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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末を手で操作するとともに該手の平の血管像を撮影して得た撮影血管像を出力する操
作機器と、
　出力された該撮影血管像が照合に適するか否かの妥当性を判定する判定部と、
　個人認識を必要とするシステムの通信手順処理として、該個人認識を必要とする旨を通
知する情報処理部と、
　該判定部によって該撮影血管像が妥当であると判定された時刻、または、該情報処理部
から該システムが該個人認証を必要と認める旨の通知があった時刻を、該個人認識を行な
う認識時刻として決定する認識時刻決定部と、
　該操作機器から出力された撮影血管像と登録血管像とに基づいて、該認識時刻決定部に
よって決定された該認識時刻に該個人認識を行なう個人認識部とをそなえて構成されたこ
とを特徴とする、個人認識機能付き処理装置。
【請求項２】
　手の平の方向に近赤外光を照射する照射部と、該手の平からの反射光を用いて撮影血管
像を撮影する撮影部とをそなえた操作機器と、
　登録血管像を記憶する記憶部と、
　該撮影血管像が照合に適するか否かの妥当性を判定する判定部と、
　個人認識を必要とするシステムの通信手順処理として、該個人認識を必要とする旨を通
知する情報処理部と、
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　該判定部によって該撮影血管像が妥当であると判定された時刻、または、該情報処理部
から該システムが該個人認証を必要と認める旨の通知があった時刻を、該個人認識を行な
う認識時刻として決定する認識時刻決定部と、
　該撮影部にて撮影された撮影血管像と該記憶部に記憶された登録血管像とを該認識時刻
決定部によって決定された該認識時刻に照合することにより個人認識を行なう認識部とを
そなえて構成されたことを特徴とする、個人認識機能付き処理装置。
【請求項３】
　身体の一部分に近赤外光を照射する照射部と、該身体の一部分からの反射光を用いて撮
影血管像を撮影する撮影部とをそなえた本体機器と、
　登録血管像を記憶する記憶部と、
　該撮影血管像が照合に適するか否かの妥当性を判定する判定部と、
　個人認識を必要とするシステムの通信手順処理として、該個人認識を必要とする旨を通
知する情報処理部と、
　該判定部によって該撮影血管像が妥当であると判定された時刻、または、該情報処理部
から該システムが該個人認証を必要と認める旨の通知があった時刻を、該個人認識を行な
う認識時刻として決定する認識時刻決定部と、
　該撮影部にて撮影された撮影血管像と該記憶部に記憶された登録血管像とを該認識時刻
決定部によって決定された該認識時刻に照合することにより個人認識を行なう認識部とを
そなえて構成されたことを特徴とする、個人認識機能付き処理装置。
【請求項４】
　手の平に対して近赤外光を照射する照射部と、該手の平からの反射光を用いて撮影血管
像を撮影する撮影部とをそなえた携帯端末と、
　登録血管像を記憶する記憶部と、
　該撮影血管像が照合に適するか否かの妥当性を判定する判定部と、
　個人認識を必要とするシステムの通信手順処理として、該個人認識を必要とする旨を通
知する情報処理部と、
　該判定部によって該撮影血管像が妥当であると判定された時刻、または、該情報処理部
から該システムが該個人認証を必要と認める旨の通知があった時刻を、該個人認識を行な
う認識時刻として決定する認識時刻決定部と、
　該撮影部にて撮影された撮影血管像と該記憶部に記憶された登録血管像とを該認識時刻
決定部によって決定された該認識時刻に照合することにより個人認識を行なう認識部とを
そなえて構成されたことを特徴とする、個人認識機能付き処理装置。
【請求項５】
　該判定部が、該撮影血管像が妥当でないと判定した場合は警告を出力するように構成さ
れたことを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の個人認識機能付き処理装置
。
【請求項６】
　該判定部が、該撮影血管像が妥当でないと判定した場合は該システムの動作を停止させ
るように構成されたことを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の個人認識機
能付き処理装置。
【請求項７】
　該判定部が、該撮影部にて撮影された撮影血管像の画素値に基づいて該撮影血管像が血
管像であるか否かを判定することにより、前記妥当性を判定するように構成されたことを
特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載の個人認識機能付き処理装置。
【請求項８】
　該判定部が、該撮影部にて撮影された撮影血管像の時間的変化に基づいて前記妥当性を
判定するように構成されたことを特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載の個人
認識機能付き処理装置。
【請求項９】
　該判定部が、該撮影部が撮影した血管像の一部に可視光が含まれているときは、可視光
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の強度又は時間変化に基づいて前記妥当性を判定するように構成されたことを特徴とする
、請求項１～６のいずれか１項に記載の個人認識機能付き処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、情報通信システムにおいて、身体的特徴の違いを識別情報として用いる個人
認識機能付き処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ネットワークの発達にともない、企業および自治体において、情報通信システムの電子化
が進められている。例えば国内においては、２００１年３月に、政府が発表したｅ－Ｊａ
ｐａｎ重点計画により、住民票等を電子的に取得できる電子自治体の構築が進められてい
る。また、電子商取引の市場も拡大を続けている。
【０００３】
これらのシステムにおいては、ディスプレイに向かって申請又は取り引きをしている人が
、確かにその本人であるか否かを確認する部（本人確認部）が必要となる。従来から、磁
気カードおよび暗証番号（Personal Identification Number：ＰＩＮ）が，施設への入退
出等の際に人手を介さずに、本人であることを確認する部として用いられている。
【０００４】
ところで、これらの部は、紛失，忘却又は盗用等のおそれがある。電子自治体又は電子商
取引等の情報通信システムにおいては、ネットワークを介することにより、ユーザが地理
的に広範囲に分散し、さらに、年配者から子供まで様々な人が使用することが予想される
ので、これらのおそれはより深刻になる。
このため、紛失，忘却又は盗用等のおそれがない本人確認部を得るために、指紋又は顔等
の個人の身体的特徴が各個人によって異なることを利用する技術が盛んに研究されている
。この技術は、ユーザの身体的特徴の違いを用いて、認証処理と識別処理とを行なうもの
である。
【０００５】
この認証とは、システム側が、ユーザがカード又は暗証番号によって表される本人である
か否かを判定することである。例えば認証とは、システム側がユーザが入力したパスワー
ドと、予めそのユーザ自身が登録したパスワードとの一致／不一致とを判定することを意
味する。換言すれば、認証は、登録した本人のデータと、システムにアクセスしてきた者
のデータとを照合することであって１（本人が今入力したパスワード）：１（本人が予め
登録したパスワード）の照合に相当する。
【０００６】
一方、識別とは、システム側が、登録された人の中の特定の一人であることを判定するこ
とである。例えば、システム側が指紋を用いて入退出管理をする場合においては、採取し
た指紋と、システム側自身が保持する多数の登録指紋とを照合することを意味する。換言
すれば、識別の場合、システムは自システムにアクセスした者が誰であるかを知り得ない
。このため、識別は、１（名無しの人の指紋）：多数人（名前をもつ多数人の指紋）の照
合を行なうことである。
【０００７】
以下の説明において、「認証処理」と「識別処理」とを総称して「個人認識」と称するが
、この「個人認識」（又は「認識」）は、認証および識別の２種類の総称として使う以外
の別個の意味を有するものではない。
また、一般的に、個人認識の機会は、特定の一人について１回又は２回である。すなわち
、ユーザがパソコンからネットワークにログインする場合は１回であり、朝の立ち上げ時
に１回のみであり、その後は、誰がそのパソコンを取り扱ってもシステム側はわからない
。また、セキュリティルームへの入退室管理は入室および退室の２回である。
【０００８】
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入退出管理の場合は、部屋又は建物が物理的に隔離されているため、部屋への入室および
部屋からの退出時だけの個人認識で十分安全と言える。この半面、電子自治体等のネット
ワークを介した情報通信システムの場合は、ユーザがログインしているときに離席等のわ
ずかな隙に他人が本人を装う危険性があるため、常時又は定期的に個人認識を行なうこと
が望まれている。
【０００９】
次に、公知文献を説明する。
特開平１１－１４９３４５号公報（以下、公知文献１と称する。）には、情報処理用マウ
スに認証入力部を一体的に組み込むことにより、簡略な構造で、省スペース化された情報
処理用マウスが開示されている。
これにより、小型軽量性や、携帯性を損なうことなく、入出力情報のセキュリティを容易
に確保できる。また、作業領域の占有面積を低減化されるし、さらに、指紋像入力部の保
守、交換が容易にできる。
【００１０】
しかし、公知文献１記載のマウスを用いる場合は、ユーザは指紋認証を行なうためにはユ
ーザがマウスに指を押しつける必要があるので、ユーザに負担をかけずに常時検出するこ
とは困難である。
特許３２２４２１６号公報（以下、公知文献２と称する。）には、指紋検出部を外部入力
装置であるマウスに設けることにより、一定時間毎にマウスの指紋検出部から指紋の画像
を読み取り、この読み取った指紋データと登録された指紋データとの照合を行ない、ユー
ザの同定を行なう技術が開示されている。
【００１１】
これにより、指紋の照合が一定時間毎に行なわれるため、途中でユーザが替わった時には
、コンピュータへのアクセスが不許可となり、セキュリティの高いコンピュータシステム
を形成できる。
また、身体的特徴に基づく個人認識技術の身体的特徴の１つとして、手の血管像を用いる
