
 
 

 
 

富士通の非接触型手のひら静脈認証装置“PalmSecure”
を利用した学校食堂向けe-POSシステム 

Fujitsu’s PalmSecure-Based e-POS System for School Cafeteria 

あらまし  

ヨーロッパにおける非接触型手のひら静脈認証装置“PalmSecure”（以下，PalmSecure）アプリケーショ

ンの初の実用化は，意外な形で実現された。富士通が開発したPalmSecureの生体認証技術は，そのセキュリ

ティレベルの高さから，銀行や行政機関向けが主な適用分野となっていた。ところが今回，スコットランドの

公立小学校の児童が利用する学校食堂での給食代金の決済方法に適用され，その真価を発揮したのである。こ

のビジネスチャンスの発掘には，富士通ヨーロッパ（FEL）の持つ新規ビジネスモデルが寄与している。同

ビジネスモデルは，想定可能なアプリケーションに対する予断は一切行わず，エンドユーザのニーズはエンド

ユーザとの直接対話によってのみ見極めるのである。また，富士通のグループ企業やグループ以外の企業とと

もに一様に緊密な協調関係を結ぶことによって，ユーザのニーズに 適な様々なソリューションを提供すると

いうものである。今回FELは建設会社（Amey），ソフトウェア開発会社（Abelon），およびソフトウェア開発/
システムインテグレーション会社（Yarg）と特に綿密な連携をとった。こうした連携の結果開発されたソ

リューションにより，児童はPalmSecureリーダに手のひらをかざすだけで，食事の支払いが迅速かつ簡単に

行える。現金，食券，スワイプカード（磁気カード）などはもちろん，誤用や不正使用が発生しやすいシステ

ムを一切使用する必要がないのである。FELのソリューションは，スコットランドのペイズリーにある公立

トッドホーム小学校で順調に設置，運用され，本稿執筆時点ではスコットランドにある他校でも導入されてい

る。また，英国中の学校でその導入が検討されている。 

Abstract 
The first commercial application for PalmSecure in Europe is an unusual one.  Rather than the expected high 

security application for a bank or government facility, Fujitsu’s PalmSecure biometric technology has proved itself 
to be an ideal way for Primary School pupils in Scotland to pay for their school meals.  This opportunity was 
discovered through Fujitsu Europe Limited’s (FEL) innovative Enterprise Business model where no 
prejudgement of possible applications is made, end user needs are identified through dialogue directly with end-
users and solutions are quickly provided through close collaboration with Fujitsu Group companies and third 
parties alike.  FEL worked closely with a construction company (Amey), a software developer (Abelon), and a 
developer/system integrator (Yarg) amongst others to develop a solution whereby school children can quickly and 
simply pay for their meals by presenting their palm to the PalmSecure reader, rather than use cash, vouchers, 
swipe cards or some other system that would prove open to abuse or mis-use.  This solution has been rolled out 
successfully in the first school, Todholm Primary School in Paisley, and is at the time of writing being rolled out to 
other schools in Scotland and is under consideration for Schools across the UK. 
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ま え が き 

 生体認証技術は，現代社会に急速に浸透しつつあ

る。オフィスでも公共施設でも安全性の観点から本

人確認が求められる場では，何らかの生体認証セ

キュリティ装置を見かけることがごく当たり前と

なってきている。高い普及率を誇るのが指紋認証技

術で，これに続くのが虹彩認証技術である。このほ

かにも音声認証，署名筆跡認証，掌形認証，人相認

証，においや歩き方にまで関連した認証技術が数多

く存在する。しかし，政府，企業ともに，こうした

システムの構築に多大な関心を寄せているにもかか

わらず，技術による「独裁性をはらむ権力行使」に

対する庶民の抵抗が高まっているのと同時に，政府

やとりわけ民間企業自体に対する庶民の不信感も存

在するのである。こうした点を踏まえると，成功す

る生体認証技術は，つぎの条件をすべて満たさなけ

ればならないと考える。 
（1） セキュリティ性が高いこと 
（2） 広く人々に受け入れられるものであること 
（3） 個々人の任意性が確保されていること 
 日々の生活においてセキュリティが重要なのは明

