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あらまし スマートフォンにおいてログイン認証後には一般的に不正アクセスが可能である．
パソコンではキーボードやマウスの操作特徴を用いた個人識別研究が古くからあるが，スマ
ートフォンに対する研究は最近始められつつある．スマートフォンには独特のタッチ操作が
あり，個人識別に使える特徴かを検討すべきである．本研究では，スマートフォンにおける
タッチ操作の特徴を用いた継続的な個人識別システムを検討する．操作履歴（指の接触時の
座標位置と時刻）を記録する文章閲覧アプリを作成し，指の使用領域，移動距離，速度など
の操作特徴を求めた．5人の被験者による実験の結果，操作特徴の組み合わせにより個人識別
が可能であることを示唆した．
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Abstract After user authentication and identification for smart phone is passed on login,
not only the legal owner but also illegal users freely use the smart phone. For the second
protection, behavior-based user identification can continuously check the user activities
after login. In this paper, we investigate continuous user identification using touch
operational features on smart phone. We make a text browsing application to record
fingers history on smart phone and extract characteristic operational features, for
instance, the distribution of touched region, the speed and so on. Experimental results
suggest the feasibility of user identification by combining operational features.

1 はじめに
最近のスマートフォンの普及は目覚ましく，
携帯電話の総出荷台数に占めるスマートフォ
ンの割合が 2012 年度には 68.7%になると予測

されている[1]．スマートフォンを含む多機能
な携帯電話にはアドレス帳だけでなく多くの
重要な個人情報がパソコンと同様に含まれ，
これらの情報は不正使用者から守られなけれ
ばならない．そのために一般的に行われるの
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がパスワードによる認証である．しかし，問
題点として，(1)パスワードは忘れやすく，パ
スワードが一旦他人に漏洩するとパスワード
を変更しない限り他人が容易に不正利用でき
てしまうこと，
(2)パスワード認証はログイン
時に一度だけ行うことが多く，ログイン後に
は正規ユーザだけではなく不正使用者も自由
にアクセスできてしまうことが挙げられる．
指紋や顔画像など生体的特徴を利用したバ
イオメトリクス認証[2]には，認証精度が高い，
パスワードを記憶する必要がない，生体的特
徴ならば紛失しにくくコピーされにくいなど
の利点があり，上述の問題(1)は解決される．
しかし，ログイン後も絶えず認証することは
煩わしく，問題(2)は残されたままである．さ
らにこの認証には一般的に指紋読み取り装置
など特別な装置が必要となる．
そこで，パソコンにおいては，キー操作や
コマンド列やマウス操作など他人が模倣する
ことが難しい個人の特徴や癖を用いた認証方
法が 1990 年代から広範に研究されている
[3-12]．この行動的特徴による認証・識別で
は，特別な装置は不要である．また，この認
証では，通常時の正規ユーザの振る舞いから
特徴を表すプロファイルを作成し，そのプロ
ファイルと現在の振る舞いとの間に著しい相
違があれば，不正使用者として警告する．そ
のためログイン後も継続的に監視が行える．
一方，携帯電話，特にスマートフォンの行
動的特徴による認証・識別の研究は最近始め
られつつある．例えば，キー操作に基づく認
証[13,14]，加速度センサを用いた認証[15-17]，
タッチパネルによる認証[18,19]，複数センサ
を用いた認証[20,21]などがある．加速度セン
サを用いた歩行や走行時の個人識別は高い精
度を示している[17,20]が，静止時には使えな
い．タッチパネルや複数センサを使用した研
究は比較的新しいため，文献[18,19,21]など
はログイン時の認証であり，ログイン後の継
続的な個人識別を扱った研究はまだ少ない．
特にタッチパネル式のスマートフォンでは独
特の操作（フリック（はじく），タップ（軽

く叩く），ピンチ（つまむ）など）があるた
め，個人識別に利用できる特徴となりうるか
を調べる必要がある．
そこで本研究では，スマートフォンにおい
てユーザのタッチ操作の特徴を監視すること
によって継続的に個人識別を行い，不正使用
者を発見することを最終的な目的とする．そ
のために，まずスマートフォン用に操作履歴
を記録するアプリケーションソフトを作成し，
個人識別のために抽出すべき特徴について検
討する．具体的には，操作履歴としてユーザ
が画面にタッチしたときの座標位置とその時
刻などを取得するための文章閲覧アプリ（テ
キストブラウザ）を作成する．そして，取得
した座標位置・時刻から個人識別のための操
作特徴として指の使用領域，移動距離，移動
速度，移動角度などを求め，これらが個人識
別として使えるかを検討する．
5 人の被験者による予備実験の結果，指の
使用領域に関しては，ユーザがスマートフォ
ン操作に慣れているかどうかがわかり，識別
のための操作特徴として利用可能であること
がわかった．また，単一の操作特徴からは個
人識別を行うことは困難であるが，操作特徴
の組み合わせにより個人識別が可能であるこ
とを示唆した．

