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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　裸眼または眼鏡を着用した被撮影者の目の右側及び左側の斜め前方からそれぞれ撮影対
象の虹彩部分に光を照射する第１及び第２の光源と、
　前記被撮影者の目の右側及び左側の斜め上方からそれぞれ前記撮影対象の虹彩部分に光
を照射する第３及び第４の光源と、
　第１の撮影期間には前記被撮影者の左目の撮影を想定して前記第１及び第４の光源を同
時に点灯させ、第２の撮影期間には該被撮影者の右目の撮影を想定して前記第２及び第３
の光源を同時に点灯させる点灯制御部と、
　前記点灯制御部で点灯された光源によって照明された前記被撮影者の虹彩を撮影する撮
影部とを、
　備えたことを特徴とする虹彩撮影装置。
【請求項２】
　ハードコンタクトレンズを着用した被撮影者の目の右側及び左側の斜め前方からそれぞ
れ撮影対象の虹彩部分に光を照射する第１及び第２の光源と、
　前記被撮影者の目の右側及び左側の斜め上方からそれぞれ前記撮影対象の虹彩部分に光
を照射する第３及び第４の光源と、
　第１の撮影期間には前記被撮影者の左目の撮影を想定して前記第１及び第３の光源を同
時に点灯させ、第２の撮影期間には被撮影者の右目の撮影を想定して前記第２及び第４の
光源を同時に点灯させる点灯制御部と、
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　前記点灯制御部で点灯された光源によって照明された前記被撮影者の虹彩を撮影する撮
影部とを、
　備えたことを特徴とする虹彩撮影装置。
【請求項３】
　被撮影者の目の右側及び左側の斜め前方からそれぞれ撮影対象の虹彩部分に光を照射す
る第１及び第２の光源と、
　前記被撮影者の目の右側及び左側の斜め上方からそれぞれ前記撮影対象の虹彩部分に光
を照射する第３及び第４の光源と、
　第１の撮影期間には裸眼または眼鏡を着用した被撮影者の左目の撮影を想定して前記第
１及び第４の光源を同時に点灯させ、第２の撮影期間には裸眼または眼鏡を着用した被撮
影者の右目の撮影を想定して前記第２及び第３の光源を同時に点灯させ、第３の撮影期間
にはハードコンタクトレンズを着用した被撮影者の左目の撮影を想定して前記第１及び第
３の光源を同時に点灯させ、第４の撮影期間にはハードコンタクトレンズを着用した被撮
影者の右目の撮影を想定して前記第２及び第４の光源を同時に点灯させる点灯制御部と、
　前記点灯制御部で点灯された光源によって照明された前記被撮影者の虹彩を撮影する撮
影部とを、
　備えたことを特徴とする虹彩撮影装置。
【請求項４】
　被撮影者の目の右側及び左側の斜め前方からそれぞれ撮影対象の虹彩部分に光を照射す
る第１及び第２の光源と、
　前記被撮影者の目の右側及び左側の斜め上方からそれぞれ前記撮影対象の虹彩部分に光
を照射する第３及び第４の光源と、
　裸眼または眼鏡着用者を示す第１の撮影モードが指定された場合には、第１の撮影期間
に前記被撮影者の左目の撮影を想定して前記第１及び第４の光源を同時に点灯させ、第２
の撮影期間に該被撮影者の右目の撮影を想定して前記第２及び第３の光源を同時に点灯さ
せ、ハードコンタクトレンズ着用者を示す第２の撮影モードが指定された場合には、前記
第１の撮影期間に該被撮影者の左目の撮影を想定して前記第１及び第３の光源を同時に点
灯させ、前記第２の撮影期間に該被撮影者の右目の撮影を想定して前記第２及び第４の光
源を同時に点灯させる点灯制御部と、
　前記点灯制御部で点灯された光源によって照明された前記被撮影者の虹彩を撮影する撮
影部とを、
　備えたことを特徴とする虹彩撮影装置。
【請求項５】
　前記第１の撮影モードまたは前記第２の撮影モードを指定するためのスイッチを設けた
ことを特徴とする請求項４記載の虹彩撮影装置。
【請求項６】
　前記点灯制御部は、前記各撮影期間に従って前記第１乃至第４の光源を順次切り替えて
繰り返し点灯させるように構成し、前記撮影部は、前記点灯制御部による前記光源の切り
替え毎に、前記被撮影者の虹彩を繰り返して撮影するように構成すると共に、前記撮影部
によって撮影された前記被撮影者の虹彩の複数の画像データを保持する画像記憶部と、前
