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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
本人認証を行うための利用者の指の静脈の情報を取得する生体認証装置であって、
前記利用者の指が置かれる空間を形成し、前記空間の横方向から入射する外光を遮るガイ
ドと、
前記利用者の指がセットされていない場合には閉じ、前記利用者の指がセットされた場合
には前記利用者の指の押し当て力により下方に向かって開くように開閉可能であって、前
記空間の上方から入射する外光を遮る開閉体と、
前記開閉体の表面に配置され、前記利用者の指に光を照射する光源部と、
前記空間の底部に配置され、前記空間に入射した外光または前記光源部から照射された光
を反射する反射面を有するフィルタと、
前記フィルタの下に配置され、前記光源部から照射された前記光を受けた前記利用者の指
の静脈を撮像する撮像部と、
を備えることを特徴とする生体認証装置。
【請求項２】
前記開閉体は１対の平板状の扉から構成され、
前記光源部は、前記扉のそれぞれの上面に配置されている、
ことを特徴とする請求項１に記載の生体認証装置。
【請求項３】
前記光源部は、格子状に配置された複数の光源から構成されている、
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ことを特徴とする請求項１または２に記載の生体認証装置。
【請求項４】
前記開閉体は、前記開閉体を開いた位置から閉じた位置まで付勢し、前記ガイドと前記開
閉体とを繋ぐ付勢部をさらに備え、
前記扉のそれぞれは、前記付勢部を中心として開閉する、
ことを特徴とする請求項２または３に記載の生体認証装置。
【請求項５】
前記付勢部は、弾性部材を有する１組のヒンジから構成されている、
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の生体認証装置。
【請求項６】
本人認証を行うための利用者の指の静脈の情報を取得する生体認証装置であって、
前記利用者の指が置かれる空間を形成し、前記空間の横方向から入射する外光を遮るガイ
ドと、
前記ガイドの内側の表面に配置され、前記利用者の指に光を照射する光源部と、
前記利用者の指がセットされていない場合には閉じ、前記利用者の指がセットされた場合
には前記利用者の指の押し当て力により下方に向かって開くように開閉可能であって、少
なくとも前記光源部から照射された近赤外光を透過する開閉体と、
前記空間の底部に配置され、前記空間に入射した外光または前記光源部から照射された近
赤外光を反射する反射面を有するフィルタと、
前記フィルタの下に配置され、前記光源部から照射された前記近赤外光を受けた前記利用
者の指の静脈を撮像する撮像部と、
を備えることを特徴とする生体認証装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体認証装置に関し、特に、指の静脈認証を行う生体認証装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、指の静脈によって生体認証を行う場合、認証装置のガイドで囲まれた部分（プラ
スチック等の透明板）の上に利用者が指を置き、ガイドに備えられた光源から指に対して
所定の波長の光を照射し、光が照射された指をカメラ等が撮像する。そして、撮像された
指の静脈のパターンをスキャナ等が画像として読み取り、読み取った静脈のパターンの画
像が、あらかじめ登録されている静脈パターンに一致する場合に本人認証を行う。
【０００３】
　ところで、上述した手法で本人を認証する場合、日光等の自然光や電灯等の環境光など
の外光や光源が指に対して照射する光が、ガイドで囲まれた部分に入射しないことが望ま
しい。その理由は、入射したこれらの光が上述した透明板に反射し、その反射光が利用者
の指に映り込み、カメラ等が撮像した画像が不鮮明となって本人を認証する精度が低下し
てしまうためである。
【０００４】
　このような、いわゆる不要光が指に映り込むことを排除する手法として、例えば、特許
文献１には、利用者の指を覆うようなカバーを認証装置に取り付けることによって、外光
等を遮断する認証装置が開示されている。しかしながら、特許文献１に記載された技術で
