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(57)【要約】
【課題】本願発明は指紋認証装置の認証パネルを開示し
た。
【解決手段】
壁体を含み、前記壁体の中には指紋空間が設けられ、前
記指紋空間の中には方向変換軸が回転できるように設け
られ、前記方向変換軸の後端にはトーションバネが固定
的に設けられ、前記指紋空間にある前記方向変換軸には
指紋認証モジュールが固定的に設けられ、前記指紋認証
モジュールには認証パネルが取り付けられ、前記指紋空
間の左側には指紋除去装置が設けられ、前記指紋除去装
置は前記認証パネルについた指紋を除去でき、前記指紋
空間の下側には押し装置が設けられ、前記押し装置は前
記指紋除去装置を作動連動させることができ、前記押し
装置の後側には片方向伝動装置が設けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
壁体を含み、
前記壁体の中には指紋空間が設けられ、前記指紋空間の中には方向変換軸が回転できるよ
うに設けられ、前記方向変換軸の後端にはトーションバネが固定的に設けられ、前記指紋
空間にある前記方向変換軸には指紋認証モジュールが固定的に設けられ、前記指紋認証モ
ジュールには認証パネルが取り付けられ、
前記指紋空間の左側には指紋除去装置が設けられ、前記指紋除去装置は前記認証パネルに
ついた指紋を除去でき、前記指紋空間の下側には押し装置が設けられ、前記押し装置は前
記指紋除去装置を作動連動させることができ、前記押し装置の後側には片方向伝動装置が
設けられ、前記片方向伝動装置が前記押し装置と噛合するように連結され、且つ前記片方
向伝動装置が前記方向変換軸と伝動できるように連結され、前記押し装置が作動し前記指
紋除去装置と前記指紋認証モジュールとに動力を提供でき、
前記指紋空間の上側には手動認証装置が設けられ、前記手動認証装置は操作盤を含み、前
記操作盤は表示スクリーンとボタンとを含み、前記ボタンが前記表示スクリーンの左側に
位置し、前記ボタンで情報を入力することによって身分認証が行われ、前記手動認証装置
の上側には動力提供装置が設けられ、前記動力提供装置と前記方向変換軸とが動力伝達装
置により伝動できるように連結され、前記動力伝達装置が前記指紋空間の前側に位置し、
前記認証パネルで指紋認証失敗の時、前記動力提供装置は前記方向変換軸を回転連動させ
ることができ、前記手動認証装置を外部まで回転させ、身分認証を行わせることができる
ことを特徴とする指紋認証装置の認証パネル。
【請求項２】
前記指紋除去装置は除去空間を含み、
前記除去空間が前記指紋空間と連通しており、前記除去空間の中には昇降ロッドがスライ
ドできるように設けられ、前記昇降ロッドにはブラシの付いている除去回転輪が回転でき
るように取り付けられ、
前記除去空間の左端壁の中には昇降空間が連通するように設けられ、前記昇降空間の中に
は昇降親ねじが回転できるように設けられ、前記昇降ロッドと前記昇降親ねじとがねじ山
によって連結され、前記昇降親ねじには復帰バネが固定的に設けられ、
前記昇降空間の下側には方向変換空間が連通するように設けられ、前記昇降親ねじの下端
が前記方向変換空間の中に伸びており、且つ前記昇降親ねじの下端には第一傘歯車が固定
的に設けられ、前記第一傘歯車の右端には二分の一が歯形である第二傘歯車が噛合するよ
うに連結され、前記第二傘歯車の中心部には方向変換回転軸が固定的に設けられ、前記方
向変換回転軸の右端が前記押し装置と伝動できるように連結されていることを特徴とする
請求項１に記載の指紋認証装置の認証パネル。
【請求項３】
記押し装置は押し空間を含み、
前記押し空間の中には押しブロックがスライドできるように設けられ、前記押しブロック
の右端面が前記片方向伝動装置と噛合するように連結され、前記押しブロックの右端が外
部空間に延びており、且つ前記押しブロックの右端には押しボタンが固定的に設けられ、
前記押しブロックの下端面には六つの回転溝が形成され、前記回転溝の中には回しブロッ
クが回転できるように設けられ、前記回しブロックの左端面と前記回転溝との間には回転
バネが固定的に設けられ、
前記押し空間の下端壁の中には回転空間が連通するように設けられ、前記回転空間の中に
は回転軸が回転できるように設けられ、前記回転軸には回転輪が固定的に設けられ、前記
回転輪の外周には十個の固定ブロックが環状に配列され、前記回転軸には第三傘歯車が固
定的に設けられ、前記第三傘歯車が前記回転輪の前側に位置し、前記第三傘歯車の左端に
