
生体認証がもたらす
ニューノーマル時代の”つながる世界”
～ローソンが非接触・非対面のレジレス店舗を実現した手法とは～

2020年2月26日、新川崎にレジレス店舗「ローソン富士通新川崎TSレジレス店」がオープンしました。レジを通すことなく非
接触・非対面で商品を購入できるこの店舗には、富士通の生体認証技術が活用されています。
IDやパスワードに頼らない、生体情報で個人を特定するという技術は生活のあらゆるシーンに応用できます。生体認証を活
用したレジレス店舗の先には、これまでの常識を覆す「つながる世界」が広がっているのです。
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証ができないほか、皮膚が乾燥する冬は読み取れないケースも

発生するなど、時と場合により正確な認証ができないことがあ

ります。

生体認証には、指紋の他にも虹彩や顔、声紋など様々な認

証方法があります。それぞれにメリット、デメリットがあり、適し

た用途が異なります。そんな中で、富士通が注目したのは手の

ひらの静脈を用いた「手のひら静脈認証」でした。

手のひらは指先よりも血管の本数が多く、他人と誤って認識

してしまう「他人受入率」は0.000001%（2021年7月時点の最

新値）と低く、認証精度は他の生体認証と比べても非常に高い

点が特徴として挙げられます。

指紋認証と違って多くの方が利用できることも大きなメリット

です。実績ベースでは100％の人が登録でき、利用できていま

す。また、体内にある静脈のパターン情報を元に認識するため、

偽造することが非常に困難であり、気温や天候などの外的要因

の影響を受けにくいことも見逃せない点です。

さらに、手のひらをセンサーにかざすだけで認証できるため、

コロナ禍によってクローズアップされるようになった「非接触」

へのニーズに対応できることも、ニューノーマル時代を見据え

ると大きなポイントになります。

信頼性が高く、簡単に利用できる手のひら静脈認証は、これ

までも様々なシーンで導入されてきました。最初に導入された

のは2004年10月です。当時の東京三菱銀行様のATMに導入い

ただき、キャッシュカードに電子マネーやクレジットカードの機能

を加えたICカード内に、手のひら静脈のデータを記録し、暗証

番号と合わせて運用しました。

また、大垣共立銀行様では、2012年9月に手のひら静脈認証

技術を活用して、通帳やキャッシュカードがなくてもATMを利用

できる全国初のサービスを開始しました。ATMで生年月日を入

力して手のひらをセンサーにかざし、取引口座を選択して暗証

番号を入力するだけで現金が引き出せます。

このサービスにより、災害発生時や緊急時など、キャッシュカー

ドが手元にない状況でもATMを利用することができます。ATM

の前で財布からキャッシュカードを取り出すのも一苦労な、小さ

なお子様連れの方などからも大変ご好評いただいています。

手のひらで認証する仕組みは、パソコンのログインにも広が

りました。静脈センサーを装備したパソコンや、USB接続の外付

けセンサーを使うというスタイルです。 IDやパスワードを入力す

る方式に比べて、セキュリティも利便性も高いことから、幅広い

業種のお客様にご利用いただいています。

金融システム以外にも企業内のシステムに組み込まれるケー

スも増え、手のひら静脈認証を利用したセキュアなシステムの

構築も数多く手がけてきました。主に高いセキュリティレベルが

求められる研究所や工場の入退室管理に手のひら静脈認証が採

用されています。

通常、セキュリティ対策を導入すると、現場の担当者の負荷

が増えるケースがほとんどです。しかし、手のひら静脈認証では、

物理的な鍵やICカード、システムに打ち込むIDやパスワードが不

要になります。導入によって煩わしさから解放される、現場から

喜ばれるセキュリティ対策として高い評価を受けています。

海外では年金や保険などの本人確認にも手のひら静脈認証

が活用されています。アメリカでは健康保険の不正請求対策や

医療情報の二重登録の防止のために利用されているほか、ブラ

ジルではブラデスコ銀行のATMで手のひら静脈認証によって預

金を引き出すと、それが年金受給者の生存証明になるという仕

組みを作り、年金の不正受給の防止につなげています。

金融システムなどセキュアでミッションクリティカルなシステム

に利用されることが多い手のひら静脈認証では、常に高い認証

精度にこだわっています。一方で、高い精度とトレードオフの関

係にあるのが認証スピードの問題です。一般的に、登録ユーザー

「ローソン富士通新川崎TSレジレス店」では、あらかじめ手の

ひら静脈データを登録した利用者は、入店時に手のひらをセン

サーにかざして入り、欲しい商品を手にとってそのまま退店する

だけ。決済は自動で行われ、スマートフォンに電子レシートが送

られてきて買い物は完了です。

このレジレス店舗はローソン様のご協力のもと、アメリカのス

