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国連は、持続可能な開発目標（SDGs）の一環として、����年までに「すべての人に出生登録を含む法的な身分証明を
提供す 」ことを目標とす ターゲット��.�を発表しました。発展途上国においては、発達段階にあ 新生児や小さな
子どもたちが栄養失調やワクチンで予防可能な疾病に罹 危険があ 、命を落としかねません。このターゲット��.�に
あ 法的な身分証明の提供を通じて、SDG�「すべての人に健康と福祉を」�の目標であ 、�歳未満の子どもの死亡率
を低下させ ことを目指しています。
NECは、幼児指紋認証に 幼児のワクチン接種を促進すべく、過酷な環境でも動作す 指紋スキャナを開発してい
英国の非営利法人Simprints Technology Ltd.とGaviワクチンアライアンスとの連携を����年�月 開始しました。
幼児の指紋は、指先が柔 かいため画像が不鮮明にな やすく、従来の抽出・照合エンジンでは認証が困難でしたが、
�～�歳の幼児指紋用途に最適化したNECの指紋認証エンジンに 、高精度での認証が可能とな ました。指紋画像
と名前・年齢・性別などの情報を照合す ことで、身分証明書（ID）がなくても指紋認証を使用して子どもの身元を確認
す ことができます。
  

NECは、生体認証ソリューションの対象範囲を幼児だけでなく新生児にまで拡大す ことを目指しています。NECが行
った実証実験では、出生後�時間の新生児での指紋認証に成功しました。
私たちは、年齢、性別、社会経済的背景に ず、あ 人が自身の身分の証明を行え 社会を目指しています。イン
クルーシブな社会が実現す ことに 、こ まで十分に支援や援助を享受できていなかった人々も、安全で健康的な
生活を送 ために必要な公共サービスや社会保障を生涯にわたって利用でき うにな ます。このことは、特に発展
途上国においては人的資本の強化や育成にもつなが 、人々は以前にもまして自身の強みや能力を発揮でき うに
な でし う。
今回のホワイトペーパーでは、各国の政府や組織が社会保障や援助を適切に対象者に届け ことを願い、身分証
明と生体認証技術の活用について説明します。

� UN Department of Economic and Social Affairs, THE �� GOALS, https://sdgs.un.org/goals

https://sdgs.un.org/goals


� UNICEF, Levels and trends in child mortality ����, https://www.unicef.org/reports/levels-and-trends-child-mortality-report-����
� UNICEF, Birth Registration: � in � children under the age of � do not officially exist, https://data.unicef.org/topic/child-protection/birth-registration/  
 UNICEF, Birth Registration for Every Child by ����: Are we on track?, https://data.unicef.org/resources/birth-registration-for-every-child-by-����/
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予防接種を受けられない世界の子どもたち
ユニセフの統計に と、����年に���万人の子どもと��歳以下の若者が死亡してお 、その多くの死因が予防可能な病気
に ものでした。また、�歳以前に死亡した幼児���万人のうち約半分（���万人）が新生児でした。��を超え 国で子ども
が予防接種を十分に受け ない状態にあ 、約�,���万人の�歳未満の乳児が、ワクチンに って予防でき 致命的な病気
に罹患す リスクを負っています。�

子どもの予防接種を妨げてい 要因の１つが出生登録率の低さです。発展途上国では、出生登録率の低さにともない多くの
人が身分証明を持たず、特に子どもたちにおいてはその傾向が顕著です。図�に示す うに、ユニセフが行った国際推計に

と、�億�,���万人を超え �歳未満の幼児が出生登録さ てお ず、特に多いのが東・南アフリカ、南アジアにおいてです。
こ の�地域ではそ ぞ 約�,���万人の子どもの出生が未登録で、東・南アフリカでは子ども全体の��%の割合を占め
ます。一方、西欧、東欧、中央アジアなどでは出生登録率が高く、出生登録さ ていない子どもの割合はそ ぞ �％、�％と
低くなっています。

身分証明を持たない子どもたちに関する課題

図1：5歳未満の子どものうち出生登録がされていない子どもの割合、Global、2021!
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https://www.unicef.org/reports/levels-and-trends-child-mortality-report-2020
https://data.unicef.org/resources/birth-registration-for-every-child-by-2030/
https://data.unicef.org/topic/child-protection/birth-registration/


