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e-TestingにおけるWebカメラとペンタブレットを用いた

逐次受験者認証システムの開発*
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あらまし Web上で試験を行う e-Testingは時空間の制約なく受験が可能という利点がある一方で，試験中の
不正行為が容易に発生し得るという問題がある．そこで，試験中のなりすまし受験を防止するために，バイオメ
トリクスを用いた受験者認証法が提案されているが，認証の要求による受験の阻害が課題として挙げられている．
そこで本研究では，受験を阻害することなく継続的に受験者を認証するため，Webカメラとペンタブレットを用
いて顔認証と筆記認証を組み合わせた受験者認証システムを開発した．システムを実環境に近い状況で使用した
結果，顔・筆記共に実時間で認証処理を完了可能であり，被験者は認証処理を意識することなく受験することが
可能であることが分かった．
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1. ま え が き

少子高齢化が進む近年の日本において，高等教育機

関における社会人の学び直しに注目が集まっている [1]．

社会人の多くは大学での再教育に対して興味をもって

いる一方で，就労している企業の理解を得られず，学

び直しが行われていない現状がある．しかし，企業は

社会人の就学に対して否定的ではなく，教育機関の開

講時間帯や履修期間などの通学環境によっては，再教

育に対して肯定的である旨の意見もある [1]．

一方，最近では通信制の高等教育機関も充実し，在

宅で教育を受けることも可能となってきた．このこと

から，通信制の教育機関や，放送大学での学び直しを

図る社会人が増加してきている [1]．通信制教育では，
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e-Learning システムを用いて講義を受講し，場合に

よってはWeb 上で試験を実施する e-Testing なども

用いられることから，学習における時空間的な制約の

多い社会人でも教育を受けることが可能となる．しか

しながら，単位認定試験などのハイステークステスト

において，e-Testing は必ずしも許容されるものでは

ない．e-Testing では，試験実施者が受験者の受験環

境を統制することが困難であり，アメリカでは実際に

大学の e-Testingにおいて替え玉受験が発生した例も

存在する [2]．これら不正行為を防止する取り組みとし

て，サイバー大学などでは，Webカメラを用いて試験

開始時に生体認証を行い，試験中はカメラで取得した

画像から監督者が目視で認証する方法が採用されてい

た [3]．しかし人力に頼った方法は，人件費や不正検知

基準の客観性，試験時と監督時の同期が求められるな

ど，様々な問題が生じる．そのため，e-Testing 中の

受験者を継続的に認証できるシステムの開発が必要で

ある．

e-Testing 中における不正行為を防止するための手

法として，橋本ら [4] の研究があげられる．橋本らは

e-Testing におけるなりすまし防止のための生体認証

（以下受験者認証と呼称）の要件として，(a) 継続性：
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受験中の継続的な本人確認が可能，(b) 透過性：受験を