記画像記憶部に保持された複数の画像データの中からアイリスコードの生成に適したもの
を選択する画像選択部を設けたことを特徴とする請求項１乃至５の内のいずれか１項に記
載した虹彩撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
【０００２】
本発明は、個人識別のために虹彩（アイリス）を撮影する虹彩撮影装置に関するものであ
る。
【０００３】
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【従来の技術】
【０００４】
個人を識別する虹彩認識システムは、識別対象者の虹彩を撮影する撮影装置と、この撮影
装置で得られた虹彩の画像データに基づいて認識処理を行う処理装置等で構成されている
。撮影装置は、撮影対象の虹彩部分に光を照射する光源と、この光源で照明された目を撮
影する撮像素子を有している。光源は、画像処理に適した虹彩の画像データを取得するた
めに必要なものであるが、実装の仕方によっては、被撮影者の目の状態等によって良好な
照明条件を実現することが困難な場合がある。また、処理装置で行う虹彩のコード化処理
の良否は、撮影装置で得られる画像の品質によるところが大きく、撮影装置の性能が虹彩
認識システムの性能に与える影響は大きい。
【０００５】
図２（ａ）～（ｄ）は、従来の虹彩撮影装置とその問題点の説明図である。
【０００６】
図２（ａ）は、撮影時における虹彩撮影装置の撮像素子及び光源と、被撮影者の目との位
置関係を示している。この図２（ａ）に示すように、虹彩撮影装置は、固定焦点のレンズ
が組み込まれＣＣＤやＣＭＯＳイメージセンサ等の撮像素子１０を有しており、この撮像
素子１０と被撮影者の目の中心を結ぶ撮影光軸の左右の近傍に、近赤外光または近赤外光
に近い可視光を発するＬＥＤ等の光源Ｌａ，Ｌｂが配置されている。
【０００７】
これらの位置関係の一例を具体的な数値で示すと、目と撮像素子１０との距離は８ｃｍ、
目と光源Ｌａ，Ｌｂとの距離はそれぞれ４ｃｍ、光源Ｌａ，Ｌｂと撮影光軸との距離はそ
れぞれ１．５ｃｍである。このように、光学系をコンパクトにまとめることにより、照射
効率を良くして照明の消費電力を低く抑えると共に、むらのない均一な照明ができるとい
う利点が得られている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
しかしながら、従来の虹彩撮影装置では、次のような課題があった。
【００１０】
被撮影者が眼鏡を着用していると、照明光がその眼鏡のレンズで反射して撮像素子１０に
入射し、図２（ｂ）に示すように、撮影された虹彩の画像の一部に眼鏡反射を生ずること
があった。眼鏡反射が発生すると、撮影した画像からアイリスコードを生成するためのデ
ータ量が減少し、正確なアイリスコードが生成されなかったり、アイリスコードそのもの
が生成できなくなり、認識処理の時間が増大すると共に、認識性能を低下させる原因とな
っていた。
【００１１】
眼鏡反射を避ける方法の１つとして、図２（ｃ）に示すように、撮影光軸の左右の近傍の
光源Ｌａ，Ｌｂに代えて、この撮影光軸から十分離れた位置に光源Ｌｘ，Ｌｙを配置する
方法がある。これにより、光源Ｌｘ，Ｌｙから照射されて、眼鏡のレンズ表面で反射され
る光の反射角が大きくなり、その反射光が撮像素子１０に入射することを防ぐことができ
る。
【００１２】
一般的に、眼鏡レンズの形状は、目頭側よりも目尻側の曲率が大きくなっている。これは
、人間の目では目尻側の視野が広くなっているという特性を考慮して、その方向の視野を
広くとるためである。なお、人間の視野特性として、水平よりもやや下方を見る傾向があ
るので、その方向の視野を広くとるために、眼鏡レンズは上側よりも下側の曲率が大きく
なっている。
【００１３】
このような眼鏡レンズの形状により、光源Ｌｘ，Ｌｙと撮影光軸との距離は、図２（ｃ）
に示すように、目頭側の光源Ｌｘよりも目尻側の光源Ｌｙを更に離して配置する必要があ
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る。
【００１４】
　虹彩撮影装置では、左右の目を同じ条件で撮影する必要があるので、左右の光源Ｌｘ，
