特別企画 あなたの知らない生体計測の世界
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特集の内容
上田 智章，鈴木 雅弘

CMOS イメージ・センサは高精細化の一途をた
どっています．最近のスマホに搭載されているもの
でも 1000 万画素もめずらしくありません．CMOS イ
メージ・センサは 3 波長帯域を同時観測する超並列
センサ・アレイ（簡易なマルチスペクトル・カメラ）

（a）原画像…幅 1469 ×高さ 1642 画素
写真 1

と捉えることができます．
このマルチスペクトル・カメラを使うと，例えば
生物の生体情報を抽出することができます．つまり，
皆さん手持ちのディジタル ･ カメラ（画像）で生体情
報を抽出できるというわけです．

（b）毛細血管分布

（c）血管

画像処理で血管が見えるようになる…Android（京セラ）で撮影した S 氏の手のひら

指先に毛細血管
が集中

角質化した部分
は白く映る

手首の
毛細血管
は低密度

（a）原画像
写真 2
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（b）毛細血管分布

（c）血管

iPhone で撮影した U 氏の手のひら…いろいろな情報が読み取れる
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（a）原画像
写真 3
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（b）血管

指先の細い血管も見える

1章
2章
（a）赤外線＋カメラ（Kinect）で
撮影した血管

3章
4章

（a）原画像
写真 4

（b）血管

手の甲の太い血管も見える

● 生体計測 1…手のひらの血管
手のひらを撮影したカラー写真が 1 枚あれば，毛
細血管の分布と，それより深い位置にある血管の画
像を生成できます．皮膚組織は浅い方から表皮層，
真皮層，皮下組織層に分かれており，毛細血管は真
皮層に，太い血管は皮下組織層にあります．従来技
術では赤外線カメラで撮影する方法はありましたが，
毛細血管の分布までは分かりませんでした（写真 1）
．

（b）スマホ・カメラ画像から抽出した血管
写真 5 赤外線を使わなくても血管を可視
化できるようになった

● 生体計測 2…手のひらの血管その 2
写真 2 に示すのは，iPhone で撮影した U 氏の手の
ひらです．写真 2（b）から，角質化した部分が白く
写っていること，手首の毛細血管は低密度であるこ
とが読み取れます．

● 生体計測 3…指先の血管
局所を十分な解像度で撮影すれば細い血管も見え
てきます（写真 3）
．

● 生体計測 4…手の甲の血管
手の甲の太い血管も可視化できました（写真 4）．

● 生体計測 5…赤外線＋カメラ vs. 今回の画像
処理で手のひらの血管を観察
従来の赤外線 + カメラで撮影した血管画像と，ス
マホ ･ カメラ画像＋画像処理から取得した血管とを
比較しました（写真 5）．
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血流に斑がある
（血流が悪い）

（a）室 内に居たとき（b）室 内に居たとき
…原画像
…処理後

（a）原画像

（a）原画像

（c）45℃の温水に 5 分間つけて温めた指先
…原画像

血流の斑が解消して血管が
機能していることを確認

（b）血流

（b）血流
写真 7 顔の血流も観測できる…冬場の外
出で冷え切った顔

写真 8

夏場に屋外で撮影した顔

● 生体計測 6…指先の血流
指先の血流の変化も写真を撮って処理するだけで
簡単に可視化できます（写真 6）．

● 生体計測 7…顔の血流
顔のカラー写真でも同じように可視化が行えま
す．冬場の外出で冷え切った顔を撮影すると，毛細
血管の血流の悪い部分が判明します（写真 7）
．反対
に夏場，屋外で熱いときには，鼻や口を除いて血流
が活発な様子がうかがえます（写真 8）．
（d）45℃の温水に 5 分間つけて温めた指
先…処理後
写真 6
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指先の血流改善を観測した例

● 生体計測 8…皮膚のダメージ
顔の皮膚の紫外線で受けたダメージの痕跡やけが
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1章
2章

（a）原画像…幅 1469 ×高さ 1642 画素
写真 9

（b）毛細血管分布

3章

（c）血管画像

4章

皮膚のダメージも観測できる

（a）原画像
（a）原画像

（a）原画像

（b）処理後
（b）処理後
写真 10

人体だけを抽出

（b）処理後

写真 12 瞳の模様だって撮影できるポテ
ンシャルを感じた

写真 11 指の爪の血流を見ることで加圧し
ているか，スイッチを押しているかを判断
できる

の傷なども可視化できます（写真 9）．

● 生体計測 9…1 枚の画像から人体だけを抽出

判別することもできます．爪の所が黒いと加圧して
いる状態です（写真 11）．

1 枚の画像において人体皮膚の部分だけを抽出す
ることもできます（写真 10）．

● 生体計測11…瞳の模様さえも取得できるポテ
ンシャルがある

● 生体計測 10…スイッチ代わりに使えるかも

暗い瞳孔の奥にある網膜上の血管も画素数が十分
あれば浮かび上がります．セキュリティ上の注意が
必要な時代がやってきました（写真 12）．

指先に圧がかかっているかいないかを爪の部分で
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（a）原画像

（b）奥行き取得後
（c）拡大
（d）模様と模様の間に数十画素

写真 13

1 枚の画像から 3 次元の形状も取得します…指紋の例

（a）原画像
写真 14

（b）処理後の例その 1

（c）処理後の例その 2

1 枚の画像から 3 次元の形状も取得します…手のひらの例

（c）一部を拡大

（a）原画像
写真 15

（b）処理後

掌紋を抽出

● 生体計測 12…3 次元形状取得

も抽出できます（写真 15）．

指紋もくっきりと凹凸（3 次元形状）を抽出できま
す（写真 13）
．
手のひらの凹凸も抽出できます（写真 14）．掌紋

うえだ・ともあき，すずき・まさひろ
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