
 1

       ２０標準化－３ 

 

調査・研究報告書の要約 

 

書   名 
平成２０年度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報告書 

発行機関名 社団法人 日本機械工業連合会・財団法人 ニューメディア開発協会 

発 行 年 月 平成２１年３月 頁 数 １３７頁 判 型 Ａ４ 

 

[目 次] 

序 （会長 金井 務） 

はしがき（会長 森下 洋一） 

バイオメトリクス認証機器システム互換性調査委員会 委員名簿 

目 次 

第 1章 調査研究の概要 

 1.1 調査研究の目的························································· 2 

 1.2 調査研究の実施体制····················································· 3 

 1.3 調査研究の内容························································· 3 

 1.4 調査研究成果の要約····················································· 3 

第 2 章 互換性等の要件調査 

 2.1 要件調査 ······························································ 4 

 2.2 文献調査 ······························································ 4 

 2.3 仕様調査 ······························································ 4 

 2.4 聞き取り調査··························································· 5 

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················· 5 

 3.2 互換性及び相互運用性を確保するための項目・条件························· 5 

 3.3 実現モデルの検討······················································· 7 

 3.4 検証方法の調査研究····················································· 7 

 3.5 検証モデルの検討······················································· 8 

 3.6 国際標準化の検討······················································· 8 

 3.7 課題及び提言··························································· 9 



 2

[要 約] 

 本調査研究は、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需要が拡大し

つつあるバイオメトリクス認証機器システム（指紋、顔、虹彩及び静脈）について、その

互換性及び相互運用性に関する調査、並びにこれらを確保するための実現モデル及び検証

モデルの検討を通じて、我が国機械工業におけるバイオメトリクス認証機器システムの先

導的な技術開発や製品開発を促進し、安心かつ安全な経済社会の基盤構築を可能とする方

策に関する指針的知見を示したものである。 

 

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。 

 

 



 3

 1.2 調査研究の実施体制 

本調査研究の実施体制は、財団法人ニューメディア開発協会内に、バイオメトリクス

認証機器システムの開発・製造経験者及び有識者からなる調査委員会（委員長；国分明

男（財団法人ニューメディア開発協会））を設置し、これらの審議、指導により事業を

実施した。 

 

 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。 

 

 1.4 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。 
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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。 

 

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 

文献調査では、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。ＩＳＯ／ＩＥＣ／ＪＴＣ１／ＳＣ３７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）の標準化を実施しており、ＷＧ２では、

バイオメトリクス認証機器システムのアプリケーション・プログラム・インタフェース

「ＢｉｏＡＰＩ」（ＩＳＯ／ＩＥＣ１９７８４－１）の標準化を実施している。また、

「ＢｉｏＡＰＩ」に関する適合性試験に関する標準化作業も進められている。 

 

 2.3 仕様調査 

仕様調査では、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、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。 
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 2.4 聞き取り調査 

聞き取り調査では、国内の主要各社及び学校法人に対して、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。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、開発及び製造の状況、導入実績及び拡販戦略、知的財産権の保

有及び提供の状況、標準化との関係、互換性及び相互運用性に関する見解、その他の意

見・要望等の６つの観点から調査を行った。 

 

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

器から構成される。情報採取機器は、指紋、顔、虹彩、静脈などのバイオメトリクス情

報を採取する機器であり、情報蓄積機器は、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。情報蓄積機器に格納されるバイオメトリクス情報は、情報採取

機器から採取し、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。情報照合機器は、情報蓄積機器に登録されたデータと

情報採取機器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で

ある。この判定は、情報蓄積機器に登録されたデータと情報採取機器から採取されたデ

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。 

 

 3.2 互換性及び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互換性及び相互運用性を考える上で、「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

を示す指標をいい、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
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スを利用して、ユ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。」と定義した。また、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、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、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。 

互換性や相互運用性の確保を実現するための技術としては、認証に供するに適した画

像データの採取に係るセンサ技術、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識別判定技術、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が挙げられる。 

センサ技術に関しては、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。センサ仕様の統一は容易ではないが、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）を一定の水準

に保ち、互換性や相互運用性を確保するためには、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、採取したデータの均一性が求められる。 

データベースの構築技術に関しては、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

関係するため、互換性や相互運用性を確保するためには、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。 

識別判定技術に関しては、指紋、顔、虹彩及び静脈の各バイオメトリクス情報の認証

アルゴリズムが異なり、同一の分野（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。認証アルゴリズムの統一は、

容易ではないが、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枠を決

め、標準化することが求められる。 

データ交換技術に関しては、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ため、互換性や相互運用性を確保するため

には、各機器の入力及び出力に係る物理的インタフェース仕様及び論理的インタフェー

ス仕様の統一が求められる。 
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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、識別判定技術の違いに左右されないように、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、交換するデータの形式は、画像データとした。また、交換

するデータの品質を一定水準に保つため、パラメータ（解像度、階調、画像数、画像タ

イプ、画像サイズなど）は、同一であることを条件とした。 

 

 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。 

異なるバイオメトリクス認証機器システム間におけるデータ交換においては、交換す

るデータの形式及びパラメータを統一し、さらに、情報照合機器（認証アルゴリズム）

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。 
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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。 

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。 

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。 

 

 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
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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。 

 

 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最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
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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バイオメトリクス情報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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