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SPECIAL 

SECURITY ISSUE 
セキュリティ特集！ 

Experience counts! 
 
マトロックスイメージングにとって、セキュリティ業界は依然とし

て重要な分野です。多様なセキュリティシステムアプリケー

ション構築に必要なハードとソフトコンポーネントの適格な

ポートフォリオを備えているという、我社のメッセージをセキュ

リティ市場に伝えるべく、私どもはトレードショーに定期的に参

加し、業界誌に広告を載せています。  

 

大容量かつ高画質で手ごろな値段のハードウェアを顧客が求

めているということは、疑う余地もありません。業界を動かして

いる他の要因には、ANPR、行動認識、対象追跡、動作検出

など、包括的な「ビデオ解析論」のもとに分類されるタスクが

ありますが、ここにポイントがあるのです。というのも、ソフト

ウェアディベロッパーは、我社のソフトウェア開発キットMatrox 

Imaging Library (MIL)を用いて、ビデオ解析ができるのですか

ら。顧客がアプリケーション開発にフォーカスできるよう、我社

のディベロッパーは、画像処理アルゴリズムを最適化していま

す。 

  

今回は、セキュリティに関する難問解決のため、マトロックス

製品に信頼を寄せてくださる顧客の皆様をお目にかけましょ

う。ナンバープレート読み取り装置、三次元指紋スキャナ、

プールセキュリティシステムなど、頼れるサプライヤーがいな

ければ成功はおぼつかないような、どれも非常に異なったア

プリケーションを設計しています。ビデオキャプチャーカードで

あれ、ソフトウェアツールであれ、この方々はマトロックスブラ

ンドを信頼して使用してくれたのです。  

 

技術革命は一晩でなされることもありますが、世界的な名声

を築き上げるには時間がかかります。セキュリティトレード

ショーのスケジュール（裏表紙）をご覧になり、私どものブース

をお訪ねください。なぜ経験がものを言うか、おわかりになる

でしょう。  

Francois Bertrand 

副社長、販売マーケティング 

Matrox Imaging  
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Who is Matrox Imaging ? 

Q & A with Product Manager Fabio Perelli 

イメージングインサイト： マトロックスイメージングと

は？ 
 
Fabio Perelli： マトロックスイメージングはビデオ分野
に30年の歴史を持ち、ビデオ画像の取込、プロセッシ
ング、ディスプレイなど専門知識を、セキュリティ業界

に提供することができます。 
 
インサイト： マトロックスイメージングがセキュリティ業

界に提供するのは、どのような製品ですか？ 
 
Fabio Perelli： デジタル技術が進出してきているとは
いえ、セキュリティ業界ではアナログカメラがいまだ主

流を占めています。ビデオキャプチャーカードMatrox 
Morphis familyは、ハイエンドなアナログ式セキュリ
ティシステムとDVRの現在のニーズに対応しているの
です。「ハイエンド」とは、ビデオストリームをLawデータ
のまま解析をするシステムを指しています。Matrox 
Morphisキャプチャーカードは、Lawデータのビデオスト
リームをソフトウェア解析のためホストPCに転送し、同
時 に、（ハ ー ド ウ ェ ア を 介 し て）MPEG4 ま た は
JPEG2000フォーマットに圧縮します。  

我社のMatrox 4Sight Mは、コンピュータ接続のアナロ
グ監視カメラを備えたアプリケーションによくマッチす

る、コンパクトで堅牢な工業用PCです。Matrox 4Sight 
Mは、アナログ用ビデオキャプチャー用カードを内蔵し
ているだけでなく、データをローカルに記憶でき、IPビデ
オストリームを転送するためのビデオエンコーダとして

も使用することができます。 
 
インサイト： 高解像度ビデオキャプチャーはどうです

か？ 
 
Perelli： 高解像度（HD）ビデオが大切なツールになっ
てきていることは間違いありません。たとえば、空港監

視システムでは、標準解像度のカメラではできない、細

部まで見られる高質ビデオが必要です。HDカメラは、
標準NTSCカメラの6倍のピクセルをアウトプットするの
で、それだけのデータ量をサポートできる特殊なハード

ウェアが必要となります。Matrox Vioキャプチャーカー
ドなら、シリアルデジタルインターフェース（SDI）または
アナログ形式で送信された、放送品質（HD）と標準解
像度フォーマットのどちらもサポートするので、HDカメラ
と完璧にマッチします。  
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Matrox Morphis QxT. Matrox QID is an 8x,quad-display graphics card 

インサイト ：  ソフトウェア製品はどうですか？ 

 

