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(57)【要約】
【課題】顔の画像と生体部位の静脈の画像とを共通の撮
像部によって取得可能することにより、マルチモーダル
型であっても小型化、薄型化、並びに低コスト化を図る
ことが可能な生体認証装置および生体認証装置を用いた
認証方法を提供する。
【解決手段】本発明の生体認証装置は、遠くにある被写
体と近くにある被写体との両画像情報を撮像素子５と、
この撮像素子５に対して固定された撮像レンズ６ａとか
らなる撮像部１により取得可能でありかつ、その画像情
報に基づいて個人認証を行うことが可能となっている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠くにある被写体と近くにある被写体との両画像情報を撮像手段と該撮像手段に対して
固定された撮像レンズとからなる撮像部により取得可能でありかつ前記画像情報に基づい
て個人認証を行うことが可能なことを特徴とする生体認証装置。
【請求項２】
　被写体としての生体部位に光を照射する１個以上の光源部と、
　前記生体部位の像を撮像面上に結像させかつ略平面状に撮像レンズが２個以上並べられ
てなるレンズアレイを有する撮像光学系と受光素子の画素アレイにより構成されかつ前記
複数の撮像レンズにより得られる前記生体部位の複眼画像を撮像するための撮像手段とが
支持枠体に固定されてなる撮像部と、
が設けられ、
　前記撮像部に対して所定の距離より近接している被写体と前記所定の距離以上に離間し
ている被写体との両方の画像を前記撮像手段に対して固定されたレンズアレイによって前
記撮像面上に結像可能とすることを特徴とする生体認証装置。
【請求項３】
　前記複眼画像の情報と該複眼画像に含まれる各個眼画像の視差の情報とを利用して前記
複眼画像から単一画像を再構成するための単一画像再構成手段と、
　前記生体部位が生体のどこの部位かを識別する被写体識別手段と、
　予め登録しておいた前記個人情報と新たに取得した前記個人情報とを照合することによ
り個人認証を行う認証手段と、
を有する演算部が設けられていることを特徴とする請求項２に記載の生体認証装置。
【請求項４】
　前記所定の距離より前記撮像部に近接している被写体が人の静脈であり、前記撮像部か
ら前記所定の距離以上に離間している被写体が人の顔であることを特徴とする請求項２ま
たは請求項３に記載の生体認証装置。
【請求項５】
　前記撮像部と前記生体部位との距離を検出する被写体距離検出手段が設けられ、
　前記被写体距離検出手段によって検出された前記撮像部と前記生体部位との距離に基づ
いて、前記被写体識別手段が、前記撮像部から前記所定の距離以上に離間している被写体
は人の顔であり、前記撮像部から前記所定の距離より近くにある被写体は人の静脈である
と識別することを特徴とする請求項４に記載の生体認証装置。
【請求項６】
　前記被写体距離検出手段が前記複眼画像に含まれる各個眼画像の視差の情報に基づいて
前記撮像部と前記生体部位との距離を算出することを特徴とする請求項５に記載の生体認
証装置。
【請求項７】
　異なる波長の光を照射する２個以上の前記光源部と、前記異なる波長の各波長と略同一
波長の光だけを通過させる光学的バンドパスフィルターとが設けられていることを特徴と
する請求項２乃至請求項６に記載の生体認証装置。
【請求項８】
　略単一波長の近赤外光を照射する１個以上の前記光源部と、前記近赤外光の波長と略同
一波長の光だけを通過させる光学的バンドパスフィルターとが設けられていることを特徴
とする請求項２乃至請求項６に記載の生体認証装置。
【請求項９】
　前記光源部の発光強度を所定の変調信号によって変調するための光源部変調制御手段と
、
　前記撮像手段により取得された画像の画像信号のうち前記所定の変調信号によって変調
された画像信号だけを抽出するための変調光抽出手段と、
が設けられていることを特徴とする請求項１乃至請求項８に記載の生体認証装置。
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【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９に記載の生体認証装置を用いた認証方法であって、
　通常は顔を被写体として個人認証を行い、顔を被写体とした個人認証によって認証でき
ない場合には人の静脈を被写体として個人認証を行うことを特徴とする生体認証装置を用
いた認証方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人の静脈や顔などを被写体として撮像した画像情報に基づいて個人認証を行
う生体認証装置および生体認証装置を用いた認証方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、人の静脈や顔などを被写体として撮像した画像情報に基づいて個人認証を行
う生体認証装置および生体認証装置を用いた認証方法が知られている（例えば、特許文献
１～特許文献３参照）。
【０００３】
　特許文献１の生体認証装置は、指紋認証に用いる指紋を入力するための指紋入力装置と
、顔認証に用いる顔画像を撮像するための撮像装置と、パスワードを入力するためのテン
キー装置とを有しており、最初に指紋認証を行い、指紋認証による認証が可能ならば指紋
認証により認証し、指紋認証によって認証できなければ顔認証とパスワード認証とを併用
して認証を行う。
【０００４】
