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(57)【要約】
簡易な動作で身体情報を用いた認証およびユーザの身体を介した通信を用いた通信を行う
。認証装置（１０）は、ユーザの身体を通して通信する通信部（３０）と、通信を行うた
めの通信端子（３１）と、身体情報を感知するセンサ部（２６）と、身体情報およびユー
ザ情報を認証する認証部（２０）と、身体情報を記憶する記憶部（２２）とを備え、セン
サ部（２６）は、認証部位（６２ａ）から身体情報を感知する際に通信端子（３１）に通
信接触部位（６２ｂ）が接触するように配置されている。これにより、ユーザがより簡易
な動作で、身体情報を用いた認証およびユーザの身体を介した通信を用いた通信を同時に
行うことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの身体を介して情報を送受信する通信手段と、
　前記通信手段が通信を行う際、当該ユーザの身体と接触する通信端子と、
　前記ユーザの身体に固有の情報である身体情報を前記ユーザの身体の認証部位から感知
する感知手段と、
　前記感知手段が感知した前記認証部位の身体情報に基づいて前記ユーザを認証する認証
手段とを備え、
　前記通信端子は、前記感知手段が前記認証部位から身体情報を感知する際に、前記ユー
ザの身体を介して通信できるように配置されていることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記通信端子は、前記ユーザの身体と直接的に接触することを特徴とする請求項１に記
載の通信装置。
【請求項３】
　前記通信端子は、前記ユーザの身体と間接的に接触することを特徴とする請求項１に記
載の通信装置。
【請求項４】
　前記通信手段は、前記認証手段による認証が成功した場合、前記通信端子を介して通信
を行うことを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項５】
　前記認証手段は、前記身体情報に基づく認証が成功した場合、前記通信端子を介して、
ユーザが所持する端末の認証を行うことを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記通信手段は、前記身体情報に基づく認証が成功した場合、前記通信端子を介して、
前記身体情報をユーザが所持する端末へ送信し、当該端末に前記身体情報を用いた認証を
実行させることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記通信手段は、前記認証手段による認証が失敗した場合、前記通信端子を介してユー
ザが所持する端末へ認証失敗記録を送信することを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項８】
　前記通信手段は、前記認証手段による認証が失敗した場合、前記通信端子を介してユー
ザが所持する端末からセキュリティ情報を受信すること特徴とする請求項１記載の通信装
置。
【請求項９】
　前記身体情報は、前記ユーザの身体のうち、少なくとも１つの認証部位から感知される
情報であり、
　前記通信端子は、前記ユーザの少なくとも１つの身体部位に接触するように配置されて
いることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記感知手段は、前記筐体に配置された、前記ユーザの身体の認証部位を撮影する撮影
手段であり、
　前記通信端子は、前記撮影手段の撮影範囲内で通信可能に設置されていることを特徴と
する請求項１に記載の通信装置。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか１項に記載の通信装置と、
　該通信装置と前記ユーザの身体を介した通信を行うことが可能な、前記ユーザが所持す
る端末とを備えることを特徴とする通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、指紋等の身体に固有の情報である身体情報に基づいて認証を行い、ユーザの
身体を介した通信を用いて通信する通信装置ならびに通信システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザの身体を通信経路として用いた通信方法では、電界を変調することにより
作用するデータ符号器と電極送信機と電界発生器とユーザの身体を通じて電界を結合する
電極とを含む送信機、電極と復調器とを含む受信器、および受信機に接続されるオーセン
チケータ（識別装置）を備えている。
【０００３】
　特許文献１の通信方法では、ユーザに関する情報を伝達するための通信媒体にユーザの
身体を使用するため、信号が外部にもれないので、ユーザがプライバシを保護することが
できる。
【０００４】
　また、ユーザの身体に面するように配置された２つの電極と、送受信するデータを保持
するための記憶部と、送信するデータを変調する変調部と、２つの電極間に変調部からの
変調信号に基づく電圧を印加する電圧印加部と、指紋読取部と、指紋データ照合部と、指
紋データ照合部で指紋データが一致したときにデータ通信能状態とする状態制御部とを有
するデータ通信装置が用いられている。
【０００５】
　特許文献２のデータ通信装置では、ユーザの身体に装着された装置で指紋データ照合を
行い、照合に成功した場合にデータ通信を可能状態にするので、簡単な操作で本人認証を
行い、セキュリティの高いデータ通信を行うことができる。
【０００６】
　また、玄関ドアの施錠装置の解除を検知する解除検知部と、ドアノブの指紋センサから
入力された指紋データを予め登録された指紋データと比較する指紋比較部と、指紋データ
一致した場合は電子錠を解除し、一致しない場合は日時およびコンピュータの識別情報を
警備会社コンピュータに通報してデータを記憶する身体情報比較手段とを備えたセキュリ
ティシステムが用いられている。
【０００７】
　特許文献３のセキュリティシステムでは、登録された指紋を持つ人間以外に開錠を行わ
ず、登録された人間以外が開錠を試みた場合は通報を行うので、犯罪の抑止効果を高めた
セキュリティシステムを実現することができる。
【特許文献１】特開平１０－２２８５２４号公報（１９９８年８月２５日公開）
【特許文献２】特開２００３－１３２０３１号公報（２００３年５月９日公開）
【特許文献３】特開２００２－１８３８４３号公報（２００２年６月２８日公開）
【発明の開示】
【０００８】
　しかしながら、上記特許文献１の構成では、人による介入なしに自動的に確認が行われ
るため、送信機を所有するものであればだれでも認証に成功するので、送信機の紛失・盗
難が発生した場合のセキュリティに問題を生じる。
【０００９】
　また、上記特許文献２の構成では、ユーザの身体側通信装置で指紋認証を行った後に情
報入力手段の導電性部材に接触してユーザの身体を介した通信を行う必要があるために、
複数の動作を必要とし、ユーザに要求される動作が複雑であるという問題がある。さらに
、ユーザの身体側通信装置で認証を行うため、なりすましや認証情報の不正入力といった
問題が生じる可能性がある。
【００１０】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、ユーザがより簡易
な動作で、身体情報（バイオメトリクス情報）を用いた認証およびユーザの身体を介した
通信を用いた通信を行うことができる通信装置を実現することにある。
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【００１１】
　本発明の通信装置は、上記の問題を解決するために、ユーザの身体を介して情報を送受
信する通信端子と、前記通信手段が通信を行う際、当該ユーザの身体と接触する通信端子
と、前記ユーザの身体に固有の情報である身体情報を前記ユーザの身体の認証部位から感
知する感知手段と前記感知手段が感知した前記認証部位の身体情報に基づいて前記ユーザ
を認証する認証手段とを備え、前記通信端子は、前記感知手段が前記認証部位から身体情
報を感知する際に、前記ユーザの身体を介して通信できるように配置されていることを特
徴としている。
【００１２】
　上記構成によれば、通信装置は、感知手段によりユーザの身体に固有の情報である身体
情報を認証部位から感知し、この身体情報に基づいてユーザを認証する。また、通信装置