技術が知られている。例えば、特開平７-２１３７３号公報（以下、公知文献３と称する
。）に記載された個人識別装置は、個人識別情報として、手の皮下にある血管像を画像化
した血管透視像を用いるものであり、透過あるいは反射によって血管透視像を得て個人認
識を行なっている。
【００１２】
これにより、安全性が高いとともに、ユーザの負担が少なく、かつ、特徴点が指紋に比べ
て少ない生体情報を利用できる。
この手の血管像を使用する身体的特徴に基づく個人認識技術は、次のような特徴を有する
。すなわち、「被撮影者の負担が小さい」，「身体の内部にあるので偽造が困難」，「手
荒れに強い」，「ほとんどの人に適用できる」，「認識精度が比較的高い」，「近赤外光
で撮影するので、外光変動に強い」，「血管がカメラの視野に入れば認識できるので、必
ずしも装置と手を接触させる必要がない」等の特徴がある。
【００１３】
なお、近赤外光の反射によって手の血管像を撮影する場合、体表面付近を流れている静脈
が写りやく実質的には静脈像だけを使うことと等価になる。また、静脈像だけでも、十分
な認証精度が得られることは実験的に示されている。
例えば、特開平１０-２９５６７４号公報（以下、公知文献４と称する。）には、近赤外
光反射を用いて撮影した手の甲の静脈像により個人を識別する個人識別装置が開示されて
いる。
【００１４】
これにより、安値に制作でき、個人間の識別ができ、カードキー等を利用する場合の紛失
，盗用の恐れがなく安全であると同時に、手を一定位置に固定する必要がないので、さら
に便利に利用でき、かつ高い識別特性を有する。
また、ユーザは、操作機器をユーザ自身の手に保持して操作するので、手を撮影できるセ
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ンサを取り付けることにより、ユーザの負担を減らしつつ身体的特徴を常時検出すること
が可能となる。さらに、別途測定装置を設置する場合と比較して装置の設置スペースを節
約できる。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、情報通信システムは、ネットワークにて電子商取引にて多額の取引をする
とき等は、その取引者が果たして本物か否かを知り得ない。従って、情報通信システムは
、本人を常時確認でき、かつ価格面で現実的な手段がないという課題がある。また、上記
の公知文献１～４には、いずれも、ユーザに負担をかけずに個人認識を常時又は定期的に
行なうものはない。
【００１６】
ここで、常時又は定期的に、本人に対してカード又は暗証番号を用いて個人認識を行なう
ことを課すことは、実際上非常に困難である。指紋認証装置が、ユーザに対して何回も指
紋を押下させたり、ユーザが手の平の血管を何回もカメラの前に向けることは、使い勝手
が悪い。すなわち、ユーザの負担ができるだけ小さくなるように、身体的特徴の選択検出
方法を工夫する必要がある。
【００１７】
身体的特徴の検出部として要求される特徴は、画像を撮影し易く、かつその画像を用いて
明度の相違が明確に得られるものでなければならない。例えば顔は、画像撮影が比較的容
易であり、ユーザの負担は小さいが、現状技術では認証精度があまり高くない。この理由
は、髪型の変化，眼鏡の有無，顔の向き，照明の角度，表情の変化，化粧および照明の強
度等の要素が、認証精度を劣化させるからである。このため、手首，手の甲，手の平，指
又は耳が用いられることが多い。
【００１８】
なお、ユーザへの負担を完全に除去するために、移動する手を自動的に追尾してその手の
平の血管を撮影する自動撮影部を用いることも可能であるが、価格の観点から現実的でな
い。
さらに、検出するための装置の設置スペースもできるだけ小さいことが望まれる。
【００１９】
　本発明は、このような課題に鑑み創案されたもので、個人認識装置において、個人認証
および個人識別を常時可能とし、ユーザに負担をかけず、省スペースで動作可能な、個人
認識機能付き処理装置を提供することを目的とする。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
　このため、本発明の個人認識機能付き処理装置は、端末を手で操作するとともに手の平
の血管像を撮影して得た撮影血管像を出力する操作機器と、出力された撮影血管像が照合
に適するか否かの妥当性を判定する判定部と、個人認識を必要とするシステムの通信手順
処理として、個人認識を必要とする旨を通知する情報処理部と、判定部によって撮影血管
像が妥当であると判定された時刻、または、情報処理部からシステムが個人認証を必要と
認める旨の通知があった時刻を、個人認識を行なう認識時刻として決定する認識時刻決定
部と、操作機器から出力された撮影血管像と登録血管像とに基づいて、認識時刻決定部に
よって決定された認識時刻に個人認識を行なう個人認識部とをそなえて構成されたことを
特徴としている（請求項１）。
【００２１】
ここで、操作機器が、手の平の方向に近赤外光を照射する照射部と、手の平からの反射光
を用いて撮影血管像を撮影する撮影部とをそなえて構成されてもよい。
また、個人認識部が、登録血管像を記憶する記憶部と、撮影部にて撮影された撮影血管像
と記憶部に記憶された登録血管像とを所望の時刻に照合することにより前記個人認識を行
なう認識部とをそなえて構成されてもよい。
【００２３】
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　撮影部が撮影した血管像の一部に可視光が含まれているときは、判定部が、可視光の強
度又は時間変化に基づいて前記妥当性を判定するように構成されてもよい。
　また、本発明の個人認識機能付き処理装置は、手の平の方向に近赤外光を照射する照射
部と、手の平からの反射光を用いて撮影血管像を撮影する撮影部とをそなえた操作機器と
、登録血管像を記憶する記憶部と、撮影血管像が照合に適するか否かの妥当性を判定する
判定部と、個人認識を必要とするシステムの通信手順処理として、個人認識を必要とする
旨を通知する情報処理部と、判定部によって撮影血管像が妥当であると判定された時刻、
または、情報処理部からシステムが個人認証を必要と認める旨の通知があった時刻を、個
人認識を行なう認識時刻として決定する認識時刻決定部と、撮影部にて撮影された撮影血
管像と記憶部に記憶された登録血管像とを認識時刻決定部によって決定された認識時刻に
照合することにより個人認識を行なう認識部とをそなえて構成されたことを特徴としてい
る（請求項２）。
【００２４】
ここで、マウスが操作機器として用いられ、マウスの部分のうち手の平の接触する部分が
近赤外光の透過可能な素材で形成され、手の平の接触する部分がマウスの外側に膨らむよ
うに構成されてもよく、照射光を反射する１又は複数の反射部を設けてもよい。
また、近赤外線光の光軸方向が、鉛直方向よりもマウスの後方側になるように構成されて
もよい。
【００２５】
さらに、個人認識部が、複数の撮影血管像のそれぞれについての認識結果を統合して照合
するように構成されてもよく、複数の撮影血管像を用いた認識緒果に基づいて照合するよ
うに構成されてもよい。
そして、操作機器が、操作に関するデータを端末に送信するための第１通信路と、撮影血
管像を個人認識部に送信するための第２通信路とを共用するように構成されてもよい。
【００２６】
　また、記憶部が、ＩＣカードを用いて撮影血管像を記憶するように構成されてもよく、
ＩＣカードはさらに、個人認識部を設けてもよい。
　記憶部および認識部のうちの少なくとも一方が、操作機器，端末又は端末と接続された
ホスト端末に設けられてもよい。
　また、本発明の個人認識機能付き処理装置は、身体の一部分に近赤外光を照射する照射
部と、身体の一部分からの反射光を用いて撮影血管像を撮影する撮影部とをそなえた本体
機器と、登録血管像を記憶する記憶部と、撮影血管像が照合に適するか否かの妥当性を判
定する判定部と、個人認識を必要とするシステムの通信手順処理として、個人認識を必要
とする旨を通知する情報処理部と、判定部によって撮影血管像が妥当であると判定された
時刻、または、情報処理部からシステムが個人認証を必要と認める旨の通知があった時刻
を、個人認識を行なう認識時刻として決定する認識時刻決定部と、撮影部にて撮影された
撮影血管像と記憶部に記憶された登録血管像とを認識時刻決定部によって決定された認識
時刻に照合することにより個人認識を行なう認識部とをそなえて構成されたことを特徴と
している（請求項３）。
【００２７】
　また、本発明の個人認識機能付き処理装置は、手の平に対して近赤外光を照射する照射
部と、手の平からの反射光を用いて撮影血管像を撮影する撮影部とをそなえた携帯端末と
、登録血管像を記憶する記憶部と、撮影血管像が照合に適するか否かの妥当性を判定する
判定部と、個人認識を必要とするシステムの通信手順処理として、個人認識を必要とする
旨を通知する情報処理部と、判定部によって撮影血管像が妥当であると判定された時刻、
または、情報処理部からシステムが個人認証を必要と認める旨の通知があった時刻を、個
人認識を行なう認識時刻として決定する認識時刻決定部と、撮影部にて撮影された撮影血
管像と記憶部に記憶された登録血管像とを認識時刻決定部によって決定された認識時刻に
照合することにより個人認識を行なう認識部とをそなえて構成されたことを特徴としてい
る（請求項４）。
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【００２８】
　加えて、本発明の関連技術としての操作機器は、クリックおよび移動により端末を手で
操作する操作手段と、手の平の方向に近赤外光を照射する照射部と、手の平からの反射光
を用いて撮影血管像を撮影する撮影部とをそなえて構成されたことを特徴としている。
　また、判定部が、撮影血管像が妥当でないと判定した場合は警告を出力するように構成
されてもよい（請求項５）。
　さらに、判定部が、撮影血管像が妥当でないと判定した場合はシステムの動作を停止さ
せるように構成されてもよい（請求項６）。
　なお、判定部が、撮影部にて撮影された撮影血管像の画素値に基づいて撮影血管像が血
管像であるか否かを判定することにより、前記妥当性を判定するように構成されてもよい
（請求項７）
　また、判定部が、撮影部にて撮影された撮影血管像の時間的変化に基づいて前記妥当性
を判定するように構成されてもよい（請求項８）。
　さらに、判定部が、撮影部が撮影した血管像の一部に可視光が含まれているときは、可
視光の強度又は時間変化に基づいて前記妥当性を判定するように構成されてもよい（請求
項９）。