は、カバーが利用者の指全体を包み込む形状となっているため、利用者の心理的な緊張を
生じやすく、精神的な負担を強いるものとなっていた。
【０００５】
　このような利用者の精神的な負担を軽減するものとして、例えば、特許文献２には、上
述したカバーに代えて、指の側面のみを囲むガイドを設けることによって、利用者の精神
的な負担を軽減しつつ、指の両側面から入射する外光を遮り、上述した映り込みを低減す
る認証装置が開示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１２８９３５号公報
【特許文献２】特開２００３－１８７２３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献２に記載された認証装置では、利用者が指を置く部分の上部が
開口されているため、ガイドと指の間からその部分に対して外光が入射し、入射した外光
が透明板に反射して上述した映り込みが生じてしまう。
【０００８】
　また、ガイドの内側の側面には、通常、指に対して光を照射するための光源が備えられ
ているが、その光源から照射された光の一部が透明板に反射し、その反射光が利用者の指
に映り込んでしまう場合がある。図１０は、特許文献２に記載された認証装置を模式的に
表した図（認証装置の短手方向における断面図）である。
【０００９】
　図１０に示すように、特許文献２に記載された認証装置では、指ｆの両側付近に設けら
れたガイドに備えられた光源ｓから近赤外光等の光を照射すると、照射された光Ｒの一部
が、指ｆの下部に位置する反射板Ｐに反射し、その反射光（矢印）が指ｆを照らすことと
なる。
【００１０】
　この結果、反射板Ｐの下部（認証装置の内部）に配置されたカメラＣが、指ｆの腹部分
を撮像した場合、指の静脈のパターン画像が反射光によって不鮮明となる現象（いわゆる
、白つぶれ）が生じ、本人認証の精度が低下してしまうという問題があった。このような
白つぶれが生じる範囲は、指ｆの太さによって異なるものである。
【００１１】
　図１１は、図１０に示した指ｆに比べて細い指ｆ’が置かれた場合の例を示す図である
。図１１に示すように、指ｆ’が置かれた場合、反射板Ｐが光源ｓから照射された光を反
射する割合が大きいため、置かれた指が細いほど反射光の影響を受けて本人認証の精度が
低下してしまう。このように指の太さに応じて認証精度が低下することを防ぐため、光源
から照射される光量を制御する場合、指の太さを考慮しなければならなくなる。
【００１２】
　さらに、特許文献２に記載された認証装置では、上述したようにガイドと指ｆ（ｆ’）
との間に隙間が生じているため、この隙間から外光が入射する。その結果、光源からの光
が反射板によって反射される場合と同様に、撮像した画像が白つぶれする場合が生じてし
まう。
【００１３】
　図１２および図１３は、外光が反射板Ｐによって反射し、指ｆ（ｆ’）を照らす様子を
示す図である。図１３に示す例では、指ｆ’が図１２に示す指ｆに比べて細いため、より
多くの反射光が指ｆ’を照らしていることがわかる。
【００１４】
　このように、特許文献２に記載された認証装置では、生体の個体差（指の太さ等）によ
って、指が光源ｓから照射される光や外光から受ける影響が異なってくる。したがって、
本人認証を一定の精度で行うために、個体差を考慮して光源から照射する光の光量を調整
しなければならないという問題があった。すなわち、撮像対象となる生体（被写体）に対
する光の影響が一定ではないため、光源から照射される光の光量をきめ細かく調整しなけ
れば、安定した認証精度が得られないという問題があった。
【００１５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、光の影響を略一定にして安定した認証
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精度を得ることができる生体認証装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上述した目的を達成するために、本発明にかかる生体認証装置は、本人認証を行うため
の利用者の指の静脈の情報を取得する生体認証装置であって、前記利用者の指が置かれる