　これにより、顔認証の不確実さとパスワード認証の不確実さとを互いに補って、指紋認
証による認証ができない場合でも指紋認証と同等のセキュリティー性能を確保する。
【０００５】
　また、特許文献２の生体認証装置は、認証精度が比較的高い指紋認証手段と、指紋認証
手段よりは認証精度が低い顔認証手段とを有しており、最初の認証時には指紋認証を行う
と同時に顔画像を保存しておき、再認証が必要なときには保存された顔画像に基づいて顔
認証を行うことにより、全体として認証精度を高めつつ、再度の認証を行う場合には迅速
性を高めている。
【０００６】
　そして、特許文献３の生体認証装置は、指の静脈パターンを取得するための生体情報取
得手段と、個人情報を登録するための個人情報登録手段と、個人情報の登録・削除・変更
などの指示を表示するための表示手段とを有しており、誤った個人情報を登録したために
再認証ができないような場合に、ユーザー自身によって、個人情報の認証登録の再実行が
できるようになっている。
【特許文献１】特開２００４－３５５０８８号公報
【特許文献２】特開２００５－２９３１７２号公報
【特許文献３】特開２００５－９２３７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、昨今の情報保護社会、或いはユビキタス社会では、携帯電話やノートパソコ
ンなどの様々な情報機器に指紋認証装置などの生体認証装置を搭載するのが望ましい。
【０００８】
　携帯電話やノートパソコンなどの情報機器は、年々、小型化・薄型化が進められており
、これらの情報機器に内蔵可能で、しかも内蔵する際に場所を選ばずに搭載可能とするた
めには、生体認証装置自体にも更なる小型化・薄型化が要求される。
【０００９】
　また、生体認証装置においては、認証の精度、認証の速度、操作性の向上、運用方法の
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多様化などの兼ね合いで、顔と指紋、顔と虹彩など、複数の生体情報を組み合わせること
によって認証を行う、いわゆるマルチモーダル型の生体認証装置の有用性が高まっている
。
【００１０】
　指紋認証や虹彩認証などは比較的高精度な認証が可能であるが、所定の場所に生体の一
部をもっていく必要があるなど、ユーザー側に特別な動作が必要とされるので、認証の手
軽さに欠けるという側面があり、一方、顔認証はユーザーに特別な動作を要求することは
ないが、認証精度は比較的低いという側面がある。
【００１１】
　そこで、マルチモーダル型の生体認証装置では、例えば、最初に顔認証でラフな認証を
行い、疑わしい認証対象にだけ高精度な指紋認証や虹彩認証を適用することにより、認証
精度と認証の迅速性とを両立したり、複数の生体情報の組合せにより認証精度を向上させ
たりできる。
【００１２】
　このようなマルチモーダル型の生体認証装置としては、引用文献１のものや引用文献２
のものが知られている。
【００１３】
　しかしながら、引用文献１や引用文献２のものでは、指紋認証と顔認証とに応じて別々
の認証装置を用いて認証を行うため、生体認証装置全体が大型化すると共に、装置のコス
トも多大なものとなり、携帯電話やノートパソコンなどの民生機器に用いるには不向きで
ある。
【００１４】
　一方、静脈パターンなどを用いて生体認証を行う生体認証装置としては、例えば、引用
文献３のものなどが知られている。
【００１５】
　このような静脈パターンを用いた生体認証装置では、近い距離にある生体部位を撮像す
るように撮像レンズが設計されていたり、静脈パターンを抽出するための光学フィルター
などが光学系に設けられているため、遠くにある対象を撮像するには適さない。
【００１６】
　また、上述のような顔認証を行う装置では、顔画像の取得を前提に光学系が設計されて
いるので、静脈パターンのような被写体内部の情報を抽出するのは困難である。
【００１７】
　そこで、本発明では、顔の画像と生体部位の静脈の画像とを共通の撮像部によって取得
可能することにより、マルチモーダル型であっても小型化、薄型化、並びに低コスト化を
図ることが可能な生体認証装置を提供することを第１の目的としている。
【００１８】
　以下に、本発明の更なる目的を列挙する。
【００１９】
　本発明の第２の目的は、被写体までの距離を検出し、所定距離より遠い場合は顔認証を
行い、そうでない場合は静脈認証を行うことにより、パターン認識などの複雑な画像処理
を行わずに、顔認証の処理と静脈認証の処理とを切り替えることによって、演算部の演算
処理に対する負荷を低減することとする。
【００２０】
　本発明の第３の目的は、被写体距離検出を複眼画像における各個眼画像の相対シフト量
から算出することにより、距離検出のための構成を新たに設けることなく、既に有する機
能を用いて距離検出を行うことにより、装置コストを低減することとする。
【００２１】
　本発明の第４の目的は、異なる波長の光を照射する２個以上の光源部と、それらの各波
長と略同一波長の光だけを通過させる光学的バンドパスフィルターとを設けることにより
、ノイズ光の影響を抑えた高精度な認証を実現することとする。
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【００２２】
　本発明の第５の目的は、略単一波長の近赤外光を照射する１個以上の光源部と、これと
略同一波長の光だけを通過させる光学的バンドパスフィルターとを設けることにより、静
脈認証の場合でも顔認証の場合でも同一の光学的バンドパスフィルターで可視光をカット