Perelli： 我社の目玉製品は、ソフトウェア開発キット

Matrox Imaging Library (MIL)は、ソフトウェアディベ

ロッパーに、アプリケーションをスタートするスターティ

ングポイントです。MILは1993年に売り出され、画像か

らノイズを取り除くフィルタリングや演算機能などの基

本ツールから、文字認識用の複雑なツールまで、今

日ディベロッパーがカスタムビデオ解析のために必要

とするあらゆるツールを特色としています。これらを合

わせ、ディベロッパーは、車両ナンバープレートの読

み取りや動き検出に、パワフルで実行可能なものを

作成することができるのです。 

 

インサイト： ビデオ画像全部を表示しなければいけ

ないのですが、Matroxにそれができるんですか？ 

 

Perelli： 警報モニタリング、ビデオモニタリング、手荷

物検査スキャンなどセキュリティ関連アプリケーション

では、しばしば複数のディスプレイを必要とします。 

姉妹製品であるMatrox Graphicsは、２、３、４機、また

はそれ以上のディスプレイをサポートする複数ディス

プレイグラフィックカード域を提供します。 

他の製品では、メインコンピュータとユーザデバイス

（モニタ、キーボード、マウスなど）間の距離が820

フィートまで大きくなっても大丈夫な、遠隔グラフィック

ユニットファミリーMatrox Extioなどがあります。 

Matrox PPXやVPXファミリーは、大規模スケールの

ディスプレイ壁用に拡張可能なコントローラボードで

す。 

 

インサイト：Matroxは他の製造業者とどう違うのでしょ

うか？ 

 

Perelli： ビデオキャプチャーとディスプレイを要するア

プリケーション用に、Matrox製品はどれも高度に統合

されているのだということを、セキュリティ関連の顧客

の皆様には知っておいていただきたいと思います。単

一ベンダーに奉仕すると、互換性の問題に取り組む

チャンスが著しく減ってしまいます。また、我社のビデ

オキャプチャーカード、産業用PC、高性能IPカメラなど

はすべて、Dorval (Montreal, Canada)の本社で、製造

し、組み立て、さらに厳しい検査を受けています。光学

ハードウェア製品の品質をさらに高めるべく、最近ク

リーンルームも設置しています。 

我社の本社や、世界中にネットワークのあるオフィス

や、地元のサポートをしている代理店など「Matrox」の

名の元に800人もの従業員がいることを、セキュリティ

市場の皆様に知っていただきたいと思います。さらに、

ソフトウェアの顧客の皆様には、MILのディベロッパー

と共に仕事をしているエンジニアのグループ、クライア

ントソリューションチームの最高のサポートをご利用い

ただくことができます。 

  
インサイト： 将来のプランについて、Matroxはどのよう

に手を貸してくれるのでしょうか？ 

 

Perelli： 将来を予言する水晶の玉なんて持っていま

せんが、産業の動向を見ることはできます。ビデオ監

視アプリケーションでは、細かい画像識別ができなくて

はいけません。HDカメラは、より大きな画像を作り出す

ことで、そのニーズを満たしています。Matroxも含めて

今日のコンピュータは、こういった画像データを簡単に

処理できます。我社は、セキュリティ市場が高性能IPカ

メラを開発するために必要とする、ハードウェアコン

ポーネントとソフトウェアツールを備えているのです。

すなわち、NTSC/ PALビデオストリームをビデオ解析

し、次にそれをストレージのために圧縮する、統合CPU

のカメラです。 
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String Reader controls 
英国ウィンザーにほど近いThames River Valleyの55エーカーもの緑地の真っ只中に、堂々たる建物があります。

