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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指紋データに基づいて起動を制御する情報処理装置であって、
　筐体と、
　前記筐体内に設けられ、指が載置されたか否かを検出する指検出手段と、
　前記筐体の上面に設けられ、前記指検出手段が、指が載置されたことを検出したとき、
第１の方向に移動する指の腹を読み取って当該指の指紋データを読み取る指紋センサと、
　前記指紋センサから前記指の腹と前記指の第１関節との平均的な間隔を置いて、前記指
検出手段と対応する前記筐体の位置に、かつ前記指紋センサの読取面の中心から前記第１
の方向の延長線上に設けられ、前記指紋センサによって指紋のデータが読み取られる際の
前記上面における指の腹の初期位置を示し、前記指紋センサの読取り面よりも小さいマー
クと、
　前記指紋センサが読み取った指紋データに基づいて認証の成否を判定する認証手段と、
　前記認証手段による認証が成功した場合に前記情報処理装置を起動させる起動手段と、
を具備する情報処理装置。
【請求項２】
　前記指紋センサが、前記マークと前記上面の端部の間に設けられる請求項１に記載の情
報処理装置。
【請求項３】
　前記筐体は、ヒンジを介して回動可能に設けられる表示装置を有し、
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　前記指検出手段は、前記指紋センサよりも前記ヒンジに近い位置に設けられる請求項１
に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記指検出手段は、前記上面上の電位の変化に基づいて指を検出する請求項１または２
に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記指検出手段は、発光部を有し、前記筐体外に光を発光する請求項１ないし４のいず
れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記発光部は、前記認証手段における認証の成否に対応付けられた形態で点灯する請求
項５に記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は認証処理を行う情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、機密情報の漏洩を防止するため、情報処理装置においてセキュリティへの取り組
みがなされている。従来の情報処理装置におけるセキュリティ機能として、指の静脈パタ
ーンを用いて認証を行うものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－４３５７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　指の静脈パターンを用いて認証を行う情報処理装置において、指の静脈パターンを撮影
する際に、カメラに対して正しい位置に指を置くために様々な工夫がこれまでになされて
きた。例えば、カメラに設けられるシャッターをスライドして開く動作や、キーボードの
特定のキーや追加されたスイッチを押す動作により、指の静脈パターンを撮影するカメラ
に対して登録時と同じ位置に指を置くことができるというものであった。
【０００５】
　以上のように従来の情報処理装置においては、ユーザが認証時に上記の特定の動作を行
わなければならなかったので、より簡便に認証に用いる指を正しい位置に導き認証処理を
行いたいという要求があった。
【０００６】
　本発明の目的は、より簡便に認証に用いる指を正しい位置に導き認証処理を実行できる
情報処理装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態によれば、情報処理装置は、筐体と、指紋センサと、指検出手段と、認証手段
と、起動手段とを具備する。指紋センサは、筐体上面に設けられ、指紋データを読み取る
。指検出手段は、指紋センサから所定の間隔を置いて設けられる。認証手段は、指検出手