タートアップ企業のレジレスソリューション「Zippin」と富士通

の生体認証技術を組み合わせて実現しています。

気になるその仕組みですが、まず、入店時に手のひらをセン

サーにかざすと同時に、入り口に設置したカメラで顔認証も行

います。このマルチ生体認証により、スピーディに、かつ正確

に利用者個人を特定します。

入店した後はGPU搭載のエッジカメラが利用者の行動をトラッ

キングします。店内の棚から商品を手に取ると重量センサーが

対象商品を特定し、退店時に本人情報と商品情報を紐付けて決

済します。

実証実験に取り組むきっかけとなったのは、Zippinとの協業

開始と同時期に、ローソン様がZippinに注目されていたことで

す。富士通新川崎テクノロジースクエアにも店舗を展開されて

いたことから、ローソン様に協力を依頼し、2019年10月より検

討を開始。そして2020年2月、「ローソン富士通新川崎TSレジレ

ス店」の開設に至りました。

実証実験を行ったこのレジレス店舗では、新川崎拠点の富士

通従業員約2,800名を対象に米飯、デザート、飲料を中心に約

250アイテムの商品を販売しています。

生体認証には多くのメリットがあります。ICカードには盗難や

紛失のリスクがあり、記憶に頼るIDやパスワードは忘れてしまう

ことがあります。忘れないようにと書き留めると、それを盗み見

て盗用されるリスクが発生します。しかし、生体情報を利用す

る生体認証であれば、記憶する必要はなく、紛失のリスクもあ

りません。なりすましの可能性も低くなります。

スマートフォンなどで普及している指紋認証には課題もありま

した。指先が汚れていたり、傷がついていたりすると正しい認

これまでの常識を覆す新しい世界を創造していくには、多く

の人たちとの協業が必要です。現在、私たちは新しい世界を一

緒に広げていくパートナーを募集しています。是非、一緒に日

本発の技術で世界を変えていきましょう。

数が多ければ多いほど、認証をしようとしている人の生体情報

との照合に時間がかかってしまいます。この問題を解決するた

めに、富士通ではある程度対象を絞り込んで生体情報と照合を

行う方法をとっています。

その具体的な絞り込み方法が、「顔認証と手のひら静脈認証

の組み合わせ」です。顔認証はチェックポイントとなる特徴量が

少ないために認証精度は落ちますが、その分、処理スピードは

速いというメリットがあります。そこに手のひら静脈認証を掛け

合わせれば、高い精度と認証時間の短縮を両立することができ

ます。

現在、このマルチ生体認証は、100万人規模でも2秒以下で

認証できるまで性能を上げています。この技術により、全国規

模のコンシューマービジネスにも手のひら静脈認証を適用でき

る道が開けました。「ローソン富士通新川崎TSレジレス店」にも

このマルチ生体認証の技術が採用されています。   

従来、企業内利用が中心だった手のひら静脈認証が、数万人

規模の大規模な認証にも対応できるようになったことは、単に

利用シーンがコンシューマービジネスに広がることだけを意味

するものではありません。手のひら静脈認証により生活スタイ

ルが大きく変わる可能性があります。

現金を持ち歩かずに済むだけではありません。今は各種会員

カードや健康保険証、運転免許証など様々なIDを持ち歩く必要

がありますが、それを生体情報で管理できるようになれば、ど

こでも手ぶらで出かけられるようになります。

例えば銀行のATMを利用するために登録した生体情報を、空

港でも使えるようになったと想像してみてください。手のひらを

かざすだけで空港のゲートを通過できる。チケットやスマートフォ

ンを出すことなく利用できるこの仕組みは、実は既に韓国で実

現されているものなのです。

登録した手のひら静脈データが様々なサービスに連携されれ

ば、銀行や空港だけでなく、例えばホテルのチェックインや旅

先での食事やお買い物などにも展開できるかもしれません。手

のひら一つでバカンスを楽しめる…そんな未来も、そう遠くな

いかもしれません。

最近ではスマートフォンなどのデバイスを使ってQRコードを会

員証として利用したり、キャッシュレス決済を行ったりといった

シーンも増えています。しかし、手のひら静脈認証であればデ

バイスを持つ必要もなくなります。今まであって当たり前のも

のが不要になることで、新しい世界が開けるかもしれません。

このように、登録されている生体情報を様々なサービスに利

用できるようにすることで、つながる世界が広がり、より便利で

安心できる社会を実現することができます。

基本的な仕組み

エッジカメラと重量センサーを組み合わせることで、高い精度を誇るレジレス店舗を実現

ゲートで手のひらをかざす 商品を手に取る 退店時に決済、
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独自の生体認証技術でレジレス店舗を実現