【００２９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
（Ａ）本発明の第１実施形態の説明
図１は本発明の第１実施形態に係る情報通信システムの概略的な構成図である。この図１
に示す情報通信システム１００は、ユーザが住民票等を電子的に取得できる電子自治体又
は企業等の電子商取引を可能とするシステムであって、ネットワーク１０１と、個人認識
機能付き処理装置（操作機器一体型個人認識装置又は個人認識装置とも称する。以下、個
人認識装置と称する。）１０と、センタ１０２とをそなえて構成されている。ここで、ネ
ットワーク１０１は、データ送受信機能を有する多数の端末が相互に接続されたものであ
る。
【００３０】
そして、個人認識装置１０は、家庭又はオフィスに設けられたマウスおよびキーボードを
有するパーソナルコンピュータ（パソコン）端末であって、データ送受信機能をそなえる
とともに、個人認識装置１０を操作する正当なユーザについて継続的に個人認識を行なう
ものである。また、センタ１０２は、自治体又は電子商取引サービスを提供する企業等で
あって、住民票等のデータ又は電子商取引に関するデータを蓄積したホストコンピュータ
（ホスト端末）１０２ａを設けている。そして、ユーザは、個人認識装置１０を用いてホ
ストコンピュータ１０２ａにアクセスし、住民票等を取得し又は電子商取引を行なうよう
になっている。
【００３１】
本発明の個人認識装置１０は、マウス，キーボード等（操作機器）に、手の平（掌）の血
管像（血管パターン）を撮影する撮影部１ｂを組み込まれたものである。
図２は本発明の第１実施形態に係る個人認識装置１０のブロック図である。この図２に示
す個人認識装置１０は、マウス１と計算機（個人認識部）２と出力部３ｃとをそなえて構
成されている。このマウス１は、端末（パソコン又はパソコン本体）を手で操作するとと
もに手の平の血管像を撮影して得た撮影血管像を出力しうるものである。また、計算機２
は、マウス１から出力された撮影血管像と登録血管像とに基づいて所望の時刻に個人認識
を行なうものである。ここで、登録血管像は、予めユーザ等が記憶したものである。さら
に、出力部３ｃは計算機２から出力される認識結果を出力するものである。また、図２に
示す照射部１ａ，撮影部１ｂ，記憶部３および認識部２ａを用いた個人認識処理の概略を
説明する。
【００３２】
図３は本発明の第１実施形態に係る個人認識処理を説明するためのフローチャートである
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。まず、このマウス１に設けられた照射部１ａは、マウス１の手の平と近接する面に近赤
外光を照射し（ステップＡ１）、撮影部１ｂは、予め決定した時刻において、手の平から
反射された血管像を抽出（血管パターンを検出）し（ステップＡ２）、この抽出した血管
像を認識部２ａに入力する。この認識部２ａは、ステップＡ３にて、予め各ユーザについ
て登録された登録血管像を記憶した記憶部３と接続され、撮影された血管像と記憶された
血管像とが一致するか否かを判定することにより予め決定した時刻において個人認識を行
なう。そして、この認識結果は、継続的に所定の時刻に出力部を介してセンタ１０２に送
信され（ステップＡ４）、認識成功が継続している間、ユーザはホストコンピュータ１０
２ａと接続されて電子商取引を行なう。一方、認識失敗の場合、ユーザは電子商取引を行
なえない。
【００３３】
従って、この操作機器（マウス１）および撮影部１ｂの一体化によりユーザの手の平がマ
ウス１に接触し、マウス１内部の撮影部１ｂがその手の平を常時撮影できる。情報通信シ
ステム１００は、ユーザに対して負担をかけずに自動的に手の平の像を取得でき、これに
より、住民票等の取得および電子商取引を行なう場合に、ユーザに対して認証を与えるこ
とができるのである。
【００３４】
なお、記憶部３と以下に述べる認識部２ａとは、マウス１の内部又は近距離有線（無線）
通信によって接続された計算機２又はネットワーク１０１で接続されたホストコンピュー
タ１０２ａにそなえるようにもできる。記憶部３と認識部２ａとを同一の計算機２に設け
る必要はない。例えば、記憶部３としてＩＣカードを用いることもできる。
【００３５】
また、手の血管は指紋と比較して情報が疎らであるため、指紋を用いた個人認識よりも高
精度で個人認識を行なう必要があり、従って、比較的広い面積を安定した状態で撮影する
ことが要求される。以下、マウス１について、各マウス１別に広い面積を安定した状態で
撮影する工夫について述べる。なお、キーボードについては別個説明する。
【００３６】
次に、各部について詳述する。
個人認識装置１０は、マウス（操作機器）１と、計算機（個人認識部）２と、記憶部３と
をそなえて構成されている。
このマウス１は、端末を手で操作するとともに手の平の血管像を撮影して得た撮影血管像
を出力しうるものであり、また、ホストコンピュータ１０２ａにアクセスしようとするユ
ーザが正当であるか否かについて、継続的に個人認識を行なうものでもある。マウス１は
、照射部１ａと、撮影部１ｂと、クリック検出部１ｃと、移動検出部１ｄとをそなえて構
成されている。ここで、クリック検出部１ｃは、ユーザがクリックしたことを検出するも
のであり、また、移動検出部１ｄは、マウス１の移動を検出するものである。これらのク
リック検出部１ｃ，移動検出部１ｄが協働することにより、クリックおよび移動により端
末を手で操作する操作手段（１ｃ，１ｄ）として機能するようになっている。
【００３７】
マウス１は、クリック用のボタン間に設けられた回転ホイール（図示省略）をそなえても
よく又は光によるワイヤレス型でもよい。照射部（近赤外ＬＥＤ）１ａは、手の平の方向
に近赤外光を照射するものであって、近赤外光を発光する近赤外ＬＥＤ（Light Emitting
 Diode）を用いることが好ましい。撮影部１ｂは、手の平からの反射光を用いて撮影血管
像を撮影するものである。
【００３８】
換言すれば、マウス１は、クリックおよび移動により計算機２を手で操作し、手の平の方
向に近赤外光を照射する照射部（近赤外ＬＥＤ）１ａと、手の平からの反射光を用いて撮
影血管像を撮影する撮影部１ｂとをそなえている。
図４（ａ），（ｂ）はそれぞれ本発明の第１実施形態に係る撮影部１ｂの構成例を示す図
である。この図４（ａ）に示す撮影部１ｂは、可視光線を遮断する可視光カットフィルタ
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（以下、フィルタと称する。）５０，フィルタ５０を付設し手の平を撮影するＣＭＯＳカ
メラ５１，ＣＭＯＳカメラ５１により撮影された血管像について２値化処理を行なう画像
処理部５２をそなえて構成されている。フィルタ５０の特性は、例えば図４（ｂ）に示す
ように、可視光領域の光パワーを減衰させ、近赤外線領域の光は透過させるものである。
特に、このフィルタ５０をＣＭＯＳカメラ５１に付した状態で使用することが好ましい。
【００３９】
また、図５は本発明の第１実施形態に係る血管像の一例を示す図であり、ＣＭＯＳカメラ
５１（又はＣＣＤカメラ）を用いて撮影した手の平の画像（Image）において、血管は暗
い像として表示される。このため、計算機２の撮影部１ｂが、画像について２値化処理を
行なうことにより、血管像を抽出できる。
撮影部１ｂにおける２値化処理機能は、例えば各画素（Pixel）の値が定められた値より
も大きい場合には画素値を１にし、そうでない場合には画素値を０とすることによって実
現される。また、２値化処理機能は、撮影部１ｂの一部としてマウス１の内部に設けたＩ
Ｃ（マイクロコンピュータ）によって実現することもできる、なお、２値化処理は、認識
部２ａの前処理として計算機２に保持されたプログラムによって実現することもできる。
【００４０】
これにより、マウス１は、画素値を用いて２値化処理だけを用いて血管像を容易に抽出で
き、また、良好な品質の血管像を得ることができる。なお、撮影画像の画素値をそのまま
保持しないで、画素値に定められた変換を施した結果を保持することもでき、画像の明度
，濃度、輝度等のパラメータを用いることもできる。
【００４１】
このマウス１の形状について説明する。
図６は本発明の第１実施形態に係るマウス１の形状の一例を示す図であって、右側が指先
方向である。この図６に示すマウス１は、透明板５１ａと、反射板（反射部）５１ｂと、
照射部（近赤外ＬＥＤ）１ａと、ＣＭＯＳカメラ５１とをそなえて構成されている。
【００４２】
ここで、近赤外ＬＥＤ１ａは、近赤外光を出力する素子である。この近赤外光の光軸方向
は、手の平と直交するように鉛直方向よりもややマウス１後方側になるようにして傾ける
ことが好ましい。
反射板５１ｂは、照射光を反射するものであり、具体的には近赤外ＬＥＤ１ａからの近赤
外光を反射するとともに手の平からの戻り光を反射するものである。マウス１は、１又は
複数の反射板５１ｂを設けている。反射板５１ｂは、鏡又はプリズムであるが、反射板５
１ｂの代わりに、複数の反射部材を用いることもできる。これにより、光路長を調節でき
、ＣＭＯＳカメラ５１のピントを最適にできる。なお、反射板５１ｂの代わりに広角レン
ズを使用してもよい。
【００４３】
また、透明板５１ａは、反射板５１ｂにて反射された近赤外光を透過させるとともにマウ
ス１の上面を形成するものである。マウス１は、手の平が当たる部分にマウス１本来の機
構部品が存在しない。このため、マウスに撮影部１ｂを組み込む場合は、手の平が当たる
部分を透明な素材に置き換えられている。さらに、この透明板５１ａの形状は、元の厚み
からその厚みを増加させたようになっており、マウス１の外側に膨らむようになっている
。これにより、透明板５１ａのうち手の平が当たる部分の接触面積が増加し、また、手の
平の広範囲の撮影が可能となる。
【００４４】
従って、マウス１が操作機器として用いられ、マウス１の部分のうち手の平の接触する部
分が近赤外光の透過可能な素材で形成され、手の平の接触する部分がマウス１の外側に膨
らむようになっている。
ＣＭＯＳカメラ５１は、反射板５１ｂからの戻り光を撮影するものであり、可視光線を遮
断するためにフィルタ５０が光の入射面に設けられるようになっている。なお、ＣＭＯＳ
カメラ５１の代わりに、ＣＣＤカメラを使用することもできる。このＣＭＯＳカメラ５１
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はＣＣＤカメラに比べて安価，小型という利点がある。
【００４５】
これにより、反射板５１ｂにて反射された近赤外光は、透明板５１ａの上に置かれたユー
