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抄録 

 この章はマルチスペクトル・イメージング（MSI）による新しい分類の指紋センサーの作動原理を記述する。

この MSI センサーは、異なる波長、異なる照明の方向、異なる偏光状況を含む、異なる照明の状況の下で

指の複数の画像をキャプチャする。結果として得られるデータは皮膚の表面の特徴と表面の下の特徴の両

方に関する情報を含んでいる。このデータは処理され、既存の指紋リーダーから作られるものと同様の、単

一の合成された指紋画像が作られるが、より改善された性能を特徴としている。特に、MSI イメージング・セ

ンサーは、局所的な汚れ、水分、周囲が明るい時、指とセンサーの接触が悪い時、など他の既存のセンサ

ーでは失敗する状況の下でも利用可能な生体認証画像を集めることができる。さらに、MSI データは測定さ

れた光学的な特徴が生きている人の肌と一致していることを確実にするために処理することができ、センサ

ーを欺く試みに対する強い防衛手段を提供する。 

序論 

 生体認証システムは自動的な方法で個人の身元を特定する方法を提供するために使われる。このような

利用が成功するために、生体認証センサーは作動するいかなる状況においても役立つデータを集めること

ができる必要がある。これらの状況にはユーザーごとの違いや生体認証の方法がとられる環境の違いが含

まれる。さらに、生体認証システムは本来の承認された人物の問題ない利用を乱すことなく、ある種の人工

的なサンプルを用いてシステムを打ち破ろうとする試みを検出することができるべきである。これらの能力の

すべては、余計な手順や承認されたユーザーへの利便性を損なうことなく、素早く実行されるべきである。 

 指紋認証はすべての生体認証技術の中で最も広く利用されているものの１つである。光学的、静電的、無

線周波的、超音波的、温感的方法を含む多くの異なる指紋画像をキャプチャする技術がある。多くの既存

の指紋認証技術の共通の欠点は、様々な共通の作動環境において画像の質が低いことが頻繁に起こるこ

とである。それぞれのイメージング方法が異なる感受性を持っているが、一般的に質の低い画像は、乾燥肌、

指の表面の特徴の磨耗、指とセンサーの接触の悪さ、周囲の灯りの明るすぎ、センサー上の湿気などの状

況によって引き起こされることがある。 

 また、多くのイメージング技術は、人工やスプーフィングのサンプルではなく、生きていて偽装されていな

い指から得られた指紋画像であることの確証を得ることができない。なぜならこれらのシステムから得られた

元データは、提示された指紋の凸の物理的な性質についてほとんど、またはまったく、情報を持っていない

からである。例えば、内部全反射（TIR）に基づいた既存の光学指紋リーダーは、センサー画面と最も低い屈

折率を持ついかなる素材との間の光学的接触点に代表される画像を取得する。多くの素材は適切な屈折

率を持ち、指紋パターンを持つように加工することができるため、このようなシステムはスプーフィングの試み

の影響を受けやすい。 
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 これらの欠点に対処するために、光学指紋センサーは共通の作業環境の範囲にわたって作動し、同時に

強力なスプーフィング検出をすることができるように開発されてきた。このセンサーはマルチスペクトル・イメ

ージング（MSI）に基づいており、様々な光学的条件の下で、指の表面と表面の下の特徴の両方をイメージ

ングするよう設計されている。この表面と表面の下をイメージングする組み合わせは、利用可能な生体認証

データが幅広い環境的および生理学的な状況から得ることができることを保証している。明るい周囲の照明、

湿り気、指とセンサーの接触の悪さ、乾燥肌、様々な局所的な汚れなどは、利用可能な MSI データを得るこ

とをほとんど妨害しない。 

 カスタマイズされたアルゴリズムが複数の MSI の原画像を１つの高画質合成指紋画像に合成するために

使われている。この単一指紋画像は他の MSI 指紋画像や他の方法によって集められた画像と照合するた

めに使うことができる。そのため、MSI 指紋は下位互換性があり、異なるイメージング技術により集められた

既存の指紋データベースを使うことができる。 

 MSI センサーによって集められるこの表面と表面の下のデータは、大半のサンプルの光学的な性質に関

する豊富な情報を提供する。分類方法は MSI データを操作し、測定されたサンプルの光学的性質が生きて

いる人の肌から構成されるかどうかを決定するために開発された。もし、そうであれば、サンプルは本物であ

るとみなされ、そうでなければ、サンプルはプルーフィングの試みの可能性があると特定される。これが MSI

センサーがサンプルの信頼性を強く保証することができる方法を提供している。 

 この章は MSI 指紋センサーの作動原理を記述し、収集される元データの種類を説明する。合成された指

紋を生成するために使われる方法が記述され、事例が提供される。この合成指紋画像を使った中規模生体

認証性能試験の方法と結果が示される。この章の後の節では、様々な不都合な状況で行われた研究の方

法と結果が示される。この研究は MSI 指紋センサーと３つの一般的な市販されている光学指紋センサーの

両方を含んでいる。同じ研究からのデータは、MSI 指紋画像と既存のイメージャーから得られた画像の相互

互換性をする証明する方法でも分析されている。本章の最後の節では、MSI スプーフィング検出の方法とス

プーフィング検出性能の定量化について議論している。 

 