非接触で精度が高い手のひら静脈認証
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証ができないほか、皮膚が乾燥する冬は読み取れないケースも

発生するなど、時と場合により正確な認証ができないことがあ

ります。

生体認証には、指紋の他にも虹彩や顔、声紋など様々な認

証方法があります。それぞれにメリット、デメリットがあり、適し

た用途が異なります。そんな中で、富士通が注目したのは手の

ひらの静脈を用いた「手のひら静脈認証」でした。

手のひらは指先よりも血管の本数が多く、他人と誤って認識

してしまう「他人受入率」は0.000001%（2021年7月時点の最

新値）と低く、認証精度は他の生体認証と比べても非常に高い

点が特徴として挙げられます。

指紋認証と違って多くの方が利用できることも大きなメリット

です。実績ベースでは100％の人が登録でき、利用できていま

す。また、体内にある静脈のパターン情報を元に認識するため、

偽造することが非常に困難であり、気温や天候などの外的要因

の影響を受けにくいことも見逃せない点です。

さらに、手のひらをセンサーにかざすだけで認証できるため、

コロナ禍によってクローズアップされるようになった「非接触」

へのニーズに対応できることも、ニューノーマル時代を見据え

ると大きなポイントになります。

信頼性が高く、簡単に利用できる手のひら静脈認証は、これ

までも様々なシーンで導入されてきました。最初に導入された

のは2004年10月です。当時の東京三菱銀行様のATMに導入い

ただき、キャッシュカードに電子マネーやクレジットカードの機能

を加えたICカード内に、手のひら静脈のデータを記録し、暗証

番号と合わせて運用しました。

また、大垣共立銀行様では、2012年9月に手のひら静脈認証

技術を活用して、通帳やキャッシュカードがなくてもATMを利用

できる全国初のサービスを開始しました。ATMで生年月日を入

力して手のひらをセンサーにかざし、取引口座を選択して暗証

番号を入力するだけで現金が引き出せます。

このサービスにより、災害発生時や緊急時など、キャッシュカー

ドが手元にない状況でもATMを利用することができます。ATM

の前で財布からキャッシュカードを取り出すのも一苦労な、小さ

なお子様連れの方などからも大変ご好評いただいています。

手のひらで認証する仕組みは、パソコンのログインにも広が

りました。静脈センサーを装備したパソコンや、USB接続の外付

けセンサーを使うというスタイルです。 IDやパスワードを入力す

る方式に比べて、セキュリティも利便性も高いことから、幅広い

業種のお客様にご利用いただいています。

金融システム以外にも企業内のシステムに組み込まれるケー

スも増え、手のひら静脈認証を利用したセキュアなシステムの

構築も数多く手がけてきました。主に高いセキュリティレベルが

求められる研究所や工場の入退室管理に手のひら静脈認証が採

用されています。

通常、セキュリティ対策を導入すると、現場の担当者の負荷

が増えるケースがほとんどです。しかし、手のひら静脈認証では、

物理的な鍵やICカード、システムに打ち込むIDやパスワードが不

要になります。導入によって煩わしさから解放される、現場から

喜ばれるセキュリティ対策として高い評価を受けています。

海外では年金や保険などの本人確認にも手のひら静脈認証

が活用されています。アメリカでは健康保険の不正請求対策や

医療情報の二重登録の防止のために利用されているほか、ブラ

ジルではブラデスコ銀行のATMで手のひら静脈認証によって預

金を引き出すと、それが年金受給者の生存証明になるという仕

組みを作り、年金の不正受給の防止につなげています。

金融システムなどセキュアでミッションクリティカルなシステム

に利用されることが多い手のひら静脈認証では、常に高い認証

精度にこだわっています。一方で、高い精度とトレードオフの関

係にあるのが認証スピードの問題です。一般的に、登録ユーザー

「ローソン富士通新川崎TSレジレス店」では、あらかじめ手の

ひら静脈データを登録した利用者は、入店時に手のひらをセン

サーにかざして入り、欲しい商品を手にとってそのまま退店する

だけ。決済は自動で行われ、スマートフォンに電子レシートが送

られてきて買い物は完了です。

このレジレス店舗はローソン様のご協力のもと、アメリカのス

タートアップ企業のレジレスソリューション「Zippin」と富士通

の生体認証技術を組み合わせて実現しています。

気になるその仕組みですが、まず、入店時に手のひらをセン

サーにかざすと同時に、入り口に設置したカメラで顔認証も行

