
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

装着部が設けられた装置本体と、
　

　上記装置本体の 一の主面を被覆し、上記装置本体に対して
スライド可能に取り付けられる カバー部材と、

　上記装着部に装着されたＩＣカードとホスト機器との間でデータ送受信するためのイン
タフェースと、
　上 設置面に対して回動可能に支持する

支持部材とを備え、
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一端部に端子部が形成されたＩＣカードがこの端子部を挿入端として挿入される挿入口
が前面に設けられ、この挿入口に連続して背面側に向かって開口部が形成されていると共
に、上記挿入口に連続した上記ＩＣカードが装着されたとき上記端子部と電気的に接続さ
れるコネクタを有する

上記装着部に設けられ、この装着部に装着されているＩＣカードを、このＩＣカードの
挿入方向側に押圧することによって上記挿入口よりイジェクトするイジェクト機構と、

上記開口部が形成された 背面
側に 透明又は半透明の

記装置本体の背面側で、この装置本体を と共に設
置面側に滑り止め部材が設けられた

上記イジェクト機構は、係止突部が形成されると共に上記ＩＣカードの挿入方向に沿っ
た移動ガイド部とこの移動ガイド部に直交し上記ＩＣカードの挿入端が突き当てられる規
制部とを有し、上記挿入方向に移動可能なイジェクト部材と、このイジェクト部材をイジ
ェクト方向に付勢する付勢部材と、上記コネクタ側に取り付けられ一端部に上記係止突部
に係止される係合部が形成された制御バネとを有し、
　上記係止突部は、略２等辺三角形をなし、頂部が制御バネの係合部のやや下側に位置し



アダプタ装置。
【請求項２】
　上記カバー部材は、上記装置本体の上記ＩＣカードの挿入方向と略平行な相対向する側
面に設けられたガイドレールに、上記カバー部材に設けられたガイド部が係合することに
よって、上記装置本体に対してスライド可能に取り付けられる 記載のアダプタ装
置。
【請求項３】
　

【請求項４】
　

アダプタ措置。
【請求項５】
　

アダプタ装置。
【請求項６】
　

アダプタ措置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ホスト機器となる情報処理装置の拡張モジュールであるＩＣカードを装着する
ことができるアダプタ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
パーソナルコンピュータ等の情報処理装置には、外部記憶装置として用いられるメモリ用
ＩＣカード等が装着可能なアダプタ装置が接続されることがある。このアダプタ装置は、
情報処理装置の接続部に例えばＵＳＢインタフェース規格に従って接続される。ユーザは
、情報処理装置を操作することによって、例えば情報処理装置の記憶部に保存されている
画像データ、楽曲データ等のコンテンツデータをアダプタ装置に装着されているＩＣカー
ドに保存し、このコンテンツデータを保存したＩＣカードを携帯型情報処理装置に装着し
再生することによって、何時でも何処でもコンテンツデータを楽しむことができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ＩＣカードには、外部記憶装置として用いるメモリ用のＩＣカードの他にも様

10

20

30

40

50

(2) JP 3815400 B2 2006.8.30

、一の面に上記制御バネの係合部を押し上げるカム部が形成され、頂部と対向する側に上
記制御バネの係合部が係合される係合凹部が形成されてなり、
　上記イジェクト部材は、上記ＩＣカードが挿入されたとき、上記付勢部材の付勢力に抗
して上記ＩＣカードに押されて移動し、この移動に伴って、上記制御バネの係合部が上記
係止突部のカム部を介して上記係合凹部に係合して、上記ＩＣカードの端子部と上記コネ
クタとが電気的に接続された状態を保持し、再度ＩＣカードが押圧されたとき、上記制御
バネの係合部と上記係止突部の係合凹部とが係合した状態が解除され、上記付勢部材の付
勢力により上記イジェクト方向に移動する

請求項１

上記装置本体には、上記挿入口の両側に突出して上記背面側からスライドしたカバー部
材の前面側の両側に形成された切欠部が係合されるストッパ部が設けられている請求項１
記載のアダプタ装置。

上記装置本体の背面には、上記ＩＣカードと上記ホスト機器との間でデータの送受信を
行うためのプラグが接続されるジャックが設けられていることを特徴とする請求項１記載
の

上記コネクタには、上記ＩＣカードの挿入側を収納する収納部を収納する蓋部がこの収
納部を閉塞する方向に回動付勢されて取り付けられ、
　上記蓋部は、上記ＩＣカードの挿入端に押圧されて、上記収納部内に上記ＩＣカードの
挿入側を収納可能にする請求項１記載の

更に、上記支持部材に対して上記装置本体を回動支持するヒンジ機構を備え、
　上記ヒンジ機構は、上記装置本体の背面側底面に突出して固定される回動支持片を有す
る一対の回動支持部材と、上記支持部材に固定される一対の支持片を有する回動部材とを
有し、
　上記一対の回動支持片と上記一対の支持片とが回動可能に取り付けられている請求項１
記載の



々な機能を有するものがあり、ホスト機器である情報処理装置の機能拡張モジュールとし
て用いられている。例えば、ＩＣカードには、生体情報の一つである指紋を用いて照合を
行うことにより、ホスト機器への情報処理装置へアクセス者を管理するものがある。この
ように、様々な種類を有するＩＣカードは、それぞれ特有の機能を具現化した部分を除き
、外形形状やインタフェースが統一されており、アダプタ装置には、装着部に、機能の異
なる複数種類のＩＣカードを装着することができるようになっている。例えば、指紋照合
用ＩＣカードとメモリ用ＩＣカードとは、外形形状、外形寸法、インタフェース等は共通
であるが、指紋照合用ＩＣカードは一主面に指紋検出部が設けられ、メモリ用ＩＣカード
は一主面に保存内容をメモ書きするためのラベルが貼着可能となっている点で相違してい
る。
【０００４】
アダプタ装置は、様々な機能のＩＣカードが装着されることから、その外形形状等を、ど
のＩＣカードが装着されたときにも、操作性が悪くならないようにする必要がある。
【０００５】
本発明は、以上のような問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、様々な機能の
ＩＣカードが装着部に装着されたときであっても、それぞれのＩＣカードが装着されたと
きの操作性が悪化することを防止することができるＩＣカードのアダプタ装置を提供する
ことにある。
【０００６】
また、本発明の目的は、装着部に装着されているＩＣカードの種類をユーザが容易に判別
することができるＩＣカードのアダプタ装置を提供することにある。
【０００７】
更に、本発明の目的は、指紋照合用ＩＣカードが装着されたときに、指紋照合操作を容易
に行うことができるＩＣカードのアダプタ装置を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係るアダプタ装置は、上述した課題を解決すべく、
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一端部に端子部が形成され
たＩＣカードがこの端子部を挿入端として挿入される挿入口が前面に設けられ、この挿入
口に連続して背面側に向かって開口部が形成されていると共に、上記挿入口に連続した上
記ＩＣカードが装着されたとき上記端子部と電気的に接続されるコネクタを有する装着部
が設けられた装置本体と、上記装着部に設けられ、この装着部に装着されているＩＣカー
ドを、このＩＣカードの挿入方向側に押圧することによって上記挿入口よりイジェクトす
るイジェクト機構と、上記装置本体の上記開口部が形成された一の主面を被覆し、上記装
置本体に対して背面側にスライド可能に取り付けられる透明又は半透明のカバー部材と、
上記装着部に装着されたＩＣカードとホスト機器との間でデータ送受信するためのインタ
フェースと、上記装置本体の背面側で、この装置本体を設置面に対して回動可能に支持す
ると共に設置面側に滑り止め部材が設けられた支持部材とを備える。
　上記イジェクト機構は、係止突部が形成されると共に上記ＩＣカードの挿入方向に沿っ
た移動ガイド部とこの移動ガイド部に直交し上記ＩＣカードの挿入端が突き当てられる規
制部とを有し、上記挿入方向に移動可能なイジェクト部材と、このイジェクト部材をイジ
ェクト方向に付勢する付勢部材と、上記コネクタ側に取り付けられ一端部に上記係止突部
に係止される係合部が形成された制御バネとを有する。
　上記係止突部は、略２等辺三角形をなし、頂部が制御バネの係合部のやや下側に位置し
、一の面に上記制御バネの係合部を押し上げるカム部が形成され、頂部と対向する側に上
記制御バネの係合部が係合される係合凹部が形成されている。
　上記イジェクト部材は、上記ＩＣカードが挿入されたとき、上記付勢部材の付勢力に抗
して上記ＩＣカードに押されて移動し、この移動に伴って、上記制御バネの係合部が上記
係止突部のカム部を介して上記係合凹部に係合して、上記ＩＣカードの端子部と上記コネ
クタとが電気的に接続された状態を保持し、再度ＩＣカードが押圧されたとき、上記制御
バネの係合部と上記係止突部の係合凹部とが係合した状態が解除され、上記付勢部材の付