指の肌の組織像 

 人の皮膚は、人と外部環境の間のインターフェイスを形成する複雑な機関である。皮膚は神経系のための

受容体、細胞に栄養を与える血管、温度調節を助ける汗腺、油を分泌する皮脂腺、毛包を含む多くの生理

学的に重要な要素を含んでいます。同様に、皮膚自体は単一の均一なそうではなく、異なる材料特性を有

する異なる層から作られている。これらの異なる層は、最も上の層である表皮、血管支持層である真皮、脂

肪や他の比較的不活性な要素を含む皮下組織に、大まかに分類することができる。 

 指先の腹側の肌は、指紋に基づく生体認証で一般的に計測される凸と凹からなる皮膚上に形成されたパ

ターンを持つ。重要なことは、これらのパターンは皮膚の表面にだけ存在するのではなく、多くの皮膚表面

の下にある解剖学的構造がその表面のパターンを模倣している。例えば、皮膚の表皮および真皮層の間の

境界面は、真皮乳頭として知られる表皮へ向かう真皮の複数の突起からなる起伏のある層である。これらの

乳頭組織は表面の皮膚上に形成されたパターンに従い（Cummins and Midlo 1961）、つまり外側のパターン

と同じ形状の内部指紋を表現する。毛細血管として知られる小さい血管は図１に示されるように真皮乳頭の

中に突出する。（Sangiorgi 2004）これらの血管が外側の指紋パターンのもう１つの表現を形作る。 
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図１. 指先の腹表面の肌の組織像。左のスケッチが指紋の凸の下にある毛細血管叢と真

皮乳頭を示している。右の SEM の写真は、切断された指にある周囲の肌を取り除いた後の

毛細血管叢の列を示している（Simone Sangiorgi, personal communication, 2005）。 

 指の皮膚の内部構造をイメージングするために使うことのできる方法はいくつもある。方法の１つは、光学

の利用である。最近公開された研究は、凸凹の下の指の皮膚の特徴を調べるため、光コヒーレンストモグラ

フィーの使用を説明した（Shirastsuki 2005）。本研究では、（波長 850nm の光に対する）高反射率の明確な

層がそれぞれの指の凸のおよそ 500 µm 下にあったことを示し、さらに、研究者たちは、この表面の下のパタ

ーンが、表面のパターンが高い圧力の適用によって変形したり、皮膚のしわで隠されたりした時にも、存在し

続けることを示すことを証明した。 

 マルチスペクトル・イメージングは、肌の表面と表面の下の特徴を捉えることに使われるもう１つの光学的方

法を表現している。この章の残りの部分では、MSI の作動原理の詳細とこの種類の指紋センサーによる試験

と結果を提供する。 

MSI の作動原理 

 指の皮膚の表面および表面の下の特徴の豊富な情報のデータをキャプチャするために、MSI センサーは

様々な光学的条件の下で指の複数の画像を集めます。原画像は、異なる波長の照明光、異なる偏光条件、

異なる照明の方向を使ってキャプチャされる。この方法で、それぞれの原画像は指について少しずつ違っ

た包括的な情報を含みます。異なる波長は皮膚の異なる深さまで貫通し、皮膚の多様な化学成分や構造

によって異なる程度に吸収され、拡散されます。異なる偏光条件は原画像の表面と表面下の特徴の寄与度

を変化させます。最後に、異なる照明の方向は、表面の特徴が強調される程度と場所を変化させます。 

 図２は MSI 指紋センサーの主な光学構成要素の概略図を示している。複数の原画像それぞれのための

照明は、発光ダイオード（LED）のうちの１つによって作られる。この図は、偏光された直接照明を原画像を

収集するために使用する場合を示している。LED からの光は、センサー・プラテン上に置かれた指を照らす

前に、直線偏光子を通過する。光は指と相互作用を起こし、光の一部は画像偏光子を通してイメージング

回路に向けられる。この画像偏光子はその光軸が照明偏光子の軸と直交するように方向づけられ、照明光

と同じ偏光の光が偏光子によって実質的に弱められる。これによって皮膚の表面に反射された光の影響は

大きく減少し、皮膚を通過した後に複数の光学的散乱の処理を受けた光が強調される。 
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図２. MSI センサーの光学的構成要素。破線は偏光された LED による指への直接の照明