阻害しない，(c) 同一性：解答者と被認証者が同一であ

ることを確認可能，(d) 耐攻撃性：情報の偽造が一般

的に困難，という四つの要素を挙げている．また，こ

れらの要件を満たす方法として，カメラデバイスを用

いたペンの持ち方認証を提案した．この手法は，訓練

された強いなりすまし攻撃に対しても十分な精度で認

証することが可能であった．しかし，実際の e-Testing

では，受験者の心理状態などによってペンの持ち方な

どが変化する可能性がある．そのため，実環境下では

ペンの把持特徴だけでなく，別の特徴量の組み合わせ

によるマルチモーダル認証も検討する必要がある．

複数の生体認証を組み合わせた受験者認証システム

として，Agullaら [5]は顔追跡と顔認証を受講者に適

用することで受講中のなりすましや離退席を検知する

システムを開発した．この研究では，講義中の照明変

動や受講者の姿勢変化によって顔画像処理が失敗しや

すいという課題に対して，顔認証に失敗した場合には，

指紋や音声を用いた認証を学習者に要求することで解

決を図った．しかし，要求型の認証法は橋本ら [4] の

挙げる透過性を満たさないという課題がある．

透過性を満たす受験者認証法として，菊池ら [6] や

米谷ら [7]の研究が挙げられる．これらの研究では，な

りすましを防止するための方法として，事前に登録し

た文字と試験時にペンタブレットを用いて入力された

文字を比較することで，問題ごとに受験者認証を行う

モデルが提案されている．しかし，これらの研究では

実際の試験環境に近い状況で実験を行っているが，受

験者の行動による認証精度の低下が確認されている．

田中ら [8]は筆記認証 [6], [7]の課題を解決するため

に，ペンタブレットとWeb カメラを併用した受験者

認証について検討した．しかし，田中らは筆記情報を

学習状態の検知にのみ用いており，顔情報と筆記情報

を組み合わせた受験者認証システムの開発は行ってい

ない．

以上より，先行研究で開発された顔と複数の筆記情

報を用いた受験者認証システムは，透過性に欠けると

いう課題がある．受験を阻害しない生体認証の方法論

として，筆記認証が研究されているが，顔認証と組み

合わせた受験者認証システムを開発し，透過性や継続

性を評価した研究はない．そこで本研究では，Webカ

メラから取得した顔情報とペンタブレットから取得し

た筆記情報を用いて，受験を阻害することなく継続的

に受験者認証が可能なシステムを開発し，受験中逐次

的に認証が可能か検証した．

2.では，本論文で提案するWebカメラとペンタブ

レットを用いた受験者認証システムの設計方法につい

て述べる．3. では，2. の方法論を実際に実装したシ

ステムについて紹介する．4.では，システムの評価実

験を実施した結果を述べる．

2. システム設計

本研究では，定期試験のような受験者が限定されて

いる状況を想定している．受験場所及び受験に使用す

る PCは個人ごとに異なり，監督側の係員は不在であ

る e-Testingを前提とする．まず受験希望者は，教育

機関が指定した期間中に自身の正面画像と筆記情報を

複数件提出する．ショルダーハッキングを防ぐため，

正面画像の撮影及び筆記情報の採取は密室で行う．ま

た，受験場所は登録処理を行った場所と同一の場所で

行うものとする．これは，学生の指定した受験場所が

学力測定試験を実施する上で適切であるかを，事前に

試験監督者側が確認するためである．監督者は，提出

された正面画像を確認し，入学時に提出された証明写

真との比較によって目視認証を行うとともに，正面画

像から受験環境を確認する．受験環境が適切かつ受験

希望者が正規の学生であることが確認できた場合，監

督者は受験希望者に受験許可を通知し，何らかの要因

で受験が許可できない場合は再度提出を要求する．受

験許可が得られた受験者は，試験期間中の都合のよい

時間帯に受験を行うことができる．

本論文では，幾つか想定される e-Testingの出題形

式のうち，コンピュータベースのテスト出題形式とし

ては今後主流となるであろう一問一答形式の適応型 [9]

テストを前提とする．問題の内容は，例えば英語など，

1問につき 1分程度で解答可能な問題を想定し，資料

持ち込み可能な試験のような受験者の顔向き変動が多

発する試験や，計算過程をも筆記する必要がある自由

記述式試験への対応は今後の課題とする．

これらの条件におけるなりすましは，試験の開始時

から終了時まで他人が受験，試験の一部分を他人が受

験，という二つの状況が考えられる．前者の状況は，

試験開始時の認証が要点となり，本研究で着目してい

る試験中の認証とは本質的に異なるものであるため，

本研究では対象としない．また，問題途中に頻繁にな

りすましが発生することは考え難く，問題ごとの認証

が行えれば十分であると考えられる．そのため本研究

では，多数問にわたって他人が受験するなりすましを
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対象とする．

2. 1 開発するシステム

本研究では，ペンタブレットで解答する形式の e-

Testingを対象としている．この状況下で，受験者を

Webカメラで撮影し，デバイスから取得した情報を用

いて継続的に受験者を認証するシステムを開発する．

本研究で行う生体認証の手順を図 1に示す．Webカ

メラで取得した受験者の正面画像は，試験中数秒ごと

にサーバへ送信される．サーバは画像を受信すると，

画像から顔領域を探索し，検出に失敗した場合は検出

失敗を示す応答を行う．成功した場合は，顔領域から

特徴ベクトルを抽出し，データベースの登録情報と比

較し，顔類似度を算出して保存する．この処理を，筆

記解答情報が送信されるまで繰り返す．

筆記解答情報が入力された場合は，文字情報から選

択肢を認識する．そして，動的筆記情報と解答選択肢

をサーバに送信し，サーバは筆記情報を正規化した後，

登録情報と比較し，筆記類似度を算出する．その後，

解答中に算出した顔類似度の平均値と筆記類似度から，

受験者が本人である確率を求め，確率があらかじめ設

定したしきい値を下回ればなりすましと判断し，その

後定められた処理を実行する．

2. 2 実装する認証方法

本節では，実装する技術について説明する．本論文

では受験者認証における継続性を重視し，各プロセス

において計算コストが低い手法を採用した．

2. 2. 1 筆記認証の方法

筆記の類似度算出は，DP (Dynamic Programming)