空間を形成し、前記空間の横方向から入射する外光を遮るガイドと、前記利用者の指がセ
ットされていない場合には閉じ、前記利用者の指がセットされた場合には前記利用者の指
の押し当て力により下方に向かって開くように開閉可能であって、前記空間の上方から入
射する外光を遮る開閉体と、前記開閉体の表面に配置され、前記利用者の指に光を照射す
る光源部と、前記空間の底部に配置され、前記空間に入射した外光または前記光源部から
照射された光を反射する反射面を有するフィルタと、前記フィルタの下に配置され、前記
光源部から照射された前記光を受けた前記利用者の指の静脈を撮像する撮像部と、を備え
ることを特徴とする。
【００１７】
また、本発明にかかる生体認証装置は、本人認証を行うための利用者の指の静脈の情報を
取得する生体認証装置であって、前記利用者の指が置かれる空間を形成し、前記空間の横
方向から入射する外光を遮るガイドと、前記ガイドの内側の表面に配置され、前記利用者
の指に光を照射する光源部と、前記利用者の指がセットされていない場合には閉じ、前記
利用者の指がセットされた場合には前記利用者の指の押し当て力により下方に向かって開
くように開閉可能であって、少なくとも前記光源部から照射された近赤外光を透過する開
閉体と、前記空間の底部に配置され、前記空間に入射した外光または前記光源部から照射
された近赤外光を反射する反射面を有するフィルタと、前記フィルタの下に配置され、前
記光源部から照射された前記近赤外光を受けた前記利用者の指の静脈を撮像する撮像部と
、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、光の影響を略一定にして認証の精度を安定させることができる生体認
証装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施形態にかかる生体認証装置の外観を示す図である。
【図２】図１に示した生体認証装置をＡの向きから見た場合の上面図である。
【図３】図１に示したＬの位置における生体認証装置の指置き部の断面図である。
【図４】利用者の指によって扉が、ガイドの上辺を軸として押し下げられる様子を示す図
である（指が太い場合）。
【図５】利用者の指によって扉が、ガイドの上辺を軸として押し下げられる様子を示す図
である（指が細い場合）。
【図６】図２～図５に示した場合に比べて扉の間の幅を短くした様子を示す図である（指
によって扉が押し下げられた場合）。
【図７】図２～図５に示した場合に比べて扉の間の幅を短くした様子を示す図である（指
によって扉が押し下げられていない場合）。
【図８】他の形態の生体認証装置の位置Ｌにおける断面図である。
【図９】図８に示した他の形態の生体認証装置において、光源から照射された光が扉を透
過し、透過された光が利用者の指に照射される様子を示す図である。
【図１０】従来技術の認証装置の光源から照射される光の様子を模式的に表す図である（
指が太い場合）。
【図１１】従来技術の認証装置の光源から照射される光の様子を模式的に表す図である（
指が細い場合）。
【図１２】従来技術の認証装置に外光が入射する様子を模式的に表す図である（指が太い
場合）。
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【図１３】従来技術の認証装置に外光が入射する様子を模式的に表す図である（指が細い
場合）。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる生体認証装置の実施の形態を詳細に説明
する。
【００２１】
　図１は、本実施形態にかかる生体認証装置１０００の外観を示した図である。図１に示
すように、生体認証装置１０００は、本体部１００と、指置き部２００と、接続部３００
と、を含んで構成されている。なお、接続部３００は、後述する種々の装置に接続するた
めのケーブル等である。
【００２２】
　本体部１００は、指を撮像する撮像部１０１を含んで構成されている。また、指置き部
２００は、ガイド２０１と、フィルタ２０２と、開閉部２０３と、を含んで構成されてい
る。
【００２３】
　なお、生体認証装置１０００は、接続部３００を介して、コンピュータ（例えば、ノー
ト型パーソナル・コンピュータ）、ＡＴＭ（Automated　Teller　Machine）等の種々の情