2 関連研究
パソコンにおける行動的特徴による認証と
して，キーボードの打ち方によるキーストロ
ーク認証が 1990 年前後から始められ多く行
われている[3-7]．また，コマンド列を用いた
認証[8-10]やマウス操作に基づく認証[11,12]
も 90 年代後半から行われている．
本研究で取
り上げるスマートフォンのタッチ操作はキー
操作やコマンド列よりもマウス操作に近いた
め，ここではマウス操作に限って紹介する．
文献[11]では簡単な図形をマウスでなぞらせ
て個人認証するが，パソコン利用中に認証の
ために何度も図形をマウス入力することは現
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実的ではない．そこで，泉らはパソコン使用
時の通常のマウス操作を継続的に監視する方
法を提案していて[12]，本研究の目指す方向
に近い．
一方，携帯電話やスマートフォンにおける
行動的特徴による認証研究としては，キー操
作に基づく認証[13,14]，加速度センサを用い
た認証[15-17]，タッチパネルによる認証
[18,19]，複数センサを用いた認証[20,21]など
がある．文献[13]は，パソコンよりも計算能
力や記憶容量が劣る携帯電話を考慮して，キ
ーストロークの頻度を用いた簡便な認証方法
を提案している．文献[14]では，スマートフ
ォンにおいて 25 ユーザのキーストロークに
対して様々な分類アルゴリズムの性能を評価
し，約 2％の他人受入率（False Acceptance
Rate: FAR ） と 0 ％ の 本 人 拒 否 率 （ False
Rejection Rate: FRR）を達成している．石原
らの加速度センサを用いた 3D 動作認証[15]
では，手に持った携帯端末の動きから個人的
な動作特徴を抽出し，FRR を 1.5%未満，FAR
を 1%未満にできることを示している．しかし，
継続的な認証のためには端末を何度も動かす
必要がある．文献[16,17]の加速度センサを用
いた認証は，端末をベルトやポケットに入れ
た状態で歩行，走行，階段の昇降の動作から
個人的な特徴を得て認証を行う．しかし静止
時には識別できない．タッチパネルによる認
証として，文献[18]では Android のロックパ
ターンを使い，文献[19]では 5 本の指の動き
を特徴としているが，これらは基本的にログ
イン時の認証である．見上らのタッチパネル
と加速度センサを用いた認証[21]もログイン
時である．本研究と同じような継続的な個人
識別は，Shi らの SenGuard である[20]．
SenGuard では，加速度センサ，マイク（使用
せず），場所履歴，タッチスクリーンの複数
センサを使用し，
継続的な個人識別を目指す．
文献[20]では，加速度センサと場所履歴の性
能評価はあるが，タッチスクリーンの識別精
度をまだ評価していない．また，複数センサ
の統合にもまだ至っていない．

3 タッチ操作履歴記録アプリケー
ション
3.1

文書閲覧アプリケーション

本研究では，iPhone, iPod touch, iPad 用
に iOS 上で機能するタッチ操作履歴取得アプ
リケーションを開発する（現時点ではスマー
トフォン OS 別契約数シェアにおいて Android
が iOS を上回っていることから[1]，筆者らは
Android 上での開発も始めている）．実際に
はユーザが通常利用するアプリのバックグラ
ウンドで継続的に操作履歴を記録することが
望ましい．しかし，現時点での iOS はマルチ
タスクになったものの，バックグラウンド実
行はOSに組み込まれた7種類のプロセスのみ
許可されるため，バックグラウンドで操作履
歴を取得することができない．
そこで，ブラウジングは多くのスマートフ
ォンアプリに備わった基本的機能の一つであ
ることから，図 1(a)に示すような簡易な文章
閲覧アプリ（テキストブラウザ）を作成し，
ユーザが表示されたテキストを読むことでそ
の操作履歴を継続的に記録する．ディスプレ
イの大きさは縦 480 ピクセル×横 320 ピクセ
ルである．また，本ブラウザは縦方向のみの
スクロール操作が可能であるため，以下の二
つの操作によってスクロールする：
• フリック：指を「はらう」ように，指を
スライドしながら離すこと
• ドラッグ：画面を押しっぱなしにしたま
ま，指をスライドさせること
なお，スマートフォンの操作には他にもタ
ップ
（画面の任意の場所をポンと押すこと）
，
ピンチ操作（2 本の指で画面を押さえて，摘
むように指を近づけることをピンチイン，遠
ざけることをピンチアウト）などがあり，そ
れらの操作も取得可能な横方向スクロールも
含めたブラウザの開発も進めている．
一方，既存のクラスを用いてスクリーン上
の座標位置を取得することが困難であるため，