� UNHCR, COVID-�� pandemic, https://www.unhcr.org/coronavirus-covid-��.html
� United Nations, The-Sustainable-Development-Goals-Report-����,https://unstats.un.org/sdgs/report/����/The-Sustainable-Development-Goals-Report-����.pdf
� Gavi, Facts and Figures, https://www.gavi.org/programmes-impact/our-impact/facts-and-figures
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身分証明の欠如に 影響は、パンデミックの うな事態では顕著になって表 ます。新型コロナウイルスの感染拡大に伴っ
て行わ た大規模なワクチン接種では、複数のメーカーのワクチンを確保し、個々に配送スケジュールが組ま など、供給
プロセスが煩雑とな ました。この うな状況下では、身分証明の有無が接種率にも影響を与えました。UNHCR（United 
Nations High Commissioner for Refugees: 国連難民高等弁務官事務所）が行った最近の研究では、身分証明を持たない
層が新型コロナウイルスワクチンを受け に当たっての課題が指摘さ ました。先述した出生登録の有無だけでなく、難民
になったことに 法的な身分証明を持っていないこと、また避難先の経済状況に ワクチン接種の機会が制限さ てし
まう可能性があ ます。図�に示す うに、新型コロナウイルスワクチンを接種した人の割合は地域に って大きく異な 、発
展途上国では欧米や北米 も低い傾向にあ ました。

Gaviの統計に と、世界で�,���万人の子どもが予防接種や必須ワクチンを接種してお ず、Gaviが支援を行う国でも�,���万
人の子どもが一度もワクチン接種を受け ていません。� 信頼性の高い身分情報登録がないことか 、�回目の予防接種を受
けていない幼児や、フォローアップワクチンを必要とす 幼児を特定す ことが非常に困難となってお 、子どもたちは適切な時
期にワクチンを接種す ことができないのです。ほとんどの場合、地域の保健所がワクチンを接種した人、接種した日付、必要な
ワクチンの種類を正確に判断できていないことが適切なワクチン接種を妨げ 要因になっています。

図2：100人あたりの新型コロナウイルスワクチン接種人数（2021年6月17日現在）"
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https://www.unhcr.org/coronavirus-covid-19.html
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021.pdf
https://www.gavi.org/programmes-impact/our-impact/facts-and-figures


� UN Department of Economic and Social Affairs, SDG ��, https://sdgs.un.org/goals/goal��
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子どもたちの明るい未来へ向けた持続可能な開発目標（SDGs）
国連が設定した持続可能な開発目標（SDGs）は世界中か 注目を集めています。すべての国がグローバルパートナーシップ
の元で協力し、����年までに��のSDGsを達成す ことを求め、「貧困をなくし地球を守 」を最終目標としています。このホ
ワイトペーパーでは、人命に関わ ワクチンに関連す �つの目標を扱っています。

SDG�では、「あ 年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進す 」ことを目標とし
ています。そのためには、すべての人が医療サービスを公平に利用でき 普遍的な医療サービスの実現
が求め ます。さ に、新生児、幼児、お び�歳未満の小児の予防可能な死（小児死亡率）を防ぎ、伝
染病を止め ことが必要とな ます。

SDG��のターゲット��.�では、身分証明の必要性について「����年までに、すべての人々に出生登録
を含む法的な身分証明を提供す 」としています。� 身分証明は、SDG �やその他の開発目標を達成す

ための重要なカギとな ます。インクルーシブで誰もが利用でき 身分証明は社会福祉の強力な基
盤とな 、公共機関は透明性と有効性の高い有意義なサービスやプログラムを提供でき うにな
ます。
法的な身分証明においては、いかにインクルーシブな設計ができ かが重要です。ひと ひと が法的
権限を持つことで、個人と国の両方に恩恵をもた します。人的資本を有効に活用す ことができ た
め、身分証明制度が整っていない発展途上国においては特に、従来に比べてスピードを上げて発展す