報処理装置に接続したり、これらの情報処理装置に組み込まれた状態で、利用者の本人認
証を行うことができる。
【００２４】
　また、以下の説明では、生体認証装置１０００が利用者の本人認証を行う前提で説明し
ているが、例えば、後述する撮像部１０１が撮像した利用者の指の画像を、上述した各種
の情報処理装置に送信し、情報処理装置側で本人認証を行い、その結果を生体認証装置１
０００が受け取ることとしてもよい。
【００２５】
　図２は、図１に示した生体認証装置１０００の指置き部２００をＡの向きから見た場合
の図（上面図）である。図２に示すように、指置き部２００は、ガイド２０１によって指
を置くための空間の三方が囲まれた状態となっている。そして、その空間を上方から覆う
ように、１対の扉２０３１が配置されている。扉２０３１とガイド２０１とは、ヒンジ２
０３２によってガイド２０１の内側の側面で繋がれている。
【００２６】
　また、それぞれの扉２０３１の表面（上面）には、所定の波長の光（例えば、近赤外光
）を照射する光源２０３３が配置されている。光源２０３１は、図２に示すように、それ
ぞれの扉２０３１の略一面に格子状に配置されている。後述するように、利用者は、この
扉２０３１の上面に配置された光源２０３３の上に指Ｆを置くことによって、本人認証を
開始する。続いて、本体部１００の各部について説明する。
【００２７】
　撮像部１０１は、ＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）やＣＭＯＳ（Complementary　Me
tal　Oxide　Semiconductor）等の撮像素子から構成され、後述する指置き部２００のフ
ィルタ２０５を介して、指置き部２００に置かれた指の静脈を撮像する。
【００２８】
　図３は、図１に示したＬの位置における生体認証装置１０００の指置き部２００の断面
図である。図３に示すように、撮像部１０１は、本体部１００の内部から外部上方に対し
てレンズが向けられている。撮像部１０１は、後述する指置き部２００の扉２０３１の上
面に配置された光源２０３３から照射された光を受けた指Ｆの静脈を撮像する。
【００２９】
　なお、指置き部２００の光源２０３３の光量の調整や光を照射するタイミングや、撮像
部１０１の撮像を開始するタイミング、あるいはタッチセンサ（不図示）等によって利用
者の指が扉２０３１に接触したか否かの判定等の各種の制御については、例えば、ＣＰＵ
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（Central　Processing　Unit）等の演算装置から構成された制御ユニット（不図示）に
よって行われる。
【００３０】
　また、制御ユニット（不図示）では、上述した撮像部１０１が撮像した指の静脈パター
ンの画像と、あらかじめメモリ（不図示）等の記憶媒体に記憶した静脈パターンの画像と
を比較し、両者が一致する場合には、正当な利用者である旨を認証する。具体的な認証方
法については、従来から知られた種々の手法を用いることができる。　なお、上述したよ
うに、制御ユニット（不図示）については、生体認証装置１０００の内部（例えば、本体
部１００）、あるいは上述した各種の情報処理装置のいずれに構成されていてもよい。続
いて、指置き部２００の各部について説明する。
【００３１】
　ガイド２０１は、指置き部２００に置かれた指が左右に動かないように固定しつつ、利
用者の指の横方向（短手方向および先端方向）から入射する外光を遮るものである。図１
に示したように、ガイド２０１によって、利用者が指を置くための空間が形成されている
。
【００３２】
　フィルタ２０２は、ガイド２０１によって形成された空間の底部に配置されるプラスチ
ック板等であり、外光（例えば、可視光）を反射する素材を含む平板状のものから構成さ
れる。
【００３３】
　開閉部２０３は、利用者が指を置く空間（ガイド２０１に三方を囲まれた空間）に対し
て上方から入射する外光を遮るものである。また、開閉部２０３は、図２または図３に示
すように、開閉部２０３は、扉２０３１と、ヒンジ２０３２と、光源２０３３と、を含ん
で構成され、後述するように、利用者がその空間に指を置いた場合に、所定の波長（例え
ば、近赤外光）の光がその指に対して接した状態で照射されるように構成されている。