Ｌｙを対称に配置しなければならず、これらの光源Ｌｘ，Ｌｙ間の距離は更に広くとる必
要がある。このため、光学系の寸法が大きくなると共に、光量の大きな光源Ｌｘ，Ｌｙが
必要となるという課題があった。
【００１５】
また、被撮影者がハード・コンタクトレンズを着用している場合、図２（ｄ）に示すよう
に、コンタクトレンズの外周部の影が虹彩の画像に重畳して撮影される。特に、左右の光
源Ｌａ，Ｌｂによって、画像の左右にコンタクトレンズの影が入り込み、しかも、瞬きす
る度にその位置が変化するので、ハードコンタクトレンズ着用者の認識率を低下させる要
因となっていた。
【００１６】
本発明は、前記従来技術が持っていた課題を解決し、眼鏡等の影響を受けずに虹彩の画像
を撮影できる小型の虹彩撮影装置を提供するものである。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　前記課題を解決するために、本発明の内の第１の発明は、虹彩撮影装置において、裸眼
または眼鏡を着用した被撮影者の目の右側及び左側の斜め前方からそれぞれ撮影対象の虹
彩部分に光を照射する第１及び第２の光源と、前記被撮影者の目の右側及び左側の斜め上
方からそれぞれ前記撮影対象の虹彩部分に光を照射する第３及び第４の光源と、第１の撮
影期間には前記被撮影者の左目の撮影を想定して前記第１及び第４の光源を同時に点灯さ
せ、第２の撮影期間には該被撮影者の右目の撮影を想定して前記第２及び第３の光源を同
時に点灯させる点灯制御部と、前記点灯制御部で点灯された光源によって照明された前記
被撮影者の虹彩を撮影する撮影部とを備えている。
【００１９】
　第１の発明によれば、裸眼または眼鏡を着用した被撮影者を対象として、第１の撮影期
間には左目の眼鏡反射を考慮した照明が行われ、第２の撮影期間には右目の眼鏡反射を考
慮した照明が行われる。
【００２０】
　第２の発明は、虹彩撮影装置において、ハードコンタクトレンズを着用した被撮影者の
目の右側及び左側の斜め前方からそれぞれ撮影対象の虹彩部分に光を照射する第１及び第
２の光源と、前記被撮影者の目の右側及び左側の斜め上方からそれぞれ前記撮影対象の虹
彩部分に光を照射する第３及び第４の光源と、第１の撮影期間には前記被撮影者の左目の
撮影を想定して前記第１及び第３の光源を同時に点灯させ、第２の撮影期間には被撮影者
の右目の撮影を想定して前記第２及び第４の光源を同時に点灯させる点灯制御部と、前記
点灯制御部で点灯された光源によって照明された前記被撮影者の虹彩を撮影する撮影部と
を備えている。
【００２１】
　第２の発明によれば、第１の撮影期間には、左目のハードコンタクトレンズの影を考慮
した照明が行われる。第２の撮影期間には右目のハードコンタクトレンズの影を考慮した
照明が行われる。
【００２２】
　第３の発明は、通常の眼鏡の眼鏡反射と、ハードコンタクトレンズの影を考慮した照明
を順次切り替えて行う点灯制御部を有している。
【００２３】
　第４及び第５の発明は、眼鏡やハードコンタクトレンズの着用状況に応じて照明の切り
替えを行う点灯制御部を有している。
【００２４】
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　第６の発明は、第１～第５の発明の前記点灯制御部を、各撮影期間に従って第１乃至第
４の光源を順次切り替えて繰り返し点灯させるように構成し、撮影部を、点灯制御部によ
る光源の切り替え毎に、被撮影者の虹彩を繰り返して撮影するように構成すると共に、こ
の撮影部によって撮影された被撮影者の虹彩の複数の画像データを保持する画像記憶部と
、前記画像記憶部に保持された複数の画像データの中からアイリスコードの生成に適した
ものを選択する画像選択部を設けている。
【００３０】
【発明の実施の形態】
【００３１】
（第１の実施形態）
【００３２】
図１は、本発明の第１の実施形態を示す虹彩撮影装置の構成図である。
【００３３】
この虹彩撮影装置は、図示しない被撮影者の目（特に、虹彩）を撮影するＣＣＤやＣＭＯ
Ｓイメージセンサ等で構成される２次元の撮像素子１０を有している。撮像素子１０には
、前方の８ｃｍ程度の位置にピントが合わされた固定焦点のレンズが組み込まれている。
また、被撮影者の目と撮像素子１０を結ぶ撮影光軸の左右には、この被撮影者の目の右側
