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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
設置される指に光を照射可能な光源と、
指を透過した上記光源からの光を撮像する撮像部と、
上記撮像部で撮像された上記指の側面の撮像画像から血管パターンを抽出し、該血管パタ
ーンと登録パターンを用いた個人認証を行う処理部とを有し、
上記処理部は、上記撮像画像から指の甲側の輪郭線と掌側の輪郭線とを含む輪郭形状を抽
出し、
上記輪郭形状の近似直線を求め、該近似直線の少なくとも上記甲側の輪郭線の近似直線が
上記撮像画像の縁に水平になるように回転補正を行うことを特徴とすることを特徴とする
個人認証装置。
【請求項２】
上記処理部は、上記近似直線を上記輪郭形状を構成する複数の画素を用いた最小二乗法に
よって算出することを特徴とする請求項１記載の個人認証装置。
【請求項３】
上記処理部は、上記近似直線と上記画像の縁との交点を上記回転補正の回転中心とするこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の個人認証装置。
【請求項４】
上記処理部は、上記撮像画像の中心に追跡点を設定し、
上記追跡点を基点として上記指の幅方向に上記撮像画像の縁に並行に移動して画素の輝度
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値の差分が最大となる点を境界点として検出し、
上記検出された２つの境界点から上記指の輪郭追跡を行って上記指の輪郭形状を抽出する
ことを特徴とする請求項1乃至３の何れかに記載の個人認証装置。
【請求項５】
設置される指の側面方向に対して光を照射可能な光源と、
指を透過した上記光源からの光を撮像する撮像部と、
上記撮像部で撮像された撮像画像から血管パターンを抽出し、該血管パターンと登録パタ
ーンとを用いた個人認証を行う処理部とを有し、
上記処理部は、上記撮像画像の中心に追跡点を設定し、
上記追跡点を基点として上記指の幅方向に上記撮像画像の縁に並行に移動して画素の輝度
値の差分が最大となる点を境界点として検出し、上記検出された２つの境界点から上記指
の輪郭追跡を行って上記指の甲側の輪郭線と掌側の輪郭線とを含む輪郭形状を抽出し、
少なくとも上記指の甲側の輪郭線を含む輪郭形状の近似直線を求め、少なくとも上記甲側
の輪郭線の近似直線が上記撮像画像の縁に水平になるように回転補正を行うことを特徴と
する個人認証装置。
【請求項６】
上記処理部は上記境界点の隣接画素周辺でもっとも差分値が大きい画素を選択することを
繰り返して上記輪郭を追跡することを特徴とする請求項４又は５に記載の個人認証装置。
【請求項７】
上記処理部は、上記輪郭形状に基いて上記撮像画像の部分画像を切り出し、該切り出した
画像から上記血管パターンの抽出を行うことを特徴とする請求項１乃至６の何れかに記載
の個人認証装置。
【請求項８】
上記処理部は、上記輪郭形状の上記指の幅方向の中心軸を求め、該中心軸を中心となるよ
うに上記切り出しを行うことを特徴とする請求項７記載の個人認証装置。
【請求項９】
設置される指の側面方向に対して光を照射可能に配置される光源と、
設置される指の側面を透過した上記光源からの光を撮像する撮像部と、
上記撮像部で撮像された撮像画像から血管パターンを抽出する処理部とを有し、
上記処理部は、上記撮像画像から上記指の甲側の輪郭線と掌側の輪郭線とを含む輪郭形状
を抽出し、
上記輪郭形状の近似直線を求め、該近似直線における少なくとも上記甲側の輪郭線の近似
直線が上記撮像画像の縁に水平になるように回転補正を行うことを特徴とする個人認証用
の血管パターン抽出装置。
【請求項１０】
上記処理部は、上記撮像画像の中心に追跡点を設定し、
上記追跡点を基点として上記指の幅方向に上記撮像画像の縁に並行に移動して画素の輝度
値の差分が最大となる点を境界点として検出し、
上記検出された２つの境界点から上記指の輪郭追跡を行って上記指の輪郭形状を抽出する
ことを特徴とする請求項９に記載の血管パターン抽出装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、人間の指を透過した光を撮像して得られる静脈パターンを利用して個人認証を
行う装置、および方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
個人認証技術には、指紋、虹彩、音声、手の甲の静脈などに基づく方法が存在する。指紋
に基づく個人認証装置は、すでに複数の企業から製品化、販売されている。これらの製品
は、指紋を指紋センサ上に接触させることで指紋を読み取り、指紋の端点や分岐点を特徴
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点として認識し、登録されている指紋の特徴点と照合することによって個人認証を行って
いる。
【０００３】
また、特開平10-295674号公報には、手の甲の静脈に基づく個人認証装置が開示されてい