白である。では，生体認証が人々から受け入れられ

るにはどうすれば良いか? 第一には，安全で確実

なセキュリティを容易に使えることが必要となる。

非接触型システムであると，なお望ましい。非接触

型であれば，衛生上の問題点および様々な民族上，

宗教上の多くの不安を軽減することができる。ただ

し，二つ目には，使用する生体認証の特性が原因で，

認証許可されている人が排除されたり，不当な扱い

を受けたり，アクセス拒否されたりすることがない

よう，すべての人に受け入れられるものでなければ

ならない。例えば指紋に基づくシステムは，指紋の

認証が困難な肉体労働者やある種の民族など，その

国の人口の 大10％を全く受け入れずに排除する

可能性がある。頻繁に議論が戦わされる問題である

が，公共利用を目的とした生体認証は，犯罪科学的

な見地に立つべきではない。例えば，過去の軽犯罪

と結びつけて使用されるおそれがあるソリューショ

ンを誰が求めるだろうか。三つ目は，生体認証には，

任意性があるべきである。政府機関が国家の安全を

図るために遠隔人相認証システムを使用する明確か

つ合法的な必要性が生じる場合もあるだろう。ただ

し，スキャンされた当人はデータを取り込まれてい

ることすら知らない。このようなシステムを公的に

使用してはならない。ましてや小学校などではもち

ろんのことである。富士通PalmSecureは，これら

の要求をすべて満たしている。さらに重要なのは，

そのビジネスとしての有効性である。顧客にとって

の安全性と利便性という真のニーズを認識すること

は 重 要 な 課 題 と な る 。 図 -1 に 示 す よ う に

PalmSecure技術はその競合する技術と比較した場

合に高い評価を得ている。今回，富士通ヨーロッパ

（FEL）は多くのビジネスパートナと協力し，真の

ニーズを見極めてそれに応えてきた。その結果が，

他社が失敗した分野での成功を収めているのである。 
 本件で 初のお客様となったのが，スコットラン

ドグラスゴーに隣接するペイズリーのトッドホーム

小学校である。 
 スコットランド政府は“Hungry for Success”と

呼ばれる取組みを推進している。その一環として高

品質で栄養価の高い食事を児童に提供するよう奨励

している。 
 ここで問題となるのは，このような食事の提供に

は経費がかかり，温かくて栄養バランスのとれた食

事を児童全員に提供するには，経済的なサポートを

要するという点だ。サポートがあれば，裕福でない

家庭の児童も，裕福な家庭の児童と一緒の食事を楽

しむことができる。 
 そこで，低学年の児童がお金を学校に持ってくる

ことで生じる問題やそこから派生するリスクを排除

するために，キャッシュレスシステムが提案された。

PalmSecureソリューションは，継続的なメンテナ

ンスに付随するコストを 小限に抑えるだけでなく，

とりわけ給食費の免除にまつわるいじめや盗みなど

の機会をできる限り減少させる必要もあった。 
 カードをベースにしたシステムのような技術では，

紛失や恐喝など現金の支払いに関連して生じる問題

を起こしやすいと考えられている。そこで，生体認

証に基づいたシステムが必要とされた。 
 こうしたことから，富士通のPalmSecureが理想

的なソリューションであることが証明されたのであ

る。本来のPalmSecureが提供するような高度なセ

 
本稿は，FUJITSU Sci. Tech. J.（Vol.43，No.2）に掲載した，

Fujitsu’s PalmSecure-Based e-POS System for School Cafeteriaの
論文を翻訳・転載したものです。 
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人相認識

音声認識

署名

指紋

セキュリティ
レベル低

公共アプリケーション

個人アプリケーション

セキュリティ
レベル高

虹彩

PalmSecure

PalmSecure は，公共アプリケーションおよび
個人アプリケーションにも適した非常に高い
レベルのセキュリティが特長である。

そのほかの静脈システム

 
図-1 生体認証技術におけるPalmSecureの位置付け 

Fig.1-PalmSecure positioning against other biometric technologies. 
 

セキュリティの高い生体認証システムは，手のひらの静脈パターンを認識することにより本人
確認を行う。

1.　センサの3～8 cm上に手の
ひらをかざす。

2.　センサは近赤外線を
放出する。

3. 静脈構造が近赤外線を吸収す
る。

4. 捕そくされた近赤
外線画像

5.　暗号化された静脈パ
ターンデータ （1/2）

DB

6.　捕そくされたパターンデータは暗
号化され （2/2） 保存される
（2.448/0.832 Kバイト）。

または

スマートカード  
図-2 PalmSecureの運用 

Fig.2-PalmSecure operation. 
 