ことが可能とな ます。

SDG �：すべての人に健康と福祉を

SDG ��.�：����年までに、すべての人々に出生登録を含む法的な身分証明を提供する

https://sdgs.un.org/goals/goal16
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すべての人が利用できる身分証明の実現を妨げる障壁
国におけ 信頼性の高い身分証明制度には、市民登録（CR: Civil Registration）制度と市民身分証明（CI: Civil 
Identification）制度の両方が不可欠です。CR制度では、出生登録にはじま 、個人に関連す あ 経歴（名前、生年月
日、出生地、両親の名前など）を記録します。CI制度では、CR制度で記録さ てい 情報に加え、写真や生体認証情報など、
個人識別に必要な追加属性が含ま ます。CI制度は一意の個人を識別す ためのあ 情報を取得・記録す ために必
要なインフラです。
多くの先進国には信頼性の高いCR制度とCI制度があ ますが、発展途上国は、信頼性の高いIDの枠組みを効果的に実装す

にあたって多くの課題に直面しています。世界銀行に アフリカの身分証明制度に関す 調査では、信頼性の高いID制
度を展開す 上での重大な課題が説明さ ています。�

あ 人が自身の身分証明を持て 社会を実現す ために、まずは上記の うな課題を克服す ための枠組みや仕組み
を確立す 必要があ ます。生体認証が大きな役割を果たすことが期待さ ています。

� World Bank Group, The State of Identification Systems in Africa : A Synthesis of Country Assessments, https://openknowledge.worldbank.org/handle/�����/�����

アフリカの国々では、近代的な身
分管理制度の導入・確立にあたっ
ては、まだ初期段階にあ ます。ほ
とんどの国において、個人データ
や個人のデータプライバシー権を
保護す ための十分な規制があ

ません。世界銀行などの国際機
関は独自のガイドラインを作成す

ことで、この うな問題の解決を
図っています。

不十分な規制

改善傾向にあ とはいえ、アフリカ
地域の多くの国では、インターネッ
トや電力などの安定した情報通信
技術（ICT）インフラが不足していま
す。そのため、身分証明制度・サー
ビスを導入し、安定的に運用す
には多くの課題があ ます。

不十分なインフラ整備

アフリカ地域の国では、広範囲な市
民登録・身分証明制度におけ 大
きな成功事例があ ません。利用で
き 国民が増えない要因としては、
コストの高さに加え、利用者の知識
や能力の不足、複雑な法的要件な
どがあ ます。
また、市民に関す 情報を紙で管理
してい ケースも多く、損傷や紛失
の可能性があ など、管理体制が
不十分であ ことも課題としてあげ

ます。その他には地理的制約
（高地や過疎地など）や、そもそも利

用者であ 市民か の要求がない
ことが要因となっています。

少数の人しか利用できない

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26504


� World Bank, Understanding Cost Drivers of Identification Systems, https://id�d.worldbank.org/Cost-Model
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身分証明における生体認証の役割と効用
生体認証技術を用い ことで、物理的・生物的な一意の情報に 、個人を特定す ことができます。既存の生体認証技術に
は、指紋認証、虹彩認証、顔認証、掌紋認証、音声認証などがあ ます。先進国だけでなく発展途上国も、送金、投票登録、災害
救援などの幅広い用途に生体認証技術を活用す ことを志向しています。
登録と認証におけ 柔軟性や、生体認証におけ 重複排除の精度と効率が高いことか 、二つ以上の生体認証方式を組み
合わせて行うマルチモーダル生体認証（顔認証、虹彩認証、指紋認証など）を使用す のが最も望ましいとさ ています。世
界銀行の調査に と、調査対象国のうち、����年に基礎ID制度においてマルチモーダル生体認証を使用してい 国の割合
は��%に達していました。� 

生体認証技術を活用した身分証明は、以下の�つの点において、目視で本人確認を行う紙ベースの身分証明方法や、生体認
証を用いないデジタルでの身分証明方法 も優 ています。

（出典：フロスト＆サリバン）

永続性： 生体認証技術では、世界に�つだ
けであ 指紋や、年を経ても大きく変化し
ない顔の特徴、長期に渡って非常に安定
してい 虹彩など、個人の身体的な特徴
を用います。
生体認証の照合アルゴリズムを用いてこ

の特徴を照合す ことで、個人の識
別・認証を行います。多くの場合、従来の
個人認証システムで必要とな 再登録の
コストが削減します。

利便性：キーやカードの物品は紛失・盗
難・偽造の恐 があ 、またデジタルID
はユーザー名とパスワードを忘 た 盗
ま た す 恐 があ ます。生体認証
情報を用い ば、パスワードや個人識別
番号の管理が不要とな 、関連す セキ
ュリティリスクも無くな ため、個人がさ
まざまなサービス等を利用す 際の認
証において利便性が高ま ます。

