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序  
 

 我が国では、標準化の重要性は以前から十分認識されており、特に機械工

業においてはきわめて精巧な規格が制定されてきています。また経済の国際

化に伴い、世界的規模で規格の国際共通化が進められております。 

 しかし、我が国の規格の中には独自で制定したものもあり、国際化の視点

での見直しを行う必要性が高まっています。弊会ではこれに対応するため、

従来から機械工業に係わる国内規格の国際規格との整合化事業等に取り組ん

で参りました。 

 近年、国際標準化にも新しい動きが起こり、製品を中心とした規格に加え、

品質や環境などをはじめとするマネジメントに係わる規格などが制定されて

きております。弊会においてもこの動きに対応し、機械安全、環境保全など

機械工業におけるマネジメントにかかわる規格や、機械工業の横断的な規格

についての取り組みを強化しているところです。 

 具体的には、国内規格と国際規格との整合を目指した諸活動、機械安全規

格整備とリスクアセスメントの普及活動、各専門分野の機関・団体の協力に

よる機種別・課題別標準化の推進などです。これらの事業成果は、日本発の

国際規格への提案や国際規格と整合した日本工業規格(JIS)、団体規格の早期

制定などとなって実を結ぶものであります。 

 こうした背景に鑑み、弊会では機械工業の標準化推進のテーマの一つとし

て財団法人ニューメディア開発協会に「バイオメトリクス認証機器システム

の互換性実現、相互運用／検証モデルの調査研究」を調査委託いたしました。

本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成２１年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井  務 



 

はじめに  
 

 情報化の進展に伴い、個人を識別しシステムと関連付ける手段の一つとして、

各人が頭で記憶している暗証番号やパスワードだけでなく、各人が固有に持つ顔

や指紋などのバイオメトリクス情報を活用し自動認証を行う技術の導入が次第に

進みつつあります。我が国では、金融ＡＴＭ利用時における静脈情報による本人

認証、個人所有のパソコンや携帯電話へのアクセス時の指紋情報等による認証、

建造物への顔や指紋、虹彩情報等による入退館チェック、公的分野における運転

免許証やＩＣ旅券等に顔画像を格納し、変偽造の防止、本人認証等を効果的に行

う取り組み等、バイオメトリクス情報を元に、セキュリティ機能を高め、効率的

に識別、認証する仕組みの導入が加速化されつつあります。またＥＵ諸国では、

平成２１年６月を目途にｅパスポートのＩＣチップの中に顔画像だけでなく指紋

情報を格納し、認証精度を高める動きが進められる他、国民ＩＤカードの導入等

が推進されており、バイオメトリクス認証技術の高度化の動きが進んでいます。 

 バイオメトリクス認証機器システムは、市場ニーズを受けて様々な形で実用化

が進みつつありますが、発展途上にあることから開発企業の独自技術やノウハウ

に依存する部分が多く、各社製品間の標準化や共通化による互換性や相互運用性

の確保に向けた業界横断的な取り組みは、まだまだ十分な状況ではありません。 

 そのような背景から、バイオメトリクス認証機器システムに関して、我が国企

業の実用化や導入状況等を調査し、現状の課題を把握し、互換性、相互運用性を

確保していくための方策の調査研究を行うために、社団法人日本機械工業連合会

の委託を受けて「バイオメトリクス認証機器システムの互換性実現、相互運用／

検証モデルの調査研究」を実施し、先導的な技術開発や製品開発を促進し、国際

競争力の維持・発展に貢献するとともに、安心かつ安全な経済社会の基盤構築に

寄与することを目的に取り組みを進めて参りました。 

 本調査研究を遂行するに当たり、本調査研究のために設置された「バイオメト

リクス認証機器システム互換性調査委員会」の委員各位及び専門分野から貴重な

ご意見、ご指導を賜った関係各位のご尽力に対し心より感謝申し上げる次第です。 

 

平成２１年３月 

                    財団法人 ニューメディア開発協会 

                        会 長  森 下 洋 一 
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第 1 章 調査研究の概要 

１．１ 調査研究の目的 

我々の日常生活において、指紋、顔、虹彩、静脈などといった当人以外が持ち得ない

バイオメトリクス情報を利用し、本人であることを認証するバイオメトリクス認証機器

及びこれらの機器からなるシステム（以下「バイオメトリクス認証機器システム」とい

う。）を見かけるようになってきた。 

本人であることを認証する手段としては、個人を識別するために付与されたＩＤと当

人しか知り得ないパスワードとの組合せ（ＩＤ／パスワード）や、当人以外が所有し得

ないＩＤカードなどが従来から用いられているが、これらには、パスワードの忘却、Ｉ

Ｄカードの紛失の他、他人によるなりすましの問題を抱えている。しかし、これらに比

べて、個人の身体的な特徴又は行動的な特徴であるバイオメトリクス情報は、他人によ

るなりすましに強い。 

バイオメトリクス技術は、数十年前から研究され、実用化されてはいるが、昨今の社

会情勢、セキュリティに対する意識の高まりから、バイオメトリクス認証機器システム

の需要が高まりつつある。 

この機会を捉え、国内的には先導的な技術開発、製品開発を促進し、国際的には日本

発の標準化への戦略的な提案活動を支援し、安心かつ完全な経済社会基盤の構築に寄与

することを目的に、バイオメトリクス認証機器システムにおいて、業界横断的に、かつ、

共通的に活用するためのスキーム（互換性及び相互運用性の確保）に関する調査を行い、

機器間の互換性及び相互運用性を確保されるための知見を得、その実現モデルの具体化

に向けた調査研究を行うとともに、互換性及び相互運用性が確保されていることを検証

するための検証モデルの具体化に向けた調査研究を行う。 
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１．２ 調査研究の実施体制 

本調査研究を実施するに当たり、財団法人ニューメディア開発協会に「バイオメトリ

クス認証機器システム互換性調査委員会」を設置し、調査内容及び調査方法について意

見をもらった。 

本調査研究の実施体制を図１に示す。 

 

図１ 調査研究の実施体制 

社団法人 日本機械工業連合 

財団法人ニューメディア開発協会 

バイオメトリクス認証機器システム互換性調査委員会 
委員長 国分 明男（財団法人ニューメディア開発協会） 

 



 3

１．３ 調査研究の内容 

本調査研究においては、国内外の主要各社のバイオメトリクス認証機器システムに関

する調査を通じて、バイオメトリクス認証機器システムの互換性及び相互運用性の確保

に関する調査研究を実施した。 

１．３．１ 互換性等の要件調査 

バイオメトリクス認証機器システムの互換性や相互運用性を確保するために必要とな

る要件（技術的な項目及び条件）を洗い出すために、次の調査を実施した。 

（１） 文献調査 

バイオメトリクス関連の文献を調査した。特に、バイオメトリクス認証機器システム

の互換性及び相互運用性についての国際標準化動向を調査した。 

（２） 仕様調査 

国内外の主要各社のバイオメトリクス認証機器システムの技術資料等を入手し、仕様

を調査した。 

（３） 聞き取り調査 

国内の主要各社及び有識者に対して、バイオメトリクス認証機器システムの導入実績、

知的財産権の保有状況、標準化や相互運用性の確保等に関する見解などの、聞き取り調

査を実施した。 

１．３．２ 実現モデルの検討 

上記１．３．１で抽出した要件に基づき、バイオメトリクス認証機器システムの互換

性及び相互運用性を確保するための実現モデルとして、バイオメトリクス認証機器シス

テムが互換性及び相互運用性を確保するために保持すべき条件規約等を検討した。 

１．３．３ 検証方法の調査研究 

上記１．３．２で検討した実現モデルを基に、バイオメトリクス認証機器システムを

構成する機器間の互換性及び相互運用性を検証するため、バイオメトリクス認証機器シ

ステムが保持すべき条件規約等の検証試験方法を検討した。 

１．３．４ 検証モデルの検討 

上記１．３．３で整理した検証試験方法を踏まえ、バイオメトリクス認証機器システ



 4

ムの互換性及び相互運用性を検証するための検証モデル（試験のための構成等）を具体

化した。 

１．３．５ 国際標準化の検討 

上記１．３．１から１．３．４までの結果を踏まえ、国際標準化に関する検討を実施

した。 
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１．４ 調査研究成果の要約 

バイオメトリクス情報は、パソコンへのログオン、重要な施設や部屋への入退管理、

銀行等金融機関のＡＴＭの利用等、様々な場面において、本人であることを認証するた

めの情報として利用されている。本調査研究では、指紋、顔、虹彩、静脈などのバイオ

メトリクス情報を利用して本人であることを認証する認証機器システムについて、文献

調査、仕様調査及び聞き取り調査を通じて、現状の技術動向、製品の種類、製品の開

発・製造におけるものづくりの考え方を知り、広く公的な分野でバイオメトリクス認証

機器システムが利用できるように、互換性や相互運用性の確保を実現させ、これを検証

するためのモデルの検討を行った。 

バイオメトリクスに関する技術は、国際標準化機構（ＩＳＯ）と国際電気標準会議

（ＩＥＣ）との合同技術委員会１（ＪＴＣ１）の専門委員会（ＳＣ）３７において、標

準化の作業を行っている。バイオメトリクス認証機器システムの互換性や相互運用性を

確保するために役立つ技術としては、指紋、顔、虹彩、静脈などの分野毎に、バイオメ

トリクスデータの取得、保管及び交換を行うためのデータフォーマットやインタフェー

スの標準化が進み、これらの標準に適合していることを検証するための適合性試験に関

する標準化が進みつつある。 

バイオメトリクス認証機器システムは、公的な分野よりも民間を対象とした製品が多

い。このため、互換性や相互運用性の確保よりも性能に重点が置かれ、処理の効率化を

図るため、標準化されたデータフォーマットやインタフェース仕様ではなく、各社独自

のデータフォーマットやインタフェース仕様で、バイオメトリクス認証機器システムが

構築されており、現状の製品では、互換性や相互運用性の確保が困難である。 

しかしながら、ｅ－パスポート、運転免許証など、公的に発行されるカード等にバイ

オメトリクス情報が格納され、そのバイオメトリクス情報の利用が可能な環境が整備さ

れつつある。このような公的な分野でのバイオメトリクス認証機器システムの活用には

互換性や相互運用性の確保が不可欠である。 

本調査研究では、バイオメトリクス認証機器システムの現状を調査し、互換性や相互

運用性を確保するための実現モデルを示し、交換するバイオメトリクスデータのフォー

マットやアプリケーション・インタフェースに関する検証モデルを検討し、互換性や相

互運用性の確保に向けたビジョンを取りまとめた。 
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第２章 互換性等の要件調査 

２．１ 要件調査 

バイオメトリクス認証機器システムの互換性や相互運用性を確保するために必要とな

る要件（技術的な項目及び条件）を洗い出すため、文献調査、仕様調査及び聞き取り調

査を実施した。なお、対象としたバイオメトリクス認証機器システムは、指紋、顔、虹

彩及び静脈の各認証機器システムである。 

２．２ 文献調査 

バイオメトリクス関連の文献を調査した。特にバイオメトリクス認証機器システムの

互換性及び相互運用性に関する国際標準化動向について調査した。 

２．２．１ バイオメトリクスデータの取得、保管及び交換 

（１） 調査文献 

バイオメトリクスデータの取得、保管及び交換に関して、調査した文献を次に示す。 

ア 共通 

• ISO/IEC 19794-1:2006 Information technology -- Biometric data interchange formats -

- Part 1: Framework 

イ 指紋 

• ISO/IEC 19794-2:2005 Information technology -- Biometric data interchange formats -

- Part 2: Finger minutiae data 

• ISO/IEC 19794-3:2006 Information technology -- Biometric data interchange formats -

- Part 3: Finger pattern spectral data 

• ISO/IEC 19794-4:2005 Information technology -- Biometric data interchange formats -

- Part 4: Finger image data 

• ISO/IEC 19794-8:2006 Information technology -- Biometric data interchange formats -

- Part 8: Finger pattern skeletal data 

• ANSI / INCITS 378:2004 American National Standard for Information Technology – 

Finger Minutiae Format for Data Interchange  

• ANSI / INCITS 381:2004 American National Standard for Information Technology – 
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Finger Image-Based Interchange Format 

• ANSI / NIST-ITL 1-2007 Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial & 

Other Biometric Information - Part 1: Published as NIST Special Publication 500-271  

ウ 顔 

• ISO/IEC 19794-5:2005 Information technology -- Biometric data interchange formats -

- Part 5: Face image data 

• ISO/IEC 19794-5:2005/Amd 1 Conditions for taking photographs for face image data 

• ICAO Doc 9303 Machine Readable Travel Documents – Part 1 Machine Readable 

Passport – Volume 2 Specifications for Electronically Enabled Passports with Biometric 

Identification Capabilities 

• ANSI / NIST-ITL 1-2007 Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial & 

Other Biometric Information - Part 1: Published as NIST Special Publication 500-271  

エ 虹彩 

• ISO/IEC 19794-6:2005 Information technology -- Biometric data interchange formats -

- Part 6: Iris image data 

オ 静脈 

• ISO/IEC 19794-9:2005 Information technology -- Biometric data interchange formats -

- Part 9: Vascular image data 

（２） 調査結果 

国際標準化機構（ＩＳＯ）と国際電気標準会議（ＩＥＣ）との合同技術委員会１（Ｊ

ＴＣ１）の専門委員会（ＳＣ）３７の小委員会（ＷＧ）３では、指紋、顔、虹彩、静脈

などの個々の生体の特徴に対する固有のフォーマット（ＩＳＯ／ＩＥＣ１９７８４シリーズ）の

標準化作業を実施している。 

ＩＳＯ／ＩＥＣ１９７８４－１は、バイオメトリクスのデータを交換する際のデータ種類（例

えば、イメージデータ、特徴データ）、フォーマット形式などの共通な事項を定義した

規格である。 
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ア 指紋 

指紋に関するデータの交換に関しては、ＩＳＯ／ＩＥＣ１９７８４－２（特徴点）、ＩＳＯ／

ＩＥＣ１９７８４－３（パターン（Ｓｐｅｃｔｒａｌ Ｄａｔａ））、ＩＳＯ／ＩＥＣ１９７８４－４（画像）及び 

ＩＳＯ／ＩＥＣ１９７８４－８（パターン（Ｓｋｅｌｅｒａｌ Ｄａｔａ））の４つの規格が存在する。交換

するデータ、符号化方式、パラメータは、次のとおりである。 

ａ） 交換するデータ：画像 ［ＩＳＯ／ＩＥＣ１９７８４－４］ 

１）符号化方式 

• 画像処理を加えずに、採取したままの画像データ（ＲＡＷ画像）を用

いる 

• ＷＳＱ（Ｗａｖｅｌｅｔ Ｓｃａｌａｒ Ｑｕａｎｔｉｚａｔｉｏｎ）の圧縮技術を用いる 

• ＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ Ｅｘｐｅｒｔｓ Ｇｒｏｕｐ）の圧縮技術を用

いる 

• ＪＰＥＧ２０００の圧縮技術を用いる 

• 画像の格納ファイルフォーマットであるＰＮＧ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ 

Ｇｒａｐｈｉｃｓ）を用いる 

２）パラメータ 

• 解像度、階調、画像サイズ 

• 指部位（左／右、親指から小指まで）／掌部位 

• 入力方法、品質など 

ｂ） 交換するデータ：特徴点 ［ＩＳＯ／ＩＥＣ１９７８４－２］ 

１）符号化方式 

• 特徴点の種類、位置、向き、品質 

• 特徴点数 

２）パラメータ 

• 解像度、画像サイズ 

• 指部位（左／右、親指から小指まで）／掌部位 

• 入力方法、品質など 
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ｃ） 交換するデータ：パターン（Ｓｐｅｃｔｒａｌ Ｄａｔａ） ［ＩＳＯ／ＩＥＣ１９７８４－３］ 

１）符号化方式 

• 隆線の傾き、波長、位相、品質 

２）パラメータ 

• 解像度、セルサイズ／数 

• 指部位（左／右、親指から小指まで）／掌部位 

• 入力方法、品質など 

ｄ） 交換するデータ：パターン（Ｓｋｅｌｅｒａｌ Ｄａｔａ） ［ＩＳＯ／ＩＥＣ１９７８４－８］ 

１）符号化方式 

• 特徴点の種類、位置、向き 

• 隆線の方向（向き、終端） 

２）パラメータ 

• 解像度、画像サイズ 

• 指部位（左／右、親指から小指まで）／掌部位 

• 入力方法、品質、ステップ長など 

イ 顔 

顔に関するデータの交換に関しては、ＩＳＯ／ＩＥＣ１９７８４－５の規格が存在する。交

換するデータ、符号化方式、パラメータは、次のとおりである。 

１）符号化方式 

• ＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ Ｅｘｐｅｒｔｓ Ｇｒｏｕｐ）の圧縮技術を用いる 

• ＪＰＥＧ２０００の圧縮技術を用いる 

• その他、カラー／モノクロ（２４ｂｉｔＲＧＢ、ＹＵＶ４２２、８ｂｉｔＧｒａｙ） 

２）パラメータ［必須］ 

• 画像数、画像タイプ、画像サイズなど 

３）パラメータ［任意］ 

• 色空間、入力デバイス 

• 性別 

• 顔の向き、表情、顔の特徴点（目の位置など）、目の色、髪の色など 



 10

ウ 虹彩 

虹彩に関するデータの交換に関しては、ＩＳＯ／ＩＥＣ１９７８４－６の規格が存在する。

交換するデータ、符号化方式、パラメータは、次のとおりである。 

１）符号化方式 

• 画像処理を加えずに、採取したままの画像データ（ＲＡＷ画像）を用いる 

• ＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ Ｅｘｐｅｒｔｓ Ｇｒｏｕｐ）の圧縮技術を用いる 

• ＪＰＥＧ２０００の圧縮技術を用いる 

• 画像の格納ファイルフォーマットである、ＰＮＧ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｇｒ

ａｐｈｉｃｓ）を用いる 

• その他、モノクロ／カラー 

２）パラメータ 

• 画像サイズ、画像の向き 

• 虹彩（Ｉｒｉｓ）の直径、傾き 

• デバイスＩＤなど 

エ 静脈 

静脈に関するデータの交換に関しては、ＩＳＯ／ＩＥＣ１９７８４－９の規格が存在する。

交換するデータ、符号化方式、パラメータは、次のとおりである。 

１）符号化方式 

• 画像処理を加えずに、採取したままの画像データ（ＲＡＷ画像）を用いる 

• ＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ Ｅｘｐｅｒｔｓ Ｇｒｏｕｐ）の圧縮技術を用いる 

• ＪＰＥＧ＿ＬＳの圧縮技術を用いる 

• ＪＰＥＧ２０００の圧縮技術を用いる 

• その他、モノクロ／カラー 

２）パラメータ 

• 画像サイズ、グレースケール 

• 指部位（左／右、親指から小指まで、表／裏）／掌部位／甲部位 

• 光源の種類など 
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２．２．２ インタフェース 

（１） 調査文献 

バイオメトリクスデータを交換するためのインタフェースに関して、調査した文献を

次に示す。 

ア アプリケーション・プログラム・インタフェース 

• ANSI / INCITS 358:2002 American National Standard for Information Technology – 

The BioAPI Specification 

• ISO/IEC 19784-1:2006  Information technology -- Biometric application programming 

interface -- Part 1: BioAPI specification 

• ISO/IEC 19784-1:2006/Amd 1:2007  BioGUI Specification 

• ISO/IEC 19784-2:2007 BioAPI – Biometric Application Programming Interface – 

Part 2: Biometric Archive Function Provider Interface 

イ バイオメトリクスデータの形式 

• ANSI / INCITS 398:2008 American National Standard for Information Technology – 

Common Biometric Exchange Formats Framework (CBEFF)  

• ISO/IEC 19785-1:2006  Information technology -- Common Biometric Exchange 

Formats Framework -- Part 1: Data element specification 

• ISO/IEC 19785-2:2006  Information technology -- Common Biometric Exchange 

Formats Framework -- Part 2: Procedures for the operation of the Biometric Registration 

Authority 

• ISO/IEC 19785-3:2007  Information technology -- Common Biometric Exchange 

Formats Framework -- Part 3: Patron format specifications 

（２） 調査結果 

バイオメトリクス認証機器システムの市場がまだ市場が未成熟であり、かつ、スタン

ドアロンでの運用が主体であった１９９０年代前半においては、アプリケーション・プ

ログラム・インタフェース（以下「ＡＰＩ」という）の互換性は全く考慮されていなか

った。１９９０年代後半になると、市場の拡大により応用製品が増え、各企業の異なる

応用製品を相互に運用できるようにするために、幾つかの汎用ＡＰＩ（例えば、ＨＡ-



 12

ＡＰＩ1、ＢＡＰＩ2）が発表された。その後、米国の国立標準技術研究所（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｉ

ｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ；ＮＩＳＴ）が支援する業界団体「Ｂｉｏ

ＡＰＩコンソーシアム」によって、それらの汎用ＡＰＩを統合する「ＢｉｏＡＰＩ」の

開発が始まり、平成１４年にＡＮＳＩ規格「ＡＮＳＩ／ＩＮＣＩＴＳ ３５８：２００２」（ＢｉｏＡＰＩ 

１．１）として発行された。 

「ＢｉｏＡＰＩ」の開発作業は、国際標準とするため、ＩＳＯ／ＩＥＣ／ＪＴＣ１／

ＳＣ３７／ＷＧ２に移管され、ＢｉｏＡＰＩ １．１を叩き台として、改めて仕様を練り直すこ

ととなった。こうして開発されたＢｉｏＡＰＩ ２．０は、平成１８年にＩＳＯ／ＩＥＣ規格

（ＩＳＯ／ＩＥＣ １９７８４－１：２００６）として発行された。但し、ＢｉｏＡＰＩ ２．０は、基本的

な枠組み、主要な関数及びデータ構造の定義がＢｉｏＡＰＩ １．１と類似しているが、細かい

点では極めて多数の相違点が存在するため、ソースレベルにおいてもバイナリレベルに

おいても、ＢｉｏＡＰＩ １．１との互換性は無い。 

さらに、ＢｉｏＡＰＩ ２．０にＧＵＩ3関連など幾つかの修正を加えたＩＳＯ／ＩＥＣ １９７８４－

１：２００６の追補規格「ＩＳＯ／ＩＥＣ １９７８４－１：２００６／Ａｍｄ １：２００７」（ＢｉｏＡＰＩ ２．1）

も発行されている。 

その他、バイオメトリクス認証に用いる様々なデータをプラットフォームに依存せず

に交換するためのデータフォーマットとして、ＣＢＥＦＦ（Ｃｏｍｍｏｎ Ｂｉｏｍｅｔｒｉｃ Ｅｘ

ｃｈａｎｇｅ Ｆｐｒｍａｒｔｓ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ）に関するＩＳＯ／ＩＥＣ規格が発行されている。ＩＳ

Ｏ／ＩＥＣ １９７８５－１：２００６は、ヘッダーに記載すべき要素などを定義した規格であり、

ＩＳＯ／ＩＥＣ １９７８５－２：２００６は、ＣＢＥＦＦデータ項目内のＩＤ番号に関する登録手

続を定義した規格であり、ＩＳＯ／ＩＥＣ １９７８５－３：２００７は、ヘッダーの具体的なフォ

ーマットを定義した規格である。 

 
 
1 ＨＡ-ＡＰＩ（Ｈｕｍａｎ Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ － Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｐｒｏｇｒａｍ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ） 

ソフトウェアからバイオメトリクス機器を利用する際の仕様の標準化のため，１９９７年に米国のＮａ

ｔｉｏｎａｌ Ｒｅｇｉｓｔｒｙ社が米国防総省向けに作成したＡＰＩ仕様。プラットフォームや機器に依存しないよ

う規定されている。現在は「ＢｉｏＡＰＩ」に統合されている。 
2 ＢＡＰＩ（Ｂｉｏｍｅｔｏｒｉｃ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｐｒｏｇｒａｍ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ） 

ソフトウェアからバイオメトリクス機器を利用する際の仕様の標準化のため，１９９８年に米国のＩ／

Ｏ Ｓｏｆｔｗａｒｅ社がハードウェア・ベンダー、ソフトウェア・ベンダーとともに作成したＡＰＩ仕様。

機器依存の機能と各機器共通の機能にレベル分けして規定している。現在は「ＢｉｏＡＰＩ」に統合

されている。 
3 ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ） 

ユーザに対する情報の表示にグラフィックを多用し、大半の基礎的な操作をマウスなどのポインティ

ングデバイスを用いて、直感的な操作を提供するユーザインタフェースである。 
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２．２．３ 試験方法 

（１） 調査文献 

バイオメトリクスデータを交換するためのインタフェースの適合性試験に関して、調

査した文献を次に示す。 

ア ＢｉｏＡＰＩに関する適合性試験 

• ISO/IEC 24709-1:2007  Information technology -- Conformance testing for the 

biometric application programming Interface (BioAPI) -- Part 1:Methods and procedures 

• ISO/IEC 24709-2:2007  Information technology -- Conformance testing for the 

biometric application programming Interface (BioAPI) -- Part 2: Test assertions for 

biometric service providers 

イ 交換するバイオメトリクスのデータフォーマットに関する適合性試験 

• ANSI / INCITS 423.1:2008 Conformance testing Methodology standard for Biometric 

Data Interchange Format Standards –  Part 1: Generalized Conformance Testing 

Methodology 

• ANSI / INCITS 423.2:2008 Conformance testing Methodology standard for Biometric 

Data Interchange Format Standards – Part 2: Conformance Testing, Finger Minutia 

（２） 調査結果 

ＩＳＯ／ＩＥＣ／ＪＴＣ１／ＳＣ３７／ＷＧ２では、ＢｉｏＡＰＩに関する適合性試

験に関する標準化作業を実施している。 

ＩＳＯ／ＩＥＣ２４７０９－１は、ＢｉｏＡＰＩ準拠のプログラムの適合性試験方法及び手続

を定義した規格である。 

ＩＳＯ／ＩＥＣ２４７０９－２は、ＢｉｏＡＰＩのドライバ部分に相当する、ＢＳＰ（Ｂｉｏｍｅｔ

ｒｉｃ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐｒｏｖｉｄｅｒ）の適合性試験を実施するに当たって、その試験のポイントを

定義した規格である。 

ＡＮＳＩ規格「ＡＮＳＩ／ＩＮＣＩＴＳ ４２３．１」は、バイオメトリクスのデータを交換す

る際のデータ種類（例えば、イメージデータ、特徴データ）、フォーマット形式などの

規定された事項への適合性を検証するための試験方法を定義した規格である。また、Ａ

ＮＳＩ規格「ＡＮＳＩ／ＩＮＣＩＴＳ ４２３．２」は、指紋の特徴点をデータ交換する際の適合

性を検証するための試験方法を定義した規格である。 
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２．３ 仕様調査 

国内外の主要各社の公式ウェブサイトや製品カタログ等からバイオメトリクス認証機

器システムの技術資料等を入手し、仕様を調査した。 

仕様調査した企業は、１２企業である。うち、指紋による認証機器システムが６企業、

顔による認証機器システムが５企業、虹彩による認証機器システムが２企業、静脈によ

る認証機器システムが２企業である。 

調査に当たっては、次に挙げる、認証の対象、製品の種類、機器構成、動作条件、性

能、特長、その他の７つの観点から整理した。 

１）認証の対象 

指紋、顔、虹彩、静脈のいずれによって認証する製品であるかを記述する。 

２）製品の種類 

センサ部品、センサ、ソフトウェア、認証用デバイス、システムのいずれの製

品に属するかを記述する。ここで、センサとは、データを採取する装置であり、

センサ部品は、このセンサに組み込まれる部品である。ソフトウェアは、認証ア

ルゴリズムやソフトウェア開発キッドであり、パソコンやサーバ等にインストー

ルされて使用する製品である。認証用デバイスは、ＵＳＢメモリやマウス等に、

認証するための機能（センサや認証アルゴリズム等）が組み込まれた製品であり、

システムは、特定の用途のために、センサからの入力から認証結果の出力までの

一連の処理が組み込まれた製品である。 

３）機器構成 

製品の機器構成を記述する。 

４）動作条件 

製品の動作条件を記述する。 

５）性能 

製品の性能を記述する。 

６）特長 

製品の特長を記述する。 

７）その他 

上記に挙げた機器構成、動作条件、性能及び特長以外の特記事項を記述する。 
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仕様調査の結果を付録Ａに示す。 

仕様調査した認証機器システムは、５０製品である。この内訳を表２．３－１に示す。 

表２．３－１ 仕様調査した製品の内訳 

認証の対象 製品の種類 製品数 

指紋 センサ部品 ６ 

 センサ １ 

 ソフトウェア ６ 

 認証用デバイス １０ 

 システム ６ 

顔 センサ部品 ０ 

 センサ ０ 

 ソフトウェア ９ 

 認証用デバイス ０ 

 システム ４ 

虹彩 センサ部品 ０ 

 センサ ０ 

 ソフトウェア ０ 

 認証用デバイス ０ 

 システム ２ 

静脈 センサ部品 ０ 

 センサ ０ 

 ソフトウェア １ 

 認証用デバイス ０ 

 システム ５ 
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２．３．１ 指紋による認証機器システム 

指紋による認証機器システムは、センサ部品、センサ、ソフトウェア、認証用デバイ

ス及びシステムと幅広く製品が存在する。認証用デバイスは、パソコンにログインする

際の本人確認や、ＵＳＢメモリにデータを格納して持ち歩く際に本人以外が格納してあ

るデータを開くことができないようにアクセス制御する用途で使用されており、ソフト

ウェア開発キッドを使って、パソコン上のアプリケーションの起動、スクリーンセーバ

の解除等の制御を行うことが可能な製品もある。システムは、特定の施設の入退出管理

用システム等、民間向けの製品が殆どであるが、公的分野向けの製品として、パスポー

ト内に格納された指紋との照合を行うシステムもある。 

指紋センサには、光学式のセンサと半導体式のセンサがある。また、指紋を面で読み

取るか、線で読み取るかで、エリア型のセンサとライン型のセンサがある。さらに、セ

ンサに指を接触させる接触型のセンサと接触させない非接触型のセンサもある。このよ

うに、指紋センサは、指紋データの多彩な採取方式によって、その種類は多岐にわたる。

また、同一方式のセンサであっても、画素数、解像度等が異なる。 

認証用デバイスの外部インタフェースは、ＵＳＢが主流であり、システムの外部イン

タフェースにもＵＳＢ、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ等の汎用的なインタフェースが使用されてい

る。 

指紋の登録数は、製品の用途によって異なるが、例えば、指紋認証機能付きのＵＳＢ

の場合は、２～１０指程度であり、入退室管理用システムの場合には、数百～数千指で

ある。 

２．３．２ 顔による認証機器システム 

顔による認証機器システムは、調査した範囲内では、ソフトウェアとシステムの２つ

であった。ソフトウェアの殆どがソフトウェア開発キッドであり、例えば、パソコンに

接続可能な市販のカメラを用いて、そのカメラから採取した顔画像によって本人確認を

行アプリケーションの開発が可能である。その他、顔の検出及び追跡を行うミドルウェ

アも存在する。システムは、特定の施設の入退出管理用システム等、民間向けの製品で

ある。 

システムの外部インタフェースには、ＬＡＮなどが使用されている。 



 17

２．３．３ 虹彩による認証機器システム 

虹彩による認証機器システムは、調査した範囲内では、システムだけであった。特定

の施設の入退出管理用システム等の民間向けや、空港における出入国審査のセキュリテ

ィチェック用として公的分野で利用されている。 

システムの外部インタフェースには、ＬＡＮなどが使用されており、入退出管理用シ

ステムの場合、虹彩による認証に合格すると、ドアが開く仕組みとなっている。 

カメラと顔との位置は、少なくとも３０ｃｍは離れている必要があり、データ採取す

る際の音声ガイド機能を有している。 

２．３．４ 静脈による認証機器システム 

静脈による認証機器システムは、調査した範囲内では、ソフトウェアとシステムの２

つであった。ソフトウェアは、ソフトウェア開発キッドであり、静脈による認証に合格

した場合に、パソコン上のアプリケーションの起動、スクリーンセーバの解除等の制御

を行うことができる。システムは、パソコンにログインする際の本人確認や特定の施設

の入退出管理などの民間向けとして利用されている。 

センサから採取する静脈データは、指の静脈を採取する製品と、手のひらの静脈を採

取する製品があり、静脈による認証機器システムを開発している企業は異なる。つまり、

静脈データを採取する方式及び採取する箇所（指、手のひら）が開発を行っている企業

毎に異なる。 
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２．４ 聞き取り調査 

国内の主要各社及び学校法人（以下「企業等」という）に対して、その企業等で研

究・開発しているバイオメトリクス認証機器システムについて、聞き取り調査を実施し

た。 

聞き取り調査した企業等は、１７企業、２学校法人である。うち、指紋による認証機

器システムが７企業、顔による認証機器システムが４企業、虹彩による認証機器システ

ムが２企業、静脈による認証機器システムが５企業、その他過去に実施されたバイオメ

トリクス認証機器システムの互換性に関する実証実験の事例紹介が１企業である。 

聞き取り調査に当たっては、バイオメトリクス認証機器システムの開発及び製造の実

態、並びにそのものづくりの考え方を通じて、バイオメトリクス認証機器システムの互

換性及び相互運用性についての現状を知るため、次の６項目について調査を行った。 

１）開発及び製造の状況 

研究、開発及び製造されているバイオメトリクス認証機器システムにおける情

報採取、情報蓄積及び情報照合の各方式、性能、利点や欠点、アプリケーショ

ン・インタフェースの開示又は非開示の状況とその理由、アプリケーションの開

発方式及び方法について調査した。 

２）導入実績及び拡販戦略 

売り先分野、販売形態、販売単位、海外販売の状況、拡販普及のポイントにつ

いて調査した。 

３）知的財産権の保有及び提供の状況 

保有ライセンスの有無、保有ライセンスの他社への供与及び他社からの供与の

状況について調査した。 

４）標準化との関係 

国際標準及びデファクト標準との関係、それ以外の準拠規格、また標準化の必

要性について調査した。 

５）互換性及び相互運用性に関する見解 

互換性及び相互運用性の確保を実現することに関する意見及び考えについて調

査した。 

６）その他の意見・要望等 
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互換性及び相互運用性について以外に、バイオメトリクス認証機器システムの