【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を適用したアダプタ装置が用いられる情報処理システムについて図面を参照
して説明する。
【００１１】
図１に示すように、情報処理システム１は、データ処理を行う情報処理装置２と、この情
報処理装置２に接続されるＩＣカード４のアダプタ装置３とからなる。情報処理装置２は
、据え置き型、携帯型等のパーソナルコンピュータであり、各種プログラムや処理データ
等が保存されるハードディスク、制御プログラム等が保存されたＲＯＭ（ Read Only Memo
ry）、プログラムや処理データがロードされるＲＡＭ（ Random Access Memory）、全体を
制御するＣＰＵ（ Central Processing Unit）等が内蔵されたコンピュータ本体５と、こ
のコンピュータ本体５に接続され操作信号等を入力するためのキーボード、テンキー、マ
ウス等からなる入力操作部６と、コンピュータ本体５に接続され、処理データ等を表示す
るＣＲＴ（ Cathode Ray Tube）、ＬＣＤ（ Liquid Crystal Display）等からなる表示部７
とを備える。コンピュータ本体５と入力操作部６、表示部７との間は、有線又は無線で接
続され、具体的にＩＥＥＥ（ Institute of Electrical and Electronic Engineers）１３
９４、ＵＳＢ（ Universal Serial Bus）、ＲＳ（ Recommended Standard）２３２等のイン
タフェースで接続されている。また、コンピュータ本体５とアダプタ装置３も、有線又は
無線で接続され、例えばＵＳＢインタフェースで接続されている。勿論、アダプタ装置３
は、コンピュータ本体５とＩＥＥＥ１３９４、ＩＥＥＥ８０２等のインタフェースで接続
するようにしてもよい。
【００１２】
コンピュータ本体５に接続されるアダプタ装置３は、ＩＣカード４が装着される。アダプ
タ装置３に装着されるＩＣカード４は、例えば指紋照合用であり、また、メモリ用である
。具体的に、指紋照合用のＩＣカード４は、合成樹脂をモールド成型した筐体を構成する
略矩形板状のカード本体１１を有し、このカード本体１１には、指紋検出センサやその制
御回路等が構成された一又は複数の半導体素子が実装されたプリント配線基板が内蔵され
ている。カード本体１１の前面側の一方のコーナ部には、ユーザがアダプタ装置３への挿
入方向を容易に判別することができるようにするため面取り部１２が設けられ、また、こ
の面取り部１２が設けられたコーナ部の裏面には、窪み部１２ａが設けられている。面取
り部１２や窪み部１２ａは、ＩＣカード４をアダプタ装置３に装着する際の装着位置規制
部となる。また、カード本体１１の上面の背面側には、ユーザの指頭が圧接されることに
よって、ユーザの指紋を検出する指紋検出部１３が設けられている。カード本体１１の一
方の短辺側、すなわち前面側の下面には、アダプタ装置３への挿入端となる前面から底面
に亘るように、複数の接点１６からなる端子部１４が形成されている。端子部１４は、各
接点が仕切り壁で区画されており、仕切り壁で区画された係合凹部１５の底面に接点１６
が設けられている。各係合凹部１５は、接点１６が底面に設けられることで、各接点１６
を保護している。また、各係合凹部１５は、カード本体１１の前面側及び底面側が開放さ
れ、アダプタ装置３側の接続端子４７が進入し、各接続端子４７が各接点１６に圧接され
ることで、電気的に接続されるようになっている。
【００１３】
なお、アダプタ装置３に装着されるＩＣカード４は、指紋検出用のＩＣカードの他、メモ
リ用ＩＣカード、ＣＣＤ（ Charge-Coupled Devices）等の撮像素子付きＩＣカード、ＧＰ
Ｓ（ Global Positioning System）付きＩＣカード、ブルートゥース（ Bluetooth）等無線
通信のインタフェース用ＩＣカード等であってもよく、その機能は特に限定されない。
【００１４】
　また、アダプタ装置３に装着されるＩＣカード４には、データ転送方式としてシリアル
転送に対応したＩＣカードとパラレル転送に対応したものとがある。２種類のＩＣカード
４は、後述する図１４及び図１７に示すように、共に端子部１４を構成する接点１６を１
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勢力により上記イジェクト方向に移動する。