段で指が検出されると指紋センサを読み取り、指紋データに基づいて認証の成否を判別す
る。起動手段は、認証手段による認証が成功した場合に情報処理装置を起動させる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態のパーソナルコンピュータの外観図である。
【図２】実施形態のパーソナルコンピュータの機能ブロック図である。
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【図３】実施形態の指紋認証を実行する際の情報処理装置の断面図である。
【図４】実施形態の指紋認証を実行する際のスワイプ動作を説明する図である。
【図５】実施形態の指紋認証処理手順を示すフローチャートである。
【図６】実施形態の変形例であるフィルムタイプ指紋センサの外観図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、実施の形態について図面を参照して説明する。
　図１は、実施形態の情報処理装置の外観図である。情報処理装置として、パーソナルコ
ンピュータ１を例に説明をする。
　パーソナルコンピュータ１は、コンピュータ本体２とディスプレイユニット３とが、ヒ
ンジ５を介して回動自在に設けられている。コンピュータ本体２は、タッチパッド６と、
キーボード７と、電源スイッチ８と、指紋センサ２２とを有する。表示ユニット２には、
中央部にディスプレイ４が設けられている。
【００１０】
　実施の形態において、ディスプレイ４に対向してパーソナルコンピュータ１を使用する
ユーザから見て上方向を上、下方向を下、左側を左、ユーザから見て右側を右、手前側を
手前、奥側を奥と定義する。
【００１１】
　ディスプレイ４は、基板に実装されるグラフィックチップから送出される映像信号に基
づいて、映像を表示する。ディスプレイ４は、例えばＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）等である。
【００１２】
　本体筐体２ａは、上面にタッチパッド６やキーボード７等の操作デバイスを有し、内部
に基板や、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）１６等を収容する。また、本体筐
体２ａのパームレスト部には指紋センサ２２が設けられ、指紋センサ２２の約１センチメ
ートル奥側に指位置マーク２６が表示されている。指位置マーク２６の位置の本体筐体２
ａ内には、指検出部２５が設けられている。
【００１３】
　指紋センサ２２は、ユーザに対して目立たない形状及び色で構成される。例えば本体筐
体２ａが黒色である場合は指紋センサ２２の表面も黒色とし、周囲の本体筐体２ａに対し
て凹凸が少なくフラットな形状とする。
【００１４】
　一方、指紋センサ２２の奥側に表示される指位置マーク２６は、本体筐体２ａから目立
つように構成される。例えば、本体筐体２aとは異なる色で表示され、ユーザに対して指
紋認証を行うために指を置く位置即ち指紋認証開始位置として三角形の矢印記号が表示さ
れる。
【００１５】
　このように、本体筐体２ａと一体化するように指紋センサ２２を設け、本体筐体２ａか
ら目立つように指位置マーク２６を設けると、ユーザは目立つ表示となっている指位置マ
ーク２６に指の腹の部分を置きスワイプ動作（ユーザの指の指紋を指紋センサ２２に読み
取らせる動作）を開始する。換言すると、ユーザにとっては注意を引く指位置マーク２６
に指紋認証を行うデバイスがあるように見え、指位置マーク２６がダミーの指紋センサの
役割を担う。このように指位置マーク２６を指紋センサ２２の奥側に設けることにより、
指紋センサ２２上に指の第一関節が置かれた状態でスワイプ動作が開始されるので、第一
関節から先端までの広い範囲の指紋イメージを採取することができる。
【００１６】
　更に、指位置マーク２６は、本体筐体２ａをくり抜いて透光性部材を埋め込み、下から
ＬＥＤ３１を点灯させる形態でも良い。ＬＥＤ３１からの発光によって表示を行うことで
更に目立たせることが出来る。
【００１７】
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　また、ＬＥＤ３１の点灯の形態（色や点滅間隔）を異ならせるとしても良い。即ち、指