は、ユーザが身体部位を通信端子に接触させることでユーザの身体を通信経路として、例
えば、当該ユーザが所持する端末と通信を行う。
【００１３】
　なお、感知手段としては、バイオメトリクスセンサを用いることができる。また、ユー
ザが所持する通信装置は、例えば、ユーザが身体に装着して用いる腕時計やカード状の端
末などで、端末上の通信端子を身体に接触させている。
【００１４】
　ここで、上記通信装置では、感知手段と通信端子とが、ユーザが感知手段に認証部位か
ら身体情報を入力する動作を行った際、ユーザの身体を介した通信を行うための通信端子
への接触を同時に行うことになるように配置されている。よって、身体情報の感知および
通信をユーザの身体の各部位を移動させることなく同時に行うことができる。
【００１５】
　したがって、認証部位からの身体情報の感知およびユーザの身体を通した通信を、ユー
ザに身体の各部位を移動されることなく、１つの動作で同時に行うことができるという効
果を奏する。
【００１６】
　したがって、より簡易な動作で身体情報を用いた認証および通信を用いた通信を行うこ
とができる通信装置を実現できる。
【００１７】
　本発明のさらに他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分わか
るであろう。また、本発明の利益は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう
。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態である通信システムの構成の概略を示すブロック図である。
【図２】図１に示した通信システムに含まれる認証装置の構成の詳細を示す機能ブロック
図である。
【図３】図２に示した認証装置における認証処理の流れを示すフローチャートである。
【図４】図３に示したものとは別の認証処理の流れを示すフローチャートである。
【図５】図３、４に示したものとは別の認証処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】図３に示した認証処理のうち、認証エラーが発生した場合の処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図７（ａ）】図２に示した認証装置の構成例であって、センサ部が手、指、手首、また
は腕から身体情報を感知するためのセンサである場合の通信端子の配置を示す、通信端子
を手首が接触する位置に設けた構成の配置を示す側面図および平面図である。
【図７（ｂ）】図２に示した認証装置の構成例であって、センサ部が手、指、手首、また
は腕から身体情報を感知するためのセンサである場合の通信端子の配置を示す、通信端子
を指先が接触する位置に設けた構成の配置を示す側面図および平面図である。
【図７（ｃ）】図２に示した認証装置の構成例であって、センサ部が手、指、手首、また
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は腕から身体情報を感知するためのセンサである場合の通信端子の配置を示す、通信端子
を指先が接触する位置に設けた構成の配置を示す側面図および平面図である。
【図８】図２に示した認証装置の構成例であって、指先の身体情報を感知するためのセン
サ部および通信端子の配置を示す概略図である。
【図９（ａ）】図２に示した認証装置の構成例であって、センサ部および通信端子を携帯
端末に設けた構成を示す説明図である。
【図９（ｂ）】図２に示した認証装置の構成例であって、センサ部および通信端子を携帯
端末に設けた構成を示す説明図である。
【図１０】図２に示した認証装置の構成例であって顔、目、口、顎、首または頭部から身
体情報を感知するためのセンサ部および通信端子の配置を示す概略図である。
【図１１】図２に示した認証装置の構成例であって、ユーザが直立状態で認証処理を行う
場合の身体情報を感知するためのセンサ部および通信端子の配置を示す概略図である。
【符号の説明】
【００１９】
　１　　　　通信システム
　１０　　　認証装置（通信装置）
　２０　　　認証部（認証手段）
　２２　　　記憶部
　２６　　　センサ部（感知手段）
　３０　　　通信部（通信手段）
　３１　　　通信端子
　４０　　　制御部
　５０　　　入出力部
　６２　　　身体部位
　６２ａ　　認証部位
　６２ｂ　　通信接触部位
　７０　　　携帯端末（端末）
　７２　　　通信部
　７４　　　制御部
　７６　　　記憶部
　１０２　　センサ部（感知手段、撮影手段）
　１０６　　通信端子
　１０８ａ　認証部位
　１０８ｂ　通信接触部位
　１１０　　光源部
　１１２　　保持部
　１２０　　認証装置（通信装置）
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　〔実施形態１〕
　本発明の一実施形態について図１から図７に基づいて説明すると以下の通りである。
【００２１】
　図１は、本実施形態を示すものであり、通信システムの構成を示す概略図である。
【００２２】
　通信システム１は、認証装置（通信装置）１０および携帯端末（端末）７０を備え、ユ
ーザの身体を通信経路として用いるシステムである。
【００２３】
　認証装置１０は、身体に固有の情報である、いわゆるバイオメトリクス情報と呼ばれる
身体情報を感知し認証するためのもので、ここでは静脈センサが設けられている。センサ
部（感知手段、撮影手段）２６上に置かれたユーザの認証部位である手から身体情報を感
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知する際に、ユーザの通信接触部位である手首を支える枕状の支持部に通信端子３１が設
けられている。
【００２４】
　携帯端末７０は、ユーザが身体に装着して用いる腕時計型やカード状の端末などで、図
示しない通信端子を身体に接触させている。
【００２５】
　通信システム１は、身体情報を感知する際にユーザにセンサ部２６に認証部位である手
をかざすことを促す。ユーザがセンサ部２６上に手を置くと、通信接触部位である手首は
通信端子３１にも接触する。認証装置１０および携帯端末７０は、ユーザの身体を通信経
路として通信を行う。これによって、身体情報の感知および通信を身体部位の移動を行う
ことなく、１つの動作で同時に行うことができる。
【００２６】
　以下、通信システム１の各部について、詳細に説明する。
【００２７】
　認証装置１０は、認証部２０、センサ部２６、通信部（通信手段）３０、通信端子３１
、制御部４０、および入出力部５０を備えている。認証装置１０は、例えば、入退室管理
システム、オートロックドア、コンピュータログインシステム、キーレスエントリ、自動
払い戻し装置、電子マネーの決済装置、またはその他の認証装置などに用いることができ
る。
【００２８】
　携帯端末７０は、通信部７２、制御部７４、および記憶部７６を備えている。携帯端末
７０は、上記の各認証装置と通信を行うためのもので、認証装置１０と通信を行い、ユー
ザＩＤ、識別ＩＤといった情報を送信し、また通信記録、コンテンツ情報といったデータ
や、入場権利、電子マネーといった権利情報を受信し記録する用途に用いられるものであ
る。
【００２９】
　認証部２０は、センサ部２６から入力された認証部位６２ａの身体情報の照合を行い、
認証するためのもので、記憶部２２を含んでいる。
【００３０】
　認証部２０は、入力された身体情報が記憶部２２に記憶されている身体情報と一致した
場合、制御部４０に認証成功通知を送信する。また、認証部２０は、認証に失敗した場合
、制御部４０に認証失敗通知を送信する。
【００３１】
　記憶部２２は、入力された身体情報と比較照合するための身体情報を記憶しておくため
のものである。なお、認証に用いる身体情報は、例えばユーザがあらかじめ認証装置１０
に登録しておいてもよい。
【００３２】
　センサ部２６は、認証部位６２ａの身体情報を入力するためのセンサであり、いわゆる
バイオメトリクスセンサである。身体情報とは、例えば、指紋、掌形、静脈、網膜、虹彩
、声紋、顔特徴、骨格、歯型、筆跡、筆圧、遺伝子、およびその他の身体の各部位に基づ
く固有の情報である。センサ部２６は、上記のような身体情報あるいは画像処理等の処理
を施して身体情報を得るための画像等の情報を入力するためのセンサである。
【００３３】
　通信部３０は、通信端子３１を介して携帯端末７０と通信するためのものである。送受
