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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の内方における被写体に特性をもつ波長域を含む光を選択的に透過する光学系を移
動自在に保持する保持手段と、
　上記保持手段により保持される上記光学系の位置に応じて、生体に内在する被写体を撮
像すべきことを通知する通知手段と、
　上記通知手段により通知される場合、上記光を照射する照射手段と、
　上記通知手段により通知される場合、撮像素子に蓄えられる単位時間あたりの信号量を
、上記生体の内方における被写体以外の被写体を撮像するモードよりも制限する制限手段
と、
　上記通知手段により通知される場合、上記撮像素子により撮像される上記生体の内方に
おける被写体に基づく認証処理結果に応じて通信相手との通信を許可するよう通信手段を
制御する制御手段と
　を有する情報端末装置。
【請求項２】
　上記制御手段は、
　上記認証処理結果に応じて上記通信手段を制御すると共に、上記情報端末装置に有する
諸機能にそれぞれ対応する処理のうち対象処理を制限する
　請求項１に記載の情報端末装置。
【請求項３】
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　上記照射手段は、
　上記生体に到来する光よりも大きい強度として予め設定される値となるよう出力を調整
する
　請求項１又は請求項２に記載の情報端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報端末装置に関し、例えばＣＣＤカメラが搭載された携帯電話機に適用し
て好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、生体内方の血管をＣＣＤカメラにより撮像し、当該撮像した血管を用いて認証処
理を実行する携帯電話機が提案されている（例えば非特許文献１参照)。
【０００３】
　実際上、この携帯電話機は、送信指令が操作部から与えられた場合に、血管を撮像すべ
きことを表示部を介してこのとき操作部を操作する使用者に通知し、当該通知の応答とし
て血管撮像指令が操作部から与えられると、ＣＣＤカメラにより血管を撮像する。
【０００４】
　この後、携帯電話機は、かかる血管を用いて所定の認証処理を実行し、当該認証結果に
基づいてこのとき操作部を操作するユーザが正規ユーザであると判定した場合にのみ個人
情報の送信を許可するようになされている。
【非特許文献１】特願２００４－１３５６０９公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところがかかる構成の携帯電話機においては、送信指令に対応する操作をした後に、血
管撮像指令に対応する操作を要するのみならず、認証処理後にさらに個人情報を送信する
ための操作を要するため、ユーザに対して煩雑な操作を強要することとなり、利便性が悪
かった。
【０００６】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、利便性を向上し得る情報端末装置を提案
しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる課題を解決するため本発明は、情報端末装置であって、生体の内方における被写
体に特性をもつ波長域を含む光を選択的に透過する光学系を移動自在に保持する保持手段
と、保持手段により保持される光学系の位置に応じて、生体に内在する被写体を撮像すべ
きことを通知する通知手段と、通知手段により通知される場合、光を照射する照射手段と
、通知手段により通知される場合、撮像素子に蓄えられる単位時間あたりの信号量を、生
体の内方における被写体以外の被写体を撮像するモードよりも制限する制限手段と、通知
手段により通知される場合、撮像素子により撮像される生体の内方における被写体に基づ
く認証処理結果に応じて通信相手との通信を許可するよう通信手段を制御する制御手段と
を有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、保持手段により保持される光学系の位置に応じて、生体の内方におけ
る被写体を撮像させ、撮像される生体の内方の被写体に基づく認証処理結果に応じて通信
を許可するようにしたことにより、通信を希望する正規ユーザは保持手段を移動すれば通
信することが可能となり、かくして利便性を向上することができる。
　また、撮像素子に蓄えられる単位時間あたりの信号量を、生体の内方における被写体以
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外の被写体を撮像するモードよりも制限することにより、生体の内方における被写体に特
性をもつ波長域を含む光とともに、雰囲気中の光が撮像素子に入射する場合であっても、
その雰囲気中の光の影響が低減されるよう撮像感度を調整可能となる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下図面について本発明を適用した実施の形態を詳述する。
【００１０】
（１）携帯電話機の構成
（１－１）携帯電話機の外観構成
　図１及び図２において、１は本実施の形態による携帯電話機の外観構成を示し、略直方
体形状でなる第１の筺体（以下、これを第１筐体と呼ぶ）２及び第２の筺体（以下、これ
を第２筺体と呼ぶ）３が、当該第２筺体３の一端に設けられた回転軸部４を介して略水平
方向へ回転自在に連結されことにより構成される。
【００１１】
　この第１筺体２の表面中央には表示部１１が設けられていると共に、当該表示部１１の
上方にはスピーカ１２、下方にはジョグダイヤルと呼ばれる回転及び押圧自在の操作部（
以下、これを回転押圧操作部と呼ぶ）１３がそれぞれ設けられている。
【００１２】