います。このマルチ生体認証により、スピーディに、かつ正確

に利用者個人を特定します。

入店した後はGPU搭載のエッジカメラが利用者の行動をトラッ

キングします。店内の棚から商品を手に取ると重量センサーが

対象商品を特定し、退店時に本人情報と商品情報を紐付けて決

済します。

実証実験に取り組むきっかけとなったのは、Zippinとの協業

開始と同時期に、ローソン様がZippinに注目されていたことで

す。富士通新川崎テクノロジースクエアにも店舗を展開されて

いたことから、ローソン様に協力を依頼し、2019年10月より検

討を開始。そして2020年2月、「ローソン富士通新川崎TSレジレ

ス店」の開設に至りました。

実証実験を行ったこのレジレス店舗では、新川崎拠点の富士

通従業員約2,800名を対象に米飯、デザート、飲料を中心に約

250アイテムの商品を販売しています。

生体認証には多くのメリットがあります。ICカードには盗難や

紛失のリスクがあり、記憶に頼るIDやパスワードは忘れてしまう

ことがあります。忘れないようにと書き留めると、それを盗み見

て盗用されるリスクが発生します。しかし、生体情報を利用す

る生体認証であれば、記憶する必要はなく、紛失のリスクもあ

りません。なりすましの可能性も低くなります。

スマートフォンなどで普及している指紋認証には課題もありま

した。指先が汚れていたり、傷がついていたりすると正しい認

これまでの常識を覆す新しい世界を創造していくには、多く

の人たちとの協業が必要です。現在、私たちは新しい世界を一

緒に広げていくパートナーを募集しています。是非、一緒に日

本発の技術で世界を変えていきましょう。

数が多ければ多いほど、認証をしようとしている人の生体情報

との照合に時間がかかってしまいます。この問題を解決するた

めに、富士通ではある程度対象を絞り込んで生体情報と照合を

行う方法をとっています。

その具体的な絞り込み方法が、「顔認証と手のひら静脈認証

の組み合わせ」です。顔認証はチェックポイントとなる特徴量が

少ないために認証精度は落ちますが、その分、処理スピードは

速いというメリットがあります。そこに手のひら静脈認証を掛け

合わせれば、高い精度と認証時間の短縮を両立することができ

ます。

現在、このマルチ生体認証は、100万人規模でも2秒以下で

認証できるまで性能を上げています。この技術により、全国規

模のコンシューマービジネスにも手のひら静脈認証を適用でき

る道が開けました。「ローソン富士通新川崎TSレジレス店」にも

このマルチ生体認証の技術が採用されています。   

従来、企業内利用が中心だった手のひら静脈認証が、数万人

規模の大規模な認証にも対応できるようになったことは、単に

利用シーンがコンシューマービジネスに広がることだけを意味

するものではありません。手のひら静脈認証により生活スタイ

ルが大きく変わる可能性があります。

現金を持ち歩かずに済むだけではありません。今は各種会員

カードや健康保険証、運転免許証など様々なIDを持ち歩く必要

がありますが、それを生体情報で管理できるようになれば、ど

こでも手ぶらで出かけられるようになります。

例えば銀行のATMを利用するために登録した生体情報を、空

港でも使えるようになったと想像してみてください。手のひらを

かざすだけで空港のゲートを通過できる。チケットやスマートフォ

ンを出すことなく利用できるこの仕組みは、実は既に韓国で実

現されているものなのです。

登録した手のひら静脈データが様々なサービスに連携されれ

ば、銀行や空港だけでなく、例えばホテルのチェックインや旅

先での食事やお買い物などにも展開できるかもしれません。手

のひら一つでバカンスを楽しめる…そんな未来も、そう遠くな

いかもしれません。

最近ではスマートフォンなどのデバイスを使ってQRコードを会

員証として利用したり、キャッシュレス決済を行ったりといった

シーンも増えています。しかし、手のひら静脈認証であればデ

バイスを持つ必要もなくなります。今まであって当たり前のも

のが不要になることで、新しい世界が開けるかもしれません。

このように、登録されている生体情報を様々なサービスに利

用できるようにすることで、つながる世界が広がり、より便利で

安心できる社会を実現することができます。

https://www.fujitsu.com/jp/services/auth/
https://jp.fujitsu.com/platform/pc/content/workstyle_henkaku/
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証ができないほか、皮膚が乾燥する冬は読み取れないケースも

