなどを特徴として捉
えて認証処理に利用する.この考え方は,文字形状や筆圧など
から個人特徴を抽出するｵﾝﾗｲﾝ署名認証【1, 2]に頬似して
いるが,携帝端末自体の動きを用いる3D動作認証は.認証時
にﾍﾟﾝやﾎﾞﾀﾝなどの特別な入ｶｲﾝﾀﾌｪ‑ｽを必要としな
い.よって,複数のﾎﾞﾀﾝを配置することが困難な腕時計など
にも適用することが可能である.
今回埴案した認証方式のおよその認証性能を把撞するため.
加速度ｾﾝｻを搭載した認証端末を模擬した実験装置を作成し.
動作計測を行うことによって.個人特徴が現れやすい勤作の傾
向を明らかにした.また.加速度の大きさのDPﾏｯﾁﾝｸﾞに
基づく認証方式を考案し,動作ﾊﾟﾀｰﾝごとに認証精度にどの
ような違いが現れるか確認した.

2 3D動作認証
2.1特徴
3D動作認証は,人間の身体的持徴を用いたﾊﾞｲｵﾒﾄﾘｸ
ｽ認証の‑種である.この認証方式は,携帝端未自体の動きを
認証に利用するため,特殊な入ｶﾃﾞﾊﾞｲｽを用いてﾊﾟｽﾜ‑ﾄﾞ
などを入力する必要がなく,ﾕ‑ｻﾞが手軽に認証処理を行うこ
とが可能である.

図1: 3D動作認証の様子図2:実験装置

指紋や署名を用いた認証方式は,従来の物理的ｷ‑やﾊﾟｽ
ﾜ‑ﾄﾞによる認証方式に比ぺ,他人に不正利用される危険性が
低い.しかし,これらのﾊﾞｲｵﾒﾄﾘｸｽ認証は.認証時に特殊
な入力装置を必要とするため.用途や状況によって便い分ける
必要がある.例えば,指紋認証はﾕ‑ｻﾞが比較的手軽に認証を
行うことができるが,指紋が採取されてしまった場合などのﾄ
ﾗﾌﾞﾙに対処することが難しく,指紋登銀時の心理的抵抗が大
きい. ‑九ｵﾝﾗｲﾝ署名認証では,署名登録時の心理的抵
抗は小さいが,ﾀﾌﾞﾚｯﾄなどの入力装置を設置するｽﾍﾟ‑ｽ
が必要となる.ｵﾝﾗｲﾝ署名認証でのｻｲﾝ入力には, ‑般
的にﾀﾌﾟﾚｯﾄのような稜触型の人力装置が使用されるが.ﾋﾞ
ﾃﾞｵｶﾒﾗを用いて空中で署名を行う研究も行われている【3ﾄ
本稿の認証方式はこれと同じ非接触型の認証方式のひとつであ
り.携帯端末の動きを捉えることにより個人認証を行う(図1).
動きの検出には加速度ｾﾝｻによる計洲以外の方法も考えら
れるが,本稲では,比戟的安価であり.他の装置を便用せずに済
むなどの理由から,加速産ｾﾝｻを用いることとした.小型の
加速度ｾﾝｻは携帯端末自休に内蔵することが可能であり,携
帯端兼内で認証処理を完結することができるため.個人情報を
多く含む携帯電話などのﾊﾟｽﾜ‑ﾄﾞ代わりに利用することがで
きる.端未の動きをﾊﾟｽﾜ‑ﾄﾞとして利用するPCｶ‑ﾄﾞ型の
製品に, Caveo社[4]のAnti‑Theftがある.この製晶は,加
速度ｾﾝｻで前後左右の傾きを検出し,その組み合わせをﾊﾟｽ
ﾜ‑ﾄﾞとして利用する. Anti‑Theftがﾊﾟｽﾜ‑ﾄﾞを入力した人
物の遠いを考慮しないのに対し, 3D動作認証は個人の動作特
徴を認証に利用するため,成りすましによる棉末の不正利用を
防ぐことが期待できる.
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2.2使用用途