る。これによると、手の甲を撮像カメラに向け、そこから出射される光の反射光を利用し
て血管パターンを取り込み、認証を行う。このとき、固定された棒状のガイドを握ること
によって、認証ごとに撮像する手の位置がずれないように工夫されている。
また、特開平7-21373には、指静脈を用いた個人認証装置が開示され、特に、撮影する際
の光量のロスを少なくするため、光ファイバーを指に密着させて指画像を撮影することが
開示されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来の技術では、認証の際に指紋を採取する、もしくは目の中に光を入れるなど、心理的
抵抗感の大きい方法を採用している。また前記従来の個人認証装置では、人間の体を認証
装置に接触させる必要があり、衛生面を重視する医療現場等では利用することが適当でな
い場合がある。また体の外側にさらされている特徴を利用するため、偽造される可能性が
ある。
【０００５】
本発明は、医療現場などの非接触性が求められる環境下でセキュリティシステムを構築す
ることを目的とする。このため、本発明では非接触で指画像を撮影し、この指画像から指
静脈パターンを抽出して個人認証を行う装置及び方法を提供する。
【０００６】
さらに、本発明では非接触で指を撮影する場合、回転や輝度むらが生じやすく高精度な個
人認証結果が得にくいという新たな課題に着目した。そこで、本発明では、非接触のため
回転や輝度むらが生じやすい指静脈パターン画像を用いながらも高精度な個人認証を行う
個人認証装置および方法を提供する。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明の個人認証装置は、登録指画像の静脈パターンを格納
する記憶装置と、光源及び指透過光を撮影するカメラを備えたインターフェースと、撮影
された指透過光画像に含まれる静脈パターンを抽出し、抽出した静脈パターンを前記登録
指画像の静脈パターンと照合して個人認証を行う手段とを有し、前記インターフェースは
、指を非接触で挿入する溝を有し、前記光源と前記カメラは、該溝を挟んで対向するよう
に配置することを特徴とする。
【０００８】
また、前記個人認証を行う手段は、撮影された指画像について、前記指が前記インターフ
ェースに挿入される際に生じる撮像平面上の回転を補正し、回転補正した前記指画像に含
まれる静脈パターンを抽出して個人認証を行うことを特徴とする。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の１実施例を詳細に説明する。図１は、本発明を実現するためのシステム構
成の概略ブロック図である。指を挿入する部分にあたる静脈パターン入力インターフェー
ス１の中には、光源２と光学フィルタ３、CCDカメラ４がある。光源２と光学フィルタ３
の間に指を挿入することで静脈パターンを獲得する。指を透過した光は光学フィルタ３を
通してCCDカメラ４で撮像される。CCDカメラ４で撮像された画像信号は画像キャプチャボ
ード５を用いてPC６に取り込まれる。PC６内部では、取り込まれた画像信号はインターフ
ェース７を通してメモリ8に格納される。また外部記憶装置１０に保存されている登録画
像がメモリ８に格納される。そしてメモリ8に格納されているプログラムに従い、CPU９に
よって取り込まれた画像と登録画像が一致するか否かの判断がなされる。なおこのプログ
ラムは、外部の記憶媒体を用いて装置に供給してもよい。記憶媒体としては、例えば、フ
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レキシブルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、Ｃ
Ｄ－Ｒ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭなどを用いることができる。
【００１０】
図２は、非接触な方法で指静脈パターン画像を獲得する指静脈パターン入力インターフェ
ース１の構造の一例である。インターフェースには溝状の隙間である指挿入口２２があり
、その部分に指２０を通すことで静脈パターンを獲得する。このとき装置自体に指を接触
させる必要がない。また、溝の中に複数本の指を通すことによって複数の指の静脈パター
ンを撮像することができる。さらに、肩、肘、手首等を中心に円の軌道を描いて指を振り
下ろすことで複数本の指２０を連続的に指挿入口２２に通し、指画像を撮像することも可
能である。このような非接触な撮像方法をとる場合、撮像された指画像は撮像平面に対す
る回転が生じる。従って、撮像された指画像には、必然的に回転補正を行う必要がある。
【００１１】
なお、溝の方向は、地面に対してどのような方向であっても良いが、特に地面に対して垂
直方向の溝を設けた場合、ユーザは重力に従って手を振り下ろすという自然な運動で、パ
ターン画像の獲得ができるので、使い勝手がよいという効果がある。
【００１２】
また、このように溝に指を通すようなインターフェースの構造は、指の中心軸を中心とし
た回転が生じにくくなるため、認証の精度が高くなるという効果がある。