普及促進に向けての意見及び考えについて調査した。 

調査結果を付録Ｂに示す。 

本調査聞き取り調査した指紋、顔、虹彩及び静脈の各分野による認証機器システムに

ついての調査結果及びバイオメトリクス認証機器システムの互換性及び相互運用性に関

して過去に実施された実験についての事例紹介を、次に示す。 

２．４．１ 指紋による認証機器システム 

指紋による認証機器システムについて聞き取り調査した結果を、次に示す。 

（１） 開発及び製造の状況 

ア 情報採取方式 

指紋の画像データを採取する方式は、企業毎に異なる。光学式のセンサを使用する

もの、半導体式のセンサを使用するものがあり、また指紋を面で読み取るか、又は線

で読み取るかの違いによって、エリア型のセンサとライン型のセンサがあり、センサ

に指を接触させるか、又は接触させないかの違いによって、接触型のセンサと接非接

触型のセンサがある。 

例えば、光学式の採取方式としては、センサ面に接触した指紋の紋様をＣＣＤカメ

ラで撮像する反射方式や、指に光を当て、指の中で散乱させて指紋の紋様を読み取る

指内散乱光直接読取方式がある。後者の方式は、指に光を照射することにより、隆線

部ではセンサに直接、光が届き明るくなり、谷部ではセンサと谷部との間の空気層に

よって光が分散し暗くなる特性を利用している。半導体式の採取方式としては、指に

微弱電流を流して生じた電界をアンテナアレイでキャッチする電界強度方式などがあ

る。非接触型の採取方式としては、指に光を照射して、その透過率の変化を検出する

指透過率変化検出方式がある。この方式では、指内部に存在する指紋と同じ紋様情報

が検出できる。 

このように指紋の画像データを採取方式には、様々な方式が存在する。さらに、セ

キュリティの面から、採取した画像データを暗号化している場合もある。 

イ 情報蓄積方式 

採取した指紋に関するデータの蓄積場所は、指紋認証ユニット、パソコン、又はサ

ーバというように製品毎に異なるが、殆どの企業が、採取した画像データそのまま
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（以下「生データ」という）では格納していない。唯一、調達によって採取した指紋

の出力仕様が明確に示された製品だけが、生データで出力していた。なお、この製品

は、指紋や掌紋などを採取するための専用の製品である。 

殆どの企業が、生データではなく、信号処理等を加えた後のデータを格納している。

しかも、この信号処理等の処理の内容も企業毎に異なる。また、１指紋データ当たり

のデータサイズも数ＫＢ（キロバイト）から１０ＫＢまでというように異なる。 

ウ 情報照合方式 

登録された指紋に関するデータと、照合のために新たに採取された指紋に関するデ

ータとの照合には、１対１照合と１対Ｎ照合とがある。１対１照合であるか、又は１

対Ｎ照合であるかは、バイオメトリクス認証機器システムの目的又は用途によって異

なる。 

１対１照合は、登録されているデータが当事者本人のデータだけの場合や、ＩＤな

どの情報によって、複数人登録されているデータのうちから当事者本人のデータだけ

が選択される場合などにおける照合であり、当事者本人であるかどうかを認証するた

めの照合である。これに対して１対Ｎ照合は、複数人が登録されているデータベース

の中に当事者本人が登録されているかどうかを認証するための照合である。１対１照

合も、１対Ｎ照合も照合自体の内容は同じであるが、１対Ｎ照合における処理時間の

短縮等を目的として、データベース上に指紋の形状で分類しておく等、検索方法に各

企業独自のアルゴリズムが採用されている。１対Ｎ照合のＮの数についても、理論的

には「Ｎ＝無制限」であるが、利用者に配慮し、数百程度に制限しているという企業

もある。 

また、マニューシャ方式による１対１照合のアルゴリズムは、オープンになりつつ

あるとのことである。但し、特徴点の重み付けには自由度があり、何を格納するかも

決定していない状況にあり、照合結果であるマッチングスコアの出し方も標準化され

ていない。 

エ アプリケーション・インタフェース 

指紋による認証アルゴリズムを開発するための「ソフトウェア開発キッド」は、ア

プリケーション・インタフェースを提供する製品であるので、当然、アプリケーショ

ン・インタフェースは公開される。これに対して、システムは、基本的にアプリケー

ション・インタフェースは非公開であり、必要に応じて、契約によって開示するとい

う企業が多い。 
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アプリケーションの開発に当たっては、基準データとして３０万指のデータを保持

しており、４００～５００人のデータで評価しているという企業もある。 

（２） 導入実績及び拡販戦略 

指紋による認証機器システムは、民間企業、官公庁等、特にセキュリティの高い領域、

又は鍵を使って入退室することが困難な状況が発生しやすい場所に導入されている。 

販売形態としては、政府調達による販売、単体製品（例えば、認証用デバイス、ソフ

トウェア開発キッド）やシステム製品（例えば、入退室管理システム）による販売など

がある。国内市場をターゲットにしている企業が多いが、アラブ、アフリカ、ロシア、

シンガポール、米国などに販売している企業もある。そのうちの１社は、海外企業と提

携して海外販売事業を推進している。 

その他、セキュリティの観点から、採取した指紋の生データを外に出さないようにセ

ンサと認証アルゴリズムをセット又は一体化して販売している企業もある。 

（３） 知的財産権の保有及び提供の状況 

指紋による認証技術に関しては、センサにおけるデータ採取の方式、認証の方式など、

各社それぞれが独自の技術に関する知的財産権を保有している。これらの技術ライセン

スを他社に供与したり、他社からの供与を受けていたりしている企業は殆どないが、一

部、他社に技術ライセンスを供与している企業もある。 

（４） 標準化との関係 

バイオメトリクス認証技術の標準化活動に参加している企業もあり、その標準化の動

向を取り入れた製品を開発している企業もある。その反面、標準への準拠を意識してい

ないという企業もある。この背系には、標準の策定時期と製品の開発時期との関係があ

る。例えば、アプリケーション・インタフェースなどの標準が策定されるよりも前に、

製品の開発を終えて販売を開始している場合には、当然、独自のインタフェースを採用

している。この場合に、標準の遵守を優先するか、又は後継機種との互換性を優先する

かの選択肢があり、後者の後継機種との互換性を優先している企業もある。 

その他、アメリカ連邦捜査局（Ｆｅｄｒｅａｌ Ｂｕｒｅａｕ ｏｆ Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ；ＦＢＩ）が定

める、指紋画像を読み取るスキャナの仕様（Ｉｍａｇｅ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ；ＩＱ

Ｓ）に準拠している企業もある。 

特に、海外販売を目指している企業は、国際規格やＡＮＳＩ規格に適合していること
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が証明できないと、海外では受け入れられないため、標準に準拠する傾向がある。国内

市場においても、標準化の要求が高まれば、標準に準拠する。将来的には、標準化は必

要であるが、時期尚早であると考えている企業もある。 

（５） 互換性及び相互運用性に関する見解 

他社製品との互換性が確保されているという製品は、殆どない。但し、ＩＱＳに準拠

した製品を開発している某企業の製品は、「米国の国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）が

主催するＭｉｎｅｘ（Ｍｉｎｙｔｉａｅ Ｉｎｔｅｒｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｔｅｓｔ）において、標準準

拠のマニューシャ生成処理及び照合処理に関して、高い互換性をもつことが証明されて

いる。」という話であった。 

他社製品とのユニット交換による互換性の確保について、否定的な意見もある。 

「認証機器システムとして、 適な性能が出せるように、センサ毎の特性（例えば、

センサの面積、送信方法、解像度、分解能）を考慮してデータ採取後の認証アルゴリズ

ム等のソフトウェアが組まれている。比較・照合の方式が異なれば、その認証アルゴリ

ズムも異なるため、認証アルゴリズムの交換による互換性の確保は困難である。さらに、

センサ毎に特性が異なるため、センサ毎にデータ採取の処理が必要となる。このため、

他のセンサが物理的に接続できたとしても、互換性の確保の点では意味がない。」や

「現時点では、相互運用性に対する市場要求が大きくない。」といった意見である。 

互換性及び相互運用性の確保するための意見としては、次のようなものがある。 

「画像データのファイル形式、ファイル名、伝送方式（圧縮方式を含む）を調達仕様

などによって明確にし、指紋の生データを仲介とすれば、指紋の採取装置と採取後の処

理装置との間では、ある種の互換性及び相互運用性が確保されるであろう。また、指紋

の生データが、一定以上の解像度、階調、鮮明な画像データである条件を備えていれば、

採取するセンサが異なっても、比較・照合の処理において相互に利用できるであろう。

一般に、解像度は、２５６階調、５００ｄｐｉ以上は欲しい。比較・照合に用いる特徴

点の抽出アルゴリズムについても、 低限のきまりがあると良い。」といった意見であ

る。 

（６） その他の意見・要望等 

指紋による認証機器システムの標準化については、「指紋認証は、 初の情報（指紋

センサから得られる画像）によって、その後の処理のアルゴリズムが異なるため、装置

内部の構造やソフトウェアを標準化することはかなり困難であると考える。」といった
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意見や「米国、英国、韓国、ドイツでは、産業育成の国策の一つとして、標準化を行っ

ている。」といった意見がある。 

その他、「バイオメトリクスの研究を行っている機関には、海外の代表機関と対等な

活動をアピールできるように権威をもってもらいたい。」といった意見や、「第三者の

認証機関が御墨付きを付けないと、公正なものとはならない。」といったバイオメトリ

クス認証機器システムの品質評価に関する認証機関の必要性を挙げた意見、「米国［国

立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）］、欧州［欧州通信規格協会（Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕ

ｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ；ＥＴＳＩ）］、韓国［韓国情報保護振興院（Ｋｏｒｅａ 

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ａｇｅｎｃｙ；ＫＩＳＡ）］、ロシア［ロシア研究センタ（Ｒｕｓｓｉａ

ｎ ｒｅｓｅｒｃｈ ｃｅｎｔｅｒ ｆｏｒ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｏｎ ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ， ｍｅｔｏｒｏｌｏｇｙ ａｎｄ ｃｏｎｆ

ｏｒｍｉｔｙ ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ；ＲＲＣＲ）］等、認証機関の下部組織として研究開発機関が存在

する。」や「バイオメトリクス技術は、個々の人を識別し認知する技術であり、基礎研

究をもっと行う必要がある。産学共同が必要である。」といった研究開発の促進を問う

意見がある。 

２．４．２ 顔による認証機器システム 

顔による認証機器システムについて聞き取り調査した結果を、次に示す。 

（１） 開発及び製造の状況 

ア 情報採取方式 

顔の画像データの採取は、カメラを用いて行う。その入力画像としては、静止画と

動画の２つがある。静止画のデータ形式には、ＢＭＰ（ｂｉｔ ｍａｐ）やＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎ

ｔ Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ Ｅｘｐｅｒｔｓ Ｇｒｏｕｐ）があり、動画のデータ形式には、ＡＶＩ（Ａｕｄｉ

ｏ Ｖｉｄｅｏ Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｉｎｇ）、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ Ｐｉｃｔｕｒｅ Ｅｘｐｅｒｔｓ Ｇｒｏｕｐ）、ＷＭＶ

（Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｍｅｄｉａ Ｖｉｄｅｏ）がある。 

顔画像を撮影し、静止画として取り込むもの、静止画ではなく、動画を取り込んで

処理をするもの、静止画と動画のいずれにも対応しているものなど、企業毎に異なる。 

イ 情報蓄積方式 

採取した顔データは、採取した顔画像そのままの生データや、画像解析処理後のデ

ータとして、例えば、パソコン内に格納される。生データで格納するか、又は画像解

析処理後のデータとして格納するかは、企業毎に異なる。 
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ウ 情報照合方式 

登録された顔に関するデータと、照合のために新たに採取された顔に関するデータ

との照合には、１対１照合と１対Ｎ照合とがある。基本的には１対Ｎ照合であるとす

る企業が多いが、運用時にカードやパスワードと併用するなどして、１対１照合を可

能とする製品もある。その一方で、初めからカードやパスワードと併用することを前

提として、１対１照合を基本とする製品もある。なお、顔による認証機器システムに

おける認証アルゴリズムは、各社独自のものである。 

エ アプリケーション・インタフェース 

顔による認証アルゴリズムを開発するための「ソフトウェア開発キッド」は、アプ

リケーション・インタフェースを提供する製品であるので、当然、アプリケーショ

ン・インタフェースは公開される。 

これに対して、システムは、バイオメトリクス認証機器システムの精度を高めるこ

とを目標に、各企業が認証アルゴリズムを開発しているので、基本的にアプリケーシ

ョン・インタフェースは非公開である。 

（２） 導入実績及び拡販戦略 

顔による認証機器システムは、入退室管理、出退勤管理、出入国管理などの用途とし

て、国内及び国外に導入されている。その他、パソコンのログオン用としてや、インタ

ーネット環境でのｅラーニングにおいて資格取得試験など受講者本人であることの本人

認証が必要な場面で代理受験等の不正を防止するために導入されている。 

国内よりも海外の方が、導入数が多いという企業もある。 

（３） 知的財産権の保有及び提供の状況 

顔による認証技術に関しては、顔検出のアルゴリズム、画像をバーコード化する技術

など、各社それぞれが独自の技術に関する知的財産権を保有している。これらの技術ラ

イセンスを他社に供与したり、他社からの供与を受けていたりしている企業は殆どない

が、一部、顔検出の技術を他社に技術ライセンスを供与している企業もある。 

（４） 標準化との関係 

顔による認証技術の標準化に関しては、対象とする市場をどこに置いているかによっ

て、企業毎に異なる。例えば、民間市場を対象としている企業は、標準化を特に必要と

していない。 
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また、バイオメトリクスのアプリケーション・インタフェースを標準化した「Ｂｉｏ

ＡＰＩ」があるが、この「ＢｉｏＡＰＩ」の第１版には、古いソフトウェア開発キッド

は準拠していたが、新しいソフトウェア開発キッドでは、この「ＢｉｏＡＰＩ」の第２

版には、準拠していないといった企業もある。 

（５） 互換性及び相互運用性に関する見解 

顔による認証技術の互換性及び相互運用性に関しては、システムとして一体化した製

品では「他社製品との互換性はない。」と否定的であり、顔の検出や照合に関するアル

ゴリズムのソフトウェア製品では「どのような画像でも良い。」とデータを採取するカ

メラとそれ以後の処理との互換性及び相互運用性に関して肯定的である。 

顔による認証機器システムにおける互換性及び相互運用性の観点からいうと、監視カ

メラから出力されるデータとレコーダ等に記録されるデータとの共通性が必要である。

しかし、顔という個人を容易に特定可能な情報を記録し、仲介することに関して、プラ

イバシー保護の点からこれを危惧し、これを可能とする枠組みの必要性を説く企業もあ

る。 

（６） その他の意見・要望等 

バイオメトリクス認証機器の市場があまり成長しない理由として、導入費用と性能に

対する信頼性の２つを挙げる企業がある。性能に対する信頼性としては、顔による認証

は、指紋等の認証に比べて精度が２桁くらい劣る。それは、顔に表情があるためであり、

そのときの心情によって変化する。また、経年変化、顔のデータ採取時の照明条件など

も影響する。 

ある企業では、１００％の認証精度が得られないので、当事者本人であることを認証

する用途ではなく、例えば、デジタルカメラ等に搭載し、カメラの撮影範囲から顔を検

出する技術として、１００％の検出精度を必要としない分野に応用している。 

上記の「２．４．２．５ 互換性及び相互運用性に関する見解」において、顔画像

（生データ）を使うことについてプライバシー保護の点から危惧されることを挙げたが、

他の企業からも「例えば、監視カメラの画像を使うことができるかを判断するような法

令はない。個人情報保護法も、直接的に適用する法令ではない。警察以外が監視カメラ

の画像を使うことができるかについては、判例に基づき個別に判断される。そこで、顔

画像を使うための法制度を整備して欲しい。」といった意見が挙がっている。つまり、

法制度がなく、判例に基づき個別に判断される状況では、問題が生じるたびに裁判が必
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要となるため、例えば、顔による認証技術を応用した新たな製品開発の発案が存在して

も、企業側では容易に動けない状況下にある。 

２．４．３ 虹彩による認証機器システム 

虹彩による認証機器システムについて聞き取り調査した結果を、次に示す。 

（１） 開発及び製造の状況 

ア 情報採取方式 

虹彩の画像データは、近赤外線を照射させることによって瞳孔と虹彩の境目をはっ

きりとさせ、瞳孔と虹彩の同心円上のデータ（例えば、虹彩部分の濃淡）をカメラで

撮影し採取する。 

虹彩の画像データの撮影の過程は、企業毎に異なる。顔及び目を検出してから虹彩

の画像データを採取する企業と、鏡に目が写るようにすることで、顔及び目を検出す

る処理を省いている企業がある。 

イ 情報蓄積方式 

虹彩の画像データは、パソコンやＩＣカードなどに格納される。格納されるデータ

は、各企業共に、採取した虹彩の画像データを処理し抽出したデータ（以下「テンプ

レート」という）であるが、このテンプレートのサイズは、企業毎に異なる。 

ウ 情報照合方式 

登録されたデータと、照合のために新たに採取されたデータとの照合には、１対１

照合と１対Ｎ照合とがある。虹彩による認証機器システムにおける照合は、１対Ｎ照

合が基本である。 

エ アプリケーション・インタフェース 

アプリケーション・インタフェースとしては、「ＢｉｏＡＰＩ」が存在する。「Ｂｉ

ｏＡＰＩ」は、３階層の構造をもっており、各コンポーネントを入れ替えることによ

り、柔軟なシステム構築が可能である。下層がＢＳＰ（バイオメトリクスサービスプ

ロバイダ）であり、ドライバに相当する。中層がＢｉｏＡＰＩフレームワークであり、

関数本体である。上層がアプリケーションである。 

この「ＢｉｏＡＰＩ」は、公開されている。 
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（２） 導入実績及び拡販戦略 

虹彩による認証機器システムは、入退室管理、出入国管理などの用途として、国内及

び国外に導入されている。入退室管理の用途としては、民間企業のマンション、銀行、

コールセンター等、セキュリティレベルの高い施設に導入されている。また、出入国管

理の用途としては、米国、英国、ドイツ、オランダなどに導入されている。 

（３） 知的財産権の保有及び提供の状況 

虹彩による認証技術に関しては、認証技術の基本部分についてイリディアンテクノロ

ジーズ社から供与を受けているものの、関連技術については、各社それぞれが独自の技

術に関する知的財産権を保有している。なお、各企業が保有している技術ライセンスの

供与は行われていない。 

（４） 標準化との関係 

虹彩による認証機器システムを開発及び製造している企業の殆どが、イリディアンテ

クノロジーズ社が定義したテンプレートとデータフォーマットに準拠している。しかし、

国際標準との関係については、国際標準には準拠していないという企業と、交換データ

フォーマットや「ＢｉｏＡＰＩ」の標準に準拠しているという企業とに分かれる。 

（５） 互換性及び相互運用性に関する見解 

イリディアンテクノロジーズ社が定義したテンプレートとデータフォーマットに準拠

している企業が開発及び製造している虹彩による認証機器システムについては、データ

交換におけるデータの親和性が高いことが確認されている。 

したがって、虹彩による認証機器システム間において、例えば、ネットワーク経由で

取り出したデータを相互運用性の面で活用できるかも知れない。 

しかし、虹彩による認証機器システムを制御するためのプロトコルは企業毎に異なる。

虹彩のデータを採取するセンサと認証機器の中核である処理は、各企業が一つにシステ

ムとして開発している。このため、制御用のパソコン及びそのソフトウェアを変えずに、

異なる企業が開発した機器と置き換えても動作はしない。少なくとも適合性の試験が必

要である。 

（６） その他の意見・要望等 

虹彩による認証機器システムについて、互換性及び相互運用性に関する観点以外に、

次のような意見や要望がある。 
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バイオメトリクス分野に中でも虹彩はメジャーではない。囲い込みをして市場を小さ

いままにしておくよりも、より多くの企業が参入して市場を活性化し拡大する方がよい。

今後は、個人端末での個人認証の必要が高まると予想される。したがって、モバイル系

のシステムにおいても虹彩による認証機能が求められるかも知れない。しかし、普及さ

せるためには、ライセンス費も課題の一つである。 

韓国、中国、ロシア等のように、わが国も国策として、バイオメトリクス分野の産業

を支援してもらえるとバイオメトリクス分野の産業も発展しやすくなる。 

２．４．４ 静脈による認証機器システム 

静脈による認証機器システムについて聞き取り調査した結果を、次に示す。 

（１） 開発及び製造の状況 

ア 情報採取方式 

静脈の画像データは、近赤外線を照射すると、その近赤外線を吸収して黒く浮かび

上がる還元ヘモグロビンの特性を利用し、還元ヘモグロビンを含む静脈の形を浮かび

上がらせて、これを撮像することによって採取する。 

しかし、静脈の画像データを採取する部位は、指の静脈と手のひらの静脈などのよ

うに、企業毎に異なり、同じ部位であっても、その採取方式が異なる。 

この結果、採取されたデータの企業間における親和性は低い又はまったく無いと言

える。 

イ 情報蓄積方式 

静脈による認証機器システムにおけるデータの蓄積方法も異なる。まず、採取した

静脈の形そのままの画像（生データ）ではデータを登録又は格納してはいない。撮像

した静脈の線画をパターン化してテンプレートとして登録したり、特徴となる点とそ

のつながりを数値化したものを暗号化して登録したりしている。 

ウ 情報照合方式 

登録されたデータと、照合のために新たに採取されたデータとの照合には、１対１

照合と１対Ｎ照合とがある。特徴となる点などの比較による照合であることには違い

は無いが、照合の方式が企業毎にことなる。１対１照合と１対Ｎ照合とのいずれの照

合であるかは、認証機器システムの用途などによって決まる。 

エ アプリケーション・インタフェース 



 29

静脈による認証機器システムのアプリケーション・インタフェースは、場合によっ

ては条件付きで開示するとする企業もあるが、基本的には、非公開である。 

パスポートのように国際的な場面で広く使う際には、互換性をもたせる必要がある

が、そのような流れがなければ、アプリケーション・インタフェースを共通化させる

ことは難しい。 

（２） 導入実績及び拡販戦略 

静脈による認証機器システムは、官公庁、地方自治体、金融機関等の民間企業に導入

されている。国内以外にブラジルやドイツの銀行等の海外にも導入されている。 

（３） 知的財産権の保有及び提供の状況 

静脈による認証技術に関しては、各社それぞれが独自の技術に関する知的財産権を保

有している。これらの技術ライセンスを他社に供与したり、他社からの供与を受けてい

たりしている企業はない。 

（４） 標準化との関係 

バイオメトリクス認証技術の標準化活動に参加している企業もある。しかし、国際標

準としては、データを交換するフォーマットの枠だけが決まっており、交換するデータ

自体については決まっていないのが現状である。そのため、国際標準には従っていない

という企業もあれば、外からのコマンドレベルでは、一部「ＢｉｏＡＰＩ」に準拠して

いるという企業もある。標準化の必要性については、どの企業も肯定的であるが、時機

尚早であるとの意見が多い。 

（５） 互換性及び相互運用性に関する見解 

バイオメトリクス認証機器システムにおける互換性及び相互運用性について、次のよ

うな意見がある。 

バイオメトリクス認証機器システムにおける互換性及び相互運用性を確保させる方法

として、「ＢｉｏＡＰＩ」に準拠することが考えられる。 

現時点では、各企業が独自にバイオメトリクスの認証方式を開発し利用しているが、

いずれは共通の方法が出現するか知れない。解析に使うパターンの情報について、 低

限、これだけの条件を満たさなければならないという決まりができれば、登録又は認証

用に採取したデータを相互に利用できるかも知れない。 

バイオメトリクス認証機器システムは、セキュリティ製品であるという位置付けが強
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い互換性及び相互運用性の確保を優先すると、認証精度の低下が懸念され、「セキュリ

ティ」用途としては、性能が満足できない場合が生じる可能性がある。したがって、互

換性及び相互運用性を追及する場合には、バイオメトリクスの利用目的を「セキュリテ

ィ」ではなく「利便性」の向上などに割り切る必要がある。 

（６） その他の意見・要望等 

バイオメトリクス認証機器システムについて、互換性及び相互運用性に関する観点以

外に、次のような意見や要望がある。 

一つの企業では、様々な特性や条件でセンサから採取したデータ画像を集め、評価の

ための標準データベースを作ることは容易ではない。この標準データベースの作成の事

業を国策として実施して欲しい。このデータベースを利用して研究を進めれば、複数の

アルゴリズムに共通する、一定の認証精度を保つ条件（例えば、解像度、コントラス

ト）を探ることができる。 

２．４．５ 互換性及び相互運用性に関する実験事例の紹介 

本調査研究における聞き取り調査において、某企業から、過去に実施されたバイオメ

トリクス認証機器システムの互換性及び相互運用性に関する実証実験についての事例を

紹介して頂いた。この互換性及び相互運用性に関する実験事例を紹介する。 

（１） ｅ－チェックイン実証実験 

平成１４年度、平成１５年度、平成１６年度の３ヵ年にわたって実施された航空チェ

ックイン手続きの電子化等に関する実証実験（ｅ－チェックイン実証実験）における指

紋、顔及び虹彩による認証機器システムの互換性及び相互運用性に関する実験を紹介す

る。 

ア 事業の概要 

この事業は、国際線の搭乗手続き（チェックイン）、出国審査、搭乗ゲートでの本

人確認の一連の流れを、本人であることの確実性を保ったまま、より短時間で行うこ

とを目的として、ＳＰＴ4カードの導入・利用の実証実験を行ったものである。なお、

ＳＰＴカードには、所定のバイオメトリクス情報のテンプレートを登録し、各手続き

 
 
4 ＳＰＴ（Simplifying Passenger Travel） 

渡航に関わる諸手続きに関して、情報技術（Information Technology；ＩＴ）を活用して簡素化するこ

とを目的とした取組みである。例えば、航空旅客が一度の手続きによって、渡航申請に必要とされる

情報を出入国に関わる関係機関が即時に情報を共有することによって、渡航者がより早く、より効率

的に、一連の手続きを済ませることを可能とする。 
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の際に、同カードを利用して本人であることの確認を行った。 

この実証実験のイメージ図を図２．４．５－１に示す。 

図２．４．５－１ ｅ－チェックイン実証実験のイメージ 

イ 互換性及び相互運用性の確認方法 

この実証実験に参加した航空会社は、Ａ航空会社及びＢ航空会社の２社であり、使

用したバイオメトリクス認証機器システムは、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社、Ｅ社、Ｆ社

及びＧ社の７社の製品である。 

平成１４年度は、顔及び指紋について、登録時と照合時に使用するバイオメトリク

ス認証機器システムを異なる企業の製品とした場合の互換性及び相互運用性を確認し

た。 

平成１５年度は、平成１４年度と同様に、登録時と照合時に使用するバイオメトリ

クス認証機器システムを異なる企業の製品とした場合の互換性及び相互運用性を確認

した。但し、指紋のデータに関して、登録時には非接触型のセンサを用い、照合時に

は、接触型のセンサを用いるといったように、接触型、非接触型のセンサの違いによ

る互換性及び相互運用性を確認した。また、顔の登録も、平成１４年度が顔写真をス

出所：国土交通省ホームページ （http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/01/011105_.html#01）
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キャンして登録したのに対して、平成１５年度はＣＣＤカメラで採取し登録した。 

平成１６年度は、顔と指紋に虹彩を加えて実証実験を実施した。特に、照合時に使

用するセンサと処理のアルゴリズムであるエンジンとを異なる企業の製品とした場合

における互換性及び相互運用性を確認した。 

実証実験に使用したバイオメトリクス認証機器システムの組合せを表２．４．５－

１に示す。 

表２．４．５－１ バイオメトリクス認証機器システムの組合せ 

 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 

Ａ航空会社 顔・指紋 顔・指紋 顔・指紋・虹彩 

 顔 Ａ社 Ａ社 Ｆ社 

 指紋 登録時 Ｂ社 Ｂ社 Ｂ社 

  照合時 Ｃ社、Ｄ社 Ｃ社、Ｄ社 
センサ ：Ｅ社 

エンジン：Ｃ社、Ｄ社 

 虹彩 － － Ａ社 

Ｂ航空会社 － 顔 顔・指紋・虹彩 

 顔 － Ｆ社 Ｆ社 

 指紋 登録時 － － Ｂ社 

  照合時 
－ － センサ ：Ｅ社 

エンジン：Ｃ社、Ｄ社 

 虹彩 － － Ｇ社 

 

ウ 実証実験を通じての考察 

この事業では、登録用に採取したデータの品質にばらつきがあり、データの互換性

を検証する際に問題となった。主な原因は、運用上の理由として、採取した指紋の品

質を見て、悪かった場合に再登録をしてもらう、または指の置き方を指導するなどの

現場における対応に関する指導が十分に指導できていなかったため、低品質のテンプ

レートを登録してしまったことが挙げられる。このため、登録できない品質のデータ

であるにも関わらず、登録データとして扱われた。さらに、登録時のセンサと照合時
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のセンサが異なっていたために照合精度が低下したこともデータの互換性を検証する

上での問題となった。つまり、品質を判定するロジックが各社別々でありことから、

センサから出力されるデータの品質基準を規定する必要がある。 

顔画像による認証は、その照合方式の特性により、個々のセンサのセンシング性能

の違いが認証精度に及ぼす影響が小さいこともあり、顔画像による認証に用いられる

カメラ毎の性能の差は比較的小さい。このため、データを採取するセンサとしては、

指紋による認証よりも顔による認証の方が互換性や相互運用性を確保するには向いて

いるように推察する。 

顔による認証に用いられる登録データの品質を左右するのは、カメラの性能よりも

データの撮影環境であると推察する。 

（２） 船員身分証の相互運用性実現のための実験 

平成１６年度、平成１７年度の２ヵ年にわたって実施された、船員身分証の相互運用

性実現のための実験における、指紋による認証機器システムの相互運用性に関する実験

を紹介する。 

ア 事業の概要 

「船員の身分証明書条約5」（平成１５年改正）の批准判定を行うために、異なる製

品間で指紋データを交換し照合した際の認証精度を評価し、海外で発行された身分証

明書が日本のシステムで受理できるかどうか、また日本で発行した身分証明書が海外

のシステムで受理できるかどうかの２点について実験した。 

イ 互換性及び相互運用性の確認方法 

この実験に参加した企業は、国内の企業４社、海外の企業２社の計６社である。 

任意のメーカ製のセンサで採取した指紋データを登録データとし、これと同一メー

 
 
5 平成１３年９月１１日の同時多発テロ事件後、効果的な対テロ安全対策として、近代的な手段による

船員の身分証明書体制の確立を求める世界的な要請に応えて、平成１５年に改正された。船員の福利

及び職業活動並びに一般的な国際商取引の円滑化に必要な移動の自由の確保を目指し、船員の身分証

明書に関する統一した国際的要件を規定し、条約批准国が安全な手続き及び手順に基づき証明書を発

行していることを他の加盟国が確認できるような特別の国際監視手続きを定めている。 
また、今後の技術変化に容易に適応できるよう、本文で、適用範囲、船員の身分証明書の内容及び

様式、電子データベース、品質管理及び評価、船員の一時上陸及び通過の便宜など基本的なパラメー

タを設定し、３つの付属書で、指紋を基礎とするバイオメトリクス認証テンプレートなどを含む身分

証明書（ＩＤ）モデル、ＩＤ電子データベースの内容、ＩＤ発行の要件並びに推奨される手続き及び

慣行といった詳細を定めており、ＩＤが本人以外に発給される危険を回避するため、条約は、批准国

に対し、権限ある職員が国際的に照会できる適切なデータベースを維持し、ＩＤ発行に関する十分な

手続きを備え、それを遵守するように求めている。 
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カ製のセンサで採取した指紋データとを照合した場合の認証精度を基準に、この登録

データと別のメーカ製のセンサで採取した指紋データとを照合したときの認証精度を

測定し、この認証精度を比較した。 

ウ 実証実験を通じての考察 

この実証実験では、マニューシャに落とした後のデータ交換が問題となった。国際

労働機関（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌａｂｏｕｒ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ；ＩＬＯ）の規定する船員身分証

の指紋特徴データ形式では、二次元バーコードの容量の制約から、マニューシャ情報

の簡略化とマニューシャ数の制限（５２個以内）を行っており、これによる認証精度

の低下が予想された。また、照合に用いる特徴点の抽出ロジックが企業毎に異なり、

マニューシャの種類に応じた扱いが異なることがデータ交換における問題となった。

つまり、マニューシャをどのように抽出するか（例えば、位置、角度、種類）の決ま

りが少ないことが原因である。 

後に、マニューシャの品質が問題となった。マニューシャ数を制限する上で、何

を基準に、どのマニューシャを省くかの基準が無いためである。 
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第３章 実現モデル及び検証モデルの検討 

３．１ バイオメトリクス認証機器システムの構成及び処理イメージ 

バイオメトリクス認証機器システムは、情報採取、情報蓄積及び情報照合の３つの機

器（又は処理部）から構成される。なおここで、機器とは、情報採取、情報蓄積及び情

報照合のそれぞれの機能が別々の筐体内に存在し、それぞれが独立しているものを指し、

処理部とは、情報採取、情報蓄積及び情報照合のそれぞれの機能が同一筐体内に共存し

ているものを指す。 

情報採取機器（又は情報採取処理部）は、指紋、顔、虹彩、静脈などのバイオメトリ

クス情報を採取する機器（又は処理部）であり、ここではセンサという。 

情報蓄積機器（又は情報蓄積処理部）は、採取したバイオメトリクス情報を登録し格

納する記憶装置である。１対１の認証を行うのであれば、情報蓄積機器（又は情報蓄積

処理部）には、認証の対象者である本人のバイオメトリクス情報だけが登録されるが、

１対Ｎの認証を行うのであれば、認証の対象者が複数存在し、これらすべての対象者の

バイオメトリクス情報が登録され、データベースの役割を成す。なお、情報蓄積機器

（又は情報蓄積処理部）に格納されるバイオメトリクス情報は、センサから採取し、画

像として認識可能なように信号処理されたデータである場合もあれば、そのデータから

照合が容易に行えるように特徴を抽出し照合用のデータに変換処理されたデータである

場合もある。ここでは、前者を画像データ、後者をテンプレートという。 

情報照合機器（又は情報照合処理部）は、情報蓄積機器（又は情報蓄積処理部）に登

録されたデータと情報採取機器（又は情報採取処理部）から採取されたデータとを照合

し本人であるかどうかの判定を行う機器（又は処理部）である。この判定は、情報蓄積

機器（又は情報蓄積処理部）に登録されたデータと情報採取機器（又は情報採取処理

部）から採取されたデータとの照合結果であるマッチングスコアと、本人であるかどう

かの判定基準として設定されたパラメータの比較によって行う。 

バイオメトリクス認証機器システムの処理イメージを図３．１－１に示す。 
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図３．１－１ バイオメトリクス認証機器システムの処理イメージ 

センサ 
照合 
処理 

判定 
処理 

サンプル 特徴 

テンプレート

マッチング 
スコア 

データベース

信号 
処理 

情報採取機器 

情報蓄積機器 情報照合機器 
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３．２ 互換性及び相互運用性を確保するための項目・条件 