紋センサＩＣ２３が起動し指が置かれることを待機している状態や、指紋認証の結果が成
功／失敗した状態を示すために、各状態に対応させて点灯形態を制御する。例えば、ＬＥ
Ｄ３１を、指待機状態では緑色に点灯させ、指紋認証が成功した場合は緑色に点滅させ、
指紋認証が失敗した場合は赤色に点滅させることで、ユーザに指紋認証の状態を通知する
ことができる。このようにＬＥＤ３１を用いた指位置マーク２６では、指を置く位置のみ
ならず指紋認証のステータスをユーザに対して通知することが可能となる。
【００１８】
　タッチパッド６は、本体筐体２ａ上面に設けられるポインティングデバイスである。タ
ッチパッド６の操作により、画面の遷移やアイコンの選択等の操作信号が各部に伝送され
る。
【００１９】
　キーボード７は、本体筐体２ａ上面に設けられる入力デバイスである。キーボード７の
ボタン操作により、文字入力やアイコンの選択等の操作信号が各部に伝送される。
【００２０】
　電源スイッチ８は、ユーザによる操作に応じてパーソナルコンピュータ１をパワーオン
／パワーオフする制御信号を入力する。
　次に、図２を用いてパーソナルコンピュータ１の機能について説明する。図２は、本実
施の形態におけるパーソナルコンピュータ１の機能ブロック図である。
　パーソナルコンピュータ１は、ディスプレイ４と、タッチパッド６と、キーボード７と
、電源スイッチ８と、ＣＰＵ１０と、ノースブリッジ１１と、主メモリ１２と、グラフィ
ックスコントローラ１３と、ＶＲＡＭ１４と、サウスブリッジ１５と、ＨＤＤ１６と、Ｂ
ＩＯＳ－ＲＯＭ１７と、ＥＣ／ＫＢＣ１８と、電源コントローラ１９と、バッテリ２０と
、ＡＣアダプタ２１と、指紋センサＩＣ２３と、指検出部２５と、指紋コントローラＩＣ
２７と、フラッシュメモリ２７ａと、ＬＥＤ３１とから構成される。
【００２１】
　ＣＰＵ１０は、本パーソナルコンピュータ１の動作を制御するために設けられたプロセ
ッサであり、ＨＤＤ１６から主メモリ１２にロードされるオペレーティングシステム（Ｏ
Ｓ５０）及び各種アプリケーションプログラムを実行する。またＣＰＵ１０は、ＢＩＯＳ
－ＲＯＭ１７に格納されたシステムＢＩＯＳ５１を主メモリ１２にロードした後、実行す
る。システムＢＩＯＳ５１はハードウェア制御のためのプログラムである。また、ＣＰＵ
１０は指紋認証アプリケーション５２を実行し、パーソナルコンピュータ１の起動時に認
証を行う。
【００２２】
　ノースブリッジ１１は、ＣＰＵ１０のローカルバスとサウスブリッジ１５との間を接続
するブリッジデバイスである。ノースブリッジ１１には主メモリ１２をアクセス制御する
メモリコントローラも内蔵されている。またノースブリッジ１１はＡＧＰ（Ａｃｃｅｌｅ
ｒａｔｅｄ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｏｒｔ）バス等を介してグラフィックスコントローラ
１３との通信を実行する機能も有している。
【００２３】
　主メモリ１２は、ＨＤＤ１６に記憶されるオペレーティングシステム（ＯＳ５０）及び
各種アプリケーションプログラムや、ＢＩＯＳ－ＲＯＭ１７に格納されたシステムＢＩＯ
Ｓ５１を展開されるためのいわゆるワーキングメモリである。
【００２４】
　グラフィックスコントローラ１３は、本コンピュータのディスプレイモニタとして使用
されるディスプレイ４を制御する表示コントローラである。このグラフィックスコントロ
ーラ１３はオペレーティングシステム／アプリケーションプログラムによってＶＲＡＭ１
４に描画された表示データから、ディスプレイ４に表示すべき表示イメージを形成する映
像信号を生成する。
【００２５】
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　サウスブリッジ１５は、ＢＩＯＳ－ＲＯＭ１７へのアクセスや、ＨＤＤ１６及びＯＤＤ
（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等のディスクドライブ（Ｉ／Ｏデバイス）の
制御を行う。
【００２６】
　ＨＤＤ１６は、ＯＳ５０及び各種アプリケーションプログラム等を記憶する記憶装置で