の斜め前方から撮影対象の虹彩部分に光を照射する光源Ｌ１と、左側の斜め前方からこの
撮影対象の虹彩部分に光を照射する光源Ｌ２が対称に配置されている。
【００３４】
更に、被撮影者の目の右側の斜め上方から撮影対象の虹彩部分に光を照射する光源Ｌ３と
、左側の斜め上方からこの撮影対象の虹彩部分に光を照射する光源Ｌ４が配置されている
。これらの光源Ｌ１～Ｌ４は、撮像素子１０よりも４ｃｍ程度前方、即ち被撮影者から４
ｃｍ程度の位置に配置されている。光源Ｌ１～Ｌ４は、いずれも近赤外光または近赤外光
に近い可視光を発するＬＥＤ等で構成され、点灯切替部２０によって個別に点滅できるよ
うになっている。
【００３５】
撮像素子１０の出力側には、ピント検出部３０と画像記憶部４０が接続されている。ピン
ト検出部３０は、撮像素子１０から出力される画像データから、特定の範囲における画像
の輪郭部の輝度の変化率を検出し、その輝度変化の値が予め設定した閾値を越えた時に、
検出信号を出力するものである。また、画像記憶部４０は、撮像素子１０から出力される
画像データを保持するものである。画像記憶部４０には、画像出力部５０が接続されてい
る。
【００３６】
画像出力部５０は、画像記憶部４０に保持された画像データを読み出して、図示しない認
識処理装置へ出力するものである。
【００３７】
また、この虹彩撮影装置は、全体の動作の制御を行う制御部６０を有している。制御部６
０は、撮影素子１０に対する撮影タイミングの指示や、点灯切替部２０に対する光源Ｌ１
～Ｌ４の点滅の指示を行う機能を有している。また、この制御部６０は、ピント検出部３
０からの検出信号に従って、光源Ｌ１～Ｌ４を切り替えて撮影した複数の画像データを順
次画像記憶部４０へ保存したり、画像出力部５０に対して画像記憶部４０内の画像データ
を読み出して出力させる等の一連の制御を行うように構成されている。
【００３８】
更に、この制御部６０には、被撮影者に対して撮影の状況等を音声で知らせるための音声
出力部７０が接続されている。
【００３９】
図３（ａ），（ｂ）は、本実施形態の特徴である図１における光源配置と撮影画像との関
係を示す説明図であり、同図（ａ）は図１中の撮像素子１０と光源Ｌ１～Ｌ４による光学
系の配置の一例を、同図（ｂ）はこれによって得られる撮影画像の一例を示している。
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【００４０】
図３（ａ）に示すように、光源Ｌ２は、従来の光源Ｌａに比べて撮影光軸から若干離れた
（例えば、２ｃｍ程度）左側に配置されている。これは、眼鏡レンズの目頭側で反射して
撮像素子１０に入る光が、虹彩の画像に重ならないようにするためである。一方、光源Ｌ
３は、従来の光源Ｌｂに比べて撮影光軸から若干離すと共に、撮影対象の目を斜め上方か
ら照らすように、例えば１ｃｍ程度上側に配置されている。これは、眼鏡レンズの上側で
反射して撮像素子１０に入る光が、虹彩の画像に重ならないようにするためである。
【００４１】
これにより、図３（ｂ）に示すように、光源Ｌ２，Ｌ３の眼鏡反射は虹彩の横と斜め下に
移動し、完全な虹彩の画像が得られる。なお、光源Ｌ２，Ｌ３は右目を撮影するための配
置であるが、同じ撮像素子１０を使って左目を撮影するために、撮影光軸を含む垂直平面
に対称に、光源Ｌ１，Ｌ４が配置されている。
【００４２】
図４（ａ），（ｂ）は、図１の動作を示すフローチャートである。以下、この図４を参照
しつつ、図１の動作を説明する。
【００４３】
図４（ａ）は、眼鏡着用者を考慮したもので、被撮影者が虹彩撮影装置の所定の位置に近
付くと、図示しないセンサがこれを検出して動作が開始される。
【００４４】
ステップＳ１において、制御部６０から点灯切替部２０に対して、例えば光源Ｌ３，Ｌ４
を点灯させるための指示が出され、これに続いて撮像素子１０に対して、撮影の指示が出
される。これによって、撮像素子１０から撮影された画像データが出力され、ピント検出
部３０に与えられる。
【００４５】
ピント検出部３０では、撮像素子１０から与えられる画像データから、特定の範囲におけ
る画像の輪郭部の輝度の変化率が検出され、その輝度変化の値が予め設定した閾値を越え