キュリティアプリケーションというわけではなく，

したがって，本人拒否率（FRR）にしても他人許

容率（FAR）にしても高い数値が求められている

わけではないが，システムは誰もが使用できるよう

に一般的で，対象とする利用者らに受け入れられる

必要があった。PalmSecureはそのどの点に関して

も高い評価を受け，トッドホーム小学校に続いて他

学校でも採用されている。 

PalmSecureとは？ 

 富士通PalmSecureは，3.5×3.5×2.7 cm角の小

さなブロックで，その中には近赤外線光源，センサ，

そしてある種の暗号化処理装置が収められている。

ホストシステムとはUSBインタフェースで接続

する。 
 手のひらの静脈を流れる血液中の還元ヘモグロビ

ンが，ある種の周波数の近赤外線を吸収する。 
 この原理を応用して，センサによって静脈パター

ンを「見る」ことができる（図-2）。 
 人間の手のひらの静脈パターンは，個々人で唯一

無二の存在であり，胎児期に形成され，生まれてか

ら死ぬまでずっと変わらない。もちろん，サイズの
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あなたの特徴

他者閾値（T）

FAR
FRR

FRR FAR

正しい人物と間違った人物を区別する閾値

エラー比率

バイオメトリクスにおいて一般に使用される精度

FRR（本人拒否率）

FAR（他人許容率）

レートの特長

FRRおよびFARは逆相関にある。

（FRRが高くなればなるほど，正しい人物を識別したとき
でもエラー比率は高まる。）

手のひら静脈の精度

　FRRが0.01％のとき，FARは0.00008％未満。

（正しい人物は1万スキャンに1度拒否され，間違った
人物は1千万スキャンに8度受け入れられる。）

最適閾値

 
図-3 認証の精度 

Fig.3-Accuracy of authentication. 
 

出典：http://www.scotland.gov.uk/Publications/2003/02/16273/17566

図-4 トッドホーム小学校食堂で手のひらを見せる児童
Fig.4-Pupil at Todholm Primary School cafeteria. 

変化はあろうが，基本パターンはずっと同じである。

また，同一人物の左右の手のひらでも異なる。一卵

性双生児でさえ，手のひらの静脈パターンは異

なっている。 
 すなわちFARおよびFRRのセキュリティレベル

は，ほかに類を見ぬほど高い。そのため，手のひら

静脈は理想的な生体認証方法であり，PalmSecure
は理想的なセンサと言えるのである（図-3）。 

導入の経緯 

 Hungry for Successは，2002年1月末スコットラ

ンド行政府内の委員会によって始められた。この委

員会は，健康教育の一環として食事を学校カリキュ

ラムに組み込むことにより，学校給食を活性化させ

ることを目的として招集された。同委員会は以下の

方策を戦略化する役割を担っている。 

 

（1） 学校給食の品質基準を策定する。 
（2） 食品の提示方法やメニューを改善し，学校で

食事を取る児童の数を増やす。 
（3） 給食費免除に関連する悪評を取り除く。 
 Yarg Biometrics社（以下，Yarg）は，ARM9(注 )1

アーキテクチャに基づくシングルボードコンピュー

タを採用し，光接触型指紋センサを導入した

“Finger Swipe”と呼ばれるe-POSソリューション

                                                      
（注1） ARMおよびThumb命令セットを持つ32ビットRISCプ

ロセッサで，通常は携帯製品，デジタル家電製品，組込

みシステムに使用される。 

を開発提供した。Finger Swipeは匿名での支払取

引を管理するため，給食費免除に伴う悪評に対処で

きると思われた。Finger Swipeは，指紋をベース

にしたソリューションとしてはかなり優れたもので

あったが，今回のアプリケーションには不適当だと

いうことが分かった。それは，上手に指紋を読み込

ませることができない児童は，システムを使用する

ことができなかったからである。一方PalmSecure
に基づくソリューションでは，操作が児童にとって

簡単で確実，さらには楽しめるものであることが証

明された（図-4）。 

挑   戦 

 PalmSecureの当初の挑戦は，以下の主要な要件
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Abelon
Systems

Eye Tech
Product
Design

CRB

Amey
Construction

富士通
ヨーロッパ

（FEL）

トッドホーム
小学校

スコットランド議会提唱
“Hungry for Success”

：製品販売

：影響/指導力

：共同作業

Yarg

 
図-5 トッドホーム小学校向けソリューション共同開発フォーラム 

Fig.5-Collaborative forum to develop solution for Todholm. 
 