　一方、第２筺体３の表面中央には電源キー、発呼キー及び文字入力キー等の各種操作キ
ーからなる操作部１４が設けられていると共に、当該操作部１４の下方にはマイクロフォ
ン１５が設けられている。
【００１３】
　そしてこの携帯電話機１は、第１筺体２の裏面及び第２筺体３の表面を離した開状態に
おいて（図１）、第２筺体３を片手で把持しながら通話又は操作部１４を操作し、一方、
第１筺体２の裏面及び第２筺体３の表面を重ねた閉状態において（図２）、操作部１４を
保護すると共に誤操作を防止し、かつ携帯電話機１全体の寸法を小型化して携帯性を向上
し得るようになされている。
【００１４】
　かかる構成に加えて、この携帯電話機１では、図３に示すように、第２筺体３の裏面３
Ａに撮像部２０が設けられており、当該撮像部２０は血管内の脱酸素化ヘモグロビン（静
脈血）又は酸素化ヘモグロビン（動脈血）に近赤外線帯域の光（近赤外光）が特異的に吸
収されることを利用して、当該撮像部２０の所定位置にあてがうように配置された指内方
の血管を撮像し得るようになされている。
【００１５】
（２）撮像部の構成
　実際上、図３及び図４に示すように、この撮像部２０においては、ＣＣＤカメラ２１が
第２筺体３内部に収納されており、当該ＣＣＤカメラ２１に対応させて撮像部２０の表面
（第２筺体３）には撮像開口部２２が設けられ、当該撮像開口部２２には、所定材質でな
る無色透明の蓋部２３が設けられている。
【００１６】
　これによりこの撮像部２０は、撮像開口部２２から第２筺体３内への異物の流入を防止
すると共に、指ＦＧをあてがうことに起因するＣＣＤカメラ２１の汚れを未然に防止する
ことができるようになされている。
【００１７】
　また撮像部２０の表面には、近赤外光光源２４（２４ａ及び２４ｂ）が設けられており
、当該近赤外光光源２４においては、撮像開口部２２上にあてがわれた指ＦＧの指腹側面
に近赤外光が照射されるようにその照射方向が選定されている。
【００１８】
　従って撮像部２０は、近赤外光光源２４から撮像開口部２２上にあてがわれた指ＦＧに
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対して照射され、当該指ＦＧ内方の血管組織において内在するヘモグロビンに吸収される
と共に血管組織以外の組織において散乱することにより得られる近赤外光を、撮像開口部
２２及び蓋部２３を順次介してＣＣＤカメラ２１に入射することができるようになされて
いる。
【００１９】
　このＣＣＤカメラ２１は、撮像開口部２２下の光路において、近赤外線帯域の波長（お
よそ７００[nm]～９００[nm]）に対応する光のみを透過するマクロレンズ（以下、これを
近赤外光透過レンズと呼ぶ）２５及びＣＣＤ２６が順次配されてなり、当該撮像開口部２
２から入射される各種帯域の光のうち近赤外光をＣＣＤ２６に導光するようになされてい
る。
【００２０】
　またこのＣＣＤカメラ２１には、撮像開口部２２及び近赤外光透過レンズ２５間におい
て、近赤外光光源２４の照射方向に対して直交する方向（以下、これを照射直交方向と呼
ぶ）に偏光軸を有する偏光板２７が設けられている。
【００２１】
　これによりこのＣＣＤカメラ２１においては、照射直交方向に対して垂直となる方向か
ら、指ＦＧの内方を経由することなくその指ＦＧの表面を反射した近赤外光（以下、これ
を指表面反射近赤外光と呼ぶ）を偏向板２７により光路から逸らすことができるようにな
されている。
【００２２】
　従ってこのＣＣＤカメラ２１は、撮像開口部２２から入射される近赤外光のうち、指Ｆ
Ｇ内方から得られる近赤外光（以下、これを血管射影光と呼ぶ）を選択的にＣＣＤ２６に
導光することができるようになされている。
【００２３】
　ＣＣＤ２６は、格子状に配された複数の光電変換素子を有し、これら光電変換素子にお
いて血管射影光を光電変換する。そしてＣＣＤ２６は、この光電変換結果として各光電変
換素子それぞれにチャージされる電荷を所定の制御信号に従って血管画像信号Ｓ１０ａと
して出力するようになされている。
【００２４】
　このようにしてこの撮像部２０は、指ＦＧ内方における血管を撮像対象として撮像する
ことができるようになされている。
【００２５】
　かかる構成に加えて、この撮像部２０においては、ＣＣＤカメラ２１における近赤外光
透過レンズ２５及び偏光板２７を移動するレンズ移動機構により、指ＦＧ内方における血
管のみならず背景等の通常の被写体をも撮像し得るようになされている。
【００２６】
（３）レンズ移動機構の構成
　実際上、図５及び図５のＡ－Ａ´を断面にとった図６に示すように、レンズ移動機構３
０は、撮像開口部２２及び固体撮像素子１４ｃ間（図４）において、第２筺体３の裏面３
Ａと平行であり、かつ第２筺体３の長手方向ＬＣ（ＬＣａ及びＬＣｂ）にスライド自在に
設けられたスライド板３１と、当該スライド板３１の一端に一体形成され、第２筺体３の
側面３Ｂから突出する把持部３２とによって構成される。
【００２７】
　このスライド板３１は、第２筺体３の長手方向に近赤外光透過レンズ２５及び偏光板２
７と、ＲＧＢに対応する波長のみを透過するレンズ（以下、これをＲＧＢ透過レンズと呼
ぶ）３３とをそれぞれ保持するようになされている。
【００２８】
　従ってレンズ移動機構３０は、把持部３２を介してスライド板３１を手動によりスライ
ドさせることにより、撮像開口部２２から固体撮像素子１４ｃまでの光路間（以下、これ
を光路途中位置と呼ぶ）に、当該スライド板３１に設けられた近赤外光透過レンズ２５及
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び偏光板２７あるいはＲＧＢ透過レンズ３３を配置することができるようになされている
。
【００２９】
　この結果、撮像部２０では、光路途中位置に近赤外光透過レンズ２５及び偏光板２７が
配置されている場合には、撮像開口部２２上にあてがわれた指ＦＧを経由して得られる血