表1:実験装置の仕様

携帯端末の動きを利用した個人認証方式の利用例として,次
のような用途が考えられる.
｢携帯端末自体の認証｣
携帯電話などの小型携帯端末の高機能化に伴い,ｱﾄﾞﾚｽ帳
やｽｹｼﾞｭ‑ﾙなどの様々な個人情報を手軽に持ち運べるよう
になった.このような個人情報の漏洩を防ぐため,現在の携帯
電話では4桁程度の数字ｷ‑によるﾊﾟｽﾜ‑ﾄﾞを設定すること
ができる.しかし, 4桁のﾊﾟｽﾜ‑ﾄﾞでは高々1万通りの組み
合わせしか存在せず,携帯を紛失した際に意意のある人物によっ
て不正利用される危険性が高い.また,毎回ﾊﾟｽﾜ‑ﾄﾞを入力
するには手聞がかかるため,ﾊﾟｽﾜ‑ﾄﾞ自体設定しないことが
多い. ‑方,携帯電話自体の動きをﾊﾟｽﾜ‑ﾄﾞの代わりに利用
すれば,ﾕ‑ｻﾞは手軽に認証操作を行うことができ,端末を紛
失しても他人に不正利用される可能性が低い.ﾎﾞﾀﾝを複数配
置することが難しい腕時計などでは,携帯電話のようなﾎﾞﾀﾝ
の組み合わせによるﾊﾟｽﾜ‑ﾄﾞの入力が困難であるが,小型の
加速度ｾﾝｻを利用する本認証方式は,このような端末にも適
用することが可能である.
｢携帯端末を鍵代わりとして使用｣
認証に成功した携帯端末をｱｸﾃｲﾍﾞ‑ﾄすることにより,
近くにある端末のﾛﾂｸを解除したり,物理的な鍵の代わりに
使用する.例えば,腕時計を家の玄関や車の鍵の代わりにする
ことができれば,鍵を紛失しにくくなり,複数の鍵を持ち歩く
煩わしさからも解放される.ｱｸﾃｲﾍﾞ‑ﾄされた端末を身に
付けているﾕ‑ｻﾞだけにPCや自動販売機の利用を許可したり,
eｺﾏ‑ｽなどの分野への応用も考えられる.

2.3要求事項
｢認証ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ｣
3D動作認証では,認証時の動作を他人に見られる可能性が
高いため,必然的に成りすましの危険性が高くなる.よって,意
意のある人物による成りすましをどれだけ排除できるかが重要
である.また,登録する認証動作は人によって多種多様である
ため,どんな動作でも認証に用いることができる特徴抽出方法
が要求される.あるいは,特定条件を満たす動作ﾊﾟﾀ‑ﾝ以外
は登録を拒否し,確実に本人判定できる動作だけを登録する仕
組みが必要である.
｢手軽な認証手順｣
ﾊﾞｲｵﾒﾄﾘｸｽ認証では, ‑般的に,より多くのﾊﾟﾗﾒ‑
ﾀを用いることによって,認証精度を上げることができる. 3D
動作認証の場合も,長い動作ﾊﾟﾀ‑ﾝを便用すれば,高い認証
精度が期待できる.しかし,ﾕ‑ｻﾞの手軽な認証を実現するた
めには,短い動作ﾊﾟﾀ‑ﾝを用いた場合でも,実用的な認証精
度を保てることが理想である.
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3.1動作検出用の実験装置
動作の計測を行うために, 3軸の加速度ｾﾝｻを搭載した認
証動作検出用の実験装置を作成した(図2左側).この仕様を表1
に示す･今回使用した加速度ｾﾝｻはMA3‑04Ac(MicroStone)
である.このｾﾝｻは圧電型の加速度ｾﾝｻであり,各軸‑4G
‑ +4Gまでの加速度を検出することができる.実験装置では
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚ‑ﾄ200Hzで加速度を計測し,これらをｼﾘ
ｱﾙｹ‑ﾌﾞﾙでPCに随時送信してPC上で加速度ﾃﾞ‑ﾀを記
録する.ﾕ‑ｻﾞはこの端末を手に持って認証動作を行う.