【００１３】
図３は、指静脈パターン入力インターフェース１の別の例である。これは穴状の指の挿入
口２２がある入力インターフェースの例である。指２０を指の挿入口２２に挿入し、その
内部にある一つまたは複数の光源・撮像素子によって指の静脈を獲得する。このとき指の
中心軸に対し同心円方向に指を回転させることで多方向からの静脈パターンを獲得するこ
ともできる。
【００１４】
図４は、認証の際及びインターフェース設置場所付近を通行する際の安全性を考慮した、
上記の非接触型の指静脈パターン入力インターフェースの一例である。(a)は指静脈パタ
ーン入力インターフェースの角を面取りして、指、手、腕などが接触した場合でも安全な
形状にしたものである。また、設置場所によっては装置が突出していると危険な場合もあ
る。その場合は(b)に示すように溝を横向きに設けることでインターフェースの突出の幅
を狭める、もしくは(c)に示すように設置する壁面自体に指の挿入口を設ける。ただし(c)
においては腕を振り下ろして通すのに十分な幅の溝を有する。また、腕を振り下ろして指
を撮像することに対応するために、(d)に示すように指の挿入口の奥を指の軌道に合わせ
て円弧状にする。このような構造にすることで、腕の円運動に対して指が装置に接触しに
くい構造となる。また、装置の表面及び指の挿入口の内部をクッションのような柔らかい
材質のもので覆うことで、指の接触に対する安全性を高めることができる。この図では、
円弧状の部分にクッション３８が並べて貼り付けられている様子が示されている。なお、
上述した指静脈パターン入力インターフェースは、溝が縦方向に開けられ、上下方向に指
を動かすことで静脈パターンを獲得する例であるが、装置の設置条件により溝の開けられ
る向き及び指を動かす向きは任意とすることができる。
【００１５】
図５は、上記指静脈パターン入力インターフェース１内部における、複数の光源・撮像素
子によって多方向から静脈パターンを撮像するための構成の一例である。指２０の中心軸
に対して同心円状に、お互いが対面する位置に光源２と光学フィルタ３の付いたCCDカメ
ラ４が複数個並んでいる。指２０が入力インターフェース１に挿入されるとそれらの撮像
素子が多方向から指画像を撮像する。この構成では指を回転させることなく多方向からの
静脈パターンが撮像できるという効果がある。光源同士の干渉によって撮影画像が乱れる
場合には、光源の動作する時間をずらして逐次撮像してもよい。
【００１６】
図６は、上記の非接触型の指静脈パターン入力インターフェースと非接触型の自動ドアを
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組み合わせ、認証を含めた入退室を非接触で行うことができるシステムの一例である。指
静脈パターン入力インターフェース２０が自動ドア４２の横の壁面に設置され、ここに指
２０を挿入する。認証請求者４０の静脈パターンがシステムに登録されている静脈パター
ンと一致した場合、自動ドア４２が自動的に開く。このとき、認証から扉の開閉までのす
べてが非接触で行えることが大きな特徴である。この場合の、入力インターフェースとし
ては、図４に記載の種々の構成が用いられる。
【００１７】
図７は、静脈パターンと指紋、虹彩、音声、筆跡、顔などを複数組み合わせた個人認証装
置の一例である。認証請求者４０は認証を受けるべき場所に設置してある認証装置によっ
て認証を受ける。静脈パターンを撮像する入力インターフェース１により静脈を撮像する
が、それに前後してその他の個人特徴を各種入力インターフェースによって入力する。た
とえば暗証番号を暗証番号入力キー４３によって入力し、それから指を静脈パターン入力
インターフェース１に挿入して認証を受ける。さらに認証の精度を高めるために、指紋入
力インターフェース４４によって指紋を入力し、虹彩撮像カメラ４６、顔画像撮像カメラ
４８によって被認証者の虹彩と顔画像を撮像する。そして筆跡確認のため筆跡入力ペン５
０によって筆跡入力タブレット５２の上に文字を書き、さらに音声を発することでマイク
５４がその音声を拾う。これらの様々な個人の特徴をPC６によって解析し、最終的に認証
されるか否かが決定される。静脈パターンによる認証と併用して用いられる個人の特徴情
報の組み合わせ方は任意であり、当然すべてを用いる必要はないが、この例ではより認証
精度を高めるために多くの特徴情報を利用している。また、指紋の入力装置と静脈パター
ン撮像装置とを一体化して、所定の場所に1回指を置くだけで両方の入力が同時にできる
ようにしてもよい。これによって、ユーザの手間を省くと共に、より高精度な個人認証が
可能となる。
【００１８】
図８はICカードを利用して暗証番号や個人の特徴情報を認証装置に与えるシステムの一例
である。認証請求者４０は暗証番号や本人の静脈パターン、指紋、音声、虹彩、筆跡、顔
などの個人の特徴情報が記録されているICカード６０を保持している。この図は被接触型
のICカードを使用した例であるが、接触型ICカードを使用することも可能である。ICカー
ド６０に記録されている情報はICカードリーダ６２に近づくと自動的にICカードリーダ６