でき、安価にフィルターを作製して、装置コストを低減することとする。
【００２３】
　本発明の第６の目的は、光源部変調制御手段によって所定の周波数によって変調した照
射光を光源部から被写体に照射して、変調光抽出手段により撮像手段により撮像して得ら
れた被写体の画像から、その所定の周波数によって変調された画像情報だけを抽出するこ
とにより、照明光などの非変調光からの影響を抑えることにより、ノイズ光の影響を抑え
た高精度な認証を実現することとする。
【００２４】
　本発明の第７の目的は、通常は顔を被写体として個人認証を行い、顔を被写体とした個
人認証によって認証できない場合には人の静脈を被写体として個人認証を行うことにより
、通常は撮像部に顔を向けるだけで顔認証により手軽に認証を行うことにより、迅速性と
精度を両立できる認証方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の発明は、遠くにある被写体と近くにある被
写体との両画像情報を撮像手段と該撮像手段に対して固定された撮像レンズとからなる撮
像部により取得可能でありかつ前記画像情報に基づいて個人認証を行うことが可能な生体
認証装置を特徴としている。
【００２６】
　そして、請求項２に記載の発明は、被写体としての生体部位に光を照射する１個以上の
光源部と、
　前記生体部位の像を撮像面上に結像させかつ略平面状に撮像レンズが２個以上並べられ
てなるレンズアレイを有する撮像光学系と受光素子の画素アレイにより構成されかつ前記
複数の撮像レンズにより得られる前記生体部位の複眼画像を撮像するための撮像手段とが
支持枠体に固定されてなる撮像部と、
が設けられ、
　前記撮像部に対して所定の距離より近接している被写体と前記所定の距離以上に離間し
ている被写体との両方の画像を前記撮像手段に対して固定されたレンズアレイによって前
記撮像面上に結像可能とする生体認証装置を特徴としている。
【００２７】
　また、請求項３に記載の発明は、前記複眼画像の情報と該複眼画像に含まれる各個眼画
像の視差の情報とを利用して前記複眼画像から単一画像を再構成するための単一画像再構
成手段と、
　前記生体部位が生体のどこの部位かを識別する被写体識別手段と、
　予め登録しておいた前記個人情報と新たに取得した前記個人情報とを照合することによ
り個人認証を行う認証手段と、
を有する演算部が設けられている請求項２に記載の生体認証装置を特徴としている。
【００２８】
　さらに、請求項４に記載の発明は、前記所定の距離より前記撮像部に近接している被写
体が人の静脈であり、前記撮像部から前記所定の距離以上に離間している被写体が人の顔
である請求項２または請求項３に記載の生体認証装置を特徴としている。
【００２９】
　そして、請求項５に記載の発明は、前記撮像部と前記生体部位との距離を検出する被写
体距離検出手段が設けられ、
　前記被写体距離検出手段によって検出された前記撮像部と前記生体部位との距離に基づ
いて、前記被写体識別手段が、前記撮像部から前記所定の距離以上に離間している被写体
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は人の顔であり、前記撮像部から前記所定の距離より近くにある被写体は人の静脈である
と識別する請求項４に記載の生体認証装置を特徴としている。
【００３０】
　また、請求項６に記載の発明は、前記被写体距離検出手段が前記複眼画像に含まれる各
個眼画像の視差の情報に基づいて前記撮像部と前記生体部位との距離を算出する請求項５
に記載の生体認証装置を特徴としている。
【００３１】
　さらに、請求項７に記載の発明は、異なる波長の光を照射する２個以上の前記光源部と
、前記異なる波長の各波長と略同一波長の光だけを通過させる光学的バンドパスフィルタ
ーとが設けられている請求項２乃至請求項６に記載の生体認証装置を特徴としている。
【００３２】
　そして、請求項８に記載の発明は、略単一波長の近赤外光を照射する１個以上の前記光
源部と、前記近赤外光の波長と略同一波長の光だけを通過させる光学的バンドパスフィル
ターとが設けられている請求項２乃至請求項６に記載の生体認証装置を特徴としている。
【００３３】
　また、請求項９に記載の発明は、前記光源部の発光強度を所定の変調信号によって変調
するための光源部変調制御手段と、
　前記撮像手段により取得された画像の画像信号のうち前記所定の変調信号によって変調
された画像信号だけを抽出するための変調光抽出手段と、
が設けられている請求項１乃至請求項８に記載の生体認証装置を特徴としている。
【００３４】
　さらに、請求項１０に記載の発明は、請求項１乃至請求項９に記載の生体認証装置を用
いた認証方法であって、
　通常は顔を被写体として個人認証を行い、顔を被写体とした個人認証によって認証でき
ない場合には人の静脈を被写体として個人認証を行う生体認証装置を用いた認証方法を特
徴としている。
【発明の効果】
【００３５】
　このように構成された本発明の請求項１～請求項４に記載のものは、レンズアレイを構
成する個々の撮像レンズは小型で焦点距離が小さいために、レンズアレイを用いた撮像光
学系のバックフォーカスを短くすることができ、撮像光学系の薄型化、さらには本発明の
生体認証装置の薄型化を図ることができる。
【００３６】
　また、レンズアレイの個々の撮像レンズから得られる複眼画像の情報と複眼画像に含ま
れる各個眼画像の視差の情報とを利用して複眼画像から単一画像への再構成を行う単一画
像再構成手段が設けられているので、レンズアレイを用いることで個々の撮像レンズが小