- 799 -

UITextView クラスを用いてテキスト上の座
標位置を取得する．図 1(b)に示すように，原
点は左上に存在し，X 軸と Y 軸の範囲はとも
に用意するテキストの量に依存する．図 1(a)
のテキストの場合，X 軸の範囲は[0, 320]，Y
軸の範囲は[0, 20000]となる．

そこで，パソコン上のマウス操作から操作特
徴を抽出する既存研究[12]を参考にして，以
下の基本的な操作特徴を求める．
1. 指の使用領域：ユーザが触れた指の座
標位置を集計し分布図を作成
2. 指のX座標：縦スクロールであるためX
座標を集計
3. 指の移動距離：指をタッチした瞬間（始
点）と指を離したとき（終点）の2地点
間の距離を計算（図2）
4. 指の移動速度：2地点間の距離を時間で
割って速度を計算
5. 指の移動角度：2地点間の移動角度を計

図 1：(a)操作履歴を取得するための簡易テキ
ストブラウザと(b)テキスト上の原点と X 軸
とY軸

3.2

算（図2）
そして，実験によりそれぞれが個人識別と
して使えるかを検討する．

操作履歴と操作特徴の抽出

前節の簡易テキストブラウザによって継続
的に取得する「操作履歴」は，{event, (x, y), t}
の形式である．ここで，event はタッチパネル
に指が触れているときに呼び出されるタッチ
イベントのことであり，以下の三つのタッチ
イベントを検出できる．
1. 指をタッチした瞬間
2. 指を動かしたとき

図 2：指の移動距離と移動角度

3. 指を離したとき
そして，(x, y)はタッチイベントを検出した
ときの座標位置であり，t はその検出時刻で
ある．例えば，開始から 20 秒後に指でタッチ
パネルに触れ，25 秒後に離した場合は，{{1,
(200, 15), 20}, {2, (200, 16), 22}, {3, (200, 18),
25}}という操作履歴が得られる．
得られた操作履歴から個人識別を行うため
の「操作特徴」を抽出しなければならない．

4 予備実験結果
5 人の被験者
（内スマートフォン所持者は 4
人）に作成したテキストブラウザを iPod
touch で使用してもらい，操作履歴を取得す
る予備実験を行った．実験手順としては，ま
ず被験者にiPod touchとテキストブラウザの
操作方法を説明し，テキストブラウザを使っ
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て自由に文章を読んでもらった．そして，読
み終わったらiPod touchを回収して操作履歴
を iTunes 経由で取得した．
表 1 は各被験者に対して検出できたイベン
ト数と検出できた移動距離の数である．
また，
図 3 に各被験者に対して検出できたイベント
全ての座標位置の分布図つまり指の使用領域
を示す．移動距離の計算には，三つのタッチ
イベントの連続が必要である（移動時の event
= 2 は除いてもよいため，event 列に対して正
規表現を使うと 12*3）．しかし，実際に実験
してみると離脱時の event = 3 が検出されにく
かったため，離脱時が含まれない場合も移動
距離に含めた（event 列に対して正規表現を使
うと 12*3 または 12+）．

標準偏差から各ユーザの X 座標にばらつきが
生じていることがわかる．平均値に対して被
験者間に有意差があれば，この平均値を個人
識別の特徴とできる．しかし，B と C の平均
値が同程度の値を示しており，ウェルチの検
定を行った結果からも B と C の間では有意差
が現れなかった．

表 1：各被験者に対して検出できたイベント
数と検出できた移動距離の数
検出できた
検出できた
被験者
イベント数 移動距離の数
A
120
7
B
2420
339
C
250
72
D
270
52
E
110
24