は第四傘歯車が噛合するように連結され、前記第四傘歯車と前記方向変換回転軸とが固定
的に連結され、これにより前記押しブロックは左方に移動し前記回転輪を回転連動させる
ことを特徴とする請求項１に記載の指紋認証装置の認証パネル。
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【請求項４】
前記押し空間の上端壁の中にはガイドスライド溝が連通するように形成され、前記ガイド
スライド溝の中にはガイドスライドブロックがスライドできるように設けられ、前記ガイ
ドスライドブロックと前記押しブロックとが固定的に連結され、前記ガイドスライドブロ
ックの左端と前記ガイドスライド溝との間には押しバネが固定的に設けられていることを
特徴とする請求項３に記載の指紋認証装置の認証パネル。
【請求項５】
前記片方向伝動装置は片方向空間を含み、
前記片方向空間が前記押し空間と連通しており、前記片方向空間の中には支持ロッドが固
定的に設けられ、前記支持ロッドには連結軸が回転できるように設けられ、前記連結軸の
上下端には内爪車が固定的に設けられ、前記内爪車の外周には外回転輪が片方向で噛合す
るように連結され、上側の前記外回転輪が前記押しブロックと噛合するように連結され、
前記外回転輪のうち対称中心から離れた一端には回転輪軸が固定的に設けられ、
前記片方向空間の下側にはベルト空間が連通するように設けられ、下側の前記回転輪軸の
下端が前記ベルト空間の下端壁と回転できるように連結され、前記回転輪軸の後側にはベ
ルト回転軸が回転できるように設けられ、前記ベルト回転軸と前記回転輪軸とがベルトに
より伝動できるように連結され、
前記ベルト空間の上側と前記指紋空間との間には噛合空間が連通するように設けられ、前
記ベルト回転軸の上端が前記噛合空間の中に伸びており、且つ前記ベルト回転軸の上端に
は第五傘歯車が固定的に設けられ、前記第五傘歯車の前端には第六傘歯車が噛合するよう
に連結され、前記方向変換軸の後端が前記第六傘歯車と固定的に連結されていることを特
徴とする請求項１に記載の指紋認証装置の認証パネル。
【請求項６】
前記手動認証装置は収縮空間を含み、
前記収縮空間の中には収縮ブロックがスライドできるように設けられ、前記収縮ブロック
と前記動力提供装置とが伝動できるように連結され、
前記収縮ブロックの中には取り付け回転溝が形成され、前記取り付け回転溝の中には取り
付け回転軸が回転できるように設けられ、前記操作盤が前記取り付け回転軸と固定的に連
結され、前記操作盤の前端には圧力バネが固定的に設けられていることを特徴とする請求
項１に記載の指紋認証装置の認証パネル。
【請求項７】
前記動力提供装置は移動空間を含み、
前記移動空間が前記収縮空間の上側と連通しており、前記移動空間の中には移動ブロック
がスライドできるように設けられ、前記移動ブロックの上端面にはラックが固定的に設け
られ、
前記移動ブロックの中には伝動軸が回転できるように設けられ、前記伝動軸の下端が前記
収縮ブロックと固定的に連結され、前記伝動軸の上端には従動歯車が固定的に設けられ、
前記従動歯車の後側には二分の一が歯形である駆動歯車が噛合するように連結され、前記
駆動歯車の後端が前記ラックと噛合するように連結され、前記駆動歯車の中心部には動力
軸が固定的に設けられ、
前記移動空間の上端壁には動力モーターが固定的に設けられ、前記動力軸の上端が前記動
力モーターに伝動できるように連結されていることを特徴とする請求項１に記載の指紋認
証装置の認証パネル。
【請求項８】
前記動力伝達装置は伝動空間を含み、
前記伝動空間が前記指紋空間の前側と連通しており、前記方向変換軸の前端が前記伝動空
間の中に伸びており、且つ前記方向変換軸の前端には回転ブロックが固定的に設けられ、
前記回転ブロックにはスライドブロックが固定的に設けられ、前記回転ブロックの外側に
は回転筒が外嵌され、前記回転筒の中にはスライド溝が形成され、前記スライドブロック
が前記スライド溝の中に伸びており、且つ前記スライドブロックと前記スライド溝の右端
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壁との間には伸縮バネが固定的に設けられ、前記回転筒の前端面には回転筒軸が固定的に
設けられ、
前記伝動空間の前側には連結空間が連通するように設けられ、前記回転筒軸の前端が前記
連結空間の中に伸びており、且つ前記回転筒軸の前端には第七傘歯車が固定的に設けられ
