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あ ら ま し

最も身近で簡便に実現可能なID/パスワード認証は，パスワード自体の複雑化，煩雑な
パスワード変更管理など，利用者と情報システム管理者の負担を増大させながら，その安

全性を維持してきた。そうした中で，安全性の確保と利用者負担の軽減を両立させるア

プローチとして，身体的な特徴を利用する生体認証（バイオメトリクス）技術の導入が進ん

でいる。世界で初めて富士通が開発した高セキュリティを実現する手のひら静脈認証技

術は，その高い認証性能が認められ，大手金融機関の現金自動預払機（ATM：Automated 
Teller Machine）の本人認証への採用を皮切りに，情報システムのログインやセキュリティ
ゾーンの入退室管理などに利用され，活用の場が広範囲かつグローバルになってきてい

る。様々な利用シーンの中でも，PCログイン分野の需要は急速に増加している。
本稿では，富士通フロンテックが取り組んでいる，高い認証精度で安全性と適用性に

優れる「手のひら静脈認証」技術をベースとして，世界最小・最薄のサイズと様々な手の

かざし方への追従性を追求した，PCログイン市場向けの新たな手のひら静脈認証センサ
の技術と機能について紹介する。

Abstract
User identification using an archaic password system, which is the most familiar 

and easily realizable form of authentication, has maintained its security but the 
burden on users and information system administrators has been increased.  This 
increased burden is due to measures such as complication of the passwords themselves 
and cumbersome management of password updates.  In this situation, more and more 
enterprises are adopting biometric authentication technologies which refer to the 
identification of humans by their characteristics or traits as an approach that combines 
ensured security and reduced burden on users.  The world’s first highly reliable palm 
vein pattern recognition technology developed by Fujitsu realizes high security, and has 
been recognized for its high authentication performance.  Starting with the adoption for 
cardholder verification based on palm vein pattern recognition technology of automated 
teller machines (ATMs) managed by major financial institutions in Japan, it has 
been used for applications including logins to information systems and access control 
systems for security zones and its scenes of application are spreading and becoming 
increasingly globalized.  Of the variety of scenes of use, demand in the PC login field is 
rapidly expanding.  This paper presents the technology and functions of the new palm 
vein authentication sensor designed by Fujitsu Frontech based on highly reliable palm 
vein pattern recognition technology.  This palm vein authentication sensor features an 
enhanced usability of the way to place the hand and the world’s smallest and slimmest 
appearance and is designed to be provided to the PC login market.
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できる最高水準の生体認証技術として，大手金融
機関の現金自動預払機（ATM：Automated Teller 
Machine）の本人認証に採用された。2008年には
異なる金融機関のATM取引きでの本人認証にも発
展し，その有効性は金融機関に広く認識されるに
至っている。金融機関への導入を皮切りに，手の
ひら静脈認証技術は，情報システムのログインや
セキュリティゾーンの入退室管理など，様々な利
用シーンに適用範囲（2）を広げるとともに，販売先
地域も国内のみならず，米国，ブラジル，トルコ
などグローバルに拡大している。
● 体内の情報
手のひら静脈認証技術は，個人の身体の特徴と
して手のひら静脈の血管パターンを用いている。
身体の特徴として用いられる身体の部位には，手
のひら静脈以外にも，例えば指紋が利用できるこ
とが知られている。富士通が手のひら静脈を用い
ているのは，複製，撮影，録音などによって他人
に盗まれにくい体の内側の情報を本人認証に用い
ることによって，指紋で指摘されているような接
触の痕跡（残留）による偽造を困難にすることで
ある。体内の情報を用いることで，ID/パスワード
を悪用した「なりすまし」も困難となり，複雑な
パスワードを記憶する必要もなく，安心で安全な
本人認証手段を提供することができる。
● 高い認証精度
静脈の血管パターンを用いた生体認証には，ほ
かの身体部位での生体認証技術も実用化されてい
る中で，安定して高い認証精度を確保していくこ
とができる部位として，本人認証の対象とする面
積が広く，パターン（カーブや分岐など）が複雑
で，個人を識別するための情報を豊富に持ってい
る手のひら静脈の血管パターンを利用している。
2010年には，情報量の多い手のひら静脈の利点を
生かし，静脈認証において世界で初めて，認証者
のIDカードやパスワード入力なし（IDレス）でも，
手をかざすだけで高速に認証する技術を実現して
いる。
● 反射型撮影方式
手のひら静脈認証技術による本人認証は，手の
ひら静脈の血管パターンをセンサが出射する近赤
外光照明で撮影して読み取ることから始まる。静
脈の血管パターンを撮影する方式には「透過型撮