3.2認証処理の概要
端末を利用しているﾕ‑ｻﾞが正規のﾕ‑ｻﾞであるかを確かめ
るには,ｼｽﾃﾑにあらかじめ登録された本人の動作ﾃﾞ‑ﾀと,
認証時に計測された動作ﾃﾞ‑ﾀの照合を行う. 2つの動作ﾃﾞ‑
ﾀの類似度が低い場合は,成りすましによる不正利用だと判断
する.認証処理に用いる動作の特徴ﾊﾟﾗﾒ‑ﾀとしては,加速
度ﾋﾟ‑ｸの出現ﾀｲﾐﾝｸﾞやｾﾞﾛｸﾛｽﾀｲﾐﾝｸﾞなどが考え
られるが,今回の認証方式では,ｵﾝﾗｲﾝ署名認証の分野で
広く利用されているDPﾏｯﾁﾝｸﾞを加速度の時系列ﾃﾞ‑ﾀに
適用することとする. DPﾏｯﾁﾝｸﾞを用いたｻｲﾝ照合では,
実用的な認証性能が得られることが実証されており, 3D動作認
証にも適用できると考えられる.
加速度ﾃﾞ‑ﾀのｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞは,ﾕ‑ｻﾞの特定のｱｸｼｮﾝ,
例えば認証が必要なﾄﾞｱの付近に立ったり,ﾎﾞﾀﾝを押すなど
の操作により開始される.こういった認証開始操作で生じた微
妙な手のぶれによって,加速度ﾃﾞ‑ﾀにﾉｲｽﾞが入る可能性が
あるため,ﾃﾞ‑ﾀのｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞを開始した直後のﾃﾞ‑ﾀは認
証に使用しない.
ﾃﾞ‑ﾀのｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞを開始してから,実際にﾕ‑ｻﾞが認証
動作を開始するまでの時聞は毎回異なる.このため,ﾕ‑ｻﾞが
実際に認証を意図して端末を動かしている区間を検出する必要
がある.そこで,認証動作の前後の0.5秒の間,その場に端末
を静止させることで動作区間を検出することとした.なお,認
証動作を行っている時間には毎回ばらつきがあるため, 2つの
ﾃﾞ‑ﾀを照合するには,ﾃﾞ‑ﾀ長の正規化などの処理が必要と
なる.

3.3認証処理手順
認証処理の手順は次の通りである.
1.加速度ﾃﾞ‑ﾀのｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

｢外乱の影響｣
携帯端未に搭載した加速度ｾﾝｻによって動作計測を行う場
合,車に乗っている時や歩行時に,外部からの振動がﾉｲｽﾞと
して混入する.従って, 3D動作認証をより多くの状況で用いる
ためには,このような外乱の影響を考慮する必要がある.

2.動作区間の抽出
3.加速度の正規化
4.ﾃﾞ‑ﾀ長の正規化
5.ﾃﾞ‑ﾀ間距離の算出
以下,それぞれの処理内容について述べる.

3認証処理

3.3.1加速度ﾃﾞｰﾀのｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

端末の動作検出に加速度ｾﾝｻを用いた場合の認証手法の検
討,ならびに,認証に適した動作の発見のため,加速度ｾﾝｻ
を内蔵した実験装置を用いた基礎的実験を行った.以下,実験
装置と今回用いた認証手法について述べる.

3軸の加速度ｾﾝｻにより端末の動きのｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞを行う.
観測した加速度ﾃﾞ‑ﾀはｼﾘｱﾙｹ‑ﾌﾞﾙを用いて随時PCに
送信され, PC上で加速度ﾃﾞ‑ﾀを保存する.以下の処理は,実
験段階のためPC上で行っているが,全ての処理を携帯端末上
で実現することが理想である.
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3.3.2動作区間の抽出

Q
.言

2つの加速度ﾃﾞ‑ﾀのﾏｯﾁﾝｸﾞを,動作区間として抽出さ
れた区間内のﾃﾞ‑ﾀに対して行う.ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞされた加速度
ﾃﾞ‑ﾀから動作区間を抽出するためには,動作開始時刻と動作
終了時刻を見つければよい.今回,加速度が急激に変化した時
に認証動作の開始時刻を決定し,動作開始後に0.5秒間,加速
度の変化がなかった時点で認証動作の終了時刻を決定すること
とした.この方式を用いることで,認証動作中にﾘｱﾙﾀｲﾑ
に動作開始時刻/終了時刻を検出することが可能となり,ﾕ‑
ｻﾞが認証動作を終了すると,ｼｽﾃﾑは自動的に加速度のｻﾝ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞを停止することができる.この仕組みによって,ﾕ‑
ｻﾞがｽﾑ‑ｽﾞに認証を行えるようになり,無駄な電力消費を抑
えることができる.特に小型の携帯端末は電池の持続時間が問
題となるため,このような仕組みが必要不可欠である.次に動
作区間抽出ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑの詳細を示す.
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1.各軸の過去Q時間の加速度ﾃﾞ‑ﾀの最大値と最小値の差
Dx, Dy, Dzを求める･ (図3(a))
2. a)認証動作開始前の場合

end point

start point

伽がEを上回った時点より

(b)

pstar土時間前を動作開始時刻とする.