３．２．１ 互換性を確保するための項目・条件 

バイオメトリクス認証機器システムの互換性を考える上で、互換性を次のように定義

した。 

互換性とは、単一システム内において、当該システムがユーザに対して提供している

サービスが、ユニット（デバイスやコンポーネント）を交換しても、そのまま使用でき

る可能性を示す指標をいう。 

ここで交換とは、同一メーカ製の別ユニット（同機種、後継機種）又は異なるメーカ

製の別ユニット（類似仕様）に置き換えることを示す。 

この定義に基づいて、互換性の確保を実現するために必要な条件を次の２つの点から

検討した。但し、指紋、顔、虹彩及び静脈の各分野における画像は、それぞれ異なり、

また、同一分野においても採取する箇所（例えば、静脈であれば、指、点のひら、手の

甲）が異なれば、その画像も異なるため、同一分野、同一箇所のデータによって認証を

行うバイオメトリクス認証機器システムを前提とした。 

１）置き換えするユニットが機器である場合 

２）置き換えするユニットが処理部である場合 

上記１）の場合、情報採取機器、情報蓄積機器及び情報照合機器のように、別々の筐

体に機能が独立して存在するため、互換性の確保を実現するために必要な条件として、

次が挙げられる。 

• 入力及び出力に係る物理的インタフェース仕様の統一 

• 入力及び出力に係る論理的インタフェース仕様（データ形式を含む）の統一 

上記２）の場合、同一筐体内に情報採取、情報蓄積及び情報照合のそれぞれの機能が

共存しているため、互換性の確保を実現するために必要な条件として、次が挙げられる。 

• アプリケーション･インタフェース仕様（制御コマンド、メッセージ形式を含

む）の統一 

• アプリケーション仕様（認証アルゴリズムを含む）の統一 

互換性の確保を実現するための技術的な項目としては、次が挙げられる。互換性の確

保に係る技術的な項目を図３．２－１に示す。 
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図３．２－１ 互換性の確保に係る技術的な項目 

（１） センサ技術 

認証に供するに適した画像データの採取に係る技術である。センサは、バイオメトリ

クス認証機器システムの入力データを採取する機器又は処理部であるので、この品質が、

バイオメトリクス認証機器システムが提供するサービス全体の品質（精度等）を左右す

る。少なくとも一定の品質（精度等）を保ちつつ、互換性の確保を実現することを目指

さなければならない。 

しかも指紋、顔、虹彩及び静脈の各バイオメトリクス情報によって採取する部位及び

採取方法が異なるため、同一の分野（例えば、指紋）であっても、同一仕様のセンサで

あることは考えられない。このため、多種多様なデータ採取方式のセンサが存在する。

互換性の確保を実現するためには、センサ仕様の統一は容易ではないが、センサが採取

し出力するデータの検出範囲、解像度などの規格を規定するとともに、センサ及びデー

タ採取方式の違いに関係なく、採取したデータの均一性が求められる。 

（２） データベース構築技術 

センサから採取されたデータを格納し、認証のための元データを提供するデータベー

スの構築に係る技術である。生データを格納するのか、またはテンプレートを格納する

かによってデータベースのサイズが確定し、個々のデータの格納方式（例えば、紐付

け）がデータベースに格納された元データとセンサから採取されたデータとの照合を行

センサ 

データベース

情報採取機器 

情報蓄積機器 

照合処理 判定処理信号処理 

情報照合機器 

 

 

※同一メーカ製の別ユニット（同機種、後継機

種） 
または異なるメーカ製の別ユニット（類似仕

◇センサ技術 
①センサの検出性能 

・検出範囲 
・データ解像度 
・データの均一性 
など 

 ②センサの性能評価方法 
・性能評価の基準データ 

◇データベース構築技術 
①データフォーマット 

 ②インタフェース 

◇識別判定技術 
（ブラックボックス領域） 
①アルゴリズム 
②照合処理の性能評価方法 
 ・性能評価の基準データ 

◇データ交換技術 
①データフォーマット 
②インタフェース 
 ・制御ドライバ 
・送受信コマンド 
など 
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う際の処理速度に影響する。この結果、データベースに格納された元データとセンサか

ら採取されたデータとの照合を行い、本人であるかどうかの識別及び判定を行う認証ア

ルゴリズムの構造及び処理能力と密接に関係する。 

互換性の確保を実現するためには、データのフォーマット（データ形式を含む）及び

データベースのインタフェース（制御コマンドを含む）を規定することが求められる。 

（３） 識別判定技術 

データベースに格納された元データとセンサから採取されたデータとの照合を行い、

本人であるかどうかの識別及び判定を行うための認証アルゴリズムに関する技術であり、

バイオメトリクス認証機器システムの核となる技術でもある。 

バイオメトリクス認証機器システムが対象とするバイオメトリクス情報には、指紋、

顔、虹彩及び静脈の各分野が存在し、その認証アルゴリズムも各分野によって異なる。

また、同一分野（例えば、指紋）であっても各社各様の方式が存在し、同一の認証アル

ゴリズムであることは考えられない。仮に認証アルゴリズムの仕様が同一であれば、互

換性の確保は可能であろう。しかし、どの認証アルゴリズムも同一であるという状況は、

企業間の競争を阻害し、技術の進歩を止めてしまう。そこで、互換性の確保を実現する

ための一策として、認証に用いる特徴点等、認証アルゴリズムの枠を決め、標準化する

ことが考えられる。 

（４） データ交換技術 

バイオメトリクス認証機器システムの機器間又は処理部間でデータ交換を行うインタ

フェースに係る技術である。各機器又は各処理部が相互に機能するための重要な技術で

ある。機器又は処理部の相性が悪く、データ交換に関する適合性が欠如すると、バイオ

メトリクス認証機器システムの動作が保証されない。 

互換性の確保を実現するためには、交換するデータのフォーマット及び各機器又は各

処理部の入力及び出力に係る物理的インタフェース及び論理的インタフェース（制御ド

ライバ、送受信コマンドなど）の統一が求められる。 

３．２．２ 相互運用性を確保するための項目・条件 

バイオメトリクス認証機器システムの相互運用性を考える上で、相互運用性を次のよ

うに定義した。 

相互運用性とは、複数の異なるシステム間において、互いのリソースを利用して、ユ
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ーザに対して均一的なサービスが提供できる可能性を示す指標をいう。 

この定義に基づいて、相互運用性の確保を実現するために必要な条件を次の３つの点

から検討した。但し、指紋、顔、虹彩及び静脈の各分野における画像は、それぞれ異な

り、また、同一分野においても採取する箇所（例えば、静脈であれば、指、点のひら、

手の甲）が異なれば、その画像も異なるため、同一分野、同一箇所のデータによって認

証を行うバイオメトリクス認証機器システムを前提とした。 

１）お互いのリソースを利用し合うユニットが機器同士である場合 

（情報採取機器同士、情報蓄積機器同士、情報照合機器同士） 

２）お互いのリソースを利用し合うユニットが処理部同士である場合 

（情報採取処理部同士、情報蓄積処理部同士、情報照合処理部同士） 

３）お互いのリソースを利用し合うユニットが機器と処理部である場合 

（情報採取の機器と処理部、情報蓄積の機器と処理部、情報照合の機器と処理

部） 

また、お互いのリソースを利用し合うユニットも、情報採取、情報蓄積及び情報照合

のそれぞれの機器又は処理部が考えられる。 

例えば、２系統のバイオメトリクス認証機器システムが存在し、お互いのリソースを

利用できるように構成されていると仮定する。この場合、各バイオメトリクス認証機器

システムの情報採取、情報蓄積及び情報照合の機器又は処理部は、それぞれ機能的に独

立しており、お互いのリソースを利用し合うために、外部インタフェースが存在する。

したがって、上記の１）、２）及び３）共に、相互運用性の確保を実現するために必要

な条件として、次が挙げられる。 

• 入力及び出力に係る物理的インタフェース仕様の統一 

• 入力及び出力に係る論理的インタフェース仕様（制御コマンド、データ形式を含

む）の統一 

相互運用性の確保を実現するための技術的な項目としては、次が挙げられる。 

情報採取機器（又は情報採取処理部）において相互運用性を確保する場合は、上記の

「３．２ 互換性を確保するための項目・条件」で挙げた、センサ技術及びデータ交換

技術が必要である。情報採取機器（又は情報採取処理部）の相互運用性の確保に係る技

術的な項目を図３．３－１に示す。 
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図３．３－１ 情報採取機器の相互運用性の確保に係る技術的な項目 

情報蓄積機器（又は情報蓄積処理部）において相互運用性を確保する場合は、上記の

「３．２ 互換性を確保するための項目・条件」で挙げた、データベース構築技術及び

データ交換技術が必要である。情報蓄積機器（又は情報蓄積処理部）の相互運用性の確

保に係る技術的な項目を図３．３－２に示す。 

図３．３－２ 情報蓄積機器の相互運用性の確保に係る技術的な項目 

情報照合機器（又は情報照合処理部）において相互運用性を確保する場合は、上記の

「３．２ 互換性を確保するための項目・条件」で挙げた、識別判定技術及びデータ交

換技術が必要である。情報照合機器（又は情報照合処理部）の相互運用性の確保に係る

技術的な項目を図３．３－３に示す。 

センサ データベースＡ

情報採取機器 情報蓄積機器

◇データベース構築技術 
①データフォーマット 

 ②インタフェース 

◇データ交換技術 
①データフォーマット 
②インタフェース 
 ・制御ドライバ 
・送受信コマンド など 

照合処理 判定処理信号処理 

情報照合機器 

処理アルゴリズム 

データベースＢ

情報蓄積機器

センサＡ データベースＡ

情報採取機器 情報蓄積機器

◇センサ技術 
①センサの検出性能 

・検出範囲 
・データ解像度 
・データの均一性 
など 

 ②センサの性能評価方法 
・性能評価の基準データ 

◇データ交換技術 
①データフォーマット 
②インタフェース 
 ・制御ドライバ 
・送受信コマンド 
など 

照合処理 判定処理信号処理 

情報照合機器 

処理アルゴリズムＡ 

データベースＢ照合処理 判定処理信号処理 

情報照合機器 

処理アルゴリズムＢ 

情報採取機器 情報蓄積機器

センサＢ 
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図３．３－３ 情報照合機器の相互運用性の確保に係る技術的な項目 

３．２．３ 互換性及び相互運用性を確保するためのその他の項目・条件 

バイオメトリクス認証技術は、指紋、顔、虹彩、静脈（指、手のひら、手の甲）など

の多種に亘るバイオメトリクス情報について各企業が独自に研究し確立してきた技術で

あり、これらの技術に関する知的財産権を各企業が保持している。 

このため、バイオメトリクス認証技術の標準化は進みつつあるものの、各企業が保持

している知的財産権に抵触しない範囲に制限され、大きな枠組みでの標準化に留まって

いる。 

互換性及び相互運用性を確保するためには、各企業が保持している知的財産権の範囲外

でできることに限定しなければならない。また、標準への準拠も求められる。 

センサ 

情報採取機器 情報蓄積機器

◇識別判定技術 
（ブラックボックス領域） 
①アルゴリズム 
②照合処理の性能評価方法 
 ・性能評価の基準データ 

◇データ交換技術 
①データフォーマット 
②インタフェース 
 ・制御ドライバ 
・送受信コマンド など 

照合処理 判定処理信号処理 

情報照合機器 

処理アルゴリズムＡ 

照合処理 判定処理信号処理 

情報照合機器 

処理アルゴリズムＢ 

データベース
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３．３ 実現モデルの検討 

一般に、互換性及び相互運用性が確保されている理想の状態は、入力が同じであれば、

出力も同じである状態を指す。しかし、バイオメトリクス認証機器システムは、各社各

様の仕様で構築されているのが現状であり、同一分野を対象とした認証機器システムに

おいても認証の方式が異なり、また用途によって目標とする精度も異なることから、容

易に仕様を統一することができない。 

そこで、実現モデルを検討するに当たっては、目標とする精度、所要時間等の性能条

件を考えず、高品質の入力データに対して、３．２．１項に示す互換性及び３．２．２

項に示す相互運用性の定義のとおり、ユニット（デバイスやコンポーネント）を交換し

て、又は互いのリソースを利用して、本人を本人である、又は本人以外を本人ではない

と認証できれば、互換性及び相互運用性が確保されているということを前提とする。 

バイオメトリクス情報を指紋、顔、虹彩、静脈の各分野に限定し、各分野における実

施モデルを次に示す。 

３．３．１ 指紋による認証機器システム 

（１） 指紋による認証機器システムの現状 

指紋による認証機器システムは、指紋の画像から特徴点を抽出し、照合することに

よって本人を認証するシステムである。指紋センサを提供している企業や認証アルゴ

リズムの開発キットを提供している企業もあるが、指紋センサ及び認証アルゴリズム

の一方だけを提供していたのでは、認証機器システム全体として高性能・高精度の処

理能力が望めないため、指紋センサの特徴を活かし、認証機器システムの処理能力を

引き出すため、用途に応じた指紋センサと認証アルゴリズムとを開発し、セットで提

供している企業が多い。 

また、セキュリティの観点から、登録時に指紋の画像が正しく採取できているかを

確認するために、採取した指紋の画像データを表示はするが、画像データのままでは

外部出力しない場合が多い。つまり、画像データではなく、照合用に特徴となるポイ

ントのデータ（テンプレート）を抽出し登録している。照合に当たっては、認証機器

システムの中で全てを処理し、照合結果だけを外部に出力している。 

この結果、各社独自の技術、インタフェースなどによって、指紋による認証機器シ

ステムが構築されているため、他社との互換性や相互運用性を考えた場合、それらが

取り難い状態にあると言える。 
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互換性や相互運用性の確保が必要となる分野は、利用者が限定されず、使用するバ

イオメトリクス認証機器システムも限定されることの無い、公的な分野が想定される。

指紋情報の採取、出入国審査など、公的な分野における導入も存在するが、入退室管

理などの民間分野への導入が殆どである。 

現時点における互換性や相互運用性の確保に関する市場要求が大きくないことも、

各社共に、互換性や相互運用性の確保に向けた取組みが行われていない背景であると

言える。 

（２） 情報採取機器 

指紋による認証機器システムの情報採取機器（指紋センサ）には、センサに指を接

触させる接触型と接触させない非接触型の２つに分類される。接触型は、センサに指

を接触させるため、加圧によって指表面（指紋）が多少変形する。この変形により、

接触型のセンサと非接触型のセンサとでは、採取した指紋の画像が多少異なる。 

また、指紋センサは、指紋の画像を面で読み取るか、線で読み取るかで、エリア型

のセンサとライン型のセンサの２つに分類される。エリア型は、指紋の画像を面で捉

えるため、センサ面内に指が置かれれば、安定した指紋の画像を採取できる。しかし、

センサ面の面積が小さい場合には、指置きの位置によって採取できる画像が異なるた

め、指紋の照合に影響が生じることもある。ライン型は、センサ上において指を滑ら

せて指紋の画像を採取するため、指置きの開始点、指を滑らせる角度及び速度などに

よって採取できる画像が異なり、指紋の照合に影響が生じる可能性が大きい。 

さらに、指紋センサは、光学式のセンサと半導体式のセンサの２つにも分類できる。

光学式のセンサは、高い耐久性と静電気耐性をもつが、直射日光など強い外光に弱い。

半導体式のセンサは、一般的に静電気や衝撃に弱いとされている。この他に、指の表

皮そのままの指紋を採取するのか、指の内部に存在する指紋と同じ紋様を採取するの

かの違いもある。 

このように、指紋センサには多種多様な採取方式が存在するため、特定の採取方式

に限定することが困難である。また、採取されたデータの品質が均一でないことも予

想される。認証機器システムの互換性や相互運用性の確保を考慮した場合、データ採

取後の処理に影響を与えない程度の品質が、採取されたデータに求められる。 

そこで、互換性や相互運用性の確保するためには、指置きの位置に影響されないサ

イズの、エリア式のセンサが良いと考える。 

なお、指紋センサには、指紋接触型と非接触型のセンサにおけるセンサに接触した
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場合の指の変形の問題、また指の表皮そのままの指紋と指の内部に存在する指紋と同

じ紋様との採取する対象の違いにおける親和性の問題が存在する。これらの問題につ

いては、例えば、均一なデータとしてデータ補正して使用できるかどうかを含めて、

今後、継続して検討する必要はあるが、現状では、同一方式のセンサを採用すべきで

ある。 

（３） 情報蓄積機器及び情報照合機器 

情報照合機器において認証アルゴリズムとして採用されているものに、米国の国立

標準技術研究所（NIST）が公開している「マニューシャ方式」がある。マニューシ

ャ方式とは、指紋の隆線が途切れる部分（端点）及び分岐する部分（分岐点）など、

指紋パターンの微細構造を特徴点として捉え、照合に使用する方式であるが、同じマ

ニューシャ方式であっても照合に使用する特徴点が異なる。また、マニューシャ方式

以外の方式も存在する。つまり、各企業が独自の認証アルゴリズムで処理を行ってい

るため、特定の認証アルゴリズムに限定することは困難である。 

しかも、情報蓄積機器に登録されるデータは、情報照合機器における認証アルゴリ

ズムにおいて、容易に照合判定しやすい形に処理した値（テンプレート）であり、こ

のテンプレートを異なる認証アルゴリズムで共通に使用することは容易ではない。つ

まり、テンプレートを仲介して、互換性や相互運用性を確保することは困難であると

言える。 

そこで、互換性や相互運用性の確保するために、情報採取機器、情報蓄積機器及び

情報照合機器において、画像データを仲介することとする。この画像データを仲介す

ることによって、各認証アルゴリズムでは、そのアルゴリズムに 適なテンプレート

を作成することができるので、認証アルゴリズムに依存せずに、データ交換が可能と

なる。実際に、情報採取機器であるが、画像の出力仕様を明確にして調達を行ってい

る例もある。 

（４） 指紋による認証機器システムの実現モデル 

指紋による認証機器システムにおいて、互換性及び相互運用性を確保可能な実用モ

デルとして、次のようなモデルを想定する。但し、バイオメトリクスに関する国際標

準化が徐々に進みつつあるため、中期的又は長期的な展望として、将来、画像ではな

く、特徴を示すデータ等を交換することも可能であると考える。 

１）交換するデータの形式 

• 指紋そのままの画像 
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但し、交換するデータの符号化方式（ＲＡＷ／ＷＳＱ／ＪＰＥＧ／ＪＰＥＧ

２０００／ＰＮＧ）に関しては、データ交換する認証機器システム間で同一

のデータ形式とする。 

２）センサの種類 

• 同一方式のセンサ（推奨：エリア式センサ） 

３）交換するデータの品質 

• パラメータ（解像度、階調、画像サイズ）が同一であるデータ 

• 指部位（左／右、親指から小指まで）が同一であるデータ 

３．３．２ 顔による認証機器システム 

（１） 顔による認証機器システムの現状 

顔による認証機器システムは、採取した画像から顔を検出し、その顔画像から特徴

点を抽出し、照合することによって本人を認証するシステムである。殆どの企業が、

高性能・高精度の処理能力を提供するため、認証機器システム全体をセットで提供し

ている。 

また、セキュリティの観点から、登録時に顔の画像が正しく採取できているかを確

認するために、採取した顔の画像データを表示はするが、画像データのままでは外部

出力しない場合が多い。つまり、画像データではなく、照合用に特徴となるポイント

のデータ（テンプレート）を抽出し登録している。照合に当たっては、認証機器シス

テムの中で全てを処理し、照合結果だけを外部に出力している。 

この結果、各社独自の技術、インタフェースなどによって、顔による認証機器シス

テムが構築されているため、他社との互換性や相互運用性を考えた場合、それらが取

り難い状態にあると言える。 

互換性や相互運用性の確保が必要となる分野は、利用者が限定されず、使用するバ

イオメトリクス認証機器システムも限定されることの無い、公的な分野が想定される。

出入国審査など、公的な分野における導入も存在するが、入退室管理などの民間分野

への導入が殆どである。 

現時点における互換性や相互運用性の確保に関する市場要求が大きくないことも、

各社共に、互換性や相互運用性の確保に向けた取組みが行われていない背景であると

言える。 

（２） 情報採取機器 

顔による認証機器システムの情報採取機器（センサ）は、光学式のカメラである。
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その入力画像としては、静止画と動画の２種類が存在する。顔画像を撮影し、静止画

として取り込むもの、静止画ではなく、動画を取り込んで処理するもの、静止画と動

画のいずれにも対応しているものなど、企業毎に異なるが、指紋のように、様々な採

取方式が存在する訳ではない。データ採取後の処理に影響を与えない程度の品質が保

たれた顔の画像データが採取できれば良い。また、静止画は、動画のある瞬間におけ

る画像であるとも捉えることができる。 

そこで、データ採取後の処理を情報採取機器以降の処理と仮定し、入力は動画が良

いと考える。 

当然、採取されるデータには、データ採取後の処理に影響を与えない程度の品質が

求められる。 

（３） 情報蓄積機器及び情報照合機器 

情報照合機器に採用されている認証アルゴリズムは、顔の特徴点の抽出範囲、抽出

方法などが各企業で異なる。したがって、各企業が独自の認証アルゴリズムで処理を

行っているため、特定の認証アルゴリズムに限定することは困難である。 

しかも、情報蓄積機器に登録されるデータは、情報照合機器における認証アルゴリ

ズムにおいて、容易に照合判定しやすい形に処理した値（テンプレート）であり、こ

のテンプレートを異なる認証アルゴリズムで共通に使用することは容易ではない。つ

まり、テンプレートを仲介して、互換性や相互運用性を確保することは困難であると

言える。 

そこで、互換性や相互運用性の確保するために、情報採取機器、情報蓄積機器及び

情報照合機器において、画像データを仲介することとする。この画像データを仲介す

ることによって、各認証アルゴリズムでは、そのアルゴリズムに 適なテンプレート

を作成することができるので、認証アルゴリズムに依存せずに、データ交換が可能と

なる。なお、顔画像データの形式としては、電気分野を除く工業分野の国際的な標準

である国際規格を策定するための民間の非政府組織である国際標準化機構（ＩＳＯ；

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ）によって設置された専門家組

織（Ｍｏｖｉｎｇ Ｐｉｃｔｕｒｅ Ｅｘｐｅｒｔｓ Ｇｒｏｕｐ）の名称がそのまま使われている、ＭＰＥＧ

を推奨する。 

（４） 顔による認証機器システムの実現モデル 

顔による認証機器システムにおいて、互換性及び相互運用性を確保可能な実用モデ

ルとして、次のようなモデルを想定する。但し、バイオメトリクスに関する国際標準
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化が徐々に進みつつあるため、中期的又は長期的な展望として、将来、画像ではなく、

特徴を示すデータ等を交換することも可能であると考える。 

１）交換するデータの形式 

• 顔そのままの画像 

但し、交換するデータの符号化方式（ＪＰＥＧ／ＪＰＥＧ２０００、カラー

／モノクロ）に関しては、データ交換する認証機器システム間で同一のデー

タ形式とする。 

なお、顔そのままの画像は、そのまま本人を容易に特定できるバイオメトリ

クス情報であり、プライバシー保護の点からも、この扱いには注意する必要

がある。顔そのままの画像を相互に利用できるように、個人情報保護等、法

制度の面から、そのバックグランドを整備する必要がある。 

２）センサの種類 

• カメラ 

なお、動画（データ形式：ＭＰＥＧ）を推奨する。 

３）交換するデータの品質 

• パラメータ（画像数、画像タイプ、画像サイズなど）が同一であるデータ 

３．３．３ 虹彩による認証機器システム 

（１） 虹彩による認証機器システムの現状 

虹彩による認証機器システムは、虹彩部分の濃淡を利用し、個体の識別基準とする

ことによって本人を認証するシステムである。 

虹彩による認証機器システムは、どのシステムも指紋や顔と同様に、セキュリティ

の観点から、又はバイオメトリクス情報を 小限に抑え、バイオメトリクス認証機器

システムの処理能力を引き出すために、採取した虹彩の画像データではなく、照合用

に特徴となるポイントのデータ（テンプレート）を抽出し登録している。しかも、照

合に当たっては、認証機器システムの中で全てを処理し、照合結果だけを外部に出力

している。 

この結果、各社独自の技術、インタフェースなどによって、虹彩による認証機器シ

ステムが構築されているため、他社との互換性や相互運用性を考えた場合、それらが

取り難い状態にあると言える。システムとして情報採取、情報蓄積及び情報照合の機

能が一体化されているので、情報採取処理部、情報蓄積処理部及び情報照合処理部と

して切り出すことも容易ではない。 
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互換性や相互運用性の確保が必要となる分野は、利用者が限定されず、使用するバ

イオメトリクス認証機器システムも限定されることの無い、公的な分野が想定される。

出入国審査など、公的な分野における導入も存在するが、入退室管理などの民間分野

への導入が殆どである。 

現時点における互換性や相互運用性の確保に関する市場要求が大きくないことも、

各社共に、互換性や相互運用性の確保に向けた取組みが行われていない背景であると

言える。 

（２） 情報採取機器 

虹彩による認証機器システムの情報採取機器（センサ）は、近赤外線を用いた光学

式のカメラである。虹彩の画像を採取する方法は、企業毎に異なる、例えば、撮影し

た画像から顔及び目を検出し、虹彩の画像を採取する方法と、目の位置が予め想定し

た位置となるように、利用者を誘導して撮影した目の付近の画像から虹彩の画像を採

取する方法であり、後者の方法によると、目の位置を検出する前処理が不要となるの

で、目の位置を検出するために係る処理が短縮できる。但し、虹彩の画像を採取する

までの過程としては、互換性及び相互運用性の確保に関して全く影響しない。 

しかし、認証機器システムの互換性や相互運用性の確保を考慮した場合、データ採

取後の処理に影響を与えない程度の品質が、採取されたデータに求められる。 

（３） 情報蓄積機器及び情報照合機器 

虹彩による認証機器システムに採用されている認証アルゴリズムは、イリディアン

テクノロジーズ社からライセンス供与された認証アルゴリズムを使用している企業が

多い。このため、イリディアンテクノロジーズ社からライセンス供与された認証アル

ゴリズムに、各社独自の技術・方式を加えて構築しているため、同一のものとは言い

難いが、基本部分での親和性は高い。但し、虹彩による認証機器システムには、イリ

ディアンテクノロジーズ社の認証方式以外の方式も存在するので、虹彩による認証機

器システムの認証アルゴリズムすべてが、親和性が高いという訳ではない。 

また、情報蓄積機器に登録されるデータは、情報照合機器における認証アルゴリズ

ムにおいて、容易に照合判定しやすい形に処理した値（テンプレート）であり、親和

性の高いイリディアンテクノロジーズ社からライセンス供与された認証アルゴリズム

を使用している企業を除けば、このテンプレートを異なる認証アルゴリズムで共通に

使用することは容易ではない。つまり、テンプレートを仲介して、互換性や相互運用

性を確保することは困難であると言える。 
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そこで、互換性や相互運用性の確保するために、情報採取機器、情報蓄積機器及び

情報照合機器において、虹彩そのままの画像データを仲介することとする。この画像

データを仲介することによって、各認証アルゴリズムでは、そのアルゴリズムに 適

なテンプレートを作成することができるので、認証アルゴリズムに依存せずに、デー

タ交換が可能となる。 

なお、親和性の高いイリディアンテクノロジーズ社からライセンス供与された認証

アルゴリズムを使用している企業間については、テンプレートを共通化することによ

って、データ交換が可能であると考える。 

（４） 虹彩による認証機器システムの実現モデル 

虹彩による認証機器システムにおいて、互換性及び相互運用性を確保可能な実用モ

デルとして、次のようなモデルを想定する。但し、バイオメトリクスに関する国際標

準化が徐々に進みつつあるため、中期的又は長期的な展望として、将来、画像ではな

く、特徴を示すデータ等を交換することも可能であると考える。 

１）交換するデータの形式 

• 虹彩そのままの画像 

但し、交換するデータの符号化方式（ＰＡＷ／ＪＰＥＧ／ＪＰＥＧ２０００

／ＰＮＧ、モノクロ／カラー）に関しては、データ交換する認証機器システ

ム間で同一のデータ形式とする。 

なお、親和性の高い認証アルゴリズム間については、テンプレートでも良い。 

２）センサの種類 

• カメラ（近赤外線による撮影） 

３）交換するデータの品質 

• パラメータ（画像サイズ、画像の向き）が同一であるデータ 

３．３．４ 静脈による認証機器システム 

（１） 静脈による認証機器システムの現状 

静脈による認証機器システムは、静脈の微細構造を特徴点と捉え、この特徴点を照

合することによって本人を認証するシステムである。 

静脈による認証機器システムは、どのシステムも指紋や顔と同様に、セキュリティ

の観点から、採取した静脈の画像データではなく、照合用に特徴となるポイントのデ

ータ（テンプレート）を抽出し登録している。照合に当たっては、認証機器システム

の中で全てを処理し、照合結果だけを外部に出力しているものもある。 
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このため、各社独自の技術、インタフェースなどによって、情報による認証機器シ

ステムが構築されており、他社との互換性や相互運用性を考えた場合、それらが取り

難い状態にあると言える。 

互換性や相互運用性の確保が必要となる分野は、利用者が限定されず、使用するバ

イオメトリクス認証機器システムも限定されることの無い、公的な分野が想定される。

しかし、金融機関のＡＴＭ、パソコンのログイン管理などの民間分野への導入が殆ど

である。 

現時点における互換性や相互運用性の確保に関する市場要求が大きくないことも、

各社共に、互換性や相互運用性の確保に向けた取組みが行われていない背景であると

言える。 

（２） 情報採取機器 

静脈の画像データは、近赤外線を照射して浮かび上がる静脈の形を撮影して採取す

る。静脈による認証に使用する箇所としては、指、手のひら、手の甲があり、同じ手

の指でも、撮影する方向によって、静脈が形成するパターンが異なる。 

この結果、採取されたデータの企業間における親和性は低い又は全く無いと言える。 

まず、指、手のひら、手の甲といった、静脈による認証に使用する箇所が別のシス

テムにおいて、互換性や相互運用性を確保することはできない。静脈による認証に使

用する箇所を指、手のひら、手の甲のいずれかに決定する必要がある。しかし、静脈

による認証に使用する箇所の決定は、各企業独自の認証技術に依存するため、一意に

決定することはできない。 

（３） 情報蓄積機器及び情報照合機器 

静脈による認証機器システムの認証アルゴリズムは、企業毎に独自のものである。

指、手のひら、手の甲それぞれの置き方、画像の撮り方を限定して、 適なアルゴリ

ズムを開発している。しかも、手のひら及び手の甲と指とでは、照合に用いる画像の

サイズが違う。上記のｂ）情報採取機器で述べたように、静脈による認証に使用する

箇所が異なり、採取されるデータに親和性がないため、情報蓄積機器及び情報照合機

器における互換性や相互運用性も確保することはできない。 

したがって、静脈による認証機器システムについては、静脈のパターン画像をその

まま仲介したとしても、互換性及び相互運用性を確保することは困難である。 

（４） 静脈による認証機器システムの実現モデル 

虹彩による認証機器システムの実用モデルとしては、上記の（２）情報採取機器、
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及び（３）情報蓄積機器及び情報照合機器で述べたように、指紋、顔、虹彩のように

採取する箇所が同一ではないため、データの互換性や相互運用性を確保することは容

易でない。そこで、静脈の画像データを採取する部位が共通であることを条件として、

静脈による認証機器システムにおいて、互換性及び相互運用性を確保可能な実用モデ

ルとして、次のようなモデルを想定する。但し、バイオメトリクスに関する国際標準

化が徐々に進みつつあるため、中期的又は長期的な展望として、将来、画像ではなく、

特徴を示すデータ等を交換することも可能であると考える。 

１）交換するデータの形式 

• 静脈そのままの画像 

但し、交換するデータの符号化方式（ＲＡＷ／ＪＰＥＧ／ＪＰＥＧ＿ＬＳ／

ＪＰＥＧ２０００、モノクロ、カラー）に関しては、データ交換する認証機

器システム間で同一のデータ形式とする。 

２）センサの種類 

• カメラ 

３）交換するデータの品質 

• パラメータ（画像サイズ）が同一であるデータ 

• 指部位（左／右、親指から小指まで、裏／表）／掌部位／甲部位が同一であ

るデータ 
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３．４ 検証方法の調査研究 

指紋、顔、虹彩、静脈の各分野におけるバイオメトリクス認証機器システムは、デー

タを採取し、そのデータを蓄積し、又は照合し結果を出力するまでの一連の処理方式が

企業毎に異なる。特に、認証の方式（認証アルゴリズム）が大きく異なる。このため、

指紋、顔、虹彩、静脈の各分野におけるバイオメトリクス認証機器システムを構成する

機器間の互換性及び相互運用性を確保するためには、この認証アルゴリズムに依存しな

いように、画像データを交換することとした。そこで、情報採取機器（センサ）から出

力されたデータを画像データに生成する処理、生成した画像データを情報蓄積機器に登

録する処理、情報蓄積機器に登録された画像データを情報蓄積機器から取り出す処理、

情報採取機器（センサ）から出力されたデータから生成した画像データと情報蓄積機器

から取り出した画像データとを照合するために情報照合機器（認証アルゴリズム）に引

き渡す処理、異なるバイオメトリクス認証機器システム間において画像データを交換す

る処理が必要となる。 

この実用モデルのイメージ図を図３．４－１に示す。 

 

図３．４－１ 実用モデルのイメージ図 
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に引き渡した後の処理に影響を及ぼさない品質のデータ及びその均一性を担保しなけれ

ばならない。 

したがって、この異なるバイオメトリクス認証機器システム間における互換性及び相

互運用性が正しく確保されているかどうかを検証するためには、予め規定されたデータ

フォーマットに従ってデータ交換が正しく行われていることを検証するとともに、交換

されたデータを正しく処理できることを検証する必要がある。 

前者の検証に関する規格しては、ＡＮＳＩ規格「ＡＮＳＩ／ＩＮＣＩＴＳ ４２３．１」及び

「ＡＮＳＩ／ＩＮＣＩＴＳ ４２３．２」が既に存在し、ＩＳＯ／ＩＥＣ／ＪＴＣ１／ＳＣ３７に

おいても、ＩＳＯ／ＩＥＣ ２９１０９シリーズとして標準化の作業が進行中である。また、後

者の検証に関する規格としては、バイオメトリクスのアプリケーション・プログラム・

インタフェースの仕様を規定した「ＢｉｏＡＰＩ」に準拠したアプリケーション・プロ

グラムであることを検証するための適合性試験の方法及び手続「ＩＳＯ／ＩＥＣ ２４７０９シ

リーズ」が存在し、継続的に標準化の作業が進行中である。 

バイオメトリクスデータを交換するためには、インタフェースが不可欠であり、バイ

オメトリクス認証機器システムの外部及び内部のインタフェースを検証する方法として、

これらの標準を参考とすることができる。 
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３．５ 検証モデルの検討 

バイオメトリクス認証機器システムの互換性及び相互運用性を確保するため、交換す

るバイオメトリクスデータのフォーマット及びアプリケーション・インタフェースに関

する検証モデルを検討した。 

３．５．１ 交換するバイオメトリクスデータのフォーマットに関する検証 

交換するバイオメトリクスデータのフォーマットに関する検証では、予め規定された

データフォーマットに従ってデータ交換が正しく行われていることを検証する。 

この検証に当たっては、まず、予め規定されたデータフォーマットのとおりに、交換

するデータが生成されるかどうか（データフォーマット）をバイト単位で、又はフィー

ルド単位で確認し、次に、生成された画像データ、パラメータなどがバイオメトリクス

認証機器システムの内部において正しく処理されているかどうか（内部一貫性）を個々

のデータ、パラメータ毎に確認する。 

（１）データフォーマットの適合性検証 

データフォーマットの適合性については、センサからの出力データを模擬したデータ、

又は実際にセンサから出力したデータを入力し、データ処理後に生成された交換データ

が仕様どおりであることを確認する。 

データフォーマットの適合性に関する検証モデルを図３．５－１に示す。 

図３．５－１ データフォーマットの適合性に関する検証モデル 
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（２）内部一貫性の検証 