型化したことによる撮像光学系の解像度の低下を補償できるので、本発明の生体認証装置
の小型化・薄型化と解像力確保とを両立することができる。
【００３７】
　さらに、レンズアレイを構成する個々の撮像レンズの焦点距離は一般的な単体の撮像レ
ンズの焦点距離に比べて小さいので、このような一般的な撮像レンズに比べてレンズアレ
イの撮像レンズは被写界深度が大きく、撮像部に近接している被写体と所定の距離以上に
離間している被写体との両方に共通のレンズアレイによって焦点を合わせることができる
ので、被写体距離によらずに焦点のあった被写体像を撮像できる。
【００３８】
　これにより、被写体として、例えば、撮像部から所定の距離以上に離間している顔など
の認証対象と撮像部に近接している手や指の静脈などの認証対象との両方を、共通のレン
ズアレイによって撮像して、被写体が顔であるか静脈であるかを被写体識別手段によって
識別し、被写体が顔であれば顔認証を行い、被写体が静脈であれば静脈認証を行うことに
より、顔認証と静脈認証とが共通の撮像部および演算部により実施可能となる。
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【００３９】
　このように、本発明の生体認証装置は、顔認証と静脈認証とを併用して行うマルチモー
ダル型の生体認証装置であっても、撮像部と演算部とを共通化することによって小型化が
可能になり、しかも製造コストを低減することができる。
【００４０】
　そして、請求項５に記載のものは、被写体距離検出手段によって被写体距離を検出し、
被写体距離が所定の距離より遠い場合には顔認証を行い、被写体距離が所定の距離より近
い場合には静脈認証を行いうことによって、パターン認識などの複雑な画像処理を行わず
に、顔認証の処理と静脈認証の処理とが切り替えられるので、演算部における演算処理の
負荷を低減することができる。
【００４１】
　また、請求項６に記載のものでは、被写体距離を複眼画像に含まれる各個眼画像の相対
シフト量のデータに基づいて算出できるので、距離検出のための構成を新たに設ける必要
がなく、既存の構成を利用して距離検出を行うことができ、本発明の生体認証装置の製造
コストを低減することができる。
【００４２】
　さらに、請求項７に記載のものは、異なる波長の光を照射する２個以上の光源部と、そ
れらの各波長と略同一波長の光だけを通過させる光学的バンドパスフィルターとが設けら
れているので、例えば、照射する光の波長がそれぞれλ１，λ２の２つの光源部と、透過
波長がλ１，λ２の光学的バンドパスフィルターとを用意して、静脈認証の場合には、波
長λ１の光を照射しつつ波長λ１の光だけを撮像することにより、波長λ１以外の波長を
もった外部の照明光をノイズ光として抑制することができて、鮮明な静脈画像を取得する
ことができる。
【００４３】
　また、顔認証の場合には、波長λ２の光を照射しつつ波長λ２の光だけを撮像すること
により、波長λ２以外の波長をもった外部の照明光をノイズ光として抑制することができ
て、鮮明な顔画像を取得することができ、これにより、ノイズ光の影響を抑えた高精度な
認証を実現することができる。
【００４４】
　そして、請求項８に記載のものは、略単一波長の近赤外光を照射する１個以上の光源部
と、これと略同一波長の光だけを通過させる光学的バンドパスフィルターとが設けられて
いるので、静脈認証の場合と顔認証の場合とのいずれの場合にも、この光学的バンドパス
フィルターによってノイズ光としての照明光をカットすることができ、静脈画像や顔画像
を撮像することができる。
【００４５】
　このため、単一の波長の光源部と単一の波長の光学的バンドパスフィルターだけを用意
すればよいので、請求項７に記載の生体認証装置のように、異なる波長の光を照射する２
個以上の光源部と、それらの各波長と略同一波長の光だけを通過させる光学的バンドパス
フィルターとを用意する必要がなくなり、光源部や光学的バンドパスフィルターに要する
コストを削減でき、さらには、本発明の生体認証装置の製造コストを低減することができ
る。
【００４６】
　また、請求項９に記載のものは、光源部変調制御手段によって所定の周波数により強度
が変調された照射光を光源部から被写体に照射して、撮像手段によって撮像して得られた
被写体の画像から、その所定の周波数によって変調された画像情報だけを変調光抽出手段
により抽出することにより、照明光などの非変調光の影響が抑えられた、ノイズ光の少な
い鮮明な顔画像や静脈画像を取得することができ、これにより、高精度な認証を実現する
ことができる。
【００４７】
　さらに、請求項１０のものは、通常は顔を被写体として個人認証を行い、顔を被写体と
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した個人認証によって認証できない場合には、人の静脈を被写体として個人認証を行うこ
とにより、通常は顔認証により撮像部に顔を向けるだけで手軽に認証を行い、顔認証を行
っても認証されないような疑わしい認証対象のときだけ高精度の静脈認証を行うことでき
、これにより認証の迅速性と精度とを両立することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４８】
　以下、本発明の生体認証装置および生体認証装置を用いた認証方法を実施例に基づいて
説明する。
【実施例１】
【００４９】
　まず、実施例１の構成を図面に基づいて説明する。
【００５０】