管射影光がＣＣＤ２６を介して血管画像信号Ｓ１０ａ（図４）として出力され、当該光路
途中位置にＲＧＢ透過レンズ３３が配置されている場合には、撮像開口部２２から入射さ
れる被写体反射光がＣＣＤ２６を介して被写体画像信号Ｓ１０ｂ（図４）として出力され
ることとなる。
【００３０】
　このようにしてこの撮像部２０においては、レンズ移動機構３０により指ＦＧ内方にお
ける血管又は通常の被写体を撮像対象として撮像することができるようになされている。
【００３１】
　かかる構成に加えてこのレンズ移動機構３０には、図５に示したように、第２筺体３の
側面３Ｂにおいて、近赤外光撮像スイッチ３４Ａと、可視光撮像スイッチ３４Ｂとからな
るスイッチ部３４が設けられている。
【００３２】
　この近赤外光撮像スイッチ３４Ａは、図７及び図８に示すように、光路途中位置に近赤
外光透過レンズ２５及び偏光板２７が配置されている状態（以下、これを血管撮像状態と
呼ぶ）時における把持部３２に対応する位置に有し、当該血管撮像状態時における把持部
３２によってオン状態となるようになされている。このとき近赤外光撮像スイッチ３４Ａ
は、レンズ移動機構３０が血管撮像状態にあることを表す信号（以下、これを血管撮像状
態通知信号と呼ぶ）を内部回路（図示せず）に送出する。
【００３３】
　これに対して可視光撮像スイッチ３４Ｂは、光路途中位置にＲＧＢ透過レンズ３３が配
置されている状態（以下、これを被写体撮像状態と呼ぶ）時における把持部３２に対応す
る位置に有し、当該被写体撮像状態時における把持部３２によってオン状態となるように
なされている。このとき可視光撮像スイッチ３４Ｂは、レンズ移動機構３０が被写体撮像
状態にあることを表す信号（以下、これを被写体撮像状態通知信号と呼ぶ）を内部回路（
図示せず）に送出する。
【００３４】
　一方、スイッチ部３４は、光路途中位置に近赤外光透過レンズ２５及び偏光板２７と、
ＲＧＢ透過レンズ３３との双方がともに配置されていない状態（以下、これを非撮像状態
と呼ぶ）時には、通知信号を内部回路（図示せず）に送出しないようにして、レンズ移動
機構３０が非撮像状態であることを内部回路（図示せず）に通知するようになされている
。
【００３５】
　このようにしてレンズ移動機構３０は、スライド板３１の位置に応じて撮像状態（血管
撮像状態、被写体撮像状態又は非撮像状態）を内部回路に通知することができるようにな
されている。
【００３６】
（４）携帯電話機の回路構成
　一方、この携帯電話機１においては、内部の回路構成として、図９に示すように、当該
携帯電話機１全体の制御を司る制御部４０に対して、表示部１１、回転押圧操作部１３、
操作部１４、記憶部４１、送受信部４２、状態検出部４３及び撮像制御部４４がそれぞれ
接続されることにより構成される。
【００３７】
　この記憶部４１には、各種プログラム、個人データ及びこの携帯電話機１における正規
ユーザの血管の形成パターン（以下、これを正規血管形成パターンと呼ぶ）等の各種デー
タが所定のファイル形式でそれぞれ記憶されている。



(6) JP 5068001 B2 2012.11.7

10

20

30

40

50

【００３８】
　制御部４０は、ＣＰＵ、記憶メモリ、ワークメモリ及びクロック発信機を有し、回転押
圧操作部１３又は操作部１４から入力される操作命令ＣＯＭに対応するファイルを記憶部
４１から適宜読み出してワークメモリに展開し、当該展開したファイルに従って各種処理
を実行する。この際、制御部４０は、かかる処理内容を必要に応じて表示部１１に表示す
るようになされている。
【００３９】
　送受信部４２は、スピーカ１２、マイクロフォン１５及びこの携帯電話機１に設けられ
たアンテナＡＮＴにそれぞれ接続されており、当該マイクロフォン１５又は制御部４０か
ら供給される各種信号を変調した後に増幅し、この結果得られるアップリンク波信号をア
ンテナＡＮＴを介して基地局（図示せず）に送信する。
【００４０】
　一方、送受信部４２は、基地局（図示せず）から送信されたダウンリンク波信号をアン
テナＡＮＴを介して受信し、増幅した後に復調し、この結果得られる各種信号をスピーカ
１２又は制御部４０に送出するようになされている。
【００４１】
　状態検出部４３は、レンズ移動機構３０のスイッチ部３４（図７及び図８）から供給さ
れる血管撮像状態通知信号Ｓ１ａ又は被写体撮像状態通知信号Ｓ１ｂに基づいてレンズ移
動機構３０の状態（血管撮像状態、被写体撮像状態又は非撮像状態）を検出し、当該検出
結果をデータ（以下、これを状態検出データと呼ぶ）Ｄ１として制御部４０に送出するよ
うになされている。
【００４２】
　撮像制御部４４は、制御部４０の制御に応じて、非撮像モード、被写体を撮像するモー
ド（以下、これを被写体撮像モードと呼ぶ）又は血管を撮像するモード（以下、これを血
管撮像モードと呼ぶ）を実行するようになされている。
【００４３】
　実際上、撮像制御部４４は、図１０に示すように、近赤外光光源２４を制御する光源制
御部４４ａ、ＣＣＤ２６を制御する電荷調整部４４ｂ及び当該ＣＣＤ２６に接続されたＡ
／Ｄ(Analog/Digital)変換部４４ｃを有し、非撮像モード時にはバッテリからの電源電圧
が制御部４０によって遮断されており、この結果、非動作状態となっている。
【００４４】
　一方、撮像制御部４４には、被写体撮像モード時には電荷調整部４４ｂ及びＡ／Ｄ変換
部４４ｃのみに対してこの携帯電話機１に内蔵されるバッテリから電源電圧が供給され、
当該電荷調整部４４ｂ及びＡ／Ｄ変換部４４ｃによって被写体撮像モードが実行される。
【００４５】
　この場合、電荷調整部４４ｂは、図１１（Ａ）に示すように、立ち下がり時点から次の
立ち下がり時点までの単位期間ＰＴとする所定のデューティー比のパルス信号を生成し、
これを電荷読出信号Ｓ２としてＣＣＤ２６に送出する。この結果、ＣＣＤ２６では、単位
期間ＰＴ（図１１（Ａ））において各光電変換素子にチャージされる電荷が、立ち下がり