０本有している。ここで、パラレル用のＩＣカード４は、１番接点と１０番接点が互いに
接続されていると共に内部の電源線に接続されＶｓｓ用接点となっており、２番接点がパ
ラレル及びシリアル用の 用の接点となっており、３番接点がパ
ラレル用の第１のデータ線（ＤＡＴＡ１）が接続される接点となっている。また、４番接
点がシリアル用のデータ線とパラレル用のデータ線（ＤＡＴＡ０）が接続される接点とな
っており、５番接点がパラレル用の第２のデータ線（ＤＡＴＡ２）が接続される接点とな
っており、７番接点がパラレル用の第３のデータ線（ＤＡＴＡ３）が接続される接点とな
っている。更に、６番接点がＶｓｓ用の１番及び１０番接点の中点に接続され、ＩＣカー
ド４の装着検出用となっており、８番接点がクロック信号線（ＳＣＬＫ）が接続される接
点となっており、９番接点が内部の電源線（Ｖｃｃ）が接続される接点となっている。
【００１５】
これに対して、シリアル用のＩＣカードでは、５番接点と７番接点とが予備用接点となっ
ており、３番接点が内部の電源線（Ｖｃｃ）が接続される接点となっている。
【００１６】
更に、メモリ用ＩＣカードにあっては、データ処理上の論理アドレスとフラッシュメモリ
上の物理アドレスとを変換する機能を有するＩＣカードとこの変換機能を有さないＩＣカ
ードとがある。アダプタ装置３に、論理アドレスと物理アドレスの変換機能を有するＩＣ
カードが装着されているとき、コンピュータ本体５は、アダプタ装置３を介して論理アド
レスでこのＩＣカード４にアクセスし、このＩＣカード４は、論理アドレスを物理アドレ
スに変換してフラッシュメモリにアクセスする。論理アドレスと物理アドレスの変換機能
を有さないＩＣカードが装着されているとき、コンピュータ本体５は、論理アドレスでＩ
Ｃカード４にアクセスすると、アダプタ装置３が論理アドレスを物理アドレスに変換し、
このＩＣカードは、フラッシュメモリに物理アドレスでアクセスする。
【００１７】
次に、以上のようなＩＣカード４が装着されるアダプタ装置３について説明すると、図２
乃至図４に示すように、この本発明を適用したアダプタ装置３は、ＩＣカード４が装着さ
れる装置本体２１と、この装置本体２１に取り付けられるカバー部材２２と、装置本体２
１を支持する支持部材２３とを備える。
【００１８】
装置本体２１は、図５に示すように、上ケース２４と下ケース２５とで構成され略矩形の
外筐２６を有し、この外筐２６の内部に電子部品等が収納されてなる。略矩形の上ケース
２４は、ＡＢＳ（ Acrylonitrile Butadiene Styrene）樹脂等剛性を有する樹脂材料を用
い射出成形によって、略矩形に形成され、外装面に見栄えを良くするためアルミニウム蒸
着等が施されている。この上ケース２４の一方の短辺となる前面側には、ＩＣカード４を
内部に挿入するための挿入口２７が設けられている。上ケース２４の主面部２４ａの前面
側には、挿入口２７と連続するように、略Ｕ字状の開口部２８が設けられている。この開
口部２８は、指紋照合用のＩＣカード４が挿入口２７より挿入されたとき、ＩＣカード４
の指紋検出部１３を外部に臨ませるためのものであり、また、メモリ用のＩＣカード４が
挿入口２７より挿入されたとき、保存データのタイトル等をメモ書きするためのラベルを
外部に臨ませる。
【００１９】
上ケース２４は、主面部２４ａの長手方向両側に相対向して側壁２４ｂ，２４ｃが立設さ
れ、更に、主面部２４ａと略平行となすように側壁２４ｂ，２４ｃと連続して底板２４ｄ
が設けられている。この底板２４ｄは、上ケース２４の前面側に設けられており、その内
面は、ＩＣカード４が装着される装着部４６の一部を構成する。そして、このＩＣカード
４の装着部の一部を構成する底板２４ｄには、連続するようにＩＣカード４のコネクタ４
１が取り付けられる。
【００２０】
上ケース２４の両側壁２４ｂ，２４ｃは、主面部２４ａの長手方向に沿って設けられてい
る。両側壁２４ｂ，２４ｃには、前面側を除いて長手方向に、突条のガイドレール２９ａ
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，２９ｂが設けられている。また、両側壁２４ｂ，２４ｃの前面側には、外側に突出する
ようにして、装置本体２１に対してスライドするカバー部材２２のストッパ部３１ａ，３
１ｂが設けられている。装置本体２１には、主面部２４ａ側に、カバー部材２２が背面側
からガイドレール２９ａ，２９ｂに係合されるように取り付けられる。カバー部材２２は
、装置本体２１の主面部２４ａ側に、背面側からスライドさせて取り付けられるとき、ス
トッパ部３１ａ，３１ｂに突き当たることで取付位置が規制される。
【００２１】
なお、上ケース２４の主面部２４ａには、四隅に、下ケース２５と結合するための止めね
じ８８が螺合されるねじ孔３２，３２，３２，３２が設けられ、更に、略中央部に、動作
中点灯するＬＥＤ（ Light Emitting Diode）上に配設されるＬＥＤレンズ３３ａを外部に
臨ませる孔部３３が設けられている。
【００２２】
下ケース２５は、上ケース２４と同じＡＢＳ樹脂等の樹脂材料を射出成形することによっ
て略矩形状に形成されている。下ケース２５は、底板２５ａの長手方向両側に相対向して
側壁２５ｂ，２５ｃが立設され、背面側に背面壁２５ｄが立設されてなる。側壁２５ｂ，
２５ｃは、前面側にストッパ部３１ａ，３１ｂの逃げとなる切欠部３４ａ，３４ｂが設け
られている。また、背面壁２５ｄには、その略中央部にコンピュータ本体５とＵＳＢイン
タフェースでデータの送受信を行うためのＵＳＢジャック４０を外部に臨ませるための開
口部３５が設けられている。また、底板２５ａの四隅には、上ケース２４のねじ孔３２，
３２，３２，３２に対応して挿通孔３０，３０，３０，３０が設けられている。また、底
板２５ａの前面側には、ゴム等で形成された緩衝部材３０ａが設けられ、装置本体２１の
支持部材２３が汚損しないようにしている。
【００２３】
底板２５ａ及び側壁２５ｂ，２５ｃで構成される下ケース２５の内部には、電子部品を収
納する収納部３６が構成されている。この収納部３６には、側壁２５ｂ，２５ｃの内面に
沿って及び底板２５ａに基板支持部３６ａ，３６ｂが設けられている。この収納部３６に
は、底板２５ａ上に第１のプリント配線基板３７が配設され、更に、第１のプリント配線
基板３７上に基板支持部３６ａ，３６ｂに支持されて第２のプリント配線基板３８が配設
される。第１のプリント配線基板３７には、ＵＳＢインタフェース回路、シリアル転送及
びパラレル転送を行うためのインタフェース回路等が組み込まれている。そして、第１の
プリント配線基板３７は、下ケース２５の底板２５ａに、接着剤、接着テープ等で接着さ
れる。また、第２のプリント配線基板３８は、第１のプリント配線基板３７と電気的に接
続されており、ＩＣカード４のコネクタ４１、動作中点灯するＬＥＤ３９、ＵＳＢジャッ
ク４０等が実装されている。この第２のプリント配線基板３８は、四隅に、上ケース２４
のねじ孔３２，３２，３２，３２及び下ケース２５の挿通孔３０，３０，３０，３０に対
応してねじ挿通孔３８ａ，３８ａ，３８ａ，３８ａが設けられている。
【００２４】
ここで、第２のプリント配線基板３８に取り付けられるコネクタ４１について図６及び図
７を参照して説明すると、コネクタ４１は、ＩＣカード４の装着部４６の一部を構成する
ベース４２と、このベース４２上に取り付けられるカバー４３と、ＩＣカード４の挿入口
を閉塞する蓋体４４と、ＩＣカード４のイジェクト部材４５とを備える。
【００２５】
ベース４２は、上ケース２４の底板２４ｄと共にＩＣカード４の装着部４６を構成するも
のであり、背面側には、ＩＣカード４の前面側に設けられた端子部１４に係合する接続端
子４７が端子部１４の接点１６の数に対応して、具体的には１０本設けられている。各接
続端子４７は、導電性の弾性片で形成されており、ＩＣカード４が装着部４６に装着され
たとき、端子部１４の各係合凹部１５に係合し、接点１６に弾接されつつＩＣカード４を
装着位置に保持できるようになっている。
【００２６】
このようなベース４２に取り付けられるカバー４３は、板金等を折曲して形成されるもの
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であって、ベース４２とでＩＣカード４を収納する収納部５１を構成する。カバー４３は
、ベース４２とで接続端子４７が設けられた側とは反対側にＩＣカード４のカード挿入口
４８が設けられる。カバー４３は、このカード挿入口４８と連続するようにして、略Ｕ字
状の開口部４９が形成されている。この開口部４９は、上ケース２４の主面部２４ａに設
けられた開口部２８に対応して設けられるものであり、指紋照合用のＩＣカード４が上ケ
ース２４の挿入口２７より挿入されたとき、ＩＣカード４の指紋検出部１３を外部に臨ま
せ、また、メモリ用のＩＣカード４が上ケース２４の挿入口２７より挿入されたとき、保
存データのタイトル等をメモ書きするためのラベルを外部に臨ませる。
【００２７】
このカバー４３には、その中程に、ＩＣカード４の収納部５１内、特に接続端子４７の近
傍に塵埃等の異物が侵入することを防止するための蓋体４４が取り付けられている。この
蓋体４４は、収納部５１を閉塞する蓋部５２と、蓋部５２をＩＣカード４の前面側に押圧
されて回動させるための回動軸５３とが一体的に形成されてなる。一方、カバー４３には
、回動軸５３が挿通される回動保持部５４が設けられている。そして、蓋部５２は、回動
軸５３は、回動保持部５４に挿通されることで、収納部５１内に蓋部５２が位置するよう
に取り付けられる。また、この蓋体４４は、回動軸５３に付勢部材となる捻りコイルバネ
５５のコイル部が巻装され、捻りコイルバネ５５の一方のアーム部がカバー４３の係止部
５５ａに係止され、他方のアーム部が蓋部５２に係止されることによって、収納部５１を
閉塞する図６中矢印Ｄ１ 方向に付勢している。蓋体４４は、ＩＣカード４が挿入されてい
ないとき、捻りコイルバネ５５の付勢力により、収納部５１を閉塞した状態にあり、内部
に異物が侵入することを防止しており、ＩＣカード４がカード挿入口４８より挿入される
と、図７に示すように、ＩＣカード４の前面で押圧され、捻りコイルバネ５５の付勢力に
抗して図６中反矢印Ｄ１ 方向に回動し、端子部１４と接続端子４７とが係合できる状態と
する。すなわち、蓋部５２は、ＩＣカード４が挿入されたとき、カバー４３と略平行な状
態となるまで回動保持部５４に回動支持された回動軸５３を中心にして回動する。
【００２８】
更に、ベース４２とカバー４３とで構成される収納部５１のＩＣカード４の挿脱方向と平
行な一方の側には、図６に示すように、ＩＣカード４を収納部５１より排出するためのイ
ジェクト部材４５が配設されている。このイジェクト部材４５は、全体が略Ｌ字状に形成
され、長辺の移動ガイド部５６と短辺の規制部５７とから構成されている。イジェクト部
材４５は、ＩＣカード４の挿脱方向である図６及び図７中矢印Ｄ２ 方向及び反矢印Ｄ２ 方
向に移動するものであり、移動ガイド部５６は、ベース４２のＩＣカード４の移動方向に
沿って突出して形成されガイド突部５８ａに係合するガイド溝５９ａが形成されている。
なお、規制部５７にも、ベース４２のＩＣカード４の移動方向に沿って突出して形成され
ガイド突部５８ｂに係合するガイド溝５９ｂが形成されている。
【００２９】
規制部５７は、ＩＣカード４の挿入方向と略直交するように位置され、ＩＣカード４の前
面の突き当て面側に、ＩＣカード４の面取り部１２及び窪み部１２ａに係合する位置決め
部６０が設けられている。すなわち、イジェクト部材４５は、移動ガイド部５６のＩＣカ
ード４の側面と対向する面と規制部５７の位置決め部６０とでＩＣカード４の位置決めを
行い、ＩＣカード４が押圧されることで、ガイド突部５８ａ，５８ｂ及びガイド溝５９ａ
，５９ｂにガイドされながら挿入方向方向である図６及び図７中反矢印Ｄ２ 方向に移動す
るようになっている。また、規制部５７とベース４２の背面壁４２ａとの間には、イジェ
クト部材４５をＩＣカード４のイジェクト方向の図６及び図７中矢印Ｄ２ 方向に付勢する
付勢部材となる圧縮コイルバネ６１が配設されている。この圧縮コイルバネ６１は、規制
部５７の凹部６２に一方が係合され、位置規制がされている。
【００３０】
ベース４２の一方の側壁４２ｂには、図８乃至図９に示すように、突起６３が内方に向か
って突設され、この突起６３に制御バネ６４が取り付けられている。この制御バネ６４は
、捻りコイルバネよりなり、コイル部６４ａが突起６３に巻装され、一端６４ｂがカバー