　図１は、本発明の生体認証装置を説明する構成図であり、本発明の生体認証装置を顔認
証に適用したときの図である。
【００５１】
　符号１は撮像部、符号２Ａは撮像部１の被写体としての人の顔、符号Ｂ１は撮像部１に
よって取得された顔２Ａの画像信号を画像データに変換する画像入力部、符号Ｃは画像入
力部Ｂ１によって変換された画像データに基づいて個人認証を行う演算部である。
【００５２】
　図１は、撮像部１については断面構成図、その他の演算部Ｃなどについてはブロック構
成図となっている。
【００５３】
　本実施例の生体認証装置では、人の顔２Ａと後述する指の静脈（血管）とが撮像部１の
主な被写体となる。
【００５４】
　撮像部１は、被写体に光を照射するＬＥＤ光源部３ａ，３ｂと、撮像光学系４と、撮像
素子５と、これらを支持する枠体Ｆとによって構成されている。
【００５５】
　また、撮像光学系４は、レンズアレイ６と、遮光手段７と、バンドパスフィルター８と
によって構成されている。
【００５６】
　レンズアレイ６には非球面単レンズからなる２個以上の撮像レンズ６ａがレンズ光軸と
略直交する平面内に格子状に配置されており、このレンズアレイ６が被写体の像を撮像素
子５の撮像面５ａ上に結像させる。
【００５７】
　撮像レンズ６ａには、球面単レンズや、両面とも球面レンズ、両面とも非球面レンズな
どのレンズを用いてもよく、特に非球面レンズを用いると光学特性を向上させるに当たり
、設計の自由度を大きくできる。
【００５８】
　遮光手段７は、ほぼ撮像レンズ６ａから撮像面５ａまでの高さをもつ部材が隣接する撮
像レンズ６ａ，６ａ間にライン状にそれぞれ設けられており、レンズアレイ６の隣接する
各撮像レンズ６ａ，６ａ間での光線クロストークを防ぐと共にゴーストやフレアなどのノ
イズ光を抑制する。
【００５９】
　遮光手段７は、レンズアレイ６の各撮像レンズ６ａの位置に対応して、それぞれ開口部
が設けられたピンホールアレイであってもよいし、透明平行平板の片面または両面に蒸着
されたマスクにレンズアレイ６の各撮像レンズ６ａの対応位置に、それぞれ透過部を設け
たものであってもよい。
【００６０】
　撮像素子５は、画素５ｂがライン状にアレイ配置された画素アレイにより構成されてお
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り、レンズアレイ６の複数の撮像レンズ６ａにより得られる顔２Ａの複眼画像を撮像する
。この撮像素子５はＣＭＯＳタイプなど、ＣＣＤタイプ以外の受光素子であってもよい。
【００６１】
　ＬＥＤ光源部３ａ，３ｂは、血管以外の皮下組織における吸収率が低い近赤外波長帯の
光を生体に照射するための光源部である。
【００６２】
　図１では、レンズアレイ６の両側にＬＥＤ光源部３ａ，３ｂがそれぞれ２つずつ設けら
れているが、必要な明るさに応じて個数を増やして設置してもよいし、同程度の波長を照
射するＬＤ光源を用いてもよい。
【００６３】
　ＬＥＤ光源部３ａ，３ｂの光量は光源制御部９によって制御され、ＬＥＤ光源部３ａ，
３ｂのＯＮ／ＯＦＦ制御は、それぞれ光源駆動部１０の光源３ａ駆動部，光源３ｂ駆動部
により行われる。
【００６４】
　ＬＥＤ光源部３ａは顔認証用に波長λ１の近赤外光を照射し、ＬＥＤ光源部３ｂは後述
する静脈認証用に波長λ２の近赤外光を照射する。ただし、本実施例の生体認証装置では
、波長λ１と波長λ２とは異なる波長としている。
【００６５】
　本実施例の生体認証装置では、通常状態（デフォルト状態）において、電源がＯＮ状態
になったときに、各ＬＥＤ光源部３ａからレンズアレイ６の光軸方向被写体側に向けて近
赤外光がそれぞれ照射される。
【００６６】
　バンドパスフィルター８は、ＬＥＤ光源部３ａ，３ｂから照射される光と略同一波長λ
１，λ２付近の光だけを通過させる光学的なフィルターであり、透明なガラス板に波長選
択のための所定厚みの薄膜を蒸着することによって形成されている。
【００６７】
　バンドパスフィルター８は、例えば顔を検出する際には、生体認証においてはノイズと
なる外部照明などによる可視光線が撮像素子５に到達するのを防ぎ、顔画像のコントラス
トを向上させる。
【００６８】
　ＬＥＤ光源部３ａから照射された近赤外光は、被写体としての顔２Ａで反射されて、光
学的バンドパスフィルター８を通過し、レンズアレイ６により撮像素子５の撮像面５ａ上
に結像し、レンズアレイ６の撮像レンズ６ａの数に応じた複眼画像を撮像面５ａに形成す
る。そして、これらの複眼画像が撮像素子５によって取り込まれる。
【００６９】
　演算部Ｃは、例えば、本発明の生体認証装置を搭載しているノートパソコンや携帯電話
などの携帯端末機器のＣＰＵ（中央演算装置）により構成されており、視差検出演算部Ｂ
２と、複眼像再構成演算部Ｂ３と、記憶部Ｂ４と、データベース選択部Ｂ５と、認証演算
部Ｂ６とを有している。
【００７０】
　視差検出演算部Ｂ２は、取得された複眼画像の各個眼画像から視差を算出すると共に、
算出された視差に基づいて被写体までの距離の算出を行う（被写体距離検出手段）。なお
、本明細書において、各個眼画像間の「視差」とは、複眼画像の中で基準としている個眼
画像に対する各個眼画像のシフト量（単位は長さ）を表している。
【００７１】
　複眼像再構成演算部Ｂ３は、複眼画像データと複眼画像に含まれる各個眼画像の視差の
データとに基づいて、複眼画像から単一画像を再構成する（単一画像再構成手段）。
【００７２】
　記憶部Ｂ４には、認証が許可されている認証対象の静脈画像が予め登録・保存されてい