時点を読出開始時点として周期的に読み出され、この読み出された電荷が被写体画像信号
Ｓ１０ｂ（図４）としてＡ／Ｄ変換部４４ｃに出力される。
【００４６】
　Ａ／Ｄ変換部４４ｃは、被写体画像信号Ｓ１０ｂに対してＡ／Ｄ変換処理を施し、この
結果得られる被写体画像データＤ１０ｂを制御部４０（図９）に送出するようになされて
いる。
【００４７】
　他方、撮像制御部４４では、血管撮像モード時には光源制御部４４ａ、電荷調整部４４
ｂ及びＡ／Ｄ変換部４４ｃにバッテリから電源電圧が供給され、当該光源制御部４４ａ、
電荷調整部４４ｂ及びＡ／Ｄ変換部４４ｃによって血管撮像モードが実行される。
【００４８】
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　この場合、光源制御部４４ａは、電源電圧を予め設定された電圧値となるように昇圧す
るようになされている。この電圧値は、撮像時に生体に到来する雰囲気中の光（以下、こ
れを通常光と呼ぶ）による近赤外光への影響を低減させるため、当該通常光よりも大きい
強度の近赤外光が近赤外光光源２４（２４ａ及び２４ｂ）から照射される値に選定されて
いる。
【００４９】
　そして光源制御部４４ａは、昇圧した電源電圧を光源駆動信号Ｓ１として近赤外光光源
２４に印加するようにして当該近赤外光光源２４を駆動する。
【００５０】
　この結果、近赤外光光源２４（２４ａ及び２４ｂ）が点灯し、撮像開口部２２上にあて
がわれた指ＦＧ（図４）には、通常光よりも大きい強度の近赤外光が照射されることとな
る。
【００５１】
　このようにして光源制御部４４ａは、通常光よりも大きい強度の近赤外光が照射される
ように近赤外光光源２４を制御することができるようになされている。
【００５２】
　電荷調整部４４ｂにおいては、電荷読出信号Ｓ２をＣＣＤ２６に送出するだけでは、図
１２（Ａ）に示すように、近赤外光光源２４から照射される近赤外光の強度が通常光より
も大きいことに起因して、ＣＣＤ２６では単位期間ＰＴ（図１１（Ａ））の途中で各光電
変換素子にチャージされる電荷が飽和するといった事態が起こることとなる。
【００５３】
　そこでこの電荷量調整部３４ｂは、電子シャッタと呼ばれる露光時間制御処理を実行し
、ＣＣＤ２６（各光電変換素子）にチャージされる単位期間ＰＴ（図１１（Ａ））当たり
の電荷量を制限するようになされている。
【００５４】
　すなわち電荷量調整部３４ｂは、図１１（Ｂ）に示すように、ＣＣＤ２６（各光電変換
素子）にチャージされている電荷のリセット時点として、予め設定された例えば単位期間
ＰＴの中間時点となるように、電荷読出信号Ｓ２に基づいて電荷リセット信号Ｓ３を生成
する。
【００５５】
　このリセット時点は、近赤外光光源２４に印加する光源駆動信号Ｓ１の電圧値（即ち近
赤外光の強度）に応じて各光電変換素子にチャージされる電荷の飽和期間が変化するため
、単位期間ＰＴのうちの当該電圧値に対応する時点に選定されている。
【００５６】
　そして電荷量調整部３４ｂは、かかる電荷リセット信号Ｓ３を電荷読出信号Ｓ２と共に
ＣＣＤ２６に送出する。この結果、ＣＣＤ２６では、図１１（Ｃ）に示すように、単位期
間ＰＴにチャージされる電荷が、電荷リセット信号Ｓ３のリセット時点から電荷読出信号
Ｓ２の立ち下がり時点までの期間ＥＳＴのみに制限されることとなる。
【００５７】
　そして図１２（Ｂ）に示すように、ＣＣＤ２６では、血管射影光と共に通常光が入射し
た場合であっても、当該血管射影光及び通常光に対する光電変換結果として各光電変換素
子にチャージされる電荷量が相対的に減少することになるため、当該ＣＣＤ２６における
血管射影光に対する撮像感度は通常光による実質的な影響のない状態となる。
【００５８】
　このようにして電荷量調整部３４ｂは、ＣＣＤ２６（各光電変換素子）にチャージされ
る電荷量を制限することにより、通常光による実質的な影響のない状態となるように血管
射影光に対するＣＣＤ２６での撮像感度を調整することができるようになされている。
【００５９】
　Ａ／Ｄ変換部４４ｃは、ＣＣＤ２６から出力される血管画像信号Ｓ１０ａに対してＡ／
Ｄ変換処理を施し、この結果得られる血管画像データＤ１０ａを制御部４０（図９）に送
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出する。
【００６０】
　このようにして撮像制御部４４は、非撮像モード、被写体撮像モード又は血管撮像モー
ドを実行することができるようになされている。
【００６１】
（５）モード切替機能
　ここで、この携帯電話機１には、レンズ移動機構３０の状態（図７及び図８）に連動し
て対応するモードを実行するモード切替機能が搭載されている。
【００６２】
　このモード切替機能は、血管撮像状態（図７（Ａ）及び図８（Ａ））に連動して対応す
る処理を実行するモード（以下、これを血管撮像対応処理モードと呼ぶ）と、被写体撮像
状態（図７（Ｂ）及び図８（Ｂ））に連動して対応する処理を実行するモード（以下、こ
れを被写体撮像対応処理モードと呼ぶ）と、非撮像状態（図７（Ｃ）及び図８（Ｃ））に
連動して対応する処理を実行するモード（以下、これを非撮像対応処理モードと呼ぶ）と
を有しており、これら各処理モードを制御部４０が実行することによりこのモード切替機
能が実現される。
【００６３】
　なお、この携帯電話機１では、当該携帯電話機１に対して外部の装置に情報を送信する
際に、当該情報送信に関する操作するユーザ自らがレンズ移動機構３０を血管撮像状態（
図７（Ａ）及び図８（Ａ））とするようになされている。
【００６４】
　以下、かかる非撮像対応処理モード、被写体撮像対応処理モード及び血管撮像対応処理
モードについて詳細に説明する。
【００６５】
（５－１）非撮像対応処理モード
　制御部４０は、レンズ移動機構３０が非撮像状態であることを内容とする状態検出デー
タＤ１が状態検出部４３から供給される場合には非撮像対応処理モードとして、この携帯