アクセシビリティ： 生体認証技術を用い
ことで、読み書きやコミュニケーショ

ンに障壁があ 場合も含め、さまざま
な社会的背景の人々が、身分証明を取
得し、重要なサービスを利用でき う
にな ます。

どこでも利用可能：政府が生体認証技
術を用い ことで、有効期限があ 身
分証明書を更新す ために都市部へ
定期的に出向く必要がなくな ます。

� �

� �

https://id4d.worldbank.org/Cost-Model


�� World Bank ID�D, Biometric data, https://id�d.worldbank.org/guide/biometric-data
�� Unique Identification Authority of India (UIDAI), Government of India, My Aadhaar, https://uidai.gov.in/
�� NEC，NECが生体認証システムを提供してい インドのアドハープログラムの登録者数が��億人を突破，https://jpn.nec.com/press/������/��������_��.html
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発展途上国は生体認証を利用して幅広く市民の身分登録を行うことに 、公共サービスの提供範囲を拡大す ことが可能
とな ます。世界銀行では、特に以下の�つの重要な用途において、生体認証技術を最も効率的で正確な識別方法として支
持しています。 ��

国レベルで導入さ てい 生体認証を用いた身分証明システムの代表的な例として、インドのAadhaarがあ ます。�� インド
固有識別番号庁（UIDAI）が管理を行うAadhaarでは、登録者の名前、住所、マルチモーダル生体認証情報を使用して、生活
に欠かせない公共サービスや金融サービスを平等に利用す ことができ 一意のIDを提供しています。Aadhaarは世界で最
も登録者の多い生体認証システムであ 、��億人を超え 個人が登録さ ています。�� インドをはじめとした発展途上国に
おいては、生体認証技術特有の利点を活用す ことで身分証明制度におけ 正確さを高め とともに、こ まで身分登録さ

ていなかった層へも身分証明の提供範囲を広げています。

信頼性の高い身分証明制度がない
国において、生体認証は、多くの国
民を対象に一人ひと を識別可能

にす 最も効率的な手段です。

生体認証は他の認証方法と比較して
高い精度を誇 ため、身分証明制度
そのものの信頼性を高め ことに

寄与します。

https://id4d.worldbank.org/guide/biometric-data
https://uidai.gov.in/
https://jpn.nec.com/press/201610/20161012_02.html


セキュリティの強化各種証明書類を生体認証に代替す ことで証明書類を失くす可能性を減 し、セキュリティを強化します

高精度の認証生体認証技術を活用して認証す ことで、人手で本人確認を行う も高い認証精度を実現します

クイックアクセスパスワードが不要とな 、アプリケーションやサービスにすばやくアクセスできます

“����年、NECはPurpose（存在意義）として、「Orchestrating a brighter world」というメッセージとともに、「安全・安心・公平・効率という社会価値を創造し、誰もが人間性を十分に発揮でき 持続可能な世界の実現を目指す」というステートメントを発表しました。
新型コロナウイルスの蔓延は、社会環境や価値観を大きく変えていますが、そうした状況だかこそ、ICTが社会の変化や変革において必須なのだと社会全体で強く認識さ たのではないでし うか。そ だけに、NECのPurposeが正しい方向であ 、NECの技術や事業の責務が非常に大きいことを改めて認識しています。”
‒ 森田隆之NEC社長兼CEO
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NECは、生体認証技術を活用したセキュアで利便性の高い
認証システムの導入支援を政府や組織に対し行っています。
生体認証システムを導入す ことで、デジタル化が進む社会
においてもひと ひと が円滑に活動でき うにな ます。
NECの生体認証システムの特長

生体認証の実績と歴史
NECは、半世紀にわたって世界中で��を超え 国と地域に
�,���を超え システムを提供してきました。デジタル化が加
速してい 社会において、NECは誰もが安全で安心、便利、か
つタイムリーにサービスにアクセスでき うにす ことを目
指しています。