る静脈画像データベースと、同じく認証が許可されている認証対象の顔画像が予め登録・
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保存されている顔画像データベースとが構築されている。
【００７３】
　データベース選択部Ｂ５は、視差検出演算部Ｂ２によって算出された被写体までの距離
に基づいて、被写体が顔か指の静脈かを判定（被写体識別手段）して、記憶部Ｂ４の静脈
画像データベースと顔画像データベースとにアクセスして情報を取得する。
【００７４】
　認証演算部Ｂ６は、予め登録された静脈画像データベースや顔画像データベースと、新
たに取得した静脈画像や顔画像とを照合して個人認証を行う（認証手段）。
【００７５】
　次に、本実施例の動作を被写体が人の顔である場合について説明する。
【００７６】
　撮像素子５によって撮像された被写体の複眼画像は画像入力部Ｂ１によって画像データ
として取り込まれる。この複眼画像を構成している各個眼画像は、レンズアレイ６を構成
する各撮像レンズ６ａと顔２Ａとの位置関係に応じて視差を伴った像となっている。
【００７７】
　図２は、本実施例の生体認証装置により取得される複眼画像を説明する図であり、図２
（ａ）のような被写体であった場合には図２（ｂ）のような視差を伴う複眼画像が得られ
ることを示している。
【００７８】
　複眼画像における黒い線の部分は、図１の遮光手段７の影の像を表しており、影を挟ん
で各撮像レンズ６ａによる反転像、すなわち個眼画像が撮像レンズ６ａの数だけ形成され
ている。
【００７９】
　そして、図１に示す画像入力部Ｂ１によって取り込まれた複眼画像は、視差検出演算部
Ｂ２に転送され、各個眼画像の中で所定の輝度以上となっている画素を選択して輝度値を
取得する閾値処理がなされ、各撮像レンズ６ａの倍率と撮像素子５の画素５ｂサイズとか
ら算出される画像サイズの情報と、レンズアレイ６のレンズピッチの情報とに基づき遮光
手段７の影にあたる画像領域が除去されて個眼画像だけが抽出される。
【００８０】
　複数ある個眼画像の中で任意の２つの個眼画像を選択し、次の（１）式に基づいて行わ
れるイメージマッチング処理、あるいはブロックマッチング処理により２つの個眼画像間
での視差が検出される。
【００８１】
【数１】

　（１）式において、ＩBは複眼画像中で任意に選択された基準個眼画像の輝度であり、
各個眼画像の視差の基準となる。また、Ｉmは各個眼画像の輝度を表しており、ｍは個眼
画像の番号で１からＮ（Ｎはレンズアレイ６を構成する撮像レンズ６ａの個数）の値をと
る。
【００８２】
　Ｐx，Ｐyは、それぞれ各個眼画像の基準個眼画像に対するｘ，ｙ方向の視差を表す。た
だし、ここで、ｘ方向とｙ方向とは、例えば、図２（ｂ）に示される複眼像において、横
方向と縦方向とをそれぞれ表している。
【００８３】
　（１）式では、個眼画像を構成する全画素について個眼画像と基準個眼画像との輝度偏
差をとり、その二乗和Ｅを求めている。Ｐx，Ｐyを徐々に変化させながらＥを計算し、Ｅ
が最小となるときのＰx，Ｐyを求めると、そのＰx，Ｐyがｘ，ｙ方向における基準個眼画
像に対するｘ，ｙ方向のそれぞれの視差となる。
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【００８４】
　視差検出は隣接する個眼画像間で求めても良いし、離れた個眼画像間で求めても良い。
ｘ，ｙ方向について視差を求めるためには、ｘ方向やｙ方向に並ぶ個眼画像ではなく、対
角線方向に配列する２つの個眼画像を用いる必要がある。
【００８５】
　このようにして得られた視差と、レンズアレイ６のレンズピッチと、レンズの焦点距離
とに基づいて幾何学的関係を用いてレンズアレイ６から被写体までの距離を算出する。
【００８６】
　算出されたレンズアレイ６から被写体までの距離が所定値、例えば、１０ｃｍより遠い
場合には、認証対象が顔２Ａであると判定し、データベース選択部Ｂ５により選択され、
顔画像が登録・保存された記憶部Ｂ４の顔画像データベースにアクセスする。
【００８７】
　一方で、検出した視差と複眼画像データとを複眼像再構成演算部Ｂ３に転送して、これ
らの視差と複眼画像データとに基づいて複眼画像から単一画像を再構成する。
【００８８】
　次に、複眼画像から単一画像を再構成する手順を以下に示す。
【００８９】
　本実施例においては、レンズアレイ６の使用に伴う無効画素の増加や光学倍率の低下お
よび解像力低下を補償するために、以下に説明するように個眼画像間の視差を利用した複
眼画像から単一画像への再構成処理を複眼像再構成演算部Ｂ３によって行う。
【００９０】
　個眼画像間には撮像レンズ６ａと被写体との位置関係に起因した視差が存在するために
、各個眼画像は、視差に伴って少しずつシフトした画像となる。これらの各個眼画像の視
差を利用すると、個眼画像における１つの画素に埋もれた被写体の画像を再現することが
できる。
【００９１】
　個眼画像間の視差の検出には、例えば（１）式で得られる個眼画像間の輝度偏差の二乗
和を用いることができる。上述したように、（１）式でＥが最小となるときのＰx，Ｐyが
それぞれｘ，ｙ方向における個眼画像の基準個眼画像に対する視差となる。
【００９２】
　視差の大きさが撮像素子５の画素５ｂのサイズより小さくなることが考えられる場合は
、視差の大きさが画素５ｂのサイズあるいは画素５ｂのサイズの整数倍になるように個眼
画像を拡大して、個眼画像の構成画素数を増やし、拡大した個眼画像間の輝度偏差の最小
二乗和から視差を求めればよい。
【００９３】