ネオゴシックのこの邸宅は、もともとベルギー大使のために1857年に建てられましたが、今日、新館は、19世紀の

優美さと21世紀のテクノロジーとをミックスしたオフィスの総合ビジネス施設となっています。 

この新館のセキュリティプランに、ちょっとしたテクノロ

ジーが使われています。新館を管理する開発会社

Marchday Groupでは、進入ゲートの位置や受付デス

クに問題が起きる可能性に気がついていました。

「ゲートは受付デスクから200メートル（650フィート）ほ

ど離れています」と、セキュリティシステムの設置を請

け負った会社Cybertronix (Reading, UK)の重役Stuart 

Boxは説明します。言うまでもなくMarchdayとしては、

安全で信頼のおける場所をテナントに提供したかった

のですが、不動産の開発会社のほうは円滑な入場シ

ステムも求めていました。当初、販売ミーティングで、

Box社はMarchday社の懸念していることを聞き、進入

ゲート用にナンバープレート認識システムを提案しま

した。「内部への進入許可には非常によい方法のよう

に思えました」と、彼は語ります。「Marchday社はその

アイデアを気に入ってくれ、私たちは細々としたことを

まとめました」  
 
システム 

この「こまごまとしたこと」と合わせて、内外両カメラ用

の完全統合CCTVシステムが構成されています（車両

認識は、新館セキュリティネットワークのほんの一部

にすぎません）。ANPR（ナンバープレート自動認識）シ

ステムは、AxisコミュニケーションによるAXIS 241Qビ

デオサーバで構成される（ゲートコントロール用リレー

アウトプット付）、狭角昼夜CCTV、ならびにMatrox 

Imaging Library (MIL)ベースで作成されたソフトウェア

が実行されるDell Workstation PCを特色としていま

す。 

「使用したカメラは狭い視野（12ミリレンズ）を特徴とし

ていましたから、私たちはナンバープレートの画像が

妥当なサイズであることを確認することができます」

と、Boxは話しています。「搭載されているレンズ内の

赤外線LEDの輪は、夜でもナンバープレートからの反

射をとらえるには充分でした」 

 

Cybertronix ANPRシステムは、2006年3月より作動し

ています。車が進入ゲートで止まると、カメラがナン

バープレートの画像を取込ます。ソフトウェアがナン

バープレートを「読み取り」、それを許可車のデータ

ベースと照合します。それがマッチすると、ゲートが開

い て車は中に入ります。ゲートには、車の運転者と受

付が直接話せる進入コントロールパネルが搭載され

ています。進入パネルにはカメラも内蔵されているの

で、受付は運転者を見ることができます。さらに、訪問

者を敷地に入れるメインの受付が、管理設備ソフト

ウェアにより、許可車両データベース管理の責任を

負っています。Boxは、このシステムで車両の出入り

を把握しておくことができることを付け加えます。「記

録にはタイムスタンプを押し、ゲートを開けるトリガー

となった画像のスナップ写真を保管することができま

す。こうして、現場の出来事が記録されます」必要で

あれば、記録は証拠として使われるかもしれません

が、それはまたシステム開発のためにも使われてい

るのです。保管画像は、たとえば、時間経過、天気、

時刻、あるいは照明など、システムの正確さを統計化

する際に便利だと、Boxは言っています。  
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access 

近くて遠いもの 

カメラと受付デスクの間は、標準アナログケーブ

ルでサポートする距離の2倍、約200メートルあり

ます。既存のインフラストラクチャのため、

Cybertronixはワイヤレスの代わりにワイヤネット

ワークを選びました。「光ファイバーを使用してい

る新館は、ゲートから50メートルを銅に変えまし

た。そうして距離に対処したのです」と、Boxは語り

ます。画像データがサーバに転送されると、MILが

データ解析できるように、Axisコーデックがコンポ

ジット信号をデジタル化します。MILのかつての

ユーザBoxは、マトロックスイメージングに注目し

ていたといいます。「String Readerモジュールは、

難しい仕事をこなすことができると知っていました

から、私たちは、わざわざ一からやり直さずに済

んだのです」  

競合品に優る点 

Boxは、IPカメラのネットワークに優る柔軟性や、時間と

コストの節約になるインフラストラクチャがあったことをう

れしく思っています。さらに、3機のカメラからのそれぞれ

の画像が一台のCPUに接続できれば、ビデオサーバは

分散処理を可能にしてくれます。MILのString Readerモ

ジュールは、ナンバープレートが部分的に見えない場合

も頼りになります。Cybertronixシステムは、ひとつのナ

ンバープレートを少数の車両と照合するので、もっとも

近いナンバーでゲートが開きます。String Readerは、画

像がひどく乱れていない限り、許容範囲内で充分機能し

ます。 

 

将来性 

通行料制度（Central Londonのような特定ゾーンに入る

と同時に、車を識別して料金を取る方法）、交通監視、

車両追跡、フェリーの予約システムなど、このようなシス

テムが活躍する分野には大きな可能性があることに、

Boxは注目しています。ANPRシステムの新館設置以

来、Boxは、移動車両のためのアップグレードに忙しくし

ています。この数ヶ月で、Boxは、最高45 mphのスピード

で走る車両のナンバープレートの読み取りができるよう

になりました。「単に静止している車両なら、MIL String 

Readerでシステムを実行するのは実に簡単なことがわ

かります」と、Box。「静止している車両から動いている車

両へと、一段階高くなるのです。許可車のデータベース

なしで、MSR （MIL String Readerフォーマット）ファイル

の内容に、もっと注意を払わなければいけませんでした

し、より少ない映像で正確な読み取りをするという感度

を身につけなければなりませんでした。しかし、String 

Readerのグラフィックユーザインターフェースにより、こう

いった変化への対処は容易にできました。英国外のナ

ンバープレートや他の文字列フォーマットなどを除外す

ることができるのです。MSRファイル内には、実にたくさ

んの知識が構築されています。 

 