２によって読み込まれる。このとき個人の特徴情報が個人認証装置に送られるが、個人を
識別する番号だけを装置に送り、あらかじめ外部記憶装置１０に記憶されている個人の特
徴情報のうちその番号に応じたものを読み出すことで個人の特徴情報を獲得してもよい。
この図の例では静脈パターンを個人の特徴情報として与えている。その後指静脈パターン
入力インターフェース１に指を挿入することで静脈パターンを獲得、ICカード６０もしく
は外部記憶装置１０から読み出された静脈パターンとのマッチングをとり、認証が行われ
る。この図では静脈パターンとICカードの組み合わせだけを示したが、図７で示した様々
な個人の特徴情報を併用することも可能である。
【００１９】
以下では、上記ハードウェア、特にCPU９によって実行される、先述の課題を解決するソ
フトウェアソフトウェアフローについて詳細に説明する。なおこのフローを実現するソフ
トウェアプログラムは、外部の記憶媒体を用いて装置に供給してもよい。
【００２０】
記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、光ディスク
、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、Ｒ
ＯＭなどを用いることができる。　図９は、指画像が取り込まれてから認証が行われるま
での概略フローチャートである。静脈パターンによる個人認証を行うためには、取り込ま
れた指画像から静脈パターンを抽出し、登録されている静脈パターンとの比較を行う必要
がある。従って撮像された指画像はいくつかの段階を経て登録画像と比較できる形の静脈
パターンへ変換されなければならない。まず各種の初期化（２００）を行った後、画像内
の指部分だけを取り出すために指の輪郭検出（２０２）を行う。この時点で指がどのよう
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な角度、位置で撮像されているかが検出できる。どのような角度や位置で撮像されていて
も正しく認識できるように指の傾きを水平にする回転補正（２０４）を行った後、認識に
必要な部分だけを取り出す指画像の切り出し（２０６）を行う。このときに得られる画像
は静脈パターンだけでなく認証に不要な影や輝度むらなどが存在する。そこで静脈パター
ンだけを取り出すために、血管追跡（２０８）を行う。この結果を利用して、登録画像と
取り込まれた指画像との静脈パターンのマッチング（２１０）を行い、画像間の相関を評
価値として算出する。評価値の大きさによって本人もしくは他人であると判断されるが、
どちらとも決めがたい評価値であった場合（２１２）、さらに、画像を小領域に分割して
マッチングを行いマッチした位置ずれを評価する分割マッチング（２１４）を行う。そし
て最終的に本人であるか否かを判定する（２１６）。
【００２１】
以下では、図９に示されたフローチャートの各項目ついて詳細に説明する。
【００２２】
図１０は指の輪郭検出処理の一例を示したものである。(a)は撮像された画像の模式図で
ある。ここでは指が画像左側から水平方向に撮像され、指先が右側に位置している場合に
ついて説明する。初めに指２０と背景部分の境界を強調するためにコントラストの調整を
行う。ただし、画像全体のコントラストを調整する必要はなく、たとえば下側の輪郭が不
鮮明である場合には画像下側だけのコントラストを調整すればよい。この処理によって指
のエッジが強調される。(a)における指２０のエッジが鮮明になっている様子を(b)に示す
。
【００２３】
続いて、実際に指の輪郭検出を行う。まず、画像１００の中心に追跡点１０４を置く。こ
の位置から上下別々に１ピクセルずつ移動し、指の輪郭部分を検出する出発位置を求める
。画像の中心には指部分が写っているため、その位置の上下数ピクセルはすべて比較的明
るい輝度値を持つ。上下に移動していくとやがて指部分と背景部分の境界に到達する。こ
のとき、画像内側（指側）にある数ピクセルの輝度値は比較的高いが、画像外側（背景側
）にある数ピクセルの輝度値は低いはずである。従って、追跡点１０４の現在位置におけ
る内側ｎピクセルの輝度値の和から、外側ｎピクセルの輝度値の和を減じて差分を求め、
画像の上端または下端まで追跡点１０４を移動した中で、最も高い差分値を示した位置が
背景と指との境界であると判断することができる。
【００２４】
(c)は追跡点１０４が上下に移動し、指と背景の境界にたどり着いたところを表している
。次にこの位置から指の輪郭をたどる。この場合は右方向と左方向の２通りについてたど
る必要がある。左方向をたどる場合は、現在位置の左、左上、左下の３点について、上方
ｎピクセルと下方ｎピクセルの輝度値の差分を計算し、最も大きい差分値を持つ位置を次
の位置とする。このようにして画像の左端までたどっていくと、その軌跡が輪郭となる。
右方向については、指先部分をたどる必要があるため、上側の輪郭追跡については現在位
置の右下のさらに下数ピクセル、かつ現在位置の真下についても探索範囲とし、下側の輪