内部一貫性については、別のバイオメトリクス認証機器システム（模擬システムを含

む）から入力した交換データがバイオメトリクス認証機器システム内の処理において、

各パラメータの一貫性が保たれていることを確認する。 

内部一貫性に関する検証モデルを図３．５－２に示す。 

 

図３．５－２ 内部一貫性に関する検証モデル 
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３．５．２ バイオメトリクス・アプリケーション・インタフェースの検証 

バイオメトリクス・アプリケーション・インタフェースに関する検証では、バイオメ

トリクスのアプリケーション・プログラム・インタフェースの仕様を規定した「Ｂｉｏ

ＡＰＩ」に準拠したアプリケーション・プログラムであることを検証する。 

「ＢｉｏＡＰＩ」は、一般のシステムにおけるドライバに相当する「ＢＳＰ（バイオ

メトリクスサービスプロバイダ）」、バイオメトリクス認証機器システムにおいて、バ

イオメトリクス・アプリケーション・インタフェースの関数本体である「ＢｉｏＡＰＩ

フレームワーク」、「アプリケーション」の３階層からなる。通常、「アプリケーショ

ン」から「ＢｉｏＡＰＩフレームワーク」に対する関数の呼出要求が行われ、「Ｂｉｏ

ＡＰＩフレームワーク」は、その関数の呼出要求に応じて「ＢＳＰ」に対して処理を要

求する。これに対して、「ＢＳＰ」は「ＢｉｏＡＰＩフレームワーク」に対して、「Ｂ

ｉｏＡＰＩフレームワーク」は「アプリケーション」に対して、要求に対する応答を返

す。 

ＢｉｏＡＰＩの処理モデルを図３．５－３に示す。 

 

図３．５－３ ＢｉｏＡＰＩの処理モデル 
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バイオメトリクス・アプリケーション・インタフェースに関する検証においては、こ

の「アプリケーション」、「ＢｉｏＡＰＩフレームワーク」及び「ＢＳＰ」が正しく機

能することを確認する。 

（１） アプリケーションの検証 

ＢｉｏＡＰＩの「アプリケーション」層の検証に当たっては、「ＢｉｏＡＰＩフレー

ムワーク」を模擬するアプリケーションを作成し、「ＢｉｏＡＰＩフレームワーク」へ

の要求送信及び「ＢｉｏＡＰＩフレームワーク」からの応答受信に関するインタフェー

スを確認する。 

ＢｉｏＡＰＩ「アプリケーション」の検証モデルを図３．５－４に示す。 

 

図３．５－４ ＢｉｏＡＰＩ「アプリケーション」の検証モデル 

 

（２） ＢｉｏＡＰＩフレームワークの検証 

ＢｉｏＡＰＩの「ＢｉｏＡＰＩフレームワーク」層の検証に当たっては、「アプリケ

ーション」及び「ＢＳＰ」を模擬するアプリケーションを作成し、「アプリケーショ

ン」からの要求受信、「アプリケーション」への応答送信、「ＢＳＰ」への要求送信、

「ＢＳＰ」からの応答受信に関するインタフェースを確認する。 

ＢｉｏＡＰＩ「ＢｉｏＡＰＩフレームワーク」の検証モデルを図３．５－５に示す。 
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図３．５－５ ＢｉｏＡＰＩ「ＢｉｏＡＰＩフレームワーク」の検証モデル 

（３）ＢＳＰの検証 

ＢｉｏＡＰＩの「ＢＳＰ」層の検証に当たっては、「ＢｉｏＡＰＩフレームワーク」

を模擬するアプリケーションを作成し、「ＢＳＰ」からの要求受信、「ＢＳＰ」への応

答送信に関するインタフェースを確認する。 

ＢｉｏＡＰＩ「ＢＳＰ」の検証モデルを図３．５－６に示す。 

 

図３．５－６ ＢｉｏＡＰＩ「ＢＳＰ」の検証モデル 
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３．６ 国際標準化の検討 

バイオメトリクスに関する標準化の作業は、ＩＳＯ／ＩＥＣ／ＪＴＣ１／ＳＣ３７に

おいて進められている。指紋、顔、虹彩、静脈などの各分野については、交換するデー

タフォーマットが既に標準化され、分野毎に、このデータフォーマットの適合性やアプ

リケーション・プログラム・インタフェースの適合性などについても、徐々に標準化さ

れつつある。しかし、この標準に準拠したバイオメトリクス認証機器システムを開発・

製造している企業は少ない。この背景としては、各企業が長年蓄積してきた技術ノウハ

ウ、外部との提携等で得られた技術を自社の強みとして、これらの技術を結集して製品

化することによる他社との差異化を製品化戦略として優先していることが挙げられる。

この結果、標準への準拠、企業間における仕様の共通化は、標準化の動向を睨みながら、

各社ともに、今後の課題として認識している。 

また、バイオメトリクス認証機器システムの市場規模は、公的な分野よりも民間の分

野が大きい。営業戦略として、拡販可能なマーケットに着目し、携帯電話やパソコン等

に搭載する安価であり、かつ、情報採取から照合までの機能を一体化したものを事業者

向けに量販し提供している企業もあれば、顧客の用途に特化した専用製品を提供してい

る企業もある。いずれにしろ、国内市場においては、標準への準拠よりも性能（処理時

間、精度など）が求められ、この結果、標準への準拠よりも他社との差異化となる性能

を重視した開発が行われている。 

一方、国外市場においては、標準に準拠したバイオメトリクス認証機器システムであ

ることが求められるため、国外市場への拡販を目指す企業では、標準への準拠や海外で

の評価等を実施している。特に、ｅパスポート、国民ＩＤカード、犯罪捜査等、社会的

要請から牽引力のあるものについては、標準化が進み、その準拠が求められている。 

標準化を推進するためには、市場からの標準への準拠の要求が不可欠である。官の調

達によって、情報採取機器、情報蓄積機器、情報照合機器のように独立した機器が調達

に掛けられ、その調達単位毎に、インタフェース等の仕様が提示されれば、複数企業か

らの調達の機会も増え、その仕様を標準とする標準化の促進が期待できる。しかし、互

換性及び相互運用性の確保は、それらを必要とする市場が拡大していくことで、その必

要性が拡大していくと考えられる。 

国際標準化を推進するためには、市場からの国際標準への遵守の要求が不可欠である。

国際標準化よりも市場の育成、標準への遵守要求の獲得が先行すべきである。 
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３．７ 課題及び提言 

バイオメトリクス認証機器システムの互換性は、同系互換、後継互換を除けば、物理

的インタフェース、論理的インタフェース及びアプリケーション・プログラム・インタ

フェースが標準化されていなければ成り立たない。バイオメトリクス認証機器システム

の互換性を確保するためには、このようなインタフェースの標準化が必要である。 

また、バイオメトリクス認証機器システムの相互運用性は、不特定多数の者が、不特

定の場所で、本人認証を必要とする場面が存在することが必要条件となる。このような

場面としては、公共性の高い場所が考えられるが、バイオメトリクス認証機器システム

の現状は、パーソナルコンピュータに対するアクセスの可否判定、施設等への入館（入

室）の許可判定、銀行ＡＴＭ等における本人認証など、限られた場所での使用が殆どで

あり、公共性の高い場所での使用を想定したものが殆ど存在しない。このため、相互運

用性を確保するよりは、セキュリティ及び性能を重視し、本人を特定するような情報を

秘匿するとともに、情報採取のセンサの特性を活かすような 適な認証アルゴリズム、

効率的に認証可能なデータ形式でのデータ格納といったように、情報採取、情報蓄積及

び情報照合の機能を一体化したバイオメトリクス認証機器システムを構築している。 

このような状況下において、バイオメトリクス認証機器システムの相互運用性を確保

するためには、公的分野で相互運用性を必要とするバイオメトリクス認証機器システム

の採用が必要であり、市場の育成が急務である。 

その他、バイオメトリクスに関する研究開発を促進するために、個々の企業ではなく

産学共同で基礎研究を行ったり、研究開発機関を設立したりすることも、より良い製品

を生み、技術の共通化を促進し、市場の拡大、需要の拡大に通じる。 

また、プライバシー保護の観点から顔画像の扱いが危惧される。しかし、外部から容

易に採取可能な顔画像に関して、例えば、監視カメラの画像を使用することが可能とな

るように法制度が整備されれば、顔による認証機器システムの応用の範囲が広がり、新

たな市場の獲得が期待できる。 

バイオメトリクス認証機器システムの品質を高め、一定の水準を保つためには、バイ

オメトリクス認証機器システムの品質を評価するための基礎データ（例えば、顔や指紋

のデータベース）が必要である。 
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付録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜他社所有商標に対する表示＞ 

１．Microsoft®は、米国及びその他の国における米国 Microsoft Corp.の登録商標です。 

２．Windows®は、米国及びその他の国における米国 Microsoft Corp.の登録商標です。 

３．Linux は、Linus Torvalds 氏の日本及びその他の国における登録商標または商標です。 

４．その他、本報告書記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商

標です。 

５．本報告書では、ＴＭ、Ｒマークは省略いたします。 
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付録Ａ 仕様調査結果 

Ａ．１ 指紋 

Ａ．１．１ センサ部品 

（１）製品Ａ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 センサ部品 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 記載なし 

特長 本製品は、タイムアテンダンス（出欠確認）、アクセスコントロール、ドアロック等
のセキュリティや、その他の低価格セキュリティ・アプリケーションに 適である。

その他 記載なし 

（２）製品Ｂ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 センサ部品 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 記載なし 

特長 • 本製品は、某指紋センサメーカの製品の中で 小・ 低価格のタッチ・タイプ指紋
認証センサである。 

• 本製品は、新しいニッケル仕上げのフィンガー・ドライブ・リンクを特色としてお
り、長期間にわたって美しさが保持される。 

• ＳｅｌｅｃｔａＢｕｓは、ＵＳＢ等の身近なインタフェースを使用して、簡単なシステムへ
の組み込みを可能にする。 

その他 記載なし 

（３）製品Ｃ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 センサ部品 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 記載なし 

特長 • 本製品（スライド・センサ）は、低価格・高性能新婚認証センサラインの製品の１
つである。 

• 本製品は、パソコンアプリケーション用に設計されており、ＴｒｕｅＰｒｉｎｔ技術による
他に例を見ない高い指紋照合力と、文書やウェブページ上でマウス・ポインタとし
て使用できるカーソル制御機能を合わせ持っている。 

その他 記載なし 

（４）製品Ｄ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 センサ部品 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 記載なし 

特長 • 本製品（スライド・センサ）は、低価格・高性能新婚認証センサラインの製品の１
つである。 

• 本製品は、携帯電話用等を念頭に設計されており、ＴｒｕｅＰｒｉｎｔ技術による他に例を
見ない高い指紋照合力と、メニューやナビゲーション、ゲームで使用できるフルグ
ラフィカルカーソル制御機能を合わせ持っている。 

その他 記載なし 
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（５）製品Ｅ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 センサ部品 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 記載なし 

特長 • 本製品は、某指紋センサメーカの安定、低価格・高性能新婚認証センサ・ファミリ
の中で 初の製品である。 

• 本製品は、携帯電話用に 適化されてきましたが、Ｐｏｗｅｒ ｏｆ Ｔｏｕｃｈ機能を利用
すれば、単純な指の動きで、セキュリティ、コンビニエンス、ナビゲーション、パ
ーソナリゼイションといった様々な機能が強化される。 

• Ｍコマース（移動商取引）、ゲーム、データ保護、スピード・ダイヤリング等、
様々なアプリケーションに応用されている。 

その他 記載なし 

（６）製品Ｆ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 センサ部品 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 記載なし 

特長 • 本製品は、某指紋センサメーカの低価格・高性能指紋認証センサ・ファミリの製品
である。 

• 本製品は、他に例を見ない指紋画像化処理と高速処理を提供し、ノートパソコンや
周辺装置のアプリケーション向けに 適化されている。 

• 本製品は、なりすまし防止への完全アップグレードが可能というだけでなく、ユー
ザ基本情報をハードディスクではなくセンサフラッシュ（メモリ）に保存すること
ができる。 

• Ｐｏｗｅｒ ｏｆ Ｔｏｕｃｈ機能を利用すれば、単純な指の動きで、セキュリティ、コンビ
ニエンス、ナビゲーション、パーソナリゼイションといった様々な機能が強化され
る。 

その他 記載なし 

 

Ａ．１．２ センサ 

（１）製品Ａ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 センサ 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 光学式センサ 

特長 記載なし 

その他 • ＵＳＢ／ＩＥＥＥ１３９４対応。 
• 米連邦捜査局（ＦＢＩ）の電子指紋送信仕様（ＥＦＴＳ）の指紋画像仕様（ＩＱ
Ｓ）をクリア。 

• 米国入国審査で採用。 
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Ａ．１．３ ソフトウェア 

（１）製品Ａ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 ソフトウェア（認証アルゴリズム、ソフトウェア開発キッド） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 • 高い照合精度 
• 高速検索 
• 軽量 

特長 • 自社開発のアルゴリズムをベースにしたＡＰＩ（アプリケーション・プログラム・
インタフェース）。 

• ＢｉｏＡＰＩ（ＩＳＯ／ＩＥＣ １９７８４－１）に準拠したプログラミング・コンセプトの
下に開発されたＳＤＫ（ソフトウェア開発キッド）により、本人確認を必要とする
様々なアプリケーション・ソフトウェアにシームレスな指紋認証環境を統合可能。

• クライアント／サーバシステム、ウェブ・アプリケーション・システムのセキュリ
ティ対策にも実績を重ねている。 

• ＢｉｏＡＰＩ（ＩＳＯ／ＩＥＣ １９７８４－１）準拠。 
• すべて自社開発の為、カスタマイズが可能。 
• 指紋読取センサ毎にチューニング。 

その他 • 開発言語  
- ＶＣ／ＶＢ 

（２）製品Ｂ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 ソフトウェア（認証アルゴリズム） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 記載なし 

特長 • 本製品へのアプリケーション・ソフトウェア実装、環境設定、開発ツール。 
• 本製品にアプリケーション・ソフトウェアを実装し、パソコンへの接続時に、その
自動ブートを実現するために必要なツールを提供。 

• アプリケーション・ソフトウェアは、パソコンのリソース上で稼動し、終了時に
は、痕跡を残さずクローズすることが可能。 

• Ｌｉｎｕｘ対応のＳＤＫを提供。 
• 指紋認証機能付ＵＳＢメモリにアプリケーション・ソフトウェアを格納し、そこか
ら起動を実現。 

• ＢＩＯＳのＵＳＢ－ＨＤＤによりブート・ドライブと認識。 
• フラッシュメモリを４つパーティションに分割。 

その他 記載なし 
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（３）製品Ｃ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 ソフトウェア（ソフトウェア開発キット） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 • クライアント／サーバ型の指紋認証アプリケーション開発環境。 
• 指紋読み取り／指紋登録／指紋照合／暗号化の各種ＡＰＩ、クライアント／サーバ
間通信機能、サンプルプログラム（登録ＧＵＩ／照合ＧＵＩ）から構成される媒体
とオンラインマニュアルのセット。 
但し、「指紋認証用開発キット（Ｃ／Ｓ版）に同梱している指紋ＤＢ連携ランタイムライブラリ
（ＤＬＬ）は、本製品には含まれていない。 

• １台の開発機でのみ使用可能（指紋認証ランタイム（Ｃ／Ｓ版）を含む）。 
• 対応する開発環境は以下のとおり。 

- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｖｉｓｕａｌ Ｃ＋＋ ２００５（．ＮＥＴ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ 非対応） 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｖｉｓｕａｌ Ｂａｓｉｃ ２００５（．ＮＥＴ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ ２．０対応） 

• ＡＳＰ．ＮＥＴには未対応。 
• 対応ＯＳは以下のとおり。但し、６４ビットＯＳには未対応。 

- Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ（ＳＰ１） 
- Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ（ＳＰ１） 
- Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ Ｕｌｔｉｍａｔｅ（ＳＰ１） 

特長 記載なし 

その他 指紋認証開発キット（Ｃ／Ｓ版）クライアント／サーバ型の指紋認証アプリケーショ
ン開発ツール。 

（４）製品Ｄ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 ソフトウェア（ソフトウェア開発キット） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 • クライアント／サーバ型の指紋認証アプリケーション開発環境。 
• 指紋読み取り／指紋登録／指紋照合／暗号化の各種ＡＰＩ、クライアント／サーバ
間通信機能、サンプルプログラム（登録ＧＵＩ／照合ＧＵＩ）から構成される媒体
とオンラインマニュアルのセット。 

• １台の開発機でのみ使用可能。（指紋認証ランタイム（Ｃ／Ｓ版）を含む） 
• 指紋認証基本ユーティリティを利用するための指紋ＤＢとの連携機能用ライブラリ
を提供。 

• 対応する開発環境は以下のとおり。 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｖｉｓｕａｌ Ｂａｓｉｃ ６．０ 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｖｉｓｕａｌ Ｃ＋＋ ．ＮＥＴ２００３ 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｖｉｓｕａｌ Ｂａｓｉｃ ．ＮＥＴ２００３ 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｖｉｓｕａｌ Ｃ＋＋ ２００５、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｖｉｓｕａｌ Ｂａｓｉｃ ２００５ 

• ＡＳＰ．ＮＥＴには未対応。 
• 対応ＯＳは以下のとおり。 

- Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ ＳＰ４／Ｓｅｒｖｅｒ ＳＰ４ 
- Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ ＳＰ２  （６４ビットＯＳには未対応。） 
- Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ ２００３ ＳＰ１／Ｒ２ （６４ビットＯＳには未対応。） 

特長 記載なし 

その他 クライアント／サーバ型の指紋認証アプリケーション開発ツール。 
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（５）製品Ｅ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 ソフトウェア（ソフトウェア開発キット） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 • ＷＥＢ利用型の指紋認証アプリケーション開発環境。 
• 指紋読み取り／指紋登録／指紋照合／暗号化の各種インタフェース、ＷＥＢサーバ
／ブラウザ間通信機能、サンプルプログラム（登録ＧＵＩ／照合ＧＵＩ）、から構
成される媒体とオンラインマニュアルのセット。 

• １台の開発機でのみ使用可能（指紋認証ランタイム（ＷＥＢ版）を含む）。 
• 対応する開発環境は以下のとおり。 

- ＨＴＭＬ 
- ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＪＳｃｒｉｐｔ 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＶＢＳｃｒｉｐｔ 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｖｉｓｕａｌ Ｃ＋＋ 

• 対応ＷＥＢサーバは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｅｒ ５．０、６．０ 
• 対応ＷＥＢブラウザは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒ ６．０ ＳＰ１、ＳＰ２ 
• ＡＳＰ．ＮＥＴには未対応。 
• Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒ ７．０には対応していない。 
• 対応ＯＳは以下のとおり。 

- Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ ＳＰ４／Ｓｅｒｖｅｒ ＳＰ４ 
- Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ ＳＰ２   （６４ビットＯＳには未対応。） 
- Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ ２００３ ＳＰ１／Ｒ２  （６４ビットＯＳには未対応。） 

特長 記載なし 

その他 Ｗｅｂ型の指紋認証アプリケーション開発ツール。 

（６）製品Ｆ 

認証の対象 指紋 

製品の種類 ソフトウェア（ＯＳログオンユーティリティ、ソフトウェア開発キット） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 記載なし 

特長 記載なし 

その他 • 指紋認証ユーティリティＡＤは、指紋情報を本製品に格納し、ＯＳログオン、スク
リーンセーバーロック解除、アプリケーションパスワード代替等の機能を実現する
ユーティリティ。 

• 指紋認証開発キットＡＤは、本製品に登録した指紋情報を利用して指紋認証を行う
アプリケーションの開発ツール。 

• クライアントの対応ＯＳは以下のとおり。 
- Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ ＳＰ４ 
- ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ ＳＰ２ 

• サーバの対応ＯＳは以下のとおり。 
- Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００ Ｓｅｒｖｅｒ ＳＰ４ 
- Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ ２００３ ＳＰ１、Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ ２００３ Ｒ２  
- Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００、Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰの機能で一部制限がある。 
- 従来の指紋認証基本ユーティリティ関連製品との互換性はない。 

• ＡＳＰ．ＮＥＴには未対応。 
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Ａ．１．４ 認証用デバイス 

（１）製品Ａ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 認証用デバイス 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 指紋テンプレート２指内蔵可能 

特長 • 光散乱方式指紋読取センサ搭載デスクトップ型ＵＳＢデバイス。 
• 高性能指紋読取センサ搭載。 
• 本体の後部に１個のＵＳＢポートを装備。 
• 接触／非接触ＩＣカードリーダとの連動や、マウス機能の内蔵も可能な操作
性、拡張性に優れた複合デバイス。 

• 装置毎に固有の機器ＩＤを保有し、関連セキュリティ・ソフトウェア及びＳ
ＤＫも提供。 

その他 • ログイン制御、ファイル暗号化ソフトウェア有り。 

（２）製品Ｂ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 認証用デバイス 

機器構成 記載なし 

動作条件 
 

消費電力 ５５０ｍＡ以下（使用時） 

電源 ＵＳＢバスパワー４．５Ｖ～５．５Ｖ 

大登録指紋数 １０指 

フラッシュ ５１２ＭＢ／１ＧＢ 

メモリサイズ １９ｇ 

対応ＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ ＭＥ、２０００、ＸＰ 
  

性能 記載なし 

特長 • 指紋認証機能、フラッシュメモリ内蔵ＵＳＢプラットフォーム。 
• 読み取り面積の広いエリアセンサ搭載。 
• 未対応指（登録できない指）の比率・本人拒否率の低さは競合の追随を許さない。
• 暗号系内蔵（データはすべて暗号化して格納）。 
• 装置毎に機器ＩＤを保有しており、シームレスな認証システム構築ツールも提供。
• 指紋照合機能搭載（自己完結認証）：指紋照合を行うアプリケーションを本製品に
搭載しているため、指紋データを外部に出さず認証作業を完結。 

• ドライバのインストールは不要：指紋登録用のドライバは、本製品に格納している
ため、ローカルパソコンへのドライバのインストールは不要。 

• 暗号化機能搭載：本製品に格納するデータは自動的に暗号化され、認証後本体から
コンピュータに移動するまで複合化されない。電子署名等の重要データ格納に
適。 

• 固有の機器ＩＤを内蔵：他管理ツールとの併用による応用が可能。 
• 端末権限を選ばず利用可能：Ａｄｍｉｎ／Ｕｓｅｒ権限を選ばず利用可能（指紋登
録時のみＡｄｍｉｎ権限端末利用）。 

• ＳＤＫ（Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｋｉｔ）：本製品専用のＳＤＫを利用することによ
り、他アプリケーションとの連携が可能（ＳＤＫは別売）。 

その他 • ＳＤＫとマニュアル有り。 
• 各１２８／２５６／５１２ＭＢ／１ＧＢのメモリを搭載。 
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（３）製品Ｃ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 認証用デバイス 

機器構成 記載なし 

動作条件 
 

消費電力 ５５０ｍＡ以下（使用時） 
電源 ＵＳＢバスパワー４．５Ｖ～５．５Ｖ 
大指紋登録数 １０指 

フラッシュメモリサイズ ５１２ＭＢ 
本体サイズ（縦×横×高） ８９ｍｍ×２３ｍｍ×１４ｍｍ 
本体重量 １９ｇ 
対応ＯＳ Ｌｉｎｕｘ、Ｗｉｎｄｏｗｓ 

  
性能 記載なし 

特長 • 当社製品をベースにアプリケーション・ソフトウェアを格納し、起動、動作させる
新概念のシンクライアント・プラットフォーム。 

• 指紋認証機能付ＵＳＢメモリにアプリケーション・ソフトウェアを格納し、そこか
らの起動を実現、開発環境を提供。 

• フラッシュメモリを４つのドライブに分割し、ドライブ毎の属性を設定可能。 
• ＢＩＯＳのＵＳＢ－ＨＤＤによりブート・ドライブ定義。 
• 別途、サードパーティ殿向けに開発環境を提供。 
• 自分専用の環境を即座に再現。パソコンに履歴は残らない。 
• ＵＳＢポートより直接ブート 
本製品は本体に格納してある、ＯＳ、ソフトウェアを直接ブートさせることが可
能。パソコンのハードディスクを利用しない為、データ流出のリスクがなく、また
パソコンに利用の履歴も残さない。 

• 外出先にて社内環境を即座に実現 
社内の業務アプリケーションを搭載させることにより、外出先でも社内と同じ環境
にてパソコンを利用することが可能。外出先でパソコンを選ぶことなく作業するこ
とにより、業務効率を高める。 

• 搭載アプリケーションの選択 
ニーズに合わせ本製品に搭載するアプリケーションを選択することが可能。ワープ
ロソフト、表計算ソフトを搭載させ、外出先で文書を作成、保存し、帰社後ＭＳ 
Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等に変換も可能。またメールソフトや貴社業務アプリケーシ
ョンの搭載も可能。 

• 指紋認証によりセキュリティ面も万全。 
• 指紋照合機能搭載（自己完結認証） 
指紋照合を行うアプリケーションを筐体内に搭載している為、指紋データを外部に
出さず認証作業を完結。 

• 暗号化機能搭載 
本製品に格納するデータは自動的に暗号化され、認証後本体からコンピュータに移
動するまで複合化されない。万一紛失した場合も安心。 

その他 • ＳＤＫとマニュアル有り。 
• 標準５１２ＭＢメモリを搭載。 
• １ＧＢメモリ搭載は受注生産。 
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（４）製品Ｄ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 認証用デバイス 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 
 

サイズ（幅×長さ×高） ３０ｍｍ×９３ｍｍ×１１ｍｍ（２６ｇ） 

インタフェース ＵＳＢ２．０（Ｆｕｌｌ Ｓｐｅｅｄ、Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ） 

電源電圧 ＤＣ５Ｖ（ＵＳＢより供給） 

消費電力 １Ｗ以下 

方式 静電容量方式 

画素数 １２８ｐｉｘｅｌｓ×１９２ｐｉｘｅｌｓ 

画素サイズ ８０μｍ×８０μｍ 

指紋センサ部 

センサエリア １０．２ｍｍ×１５．４ｍｍ 

照合方式 パターンマッチング方式 

登録指紋データサイズ ５７６ｂｙｔｅｓ／指 

指紋照合部 

照合時間 １４０ｍｓ以下 

ＲＳＡ ５１２／１０２４／２０４８ｂｉｔｓ 暗号機能 

ＤＥＳ ＤＥＳ、Ｔｒｉｐｌｅ ＤＥＳ 

メモリ部 ２ＧＢ／１ＧＢ／２５６ＭＢ 

使用温度範囲 ５～３５℃ 
  

特長 • 指紋照合機能のすべてをユニットに内蔵 
コンパクトなボディに、３２ｂｉｔＣＰＵ内蔵の照合／暗号ＬＳＩなど、指紋照合
に必要な全機能を搭載。当社独自のアルゴリズムを開発することで、高速で高性能
な照合を実現。 

• ＰＫＩ活用で強固な個人認証を実現 
指紋認証とＰＫＩ（公開鍵暗号基盤）を組み合わせることで、強固なセキュリティ
を実現。本体内にＲＳＡキーペア生成機能を持ち、生成した秘密鍵は本体に保存。
秘密鍵の使用を指紋認証で制限できるので安全な証明書認証が行える。 

• 業務用セキュアＵＳＢメモリ搭載 
本製品のシリーズは、ユーザが自由に使える 大２ＧＢのフラッシュメモリを搭
載。 
しかも、自由にアクセスできる通常領域と、指紋照合による保護領域を自由に設定
可能。 
指紋の登録／変更、メモリの通常／保護領域の設定は当社指定の管理ソフトウェア
で行う。 

• ドライバのインストールが不要 
当社の専用アプリケーションが、本製品のシリーズをさらに堅固なセキュリティツ
ールにレベルアップさせる。 

その他 指紋認証（機器内照合）、ＰＫＩトークン、ＵＳＢメモリの３つの機能を一体化した
個人認証デバイス。 
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（５）製品Ｅ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 認証用デバイス（指紋認証ＵＳＢメモリ） 

機器構成 記載なし 

動作条件 • ＵＳＢポート付のＷｉｎｄｏｗｓコンピュータ 
• 対応ＯＳ（指紋登録時） 

- Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ（ＳＰ１適用及び非適用） 
- Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ（ＳＰ１、ＳＰ２及びＳＰ３） 
- Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（ＳＰ４） 

• 対応ＯＳ（メモリ使用時） 
- Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ（ＳＰ１適用及び非適用） 
- Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ（ＳＰ１、ＳＰ２及びＳＰ３） 
- Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（ＳＰ４） 
- Ｗｉｎｄｏｗｓ ２００３ Ｓｅｒｖｅｒ 
- Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００ Ｓｅｒｖｅｒ 

性能 
 
照合時間 ０．１４秒以下 

インタフェース ＵＳＢ（パソコンから電源供給を受けるハブを介しての接続はできない）

電源 ＤＣ５Ｖ 

消費電力 １Ｗ以下 

使用温度範囲 ５℃～３５度 

外形寸法 
（幅×高×奥行） 

３０ｍｍ×１１ｍｍ×９３ｍｍ  （２６ｇ） 
（いずれもキャップを含む。ＵＳＢケーブルを含まず。） 

  
特長 • 安全・便利なＵＳＢメモリ機能に特化した製品。 

• 本製品は、１ＧＢのフラッシュメモリを搭載し、指紋によって保護される、セキュ
アなＵＳＢメモリであり、昨今の情報漏洩問題を解決する非常に強力なツールであ
る。 

• 本製品の仕組み 
本製品は、指紋で本人の認証を行うデバイスである。 
まず、指を置くことによって読み取られる指紋データを本製品内に登録する。そし
て使用時には、再度指を置いて作成される指紋データと照合し、本人認証を行う。
本人認証に成功しない限り、１ＧＢのフラッシュメモリの利用ができない。 
カードの紛失、パスワードを盗まれるなど、セキュリティが問題になっている今、
バオメトリクス情報による認証技術が確実な本人認証手段として注目されている。
その中でも指紋は、各個人で異なる事は１００年以上前から知られており、古くか
ら個人認証手段として実績のある方法です。他のバイオメトリクス認証手段と比較
しても、精度、操作性、価格の面においてとても優れている。 

• 大容量１ＧＢメモリ 
本製品のメモリは大容量１ＧＢ。一度にたくさんのデータを持ち運びできる。 

• 本製品は二重に保護されたＵＳＢメモリ 
本製品はすべての領域が指紋によって保護され、さらに領域内のデータはすべて暗
号化されている、二重のセキュリティがかけられたＵＳＢメモリである。データは
本製品の中に保存されている限り必ず暗号化されているので暗号化忘れがない。ま
た、指紋が合わないと本製品はメモリとしてさえ認識されない。メモリの中を他人
に見られることはない。 

• 指紋データが流出しない 
指紋認証は本製品の内部で完結する。登録された指紋情報をＰＣにコピーすること
はない。指紋情報は特別なエリアで保護されるので、外部に出ることはない。万が
一紛失しても安心である。 

• 本製品は一人一台 
本製品は所有者の指紋でのみ利用が可能になるよう個人利用のコンセプトで作られ
ている。一人に一台の本製品を用意して使用する。複数人での共有利用はできな
い。 

• どのコンピュータでもすぐに使える 
本製品は指紋登録ソフトが入っていないＷｉｎｄｏｗｓコンピュータでも使えます。（指
紋登録ソフトは指紋登録にのみ使用する。）機種やＯＳ等の組み合わせによって
は、Ｍａｃ、Ｌｉｎｕｘ機でも利用可能な場合もある。 

その他 対応ＯＳのＷｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ及びＷｉｎｄｏｗｓ ＸＰについては３２ｂｉｔ版にのみ対応。
現時点では６４ｂｉｔ版への対応予定はない。 
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（６）製品Ｆ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 認証用デバイス （指紋照合ユニット） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 
 

サイズ（幅×長さ×高さ） ５２ｍｍ×６９ｍｍ×２５ｍｍ（５５ｇ） 
インタフェース ＵＳＢ １．１ 
電源電圧 Ｄ．Ｃ．５Ｖピーク時１．０Ｗ 

方式 静電気容量検出 
画素数 １２８ｐｉｘｅｌｓ×１９２ｐｉｘｅｌｓ 
画素サイズ ８０μｍ×８０μｍ 

指紋センサ部 

センサエリア １０．２ｍｍ×１５．４ｍｍ 
照合方式 パターンマッチング 
登録指紋データサイズ ５１２ｂｙｔｅｓ／指 
照合時間 平均１４０ｍｓ 
他人受入率（ＦＡＲ） ０．０１％以下（当社測定値） 

指紋照合部 

本人拒否率（ＦＲＲ） １．０％以下（当社測定値） 
ユーザメモリ容量 ４８ｂｙｔｅｓ×１０００ 
指紋情報登録可能数 １０００指 
使用温度範囲 ５～３５℃ 

  
特長 • 指紋照合ユニット本製品はＵＳＢコードと一体の使いやすいデザインで、モバイル

パソコンやネットワークの使い勝手とセキュリティを向上させるシンプルな製品で
ある。 

• 指紋登録照合専用ＬＳＩ搭載 
指紋テンプレートをユニット内に保存することも、ユニット外部に取り出すことも
でき、ニーズに合わせてフレキシブルにシステムを構築することが可能である（Ｓ
ＤＫを用意している）。 

• 幅広いシステム構築を可能にするモジュール提供 
本製品に搭載の指紋照合ユニットは、モジュールとしても提供している。共通の指
紋テンプレートで、パソコンセキュリティと入退出等のフィジカルセキュリティを
組み合わせて、幅広いシステム構築ができる。 

• 様々なアプリケーションを用意 
ＷｉｎｄｏｗｓやＭａｃ ＯＳ Ｘ、ネットワークに対応した様々なアプリケーション
を用意している（他社製を含む）。 

その他 ソフトウェアは別売。 
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（７）製品Ｇ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 認証用デバイス（指紋認証モジュール） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 
 

構成 スタンドアロン型 
基盤サイズ×基盤数 ４０ｍｍ×２９ｍｍ×２枚 
基盤厚み １．６ｍｍ 

ＵＳＢ 
通信方式 ＲＳ－２３２Ｃ 

インタフェース 

通信速度 １２００～１１５２００ｂｐｓ 
電源 ＤＣ５Ｖ（２００ｍＡ） 

方式 静電気容量検出 
画素数 １２８ｐｉｘｅｌｓ×１９２ｐｉｘｅｌｓ 
画素サイズ ８０μｍ×８０μｍ 
センサエリア １０．２ｍｍ×１５．４ｍｍ 

指紋センサ部 

画像データサイズ ２４ＫＢ 
タイプ シングルバンク 
容量 １ＭＢ 
ユーザメモリ容量 ４８ｂｙｔｅｓ×１０００ 

メモリ部 
（フラッシュメモリ） 

登録指紋データサイズ ５１２ｂｙｔｅｓ 
照合方式 パターンマッチング 
照合時間 平均１４０ｍｓ 
照合性能（レベル３） 
他人受入率（ＦＡＲ） 

０．０１％以下（当社測定値） 

指紋照合部 

照合性能（レベル３） 
本人拒否率（ＦＲＲ） 

１．０％以下（当社測定値） 

使用温度範囲 ５～３５℃ 
  

特長 • 当社開発の半導体センサ、指紋登録照合専用ＬＳＩを一体にしたコンパクト指紋認
証モジュール。 

• 組み込み機器用に高速で高性能な照合機能を提供する。 
• インタフェースは、ＵＳＢとシリアル（ＲＳ－２３２Ｃ）対応。 

その他 記載なし 
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（８）製品Ｈ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 認証用デバイス（指透過認証装置） 