ザの手の平にて反射又は散乱され、その戻り光は再度透明板５１ａを透過してＣＭＯＳカ
メラ５１に入力される。
従って、マウス１内部の自由な空間が活用され、また、反射板５１ｂの設置により近赤外
ＬＥＤ１ａと手の平との距離が離されるので、広範囲の撮影が可能となる。また、撮影範
囲の増加により、手の平とマウス１との位置関係が安定化し、血管像を安定的に取得でき
る。
【００４６】
なお、本実施形態における操作機器としては、マウス１に代表されるポインティングデバ
イスやキーボード７（図１１参照）をそなえたＧＵＩ（Graphical User Interface）端末
、リモコン（遠隔制御装置）をそなえたテレビ端末又は携帯電話機３０（図１２参照）等
の携帯情報端末を使用して操作する。
以下、ポインティングデバイス（図示省略）、キーボード７、リモコン、携帯情報端末を
総称して操作機器と称する。これらの操作機器は、ユーザの手で保持しながら操作する必
要があるので、手を撮影できるセンサを取り付けることにより、ユーザの負担を減らしつ
つ身体的特徴を常時検出することが可能となる。
【００４７】
さらに、別途測定装置を設置する場合と比較して、装置の設置スペースを節約できる効果
もある。
次に、記憶部３（図１参照）は、登録血管像を記憶するものであって、１又は複数の比較
用の血管像を保持しており、ＩＣカード３ａ，カード読み取り部３ｂを有する。ＩＣカー
ド３ａは、個人ＩＤ（IDentification）と血管像とが対応づけて記録されたものである。
これにより、記憶部３は、ＩＣカード３ａを用いて撮影血管像を記憶する。
【００４８】
カード読み取り部３ｂは、ＩＣカード３ａに記録された個人ＩＤ，血管像を読み取るもの
であって、例えばカードリーダ等が用いられる。
なお、記憶部３は、光学的に書き換え可能なＣＤ－Ｒ（CD-Recordable）又はＣＤ－Ｒ／
Ｗ（CD-Rewritable）を用いてもよく、ハードディスク等その他の記録媒体を用いて構成
することもできる。
【００４９】
次に、計算機２は、マウス１から出力された撮影血管像と予め記憶した１又は複数の登録
血管像とに基づいて所望の時刻に個人認識を行なうものであって、認識部２ａと、情報処
理部（処理部）２ｂとをそなえて構成されている。この認識部２ａは、撮影部１ｂにて撮
影された撮影血管像と記憶部３に記憶された登録血管像とを所望の時刻に照合することに
より個人認識を行なうものである。また、個人認識処理（認証処理および議別処理）の詳
細については後述する。なお、計算機２は、マウス１および記憶部３とケーブル接続され
ている。
【００５０】
また、情報処理部２ｂは、個人認識を必要とする情報通信システム１００の通信手順処理
を行なうものであり、これにより、計算機（個人認識部）２は、認識時刻を、この情報処
理部２ｂからの通知によって定めるようになっている。そして、認識部２ａは、マウス１
からの通知によって認識時刻を定めるようになっている。具体的には、情報処理部２ｂは
、通信手順を用いてホストコンピュータ１０２ａに接続し個人認識の結果を送信し、また
、認識部２ａからの通知に基づいてホストコンピュータ１０２ａとの通信を切断する。
【００５１】
さらに、情報処理部２ｂは、電子商取引に必要な通信処理画面の描画処理を行ない、電子
商取引の処理を中断させる場合は、画面表示を行なうディスプレイ（表示部）４に「不正
使用です」等の警告メッセージを表示させる。
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次に、個人認識処理について詳述する。
認証処理を行なう場合の認識部２ａの処理手順（Ｘ１）～（Ｘ５）について説明する。
【００５２】
（Ｘ１）ＩＤの入力
認識部２ａは、ＩＣカード３ａ又は暗証番号によって指定された個人ＩＤを入力する。こ
こで、認識部２ａは、同一の個人ＩＤに対し繰り返して認証処理を行なう場合は、個人Ｉ
Ｄの入力を省略することができる。
（Ｘ２）登録血管像の取得
認識部２ａは、入力された個人ＩＤにより指定される登録血管像を記憶部３から取得する
。認識部２ａは、繰り返し認証処理を行なう場合は、前回の認証処理における登録血管像
を記憶しそのまま用いることができる。
【００５３】
（Ｘ３）撮影血管像の取得
認識部２ａは、撮影部１ｂから撮影血管像を取得する。
（Ｘ４）類似度の計算
認識部２ａは、類似度を計算する。この類似度とは、登録血管像および撮影血管像の両者
の一致がどの程度であるかを表す量を意味し、図７を用いて後述する。
【００５４】
（Ｘ５）判定
認識部２ａは、類似度が、定められた閾値よりも大きい場合には認証成功とし、撮影血管
像を有するユーザが、個人ＩＤによって表される個人（本人）であると判定する。そうで
ない場合には、認証失敗とし、そのユーザは他人であると判定する。
【００５５】
次に、識別処理を行なう場合の認識部２ａの処理手順（Ｙ１）～（Ｙ４）は以下に示すよ
うになる。
（Ｙ１）登録血管像の取得
認識部２ａは、記憶部３に登録された複数のユーザの血管像を取得する。認識部２ａは、
繰り返し識別処理を行なう場合は、前回の識別処理における登録血管像を記憶しておきそ
のまま用いることができる。
【００５６】
（Ｙ２）撮影血管像の取得
認識部２ａは、撮影部１ｂから撮影血管像を取得する。
（Ｙ３）類似度の計算
認識部２ａは、各ユーザ毎に登録血管像と撮影血管像との一致の程度を表す量を表す類似
度を計算する。
【００５７】
（Ｙ４）判定
認識部２ａは、類似度が最も大きいユーザを選択する。類似度の最大値が定められた闇値
よりも小さい場合には、認識部２ａは、該当者なし（登録されていない）と判定する。そ
うでない場合には、認識部２ａは、ユーザは選択された類似度が最も大きい個人であると
判定する。
【００５８】
次に、類似度の計算方法について図７を用いて説明する。
図７は本発明の第１実施形態に係る類似度の計算方法を説明するための図である。この図
７に示す画像Ｎ１、Ｎ２は、それぞれ、撮影血管像、登録血管像である。これらの画像（
Image）Ｎ１，Ｎ２は、いずれも、説明のために単純化し、縦横に５分割した２５個の画
素（Pixel）からなり、また、各画素は、いずれも、光の強度（光の明度）により表され
た画素値を有する。個人認識装置１０は、モノクロ画像を用いているので、各画素は、０
から２５５までの値を保持することができるが、撮影部１ｂの２値化処理によって、０か
ら２５５までの値のうちの０と２５５との２種類の値に分類されている。例えば図７に示
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す撮影血管像Ｎ１の０行３列の画素値は「２５５」（真白）である。なお、ｉ行ｊ列（ｉ
，ｊはともに０～４の自然数を表す。）を注目画素（ｉ，ｊ）と表す。モノクロ画像のみ
ならず、複数の波長で撮影した画像を用いても可能である。この場合、各画素は波長毎に
光の強度を表す画素の値を保持しており、これら複数の画素値を用いて類似度を計算する
。
【００５９】
類似度の計算方法は、撮影血管像の２５個の画素値と、登録血管像の２５個の画素値とを
一個づつ、比較し、両方の像の画素値が同一の場合はカウンタをインクリメントし、また
、画素値が異なる場合はカウンタを動作させないようにしている。以下、この計算方法を
詳述する。
（Ｚ１）初期化
まず、認識部２ａは、撮影血管像Ｎ１と登録血管像Ｎ２との両方（以下、両血管像とも称
する。）の注目画素（ｉ，ｊ）をいずれも画像左上（０，０）に設定し、画素値が一致し
た画素の個数を保持する変数（カウンタ）を０に初期化する。
【００６０】
（Ｚ２）画素値の比較
次に、認識部２ａは、注目画素（ｉ，ｊ）において、２枚の画像（両血管像）から画素値
を取得して比較する。注目画素（０，０）について、両血管像はいずれも２５５なので一
致しており、認識部２ａは、カウンタ値を１つ増加させる。
（Ｚ３）注目画素（ｉ，ｊ）の移動
認識部２ａは、注目画素（ｉ，ｊ）を１つ右に移動する。すなわち、注目画素（０，１）
，（０，２）について両血管像のそれぞれの画素値が比較されてカウンタ値が２増加して
３になる。その後、注目画素（０，３）については両血管像の画素値が異なるのでカウン
タ値は３のままになり、注目画素（０，４）についての比較により、再度、カウンタ値が
増加してカウンタ値が４になる。
【００６１】
そして、注目画素（ｉ，ｊ）が右端にきた場合は、１つ下の左端（１，０）に移動し、以
降、注目画素（ｉ，ｊ）が（４，４）についての比較により注目画素（ｉ，ｊ）の移動は
終了する。この機能は、例えばプログラムのｆｏｒループにより実現される。
（Ｚ４）繰り返し
認識部２ａは、再度、画素値の比較を行なう。
【００６２】
（Ｚ５）類似度出力
認識部２ａは、得られたカウンタ値を類似度の値とする。
このように、撮影血管像および登録血管像の各画素について比較するだけなので、処理が
容易である。一方、この類似度計算方法が用いられると、類似度の値は、ユーザが手を置
く位置又は向きによって影響を受ける。従って、類似度計算方法を改良することにより、
これらの影響を低減させることができる。
【００６３】
また、上記の説明では血管像として、２値の画像をそのまま用いているが、記憶容量の削
減又は認識処理の高速化のため、認識部２ａは、画像から特徴量を抽出し、その抽出した
特徴量を記憶し、認識時には特徴量の比較によって類似度計算方法を使用することもでき
る。この特徴量を用いた計算方法は、例えば画像から分岐点又は端点等の特徴点を抽出し
その抽出された特徴点の位置を用いる方法である。なお、本発明は、血管像の表現形態又
は比較方法の詳細には関わらない。
【００６４】
次に、図１に示す記憶部３は、登録血管像を記憶するものであって、個人ＩＤと血管像と
を対応付けて記憶している。この血管像は、所定の規則に基づいて、血管像を表す画像の
各画素値又は各特徴点の位置等を数字列に変換されて蓄積される。この記憶部３は、典型
的には、図８に示すデータ形式のデータベースとして計算機２内において実現される。
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【００６５】
また、本発明装置による血管像の登録処理方法について、処理手順（Ｗ１）～（Ｗ３）を
説明する。
（Ｗ１）ＩＤの入力
認識部２ａは、ＩＣカード３ａ又は暗証番号によって指定された個人ＩＤを受け付ける。
ただし、個人ＩＤが既に定められている場合には、認識部２ａは、ＩＤの入力を省略する
ことができる。
【００６６】
（Ｗ２）撮影血管像の取得
認識部２ａは、撮影部１ｂからの撮影血管像を取得する。
（Ｗ３）血管像の登録
認識部２ａは、個人ＩＤと撮影血管像とを記憶部３に登録する。