マッチング [10]を用いる．DPマッチングは異なる長

さの信号を比較する場合に用いられる手法であり，信

号同士の非線形な伸縮を許容して照合することができ

る．また，本研究における単一文字の筆記情報を照合

する場合は高速に認証することが可能である．

まず，筆記情報が以下の式で与えられるとする．

R = (r1, r2, ..., rI) (1)

Q = (q1, q2, ..., qJ) (2)

ここで，Rはサーバに登録された受験者本人の筆記情

報であり，一定の時間間隔で入力された xy座標や筆圧

の遷移が格納されている配列である．Q は e-Testing

中に入力される筆記情報配列である．r，q は，ある時

点で取得した局所的な筆記特徴ベクトルであり，本研

究では，タブレット上におけるペン先の X座標 (cx)，

Y座標 (cy)，筆圧 (p)，X方向の傾き (tx)，Y方向の

図 1 システムの処理手順
Fig. 1 Processing flow of development system.

図 2 DP による 2 信号間の対応
Fig. 2 Correspondence between two signal by DP.

傾き (ty) を対象とした．この場合，例えば i時点にお

ける r は ri = (cx, cy, p, tx, ty) となる．ここで，筆

記情報を取得する APIによっては座標や筆圧・傾斜の

単位が異なることがある．この場合，後述する局所距

離の計算に影響を及ぼすため，各情報の取り得る最大

値と最小値を用いて値が 0 ∼ 1の範囲となるようそれ

ぞれ正規化するものとする．

認証の対象とする筆記情報は，筆圧の有無で判定し

た．そのため本研究では，受験者が選択欄にある一文

字を記述した場合，筆圧を検知した直前からペンアッ

プ時までの情報を字画ごとに取得し，これを一文字に

ついて全て結合させたものを筆記情報とする．例とし

て，文字「D」を 2回筆記した場合，r，q を筆圧に限

定すると図 2の実線のような信号情報が得られる．

この筆記情報を用い，式 (3)を逐次計算していく．

g(i, j) = d(i, j) + min

⎛
⎜⎝

g(i, j − 1),

g(i − 1, j − 1),

g(i − 1, j)

⎞
⎟⎠ (3)

d(i, j) =

√
(ri − qj)

T(ri − qj) (4)

i，j は 1 ≤ i ≤ I，1 ≤ j ≤ J の範囲をとり，図 2の

x軸に示すとおり，筆記情報においては時間に近い概
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念である．d(i, j)は信号間の局所距離を表し，本研究

では 2 点の局所筆記情報のユークリッド距離である．

ただし，二つの信号の対応には以下のように制約を設

け，極端な非線形対応を防止した．∣∣∣∣JI i − j

∣∣∣∣ <
max(I, J)

min(I, J)
+ Δ (5)

Δ は i, j の変化範囲が極端に狭くなることを防ぐた

めの定数であり，Δ = 0とした場合は対応が線形に限

定されるが処理が高速になり，Δを大きくすることに

より非線形な対応が可能となる反面処理速度が増加す

る．ここでは，処理速度や米谷らの実験結果 [7] を考

慮して Δ = 5とした．

式 (3)を i = I, j = J まで計算した後，二つの筆記

情報の距離を以下の式で算出する．

DP(R, Q) =
g(I, J)

I + J
(6)

これは図 2の点線に示すような，2信号間の最適な対

応を求めた際の距離である．最後に，入力情報 Q と

N 件の登録情報 R との距離の平均値に −1 を乗じた

値を類似度とする．

sW = −
∑N

n=1 DP(Rn, Q)

N
(7)

2. 2. 2 顔認証の方法

正面画像からの顔の検出は，試験中継続的に顔を

検出することが可能であり [8]，かつ検出精度が高い

Viola and Jones [11]の提案した顔検出手法を用いた．

これは，あらかじめ重み付けをした大量の弱識別器を

画像の局所（矩形）領域にあてはめ，識別器と合致す

れば重みに −1を乗じたものを算出し，これらの結果

を全て足し合わせた結果が 0よりも大きければ顔とみ

なす方法である．顔検出に失敗した場合，以降の顔認

証処理は行われない．ただし，本論文は顔向きが頻繁

に変動するような試験形式を対象としていないため，

問題解答中一度も顔が検出できない状況はないものと

している．

顔画像の特徴は，LBPH (Local Binary Patterns

Histogram) [12]とした．LBPは注目画素とその近傍

画素の大小比較によって特徴量が計算されるため計算

コストが少なく，登録画像撮影時と e-Testing受験時

における撮影環境の違いが及ぼす一様な照明変化の影

響を受けづらいという利点がある．また，LBPは生体

特徴に対して特別な最適化が不要であるため，極少数

の登録画像からでも最低限の認証精度が得られる．画

像の任意の点 (x, y)の LBPは以下の式で表される．

LBP(x, y) =

P−1∑
p=0

2pT (V(xp, yp) − V(x, y)) (8)