機器構成 記載なし 

動作条件 
 

ＯＳ Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐａｃｋ ２以降 
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ 

ＣＰＵ ＰｅｎｔｉｕｍⅢ １ＧＨｚ以上 
メモリ ２５６ＭＢ以上 
ＨＤＤ インストールドライブ１０ＭＢ以上 

  
性能 

 
指データ １１５７ｂｙｔｅｓ／１指 
登録指数 １０００指 
認証モード ＩＤモード オートモード 
ＩＤ番号 ＩＤモード ― 

本人拒否率 ０．０１％以下 ０．１％以下 誤認証率 
他人受入率 ０．０００１％以下 ０．１％以下 

照合時間 平均１．２秒 
対応率 ９９％以上 
偽指防止機能 有り 

  
外部インタフェース ＵＳＢ１．１（またはＲＳ－２３２Ｃ） 
電源 ＤＣ５Ｖ±１０％、５Ｗ以下（ＡＣアダプターから給

電） 
外形寸法（幅×高×奥行） ４５ｍｍ×９４ｍｍ×９０ｍｍ 
質量 約１４０ｇ（本体） 
環境条件 • 周囲温度：０～４０℃ 

• 湿度：０～８５％ＲＨ（結露のなきこと） 
• 屋内環境：直射日光の当たらない場所（５０００

ルクス以下） 
  

特長 • 世界初の「光透過率変化検出方式」のセンサを採用。 
これにより乾燥指等への対応率９９％以上を実現！ 

• 人の指とシリコン・ゼラチン等で作られた偽造指を識別できる、偽指防止機
能を採用する事で、より高い安全性を確保！ 

• センサ部には触れずに認証操作することで清潔感を向上！ 
• 指置き自由度を向上させることで操作性の向上を実現！ 
• ＣＰＵとメモリを内蔵し、認証処理と登録処理を装置内にて完結！ 

その他 乾燥指等への対応率９９％以上は、指紋認証システムの精度評価方法（ＪＩＳ ＴＳ 
００５３）／バイオメトリクス認証システムにおける運用要件の導出指針（ＪＩＳ ＴＳＸ ０１
００）に基づく、当社の社内評価結果。 
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（９）製品Ｉ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 認証用デバイス （指透過認証装置（ゲートタイプ）） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 
 
登録指数 最大１０００指 
照合方法 ＩＤモード グループモード オートモード 
ＩＤ番号グループ照合 最大７桁 最大９グループ ― 
検索照合指数 ― ２００指／グループ ４００指 

本人拒否率 ０．０１％以下 
（２回までのリトライを許容） 

０．１％以下 
（２回までのリトライを
許容） 

誤認証率 

他人受入率 ０．００１％以下 ０．１％以下 
読み取り判定時間 平均１．２秒 平均１．２秒 平均１．２秒 

（２００指からの認証） 
登録時間 平均５秒 平均７秒 
対応率 ９９％以上 
偽指防止機能 あり 

 
操作部 • カラー液晶タッチパネル 

• ブザー 
• 人感センサ 

外形寸法 
（幅×高×露出厚） 

１５５ｍｍ×１２５ｍｍ×５４ｍｍ 

質量 約８００ｇ（本体） 
環境条件 • 周囲温度：０～４０℃ 

• 湿度：０～８５％ＲＨ（結露なき事） 
• 屋内環境：直射日光の当たらない場所（５０００ルクス以下） 

  
特長 • 指透過照合により個人認証を行う。 

• 個人毎に以下の３タイプの認証モードから 適な使い方が選べる。 
- ＩＤモード（ＩＤ番号＋指置き） 
- グループモード（グループ選択＋指置き） 
- オートモード（指置きのみ） 

• 本製品には指透過画像を見ながら指置きの確認ができる「練習モード」を装備し
た。 

その他 記載なし 
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（１０）製品Ｊ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 認証用デバイス（指紋認証ユニット） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 
 

センサタイプ ライン型センサ 
読取領域 ０．３６×１５ｍｍ 
読取方式 指内散乱光直接読取方式 
読取密度 ８００ｄｐｉ 

センサ 

精度 他人許容率＝０．００００１％以下 
登録 指紋認証ユニット内にも指紋情報の登録が可能。 
インタフェース ＵＳＢ Ｒｅｖ． １．１ 
電源 ＵＳＢより供給 
消費電力 ２．５Ｗ以下 
温湿度条件 ５～３５℃、２０～８０％ 
外形寸法（幅×高×奥行） ５０ｍｍ×１２ｍｍ×８０ｍｍ 
ＵＳＢケーブルの長さ ０．５ｍ 
質量 ３５ｇ以下 
サポートＯＳ • Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（ＳＰ２，ＳＰ３，ＳＰ４） 

• Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（ＳＰ１またはＳＰ２） 
• Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ（ＳＰ１） 
• Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ（ＳＰ１） 
• Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ Ｕｌｔｉｍａｔｅ（ＳＰ１） 

※センサの精度 
・一般的なオフィスで使用した場合で、本ユニットで登録できた指紋に関して、当社
の評価基準により算出した数値。 

・本ユニットを用いて、指紋情報を登録、照合を行った場合の数値。 
特長 • 装置の大幅な薄型、軽量化を実現。携帯性に優れ、モバイル環境に 適。 

• ライン型センサでも指内散乱光直接読取方式を採用。乾燥指や湿潤指の方でも、快
適に使える。 

• 一般的に指をスライドさせて指紋画像を読み取る方式のライン型センサで生じやす
い、画像の間延びやゆがみの問題を解決。ライン型センサにおいても高精度な照合
が可能。 

その他 • 概要高解像度の８００ｄｐｉで、幅広い１５ｍｍのライン型センサを搭載した指紋
認証ユニット。指紋全体から多くの特徴情報を読み取りできるため、高精度な照合
を実現。 

• 指紋認証ユニットにＣＰＵを搭載。上位パソコンやサーバだけでなく、ユニット内
部へ指紋データを登録可能。また、上位に指紋画像を転送する必要がないため、高
いセキュリティを実現。 



 77

Ａ．１．５ システム 

（１）製品Ａ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 システム （ｅ－パスポート検査システム） 

機器構成 パソコン制御端末、ＵＳＢ接続 

動作条件 記載なし 

性能 記載なし 

特長 • 無人ワンストップｅ－ＰＡＳＳＰＯＲＴ検査システム。 
• ｅ－ＰＡＳＳＰＯＲＴの確認に必用な機能を搭載。 
• ＩＣ－Ｃｈｉｐ内のバイオメトリック・データの読み取り、赤外線、紫外線、ホロ
グラム等のイメージデータやＭＲＺのキャラクタ・データの読み取りが可能。 

その他 海外空港、国境警備、湾岸警備で採用。 

（２）製品Ｂ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 システム （入退室管理システム） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 • マイフェアカード対応版 
 ＜ 大２８８指／マイフェア６１４枚登録可能＞ 

- スタンドアロン 
- 管理ソフト付属ＲＳ－２３２接続 
- 管理ソフト付属イーサネット接続 

• ＦｅｌｉＣａカード対応イーサネット接続版 
＜ 大２８８指／マイフェア５６０枚登録可能＞ 

特長 • 指紋認証／ＩＣカード認証に複合的に対応した入退室管理システム。 
• 壁掛け式（ＪＩＳ Ｃ８４３５ ＳＥ１４０） 
• キーコントローラ無しで多種の電気錠、電磁錠に対応する実績あり。 
• 各種接点出力対応、Ｗｅｇａｎｄ対応、カメラ等システム連動が可能。 
• 管理ソフトにて登録情報、ログ管理等のダウンロードが可能。 
• 搭載機能を厳選し、低価格を実現。 
• セキュリティレベルに応じた認証方法の設定がユーザ毎に可能。 
• アクセスログやユーザの管理ができるソフトウェアが付いている。 
• 他のシステムとの連携も可能。 

その他 • 採用実績 
- サーバ室（大手通信会社、大手機器メーカ、大手シンクタンク、大手電気メー
カ、大手放送局等） 

- 税理士事務所、特許事務所 
- 小規模会社、通用口 
- 地方自治体 
- 役員室 
- 病院等 
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（３）製品Ｃ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 認証用デバイス（指紋認証装置） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 
 

登録指数 最大１０００指 
照合方法 ＩＤモード グループモード オートモード 
ＩＤ番号グループ照合 最大７桁 最大９グループ ― 
検索照合指数 ― ２００指／グループ ４００指 

本人拒否率 ０．０５％以下 
（２回までのリトライを許容） 

０．１％以下 
（２回までのリトライを
許容） 

誤認証率 

他人受入率 ０．００１％以下 ０．１％以下 
読み取り判定時間 平均０．８秒 平均１秒 平均１秒 

（２００指からの認証） 
登録時間 平均５秒 平均７秒 

  

 液晶タイプ テンキータイプ 

操作部 カラー液晶タッチパネル 

ブザー 

人感センサ 

テンキー 

機能キー 

ＬＥＤ 

ブザー 

外形寸法 

（幅×高×露出厚） 

１５５ｍｍ×１２５ｍｍ×４０ｍｍ １２０ｍｍ×１３５ｍｍ×３８ｍｍ 

質量 約０．６ｋｇ 約０．４ｋｇ 

環境条件 周辺温度：０～４０℃ 

湿度：０～８０％ＲＨ（結露なき事） 

屋内環境：直射日光の当たらない場所 
  

特長 • 指紋照合により個人認証を行う。 
• 個人毎に以下の３タイプの認証モードから 適な使い方が選べる。 

- ＩＤモード（ＩＤ番号＋指置き） 
- グループモード（グループ選択＋指置き） 
- オートモード（指置きのみ） 

• 本製品（液晶タイプ）には指紋画像を見ながら指置きの確認ができる「練習モー
ド」を装備した。 

その他 本製品は番号入力箇所が液晶タイプのもの、及びテンキータイプのものがある。 
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（４）製品Ｄ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 システム（入退室管理装置） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 指紋照合機 

登録指数 ２００指／１０００指／３０００指（１ユーザ最大１０指） 
液晶 半角１６文字×３行（モノクロ）、バックライト有り（ＬＥＤ） 表示 
ＬＥＤ 電源（緑）、解錠（橙）、警戒（緑）、回線（赤） 

電源電圧／電流 ＤＣ２４Ｖ±４Ｖ（電気錠制御器より供給）／４００ｍＡ以下 
履歴データ、時計 リチウム電池（１００ｈ） 停電保護 
カードデータ 不揮発性メモリによる 

温湿度条件（動作時） 温度：０～４０℃ 
湿度：２０～８５％ＲＨ（結露なきこと） 

構造 ＩＰ３４（ＪＩＳ Ｃ ０９２０：２００３）；防水施行時 
外形寸法 
（幅×高×奥行） 

１２０ｍｍ×２２８ｍｍ×８５ｍｍ 
壁からの突出部は５０ｍｍ 

質量、色 約５４０ｇ、グレーメタリック 
電気錠制御器 

対応電気錠 通電時解錠型、通電時施錠型、瞬時通電施解錠型（１極、２極）、
モータ型、ストライク型 

入力 防犯回線入力、警備切換入力、解錠スイッチ入力、ＪＥＭ－Ａ 外部入出力 
出力 無電圧出力、出力１、出力２、警備状態出力、ＪＥＭ－Ａ 

電源電圧／電流 ＡＣ１００Ｖ±１０％ （５０／６０Ｈｚ）／１．３Ａ以下 
温湿度条件（動作時） • 温度：０～４０℃ 

• 湿度：２０～８５％ＲＨ（結露なきこと） 
設置条件 室内（露出） 
外形寸法 
（幅×高×奥行） 

２１０ｍｍ×２２０ｍｍ×５０ｍｍ 

質量、本体色 約０．９ｋｇ、グレー 
ＰＣソフトウェア 

管理ゲート数：最大５０ゲート／２５０ゲート 
個人情報件数：５０００ユーザ／１００００ユーザ 

出入ユーザ管理 

データ出力形式：ＣＳＶ形式 
出入履歴、警報履歴、操作履歴、管理履歴（リモート、パソコン） 履歴管理 
データ出力形式：ＣＳＶ形式 
共通カレンダ：１年分×１０ヶ カレンダ管理 
ゲートカレンダ：１年分／ゲート 
管理対象：照合方式、解錠モード、通行レベル 
日種：平日、土曜日、日曜日、休日、特別日１、特別日２ 
スケジュール動作回数：４回／日 

スケジュール管理 

設定単位：１分単位 
表示ゲート数：最大５０ゲート／２５０ゲート 
リーダ／照合機 照合方式、解錠方式、通行レベル 他 

ゲート状態管理 

制御器 施解錠、警備、侵入状態、錠異常検出、扉開
放検出 他 

ＩＣカード管理 ＩＣカードパラメータの読み出し／設定 
入退動作指定：照合方式、解錠モード 他 
電気錠動作指定：１回解錠時間、扉開放検出時間 他 

ゲートパラメータ設定 

機器設定：ブザー出力指定、操作暗証 他 
オペレータ管理 オペレータ数：２０人 １ユーザ１パスワード 
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特長 • 指紋をキーとする高い防犯性と利便性 
- 二つとない個人の指紋をキーとして、出入管理。 
- 紛失や複製の心配がほとんどなく、高い防犯性を求める重要な部屋や区画への
適用が有用。 

- また、鍵やカードを携帯する必要がなく、キーフリーでの高い利便性も同時に
実現。 

• 抜群の照合性能 
- 指紋照合は、弊社独自のアルゴリズム位相限定相関法により、かすれやずれに
も強く、抜群の性能を発揮。 

- また、ユーザインタフェースにも気を配り、運用時の照合も確実に行える製
品。 

• システムは様々な管理形態に対応。既設の建物にも容易に導入 
- 指紋照合機、電気錠制御器、電気錠の三つを用意するだけで確実な出入管理を
実現。 

- 特別な設定器や制御盤はいらない。 
- 扉一枚の出入管理から、パソコンによる複数扉の出入管理までシステムアップ
も簡単。 

• シンプルだから設置も簡単 
- パソコンやＬＡＮは装置利用者の設備を利用可。 
- 専用のパソコンやＬＡＮは必要ない。装置利用者の設備を利用して、システム
アップすることが可能。 

- また、カードリーダとの混在も可能で、セキュリティレベルに応じた照合デバ
イスを選択。 

• 高い防犯性と豊富な機能 
- 指紋照合機と電気錠制御器の二ピース構造に分離しているので、指紋照合機へ
のいたずらや破壊に対しても扉が開くことはない。 

- 大３，０００指の登録や出入履歴１万件、スケジュール制御や防犯回線入力
等の豊富な機能を用意。 

• カレンダとスケジュール機能で扉の運用を自由に設定 
- カレンダとスケジュール機能により、電気錠の施解錠方式、通行制限の方式
等、扉の運用を指定した時間に切り換えられる。扉毎の様々な運用にあわせて
適な方式を自由に設定できる。 

その他 記載なし 
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（５）製品Ｅ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 システム（入退室管理） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 非接触カードリーダ 

カードタイプ ＦｅｌｉＣａ方式 
カード登録枚数 ３，０００枚 

液晶（入リーダのみ） １６文字×２行（モノクロ）、バックライト有り（ＬＥＤ） 表示 
ＬＥＤ 電源（緑）、解錠（橙）、警戒（緑）、回線（赤） 

電源電圧／電流 ＤＣ２４Ｖ±４Ｖ（電気錠制御器より供給）／１５０ｍＡ以下

履歴データ、時計 リチウム電池（１００ｈ） 停電保護 
カードデータ 不揮発性メモリによる 

温湿度条件（動作時） 温度：０～４０℃ 
湿度：２０～８５％ＲＨ（結露なきこと） 

構造 ＩＰ３４（ＪＩＳ Ｃ ０９２０：２００３） 
外形寸法（幅×高×奥行） １２０ｍｍ×１６０ｍｍ×３９ｍｍ 

壁からの突出部は２２ｍｍ 
質量、色 約５００ｇ、ダークグレーメタリック、ホワイト 

電気錠制御器 

対応電気錠 通電時解錠型、通電時施錠型、瞬時通電施解錠型（１極、２
極）、モータ型、ストライク型 

入力 防犯回線入力、警備切換入力、解錠スイッチ入力、ＪＥＭ－Ａ外部入出力 
出力 無電圧出力、出力１、出力２、警備状態出力、ＪＥＭ－Ａ 

電源電圧／電流 ＡＣ１００Ｖ±１０％ （５０／６０Ｈｚ）／１．３Ａ以下 
温湿度条件（動作時） • 温度：０～４０℃ 

• 湿度：２０～８５％ＲＨ（結露なきこと） 
設置条件 室内（露出） 
外形寸法（幅×高×奥行） ２１０ｍｍ×２２０ｍｍ×５０ｍｍ 
質量、本体色 約０．９ｋｇ、グレー 

ＰＣソフトウェア 

管理ゲート数 最大５０ゲート／２５０ゲート 
個人情報件数 ５，０００ユーザ／１万ユーザ 

出入ユーザ管理 

データ出力形式 ＣＳＶ形式 
出入履歴、警報履歴、操作履歴、管理履歴（リモート、パソコン） 履歴管理 
データ出力形式 ＣＳＶ形式 
共通カレンダ １年分×１０ヶ カレンダ管理 
ゲートカレンダ １年分／ゲート 
管理対象 照合方式、解錠モード、通行レベル 
日種 平日、土曜日、日曜日、休日、 

特別日１、特別日２ 
スケジュール動作回数 ４回／日 

スケジュール管理 

設定単位 １分単位 
表示ゲート数 最大５０ゲート／２５０ゲート 
リーダ／照合機 照合方式、解錠方式、通行レベル 他 

ゲート状態管理 

制御器 施解錠、警備、侵入状態、錠異常検出、
扉開放検出 他 

ＩＣカード管理 ＩＣカードパラメータの読み出し／設定 
入退動作指定 照合方式、解錠モード 他 
電気錠動作指定 １回解錠時間、扉開放検出時間 他 

ゲートパラメータ設定 

機器設定 ブザー出力指定、操作暗証 他 
オペレータ管理 オペレータ数 ２０人 １ユーザ１パスワード 
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特長 • １扉から簡単導入。建物規模、用途を問わない。 

カードリーダ１台と電気錠制御器１台が基本構成単位。一部屋（１扉）から容易に
入退室管理システムを構築できる。 

• システム利用者のパソコンやＬＡＮを活用できる。 
専用のパソコンやＬＡＮは必要ない。また、カードは汎用性のあるＦｅｌｉＣａ®
の規格に準拠しているため、社員証など他用途のカードと兼用することもできる。

• 様々な用途に活用できる。 
利用者の入退室履歴管理、部外者の入室制限、など。（機密保持・社員の健康管
理・プライバシーマーク、ＩＳＭＳ対応等） 

• 高度な入退室管理機能 
- アンチパスバック（共連れ、操作忘れを防止） 
- ツーパーソン照合（２名の連続照合で解錠） 
- カメラ／共連れ検知器連動（カメラと連動した制御が可能） 
- システム連動（パソコンとの連動も可能） 

• 充実した管理機能でシステムの運用をサポート。 
- 出入ユーザ管理 
- 履歴画面 
- カレンダ・タイムスケジュール 
- 履歴の自動収集／出力 

その他 記載なし 
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（６）製品Ｆ 
認証の対象 指紋 

製品の種類 システム（指紋照合式解錠装置） 

機器構成 照合ユニット・制御ユニットの２ユニットとその間を接続する専用ケーブルとで構成
される。 

動作条件 記載なし 

性能 
 
電源 ＡＣ１００Ｖ±１０％ 消費電力：最大１．１Ａ（最大負荷時） 
機種（登録指数） １０指用・２０指用・５０指用 

動作バックアップ：なし（必要な場合は無停電電源装置を設置） 停電バックアップ 
登録設定データ：不揮発性メモリで保持 

機器構成 照合ユニット・制御ユニットから構成（ユニット間は専用ケーブルで接
続） 

外形寸法 
（幅×高×奥行） 

照合ユニット： １２０ｍｍ×１６０ｍｍ×［３０＋４０］ｍｍ／０．３５ｋｇ 
制御ユニット： ２５０ｍｍ×２３０ｍｍ×８０ｍｍ／２．９ｋｇ 

取付 照合ユニット： 
• 壁埋め込み型 
• ＪＩＳ３連スイッチボックス（深形） ＊（ＪＩＳ Ｃ８３３６）を使用 
制御ユニット： 
• 壁掛け型 

使用環境条件 輸送保管条件 
• 周囲温度：－２０～６０℃ 
• 周囲湿度：２０～９０％ＲＨ（結露なきこと） 
• 振動：保管時：３．２ｍ／ｓ２ ｍａｘ（１０～１５０Ｈｚ） 
• 輸送時：９．８ｍ／ｓ２ｍａｘ（１０～１５０Ｈｚ） 
• 周囲温度：－２０～６０℃ 
• 周囲湿度：２０～９０％ＲＨ（結露なきこと） 
• 振動：保管時：３．２ｍ／ｓ２ ｍａｘ（１０～１５０Ｈｚ） 
• 輸送時：９．８ｍ／ｓ２ｍａｘ（１０～１５０Ｈｚ） 
定格動作条件 
照合ユニット： 
• 周囲温度：０～４０℃ 
• 振動：３．２ｍ／ｓ２ ｍａｘ（１０～１５０Ｈｚ） 
• 構造（壁に設置された状態において）： 

ＩＰ－３４（ＩＥＣ５２９）、防沫型（ＪＩＳ Ｃ ０９２０） 
制御ユニット： 
• 周囲温度：０～４０℃ 
• 周囲湿度：１０～８５％ＲＨ（結露なきこと） 
• 振動：３．２ｍ／ｓ２ ｍａｘ（１０～１５０Ｈｚ） 

登録可能指数 ＡＣ１００Ｖ使用する制御ユニットの機種により、１０指／/２０指／５０指。

指紋照合方式 ＡＣ１００Ｖ回転補正付位相限定相関法 
解錠操作 ＡＣ１００Ｖ次の各方法による（解錠時に選択可能） 

• ワンタッチボタン＋指紋照合 
• 登録番号入力＋指紋照合 
• 登録番号入力＋暗証番号入力 

指紋照合性能 
（当社テスト値） 

ＡＣ１００Ｖ照合時間：指紋読取後平均０．１秒（１照合当り） 
• 本人認識率：平均９９．９％以上 
• 他人受入率：平均０．００１％以下 

電気錠制御等能 
（当社テスト値） 

• 次の各種別の電気錠の直接制御が可能（推奨機種及び相当品に限
る） 

- 通電時解錠型 
- 通電時施錠型 
- 瞬時通電施解錠型（２極型） 
- モータ型 

• また、施解錠の無電圧接点出力を使用し、自動扉制御盤・電気錠制
御盤等と接続可能 
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特長 • 当社独自の照合アルゴリズムにより、 高峰の認識率を実現 

照合時間は１指当り平均０．１秒と大変スピーディー。 
• 従来認識が困難であった、次のような指紋も照合 
薄い指紋やかすれ指紋でも登録できる。 

• 操作が簡単 
- 解錠操作はボタンを押して指を置くだけ。番号入力は不要。もちろん、暗証番
号の併用も可能。 

- お子様からお年寄りまで。親切・安心な操作ガイダンスが充実。 
- 操作に必要な手順はＬＣＤ（液晶）に表示されるので、お子様からお年寄りま
で簡単に利用できる。 

- 登録時、ＬＣＤで指紋状態を確認しながら指を置くので、指紋を適切な状態で
登録できる。 

- その他各種ガイダンス表示（息を吹きかけてください、照合部を拭いてくださ
い等）が充実している。 

• 人数に応じたラインナップ 
- 登録指数により機種を選べる（１０指用・２０指用・５０指用の３機種）。 

• 意匠性抜群の小型タイプ 
- （シルバー）照合部は幅１２ｃｍ×高さ１６ｃｍのコンパクト設計。住戸／店
舗入口等にスマートに対応。 

- 屋外設置も可能。（防水等級 防沫型（ＪＩＳ Ｃ０９２０）） 
- 壁への取り付けなので扉は自由に選べる。 
- ２種類の標準色（シルバー・ブラウン）から選べる。 

その他 • 住宅向指紋照合装置である本製品は、指紋照合を解錠手段とした電気錠制御装置。
• 電気錠との組み合わせで、指紋照合によるドアの解錠ができるようになる。 
• 少人数対応なので集合住宅の各戸玄関または戸建住宅玄関等の住居入口あるいは店
舗の通用口等への設置に適している。 

- キーフリー生活の提案 
- 施錠・解錠するたびに鍵を取り出す必要がない。 
- 外出は手ぶらでＯＫ。 
- オートロックなので施錠動作が不要。 
- 指が鍵なので締め出されもなし。 
- データの登録／削除により、容易に居住者変更に対応。 
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Ａ．２ 顔 

Ａ．２．１ ソフトウェア 

（１）製品Ａ 
認証の対象 顔 

製品の種類 ソフトウェア（顔認証エンジン） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 • エントリー版パッケージは１０人までの登録・管理が可能。 
• １人につき１・２パターン登録で認証ＯＫ！ 

特長 • システムに登録される情報は、独自技術によりデジタル化され復元性を持たないた
め、肖像権を侵すこともない。また、低価格なウェブカメラでも十分な精度が得ら
れる。パスワードログオンの代替システムとして、より安全なセキュリティ環境を
提供する。 

• 独自技術による超高速認証が、パスワード入力等の手間とストレスからユーザを解
放する。 

その他 • 本製品は、目視による再確認が可能な唯一のバイオメトリクス情報「顔」をパスワ
ード代わりに利用する。 

• パスワードログオンの代替システムとして、より安全なセキュリティ環境を提供。
• パスワードセキュリティの限界 
パスワードの複雑化や頻繁な更新によりセキュリティを強化しようとすると、当然
のごとく利便性と快適性が失われユーザのストレスは高まる。結果的に、パスワー
ドのメモをディスプレイ横に貼り付けたり引き出しに忍ばせたりと、安全性までが
損なわれる結果を招く。 

• 指紋認証への抵抗感 
昨今、指紋認証システムがバイオメトリクス情報を利用するセキュリティとして注
目されているが、ユーザ側に指紋登録に対する抵抗感があり、また高精度センサの
コストも無視できないものがある。 

• 究極のセキュリティ「顔認証」 
本製品は「顔」をパスワードの代わりに利用する。 

• 「顔」は目視による再確認が可能な唯一のバイオメトリクス情報である。また、パ
スワードのように忘れることもない。 

• ＩＤやパスワードの記憶系、ＩＣカードなどの持ち物系に比べ、紛失や盗難などに
よる他人の不正使用が抑止でき、且つ利用者本人を「顔画像」をプラスしたアクセ
スログの保存・比較照合が可能です。 

（２）製品Ｂ 
認証の対象 顔 

製品の種類 ソフトウェア（顔認証エンジン） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 記載なし 

特長 • ウェブカメラ接続状態では、顔認証ログオン画面が表示されＰＣの起動ができま
す。また、非接続状態では回避策としてパスワードログオン画面がそれぞれ自動的
に表示されＰＣを起動できます。（ネットワーク版との大きな相違点です） 

その他 • スタンドアロン環境で顔認証ログインを可能にする製品。 
• 使いやすさを追求したシンプルなユーザインタフェース 
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（３）製品Ｃ 
認証の対象 顔 

製品の種類 ソフトウェア（顔認証エンジン） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 記載なし 

特長 • 顔認証エンジン本製品は、顔画像からデフォルトでわずか１２８バイトの識別デー
タを抽出し、高速、高精度認証が可能（顔の特徴データとしては世界 小）。 

• 当社では、この世界 小・ 速の特長を活かし、携帯電話をはじめとしたモバイル
機器向けに顔認証エンジンを提供。 

その他 • 世界 小・ 速の顔認証システムの当社製品をモバイル環境に適用。 
• 本製品は、モバイル環境の新たな可能性を切り開く。 

（４）製品Ｄ 
認証の対象 顔 

製品の種類 ソフトウェア（ソフトウェア開発キット） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 記載なし 

特長 • 瞳検出、テンプレート登録、認証機能等を関数で提供。 
• 認証精度（テンプレートサイズ）、認証レベル等の各種パラメータ変更関数により
各種セキュリティレベルに応じたシステムの構築が可能。 

• 各関数の仕様ドキュメントを完備。 
• テンプレート登録・認証の両デモプログラムが含まれます。 
• 認証制度、認証レベル等の変更機能を実装。 
• テンプレート登縁先は、テキストファイル、ＯＤＢＣ出力に対応。 
ＯＤＢＣ対応ＤＢでは、Ｏｒａｃｌｅに対応しており、Ｏｒａｃｌｅ用セットアッ
プスクリプトがＳＤＫ内に含まれている。 

• チュートリアル部のソースコードを完全公開。 
ソースコードはすべてＭｉｃｒｏｓｏｆｒ Ｖｉｓｕａｌ ｃ＋＋ Ｖｅｒ６．０にて記述されている。 

その他 • 新の顔認証エンジンを実装した顔認証システムを構築するための開発キット。 
• 当社製品用顔認証エンジンを搭載。 
• サンプルプログラム（チュートリアル） 
ＵＳＢカメラからの画像を用いた認証デモプログラムが含まれているため、インス
トール後、すぐに顔認証を体感することが可能。 
但し、インストール後、ライセンスの申請が必要。 

（５）製品Ｅ 
認証の対象 顔 

製品の種類 ソフトウェア（ソフトウェア開発キッド） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 記載なし 

特長 記載なし 

その他 本製品は、顔認証をＢＲＥＷ環境に向けて提供。ＢＲＥＷ対応の携帯電話（カメラ搭
載機種）で利用できる顔認証・ＳＤＫを利用して、組み込み型アプリケーションの開
発が可能。 
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（６）製品Ｆ 
認証の対象 顔 

製品の種類 ソフトウェア（ソフトウェア開発キット） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 • 高速処理：１０ミリ秒～３０ミリ秒の高速認証。 
• 高性能：セキュリティレベル＝０．９９９９以上に相当。 
• 偽物受入率（ＦＡＲ）０．０１～０．００００６７未満 
（精度設定と闇値設定が可能）。 

特長 • １６ＫＢの顔画像の場合、画像データを約１／１，０００の１６バイトにします。
驚異的な小容量インデックス化に成功。また、顔以外での利用も可能。 

• 画像から「顔」を抽出するエクストラクト処理、及びテンプレートとのマッチング
処理（５ミリ秒程度）。 

その他 • 高速・高精度の写真照合エンジンを実装した写真照合システムの開発を容易にする
開発キット。 

• 当社製品用写真照合エンジンを搭載。 
• 精度設定により、８～２０バイトのテンプレートを使用（推奨値は１６バイト）。 

（７）製品Ｇ 
認証の対象 顔 

製品の種類 ソフトウェア（顔検出機能をハードウェアロジック化したＩＰ） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 記載なし 

特長 • 顔検出／追跡機能をコンパクトなゲート規模で実現：３００Ｋゲート以下。 
• ３０ｆｐｓの高速処理（入力画像サイズＱＶＧＡ時）。 
• ＳＸＧＡクラスの高精細画像からの多人数の顔検出を高速に処理。 
• バス動作クロックと独立して動作クロックを設定可能  
標準でシステムバスＡＨＢバスに対応している他、各種カスタマイズ対応可能。 

その他 • 顔検出ハードウェアＩＰは、本製品の顔検出機能をハードウェアロジック化したも
のである。 

• ソフトウェア処理に比べ、大幅な高速化、ＣＰＵ負荷の軽減、搭載機器の低消費電
力化を実現。またゲート規模は３００Ｋ以下とコンパクトなため、ＬＳＩのコスト
アップも 小限に抑えることができる。 

• デジタルカメラやビデオカメラ、携帯電話等の低消費電力とＣＰＵ負荷の低減が求
められる組込機器に 適である。 
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（８）製品Ｈ 
認証の対象 顔 

製品の種類 ソフトウェア（人の顔を中心にセンシングする機能を組込用途向けにパッケージ化し
たミドルウェア及びハードウェアＩＰ） 

機器構成 • ミドルウェア（ソフトウェア）で提供 
本製品は顔検出・追跡、特徴点抽出・追跡、個人識別の機能をソフトウェア（ミド
ルウェア）で提供する。利用者はこれらの機能を使い、利用者の目的のアプリケー
ションを開発することができる。また、画像合成や人物検索等、特定のアプリケー
ションの開発負荷を軽減するための上位ライブラリも提供している。 

• ハードウェアＩＰで提供 
本製品の顔検出・追跡機能をハードウェアＩＰで提供する。特徴点抽出・追跡、個
人識別機能はソフトウェア（ミドルウェア）で提供する。これによりＣＰＵ負荷を
軽減し、高速な検出を低消費電力で実現する。ＡＰＩはすべてソフトウェアで提供
する場合と同じであり、ＡＰの変更は必要ない。 

動作条件 記載なし 

性能 記載なし 

特長 • 業界トップクラスの処理性能を実現 
一般にパソコンと比べて処理能力の低い組込み機器のＣＰＵでも動作する高速処理
を実現。デジタルカメラや携帯電話といったモバイル機器でも、顔検出はもちろん
個人識別機能までソフトウェア処理で実現。 

• 複数の顔検出機能をサポート 
撮影された静止画／動画からリアルタイムに複数の顔検出を実現。 
 撮影されている人数を知ることはもちろん、個人識別機能と組み合わせること
で、複数の顔画像から特定人物を高速に検索し、位置や名前を検知することが可
能。 

• 光の変化に強いアルゴリズムを採用 
モバイル機器はその使用場所が一定ではない。本製品は光の変化に強いアルゴリズ
ムを採用することで、使用環境が変化しても高い精度で顔検出、個人識別が可能。

• コンパクト設計 
組込用途に 適なコンパクトサイズ。しかも、Ｃ言語で記述されており、標準ライ
ブラリを一切使用していない。 

• 高い移植性を実現 
広範なプラットフォーム（ＣＰＵ：ＡＲＭ９、ＳＨ－４等／ＯＳ：Ｓｙｍｂｉａｎ、Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｍｏｂ
ｉｌｅ、Ｌｉｎｕｘ、ＢＲＥＷ、ＷＩＰＩ、μＩＴＲＯＮ、Ｓｏｌａｒｉｓ等）で動作確認済み。 

• 必要な機能を選べる構成 
顔検出、特徴点抽出、個人識別の機能をお客様のアプリケーションに応じて選べ
る。これにより必要 小限のプログラムサイズで本製品を利用することができる。