ある。
　ＢＩＯＳ－ＲＯＭ１７は、ハードウェア制御のためのプログラムであるシステムＢＩＯ
Ｓ５１を格納する書き換え可能な不揮発性メモリである。
　ＥＣ／ＫＢＣ１８は、入力手段としてのタッチパッド６、キーボード７の制御を行う。
ＥＣ／ＫＢＣ１８はパーソナルコンピュータ１のシステム状況に関わらず、各種のデバイ
ス（周辺機器、センサ、電源回路等）を監視し制御するワンチップ・マイコンである。ま
たＥＣ／ＫＢＣ１８は、ユーザによる電源スイッチ８の操作に応じて、電源コントローラ
１９と共同して、本パーソナルコンピュータ１をパワーオン／パワーオフする機能を有し
ている。
【００２７】
　電源コントローラ１９は、外部電源がＡＣアダプタ２１を介して供給されている場合、
ＡＣアダプタ２１から供給される外部電源を用いてパーソナルコンピュータ１の各コンポ
ーネントに供給すべきシステム電源を生成する。また、電源コントローラ１９は、外部電
源がＡＣアダプタ２１を介して供給されていない場合、バッテリ２０を用いてパーソナル
コンピュータ１の各コンポーネント（コンピュータ本体２及びディスプレイユニット３）
に供給すべきシステム電源を生成する。
【００２８】
　指紋センサＩＣ２３は、指紋センサ２２上でスワイプされた指の指紋イメージを読み取
り、指紋コントローラＩＣ２７に入力する。指紋センサＩＣ２３は、指検出部２５で指が
検出されると指紋イメージの読み取りを開始する。
【００２９】
　指検出部２５は、導体で構成され、指紋センサＩＣ２３の指検出入力ピンに接続されて
いる。指検出部２５は、指が接触すると電位の変化を検出し、これを指紋センサＩＣ２３
へ入力する。指検出部２５が設けられている位置の本体筐体２ａ上には、指位置マーク２
６が設けられる。尚、指位置マーク２６には、ＬＥＤ３１を用いて発光させる形態として
も良い。ＬＥＤ３１を用いる場合、ＬＥＤ３１は指紋コントローラＩＣ２７に接続し、指
紋コントローラＩＣ２７によって制御される。
【００３０】
　指紋コントローラＩＣ２７は、指紋センサＩＣ２３から入力されたユーザの指紋イメー
ジを用いた認証処理を行う。指紋コントローラＩＣ２７は、例えばＵＳＢコントローラを
備え、ＵＳＢで指紋センサＩＣ２３と接続されている。また、指紋コントローラＩＣ２７
は、ユーザの指紋データ及び指紋認証アルゴリズムが組み込まれたファームウェアを実装
したフラッシュメモリ２７ａを備えている。
【００３１】
　フラッシュメモリ２７ａは、指紋認証を実行するか否か設定（有効／無効）や、パーソ
ナルコンピュータ１の使用を許可するユーザの指紋の特徴点を示すパラメータ等（以後、
指紋データと呼ぶ）が格納されている。指紋コントローラＩＣ２７は、フラッシュメモリ
２７ａで指紋認証が有効に設定されている場合、指紋センサＩＣ２３から入力されたユー
ザの指紋イメージから特徴点を抽出し、フラッシュメモリ２７ａに登録している指紋デー
タと比較することで認証を行う。
【００３２】
　また、指紋コントローラＩＣ２７は汎用入出力ポートを有し、指位置マーク２６として
ＬＥＤ３１を用いる場合は、ＬＥＤ３１の制御を行う。即ち、指紋コントローラＩＣ２７
は、フラッシュメモリ２７ａに記憶されている指紋センサ２２の状態とＬＥＤ３１の点灯
形態との対応情報を参照して、指紋センサ２２の状態と対応付けられている形態でＬＥＤ
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３１を点灯させる。
【００３３】
　指紋センサ２２の状態の例として、指紋センサＩＣ２３が起動して指検出部２５で指を
検出していない場合には指待機状態、指紋センサＩＣ２３で採取した指紋イメージが登録
している指紋イメージと一致した場合は指紋認証成功状態、指紋センサＩＣ２３で採取し
た指紋イメージが登録している指紋認証失敗状態が挙げられる。例えば、指紋センサ２２
の状態に対応付けたＬＥＤ３１の点灯形態として、指待機状態では緑色で点灯、指紋認証
成功状態では緑色で点滅、指紋認証失敗状態では赤色で点滅させても良い。
【００３４】
　次に、図１に示した（Ａ）－（Ａ´）線に沿った断面構造について、図３を用いて説明
する。図３は、実施形態の指紋認証を実行する際のパーソナルコンピュータ１の断面図で