xp = x + R cos(2πp/P) (9)

yp = y − Rsin(2πp/P) (10)

V(x, y)は画像上の点 (x, y)の輝度値を表す．Pはあら

かじめ設定した参照点の数であり，xp, yp は点 (x, y)

の周辺座標である．Rは点 (x, y)と参照点との距離を

示す．T(a)は，aが 0より小さければ 1，大きければ

0 を返すしきい値関数である．各画素ごとに LBP を

算出した後，画像内の領域を d × dに分割し，分割し

た領域ごとに uniform-pattern [12]の出現頻度を計測

して LBPH とする．各領域ごとの LBPH を連結し，

連結した LBPH を顔特徴ベクトルとする．特徴ベク

トルの次元数は各パラメタに依存し，特に P によっ

て指数的に増加する．Rは処理する画像サイズにも依

るが，大きすぎると画像の局所特徴を捉えられなくな

る．dは画像の空間情報の保持に関するパラメタであ

り，小さければ顔姿勢の変動に頑健になるが空間特徴

による識別が困難になり，大きければ画像の状態を識

別しやすくなる一方で位置の変動に影響を受けやすく

なる．本論文では計算量や認証精度の観点から P = 8，

R = 1，d = 8 とした．この場合，特徴ベクトルの次

元は 3776となる．

二つの LBPH の類似度は，Ahonen ら [12] が検討

した複数の類似度計算方法の内，認証精度が高く計算

が単純である χ2 距離とした．二つの LBPHを R と

Qとする．ただし，LBPHは頻度を相対度数に正規化

して距離計算を行うものとする．また，登録顔情報が

N 件存在した場合は，以下のように特徴量ベクトルの

重心ベクトル R を求め，それをテンプレートとする．

R =

∑N
n=1 Rn

N
(11)

この場合，RとQの距離は式 (12)で求められる [12]．

ただし，ri + qi = 0のときの局所距離は 0とした．

χ2(R, Q) =
∑

i

(ri − qi)
2

ri + qi
(12)

χ2 距離は 1 問題につき複数算出されるが，判定の際

には問題の解答中に算出された距離を平均化し，平均

距離に−1を乗じた値をその問題における顔類似度 sF

とする．
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2. 2. 3 本人判定の方法

本論文における判定器の入力は顔類似度と筆記類似

度の 2 次元であるため，個人の識別境界が極端な非

線形になることは考え難い．ただし，試験の状況や認

証プロセスの変化によって，判定の入出力やデータ構

造が複雑になる可能性がある．本研究では今後の拡

張性を考慮し，アルゴリズムが単純であり，システム

構成の自由度が高いニューラルネットワークを採用し

た [13]．ここでは，問題の単純さから，線形判別器で

ある 2層ニューラルネットワークを用いた．

解答受信時に顔と筆記の類似度が算出可能であるが，

それらの類似度に重みづけを行った値をロジスティッ

ク関数に入力し，本人確率 P(E = 1|s)を算出する．

P(E = 1|s) =
1

1 + exp(−wTs)
(13)