このように、登録血管像の登録処理は、比較的容易である。
【００６７】
また、このように、ユーザの負担を減らし、かつ省スペースで常時動作する個人認証が可
能となる。
上述のごとく構成された本発明の第１実施形態の情報通信システム１００における個人認
識装置１０について、図９等を参照して詳述する。
図９は本発明の第１実施形態に係る個人認識処理を説明するためのフローチャートである
。まず、カード読み取り部３ｂがＩＣカード３ａに記録された個人ＩＤと血管像とを読み
込む（ステップＢ１）。近赤外ＬＥＤ１ａがユーザの手の平に近赤外光を照射し（ステッ
プＢ２）、撮影部１ｂが血管像を抽出する（ステップＢ３）。そして、認識部２ａが読み
込まれた血管像と撮影された血管像とを比較し同一人物であるか否かを判定する（ステッ
プＢ４）。
【００６８】
正常時は、ユーザは、まず個人ＩＤと血管像が格納されたＩＣカード３ａ等をカードリー
ダ等のカード読み取り部３ｂに提示する。次に、ユーザは、撮影機能を有するマウス１を
握って電子商取引に必要な操作を開始する。ここで、マウスに設けられたクリック検出部
１ｃおよび移動検出部１ｄが協働することにより、ユーザの操作を検出する。
【００６９】
そして、ユーザの操作中に、近赤外ＬＥＤ１ａがユーザの手の平に近赤外光を照射し、撮
影部１ｂが撮影血管像を抽出する。この撮影血管像は、ケーブルを介して計算機２に送信
される。計算機２における情報処理部２ｂが電子商取引に必要な通信処理画面描画処理を
行なうと同時に、認識部２ａは、ユーザがＩＣカード３ａの不正な所有者であるか否かを
判定する。また、認識部２ａは、不正なユーザであると判定した場合は情報処理部２ｂに
通知して電子商取引の処理を中断させる。ここで、情報処理部２ｂは、ホストコンピュー
タ１０２ａとの通信を切断するとともに、ディスプレイ（表示部）４に警告メッセージを
表示する。
【００７０】
（Ａ１）第１変形例の説明
個人認識装置１０が電子商取引に用いられる態様において、撮影、認識を行なう時刻（タ
イミング）を説明する。実際の情報通信システム１００においては、個人認識装置１０が
いつ撮影を行ない、いつ個人認識を行なうかについて様々な選択が可能である。このため
、個人認識を行なう時刻（タイミング）は以下に示す（Ｐ１）～（Ｐ４）のいずれかを選
択できる。
【００７１】
（Ｐ１）情報通信システム１００使用開始時又は電子商取引における商品購入決定時等、
情報通信システム１００が必要と認める時。
（Ｐ２）一定時間間隔又はボタン押印等について、マウス１が定める時。これにより、ユ
ーザはマウス１を使用していることが保証される。
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（Ｐ３）撮影血管像が妥当であると判定される時（以下で詳述する）。
【００７２】
（Ｐ４）これらの選択肢を組み合わせて便用することもできる。例えば、情報通信システ
ム１００が必要と認めるときに認識を行なうが、前回の認識時刻から一定時間を経過する
までは前回の認識結果をそのまま使う等である。
一方、撮影の時刻（タイミング）に関しては、認識を行なうときだけ撮影する方法と常時
撮影する方法とがある。認識を行なうときだけ撮影する場合でも、１度の撮影で得られる
血管像だけでは十分な認識を行なえない可能性があるので、十分な枚数（又は後述する画
像判定部が十分と判定するまでの枚数）血管像を撮影することが好ましい。
【００７３】
図１０は本発明の第１実施形態の第１変形例に係る個人認識装置のブロック図である。こ
の図１０に示す個人認識装置１０ａに設けられたマウス５は、マウス１が有する機能のほ
かに所望の時刻に個人認識を行なえるものであって、画像判定部（判定部）１ｅと、認識
時刻決定部１ｆとをそなえて構成されている。
ここで、認識時刻決定部１ｆは、認識時刻を定めるものであって、これらの撮影、認識時
刻（タイミング）を定めるものである。
【００７４】
また、画像判定部１ｅは、撮影血管像について照合に適するか否かの妥当性を判定するも
のであり、認識部２ａが、複数の撮影血管像のうちの画像判定部１ｅにて妥当と判定され
たものを用いて照合するようになっている。また、妥当性とは、個人認識（認証又は識別
）の対象となりうること、高精度の判定が可能であることを意味する。
【００７５】
さらに、この画像判定部１ｅが判定する画像は、２値化処理する前の撮影画像であって、
画像判定部１ｅは、画素値を用いて判定するようになっている。そして、画像判定部１ｅ
が、撮影部１ｂにて撮影された撮影血管像の画素値に基づいて撮影血管像が血管像である
か否かを判定することにより、前記妥当性を判定する。また、この画像判定部１ｅは、撮
影部１ｂにて撮影された撮影血管像の時間的変化に基づいて前記妥当性を判定する。
【００７６】
一方、この画像判定部１ｅは、撮影血管像について妥当でないと判定した場合は情報通信
システム１００の動作を停止させるようにもなっている。撮影血管像について妥当でない
と判定した場合は警告を出力する。また、撮影部１ｂが撮影した血管像の一部に可視光が
含まれているときは、画像判定部１ｅが、可視光の強度又は時間変化に基づいて前記妥当
性を判定する。
【００７７】
次に、図１０に示す計算機６は、計算機２とほぼ同一のものであって、記憶部３と、認識
部２ａと、情報処理部２ｂとをそなえて構成されている。この記憶部３は、種々のデバイ
スを用いて構成することができる。
例えば、記憶部３は、メモリのほかに、光学的に書き換え可能なＣＤ－ＲおよびＣＤ－Ｒ
／Ｗディスク、ハードウェア等を用いることもできる。なお、計算機６と外部装置との間
の通信路が完成すれば、記憶部３を計算機６に設ける必要はない。
【００７８】
この図１０に示すもので、上述したものと同一符号を有するものは同一のもの又は同様の
機能を有するものなので、更なる説明を省略する。
本発明の個人認識装置１０ａは、手の平に対して近赤外光を照射する近赤外ＬＥＤ１ａと
、手の平からの反射光を用いて撮影血管像を撮影する撮影部１ｂとをそなえた携帯端末と
、登録血管像を記憶する記憶部３と、撮影部１ｂにて撮影された撮影血管像と記憶部３に
記憶された登録血管像とを所望の時刻に照合することにより個人認識を行なう認識部２ａ
とをそなえている。
【００７９】
　この図１０において、認識時刻決定部１ｆが、認識時刻を、個人認識を必要とする情報
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通信システム１００の通信手順処理を行なう情報処理部２ｂからの通知によって定めるよ
うになっている。そして、また、認識部２ａが、複数の撮影画像のうちの画像判定部１ｅ
にて妥当と判定されたものを用いて照合するようになっている。
【００８０】
このように、情報通信システム１００が必要と認める時には情報処理部２ｂから通知され
る。マウス１が定める時は、クリック検出部１ｃ又は移動検出部１ｄから通知される。撮
影血管像が妥当であると判定される時は、後述する画像判定部１ｅから通知される。
次に、画像判定部１ｅが、撮影血管像が妥当と判定する方法について詳述する。
【００８１】
ユーザ、情報通信システム１００を使用しているときであっても、ユーザの手の平がつね
に撮影可能であるとは限らない。ユーザは、手を少し離すと、撮影部１ｂの視野外に手が
出ることが生じる。このため、正当なユーザが誤って不正ユーザであると判定される可能
性がある。この誤判定を防止する方法として、次の３種類が使用されている。
【００８２】
（１－１）画像判定部１ｅが、撮影された画像が血管像を表しているか否かを判定する。
そして、認識時刻決定部１ｆは、血管像と判定した場合にのみ個人認識を行なうように認
識部２ａに通知するのである。
ここで、血管像であるか否かの判定は、例えば撮影された画像の画素値の平均値が所望の
範囲にあるか否かを調べることにより行なわれる。画素の範囲は、例えば予め撮影した撮
影画像の平均画素値（１０回ほど同一物を使用して得た値の平均値）に基づいて標準偏差
の２倍以内と定める。血管像でないと判定される場合には、認識部２ａは、情報通信シス
テム１００に通知して、「手を乗せてください」等の警告をディスプレイ４に表示すると
ともに情報通信システム１００の動作を一時的に停止させることが望ましい。
【００８３】
（１－２）画像判定部１ｅが、撮影された画像の時間的な変化を調べて、変化があったと
判定される場合にのみ個人認識を行なうように認識時刻決定部１ｆが認識部２ａに通知す
る。時間的な変化は、例えば一定時刻前の撮影画像を保持しておき、撮影画像との差を画
素毎に計算して差の絶対値の平均が指定された値よりも大きいか否かで判定する。個人認
識に失敗したときには、画像判定部１ｅは、情報通信システム１００に通知して、「手を
乗せてください」等の警告をディスプレイ４に表示することが望ましい。さらに、何度か
続けて個人認識に失敗する場合には、情報通信システム１００の動作を停止させることが
望ましい。
【００８４】
（１－３）撮影画像の一部で可視光の検出を行なえるような撮影部１ｂをそなえ、画像判
定部１ｅが可視光の強度を調べて、撮影画像が暗い状態にある又は時間的に暗い方向に変
化したと判定される場合にのみ個人認識を行なうように、認識時刻決定部１ｆが認識部２
ａに通知する。
ここで、画像判定部１ｅは、暗い状態にあるか否かの判定について、例えば可視光の強度
を表す画素値の平均値が所望の値よりも小さいか否かにより判定する。また、時間的に暗
い方向に変化したか否かの判定は、例えば一定時刻前の撮影画像を保持しておき、可視光
の強度を表す画素に関して画素値の差の平均値を計算しておく。そして、指定された値よ
りも小さいか否かで判定する。撮影画像の一部で可視光の換出を行なえる撮影部１ｂとし
ては、例えばカメラの視野の一部を可視カットフィルタの代わりに、赤外線カットフィル
タに置き換えることにより実現する。
【００８５】
（Ａ２）第２変形例の説明
第２変形例は、個人認識の精度を向上させる方法について説明する。この向上のため、操
作機器としてキーボード又は携帯電話機等を用いる態様と、操作機器に複数の撮影カメラ
を組み込む態様との２種類について説明する。
（１）操作機器としてキーボードを用いた態様
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（１－１）装置構成
手の血管は指紋と比較して情報がまばらである。このため、高精度で個人認識を行なうた
めには、撮影部１ｂが、比較的広い面積を安定して撮影する必要がある。
【００８６】
図１１は本発明の第１実施形態の第２変形例に係るキーボードの形状を示す図である。こ
の図１１に示すキーボード７は、ユーザが計算機６又はホストコンピュータ１０２ａにア