会社は現在、船積み港や英国にある米国空軍基地とす

ら、移動車両システムについて検討を進めています。 

 

詳細については、次のところへお尋ねください。 

www.cybertronix.co.uk 

www.newlodge.co.uk  

進入コントロールパネル（左）とカメラ。画像はCybertronixによる無料提供  
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Thrown Into the Deep End 

  Intelligent video system brings poolside safety into the 21st century 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

被害者の多くは、公共プールや自宅のプール

で溺れた子どもたちでした。場所に関係なく、こ

ういった悲劇に一貫する特徴は、プールの溺死

事故は防げるということです。しかし、訓練され

た救助員がいて、水中における安全性への配

慮があっても事故は起こります。 

 

通説に反し、溺死は実は静かな事故なのです。

溺れかけた人は、パニックに陥ったり水をはね

とばしたりはしません。ショックで固まってしま

い、動くことも呼吸もできず、まして助けを呼ぶ

ことなどできないのです。そこでそれに対応する

時間が決定的になります。完全な回復と恒久的

｛こうきゅうてき｝な脳損傷との差も、生と死の差

も、この数秒で決まるのです。もし、救助員や他

の救急員が間に合い、30秒以内に蘇生術を始

めれば、被害者が回復するチャンスは十分あり

ます。しかし、救助員も人間ですし、ひとりひとり

の泳ぎ手を100%常に見ていることはできませ

ん。暑さ、騒音、波の照り返しなどが加わり、時

に事故は陰で起きています。 

家には煙探知機があり、ショッピングモールには監

視カメラがあり、飛行機が互いにぶつかったりしない

ように航空管制システムがありますが、救助用の

ツールはいったいどこにあるのでしょう？ 

 

7年前、マシンビジョンテクノロジーで、プールの溺死

事故を防げるかもしれないというアイデアを元に、フ

ランスで会社が設立されました。つまり、カメラ、コン

ピュータ、ソフトウェアの適切な組合せで、水泳者の

安全を確保できるかもしれないというのです。今日、

Vision IQ/ Position (Boulogne, France and Marietta, 

GA)では、救助員の救命に手を貸す、コンピュータを

利用した溺死事故探知システムを開発しています。 

 

Poseidon System 

プールごとに必要なコンフィギュレーションは異なり

ますが、Poseidon Systemはそれぞれ、同じコンポー

ネントを使用しています。つまり、水中カメラ、頭上カ

メラ、PC、Matrox Morphis DualまたはQuadビデオ

キャプチャーカード、LEDディスプレイパネル、防水

タッチスクリーンモニタなどです。 

2003年、3,306 人もの過失による溺死者を、National Center for Injury Prevention and Control (Atlanta, GA)

は記録しました。 

システムレイアウトの例

（左）と、水中カメラ。すべて

画像はVision IQ/ Poseidon

による無料提供） 
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Poseidon systemは、プールのサイズによっては、8台から

32台のカメラを1台以上のコンピュータにネットワーク化し

ていることがあります。典型的なインドアコンフィギュレー

ションでは、頭上カメラを天井に設置し、もしプールが9

フィート以上深ければ、水中カメラをプール壁面に設置し

ます。Matrox  Morphis  DualまたはQuadビデオキャプ

チャーカードは、カメラのアナログアウトプットをデジタル

化しますから、画像データの解析が可能です。最初に

Poseidonソフトウェアが、水泳者の行動が異常かどうか注

意深く観察し、次に数秒間その人を追跡します。もし、

プールの底に10秒間静止した存在をソフトウェアが探知

した場合、警報が鳴って救助員に知らせ、プール内の被

害者の座標をLEDパネルに表示します。このパネルに

は、システムが事故を探知したとき作動するとんと赤い照

明とサイレンも備えられています。 

 