図3:動作区間抽出ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ

b)認証動作開始後の場合

柵がEを下回った時点より
pend時間前を動作終了時刻とする. (図3(b))

Qを小さくしすぎると,認証動作中に端末を動かす速度が小
さくなった時に,誤って認証動作が終了したと判断してしまう.
逆にQを大きくしすぎると,動作終了点を検出するまでに時間
がかかる.今回は, Qの値を500msecとした.
Eは,端末が静止状態にあるかを判別するための加速度の閥
値である. Eを小さくすると,わずかな動きでも端末を動かし
ていると判断する.今回は, Eの値をo.2Gとした.
psta,tとPendは,動作区間の検出誤差を吸収するために設
けた値である.今回行った‑連の実験では, Psta,tを100 msec,
pendを400 msecとして動作区間を決定している.
手順2のb)の処理は,ﾘｱﾙﾀｲﾑに動作終了時刻を検
出する場合の処理であり,既にｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞが終了した加速度
ﾃﾞ‑ﾀがある場合は,ﾃﾞ‑ﾀを逆向きに見て,動作開始時刻と
して検出された時刻を本来の動作終了時刻とすることができる.

図4:実験用動作ﾊﾟﾀ‑ﾝ

るまでに時間がかかる動作認証においてHMMは適応しにくい

3.3.3加速度の正規化
ﾕ‑ｻﾞが同じような動作をしても,端末を動かす速度が異な
ると加速度の振幅量が異なるため,別の動作だと見なされてし
まう可能性が高い.そこで,加速度の絶対値の最大値が1にな
るように加速度の正規化を行う.ただし,加速度の絶対的な大き
さを特徴量として重視する場合,この正規化を行う必要はない.
3.3.4ﾃﾞｰﾀ長の正規化
3.1で述べたように,長さの異なる2つのｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾃﾞ‑
ﾀ系列間の差分を得るためには,各ﾃﾞ‑ﾀ系列のｻﾝﾌﾟﾙ数を
‑致させる必要がある.そこで,自然3次ｽﾌﾟﾗｲﾝ補間を用
いて,観測ﾃﾞ‑ﾀのｻﾝﾌﾟﾙ系列から,対象となる登録ﾃﾞ‑ﾀ
のｻﾝﾌﾟﾙ数と同じ長さのﾃﾞ‑ﾀを生成することとした.

3.3.5ﾃﾞｰﾀ間距離の算出
ｵﾝﾗｲﾝ署名認証のﾃﾞ‑ﾀ照合にはDP (動的計画法)ﾏｯ
ﾁﾝｸﾞが広く用いられており,苦声認識や指紋認証の分野では,
これ以外にも隠れﾏﾙｺﾌﾓﾃﾞﾙ(HMM)を用いた手法が広く
用いられている[2, 5]. HMMで認証精度を確保するには,多
量のﾃﾞ‑ﾀを登録する必要があるため,多くのﾃﾞ‑ﾀを登録す

[6ﾄ本稿でのﾃﾞ‑ﾀ照合では,正規化後の加速度時系列のDP
ﾏｯﾁﾝｸﾞを行い,求められたﾃﾞ‑ﾀ間距離をﾃﾞ‑ﾀ長で正規
化したものを最終的なﾃﾞ‑ﾀ間距離とする.このﾃﾞ‑ﾀ間距離
を用いて,登録者本人の動作であるかどうかを判定する.

4評価実験
加速度ｾﾝｻを搭載した実験装置を用いて実験を行い, 3D
動作認証の認証性能,ならびに,認証に適した動作の傾向を調
べた.

4.1実験方法
1人の被験者が図4に示す6種類の図形を,直径30cm程
度の大きさで描くようにして端末を動かし,本人の動作ﾃﾞ‑ﾀ
として登録した.本人拒否率を調べるために,各動作ﾊﾟﾀ‑ﾝ
の動作を本人が複数回行った.また,他人受け入れ率を調べる
ために,複数の被験者の前で登録した動きを見せ,それぞれの
被験者が成りすましを試みた.動作計測は短時間内に連続して
行うのではなく, 1日程度の間隔をおきながら計測することで,
経年変化の影響を考慮した.評価実験の規模を表2に示す.
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表2:評価実験の規模
被験者数
動作ﾊﾟ ﾀ ‑ ﾝ 数
本人の試行 回数
他人の試行回数
動作計測間隔
実験斯間

1
1

10 人 (本人 は含 まない)
6 種 類 (図 4 を参照)
計 180 回 (3 0 回 × 6 種 類)
計 1020 回 (17 回 × 6 種類 × 10 人)
約 1 日
約 30 日

1
1
1
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表3:各動作ﾊﾟﾀ‑ﾝの動作時間と認証精度
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図5:実験結果のROCｶ‑ﾌﾞ