【００３４】
　扉２０３１は、上述した空間に対して外光が入射することを防ぐものであり、不透明の
プラスチック板等の平板状のものから構成されている。なお、以下の説明では、扉２０３
１は、不透明である前提で説明しているが、外光を遮ることができる素材であれば、不透
明でなくともよい。
【００３５】
　なお、扉２０３１は、後述するように、利用者の指が置かれていない（セットされてい
ない）場合には閉じており、利用者の指がセットされた場合には、その指の押し当て力に
よって下方に向かって開くように開閉可能になっている。
【００３６】
　ヒンジ２０３２は、上述した扉２０３１が回動可能なようにガイド２０１に繋ぐ蝶番等
の止め具である。図３に示すように、ヒンジ２０３２は、それぞれのガイド２０１の最上
部に配置され、扉２０３１とガイド２０１とを、扉２０３１がガイド２０１の上端（上辺
）を軸として開閉するように繋いでいる。
【００３７】
　ヒンジ２０３２は、扉２０３１が上方（図３に示すＢの向き）から押下された場合に、
扉２０３１が、押下された位置（開き位置）から元の位置（閉じ位置）に付勢するような
弾性力（回転応力）を有するバネ等の弾性部材を内部に備えている。図３に示す例では、
扉２０３１は、破線に示す位置にまで押下された場合、上方（図３に示すＢ’の向き）に
付勢し、開き位置から閉じ位置まで戻るようになっている。
【００３８】
　図４は、利用者の指Ｆによって、扉２０３１がガイド２０１の上辺（ヒンジ２０３２）
を軸として押し下げられる様子を示す図である。図４に示すように、利用者の指Ｆによっ
て扉２０３１が押し下げられると、ヒンジ２０３２による扉２０３１の回転応力が働き、
指Ｆが扉２０３１を押圧する力と、扉２０３１の回転応力とが均衡し、指Ｆと扉２０３１
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（より具体的には、扉２０３１の上面に配置された光源２０３３）とが接し、光源２０３
３から照射された光Ｘは、指Ｆの腹部分を照らすこととなる。
【００３９】
　したがって、ガイド２０１と、扉２０３１と、フィルタ２０２と、利用者の指Ｆとによ
って１つの閉空間Ｓが形成される。この結果、図４に示した閉空間Ｓには、外光が入射さ
れることが略なくなり、撮像部１０１が指Ｆを撮像した場合、フィルタ２０２によって反
射した外光が指Ｆに映り込み、指Ｆの静脈のパターン画像がいわゆる白つぶれを生じる現
象を抑えることができる。すなわち、このような閉空間Ｓを形成することによって、外光
による本人認証の精度への影響を略一定することができ、認証の精度を安定させることが
できる。
【００４０】
　なお、上述したように、ヒンジ２０３２によって扉２０３１の回転応力が働くので、指
Ｆの太さが変わった場合であっても、図４に示した閉空間Ｓに対して入射する外光が変化
することはない。図５は、図４に示した指Ｆよりも細い指Ｆ’が置かれた場合の様子を示
す図である。
【００４１】
　図５に示すように、指Ｆ’の太さが細いため、図４に示した扉２０３１に比べて水平に
近い状態で、指Ｆ’との均衡を保っているが、図４に示した場合と同様に、閉空間Ｓを形
成している。したがって、利用者の指の太さ等（すなわち、生体の個体差）にかかわらず
、外光による本人認証の精度への影響を略一定することができ、認証の精度を安定させる
ことができる。
【００４２】
　なお、図２～図５に示した例では、それぞれの扉２０３１は、互いに略接するような位
置にまでその幅が設けられている前提で説明した。しかし、利用者が指を置いた場合に、
指と、扉２０３１と、ガイド２０１と、フィルタ２０２とが閉空間を形成することができ
る程度の幅で、それぞれの扉２０３１が配置されていればよい。
【００４３】
　図６は、それぞれの扉２０３１の間の幅を、図２～図５に示した場合に比べて短くし、
指Ｆによって扉２０３１が押下された様子を示す図である。図６に示すように、それぞれ
の扉２０３１の間の幅は、図２～図５に示した場合に比べて短くなっているが、指Ｆと扉
２０３１とはヒンジ２０３２の回転応力によって互いに接した状態となっている。このよ
うな場合であっても、指Ｆ”と、扉２０３１と、ガイド２０１と、フィルタ２０２とによ
って、閉空間Ｓが形成されるので、外光による本人認証の精度への影響を略一定すること