を満足していることを保証することだった。 
（1） PalmSecureは，他社の提供したフィンガーソ

リューションが失敗した分野で成功すること。 
（2） 児童は， 小限の監視スタッフで，システム

を使用すること。 
（3） システムは，既存のケータリング管理ソフト

ウェアと連動すること。 
（4） 給食時の行列処理時間は増加してはならない

こと。 
（5） PalmSecureは，既存のARM9 SBC(注 )2 アーキ

テクチャで作動しなければならないこと。 
 上記の要件を満たすために，FELは，Yargだけ

でなくハードウェアおよびソフトウェアの専門企業

とも連携して作業に当たる必要があった。各社とも

様々な要素を提供し，納入パートナに 終的なソ

リューションを提示した。 
 FEL以外に，今回の開発に参加した組織は以下

のとおりである。Yarg，Abelon Systems，Amey 
Construction，トッドホーム小学校，そしてCRB，

Eye Tech Product Designである（図-5）。 

ソリューションの概念 

 生体認証技術，とくにPalmSecureの広範囲にわ

たるアプリケーションには，入退室管理からシステ

                                                      
（注2） 組込みシステム用に設計されたARM9プロセッサ付きシ

ングルボードコンピュータである。 

ムログインに至るまで様々な環境や業務に対応し，

ソリューションへの容易な適用が求められている。 
 この要求を満たすには，適応性と柔軟性のある

ハードウェアソリューションが必要となる。物理的

デザイン条件に加え，アプリケーションの使用方法

を強化し簡略化させる先端技術と，デザインとが足

並みをそろえることが不可欠である。このようなア

プローチにより， 終製品は様々なアプリケーショ

ンに柔軟に対応し，インストールが容易で，拡張性

が高いものとなるはずである。富士通のサポートに

より，Yargは当初のプロジェクト要件を満たす製

品を開発すると同時に，今後の，より大きな販路を

目指したソリューションをも提供した。 
 PalmSecureを既存のARM9アーキテクチャに連

動させることは不可能であるので，ARM9 SBCが

提供する下位の指定指紋認証の要件が，USBを基

盤にしたPalmSecureのそれを満たすことはでき

ない。 
 Yargのシステムは，柔軟性を十分に持つソ

リューションとして設計されており，製品が当初の

キャッシュレスケータリングプロジェクトの条件に

確実に準拠し，さらにはこの条件を上回る複数の機

能を提供している。モジュラーハードウェアデザイ

ンを採用することにより，変更，追加およびカスタ

ムメイド性をPalmReaderに組み込むことができる

ため，再構築の必要はほとんどなく，将来的なプロ
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バイオメトリック
データベース

Yarg
バイオメトリック

サーバ

アクセス
制御

システム
セキュリティ

時間および
入場者管理

課金管理

顧客アプリケーション

Yarg
API

Yarg バイオメトリックシステム

確認端末登録端末

e-POS 端末

PalmReaders

 
図-6 システム接続形態 
Fig.6-System topology. 

 