た時に、検出信号が出力される。制御部６０では、ピント検出部３０から検出信号が出力
されるまで、音声出力部７０から被撮影者に対して適切なガイドメッセージを出力させな
がら、撮像素子１０に対する撮影の指示が繰り返えされる。そして、ピント検出部３０か
ら検出信号が出力されると、ステップＳ２へ進む。
【００４６】
ステップＳ２において、制御部６０から点灯切替部２０に対して、光源Ｌ１，Ｌ４を点灯
させるための指示が出される。これにより、光源Ｌ１，Ｌ４が点灯し、光源Ｌ２，Ｌ３は
消灯する。
【００４７】
ステップＳ３において、制御部６０から撮像素子１０に対して撮影の指示が出されると共
に、画像記憶部４０に対して撮像素子１０から出力される画像データを保持するように指
示が出される。これにより、撮像素子１０で撮影された画像データが画像記憶部４０に格
納される。この画像データは、眼鏡を着用した左目の虹彩画像に眼鏡反射が重ならないよ
うに設定されたものである。
【００４８】
ステップＳ４において、制御部６０から点灯切替部２０に対して、光源Ｌ２，Ｌ３を点灯
させるための指示が出される。これにより、光源Ｌ２，Ｌ３が点灯し、光源Ｌ１，Ｌ４は
消灯する。
【００４９】
ステップＳ５において、制御部６０から撮像素子１０に対して撮影の指示が出されると共
に、画像記憶部４０に対して撮像素子１０から出力される画像データを保持するように指
示が出される。これにより、撮像素子１０で撮影された画像データが画像記憶部４０に格
納される。この画像データは、眼鏡を着用した右目の虹彩画像に眼鏡反射が重ならないよ
うに設定されたものである。ステップＳ５の後、ステップＳ１０へ進む。
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【００５０】
ステップＳ１０において、ステップＳ２～Ｓ５による撮影が所定回数だけ行われたか否か
が判定され、完了していればステップＳ１１へ進む。もしも、所定回数の撮影が完了して
いなければ、ステップＳ１へ戻り、ステップＳ２～Ｓ５の処理が繰り返される。
【００５１】
ステップＳ１１では、制御部６０から画像出力部５０に対して、画像記憶部４０内の画像
データを読み出して、認識処理装置側へ出力させるための指示が出される。撮影された画
像データの出力が完了すると、この虹彩撮影装置の動作は終了する。
【００５２】
図４（ｂ）は、眼鏡着用者に加えて、ハードコンタクトレンズ着用者を考慮したもので、
図４（ａ）のステップＳ５の後に、ステップＳ６～Ｓ９を追加している。
【００５３】
ステップＳ６では、制御部６０から点灯切替部２０に対して、光源Ｌ１，Ｌ３を点灯させ
るための指示が出される。これにより、光源Ｌ２，Ｌ４が点灯し、光源Ｌ１，Ｌ３は消灯
する。
【００５４】
ステップＳ７では、制御部６０から撮像素子１０に対して撮影の指示が出されると共に、
画像記憶部４０に対して撮像素子１０から出力される画像データを保持するように指示が
出される。これにより、撮像素子１０で撮影された画像データが画像記憶部４０に格納さ
れる。この画像データは、ハードコンタクトレンズを着用した左目の虹彩画像に、このコ
ンタクトレンズの影が生じないように設定されたものである。
【００５５】
ステップＳ８では、制御部６０から点灯切替部２０に対して、光源Ｌ１，Ｌ３を点灯させ
るための指示が出される。これにより、光源Ｌ１，Ｌ３が点灯し、光源Ｌ２，Ｌ４は消灯
する。
【００５６】
ステップＳ９では、制御部６０から撮像素子１０に対して撮影の指示が出されると共に、
画像記憶部４０に対して撮像素子１０から出力される画像データを保持するように指示が
出される。これにより、撮像素子１０で撮影された画像データが画像記憶部４０に格納さ
れる。この画像データは、ハードコンタクトレンズを着用した右目の虹彩画像に、このコ
ンタクトレンズの影が生じないように設定されたものである。ステップＳ９の後、ステッ
プＳ１０へ進む。
【００５７】
その他の動作は、図４（ａ）と同様である。
【００５８】
以上のように、この第１の実施形態の虹彩撮影装置は、眼鏡レンズの曲率を考慮して、眼
鏡反射が虹彩の画像に重ならないように、なるべく撮影光軸に近く配置した４個の光源Ｌ
１～Ｌ４を有し、これらの光源Ｌ１～Ｌ４を２つずつ選択して右目及び左目に対応する虹