次に，
各被験者の指の移動距離，
移動速度，
移動角度に対して同様に基本統計量の平均値，
最小値，最大値，標準偏差を求めた（表 3 に
は平均値と標準偏差を示す）．まず移動距離
の平均値が個人識別の特徴となりうるかを検
討してみると，B と C の値が同値であり，ウ
ェルチの検定結果からも B と C の間では有意
差がなかった．次に移動速度の平均値につい
ては，今度は A と B の値が同程度の値を示し
ており，ウェルチの検定結果からも A と B の
間では有意差が現れなかった．最後に移動角
度の平均値に関しては，C と D の値が同程度
の値を示し，ウェルチの検定結果からも C と
D の間では有意差がなかった．
以上の結果から単一の操作特徴だけでは，
個人識別を行うことが難しいとわかった．し
かし，操作特徴を組み合わせ，複合的な観点
からみれば個人識別が可能であると考えられ
る．例えば，指の移動距離の平均値において
B と C 間には有意差がないが，指の移動速度
の平均値では B は C よりも大きく，C の移動
速度の平均値は一番小さいことがわかる．こ
れら複数の操作特徴を分類アルゴリズムに入
力すれば，適切なユーザを出力するような個
人識別が可能であると考えられる．

表 1 の各被験者のイベント数および図 3 の
分布図から A，C，D，E はスマートフォンの操
作に慣れていて，B はスマートフォンを使っ
て文章を読むことに慣れていないといえる．
また，A と E は，他の被験者と比べてイベン
ト数が少なく，分布が散らばっていないこと
から，スマートフォンを使用することに特に
慣れているといえる．実験後，A と E がスマ
ートフォンを 2 年以上所持していることを確
認した．このことから座標位置の分布は，個
人識別を行うための操作特徴の１つになりえ
ると考えられる．そこで，分布図の横方向の
位置とばらつきが各被験者で異なるようにみ
えるため，各被験者の X 座標に対して基本統
計量の平均値，最小値，最大値，標準偏差を
求めた
（表 2 には平均値と標準偏差を示す）
．

表 2：指の X 座標の平均値と標準偏差
被験者
平均値
標準偏差
A
231.6
29.6
B
169.6
51.8
C
163.0
83.0
D
197.4
39.9
E
251.1
15.7
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図 3：各被験者の使用領域
表 3：各被験者の指の移動距離，移動速度，移動角度に対する平均値と標準偏差
移動距離（pixels）
移動速度（pixels/s）
移動角度（°）
被験者
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差
A
7.4
2.0
104.1
98.0
-33.7
102.5
B
7.9
8.4
119.4
606.9
22.2
94.8
C
7.9
6.2
53.1
56.1
-18.3
83.1
D
7.6
3.2
86.9
88.9
-20.9
101.7
E
9.2
1.5
168.0
75.0
-42.6
84.6

5 検討事項
本研究はまだ始めたばかりであるため，多
くの課題が残されている．以下に検討事項を
挙げる．

複数の操作特徴を用いた継続的な個人識
別：前節で述べた操作特徴の組み合わせにより
個人識別が可能かどうかをまず調べなければ
ならない（発表時には報告予定）．また，操
作特徴は時間にも依存するため，全データに
対する統計量ではなく，オーバーラップを許
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した適当なサイズのウィンドウに対して平均
値などを求める必要がある．そして，過去い
くつかの操作特徴に対して現在の操作特徴に
相違があるかどうかを検査する継続的な個人
識別システムを構築する．なお，分類アルゴ
リズムには，WEKA のデータマイニングソフト
[22]を使う予定である．
被験者を増やした本実験：例えばマウス操
作を用いた既存研究[12]の被験者は 5 人であ
り，本研究の予備実験も 5 人で行った．しか
し，行動的特徴の認証手法の問題点として，
識別する人数が増えるにつれて認証が難しく
なるということが挙げられている．その検証
を行うために被験者の人数を増やし再度実験
を行う必要がある．
他の操作も取得可能なアプリの開発：本研
究ではテキストブラウザを作成し，そのブラ
ウザ上でフリックやドラッグによりテキスト
を読むことで操作履歴を取得した．しかし，
フリックやドラッグ以外にもタップやピンチ
操作などスマートフォン独自の操作がある．
またスマートフォンの操作にはブラウジング
だけでなくキー入力もある．そこで，他の操
作も含めた操作履歴を取得するアプリケーシ
ョンの開発も必要である．
複数センサを用いた個人識別：タッチ操作
だけでは個人識別の精度が悪いと予想される
ため，文献[20,21]のようなタッチパネルだけ
でなく加速度センサなど複数センサを用いた
個人識別システムを検討すべきである．
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