• 豊富な実績に裏づけされた高い信頼性 
本製品はデジタルカメラの顔認識ＡＦ、携帯電話のログイン認証や顔で操作するゲ
ーム、携帯ゲーム機用の表情筋トレーニングソフト、携帯電話向けの顔写真を使っ
た様々なコンテンツサービス等、様々な市場、地域、用途で豊富な実績があり、高
い評価を得ている。 

その他 • 本製品は動画像、静止画像から人の顔を中心にセンシングする機能を組込用途向け
にパッケージ化したミドルウェア及びハードウェアＩＰ。 
 業界トップクラスの処理性能はもちろん、高精度な顔画像処理、コンパクトなプ
ログラムサイズ、マルチプラットフォーム対応等を実現。携帯電話をはじめとする
各種端末に搭載のカメラを活用して、端末へのアクセス制限などのセキュリティ用
途や、画像メール、テレビ電話のビジュアルコミュニケーション用途等、多彩なア
プリケーションの実現をサポートする。 

• 主な機能 
顔画像から人の顔や特徴点の検出・識別・追跡機能を提供し、多彩なアプリケーシ
ョンの実現を強力にバックアップする。 

- 顔検出機能 
カメラで撮影した画像から複数の顔領域を高速に自動検出する。また、顔の向
き、顔の傾きや大きさの変化にも柔軟に対応する。 

- 顔特徴点抽出・追跡機能 
目・眉・口等の特徴点を１枚の画像から検出。また、特徴点の位置は顔の動き
に合わせてリアルタイムに追跡。 

- 個人識別機能 
１対１照合、１対Ｎの照合に対応。また、明るさの変化に強いアルゴリズムの
採用により、屋内外のさまざまな環境で利用可能。 
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（９）製品Ｉ 
認証の対象 顔 

製品の種類 ソフトウェア（ソフトウェア開発キット（顔検出・照合エンジン）） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 ＜開発／実行環境＞ 

ＯＳ ※１ • ＣＯＭ版 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（ＳＰ３） 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（ＳＰ１） 

• 簡易版 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（ＳＰ２） 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ（ＳＰ１） 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ ２００３ Ｓｅｒｖｅｒ（ＳＰ１） 

ハードウェアスペック Ｐｅｎｔｉｕｍ®Ⅲ １ＧＨｚ以上、メモリ２５６ＭＢ必須、５１２ＭＢ以上推奨

対応開発言語 • ＣＯＭ版： 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＶｉｓｕａｌＢａｓｉｃ ６．０（ＳＰ５） 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＶｉｓｕａｌＢａｓｉｃ ．ＮＥＴ 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＶｉｓｕａｌＣ＋＋ ６．０（ＳＰ５） 

• 簡易版： 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＶｉｓｕａｌＣ＋＋ ．ＮＥＴ ２００３ 
- Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＶｉｓｕａｌＣ＋＋ ２００５（ＳＰ１） 

入力画像 • 静止画：ＢＭＰ，ＪＰＥＧ 
• 動画：ＡＶＩ，ＭＰＥＧ，ＷＭＶ 

ＤｉｒｅｃｔＳｈｏｗ９．０ｃ以上対応のカメラ 

＜参考性能＞ 
処理速度 • 検出：８枚／秒（１２５ｍｓｅｃ） 

画像サイズ：３２０×２４０画素、Ｐｅｎｔｉｕｍ１ＧＨｚで測定 
• 照合：１μｓｅｃ／枚 （１，０００，０００枚ＤＢの照合に約１秒） 

Ｐｅｎｔｉｕｍ４ ３ＧＨｚ測定 
特徴量データサイズ ３ＫＢ～１００ＫＢ 
データベースサイズ 汎用ＤＢＭＳ対応により無制限 
画像サイズ 特に規定なし 
顔サイズ 幅１５０画素以上推奨 
姿勢 左右３０度以内、上下１５度以内 
照合精度 ＥＥＲ（本人棄却率＝他人許容率）１％以下 ※２ ※３ 

※１ ＣＯＭ版は、ＣＯＭコンポーネントとして提供しているライブラリです。簡易版は、ＤＬＬで
提供しているライブラリです。これらは両方とも製品に含まれています。 

※２ ＥＥＲ（Ｅｑｕａｌ Ｅｒｒｏｒ Ｒａｔｅ）とは、本人拒否率（ＦＲＲ：Ｆａｌｓｅ Ｒｅｊｅｃｔｉｏｎ Ｒａｔｅ）と他
人許容率（ＦＡＲ：Ｆａｌｓｅ Ａｃｃｅｐｔａｎｃｅ Ｒａｔｅ）が等しくなるように設定した場合のエラー
率です。 

※３ 弊社内の一般的なオフィス環境での実験データによるものです。（顔認証では、利用す
る撮影環境や撮影条件によって、認証精度に大きな影響が出るため、全ての環境での
精度を保証するものではありません。） 

特長 • 高い照合精度 
本製品は、顔照合技術のパイオニアである当社の１０数年にわたる研究開発成果と
様々な分野での運用ノウハウを結集した高性能な顔認証製品。非常に自由度が高い
ソフトウェア開発キット（ＳＤＫ）として、顔照合・検出エンジンを提供している
ので、アイデア次第で様々な利用シーンで活用できる。 

• 高い利便性 
顔認証は、指紋や静脈認証と比べ、自由度の高い非接触型のバイオメトリクス技術
であり、認識される側にとって抵抗感が少なく、また、意識されることなく認証を
行なうことも可能。 

• 犯罪の抑止効果 
本製品は、顔画像をそのままログとして残すことができるので、不審者等に対して
高い心理的抑止効果を発揮。 

その他 • 本製品は、顔照合技術のパイオニアである当社の技術ノウハウを結集した顔認証製
品。国家レベルのセキュリティ管理からエンターテイメント分野まで、幅広く顔照
合・検出技術を活用することが可能。 
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Ａ．２．２ システム 

（１）製品Ａ 
認証の対象 顔 

製品の種類 システム（入退室管理機器） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 記載なし 

特長 • カメラ画像で撮影した顔画像を登録者データベースと照合し、結果を知らせる。 
• サーバ室等重要施設の入退室管理として登録された顔と一致した場合のみカードで
の入室を許可することで、セキュリティを高め、顔のエビデンスを残すことが可能
になる。 

• ロビーや廊下等の明るさの変化が少ない室内において、社員や訪問客のゆるやかな
通行管理を行う。 

• 従来の監視カメラのように姿だけではなく「顔」をしっかりとらえるため、格段に
通行者の特定を容易にする。 

• 顔画像はあらかじめ登録された人の顔画像と照らし合わせ、顔認証を行う。不審者
の顔画像を事前に登録しておけば発見次第すぐに通報する。 

その他 • 用途例 
- オフィスにおけるセキュリティ厳格エリアにおける認証 
- 老人ホームにおける徘徊老人検知用システム 

（２）製品Ｂ 

認証の対象 顔 

製品の種類 システム（入退室管理機器） 

機器構成 記載なし 

動作条件 操作部 

動作時：０～４０℃／２５～８５％ＲＨ（結露なきこと） 使用環境 

保存時：―１５～５０℃／３０～９０％ＲＨ（結露なきこと） 

制御部 

動作時：１０～３５℃／３５～８５％ＲＨ（結露なきこと） 使用環境 
保存時：―１５～５０℃／３０～９０％ＲＨ（結露なきこと） 

  

性能 操作部 

埋込時：１８０ｍｍ×２６５ｍｍ×１５ｍｍ 外形寸法（幅×高さ×奥行） 
露出時：１８０ｍｍ×２６５ｍｍ×５０ｍｍ 

重量 １０ｋｇ以下 
電源 １００～２４０Ｖ ５０／６０Ｈｚ 
消費電力 約５０Ｗ 
オプション ハンズフリー照合機能付き 

制御部 

外形寸法（幅×高さ×奥行） ３１０ｍｍ×３２１ｍｍ×３９７ｍｍ 
重量 １８ｋｇ 
電源 １００～２４０Ｖ ５０／６０Ｈｚ 
消費電力 約１００Ｗ 

カラーディスプレイ 
ハードディスク保護用電池 
ＭＯドライブ 

オプション 

プリンタ 
  

特長 記載なし 

その他 記載なし 
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（３）製品Ｃ 
認証の対象 顔 

製品の種類 顔認証による歩行照合システム 

機器構成 
 

クライアントＵＩ部＋クライアント制御部（壁掛型） 
クライアントＵＩ部＋クライアント制御部（据置型） 
管理ＰＣ※１ 

構成 

データストレージ３０ 
※１ 管理ＰＣ、データストレージの仕様及び外観は、納入時期により変更することがある。 

動作条件 記載なし 

性能 
 
照合方式 当社独自方式（動画像パターンマッチング方式） 
登録可能人数 １対多照合モード：最大１，０００人 
照合時間 約１秒 
通行履歴蓄積 各クライアント最大３０，０００件 
電源条件 ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ（クライアント制御部、クライアントＵＩ部、管理Ｐ

Ｃ、データストレージにそれぞれ供給） 
クライアント制御部 ４１０Ｗ以下 
クライアントＵＩ部 １６Ｗ以下 
管理ＰＣ ６０Ｗ以下 

消費電力 

データストレージ ７５Ｗ以下 
クライアント制御部 ３５０ｍｍ×２６５ｍｍ×４００ｍｍ 

（ネジ等の突起物含まず） 
クライアントＵＩ部（壁掛型） ２２５．４ｍｍ×２９０ｍｍ×９５ｍｍ 

クライアントＵＩ部（据置型） ２２５．４ｍｍ×１３０５ｍｍ×９５ｍｍ 
（台座：φ３５０ｍｍ） 

管理ＰＣ ３３０ｍｍ×４２．５～４５．７ｍｍ×２６９ｍｍ

外形寸法 
（幅×高さ× 

奥行） 

データストレージ １７０ｍｍ×１８４ｍｍ×２３０ｍｍ 
クライアント制御部 １７．５ｋｇ以下 
クライアントＵＩ部（壁掛型） ５ｋｇ以下 
クライアントＵＩ部（据置型） １８ｋｇ以下 
管理ＰＣ ４ｋｇ以下 

質量 

データストレージ ７ｋｇ以下 
画面表示 クライアントＵＩ部 ８．４型カラー液晶 
補助入力 クライアントＵＩ部 タッチパネル 

無電圧ａ接点出力２ポート 
（最大ＤＣ３０Ｖ／２Ａ） 

電気錠制御／自動ドア制御※２ 

無電圧接点入力２ポート 
入退室インタフェ－ス（オプション） Ｗｉｅｇａｎｄインタフェース 

温湿度条件 • 温度：５～３５℃ 
• 湿度：３５～８５％（結露なきこと） 

使用環境 

設置環境 • 屋内（直射日光があたらないこと、水が
かからないこと） 

• 適度な照度が保たれていること※３ 
• 腐食性ガス、引火性ガスがないこと 

保存環境 温湿度条件 • 温度：０～４０℃ 
• 湿度：１０～９０％（結露なきこと） 

※２ 電気錠を制御するためには、別途「電気錠制御盤」が必要。 
※３ 照度が、１００ルクス以上、２，０００ルクス以下（顔の表面からカメラに向かって測定した

場合）で、かつ安定的に保たれている場所へ設置する 
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特長 • ただ１つの顔が「Ｋｅｙ」 

本製品は、「顔」の情報をつかったバイオメトリクス認証システム。当社独自の高
性能アルゴリズムにより高い照合精度を実現。暗証番号の流出やカード紛失、貸し
借り等による不正な入室を許さない高セキュリティの入退管理を提供。顔照合シス
テムは、通行履歴を「顔画像」で確認できるため、不正入室の抑止にも高い効果が
ある。 

• 画期的なノンストップ照合 
ドアに向かって歩行中に「顔」の検出、照合を行うため、立ち止まる必要がなくＳ
ｐｅｅｄｙな入退室を提供。 

• ハンズフリー 
どこにも、触れない完全非接触型のシステム。誰でも抵抗感なく利用できる。台車
の利用や手荷物が多いエリア、手袋を着用するエリアでは、特に快適である。 

• より多くの人に・・・ 
身長１ｍ～２ｍに対応しています。車椅子の利用者から長身の方まで快適に利用し
てもらえる。また、東芝の「顔照合システム」は、バイオメトリクス情報を登録で
きないケースや、登録はできたのに照合できないケースがたいへん少ないシステ
ム。 

• 顔画像が残る通行履歴 
通行時の顔画像を記録しているため、通行履歴を顔画像付きで確認することができ
る。また、管理ＰＣの画面ではリアルタイムで通行者の顔画像を確認することも可
能。 

• 学習機能を搭載 
顔の特長の変化を更新する「学習機能」を搭載。肉付きやひげ等の変化にも安定し
た照合を提供。 

• 本製品は、当社製品（顔照合システム）や非接触カードリーダとともに、セキュリ
ティレベルやエリア特性に応じた 適な「入退管理システム」の構築が可能。ま
た、「入退管理システム」との連動によって、入退室情報や、時間帯による入室制
限等の一元管理が行える。 

その他 • 本製品は、歩きながら「顔」で本人確認できる歩行顔照合システム。 
• セキュリティを保ちながら、快適さと利便性を兼ね備えた新しい「入退管理」を実
現。 
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（４）製品Ｄ 
認証の対象 顔 

製品の種類 顔照合システム 

機器構成 • スタンドアロン型：特定のセキュリティゾーンに 
１箇所で１登録のスタンドアロン型。 

• ネットワーク型：複数フロアにまたがるオフィスや研究所等に 
- １台の本製品で登録した顔情報をネットワークに接続された他の本製品へ配信
できる。 

- 大９箇所での顔照合が可能。 
• 入退管理システム連動型：より高度なセキュリティレベルが求められる場所に 

- 本製品を非接触カードリーダ等と組み合わせることで、セキュリティレベルや
エリア特性に応じた 適な「入退管理システム」の構築を可能にする。 

- 「入退管理システム」との連動によって、入退室情報の履歴管理や時間帯によ
る入室制限等が行える。 

動作条件 記載なし 

性能 
 
型式 ＶＵ－Ｒ７１０Ⅽ 
照合方式 当社独自方式（動画像パターンマッチング方式）

照合モード ※１ ２種（１対１照合モード／１対Ｎ照合モード） 
１対１照合モード ※２ 最大６０００人 登録可能人数 
１対Ｎ照合モード 最大３００人（推奨人数） 

照合時間 ※３ 約１秒以下 
登録時間 約１０秒 
通行履歴蓄積 ※４ 最大６万件 
電源条件 ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ 
消費電流、消費電力 １Ａ以内、１００Ｗ以内 
外形寸法（幅×高さ×奥行） ※５ ２２０ｍｍ×２８０ｍｍ×１１３ｍｍ 
質量 約５ｋｇ 
画面表示 ６．５型カラー液晶 
補助入力 テンキー（０～９、確定キー、取消しキー、ファンク

ションキー３個） 
電気錠制御 ※６／自動ドア制御 無電圧接点出力１ポート 

電球消費電力 １３Ｗ 
電球色 昼白色 

標準照明 ※７ 

外形寸法（径×奥行） Φ２３５ｍｍ×１４０ｍｍ 
温湿度条件 • 温度：５～３５℃ 

• 湿度：３０～８０％（結露なきこと） 
使用環境 

使用環境 ※８ • 屋内（直射日光があたらないこと、水がかから
ないこと） 

• 適度な照度が保たれていること 
※１ １対１照合モードとは、ユーザＩＤを入力し照合するセキュリティを重視したモードであ

る。１対Ｎ照合モードとは、装置の前に立つだけで照合する利便性を重視したモードで
ある。 

※２ 標準２，０００人、オプションにて最大６，０００人まで対応できる。 
※３ １対１照合を行ったときにかかる時間。 
※４ 照合記録（照合者、照合時刻、照合結果）、扉監視記録、各種異常状態記録等が蓄積

される。「運用管理パッケージＰｌｕｓ」「運用管理パッケージ」（ともにオプション）により、パ
ソコン上での通行履歴の管理（検索・保存等）が可能になる。 

※５ 高さはヒンジ部を除いた寸法。設置は壁掛けもしくは埋め込みになる。壁へ埋め込むこ
とにより表面突出部分の奥行（Ｄ）は、９３ｍｍになる。 

※６ 電気錠については別途「電気錠制御盤」が必要。 
※７ 本製品のご利用には付属の本照明が必要。電球は当社指定のものを使用する。 
※８ 照度が２０００ルクス以下で、かつ安定的に保たれている場所へ設置。 
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特長 • 高い照合精度 

顔照合システム本製品は「顔」の情報をつかったバイオメトリクス認証システム。
当社独自の高性能アルゴリズムにより、高い照合精度を実現。カードの貸し借りや
暗証番号流出の心配の無い、ハイセキュリティの入退管理を提供。 

• 履歴に残る顔画像 
- 照合時の顔画像をカラー画像の通行履歴として記録。通行者の名前や通行時間
等と併せて確認できるので、不正が起きた場合の追跡も行える。また、カメラ
の存在により不正に対する心理的抑止効果がある。 

- 登録した顔情報、記録される顔画像履歴など個人を特定できる顔画像には特殊
な暗号化処理を施しており、個人情報の保護を図っている。 

• ハンズフリー 
どこにも触れない、完全非接触型のシステムです。誰でも抵抗感なく利用できる。
台車の利用や手荷物が多いエリア、手袋を着用するエリアでは、特に快適である。

その他 • 顔の視認性を十分に活用 
- 照合時や撮影した顔画像は通行履歴として記録し、名前や通行時間等と併せて
確認。 

- カメラの存在により不正に対する心理的抑制効果も期待できる。 
• 学習機能を搭載 
顔の特長の変化を更新する「学習機能」を搭載。肉付きやひげ等の変化にも安定し
た照合を提供。 
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Ａ．３ 虹彩 

Ａ．３．１ システム 

（１）製品Ａ 
認証の対象 虹彩 

製品の種類 システム（虹彩認証による多目的セキュリティ機器） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 
 

撮影時間 １秒以下（認証条件により異なる） 

認識時間 １秒以下（認証条件により異なる） 

他人受入率 ０．００００８３％以下（取得画像品質による） 

認証範囲 • カメラからの距離：３０～６０㎝ 
• 利用者の身長：１３４～１８９㎝ 
• （推奨高さ１４０ｃｍに設置した場合） 

外形寸法 ３２８（Ｗ）×１９７（Ｈ）×８４（Ｄ）ｍｍ 

質量 ５ｋｇ以下 

電源 ＡＣ１００Ｖ～２４０Ｖ、５０／６０Ｈｚ 

環境条件 • 温度：０～４０℃ 
• 湿度：３０～８０％ 
• 屋内設置 

外部インタフェース • ＬＡＮ（１００Ｂａｓｅ—Ｔｘ） 
• ＴＣＰ／ＩＰ 

管理パソコン推奨仕様 • ＣＰＵ：Ｃｅｌｅｒｏｎ ２ＧＨｚ相当以上 
• メモリ：５１２ＭＢ以上 
• ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ、 Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００ 

  
特長 • 優れた操作性 

- 装置側で利用者の目の位置を自動的に検出し撮影する全自動撮影機能を実現し
ており、利用者は装置の前で立ち止まって照合装置（青いライト）を見つめる
だけ。手でカメラの向きを変えたり装置に触れたりする必要がないのはもちろ
んのこと、装置に向かってかがみこむなど利用者が姿勢を変える動作も一切不
要。 

- メガネやコンタクトを装着したまま、また、両手に荷物を持ったままでも照合
が可能。 

• 高速認証 
- 高速ＣＰＵの採用に加え、両目同時撮影により１回の撮影の本人拒否率を低
減。平均的な認証時間を５０％以上短縮（沖電気工業の従来商品比）した。 

• 音声ガイダンス 
- 利用者を認証範囲に誘導するために、音声ガイダンス機能を搭載。利用者の前
後誘導などにより、スムーズな利用ができるようになる。 

- 多国語対応済みで、システム毎の音声のカスタマイズも可能。 
• 優れた互換性と汎用性 

- アプリケーション・インタフェースは、ＢｉｏＡＰＩ ｖ１．１に準拠。複数
のバイオメトリクスを組み合わせたマルチバイオメトリクス認証システムを容
易に構築できる。また、シンプル＆コンパクトなデザインのため、さまざまな
機器への組み込みが可能。 

その他 • 主な用途 
- 入退室管理用として研究室・コンピュータルーム 薬品・危険物等の保管室 
金庫室 役員室・重役室 

- 空港セキュリティ用として 
出入国審査 セキュリティチェック 

- 各種ＫＩＯＳＫ用として 
自治体 商業施設等 

- その他の用途として 
出退勤管理 契約者確認 貸金庫、ロッカー 
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（２）製品Ｂ 
認証の対象 虹彩 

製品の種類 システム（入退室管理） 

機器構成 • スタンドアローンモード 
- 本製品（認証用／登録用兼用） 
- ドア制御装置 
- 電気錠 

• ネットワークモード 
- 本製品（認証用） 
- 本製品（登録用） 
- ドア制御装置 
- 電気錠 
- 虹彩ユーザデータベース 
- 当社指定の管理ソフトウェア 
- 当社指定のユーザライセンス 

動作条件 記載なし 

性能 • 認証時間：約０．３秒（目画像撮影後、認証結果出力まで）、約５秒（上位認証
時、目画像撮影後、認証結果出力まで） 
目画像撮影範囲：約３０ｃｍ～４０ｃｍ（ミラーと目の距離） 

• 大登録人数： 
- スタンドアローンモード： 大５０人 
- ネットワークモード： 大５，０００人 
- 虹彩管理サーバ： 大１万人 

• 音声ガイド：１４か国語対応（英語、日本語、ドイツ語、フランス語、スペイン
語、イタリア語、ロシア語、中国語、韓国語、ポルトガル語、トルコ語、アラビア
語、オランダ語、スウェーデン語） 

• ミュート（音なし）、シンプル（認証結果）、フル（音声による誘導、認証結果）選
択可能 

• 誘導表示：距離表示ランプ 
• 動作状態表示：点滅、点灯、消灯選択可能 
• オプションカメラ：画角水平１１５°、垂直８５°固定 
• セキュリティ機能：改ざん検出機能、虹彩データ暗号化 
• 時刻同期機能：外部時計との時刻同期 
• 他人受入率は１２０万分の１以下。 

特長 • １２０万分の１以下の高精度。（出典「RECOGNIZING PERSONS BY THEIR IRIS 
PATTERNS」by John Daugman. University of Cambridge.） 
虹彩認証の他人受入率は約１２０万分の１以下。バイオメトリクス認証の中でも特
に高精度。セキュアな環境づくりには虹彩カメラが必要。 

• 軽快に使える約０．３秒（虹彩撮影からデータ照合、認証まで）の高速認証。 
独自の高速キャプチャエンジンにより認証速度が向上。従来（当社既存製品）の約
３倍の高速化を実現。 

• よりリーズナブルに。手軽さが新しい。 
必要機能をコンパクトに集約し、フォルムも価格もスリムに。手軽に導入できる。

• 快適な非接触方式。 
ミラーを見るだけで、虹彩カメラが虹彩データを取得、照合する。端末に触れる必
要がないので気持ちよく利用できる。 

• 前面パネル向きを上下に変更可能。 
目位置調節ハンドルで角度を調整して、スムーズに虹彩を撮影できる。 

• 高速シリアルインタフェースを装備。 
ＵＳＢメモリを接続して認証履歴をコピー、持ち運びができる。 

• カメラ本体に５０人分のライセンスを内蔵。 
スタンドアローンモード時、虹彩データを 大５０人分登録できる。ネットワーク
モード時、虹彩データベースと別売管理ソフトウェアを利用することにより 大１
万人の虹彩データを登録、管理できる（この場合、本体内の虹彩カメラ内蔵の５０
人ユーザライセンスは使用できなくなる）。 

• 改ざん検出機能付き。 
前面カバーを開けたり本機を壁から取り外したりすると、ブザーが鳴る。そのまま
一定時間経過すると本機内の虹彩データが消去され、データ漏えい、改ざんを防止
する。 
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特長 
（続き） 

• アクセスログを５万件記録可能。 
所定の管理ソフトウェアは 大５万件のアクセスログを記録できる。 

- アクセスログ項目：ユーザ名・ユーザＩＤ・カードＩＤ 
- 認証ＮＧ時アクセスログ項目：虹彩コード・カードＩＤ不一致・偽目

検知・タイムアウト等 
• 時間検索でアクセスログを効率よくチェック。 
カメラ本体が撮影時刻を記憶しているので、時刻指定により、アクセスログを検索
できる。 

その他 記載なし 
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Ａ．４ 静脈 

Ａ．４．１ ソフトウェア 

（１）製品Ｆ 
認証の対象 手のひら静脈 

製品の種類 ソフトウェア（ソフトウェア開発キット） 

機器構成 記載なし 

動作条件 適用パソコン 

ＣＰＵ Ｃｅｌｅｒｏｎ ６００ＭＨｚ以上 
（Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａの場合、１．０ＧＨｚ以上推奨） 

メモリ ２５６ＭＢ以上（Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａの場合、１ＧＢ以上推奨） 

ハードディスク • 認証ライブラリＶ２４の場合 ： １１８ＭＢ以上 
• 認証ライブラリＶ２１、Ｖ１２の場合 ： ９５ＭＢ以上 

対応ＯＳ 

Ｗｉｎｄｏｗｓ 
（クライアント側） 

• Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（ＳＰ４以降） 
• Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（ＳＰ２以降） 
• Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ Ｈｏｍｅ（ＳＰ２以降） 
• Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ（３２ｂｉｔ版） （注）Ｓｔａｒｔｅｒ Ｅｄｉｔｉｏｎを除く 

Ｗｉｎｄｏｗｓ 
（サーバ側） 

Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ２００３（ＳＰ１以降）（サーバへのセンサ接続
は未サポート） 

Ｌｉｎｕｘ 
（クライアント／
サーバ側共通） 

Ｒｅｄ Ｈａｔ Ｌｉｎｕｘ Ｖ３ および Ｖ４ 

開発言語 

開発言語 Ｃ／Ｃ＋＋（推奨）、Ｊａｖａ、ＶＢ 

製品構成 

製品構成 • 本製品 
• スタンダードホルダー 
• 折り畳みガイド 
• ＵＳＢケーブル（１ｍ） 
• ＳＤＫ ＣＤ 
• 使用許諾契約 

  
性能 記載なし 

特長 • 本製品のセンサを利用したソリューションやプロダクトを開発して頂くためのＳＤ
Ｋ（ソフトウェア開発キット）を提供します。 

• 効率的な開発をサポート 
• ＳＤＫには開発に必要なハードウェア、ソフトウェア、各種ドキュメントの一式が
入っています。 

• また、開発時のＱ＆Ａは専用Ｗｅｂサイトを利用するため、タイムリーに行えま
す。 

• 皆様のアイデアを生かした製品開発を 
• 皆様のアイデアで「手のひら静脈認証」を用いたさまざまな製品を開発して頂けま
す。既存のアプリケーションへの「手のひら静脈認証」技術の組み込みも可能で
す。 

その他 記載なし 
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Ａ．４．２ システム 

（１）製品Ａ 
認証の対象 指静脈 

製品の種類 システム（指静脈認証装置） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 
 

インタフェース ＲＳ－２３２ＣまたはＵＳＢ 
対応ＯＳ ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ４．０／２０００／ＸＰ 
外形寸法 
（幅×高さ×奥行） 

• ＩＣカードＲＷ無  ７５ｍｍ×４８ｍｍ×１５７ｍｍ 
• ＩＣカードＲＷ一体型  １００ｍｍ×１２１ｍｍ×１９４ｍｍ

使用電源 ＡＣアダプタ１００ＶまたはＤＣ１２Ｖ 
ＩＣカードＲＷ部 • 接触型（ＥＭＶ準拠） 

• ＳＡＭスロット有り 
  

特長 • 指をかざすだけの簡便な操作インタフェース。 
• 指の静脈は、光を透過させて初めて観測でき、外部に痕跡も残らないため、盗用の
リスクが小さい。 

• 小型・薄型のため、窓口端末や自動機等、限られたスペースへの設置が可能。 

• 透過光方式の採用により、高いコントラストでの照合が可能であり精度向上を実
現。 

• 指静脈認証は小容量の認証データであり、認証処理の高速化を実現。 
• 認証装置内で認証処理を行い、認証後には静脈画像や特徴データを装置内に残さな
い。 

＜ＩＣカード登録型ローカル認証方式＞ 
• 概要 

- 指静脈のバイオメトリクス情報はＩＣカードの耐タンパーメモリエリアに登
録・管理。 

- ＩＣカードから読み出した指静脈情報と認証装置から抽出された指静脈情報を
マッチング。 

• 特長 
- 金融機関殿の個人情報の管理負担が低減。 
- 指静脈情報をＩＣカードへ登録することにより、高セキュリティを実現。 
- 認証処理は装置内で完結するため、他システムへの影響小。 

その他 

＜センタサーバ登録方式＞ 
• 概要 

- 指静脈のバイオメトリクス情報はセンタ側サーバに登録・管理。 
- サーバに格納されたバイオメトリクス情報と認証装置から抽出されたバイオメ
トリクス情報とをマッチング。 

• 特長 
- ＩＣキャッシュカードを発行していなくても対応可能。 
- サーバやネットワークでのバイオメトリクス情報漏洩防止等のセキュリティ対
策が必要。 
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（２）製品Ｂ 
認証の対象 指静脈 

製品の種類 システム（指静脈認証装置） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 
 

インタフェース ＲＳ－２３２ＣまたはＵＳＢ 
対応ＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００／ＸＰ 
外形寸法 
（幅×高さ×奥行） 

７５ｍｍ×４９ｍｍ×１５８ｍｍ 

使用電源 ＤＣ１２Ｖ（ＡＣアダプタ使用可能） 
  

特長 • 指をかざすだけの簡便な操作インタフェース。 
• 体内の静脈パターンにより認証を行うため、指紋認証に比べて高セキュリティ。 
• 小型・薄型のため、窓口端末や自動機等、限られたスペースへの設置が可能。 
• 犯罪や不正なハッキング等を防ぐため、分解検出機能を搭載。 

• 多ユーザによる使用用途に対応するため、 大１０００ユーザ分の登録データから
の検索照合が可能。 

• 指静脈データは装置外部の他、装置内にも保存が可能。 
• 生成される指静脈データは小容量のため、装置内外への高速なデータ転送、ＩＣカ
ードの他さまざまなメディアに記録が可能。 

• 犯罪や不正なハッキング等を防ぐため、分解検出機能を搭載。 

＜ＩＣカード登録型ローカル認証方式＞ 
• 概要 

- 指静脈のバイオメトリクス情報はＩＣカードの耐タンパーメモリエリアに登
録・管理。 

- ＩＣカードから読み出した指静脈情報と認証装置から抽出された指静脈情報を
マッチング。 

• 特長 
- 金融機関殿の個人情報の管理負担が低減。 
- 指静脈情報をＩＣカードへ登録することにより、高セキュリティを実現。 
- 認証処理は装置内で完結するため、他システムへの影響小。 

その他 

＜センタサーバ登録方式＞ 
• 概要 

- 指静脈のバイオメトリクス情報はセンタ側サーバに登録・管理。 
- サーバに格納されたバイオメトリクス情報と認証装置から抽出されたバイオメ
トリクス情報とをマッチング。 

• 特長 
- ＩＣキャッシュカードを発行していなくても対応可能。 
- サーバやネットワークでのバイオメトリクス情報漏洩防止等のセキュリティ対
策が必要。 
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（３）製品Ｃ 
認証の対象 指静脈 

製品の種類 システム（指静脈認証装置） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 
 
インタフェース ＲＳ－２３２ＣまたはＵＳＢ 
対応ＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００／ＸＰ，Ｌｉｎｕｘ 
外形寸法 
（幅×高さ×奥行） 

• ＲＳ－２３２Ｃモデル  ７５ｍｍ×４７ｍｍ×９４ｍｍ 
• ＵＳＢモデル  ６９ｍｍ×４９ｍｍ×８５ｍｍ 

使用電源 • ＤＣ１２Ｖ（ＲＳ－２３２Ｃモデル、ＡＣアダプタ使用可能） 
• バスパワー駆動（ＵＳＢモデル） 

  
特長 • 指をかざすだけの簡便な操作インタフェース。 

• 体内の静脈パターンにより認証を行うため、指紋認証に比べて高セキュリティ。 
• 小型・薄型のため、窓口端末や自動機等、限られたスペースへの設置が可能。 
• 犯罪や不正なハッキング等を防ぐため、分解検出機能を搭載。 

• 多ユーザによる使用用途に対応するため、 大１０００ユーザ分の登録データから
の検索照合が可能。 

• 小型省スペース、バスパワー駆動のため、様々な機器への組み込みが可能。 
• 生成される指静脈データは小容量のため、装置内外への高速なデータ転送、ＩＣカ
ードの他さまざまなメディアに記録が可能。 

• 対応ＯＳはＷｉｎｄｏｗｓの他、Ｌｉｎｕｘにも対応予定。 
• 認証処理は装置内の他、ＩＣカード上での認証にも対応予定。 
• 犯罪や不正なハッキング等を防ぐため、分解検出機能を搭載。 

＜ＩＣカード登録型ローカル認証方式＞ 
• 概要 

- 指静脈のバイオメトリクス情報はＩＣカードの耐タンパーメモリエリアに登
録・管理。 

- ＩＣカードから読み出した指静脈情報と認証装置から抽出された指静脈情報を
マッチング。 

• 特長 
- 金融機関殿の個人情報の管理負担が低減。 
- 指静脈情報をＩＣカードへ登録することにより、高セキュリティを実現。 
- 認証処理は装置内で完結するため、他システムへの影響小。 

その他 

＜センタサーバ登録方式＞ 
• 概要 

- 指静脈のバイオメトリクス情報はセンタ側サーバに登録・管理。 
- サーバに格納されたバイオメトリクス情報と認証装置から抽出されたバイオメ
トリクス情報とをマッチング。 

• 特長 
- ＩＣキャッシュカードを発行していなくても対応可能。 
- サーバやネットワークでのバイオメトリクス情報漏洩防止等のセキュリティ対
策が必要。 



 102

（４）製品Ｄ 
認証の対象 指静脈 

製品の種類 システム（鍵管理装置） 

機器構成 記載なし 

動作条件 記載なし 

性能 鍵管理装置仕様 

 ２０ホルダタイプ ３０ホルダタイプ 
鍵ホルダ数 ２０個 ３０個（増設ＢＯＸ接続時６０個） 
登録指数 最大１，０００指（登録利用者数は最大１，０００人） 
認証方式 利用者毎に以下４方式の中から選択。 

• 指静脈認証 
• ＩＤ＋指静脈認証 
• ＩＤ＋パスワード認証 
• ＩＤ＋指静脈認証＋パスワード認証 
また、ホルダ毎に、２名による二重認証を設定することも可能。 

鍵の貸出 本人認証後、利用者が許可された鍵の貸出、及び貸出履歴を記録。

鍵の返却 本人認証後、鍵の返却、及び返却履歴を記録。 
履歴情報照会 鍵の貸出、返却履歴を表示。 
情報設定 利用者情報や、鍵ホルダの運用情報、アラーム設定等の各種情報を