彩の画像を順次撮影するように構成している。これにより、装置の小型化が可能になると
共に、眼鏡やハードコンタクトレンズの影響を受けずに虹彩を忠実に撮影した画像データ
を得ることができるという利点がある。
【００５９】
（第２の実施形態）
【００６０】
図５は、本発明の第２の実施形態を示す虹彩撮影装置の構成図であり、図１中の要素と共
通の要素には共通の符号が付されている。
【００６１】
この虹彩撮影装置は、図１中の画像記憶部４０と画像出力部５０の間に画像選択部４５を
挿入すると共に、制御部６０に代えて機能の若干異なる制御部６０Ａを設けている。
【００６２】
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画像選択部４５は、画像記憶部４０に保持された虹彩の複数の画像データの中から、アイ
リスコードの生成に適したものを選択するものである。具体的には、例えば、画像データ
の所定領域における画素の濃度分布を調べ、眼鏡反射と想定される白レベルの画素の数が
一定数以下のものを、アイリスコードの生成に適したものとして選択するようになってい
る。選択された画像データは、画像出力部５０を介して認識処理装置へ出力される。
【００６３】
一方、制御部６０Ａは、２つの撮影モード選択用のスイッチ６１，６２を備えている。ス
イッチ６１は、裸眼または眼鏡着用者が虹彩の撮影を行うときに押すものであり、スイッ
チ６２は、ハードコンタクトレンズ着用者が虹彩の撮影を行うときに押すものである。こ
れにより、制御部６０Ａは、撮影モードに応じた照明条件で虹彩の撮影を行うようにプロ
グラムされている。その他の構成は、図１と同様である。
【００６４】
図６は、図５の動作を示すフローチャートである。以下、この図６を参照しつつ、図５の
動作を説明する。
【００６５】
被撮影者が虹彩撮影装置の所定の位置に近付くと、図示しないセンサがこれを検出して動
作が開始される。被撮影者は、眼鏡の着用状態に従ってスイッチ６１，６２を操作する。
即ち、裸眼、通常の眼鏡、またはソフトコンタクトレンズを使用しているときは、スイッ
チ６１を押す。また、ハードコンタクトレンズを着用しているときには、スイッチ６２を
押す。
【００６６】
ステップＳ２１において、制御部６０Ａから点灯切替部２０に対して、光源Ｌ３，Ｌ４を
点灯させるための指示が出され、これに続いて撮像素子１０に対して、撮影の指示が出さ
れる。これによって、撮像素子１０から撮影された画像データが出力され、ピント検出部
３０に与えられる。
【００６７】
ピント検出部３０では、撮像素子１０から与えられる画像データから、特定の範囲におけ
る画像の輪郭部の輝度の変化率が検出され、その輝度変化の値が予め設定した閾値を越え
た時に、検出信号が出力される。制御部６０Ａでは、ピント検出部３０から検出信号が出
力されるまで、音声出力部７０から被撮影者に対して適切なガイドメッセージを出力させ
ながら、撮像素子１０に対する撮影の指示が繰り返えされる。そして、ピント検出部３０
から検出信号が出力されると、ステップＳ２２へ進む。
【００６８】
ステップＳ２２において、選択された撮影モードが判定される。スイッチ６１が押されて
いると、裸眼等の撮影モードとなってステップＳ２３へ進み、スイッチ６２が押されてい
ると、ハードコンタクトレンズの撮影モードとなってステップＳ２８へ進む。
【００６９】
スイッチ６１が押されている時には、ステップＳ２３において、制御部６０Ａから点灯切
替部２０に対して、光源Ｌ１，Ｌ４を点灯させるための指示が出される。これにより、光
源Ｌ１，Ｌ４が点灯し、光源Ｌ２，Ｌ３は消灯する。
【００７０】
ステップＳ２４において、制御部６０Ａから撮像素子１０に対して撮影の指示が出される
と共に、画像記憶部４０に対して撮像素子１０から出力される画像データを保持するよう
に指示が出される。これにより、撮像素子１０で撮影された画像データが画像記憶部４０
に格納される。この画像データは、眼鏡を着用した左目の虹彩画像に眼鏡反射が重ならな
いように設定されたものである。
【００７１】
ステップＳ２５において、制御部６０Ａから点灯切替部２０に対して、光源Ｌ２，Ｌ３を
点灯させるための指示が出される。これにより、光源Ｌ２，Ｌ３が点灯し、光源Ｌ１，Ｌ
４は消灯する。