を表している。 

 図２に示される２つ目の LED の直接照明は、光線上に偏光子を持たない。この LED が点灯している時、

照明の光は無作為に偏光される。この場合、表面に反射した光と深く貫通した光はともに画像偏光子を同じ

割合で通過することができる。このように、偏光されない LED からの画像の作成は指の表面の直腸からより

強い影響を受ける。 

 重要なことは、これらすべての光源（偏光されたものと偏光されていないもの両方）は、イメージングシステ

ムと同様に、プラテンと空気のインターフェイスでの臨界角の現象を避けるように配置されている。このように

して、それぞれの光源が確実に指を照らし、 指が乾燥しているか、汚れているか、センサーと均一に接触し

ているかに関わらず、イメージング回路が確実に指をイメージングする。MSI イメージング回路のこの要素が

多くの他の既存指紋イメージング技術と決定的に違い、MSI の方法の頑健性の鍵となる要素である。 

 

図３. TIR 照明を示す MSI センサーの概念図 

 図２に示された直接照明に加えて、MSI センサーはある形状の TIR イメージングを統合していて、それが

図３に示されている。この照明モードでは、１つ以上の LED がプラテンの側面を照らす。プラテンと空気のイ

ンターフェイスにおいて複数の TIR 反射を起こすことで、プラテンを通して照明光の一部が増加する。皮膚
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との接触によって TIR が壊れた点において、光は肌に入り、拡散的に反射する。この拡散的に反射する光

の一部がイメージングシステムの方へ向けられ、画像偏光子を通過し（なぜなら光がランダムに偏光されて

いるため）、この照明の状態での画像を作り出す。他のすべての直接光の状態と異なり、得られる元の TIR

画像の質は、既存の TIR センサーの場合と同様に、皮膚が十分な水分を含み、プラテンと良い光学的な接

触ができる清潔さがあることに強く依存している。しかしながら、既存の TIR センサーと違い、TIR 画像が欠

損したり、消失したりしていても、MSI センサーが直接光の画像から利用可能な指紋の表現を作り出すこと

ができる。さらなる詳細については、この章の以降の節で説明される。 

 実際には、MSI センサーは典型的に異なる波長からなる複数の直接照明の LED を含んでいる。例えば、

Lumidigm J110MSI センサーは、４つの直接照明波長バンド（430nm、530nm、630nm、白色光）を偏光・非偏

光の両方の構成で備えている工業グレードのセンサーである。指がセンサー・プラテンに置かれた時に、８

つの直接照明画像が、１つの TIR 画像とともにキャプチャされる。原画像は 640 x 480 画像アレイに 525 ppi

のピクセル解像度でキャプチャされる。全９つの画像はおよそ 500 ミリ秒でキャプチャされる。 

 光学システムに加えて、Lumidigm J110 はイメージング回路のための制御装置と照明要素、内蔵プロセッ

サー、メモリ、変電装置、インターフェイス回路から構成される。この内蔵プロセッサーは、画像キャプチャ・

シークエンスを実行し、インターフェイス回路を介して他の生体認証システムと通信する。画像取得プロセス

と通信を操作することに加えて、内蔵プロセッサーは９つの原画像を処理して、１つの８ビット合成指紋画像

を元データから作成することができる。この内蔵プロセッサーは、イメージングされたサンプルが人工や偽造

の素材ではなく本当の人の指であることを確認するために元の MSI データを分析することができる。合成指

紋画像の作成とスプーフィングの検出は次の節でより詳細に記述される。事例によっては、J110 も同様に回

路上の抽出と照合を実行するように構成されている。 

合成指紋画像の作成 

 前節に記述されているように、指の複数の原画像が指がセンサーに触れるそれぞれの時に収集される。こ

れら複数の画像は異なる照明の波長、偏光状態、光学的形状に対応している。このように、それぞれが、指

紋自体を含め、微細に異なる指の特徴の表現を含んでいる。Lumidigm J110MSI センサーから一回の測定

で得られた原画像の例が図４に示されている。上段は波長が 430、530、630nm の光および白色光の偏光さ

れない照明による原画像を示している。中段は相互偏光した場合の対応する画像を示している。下段の唯

一の画像は TIR 画像である。それぞれのグレースケールの原画像は、特徴を強調するために引き伸ばされ

ている。 

 この図からわかることは、表面の下の肌のテクスチャの性質を含む多くの特徴が元データに現れていること

で、特に青色（430nm）と緑色（530nm）の波長の光の下で斑紋のように見えている。同様に、それぞれの照

明の状態の下での相対的な原画像の輝度は、指や他のサンプルのスペクトルの特徴（すなわち、色）につ

いて、極めて示唆的である。（図４での相対的な輝度は、原画像の対比的な詳細をよく示すために不明瞭に

されていることに注意すること。）テクスチャとスペクトルの両方の性質が、それぞれに生きている皮膚とほと

んどの他の素材の明確な違いを示すため、スプーフィング検出では重要な役割を果たす。これらの性質を

スプーフィング検出に使う方法は、この章の以後の部分でより完全に記述される。 
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図４. MSI の原画像。上段の画像が偏光のない照明の様々な波長に対応している。中段が