郭追跡については現在位置の右上のさらに上数ピクセル、かつ現在位置の真上についても
探索範囲とした。これにより、指先の曲率の高いカーブまで検出できることになる。
【００２５】
(d)は最終的に追跡点１０４が指の輪郭をたどった結果を表している。尚、上記では撮像
画像が定型的に決められているため単純な追跡方法を採用したが、画像処理で利用される
他の様々な輪郭追跡方法を利用して精度を向上できることはいうまでもない。
【００２６】
図１１は先述の方法で得られた指の輪郭情報を用いた指の回転補正処理の一例を示してい
る。(a)は指の回転補正前の画像を表している。撮像されたときの指の傾きはその輪郭の
形状を調べることで分かる。すべての指画像においてその傾きが一定となるように補正す
ることで、カメラの撮影平面に対する二次元的な回転に対する正規化がなされる。
【００２７】
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指の傾きは、指を直線で近似したときの線と水平線とのなす角と考えられるが、ここでは
その一例として上側の輪郭線を利用した回転補正方法について説明する。指の輪郭線は、
同じ指の場合、挿入の傾きが異なっていてもその形状は同じである。ここでその輪郭線の
近似直線を求める。一般的に、曲線とその近似直線との相対的位置関係は常に一定である
。従って、傾きが異なり、かつ同じ形状の輪郭線は、その近似直線によって傾きの正規化
ができる。このときできるだけ直線に近い状態の曲線から近似直線を求めた方がより精度
が上がるため、直線的な上側の輪郭線から近似的な直線を求める。具体的には、たとえば
指先から16ピクセルほど指の根元方向へ進んだ位置から、同方向へ128ピクセル進んだ位
置の間にある輪郭だけを利用する。あえて指先を避けるようにしたのは、曲率の高い部分
を避けるためである。
【００２８】
次に、利用する輪郭部分のピクセルを等間隔に数点ほど取り出し、最小二乗法によって上
側輪郭の近似直線１０６を求める。最後にこの直線が画像に対して水平になるように全体
を回転する。ただし回転中心は仮にこの直線と画像の左端との交点とする。また位置の正
規化については後述する。(b)は上側輪郭の近似直線１０６を水平に回転補正した結果で
ある。図１２は回転補正した指画像から認証に必要となる部分を切り出す処理の一例を示
している。通常、指の撮像されている水平・垂直方向の位置は指を撮像するたびに異なる
。従って指画像をマッチングに利用しやすくするために、指の位置を正規化する必要があ
る。一方、認識を行うには画像内に静脈パターンが撮像されていればよく、その他の不要
な部分は保持しておく必要は無い。そこで、元画像より小さなサイズの画像を元画像から
切り出す。このとき、切り出す位置を常に指の同じ部分に合わせれば、指の位置を正規化
したことになる。切り出し部分の位置決めには指の輪郭情報を利用する。まず左右方向の
位置は、輪郭情報から得られる指先１１０を利用して、たとえば指先１１０が切り出す画
像の右端に一致する位置と決める。次に、上下方向の位置は、指の上下の輪郭を利用して
指の中心軸１０８を求め、その中心軸１０８が、切り出す画像の中心を通るような位置と
する。このような位置決めにより、切り出し画像１１４が得られる。この切り出し画像１
１４は画像１００のどの位置に指２０が撮像されていても毎回同じ指部分を切り出すこと
になり、指位置の正規化がなされたことになる。
【００２９】
図１３は切り出された指画像に対する血管追跡処理の流れを示すフローチャートである。
CCDカメラにより撮像された指画像には、認証に必要な静脈パターンが鮮明に映し出され
ている訳ではない。得られる画像には、背景のノイズ、指の骨や肉の厚さが不均一なため
に不規則に生じる影、輝度むらなど、認証に不要な情報が多く含まれている。従って、こ
のような画像を認証に用いるためには、画像から静脈パターンだけを取り出す、あるいは
静脈パターンを強調する必要がある。指画像は指を透過した光を撮像したものである。透
過光は血中ヘモグロビンに吸収される波長であるため、血管部分は暗い輝度値となる。ま
た関節部分からは明るい光が漏れ出している。従って、バックグラウンドの輝度は空間的
に大きく変化しており、単純にエッジを強調することで血管だけを強調することができな
い。しかし、空間的に局所的な範囲に限れば血管部分は周囲よりも暗い。従って、ある位
置からより暗い部分へ移動し続けたときの軌跡が血管である可能性は高い。通常血管は1
本ではなく複数本存在し、さらにその本数や長さは事前に知ることはできない。そこで、
本実施例では、様々な位置で、様々な長さの軌跡を多数求め、それらを重ね合わせること
で統計的に血管パターンを浮かび上がらせることとする。
【００３０】
このような考えに基づいて、以下のような方法で血管を追跡した。まず初めに血管を追跡
した経歴を保持するための、画像と同じ大きさの得点表を用意し、そのすべてを０に初期
化する（３００）。全体の血管パターンを浮かび上がらせるために必要な回数ｊだけ繰り
返し実行される血管追跡のループ（３０２）の中においては、まず1回分の血管追跡を行