インクルーシブな社会に向けたNECの取り組み



顔認証は、静止画や動画か 検出した顔の特徴を分析し、個人を識別します。認証精度お び速度の飛躍的な向上に 、国民IDシステムや空港での利用など、近年は利用シーンが急速に拡大しています。
虹彩認証は、瞳孔の周 の虹彩パターンを使用して個人を識別します。眼だけ露出してい ば認証が可能で、赤外線カメラに 暗い場所でも認証でき 点が優 ています。
指紋・掌紋認証は、NECの生体認証技術の中で最も歴史の長い認証技術です。厳格な個人認証が求め 入国管理、国民IDシステムなど、世界中のさまざまなシーンで広く利用さ ています。

指紋・指静脈認証は、指の静脈の形状か 個人を識別す 、偽造が困難な認証技術です。指紋認証と組み合せた独自の「指ハイブリッド認証」に 、さ に高い精度と利便性を実現しています。

声認証は、人の声の特徴で個人を識別します。発話内容や言語に依存しないため、電話などでの会話を通じた認証が可能です。コールセンターやテレフォンバンキングなど多彩な用途での利用に適しています。
耳音響認証は、耳の穴の形状ごとに異な 反響音を利用し、個人を識別す NEC独自の認証技術です。工場や医療現場などでの常時認証や業務の効率化など、将来性が期待さ ています。

NECでは、生体認証ブランドBio-IDiomの下に�つの生体認証技術を開発しています。
インクルーシブな社会に向けたNECの取り組み 10

NECは積極的に第三者評価機関の評価に参加しています。たとえば、米国立標準技術研究所（NIST）が実施す ベンダーテス
トに��年以上にわたって参加し、さまざまな人口統計グループやユースケースで生体認証モデルとアルゴリズムの精度を外部
評価にかけています。その結果、顔認証、虹彩認証、指紋認証の分野でこ まで何度も優秀な成績をおさめてきました。��

これらはすべて、米国立標準技術機関（NIST）によるベンチマークの結果です。

• FpVTE（����年、����年）• SFSE（����年）• MINEX（����年、����年）• ELFT（����年）• PFT/PFTII（����年、����年）

指紋認証

世界No.�

• IREX ��（����年）• IREX IX（����年 (Iris Exchange IX)

虹彩認証

世界No.�

• FRVT（����年）• FIVE （����年）• FRVT（����年）
• MBE （����年）• MBGC（����年

同FRVT Ongoingでも����/�(※�)と����/�(※�)に
No.�を獲得。

顔認証

世界No.�

世界No.�の生体認証技術��

�� NEC，米国国立標準技術研究所(NIST)に 顔認証ベンチマークテストでこ までにNo.�を複数回獲得，https://jpn.nec.com/biometrics/face/history.html
　 ※NISTに 評価結果は米国政府に 特定のシステム、製品、サービス、企業を推奨す ものではあ ません。 
�� NEC, NECの生体認証におけ 第三者評価, https://jpn.nec.com/biometrics/evaluation/index.html

※� FRVT Ongoing �:N Identification (����Aug)の Leaderboard [Identification (T>�)] における Gallery: Mugshot, Probe: Mugshot, N=��������とGallery: Border, Probe: Border ΔT≧��YRS, 
N=�������の�カテゴリでNo.�を獲得。
※� FRVT Ongoing �:N Identification (����Jan)の Leaderboard [Identification (T>�)] における Gallery: Mugshot, Probe: Mugshot, N=��������とGallery :Border, Probe: Border ΔT≧��YRS, 
N=�������とGallery: Mugshot, Probe: Mugshot ΔT≧��YRS, N=�������の�カテゴリでNo.�を獲得。

https://jpn.nec.com/biometrics/face/history.html
https://jpn.nec.com/biometrics/evaluation/index.html
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課題
ワクチンの投与は、適切に管理さ たスケジュールと正確な記録管
理のもと行わ 必要があ ます。ワクチンを適切なタイミングで
投与しないと、効果が低下す 可能性があ といわ ています。ま
た不必要な投与を行うと、子どもの健康に害を及ぼす可能性（時に
は致命的な場合もあ ）も指摘さ ています。しかし、適切に出生
登録さ ていない子どもや出生記録の書類がない子どもの場合、
ワクチン接種の正確な記録管理が行えず、接種すべきワクチンの種
類やタイミングなどの判断が難しくな など、様々な課題に直面し
ています。
Gaviは、子ども一人ひと の本人確認をす ため、Simprints社の生
体認証ソリューションを採用しました。このソリューションではスマー
トフォンの指紋認証アプリを使用し、Bluetooth経由で指紋スキャナ
に接続します。このシステムは、オンラインとオフラインの両方で動作
す ため、インターネット接続が不安定または使用できない可能性
があ 国に特に適しています。
しかし、こ までこのソリューションで正確に特定できていたのは成
人の指紋のみで、�歳以下の子どもの指紋においては正確な特定が
できていませんでした。この課題に対して、NECは幼児向けに特別に
デザインした指紋認証エンジンを提案しました。