相互偏光照明に対応している。左下の画像が後方散乱した画像である。 

 また原画像について重要なことは、それぞれのキャプチャの指の面積である。上段や中段にある直接照明

を当てられた画像は指のほぼ完全な表面について詳細をキャプチャしている。対照的に、下段の TIR 画像

は、指の小さい中央よりの部分から特徴をキャプチャしているのみであり、画像の照らされている領域の大き

さに示されている。この違いは、TIR 画像は画像を作成するために指と画面の光学的な接触が必要である

一方で、直接照明は接触が必要ないため、画面と肌の間に隙間がある場所においても指の特徴を効率的

にキャプチャすることができる。これは MSI 画像が、同様の表面に基づくイメージング技術がキャプチャする

ことができるよりも、大きな面積にわたって指に関する情報を含んでいるため、重大なことであり、追加的な

生体認証上の特徴（例：詳細）や生体認証性能におけるそれに相当する改良につながることが期待される。 

 

図５. 左が図４で示された MSI の原画像から作成された合成指紋画像。右が MSI 画像と同

じ指から収集された既存の TIR 画像。 
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 図４に示された一連の原画像は１つに合成され、１つの指紋パターンの表現を作り出すことができる。この

指紋の作成は、指紋の性質であるこれらの特徴を抽出・合成・増幅して、画像の融合をするウェーブレットに

基づく方法に依存している。ここで使われたウェーブレット分解方法は、デュアルツリー複合ウェーブレット変

換に基づいている。（Kingsbury, 2001）画像融合は、それぞれの位置と分解レベルにおいて、画像内の最

大絶対値の係数を選択することで起こる。（Hill, et al., 2002）逆ウェーブレット変換は得られた係数の集合

について実行され、単一合成画像を得る。図４中の原画像に合成アルゴリズムを提供した結果の例が図５に

示されている。指紋隆線の始点などの微細な構造が画像の全体にわたって見ることができる。比較のため

に、同じ指から得られた従来の（TIR）指紋画像もともに示されている。 

生体認証テストと結果 

基本性能 

 J110MSI センサーの基本性能は、最近の多人数による研究によって評価された。Lumidigm J110 マルチス

ペクトル・イメージングシステムのスプーフィング検出能力を厳格に試験するため、ボランティアの人々による

代表母集団と多くのスプーフィングのサンプルを揃えた大規模な研究が実行された。３つの Lumidigm J110

センサーが使われ、118 人が参加者として募集された。研究期間は三週間で、その間にボランティアが複数

回の訪問を行った。ボランティアは大まかに男性と女性に均等に分かれた。年齢は１８歳から８０歳以上まで

の広がりを持った。ボランティアはいかなる特徴によっても事前に選別されることはなく、参加するボランティ

アの人口学的分布は一般に現地（ニューメキシコ州アルバカーキ）の人口を反映していた。 

 それぞれのボランティアの右手のすべての指（すなわち、人差し指、中指、薬指、小指）が研究を通して複

数回計測された。最初の J110 センサーを使った特定の指の最初の 3 回の提示は、登録用データとして、

他のセンサーで以降の訪問中にキャプチャされたデータと比較するために使われた。ボランティアはそのま

まの状態で各研究セッションに来て、手を洗ったり、事前に手肌のケアをしたりすることも求められなかった。 

 生体認証性能は、NEC によって提供された特徴の抽出と照合のアルゴリズム（NECSAM FE4, ver. 

1.0.2.0, PPC2003）を使って評価された。一致値は、それぞれの照合テンプレートをそれぞれの３つの登録

済みテンプレートと比較し、最も高い一致値が採用される方法で、作成された。すべての適切にラベル付け

された画像が生体認証性能の分析に使われた。 不正確な指から収集されたわずかな量の画像が唯一分

析から除かれた。これらはウェブカメラと他の補助的な方法の使用による評価から発生したもので、指紋の

照合自体に基づくものではなかった。 

 研究から作成された受信者動作特性（ROC）曲線が図６に示されている。等価エラー率はおよそ 0.8%で、

他人受入率（FAR）0.01%における本人拒否率（FRR）はおよそ 2.5%で、本人受入率（TAR）97.5%に相当する。

この曲線のために使われた 真の一致の対照の総数は 5,811 であり、偽の一致の対照の総数は 58,110 で

あり、すべてのありうる偽の一致の対照から無作為に選ばれた。 
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図６. J110MSI 指紋センサーの基本性能が右手のすべての指（人差し指、中指、薬指、小指）