クセスするための入力用操作機器であって、計算機６の入出力を操作する機能と、近赤外
ＬＥＤ１ａ，ＣＭＯＳカメラ５１，クッション（緩衝材）７ｃからなる手の平を撮影する
機能とをそなえて構成されている。なお、上述したものと同一のものあるいは同様の機能
を有する。
【００８７】
従って、本発明の個人認識装置１０ａは、キーボード７が操作機器として用いられ、キー
ボード７のうちの手の側に近赤外ＬＥＤ１ａと撮影部１ｂとを設けて構成されたことにな
る。ここで、クッション７ｃは、外観的にはユーザの手の平の下の部分が当たる位置に設
けられた薄い板状のものである。
（１－２）複数の撮影カメラを組み込む構成
クッション７ｃの内部には、近赤外ＬＥＤ１ａと撮影部１ｂ（ＣＭＯＳカメラ５１等）と
からなる一対のセットが，複数設けられ、これにより、広範囲の撮影を安定して行なえる
ようになっている。
【００８８】
（２）動作説明
このような構成により、複数のカメラで撮影された画像の処理方法は以下に示す３種類を
選択的に用いることができる。
（２－１）ユーザが、複数の画像を貼り合わせて１つの大きな画像として扱う。ＣＭＯＳ
カメラ５１を１台しか使用しない装置（例えばマウスー体型）と認識部２ａとを共通化で
きる利点がある。
【００８９】
（２－２）画像判定部１ｅが、撮影血管像が妥当であるか否かの判定を行ない、妥当と判
定された撮影血管像だけを使用して認識処理を行なう。もし、マウス１にもＣＭＯＳカメ
ラ５１が組み込まれている場合には、両方のＣＭＯＳカメラ５１に対してこの判定を行な
うことにより、さらに、安定した認識が可能となる。
【００９０】
（２－３）認識部２ａが、複数の撮影血管像のそれぞれについての認識結果を統合して照
合する。例えば複数の撮影血管像のうちの全部の撮影血管像が、本人と判定される場合に
本人と判定する。もしくは、少なくとも１つの撮影血管像により本人と判定される場合に
本人と判定する。なお、画像判定部１ｅが妥当と判定した撮影血管像だけを使用してもよ
い。
【００９１】
なお、キーボード７とマウス１との両方に撮影カメラを設けることもでき、このようにす
れば、高精度な個人認識が可能となる。
（３）操作機器として携帯電話機等を用いた態様
（３－１）装置構成
マウス１と異なり、テレビ端末のリモコン又は携帯機器（例えば携帯電話機等）は、様々
な電子部品が高密度で搭載されている。このため、電子部品自身が障言となって単一のＣ
ＭＯＳカメラ５１で手の平の広範囲を撮影することが困難である。
【００９２】
（３－２）携帯電話機に複数の撮影カメラを組み込む態様
このため、小型で低解像度のＣＭＯＳカメラ５１を携帯電話機に複数設け、これにより、
広範囲の撮影を行なうことが望ましい。携帯電話機に撮影用のカメラ(図示省略）を配置
する例を図１２に示す。
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図１２は本発明の第１実施形態の第２変形例に係る個人認識装置の外観図である。この図
１２に示す個人認識機能付き処理装置（携帯電話機一体型装置。以下、携帯電話機３０と
称する。）の背面（左側参照）には、近赤外光を透過させることができる素材を用いた透
過口Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄが４個設けられている。そして、携帯電話機３０の内部において４個
の透過口Ａ～Ｄの下方には、図示を省略するがいずれも、携帯電話機３０内部から外部の
手の平に対して近赤外光を照射可能な近赤外ＬＥＤ１aと、手の平にて反射された近赤外
光の反射光を撮影可能な撮影カメラとが設けられている。
【００９３】
さらに、複数の透過口Ａ～Ｄが形成されている場所は、いずれも携帯電話機３０の下半分
である。従って、ユーザが右手又は左手でこの携帯電話機３０を持つと、手の平がちょう
ど、複数の透過口Ａ～Ｄを覆い、これにより、各近赤外ＬＥＤ１ａからの近赤外光が手の
平にて反射され、近赤外ＬＥＤ１ａおよび撮影カメラのペアが１だけの場合と比較して、
広範囲の撮影血管像を得ることができる。
【００９４】
また、図１３は本発明の第１実施形態の第２変形例に係る個人認識装置のブロック図であ
る。この図１３に示す個人認識装置１０ｂは、個人認識装置１０の有する機能と、携帯電
話機３０を用いてホストコンピュータ１０２ａと通信する機能とを有し、携帯電話機３０
と、ホストコンピュータ１０２ａとをそなえて構成されている。ここで、携帯電話機３０
は、近赤外ＬＥＤ１ａ，撮影部１ｂ，情報処理部２ｂ，ディスプレイ（表示部）４および
通信部５４ａを有する。この通信部５４ａは携帯電話機３０に設けられ、無線通信路５４
ｃおよびホストコンピュータ１０２ａ間と無線通信するものであって、図示を省略するが
、例えば無線周波数回路（Radio Frequency回路），送受信アンテナ等をそなえて構成さ
れている。また、無線通信路５４ｃは、無線信号の無線通信路５４ｃである。さらに、通
信部５３ｂは、ホストコンピュータ１０２ａに設けられ、無線通信路５４ｃを介して、対
向する携帯電話機（図示省略）と無線信号を送受信するものである。
【００９５】
これにより、個人認識装置１０ｂは、携帯電話機３０を使用しているユーザについて個人
認識し、これにより、ホストコンピュータ１０２ａは、例えば電子商取引に関して、ユー
ザがアクセスすることを許可するのである。
（４）動作説明
このような構成によって、個人認識装置１０ｂの処理が行なわれる。
【００９６】
図１４は本発明の第１実施形態の変形例に係る個人認識装置１０ｂの処理を説明するため
のフローチャートである。
まず、携帯電話機３０の情報処理部２ｂが通信部５３ａを用いて無線通信路５４ｃを介し
てホストコンピュータ１０２ａと接続する（ステップＣ１）。近赤外ＬＥＤ１ａはユーザ
の手の平に近赤外光を照射し（ステップＣ２），撮影部１ｂが血管像を抽出する（ステッ
プＣ３）。次に、情報処理部２ｂが、通信手順を用いて無線通信路５４ｃを介してホスト
コンピュータ１０２ａに血管像を送付する（ステップＣ４）。そして、ホストコンピュー
タ１０２ａの認識部２ａは、個人ＩＤとして接続している電話番号を使用して、記憶部３
から血管像を検索し撮影血管像と比較し同一人物であるか否かを判定する（ステップＣ５
）。
【００９７】
このように、マウス１，キーボード７等の操作機器に手血管撮影部１ｂを組み込むことに
より、ユーザの負担を減らし省スペースで常時動作する個人認識部２ａを提供することが
できる。
また、ユーザが携帯電話機３０を利用しているときは、複数のペアによって常時又は定期
的に手の平の血管像を撮影し、これにより、継続的に本人についての個人認識が可能とな
る。そして、複数のＣＭＯＳカメラ５１で撮影された画像の処理方法は、キーボード７の
場合と同様に行なわれるので、キーボード７を用いた場合と同様の効果を得られる。
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【００９８】
また、手の平が携帯電話機３０の背面部分のうちの手の平に当たる部分の接触面積が広く
なる。従って、上述したマウス１の透明板５１ａと同様に、やはり、携帯電話機３０は、
高精度な個人認識が可能となる。また、ユーザは少なくとも通話中は、手の平と携帯電話
機３０とを密着し続けるので、ユーザに負担をかけずに、高精度の個人認識が可能となる
。
【００９９】
（５）操作機器として腕時計型の携帯端末を用いた態様
携帯端末の小型化によって、時計機能にコンピュータ機能を加えた腕時計型の携帯端末が
開発されている。この腕時計型の携帯端末は、個人認識装置として機能している。
この個人認識装置は、身体の一部分に近赤外光を照射する近赤外ＬＥＤ１ａと、身体の一
部分からの反射光を用いて撮影血管像を撮影する撮影部１ｂとをそなえた本体機器と、登
録血管像を記憶する記憶部３と、撮影部１ｂにて撮影された撮影血管像と、記憶部３に記
憶された登録血管像とを所望の時刻に照合することにより個人認識を行なう認識部２ａと
をそなえて構成されている。
【０１００】
例えば、リストバンドのように、腕時計型の携帯端末は、常時、ユーザの手首に巻かれて
いる。一方、手首も手の平と同様に近赤外光で血管像を検出できるので、腕時計型携帯電
話機等の手首に巻き付け形態の操作機器に本発明を適用することができる。また、腕時計
型の携帯端末は、小型化された前記個人認識のための各部材を組み込むことができる。
【０１０１】
そして、このような構成によって、ユーザが腕時計型の携帯端末を巻いている間は常時又
は定期的に、腕時計型の携帯端末が撮影した手首の血管像を継続的に計算機６又はホスト
コンピュータ１０２ａに対して送信し、これにより、情報通信システム１００側は、ユー
ザについて継続的に個人認識が可能となる。
（Ａ３）第３変形例の説明
マウス１又はキーボード７等の操作機器は、個人認識装置１０を組み込む場合、従来のマ
ウスケーブルのほかに、血管像を送信するためのケーブルが必要となる。この点は、マウ
ス１又はキーボード７が計算機２，６と無線接続されている場合においても同様である。
【０１０２】
図１５は本発明の第１実施形態の第３変形例に係る個人認識装置のブロック図である。こ
の図１５に示す個人認識装置１０ｃは、個人認識装置１０の有する機能と、マウス５ａお
よび計算機６ａ間におけるデータを一元的に通信する機能とを有し、このデータを一元的
に送信する機能をそれぞれそなえたマウス５ａを設けている。ここで、マウス５ａは、そ
れぞれ、データを一元的に送信する通信部５３ａ，５３ｂを有し、また、これらの通信部
５３ａ，５３ｂ間を接続する通信路５３ｃを共用化するようになっている。
【０１０３】
一般に、パソコンの周辺機器の制御は、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）インターフェー
スが用いられることが多くなってきている。従って、ＵＳＢインターフェースにより、１
本のケーブルに複数の機器を取り付けることが可能になる。また、好ましくは、通信部５
３ａ，５３ｂおよび通信路５３ｃは、例えばＵＳＢインターフェースを利用する。
【０１０４】
換言すれば、個人認識装置１０ｃは、マウス５ａ等の操作に関するデータを計算機６ａに
送信するための通信路５３ｃと、撮影血管像を認識部２ａに送信するための通信路５３ｃ
とを共用している。ここで、マウス５ａの操作に関するデータとは、例えばマウス５ａの
クリック検出，マウス５ａの移動検出又は回転ホイール検出等のデータを意味し、また、
キーボードの操作に関するデータとは、例えばユーザが押下したキーを表すデータを意味
する。
【０１０５】