う追跡点の出発位置を乱数によって決定（３０４）する。ただし背景、指先、指の根元、
指の輪郭付近を出発点とすると血管を正しくたどることができなくなるため、指の輪郭情
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報を利用して、それらが出発点とならないようにする。
【００３１】
また出発点は血管上に配置したほうがより血管をたどりやすい。そこで複数の出発点候補
を決め、その中で最も暗い輝度値のピクセルを出発点とする。ただし常にこの条件で出発
点を決定すると明るい部分に存在する血管が追跡されにくくなるため、複数の出発点候補
のうちで最も暗い輝度値のピクセルを常に出発点とするのでなく、一定の確率で最も明る
い輝度値を持つピクセルを出発点とする。この確率は乱数によって決定する。次にこの追
跡点の移動しやすい向きを決定する（３０６）。この性質は後述の移動可能点の決定に用
いられる。この決定法の一例として、乱数によって、右または左、かつ上または下へ移動
しやすい性質を持つと決定する。続いて、追跡点の追跡の長さを表す「寿命」を決定（３
０８）し、同時にその値を初期値として追跡点に与える。追跡は、上記寿命により定まる
距離だけ追跡した時点で打ち切る。つまり、追跡の長さを追跡点の寿命とし、1ピクセル
をたどるごとに寿命を減らし寿命が尽きた時点で追跡を終了させる。この寿命は乱数を用
いて決定される。
【００３２】
続いてこの追跡点を移動させる。はじめに、追跡点が次に移動することのできる点を決定
（３１０）する。血管の多くは指の長軸方向を走っているが、追跡点の移動する傾向を血
管の走る方向の傾向に合わせることで血管がより強調される。そこで、次に移動すること
のできる点の候補にある傾向をもたせることで、移動点の移動の傾向を制御する。
【００３３】
移動の傾向の一例として、５０％の確率で左右の長軸方向に移動しやすくするため左また
は右の３近傍を移動可能点とし、残りの５０％のうち３０％については指の短軸方向に移
動しやすくするため上または下の3近傍を移動可能点とする。それ以外は8近傍を移動可能
点とする。ただし、いずれの場合も今までたどってきた軌跡や指の外側へは移動できない
。このようにして移動可能点を求めるが、もし移動可能点が存在しない場合（３１２）は
現在の追跡点での追跡を終了する。
【００３４】
続いて移動可能点のうち、最も暗い輝度値を持つピクセルへ移動（３１４）する。そして
現在の追跡点が過去にたどってきた軌跡を再びたどらないよう、現在の位置を軌跡情報と
して登録、更新（３１６）する。このとき、そのピクセルの座標に対応した得点表の位置
に、得点を加算（３１８）する。ここでは例として５点を加算する。さらにこの追跡点の
追跡の長さである寿命を１つ減らす（３２０）。この追跡点の寿命の有無を判定（３２２
）し、寿命があるならば再び移動可能点の決定（３１０）へ戻り、移動、得点の加算、軌
跡情報の更新を繰り返す。寿命が尽きた場合、たどった軌跡の情報を初期化（３２４）し
、現在の追跡点での追跡が終了する。このような血管追跡のプロセスを多数繰り返し実行
する。この繰り返しがすべて終了したとき、たどった回数が多いピクセル、すなわち血管
である確率が高い部分であるほどその位置に対応する得点表の得点は高くなっている。逆
に得点の低い位置は血管でない確率が高いことになる。従って、この得点表には静脈パタ
ーンそのものが現れていることになる。従って、この得点表を画像として捉えることで、
静脈パターンだけを取り出した画像が得られることになる。
【００３５】
このようにして得られた静脈パターンをマッチングに利用しやすい形にするために、静脈
パターンとしての得点表の各欄をその得点に応じて分類する。ここでは例として4種に分
類する（３２８）。まず得点の低いピクセル位置には全く血管が存在しないものとする。
また得点の高いピクセル位置は血管である可能性が高いとする。そして中間的な得点を持
つピクセル位置は、血管である可能性はあるが確実に血管であるとは言いがたいあいまい
な領域であるとする。さらに指の輪郭の外側に位置するピクセルを背景とする。これら4
種類を輝度値に対応させることで、静脈パターンの画像が得られる。
【００３６】
最後に、偶然追跡されなかったピクセルの穴を埋めるために、血管部分、そしてあいまい
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な部分に対して膨張処理（３３０）を施した。膨張処理は、画像中に存在するすべてのピ
クセルについて、血管部分またはあいまいな部分のピクセルの8近傍を調べ、血管でない
部分のピクセルの個数が4つ以下ならば、それらの血管でない部分をあいまいな部分に変
換することで行われる。
【００３７】
以上のような手順により得点表が静脈パターンの画像へ変換され、同時にマッチングに利
用しやすい形に変換された。図１４は上述の手法により得られた静脈パターンが登録され
た静脈パターンと一致するか否かを判定する手法の一例を示したフローチャートである。
２枚の画像を比較するアルゴリズムにはSSDA(sequential similarity detection algorit