パートナー
• Gaviワクチンアライアンスは、貧困国での予防接種率を高め ことを目的とす 官民パートナーシップです。����年以降、

Gaviは�億����万人を超え 子どもに予防接種を施し、�,���万人を超え 命を救ってきました。
• Simprints Technology Ltd.は、����年に設立さ た、英・ケンブリッジに拠点を置く生体認証の非営利法人です。開発途

上国の過酷な環境下でも使え 指紋スキャナや照合ソフトを開発してお 、様々な国際機関とパートナーシップを結んで各
国への導入実績を有しています。

ケーススタディ：NEC、Gavi、Simprints — �～�歳の子どもの指紋認証
NECはこ まで多様な国際機関との強固なパートナーシップを形成し、今後もその輪の拡大を目指しています。各当事者の強
みを活用して相乗効果を図 、持続可能なソリューションを構築す ことで、社会問題の解決に取 組んでいきます。その うな
取 組みの１つがNECとGaviお びSimprintsとのパートナーシップです。発展途上国におけ 子どものワクチン接種率を高
め、死亡率を下げ べく、連携しています。

“GaviはNECお びSimprintsと連携し、生体認証ソリューションに取 組んでいます。この技術が成功す ば、国を越えてスケールアップでき と期待しています。従来の登録方法 もは かに効率的に、ワクチン接種を受け子どもを特定して登録でき うにな ます。”
‒ Anuradha GuptaGaviワクチンアライアンス　副CEO

“GaviはNECお びSimprintsと連携し、生体認証ソリューションに取 組んでいます。この技術が成功す ば、国を越えてスケールアップでき と期待しています。従来の登録方法 もは かに効率的に、ワクチン接種を受け子どもを特定して登録でき うにな ます。”
‒ Anuradha GuptaGaviワクチンアライアンス　副CEO

さ に、NECはユニークで高品質かつ強力なAI技術を生み出し、NIST以外か も国際的な賞��を数多く受賞しています。NECで
は、新たな生体認証ソリューションの開発とともに、新たな顧客事例の確立と高い信頼性が求め 利用シーンの拡大を目
指しています。その結果、Frost & Sullivanの「フロストレーダー™：����年のセキュリティにおけ 生体認証市場調査」において、
NECは世界第�位の評価を受けました。また����年には、Frost & Sullivanに ってアジア太平洋におけ バイオメトリクスカン
パニー・オブ・ザ・イヤーに選出さ ました。 ��

こ の実績と経験か 、NECは自社の技術やソシューションを活用す ことで、数百万人の子どもたちの命を救え 可能性が
あ と考えました。

�� NEC, Industry Analyst Research, https://www.nec.com/en/global/analyst-relations/index.html
�� NEC, NECの生体認証におけ 市場評価, https://jpn.nec.com/biometrics/third-party-evaluation.html

https://www.nec.com/en/global/analyst-relations/index.html
https://jpn.nec.com/biometrics/third-party-evaluation.html
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プロジェクトの展望と見通し
今後、ワクチン接種現場でのフィールドテストを行う予定です。発展途上国でのワクチン接種率を高め、子どもの接種デー
タの管理を改善し、接種計画を最適化す ことを目標にしています。さ に、この技術が確立さ 、子どもの身元が確認で
き うにな ば、ワクチンだけでなく、食糧援助や社会保障などの支援を子どもたちに直接提供しやすくな ます。
NECはパートナーと協力し最先端の技術とGaviの専門的知見を結集し、発展途上国の子どもの命と健康を守 、政府や
援助機関の「誰一人取 残さ ない」という目標達成に貢献していきます。