発生するなど、時と場合により正確な認証ができないことがあ

ります。

生体認証には、指紋の他にも虹彩や顔、声紋など様々な認

証方法があります。それぞれにメリット、デメリットがあり、適し

た用途が異なります。そんな中で、富士通が注目したのは手の

ひらの静脈を用いた「手のひら静脈認証」でした。

手のひらは指先よりも血管の本数が多く、他人と誤って認識

してしまう「他人受入率」は0.000001%（2021年7月時点の最

新値）と低く、認証精度は他の生体認証と比べても非常に高い

点が特徴として挙げられます。

指紋認証と違って多くの方が利用できることも大きなメリット

です。実績ベースでは100％の人が登録でき、利用できていま

す。また、体内にある静脈のパターン情報を元に認識するため、

偽造することが非常に困難であり、気温や天候などの外的要因

の影響を受けにくいことも見逃せない点です。

さらに、手のひらをセンサーにかざすだけで認証できるため、

コロナ禍によってクローズアップされるようになった「非接触」

へのニーズに対応できることも、ニューノーマル時代を見据え

ると大きなポイントになります。

信頼性が高く、簡単に利用できる手のひら静脈認証は、これ

までも様々なシーンで導入されてきました。最初に導入された

のは2004年10月です。当時の東京三菱銀行様のATMに導入い

ただき、キャッシュカードに電子マネーやクレジットカードの機能

を加えたICカード内に、手のひら静脈のデータを記録し、暗証

番号と合わせて運用しました。

また、大垣共立銀行様では、2012年9月に手のひら静脈認証

技術を活用して、通帳やキャッシュカードがなくてもATMを利用

できる全国初のサービスを開始しました。ATMで生年月日を入

力して手のひらをセンサーにかざし、取引口座を選択して暗証

番号を入力するだけで現金が引き出せます。

このサービスにより、災害発生時や緊急時など、キャッシュカー

ドが手元にない状況でもATMを利用することができます。ATM

の前で財布からキャッシュカードを取り出すのも一苦労な、小さ

なお子様連れの方などからも大変ご好評いただいています。

手のひらで認証する仕組みは、パソコンのログインにも広が

りました。静脈センサーを装備したパソコンや、USB接続の外付

けセンサーを使うというスタイルです。 IDやパスワードを入力す

る方式に比べて、セキュリティも利便性も高いことから、幅広い

業種のお客様にご利用いただいています。

金融システム以外にも企業内のシステムに組み込まれるケー

スも増え、手のひら静脈認証を利用したセキュアなシステムの

構築も数多く手がけてきました。主に高いセキュリティレベルが

求められる研究所や工場の入退室管理に手のひら静脈認証が採

用されています。

通常、セキュリティ対策を導入すると、現場の担当者の負荷

が増えるケースがほとんどです。しかし、手のひら静脈認証では、

物理的な鍵やICカード、システムに打ち込むIDやパスワードが不

要になります。導入によって煩わしさから解放される、現場から

喜ばれるセキュリティ対策として高い評価を受けています。

海外では年金や保険などの本人確認にも手のひら静脈認証

が活用されています。アメリカでは健康保険の不正請求対策や

医療情報の二重登録の防止のために利用されているほか、ブラ

ジルではブラデスコ銀行のATMで手のひら静脈認証によって預

金を引き出すと、それが年金受給者の生存証明になるという仕

組みを作り、年金の不正受給の防止につなげています。

金融システムなどセキュアでミッションクリティカルなシステム

に利用されることが多い手のひら静脈認証では、常に高い認証

精度にこだわっています。一方で、高い精度とトレードオフの関

係にあるのが認証スピードの問題です。一般的に、登録ユーザー

「ローソン富士通新川崎TSレジレス店」では、あらかじめ手の

ひら静脈データを登録した利用者は、入店時に手のひらをセン

サーにかざして入り、欲しい商品を手にとってそのまま退店する

だけ。決済は自動で行われ、スマートフォンに電子レシートが送

られてきて買い物は完了です。

このレジレス店舗はローソン様のご協力のもと、アメリカのス

タートアップ企業のレジレスソリューション「Zippin」と富士通

の生体認証技術を組み合わせて実現しています。

気になるその仕組みですが、まず、入店時に手のひらをセン

サーにかざすと同時に、入り口に設置したカメラで顔認証も行

います。このマルチ生体認証により、スピーディに、かつ正確

に利用者個人を特定します。

入店した後はGPU搭載のエッジカメラが利用者の行動をトラッ

キングします。店内の棚から商品を手に取ると重量センサーが

対象商品を特定し、退店時に本人情報と商品情報を紐付けて決

済します。

実証実験に取り組むきっかけとなったのは、Zippinとの協業