を使い、118 人のボランティアによる３週間の研究で評価された。 

不利な影響下における性能比較 

 他のセンサーの性能が低下したり、センサーが作動を停止したりするような状況下において、MSI センサ

ーは利用可能な生体認証データを集める能力があるという仮説が、一連の多人数による比較研究によって

検証された。この研究は MSI センサーと従来の TIR 指紋センサーのいくつかの両方を含んだ。研究から強

い結果を導き、偽りの結果を避けるため、実験の重要な要素は変えられ、得られた発見は全体の結果を得

るために集められた。これらの重要な実験の要素には以下の要素を含む。 

• 従来の TIR センサーの性能は、３つの異なるメーカーの３つの異なる市販されている TIR センサー

によって評価された。 

• ３つの異なる市販されている特徴抽出回路と照合回路がすべての画像にわたって生体認証性能を

評価するために使われた。 

• ６つの異なる不利な状況が検証された。 

 Lumidigm J110MSI 指紋センサーに加えて、以下の３つの従来の TIR センサーが研究で使われた。 

• Cross Match Verifier 300 （“センサーC”） 

• Identix DFR 2100 （“センサーI”） 

• Sagem Morpho MSO 300 （“センサーS”） 

 すべての画像から結果を作成するために使われる３つの市販されている指紋アルゴリズムは、NEC、

Sagem、Neurotechnologija の製品であった。以下の示される結果はそれぞれのアルゴリズムによって作られ

た結果の平均を取る形で作成された。 

 以下に挙げる６つの異なる不利な状況が検証された。  

• アセトン：およそ小さじ一杯のアセトンがそれぞれの指に浴びせられ、それぞれの画像の取得の前

に乾かすことができた。 

• チョーク：ボランティアは、それぞれの画像取得の前に、ひとつまみのチョークを手に取り、彼／彼女

の指の間でこすりつけるよう求められた。チョークは地元のスポーツ洋品店で得られた白いクライマ

ー用のチョークだった。 
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• 泥：ボランティアは、それぞれの画像取得の前に、ひとつまみの泥を手に取り、彼／彼女の指の間

でこすりつけるよう求められた。泥は地元で手に入るもので、砂、小石、腐植土などから構成されるも

のであった。 

• 水：ボランティアはそれぞれの画像取得の前に指をグラスの水につけ、すぐに濡れた指をセンサー

に置くように求められた。 

• 圧力の低さ：ボランティアはセンサーにすれすれで触るよう求められ、結果的に推定された強さは

0.2 から 3.0 オンス であった。 

• 明るい周囲の灯り：合計 1100W となる３つの石英タングステンハロゲンランプ（QTH）が 30 インチの

高さにつけられ、それぞれのセンサーの画面に対して固定された配置の場所に取り付けられた。結

果的に、指が置かれていない時の画面表面ではおよそ 7.35 キロルクスの入射光となった。  

 これら不利な状況の影響の研究は、地元のオフィス環境から、それぞれの実験セッションごとにおよそ 20

人のボランティアを募集する所から始まった。（すべてのボランティアが研究のすべての部分に参加できた

訳ではなかった。）それぞれのボランティアは、良好な室内環境の下で、研究に使うそれぞれのセンサーに

４本の指を登録した。（左中指、左人差し指、右人差し指、右中指）登録は監視されたセッションの間に各指

の３つの高画質画像を収集することから構成される。登録セッションの間、画像が適切に中央に位置し、指

紋パターンの十分な詳細を含んでいることを確認するために、専門のスーパーバイザーが受け入れる前に

それぞれの画像を検証した。場合によっては、従来の TIR センサーのいくつかにおいて十分な質の画像を

得るために、少量のスキンローションを塗ることを求められた。 

 後日の試験の日に、ボランティアは測定場所に行き、画像が、セッションのために用意された不利な状況

の下で、それぞれの登録した指の画像を撮られることになった。すべてのセンサーはそれぞれのセッション

の間、続けざまに、できる限り同じ状況のもとで検証された。場合によって、従来の TIR センサーが、リアル

タイム画像取得ロジックがセンサーと連動しなかったために、取得の失敗（FTA）を起こすことがあった。ボラ

ンティアが約 10 秒後に画像を無事収集することができなかった場合には、空白の画像が挿入され、後の分

析に用いられた。 

 得られたデータセットのそれぞれの画像が、それぞれの登録済み画像と照合された。３つの登録済み画像

の内、最も高い一致値が保存され、一致・不一致の値と、３つの特徴抽出・照合パッケージごとに得られた

性能曲線を集計するために集められた。最終結果は３つの照合回路の性能値の平均を計算することで作

成された。 

 それぞれの不利な状況ごとのデータセットの容量はおよそ 230 画像で、同数の真の一致の対照値を作成

するために使われた。それぞれの状況とアルゴリズムで用いられた偽の一致の対照の数は、すべての可能

な偽の一致の対照から無作為に選ばれ、5,676 から 22,700 まで多様であった。 

 