ここで，s = (sF, sW, 1)，w = (wF, wW, wB)であり，

wB はバイアスを指す．パラメタ w の設定は，定期

試験の前に行うものとする．登録者と実際の受験者が

同一人物である場合は，その際に算出された類似度を

「個人内類似度」，別人の場合は「個人間類似度」とし

たとき，重み w の初期値は −1 ∼ 1 の乱数とし，個

人内類似度が入力されたら 100%を，そうでなければ

0%を出力するように，交差エントロピーを誤差関数

として最急降下法で w を求めた．ただし，この方法

では個人内類似度と個人間類似度の件数が不均衡にな

る．そのため，被験者が ns 人存在した場合は，個人

内類似度を ns − 1 倍に複製し，個人間類似度の件数

と同数になるよう調整して学習を行った．

2. 3 予 備 実 験

2. 3. 1 概 要

多肢選択式の e-Testingにおける顔認証と筆記認証

の傾向を調査し，受験者認証システムのパラメタを決

定するために，男性 6 名（内 2 名は眼鏡着用）から

実際の e-Testing 中に顔と筆記のデータを取得した．

仮想サーバ環境として標準設定の XAMPP7 [14]を用

い，データ取得システムは Javascriptと PHPで実装

した．実験は図 3の環境で行った．

ペンタブレットは，Wacom 製の Intios4 Small を

用いた．本製品では，10ms 間隔でタブレット上にお

けるペン先の X座標，Y座標，筆圧 (0.000 ∼ 1.000)，

X方向の傾き (−60 ∼ 60)，Y方向の傾き (−60 ∼ 60)

が取得できる．これらの筆記情報を時系列情報とし

て保存した．筆記欄の大きさは，xy ともに 150pxと

した．ソフトウェア側での筆記情報の取得は，ペン

図 3 実 験 環 境
Fig. 3 Experiment conditions.

の筆圧や傾きが取得可能な HTML5の API「Pointer

Events」で行った．Web カメラは，LOGICOOL 製

の HD Pro Webcam C910 を用い，正面画像の取得

は受験者の PC 環境に依らずカメラにアクセス可能

な HTML5の API「WebRTC」で行った．正面画像

のサイズは 640px × 480px で取得し，Javascript で

320px×240pxに縮小した後，受験中は Javascriptの

ライブラリ JQuery [15]を用いて 1秒ごとにサーバに

送信した．データは JPEG形式で保存を行った．

選択肢として使用する文字は「あ」「い」「う」「え」

「お」とした．これらのデータをペンタブレットで筆

記させて登録した後，証明写真を模した正面画像を撮

影した．次に，登録とは別日に試験を実施した．問題

の内容は，米谷ら [7] が扱った 5 肢選択式の英語問題

から抜粋した 20問を問題番号順に出題した．

データを取得した後に，Java で記述された

プログラムを用いて分析を行った．顔検出は，

OpenCV [16] に標準で搭載されている「haarcas-

cade frontalface default」を用いて行った．本顔検出

器は Viola and Jones [11]の提案した顔検出手法に基

づいており，またOpenCVに存在する他の正面顔検出

器と比較して検出漏れが少なく，誤検出率が高い [17]．

しかし，顔領域の誤検出は以降の処理での検知が容易

であるため，本論文では検出漏れの少なさを優先し採

用した．また，特徴量抽出時の計算量を削減するため

に，抽出した顔画像は縦横幅を 50px×50pxに正規化

した．この際，本システムでは局所特徴である LBPH

を以降の特徴抽出処理で用いるため，縮小には折り返

し雑音の少ないバイリニア [13]を採用した．

2. 3. 2 認証精度の評価方法

生体認証における精度評価として，本人拒否率
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(FRR: False Rejection Rate) と他人受入率 (FAR:

False Acceptance Rate)，等誤率 (EER: Equal Error

Rate)がある [13], [18]．FRRと FARは以下の式で算

出される．

FRR(θ) =

∫ θ

0

P(s|E = 1)ds (14)

FAR(θ) = 1 −
∫ θ

0

P(s|E = 0)ds (15)

P(s|E) は，受験者 E が本人 (E = 1) 若しくは他人

(E = 0)であったときに類似度が sであった割合であ

る．FRR(θ)は類似度のしきい値を θ と定めたときに

正規の受験者をなりすましとする誤りである．FAR(θ)

はなりすましを正規の受験者とする誤りである．FAR

と FRRはしきい値 θ の変化に対してトレードオフの

関係にあることから，FARと FRRが等しくなる最適

しきい値 Θにおける誤り率 EERが認証精度の評価に

用いられる．

Θ = arg min
θ

|FRR(θ) − FAR(θ)| (16)

EER =
2FAR(Θ)FRR(Θ)

FAR(Θ) + FRR(Θ)
(17)

2. 3. 3 結果と考察

顔と筆記それぞれで個人内類似度を 120 件，個人

間類似度を 600件算出した．図 4は，FRR若しくは

FAR が 0 以上の場合における顔認証と筆記認証の誤

り率を表す．予備実験の結果，顔認証は EER = 15%，

筆記認証は EER = 18% であった．図 4 より，点線

に示す筆記 (Write) は破線の顔 (Face) よりも認証精

度が低かった．これは，日本人が平仮名を筆記する際

には，書き順がある程度統制されているため，筆順の

差が個人性として得られなかったことが原因と考えら

図 4 予備実験の誤り率曲線
Fig. 4 Preexperimental error rate curve.