hm)を採用した。これはミスマッチが単調増加する性質を利用し、ある閾値を越えた時点
で計算を打ち切る手法である。初めに各種の初期化（４００）を行う。続いて比較する2
枚の静脈パターン画像の片方について画像の外周ｎピクセルを切り落とし（４０２）、画
像サイズを小さくする。次にこの２枚の画像の中心部分を一致させて重ねあわせ、重なっ
たピクセル同士の輝度値を比較する（４０４）。このとき、血管である可能性が高いピク
セルと、血管でない可能性が高いピクセルが重なった場合、このピクセルはミスマッチす
る、という。このミスマッチするピクセルの個数を、画像全体について数え上げる。ただ
し、大きい方の画像について、小さい方の画像と重ならなかったピクセルは無視する。こ
のときのミスマッチ数を最小ミスマッチ数の初期値とする。続いて、サイズを小さくした
方の画像が大きい画像からはみ出ない範囲（画像中央を基点に上下左右ｎピクセル）にお
いて画像を１ピクセルもしくは数ピクセル単位でずらし、各位置それぞれについてミスマ
ッチの個数を数え上げる。その際、現在の重なりにおけるミスマッチを画像全体において
１ピクセル単位で数え上げる（４１０）が、ミスマッチの数え上げの途中でも、現在の最
小ミスマッチ数を越えた場合、より小さなミスマッチ数を得ることができないためミスマ
ッチの数え上げを中止する（４１２）。現時点のミスマッチ数が最小ミスマッチ数を超え
なかった場合、過去の最小ミスマッチ数を現在のミスマッチ数に書き換える（４１６）。
全範囲で画像を重ねあわせ、最終的に得られた最小ミスマッチ数が、この２枚の画像のミ
スマッチ数となる。
【００３８】
最後に、この結果からミスマッチ率を求める。まず２枚の画像の血管である可能性が高い
ピクセルの個数の総和を求める（４２０）。ただし、大きい方の画像については、外周ｎ
ピクセルの部分を無視する。この結果とミスマッチ数を利用して、２枚の静脈パターンの
ミスマッチ率を求めることができる（４２２）。ここで、ミスマッチ率を（ミスマッチ数
）／（２枚の画像における血管である可能性が高いピクセルの総数）と定義する。２つの
静脈パターンが同じ場合、ミスマッチ率は０もしくは非常に小さな値となる。しかし、静
脈パターンが異なる場合はミスマッチ率が非常に大きくなる。この数値がある閾値より小
さい場合を本人、大きい場合を他人と判定する。
【００３９】
図１５は上述したマッチング手法におけるミスマッチ率では本人か他人か決めがたいもの
について、別の手法にてマッチングを行う手法の一例をフローチャートに示したものであ
る。画像全体のミスマッチを求める手法は多くのケースにおいて安定して本人と他人を区
別することができる。しかし、中には閾値付近のあいまいなデータも存在する。そこで閾
値近傍のデータを別のマッチング手法によって認証することができれば、全体としてさら
に認識率の向上が見込まれる。
【００４０】
分割マッチングの方法は次のとおりである。２枚の画像の片方について、画像を2つ以上
のｍ個の小領域に分割する（５０２）。各小領域のそれぞれについて、もう一方の画像と
のマッチングを取る（５０６）。ここでは単純にピクセルの輝度値が一致した個数を数え
る。最もマッチしたピクセルの個数の多い位置をマッチした位置とする。このとき位置的
に明らかにマッチし得ない部分と偶然マッチすることのないよう、移動する範囲を限定し
ておく。そして小領域が最もマッチした位置の情報を得る（５０８）。すなわち、各小領
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域において初期位置からどれだけずれた位置でマッチしたかを２次元ベクトルの形で保持
する。すべての小領域についてマッチングが終了したら、ｍ個のマッチ位置の情報を平面
にプロット（５１２）し、各点の密集度を評価する。これらの点が密集している場合は２
枚の画像に大きな相関があり、逆にまばらな場合はほとんど相関はないと考えられる。密
集度の評価のために、プロットした点に重みｐ、その点から1ピクセル離れるごとにΔｐ
だけ小さな値を加算（５１４）する。プロットした点が密集している場合はその重み値が
繰り返し加算されるため、より大きな値が平面上に現れる。ｍ個の小領域のマッチ位置が
すべて同じである場合、加算される重み値の最大値はｍ＊ｐとなる。逆に、マッチ位置が
まばらである場合、評価値の最大値はｐとなる。偶然マッチ位置が重なる場合もあるため
、無相関の画像でも評価値の最大値はｐより大きくなる。このように平面に得点を付け、
最も大きい得点を探す（５１６）。この値が２つの静脈パターンの相関となる。この値が
大きい場合は本人である確率が高く、逆に小さい場合は他人である確率が高い。ただし、
偶然マッチ位置が一致したために大きな相関を持つ場合もある。このときは他人を本人で
あると間違える確率が大きくなってしまう。そのため、評価値の最大値を生じる位置から
ある半径の円内にプロットされた点が少ない場合は、偶然評価値が高くなったものと判断
（５１８）し、他人であると判定する（５２０）。図１６は本発明を実施した際の性能評