電話機１に有する諸機能にそれぞれ対応する処理（以下、これを機能対応処理と呼ぶ）を
実行し、又は実行可能な状態とする。
【００６６】
　この際、制御部４０は、バッテリから撮像制御部４４への電源電圧の流入を遮断すると
共に撮像制御部４４を非撮像モードとするようにして、当該撮像制御部４４での撮像制御
処理を停止するようになされている。
【００６７】
　このようにして制御部４０は、非撮像対応処理モードにおいて、機能対応処理のうち撮
像制御部４４での撮像制御処理だけを停止することにより、当該撮像制御部４４における
消費電力を喪失させる分だけこの携帯電話機１全体の処理負荷を低減することができるよ
うになされている。
【００６８】
　また制御部４０は、この非撮像対応処理モードにおいて、血管撮像状態（図７（Ａ）及
び図８（Ａ））を表す状態検出データＤ１を受けた場合には血管撮像対応処理モードに遷
移し、一方、被写体撮像状態（図７（Ｂ）及び図８（Ｂ））を表す状態検出データＤ１を
受けた場合には被写体撮像対応処理モードに遷移する。
【００６９】
　従って、この制御部４０においては、ユーザに対して操作部１３又は１４を介してモー
ド切り替えるといった煩雑な操作を行う又は当該操作内容を記憶するといったことを強要
させることなく、レンズ移動機構３０のスライド板３１をスライドするといった簡易な操
作だけで自動的に血管撮像対応処理モード又は被写体撮像対応処理モードに切り替えるこ
とができるようになされている。
【００７０】
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（５－２）被写体撮像対応処理モード
　一方、制御部４０は、被写体撮像対応処理モードに遷移すると、機能対応処理のうち一
部の処理（以下、これを対象処理と呼ぶ）を制限する。
【００７１】
　この実施の形態の場合、制御部４０は、状態検出データＤ１、被写体撮像命令及び送受
信部３４で受信した着信通知の応答としての通話命令だけを受け付けると共に、表示処理
を停止するように表示部１１を制御する。
【００７２】
　従って、この携帯電話機１では、一定の操作に対応する操作命令ＣＯＭを生成する操作
部１３及び１４での操作命令生成処理、送受信部３４での受信処理及び状態検出部３５で
の状態検出処理以外の処理が対象処理として制限されることとなる。
【００７３】
　この状態において制御部４０は、バッテリの電源電圧を電荷量調整部３４ｂ及びＡ／Ｄ
変換部４４ｃに供給すると共に、撮像制御部４４を被写体撮像モードとなるように制御す
る。
【００７４】
　そして制御部４０は、この撮像制御部４４から与えられる被写体画像データＤ１０ｂを
操作部１３又は１４からの被写体撮像命令に応じて記憶部４１に所定の圧縮形式で記憶す
るようになされている。
【００７５】
　また制御部４０は、この被写体撮像対応処理モードにおいて、血管撮像状態（図７（Ａ
）及び図８（Ａ））を表す状態検出データＤ１を受けた場合及び非撮像状態（図７（Ｃ）
及び図８（Ｃ））を表す状態検出データＤ１を受けた場合には、対象処理の制限を解除す
ると共に、撮像制御部４４を対応する撮像モードとなるように制御するようにして、血管
撮像対応処理モード又は非撮像対応処理モードに遷移する。
【００７６】
　従って、この制御部４０は、被写体撮像対応処理モードにおいても、ユーザに対して煩
雑な操作及び操作内容の記憶を強要させることなく、レンズ移動機構３０のスライド板３
１をスライドするといった簡易な操作だけで自動的に血管撮像対応処理モード又は非撮像
対応処理モードに切り替えることができるようになされている。
【００７７】
　なお、制御部４０は、この被写体撮像対応処理モードにおいて、操作部１３又は１４か
ら着信応答としての通話命令を受けた場合には、対象処理の制限を解除すると共に、撮像
制御部４４を非撮像モードとなるように制御した後に、非撮像対応処理モードに遷移する
ようになされている。
【００７８】
　このようにして制御部４０は、レンズ移動機構３０の被写体撮像状態（図７（Ｂ）及び
図８（Ｂ））に連動して自動的に撮像制御部４４を被写体撮像モードとなるように制御す
ることにより、当該被写体撮像状態とするまでのユーザによる物理的な操作負担を低減さ
せることができるようになされている。
【００７９】
　この場合、制御部４０は、この携帯電話機１の機能対応処理のうち被写体撮像時に不必
要な対象処理を停止することにより、当該被写体撮像時におけるこの携帯電話機１全体の
処理負荷を必要最小限に抑えることができるようになされている。
【００８０】
（５－３）血管撮像対応処理モード
　他方、制御部４０は、血管撮像対応処理モードに遷移すると、送信相手及び送信対象デ
ータ等の通信関連情報を入力するように表示部１１を介して通知するようになされており
、当該通信関連情報が操作部１３又は１４を介して入力された場合には、被写体撮像対応
処理モード時と同様に機能対応処理のうち対象処理を制限する。
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【００８１】
　因みに、このとき制限される対象処理は、被写体撮像命令を生成する操作部１３及び１
４での操作命令生成処理も対象処理として含まれる点で、当該処理が対象処理から除かれ
ていた被写体撮像対応処理モード時とは相違している。
【００８２】
　この状態において制御部４０は、バッテリの電源電圧を光源制御部４４ａ、電荷量調整
部３４ｂ及びＡ／Ｄ変換部４４ｃに供給すると共に、撮像制御部４４を血管撮像モードと
なるように制御する。
【００８３】
　そして制御部４０は、撮像制御部４４から供給される血管画像データＤ１０ａに対して
２値化処理を施し、この結果得られた２値血管画像における血管の例えば分岐点の組み合
わせを血管形成パターンとして抽出した後、この血管形成パターンを、記憶部３２に予め
登録された正規血管形成パターンと照合する。
【００８４】