れる．一方で顔認証の誤り率は個人の特性に依存する

部分が多く，姿勢を頻繁に変える受験者は誤り率が高

かった．これらの結果から，本論文で用いた二つの認

証方法は，受験者認証の領域において単体での精度が

不足していることが明らかになった．

次に，取得データから判定器のパラメタを計算し，

以下の値が得られた．

w = (18.46, 21.70, 20.65) (18)

これらのパラメタで顔類似度と筆記類似度を組み合わ

せて判定を行った場合，EERは 10%まで低下し，図

4の実線 (F+W)に示すとおり全体的な誤り率も低下

した．このことから，適切なパラメタ設定を行うこと

により，各特徴量を単体で用いるよりも高い認証精度

が得られる可能性がある．このことから，本研究で検

討している顔と筆記を組み合わせた受験者認証にはあ

る程度の妥当性があると考えられる．

3. システム開発

e-Testing 中の受験者をリアルタイムに認証するシ

ステムを開発した．本システムは，生体情報の登録と，

e-Testing の受験という二つの機能をもつ．生体情報

の登録は試験前に行い，e-Testing 中は継続的に受験

者を認証し続ける．顔の検出については，サーバの特

別な設定が不要なオープンソースライブラリである

php-facedetection [19]を用いた．

3. 1 登 録

顔画像の登録は図 5 のように，PC 上のWeb カメ

ラに対して正面を向いた状態で行う．サーバ側で受信

図 5 顔情報の登録システム
Fig. 5 Registration system of face information.

168



論文／e-Testing におけるWeb カメラとペンタブレットを用いた逐次受験者認証システムの開発

図 6 筆記情報の登録システム
Fig. 6 Registration system of writing information.

した正面画像に顔検出を適用し，顔検出の成功/失敗

をクライアント側に応答する．クライアント PCは顔

検出の結果によって，受験者の指示を逐次変更しなが

ら，再度正面画像をサーバに送信する．

筆記情報は図 6のように登録する．なお，図 6には

文字の画像があるが，サーバには筆記の動的情報のみ

が送信される．また，登録顔情報は実試験環境と近い方

が精度がよいという結果が得られているため [8], [20]，

筆記中の正面画像・顔画像も各文字ごとに取得する．

3. 2 e-Testingシステム

システムのインタフェイスを図 7に示す．問題画面

は，筆記解答方式を除けば一般的な演習システムと同

様である．選択肢を筆記すると，文字を認識し，該当

する選択肢の色が変化する仕様となっている．文字認

識は，リアルタイムに文字の認識が可能な Javascript

のライブラリである Ocrad.js [21]を用いた．

正面画像の取得タイミングについては，認証処理が

サーバに与える負荷を考慮し，(1) 問題文の表示時，

(2)正面画像をサーバに送信し顔認証完了の応答を受

信してから 5秒後，(3)正面画像をサーバに送信し顔

検出失敗の応答を受信してから 3秒後，という三つの

タイミングで取得した．(2)と (3)の秒数は，顔の検出

に失敗したタイミングでは受験者が入れ替わりを行っ

ている可能性があるため，顔認証に成功した場合より

も密に正面画像を取得するという意図である．正面画

像の適切な取得タイミングは，システムの認証処理の

時間やメモリ使用量に加え，通信経路や暗号化などの

システム構成も考慮した上で検討する必要がある．

3. 3 実 験 概 要

受験を阻害せず継続的に認証を行った場合に，どの

程度の認証精度が得られるかを実験により評価した．

被験者は男性 9 名，女性 1 名である．男性 9 名中 5

名は眼鏡を着用している．また，男性 3名はペンタブ

図 7 e-Testing システムのインタフェイス
Fig. 7 Interface of e-Testing system.