開始と同時期に、ローソン様がZippinに注目されていたことで

す。富士通新川崎テクノロジースクエアにも店舗を展開されて

いたことから、ローソン様に協力を依頼し、2019年10月より検

討を開始。そして2020年2月、「ローソン富士通新川崎TSレジレ

ス店」の開設に至りました。

実証実験を行ったこのレジレス店舗では、新川崎拠点の富士

通従業員約2,800名を対象に米飯、デザート、飲料を中心に約

250アイテムの商品を販売しています。

生体認証には多くのメリットがあります。ICカードには盗難や

紛失のリスクがあり、記憶に頼るIDやパスワードは忘れてしまう

ことがあります。忘れないようにと書き留めると、それを盗み見

て盗用されるリスクが発生します。しかし、生体情報を利用す

る生体認証であれば、記憶する必要はなく、紛失のリスクもあ

りません。なりすましの可能性も低くなります。

スマートフォンなどで普及している指紋認証には課題もありま

した。指先が汚れていたり、傷がついていたりすると正しい認

これまでの常識を覆す新しい世界を創造していくには、多く

の人たちとの協業が必要です。現在、私たちは新しい世界を一

緒に広げていくパートナーを募集しています。是非、一緒に日

本発の技術で世界を変えていきましょう。

数が多ければ多いほど、認証をしようとしている人の生体情報

との照合に時間がかかってしまいます。この問題を解決するた

めに、富士通ではある程度対象を絞り込んで生体情報と照合を

行う方法をとっています。

その具体的な絞り込み方法が、「顔認証と手のひら静脈認証

の組み合わせ」です。顔認証はチェックポイントとなる特徴量が

少ないために認証精度は落ちますが、その分、処理スピードは

速いというメリットがあります。そこに手のひら静脈認証を掛け

合わせれば、高い精度と認証時間の短縮を両立することができ

ます。

現在、このマルチ生体認証は、100万人規模でも2秒以下で

認証できるまで性能を上げています。この技術により、全国規

模のコンシューマービジネスにも手のひら静脈認証を適用でき

る道が開けました。「ローソン富士通新川崎TSレジレス店」にも

このマルチ生体認証の技術が採用されています。   

従来、企業内利用が中心だった手のひら静脈認証が、数万人

規模の大規模な認証にも対応できるようになったことは、単に

利用シーンがコンシューマービジネスに広がることだけを意味

するものではありません。手のひら静脈認証により生活スタイ

ルが大きく変わる可能性があります。

現金を持ち歩かずに済むだけではありません。今は各種会員

カードや健康保険証、運転免許証など様々なIDを持ち歩く必要

がありますが、それを生体情報で管理できるようになれば、ど

こでも手ぶらで出かけられるようになります。

例えば銀行のATMを利用するために登録した生体情報を、空

港でも使えるようになったと想像してみてください。手のひらを

かざすだけで空港のゲートを通過できる。チケットやスマートフォ

ンを出すことなく利用できるこの仕組みは、実は既に韓国で実

現されているものなのです。

登録した手のひら静脈データが様々なサービスに連携されれ

ば、銀行や空港だけでなく、例えばホテルのチェックインや旅

先での食事やお買い物などにも展開できるかもしれません。手

のひら一つでバカンスを楽しめる…そんな未来も、そう遠くな

いかもしれません。

最近ではスマートフォンなどのデバイスを使ってQRコードを会

員証として利用したり、キャッシュレス決済を行ったりといった

シーンも増えています。しかし、手のひら静脈認証であればデ

バイスを持つ必要もなくなります。今まであって当たり前のも

のが不要になることで、新しい世界が開けるかもしれません。

このように、登録されている生体情報を様々なサービスに利

用できるようにすることで、つながる世界が広がり、より便利で

安心できる社会を実現することができます。

従来の常識を超えたつながる世界の創造を

富士通のマルチ生体認証技術

マルチ生体認証

カメラで
顔情報を取得

マルチ
生体認証技術

非接触で
手ぶら決済

手ぶらでの認証で世界最大の100万人規模の手ぶら認証に対応特長１ 顔は自然に撮影
手をかざすだけの簡単なインターフェイス特長2

顔情報で照合
対象者を絞り込む
顔情報で照合
対象者を絞り込む

手のひら静脈で照合
さらに対象者を絞り込む
手のひら静脈で照合
さらに対象者を絞り込む

手のひら静脈と
顔で本人を特定
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❶ 顔情報を取得 ❸ 認証完了❷ 手のひら静脈を入力
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証ができないほか、皮膚が乾燥する冬は読み取れないケースも