10

20

30

40

50

(7) JP 3815400 B2 2006.8.30



４３に係止され、他端６４ｃ側をベース４２側の図１０中矢印Ｄ３ 方向に付勢している。
制御バネ６４の他端６４ｃは、略９０°内方に折曲され、係合部６５が形成されている。
この係合部６５は、イジェクト部材４５の移動ガイド部５６に一体的に設けられた係止突
部６６に係止される。
【００３１】
この係止突部６６は、略２等辺三角形をなすように形成され、頂部６７がベース４２の側
壁４２ｂの突起６３に巻装された制御バネ６４の係合部６５のやや下側に位置するように
、イジェクト部材４５の移動ガイド部５６のベース４２の側壁４２ｂ側の面に一体的に設
けられている。係止突部６６のカバー４３の面には、制御バネ６４の係合部６５を押し上
げる傾斜面よりなるカム部６８が形成されている。このカム部６８は、頂部６７側からカ
バー４３側に傾斜して形成されている。また、係止突部６６の頂部６７と対向する側には
、制御バネ６４の係合部６５が係合される係合凹部６９が形成されている。
【００３２】
以上のようなコネクタ４１は、ＩＣカード４が挿入されていないとき、図８及び図９に示
すように、制御バネ６４の係合部６５が係止突部６６の係合凹部６９に係合していない状
態にあり、従って、イジェクト部材４５は、圧縮コイルバネ６１の付勢力により図８及び
図９中矢印Ｄ３ 方向に付勢され、ＩＣカード４の挿脱が可能な挿脱位置にある。
【００３３】
イジェクト部材４５がこの挿脱位置にあるときにＩＣカード４が端子部１４を挿入端とし
て収納部５１内に挿入されると、図７に示すように、ＩＣカード４の前面は、イジェクト
部材４５の規制部５７と位置決め部６０とでＩＣカード４の位置決めされる。そして、Ｉ
Ｃカード４が更に押圧されることで、圧縮コイルバネ６１の付勢力に抗してガイド突部５
８ａ，５８ｂ及びガイド溝５９ａ，５９ｂにガイドされながら図８及び図９中反矢印Ｄ２