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【００７２】
ステップＳ２６において、制御部６０Ａから撮像素子１０に対して撮影の指示が出される
と共に、画像記憶部４０に対して撮像素子１０から出力される画像データを保持するよう
に指示が出される。これにより、撮像素子１０で撮影された画像データが画像記憶部４０
に格納される。この画像データは、眼鏡を着用した右目の虹彩画像に眼鏡反射が重ならな
いように設定されたものである。ステップＳ２６の後、ステップＳ２７へ進む。
【００７３】
ステップＳ２７において、ステップＳ２３～Ｓ２６による撮影が所定回数だけ行われたか
否かが判定され、完了していればステップＳ３３へ進む。もしも、所定回数の撮影が完了
していなければ、ステップＳ２３へ戻り、ステップＳ２３～Ｓ２６の処理が繰り返される
。
【００７４】
一方、スイッチ６２が押されている時には、ステップＳ２８において、制御部６０Ａから
点灯切替部２０に対して、光源Ｌ２，Ｌ４を点灯させるための指示が出される。これによ
り、光源Ｌ２，Ｌ４が点灯し、光源Ｌ１，Ｌ３は消灯する。
【００７５】
ステップＳ２９において、制御部６０Ａから撮像素子１０に対して撮影の指示が出される
と共に、画像記憶部４０に対して撮像素子１０から出力される画像データを保持するよう
に指示が出される。これにより、撮像素子１０で撮影された画像データが画像記憶部４０
に格納される。この画像データは、ハードコンタクトレンズを着用した左目の虹彩画像に
、このコンタクトレンズの影が生じないように設定されたものである。
【００７６】
ステップＳ３０において、制御部６０Ａから点灯切替部２０に対して、光源Ｌ１，Ｌ３を
点灯させるための指示が出される。これにより、光源Ｌ１，Ｌ３が点灯し、光源Ｌ２，Ｌ
４は消灯する。
【００７７】
ステップＳ３１において、制御部６０Ａから撮像素子１０に対して撮影の指示が出される
と共に、画像記憶部４０に対して撮像素子１０から出力される画像データを保持するよう
に指示が出される。これにより、撮像素子１０で撮影された画像データが画像記憶部４０
に格納される。この画像データは、ハードコンタクトレンズを着用した右目の虹彩画像に
、このコンタクトレンズの影が生じないように設定されたものである。ステップＳ３１の
後、ステップＳ３２へ進む。
【００７８】
ステップＳ３２において、ステップＳ２８～Ｓ３１による撮影が所定回数だけ行われたか
否かが判定され、完了していればステップＳ３３へ進む。もしも、所定回数の撮影が完了
していなければ、ステップＳ２８へ戻り、ステップＳ２８～Ｓ３１の処理が繰り返される
。
【００７９】
ステップＳ３３では、制御部６０Ａから画像選択部４５に対して、画像記憶部４０内の画
像データを読み出して、アイリスコードの生成に適したものを選択するための指示が出さ
れる。これにより、画像記憶部４０内の画像データの中からアイリスコードの生成に適し
たものが選択され、画像出力部５０を介して認識処理装置側へ出力される。選択された画
像データの出力が完了すると、この虹彩撮影装置の動作は終了する。
【００８０】
以上のように、この第２の実施形態の虹彩撮影装置は、撮影された画像データの中からア
イリスコードの生成に適したものを選択する画像選択部４５を有しているので、不適切な
画像データを認識処理装置へ出力することがなくなり、認識処理の効率化と迅速化が可能
になる。
【００８１】
また、スイッチ６１，６２によって、被撮影者の眼鏡等の着用状況によって撮影モードを
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選択することができるようになっている。これにより、無駄な撮影を行うことがなくなり
、撮影時間の短縮が可能になる。
【００８２】
なお、本発明は、上記実施形態に限定されず、種々の変形が可能である。この変形例とし
ては、例えば、次のようなものがある。
【００８３】
（ａ）　被撮影者の目と撮像素子１０及び光源Ｌ１～Ｌ４の距離は、例示した値に限定さ
れない。一般的に使用されている眼鏡用のレンズの曲率に応じて最適な値に設定する必要
がある。
【００８４】
（ｂ）　光源Ｌ１～Ｌ４の点滅の順序は、図４または図６に例示した順序に限定されない
