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研究成果の概要（和文）：本研究は，携帯デバイスを対象としたマルチセンソリー認証方式の開

発を目的としている．現在，携帯デバイスでの認証には暗証番号やパスワードが多用されてい

るが，覗き見への耐性の面で問題がある．本研究では，画像などの視覚情報，音声などの音響

情報，振動などの触覚情報といった複数の知覚要素を組み合わせて認証に利用することで，覗

き見への耐性が高く，かつ，ユーザが使いやすい認証方式の検討を行った．さらに，携帯端末

を振る動作や空中描画動作などの行動的特徴を認証に利用する方式についても検討を行った． 

 
研究成果の概要（英文）：The goal of this study is to develop a usable and secure 
multi-sensory personal authentication interface for mobile devices. Currently, PINs 
and passwords are widely used for login to mobile systems. However, these methods 
are weak against the shoulder-surfing. In this study, we studied on a usable user 
authentication method using multi-sensory information which includes image, sound, 
or tactile information. We also studied on a user authentication using behavioral 
characteristic, such as shaking a mobile terminal or drawing a pattern in the air. 
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１．研究開始当初の背景 

2007年に米国でApple社の iPhoneが発売さ
れたのを機に，本研究開始当初の 2010 年頃
は，タッチパネル搭載型の携帯電話や PDA

などの普及が急速に進んでいた．これらのデ
バイスは，電子マネー機能やインターネット
バンキングサービスへのアクセス端末とし
ての機能も有しており，安全な本人認証方式

が必須である．携帯デバイスでの認証には利
便性の面からパスワードや暗証番号が多用
されているのが現状であるが，携帯デバイス
の入力インターフェースはテンキーおよび
数個の記号ボタン等に限られており，また，
片手で操作するため，一般の PC のキーボー
ド入力による認証と比べて覗き見に脆弱で
ある．この他，指紋認証デバイスや内蔵カメ
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ラを用いた顔画像認証を搭載した機種も存
在するが，前者は指紋の使用に対するユーザ
の心理的抵抗感があることや，落下等でデバ
イス上に傷がついた場合に認証不可能にな
るなどの問題がある．また後者は，撮影環境
の変動による影響が大きく，夜間や屋外で使
用した場合，顔認識率が低下するという問題
がある．このため，安全で，使い易く，かつ，
多様な使用環境に対応可能な認証方式が望
まれている状況であった． 

 

２．研究の目的 

近年注目されている画像選択型認証は，上述
のタッチパネル型携帯端末の認証方式の要
件を満たす方式の一つと考えられるが，画像
は本人のみならず，覗き見を行う攻撃者にも
覚えやすい可能性がある．そこで，画像にフ
ィルタリング処理を施し，正当な使用者には
記憶・想起が容易であるが，攻撃者には記憶
が困難な程度に画像を务化させて覗き見耐
性を強化する方式が提案されている．しかし
画像を务化させる度合いは経験的に求めた
ものであり，検討の余地が残されていた．ま
た，画像選択のため認証に時間を要する，画
質务化により自分のパスワード画像を忘れ
る可能性も高くなるなど，ユーザビリティの
向上の観点からも検討すべき課題が存在し
ている． 

そこで本研究は，携帯デバイスを対象とし
て，使い易く，安全な，マルチセンソリー認
証方式の開発を目的として研究を行ってい
る．画像などの視覚情報，音声などの音響情
報，振動などの触覚情報といった複数の知覚
要素を組み合わせて認証に利用することで，
覗き見への耐性が高くかつ使い易いインタ
ーフェースの検討を行った．特に，視覚情報
の部分では，ハイブリッド画像を利用するこ
とで正規ユーザの利便性を維持しつつ，覗き
見た第三者は秘密画像を認識不可能な方式
の確立を目指す．また，携帯端末を振る動作
などの行動的特徴も利用する可能性の検討
を行った． 

 

３．研究の方法 

本研究で提案する方式では，覗き見への耐
性が高く，かつ，ユーザが使いやすいマルチ
センソリー認証を実現するために，携帯ディ
スプレイ上に表示される画像とイヤホンか
ら提示されるヒント音を組み合わせてユー
ザ独自の入力データを作成し，本人を認証す
る．システムには，ユーザのパスワード画像
(pass image)およびその画像に関連した音が
登録されている．認証の際には，pass image

を覗き見攻撃者からは知覚困難な程度に务
化させた画像を，他の囮となる複数の画像と
ともに提示する．また，pass image のヒント
となる音をイヤホン経由でユーザに提示す

る．ユーザは，これら 2つの情報から認証の
ための回答を作成し，携帯端末上のボタンを
押して入力する．正しい応答が入力された場
合，認証が完了する．  

本システムの実現のため，以下の点に分け
て検討を進めた． 

(1)携帯デバイスを対象としたマルチセンソ
リー認証方式の必要条件の整理 

(2)画像処理フィルタの設計 

(3)音響刺激の検討 

(4)行動特徴の利用の検討  

まず，(1)では，携帯電話のディスプレイの
解像度も考慮した上で，マルチセンソリー認
証の一般的な利用シナリオを整理する．また，
想定される攻撃や認証の際の必要条件の整
理を行う． 

(2)では，従来法で使用されているモザイク
フィルタ，油彩フィルタに加え，ウェーブレ
ットフィルタで帯域分離を行った 2枚の画像
を重畳したパスワード画像を使用した場合
の画質と記憶しやすさについて調査を行う．  

(3)では，パスワード画像の想起や認証時の
手がかりとして与える音響刺激の検討とし
て，複数の音を用意し，認証時間や認証成功
率の比較を行う． 

(4)では，携帯端末内蔵の加速度センサを利
用し，ユーザの歩行時や，ユーザが端末を把
持して空中筆記した際の加速度情報の個人
識別への利用可能性の検討を行う． 

 

４．研究成果 

 まず，ウェーブレット変換を利用して重畳
した画像(ハイブリッド画像)を画像選択型認
証に使用した場合の，画質と認証成功率の検
討では，従来のモザイクフィルタなどに比べ
ユーザが画像を覚えやすく，認証成功率も向
上することが明らかとなった．またハイブリ
ッド画像の前景と背景の重畳度を評価する
ための客観的評価尺度を考案した．具体的に
は，画像の SURF 特徴を利用し，重畳する 2

枚の画像それぞれについて特徴点とその強
度を表すバイナリマップを求め，マップの一
致度で 2枚の画像の重畳度を計測する方式で
ある．本評価尺度とユーザの主観による評価
値との比較の結果，特に本尺度における 2 枚
の画像の一致度が高い場合に，主観評価にお
ける画像の見易さと良く合致することが明
らかとなった． 

 また，携帯端末上で動作するマルチセンソ
リー認証ソフトウェアを開発し，ユーザテス
トを行った．画像情報としては数字，動物の 

アイコン，色，音の長短や高低を表すアイコ
ンなどを用意し，音響情報としては各画像情
報を想起可能な効果音やナレーションを用
意した．ユーザテストの結果，画像情報，音
響情報の相互の関連が深く，内容が直感的に
理解しやすいものを使用した場合に認証成



功率，認証時間とも良好な結果を得られるこ
とが明らかとなった． 

 さらに，携帯端末内蔵の加速度センサの利
用に関しては，あらかじめ登録したマスター
データと認証時のターゲットデータとを，DP

マッチングにより照合する手法の妥当性の
検討を行った．その結果，歩行時の加速度，
空中筆記時の加速度ともに個人識別に利用
可能ではあるものの，加速度の傾向は日々若
干変化するため，マスターデータの適応的更
新が課題となることが分かった． 
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