ある。
【００３５】
　図３に示すように、ユーザは本体筐体２ａ上に目立つように設けられている指位置マー
ク２６に指１００を合わせて指紋認証を開始する。上述のように指位置マーク２６の位置
の本体筐体２ａ内部には指検出部２５が設けられているので、指位置マーク２６に指１０
０が接触されると指検出部２５で電位の変化が検出される。
【００３６】
　図３に示すように、指１００には、指の先端部１０１と、指の腹１０２と、指の第一関
節１０３とがある。ユーザが指１００で物体を触る場合、最初に物体に接触する部分は通
常指の腹１０２である。指検出部２５と指紋センサ２２とは、指の腹１０２と指の第一関
節１０３との平均的な間隔である約１センチメートルの間隔を隔てて設置されている。
【００３７】
　指検出部２５と指紋センサ２２とは導体２８で接続されている。指紋センサ２２はプリ
ント基板３０とはんだボール２９を介して実装されている。
　次に、図４を用いて、本実施の形態における指紋認証の流れについて説明する。図４は
、実施形態の指紋認証を実行する際のスワイプ動作を説明する図である。図４（１）はス
ワイプ動作開始時を示す図で、図４（２）はスワイプ動作中を示す図である。
【００３８】
　まず、指紋センサ２２及び指検出部２５の位置関係について説明する。指検出部２５は
、指紋センサ２２に対して本体筐体２ａの奥側に所定の間隔を隔てて配置される。本実施
形態において所定の間隔とは、指の腹の中心から指の第一関節までの平均的な長さ（約１
センチメートル）とする。
【００３９】
　次に、以上のように配置された指紋センサ２２及び指検出部２５を用いて指紋認証を行
う場合のスワイプ動作について説明する。まず、図４（１）に示すように、パーソナルコ
ンピュータ１の起動に指紋認証を行う設定としている場合、ユーザは本体筐体２ａ上で目
立つように形成されている指位置マーク２６に指の腹１０２を置く。すると、指位置マー
ク２６の下に設けられている指検出部２５に指の腹１０２が接触し、指検出部２５で電位
の変化が検出される。指検出部２５から電位の変化が指紋センサＩＣ２３へ通知され、指
紋センサＩＣ２３は指紋イメージの読み込みを開始する。ユーザが指位置マーク２６に指
の腹１０２を置いている際、指紋センサ２２上には指の第一関節１０３が位置している。
【００４０】
　次に、図４（２）に示すように、指紋認証を行うために（Ａ´）側即ち本体筐体２ａの
手前側へスワイプさせると、指紋センサ２２上を指の第一関節１０３から指の先端部１０
１が通過する。即ち、指紋センサ２２では指の第一関節全体の指紋イメージを読み込むこ
とができる。
【００４１】
　次に、図５を用いて本実施の形態における指紋認証手順について説明する。図５は、実
施形態の指紋認証処理手順を示すフローチャートである。
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　まず、ユーザはパーソナルコンピュータ１の電源スイッチ８を押下する（ステップＳ１
１）。次に、ＢＩＯＳ５１は、パーソナルコンピュータ１を構成するハードウェアを初期
化する（ステップＳ１２）。
【００４２】
　次に、指紋コントローラＩＣ２７は、指紋認証が有効に設定されているか否かを判別す
る（ステップＳ１３）。即ち、指紋コントローラＩＣ２７はフラッシュメモリ２７ａに記
憶されている指紋認証の設定（有効／無効）を読み出す。
【００４３】
　ステップＳ１３で判別した結果、指紋認証が有効に設定されている場合（ステップＳ１
３のＹｅｓ）、ＢＩＯＳ５１は指紋センサＩＣ２３を起動させる（ステップＳ１４）。一
方、ステップＳ１３で判別した結果、指紋認証が無効に設定されている場合（ステップＳ
１３のＮｏ）、ＢＩＯＳ５１は指紋認証を行わずにＯＳ５０を起動させる（ステップＳ１
９）。
【００４４】
　指紋センサＩＣ２３が起動されると、指紋コントローラＩＣ２７は指検出部２５で指が
検出されたか否かを判別する（ステップＳ１５）。即ち、指紋コントローラＩＣ２７は導
体２８で接続されている指検出部２５において、電位の変化が検出されたか否かを判別す
る。
【００４５】
　ステップＳ１５で判別した結果、指検出部２５で指を検出していないと判別した場合（