方向に移動する。
【００３４】
すると、制御バネ６４の係合部６５は、図９及び図１０中矢印Ｄ３ 方向の付勢力に抗して
イジェクト部材４５の移動ガイド部５６に一体的に設けられた係止突部６６のカム部６８
に沿って頂部６７側から係合凹部６９側に移動する。そして、カム部６８が終了した時点
で、制御バネ６４の係合部６５は、図１０に示すように、付勢力によって係止突部６６の
係合凹部６９に係合する。これにより、イジェクト部材４５は、ＩＣカード４の端子部１
４を構成する接点１６と接続端子４７との接続を図る装着位置に保持される。そして、ベ
ース４２に設けられた接続端子４７は、ＩＣカード４の端子部１４係合凹部１５に係合し
、接点１６に弾接されることにより、電気的接続が図られる。なお、この状態で、ＩＣカ
ード４は、ほぼ全体が装着部４６に収納され、背面側の一部がイジェクトする際、押圧で
きるように外方に臨まされている。
【００３５】
ＩＣカード４をイジェクトするときＩＣカード４の背面側の一部を押圧すると、イジェク
ト部材４５は、圧縮コイルバネ６１の付勢力に抗して図１０中反矢印Ｄ２ 方向に移動する
。すると、制御バネ６４の係合部６５は、図１０中矢印Ｄ３ 方向の付勢力により係止突部
６６の係合凹部６９と係合した状態が解除され、そして、付勢力により係合突部６６のベ
ース４２側に移動する。制御バネ６４の係合部６５と係止突部６６の係合凹部６９との係
合状態が解除されたことで、イジェクト部材４５は、圧縮コイルバネ６１の付勢力により
、端子部１４と接続端子４７とを離間させる図１０中矢印Ｄ２ 方向に移動し、ＩＣカード
４の挿脱を行う第１の位置に戻る。この後、ＩＣカード４は、装着部４６より引き出され
る。
【００３６】
以上のようなコネクタ４１ではＩＣカード４を取り出すとき、ＩＣカード４の背面側を押
圧操作するだけでよいことから、ＩＣカード４のイジェクト操作を容易に行うことができ
る。
【００３８】
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上ケース２４と下ケース２５とで構成された装置本体２１に取り付けられるカバー部材２
２は、図５に示すように、装置本体２１の上面を覆う部材であって、透明又は半透明のポ
リカーボネート等の樹脂材料で射出成形により形成されている。このカバー部材２２は、
透明又は半透明で形成することで、上ケース２４の主面部２４ａを視認することができる
ようにし、孔部３３より臨まされているＬＥＤレンズ３３ａを介してＬＥＤ３９の識別灯
を視認することができるようにし、また、上ケース２４の開口部２８より臨まされたメモ
リ用のＩＣカード４等のラベルを視認することができるようにしている。
【００３９】
カバー部材２２は、長手方向両側縁部に、上ケース２４の両側壁２４ｂ，２４ｃに設けら
れたガイドレール２９ａ，２９ｂに係合するガイド溝７１ａ，７１ｂが設けられている。
また、カバー部材２２の両側縁部の前面側には、上ケース２４のストッパ部３１ａ，３１
ｂに係合する切欠部７２ａ，７２ｂが設けられている。カバー部材２２は、装置本体２１
の背面側から、ガイド溝７１ａ，７１ｂにガイドレール２９ａ，２９ｂに係合するように
挿入され、ストッパ部３１ａ，３１ｂに切欠部７２ａ，７２ｂが突き当たるまでスライド
される。
【００４０】
なお、カバー部材２２は、装置本体２１の前面側から取り付けるのではなく、装置本体２
１の背面側から取り付けるようにし、装置本体２１を構成する上ケース２４のＩＣカード
４の挿入口２７を閉塞するようには設けられていない。これは、撮像素子付きＩＣカード
は、ＩＣカード４の背面側に撮像部が設けられ、ＧＰＳ付きＩＣカードや無線通信のイン
タフェース用ＩＣカード等は、背面側にアンテナ部が設けられており、装置本体２１より
装着部４７の装着時であっても装置本体２１より撮像部やアンテナ部を外部に臨ませる必
要があるためであり、また、常に、挿入口２７を外部に臨ませ、ＩＣカード４の挿脱を容
易に行うことができるようにするためである。
【００４１】
装置本体２１を支持する支持部材２３は、図５に示すように、基体部７４と、この基体部
７４と一体的に二股に形成された第１の支持脚７５及び第２の支持脚７６とを有し、全体
が略Ｖ字状に形成されている。支持部材２３の裏面には、ＩＣカード４を机等の設置面に
設置したまま挿脱操作ができるように、ゴム材等からなる滑り止め部材７７が接着剤等で
取り付けられている。また、基体部７４の基端側には、支持部材２３を装置本体１２と接
続するためのヒンジ機構８１が取り付けられる取付部７８が設けられている。
【００４２】
ここで、ヒンジ機構８１について図５及び図１１を参照して説明すると、このヒンジ機構
８１は、装置本体２１を構成する下ケース２５の底板２５ａに取り付けられる回動支持部
材８２，８２と、この回動支持部材８２，８２に回動可能に取り付けられる回動部材８３
とを備える。一対の回動支持部材８２，８２は、下ケース２５の底板２５ａに取り付ける
ための取付片８２ａ，８２ａと、回動部材８３を回動支持するための回動支持片８２ｂ，
８２ｂとを有し、全体が略Ｌ字状に形成されている。取付片８２ａ，８２ａには、下ケー
ス２５の底板２５ａに取り付けるためのねじ挿通孔８２ｃ，８２ｃが設けられている。
【００４３】
回動部材８３は、支持部材２３の取付部７８に取り付けるための被取付部８３ａと、被取
付部８３ａの両端に設けられた支持片８３ｂ，８３ｂとからなり、全体が略コ字状に形成
されている。被取付部８３ａには、支持部材２３の取付部７８に取り付けるための取付孔
８３ｃが穿設されている。被取付部８３ａに相対向して設けられた支持片８３ｂ，８３ｂ
は、回動支持部材８２，８２の回動支持片８２ｂ，８２ｂの内側に重畳するように位置さ
れ、軸部材８４によって回動支持片８２ｂ，８２ｂに取り付けられる。
【００４４】
このように構成されたヒンジ機構８１は、回動支持部材８２，８２が下ケース２５の底板
２５ａに取り付けられ、回動部材８３が支持部材２３に取り付けられる。具体的に、回動
部材８３は、被取付部８３ａに設けられた取付孔８３ｃ，８３ｃに止めねじ８５を挿通し
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、支持部材２３の取付部７８のねじ孔８６，８６に螺合することによって取り付けられる
。また、回動支持部材８２，８２の取付片８３ｂ，８３ｂは、支持部材２３の取付部７８
に設けられた挿通孔８７，８７に配設され、止めねじ８８，８８により取り付けられる。
止めねじ８８，８８は、取付孔８３ｃ，８３ｃに挿通され、更に、下ケース２５の底板２
５ａの背面側に設けられた挿通孔３０，３０に挿通され、更に、第２のプリント配線基板
３８の背面側のねじ挿通孔３８ａ，３８ａに挿通され、上ケース２４の主面部２４ａの背
面側のねじ孔３２，３２に螺合されることによって取り付けられる。かくして、装置本体
２１に取り付けられたヒンジ機構８１は、装置本体２１の下側に突出するように取り付け
られる。図１２に示すように、支持部材２３にヒンジ機構８１を介して取り付けられた装
置本体２１は、ヒンジ機構８１を中心にして、ＩＣカード４の上ケース２４に設けられた
挿入口２７を上下させるように、装置本体２１背面のＵＳＢジャック４０に接続された接
続コード側のＵＳＢプラグ８９が設置面９１に接触しない範囲で、例えば１５°の範囲で
回動される。
【００４５】
以上のように構成されるアダプタ装置３の組み立て方法について説明すると、先ず、下ケ
ース２５には、第１のプリント配線基板３７が底板２５ａに取り付けられ、更に、ＩＣカ
ード４のコネクタ４１が取り付けられた第２のプリント配線基板３８が基板支持部３６ａ
，３６ｂに配設される。また、下ケース２５の底板２５ａには、ヒンジ機構８１を構成す
る回動部材８３は、被取付部８３ａに設けられた取付孔８３ｃ，８３ｃに止めねじ８５を
挿通し、支持部材２３の取付部７８のねじ孔８６，８６に螺合することによって取り付け
られる。そして、第１及び第２のプリント配線基板３７，３８が配設された下ケース２５
には、上ケース２４が突き合わされる。この後、上ケース２４の前面側は、止めねじ８８
，８８を、下ケース２５の底板２５ａの前面側に設けられた挿通孔３０，３０に挿通し、
更に、第２のプリント配線基板３８の前面側のねじ挿通孔３８ａ，３８ａに挿通し、上ケ
ース２４の主面部２４ａの前面側のねじ孔３２，３２に螺合されることによって下ケース
２５に一体化される。また、上ケースの背面側は、止めねじ８８，８８を、ヒンジ機構８
１を構成する回動支持部材８２，８２の取付片８２ａ，８２ａの取付孔８３ｃ，８３ｃに
挿通し、更に、下ケース２５の底板２５ａの背面側に設けられた挿通孔３０，３０に挿通
し、更に、第２のプリント配線基板３８の背面側のねじ挿通孔３８ａ，３８ａに挿通し、
上ケース２４の主面部２４ａの背面側のねじ孔３２，３２に螺合されることによって下ケ
ース２５に一体化される。止めねじ８８，８８は、支持部材２３の取付と上ケース２４と
下ケース２５の結合に用いられ、部品点数の削減及び組立工程の簡素化が図られている。
【００４６】
以上のように構成されたアダプタ装置３は、図１２に示すように、装置本体２１の背面側
の開口部３５より外部に臨まされたＵＳＢジャック４０に情報処理装置のコンピュータ本
体５に接続されているＵＳＢケーブルのＵＳＢプラグ８９が接続される。そして、アダプ
タ装置３は、装置本体２１が支持部材２３に支持された状態で机等の設置面９１に設置さ
れて使用される。ここで、装置本体２１は、支持部材２３に対してヒンジ機構８１を介し
て装置本体２１のＩＣカード４の挿脱口２７を上下させるように回動される。すなわち、
装置本体２１は、図１２に示すように、挿入口２７が下側の位置にあるとき、図１２中矢
印Ｄ４ 方向よりＩＣカード４が端子部１４が設けられた前面を挿入端として、設置面９１
と略平行に挿入される。また、装置本体２１は、挿入口２７が上側にあるとき、ＩＣカー
ド４が前面を挿入端として設置面９１に対して斜め上方から図１２中矢印Ｄ４ 方向より挿
入される。このように、アダプタ装置３は、ＩＣカード４の挿入口２７を上下させること
ができるようにすることで、ユーザがＩＣカード４を多方向から挿入口２７へ挿入するこ
とができ、利便性の向上が図られている。
【００４７】
挿入口２７より挿入されたＩＣカード４がユーザによって更に押圧操作されると、図６及
び図７に示すように、コネクタ４１内の蓋部５２は、ＩＣカード４の前面に押圧されるこ
とにより、カバー４３と略平行な状態となるまで回動保持部５４に回動支持された回動軸
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５３を中心にして回動する。そして、ＩＣカード４の前面は、イジェクト部材４５の規制
部５７と位置決め部６０とでＩＣカード４の位置決めされる。そして、ＩＣカード４が更
に押圧されることで、圧縮コイルバネ６１の付勢力に抗してガイド突部５８ａ，５８ｂ及
びガイド溝５９ａ，５９ｂにガイドされながら図８及び図９中反矢印Ｄ２ 方向に移動する
。
【００４８】
すると、制御バネ６４の係合部６５は、図９及び図１０中矢印Ｄ３ 方向の付勢力に抗して
イジェクト部材４５の移動ガイド部５６に一体的に設けられた係止突部６６のカム部６８
に沿って頂部６７側から係合凹部６９側に移動する。そして、カム部６８が終了した時点
で、制御バネ６４の係合部６５は、図１０に示すように、付勢力によって係止突部６６の
係合凹部６９に係合する。これにより、イジェクト部材４５は、ＩＣカード４の端子部１
４を構成する接点１６と接続端子４７との接続を図る装着位置に保持される。そして、ベ