信するデータは、変調および復調して携帯端末７０へ送信および受信される。通信部３０
は、制御部４０からの指示によって、認証成功した場合の携帯端末７０への通信、および
／または、認証失敗した場合の携帯端末７０への通信を行う。
【００３４】
　通信端子３１は、通信接触部位６２ｂと直接接触し、ユーザの身体を導体として通信す
る通信を行うためのもので、センサ部２６によって入力された身体情報を用いて認証を行
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うために、認証部位６２ａをセンサ部２６に移動させたときに自然に通信接触部位６２ｂ
が接触する位置に配置されている。
【００３５】
　制御部４０は、認証装置１０の各部を制御するためのものである。制御部４０は、認証
部２０から認証成功通知または認証失敗通知を受け取ると、認証結果に対応する通信を通
信部３０に指示する。
【００３６】
　制御部４０は、例えば、センサ部２６からの身体情報の入力制御の実行、認証部２０で
行った認証結果の受信、通信部３０が行った通信結果などの認証部２０への送信、入出力
部５０から入力された操作に基づく制御や入出力部５０への操作結果の表示などを指示す
る。
【００３７】
　制御部４０は、認証に成功した場合、目的に応じたデータ通信を行うことができる。具
体的には、例えば、通信記録、コンテンツ情報といったデータや、入場権利、電子マネー
などの権利情報を携帯端末７０内の記憶部７６に送信し記録するデータ通信を指示するこ
とができる。
【００３８】
　認証に失敗した場合は、不正利用を防ぐためのデータ通信、例えば、携帯端末７０内の
記憶部７６に記録されたエラーログ、携帯端末ＩＤ、ユーザ情報、所有者情報などの情報
を受信し取得する通信を指示することができる。
【００３９】
　入出力部５０は、認証装置１０を操作し、操作結果や案内を表示するためのもので、表
示用ディスプレイ、タッチパネル、キーボード、ボタン、スイッチ、カード読み取り装置
、スピーカ、およびその他の入出力デバイスのいずれかまたは複数を含んでいる。
【００４０】
　通信部７２は、携帯端末７０の図示しない通信端子を介して認証装置１０と通信を行う
ためのものである。送受信するデータは、変調および復調して認証装置１０へ送信および
認証装置１０から受信される。
【００４１】
　制御部７４は、携帯端末７０の各部を制御するためのもので、通信部７２による通信を
行うタイミングの指示や、記憶部７６に記憶された各種情報の読み出し・書き込みを指示
し、通信部７２から認証装置１０に送信し、認証装置１０から受信する操作を制御する。
【００４２】
　携帯端末７０は、常にユーザの身体に接触させておくような形態の通信端末であり、例
えば、腕時計のような形状や、ポケット内に収めたＩＣカードのような形態をとるが、こ
れに限らない。ユーザが所持し、必要に応じて通信を行い、必要なデータの入出力が可能
であればよい。
【００４３】
　以上の認証装置１０および携帯端末７０を用いて、ユーザはを介して通信を行う。ユー
ザは、入出力部５０に表示される案内を見て、入出力部５０を操作し、センサ部２６に身
体情報を入力し、通信端子３１を介して通信を行う。認証装置１０は、必要に応じて携帯
端末７０と通信を行い、入力された身体情報とユーザ情報の認証を行い、認証結果に従っ
て各種の動作を行う。
【００４４】
　上記のように、本実施形態の認証装置１０は、を通して通信する通信部３０と、通信を
行うための通信端子３１と、身体情報を感知するセンサ部２６と、身体情報およびユーザ
情報を認証する認証部２０とを備えている。上記認証装置１０において、センサ部２６は
、認証部位６２ａの身体情報を感知する際に通信端子３１に通信接触部位６２ｂが接触す
るように配置されている。
【００４５】
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　これにより、ユーザは、センサ部２６への身体情報の入力ならびに通信を行うための通
信端子３１への接触を同時に行うので、認証処理および通信処理のための身体部位６２の
移動を意識せずに通信を行うことができる。よって、身体情報の感知および通信を身体の
各部位を移動させることなく、１つの動作で同時に行うことができる。
【００４６】
　図２は、本実施形態で用いる認証装置１０の要部構成を示すブロック図である。
【００４７】
　認証装置１０は、認証部２０、センサ部２６、通信部３０、通信端子３１、制御部４０
、および入出力部５０を備えている。
【００４８】
　認証部２０は、記憶部２２、判定部２４、および処理部２８を備えている。記憶部２２
は、認証を行うユーザ情報を記憶しておくためものである。記憶部２２に記憶するユーザ
情報は、あらかじめホストから配信されていてもよいし、ユーザによる操作に基づきホス
トからダウンロードしてもよい。また、携帯端末７０の記憶部７６から通信端子３１を介
して受信してもよい。
【００４９】
　判定部２４は、記憶部２２に記憶されているユーザ情報と、センサ部２６から入力され
た身体情報とを照合し認証する。処理部２６は、センサ部２６から入力した画像などの身
体情報を含むデータを処理し、個人を特定する特徴情報を抽出する処理を行う。
【００５０】
　センサ部２６は、身体情報（バイオメトリクス情報）を入力するためのセンサで、指紋
センサ、掌形センサ、静脈センサ、網膜センサ、虹彩センサ、声紋センサ、顔特徴センサ
、骨格センサ、歯型センサ、筆跡センサ、筆圧センサ、遺伝子センサ、およびその他の身
体に基づく固有の情報を入力するためのセンサである。本実施形態では、掌の静脈情報を
入力する画像センサを例に説明する。
【００５１】
　通信部３０は、通信端子３１を介して通信を行うためのもので、変調部３２、復調部３
４、送信部３６、および受信部３８を含んでいる。変調部３２は、送信するデータを変調
して送信部３６に送信する。復調部３４は、受信部３８から受け取ったデータを復調して
制御部４０に送信する。送信部３６および受信部３８は、通信端子３１を介して外部の装
置と送信・受信を行う。
【００５２】
　制御部４０は、認証装置１０の各部の制御および各部間のデータの送受信を行うための
ものである。
【００５３】
　入出力部５０は、ユーザに対する案内を出力し、ユーザの操作を入力するためのもので
、表示部５２、音声出力部５４、警告部５６、および入力部５８を備えている。
【００５４】
　表示部５２は、各種情報をユーザに画面表示するためのもので、例えば液晶パネルなど
である。タッチパネルとして、入力部５８と同一としてもよい。音声出力部５４は、ユー
ザに音声で案内し操作を促すためのもので、スピーカなどである。
【００５５】
　警告部５６は、ユーザの操作や認証結果に対して警告を与えるものであり、例えば、サ
イレン、回転灯、振動装置などである。ユーザの姿を撮影するためのカメラ、警備会社へ
通報するための通信装置、逃走を防ぐためのドアロックシステム、ユーザを特定するため
のカラーボール発射システムやその他の防犯システムを備えていても良い。
【００５６】
　音や光などによる通知は、認証に失敗した場合だけでなく認証に成功した場合にも行っ
ても良い。その場合は、認証に成功した場合と失敗した場合とで、発する音の種類や音色
を区別し、光の色、表示方法、メッセージ、および振動方法などを変更することが好まし
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い。
【００５７】
　入力部５８は、ユーザによる操作を認証装置１０に入力するためのもので、例えば、キ
ーボード、ボタン、スイッチや、タッチパネルなどである。
【００５８】
　入出力部５０は、その他、認証装置１０で行う各種機能を実現するために、磁気カード
読取装置、ＩＣカード通信装置、現金受け渡し用パネル、無線通信端子、メモリカード読
取装置、携帯電話接続端子、ＰＣおよび携帯端末接続用端子、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）端子、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎｉｃ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）１３９４端子、Ｅｔ
ｈｅｒｎｅｔ（登録商標）端子、赤外線通信端子、ネットワーク接続端子、通信回線、無