ができ、認証の精度を安定させることができる。
【００４４】
　ただし、図６に示したような扉２０３１の間の幅が短い場合、それぞれの扉２０３１が
、通常の状態（指が扉２０３１に押下されていない状態）に位置する場合、図７に示すよ
うに、それぞれの扉２０３１の間に隙間が生じ、その隙間から塵や埃等がフィルタ２０２
に蓄積してしまう場合がある。そして、蓄積した塵や埃等が、撮像部１０１が撮像した画
像に映り込む結果、本人認証の精度が低下してしまう場合があるため、互いの扉２０３１
は略接するように構成されていることが望ましい。このように、互いの扉２０３１は略接
するように構成することによって、塵や埃等を除去するためのメンテナンスの負担も軽減
されることとなる。続いて、図２に戻り、光源２０３３について説明する。
【００４５】
　光源２０３３は、例えば、不図示の光源駆動部を含む複数のＬＥＤ（Light　Emitting
　Diode）等の発光素子から構成され、各発光素子は、扉２０３１のそれぞれの上面に所
定の間隔（格子状）に配置され、利用者の指に対して所定の波長の光（例えば、近赤外光
）を照射する。このように、光源２０３３は、扉２０３１と同様に１つの対をなして格子
状に配置されているので、それぞれの光源２０３３が、利用者の指の両側からバランスよ
く均等に光を照射することができるようになっている。



(8) JP 5166344 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

【００４６】
　なお、光源２０３３は、所定の信号線によってヒンジ２０３２を介して本体部１００と
接続され、不図示の光源駆動部が制御部ユニット（不図示）からの制御信号を受けて、各
光源を発光させるように構成されている。
【００４７】
　図２～図７に示したように、利用者の指が置かれた場合、ヒンジ２０３２による扉２０
３１の回転応力が働くため、扉２０３１の上面に配置された光源２０３３は、指Ｆの腹部
分の中心方向（水平よりやや上方向）に光を照射する。したがって、光源２０３３から照
射された光のうち、上述した閉空間Ｓに入射する光が減少し、撮像部１０１が撮像した画
像が、光源２０３３から照射された光によって、いわゆる白つぶれが生じる現象を抑える
ことができる。
【００４８】
　このように、本人認証を行うための利用者の指の静脈の情報を取得する生体認証装置１
０００において、ガイド２０１が利用者の指が置かれる空間を形成し、その空間の横方向
から入射する外光を遮り、開閉体２０３が利用者の指がセットされていない場合には閉じ
、利用者の指がセットされた場合には利用者の指の押し当て力により下方に向かって開く
ように開閉可能であって、その空間の上方から入射する外光を遮り、光源２０３３が開閉
体２０３の表面に配置され、利用者の指に光を照射し、フィルタ２０２がその空間の底部
に配置され、その空間に入射した外光または光源２０３３から照射された光を反射する反
射面を有し、撮像部１０１がフィルタ２０２の下に配置され、光源２０３３から照射され
た光を受けた利用者の指の静脈を撮像するので、光の影響を略一定にして認証の精度を安
定させることができる。
【００４９】
　上述した実施の形態においては、ガイド２０１の上端にヒンジ２０２を設け、そのヒン
ジ２０２による回転応力によって、利用者の指と扉２０３１の上面に設けられた光源２０
３３とが接するように構成することにより、外光や光源２０３３から照射される光の影響
を略一定にすることができた。しかし、光源２０３３が扉２０３１の上面に配置されてい
るので、光源２０３３自体に塵や埃が堆積し、光源２０３３から照射される光の強さが、
埃や塵が堆積する量によって変化し、その結果、同じ利用者の指であっても認証の精度に
違いが生じてしまう場合も存在する。そこで、他の形態として、光源２０３３が塵や埃の
影響を略受けることなく、認証の精度を一定に保つようにする場合について説明する。
【００５０】
　図８は、上述した生体認証装置（生体認証装置５０００）の位置Ｌ（図１に示した生体
認証装置１０００と同様の位置）における断面図である。図８に示すように、生体認証装
置５０００は、上述した実施の形態とは異なる指置き部４００を備える点で、生体認証装
置１０００とは異なっている。以下の説明では、上述した生体認証装置１０００と同一の