、前記第七傘歯車の上側には第八傘歯車が噛合するように連結され、前記第八傘歯車の中
心部には歯車回転軸が固定的に設けられていることを特徴とする請求項１に記載の指紋認
証装置の認証パネル。
【請求項９】
前記連結空間と前記移動空間との間にはタイミングベルト空間が連通するように設けられ
、
前記歯車回転軸の上端が前記タイミングベルト空間の上端壁と回転できるように連結され
、前記動力軸が前記タイミングベルト空間を貫通しており、前記タイミングベルト空間の
中にある前記動力軸と前記歯車回転軸とがタイミングベルトによって伝動できるように連
結されていることを特徴とする請求項８に記載の指紋認証装置の認証パネル。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本願発明は指紋認証技術分野を取り上げて、具体的には指紋認証装置の認証パネルである
。
【背景技術】
【０００２】
伝統的な指紋認証装置は壁体の中又は壁体の外部に取り付けられ、認証パネルが指紋認証
装置の内部に固定的に取り付けられ、埃が溜まりやすく、また、一般的な認識装置には拭
き装置が付いていないため、認識パネルの清潔度が低く、指紋認証の精確さに影響し、指
紋認証の効率を下げ、そして、認証パネルが外部に露出するように取り付けられたため、
壊れやすく、安全性が低く、本願発明装置は上記の問題を解決できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】中国特許出願公開第１０９７６６８２９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
技術問題：伝統的な指紋認証装置は埃が溜まりやすい一方、拭き装置も付いていないため
、指紋認証の精確さに影響し、指紋認証の効率を下げた。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記の課題を解決するため、本願発明は以下の技術プランを採用する：本願発明の指紋認
証装置の認証パネルは、壁体を含み、前記壁体の中には指紋空間が設けられ、前記指紋空
間の中には方向変換軸が回転できるように設けられ、前記方向変換軸の後端にはトーショ
ンバネが固定的に設けられ、前記指紋空間にある前記方向変換軸には指紋認証モジュール
が固定的に設けられ、前記指紋認証モジュールには認証パネルが取り付けられ、前記指紋
空間の左側には指紋除去装置が設けられ、前記指紋除去装置は前記認証パネルについた指
紋を除去でき、前記指紋空間の下側には押し装置が設けられ、前記押し装置は前記指紋除
去装置を作動連動させることができ、前記押し装置の後側には片方向伝動装置が設けられ
、前記片方向伝動装置が前記押し装置と噛合するように連結され、且つ前記片方向伝動装
置が前記方向変換軸と伝動できるように連結され、前記押し装置が作動し前記指紋除去装
置と前記指紋認証モジュールとに動力を提供でき、前記指紋空間の上側には手動認証装置
が設けられ、前記手動認証装置は操作盤を含み、前記操作盤は表示スクリーンとボタンと
を含み、前記ボタンが前記表示スクリーンの左側に位置し、前記ボタンで情報を入力する
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ことによって身分認証が行われ、前記手動認証装置の上側には動力提供装置が設けられ、
前記動力提供装置と前記方向変換軸とが動力伝達装置により伝動できるように連結され、
前記動力伝達装置が前記指紋空間の前側に位置し、前記認証パネルで指紋認証失敗の時、
前記動力提供装置は前記方向変換軸を回転連動させることができ、前記手動認証装置を外
部まで回転させ、身分認証を行わせることができる。
【０００６】
優選の技術プランとして、前記指紋除去装置は除去空間を含み、前記除去空間が前記指紋
空間と連通しており、前記除去空間の中には昇降ロッドがスライドできるように設けられ
、前記昇降ロッドにはブラシの付いている除去回転輪が回転できるように取り付けられ、
前記除去空間の左端壁の中には昇降空間が連通するように設けられ、前記昇降空間の中に
は昇降親ねじが回転できるように設けられ、前記昇降ロッドと前記昇降親ねじとがねじ山
によって連結され、前記昇降親ねじには復帰バネが固定的に設けられ、前記昇降空間の下
側には方向変換空間が連通するように設けられ、前記昇降親ねじの下端が前記方向変換空
間の中に伸びており、且つ前記昇降親ねじの下端には第一傘歯車が固定的に設けられ、前
記第一傘歯車の右端には二分の一が歯形である第二傘歯車が噛合するように連結され、前