　ここで、制御部４０は、この照合結果として所定の閾値未満となる合致率となった場合
には、その後撮像制御部４４から与えられる血管画像データＤ１０ａを用いて規定回数だ
けリトライするようになされており、当該規定回数だけリトライしても照合結果が閾値未
満の合致率となる場合には、対象処理の制限を解除すると共に、撮像制御部４４を非撮像
モードとなるように制御した後、非撮像対応処理モードに遷移する。このとき制御部４０
は、血管認証が失敗した旨を表示部１１を介して通知するようになされている。
【００８５】
　これに対して制御部４０は、照合結果が閾値以上の合致率となる場合には、正規血管形
成パターンと一致する血管形成パターンであると判定し、この場合、撮像制御部４４を非
撮像モードとなるように制御した後に、この血管撮像対応処理モードの遷移時に入力され
た通信関連情報に従って通信処理を実行するように送受信部４２を制御するようになされ
ている。
【００８６】
　また制御部４０は、この血管撮像対応処理モードにおいて、被写体撮像状態（図７（Ｂ
）及び図８（Ｂ））を表す状態検出データＤ１を受けた場合及び非撮像状態（図７（Ｃ）
及び図８（Ｃ））を表す状態検出データＤ１を受けた場合には、対象処理の制限を解除す
ると共に、撮像制御部４４を対応する撮像モードとなるように制御するようにして、被写
体撮像対応処理モード又は非撮像対応処理モードに遷移する。
【００８７】
　従って、この制御部４０は、血管撮像対応処理モードにおいても、ユーザに対して煩雑
な操作及び操作内容の記憶を強要させることなく、レンズ移動機構３０のスライド板３１
をスライドするといった簡易な操作だけで自動的に被写体撮像対応処理モード又は非撮像
対応処理モードに切り替えることができるようになされている。
【００８８】
　なお、制御部４０は、この血管体撮像対応処理モードにおいて、操作部１３又は１４か
ら着信応答としての通話命令を受けた場合には、被写体撮像対応処理モードと同様に、対
象処理の制限を解除すると共に撮像制御部４４を非撮像モードとなるように制御した後に
、非撮像対応処理モードに遷移するようになされている。
【００８９】
　このようにして制御部４０は、レンズ移動機構３０の血管撮像状態（図７（Ａ）及び図
８（Ａ））に連動して通信関連情報を入力させ、この入力後には自動的に、撮像制御部４
４を血管撮像モードとなるように制御すると共に認証処理を実行することにより、当該血
管撮像状態としてから通信するまでのユーザによる物理的な操作負担を大幅に低減させる
ことができることから、ユーザの意図にかかわらずこの携帯電話機１内の情報を第三者か
ら保護することができるようになされている。
【００９０】
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　この場合、制御部４０は、生体内方における血管形成パターンを用いた認証処理を実行
することにより、第三者による直接的な不正使用を防止するのみならず、生体表面に有す
る指紋等に比して第三者による登録者への成りすまし使用をより強固に防止することがで
きるため、この携帯電話機１内の情報に対する第三者からの保護を強化することができる
ようになされている。
【００９１】
　さらにこの場合、制御部４０は、この携帯電話機１の機能対応処理のうち血管撮像時、
認証時及び通信時において不必要な対象処理を適宜停止することにより、これら血管撮像
時、認証時及び通信時に応じてこの携帯電話機１全体の処理負荷を必要最小限に抑えるこ
とができるようになされている。
【００９２】
（５－４）モード切替処理手順
　上述の制御部４０による非撮像対応処理モード、被写体撮像対応処理モード及び血管撮
像対応処理モードのモード切替処理は、図１３に示すモード切替処理手順に従って実行さ
れる。
【００９３】
　すなわち制御部４０は、この携帯電話機１の主電源が投入されると、このモード切替処
理手順ＲＴをステップＳＰ０から開始し、続くステップＳＰ１に進んで、機能対応処理の
うち撮像制御部４４による撮像処理以外の処理を実行する又は実行可能な状態とするよう
にして非撮像対応処理モードに遷移した後、次のステップＳＰ２に進んでレンズ移動機構
３０が血管撮像状態（図７（Ａ）及び図８（Ａ））又は被写体撮像状態（図７（Ｂ）及び
図８（Ｂ））となったか否かを判定する。
【００９４】
　ここで否定結果を得た場合、このことは、スイッチ部３４（図７及び図８）から血管撮
像状態通知信号及び被写体撮像状態通知信号の双方の信号が状態検出部４３において未だ
検出されておらず、この携帯電話機１における撮像機能の使用をユーザが意図していない
ことを意味し、このとき制御部４０は、非撮像対応処理モードを実行し続ける。
【００９５】
　これに対して肯定結果を得た場合、このことは、スイッチ部３４（図７及び図８）から
血管撮像状態通知信号及び被写体撮像状態通知信号のいずれか信号が状態検出部４３にお
いて検出されており、この携帯電話機１における撮像機能の使用をユーザが意図している
ことを意味し、このとき制御部４０は、次のステップＳＰ３に進んで血管撮像状態（図７
（Ａ）及び図８（Ａ））であるか否かを判定する。
【００９６】
　ここで、制御部４０は、このステップＳＰ３において血管撮像状態（図７（Ａ）及び図
８（Ａ））でないと判定した場合には、続くステップＳＰ４に進んで機能対応処理のうち
対象処理を制限すると共に、撮像制御部４４を被写体撮像モードとなるように制御して被
写体撮像対応処理モードに遷移し、次のステップＳＰ５においてレンズ移動機構３０の状
態が変化したと判定するまで、この被写体撮像対応処理モードを維持する。
【００９７】
　この状態においてユーザは、被写体を撮像することができ、またこの携帯電話機１の諸
機能の使用を意図する場合には、レンズ移動機構３０の状態を血管撮像状態（図７（Ａ）
及び図８（Ａ））又は非撮像状態（図７（Ｃ）及び図８（Ｃ））に変えることができる。
【００９８】