構成要素には同一の符号を付してその説明を省略している。
【００５１】
　図８に示すように、指置き部４００の光源２１３３は、生体認証装置１０００における
指置き部２００の光源２０３３とは異なり、扉２０３１の上面ではなく、ガイド２０１の
内側の側面に配置されている。
【００５２】
　また、指置き部４００の開閉体２１３は、生体認証装置１０００における扉２０３１と
は異なる扉２１３１を備えている。扉２１３１は、その上面には光源２１３３が配置され
ていない。扉２１３１は、少なくとも、光源２１３３から照射される波長の光（例えば、
近赤外光）を透過する素材によって構成されている。すなわち、図９の破線で示すように
、生体認証装置５０００の指置き部４００に利用者の指Ｆが置かれた場合、ガイド２０１
の内側側面に配置された光源２１３３から照射された光が扉２１３１を透過し、透過した
光が利用者の指Ｆに照射されるようになっている。
【００５３】
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　上述した構成の場合、光源２１３３は、ガイド２０１の内側の表面に配置されているの
で、生体認証装置１０００において光源２０３３が照射した光がフィルタ２０２によって
反射される場合に比べて、生体認証装置５０００において光源２１３３が照射した光がフ
ィルタ２０２に反射される場合の方が、より多くのフィルタ２０２からの反射光を受けて
しまう。
【００５４】
　しかし、生体認証装置５０００を、例えば、ノート型のパーソナル・コンピュータ等の
情報処理装置２０００に接続して、頻繁に外出先で使用する場合等には、光源２１３３か
ら照射される光がフィルタ２０２によって反射されることによる認証精度の低下の影響に
比べ、フィルタ２０２に堆積する塵や埃等による認証精度の低下の影響が大きいため、生
体認証装置を上述したような外部環境で使用する場合等には、認証精度の低下を防止する
ことができる。
【００５５】
　このように、本人認証を行うための利用者の指の静脈の情報を取得する生体認証装置５
０００において、ガイド２０１が利用者の指が置かれる空間を形成し、その空間の横方向
から入射する外光を遮り、光源２１３３がガイド２０１の内側の表面に配置され、利用者
の指に光を照射し、開閉体２１３が利用者の指がセットされていない場合には閉じ、利用
者の指がセットされた場合には利用者の指の押し当て力により下方に向かって開くように
開閉可能であって、少なくとも光源部２１３３から照射された光を透過し、フィルタ２０
２がその空間の底部に配置され、その空間に入射した外光または光源部２１３３から照射
された光を反射する反射面を有し、撮像部１０１がフィルタ２０２の下に配置され、光源
部２１３３から照射された光を受けた利用者の指の静脈を撮像するので、生体認証装置を
外部環境で使用する場合等において、認証精度の低下を防止することができる。
【００５６】
　なお、本発明は、上述した実施の形態に限定されず、種々の変形が可能である。例えば
、上述した実施の形態においては、扉２０３１等がヒンジ２０３２によって、ガイド２０
１の上辺を軸として回動可能な構成としたが、例えば、扉２０３１等を横方向にスライド
させることによって、上述した閉空間Ｓを形成させることとしてもよい。
【００５７】
　また、本発明は、上記実施の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することができる。また、上記実施
の形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成す
ることができる。例えば、実施の形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削
除してもよい。さらに、異なる実施の形態にわたる構成要素を適宜組み合わせても良い。
【符号の説明】
【００５８】
１０００…生体認証装置、１００…本体部、１０１…撮像部、１０２…制御ユニット、２
００…指置き部、２０１…ガイド、２０２…フィルタ、２０３…開閉部、２０３１，２１
３１…扉、２０３２…ヒンジ、２０３３，２１３３…光源、３００…接続部。
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