レットの使用経験がある．被験者にはまず顔と筆記情

報を登録してもらい，登録日とは別日に受験をしても

らった．実験に用いた PCの性能について，プロセッ

サは Intel Core i7-4510U，メモリは 8GBである．そ

の他使用したハードウェアや認証アルゴリズムなどは

予備実験と同様である．

まず，登録の状況を説明する．顔情報については図

5のシステムを用い，10件の LBPHを取得して保存

した．筆記情報について，登録文字は日本人が筆記す

る際に筆順に個人差が表れやすい「A」「B」「C」「D」

の 4文字とし，これらを 1文字につき 6件取得した．

ただし，各文字の最初に筆記された情報は，緊張など

の影響を受けていると考え，最初の筆記を除外した 5

件を認証に用いた．登録終了後には，保存された顔画

像を目視で確認し，顔画像とされたものに両目と口が

含まれていないものはデータベースから削除した．こ

の手順で，1名につき 40件以上の顔特徴を保存した．

次に，e-Testing の状況を説明する．認証処理が e-

Testingシステムに与える影響を把握するために，実

験中は継続的に認証処理を実行した．問題は，英語の

語彙を問う問題を出題し，被験者には 1分以内の解答

を推奨したが，時間制限は設けなかった．問題項目は，

張ら [22]が研究で扱った 4肢選択式の問題 30問を用

いた．この問題集合から，10問の問題を出題した．

評価は，システムの処理時間と，認証精度について

行う．e-Testing 中に取得した正面画像と筆記情報を

被験者ごとの登録情報と組み合わせ，判定結果を算出

し認証精度を評価した．精度の評価は認証誤り率を用

い，算出は PHPで記述したプログラムで行った．

4. 結果と考察

実験の結果について述べる．なお，筆記類似度と顔

類似度を判定器に入力する手順は組み合わせ法と呼称
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表 1 誤 り 率
Table 1 Error rate.

Face Write F+W

EER 29% 27% 23%

FAR at FRR=0 78% 91% 81%

FRR at FAR=0 93% 100% 74%

している．認証精度は，顔認証，筆記認証，組み合わ

せ法について確認する．

4. 1 結 果

各受験者の解答時間は 40 秒 ±20 秒程度であった．

被験者 10名から正面画像は合計 802件収集され，顔

画像は 785枚得られた．顔の誤検出は 3件発生した．

被験者 10 名について，顔と筆記それぞれで個人内類

似度を 100件，個人間類似度を 900件算出した．図 8

と表 1に，本実験における認証誤り率を示す．

図 8より，予備実験と異なり，顔よりも筆記の方が

誤り率が低かったのは，「A」「B」「D」について被験

者間で筆順のばらつきがあったことが原因である．こ

の筆順が個人性となり，FARの低減に寄与していた．

顔認証については，FARに対して，FRRが低かった．

顔向きは基本的に画面に固定されていたことや，登録

顔情報を複数取得していたことにより，一部の例外を

除いて先行研究 [20]よりも FRRは低い傾向にあった．

顔認証処理は 1回の認証につき平均 0.5秒，標準偏差

0.6秒であった．また，メモリ使用率は平均 12.346MB

であった．ただし，顔検出に失敗した場合は画像の送

信から応答の受信まで 3 ∼ 4秒の時間を要した．顔類

似度の平均化と筆記認証，本人確率算出，受験者の能

力値推定，問題の選択は平均 0.05秒，標準偏差は 0.05

秒であった．メモリ使用率は平均 1.4MBであった．

被験者に実験の感想を聞き取りしたところ，特に認

証を意識することなく受験が可能であり，システムの

挙動についてもストレスはなく受験ができたという意

見が得られた．そのため，透過性の要件は満足してい

ると判断した．ただし，認証誤りが多く発生した被験

者より，インタフェイスの改善点を指摘された．

4. 2 考 察

実験結果について考察する．菊池ら [6] の手法は処

理時間が 1秒程度であることから，継続性については

問題なく実施可能であるといえる．実環境ではコンパ

イラ型言語などを利用することを考慮すると，より高

度な認証法の応用も可能であることが明らかになった．

認証精度について考察する．図 8と表 1より，顔認

証や筆記認証を単体で用いた場合の EERよりも組み

図 8 誤り率曲線
Fig. 8 Error rate curve.

図 9 問題ごとの本人確率の推移（抜粋）
Fig. 9 Trend of P(1|sF, sW).

