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新技術の背景(1/4)
•個人認証技術の種類

【従来の認証情報】

1. 所有物による認証
- 磁気カード，ICカード

2. 知識による認証
- パスワードなど

【問題点】

紛失や盗聴，盗難などの危険

【生体特徴情報】

・指紋

・静脈

・顔

・虹彩

○本人しか持ち得ない情報

高いセキュリティ強度を実現

○常に手元にある利便さ

生体認証技術の導入・普及
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新技術の背景(2/4)

•生体認証の問題点
–物理的偽装物による「なりすまし」

静脈認証

エポキシ樹脂や

大根による

「なりすまし」

グミ指（ゼラチン）

による「なりすまし」

指紋認証

光の透過率が

人体指と似て

いる媒質

付着した指紋

から再現

→偽装指

偽装指
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新技術の背景(3/4)

【生体認証機構】

個人を特定する

指紋や静脈を利用

先天的個人特徴

【生体検知機構】

生体か否かを判別する

物理的偽装物による

認証を排除

より高い

セキュリティ

強度を実現
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新技術の背景(4/4)

•媒質の深さ方向に対する電気的特性を利用

–CSRRバンドパスフィルタ(CSRR-BPF)[1]

•近接媒質の深さ方向の影響を取得
–人体指の層状構造を有効利用

•近接媒質により通過特性が変化

•静脈認証用生体検知デバイスを提案

[1] 粂澤康司，井口悟，前田忠彦，“広帯域CSRR-BPFを利用した静脈認証用生体検知手法の提案，”信学論(B)，vol.J95-B，no.10，pp.1284-1287，Oct. 2011.

指紋認証を想定した生体検知
CSRR-BPF

Skin
Fat
Muscle
Born
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新技術に向けた取り組み

• 手部ではない指部への検出能力向上

–判定アルゴリズム

– ｾﾝｻ構の最適化

– FAR FRRによる評価
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•6 GHz帯CSRR-BPF

CSRR-BPFの構造

Top Bottom
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媒質近接時の通過特性

•計算モデル（FDTD法）

•近接させる媒質が
•フィルタに与える
• 影響を確認

CSRR-BPF

人体層状指と人体表面部（皮膚）

からなるファントムを近接

皮膚以外の人体組織も

通過特性に影響

皮膚ファントム 人体層状指
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評価指数(1/2)
•平均差

– 人体指近接時の通過特性を
– 基準（テンプレート指）として
– 検知対象物との差の絶対値の平均

•類似度

– ： テンプレート指の通過特性
– ： 検知対象物の通過特性
– ： を の最小値に合わせて正規化したもの

類

似

度

平均差

似

生体検知評価

のイメージ
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指紋認証を想定した計算モデル

•他者の指紋を模擬したフィルムを人体指表面に装着
– 人体指表面部に皮膚ファントムを装着

– Depth = 0.5 mm

[ Unit : mm ]

Z
X

Y

CSRR-BPF
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実験による生体検知(1/2)

•測定条件
–被験者16名(20代男性)の人差指両指
–無作為に5名を選択し通過特性の測定

Human Dummy
作製した皮膚ファントム 0.5 mm

テンプレート指として定義
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新たな判定アルゴリズムの提案
•絶対テンプレート判定法（従来方式）

–事前に5名の人体指近接時の通過特性を測定
–その平均値をテンプレート指として定義
–課題

•選定する5名の基準が曖昧

•相対テンプレート判定法
–同一人体指からテンプレート指を定義
–絶対法との組み合わせによるハイブリッド判定
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相対テンプレート判定法

•同一人体からテンプレート指を定義

•人差し指 中指 薬指
•(D-area #1) (D-area #2) (D-area #3)

•人差し指を生体検知
–中指，薬指の特性の
–平均値をテンプレート

Area #1

Area #2
Area #3

同一人体からテンプレートを定義

個人差の影響を低減
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相対テンプレート判定法による生体検知

•D-area #1 を検知対象物
•D-area #2-3 からテンプレート指を定義

改善従来方式

絶対テンプレート判定法

提案方式

相対テンプレート判定法
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•10 GHz帯CSRR-BPF

10 GHz帯CSRR-BPFの構造(1/2)

Top Bottom
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•被験者16 名，両手を使用
•D-area #1 を検知対象物
•D-area #2-3 からテンプレート指を定義

絶対テンプレート判定法 相対テンプレート判定法

10 GHz帯CSRR-BPFを用いた
実験における生体検知
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評価値を用いた検討(1/2)

•FRR(本人拒否率: False Rejection Rate)
–本人（人体指）が誤って拒否される割合

•FAR(他人受入れ率: False Acceptance Rate)
–他人（偽装指）を誤って受入れる割合

•以下を評価値とする
–FRR (FAR=0%)
–FAR (FRR=0%)

•右図のようにしきい値を定義
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評価値を用いた検討(2/2)
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 人体の電気定数を模擬した人体等価皮膚を
人体に装着する攻撃に対しても検出能力を持
つ。

• ３次元コンフォーマルセンサと相対テンプレー
ト判定法により検出精度の向上が図れる。

• 判定基準に絶対法と相対法を併用することで
検出精度の向上が図れる。
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想定される用途

• 生体認証装置に適用することでのメリットが大
きいと考えられる。

• 上記以外に、警備・保安装置での効果が得ら
れることも期待される。

• また、達成された効果に着目すると、セキュリ
ティ関連装置といった分野や用途に展開する
ことも可能と思われる。
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実用化に向けた課題

• 現在、ｾﾝｻについて評価用サンプルの提供が
可能なところまで開発済み。しかし、指紋認証
装置との一体化の点が未解決である。

• 今後、複合判定方式について実験データを取
得し、実用化試験環境下においてFARとFRR

の低減化の条件設定を行っていく。
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企業への期待

• 指紋認証やセキユリティ・保安システムの技
術を持つ、企業等との共同研究を希望。

• また、生体検知システムを開発中の企業、静
脈認証分野への展開を考えている企業には、
本技術の導入が有効と思われる。
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：生体検知装置及び生体検
知方法

• 出願番号 ：特願2014-095705

• 出願人 ：立命館大学

• 発明者 ：前田 忠彦
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お問い合わせ先

立命館大学

研究部 リサーチオフィス （BKC）

コーディネーター 久保田 美佳子

ＴＥＬ： ０７７－５６１ － ２８０２

ＦＡＸ： ０７７－５６１ － ２８１１

e-mail： kubot-a＠st.ritsumei.ａｃ.ｊｐ