プロジェクト
こ まで、子どもの指紋認証は、成人の指紋と比較して技術的に難易度の高いものでした。指紋そのものは生涯変わ ませ
んが、指紋の大きさは人の成長とともに大きくな ます。また、大人と比べて、子どもの指先は柔 かく、肌がデリケートなた
め、乾燥や荒 が生じやすく、正確な指紋認証を行うことが難しくな ます。
新型コロナウイルスの蔓延に 移動や渡航に多くの制限があ 中でも、NECとSimprintsは粘 強く、現地での指紋採取、
エンジン開発、技術検証を続けました。この指紋認証ソリューションは、発展途上国での使用を目的としてお 、インターネッ
ト接続が不安定または使用できない場合でも動作す うに最適化さ ています。この技術検証で、過酷な環境でも、�歳か

�歳までの子どもを対象とした高精度、効率的、かつ安全な指紋認証技術の提供が可能であ ことが示さ ました。また、
GaviとSimprintsとの連携に 、NECはバングラデシュにて幼児向け指紋認証エンジンの実証実験に着手しました。



持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けて：新生児の指紋を用いた認証技術の研究開発
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SDG��のターゲット��.�「����年までに、すべての人々に出生登録を含む法的な身分証明を提供す 」の実現に向けて、
NECは新生児を含む指紋認証技術の研究開発に取 組みます。

すべての子どもに出生登録の機会と生体認証に身分証明の手段を与え、法的な人格（リーガルアイデンティティ）の確認に 国民としての権利を享受す 機会提供を支援します

出生以降の病院内での確実な本人確認に 、対象者間違えや退院時の本人確認など、適切な医療サービスの提供を支援します

ワクチンの接種対象者の把握と接種時の確実な本人確認、接種履歴の記録に 、ワクチン接種に関係する計画の最適化を支援します

児童労働に従事す 子どもを救済す 際の本人確認や、登校時の本人確認に 確実な教育機会の提供など、「子どもの権利条約」に基づく継続的かつ公平な児童福祉の提供を支援します

“発話や所有物を用いた身分証明が出来ない新生児へ、その存在だけで本人確認が可能な生体認証技術を提供す ことで、すべての子供が、その生ま た場所や環境に関係なくその出生を登録し、生涯を通じて法的に身分を証明す 手段を提供でき 社会の実現に向け研究を進めています。新生児の認証技術の実現を通じ、子どもたちが、一人の国民として、医療や教育、社会保障といったサービスを、確実かつ公平に享受でき 社会の実現を目指します。”
‒ 幸田芳紀NEC バイオメトリクス研究所 シニアリサーチアーキテクト

新生児は最も重要な発達段階にあ と同時に、成長した子ど
も も重度の疾患に罹 やすいといわ ています。そこで
NECは、新生児を含むすべての人々が、出生を起点として身
分を証明す ことで様々な課題を解決す という目標を実現
す ため、指紋を用いた新生児の認証の実現に取 組んでい
ます。
こ まで指紋を用いた新生児の認証に関す 研究は限
てお 、十分な検証データがあ ませんでした。指紋には、万
人不同と終生不変という二つの大きな特長があ 、新生児の
指紋にも成人の指紋と似た特徴が確認さ ました。一方で、
新生児の指紋は、成人と異な 体内水分量に起因す と考え

大きな弾性変形など、いくつかの成人の指紋と異な
性質が確認さ ました。
NECは、長崎大学熱帯医学研究所お びケニア中央医学研
究所と共同で進めてい 研究を通じ、�歳未満の新生児・乳児
を対象として、こ までの撮像技術と認証技術を改良しまし
た。こ に 、研究段階なが 、生後わずか�時間の新生児
を含む新生児の指紋を用いた認証実験で、わずか�.�%の誤

率を達成し、指紋を用いた新生児の認証を高精度で実現可
能であ ことを実証しました。
指紋を用いた新生児の認証手順はとてもシンプルなものです。オペレータは、新生児の指紋撮像に特化した専用設計のスキ
ャナを対象の新生児の指の下に置き、撮像対象の指をスキャナの読取センサに触 させた状態で、スキャナのボタンを押す
だけで新生児の指紋を撮像す ことが可能です。
このNECの新生児指紋認証技術に 、出生を起点とす 生体情報を用いた認証の実現は、新生児本人はもち ん、その家
族や自治体・政府組織に以下のメリットをもた します。