記第二傘歯車の中心部には方向変換回転軸が固定的に設けられ、前記方向変換回転軸の右
端が前記押し装置と伝動できるように連結され、
これにより前記認証パネルが回転し前記除去空間に向いた時、前記除去回転輪が昇降し前
記認証パネルについた指紋を拭き取ることができる。
【０００７】
優選の技術プランとして、前記押し装置は押し空間を含み、前記押し空間の中には押しブ
ロックがスライドできるように設けられ、前記押しブロックの右端面が前記片方向伝動装
置と噛合するように連結され、前記押しブロックの右端が外部空間に延びており、且つ前
記押しブロックの右端には押しボタンが固定的に設けられ、前記押しブロックの下端面に
は六つの回転溝が形成され、前記回転溝の中には回しブロックが回転できるように設けら
れ、前記回しブロックの左端面と前記回転溝との間には回転バネが固定的に設けられ、前
記押し空間の上端壁の中にはガイドスライド溝が連通するように形成され、前記ガイドス
ライド溝の中にはガイドスライドブロックがスライドできるように設けられ、前記ガイド
スライドブロックと前記押しブロックとが固定的に連結され、前記ガイドスライドブロッ
クの左端と前記ガイドスライド溝との間には押しバネが固定的に設けられ、前記押し空間
の下端壁の中には回転空間が連通するように設けられ、前記回転空間の中には回転軸が回
転できるように設けられ、前記回転軸には回転輪が固定的に設けられ、前記回転輪の外周
には十個の固定ブロックが環状に配列され、前記回転軸には第三傘歯車が固定的に設けら
れ、前記第三傘歯車が前記回転輪の前側に位置し、前記第三傘歯車の左端には第四傘歯車
が噛合するように連結され、前記第四傘歯車と前記方向変換回転軸とが固定的に連結され
、
これにより前記押しブロックは左方に移動し前記回転輪を回転連動させることで、前記指
紋除去装置を作動させることができ、前記押しブロックが右方へ移動する時に前記回転輪
が回転しない。
【０００８】
優選の技術プランとして、前記片方向伝動装置は片方向空間を含み、前記片方向空間が前
記押し空間と連通しており、前記片方向空間の中には支持ロッドが固定的に設けられ、前
記支持ロッドには連結軸が回転できるように設けられ、前記連結軸の上下端には内爪車が
固定的に設けられ、前記内爪車の外周には外回転輪が片方向で噛合するように連結され、
上側の前記外回転輪が前記押しブロックと噛合するように連結され、前記外回転輪のうち
対称中心から離れた一端には回転輪軸が固定的に設けられ、前記片方向空間の下側にはベ
ルト空間が連通するように設けられ、下側の前記回転輪軸の下端が前記ベルト空間の下端
壁と回転できるように連結され、前記回転輪軸の後側にはベルト回転軸が回転できるよう
に設けられ、前記ベルト回転軸と前記回転輪軸とがベルトにより伝動できるように連結さ
れ、前記ベルト空間の上側と前記指紋空間との間には噛合空間が連通するように設けられ
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、前記ベルト回転軸の上端が前記噛合空間の中に伸びており、且つ前記ベルト回転軸の上
端には第五傘歯車が固定的に設けられ、前記第五傘歯車の前端には第六傘歯車が噛合する
ように連結され、前記方向変換軸の後端が前記第六傘歯車と固定的に連結され、前記押し
ブロックが左方へ移動する時、上側の前記外回転輪が回転しなく、前記押しブロックが右
方へ移動する時、上側の前記外回転輪が回転し下側の前記外回転輪を回転連動させ、
これにより前記方向変換軸を回転させ、前記方向変換軸が逆方向へ回転する時、下側の前
記外回転輪は回転するが、上側の前記外回転輪は回転しない。
【０００９】
優選の技術プランとして、前記手動認証装置は収縮空間を含み、前記収縮空間の中には収
縮ブロックがスライドできるように設けられ、前記収縮ブロックと前記動力提供装置とが
伝動できるように連結され、前記収縮ブロックの中には取り付け回転溝が形成され、前記
取り付け回転溝の中には取り付け回転軸が回転できるように設けられ、前記操作盤が前記
取り付け回転軸と固定的に連結され、前記操作盤の前端には圧力バネが固定的に設けられ
、
これにより前記操作盤が外部まで回転できる。
【００１０】
優選の技術プランとして、前記動力提供装置は移動空間を含み、前記移動空間が前記収縮
空間の上側と連通しており、前記移動空間の中には移動ブロックがスライドできるように
設けられ、前記移動ブロックの上端面にはラックが固定的に設けられ、前記移動ブロック