*精度はFARとFRRを等しくする制約条件下で算出したもの

4.2実験結果･考察
図5に示すROCｶ‑ﾌﾞ(Receiver Operating Character‑
istic Curve)は,それぞれの動作ﾊﾟﾀ‑ﾝにおける認証精度を
表しているt ROCｶ‑ﾌﾞはﾃﾞ‑ﾀ間距離の聞値をﾊﾟﾗﾒ‑ﾀ
とし,本人拒否率(FRR : False Rejection Rate)と他人受け入
れ率(FAR : False Acceptance Rate)をﾌﾟﾛﾂﾄしたものであ
る. FARをFRRを等しくする制約条件のもとに算出した認証
精度を表3に示す.この表に示した動作時間は,ｼｽﾃﾑに登
録された動作の長さを表している.
表3の結果から,図4に示したcircle, triangle, double tri‑
angleといった単純な幾何学図形を動作ﾊﾟﾀ‑ﾝとした場合よ
りも, infinity, d, Ⅹyzのような,文字に近い形状の動作ﾊﾟﾀ‑
ﾝを用いた方が,認証精度が高くなる傾向が見られた.この傾
向はcircleとdの認証精度の違いに顕著に表れている.これは,
単純な図形を描く動作に比べ,文字に近い図形を描く動作の方
が,手首の微妙なひねりなどの要素が加わりやすく,個人の癖
が現れやすいためだと考えられる.このような動きを認証に用
いた場合,本人拒否率,他人受け入れ率ともに10%を下回り,
3D動作認証の実用化への見通しが得られた.動作にかかる時
間と,認証精度の間には単純な比例関係は見られなかった.

携帯端末の動作計測に加速度ｾﾝｻを利用した場合,携帯端
末にかかる加速度を直接計測することができる反面,外部のﾉ
ｲｽﾞの影響を受けやすい.例えば,歩行中に端末を動かした場
合や,車に乗っている時などは正確な加速度ﾃﾞ‑ﾀを得ること
が困難であるため,このような外部的な要因をどの程度許容す
ることができるかを調査する必要がある.

5まとめ
小型携帯端末向けの個人認証方式として,携帯端末自体の動
きを利用した3D動作認証方式を提案し,その実用性について
検討した.この認証方式を用いると,認証処理を携帯端末内で
完結することができ,特殊な入ｶｲﾝﾀﾌｪ‑ｽを持たない携
帯端末でも手軽に認証を行うことができる. 3軸加速度ｾﾝｻ
を搭栽した実験装置を作成し,複数の動作ﾊﾟﾀ‑ﾝを用いて3D
動作認証の実験を行った.この結果,他人受け入れ率,本人拒
否率ともに約10%を下回る認証精度を得ることができ,実用化
への見通しが得られた.様々な動作ﾊﾟﾀ‑ﾝで認証実験を行う
ことで,幾何学的な形状の動作ﾊﾟﾀ‑ﾝより,文字に近い形状
の動作ﾊﾟﾀ‑ﾝを認証に用いた方が,認証精度が上がる傾向が
あることが判明した.今後は,登録ﾃﾞ‑ﾀから適切な閥値を設
定する方法を明らかにし,外部からのﾉｲｽﾞや,端末の持ち方
の違いを吸収する方法について検討する.

4.3検討課題
今回使用した認証ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑで,動作ﾊﾟﾀ‑ﾝによって最
適な認証精度を得るためには,その動作の複雑さや,動作時間
によってﾃﾞ‑ﾀ照合時の閥値を柔軟に変更する必要がある.例
えば,複雑な動きは他人に模倣される可能性が低いが,本人も
同じ動作を再現するのが困難であるため,閥値を下げる必要が
ある.今後は,登録されたﾃﾞ‑ﾀから最適な聞値を求める方法
を明らかにする予定である.
認証時にﾕ‑ｻﾞが同じ動作を行ったとしても,端末内のｾﾝ
ｻの角度や,端末の持ち方によって,得られるｾﾝｼﾝｸﾞﾃﾞ‑
ﾀはまったく異なるものになる.例えば,ｾﾝｻの角度が90o
異なる端末の持ち方をした場合, Ⅹ軸とY軸で観測されるﾃﾞ‑
ﾀが入れ替わったものになる可能性がある.円簡形の端末や球
状の端末の場合は,端末の持ち方を記憶したり,思い出すのが
困難なため,この問題が顕著に現れる.端末の持ち方にとらわ
れずに認証処理を行うには,このようなｾﾝｻ角度を補正する
処理が必要である.逆に,対称性のない形状の端末の場合は,端
末の持ち方まで含めて認証に利用することができる.
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