　そして制御部４０は、ステップＳＰ５においてレンズ移動機構３０の状態が変化したと
判定すると、続くステップＳＰ６に進んで、当該変化が血管撮像状態（図７（Ａ）及び図
８（Ａ））でなはないと判定した場合には、ステップＳＰ１に戻って非撮像対応処理モー
ドに遷移するようになされている。
【００９９】
　一方、制御部４０は、ステップＳＰ３又はステップＳＰ６において血管撮像状態（図７
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（Ａ）及び図８（Ａ））であると判定した場合には、続くステップＳＰ７に進んで通信関
連情報を入力させ、続くステップＳＰ８に進んで機能対応処理のうち対象処理を制限する
と共に、撮像制御部４４を血管撮像モードとなるように制御して血管撮像対応処理モード
に遷移した後、次のステップＳＰ９において、撮像制御部４４から供給される血管画像デ
ータＤ１０ａを用いてこのとき携帯電話機１を使用するユーザが正規ユーザであるか否か
を判定し、当該正規ユーザではないと判定した場合には、ステップＳＰ１に戻って非撮像
対応処理モードに遷移する。
【０１００】
　これに対して制御部４０は、正規ユーザであると判断した場合には、続くステップＳＰ
１０に進んで、ステップＳＰ６で入力された通信関連情報に従って通信処理を実行するよ
うに送受信部４２を制御し、次のステップＳＰ１１においてレンズ移動機構３０の状態が
変化したと判定するまで、この血管撮像対応処理モードでの通信処理を維持する。
【０１０１】
　この状態においてユーザは、ステップＳＰ３で入力した通信関連情報とは異なる通信関
連情報を適宜操作部１３又は１４から入力することができ、またこの携帯電話機１の諸機
能の使用を意図する場合には、レンズ移動機構３０の状態を被写体撮像状態（図７（Ｂ）
及び図８（Ｂ））又は非撮像状態（図７（Ｃ）及び図８（Ｃ））に変えることができる。
【０１０２】
　そして制御部４０は、ステップＳＰ１１においてレンズ移動機構３０の状態が変化した
と判定すると、続くステップＳＰ６に進んで、当該変化が非撮像状態（図７（Ｃ）及び図
８（Ｃ））でなはないと判定した場合には、ステップＳＰ４に進んで被写体撮像対応処理
モードに遷移し、これに対して当該変化が非撮像状態（図７（Ｃ）及び図８（Ｃ））であ
ると判定した場合には、ステップＳＰ１に戻って非撮像対応処理モードに遷移するように
なされている。
【０１０３】
　なお、制御部４０は、被写体撮像対応処理モード時（ステップＳＰ４）又は血管撮像対
応処理モード時（ステップＳＰ９）において、操作部１３又は１４から着信応答としての
通話命令を受けた場合には、ステップＳＰ１に戻って非撮像対応処理モードに遷移するよ
うになされている。
【０１０４】
（６）動作及び効果
　以上の構成において、この携帯電話機１は、スライド板３１に保持される光学系（近赤
外光透過レンズ２５及び偏光板２７、ＲＧＢ透過レンズ３３）の位置が撮像部２０の光路
途中位置に配置されている旨の通知をスイッチ部３４及び状態検出部４４を順次介して待
ち受ける。
【０１０５】
　そして携帯電話機１は、かかる通知を受けた場合には、撮像制御部４４に電源電圧を供
給するようにして撮像部２０を起動すると共に、当該撮像部２０により撮像された血管を
用いて認証処理を実行し、当該認証結果に基づいて正規ユーザであるとの判定結果に応じ
てこの携帯電話機１に対して外部との通信を許可する。
【０１０６】
　従ってこの携帯電話機１では、血管撮像から通信許可までの一連の処理を、ユーザの操
作を要することなくスライド板３１の移動状態に連動して実行できるため、通信を希望す
る正規ユーザはスライド板３１を所望位置に移動するだけで通信することができる。
【０１０７】
　また携帯電話機１は、上述の通知を受けた場合には、この携帯電話機１の機能対応処理
のうち不必要な対象処理を適宜停止することにより、ユーザの意図を反映して処理負荷を
調整できるとともに、この携帯電話機１全体の処理負荷を必要最小限に抑えることができ
る。
【０１０８】
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　以上の構成によれば、スライド板３１により保持される光学系の位置が撮像部２０の光
路途中位置に配置されている旨の通知を受けた場合にのみ撮像部２０を起動すると共に、
当該撮像部２０により撮像された血管に基づく認証処理結果に応じて外部の通信相手との
通信を許可するようにしたことにより、血管撮像から通信許可までの一連の処理を、ユー
ザの操作を要することなくスライド板３１の移動に連動して実行できるため、通信を希望
する正規ユーザはスライド板３１を移動するだけで通信することができ、かくして利便性
を向上することができる。
【０１０９】
（７）他の実施の形態
　なお上述の実施の形態においては、生体の固有構造物として、生体の内方における指Ｆ
Ｇの血管を撮像するようにしたが、本発明はこれに限らず、当該生体の表面における指紋
又は生体内方における上皮層と顆粒層との間の境界（皮紋と呼ばれている）等を撮像する
ようにしても良い。特に、指紋を適用するようにすれば、近赤外光を照射しなくても撮像
することができるため、近赤外光光源２４を省ける分だけ小型化できる。
【０１１０】
　また、かかる生体の固有構造物の撮像部位として指ＦＧを撮像するようにしたが、本発
明はこれに限らず、例えば眼球部分、掌部分又は腕部分等を撮像するようにしても良い。
【０１１１】
　また上述の実施の形態においては、撮像手段の構成として、図５に示した構成のものを
適用するようにしたが、これに限らず、撮像対象とする固有構造物の種類やその他の条件
に応じてこの他種々の構成のものを適用することができる。さらに撮像手段に含まれる固
体撮像素子としてＣＣＤ２６を用いるようにしたが、これに限らず、ＣＭＯＳ(Complemen
tary Metal Oxide Semiconductor)等、この他種々の固体撮像素子を用いることができる