価と別方式による性能評価の比較結果である。別方式とは、指画像を獲得してから認証が
終了するまでの手法が本発明とは異なる。その手法とは、獲得した画像に対して一様にフ
ィルタをかけることで静脈パターンを強調し、登録テンプレートと画像の2次元畳み込み
演算を行い、指の短軸方向におけるピークの鋭さを評価する方法である。性能評価にあた
り、678人の被験者の小指を各人4枚ずつ撮像し、そのうちの1枚を登録テンプレートと見
做し、本人及び他人の指画像との照合を行った。照合の方法は、全被験者の登録テンプレ
ートすべての組み合わせを照合することで本人と他人の静脈パターンの照合を行う。また
登録テンプレートではない指画像とその同一人物の登録テンプレートとの照合を行う。
【００４１】
照合の結果、本人を他人と誤る本人拒否率(FRR: False Reject Rate)と、他人を本人と誤
る他人受入率(FAR: False Accept Rate)が求められる。ここでは性能評価として、FRRとF
ARの関係を用いる。(a)は登録テンプレートとその同一人物の別画像の照合において、別
画像を1枚だけ利用した場合の性能評価の比較結果である。FRRとFARは共に小さいほど良
いが、本発明におけるFRRとFARは、全体マッチングを行った時点で既に別手法による結果
よりも10分の1程度に小さくなっていることが分かる。さらに、分割マッチングまで行っ
た場合はさらに良い結果が生じている。(b)は登録テンプレートとその同一人物の別画像
の照合において、別画像の3枚のうち最も良い結果を生じる画像を選んだ場合の性能評価
の比較結果である。別手法による結果では、依然として本人と他人を正しく区別できない
データが存在するが、本発明による手法では完全に本人と他人を正しく区別することがで
きる。これらの結果より、本発明の効果は大きいことが結論付けられる。
【００４２】
【発明の効果】
本発明によれば、装置への接触を必要とせず、また認証時の心理的抵抗感も低く、かつ偽
造のされにくい生体内部の特徴を用いた認証ができる。また非接触特有の位置ずれがあり
不鮮明な画像を用いながらも高精度な個人認証が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を実現するためのシステム構成の一例である。
【図２】指の静脈を獲得するための入力インターフェース構成の一例である。
【図３】指の静脈を獲得するための入力インターフェース構成の一例である。
【図４】安全性を配慮した指静脈パターン入力インターフェース構成の一例である。
【図５】多方向から静脈パターンを撮像するための、入力インターフェース内での光源と
CCDカメラの配置の一例である。
【図６】認証を含めた入退出が非接触で行えるシステム構成の一例である。
【図７】静脈パターンのほかに、暗証番号、指紋、虹彩、音声、筆跡、顔といった個人の
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特徴情報を組み合わせて認証を行うシステム構成の一例である。
【図８】　ICカードを利用して静脈パターンのテンプレート画像を獲得するシステム構成
の一例である。
【図９】本発明を実現するためのソフトウェアによる処理の概要を示したフローチャート
である。
【図１０】指画像の輪郭追跡方法を示したイメージ図である。
【図１１】指画像の傾きを回転補正する方法を示したイメージ図である。
【図１２】指画像の切り出し部分を正規化する方法を示したイメージ図である。
【図１３】指画像から静脈パターンを取り出すためのフローチャートの一例である。
【図１４】２つの静脈パターンのミスマッチ率を求めるためのフローチャートの一例であ
る。
【図１５】２つの静脈パターンの部分画像を利用して静脈パターンの相関を求めるための
フローチャートの一例である。
【図１６】認証システムの他人受入率（FAR）と本人拒否率（FRR）の関係における、本発
明による手法と別手法との性能比較である。
【符号の説明】
１…指静脈パターン入力インターフェース、２…光源、３…光学フィルタ、４…CCDカメ
ラ、５…画像キャプチャボード、６…計算機、７…インターフェース、８…メモリ、９…
CPU、１０…外部記憶装置、２０…指、２２…指挿入口、３０…角を面取りした指静脈パ
ターン入力インターフェース、３２…横向きに指挿入口の開いている指静脈パターン入力
インターフェース、３３…壁、３４…壁面に指挿入口を開けた指静脈パターン入力インタ
ーフェース、３６…指挿入口の奥が円弧状の指静脈パターン入力インターフェース、３８
…クッション、４０…認証請求者、４２…自動ドア、４３…暗証番号入力キー、４４…指
紋入力インターフェース、４６…虹彩撮像カメラ、４８…顔画像撮像カメラ、５０…筆跡
入力ペン、５２…筆跡入力タブレット、５４…マイク、６０…ICカード、６２…ICカード
リーダ、１００…指画像、１０４…追跡点、１０６…指の上側輪郭の近似直線、１０８…
指の中心軸、１１０…指先、１１２…切り出す指画像の中心、１１４…切り出された指画
像。
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