出生から�歳までの新生児・乳児お び�歳から�歳までの幼児の認証技術を確立し、活用を推進す こと
に って、政府や国際機関に 出生登録やワクチン接種の実施、支援の効率化を支援します。

秘匿生体認証技術に 、顔情報を暗号化したまま認証を可能にします。顔情報が漏洩した際の悪用リスクを低
減し、生体認証の安全・安心な利用シーン拡大に貢献します。

マルチモーダル認証に って精度を向上させ、さまざまなシーンでの利用を可能にします。顔認証や虹彩認証な
どの複数の認証方式を組み合わせ、 インクルーシブかつ効率的に活用でき 環境を提供します。

非接触型認証は、政府や公共、民間の各機関に幅広く利用さ てい 生体認証技術です。マルチモーダル技術に
加え、非接触型のマルチモーダル生体認証の実現を目指します。

�� NEC, 「NECグループ AIと人権に関す ポリシー」を策定, https://jpn.nec.com/press/������/��������_��.html
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誰一人取り残されない未来に向けた生体認証の研究開発
NECは、安全・安心・公平・効率という社会価値を創造し、誰もが人間性を十分に発揮でき 持続的な社会の実現を目指すと
いうPurpose（存在意義）をもとに、生体認証技術で世界をリードす 企業として、正確さと利便性、安全性を柱として研究開
発に取 組みます。

NECは、生体認証には多くの利点があ 一方で、その使い方に ってはプライバシー侵害や差別をはじめとした人権課題を
生み出すおそ があ ことも認識しています。そのためNECは、AIの社会実装や生体情報をはじめとす データの利活用に
おいて、Principles（行動原則）にも掲げ 「人権の尊重」を最優先に事業活動を推進す ための指針として、「NECグループ 
AIと人権に関す ポリシー」��を策定しています。このポリシーに基づき、NECはAIの利活用に関す 事業を推進す 際、
各国・地域の関連法令などの遵守をはじめ、従業員一人ひと が、企業活動のすべての段階において人権の尊重を常に最優
先なものとして念頭に置き、そ を行動に結びつけていきます。

https://jpn.nec.com/press/201904/20190402_01.html
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まとめ - 誰一人取り残されない：デジタル化によるインクルーシブな社会の実現
国連は、持続可能な開発のための����アジェンダにおいて、「我々は、あ 形態及び側面において貧困と飢餓に終止符
を打ち、すべての人間が尊厳と平等の下に、そして健康な環境の下に、その持て 潜在能力を発揮す ことができ ことを確
保す ことを決意す 」と示してお 、SDG��のターゲット��.�では「����年までに、すべての人々に出生登録を含む法的な
身分証明を提供す 」ことを掲げています。このアジェンダの実現には、全ての人々がそ ぞ 公平に、またいかな 場合に
おいても本人であ ことを証明す ことが求め ます。この目的に寄与しう デジタルアイデンティティ（digital identity）
システムを確立す には、技術や資金、政治的要素など多くの障壁があ ます。道筋は決して平たんではないものの、成功す

ば大きな社会的利益をもた します。
NECはPurpose（存在意義）、Principles（行動原則）、実績を結集させて、誰もが安心して活用でき デジタル社会基盤を構
築します。年齢、性別、社会経済的背景にかかわ ず、すべての個人が、そ ぞ 固有の、利便性が高くどこでも利用でき 身
分証明をもち、信頼して利用す ことができ 世界を目指していきます。生活のあ 段階を通じて、安全で健康的な生活
を送 ために必要な公共サービスを受けやすくな 、誰もが人間性を十分に発揮でき 持続可能な社会の実現に近づけて
いくことができ でし う。
次号のホワイトペーパーのテーマは、援助におけ サプライチェーンの構築についてです。こ は、人道援助提供者が適切な
物資を適切な人々に適切なタイミングで提供す 上で、避け ない課題のひとつです。ホワイトペーパーシリーズ「誰一人
取り残されない：デジタル化によるインクルーシブな社会の実現」にご期待ください。



NECは、安全・安心・公平・効率という社会価値を創造し、
誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現を目指します。

詳細は、jpn.nec.com/profile/sdgs/innovators/をご覧ください。

https://jpn.nec.com/profile/sdgs/innovators/