 それぞれの検証されたセンサーにおける、それぞれの不利な状況下で得られた生体認証性能の平均をま

とめた表が、表１に与えられている。表は TAR は FAR=0.01%に相当すると示している。  

����� ����� ����� �������

���� ���� �	�� 
��
 ����

���� ��� ��� ��� ���


� ��� 	�
 ��� 
���

	 �
�� ��� ���� ����

��� ���� ���� ���� �
��

������ ��� �
�
 ���� ���


�����
� ���� ���
 ���� ���	
 



 10 

 
表１. FAR 0.01%における TAR （%）。センサーC は Cross Match Verifier 300、センサーI は

Identix DFR 2100、センサーS は Sagem MSO300、そして MSI Sensor は Lumidigm J110 で

ある。 

 MSI センサーの性能は従来のセンサーに比べて、平均、特定の事例の両方において、有意に良いことを

見て取ることができる。場合によっては、性能の違いはかなり劇的である。（例：水を画面につけた場合）この

性能の違いは、 それぞれの ROC 曲線に沿って、一般的にすべての作動点で維持された。  

受け継いだデータとの下位互換性 

 ４つの異なるセンサーと６つの異なる不利な状況で収集された登録と照合のデータは、従来の TIR 指紋セ

ンサーで得られた画像と一致させる MSI 画像の能力を評価するために、２通り目の分析にかけられた。この

評価を行うために、不利な状況で得られた MSI 画像はそれぞれの従来の TIR センサーで得られた登録デ

ータと照合された。以前と同様、分析は３つの抽出・照合ソフトウェアパッケージごとに繰り返された。表２は

得られた平均性能の結果をまとめている。 
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表２. 同じセンサー間および異なるセンサー間の（FAR=0.01%における）TAR。同じセンサー

間の性能（網掛け）は、表１の情報を複製した。対応する異なるセンサー間の性能は、センサ

ーC、I、S で集められた登録データを用いて作成され、不利な状況で集められた MSI 画像と

生体認証の比較を行った。 

 データの網掛けのない行は異なるセンサー間の照合の結果を示し、網掛けの行は対応する同じセンサー

間の照合の結果を表１から繰り返し利用した。異なるセンサー間の結果と同じセンサー間の結果の比較は、

ほとんどどの検証された事例においても、全体の平均同様に、劇的な改善を示している。この発見は MSI イ

メージング技術が、従来の TIR 指紋センサーによって収集され、受け継がれたデータとも互換性があること

を示唆している。さらに、不利な状況における MSI センサーの性能の向上は、登録データが他のイメージン

グ方法で収集された場合でさえも実現し得る。これは、MSI イメージャーが、他の技術が急激な性能の低下

を経験するような状況で、高画質の合成指紋画像を作成するのに十分な元データを得ることができるという

前提と一貫している。 

スプーフィング検出 

 正常な生体認証システムは、生きている人の指を特定することに信頼を得て、他のすべてのものを拒否し

なければならない。スプーフィング検出は、生体検知とも呼ばれ、生きている人の指から作成された指紋を

他のいかなる素材から作られたものからも識別する能力のことである。最近では、多くの論文が従来の指紋

認証技術に対する様々なスプーフィングの方法の立証を公開している。方法は、センサー上の見えない指

紋を息を吹きかけることで再活性化する（Thalheim, Krissler, and Ziegle 2002）ような極めて単純なものから、

死体の指を用いた（Parthasaradhi 2003）、より悪意のある方法まで、広がっている。指紋リーダーのスプーフ
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ィングでより一般的な方法は、透明のテープと黒鉛の粉（Thalheim, Krissler, and Ziegle 2002）、プレイ・ドー