ステップＳ１５のＮｏ）、ステップＳ１５に戻る。即ち、指紋コントローラＩＣ２７は指
を検出したと判別するまで指待機状態となる。
【００４６】
　一方、ステップＳ１５で判別した結果、指検出部２５で指を検出したと判別した場合（
ステップＳ１５のＹｅｓ）、指紋センサＩＣ２３は指紋イメージの読み取りを開始する（
ステップＳ１６）。指検出部２５に指の腹１０２が置かれた時即ち指紋センサＩＣ２３に
指の第一関節１０３が置かれている状態から、指紋センサＩＣ２３は指紋イメージの読み
取りを開始するので指１００の第一関節全体の指紋イメージを採取することができる。
【００４７】
　指紋コントローラＩＣ２７は、指紋センサＩＣ２３から指紋イメージが入力されると、
フラッシュメモリ２７ａに指紋データが登録されているか否かを判別する（ステップＳ１
７）。ステップＳ１７で判別した結果、指紋データが登録されていないと判別した場合（
ステップＳ１７のＮｏ）、ステップＳ１９に進み、ＯＳ５０を起動させ指紋認証アプリケ
ーション５２によって指紋データ登録を行う。
【００４８】
　一方、ステップＳ１７で判別した結果、指紋データが登録されていると判別した場合（
ステップＳ１７のＹｅｓ）、次に指紋コントローラＩＣ２７は入力された指紋イメージの
特徴点を示す指紋データと、登録している指紋データとが一致するか否かを判別する（ス
テップＳ１８）。即ち、指紋認証を実行中のユーザが、正当な使用権限を有するユーザで
あるか否かを判別する。指紋データが一致するか否かの判別方法については説明を省略す
るが、例えば指紋の特徴点を数点比較することで指紋が一致するか否か判別することが出
来る。
【００４９】
　ステップＳ１８で判別した結果、入力された指紋データと、登録済みの指紋データとが
一致すると判別した場合（ステップＳ１８のＹｅｓ）、ＢＩＯＳ５１はＯＳ５０を起動す
る。一方、ステップＳ１８で判別した結果、入力された指紋データと、登録済みの指紋デ
ータとが一致しないと判別した場合（ステップＳ１８のＮｏ）、ＢＩＯＳ５１はＯＳ５０
を起動しない。以上で、本実施の形態における指紋認証手順は終了する。
【００５０】
　尚、指紋認証の有効／無効の設定は、ユーザが切り替えて設定可能であるが、初期設定
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では無効に設定し、指紋の登録がされると自動的に有効と設定するとしても良い。
【００５１】
　以上のように構成される本実施の形態によれば、指を置くことを促す指位置マーク２６
を指紋センサ２２の奥側に設けることで、指紋認証を行うユーザは指１００を指位置マー
ク２６に置いてスワイプ動作を開始する。更に、指位置マーク２６を設ける位置に指検出
部２５を内蔵し、この指検出部２５で電位の変化から指の接触を検出して指紋センサＩＣ
２３で指紋イメージの読み取りを開始する。即ち、指位置マーク２６に指の腹１０２が置
かれている状態では指紋センサ２２には指の第一関節１０３が置かれているので、指の第
一関節１０３から指紋イメージの採取が開始することが出来る。従って、より広範囲の指
紋イメージを採取することができ指紋イメージの登録率が向上する。
【００５２】
　指位置マーク２６を設けない場合、ユーザは指紋センサ２２に指の腹１０２を置いた状
態からスワイプ動作を開始するので、指紋センサ２２に含まれる指紋センサＩＣ２３では
指の腹１０２から指の先端部１０１までの指紋イメージしか採取することが出来なかった
。本実施の形態によれば、指位置マーク２６を設けることにより、スワイプ開始時に指の
第一関節１０３が指紋センサ２２上に置かれるため、指紋センサＩＣ２３は指の第一関節
１０３から指の先端部１０１にかけての指紋イメージを読み取ることが出来る。従って、
本実施の形態によれば、指紋登録率が向上すると共に指紋認証率が向上する。即ち、指紋
センサ２２において、正当な使用権限者を誤って拒否することや、使用権限を所持してい
ない者を誤って受け入れることが減少する。
【００５３】
　また、指紋センサ２２がサスペンド機能を有する場合、サスペンド状態から通常の動作
状態に復帰するためには時間を要する。従って、指検出部２５を設けていない場合は指紋
センサ２２に指の腹１０２を置いてから復帰するため、指の腹１０２よりも指の先端部１