線ＬＡＮ装置、プリンタやその他の入出力装置を備えていても良い。
【００５９】
　次に、認証装置１０で行う各処理の流れについて、図３～図６を用いて説明する。
【００６０】
　図３は、本実施形態の認証装置１０における認証処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【００６１】
　Ｓ３０１において、認証装置１０は、まず、センサ部２６によって認証部位６２ａの身
体情報を入力する。図１に示した通信システム１では掌の静脈情報を用いるため、センサ
２６は近赤外線ＬＥＤによって照射された掌の静脈画像を撮影するものとする。処理部２
８は、撮影された画像を処理し個人を特定するための特徴情報を抽出する。
【００６２】
　Ｓ３０２において、判定部２４は、抽出された特徴情報と一致するデータを記憶部２２
から検索する。
【００６３】
　Ｓ３０３において、判定部２４は、検索されたユーザ情報と上記抽出された特徴情報が
記憶部２２内のデータベースに存在するか判別する。認証処理は、一致した場合（Ｓ３０
３でＹＥＳ）Ｓ３０４へ、一致しなかった場合（Ｓ３０３でＮＯ）Ｓ３０５へと進む。
【００６４】
　Ｓ３０４において、制御部４０は、Ｓ３０３でセンサ部２６から入力された身体情報お
よび記憶部２２内のデータベースに登録された身体情報が一致した場合（Ｓ３０３でＹＥ
Ｓ）、通信部３０を用いて通信接触部位６２ｂを介して携帯端末７０とのデータ通信を行
う。ここでは、認証装置１０が携帯端末７０の記憶部７６へ、身体情報の認証結果および
認証処理を行った時刻を送信するものとする。
【００６５】
　なお、上記データ通信は、電子マネーのチャージであってもよいし、認証結果の送信で
あってもよい。また、上記データ通信は、入室管理データや、ログイン情報、決済データ
の送信であってもよいし、その他のデータの送信でもよい。
【００６６】
　Ｓ３０５において、制御部４０は、Ｓ３０３でセンサ部２６から入力された身体情報お
よび記憶部２２内のデータベースに登録された身体情報が一致しなかった場合（Ｓ３０３
でＮＯ）、認証装置１０は認証エラー処理を行う。認証エラー処理については後述する。
【００６７】
　以上の処理を経て、認証装置１０における認証処理は終了する。
【００６８】
　上記のように、認証装置１０の通信部３０は、認証部２０による認証が成功した場合、
通信端子３１を介して通信を行う。
【００６９】
　なお、認証装置１０の通信部３０を外部の通信装置と接続し、認証に成功した場合、携
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帯端末７０が前記外部の通信装置と通信することを許可するように、制御部４０を構成す
ることもできる。
【００７０】
　ユーザは、認証部位６２ａを用いた認証処理を行うための動作で通信端子３１と通信接
触部位６２ｂで接触している。したがって、認証に成功した場合に改めて身体部位６２を
移動することなく、１つの動作で同時に通信を用いた通信と、身体情報を用いた認証とを
行う認証装置１０を実現することができる。
【００７１】
　なお、認証処理は、図４および図５に示すフローチャートに従って行っても良い。以下
、図４および図５に示すフローチャート対応する認証処理について説明する。
【００７２】
　図４は、図３に示したものとは別の認証処理の流れを示すフローチャートである。
【００７３】
　Ｓ４０１において、認証装置１０は、まず、通信を行い、認証する身体情報を携帯端末
７０から取得する。
【００７４】
　Ｓ４０２において、認証装置１０は、センサ部２６によって身体情報を取得する。処理
部２８は、所得した進退情報を処理し、個人を特定するための特徴情報を計算し抽出する
。
【００７５】
　Ｓ４０３おいて、判定部２４は、携帯端末７０から取得した身体情報と上記抽出された
特徴情報とが一致するか判別する。認証処理は、一致した場合（Ｓ４０３でＹＥＳ）はＳ
４０４へ、一致しなかった場合（Ｓ４０３でＮＯ）はＳ４０５へと進む。
【００７６】
　Ｓ４０４において、制御部４０は、Ｓ４０３で携帯端末７０から取得した身体情報と、
上記抽出された特徴情報とが一致した場合（Ｓ４０３でＹＥＳ）、通信部３０を用いて携
帯端末７０とのデータ通信を行う。ここでは、認証装置１０が携帯端末７０の記憶部７６
へ、身体情報の認証結果および認証処理を行った時刻を送信するものとする。
【００７７】
　Ｓ４０５において、制御部４０は、Ｓ４０３で携帯端末７０から取得した身体情報と、
上記抽出された特徴情報とが一致しなかった場合（Ｓ３０３でＮＯ）、認証エラー処理を
行う。認証エラー処理については後述する。
【００７８】
　以上の処理を経て、認証装置１０における認証処理は終了する。
【００７９】
　図５は、図３および図４に示したものとはさらに他の認証処理の流れを示すフローチャ
ートである。図５に示す認証処理では、認証装置１０は、ユーザを識別するための識別情
報を用いて、識別情報に対応したサービスを提供する。
【００８０】
　ユーザを識別するための識別情報を用いたサービスとしては、例えば、銀行などのＡＴ
Ｍによる残高照会、プリペイドシステムにおける残高照会や決済処理、販売店におけるポ
イントカードシステムなどの、登録されたＩＤを用いるサービスが挙げられる。
【００８１】
　Ｓ５０１において、認証装置１０は、まず、ユーザの識別情報を取得する。ユーザの識
別情報は、携帯端末７０上の記憶部７６から読み出してもよいし、ユーザによって入力部
５８から入力してもよいし、磁気カードなどから読み出してもよい。
【００８２】
　Ｓ５０２において、認証装置１０は、センサ部２６からユーザの身体情報を取得する。
所得した身体情報は、処理部２８によって処理され、個人を特定するための特徴情報を計
算し抽出する。
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【００８３】
　Ｓ５０３において、判定部２４は、抽出された特徴情報と一致するデータを記憶部２２
から検索する。
【００８４】
　Ｓ５０４において、判定部２４は、検索されたユーザ情報に対応する身体情報と上記抽
出された特徴情報とが一致するか判別する。認証処理は、一致した場合（Ｓ５０４でＹＥ
Ｓ）はＳ５０５へ、一致しなかった場合（Ｓ５０４でＮＯ）はＳ５０６へと進む。
【００８５】
　Ｓ５０５において、制御部４０は、Ｓ５０４で検索されたユーザ情報に対応する身体情
報と、上記抽出された特徴情報とが一致した場合（Ｓ５０４でＹＥＳ）、通信部３０を用
いて携帯端末７０との通信を行う。
【００８６】
　Ｓ５０６において、制御部４０は、Ｓ５０４でユーザ情報に対応する身体情報およびセ
ンサ部２６から入力された身体情報が一致しなかった場合（Ｓ５０４でＮＯ）、認証エラ
ー処理を行う。認証エラー処理については、後述する。
【００８７】
　以上の処理を経て、ユーザの識別情報を用いた認証装置１０における認証処理は終了す
る。
【００８８】
　次に、認証エラー処理について説明する。図６は、認証装置１０における認証エラー処
理の流れを示すフローチャートである。
【００８９】
　Ｓ２０１において、認証装置１０は、まず、通信部３０を用いて携帯端末７０と通信を
行う。
【００９０】
　Ｓ２０２において、認証装置１０は、携帯端末７０が正規の利用者によって使用されて
いるか判断するために、携帯端末７０から携帯端末７０のセキュリティ情報を取得する。
なお、上記のセキュリティ情報は、携帯端末７０の製造番号、ＭＡＣアドレスなどのハー
ドウェアの固有ＩＤ、携帯端末７０の所有者情報、携帯端末７０の通信記録などであって
もよい。
【００９１】
　Ｓ２０３において、認証装置１０は、取得した携帯端末７０のセキュリティ情報を管理
記録に保存する。上記管理記録は、記憶部２２に記録してもよいし、ネットワークを介し
てホストのデータベースに記録してもよい。上記管理情報には、認証装置１０の固有ＩＤ
、認証時間、認証結果、エラーコードなどを含めても良い。
【００９２】
　Ｓ２０４において、認証装置１０は、警告部５６に備えられた防犯用のカメラ（図示せ
ず）からユーザを撮影し、管理記録に保存する。ユーザの撮影は、携帯端末７０の不正利
用者を特定する手がかりとして撮影を行うが、認証に失敗した場合だけでなく、成功した
場合にも撮影してもよい。
【００９３】
　Ｓ２０５において、認証装置１０は、通信部３０を用いて、管理記録を携帯端末７０に
送信する。携帯端末７０は、認証失敗を示す管理記録を受け取った場合に、ユーザに確認