ソフトウェアがそれぞれの画像を解析している間、キャプ

チャーカードは画像データを取込続け、別のカメラが捕ら

えた画像と比較します。「事故にあった人を探知すること

は、完全に視覚ベースです。つまり、水中で誰かが危険

な状態にあると伝えてくれる画像について、アルゴリズム

を実行した結果なのです」と、統括マネジャーのFrancois 

Marmionは説明しています。実際の溺死事故では、あっと

いう間に人は沈んでしまいます。また、水面に浮き上がっ

てくる人と、水中に沈んでいく人との違いを見分けるアル

ゴリズムにより、「頭上カメラと水中カメラから取り込んだ

画像を比較し、こういったことすべてを用いて始めて、誰

かが事故に遭っているとわかるのです」と、Marmionは語

ります。 

 

特殊なソフトウェア開発に加え、Poseidonは、独自のカス

タムハードウェアも設計されています。Poseidonのチーム

は、ユーザインターフェースを表示するための防水モニタ

を設計しました。プールの経営者はプールサイドのモニタ

をよく選びますから、それは、暑さ、湿気、塩素などの環

境内で機能し、救助員が濡れた手で触れるようなもので

なければいけません。  

Poseidon systemで使用されている水中カメラもカスタム

デザインされたもので、広角レンズに、深い水中で水圧

に耐える頑丈な防水筺体を｛きょうたい｝必要としていま

す。 

 

困難を乗り越えて 

開発に要した6年間は、ソフトウェアにかかりました。「水

中における物体の大きさや外見を決定するアルゴリズ

ムが、私たちにはあります」と、Marmionは述べていま

す。「その物体が人間であるということを、いつ読み取る

か、私たちは規準を設定しています。その物体の位置を

チェックできる、連続画像を比較するアルゴリズムもある

のです」 

  

もっとも困難なタスクは、水面の光具合の調整でした。

アーキテクチャが、救助員とPoseidonの開発の両方に

影響を与えたと、Marmionは言っています。モダンなプー

ル設計では、自然光をより多く取り入れる大きな窓を備

えた照明が特徴です。これが水泳者にはよい環境とな

るわけですが、安全性の面では、光が救助員の視界を

さえぎってしまうのです。カメラは、救助員の予備の目と

なるわけですから、救助員と同じように、ソフトウェアは

本物の物体と光の効果との違いが見極められなければ

いけません。 

 

Poseidonにとってもうひとつの試練は、水中にいる人間

と誤報との間の境界を判断することです。警報は10秒

後に発するようセットされています。より短い時間枠にす

ると、警報がしょっちゅう鳴ってしまいますし、それでは

救助員の仕事の助けにはならないでしょう。「本当の重

大事に警告がほしいのです」と、Marmionは言います。

「適切な境界を見つけることが、技術的なチャレンジの

一部でした。わずか10秒が、溺れている人を助けられる

チャンスなのです」 

 

よりよいものを求めて 

「私たちは、ソフトウェアを最適化し、新しいカメラ技術を

評価するために常に働き続けています」と、Marmionは

語ります。というのも、インストレーションごとに、

Poseidonチームは別の問題を発見するので、そういった

ことが必要になるのです。「カメラは日進月歩で変わって

いきますから、より高いパフォーマンスのカメラに取り替

えて、システムを改善していきたいと思います。私たち

は常にシステムを最適化することを目指しています。よ

りよいカメラを見つけ、管理しやすいものを作り、ソフト

ウェアを改善し、というようなことです」 

 

Poseidonは現在フランスで50機導入されており、ヨー

ロッパの他の国々で50機、日本では3機がテストに入っ

ています。また、50機が、アメリカの主にYMCAに設置さ

れています。詳細は、www.poseidon-tech.comにお尋ね

ください。 

 

この記事は2007年6月のSecurity, Technology & Design

に登載されています。 

 

Poseidon User Interfaceが、溺れている水泳者を見せている  
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Light and stripes 

映画やテレビで、私たちはフィンガープリント法を見ています。インクのついた指や、被検者の指先をカード上に押

しつけたりする、手袋をした技術者はもうおなじみですね。法医学のトレーニング教材を見ると、指紋採取には細

心の注意を要するということがわかります。実際、FBIのフィンガープリント法トレーニング教材には、人の指紋の

採取方法についての詳細なインストラクション、適切なツールのガイドライン、正しい技術、不合格となる指紋が数

例、掲載されています。 

モダンなライブスキャンテクノロジーは、従来のインク

による方法を補います。ライブスキャン法では、インク

法と同様の技術を使用しています。つまり、技術者か

オペレータが、被検者の指の爪の端から反対側の端

まで、印肉の代わりにガラス板の上を転がすのです。

しかし、紙にしろガラスにしろ、どちらで採取するにし

ても、たいへん面倒で時間のかかるプロセスです。

「ライブスキャン技術なら、ひとり登録する所要時間は

平均5-10分です」と、ケンタッキー大学（UK）コン

ピュータ電気工学部の准教授｛じょんきょうじゅ｝、

Laurence Hassebrook博士は説明しています。しか

し、ライブスキャン機器のユーザには、もっとたいへん

な問題があります。「ガラスが画像を歪めてしまうとい

う事例証拠を聞いています」と、UKのコンピュータ電

気工学部でHassebrook博士の同僚であるDaniel Lau

博士も話しています。 

 