ース４２に設けられた接続端子４７は、ＩＣカード４の端子部１４係合凹部１５に係合し
、接点１６に弾接されることにより、電気的接続が図られる。このようにＩＣカード４が
装着されるとき、アダプタ装置３は、ＩＣカード４の装着時のユーザによる押圧力により
押圧されることになるが、支持部材２３の裏面には滑り止め部材７７が設けられているこ
とから、設置面９１に対して滑ることもなく、容易にＩＣカード４を装着することができ
る。
【００４９】
アダプタ装置３は、装置本体２１の主面部２４ａの開口部２８及びコネクタ４１の開口部
４９より、ＩＣカード４の背面側主面部が外部に臨まされ、更に、カバー部材２２が透明
又は半透明に形成されていることで、装着されているＩＣカード４の種類を容易に識別す
ることができる。指紋照合用のＩＣカード４が装着されているときには、装置本体２１の
主面部２４ａの開口部２８及びコネクタ４１の開口部４９より、指紋検出部１３が外部に
臨まされることになり、ユーザは、容易に装着されているＩＣカードの種類を識別するこ
とができる。指紋照合用のＩＣカード４で指紋登録や指紋照合を行うときには、カバー部
材２２が装置本体２１の背面側にスライドされることで、ＩＣカード４が装着された状態
で、装置本体２１の主面部２４ａの開口部２８及びコネクタ４１の開口部４９より指紋検
出部１３に指頭を押し付けることができるようになる。また、アダプタ装置３にメモリ用
のＩＣカード４が装着されているときには、ＩＣカード４の背面側のラベルが装置本体２
１の主面部２４ａの開口部２８及びコネクタ４１の開口部４９より外部に臨まされ、透明
又は半透明のカバー部材２２を介して、ＩＣカード４に保存されているデータの確認を行
うことができる。このように、アダプタ装置３は、装置本体２１の主面部２４ａの開口部
２８及びコネクタ４１の開口部４９を設け、また、カバー部材２２を透明又は半透明に形
成することで、様々な機能を有するＩＣカード４を装着することができ、また、どの機能
のＩＣカード４が装着されても使い勝手が悪くなることを防止することができる。
【００５０】
ＩＣカード４をイジェクトするとき、ＩＣカード４の背面側の一部を押圧すると、イジェ
クト部材４５は、圧縮コイルバネ６１の付勢力に抗して図１０中反矢印Ｄ２ 方向に移動す
る。すると、制御バネ６４の係合部６５は、図１０中矢印Ｄ３ 方向の付勢力により係止突
部６６の係合凹部６９と係合した状態が解除され、そして、付勢力により係合突部６６の
ベース４２側に移動する。制御バネ６４の係合部６５と係止突部６６の係合凹部６９との
係合状態が解除されたことで、イジェクト部材４５は、圧縮コイルバネ６１の付勢力によ
り、端子部１４と接続端子４７とを離間させる図１０中矢印Ｄ２ 方向に移動し、ＩＣカー
ド４の挿脱を行う第１の位置に戻る。この後、ＩＣカード４は、装着部４６より引き出さ
れる。
【００５１】
装置本体２１を支持する支持部材２３は、裏面に滑り止め部材７７が設けられていること
から、装置本体２１が下向き及び上向きの何れの状態であっても、設置面９１に対して滑
ることなく円滑にＩＣカード４の挿入操作を行うことができる。
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【００５２】
また、図１２に示すように、装置本体２１が挿入口２７が上側を向くように支持部材２３
に対して回動されているとき、装置本体２１の背面のＵＳＢジャック４０は、設置面９１
側を向くことになるが、ヒンジ機構８１が装置本体２１の底面より突出するように設けら
れている分、支持部材２３及びヒンジ機構８１の分間隙９２が設けられる。したがって、
装置本体２１が挿入口２７が上側を向くように支持部材２３に対して回動されているとき
にも、ＵＳＢケーブルのＵＳＢプラグ８９を、ＵＳＢジャック４０に接続することができ
る。
【００５４】
次に、ＩＣカード４が装着されるアダプタ装置３とこのアダプタ装置３が接続される情報
処理装置２の回路構成について図１３を参照して説明する。先ず、情報処理装置２につい
て説明すると、この情報処理装置２は、据え置き型又はノート型のパーソナルコンピュー
タ等の情報処理装置であり、各種プログラムや処理データ等が保存されるハードディスク
１０１と、制御プログラム等が保存されたＲＯＭ１０２と、プログラムや処理データがロ
ードされるＲＡＭ１０３と、キーボード、マウス、テンキー等で構成され、操作信号等を
入力するための入力操作部６と、処理中のデータ等を表示するＣＲＴ、ＬＣＤ等からなる
表示部７と、アダプタ装置３等他の周辺機器とデータ通信をＵＳＢ規格に従って行うため
のＵＳＢインタフェース１０６と、全体の動作を制御するＣＰＵ等からなる制御部１０７
とを備える。制御部１０７は、入力操作部６からの入力に基づいて、ハードディスク１０
１より所定のアプリケーションをＲＡＭ１０３に読み出して表示部７に表示すると共にデ
ータ処理を行う。制御部１０７は、アダプタ装置３がＵＳＢインタフェース１０６に接続
され、アダプタ装置３に指紋照合用のＩＣカード４が装着されているとき、ユーザが特定
のコンピュータにアクセスしようとするときやハードディスク１０１に保存されている特
定のファイルにアクセスしようとするとき、指紋照合による認証要求を行うため、その旨
を表示部７に表示し、ＩＣカード４より指紋照合で認証が取れたことを示す認証データを
受信したときに限って、特定のコンピュータへのアクセスやハードディスク１０１に保存
されている特定のファイルへのアクセスを許可する。また、制御部１０７は、メモリ用の
ＩＣカード４がアダプタ装置３に装着されているとき、ＩＣカード４に保存されているデ
ータ、データのタイトル一覧等を表示部７に表示し、ユーザが表示部７を見ながら処理を
行うことができるようにする。
【００５５】
次に、図１３を参照して、以上のような情報処理装置２にＵＳＢで接続されるアダプタ装
置３について説明すると、このアダプタ装置３は、ホスト機器である情報処理装置２とデ
ータ通信をＵＳＢ規格に従って行うためのＵＳＢインタフェース１１１と、装着されたＩ
Ｃカード４とデータのシリアル転送を行うためのシリアルインタフェース１１２と、装着
されたＩＣカード４とデータのパラレル転送を行うためのパラレルインタフェース１１３
と、装着されたＩＣカード４がメモリ用のＩＣカードであるとき、データ処理上の論理ア
ドレスをＩＣカード４内のフラッシュメモリ上の物理アドレスに変換するアドレス変換部
１１４と、ＩＣカード４へのアクセス中点灯するＬＥＤ３９とを備える。このようなアダ
プタ装置３は、装着部４６には機能の異なる複数種類のＩＣカード４が装着され、情報処
理装置２とＩＣカード４との中継器として機能する。また、アダプタ装置３は、メモリ用
のＩＣカード４が装着部４６に装着されているとき、アクセス時、論理アドレスを物理ア
ドレスに変換する処理を行う。そして、アダプタ装置３は、装着されているＩＣカード４
に情報処理装置２がアクセスしているとき、ＬＥＤ３９を点灯し、ユーザが、情報処理装
置２がＩＣカード４にアクセス中であることを知らせ、例えば情報処理装置２がＩＣカー
ド４にアクセスしているときにユーザが誤ってＩＣカード４を装着部４６より抜いてしま
わないようにする。
【００５６】
ところで、情報処理装置２とアダプタ装置３との接続は、ＩＣカード４に対して電力供給
が可能なインタフェースが用いられ、ここではＵＳＢが用いられている。ＵＳＢは、ホス
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ト機器である情報処理装置２に接続されたアダプタ装置３等の周辺機器に対して電力供給
が可能であり、アダプタ装置３には、情報処理装置２より例えば直流で５００ｍＡの電流
が供給され、これにより、アダプタ装置３は、ＬＥＤ３９を点灯し、また、装着部４６に
装着されたＩＣカード４に電力を供給する。
【００５７】
次に、アダプタ装置３に装着されるＩＣカード４の回路構成について説明する。図１４を
参照して、指紋照合用のＩＣカード４について説明すると、この指紋照合用のＩＣカード
４は、ユーザの指頭が圧接される指紋検出部１２１と、登録された指紋を記憶する第１の
メモリ１２２と、指紋検出部１２１より入力された指紋と第１のメモリ１２２に保存され
ている指紋とを照合する照合部１２３と、ＩＣカード４の種類を示す識別データ、ＩＣカ
ード４のシリアル番号、第１のメモリ１２２に登録されている指紋に関連する関連情報を
記憶する第２のメモリ１２４と、アダプタ装置３と認証データのやり取りをシリアル転送
により行うためのシリアルインタフェース１２５と、アダプタ装置３と認証データのやり
取りをパラレル転送により行うためのパラレルインタフェース１２６と、全体の動作を制
御する制御部１２７とを備える。
【００５８】
指紋検出部１２１は、ＣＣＤ（ Charge Coupled Device）やラインセンサ等の撮像部、指
頭が圧接される圧接部を照射するバックライト等を有し、指頭が圧接されたとき、バック
ライトをオンにし、撮像部で指紋を撮影する。そして、指紋検出部１２１は、撮影した指
紋より、指紋の特徴点、例えば皮膚隆線の分岐や中心を抽出する。そして、指紋検出部１
２１は、指紋登録を行うとき、指紋の特徴点である指紋データを第１のメモリ１２２に出
力する。第１のメモリ１２２には、登録を行う指紋の特徴点である指紋データが識別番号
毎に保存される。また、指紋検出部１２１は、指紋データを指紋照合を行うとき照合部１
２３に出力する。
【００５９】
照合部１２３は、指紋照合を行うとき、指紋検出部１２１より入力された指紋データと第
１のメモリ１２２に記憶されている指紋データとを照合し、ユーザの認証を行う。そして
、照合部１２３は、指紋検出部１２１より入力された指紋データと第１のメモリ１２２よ
り読み出した指紋データとが一致し認証が取れたとき、シリアルインタフェース１２５又
はパラレルインタフェース１２６に認証データを出力する。また、照合部１２３は、指紋
検出部１２１より入力された指紋データと第１のメモリ１２２より読み出した指紋データ
とが一致せず認証が取れなかったとき、非認証データをシリアルインタフェース１２５又
はパラレルインタフェース１２６に出力する。
【００６０】
第２のメモリ１２４には、第１のメモリ１２２に登録されている指紋データに関連する関
連情報が保存される。具体的に、第２のメモリ１２４には、関連情報として、指紋登録者
の氏名や識別番号やＩＣカードのシリアルナンバ等が保存されている。そして、照合部１
２３で認証が取れたとき、第２のメモリ１２４は、認証データと共に認証の取れたユーザ
のデータをシリアルインタフェース１２５又はパラレルインタフェース１２６に出力する
。
【００６１】
また、第２のメモリ１２４には、このＩＣカード４がパラレル転送及びシリアル転送に対
応したものであるかシリアル転送のみに対応したものであるかを通信識別する識別データ
が記憶されている。また、この第２のメモリ１２４には、このＩＣカード４の機能、すな
わち指紋照合用であるかメモリ用であるか等を示す機能識別データが記憶されている。そ
して、第２のメモリ１２４は、これらの識別データを、情報処理装置２がアクセスしたと
き、最初に情報処理装置２に出力され、情報処理装置２がＩＣカード４の種類を識別する
ことができるようにしている。
【００６２】
制御部１２７は、ＩＣカード４の全体を制御するものであり、例えば指紋検出部１２１に
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指頭が圧接されたとき、指紋検出部１２１を駆動し、また、第１のメモリ１２２への登録