の中には伝動軸が回転できるように設けられ、前記伝動軸の下端が前記収縮ブロックと固
定的に連結され、前記伝動軸の上端には従動歯車が固定的に設けられ、前記従動歯車の後
側には二分の一が歯形である駆動歯車が噛合するように連結され、前記駆動歯車の後端が
前記ラックと噛合するように連結され、前記駆動歯車の中心部には動力軸が固定的に設け
られ、前記移動空間の上端壁には動力モーターが固定的に設けられ、前記動力軸の上端が
前記動力モーターに伝動できるように連結され、
これにより前記動力モーターは作動し前記収縮ブロックを水平に移動連動させ、且つ前記
従動歯車を回転連動させることで、前記操作盤が外部まで回転して縦状態になるように置
かれる。
【００１１】
優選の技術プランとして、前記動力伝達装置は伝動空間を含み、前記伝動空間が前記指紋
空間の前側と連通しており、前記方向変換軸の前端が前記伝動空間の中に伸びており、且
つ前記方向変換軸の前端には回転ブロックが固定的に設けられ、前記回転ブロックにはス
ライドブロックが固定的に設けられ、前記回転ブロックの外側には回転筒が外嵌され、前
記回転筒の中にはスライド溝が形成され、前記スライドブロックが前記スライド溝の中に
伸びており、且つ前記スライドブロックと前記スライド溝の右端壁との間には伸縮バネが
固定的に設けられ、前記回転筒の前端面には回転筒軸が固定的に設けられ、前記伝動空間
の前側には連結空間が連通するように設けられ、前記回転筒軸の前端が前記連結空間の中
に伸びており、且つ前記回転筒軸の前端には第七傘歯車が固定的に設けられ、前記第七傘
歯車の上側には第八傘歯車が噛合するように連結され、前記第八傘歯車の中心部には歯車
回転軸が固定的に設けられ、前記連結空間と前記移動空間との間にはタイミングベルト空
間が連通するように設けられ、前記歯車回転軸の上端が前記タイミングベルト空間の上端
壁と回転できるように連結され、前記動力軸が前記タイミングベルト空間を貫通しており
、前記タイミングベルト空間の中にある前記動力軸と前記歯車回転軸とがタイミングベル
トによって伝動できるように連結され、
これにより前記方向変換軸が回転する時に前記回転筒を回転連動させることができないが
、前記動力提供装置が前記回転筒を回転連動させる時に、前記方向変換軸を回転させるこ
とができる。
【発明の効果】
【００１２】
本願発明は指紋認証と手動認証との二つの方法で身分認証が行われ、指紋認証の認証パネ
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ルと手動認証の操作盤とがいずれも壁体の中に収縮でき、認証パネルを保護でき、防塵機
能もあり、また、指紋認証には指紋除去装置が設置されているため、指紋認証前に指紋パ
ネルを拭き、指紋認証の効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
下記に図１～７をあわせて本願発明について詳しく説明し、便利に説明するために、下記
の方向を以下のように規定する：図１は本願発明装置の正面図であり、以下に述べる上下
左右前後の方向と図１の自身投影関係の上下左右前後の方向とが一致である。
【００１４】
【図１】図１は本願発明の指紋認証装置の認証パネルの全体構成略図
【図２】図２は図１のＡ―Ａ方向の構成略図
【図３】図３は図１のＢの拡大構成略図
【図４】図４は図２のＣの拡大構成略図
【図５】図５は図１のＤ―Ｄ方向の構成略図
【図６】図６は図２のＥ―Ｅ方向の構成略図
【図７】図７は図２のＦ―Ｆ方向の構成略図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
本願発明の指紋認証装置の認証パネルは、主に指紋認証に適用され、以下に付図を合わせ
て本願発明を詳しく説明する：
【００１６】
本願発明の前記指紋認証装置の認証パネルは、壁体１０を含み、前記壁体１０の中には指
紋空間１１が設けられ、前記指紋空間１１の中には方向変換軸１２が回転できるように設
けられ、前記方向変換軸１２の後端にはトーションバネ２７が固定的に設けられ、前記指
紋空間１１にある前記方向変換軸１２には指紋認証モジュール１３が固定的に設けられ、
前記指紋認証モジュール１３には認証パネル１４が取り付けられ、前記指紋空間１１の左
側には指紋除去装置６０１が設けられ、前記指紋除去装置６０１は前記認証パネル１４に
ついた指紋を除去でき、前記指紋空間１１の下側には押し装置６０２が設けられ、前記押
し装置６０２は前記指紋除去装置６０１を作動連動させることができ、前記押し装置６０