設定。 

主
な
機
能 

状態表示 鍵ホルダの貸出状況やネットワーク状態等の各種状態を表示。 
操作履歴 • 鍵の貸出 

• 返却操作履歴データ（１０万件以上保有可能） 
保
有
情
報 

保守情報 保守用ログデータ 

ガイダンス表示部 半角２０文字×４行 ＬＣＤ 
上位Ｉ／Ｆ ＬＡＮ（１０ＢＡＳＥ－Ｔ） 
外形寸法 
（突起部を除く） 
（幅×高さ×奥行） 

• 本体 
４０５ｍｍ×３２３ｍｍ×１６７ｍｍ

• 本体 
４３５ｍｍ×３４５ｍｍ×１６８ｍｍ

• 増設 
３３１ｍｍ×３４５ｍｍ×１６８ｍｍ

重量 • 本体 
約１０ｋｇ 

• 本体 
約１０ｋｇ 

• 増設 
約８ｋｇ 

電源 ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ 
設置方法 壁掛け、または机上設置 

管理ツール仕様 

前提ハードウェア ＰＣ／ＡＴ互換機 Ｉｎｔｅｌ Ｐｅｎｔｉｕｍ Ⅲ ８６６ＭＨｚ以上推
奨 

対応ＯＳ • Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（ＳＰ４） 
• Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（ＳＰ２） 

メモリ ２５６ＭＢ以上（５１２ＭＢ以上推奨） 
ＨＤＤ ８ＭＢ以上の空き領域があること（履歴、ログ情報の保存に

は更に必要）。 

動作環境 

その他 • ＣＤ－ＲＯＭドライブ 
• 本体接続用ＬＡＮ（１０ＢＡＳＥ－Ｔ）装備 

情報設定 利用者情報や、鍵ホルダの運用情報、アラーム設定等の
各種情報を設定。 

履歴情報照会 鍵の貸出、返却履歴を表示。 
情報表示 鍵管理装置に設定された鍵ホルダの運用情報や、利用者

情報等を表示。 

主な機能 

状態表示 鍵の貸出状況や鍵管理装置本体の状態を表示。 
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特長 • 簡単操作で高度な鍵の管理を実現 

ガイダンス表示に従って簡単な操作を行うだけで、鍵の貸出、返却が行える。 
• 鍵の貸出、返却操作履歴を記録するため、台帳記入等の煩雑な作業も不要になる。
• 多くの金融機関で採用された指静脈認証装置の技術を応用 
指静脈認証により簡単操作で、かつ利用者の真正性が確保できる。 

• 指をかざすだけで、本人認証が行える。 
• 利用者用カードも不用で、なりすましも困難。 
• スタンドアロン構成のため、導入も容易 
一般家庭用電源があれば、設置が可能。 

• 設定も簡単なため、導入したその日から運用が可能。 
• ２０ホルダタイプ、３０ホルダタイプ、増設ＢＯＸの接続による６０ホルダタイプ
の３種類の製品ラインナップにより、管理する鍵の個数に柔軟に対応できる。 

• パソコン接続構成も可能 
お手持ちのパソコンに管理ツールをインストールすることで、鍵管理装置とＬＡＮ
経由で接続でき、ＧＵＩを使った装置情報設定、操作履歴データの照会等が可能。
また、１台のパソコンで 大３２台までの鍵管理装置と接続することが可能なた
め、本部等からの遠隔管理も実現可能。 

その他 • 簡単操作で高度な鍵の管理を実現。 
• 多くの金融機関で採用された指静脈認証装置の技術を応用。 
• スタンドアロン構成のため、導入も容易。また、パソコンに管理ツールをインスト
ールすれば、ネットワーク経由での遠隔管理も可能。 
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（５）製品Ｅ 
認証の対象 手のひら静脈 

製品の種類 システム（非接触型手のひら静脈認証装置） 

機器構成 静脈センサ＋認証エンジン（ソフトウェア） 

動作条件 適用パソコン 

メモリ ２５６ＭＢ以上（Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａの場合、１ＧＢ以上推奨） 

ハードディスク • 認証ライブラリＶ２４の場合：１１８ＭＢ以上 
• 認証ライブラリＶ２１、Ｖ１２の場合：９５ＭＢ以上 

対応ＯＳ 

Ｗｉｎｄｏｗｓ 
（クライアント側） 

• Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（ＳＰ４以降） 
• Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（ＳＰ２以降） 
• Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ Ｈｏｍｅ（ＳＰ２以降） 
• Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ（３２ｂｉｔ版） （Ｓｔａｒｔｅｒ Ｅｄｉｔｉｏｎを除く。） 

Ｗｉｎｄｏｗｓ 
（サーバ側） 

Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ２００３（ＳＰ１以降） 
（サーバへのセンサ接続は未サポート） 

Ｌｉｎｕｘ 
（クライアント／ 
サーバ側共通） 

Ｒｅｄ Ｈａｔ Ｌｉｎｕｘ Ｖ３ および Ｖ４ 

  
性能 

 
外形寸法 ３５ｍｍ（Ｗ）×３５ｍｍ（Ｄ）×２７ｍｍ（Ｈ） 

重量 ５０ｇ以下 

電源電圧 ４．４～５．４Ｖ（ＵＳＢインタフェースから供給） 

消費電力 ２．５Ｗ以下 

ホストインタフェ
ース 

ＵＳＢ２．０（Ｈｉ ｓｐｅｅｄ）またはＵＳＢ１．１（Ｆｕｌｌ ｓｐｅｅｄ） 
※ＵＳＢ１．１の場合、パソコンのＵＳＢコントローラがＵＨＣＩ方式の場合

のみ動作可能。ＯＨＣＩ方式では動作しない。 

インタフェース 
コネクタ 

ＵＳＢ ｍｉｎｉ－Ｂ（５ピン） 

インタフェース 
ケーブル 

最大ケーブル長：４ｍ 
※ 組込みの場合に利用可能なＵＳＢケーブルの 大長である。 
 センサセット品添付のＵＳＢケーブルの長さではない。 

温度 ０～６０℃ 

湿度 １０～９０％ＲＨ （結露なきこと） 

照明環境 
（認証時） 

自然光（太陽光）：３，０００ルクス以下（直射日光があたらないこと） 
蛍光灯：３，０００ルクス以下 
ハロゲン／白熱灯：７００ルクス以下（光がセンサ面を直射しないこと） 
※認証ライブラリＶ２４及び同時公開のセンサドライバ、センサ
ファームを適用した場合。 

照明環境 
（登録時） 

自然光（太陽光）：２，０００ルクス以下（直射日光があたらないこと） 
蛍光灯：２，０００ルクス以下 
ハロゲン／白熱灯：５００ルクス以下（光がセンサ面を直射しないこと） 
※認証ライブラリＶ２４及び同時公開のセンサドライバ、センサ
ファームを適用した場合。 

認証率 本人拒否率０．０１％（リトライ１回含む）の時、他人受入率０．００００８％
以下 
※（ＩＮＳＴＡＣ（情報技術標準化センター）の策定するＪＩＳ／ＴＲＸ００７９

血管パターン認証システムの精度評価方法に準拠） 

認証時間 １：１認証時 約０．８秒（Ｐｅｎｔｉｕｍ４ ３ＧＨｚ） 

製品構成 本製品 
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特長 • 小型化の実現 

当社の従来機７０ｍｍ×７０ｍｍ×２７ｍｍに対して、３５ｍｍ×３５ｍｍ×２７ｍｍを実現
し、体積比４分の１を実現。これにより装置の組み込みがより容易になった。 

• 高速認証の実現 
当社の従来機に対して半分以下の認証時間を実現（１：１認証時）。 

• 動作環境条件の拡大 
当社の従来機の設置環境の高温上限５０℃を６０℃まで引き上げたことで、屋外設
置にもより柔軟に対応する。 

• コストパフォーマンスの向上を実現 
上記の各種性能向上の一方、当社の従来機に比べて半額以下の販売価格を実現した
ことで、コストパフォーマンスを向上させた。 

• パソコンとの親和性 
ノートパソコンではＵＳＢコネクターへのダイレクト接続も可能。またデスクトッ
プパソコンではキーボードへの内蔵が可能。 

• グローバルな開発支援環境の拡充 
開発者向けに、サンプルアプリケーション、認証率評価ツール等を同梱したＳＤＫ
を提供。これは、英語、日本語に対応しており、グローバルに利用可能です。また
専用のＷｅｂサイトを通じて、技術情報の提供、関連ソフトウェアのレベルアップ
サービス、さらには個別のＱ＆Ａサポートをスピーディに行う。 

• 地球環境に配慮した植物性プラスチックの採用 
装置の一部にとうもろこしのデンプンから作られるポリ乳酸を用いた植物性プラス
チックを採用。化石資源として枯渇が危惧される石油原料の使用量並びにライフサ
イクル全体でのＣＯ２排出量を削減し、環境負荷の低減に貢献。 

• 体内情報であるため偽造が困難 
「手のひら静脈」は体内情報であり、偽造が困難。また指や手の甲に比べ、複雑か
つ安定しており、本人拒否率０．０１％ 他人受入率０．００００８％以下という
高い認証精度と合わせて、高信頼のセキュリティを実現。 

• 適用率が高く、登録不可能な人がほとんどいない 
指紋では表面の磨耗や乾燥等により、登録・照合ができないことがあるが、「非接
触型手のひら静脈認証装置」では、体表の影響はほとんど受けない。 

• 非接触であるため、利用者の抵抗感が少ない 
衛生的であるとともに、自然な操作性を実現。これにより心理的な抵抗感が少ない
ものとなっている。 

その他 • 米国、欧州、豪州、アジアの現地法人にて販売。 
• 日本では２００４年７月の販売開始以来約１万台を超える販売実績がある（金融機
関６，０００台、パソコンログイン１，０００台、入退室３００台、組込部品３，
３００台）。既に貸金庫や図書館システム等にも適用されるなど、その活用シーン
はますます拡がっており、今後は複写機や電子カルテ等さまざまな製品・システム
への応用も容易になる。 

 



 106

付録Ｂ 聞き取り調査結果 

Ｂ．１ 指紋 

Ｂ．１．１ Ａ社 

（１）調査製品名 

製品の種類 センサ、ソフトウェア、認証用デバイス、システム 

（２）開発及び製造の状況 

情報採集方式  

情報蓄積方式  

情報照合方式 • デバイスにある情報との照合であり、１対１がメインである。１対Ｎの照
合もある。１対１も１対Ｎも特徴点の比較は同じである。 

• １対Ｎの場合、データベース上で形状を分類しておく等、処理時間短縮等
を目的とした処理のアルゴリズムに違いがある。 

• １対１の照合のアルゴリズムは、オープンになりつつある。但し、特徴点
の重み付けには自由度があり、何を格納するかも決定していない。 

• マッチングスコアの出し方も標準化されていない。 

性能 • 当社製品は、パソコンに１００万指のデータが格納できる。 
テンプレートは、２５６Ｂ以下。 

利点／欠点 • 価格：光学式センサ＞半導体センサ 

• 面積：光学式センサ＞半導体センサ 

• 解像度：光学式センサ≧半導体センサ 

ＡＰＩ仕様の開示／
非開示とその理由 

契約によってＯＰＥＮ（ＯＥＭも可能）。 

ＡＰ開発方式／方法 • 基準データとして、３０万指のデータがある（２０年間の蓄積データ）。 

• 入退室管理装置では、４００～５００人のデータで評価した。 

• 担当立会いで採取し、評価する。 

（３）導入実績及び拡販戦略 

売り先分野 • 政府関係の顧客はない。病院等の民間が主である。 

• カルテを見る医者の確認に用いられる。デバイス内にデータを格納し、照
合もデバイス内で行う。 

販売形態  

販売単位  

海外販売 • 当社製品はアラブ、アフリカやロシアに展開している。また、別の製品
は、シンガポールの空港に展開している。 

拡販普及のポイント 海外展開している製品は、海外企業と提携して事業を推進しているので、売
込みができている。 

（４）知的財産権の保有及び提供の状況 

保有ライセンス 指紋の認証方式、センサの方式、ＵＳＢへのデータ記録方式。 

他社への供与 ４社 

他社からの供与 なし 
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（５）標準化との関係 

国際標準との関連 インタフェースの仕様は、２、３年前までは、遵守している標準はなかった
が、平成１５年から国際標準（ＩＣカードに準じて）を遵守するようになっ
た。但し、すべての製品が国際標準に遵守しているという訳でもない。 

デファクト標準との
関連 

 

他の準拠規格  

標準化の必要性 国際規格、ＡＮＳＩ規格に適合していることが証明できないと、国外では受
け入れられない。 

（６）互換性及び相互運用性に関する見解 

他社製品との組合せ
の有無 

 

相互運用性確保の必
要性 

• 一般に、解像度は、２５６階調、５００ｄｐｉ以上（半導体センサは光学
センサより低い）が欲しい。 

• センサの面積によって取れるデータ範囲が異なる。送信方法も異なる。 

• 互換性を得るためには、分解能を同じ大きさにしなければならない。 

• 米国、英国、韓国、ドイツは、ボランティアで標準化を行っていない。英
国では、イギリス規格協会（Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ：ＢＳＩ）が
裏で予算を付けている等、産業育成の国策の１つである。１メーカでの標
準化対応は難しい。 

（７）その他の意見・要望等 

第三者の認証機関が御墨付きを付けないと、公正なものとはならない。 
韓国では、政府機関（韓国情報保護振興院；ＫＩＳＡ）が購入仕様を管理している。 
その他、認証機関の下部組織として次の研究開発機関が存在する。 
• 米国（国立標準技術研究所；ＮＩＳＴ） 
• 欧州（欧州通信規格協会；ＥＴＳＩ） 
• 韓国（韓国情報保護振興院；ＫＩＳＡ） 
• ロシア（ロシア研究センタ；ＲＲＣ）等 
バイオメトリクス技術は、認知技術である。例えば、ロボットに個々に人を識別、認知させる

等。基礎研究をもっとやる必要があり、産学共同も必要である。 
アジア圏は、国際協力（ヒト、カネ）で、情報化の基盤を作って欲しいと考えている。 
バイオメトリクス研究を行っている機関には、海外の代表機関と対等な活動をアピールできるよ

うに権威を持つようになってもらいたい。そのためには、人、もの、金が足らないようである。 
スペイン、シンガポール、米国では、政府職員用にオンカードマッチングを進めている。 
指紋センサは、接触型であることが問題である。歪み等によってセンサの精度に限界がある。１

対Ｎで、１００万人を対象とした場合、１，０００～４，０００人が疑わしいとなる。 
非接触型のセンサであって、光学系センサにあっては、カメラの性能が上げられるかが、センサ

精度向上の鍵となる。 
セキュリティと組み合わせることができるようになり、バイオメトリクスの市場は少し広がりが

出たと思う。 
今後、民間のバイオメトリクス市場が拡大するかを考えると、センサの精度をいかに向上させる

かという問題に行き着くと思う。 
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Ｂ．１．２ B 社 

（１）調査製品名 

調査製品名 センサ部品 （某社の指紋センサ（複数種類あり）） 

（２）開発及び製造の状況 

情報採集方式 • 電界強度式（微弱電流を流して生じた電界をアンテナアレイでキャッチす
る方式） 

• 採取データの転送方式として、パラレル（メモリバスによる）、シリアル
（ＳＰＩ方式。プロトコルは標準化されている）、ＵＳＢをサポートして
いる。 

• イメージデータは暗号化している。 

情報蓄積方式 １指分データが、約１０ＫＢ。 

情報照合方式 • 認証アルゴリズムは、某社製。 

• １対Ｎ方式。論理的には、Ｎ＝無制限。利用者に配慮し、１秒以内に照合
結果を出すため、ＭＡＸ≦４０前後としている。 

• ４０指以上の登録･照合も可能であるが、照合前にＩＤを入力し、対象を
限定する、１対１の識別方式を採用するのが基本である。 

性能 • アルゴリズム上は、 小の他人認証率１０万分の１という理論値が算出さ
れているが、通常は１万分の１程度の設定で動作させるのが通常であり、
５００人×１０指で実施した実験で、ほぼ理論値に近い値が結果として出
ている。 

• 指紋の画像イメージを表示しない。指紋データの取得時に画像を表示する
ことは可能だが、テンプレート化してＤＢに格納した後は指紋画像を再生
できない。 

• 画像の取得技術と、その画像を高い精度で照合する技術がポイントとな
る。 

利点／欠点 • 利点 

- 真皮を使うので、指の表面に多少の傷や汚れがあっても読み取ること
ができる（表皮の偽造等に強い）。 
但し、指の表面に水が乗った状態では読み取れない。湿っている程度
は問題ない。 

- 本人であることを確認する（同一の指紋データを読み取る）度に、追
加情報（異なる角度、深い傷等）を蓄積することが可能である。 
加齢による変化、対応者のくせにも対応している。 

- エラー率の調整ができる。 

- 指を置いて指紋データを採取するタイプではなく、スライド式のセン
サなので、指を置くときの力の加減で生じるゆがみが問題になること
は少ないとみられる。 

• 欠点 

- 精度を求めるためにデータが重く（１データあたり１０ＫＢ前後）、テ
ンプレート保管用メモリのサイズが問題になることがある。 

ＡＰＩ仕様の開示／
非開示とその理由 

ＡＰＩは公開。 

ＡＰ開発方式/方法  
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（３）導入実績及び拡販戦略 

売り先分野 携帯電話、パソコン周辺機器（USB メモリなど） 

販売形態  

販売単位 デバイス単体、ソリューション（入力から出力までを一体にしたもの） 

海外販売 入国審査の場合の指紋認証用として、一部の空港の入退室制御用に、某社製
のセンサが採用されている。 

拡販普及のポイント • 半導体メーカでは、センサとアルゴリズムを一体化し、イメージデータを
外に出さない。（セキュリティ目的） 

• パスポートや運転免許証等が携帯電話に入るようになれば、セキュリティ
として指紋認証が必要になるかもしれない。指紋は、顔画像や音声認証よ
り手軽である。 

（４）知的財産権の保有及び提供の状況 

保有ライセンス 認証アルゴリズム 

他社への供与 なし 

他社からの供与 なし 

（５）標準化との関係 

国際標準との関連  

デファクト標準との
関連 

• 標準化されたデータ転送方式を利用。 

• シリアルの場合のＳＰＩ方式。パソコン（Ｗｉｎｄｏｗｓ）利用時の場合
のＵＳＢ。 

他の準拠規格  

標準化の必要性  

（６）互換性及び相互運用性に関する見解 

他社製品との組合せ
の有無 

• ユニット交換による互換性は難しい。 

• センサの特性を考慮してソフトウェアを組んでいるので、比較・照合の方
式が異なれば、互換性はない。 

• 某社製のセンサ毎に、センサの特性が異なるので、ソフトウェアもセンサ
毎の対応となっている。 
センサ制御方法や認証用ソフトウェアが異なるため、他社のセンサを物理
的に接続できても意味がない。 

相互運用性確保の必
要性 

• ＤＢへの蓄積方法がポイントだと考えられる。 
センサから取得したデータはすぐに暗号化しＤＢへ蓄積することが多い。

• ソフトウェア的に、登録と比較・照合は密接な関連がある。 

• 某社では、セキュリティ目的により登録・照合ソフトウェアのソースコー
ドを公開していない。 

（７）その他の意見・要望等 

ビジネスの観点から、ある程度の「バリア」(技術障壁)が存在する。 

互換性等が確保されていない状態であるため、他のメーカへの乗り換えが容易でなく、結果とし
てユーザの囲い込みがなされている場合がある。 

指紋認証技術の現状は、各社各様の独自技術の競い合いの状態であり、技術的にも完全に確立さ
れたものではない。 

適用製品の性格により製品の目標（≒認証の精度）もばらばらで、それを実現する手段・方法も
多種多様である。何を標準化するかを決めるのは難しい。 

※ソフトウェアアルゴリズムだけを販売している会社もある。 
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Ｂ．１．３ Ｃ社 

（１）調査製品名 

製品の種類 認証用デバイス、システム 

（２）開発及び製造の状況 

情報採集方式 • 指透過率変化検出方式：指内部に存在する指紋と同じ紋様情報を検出でき
るため、従来、接触型センサが苦手としてきた指からも指紋を読み取るこ
とができる。 

• 非接触型。 

情報蓄積方式  

情報照合方式 • １対Ｎ照合（Ｎ≦４００） 

• １対Ｎ照合を行う際の検索方法に独自のアルゴリズムを採用しており、高
速な検索照合が可能。 

性能 • 認証の精度が高い。 

• 三菱電機は昔から精度の高さを追求してきた。 

利点／欠点 • 利点 

- 高い認証精度 

- 高い対応率 

• 指透過式を採用し、認証できない（機器が指紋を読み取れない）確率を
１％以下に抑えている。 

ＡＰＩ仕様の開示／
非開示とその理由 

 

ＡＰ開発方式／方法  

（３）導入実績及び拡販戦略 

売り先分野 • 民間企業のオフィスビル、病院、官公庁等。 

• 特にセキュリティの高い領域、または鍵を使って入退室するのが困難な状
況が発生しやすい場所。 

販売形態  

販売単位  

海外販売 なし（国内のみ） 

拡販普及のポイント  

（４）知的財産権の保有及び提供の状況 

保有ライセンス 複数の特許を取得（照合アルゴリズム、指透過方式等） 

他社への供与 なし。 

他社からの供与 なし。 

（５）標準化との関係 

国際標準との関連 標準化活動に委員を派遣 

デファクト標準との
関連 

 

他の準拠規格  

標準化の必要性 市場から標準化要求が高まれば標準に準拠する。 
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（６）互換性及び相互運用性に関する見解 

他社製品との組合せ
の有無 

なし。 

相互運用性確保の必
要性 

現時点では、相互運用性に対する市場要求は大きくない。 

（７）その他の意見・要望等 

指紋認証は、 初の情報（指紋センサから得られる画像）によって、その後の処理のアルゴリズ
ムが異なるため、装置内部の構造やソフトウェアを標準化することはかなり困難と考える。 

顔認証について、ｅ－Ｐａｓｓｐｏｒｔ関連で採用された顔画像のサイズや解像度が一つの目安
となるだろう。 

• 指紋認証機器の用途 

- パソコンのログオン：光学式のセンサで指紋画像を読み込み、パソコン内で画像処理／照合処
理を行う。インタフェースは、ＵＳＢ。１対１照合。 

- 入退室管理／出退勤管理：指紋認証装置内で、照合処理を行う。登録は、１０００指。１対Ｎ
照合の対象は、４００指。ＯＫ／ＮＧの結果を出力。 
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Ｂ．１．４ Ｄ社 

（１）調査製品名 

製品の種類 システム 

・Ａ製品：オフィス向け入退室管理 

・Ｂ製品：建物への入退管理 

・Ｃ製品：家庭用開錠システム 

（２）開発及び製造の状況 

情報採集方式 光学式。 

情報蓄積方式 • 位相限定した後のデータを格納 

• 当社Ａ製品：登録指数は、２００指／１，０００指／３，０００指 
      （機種毎に異なる） 

• 当社Ｂ製品：管理ユーザ数は、１０万人 

• 当社Ｃ製品：登録指数は、５０指 

情報照合方式 • 当社Ａ製品：１対１照合 

• 当社Ｂ製品：１対１照合 

• 当社Ｃ製品：１対Ｎ照合（Ｎ≦５０） 

性能 • 当社Ａ製品：１秒未満 

• 当社Ｂ製品：１秒未満 

• 当社Ｃ製品：３秒前後 

利点／欠点 • 高い照合率。 

• 画像の４割がとれれば照合ができる。 

• 指紋の情報は、元に戻らないように処理後、格納している。 

ＡＰＩ仕様の開示／
非開示とその理由 

要望があれば、場合により、開示することもある。 

ＡＰ開発方式／方法  

（３）導入実績及び拡販戦略 

売り先分野 民間（建物等の入退室管理） 

販売形態  

販売単位  

海外販売 過去実施していた経緯はあるが、現在は実施していない。 

拡販普及のポイント  

（４）知的財産権の保有及び提供の状況 

保有ライセンス あり（位相限定相関法による画像照合手法） 

他社への供与 なし 

他社からの供与 なし 

（５）標準化との関係 

国際標準との関連 標準への準拠は意識していない。 

デファクト標準との
関連 

 

他の準拠規格  

標準化の必要性  
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（６）互換性及び相互運用性に関する見解 

他社製品との組合せ
の有無 

 

相互運用性確保の必
要性 

 

（７）その他の意見・要望等 

絵（指紋の採取画像）が出て、ユーザにフィードバックすることで、ユーザの待ちを緩和する効
果がある。 

指紋センサとパソコンは、ＬＡＮ（Ｅｔｈｅｒｎｅｔ）を介してデータを交換する。 



 114

Ｂ．１．５ Ｅ社 

（１）調査製品名 

製品の種類 システム 

（２）開発及び製造の状況 

情報採集方式 • 光学式（指内散乱光直接読取方式）。 

• 指に光を当て、指の中で散乱させる方式。 

• 隆線部では、センサに直接、光が届き明るくなり、谷部ではセンサと谷部
との間の空気層によって光が分散し暗くなる。 

• データの蓄積場所は、指紋認証ユニット、パソコンまたはサーバ。 

• 指紋認証ユニット内には、２００指まで登録が可能。パソコンまたはサー
バ内の場合は制限なし。 

• １対Ｎ照合。１：１照合 

情報蓄積方式 •  
情報照合方式 • システム構成 

- パソコンに指紋認証ユニットを外付けするものと、パソコン内に指紋
センサを内蔵するものとがある。 

- テンプレートの照合と判定を行う場所は、（１）サーバ、（２）パソコ
ン、（３）指紋認証ユニット（外付けセンサ）のいずれかから、セット
アップ時に選択する。 

性能 • 利点 

- 指内散乱光直接読取方式は、同じ光学式でも反射方式より乾燥指や湿
潤指に強い。 

- 指紋が磨耗していても凹凸があれば問題ない。 

- 切り傷などは、指紋の隆線とは見なされない処理をしているため問題
はない。 

• 欠点 

- 販売価格が高い。指紋認証システムを、ＩＤ・パスワードの代替物と
して考えている（より高いセキュリティを求めているわけではない）
お客様からは、高価であるとコメントをいただくことがある。 

利点／欠点  

ＡＰＩ仕様の開示／
非開示とその理由 

 

ＡＰ開発方式／方法  

（３）導入実績及び拡販戦略 

売り先分野 官公庁及び民間企業。 

販売形態 直販及び販売店販売。 

販売単位  

海外販売 本調査対象商品とは、別の製品があり販売している。 

拡販普及のポイント  

（４）知的財産権の保有及び提供の状況 

保有ライセンス 読み取りのしくみ、照合についての特許を保有している。 

他社への供与 なし 

他社からの供与 なし 
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（５）標準化との関係 

国際標準との関連 動向を取り入れた製品としている。 

デファクト標準との
関連 

 

他の準拠規格 本製品は、アメリカ連邦捜査局（ＦＢＩ）が定めるＩＱＳ（Ｉｍａｇｅ Ｑｕａｌｉｔ
ｙ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ；指紋画像を読み取るスキャナの仕様）に準拠している。

標準化の必要性  

（６）互換性及び相互運用性に関する見解 

他社製品との組合せ
の有無 

ＮＩＳＴが主催するＭｉｎｅｘにおいて、標準準拠マニューシャ生成処理及
びそのマッチング処理に関してそれぞれ高い互換性をもつことを認証してい
ただいた。ＩＱＳ準拠スキャナで取り込んだ指紋画像にも対応する。 

相互運用性確保の必
要性 

• 標準化とは、ある時点で技術をとめることである。 
この標準化によりマーケットが広がる可能性がある一方、各社が価格競争
に走るおそれもあり考慮が必要である。 

• 顧客の要望に応じて、指紋画像の互換性を確保している。 

（７）その他の意見・要望等 

ＩＣカードや他のバイオメトリクス認証製品と競合するケースが多い。 
バイオメトリクスの認証精度向上には、数多くの指紋データを集め、検証・改善のサイクルを重

ねることが必須である。韓国のように、政府が中心となりバイオメトリクスデータを集め、国内の
研究・開発関連企業等に提供してもらえれば、バイオメトリクス産業の育成・強化につながってい
くと思う。 
弊社製品は、センサユニット内でテンプレートの作成、照合、判定を行うことが可能であり、指

紋データを一切外に出さずに安全に処理を行うという観点からは、マッチオンカード（ＭＯＣ）と
同様の考え方といえる。 
高い精度（ハイエンド）を目指している。 
指紋認証について初心者のお客様は製品価格を基準に選びがちだが、少しでも指紋認証について

知ると精度を重視するようになる。 
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Ｂ．１．６ Ｆ社 

（１）調査製品名 

製品の種類 システム 

（２）開発及び製造の状況 

情報採集方式 • 光学式（ＣＣＤ）。ガラスの重さだけで２．０ｋｇ。 

• 掌紋、１０指等、１８種類のデータ（２３ＭＢ）を採集する。 

• 生画像を扱う。 

情報蓄積方式  

情報照合方式  

性能  

利点／欠点  

ＡＰＩ仕様の開示／
非開示とその理由 

調達仕様により開示。 

ＡＰ開発方式／方法  

（３）導入実績及び拡販戦略 

売り先分野 警察庁（平成９年公募案件を、国内企業３社が落札。現在は、うち２社の
み。） 

販売形態  

販売単位 政府調達による。 

海外販売 なし。国内市場がターゲット。 

拡販普及のポイント • センサの小型化は考えていないが、仮に小型化しパトカーに乗せて持ち歩
けるようにすれば、市場が広がるだろう。 

• 当社は、利用技術がメインである。アプリケーション、保守サービス等。

（４）知的財産権の保有及び提供の状況 

保有ライセンス なし 

他社への供与 なし 

他社からの供与 なし 

（５）標準化との関係 

国際標準との関連 国際標準化機構（ＩＳＯ）との関係はない。 

デファクト標準との
関連 

 

他の準拠規格  

標準化の必要性  
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（６）互換性及び相互運用性に関する見解 

他社製品との組合せ
の有無 

 

相互運用性確保の必
要性 

• 画像データのファイル形式、ファイル名、伝送方式（圧縮方式を含む）が
調達仕様によって明確になっている。 

• このため、採取装置と、採取後の処理装置との間では、ある種の互換性や
相互運用性が確保されていると言える。 

• 解像度の相違［５０８ｄｐｉ（１ｍｍ、２０ライン）と５００ｄｐｉ（米
国）］は、特に問題とならない。（影響がない） 

• 指紋の生データが、一定以上の解像度、階調、イメージデータを備えてい
れば、採取するセンサが異なっても比較・照合で相互に利用できると思
う。 

• 特徴点の抽出アルゴリズムに対する、 低限のきまりがあればよいと思
う。 

• 小型化された場合の互換性として、センサとＬＳＩのインタフェースが考
えられるかも知れない。 

（７）その他の意見・要望等 

（特になし） 
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B．１．７ Ｇ社 

（１）調査製品名 

製品の種類 センサ、ソフトウェア（認証エンジン） 

（２）開発及び製造の状況 

情報採集方式 半導体センサ、電解式。 

情報蓄積方式 • 特徴点とそのつながりを数値化したものを暗号化して格納。他社との互換
性は取りにくい。 

• 生データそのままでの格納はしていない。 

情報照合方式 マニューシャ方式。 

但し、特徴点の他、特徴点のつながりも見ている。 

性能 • 他人受入率は１００万分の１以下。 

• 小学生から７０歳台の人までのデータで評価。 

利点／欠点 • 利点： 

- すでに利用しているアプリケーションやシステムを変えることなく、
既存のパソコン等に指紋認証機能を追加することが可能である。 

- 指紋認証システムを組み込んだノートパソコンを提供しており、この
場合はクライアントの追加投資は不要である。 

- スイープ型のセンサのため、低コスト・省スペースである。 

ＡＰＩ仕様の開示／
非開示とその理由 

基本的には非公開。 

ＡＰ開発方式／方法 自社 

（３）導入実績及び拡販戦略 

売り先分野 民間企業、エンドユーザ 

販売形態 • 製品単品販売（認証エンジン込み） 

• その他 

販売単位 指紋センサ＋認証エンジン（ソフトウェア） 

海外販売 国内販売が殆ど。一部、米国での販売実績があり。 

拡販普及のポイント • 指紋センサと認証エンジンをセットで販売。（当社のパソコンおよび携帯
電話に組込み） 

• 従来システムへの適合率が高い。 

• 低価格。 

（４）知的財産権の保有及び提供の状況 

保有ライセンス あり 

他社への供与 なし 

他社からの供与 なし 

（５）標準化との関係 

国際標準との関連 独自のインタフェースを採用している。但し、後継機器との互換性は保って
いる。 

デファクト標準との
関連 

なし 

他の準拠規格 なし 

標準化の必要性 将来的には必要だと思う。現時点では、時期尚早。 
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（６）互換性及び相互運用性に関する見解 

他社製品との組合せ
の有無 

なし 

相互運用性確保の必
要性 

• 互換性や相互運用性を確保させるためには、ＢｉｏＡＰＩに準拠させるこ
とになると思う。 

• センサの種別・方式毎に採取できるデータが違うので、評価のための標準
データを揃える事が難しい。 

• 将来的に、国が大規模なシステムを作るとなれば、ＡＰＩを揃える必要が
ある。 
しかし、現時点の顧客層を考えると標準化は時期尚早だと思う。 
むしろ、標準・基準の整理が先ではないか。 
標準・基準に対する適合性試験の方法も、確立しているとは言い難い。 

• 標準・基準に準拠しているかを照合する方が、他社製品と互換性がとれて
いるかを個別に照合するより簡単である。 

• まずは（標準・基準を満たすかを）評価方法を整理し、次にＡＰＩを策定
する、という順序で互換性を確保するための土壌を固めていくしかない。
一足飛びにデータの互換性を実現するのは難しい。 

• 他社製品との相互運用は、前例がなく、また実現させる動機が見つからな
い。 

（７）その他の意見・要望等 

国には、適合性試験を具体的に運用する際の方法・仕組みを考えてもらいたい。 
 適合性試験に適応していることを、個々のベンダーが自己申告すればよいのか、どこかの組織が
（適合性試験の実施手順が正しいことの）お墨付きを与えるのか、 
 又は専門の評価機関を設立しそこが試験するのか、そうした仕組み作りへの協力を期待する。 

システムの互換性を考える時に大切なのは「切り口」である。 
 バイオメトリクス認証機器の目指すところはセキュリティの強化なのか、利便性の向上なのか。 
 セキュリティの強化という視点に立つ企業は、外部に情報を公開したくないという思いが強いと
思う。 