当局に関していえば、解決法が必要と考えています。

米国国土安全保障省（DHS）が、指紋データベースを

拡大するようFBIに指導していることを考えても、ス

キャンにかかる時間短縮は非常に重要なことです。そ

こで、2004年、国立司法研究所｛こくりつ しほう けん

きゅうしょ｝（NIJ）では、指紋収集のため、より効果的

な方法のイニシアチブ高速指紋採取プログラム（Fast 

Fingerprint Cature program）のアプリケーションを募り

ました。 

「FBIでは、犯罪者やFBIに身元調査を受けた人だけ

でなく、州の運転免許やパスポート申請をした人や、

アメリカに入国した外国人など、ほとんどすべての人

を含めたいと考えています」と、Lau博士は指摘しま

す。「それぞれ異なる対象者が、500万から3,000万人

に膨れ上がるわけです」 

 

Hassebrook博士とLau博士によると、NIJは、高速指紋

採取システムにふたつの基本的な必要条件を挙げて

います。第一に、システムは、10秒以下の画像収集

時間で、片手の全指をスキャンしなければいけませ

ん。第二に、500 ppi (pixels/ inch)か、それ以上で、

（爪から爪まで）転がして採取したのと同等のスキャン

画像を、オペレータの手を借りずに作り出せなければ

いけません。  

 

答は鉄格子の向こう側 

「従来のフィンガープリント法は、記録されたプリントが

指紋隆線の深度に依存しているので三次元プロセス

です」と、Hassebrook博士は語ります。「私たちの方法

は、この従来のプロセスのデジタルアナロジーなので

す」  

 

この方法では、対象の一連の縞模様パターンを写し

て取り込むスキャニング工程の構造的照明（SLI）に依

存しています。  

and the future of fingerprinting 
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カメラで一定のアングルから見たとき、対象の表面の縞

の曲がり具合を分析することで、その形を推定することが

できるわけです。SLIに関するHassebrook博士の25年の

経験や、リアルタイムSLIビデオに関するLau博士との最

近の仕事から考えても、三次元画像をリアルタイムで得る

ために手をスキャンし、二次元指紋をシミュレートするよう

にその画像を変換するシステムを開発するという、FBIの

ジレンマは明らかです。第三者のHanz Dietz教授や、商

業パートナーであるFlashScan 3D (Austin, TX) と組み、

彼らは、表面に触れなくとも被検者の指紋を採ることがで

きる「非接触」システムを開発しました。 

 

当初のプロトタイプでは、指を一本スキャンしました。作動

時、被検者は指を一本、システムの筺体（左と中央の画

像）の開口部の上にかざします。既成のDLP（デジタルラ

イトプロセッシング）プロジェクタが、指紋隆線上の一連の

縞模様を投影します。3機のBasler Camera Linkカメラが、

指の「周り」の一連の画像を取込ます。これらの画像は次

に、Matrox Solios XCLビデオキャプチャーカード2枚を装

備した、ホストのDell Precisionワークステーションへと転

送されていきます。 

 