　その場合の個眼画像の拡大では、隣接画素を参照しながら各画素の輝度を決める補間演
算を用いる必要がある。光学倍率とレンズアレイ６のレンズピッチ、撮像素子５の画素５
ｂのサイズとから視差のおおよその値を推定できるため、推定した視差が画素５ｂのサイ
ズ分の長さになるように拡大率を決めればよい。
【００９４】
　レンズアレイ６のレンズピッチの加工精度が十分高い場合には、被写体のレンズアレイ
６からの距離がわかれば、各個眼画像間の視差は幾何学的に算出することが可能である。
このため、１組の個眼画像間の視差を検出し、次の（２）式に基づき各個眼画像間の視差
を算出してもよい。
【００９５】
【数２】
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　（２）式において、δは任意の個眼画像の視差、Δは実際に検出した個眼画像の視差、
Ｎは、画像内のｘ方向またはｙ方向（横方向または縦方向）において、基準個眼画像の中
心から視差を検出した個眼画像の中心までの距離、ｎは基準個眼画像の中心から任意の個
眼画像の中心までの距離をそれぞれ表している。
【００９６】
　例えば、後述する静脈認証のように被写体距離が短い場合など、個眼画像間の視差が大
きい場合は、基準個眼画像を１つの個眼画像に固定せず、隣接する個眼画像間で視差検出
を実行するとよい。その場合、隣接する一方の個眼画像が基準個眼画像になり、他方が視
差を検出する個眼画像になる。
【００９７】
　この場合には、個眼画像の中に静脈パターンが観察されない個眼画像もあるので、静脈
パターンが観察される個眼画像を抽出し、それらについて視差の検出を行い、静脈パター
ンが観測されない個眼画像の視差は、他の個眼画像について検出した視差を用いて、（２
）式により算出すればよい。
【００９８】
　なお、輝度偏差の二乗和を最小化する方法に代えて、個眼画像間の相互相関計算による
方法を用いてもよい。
【００９９】
　図３に複眼画像から単一画像を再構成する処理における画素の配置法を説明するための
模式図を示す。
【０１００】
　図３において、複眼画像１１における各個眼画像１１ａから画素輝度データを取得し、
仮想的な画像データの空間における再構成画像１２の個眼画像の位置と視差とに応じて決
まる位置に取得された画素の輝度データを配置する。
【０１０１】
　各個眼画像の全画素について同様の画素輝度データの配置を繰り返すことにより再構成
画像１２を得ることができる。なお、視差の大きさや遮光部材７の影などの影響で、再構
成画像１２に輝度が欠失した画素が生じるときは、その隣接画素の輝度を参照して補間す
る。
【０１０２】
　また、視差が画素サイズより小さいときは、視差の大きさが画素サイズあるいは画素サ
イズの整数倍になるように再構成画像を拡大し、再構成画像の構成画素数を増やしてから
同様の画素輝度配置を行えばよい。
【０１０３】
　図４は、複眼画像から単一画像を再構成するために複眼像再構成演算部Ｂ３によって行
われる処理のフローチャートである。このフローチャートに基づいて単一画像の再構成処
理を説明する。
【０１０４】
　まず、複眼画像を取得する（ステップＳ１）。
【０１０５】
　次に、前処理で抽出された静脈パターンが含まれている個眼画像の中から視差検出のた
めの基準個眼画像を設定する（ステップＳ２）。
【０１０６】
　この基準個眼画像に対する各個眼画像の視差を検出する（ステップＳ３）。
【０１０７】
　ただし、静脈パターンが含まれない個眼画像に関しては（２）式により視差を参照する
。
【０１０８】
　そして、視差を利用して複眼画像から単一画像への再構成演算を行い（ステップＳ４）
、再構成した単一画像を出力する（ステップＳ５）。
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【０１０９】
　このような複眼像再構成演算部Ｂ３による再構成処理により、画素に埋もれた被写体の
構造を再現でき、被写体が遠くなって解像力が低下する場合でも解像力を向上させた単一
像を取得することができる。
【０１１０】
　そして、このように複眼画像から再構成された顔画像は、データベースに登録された顔
画像との間でイメージマッチング処理が行われ、顔画像を収録したユーザーが登録された
ユーザーかどうかが認証演算部Ｂ６によって認証処理されて認証結果が出力される。
【０１１１】
　次に、本実施例の生体認証装置の動作を被写体が指の静脈（血管）である場合について
説明する。
【０１１２】
　図５は、本実施例の生体認証装置を説明する構成図であり、撮像部１については、撮像
部１に載置されている指の指先側から見た断面図、その他の部分についてはブロック構成
図である。なお、図１と同一乃至均等な部分については図１と同一の符号を付すものとす
る。
【０１１３】
　図５において、符号２Ｂは人の指を表し、符号２Ｂａは指内部に存在する血管（静脈）
を表している。
【０１１４】
　本実施例の生体認証装置では、通常状態（デフォルト状態）において、被写体に向かっ
て波長λ１の光が照射されているが、指２Ｂを装置に近づけることによって、被写体が検
出できないほどに画像が暗くなることを検出したり、被写体の像が撮像されたとしても被
写体距離が所定値、例えば、１０ｍｍより近い距離であることを検出することによって、
被写体が顔２Ａではなく血管２Ｂａ（静脈）であると判定（被写体識別手段）する。
【０１１５】
　そして、被写体が顔２Ａではなく血管２Ｂａ（静脈）であると判定されたときには、デ
ータベース選択部Ｂ４によって静脈画像が登録・保存された記憶部Ｂ４の静脈データベー