指紋情報の自動更新はしない。 
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Ｂ．２ 顔 

Ｂ．２．１ Ａ社 

（１）調査製品名 

製品の種類 ソフトウェア 

（２）開発及び製造の状況 

情報採集方式  

情報蓄積方式 • 生データではなく、画像解析処理後のデータを保管。 

• １２８バイト。６５０バイトに増やすことで、認証時の条件が悪い状況で
も他人受入率０．０７５％、本人拒否率０．８％を確保。 

情報照合方式 • パソコンへのアクセスマネジメント機器：１対Ｎ照合。 

• 入退室管理機器：１対１照合（ＩＣカードなどを併用）。 

性能 • １秒以内のリアルタイム処理を行う。 

• １秒間に約５フレームの画像を撮影する。 

• 設置環境により一部補助照明を設定する。 

• 通常の顔認証であれば２５６×２５６画素の画像で十分である。 

利点／欠点 • 外光の変化に対し強い。 
時間帯等から平均的な光量の平均値を算出し、採集した顔画像に対して色
の補正を行うため。 

• 顔テンプレート情報が小さい故、情報管理が容易。 

• コンパクト・高速・廉価な認証エンジン。 

ＡＰＩ仕様の開示／
非開示とその理由 

ＳＤＫとして開示。 

ＡＰ開発方式／方法 顔認証エンジン以外のアプリケーションソフトウェアは作り込みである。 

お客様の意向に沿ったソリューションを提供するため、システムとして提供
することが多い。 

（３）導入実績及び拡販戦略 

売り先分野 • 教育機関（Ａ県の小学校のパソコン教室の９０％が、パソコンのログオン
用として導入、インターネット環境のｅラーニングで、資格取得試験など
受講者本人認証が必須な場面で代理受験等の不正を防止するために導入）

• 民間企業（モバイル出退勤管理） 

販売形態 当社の直接販売と、提携先やＳＩ企業などからの代理店販売 

販売単位  

海外販売  

拡販普及のポイント  

（４）知的財産権の保有及び提供の状況 

保有ライセンス 特許取得済み（画像をバーコード化する技術）。日本、米国、中国で取得済
み、欧州、韓国は出願・審査中。 
なお米国で特許を取得した際に、基礎的な技術であり、応用範囲が広いだろ
うとのコメントあり。 

他社への供与 あり。ＯＥＭをしている。 

他社からの供与 あり。 
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（５）標準化との関係 

国際標準との関連  

デファクト標準との
関連 

 

他の準拠規格  

標準化の必要性  

（６）互換性及び相互運用性に関する見解 

他社製品との組合せ
の有無 

顔画像処理に関わる高度なソリューションを実現するため、他社の画像処理
モジュールとコラボレーションを試行している。 

相互運用性確保の必
要性 

 

（７）その他の意見・要望等 

産学連携した事業を始めたきっかけは、近藤教授が、画像を非常に短いプラスとマイナスを使い
記号化する（その画像の復元を含む）という研究発表をしたことである。相馬氏がこの技術に着目
し起業した。 
特に、顔は経年変化するという弱点があるとの指摘があるが、経年変化に対してはアップデート

の容易さで対応できる。しかし、認証の精度に影響を与えるのは照明条件と評価している。 
顔認証は、指紋等の認証に比べて精度が２桁くらい劣る。それは、顔に表情があるからであり、

仕方がない。しかし、顔認証の適用範囲など優位性を評価している。 
１００発１００中を狙って新技術開発に出資してもうまくいかない。１００発中１０くらいが当

ればよいという考えで、地方（の研究機関）にも予算をとってもらいたい。 
顔認証エンジンの利用例 
• 顔認証パソコンアクセスマネジメント 
パソコンのログオン用。Ｗｉｎｄｏｗｓのパソコン単体（スタンドアロン）、ネットワークを
介しての認証の２種あり。ネットワークを介しての場合、ログの一元管理が可能。 

• 顔認証入退室システム 
入退室の管理用。国内企業３社と協業。１対１認証。 

• 顔認証携帯勤怠管理 
出社時、退社時に、携帯電話で自分の顔画像を送信することにより、顔情報以外に、位置情
報、時刻情報を取得し、勤怠管理に利用。国内民間企業が採用。 

• 重要情報へのログオン認証 
ｅ－ラーニング分野で、当事者本人の認証に利用。 

将来的な可能性（開発中のものを含む） 
• 受付システム 
頻繁に訪れる顧客の顔画像を登録しておき、受付で顔認証をしたら自動的に案内するとともに
入退・訪問受付の情報ログを取得・管理するシステム。 
プライバシーマークやＩＳＭＳを取得会社等、来客の訪問記録をとる必要がある事業所を対象
とする。 

• 監視システム 
複数の監視カメラからある特定の顔を検出する。 
膨大なボリュームのデジタル画像の情報活用に当該監視カメラ連携のソリューションを展開。

• 車両などの防犯サービス 
駐車中車両へ所有者や登録者以外の不審者がアクセスした場合の顔画像取得とアラート通報な
どの機能 

• 痴呆症患者の本人確認 
痴呆症等の理由で自分自身が本人確認できない場合に、本人に代わり身元証明をするなど。 
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Ｂ．２．２ Ｂ社 

（１）調査製品名 

製品の種類 ソフトウェア及びシステム 

（２）開発及び製造の状況 

情報採集方式 • 入退管理用の顔照合装置では、静止画ではなく、動画を使用している。 

• 動画を部分空間に展開する。 

情報蓄積方式 数千人のデータを独自フォーマットで蓄積。 

情報照合方式 １対Ｎ照合（商品としてはＮ≦１，０００）。 

性能 照合速度は１秒以下。 

利点／欠点  

ＡＰＩ仕様の開示／
非開示とその理由 

• バイオメトリクス認証機器の精度を出すために、認証エンジンを各社が開
発している。したがって、認証エンジンを公開することは難しい。 

• 競争できる部分を残し情報を公開したり標準化を進めたりするなら、健全
な方向へ議論を進めることができると思う。 

ＡＰ開発方式／方法  

（３）導入実績及び拡販戦略 

売り先分野  

販売形態  

販売単位 顔照合のＳＤＫ：平成１４年から販売。今年からＶｅｒｓｉｏｎ ｕｐした
ものを販売。 

海外販売  

拡販普及のポイント  

（４）知的財産権の保有及び提供の状況 

保有ライセンス 特許を取得している。 

他社への供与 なし。 

他社からの供与 なし。 

（５）標準化との関係 

国際標準との関連 古いＳＤＫは、ＢｉｏＡＰＩ（ｖｅｒ．１）に準拠していたが、新しいＳＤ
Ｋは、ＢｉｏＡＰＩ（ｖｅｒ．２）に準拠していない。 

デファクト標準との
関連 

 

他の準拠規格  

標準化の必要性  

（６）互換性及び相互運用性に関する見解 

他社製品との組合せ
の有無 

 

相互運用性確保の必
要性 

• バイオメトリクス認証機器の評価基準が違う。 

• 数値の意味するものが各社各様である。（過去に調整を試みたが、各社の
思惑が行き交い成功しなかった。） 
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（７）その他の意見・要望等 

基礎となるデータは主に従業員の協力を得て採集している。海外拠点もあるので、日本人以外の
データも採集している。 
当社は、コンピュータビジョンと、パターン認識（当初は郵便番号の文字認識で培ったもの）技

術を活かして、バイオメトリクスの技術開発を行うようになった。 
ＮＩＳＴ（アメリカ標準技術研究所）のＦＲＶＴ２００６にエントリーした静止画像の顔認証機

器では、低解像度部門で１位の評価を得た。 
顔認証のマーケットの拡大に必要なことは、多くの人に使ってもらうことであると思う。そのた

めには、欧米諸国のように、バイオメトリクス認証システムが社会基盤に採用される流れができる
と良い。 
国への意見・要望等 
• 顔画像を使うための法制度を整えてもらいたい。 
監視カメラの画像を使えるかを判断する法令はない。個人情報保護法も、直接的に適用する法
律ではない。警察以外が監視カメラの画像を使えるかは、判例に基づき個別に判断される。 

• 日本の技術革新・産業発展は企業が原動力となり進めている。これらの企業がモノを世の中に
出すための法制度が整っていないと、企業は何もできず、結果として産業の発展を阻害するこ
とになりかねない。 

• 法制度がなく判例に基づき個別に判断される状態では、問題が生じるたびに裁判をすることに
なる。それでは企業は動けない。 

• 省庁を超えて導入が促進されるような政策が望まれる。 
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Ｂ．２．３ Ｃ社 

（１）調査製品名 

製品の種類 ソフトウェア 

（２）開発及び製造の状況 

情報採集方式 入力画像 

• 静止画：ＢＭＰ、ＪＰＥＧ 

• 動画：ＡＶＩ、ＭＰＥＧ、ＷＭＶ 

情報蓄積方式 • データサイズは、３ＫＢ～１００ＫＢ。 

• データベースサイズは、汎用ＤＢＭＳ対応により、制限なし。 

情報照合方式 • 顔の検出：多重照合顔検出法（目に似た領域の抽出と顔の判定を組み合わ
せた方式） 

• 顔の照合：適応的領域混合マッチング法（見えている類似度の高い部分領
域に着目して照合を行う方式） 

• その他：摂動空間法（予想される変動を登録画像に加えておくことで、環
境条件の変動に対応する方式） 

性能 • 他社製品に比べ、認証精度が高い。 

• 認証速度が速い。１秒間に１００万枚の画像を処理できる。 

利点／欠点  

ＡＰＩ仕様の開示／
非開示とその理由 

本製品は、ＡＰＩを提供する製品。 

ＡＰ開発方式／方法  

（３）導入実績及び拡販戦略 

売り先分野 • 海外（出入国管理関連システム（香港）） 

• 国内（顔認証システム） 

• 国内（出退勤管理システム）及び入館管理システム） 

販売形態  

販売単位  

海外販売 海外＞国内 

拡販普及のポイント  

（４）知的財産権の保有及び提供の状況 

保有ライセンス あり 

他社への供与 なし 

他社からの供与 なし 

（５）標準化との関係 

国際標準との関連  

デファクト標準との
関連 

 

他の準拠規格  

標準化の必要性  

（６）互換性及び相互運用性に関する見解 

他社製品との組合せ
の有無 

顔の検出／照合エンジンであるので、どのような画像でも良い。 

相互運用性確保の必
要性 
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（７）その他の意見・要望等 

顔画像の認証エンジンを開発する際に目指しているのは、正面の顔画像が１枚あれば、横や斜め
から撮影された画像や異なる照明条件下の画像などとも照合できるようにすることである。 
この技術が、摂動空間法（予想される変動を登録画像に加えておくことで、環境条件の変動に対

応する方式）である。 
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Ｂ．２．４ Ｄ社 

（１）調査製品名 

製品の種類 システム（入退管理システム、顔検出ソフトウェア） 

（２）開発及び製造の状況 

情報採集方式 内蔵照明にて顔画像を撮影。 

情報蓄積方式 • パソコン（データベース）内にデータを蓄積する。 

• 生データ、特徴量のデータ。 

情報照合方式 • １対１、１対Ｎ照合（Ｎ≦５００）の両方に対応している。 

• 基本的には１対Ｎ照合をする構成であり、運用時にカードやパスワードと
併用する等により、１対１照合にすることもある。 

• 入力された顔画像から顔の位置を検出し、顔の特徴点の位置の検出、特徴
量の抽出を行い、照合する。 

性能 認証（照合）時間が短い。 

利点／欠点 • 利点 
内蔵照明を使用しており、光源の方向等、照明の変化に強い（※消灯状態
でも認識することができる）。 

• 欠点 
認証精度に、１００％の確実性がなかった。 

ＡＰＩ仕様の開示／
非開示とその理由 

 

ＡＰ開発方式／方法  

（３）導入実績及び拡販戦略 

売り先分野 • 入退室管理（アクセスコントロール） 

• 民間の工場・オフィス（マンションや個人への販売実績はほぼなし） 

販売形態  

販売単位  

海外販売  

拡販普及のポイント  

（４）知的財産権の保有及び提供の状況 

保有ライセンス 顔検出アルゴリズムについて、特許を取得している。 
但し、特許を取得しているもの、ノウハウとして公開していないものの両方
がある。 

他社への供与 • 顔検出の技術を供与している（供与先は回答できない）。 

• 供与するに当たっては、供与先と当社との間でインタフェースを決める。
なお、供与先に応じて個別に対応する。 

他社からの供与 なし 

（５）標準化との関係 

国際標準との関連 特に意識していない。 

デファクト標準との
関連 

 

他の準拠規格  

標準化の必要性 政府関係よりは、民間市場を対象としているため、特に必要としていない。
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（６）互換性及び相互運用性に関する見解 

他社製品との組合せ
の有無 

他社の機器との互換性はない。 

相互運用性確保の必
要性 

互換性・相互運用性の観点からいうと、監視カメラとレコーダで記録された
データの共通性が重要だと思う。 

それからプライバシーの保護に関しても共通する枠組みがあるのが望まし
い。 

（７）その他の意見・要望等 

バイオメトリクス認証機器の市場があまり成長しない理由は、（ア）コストが高い、（イ）性能に
対する信頼性が十分でない、の２点が挙げられる。 

当社のバイオメトリクス事業は顔認証技術の開発・利用からスタートしたが、現在では主に顔認
証技術を流用した、顔検出技術に関する事業を展開している。 
例：デジタルカメラ等に搭載し、カメラの撮影範囲から顔を検出する。１００％の認証精度を求

めるものではないので、ビジネスとして成立しやすい。 
バイオメトリクスを活用したセキュリティ分野の市場は、将来的に成長する可能性があると思

う。 
当社では、継続して、顔認証技術の研究・開発に取り組んでいる。 
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Ｂ．３ 虹彩 

Ｂ．３．１ Ａ社 

（１）調査製品名 

製品の種類 システム 

（２）開発及び製造の状況 

情報採集方式 • カメラではモノクロで撮影する。近赤外線を照射させて撮影している。虹
彩部分の濃淡を利用し、個体の識別基準とする。 

• 登録は、眼鏡なしで行う。照合する場合には、眼鏡は不要である。登録は
片目だけで問題ない。 

• 鏡に目が写るようにすることで、顔及び目の検出処理をカットしている。

情報蓄積方式 • １万人が登録可能である。 

• テンプレートのサイズは、両眼１．５ＫＢ（片眼６８８Ｂ）。メモリサイ
ズは１５ＭＢ。 

• 登録データは、Ｅｔｈｅｒｎｅｔを介してパソコン内に展開され、１万人
まで、ネットを介してカメラ内にダウンロードできる。 

• 入退室可能な者だけのデータを各ゲートのカメラ内にダウンロードする。

情報照合方式 • １対Ｎ照合（Ｎ≦１万人） 

• 照合する際は、登録済みのテンプレートデータのすべてと、採取したデー
タを照合する。 

性能 • 高精度の認証（理論的には、他人受入率が１２０万分の１＝０．００００
８％） 

• 照合時間は０．３秒。 

利点／欠点 • 利点 

- 後継機器との互換性が確保されている（但し、沖電気工業と共同で開
発・販売したものは除く）。 

- 他社の虹彩認証機器に比べ、低価格かつ高速処理。 

- 欠点 

- 一般に、機器との適切な距離感（３０～４０ｃｍ）をとることに慣れ
るのに時間を要する。 

- システムの利用人数に対しライセンス料の負担が生じる。 

• 本製品の旧来機は、当社と某社とで共同開発したが、現在、販売を中止し
ている。その後、各社が個別の方向性を持って独自に開発・販売してい
る。当社は機器のコンパクト化、合の高速化を目指している。 

• カメラとパソコン（エンジン）間の通信方式は標準化されていない。個別
適を図っている。 

ＡＰＩ仕様の開示／
非開示とその理由 

• 認証結果のフォーマットを開示している。 

• ＡＰＩ仕様は開示する必要がない。 

ＡＰ開発方式／方法  

（３）導入実績及び拡販戦略 

売り先分野 民間企業（マンション、銀行、コールセンター等、セキュリティレベルが高
い施設） 

販売形態 システム販売 

販売単位  

海外販売 • 刑務所（香港、米国、トルコ） 

• 空港のセキュリティゲート（米国；５０～６０空港） 

• 入国管理（英国、ドイツ、オランダ） 

• 炭鉱（中国） 

• 病院（台湾） 

拡販普及のポイント  
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（４）知的財産権の保有及び提供の状況 

保有ライセンス 関連特許あり（信号処理） 

他社への供与 なし 

他社からの供与 あり 

（５）標準化との関係 

国際標準との関連 • なし。 

• 国際標準化の作成については、基本特許保有企業等が特に積極的に働きか
けているように思う。 

デファクト標準との
関連 

基本特許が切れているため、基本特許保有企業が定義しているものと、標準
化されているものとは異なる。 

標準互換が難しい。 

他の準拠規格 基本特許保有企業が定義したテンプレートとデータフォーマット。 

当社のほか、某社が対応している。 

標準化の必要性 • 現在は状況を静観しているのが実情である。 

• 標準化がなされ、それが実際に浸透すれば対応する。 

（６）互換性及び相互運用性に関する見解 

他社製品との組合せ
の有無 

ネット経由で取り出したデータは、データの親和性が高い会社間で相互運用
性の面で活用できるかも知れない。 

相互運用性確保の必
要性 

• 必要ない。 

• 一般に虹彩認証機器は、基本特許保有企業からライセンスの供与を受けて
製品化することが多い。そのため、当社を含む国内３社のデータの親和性
は高い。 
但し、各社ともデータを暗号化する場合もあるので、互換性が確保されて
いるわけではない。 

• データ採取機器であるカメラの交換が可能で（＝データ互換性があり）、
ある程度の性能が担保されるのであれば、利用者とメーカの両者にメリッ
トがある。 
まずは相互運用性を、次いで互換性を確保するという順序で実現可能性を
検討するのも１つの方法であると思う。 

（７）その他の意見・要望等 

バイオメトリクス分野の中でも虹彩はメジャーではない。囲い込みをしてパイ（市場）を小さい
ままにしておくのではなく、より多くの企業が参入して市場を活性化・拡大するほうがよいと思
う。 
国にバイオメトリクス分野の産業を支援してもらえると発展しやすくなると思う。 
実際、韓国・中国・ロシア等は国策として推進していて、バイオメトリクス分野が活性化してい

るように思う。 
普及させるためには、ライセンス費も課題の一つである。 
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Ｂ．３．２ Ｂ社 

（１）調査製品名 

製品の種類 システム 

（２）開発及び製造の状況 

情報採集方式 • 目の濃淡からコードを作る。画像を切り出して、登録データや照合データ
に使う。 

• 瞳孔と虹彩の同心円の情報を得るため、照明（近赤外線を用いる）で照ら
して撮影する。 

• 目の色や人種による違いはない。近赤外線を用いることで、瞳孔と虹彩の
境目がはっきりする。 

• 登録時には、データベース用に品質の高い画像を取るため眼鏡をはずすこ
とを推奨しているが、照合時には、眼鏡やコンタクトをはずす必要はな
い。 

情報蓄積方式 • コンピュータやＩＣカード内などにデータを格納する。 

• コードデータ＝５１２バイト 

情報照合方式 パソコン側で照合処理を行う。 

性能 • 本製品の特徴は撮影時間が短く、誰でも簡単に撮影できることである。こ
れは、センサ側で位置合わせを行う全自動型装置の特徴である。鏡等を覗
き込み、利用者の身長に合わせて調整が必要な半自動型と比べると、位置
あわせの時間が大幅に短縮できる。 

• 本製品の虹彩認証アルゴリズムの特徴は認証スピードが速いことである。
（数千人規模では、ほとんど気がつかないほど。） 

• 登録可能人数は、システム（ソフトウェア性能）に依存するが、数万人規
模のシステムが実際に稼動中である。 

利点／欠点 • 利点 

- 高精度 

- 高速の認証（数千人規模のデータであれば、照合にかかる時間に大差
はない） 

ＡＰＩ仕様の開示／
非開示とその理由 

ＢｉｏＡＰＩの仕様は、オープンである。 

ＡＰ開発方式／方法  

（３）導入実績及び拡販戦略 

売り先分野 • 出入国管理：ドイツの空港 

• 入退室管理：スイスの銀行、国内の官公庁 

販売形態  

販売単位  

海外販売 • 空港（ドイツ） 

• 銀行（スイス） 

拡販普及のポイント • 優れた操作性 
装置側で利用者の目の位置を自動的に検出し撮影する全自動撮影機能によ
り、お子様や体の不自由な方でも装置の前に来るだけで利用可能。空港な
ど様々な顧客層が想定される環境でも、より多くのお客様にご利用いただ
ける。 

• 高速撮影・高速認証 
全自動撮影機能による撮影時間の短縮と本製品の虹彩認証アルゴリズムの
高速・高精度認証を組み合わせることで、利用頻度の高い環境でもスムー
ズな運用を実現する。 
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（４）知的財産権の保有及び提供の状況 

保有ライセンス 関連特許を取得している。 

他社への供与 不明（回答できない）。 

他社からの供与 あり。 

（５）標準化との関係 

国際標準との関連 • 標準規格に従っている。 

- 交換データフォーマット（個々のモダリティのデータ仕様） 

- ＢｉｏＡＰＩ（バイオメトリクスで共通に用いられる撮影や照合など
の関数仕様） 

デファクト標準との
関連 

ＢｉｏＡＰＩ Ｖ１．１ （ＡＮＳＩ標準） 

他の準拠規格 ＰｒｉｖａｔｅＩＤ（基本特許保有企業） 

標準化の必要性 相互運用性及びデータ互換性の実現 

（６）互換性及び相互運用性に関する見解 

他社製品との組合せ
の有無 

• 米国での第三者評価などにより、当社と他社装置のデータ互換に関して
は、親和性が確認されている。 

• 装置を制御するためのプロトコルが異なるので、制御用ＰＣ（及びそのソ
フトウェア）を変えずに別メーカの装置と置き換えても動作しない。 
例えば、センサは当社、ＢＳＰ以下の処理は他社製といった組み合わせは
動作しない。ＢＳＰとセンサはペアとして考える必要がある。 

• ベンダーが開発したＢＳＰを用いる場合、適合性（コンパチブル）の試験
が必要である。 

相互運用性確保の必
要性 

• 虹彩認証のデータ互換性は、すでに国際標準仕様が完成しており、互換性
を確保する環境が整っている。 
但し、この国際標準データ仕様は改定作業中のため、今後のシステム構築
においては、標準化の動向をウォッチする必要がある。 

• 互換性・相互運用性を考える場合、各社各製品の特徴だけでなく、標準化
対応状況を考慮することが重要である。 

• 相互運用性の確認のために、今後は用途別に適合性試験の確立が重要にな
る。 

（７）その他の意見・要望等 

• 虹彩認証技術のその他の特徴を以下に示す。 

- 経年変化が極めて小さく安定している 

- 虹彩という組織は角膜で守られており外部からの影響を受けにくい 

- 認証精度が他のバイオメトリクス認証技術に比べて圧倒的に高い 

• ＢｉｏＡＰＩは、３階層の構造をもっていて、各コンポーネントを入れ替えることにより柔軟な
システム構築が可能である。 

- 下層がＢＳＰ（バイオメトリクスサービスプロバイダ）であり、ドライバに該当する。 

- 中層がＢｉｏＡＰＩフレームワークであり、関数本体である。 

- 上層がアプリケーションである。 

今後は個人端末での個人認証の必要性が高まるため、モバイル系のシステムにおいても虹彩認証
機能が求められていくと考えられる。 
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Ｂ．４ 静脈 

Ｂ．４．１ Ａ社 

（１）調査製品名 

製品の種類 システム 

（２）開発及び製造の状況 

情報採集方式 • 反射散乱型。 

• ＬＥＤ光（近赤外線）を指の下から照射し、浮かび上がった静脈の形を横
からイメージャで撮像する方式。 

• 近赤外線を吸収し、黒く浮かび上がる還元ヘモグロビンの特性を利用し、
還元ヘモグロビンを含む静脈の形を浮かび上がらせ、これを撮像する。 

情報蓄積方式 • 撮像した静脈の線画をパターン化し、テンプレートとして登録する。 

• 指が動くことに対応したテンプレートを登録／格納を行っている。 

• １枚のテンプレートは、１２８Ｂ以下。 

情報照合方式 • １対１照合（複数のテンプレートのうち、 も近いテンプレートを用い
る）。 

• 但し、運用次第で、１対Ｎにすることができる。Ｎの値は、利用者が許容
できる認証速度等とトレードオフの関係にある。 

性能 • 他人受入率は、０．０００１％未満である。社内実証実験では、他人受入
の事例はゼロだった。 

• 静脈を撮るカメラの内蔵位置や画像の精度の高さを考えた結果、登録や認
証照合の際の指の置き方は、ややなじみのない置き方かもしれない。 

• 認証速度が速い（０．０１５～０．３秒）。 

利点／欠点 • 利点 

- ハードウェアもソフトウェアも、他社の手のひら静脈や指静脈の関連
商品と比較すると小さい。 

- データサイズが１２８Ｂと、比較的小さい。 

ＡＰＩ仕様の開示／
非開示とその理由 

• 非開示（事業化段階であるため／一体型であるため）。 

• パスポートのような国際的な場面で広く使い際には、互換性をもたせる必
要性がある。 
但し、国際的に広まるようなアプリケーションが出るなどの流れがなけれ
ば、アプリケーションを共通化するのはなかなか難しいと思う。 

ＡＰ開発方式／方法  

（３）導入実績及び拡販戦略 

売り先分野  

販売形態  

販売単位  

海外販売  

拡販普及のポイント 指静脈認証を普及し実用化する際のポイントの１つは、認証速度と本人拒否
率により生じるストレスをいかに低減するかである。 

（４）知的財産権の保有及び提供の状況 

保有ライセンス 特許取得。 

他社への供与 なし。将来的には、供与できればよいと思う。 

他社からの供与 なし。 
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（５）標準化との関係 

国際標準との関連 なし。但し、ＳＣ３７／ＷＧ３に参加している。また、国際標準化の検討・
作成プロセスに働きかける必要性は感じている。 

デファクト標準との
関連 

 

他の準拠規格  

標準化の必要性 標準化は必要である。 

（６）互換性及び相互運用性に関する見解 

他社製品との組合せ
の有無 

なし 

相互運用性確保の必
要性 

• 今は各社がバイオメトリクスの認証方式を開発・利用しているが、いずれ
は共通の方法が出てくると思う。 

• 「解析に使うパターンの情報は、 低限これだけの条件を満たすこと」と
いう決まりができれば、登録または認証用に採集したデータを相互に利用
することができるかもしれない。 

• 日本に限らず、官公庁と民間の業界とで、標準についての認識が合ってい
ないように思う。そのため、国際標準化を検討する際にＷＧ等へ積極的に
働きかけた企業・団体の考え方（臨界点に対する認識）が採用されやす
い、という印象がある。 

• 今後の課題は「何を標準化するか」について、官民に共通する認識をどの
ように探るかが重要であるかもしれない。 

（７）その他の意見・要望等 

世界的に、静脈認証の研究開発や事業化を進めているのは韓国と日本くらいだ。この「先に始め
た」ことを活かしたいという気持ちはある。 
可能性として考えられるのは次のような使い方である。 
• 指毎に異なるＩＤ・パスワード等と紐付ける（例：Ａ銀行のＩＤ・パスワードは人差し指で、
Ｂ通販サイトのＩＤ・パスワードは小指で認証照合ができるよう設定する）。 

• パソコンでログインするユーザを切り替える。 
• 入退室管理用ＩＣカード等と指静脈認証を併用し、より強固なセキュリティを実現する（不正
利用を予防する）。 

• 病院の電子カルテ等と指静脈認証を併用し、意識のない人の本人確認をする。 
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Ｂ．４．２ Ｂ社 

（１）調査製品名 

製品の種類 システム 

※パソコン系、AＴＭ系、ドアアクセス系、海外ビジネスのそれぞれの分野
について、グループ企業内で担当分けをしている。 

（２）開発及び製造の状況 

情報採集方式 • 近赤外線による透過画像を撮影する。 

• 撮影した元データではなく、特徴データを抽出し、認証コントローラに送
る。 

• テンプレートとして登録する際は、登録用のセンサを使用する。 

情報蓄積方式 認証コントローラ内にデータを格納する。 

情報照合方式 • 特徴データの比較による１対１照合、あるいは１対Ｎ認証（装置や応用に
より異なる） 

• 認証コントローラ内で処理、比較、判定の一連の動作を行う。 

性能 • 他人受入率の公表値は１００万分の１以下。 

• 運用指導者が傍で指導したり、本人が特に丁寧に行ったりする等、テンプ
レートの登録が適切であれば、 良の状態のデータが採集できる。１本の
指で３回データを採取し、これらと照合している。 
また、運用指導者の指導なしにユーザに登録してもらった場合、本人が
「ラフ」にセンサに指を置いて登録するため、照合データが 良の状態に
なるとは言い難い。これはバイオメトリクス全般に言えること。 

利点／欠点 • 利点 
非接触型であり、遺留性がない。 

• 欠点 
静脈は目に見えにくいため、登録している静脈と照合した静脈が本当に一
致しているか、不安を感じるというお客様もいる。 

ＡＰＩ仕様の開示／
非開示とその理由 

場合によっては、条件付きで開示する 

ＡＰ開発方式／方法  

（３）導入実績及び拡販戦略 

売り先分野 官公庁、自治体、金融関係、民間企業 

販売形態 • システム販売 

• 製品単品販売 

• その他（ドアアクセス系はＯＥＭもあり） 

販売単位 システム売り、単体売りのいずれもある 

海外販売 実績あり。主に金融機関や民間企業。 

拡販普及のポイント  

（４）知的財産権の保有及び提供の状況 

保有ライセンス あり。ノウハウなどセンシティブな情報は非公開としている。 

他社への供与 なし。複数企業との包括的なクロスライセンス契約はある。 

他社からの供与 なし 
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（５）標準化との関係 

国際標準との関連 外からのコマンドレベルにおいて、一部、ＢｉｏＡＰＩに準拠している。 

データ交換フォーマットに関する国際標準では、データ交換フォーマットの
枠だけは決めたが、交換するデータ自体については決まっていない。 

デファクト標準との
関連 

なし 

他の準拠規格 なし 

標準化の必要性 官公庁や自治体の調達は一社購買とはならないため、そうした調達案件に関
わる場合は標準化が必要である。但し、標準化することで他の（民間企業相
手の）ビジネスに不都合なことが生じるようでは意味がない。 

どこまで標準化するかは、ビジネスとの兼ね合いである。 

（６）互換性及び相互運用性に関する見解 

他社製品との組合せ
の有無 

なし 

相互運用性確保の必
要性 

• 互換性や相互運用性を確保するには、少なくとも次の三つのいずれかの条
件を満たす状況が整わなくては難しい。 

- 公的分野で導入される等により利用者が増える。 

- 互換性をとると認証性能が低下する懸念があるため、「セキュリティ」
用途としては性能が満足できない場合が出てくる。よって、互換性を
追及した場合、バイオメトリクスの利用目的を「セキュリティ」では
なく「利便性」の向上などに割り切り、他人受入率を１万分の１程度
でよい応用を考える必要がある。 

- バイオメトリクスの利用目的を本人と推定される者の「絞込み」と割
り切り、バイオメトリクスと目視確認の組合せで使う。 

• 認証アルゴリズムを公開していないので、認証アルゴリズムが各社各様で
ある。したがって、特徴データの互換性はない。 

• 互換性や相互運用性を確保するためには、認証アルゴリズムの公開がまず
必要である。しかし、金融機関に採用されている指静脈認証は、金融機関
によって異なる。このため、認証アルゴリズムを公開に関する是非が課題
となる。 

• 互換性を確保する場合は、画像（採集した元データ）を交換するのが現実
的である。 
但し、これを実現するためには閾値を下げることになり、この結果、認証
精度が下がる。これには複数のバイオメトリクス認証と組合せた複合モー
ダル式の運用をする等の対応が必要になる。 
なお、閾値を下げることによる偽造の問題も考えなければならない。 

• 互換性がとれないとは、言い換えるとテンプレートが流出してもすぐに大
損害を被るわけでないということである。これは一種の安心材料でもあ
る。 

• 設計段階から意識しなくては、互換性をとるのは難しい。 

• 何をもって「互換性がとれた」とするかの定義が難しい。 
国際的には、静脈と虹彩認証では１０の－５乗、指紋認証では１０の－３
乗の他人受入率であることというのが一般的である。 

（７）その他の意見・要望等 

国に期待することは、様々な特性・条件で撮ったセンサ画像を集めサンプルデータベースを作る
ことである。１つのベンダーだけでは、こうしたことはできない。 
このデータベースを利用して研究を進め、複数のアルゴリズムに共通する、一定程度の認証精度

を保つ条件（解像度やコントラスト）を探ることができる。 
どの製品・シリーズであっても基本的な静脈認証のアルゴリズムは同じである。 
但し、用途やお客様のニーズに応じてチューニングするため、細かい点は異なる。 
静脈は経年変化が小さく、精度が安定している（たばこのニコチン、温度によって血流量が変化

するが、影響はない）また当社が以前行っていた文字認証の経験上、動的リプレイスメントはあま
りうまく行かないという認識があるため、登録したテンプレート情報を自動更新するなど、自己学
習する機能はない。但し、ＡＴＭ系は、カード内にデータが格納されているため、カード交換のタ
イミングで更新されると考えてもよい。 
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Ｂ．４．３ Ｃ社 

（１）調査製品名 

製品の種類 システム 

（２）開発及び製造の状況 

情報採集方式 近赤外線による画像撮影。 

情報蓄積方式 • 暗号化して格納。他社との互換性は取りにくい。 

• 生データそのままでの格納はしていない。 

情報照合方式 • つながりを見ている。 

• 静脈の太さ等には影響されない。 

性能 • 照合時間は１秒以下。 

• 本人受入率は９９．９９％。他人受入率は０．００００８％以下。（社内
７．５万人、１５万手のデータに基づく実験結果より。） 

利点／欠点 • 手のひらの状況は外部環境に左右されにくい。 

• 非接触型。 

• 偽造できない。 

• 一般に手のひらは、手の甲より色素も体毛も薄いので、採集画像に雑音が
入りにくいというメリットがある。 

ＡＰＩ仕様の開示／
非開示とその理由 

基本的には非公開。 

ＡＰ開発方式／方法 自社 

（３）導入実績及び拡販戦略 

売り上げ分野 茨城県ひたちなか市の市立図書館で、本の貸出しの際に手のひら静脈認証と
生年月日の入力で本人確認をする仕組みを提供。 

その他、銀行等の民間企業、エンドユーザ。 

販売形態 製品単品販売（認証エンジン込み） 

その他 

販売単位  

海外販売 あり。 

• ブラジルの銀行で本格運用をしている。 

• イギリスの学校の給食用食券の代替手段として利用されている。 

• ドイツで試行開始した。 

拡販普及のポイント 非接触である。 

偽造ができない。 

（４）知的財産権の保有及び提供の状況 

保有ライセンス あり 

他社への供与 なし 

他社からの供与 なし 

（５）標準化との関係 

国際標準との関連 独自のインタフェースを採用している。 

但し、後継機器との互換性は保っている。 

デファクト標準との
関連 

なし 

他の準拠規格 なし 

標準化の必要性 将来的には必要だと思う。 

現時点では、時期尚早。 
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（６）互換性及び相互運用性に関する見解 

他社製品との組合せ
の有無 

なし 

相互運用性確保の必
要性 

• 互換性や相互運用性を確保させるためには、ＢｉｏＡＰＩに準拠させるこ
とになると思う。 

• センサの種別・方式毎に採取できるデータが違うので、評価のための標準
データを揃える事が難しい。 

• 互換性の確保について議論する前に、画像の採集方法や運用について足並
みを揃えるところから始める必要がある。 

（７）その他の意見・要望等 

手のひら静脈認証は、主として銀行カード等での不正な引き出しの防止を目指していた。 
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