用パスワードを要求するなどの携帯端末７０の不正利用を防ぐためのセキュリティ処理を
行っても良い。
【００９４】
　Ｓ２０６において、制御部４０は、通信回線を通じて以上の認証失敗の管理記録をあら
かじめ設定された連絡先に送信する。この際、認証装置１０の警告部５６を用いて、音、
光、表示、振動などの警告を行っても良い。また、そのような警告を携帯端末７０に行わ
せるように、携帯端末７０へ制御コマンド等を送信してもよい。
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【００９５】
　以上の処理を経て、認証装置１０における認証エラー処理を終了する。上記のように、
認証装置１０では、認証部２０による認証が失敗した場合、通信部３０は、通信端子３１
を介して認証失敗の結果を送信する。
【００９６】
　ユーザは、認証処理を行うための動作で通信端子３１と通信接触部位６２ｂが接触して
いるので、通信を用いた通信を同時に行うことができる。また、認証失敗を示す管理記録
などを、ユーザが所持している携帯端末７０の記憶部７６に記録することができる。
【００９７】
　また、認証装置１０は、通信部３０は、認証部２０による認証が失敗した場合、通信端
子３１を介してユーザ情報を受信し、所定の認証エラー処理を行う。
【００９８】
　身体情報を用いた認証処理に失敗した場合、認証装置１０は、通信によって、例えばユ
ーザが所有する携帯端末７０と通信を行い、携帯端末７０に記録されている情報を取得し
、認証エラーに対する処理を行うことができる。
【００９９】
　上記の認証エラーに対する処理としては、例えば、携帯端末７０の所有者ＩＤの取得、
取得した所有者ＩＤの記録、取得した所有者ＩＤの連絡先に通報、認証を行ったユーザの
撮影、認証を行ったユーザに光、音、震動などで警告するなどが挙げられる。また、認証
装置１０は、連絡先やホストコンピュータ上の管理記録などを参照して、携帯端末７０が
不正利用されていないか判断してもよい。
【０１００】
　次に、本実施形態で用いる身体情報入力用のセンサおよび通信端子の配置について図７
を参照して説明する。
【０１０１】
　図７は、上記認証装置１０におけるセンサ部１０２および通信端子１０６の位置関係を
示した側面図および上面図である。図７では、認証部位１０８ａである掌、指、手首、ま
たは腕から身体情報を感知するためのセンサの配置例を示している。
【０１０２】
　図７（ａ）では、手首を設置する支持部１０４に通信端子１０６を配置した実施形態を
示している。具体的には、センサおよび通信端子の配置を示す例である。
【０１０３】
　センサ部１０２は、認証部位１０８ａである掌に対向して水平に配置されている。通常
、地面に水平に上向きに配置される。ユーザは、掌をセンサ部１０２に対して水平に広げ
て身体情報の入力を行う。センサ部１０２は、掌の静脈を撮影する静脈センサである。
【０１０４】
　支持部１０４は、掌をセンサ部１０２に対向して水平に広げて身体情報を入力する際に
、腕または手首を支えるためのものである。支持部１０４は、センサ部１０２に対して直
角に突き出る形で配置される。支持部１０４の上部には、通信接触部位１０８ｂと接触す
る通信端子１０６が配置されている。
【０１０５】
　通信端子１０６は、支持部１０４の上部に配置され、身体情報を入力するためにかざし
た掌を支える際に腕または手首と接触し、通信を行うことができる位置に配置されている
。通信端子１０６の近傍に図示しないセンサを設置し、所定の位置に腕または手首が置か
れているかを判断し、通信を行うことが可能であるかをユーザに知らせても良い。
【０１０６】
　認証部位１０８ａは、ユーザの指先、掌、手首、および腕のうち少なくとも１つである
。認証装置１０は、身体情報を入力するために認証部位１０８ａを用いると共に、通信端
子１０６と接触し通信を行うための通信経路として通信接触部位１０８ｂを用いる。
【０１０７】
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　センサ部１０２に対して身体情報を入力するために認証部位１０８ａを配置した際、通
信接触部位１０８ｂが必ず通信端子１０６と接触する位置にセンサ部１０２および通信端
子１０６は配置される。
【０１０８】
　光源部１１０は、センサ部１０２において身体情報入力を行う際に必要な光を認証部位
１０８ａに対して照射するためのものである。掌を透かして静脈情報を入力する場合は、
近赤外線ＬＥＤを光源として用いる。その他、入力または撮影する対象に応じて白色光、
レーザ光線などを光源として用いても良い。
【０１０９】
　センサ部１０２には、掌の静脈情報を身体情報として入力する場合であれば、光源部１
１０によって照らされた掌の画像を撮影するためのカメラ等の画像入力装置を用いる。静
脈情報は、掌だけではなく、いずれかの指を用いて入力してもよい。
【０１１０】
　同様に、掌の形状をもとに判断する掌形情報を身体情報として入力する場合、手全体を
撮影できるスキャナやカメラなどの画像入力装置を用いる。また、指紋情報を身体情報と
して入力する場合であれば、指先の指紋を入力するためのカメラまたスキャナを画像入力
装置として用いる。
【０１１１】
　図７（ｂ）は、広げた掌の指先にあたる部分に通信端子１０６を配置した認証装置１０
を示している。具体的には、静脈センサにおける通信端子３１の配置を示す例である。
【０１１２】
　センサ部１０２は、図７（ａ）と同様に地面に対して略水平に上向きに設置される。支
持部１０４はセンサ部１０２と略直角に突き出して配置される。通信端子１０６は、支持
部１０４の上部に配置され、広げた掌の指先部分に接触するように配置されている。
【０１１３】
　ユーザは、認証部位１０８ａをセンサ部１０２にかざす際に、目安として支持部１０４
上の通信端子１０６に指先を触れる。指先を触れる場所を示すために、支持部１０４に目
印をマーキングしてもよいし、認証装置１０の入出力部５０を用いて配置を促してもよい
。
【０１１４】
　認証部位１０８ａは、身体情報を入力するためにセンサ部１０２に対して掌をかざした
際に、通信接触部位１０８ｂが通信端子１０６にも接するため、身体情報の入力および通
信を身体部位の移動なく１回の動作で完了することができる。
【０１１５】
　図７（ｃ）は、広げた掌の親指にあたる部分に通信端子１０６を配置した実施形態を示
している。具体的には、掌形センサにおける通信端子３１の配置を示す例である。
【０１１６】
　センサ部１０２は、図７（ａ）（ｂ）と同様に地面に対して水平上向きに設置される。
通信端子１０６は、センサ部１０２上の表面の一部に配置される。ユーザは、センサ部１
０２上に直接接触するように掌を広げて身体情報を入力する。掌を広げた際に、親指が配
置される部分に通信端子１０６は設置されている。
【０１１７】
　認証部位１０８ａは、身体情報を入力するためにセンサ部１０２に対して掌を配置した
際に通信端子１０６にも接するため、身体情報の入力および通信を身体部位の移動なく１
回の動作で完了することができる。
【０１１８】
　認証に成功した場合は、目的に応じたデータ通信を行い、携帯端末７０内の記憶部７６
に送信し記録するといった通信を行うことができる。
【０１１９】
　認証に失敗した場合は、不正利用を防ぐためのデータ通信を行い、携帯端末７０に記録
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された情報を受信し取得するといった通信を行うことができる。
【０１２０】
　上記のように、認証装置１０では、前記身体情報は、前記ユーザの身体のうち、片手の
少なくとも１つの認証部位１０８ａから感知される情報であり、前記人体通信端子は、前
記片手の少なくとも１つの通信接触部位１０８ｂに接触するように配置されていることを
いることが好ましい。
【０１２１】
　認証装置１０は、手、指、手首、または腕の少なくても１つの認証部位１０８ａを用い
て身体情報を用いた認証および人体通信を用いた通信を行うので、認証のために腕を撮影
手段に設置すると同時に人体通信端子１０６に通信接触部位１０８ｂが接触するので、身
体情報の感知および人体通信を身体部位の移動を行うことなく、片手のみを用いて、１つ
の動作で同時に行うことができる。
【０１２２】
　なお、上記の例では、片手のみを用いて認証を行ったが、両手を用いて認証してもよい