２の後側には片方向伝動装置６０３が設けられ、前記片方向伝動装置６０３が前記押し装
置６０２と噛合するように連結され、且つ前記片方向伝動装置６０３が前記方向変換軸１
２と伝動できるように連結され、前記押し装置６０２が作動し前記指紋除去装置６０１と
前記指紋認証モジュール１３とに動力を提供でき、前記指紋空間１１の上側には手動認証
装置６０４が設けられ、前記手動認証装置６０４は操作盤７１を含み、前記操作盤７１は
表示スクリーン７３とボタン７２とを含み、前記ボタン７２が前記表示スクリーン７３の
左側に位置し、前記ボタン７２で情報を入力することによって身分認証が行われ、前記手
動認証装置６０４の上側には動力提供装置６０５が設けられ、前記動力提供装置６０５と
前記方向変換軸１２とが動力伝達装置６０６により伝動できるように連結され、前記動力
伝達装置６０６が前記指紋空間１１の前側に位置し、前記認証パネル１４で指紋認証失敗
の時、前記動力提供装置６０５は前記方向変換軸１２を回転連動させることができ、前記
手動認証装置６０４を外部まで回転させ、身分認証を行わせることができる。
【００１７】
有益に、前記指紋除去装置６０１は除去空間１５を含み、前記除去空間１５が前記指紋空
間１１と連通しており、前記除去空間１５の中には昇降ロッド１７がスライドできるよう
に設けられ、前記昇降ロッド１７にはブラシの付いている除去回転輪２２が回転できるよ
うに取り付けられ、前記除去空間１５の左端壁の中には昇降空間１６が連通するように設
けられ、前記昇降空間１６の中には昇降親ねじ１８が回転できるように設けられ、前記昇
降ロッド１７と前記昇降親ねじ１８とがねじ山によって連結され、前記昇降親ねじ１８に
は復帰バネ１９が固定的に設けられ、前記昇降空間１６の下側には方向変換空間５３が連
通するように設けられ、前記昇降親ねじ１８の下端が前記方向変換空間５３の中に伸びて



(8) JP 2021-28817 A 2021.2.25

10

20

30

40

50

おり、且つ前記昇降親ねじ１８の下端には第一傘歯車５５が固定的に設けられ、前記第一
傘歯車５５の右端には二分の一が歯形である第二傘歯車５４が噛合するように連結され、
前記第二傘歯車５４の中心部には方向変換回転軸５１が固定的に設けられ、前記方向変換
回転軸５１の右端が前記押し装置６０２と伝動できるように連結され、
これにより前記認証パネル１４が回転し前記除去空間１５に向いた時、前記除去回転輪２
２が昇降し前記認証パネル１４についた指紋を拭き取ることができる。
【００１８】
有益に、前記押し装置６０２は押し空間３８を含み、前記押し空間３８の中には押しブロ
ック３９がスライドできるように設けられ、前記押しブロック３９の右端面が前記片方向
伝動装置６０３と噛合するように連結され、前記押しブロック３９の右端が外部空間に延
びており、且つ前記押しブロック３９の右端には押しボタン２０が固定的に設けられ、前
記押しブロック３９の下端面には六つの回転溝４３が形成され、前記回転溝４３の中には
回しブロック４４が回転できるように設けられ、前記回しブロック４４の左端面と前記回
転溝４３との間には回転バネ４５が固定的に設けられ、前記押し空間３８の上端壁の中に
はガイドスライド溝４０が連通するように形成され、前記ガイドスライド溝４０の中には
ガイドスライドブロック４１がスライドできるように設けられ、前記ガイドスライドブロ
ック４１と前記押しブロック３９とが固定的に連結され、前記ガイドスライドブロック４
１の左端と前記ガイドスライド溝４０との間には押しバネ４２が固定的に設けられ、前記
押し空間３８の下端壁の中には回転空間４６が連通するように設けられ、前記回転空間４
６の中には回転軸４７が回転できるように設けられ、前記回転軸４７には回転輪４８が固
定的に設けられ、前記回転輪４８の外周には十個の固定ブロック４９が環状に配列され、
前記回転軸４７には第三傘歯車５０が固定的に設けられ、前記第三傘歯車５０が前記回転
輪４８の前側に位置し、前記第三傘歯車５０の左端には第四傘歯車５２が噛合するように
連結され、前記第四傘歯車５２と前記方向変換回転軸５１とが固定的に連結され、
これにより前記押しブロック３９は左方に移動し前記回転輪４８を回転連動させることで
、前記指紋除去装置６０１を作動させることができ、前記押しブロック３９が右方へ移動
する時に前記回転輪４８が回転しない。
【００１９】
有益に、前記片方向伝動装置６０３は片方向空間３１を含み、前記片方向空間３１が前記
押し空間３８と連通しており、前記片方向空間３１の中には支持ロッド３２が固定的に設