なお、これら以外のもので上述したものと同一のものあるいは同様の機能を有する。
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このような構成によって、マウス５ａからの撮影血管像，クリック検出および移動検出の
各データは、通信部５３ａにて一緒に束ねられて、通信路５３ｃに出力され、また、全デ
ータは、計算機６ａ側の通信部５３ｂを介して、認識部２ａ，情報処理部２ｂにそれぞれ
入力される。さらに、認識部２ａ，情報処理部２ｂからの反対方向に対するデータも、通
信部５３ｃ，５３ａを介して、マウス５ａの撮影部１ｂ等に入力される。
【０１０６】
このように、通信路５３ｃを設けることにより、通信ケーブルを１本に集約でき、無駄な
配線を省くことができる。また、個人認識装置１０ｃは、通信路５３ｃにて発生した障害
の影響が減少する。
そして、通信部５３ｃの追加により通信ケーブルを簡素化できるので、情報通信システム
１００を比較的容易に改良でき、コストパフォーマンスにも優れる。
【０１０７】
（Ｂ）本発明の第２実施形態の説明
ＩＣカード３ａを利用したセキュリティの向上のために、個人の血管像が第三者に漏洩す
ること又は認識方法の詳細が知られて損失を受けることを防止する必要がある。ＩＣカー
ド３ａを用いてセキュリティの向上を図ることができる。このＩＣカード３ａは、媒体が
さらに、血管像を抽出する抽出部（図４（ａ）に示す画像処理部５２）を設けている。こ
のＩＣカード３ａを用いた実施は以下の選択枝（４－１）～（４－３）が可能である。
【０１０８】
（４－１）記憶部３のみをＩＣカード３ａを用いて実現する。これにより、登録血管像の
読み出しが困難になるので、セキュリティの向上を図ることができる。
（４－２）記憶部３と認識部２ａとをともにＩＣカード３ａを用いて実現する。これによ
り、登録血管像がＩＣカード３ａの外部への出力が回避され、より一層のセキュリティ向
上を図ることができる。
【０１０９】
（４－３）記憶部３と認識部２ａとに加えて、血管像を抽出する画像処理部５２をもＩＣ
カード３ａを用いて実現する。ＩＣカード３ａに記憶された血管像がどのように表現され
ているかについての情報は、外部に洩れない。従って、一層のセキュリティの向上を図る
ことができる。なお、ＩＣカード３ａは計算機２に接続してもよく、マウス５ａ等に接続
してもよい。
【０１１０】
（Ｃ）その他
本発明は上述した実施態様及びその変形例に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲で、種々変形して実施することができる。
（Ｄ）付記
（付記１）　端末を手で操作するとともに該手の平の血管像を撮影して得た撮影血管像を
出力しうる操作機器と、
該操作機器から出力された撮影血管像と登録血管像とに基づいて所望の時刻に個人認識を
行なう個人認識部とをそなえて構成されたことを特徴とする、個人認識機能付き処理装置
。
【０１１１】
（付記２）　該操作機器が、
該手の平の方向に近赤外光を照射する照射部と、
該手の平からの反射光を用いて該撮影血管像を撮影する撮影部とをそなえて構成されたこ
とを特徴とする、付記１記載の個人認識機能付き処理装置。
（付記３）　該個人認識部が、
該登録血管像を記憶する記憶部と、
該撮影部にて撮影された撮影血管像と該記憶部に記憶された登録血管像とを該所望の時刻
に照合することにより前記個人認識を行なう認識部とをそなえて構成されたことを特徴と
する、付記１記載の個人認識機能付き処理装置。
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【０１１２】
（付記４）　該個人認識部が、
認識時刻を定める認識時刻決定部をそなえて構成されたことを特徴とする、付記１又は付
記２記載の個人認識機能付き処理装置。
（付記５）　該個人認識部が、
該認識時刻を、該個人認識を必要とするシステムの通信手順処理を行なう情報処理部から
の通知によって定めるように構成されたことを特徴とする、付記４記載の個人認識機能付
き処理装置。
【０１１３】
（付記６）　該個人認識部が、
該操作機器からの通知によって認識時刻を定めるように構成されたことを特徴とする、付
記４記載の個人認識機能付き処理装置。
（付記７）　該個人認識部が、
該撮影血管像について照合に適するか否かの妥当性を判定する判定部における判定結果に
基づいて認識時刻を定めるように構成されたことを特徴とする、付記４記載の個人認識機
能付き処理装置。
【０１１４】
（付記８）　該判定部が、
該撮影血管像について妥当でないと判定した場合は警告を出力するように構成されたこと
を特徴とする、付記７記載の個人認識機能付き処理装置。
（付記９）　該判定部が、
該撮影血管像について妥当でないと判定した場合は該システムの動作を停止させるように
構成されたことを特徴とする、付記７記載の個人認識機能付き処理装置。
【０１１５】
（付記１０）　該判定部が、
該撮影部にて撮影された撮影血管像の画素値に基づいて該撮影血管像が血管像であるか否
かを判定することにより、前記妥当性を判定するように構成されたことを特徴とする、付
記７～９のいずれか一に記載の個人認識機能付き処理装置。
（付記１１）　該判定部が、
該撮影部にて撮影された撮影血管像の時間的変化に基づいて前記妥当性を判定するように
構成されたことを特徴とする、付記７～９のいずれか一に記載の個人認識機能付き処理装
置。
【０１１６】
（付記１２）　該撮影部が撮影した血管像の一部に可視光が含まれているときは、
該判定部が、可視光の強度又は時間変化に基づいて前記妥当性を判定するように構成され
たことを特徴とする、付記７～９のいずれか一に記載の個人認識機能付き処理装置。
【０１１７】
（付記１３）　手の平の方向に近赤外光を照射する照射部と、該手の平からの反射光を用
いて撮影血管像を撮影する撮影部とをそなえた操作機器と、
登録血管像を記憶する記憶部と、
該撮影部にて撮影された撮影血管像と該記憶部に記憶された登録血管像とを該所望の時刻
に照合することにより個人認識を行なう認識部とをそなえて構成されたことを特徴とする
、個人認識機能付き処理装置。
【０１１８】
（付記１４）　マウスが該操作機器として用いられ、該マウスの部分のうち該手の平の接
触する部分が近赤外光の透過可能な素材で形成され、該手の平の接触する部分が該マウス
の外側に膨らむように構成されたことを特徴とする、付記１～１３のいずれか一に記載の
個人認識機能付き処理装置。
（付記１５）　該マウスが、
照射光を反射する１又は複数の反射部を設けたことを特徴とする、付記１４記載の個人認
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識機能付き処理装置。
【０１１９】
（付記１６）　近赤外線光の光軸方向が、鉛直方向よりも該マウスの後方側になるように
構成されたことを特徴とする、付記１４又は付記１５記載の個人認識機能付き処理装置。
（付記１７）　キーボードが該操作機器として用いられ、該キーボードのうちの前記手の
側に該照射部と該撮影部とを設けて構成されたことを特徴とする、付記１～１６のいずれ
か一に記載の個人認識機能付き処理装置。
【０１２０】
（付記１８）　該個人認識部が、
複数の撮影血管像のそれぞれについての認識結果を統合して照合するように構成されたこ
とを特徴とする、付記１～１６のいずれか一に記載の個人認識機能付き処理装置。
（付記１９）　該個人認識部が、
複数の撮影血管像を用いた認識緒果に基づいて照合するように構成されたことを特徴とす
る、付記１～１６のいずれか一に記載の個人認識機能付き処理装置。
【０１２１】
（付記２０）　該個人認識部が、
複数の撮影血管像のうちの該判定部にて妥当と判定されたものを用いて照合するように構
成されたことを特徴とする、付記８～１６記載の個人認識機能付き処理装置。
（付記２１）　該操作機器が、
該操作に関するデータを該端末に送信するための第１通信路と、該撮影血管像を該個人認
識部に送信するための第２通信路とを共用するように構成されたことを特徴とする、付記
１～１６のいずれか一に記載の個人認識機能付き処理装置。
【０１２２】
（付記２２）　該記憶部が、
ＩＣ（Integrated Circuit）カードを用いて該撮影血管像を記憶するように構成されたこ
とを特徴とする、付記１～２１のいずれか一に記載の個人認識機能付き処理装置。
（付記２３）　該ＩＣカードがさらに、前記個人認識部を設けたことを特徴とする、付記
２２記載の個人認識機能付き処理装置。
【０１２３】
（付記２４）　該媒体がさらに、該血管像を抽出する抽出部を設けたことを特徴とする、
付記２３記載の個人認識機能付き処理装置。
（付記２５）　該記憶部および該認識部のうちの少なくとも一方が、
該操作機器，該端末又は該端末と接続されたホスト端末に設けられたことを特徴とする、
付記１又は付記２記載の個人認識機能付き処理装置。
【０１２４】
（付記２６）　身体の一部分に近赤外光を照射する照射部と、該身体の一部分からの反射
光を用いて撮影血管像を撮影する撮影部とをそなえた本体機器と、
登録血管像を記憶する記憶部と、
該撮影部にて撮影された撮影血管像と該記憶部に記憶された登録血管像とを該所望の時刻
に照合することにより個人認識を行なう認識部とをそなえて構成されたことを特徴とする
、個人認識機能付き処理装置。
【０１２５】
（付記２７）　手の平に対して近赤外光を照射する照射部と、該手の平からの反射光を用
いて撮影血管像を撮影する撮影部とをそなえた携帯端末と、
登録血管像を記憶する記憶部と、
該撮影部にて撮影された撮影血管像と該記憶部に記憶された登録血管像とを該所望の時刻
に照合することにより個人認識を行なう認識部とをそなえて構成されたことを特徴とする
、個人認識機能付き処理装置。
【０１２６】
（付記２８）　端末を生体の一部を用いて操作するとともに該生体の一部の血管像を撮影
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して得た撮影血管像を出力しうる操作機器と、
該操作機器から出力された撮影血管像と登録血管像とに基づいて所望の時刻に個人認識を
行なう個人認識部とをそなえて構成されたことを特徴とする、個人認識機能付き処理装置
。
【０１２７】
（付記２９）　クリックおよび移動により端末を手で操作する操作手段と、
該手の平の方向に近赤外光を照射する照射部と、
該手の平からの反射光を用いて撮影血管像を撮影する撮影部とをそなえて構成されたこと
を特徴とする、操作機器。
【０１２８】
【発明の効果】
　以上詳述したように、本発明の個人認識機能付き処理装置（請求項１～９）および本発
明の関連技術としての操作機器によれば、以下のような効果ないしは利点がある。