ま　え　が　き

情報システムにアクセスするための利用者認証
の運用が専用の業務端末からインターネットを経
由したモバイル端末へと広がるにつれ，安全性の
確保がますます重要になっている。重要データへ
のアクセスにおいては，単純なID/パスワードでは
安全性が保たれないため，ワンタイムパスワード
などの複雑なパスワード体系の導入が必要となり，
利用者の負担が増大するとともに，情報システム
管理者にとっても，利用者のパスワード忘却や入
力ミスへの対応などが大きな負担になっている。
更に他人のID/パスワードを悪用した「なりすまし」
に対しては，パスワード管理だけでは根本的に解
決できない問題もある。このような状況の中で，
安全性の確保と利用者負担の軽減を両立させるア
プローチとして，身体的な特徴を利用する生体認
証（バイオメトリクス）技術の導入が進んでいる。
本稿では，高い認証精度で安全性と適用性に優
れる「手のひら静脈認証」技術をベースとして，
世界最小・最薄のサイズと様々な手のかざし方へ
の追従性を追求した，PalmSecure-SL（パームセ
キュアエスエル：図-1）に搭載する新たな手のひ
ら静脈センサの技術と機能について，富士通フロ
ンテックの取組みを紹介する。

手のひら静脈認証技術

手のひら静脈認証技術（1）は，世界で初めて富士
通が開発した，手のひら部位の静脈の血管パターン
採用による，なりすまし困難な高セキュリティ技
術である。2004年に金融機関での本人確認強化が
求められる中で，不特定多数の利用者環境で実用

ま　え　が　き

手のひら静脈認証技術

図-1　PalmSecure-SL



FUJITSU. 64, 4 （07, 2013）352

世界最小・最薄の静脈認証センサ

とノートパソコンをそれぞれ持ち運ぶことが，利
用者の負担となっていると考えられる。このよう
な状況の中で，センサをノートパソコン内蔵とす
るニーズが高まっていくと考えた。ノートパソコ
ンは，端末の薄型化が急速に進んでおり，既存セ
ンサのサイズではノートパソコン内蔵は実現でき
ない。大幅な小型・薄型化のための新たな手のひ
ら静脈認証の技術開発が必要となる。ノートパソ
コン内蔵による利便性の向上とUSB接続タイプ小
型化による携行性の向上は，PCログイン分野での
手のひら静脈認証技術の普及に急務であり，様々
な機器への組込みによる利用分野拡大も期待でき
ることから，小型・薄型化の新たな手のひら静脈
センサの開発が必要と判断した。

小型・薄型化

富士通の手のひら静脈認証技術は，近赤外光によ
る反射型撮影方式を採用している。このセンサを構
成する代表的な部品は，レンズ，近赤外光拡散部品，
イメージセンサの三つである。手のひらの静脈パ
ターンの撮影は，近赤外光拡散用部品により手の
ひら全体に均一に光を当て，その反射光を，レン
ズを通してイメージセンサへ集めて画像化する流
れである。原理的には，この構成のまま小型化す
れば良いが，実際にノートパソコン内蔵を実現す
るためには，従来のPalmSecure-LTに搭載するセ
ンサ（厚さ27.0 mm）を大幅に薄型化することが必
要と考え，ノートパソコン内蔵を実現するセンサ
の基本構造確立に当たり，センサの厚さを50％以
下とする大幅な薄型化を開発目標に設定した。セ
ンサの薄型化には，レンズの薄型化と近赤外光拡
散用部品の小型化が必要である。しかし，レンズ
の薄型化は広角化による歪の増加を招き，近赤外
光拡散部品の小型化は，照明の均一な拡散を妨げ
ることとなる。そのため，従来のセンサに比べて，
撮影画像の画質が低下する課題があった。薄型レ
ンズと，小型化した近赤外光拡散部品の形状と配
置を光学シミュレーションの繰返しにより決定し，
ソフトウェア画像処理を最適化することで，短期
間でのセンサの基本構造を確立した。PalmSecure-
LTに搭載するセンサと比べて，厚さ50％以下，
71.6％の体積削減となる，幅29.0×奥行き29.0×高
さ11.2 mmの基本構造を確立した（図-2）。

小型・薄型化

影方式」と「反射型撮影方式」の二つが実現され
ている中で，富士通は，手のひらに近赤外光を当
てて，跳ね返ってきた光を撮影する「反射型撮影
方式」を採用している。透過型撮影方式は，撮影
部品と照明部品を分離して配置する必要があるが，
反射型撮影方式であれば，それらを1箇所に集約す
ることができることにより，センサの小型化を追
求できる。2004年にATMに搭載した反射型撮影方
式のセンサのサイズは，幅70.0×奥行70.0×高さ
27.0 mmであった。これを，幅35.0×奥行35.0×高
さ27.0 mmとし，体積比：1/4となる大幅な小型化
を2006年に実現してきた。センサの小型化により，
富士通の開発した手のひら静脈認証技術を利用す
る製品が増えている。
● 非接触認証
センサに手のひらをかざす位置を固定させるた
めの置き台（手のひらガイド）がなくとも，本人
認証をスムーズに行えるよう，認証スピードや，
手をかざす距離や角度の許容度を向上させてきた。
富士通の開発した手のひら静脈認証技術は，反射
型撮影方式で非接触認証を実現することにより，
センサに触れることなく，衛生的で心理的な抵抗
感の少ない，手をかざすという自然な操作性を目
指して開発している。2007年には，安心・安全な
手のひら静脈認証技術をより身近に，より簡単に
利用できるように，世界初となる手のひら静脈セ
ンサを搭載するマウスを開発し，2010年よりPCロ
グイン専用のラインナップとして，PalmSecure-
LT（マウスタイプ，スタンダードタイプ）を販売
している。