。
【００８５】
（ｃ）　虹彩の撮影中、光源Ｌ１～Ｌ４を順次切り替えながら点灯させているが、撮像素
子１０で撮影した画像データを画像記憶部４０へ転送している期間、これれらの光源Ｌ１
～Ｌ４を消灯させるようにしても良い。この場合、例えば、撮像素子１０から出力される
同期信号に基づいて、光源Ｌ１～Ｌ４の点滅、撮像素子１０のシャッター開閉、画像デー
タの転送等のタイミングを制御する必要がある。これにより、光源Ｌ１～Ｌ４の点灯時間
の短縮が可能になり、消費電力の低減ができる。
【００８６】
【発明の効果】
【００８７】
　以上詳細に説明したように、第１の発明によれば、裸眼または眼鏡を着用した被撮影者
の目の右及び左の斜め前方からそれぞれ光を照射する第１及び第２の光源と、右及び左の
斜め上方からそれぞれ光を照射する第３及び第４の光源と、第１の撮影期間に第１及び第
４の光源を同時に点灯させ、第２の撮影期間に第２及び第３の光源を同時に点灯させる点
灯制御部を有している。これにより、光源を撮影光軸の近くに配置しても眼鏡反射を避け
ることが可能になり、虹彩撮影装置の小型化ができるという効果に加えて、左右の眼鏡に
対して眼鏡反射の影響のない虹彩画像を撮影することができるという効果がある。
【００８８】
　第２の発明によれば、ハードコンタクトレンズを着用した被撮影者の目の右及び左の斜
め前方からそれぞれ光を照射する第１及び第２の光源と、右及び左の斜め上方からそれぞ
れ光を照射する第３及び第４の光源と、第１の撮影期間に第１及び第３の光源を同時に点
灯させ、第２の撮影期間に第２及び第４の光源を同時に点灯させる点灯制御部を有してい
る。これにより、小型の撮影装置で、左右のハードコンタクトレンズの影のない虹彩画像
を撮影することができる。
【００８９】
　第３の発明によれば、被撮影者の目の右及び左の斜め前方からそれぞれ光を照射する第
１及び第２の光源と、右及び左の斜め上方からそれぞれ光を照射する第３及び第４の光源
と、第１～第４の撮影期間に、左右の眼鏡反射と、左右のハードコンタクトレンズの影の
影響をなくすように順次第１～第４の光源を組み合わせて点灯させる点灯制御部を有して
いる。これにより、小型の撮影装置で、眼鏡反射やハードコンタクトレンズの影のない虹
彩画像を撮影することができる。
【００９０】
　第４及び第５の発明によれば、第１または第２の撮影モードの指定に基づいて、左右の
眼鏡反射または、左右のハードコンタクトレンズの影の影響をなくすように順次第１～第
４の光源を組み合わせて点灯させる点灯制御部を有している。これにより、第３の発明に
比べて撮影時間を短縮することができる。
【００９１】
　第６の発明によれば、第１～第５の発明における点灯制御部を、各撮影期間に従って第
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１～第４の光源を順次切り替えて繰り返し点灯させるように構成し、撮影部を、点灯制御
部による光源の切り替え毎に、被撮影者の虹彩を繰り返して撮影するように構成し、画像
記憶部に保持された複数の虹彩画像の中から、アイリスコードの生成に適したものを選択
する画像選択部を設けている。これにより、複数の虹彩画像が得られ、その中から眼鏡反
射等のある不適切な虹彩画像のデータが排除されるので、後の認識処理の負荷を軽減する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態を示す虹彩撮影装置の構成図である。
【図２】従来の虹彩撮影装置とその問題点の説明図である。
【図３】図１における光源配置と撮影画像との関係を示す説明図である。
【図４】図１の動作を示すフローチャートである。
【図５】本発明の第２の実施形態を示す虹彩撮影装置の構成図である。
【図６】図５の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
Ｌ１～Ｌ４　　光源
１０　　撮像素子
２０　　点灯切替部
３０　　ピント検出部
４０　　画像記憶部
５０　　画像出力部
６０，６０Ａ　　制御部
６１，６２　　スイッチ
７０　　音声出力部

【図１】

【図２】

【図３】
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