発生するなど、時と場合により正確な認証ができないことがあ

ります。

生体認証には、指紋の他にも虹彩や顔、声紋など様々な認

証方法があります。それぞれにメリット、デメリットがあり、適し

た用途が異なります。そんな中で、富士通が注目したのは手の

ひらの静脈を用いた「手のひら静脈認証」でした。

手のひらは指先よりも血管の本数が多く、他人と誤って認識

してしまう「他人受入率」は0.000001%（2021年7月時点の最

新値）と低く、認証精度は他の生体認証と比べても非常に高い

点が特徴として挙げられます。

指紋認証と違って多くの方が利用できることも大きなメリット

です。実績ベースでは100％の人が登録でき、利用できていま

す。また、体内にある静脈のパターン情報を元に認識するため、

偽造することが非常に困難であり、気温や天候などの外的要因

の影響を受けにくいことも見逃せない点です。

さらに、手のひらをセンサーにかざすだけで認証できるため、

コロナ禍によってクローズアップされるようになった「非接触」

へのニーズに対応できることも、ニューノーマル時代を見据え

ると大きなポイントになります。

信頼性が高く、簡単に利用できる手のひら静脈認証は、これ

までも様々なシーンで導入されてきました。最初に導入された

のは2004年10月です。当時の東京三菱銀行様のATMに導入い

ただき、キャッシュカードに電子マネーやクレジットカードの機能

を加えたICカード内に、手のひら静脈のデータを記録し、暗証

番号と合わせて運用しました。

また、大垣共立銀行様では、2012年9月に手のひら静脈認証

技術を活用して、通帳やキャッシュカードがなくてもATMを利用

できる全国初のサービスを開始しました。ATMで生年月日を入

力して手のひらをセンサーにかざし、取引口座を選択して暗証

番号を入力するだけで現金が引き出せます。

このサービスにより、災害発生時や緊急時など、キャッシュカー

ドが手元にない状況でもATMを利用することができます。ATM

の前で財布からキャッシュカードを取り出すのも一苦労な、小さ

なお子様連れの方などからも大変ご好評いただいています。

手のひらで認証する仕組みは、パソコンのログインにも広が

りました。静脈センサーを装備したパソコンや、USB接続の外付

けセンサーを使うというスタイルです。 IDやパスワードを入力す

る方式に比べて、セキュリティも利便性も高いことから、幅広い

業種のお客様にご利用いただいています。

金融システム以外にも企業内のシステムに組み込まれるケー

スも増え、手のひら静脈認証を利用したセキュアなシステムの

構築も数多く手がけてきました。主に高いセキュリティレベルが

求められる研究所や工場の入退室管理に手のひら静脈認証が採

用されています。

通常、セキュリティ対策を導入すると、現場の担当者の負荷

が増えるケースがほとんどです。しかし、手のひら静脈認証では、

物理的な鍵やICカード、システムに打ち込むIDやパスワードが不

要になります。導入によって煩わしさから解放される、現場から

喜ばれるセキュリティ対策として高い評価を受けています。

海外では年金や保険などの本人確認にも手のひら静脈認証

が活用されています。アメリカでは健康保険の不正請求対策や

医療情報の二重登録の防止のために利用されているほか、ブラ

ジルではブラデスコ銀行のATMで手のひら静脈認証によって預

金を引き出すと、それが年金受給者の生存証明になるという仕

組みを作り、年金の不正受給の防止につなげています。

金融システムなどセキュアでミッションクリティカルなシステム

に利用されることが多い手のひら静脈認証では、常に高い認証

精度にこだわっています。一方で、高い精度とトレードオフの関

係にあるのが認証スピードの問題です。一般的に、登録ユーザー

「ローソン富士通新川崎TSレジレス店」では、あらかじめ手の

ひら静脈データを登録した利用者は、入店時に手のひらをセン

サーにかざして入り、欲しい商品を手にとってそのまま退店する

だけ。決済は自動で行われ、スマートフォンに電子レシートが送

られてきて買い物は完了です。

このレジレス店舗はローソン様のご協力のもと、アメリカのス

タートアップ企業のレジレスソリューション「Zippin」と富士通

の生体認証技術を組み合わせて実現しています。

気になるその仕組みですが、まず、入店時に手のひらをセン

サーにかざすと同時に、入り口に設置したカメラで顔認証も行

います。このマルチ生体認証により、スピーディに、かつ正確

に利用者個人を特定します。