し、その他の身体部位を用いて認証してもよい。上記のように片手のみを用いれば、身体
部位の固定および移動がより少なくてすむので、特に高い効果が得られる。
【０１２３】
　〔実施形態２〕
　本発明の別の実施形態について、図８に基づいて説明すると以下の通りである。
【０１２４】
　本実施形態のセンサ部１０２は、図７に示されるセンサ部１０２に比べて、指先の認証
部位１０８ａから取得した身体情報を入力する点で異なっている。その他の各機能部の構
成は同様である。上記センサ部１０２は、具体的には、例えば、指紋センサである。なお
、上記実施形態で説明した構成と同様の機能を有する構成には同一の符号を付して、その
説明を省略する。
【０１２５】
　図８は、本実施形態におけるセンサ部１０２および通信端子１０６の位置関係を示した
概略図である。図８では、センサ部１０２の周囲に通信端子１０６を配置した例を示して
いる。
【０１２６】
　通信端子１０６は、センサ部１０２に指紋情報を入力するために認証部位１０８ａを接
触させた際に自然に通信接触部位１０８ｂが接触するように、センサ部１０２の上下左右
に近接して配置されている。また、通信端子１０６の配置は、上下左右のいずれかでもよ
いし、複数の組み合わせであってもよい。
【０１２７】
　なお、センサ部１０２は、接触入力型の指紋センサであってもよいし、通信端子１０６
と認証部位１０８ａとの接触が短時間でよい場合にはスライド入力型の指紋センサであっ
てもよい。すなわち、センサ部１０２は、指紋情報を入力する際に、通信端子１０６に自
然に通信接触部位１０８ｂが接触する配置であれば、どのような形状であってもよい。
【０１２８】
　認証部２０（図１）がセンサ部１０２によって入力された指紋情報の認証に成功した場
合、目的に応じたデータ通信を行い、例えば、携帯端末７０内の記憶部７６にデータを送
信する通信などを行うことができる。
【０１２９】
　認証に失敗した場合は、不正利用を防ぐためのデータ通信を行い、携帯端末７０に記録
された情報を受信し取得するといった通信を行うことができる。
【０１３０】
　上記のように、本実施形態の、センサ部１０２は、指紋センサであり、通信端子１０６
は、上下左右を取り囲むようにセンサ部１０２に近接して配置されている。これによって
、ユーザは、ユーザは指紋情報を入力する際に特定の方向から指をセンサ部１０２にあて
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なくても、上下左右のどの方向からあてても自然に通信端子１０６に接触するので、身体
情報の感知および通信を１つの動作で同時に行うことができる。
【０１３１】
　〔実施形態３〕
　本発明の別の実施形態について、図９に基づいて説明すると以下の通りである。
【０１３２】
　本実施形態の認証装置１２０は、図７～図８に示される例と比べて、認証装置１２０の
筐体の形状およびセンサ部１０２の構造および周囲に配置された通信端子１０６を始めと
する各構造の形状が異なり、その他の各機能部の構成は同様である。なお、上記実施形態
で説明した構成と同様の機能を有する構成には同一の符号を付して、その説明を省略する
。
【０１３３】
　図９は、本実施形態におけるセンサ部１０２および通信端子１０６の位置関係を示した
概略図である。図６では、認証装置１２０の表面に配置されたセンサ部１０２および通信
端子１０６の配置例を示している。本実施形態における認証装置１２０は、略立方体形状
の小型の端末であり、表側面にセンサ部１０２が、側面に通信端子１０６が配置されてい
る。
【０１３４】
　通信端子１０６の配置は、端末の裏側面、表側面、上側面、下側面、左右側面であって
もよいし、上記から複数面の組み合わせであってもよい。
【０１３５】
　なお、ここでは認証装置１２０を略立方体形状の小型の端末としたが、これに限るもの
ではない。端末の筐体にセンサ部１０２が固定され、筐体の保持部を手で把持して、傾け
たり移動させたりすることで、センサ部１０２の方向を決定するものであれば、端末の形
状は問わない。
【０１３６】
　図９（ａ）では、身体情報を入力するためのセンサ部１０２が指紋センサの例を示して
いる。認証装置１２０は、略立方体形状であり、表側面にセンサ部１０２が配置されると
ともに、ユーザの認証部位１０８ａによって保持部１１２を保持される。なお、認証装置
１２０は、略立方体形状以外の形状であってもよい。
【０１３７】
　通信端子１０６は、ユーザが右手の通信接触部位１０８ｂによって保持部１１２を保持
する際に自然に触れる位置に配置されている。通信端子１０６は、認証装置１２０の裏面
に配置してあってもよいし、両側面に配置してあってもよい。また、両手を使って認証装
置１２０を支持する場合、左右の表側面、側面、裏面にまたがって通信端子１０６が配置
されていてもよい。
【０１３８】
　センサ部１０２は、ここでは指紋センサであり、認証装置１２０の表側面に配置されて
いる。ユーザは、認証装置１２０を保持しているのとは別の手の指でセンサ部１０２にユ
ーザの左手の認証部位１０８ａを圧着またはスライドさせることによって、指紋情報を入
力する。
【０１３９】
　図示しない認証部２０によって、センサ部１０２によって入力された指紋情報の認証が
成功した場合、目的に応じたデータ通信を行い、携帯端末７０内の記憶部７６に送信し記
録するといった通信を行うことができる。
【０１４０】
　認証に失敗した場合は、不正利用を防ぐためのデータ通信を行い、携帯端末７０に記録
された情報を受信し取得するといった通信を行うことができる。
【０１４１】
　図９（ｂ）では、身体情報を入力するためのセンサ部１０２がカメラの例を示している
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。認証装置１２０の表側面に、センサ部１０２は配置されている。ユーザは、左手の指お
よび掌を用いて認証装置１２０を保持している。
【０１４２】
　通信端子１０６は、通信接触部位１０８ｂが認証装置１２０を保持する際に自然に触れ
る位置に配置されている。通信端子１０６は、認証装置１２０の表裏面、両側面、および
／または上下面に配置してあってもよい。また、両手を使って認証装置１２０を保持する
場合、通信端子１０６は、左右の表裏面、両側面、および／または上下面にまたがって配
置されていてもよい。
【０１４３】
　センサ部１０２は、ここではカメラであり、認証装置１２０の筐体の表側面に配置され
ている。ユーザは、認証装置１２０の筐体の移動または傾斜によって、センサ部１０２の
向きを調節する。センサ部１０２によって入力する身体情報には、ここでは、ユーザの顔
特徴、網膜、虹彩、またはその他の身体部位を用いるので、上記身体部位を撮像できるよ
うに、認証装置１２０の筐体を傾けることによって、センサ部１０２の向きを調節する。
【０１４４】
　認証部２０（図１）によって、センサ部１０２によって入力された身体情報の認証が成
功した場合、目的に応じたデータ通信を行い、携帯端末７０内の記憶部７６に送信し記録
するといった通信を行うことができる。
【０１４５】
　認証に失敗した場合は、不正利用を防ぐためのデータ通信を行い、携帯端末７０に記録
された情報を受信し取得するといった通信を行うことができる。
【０１４６】
　上記のように、本実施形態の認証装置１２０は、略立方体形状の認証装置１２０であり
、センサ部１０２は、認証装置１２０の表側面に設置された撮影手段であり、通信端子１
０６は、認証装置１２０の側面、裏側面、または表側面の少なくとも１つに設置されてい
る。
【０１４７】
　ユーザは、携帯端末７０を保持するために手を用いて携帯端末７０の保持部１１２を握
り、携帯端末７０を傾けることでセンサ部１０２を認証部位１０８ａに向けて固定する。
認証のために携帯端末７０の筐体を固定すると同時に、通信端子１０６に手で自然に接触
するので、身体情報の感知および通信を身体部位の移動を行うことなく、１つの動作で同
時に行うことができる。
【０１４８】
　〔実施形態４〕
　本発明の別の実施形態について、図１０に基づいて説明すると以下の通りである。
【０１４９】
　本実施形態の認証装置１０は、図７～図９に示される例に比べて、センサ部１０２の構
造および周囲に配置された通信端子１０６を始めとする各構造の形状が異なり、その他の
各機能部の構成は同様である。なお、上記実施形態で説明した構成と同様の機能を有する
構成には同一の符号を付して、その説明を省略する。
【０１５０】