二番目のプロトタイプでは、被検者の掌（右の画像）に充

分な大きさのスキャン領域を取り込むために、（Matrox 

Helios  XCLキャプチャーカード装備の）4-megapixel 

Camera Linkカメラ1台を使用しています。このシステムで

は、四本の指の指紋を全部同時に取り込むこともできま

すが、指の周囲のスキャニングはできません。瞬間採取

するために、未来のプロトタイプでは縞の投影パターンで

はなく、単一の、継続的に投影された、カスタムデザイン

の合成パターンや、指周りスキャニングとともに手全体の

同時取込用により大きなカメラアレイを特色とすることに

なるでしょう。最後に、Hassebrook博士とLau博士はまた、

コスト減や、システムを商業的に実行できるように、カメラ

を鏡と取り替えることも考えています。 
 
目的物の表面全体をぎっしりと覆っている複数の縞を、単

一投射で投影することにより、取り込んだ画像内で独自

の識別が可能となり、縞は空間的｛くうかん てき｝に符号

化｛ふごうか｝することができます。Hassebrook博士は、被

検者の指の三次元合成画像をレンダリングし、このような

タスクを成し遂げるアルゴリズムを開発したのです。Lau

博士のソフトウェアが次に、Custom warping functionsで

三次元合成画像を、指をインクに転がした結果をエミュ

レートする、二次元と同等の画像に後処理します。シング

ルフィンガープロトタイプの結果には勇気付けられます。

一本の指の周囲に置かれた複数のカメラが複数の三次

元スキャンをし、転がして得たと同等の画像を取り込むた

めにそれを「平面化」し、その一本の指周囲全体のスキャ

ンを形作るように融合させるのです。「実際、隣接の溝に

対する隆起の高さも、皮膚の毛穴を調べることまでもでき

るのです」と、Lau博士は付け加えています。 

「この分野では、非接触ベースのシステムが将来主流に

なるでしょう」と、Lau博士は言います。「第一に、こういっ

たカメラアレイシステムで、周り全体のスキャニングを得

るために、手の全表面をスキャンすることができます。

第二に、超高解像度カメラセンサーのコストは手ごろな

ものです」USB接続を通して遠隔コントロールできる消

費者向けカメラ（Canon Powershot カメラなど）を利用す

ることで、全システムをコストダウンできます。最後に、フ

ルハンドシステムは完全オートメーション化でき、外部オ

ペレータの介入なく、機能します。ソフトウェアは被写体

の位置まで正すことができ、手の見せ方を決めてくれま

す。 

 

このプロジェクトには国土安全保障省が直接出資してお

り、Hassebrook博士とLau博士に満足いくものができたと

き、システムのライブテストと評価を行うケンタッキー州

警察のメンバーにそれを渡します。そのテストが終了す

ると同時に、プロトタイプシステムはNIJの高速指紋採取

プログラム（Fast Fingerprint Cature program）に組み入

れられるのです。いっぽう、当初の一本指の指紋と掌紋

プロトタイプは、FBI認証や商品化のために、FlashScan 

3Dと共同でさらに開発しているところです。FlashScan 

3Dは、サイズの縮小化やコスト減と共に、システムス

ピードを上げることに的を絞っているでしょう。 

 

指紋認証の将来 

いまだ未解答のまま残されている問題は、取り込んだス

キャンでNIJがどんなことをするかということです。3,000

万人分のスキャンを保管するために要するスペースは

約3億メガバイトと、Lau博士は見積っています。しかも、

犯罪現場で得た指紋と照合するためにスキャンが使用

された場合、NIJにスキャンを比較するためのメソッドが

必要となるでしょう。しかし、NIJは、プリント時に、このイ

ンフォメーションを保管するデータベースのための計画

を発表しなければなりませんでした。どうなるか見守るし

かありませんが、ライブスキャン フィンガープリント法テ

クノロジーが改善されることで、私たちの指はきれいな

ままでいられます。 

 

参照： 

www.flashscan3d.com 

http://www.fbi.gov/hq/cjisd/takingfps.html 

http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/sl000673.pdf 

http://www.antheustechnology.com/Agora/

agora_tech_overview_of_fingerprints.htm 

 

画像はすべてケンタッキー大学による無料提供。 
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  Matrox Imaging Library (MIL)ソフトウェア開発キットに内臓されるString Readerは、ナンバープレート自動認識
（ANPR、Automatic Number Plate Recognition）アプリケーションを念頭において設計された文字認識ツールで

す。MILは、画像/ビデオの取込、プロセッシングおよび解析、ディスプレイおよびアーカイビングなどを組み込ん

だ、アプリケーション開発に使用するアプリケーションプログラミングインターフェース（API）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

ANPRのチャレンジ 

犯罪捜査、スピード化、料金徴収などの手助けに、アクセスコントロールとして使用されているANPRは、イメージン

グアプリケーションの中でももっとも難しいもののひとつです。ANPR導入に際しては、考慮すべきたくさんの変数が

あります。以下の要因が、ANPRに用いるイメージングツールに対し、厳しい要件を課してくるのです。  

 
・混乱を招く恐れのある、画質と状況の複雑さ（フォーカ 

 ス、背景、複数の車両、他の車両の後に隠れてしまう 

 場合、汚れたナンバープレートなど）。 

 

・画像「ノイズ」を持ち込むことのある、天気（雨/みぞ 

 れ、雪、霧） 

 

・照明（均一性やコントラスト）に影響する時間（夜明け、 

 日中、夕暮れや夜間） 

 