ジェクトおよびアプリケーション条件を満たすこと

を保証している（図-6）。 
 PalmSecureセンサの要件にかなうよう，既存の

Finger Swipe SBCを再設計し，256 Mバイトメモリ

対応のVIAチップセット付き733 MHzプロセッサを

搭載した。PalmSecureに対応するため，USB 2が
SBCに追加された。 
 再構築したSBCに基づくPalmReader装置の機能

は，内蔵されたキャプチャ装置にキーパッドとディ

スプレイを提供している。これにより，すでに統合

された802.11g無線接続または有線イーサネット

ポートにより，ネットワーク経由でYargバイオメ

トリックサーバに接続し，照合および処理が可能と

なる。 
 内蔵Wiegandインタフェースは，入退室管理用

プロトコルのサポートを可能にし，外部USBポー

トはスマートカードリーダなどの外部装置に接続可

能な周辺インタフェースを提供する。 
 これらのシステム機能および接続形態は，内蔵

データ取得装置の堅ろう性により，サーバ上のバイ

オメトリックデータベースの柔軟性を生かす。ユー

ザの手のひら静脈パターンのテンプレートが各

PalmReaderからネットワーク経由でYargバイオメ

トリックサーバへと送信され，照合および処理が行

われる。 
 システムのソフトウェア機能も同様に，不可欠な

存在である。Yargバイオメトリックサーバは，

サーバ側からシステム管理を可能にするBioEngine
ソフトウェアを起動する。このソフトウェアにより，

各リーダ装置を構成・管理することができる。必要

に応じて，リモートウェブ診断も実行できる。 
 ネットワークセキュリティ機能は，起動時に各

PalmReader装置がサブジェクト認証であることを

保証する。これにより，登録された端末だけがネッ

トワークに追加できる。さらに，Yargバイオメト

リックサーバは，電源投入時にファームウェアを各

リーダにダウンロードする。 
 セキュリティを確保するためには遠隔設置されて

いるリーダで扱う，すべてのバイオメトリックテン

プレートを中央のYargバイオメトリックサーバに

格納し，安全な環境で照合が行われること，また必

要なテンプレートデータは安全管理が容易な特定の

箇所に保管されていることが必要となる。 
 富 士 通 の イ ン フ ラ パ ー ト ナ で あ る Amey 
Construction社は，ハードウェアとソフトウェアを

組み合わせることにより，容易に設置作業を行うこ
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とができる。さらに，Yargバイオメトリックサー

バ機能を使用するために，バックオフィス機能に端

末およびインタフェースを接続する際，既存のネッ

トワーク構造を利用することができる。学校から今

後提示され得る様々な要望に合わせて，将来的なシ

ステム増設の設定も容易である。 

開発およびインストール 

 PalmSecureがプロジェクトの重要な要件を確実

に満たすように，富士通は小学校の児童による運用

テストを支援した。このテストでは，過去に提供さ

れたソリューションが 適ではなかった分野であり，

PalmSecureは運用可能であるということを証明し

た。オープンな形でテストを行ったことにより，学

校スタッフとYargチーム双方に，プロジェクトに

対するPalmSecure技術の適性を容易に納得させる

ことができた。 
 小学一年生が集中できる時間には限界がある上に，

上手に手のひらをかざすことができないことも加わ

り，リーダで再現性のあるキャプチャ画像を取得す

るのは困難な作業となった。手のひらをかざす際に

起こり得る問題に対処するために，児童の手の平均

サイズに基づいて小さめのハンドガイドを設計した。

これにより，児童がリーダを利用する際に使用する

安定性の高いプラットフォームが実現した（図-7）。 

 

図-7 お星さまになろう 
Fig.7-Be a star. 