またはラテックス（Derakhshani 1999）、シリコンまたはゼラチン（Matsumoto, Matsumoto, Yamada, and 

Hoshino 2002）、ゴムスタンプ（Geradts and Sommer 2006）または粘土（Parthasaradhi 2003）など簡単に手に

入る素材を使って指紋の複製を作成することである。 

 従来の指紋センサーは、センサーとの接触により空気と素材の違いに基づいて画像を収集する。キャプチ

ャ方法の技術はそれぞれのセンサーで違うものの、センサーと接触する素材の単一の特性のみにそれぞれ

頼っている。光学指紋センサーは反射率の違いを用い、固体センサーはインピーダンスの違いに依存し、

温度センサーは熱伝導率の違いに依存している。想定された通りの特性を持っていればセンサーに示され

るいかなる素材でも指紋のキャプチャのために使うことができる。例えば、光学指紋リーダーは、センサーに

接触していれば、ラテックス、シリコン、ゼラチンなど、いかなる適切な素材によって作られた三次元指紋から

画像を収集することができる。従来の指紋リーダーの弱点は指紋を含む素材の表面の単一の特性への依

存である。一度、表面の特性を複製できる素材が発見されたら、センサーのスプーフィングに継続的に使う

ことができる。スプーフィング検出のより信頼できる方法は、皮膚の表面と皮下組織の両方にある複数の特

性を測ることができるものであるだろう。 

 様々な偏光と角度から得られた複数のカラー画像があれば、MSI センサーはスプーフィング検出に役立

つ多くの特性をキャプチャすることができる。一般的には、MSI データにキャプチャされた素材の特性は、ス

ペクトルと空間・テクスチャの２つに大別することができる。最も簡単なスペクトル特性はセンサーに置かれた

素材表面の色の特性である。生きた人の指の色の範囲はそれなりに狭く、視覚的には、その表面の肌は他

の多くの素材とは大きく異なって見える。この特性はそれぞれの MSI 画面の画素の輝度から極めて簡単に

見ることができる。識別できるものとして平均スペクトル特性を使う能力の説明が図７に示されている。４つの

プロットは、４つの異なるスプーフィングの種類（赤いゼラチン、金色のラテックス、白い粘土、緑のクマの形

をしたグミの材料。それぞれ指紋のパターンに成形されている。）を代表するサンプルから計測された、平均

画像輝度値を示している。それぞれのプロットにおいて、ボランティアの代表的な集団の平均輝度値が繰り

返し用いられている。スプーフィングは破線で、平均的な人の値が実戦で示されている。すべての曲線に、

与えられたサンプル集団の特定の平均輝度値の標準偏差の±３倍によって記述される誤差範囲がプロット

されている。多くの画面で見ることができるように、平均輝度値の乖離は極めて有意であり、この単一の基本

的なパラメーターだけを元にして、簡単に集団を分けることができることを示唆している。 
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図７. 人と様々なスプーフィングの種類のスペクトルの違い。８つそれぞれの直接照明によ

る画像の平均画像輝度が、人（実線、４つのプロットで繰り返し）とスプーフィング（破線、各

プロットで異なる）がプロットされている。それぞれのサンプル集団の計測された母集団の標

準偏差の三倍が誤差範囲として示されている。すべての種類のサンプルにおいて平均輝度

特性だけを元に明確に分けることができる。  

 より複雑な特性が MSI データからはキャプチャされる。例えば、光の異なる色は、皮膚や、血液などの皮

膚の構成要素の異なる特性と相互作用を行う。医用分光学の成果が、血液の主な構成要素（酸素化および

脱酸素化ヘモグロビン）が光の異なる波長を吸収する方法を立証していて、それが図８に示されている。酸

素化ヘモグロビンは 600nm 以上の波長を多く吸収する。600nm 以下では、両方の形のヘモグロビンが多く

吸収するが、明らかに異なるスペクトル特性を持つ。MSI センサーへの異なる波長の照明は、血液のスペク

トルが主な構成要素である肌のスペクトルの粗い測定を効率的に実行する。MSI データを適切に精査する

ことで、サンプルにおける血液の有無を判別することができ、ある種のスプーフィングのサンプルに対する識

別するための新しい強力な方法を提供してくれる。 

 

図８. 酸素化ヘモグロビンと、脱酸素化ヘモグロビンのスペクトルの比較 

 スペクトルとテクスチャの性質はスプーフィングの検出にとっても極めて重要である。例えば、システムをス

プーフィングしようとして、ある薄くて透明な素材が指の上に置かれた時に、薄いサンプルと、下にある指の

両方の指紋のパターンが観察できることがある。この指紋の合成は、図９にあるいくつかの事例に示されて

いるように網目状などの不自然なテクスチャになることがある。分類方法は普通なテクスチャと普通でないテ

クスチャをたやすく識別することができ、センサーのスプーフィングの試みを検出する別の経路を提供する。 

 正確な指紋の特徴には多くの多様性と可能性が存在するため、スプーフィングを識別するために特徴を

効率的に選択・合成するという問題は、MSI 技術に特有のものである。選択し、密集した特徴を作成する１

つの方法は、ニューラル・ネットワークや判別分析などの多変量データに基づく学習技術を通じたものであ

る。（Duda, Hart, and Stork 2001）これらの方法は、この場合、生きている人の指と他の素材の集団になるが、

集団を識別するために最も役立つ特徴とそれらの組み合わせを決定するために事例を使う。様々なスプー

フィングに対して頑健であることに加えて、発見された新しいスプーフィングに対応することができるというす

ぐれた利点を提供することもできる。 
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 マルチスペクトル・システムのスプーフィング検出能力を厳格に検証するため、ボランティアの人の代表母

集団と大量に収集したスプーフィング・サンプルを用いて、研究が実施された。ボランティアは、3 週間に複

数回の訪問を行った前述した 118 人と同じであった。スプーフィング・サンプルは、公開されている文献に

記述されているすべてのスプーフィングのタイプと追加のサンプルタイプから構成された。合計 49 タイプの

スプーフィングが集められた。ラテックス、シリコン、プレイ・ドー、粘土、ゴム、のり、レジン、ゼラチン、テープ

が、様々な色、濃度、厚さで使われた。複数の義肢用の指も使われた。それぞれの透明または半透明のス

プーフィング・サンプルはそれぞれのボランティアの人差し指と組み合わせて使われた。このスプーフィン

グ・サンプルは、センサーに触れて MSI データを収集する前にボランティアの指の上に置かれた。合計

17,454 枚の画像がボランティアの実際の指から採取され、27,486 枚のスプーフィング画像が収集された。

それぞれのまとまりのスプーフィングのために、40 から 1940 のサンプルが集められた。ボランティアの人差

指に装着された透明のスプーフィングは、重要性の観点から、不透明のサンプルよりも多くのサンプルを取

り出すことになった。 

 