・視野のひずみを招くことのある、カメラやプレートの 

 位置 

 

・認識スピードに影響する、車両の速度や車間距離 

 

・ナンバープレートの型式（文字数、一行か複数行か、 

 明るい地色に暗い文字色か、暗い地色に明るい文字 

 色か、背景の画像） 

 

・（サイズの違いを含め）異なる文字フォント 

 

・ナンバープレートのサイズ（拡大縮小）、回転、歪み 

 

・必要とされるロバスト性（認識およびエラー比）、すなわち、 

 （ナンバープレートが読めないなど）マイナス結果と、誤ったプラス結果 

 （ナンバープレートが間違って読み取られるなど）の許容範囲 

Automatic Number Plate Recognition 

Using MIL String Resder                        

MILとString Readerは、標準PCのプラットフォーム上でも、マトロックスイメージングのMatrox Iris P-Series高性能カ

メラでも作動させることができます。画像/ビデオ圧縮や画像認証も行えるマトロックスイメージングのビデオキャプ

チャーボードを用いて、画像/ビデオの取込ができ、ANPRアプリケーションに便利です。この記事では、MIL String 

ReaderがどのようにANPRのタスクを処理するのか、また、文字認識を超えたANPRアプリケーションについて検討

してみたいと思います。 

図１：MIL String Readerが、ナンバープレート文字列

と、無関係な文字列をいくつか含む複雑な状況に対

処している  
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図2：MIL String Readerアルゴリズムが、幅2 pixelsの

密集文字に対処している  

図3：乏しい文字質（フォーカス）、不均一な照明（上記参

照）、ナンバープレート上の画像/汚れなどの状況に、

MIL String Readerアルゴリズムは容易に対処する  

ANPR用MIL String Reader 

MIL String Readerは、ANPRアプリケーションに適し

た、（テンプレートベースに対して）特徴ベースの洗練

された文字認識ツールです。String Readerツール

は、複雑な背景全体から文字列（すなわち、文字の

線形配列）の位置を自動的に見つけ出し、それから

その文字列を読み取ります（図1）。 

 

基本的アルゴリズムは、ANPRアプリケーションで見

つけるほとんどの変数に、自動的に対処することが

できます。MIL String Readerは、文字列の拡大縮小

（規準の50 % から200 %まで）や、文字列の回転（±

10°）などの差異について自動的に対処します。さら

に、カメラの視野による文字の歪みに対処し、一画に

つき幅2 pixelsの小さい文字まで認識することができ

ます（図2）。不明瞭な文字、ナンバープレート上に潜

む画像、画像「ノイズ」、不均一な照明や不明瞭な画

像コントラスト（図3）など、ANPRアプリケーションが遭

遇するさまざまな画像状態に、String Readerツール

は力を発揮し続けます。 

 

MIL String Readerのセットアップは、異国や他地方な

ど、異なるナンバープレートのフォーマットに直ちに対

処できるよう、コンテキストベースです。String Reader

のコンテキストは、文字列モデルとフォントで設定さ

れます。文字列モデルは、特定のナンバープレート

型式（図4）のテンプレートを決定するために用いま

す。この文字列モデルには、文字列中の文字数（北

米のナンバープレートなら6文字）や、文字列数（連続

する列）などが含まれます。また、文字の色調（明る

い地色に暗い文字色か、暗い地色に明るい文字色

のどちらか）や、個別の文字の拡大縮小（規準の50 % 

から200 %まで）、個別の文字型（桁、小文字か大文

字かなど）も、含まれています。 

 

このホワイトペーパーについて詳細は、MIL製品の

ページをご覧ください。 

http://www.matrox.com/imaging/products/mil/

home.cfm 

図4：MIL String Reader対話型ユーティリティは、文字

列モデルを決定するために使用することができる。た

とえば、文字列（ナンバープレート型式）モデルなら、3

文字（L）の後に3桁（D）で構成される6文字である  

「MIL String Readerを使用したナンバープレート自動

認識（Automatic Number Plate Recognition using MIL 

String Reader）」というホワイトペーパーのタイトルをク

リックしてください。ドキュメントをダウンロードする前

に、登録するよう指示があります。 
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マトロックスイメージングの書面によ

る事前の許可なく、全部または一部

の複製をすることは禁止されていま

す。ここに発表された記事について

詳細なインフォメーションやコメント

は、マーケティングコミュニケーション

（Marketing  Communications）1-514-

685-7230 内線 2753（電話）、1-514-

822-6273（ファックス）またはEメール

imagingmr@matrox.com.にご連絡くだ

さい。  
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