けられ、前記支持ロッド３２には連結軸３３が回転できるように設けられ、前記連結軸３
３の上下端には内爪車３７が固定的に設けられ、前記内爪車３７の外周には外回転輪３６
が片方向で噛合するように連結され、上側の前記外回転輪３６が前記押しブロック３９と
噛合するように連結され、前記外回転輪３６のうち対称中心から離れた一端には回転輪軸
３０が固定的に設けられ、前記片方向空間３１の下側にはベルト空間２８が連通するよう
に設けられ、下側の前記回転輪軸３０の下端が前記ベルト空間２８の下端壁と回転できる
ように連結され、前記回転輪軸３０の後側にはベルト回転軸２６が回転できるように設け
られ、前記ベルト回転軸２６と前記回転輪軸３０とがベルト２９により伝動できるように
連結され、前記ベルト空間２８の上側と前記指紋空間１１との間には噛合空間２３が連通
するように設けられ、前記ベルト回転軸２６の上端が前記噛合空間２３の中に伸びており
、且つ前記ベルト回転軸２６の上端には第五傘歯車２５が固定的に設けられ、前記第五傘
歯車２５の前端には第六傘歯車２４が噛合するように連結され、前記方向変換軸１２の後
端が前記第六傘歯車２４と固定的に連結され、前記押しブロック３９が左方へ移動する時
、上側の前記外回転輪３６が回転しなく、前記押しブロック３９が右方へ移動する時、上
側の前記外回転輪３６が回転し下側の前記外回転輪３６を回転連動させ、
これにより前記方向変換軸１２を回転させ、前記方向変換軸１２が逆方向へ回転する時、
下側の前記外回転輪３６は回転するが、上側の前記外回転輪３６は回転しない。
【００２０】
有益に、前記手動認証装置６０４は収縮空間６７を含み、前記収縮空間６７の中には収縮
ブロック６８がスライドできるように設けられ、前記収縮ブロック６８と前記動力提供装
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置６０５とが伝動できるように連結され、前記収縮ブロック６８の中には取り付け回転溝
６９が形成され、前記取り付け回転溝６９の中には取り付け回転軸７０が回転できるよう
に設けられ、前記操作盤７１が前記取り付け回転軸７０と固定的に連結され、前記操作盤
７１の前端には圧力バネ７４が固定的に設けられ、
これにより前記操作盤７１が外部まで回転できる。
【００２１】
有益に、前記動力提供装置６０５は移動空間７５を含み、前記移動空間７５が前記収縮空
間６７の上側と連通しており、前記移動空間７５の中には移動ブロック７６がスライドで
きるように設けられ、前記移動ブロック７６の上端面にはラック７７が固定的に設けられ
、前記移動ブロック７６の中には伝動軸８０が回転できるように設けられ、前記伝動軸８
０の下端が前記収縮ブロック６８と固定的に連結され、前記伝動軸８０の上端には従動歯
車７９が固定的に設けられ、前記従動歯車７９の後側には二分の一が歯形である駆動歯車
７８が噛合するように連結され、前記駆動歯車７８の後端が前記ラック７７と噛合するよ
うに連結され、前記駆動歯車７８の中心部には動力軸８１が固定的に設けられ、前記移動
空間７５の上端壁には動力モーター８２が固定的に設けられ、前記動力軸８１の上端が前
記動力モーター８２に伝動できるように連結され、
これにより前記動力モーター８２は作動し前記収縮ブロック６８を水平に移動連動させ、
且つ前記従動歯車７９を回転連動させることで、前記操作盤７１が外部まで回転して縦状
態になるように置かれる。
【００２２】
有益に、前記動力伝達装置６０６は伝動空間５６を含み、前記伝動空間５６が前記指紋空
間１１の前側と連通しており、前記方向変換軸１２の前端が前記伝動空間５６の中に伸び
ており、且つ前記方向変換軸１２の前端には回転ブロック５７が固定的に設けられ、前記
回転ブロック５７にはスライドブロック６０が固定的に設けられ、前記回転ブロック５７
の外側には回転筒５８が外嵌され、前記回転筒５８の中にはスライド溝５９が形成され、
前記スライドブロック６０が前記スライド溝５９の中に伸びており、且つ前記スライドブ
ロック６０と前記スライド溝５９の右端壁との間には伸縮バネ６１が固定的に設けられ、
前記回転筒５８の前端面には回転筒軸６２が固定的に設けられ、前記伝動空間５６の前側
には連結空間６３が連通するように設けられ、前記回転筒軸６２の前端が前記連結空間６
３の中に伸びており、且つ前記回転筒軸６２の前端には第七傘歯車６４が固定的に設けら
れ、前記第七傘歯車６４の上側には第八傘歯車６５が噛合するように連結され、前記第八