　図１０は、本実施形態におけるセンサ部１０２および通信端子１０６の位置関係を示し
た側面図である。図１０では、認証部位１０８ａである顔、目、口、顎、首または頭部か
ら身体情報を感知するためのセンサの配置例を示している。
【０１５１】
　センサ部１０２は、本実施形態では虹彩センサであり、認証部位１０８ａから身体情報
を入力する。なお、センサ部１０２は、網膜センサ、顔特徴センサ、またはその他の顔の
身体情報を用いるセンサであってもよい。
【０１５２】
　センサ部１０２は、略垂直に配置された支持部１０４の側面に横向きに設置されている
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。支持部１０４はセンサ部１０２が設置された部材からさらに略直角に、地面に対しては
略水平に延び、通信端子１０６を略水平に配置する。支持部１０４は、認証部位１０８ａ
をセンサ部１０２が撮影する際に、通信接触部位１０８ｂである顎が接触する適正な位置
にくるように配置されている。
【０１５３】
　図示しない認証部２０によって、センサ部１０２によって入力された指紋情報の認証が
成功した場合、目的に応じたデータ通信を行い、携帯端末７０内の記憶部７６に送信し記
録するといった通信を行うことができる。
【０１５４】
　認証に失敗した場合は、不正利用を防ぐためのデータ通信を行い、携帯端末７０に記録
された情報を受信し取得するといった通信を行うことができる。
【０１５５】
　上記のように、本実施形態では、身体情報は、顔、目、口、顎、首または頭部の少なく
ても１つの認証部位から感知される身体情報であり、センサ部１０２は、認証部位１０８
ａと対向して設置された感知手段であり、通信端子１０６は、通信接触部位１０８ｂであ
る顎と接触する位置に設置されている。なお、通信接触部位１０８ｂは、額、耳、鼻、お
よびその他の顔の一部でもよい。すなわち、認証部位１０８ａの身体情報をセンサ部１０
２に入力するときに、通信接触部位１０８ｂが、通信端子１０６に自然に接触する位置に
設置されていればよい。
【０１５６】
　ユーザは、顔、目、口、または頭部の少なくても１つの認証部位１０８ａを用いて用い
た認証および通信を用いた通信を行うので、認証のために認証部位１０８ａをセンサ部１
０２の正面に設置すると同時に通信端子１０６に通信接触部位１０８ｂで接触するので、
身体情報の感知および通信を身体部位の移動を行うことなく、１つの動作で同時に行うこ
とができる。
【０１５７】
　〔実施形態５〕
　本発明の別の実施形態について、図１１に基づいて説明すると以下の通りである。
【０１５８】
　本実施形態は、図７～図１０に示される例に比べて、センサ部１０２の構造および周囲
に配置された通信端子１０６を始めとする各構造の形状が異なり、その他の各機能部の構
成は同様である。なお、上記実施形態で説明した構成と同様の機能を有する構成には同一
の符号を付して、その説明を省略する。
【０１５９】
　図１１は、本実施形態におけるセンサ部１０２および通信端子１０６の位置関係を示し
た側面図である。図１１は、身体部位のうちいずれかの身体情報を用いて認証する場合の
センサの配置例を示している。
【０１６０】
　なお、センサ部１０２は、例えば、網膜、顔特徴、体型、骨格、指紋、静脈、掌形、声
紋やその他の身体情報を用いるセンサなどであってもよい。また、センサ部１０２は、セ
ンサ部１０２に身体情報を入力する際、通信端末１０８の位置にユーザが自然に立つ位置
に配置されていればよい。
【０１６１】
　センサ部１０２は、略垂直に配置された支持部１０４の側面に横向きに設置されている
。支持部１０４はセンサ部１０２が設置された部材からさらに略直角に延び、通信端子１
０６を略水平に地面に配置する。支持部１０４は、上にユーザが乗ることができれば、地
面に埋め込まれている構造であってもよい。
【０１６２】
　ユーザは、センサ部１０２の正面に直立または着席した状態で身体情報の入力を行う。
ユーザは、認証部位１０８ａから身体情報をセンサ部１０２に入力できる位置に起立もし



(18) JP WO2007/018151 A1 2007.2.15

10

20

30

40

50

くは着席する。上記の身体情報を入力できる位置で、ユーザの通信接触部位１０８ｂであ
る足が接する位置に通信端子１０６は配置される。
【０１６３】
　ユーザは、地面または支持部１０４にマーキングされた位置に起立する、もしくは、設
置された椅子に着席し所定の位置に足、腰、臀部、背中、首、手などを配置することで、
身体情報の入力および通信を同時に行うことができる。
【０１６４】
　図示しない認証部２０によって、センサ部１０２によって入力された指紋情報の認証が
成功した場合、目的に応じたデータ通信を行い、携帯端末７０内の記憶部７６に送信し記
録するといった通信を行うことができる。
【０１６５】
　認証に失敗した場合は、不正利用を防ぐためのセキュリティ情報のデータ通信を行い、
携帯端末７０に記録された情報を受信し取得するといった通信を行うことができる。
【０１６６】
　以上のように、本実施形態の認証装置１０では、身体情報は認証部位１０８ａから感知
される身体情報であり、センサ部１０２は、直立または着席したユーザの認証部位１０８
ａに対向して設置された感知手段であり、通信端子１０６は、直立または着席したユーザ
の通信接触部位１０８ｂと接触する位置に設置されている。
【０１６７】
　ユーザは、センサ部１０２の正面に対向して認証部位１０８ａを設置すると同時に通信
端子１０６が設置された場所に立つので、通信接触部位１０８ｂで通信端子１０６に接触
するので、身体情報の感知および通信を身体の各部位を移動させることなく、１つの動作
で同時に行うことができる。
【０１６８】
　本発明の通信装置では、前記信端子は、前記ユーザの身体と直接的に接触してもよい。
【０１６９】
　本発明の通信装置では、前記通信端子は、前記ユーザの身体と間接的に接触してもよい
。
【０１７０】
　なお、本明細書における間接的な接触とは、衣服、手袋、靴、靴下、ブレスレット、ヘ
アバンド、リストバンド、および、その他の衣装または装飾品を介した接触のことを指す
ものとする。
【０１７１】
　本発明の通信装置では、前記通信端子は、前記認証手段による認証が成功した場合、前
記通信端子を介して通信を行うことが好ましい。
【０１７２】
　上記構成によれば、ユーザは認証部位を用いて認証処理を行うための動作で通信接触部
位が通信端子と接触しているので、認証に成功した場合に改めて身体の各部位を移動する
ことなく１つの動作で同時に通信と認証とを行うことができるという効果を奏する。
【０１７３】
　なお、上記データ通信では、ユーザが所持する通信装置との通信記録情報、認証手段に
よる認証結果情報を通信してもよい。また、通信装置の使用による料金情報、入場券やチ
ケットやプリペイドカードなどの権利情報を通信してもよい。あるいは、ユーザが所持す
る通信装置に記録された個人情報、端末情報、および／または、その他のデータの送信・
受信を行っても良い。
【０１７４】
　本発明の通信装置では、前記通信手段は、前記身体情報に基づく認証が成功した場合、
前記通信端子を介して、ユーザが所持する端末の認証を行うことが好ましい。
【０１７５】
　上記構成によれば、ユーザの認証、および、端末の認証の両方を行うことによって、よ
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り正確な認証を行うことができるという効果を奏する。
【０１７６】
　本発明の通信装置では、前記通信手段は、前記身体情報に基づく認証が成功した場合、
前記通信端子を介して、前記身体情報をユーザが所持する端末へ送信し、当該端末に前記
身体情報を用いた認証を実行させることが好ましい。
【０１７７】
　上記構成によれば、ユーザの認証を通信装置側で行うと共に、ユーザが所持する端末の
所有権の正当性も確認することができるため、より正確な認証を行うことができるという
効果を奏する。
【０１７８】
　また、前記通信手段は、前記認証手段による認証が失敗した場合、前記通信端子を介し
てユーザが所持する端末へ認証失敗記録を送信することが好ましい。
【０１７９】
　上記構成によれば、ユーザは認証処理を行うための動作で通信端子と接触しているので
、通信を用いたデータ通信を用いて認証結果の情報を、例えば、所持している通信端末な
どに記録することができるという効果を奏する。
【０１８０】