図９.  実際の指の上に置かれた、様々な薄く透明なスプーフィングの例。楕円で囲まれた

所は不自然なテクスチャが明らかに現れている箇所を強調している。MSI センサーに組み

込まれている自動テクスチャ分析技術はもっと微小のテクスチャの多様性も感知することが

できる。 

 それぞれの蓄えられた MSI イメージは二重ツリー複素ウェーブレットを使ってウェーブレット変換を施され

た。（Kingsbury, 2001）その後、係数の絶対量が６つすべての分解性向にわたって合算された。得られた合

計係数値はそれぞれの MSI 元画像とそれぞれの分解レベルごとにヒストグラムに編集された。それぞれの

得られたヒストグラムは２つのパーセンタイル値（30 番目と 70 番目）で合計された。その後、すべてのレベル
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とすべての原画像の合計値の編集されたものは、特定のサンプルを本物かスプーフィングか分類するため

に使われる独立変数のベクトルを形成した。フィッシャーの線形判別の変数が、一連のトレーニングセットの

データに適用され、分類のための８つの特徴を作り出すのに使われた。テストのため、スプーフィングと人の

平均の間のユークリッド距離の二乗の違いが、スプーフィングの誤分類と対象の正確な分類のエラー・トレ

ードオフを計算するために使われた。結果を図１０に示す。その ROC 曲線が、作動点の範囲を超えて、生

体認識の照合性能を記述するために使われた ROC 曲線と類似している。この場合、TAR は本物の人が適

切に本物のサンプルと分類された測定の割合である。このように、承認されたユーザーが見るものとして、こ

れがスプーフィング検出方法の利便性の指標になる。FAR はスプーフィング・サンプルが誤って本物のサン

プルだと分類された割合を示す。この割合はある作業の箇所においてシステムが提供するスプーフィングに

対する安全性の程度の指標を提供する。このスプーフィング検出のシステムの安全性と利便性は生体認識

照合の場合と同様にトレードオフになる。大きな TAR がスプーフィング検出の減少の代償として得られ、そ

の反対も同様である。１つの考えうるオペレーション・ポイントは、決定のクライテリアが 99.5%の TAR を与え

るように設定され、結果的に全体のスプーフィングの FAR がおよそ 0.9%になる所である。さらなる分析がこ

のオペレーション・ポイントでは多くのスプーフィング・サンプルは決して本物と受け入れられることはなく、ど

の単一の種類のスプーフィングも 15%を超える FAR を持たなかった。これによって、とても強力なスプーフィ

ング検出の形式が、本物のユーザーに最低限の不都合な影響を与える MSI センサーで実現することがで

きることが実証された。 

 

図１０. マルチスペクトル・スプーフィング検出のエラー・トレードオフ 

要約と結論 

 MSI イメージング技術は、指紋画像作成の安全で信頼できる方法を提供するために、指の表面と皮下組

織の性質の複数かつ異なる画像を取得する。今日までに実施された検証は、従来のイメージング技術に比

べて、様々な状況下における MSI 技術の強い利点を示している。MSI の利点の源は３つある。１つ目に、指

紋の表面と同じパターンを持つ複数の解剖学的特徴が皮下組織に存在し、MSI によって画像にすることが

できることである。これは、追加された皮下組織の信号源があるおかげで、MSI センサーが、表面の特徴の

質の低さや欠損を補った上で、画像を収集することができることを意味している。２つ目に、MSI センサーは、

乾燥肌、局所的な汚れ、皮膚とセンサーの接触不良、指や画面上の、もしくはそのどちらかの、水、周辺の

照明の明るさを含む、広い範囲の状況下で利用可能な生体認証データを収集することができるように設計
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されていることである。このセンサーの性質は MSI センサーの信頼度を高め、承認されたユーザーがきちん

と生体認証の処理を終えるために必要な時間と労力を減少させる。３つ目は、MSI センサーはただ指紋を

測定するだけでなく指紋に存在する生理学的マトリックスを計測し、得られたデータが、指紋について生きて

いる人の指から得られたのか、他の素材なのか、明確な指示を与えることである。このサンプルの純真性に

対する強い確証を与える能力は、システムの安全性全体を増加させ、MSI 指紋センサーをスプーフィングに

悩まされる環境や適用方法においても使えるようにしている。 

 MSI イメージング技術は指紋を取得するまったく異なる方法であるにもかかわらず、検証によって、MSI 指

紋は他のイメージング技術によって収集された画像についても、互換性を持つことが証明された。このような

発見があるため、MSI センサーを他のセンサーをつかうセキュリティ・システムに組み込み、相互互換的に使

うことができる。同様に、MSI センサーは、新しい MSI 指紋画像を、他の技術を使って収集され受け継がれ

た画像のデータベースと比較するアプリケーションで用いることもできる。 

 MSI センシング技術のさらなる検証が、大規模な展開として、また様々な研究所において、実行途中であ

る。これらの検証の結果が MSI 指紋認証技術に関する知識体系に追加されることは確実である。 
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