傘歯車６５の中心部には歯車回転軸６６が固定的に設けられ、前記連結空間６３と前記移
動空間７５との間にはタイミングベルト空間８３が連通するように設けられ、前記歯車回
転軸６６の上端が前記タイミングベルト空間８３の上端壁と回転できるように連結され、
前記動力軸８１が前記タイミングベルト空間８３を貫通しており、前記タイミングベルト
空間８３の中にある前記動力軸８１と前記歯車回転軸６６とがタイミングベルト８４によ
って伝動できるように連結され、
これにより前記方向変換軸１２が回転する時に前記回転筒５８を回転連動させることがで
きないが、前記動力提供装置６０５が前記回転筒５８を回転連動させる時に、前記方向変
換軸１２を回転させることができる。
【００２３】
以下に付図を合わせて本願発明の使用手順を詳しく説明し：
【００２４】
初期状態に、認証パネル１４が除去空間１５に向いており、スライドブロック６０がスラ
イド溝５９の中の下側に位置しており、操作盤７１が収縮空間６７の中に位置しており、
圧力バネ７４がエネルギーを蓄えている状態にある。
【００２５】
使用時に、押しボタン２０を左へ押し、押しブロック３９が左方へ移動することにより、
回しブロック４４が回転輪４８を押して回転させ、第四傘歯車５２を回転させることによ
り第二傘歯車５４を回転連動させ、第二傘歯車５４と第一傘歯車５５とが噛合する時、第
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二傘歯車５４が回転し第一傘歯車５５を回転連動させることにより昇降親ねじ１８が回転
し、これにより昇降ロッド１７が除去回転輪２２を上昇連動させ、認証パネル１４をクリ
ーニングし、第二傘歯車５４と第一傘歯車５５とが噛合状態から離脱する時、昇降親ねじ
１８が復帰バネ１９の弾性復帰力のもとで逆回転することにより、昇降ロッド１７が除去
回転輪２２を降下連動させて初期位置まで戻らせ、この時押しボタン２０を放し、押しバ
ネ４２の作用により押しブロック３９が右方へ移動することで、回転輪４８が回転しなく
、押しブロック３９が上側の外回転輪３６を回転連動させることにより、下側の外回転輪
３６を回転させ、ベルト２９により回転軸１２を回転させ、さらに指紋認証モジュール１
３が連動し時計回りに回転することにより認証パネル１４を外部に向かせ、この時伸縮バ
ネ６１が圧縮状態にあり、使用者が指腹を認証パネル１４と接触させて指紋認証が行われ
、認証完了後、方向変換軸１２がトーションバネ２７の作用によりゆっくりと復帰し、認
証パネル１４を初期位置まで戻らせ、次の指紋認証の時に押しボタン２０を押すことで認
証パネル１４についた指紋が消される。
【００２６】
認証パネル１４が外部へ向いている時に指紋認証が失敗すると、動力モーター８２が作動
し動力軸８１を回転連動させることにより、タイミングベルト８４で歯車回転軸６６を回
転させ、これにより、回転筒５８が反時計回りに回転し、スライドブロック６０が方向変
換軸１２を反時計回りに回転連動させることにより、認証パネル１４が除去空間１５に向
くまで回転し、動力軸８１が回転する過程において、駆動歯車７８が従動歯車７９と噛合
することにより、従動歯車７９が収縮ブロック６８を回転連動させ、これにより、操作盤
７１が外部まで回転し、駆動歯車７８と従動歯車７９とが噛合状態から離脱する時に駆動
歯車７８とラック７７とが噛合し、駆動歯車７８の回転につれてラック７７が移動ブロッ
ク７６を右方へ移動連動させ、これにより伸縮ブロック６８が右方に移動し、これにより
操作盤７１が収縮空間６７の下端壁に阻まれなくなり、操作盤７１が圧力バネ７４の弾性
復帰力のもとで時計回りに外部まで回転し、使用者がボタン７２で認証情報を入力し身分
認証を行うことに便利であり、動力モーター８２は逆回転することで、操作盤７１を回転
連動させて伸縮空間６７の中に入らせて初期位置に戻らせることができる。
【００２７】
本願発明の有益効果は：本願発明は指紋認証と手動認証との二つの方法で身分認証が行わ
れ、指紋認証の認証パネルと手動認証の操作盤とがいずれも壁体の中に収縮でき、認証パ
ネルを保護でき、防塵機能もあり、また、指紋認証には指紋除去装置が設置されているた
め、指紋認証前に指紋パネルを拭き、指紋認証の効率を向上させることができる。
【００２８】
以上の方式により、本分野の技術者は本願発明の範囲内において作動方式により各種な変
化を加えることができる。
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