合わせ法の EERが低かった．筆記認証は筆順の要因

により FAR が低く，顔認証は LBPH の特性により

FRR が低かったため，両認証を組み合わせることで

どちらの誤り率も低下する傾向があった．次に，問題

ごとの本人確率の推移の一例を図 9に示す．なお，組

み合わせ法の最適しきい値 Θ は 30%であった．図 9

の横軸は，出題した問題の件数である．実線は本人確

率 P(1|sF, sW)を示し，顔記号と筆記号は，それぞれ

顔と筆記の類似度を 0 ∼ 1の間で正規化した値を示し

ている．これを見ると，問題 1は顔類似度が高いため，

筆記の類似度が低くても高い本人確率を示している．

また，問題 5は顔の類似度が低下しているが，筆記の

類似度が高く，結果として本人確率が大きく低下する

ことはなかった．これらの要因によって，組み合わせ

認証の誤り率が低下したと考えられる．ただし 3問目

に着目すると，顔と筆記の類似度が双方共に低い場合，

組み合わせ法は基の方法よりも本人確率を低く算出す

る傾向が見られた．この傾向は図 8における FRRが

20%以下になるようしきい値を設定した場合の FAR

に表れており，FRRについては課題が残る結果となっ

た．しかし，同一条件での筆記認証・顔認証も曲線の

傾向が類似していることから，顔認証と筆記認証の失
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図 10 登録時のペン傾斜
Fig. 10 Pen angle at registration.

図 11 入力時のペン傾斜
Fig. 11 Pen angle at e-Tesiting.

敗が組み合わせ法の誤り率に表れているといえる．そ

のため，顔と筆記が双方ともに失敗する状況について

は考察の必要があるが，それ以外の状況ではおおよそ

のしきい値で組み合わせ法の誤り率が低いことから，

受験者認証の方法論として複数の認証法を組み合わせ

た認証自体には有効性があると考えられる．

e-Testingシステムについて考察する．2名の被験者

は組み合わせ認証における本人確率が 30%を超える区

間が存在せず，筆記・顔共に登録情報との類似度が低

かった．図 10と図 11は，該当する被験者のペンの傾

きの遷移である．これを見ると，Y座標側の傾きが登

録時と入力時で変化していることが分かる．これらに

ついて調査した結果，登録時と試験時の姿勢の違いが

原因であることが分かった．登録時は筆記文字がアル

ファベット 4文字であるため，画面上の指示文を注視

する必要がなかったが，試験時は画面に表示される英

文と選択肢を読む必要があるため，図 12 のように姿

勢の変化が発生した．これらの要因の変化により，顔

向きや筆記角度のモデルが変動し，認証に失敗してい

ることが確認できた．該当する被験者の個人内類似度

を評価から除いた場合，顔認証の EERは 23%，筆記

認証の EERは 21%，組み合わせ法の EERは 13%と

なることから，透過性を保ちながら受験者の姿勢を統

制する方法論を検討する必要がある．

以上の結果から，ペンタブレットとWeb カメラを

用いた受験者認証システムは，受験を阻害することな

く e-Testing中の受験者を継続的に認証することが可

図 12 登録時と試験時の正面画像の比較
Fig. 12 Comparing flontal images between registra-

tion and testing.

能であることが分かった．また，インタフェイスの改

良によって，認証精度の向上も期待できることが明ら

かになった．

5. む す び

e-Testing は受験における時間的・空間的な制約を

緩和することが可能である一方，試験中のなりすまし

やカンニングが容易であるという問題点が存在する．

そこで本研究では，なりすましの防止に焦点を当て，

受験者の生体情報を用いた受験者認証法を検討した．

多肢選択式の e-Testingにおける受験者認証法として，

ペンタブレットから取得した筆記情報と，Webカメラ

で取得した顔情報を用いた認証システムを開発した．

評価実験の結果から，顔認証と筆記認証の組み合わせ

で継続的に認証が可能であることが明らかになり，ま

た認証の精度も顔や筆記の認証を単体で用いるよりも

高くなる可能性が示唆された．

今後は，認証に用いるアルゴリズムを改良し，認証

精度の向上に努める．本研究における組み合わせ方法

は類似度の線形結合によるものであったが，以後は受

験者認証に最適な特徴抽出の抽出を行い，精度の向上

を図る．そのためには，より多くのデータを収集する

必要がある．また，開発したシステムは事前登録情報

と入力情報の比較によって認証を行っているが，入力

情報同士の照合による入れ替わり検知 [20], [23]を組み

合わせることで，更なる精度の向上が図れる可能性が

ある．先行研究 [23]の方法論は本システムに実装済み

であるが，処理時間に関する課題があるため，アルゴ

リズムの最適化を検討する必要がある．

最後に，本研究の実験結果より受験者の行動による

本人拒否が課題として挙げられる．しかし，生体認証

は特定の状況下では有効であることから，受検者の行

動についてはシステムの機能で統制することが考えら

れる．ただし，その際には透過性を満足する必要があ
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るため，その機能は受検者に対して有用かつ受験者の

着座状態を定常に保つものである必要がある．例えば

利き腕と逆側のキーに有用な機能をもたせ頬杖を統制

するなど，システムの機能面に着目する必要がある．
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