開発の背景

生体認証の普及が進む中，PCログイン分野への
手のひら静脈認証技術の需要は増大しており，今
後も企業の情報システムのPCログイン用途での利
用が拡大していくと想定している。
情報システムへのログインのためには，センサ
をパソコンに接続する必要があり，ノートパソコ
ンを持ち運ぶ際は，センサを一緒に持ち運ばなけ
ればならない。業務利用のパソコンの多くは，デ
スクトップ型から持ち運びできるノート型となり，
社内ミーティングなどの場面でも，その機動力を
活用して業務を効率化している。そのためセンサ

開発の背景
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簡単操作を実現する新機能

ノートパソコン内蔵と，様々な機器への組込み
を見据えて，手のひら静脈認証の操作性向上にも
取り組んだ。ノートパソコン内蔵で，手のひらガ
イドがなくとも，利用者がスムーズな認証を行え
るよう，手かざし操作を簡単にする二つの取組み
を行った。このような認証操作を手のひら静脈認
証では「ガイドレス認証」（図-3）と呼んでいる。
第一の取組みは，従来と同じ手かざし操作感で，
手のひらを連続して撮影する認証技術を実現する
試みである。ガイドレス認証での不安定な手かざ
しの中で安定した撮影画像を得ることを目的とし
て，センサに高性能CPUを採用した。従来よりも
手のひらを高速に撮影できるようにし，1回の認証
処理の中で，自動的に複数回の手のひら画像撮影
を行う連続撮影機能を開発した。連続撮影機能は，
撮影データが増加する仕組みである。単純に複数
回の撮影をするだけでは照合時間が従来よりも長
くなるという課題を，連続撮影した複数の静脈画
像から照合に適した画像を瞬時に選び出す技術を
開発することで解決した。これにより，従来の手
かざし操作と違和感なしに，自然で軽快な操作性
を実現することができ，認証しやすさが大幅に向
上した。連続撮影の最適な回数についても検証を
繰り返し，認証率評価の結果と合わせて最大5回
が最も効果あることを確認している。このように，
これまでの認証レベルを維持したまま，本人拒否
率0.01％（リトライ1回含む）のとき，他人受け入
れ率0.001％以下 （富士通フロンテック評価結果）
の認証率を実現し，認証時の操作性向上の課題を
解決した。

簡単操作を実現する新機能

第二の取組みは，ガイドレス認証での手かざし
位置を案内する撮影誘導技術の向上である。手の
ひらをかざす位置を明確化するガイドなしに，手
のひらの血管パターンを撮影するガイドレス認証
では，利用者が直観で手かざしの高さを合わせる
必要がある。直観的かつ確実な認証を実現するた
めに，手のひらをセンサにかざす際の撮影誘導技
術の向上が必要と考えた。センサからの高さをよ
り分かりやすくするために従来実現できなかった
センサ面に接触してしまうような手かざし位置か
らでも手のひらの撮影に最適な位置への撮影誘導
ができるように改善してガイドレス認証での手か
ざしの課題を解決した。

省電力機能

高機能CPUを手のひら静脈センサに搭載するこ
との弊害として，消費電力が増大する課題があっ
たが，撮影処理時のみCPUの最大能力で動作させ
る省電力機能を開発することで解決した。これに
より，撮影処理時には従来製品と同じ最大2.5 Wの
電力を消費するが，アイドル時は，約0.2 Wに低下
し，全体としての省電力化を実現した。

む　　す　　び

本稿では，PalmSecure-SLに搭載する世界最小・
最薄の手のひら静脈センサの技術と機能について
述べてきた。本センサを内蔵する企業向けノート
PC LIFEBOOK （E741/C） を2011年5月に発売し
たことを皮切りに，2012年6月に手のひら静脈セ

省電力機能

む　　す　　び

図-2　薄型化したセンサ（右側）と従来型（左側）の外観

図-3　ガイドレス認証操作のイメージ
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ンサ内蔵キーボード，2012年9月にはPalmSecure-
SLも販売を開始し，組み合わせることのできるPC
ログイン分野に向けたソリューション（富士通販
売製品）（3），（4）の提供が開始されている。
他人のID/パスワードを悪用した「なりすまし」
による情報システムへの不正侵入や情報漏えいに
対する対策を迅速に行うことができる。今後も，
富士通フロンテックは高精度で安全性と適用性に
優れる「手のひら静脈認証」の製品開発を継続し，
提供していく。
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