　上記認証結果の情報の送信によって、ユーザが所持している通信端末が、不正なユーザ
に利用されていないかどうかを判別するための手がかりとすることができる。
【０１８１】
　また、前記通信手段は、前記認証手段による認証が失敗した場合、当該通信端子を介し
てユーザが所持する端末からセキュリティ情報を受信することが好ましい。
【０１８２】
　上記構成によれば、身体情報を用いた認証処理に失敗した場合、通信装置は、通信によ
って、例えばユーザが所有する通信装置と通信を行い、該通信端末に記録されているセキ
ュリティ情報を取得し、認証エラーに対する処理を行うことができる。
【０１８３】
　なお、上記のセキュリティ情報は、通信装置の製造番号でもよいし、ＭＡＣアドレスな
どの固有情報であってもよい。また、上記のセキュリティ情報は、通信端末の所有者情報
でもよいし、最終使用記録であってもよい。
【０１８４】
　上記セキュリティ情報の送信によって、所持している通信装置が不正なユーザに利用さ
れていないかどうかを判別するためのさらなる手がかりとすることができる。
【０１８５】
　認証エラーに対するエラー処理としては、ユーザが所有する通信装置のセキュリティ情
報の取得、取得したセキュリティ情報の記録、取得したキュリティ情報に含まれる連絡先
に通報、認証を行ったユーザの撮影、認証を行ったユーザに光、音、震動などで警告を与
えるといったものが挙げられる。
【０１８６】
　上記のエラー処理の中から自由に選択してもよいし、その他のセキュリティ処理であっ
てもよい。また、連絡先に通報して、携帯通信端末が不正利用されていないか判断しても
よい。
【０１８７】
　また、本発明の通信装置では、前記身体情報は、前記ユーザの身体のうち、少なくとも
１つの認証部位から感知される情報であり、前記通信端子は、前記ユーザの少なくとも１
つの身体部位に接触するように設置されていることが好ましい。
【０１８８】
　上記構成によれば、ユーザの身体のうち、少なくとも一部を認証部位および通信端子に
接触する部位として、認証および通信を行うので、身体情報の感知および通信をの各身体
部位の移動を行うことなく、１つの動作で同時に行うことができる。
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　これによって、感知手段および通信端子を含んだ通信装置全体を小型化することができ
るというさらなる効果を奏する。
【０１９０】
　上記構成では、感知手段は、例えば、指紋センサ、掌形センサ、静脈センサなどをであ
っても良い。
【０１９１】
　また、本発明の通信装置では、前記感知手段は、前記筐体に配置された、前記ユーザの
身体の認証部位を撮影する撮影手段であり、前記通信端子は、前記撮影手段の撮影範囲内
で通信可能に設置されていることが好ましい。
【０１９２】
　上記構成によれば、通信端子が通信端末の筐体の保持部に設けられている。そのため、
認証のために撮影手段がユーザの身体の認証部位にむけて筐体を保持すれば、同時にユー
ザの通信接触部位が通信端子に接触することになる。よって、身体情報の感知および通信
をユーザの身体の各部位を移動させることなく、１つの動作で同時に行うことができる。
【０１９３】
　これによって、感知手段および通信端子を含んだ通信装置全体を小型化することができ
る。さらに、感知手段および通信端子を含んだ通信装置全体を、例えば、携帯電話、ＰＤ
Ａ、電子カード、ＰＣなどを用いて容易に構成することができるというさらなる効果を奏
する。
【０１９４】
　上記構成では、感知手段は、例えば、指紋センサ、掌形センサ、網膜センサ、虹彩セン
サ、声紋センサ、顔特徴センサなどであってもよい。
【０１９５】
　また、本発明の通信システムは、上記の通信装置と、該通信装置と前記ユーザの身体を
介した通信を行うことが可能な、前記ユーザが所持する端末とを備えることを特徴として
いる。
【０１９６】
　よって、身体情報の感知および通信を身体部位の移動を行うことなく、１つの動作で同
時に行うことができる通信システムを実現することができる。
【０１９７】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１９８】
　本発明の通信装置は、ユーザが身体情報の感知および通信を身体の各部位を移動させる
ことなく、１つの動作で同時に行うことができるので、入退室管理システム、オートロッ
クドア、コンピュータログインシステム、キーレスエントリ、自動払い戻し装置、電子マ
ネーの決済装置、またはその他の認証装置などに好適に利用することができる。
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【図７（ａ）】 【図７（ｂ）】



(23) JP WO2007/018151 A1 2007.2.15

【図７（ｃ）】 【図８】

【図９（ａ）】

【図９（ｂ）】 【図１０】
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【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成18年11月29日(2006.11.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】　ユーザの身体を介して情報を送受信する通信手段と、
　前記通信手段が通信を行う際、当該ユーザの身体と接触する通信端子と、
　前記ユーザの身体に固有の情報である身体情報を前記ユーザの身体の認証部位から感知
する感知手段と、
　前記感知手段が感知した前記認証部位の身体情報に基づいて前記ユーザを認証する認証
手段とを備え、
　前記通信端子は、前記感知手段が前記認証部位から身体情報を感知する際に、前記ユー
ザの身体を介して、ユーザが所持する端末と通信できるように配置されていることを特徴
とする通信装置。
【請求項２】　前記通信端子は、前記ユーザの身体と直接的に接触することを特徴とする
請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】　前記通信端子は、前記ユーザの身体と間接的に接触することを特徴とする
請求項１に記載の通信装置。
【請求項４】　前記通信手段は、前記認証手段による認証が成功した場合、前記通信端子
を介して通信を行うことを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項５】　前記認証手段は、前記身体情報に基づく認証が成功した場合、前記通信端
子を介して、ユーザが所持する端末の認証を行うことを特徴とする請求項１に記載の通信
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装置。
【請求項６】　前記通信手段は、前記身体情報に基づく認証が成功した場合、前記通信端
子を介して、前記身体情報をユーザが所持する端末へ送信し、当該端末に前記身体情報を
用いた認証を実行させることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項７】　前記通信手段は、前記認証手段による認証が失敗した場合、前記通信端子
を介してユーザが所持する端末へ認証失敗記録を送信することを特徴とする請求項１記載
の通信装置。
【請求項８】　前記通信手段は、前記認証手段による認証が失敗した場合、前記通信端子
を介してユーザが所持する端末からセキュリティ情報を受信すること特徴とする請求項１
記載の通信装置。
【請求項９】　前記身体情報は、前記ユーザの身体のうち、少なくとも１つの認証部位か
ら感知される情報であり、
　前記通信端子は、前記ユーザの少なくとも１つの身体部位に接触するように配置されて
いることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項１０】　前記感知手段は、前記筐体に配置された、前記ユーザの身体の認証部位
を撮影する撮影手段であり、
　前記通信端子は、前記撮影手段の撮影範囲内で通信可能に設置されていることを特徴と
する請求項１に記載の通信装置。
【請求項１１】　請求項１から１０のいずれか１項に記載の通信装置と、
　該通信装置と前記ユーザの身体を介した通信を行うことが可能な、前記ユーザが所持す
る端末とを備えることを特徴とする通信システム。
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