する指紋データの書き込みや第２のメモリ１２４に登録する指紋データの関連情報の書き
込みやこの関連情報の読み出し、更には第２のメモリ１２４に保存されている識別データ
の読み出しを制御する。また、制御部１０７は、情報処理装置２からの制御データに応じ
て使用するインタフェースの切り換え、すなわちシリアルインタフェース１２５とパラレ
ルインタフェース１２６の切り換えを行う。
【００６３】
次に、以上のような指紋照合用のＩＣカード４がアダプタ装置３に装着されたときの情報
処理装置２の処理について図１５を参照して説明する。アダプタ装置３がＵＳＢで情報処
理装置２に接続されている状態において、情報処理装置２は、アダプタ装置３の装着部４
６にＩＣカード４が装着されると、ステップＳ１において、挿入検出用接点の電位を検出
し、この電位がＶｓｓ用接点と同じになっているかを判断する。そして、情報処理装置２
は、挿入検出用接点の電位とＶｓｓ用接点の電位と同じとき、ＩＣカードがアダプタ装置
３の装着部４６に装着されていると判断し、ステップＳ２に進み、同じでないとき、ＩＣ
カード４がアダプタ装置３の装着部４６に装着されていないとして、ステップＳ１を繰り
返す。
【００６４】
ステップＳ２において、情報処理装置２は、ＵＳＢケーブルを介してアダプタ装置３に装
着されているＩＣカード４に電源供給を開始し、ステップＳ３において、ＩＣカード４へ
のアクセスを開始する。このとき、アダプタ装置３のＬＥＤ３９は、情報処理装置２より
ＵＳＢを介して供給されている電源によって点灯される。これによって、ユーザは、ＩＣ
カード４へのアクセスが開始されたことを視認することができる。そして、情報処理装置
２は、ＩＣカード４の第２のメモリ１２４の所定アドレスにアクセスする。すなわち、情
報処理装置２は、ＩＣカード４に対してシリアルプロトコルバスステート信号ＢＳとシリ
アルクロックＳＣＬＫを供給し、第２のメモリ１２４にアクセスし、シリアル転送とパラ
レル転送で用いられるデータ線（ＤＡＴＡ０）を用いて識別データの読み出しを行う。
【００６５】
ステップＳ４において、情報処理装置２は、第２のメモリ１２４より読み出した機能識別
データに基づいて、アダプタ装置３に装着されたＩＣカード４が指紋照合用のＩＣカード
４であるかの機能判別を行う。そして、情報処理装置２は、アダプタ装置３に装着された
ＩＣカード４が指紋判別用であると判断したとき、ステップＳ５に進み、指紋判別用でな
いと判断したとき、他の機能のＩＣカード４の機能に応じた処理を行う。
【００６６】
ステップＳ５において、情報処理装置２は、第２のメモリ１２４より読み出した通信識別
データに基づいて、アダプタ装置３に装着されたＩＣカード４がパラレル転送に対応した
ものであるか、シリアル転送にのみ対応したものであるかの判別を行う。そして、情報処
理装置２は、パラレル転送に対応したＩＣカード４であると判断したとき、ステップＳ６
に進み、シリアル転送のみに対応したＩＣカード４であると判断したとき、ステップＳ７
に進む。
【００６７】
情報処理装置２は、アダプタ装置３に装着されたＩＣカード４がパラレル転送に対応した
ものであると判断したとき、ステップＳ６において、制御部１２７でインタフェースをパ
ラレルインタフェース１２６に切り換え、以降の処理で指紋登録、指紋認証等の処理に伴
うデータ転送をパラレル転送を用いて行うようにする。具体的に、パラレルデータ転送は
、パラレルインタフェースの第１のデータ線（ＤＡＴＡ１）、第２のデータ線（ＤＡＴＡ
２）及び第３のデータ線（ＤＡＴＡ３）を用いて行われる。
【００６８】
また、情報処理装置２は、アダプタ装置３に装着されたＩＣカード４がシリアル転送のみ
に対応したものであると判断したとき、ステップＳ７において、制御部１２７でインタフ
ェースをシリアルインタフェース１２５に切り換え、以降の処理で指紋登録、指紋認証等
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の処理に伴うデータ転送をシリアル転送を用いて行うようにする。具体的に、シリアルデ
ータ転送は、データ線（ＤＡＴＡ０）を用いて行われる。
【００６９】
次に、指紋照合用のＩＣカード４が指紋登録を行うときの処理及び指紋照合処理を行うと
きの処理について図１６を参照して説明する。先ず、ＩＣカード４は、ステップＳ１１に
おいて、制御部１２７で、ユーザが入力操作部６を操作することによって情報処理装置２
から指紋登録コマンドが入力されたかどうかを判断し、指紋登録コマンドが入力されたと
き、指紋登録処理を行うためステップＳ１２に進み、指紋登録コマンドが入力されなかっ
たとき、指紋照合を行うため、ステップＳ１４に進む。
【００７０】
指紋登録モードのとき、ＩＣカード４は、ステップＳ１２において、ユーザの指紋が入力
される。具体的に、ユーザが指紋照合用のＩＣカード４が装着されているアダプタ装置３
の装置本体２１に取り付けられているカバー部材２２を背面側にスライドさせ、装置本体
２１の上ケース２４に設けられた開口部２８及びコネクタ４１の開口部４９より指頭を内
部に進入させ、指紋検出部１２１に指頭を圧接すると、指紋検出部１２１は、これを検出
し、撮像部で指紋を撮影し、撮影した指紋より、指紋の特徴点、例えば皮膚隆線の分岐や
中心を抽出し、指紋データを生成する。
【００７１】
ステップＳ１３において、ＩＣカード４は、制御部１２７が、この指紋データに識別番号
を付与し指紋検出部１２１より指紋データを第１のメモリ１２２に出力する。これにより
、第１のメモリ１２２には、ユーザの指紋データが保存、すなわち登録される。
【００７２】
なお、このとき、ＩＣカード４には、登録する指紋データに関連する情報を、第２のメモ
リ１２４に指紋データの識別番号に関連付けて保存することができる。すなわち、情報処
理装置２において、ユーザが入力操作部６を操作することによって、指紋登録者の氏名や
識別番号を入力し、この入力データがシリアルインタフェース１１２，１２５又はパラレ
ルインタフェース１１３，１２６を介してＩＣカード４の第２のメモリ１２４に記録する
ことができる。
【００７３】
次に、指紋照合の方法について説明すると、ステップＳ１１でＩＣカード４に指紋登録コ
マンドが入力されなかったとき、ＩＣカード４は、ステップＳ１４において、情報処理装
置２を使用しようとするユーザの指紋が入力される。具体的に、ユーザが指紋照合用のＩ
Ｃカード４が装着されているアダプタ装置３の装置本体２１に取り付けられているカバー
部材２２を背面側にスライドさせ、装置本体２１の上ケース２４に設けられた開口部２８
及びコネクタ４１の開口部４９より指頭を内部に進入させ、指紋検出部１２１に指頭を圧
接すると、指紋検出部１２１は、これを検出し、撮像部で指紋を撮影し、撮影した指紋よ
り、指紋データを生成し、照合部１２３に出力する。
【００７４】
ステップＳ１５において、ＩＣカード４の照合部１２３は、第１のメモリ１２２より登録
された指紋データを読み出し、この第１のメモリ１２２から読み出した指紋データと指紋
検出部１２１より入力された指紋データとを照合する。そして、ＩＣカード４は、照合部
１２３が指紋検出部１２１より入力された指紋データと第１のメモリ１２２より読み出し
た指紋データとが一致したとき、ステップＳ１６に進み、一致しなかったとき、ステップ
Ｓ１７に進む。
【００７５】
指紋検出部１２１からの指紋データが第１のメモリ１２２の指紋データと一致したとき、
ＩＣカード４は、ステップＳ１６において、情報処理装置２にアクセスしようとするユー
ザの認証を取ることができたとして、シリアルインタフェース１１２，１２５又はパラレ
ルインタフェース１１３，１２６を介して認証データを情報処理装置２に出力する。認証
データを受信した情報処理装置２は、認証が取れたユーザによって使用可能な状態になる
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。
【００７６】
また、指紋検出部１２１からの指紋データが第１のメモリ１２２の指紋データと一致しな
かったとき、ＩＣカード４は、ステップＳ１７において、情報処理装置２にアクセスしよ
うとするユーザの認証を取ることができなかったとして、シリアルインタフェース１１２
，１２５又はパラレルインタフェース１１３，１２６を介して非認証データを情報処理装
置２に出力する。非認証データを受信した情報処理装置２は、認証が取れなかったユーザ
による使用を禁止する。
【００７７】
なお、以上の例では、情報処理装置２へのユーザのアクセス制限に指紋照合を用いる場合
を説明したが、この指紋照合は、この他に、ハードディスク１０１や情報処理装置２に装
着される光ディスク等の外部記憶装置に保存されている特定のファイルへのアクセス制限
等に用いるようにしてもよい。
【００７８】
次に、アダプタ装置３に装着されるメモリ用のＩＣカード４について図１７を参照して説
明すると、このメモリ用のＩＣカード４は、データを保存する一又は複数のフラッシュメ
モリ１３１と、フラッシュメモリ１３１への書き込み及び読み出しを制御するメモリ制御
部１３２と、フラッシュメモリ１３１に保存するデータに対してエラー訂正符号を付加し
フラッシュメモリ１３１より読み出すデータのエラー訂正符号を復号するエラー訂正処理
部１３３と、データの書き込み又は読み出しのための各種パラメータを保存するメモリ１
３４と、フラッシュメモリ１３１に保存するデータを一時的に記憶するバッファメモリ１
３５と、データ処理上の論理アドレスとメモリ上の物理アドレスとを変換するアドレス変
換部１３６と、アダプタ装置３とデータのやり取りをシリアル転送により行うためのシリ
アルインタフェース１３７と、アダプタ装置３とデータのやり取りをパラレル転送により
行うためのパラレルインタフェース１３８と、全体の動作を制御する制御部１３９とを備
える。
【００７９】
メモリ１３４には、このＩＣカード４がパラレル転送及びシリアル転送に対応したもので
あるかシリアル転送のみに対応したものであるかを通信識別する識別データが記憶されて
いる。また、このメモリ１３４には、このＩＣカード４の機能、すなわち指紋照合用であ
るかメモリ用であるか等を示す機能識別データが記憶されている。そして、メモリ１３４
は、これらの識別データを、情報処理装置２がアクセスしたとき、最初に情報処理装置２
に出力され、情報処理装置２がＩＣカード４の種類を識別することができるようにしてい
る。更に、メモリ１３４には、このＩＣカード４がアドレス変換部１３６を有しているか
どうかのアドレス変換識別データが記憶されている。
【００８０】
制御部１２７は、情報処理装置２からの制御データに応じて使用するインタフェースの切
り換え、すなわちシリアルインタフェース１３７とパラレルインタフェース１３８の切り
換えを行う。
【００８１】
以上のようなメモリ用のＩＣカード４は、論理アドレスが情報処理装置２より入力された
とき、アドレス変換部１３６で論理アドレスを物理アドレスに変換してフラッシュメモリ
１３１にアクセスし、所定アドレスにデータを書き込みみ、また、所定アドレスに保存さ
れているデータの読み出しを行う。
【００８２】
次に、メモリ用のＩＣカード４のデータの読み出しや書き込みを行うときの処理について
図１８を参照して説明する。アダプタ装置３がＵＳＢで情報処理装置２に接続されている
状態において、情報処理装置２は、アダプタ装置３の装着部４６にＩＣカード４が装着さ
れると、ステップＳ２１において、挿入検出用接点の電位を検出し、この電位がＶｓｓ用
接点と同じになっているかを判断する。そして、情報処理装置２は、挿入検出用接点の電