。
【０１１２】
　さらに上述の実施の形態においては、生体における固有構造物から得られる光を選択的
に透過する光学系を移動自在に保持する保持手段として、近赤外光透過レンズ２５及び偏
光板２７と、ＲＧＢ透過レンズ３３とを移動自在に保持するスライド板３１（図５及び図
６）を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、図１４に示す
ように、ＲＧＢ透過レンズ３３を省いてなるスライド板５１を適用するようにしても良い
。この場合にも上述の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０１１３】
　また、第２筺体３の裏面３Ａと平行であり、かつ第２筺体３の長手方向ＬＣにスライド
自在に移動するスライド板３１に代えて、図７との対応部分に同一符号を付した図１５に
示すように、第２筺体３の裏面３Ａと平行であり、かつ所定位置を回転軸として回転自在
に移動するスライド板６１を設けるようにしても良い。この場合、非撮像状態時には、撮
像開口部（図示せず）を覆うことができるため、蓋部２３（図４）における破損等を回避
できる。
【０１１４】
　さらに上述の実施の形態においては、保持手段により保持される光学系の位置を通知す
る通知手段として、スイッチ部３４及び状態検出部４３を順次介して状態検出信号を制御
部４０に送出する構成を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限ら
ず、当該スイッチ部３４又は回転軸のロータリスイッチ（図１５）から直接状態検出信号
を制御部４０に送出する構成を適用するようにしても良い。
【０１１５】
　さらに上述の実施の形態においては、制御部４０が非撮像対応処理モード、被写体撮像
対応処理モード及び血管撮像対応処理モードを適宜実行するようにした場合について述べ
たが、本発明はこれに限らず、制御部４０が非撮像対応処理モード及び血管撮像対応処理
モードだけを実行するようにしても良い。この場合、図１４に示す構成のスライド板５１
を有するレンズ移動機構３０を適用するようにすれば、撮像部２０を認証処理時専用のも
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て血管画像を送信する血管画像読取専用装置に適用する場合等に有効である。
【０１１６】
　さらに上述の実施の形態においては、レンズ移動機構３０の血管撮像状態（図７（Ａ）
及び図８（Ａ））に連動して通信関連情報を入力させ、この入力後には自動的に、撮像制
御部４４を血管撮像モードとなるように制御すると共に認証処理を実行するようにした場
合について述べたが、本発明はこれに限らず、当該通信関連情報の入力時期を変更するよ
うにしても良い。この場合であっても、上述の実施の形態と同様の効果を得ることができ
る。
【０１１７】
　さらに上述の実施の形態においては、血管撮像機能を搭載する装置として携帯電話機１
を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えばＰＤＡやノ
ート型のパーソナルコンピュータ、家庭用電子機器又は上述の血管画像読取専用装置等、
この他種々の撮像手段及び通信手段を有する情報端末装置を適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１１８】
　本発明は、撮像手段及び通信手段を有する情報端末装置であって、当該情報端末装置か
ら情報を送信する場合に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】本実施の形態による携帯電話機の外観構成を示す略線図である。
【図２】閉状態の携帯電話機（１）を示す略線図である。
【図３】閉状態の携帯電話機（２）を示す略線図である。
【図４】撮像部の構成を示す略線図である。
【図５】レンズ移動機構の構成（１）を示す略線図である。
【図６】レンズ移動機構の構成（２）を示す略線図である。
【図７】レンズ移動機構の移動状態と撮像状態との関係（１）を示す略線図である。
【図８】レンズ移動機構の移動状態と撮像状態との関係（２）を示す略線図である。
【図９】本実施の形態による携帯電話機内部の回路構成を示すブロック図である。
【図１０】撮像制御部の構成を示すブロック図である。
【図１１】ＣＣＤの読出タイミングの説明に供する略線図である。
【図１２】電子シャッタによる撮像感度調整の説明に供する略線図である。
【図１３】モード切替処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】他の実施の形態によるレンズ移動機構の構成（１）を示す略線図である。
【図１５】他の実施の形態によるレンズ移動機構の構成（２）を示す略線図である。
【符号の説明】
【０１２０】
　１……携帯電話機、２……第１筺体、３……第２筺体、４……回転軸部、１３……回転
押圧操作部、１４……操作部、２０……撮像部、２１……ＣＣＤカメラ、２４Ａ、２４Ｂ
……近赤外光光源、２５……近赤外光透過レンズ、２６……ＣＣＤ、２７……偏光板、３
０……レンズ移動機構、３１、５１、６１……スライド板、３２……把持部、３３……Ｒ
ＧＢ透過レンズ、３４……スイッチ部、３４Ａ……近赤外光撮像スイッチ、３４Ｂ……可
視光撮像スイッチ、４０……制御部、４１……記憶部、４２……送受信部、４３……状態
検出部、４４……撮像制御部、４４ａ……光源制御部、４４ｂ……電荷制御部、４４ｃ…
…Ａ／Ｄ変換部、ＣＯＭ……操作命令、Ｄ１……状態検出データ、Ｄ１０ａ……血管画像
データ、Ｄ１０ｂ……被写体画像データ、Ｓ２……電荷読出信号、Ｓ３……電荷リセット
信号、Ｓ１０ａ……血管画像信号、Ｓ１０ｂ……被写体画像信号、ＲＴ……モード切替処
理手順。
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