０１側に進んでから指紋イメージの採取が開始されることになる。換言すると、指紋認証
に必要な領域（指紋の特徴点を抽出することが出来る領域）の大部分が指紋センサ２２上
を通過していないため、指紋イメージの採取に失敗する可能性が高い。
【００５４】
　これに対し、本実施の形態のように指検出部２５を指紋センサ２２の奥側に設ける場合
、指検出部２５で指を検出してからサスペンド状態から復帰が開始されるため、指紋イメ
ージの採取が指の腹１０２から指の先端部１０１に進んだ状態から開始されることが無い
。即ち、本実施の形態においては、指の第一関節１０３から指の腹１０２に進んだ位置で
指紋イメージの採取が開始されるため、指紋認証に必要な指紋の特徴点を採取に失敗する
可能性が低下する。従って、本実施の形態によれば、省電力を実現すると共に指紋登録率
及び指紋認証率を向上することが出来る。
【００５５】
　次に、本実施の形態の変形例について図６を用いて説明する。図６は、実施形態の変形
例であるフィルムタイプ指紋センサの外観図である。フィルムタイプ指紋センサ３２は、
フラットケーブル３６を介してプリント基板３０に接続される。フィルムタイプ指紋セン
サ３２を用いる場合、図６に示すようにフィルムの形状を縦長にし、指検出部３４と指紋
イメージセンサ３５とを所定の距離を置いて設けると共に、指検出部３４と指紋イメージ
センサ３５とは電気的に接続されている。ここで所定の距離とは、指の腹１０２と指の第
一関節１０３との平均的な間隔である約１センチメートルであるとする。指検出部３４上
には指位置マーク３３を設け、ユーザが指紋認証を行う場合に指の腹１０２を指位置マー
ク３３に置くように促す。
【００５６】
　指検出部３４は、指位置マーク３３に指が接触すると電位の変化を検出し、検出結果を
指紋イメージセンサ３５に通知する。指紋イメージセンサ３５は、指検出部３４からの通
知を受信すると、指紋イメージの読み込みを開始する。指検出部３４に指の腹１０２が置
かれている時、指紋イメージセンサ３５の位置には指の第一関節１０３が置かれている。
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従って、指紋イメージセンサ３５は、指紋イメージの読み込みを指の第一関節１０３から
開始するため、指１００の第一関節全体の指紋イメージを読み込むことが出来る。
【００５７】
　尚、実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない
範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構
成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全
構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施形態に亘る構成要素
を適宜組み合せてもよい。
【符号の説明】
【００５８】
　１…パーソナルコンピュータ、２…コンピュータ本体、２ａ…本体筐体、３…ディスプ
レイユニット、４…ディスプレイ、５…ヒンジ、６…タッチパッド、７…キーボード、８
…電源スイッチ、１０…ＣＰＵ、１１…ノースブリッジ、１２…主メモリ、１３…グラフ
ィックコントローラ、１４…ＶＲＡＭ、１５…サウスブリッジ、１６…ＨＤＤ、１７…Ｂ
ＩＯＳ－ＲＯＭ、１８…ＥＣ／ＫＢＣ、１９…電源コントローラ、２０…バッテリ、２１
…ＡＣアダプタ、２２…指紋センサ、２３…指紋センサＩＣ、２４…ベゼル、２５…指検
出部、２６…指位置マーク、２７…指紋コントローラＩＣ、２７ａ…フラッシュメモリ、
２８…導体、２９…はんだボール、３０…プリント基板、３１…ＬＥＤ、３２…フィルム
タイプ指紋センサ、３３…指位置マーク、３４…指検出部、３５…指紋イメージセンサ、
３６…フラットケーブル、５０…ＯＳ、５１…ＢＩＯＳ、５２…指紋認証アプリケーショ
ン、１００…指、１０１…指の先端部、１０２…指の腹、１０３…指の第一関節。

【図１】 【図２】

【図３】
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