10

20

30

40

50

(16) JP 3815400 B2 2006.8.30



位とＶｓｓ用接点の電位と同じとき、ＩＣカードがアダプタ装置３の装着部４６に装着さ
れていると判断し、ステップＳ２２に進み、同じでないとき、ＩＣカード４がアダプタ装
置３の装着部４６に装着されていないとして、ステップＳ１を繰り返す。
【００８３】
ステップＳ２２において、情報処理装置２は、ＵＳＢケーブルを介してアダプタ装置３に
装着されているＩＣカード４に電源供給を開始し、ステップＳ２３において、ＩＣカード
４へのアクセスを開始する。このとき、アダプタ装置３のＬＥＤ３９は、情報処理装置２
よりＵＳＢを介して供給されている電源によって点灯される。これによって、ユーザは、
ＩＣカード４へのアクセスが開始されたことを視認することができる。そして、情報処理
装置２は、ＩＣカード４のメモリ１３４の所定アドレスにアクセスする。すなわち、情報
処理装置２は、ＩＣカード４に対してシリアルプロトコルバスステート信号ＢＳとシリア
ルクロックＳＣＬＫが供給し、メモリ１３４にアクセスし、シリアル転送及びパラレル転
送のデータ線（ＤＡＴＡ０）を用いて識別データの読み出しを行う。
【００８４】
ステップＳ２４において、情報処理装置２は、メモリ１３４より読み出したアドレス変換
識別データに基づいて、アダプタ装置３に装着されているメモリ用のＩＣカード４にアド
レス変換部１３６が備えられているかを判断する。そして、情報処理装置２は、アダプタ
装置３に装着されているＩＣカード４がアドレス変換機能を有しているとき、フラッシュ
メモリ１３１へのアクセスを論理アドレスで行うようにする。また、情報処理装置２は、
アダプタ装置３に装着されているＩＣカード４アドレス変換機能が設けられていないとき
、アダプタ装置３に設けられているアドレス変換部１１４で論理アドレスを物理アドレス
に変換し、物理アドレスでアドレス変換機能を有さないＩＣカード４のフラッシュメモリ
１３１にアクセスするようにする。
【００８５】
ステップＳ２５において、情報処理装置２は、メモリ１３４より読み出した機能識別デー
タに基づいて、アダプタ装置３に装着されたＩＣカード４がメモリ用のＩＣカード４であ
るかの機能判別を行う。そして、情報処理装置２は、アダプタ装置３に装着されたＩＣカ
ード４がメモリ用であると判断したとき、ステップＳ２６に進み、指紋判別用でないと判
断したとき、他の機能のＩＣカード４の機能に応じた処理を行う。
【００８６】
ステップＳ２６において、情報処理装置２は、メモリ１３４より読み出した通信識別デー
タに基づいて、アダプタ装置３に装着されたＩＣカード４がパラレル転送に対応したもの
であるか、シリアル転送にのみ対応したものであるかの判別を行う。そして、情報処理装
置２は、パラレル転送に対応したＩＣカード４であると判断したとき、ステップＳ２７に
進み、シリアル転送のみに対応したＩＣカード４であると判断したとき、ステップＳ２８
に進む。
【００８７】
情報処理装置２は、アダプタ装置３に装着されたＩＣカード４がパラレル転送に対応した
ものであると判断したとき、ステップＳ２７において、制御部１３９でインタフェースを
パラレルインタフェース１３８に切り換え、フラッシュメモリ１３１とのデータのやり取
りをパラレル転送で行うようにする。そして、パラレルデータ転送は、パラレルインタフ
ェースの第１のデータ線（ＤＡＴＡ１）、第２のデータ線（ＤＡＴＡ２）及び第３のデー
タ線（ＤＡＴＡ３）を用いて行われる。
【００８８】
また、情報処理装置２は、アダプタ装置３に装着されたＩＣカード４がシリアル転送のみ
に対応したものであると判断したとき、ステップＳ２８において、制御部１３９でインタ
フェースをシリアルインタフェース１３７に切り換え、フラッシュメモリ１３１とのデー
タのやり取りをパラレル転送で行うようにする。そして、シリアルデータ転送は、データ
線（ＤＡＴＡ０）を用いて行われる。
【００８９】
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ステップＳ２７及びステップＳ２８で行うフラッシュメモリ１３１へのアクセスは、物理
アドレスで行う必要があり、そこで、フラッシュメモリ１３１へのアクセスは、ＩＣカー
ド４がアドレス変換機能を有しているとき、ＩＣカード４のアドレス変換部１３６が論理
アドレスを物理アドレスに変換することにより行われ、ＩＣカード４がアドレス変換機能
を有していないとき、アダプタ装置３のアドレス変換部１１４が論理アドレスを物理アド
レスに変換することにより行われる。そして、メモリ用のＩＣカード４は、フラッシュメ
モリ１３１に情報処理装置２からシリアル又はパラレル転送されたデータをフラッシュメ
モリ１３１に保存し、また、フラッシュメモリ１３１に保存されているデータを情報処理
装置２に転送する。
【００９０】
以上のようなアダプタ装置３は、シリアル転送とパラレル転送の２つの通信方式でデータ
の送受信を行うことができ、既存のＩＣカード４とシリアル転送でデータの送受信を行う
ことができると共に、パラレル転送に対応したＩＣカード４との間では高速にデータの送
受信を行うことができる。また、メモリ用のＩＣカード４が装着されているとき、アダプ
タ装置３は、アドレス変換部１１４が設けられていることから、情報処理装置２は、論理
アドレスでメモリ用のＩＣカード４にアクセスすることができ、アドレス設定処理を迅速
に行うことができるようになる。
【００９１】
【発明の効果】
　本発明によれば、

。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したアダプタ装置が用いられる情報処理システムの構成を説明する
図である。
【図２】本発明を適用したアダプタ装置の斜視図である。
【図３】上記アダプタ装置の斜視図であって、装置本体に取り付けられたカバーがスライ
ドされた状態を示す。
【図４】上記アダプタ装置の斜視図であって、ＩＣカードの挿入口が上を向くように装置
本体が支持部材に対して回動された状態を示す。
【図５】上記アダプタ装置の分解斜視図である。
【図６】上記アダプタ装置に内蔵されたコネクタ部材を説明する斜視図であって、ＩＣカ
ードの挿入前の状態を示す。
【図７】上記コネクタの斜視図であって、ＩＣカードが挿入された状態を示す。
【図８】上記コネクタに内蔵されたイジェクト部材の構成を説明する斜視図である。
【図９】　ＩＣカードの挿入前のイジェクト部材の状態を示す側面図である。
【図１０】ＩＣカードが挿入されたときのイジェクト部材の状態を示す側面図である。
【図１１】上記アダプタ装置の背面図である。
【図１２】上記アダプタ装置の側面図である。
【図１３】情報処理装置とこの情報処理装置に接続されたアダプタ装置のブロック図であ
る。
【図１４】指紋照合用のＩＣカードのブロック図である。
【図１５】指紋照合用のＩＣカードが装着されたときの情報処理装置の処理を説明するフ
ローチャートである。
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一の主面に挿入口と連続した開口部が形成された装置本体に、透明又
は半透明のカバー部材が装置本体の背面側にスライド可能に取り付けられていることから
、カバー部材が装置本体を被覆した状態であっても開口部を介して装着部に装着されたＩ
Ｃカードの種類を容易に特定することができると共に、ＩＣカードの種類に応じてカバー
部材を操作して装置本体の主面部を開放したり被覆したりすることができ、装着部に装着
したＩＣカードの種類に応じた操作を容易に行うことができる。また、装置本体の支持部
材には、滑り止め部材が設けられていることから、装着部に装着されたＩＣカードの種類
に応じた操作、ＩＣカードの挿入方向側に押圧することによって挿入口よりＩＣカードを
イジェクトするＩＣカードのイジェクト操作等を安定して行うことができる



【図１６】指紋照合用のＩＣカードが指紋登録を行うときの処理及び指紋照合処理を行う
ときの動作を説明するフローチャートである。
【図１７】メモリ用ＩＣカードのブロック図である。
【図１８】メモリ用のＩＣカードのデータの読み出しや書き込みを行うときの処理を説明
するフローチャートである。
【符号の説明】
３　アダプタ装置、２１　装置本体、２２　カバー部材、２３　支持部材、２４上ケース
、２４ａ　主面部、２５　下ケース、２７　挿入口、２８　開口部、２９ａ，２９ｂ　ガ
イドレール、４１　コネクタ、４２　ベース、４３　カバー、４４　蓋体、４５　イジェ
クト部材、４６　装着部、４９　開口部 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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