　本発明の個人認識機能付き処理装置によれば、端末を手で操作するとともに手の平の血
管像を撮影して得た撮影血管像を出力する操作機器と、撮影血管像が照合に適するか否か
の妥当性を判定する判定部と、個人認識を必要とするシステムの通信手順処理として、個
人認識を必要とする旨を通知する情報処理部と、判定部によって撮影血管像が妥当である
と判定された時刻、または、情報処理部からシステムが個人認証を必要と認める旨の通知
があった時刻を、個人認識を行なう認識時刻として決定する認識時刻決定部と、操作機器
から出力された撮影血管像と登録血管像とに基づいて、認識時刻決定部によって決定され
た認識時刻に個人認識を行なう個人認識部とをそなえて構成されているので、ユーザの負
担を減らし、かつ省スペースで常時動作する個人認証が可能となる（請求項１，５～９）
。
【０１２９】
　また、本発明の個人認識機能付き処理装置によれば、手の平の方向に近赤外光を照射す
る照射部と、手の平からの反射光を用いて撮影血管像を撮影する撮影部とをそなえた操作
機器と、登録血管像を記憶する記憶部と、撮影血管像が照合に適するか否かの妥当性を判
定する判定部と、個人認識を必要とするシステムの通信手順処理として、個人認識を必要
とする旨を通知する情報処理部と、判定部によって撮影血管像が妥当であると判定された
時刻、または、情報処理部からシステムが個人認証を必要と認める旨の通知があった時刻
を、個人認識を行なう認識時刻として決定する認識時刻決定部と、撮影部にて撮影された
撮影血管像と記憶部に記憶された登録血管像とを認識時刻決定部によって決定された認識
時刻に照合することにより個人認識を行なう認識部とをそなえて構成されているので、例
えば電子商取引の重要な場面が発生したときにおいても情報通信システムは認証を確実に
行なえる（請求項２，５～９）。
【０１３０】
そして、マウスが操作機器として用いられ、マウスの部分のうち手の平の接触する部分が
近赤外光の透過可能な素材で形成され、手の平の接触する部分がマウスの外側に膨らむよ
うに構成されてもよく、照射光を反射する１又は複数の反射部を設けてもよく、近赤外線
光の光軸方向が、鉛直方向よりもマウスの後方側になるように構成されてもよい。従って
、このようにすれば、血管画像を得るためにカメラをマウス、キーボードの中に入れて、
ユーザに負担をかけずに何回も自動撮影できその撮影した複数の血管画像を用いて継続的
に本人認証をすることができ、これにより、確実な本人認証が行なえる。
【０１３１】
　さらに、本発明の個人認識機能付き処理装置によれば、身体の一部分に近赤外光を照射
する照射部と、身体の一部分からの反射光を用いて撮影血管像を撮影する撮影部とをそな
えた本体機器と、登録血管像を記憶する記憶部と、撮影血管像が照合に適するか否かの妥
当性を判定する判定部と、個人認識を必要とするシステムの通信手順処理として、個人認
識を必要とする旨を通知する情報処理部と、判定部によって撮影血管像が妥当であると判
定された時刻、または、情報処理部からシステムが個人認証を必要と認める旨の通知があ
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った時刻を、個人認識を行なう認識時刻として決定する認識時刻決定部と、撮影部にて撮
影された撮影血管像と記憶部に記憶された登録血管像とを認識時刻決定部によって決定さ
れた認識時刻に照合することにより個人認識を行なう認識部とをそなえて構成されている
ので、一旦、ユーザがネットワークに接続し、あるいは、セキュリティルームに入った後
において、情報通信システム側は、１回入室を許可した者を継続して認証できる。ネット
ワークに接続している人又は入室者が、本人又は入室許可者か否かを判別できる（請求項
３，５～９）。
【０１３２】
　また、本発明の個人認識機能付き処理装置によれば、手の平に対して近赤外光を照射す
る照射部と、手の平からの反射光を用いて撮影血管像を撮影する撮影部とをそなえた携帯
端末と、登録血管像を記憶する記憶部と、撮影血管像が照合に適するか否かの妥当性を判
定する判定部と、個人認識を必要とするシステムの通信手順処理として、個人認識を必要
とする旨を通知する情報処理部と、判定部によって撮影血管像が妥当であると判定された
時刻、または、情報処理部からシステムが個人認証を必要と認める旨の通知があった時刻
を、個人認識を行なう認識時刻として決定する認識時刻決定部と、撮影部にて撮影された
撮影血管像と記憶部に記憶された登録血管像とを認識時刻決定部によって決定された認識
時刻に照合することにより個人認識を行なう認識部とをそなえて構成されているので、生
体情報に関する技術を用いることにより、身体的特徴を常時検出することにより、常時、
個人認識を行なうことが可能となる（請求項４，５～９）。
　さらに、認識時刻決定部が情報処理部からの通知に基づいて認識時刻を決定することに
より、情報処理部の使用開指示時又は電子商取引における商品購入決定時等、情報処理部
が必要と認める時に個人認証を確実に実行でき、また、認識時刻決定部が判定部による判
定結果に基づいて認識時刻を決定することにより、撮影血管像が妥当であると判定される
ときに個人認証部による個人認証を実行でき、安定した個人認証が可能になる（請求項１
～９）。
【０１３３】
　加えて、本発明の関連技術としての操作機器は、クリックおよび移動により端末を手で
操作する操作手段と、手の平の方向に近赤外光を照射する照射部と、手の平からの反射光
を用いて撮影血管像を撮影する撮影部とをそなえて構成されているので、身体的特徴を常
時検出する際にユーザの負担が減少し、検出装置の設置スペースも小さくなり、また、高
い認証精度を維持できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る情報通信システムの概略的な構成図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る個人認識機能付き処理装置のブロック図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る個人認識処理を説明するためのフローチャートであ
る。
【図４】（ａ），（ｂ）はそれぞれ本発明の第１実施形態に係る撮影部の構成例を示す図
である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る血管像の一例を示す図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係るマウスの形状の一例を示す図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係る類似度の計算方法を説明するための図である。
【図８】本発明の第１実施形態に係る記憶されるデータベースのデータ形式を示す図であ
る。
【図９】本発明の第１実施形態に係る個人認識処理を説明するためのフローチャートであ
る。
【図１０】本発明の第１実施形態の第１変形例に係る個人認識機能付き処理装置のブロッ
ク図である。
【図１１】本発明の第１実施形態の第２変形例に係るキーボードの形状を示す図である。
【図１２】本発明の第１実施形態の第２変形例に係る個人認識付き処理装置の外観図であ
る。
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【図１３】本発明の第１実施形態の第２変形例に係る個人認識機能付き処理装置のブロッ
ク図である。
【図１４】本発明の第１実施形態の変形例に係る個人認識機能付き処理装置の処理を説明
するためのフローチャートである。
【図１５】本発明の第１実施形態の第３変形例に係る個人認識機能付き処理装置のブロッ
ク図である。
【符号の説明】
１，５，５ａ　マウス（操作機器）
１ａ　近赤外ＬＥＤ（照射部）
１ｂ　撮影部
１ｃ　クリック検出部
１ｄ　移動検出部
１ｅ　画像判定部（判定部）
１ｆ　認識時刻決定部
２，６，６ａ　計算機（個人認識部）
２ａ　認識部
２ｂ　情報処理部（処理部）
３　記憶部
３ａ　ＩＣカード
３ｂ　カード読み取り部
３ｃ　出力部
４　ディスプレイ（表示部）
７　キーボード（操作機器）
７ｃ　クッション
１０，１０ａ，１０ｂ，１０ｃ　個人認識装置（個人認識機能付き処理装置）
３０　携帯電話機
５０　可視光カットフィルタ
５１　ＣＭＯＳカメラ
５１ａ　透明板
５１ｂ　反射板（反射部）
５２　画像処理部
５３ａ，５３ｂ，５４ａ，５４ｂ　通信部
５３ｃ　通信路
５４ｃ　無線通信路
１００　情報通信システム
１０１　ネットワーク
１０２　センタ
１０２ａ　ホストコンピュータ（ホスト端末）



(25) JP 4387643 B2 2009.12.16

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(26) JP 4387643 B2 2009.12.16

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】



(27) JP 4387643 B2 2009.12.16

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】



(28) JP 4387643 B2 2009.12.16

10

フロントページの続き

(72)発明者  後藤　誠
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内

    合議体
    審判長  吉岡　浩
    審判官  宮司　卓佳
    審判官  冨吉　伸弥

(56)参考文献  特開平０７－０２１３７３（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２２２１２３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１２５７３４（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－１１９９０６（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－１４９３４５（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－２７２６１３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－０８５５４０（ＪＰ，Ａ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