入店した後はGPU搭載のエッジカメラが利用者の行動をトラッ

キングします。店内の棚から商品を手に取ると重量センサーが

対象商品を特定し、退店時に本人情報と商品情報を紐付けて決

済します。

実証実験に取り組むきっかけとなったのは、Zippinとの協業

開始と同時期に、ローソン様がZippinに注目されていたことで

す。富士通新川崎テクノロジースクエアにも店舗を展開されて

いたことから、ローソン様に協力を依頼し、2019年10月より検

討を開始。そして2020年2月、「ローソン富士通新川崎TSレジレ

ス店」の開設に至りました。

実証実験を行ったこのレジレス店舗では、新川崎拠点の富士

通従業員約2,800名を対象に米飯、デザート、飲料を中心に約

250アイテムの商品を販売しています。

生体認証には多くのメリットがあります。ICカードには盗難や

紛失のリスクがあり、記憶に頼るIDやパスワードは忘れてしまう

ことがあります。忘れないようにと書き留めると、それを盗み見

て盗用されるリスクが発生します。しかし、生体情報を利用す

る生体認証であれば、記憶する必要はなく、紛失のリスクもあ

りません。なりすましの可能性も低くなります。

スマートフォンなどで普及している指紋認証には課題もありま

した。指先が汚れていたり、傷がついていたりすると正しい認

これまでの常識を覆す新しい世界を創造していくには、多く

の人たちとの協業が必要です。現在、私たちは新しい世界を一

緒に広げていくパートナーを募集しています。是非、一緒に日

本発の技術で世界を変えていきましょう。

数が多ければ多いほど、認証をしようとしている人の生体情報

との照合に時間がかかってしまいます。この問題を解決するた

めに、富士通ではある程度対象を絞り込んで生体情報と照合を

行う方法をとっています。

その具体的な絞り込み方法が、「顔認証と手のひら静脈認証

の組み合わせ」です。顔認証はチェックポイントとなる特徴量が

少ないために認証精度は落ちますが、その分、処理スピードは

速いというメリットがあります。そこに手のひら静脈認証を掛け

合わせれば、高い精度と認証時間の短縮を両立することができ

ます。

現在、このマルチ生体認証は、100万人規模でも2秒以下で

認証できるまで性能を上げています。この技術により、全国規

模のコンシューマービジネスにも手のひら静脈認証を適用でき

る道が開けました。「ローソン富士通新川崎TSレジレス店」にも

このマルチ生体認証の技術が採用されています。   

従来、企業内利用が中心だった手のひら静脈認証が、数万人

規模の大規模な認証にも対応できるようになったことは、単に

利用シーンがコンシューマービジネスに広がることだけを意味

するものではありません。手のひら静脈認証により生活スタイ

ルが大きく変わる可能性があります。

現金を持ち歩かずに済むだけではありません。今は各種会員

カードや健康保険証、運転免許証など様々なIDを持ち歩く必要

がありますが、それを生体情報で管理できるようになれば、ど

こでも手ぶらで出かけられるようになります。

例えば銀行のATMを利用するために登録した生体情報を、空

港でも使えるようになったと想像してみてください。手のひらを

かざすだけで空港のゲートを通過できる。チケットやスマートフォ

ンを出すことなく利用できるこの仕組みは、実は既に韓国で実

現されているものなのです。

登録した手のひら静脈データが様々なサービスに連携されれ

ば、銀行や空港だけでなく、例えばホテルのチェックインや旅

先での食事やお買い物などにも展開できるかもしれません。手

のひら一つでバカンスを楽しめる…そんな未来も、そう遠くな

いかもしれません。

最近ではスマートフォンなどのデバイスを使ってQRコードを会

員証として利用したり、キャッシュレス決済を行ったりといった

シーンも増えています。しかし、手のひら静脈認証であればデ

バイスを持つ必要もなくなります。今まであって当たり前のも

のが不要になることで、新しい世界が開けるかもしれません。

このように、登録されている生体情報を様々なサービスに利

用できるようにすることで、つながる世界が広がり、より便利で

安心できる社会を実現することができます。
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富士通株式会社
〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 JR川崎タワー
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