 システムを使用する上で も重要かつ原点ともい

うべき事柄である，児童が手のひらを正確にかざし，

静脈情報を登録できるように，Yarg社は大人を対

象にした富士通のガイドラインを修正し，児童でも

簡単に理解できる方法で装置に誘導できるようにし

た。中には字が読めなかったり計算能力が低かった

りする児童もいたためである。「お星さまになろう-
お星さまを作ろう（Be a star）」トレーニングキャ

ンペーンは，その工夫のたまものである。子どもで

も大人でも，平らに広げた手のひらをリーダに確実

にかざすことができる簡単で覚えやすい説明である。 
 トッドホーム小学校で使用したアーキテクチャに

は，3種類の端末が必要だった。装置への親しみや

すさと，再現性を高めるため，すべて基本デザイン

は同じにした。 
 管理機能を意図したバックオフィス登録用端末が，

Yargバイオメトリックサーバと並んで食堂事務室

に設置されている。 

 食事メニュー選択後生体認証が正確に計算を行う

時点で，レジカウンタのe-POS端末は，取引金額に

よって情報が更新される。 
 再確認用端末で，児童や教師は現金受取機を経由

して追加料金を口座に振り替えることができる。 
 再確認用端末は，ほかの装置がすべて卓上型の水

平設置なのに対し，壁掛け型である。 
 ハードウェアデザイン，ソフトウェア修正，そし

てトレーニングを組み合わせることにより，高度の

システム性能が実現された。これらはすべて特定の

プロジェクト要件に合わせて調整可能である。 
 Hungry for Success活動における生体認証コン

ポーネントは，あくまでその活動の実現を補助する

ものであり，イニシアティブをとることを主眼とし

ているのではない。そのため，既存のアーキテク

チャに 低限の変更を加えるだけで，既存のケータ

リング管理ソフトウェアとPalmReaderとが連携で

きる点が重要だった。これを可能にするため，

Yargは自社の生体認証システム向けAPIを開発した。

このようにして，シンプルなソフトウェア開発キッ

ト（SDK）を有する富士通の戦略とマッチして，

製品の迅速かつ容易な運用が実現した。また，
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バイオメトリック
データベースマスターバイオメトリックサーバ

Yarg
API

バイオメトリック照合装置スレーブ1

バイオメトリック照合装置スレーブ2

バイオメトリック照合装置スレーブ3  
図-8 拡張性 

Fig.8-Scalability. 
 

Abelon Systemsは1週間足らずで既存のPOSアーキ

テクチャにPalmReaderを連動させた。 
 学校での給食時間には限りがあるため，生体認証

ソリューションの適用を全体の待ち時間に加えるこ

とはできない。トッドホームスクールプロジェクト

開始当初は，識別データベースサイズを1クラスの

児童数へと単純に減らすことで適用した。そのため，

1けたのクラス番号を入力することで，児童は自分

のクラスメイトとだけ「照合」された。システムに

関して起こり得るタイミング問題を評価していくう

ち，プロジェクトの今後について，すなわちデータ

ベースサイズまたは同時ユーザ数のいずれかが処理

時間に深刻な影響を与えかねない点についての検討

がなされた。この問題に対処するため，マスター/
スレーブ構成が考案された。ここでは，マスター

データベースが複製され，子プロセスがデータベー

スコピー上で作動することにより，処理時間がシス

テムアクセスのピーク時に 小限に抑えられること

を保証している（図-8）。 
 

本システムの利点 

 PalmReaderは従来の学校ケータリング環境に生

体認証インタフェースを提供し，Hungry for 
Success プ ロ ジ ェ ク ト の 実 現 を 支 援 し た 。

PalmSecureソリューションは，型にはまらない方

法で 先端技術を利用し，学校向けに革新的ソ

リューションを提供した。今や児童は，給食費免除

にまつわる仲間からのいやがらせを心配することな

く，おいしい食事を簡単な方法で取ることが可能に

なっている。 
 PalmSecureソリューションは後からネットワー

クに追加することができるため，段階的に拡張する

ことにより学校に更なる付加価値をもたらすことが

できる。そして，様々なアプリケーションが稼働す

るホストにおいて，アプリケーションのすべてで集

中管理・安全保証を図りながら，生体認証セキュリ

ティをサポートしている。 
 Yarg社が製作した柔軟かつ効率的なソリュー

ションは，同種の教育関連プロジェクトだけでなく，

生体認証が享受するであろう広範なビジネスマー
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ケットにおいても導入展開されていくことであろう。 

む  す  び 

 プロジェクト成功の決め手となったのは，まず顧

客要件を理解し，幅広い分野でも富士通の技術を適

用できる機会を見事にとらえたことだった。このよ

うな形で目標を達成するために，富士通チームは今

まで実績のないビジネス分野で活動を行わなければ

ならなかった。とくに，富士通製品の知識がほとん

どない企業と接触し，短期の実績だけを示して，小

規模ビジネスと提携関係を結べば 先端技術により

目標を達成できると説得したのである。 

 PalmReaderは，今では様々なプロジェクトへの

参画の機会にあずかり，そこで生まれたソリュー

ションが，富士通と新たなるパートナとの共同作業

の成果となるのは明らかである。 
 富士通の挑戦は，多種多様な企業と彼ら自身の目

標を達成するために，そしてPalmSecureを販売す

るという富士通自身の目標を達成するために連携す

ることである。製品をただ販売するだけでは十分と

は言えない。お客様やパートナと真の交流を持ち，

その力を結集した結果大きな目標を達成することが

重要である。 
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