スにアクセスすると同時に、光源駆動部１０にＬＥＤ光源部３ｂを駆動させる信号とＬＥ
Ｄ光源部３ａを消灯させる信号とを送り、ＬＥＤ光源部３ｂをＯＮして被写体に波長λ２
の光を照射すると共にＬＥＤ光源部３ａをＯＦＦする。
【０１１６】
　生体に照射された波長λ２の近赤外光は、生体内部の血管２Ｂａでは吸収されるが、血
管２Ｂａのない部分では透過するため、生体を透過した光により血管パターンの像が形成
される。
【０１１７】
　照射した近赤外光の波長λ２近傍の光だけをバンドパスフィルター８で抽出し、抽出し
た光をレンズアレイ６により撮像素子５の撮像面５ａ上で結像させ、血管２Ｂａ（静脈）
の血管パターンの複眼画像を撮像素子５によって取得する。
【０１１８】
　ＬＥＤ光源部３ｂは、所定範囲の血管パターンの全体をカバーできるように複数個設置
してもよいし、同程度の波長を照射するＬＤ光源を用いてもよい。
【０１１９】
　図６は、被写体が撮像部１の近くにある場合の複眼画像の例を示しており、図６（ａ）
のような被写体であった場合には、図６（ｂ）のような複眼画像が得られることを示して
いる。なお、図６（ｂ）の個眼画像は図２（ｂ）の個眼画像に比べて個眼画像間での視差
が大きい複眼画像となっている。
【０１２０】
　撮像素子５により撮像された血管パターンの複眼画像は、上述した顔画像の処理と同様
に、複眼像再構成演算部Ｂ３によって単一像に再構成され、静脈データベースに登録され
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た血管パターン画像との間でイメージマッチング処理がなされ、血管パターン画像を取得
したユーザーが既に登録されているユーザーかどうかを認証演算部Ｂ６によって認証して
結果を出力する。
【０１２１】
　本実施例では、通常状態（デフォルト状態）において、まず顔認証を行うようにし、顔
認証では認証できなかった場合は、指２Ｂを撮像部１に近づけて静脈認証を行う。これに
より、通常状態では手軽に顔認証を行い、必要な場合にのみ高精度の静脈認証を行うよう
にする。
【０１２２】
　また、本実施例では、顔認証の場合と静脈認証の場合とで光源部から照射する光の波長
を変えたが、同一波長の近赤外線を照射してもよい。
【０１２３】
　その場合、光源部を顔認証用と静脈認証用で分ける必要はなく、認証対象に応じて光源
部の切替を行わなくて良いだけでなく、光学的バンドパスフィルター８は、一つの波長の
みが通過するようなものを選択すればよく、製造が比較的容易になる。
【実施例２】
【０１２４】
　次に、実施例２の生体認証装置を図面に基づいて説明する。なお、実施例１と同一乃至
均等な部分については同一の符号を付すものとし、実施例１と異なる部分を中心に説明す
る。
【０１２５】
　図７は、実施例２の生体認証装置を説明する構成図であり、撮像部１については撮像部
１に載置されている指２Ｂの指先側から見た断面図、その他の部分についてはブロック構
成図であり、指２Ｂの静脈（血管２Ｂａ）が被写体となっている場合の図である。なお、
図５と同一乃至均等な部分については、図５と同一の符号を付すものとする。
【０１２６】
　図７に示す符号８ａは透明カバーであり、本実施例では、光学的バンドパスフィルター
８は使用しない。
【０１２７】
　本実施例の演算部Ｃは、変調信号抽出演算部Ｂ７を有しており、変調信号抽出演算部Ｂ
７には、ＬＥＤ光源部３ａ，３ｂの発光強度を独立に、または一斉に、所定の変調信号に
よって変調するための光源部変調制御手段と、撮像素子５によって撮像された画像信号の
うち前記所定の変調信号によって変調された画像信号だけを抽出するための変調光抽出手
段とが設けられている。
【０１２８】
　光源制御部９を光源部変調制御手段によって制御することにより、被写体を照射するＬ
ＥＤ光源部３ａ，３ｂに正弦波状の強度変調信号を与え、照明強度を連続的に変化させる
と、被写体に反射されて、撮像素子５に取得される画像信号に、撮像素子５の画素５ｂご
とに、図８に示すような光強度変調された連続的信号が得られる。
【０１２９】
　このとき、画像内の任意の位置（ｘ，ｙ）における画素５ｂの強度変化は、例えば、（
３）式のように表される。
【０１３０】
【数３】

（３）式のＩは画素５ｂへの入射光の強度、Ａはバイアス光の強度、Ｂは照明光の変調振
幅、φは照明光の変調位相である。
【０１３１】
　図８にｔ１，ｔ２，ｔ３，ｔ４で示したように、例えば、変調周期の１周期内を４等分
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する時間間隔で画像を取得すると、各時間ｔ１，ｔ２，ｔ３，ｔ４において取得される画
像強度は以下のように表せる。
【０１３２】
【数４】

　そして、（４）～（７）式を用いて、変調光の振幅は（８）式で求めることができる。
【０１３３】
　図７に示す変調信号抽出演算部Ｂ７を用い、異なる時間ｔ１，ｔ２，ｔ３，ｔ４にそれ
ぞれ記録された４枚の画像の強度を（８）式のＩ1～Ｉ4に代入することにより、バイアス
光の影響を除去した画像Ｂを変調光の振幅として取得することができる。
【０１３４】

【数５】

　照射光の変調周期は、顔認証の場合と静脈認証の場合とで変えてもよいし、同じ変調周
期を用いてもよい。
【０１３５】
　本実施例では、変調周期を４等分するサンプリング間隔で画像を取り込んだが、サンプ
リング数を増やしてもよいし、変調振幅を抽出する演算に離散フーリエ変換を用いても変
調振幅を算出することができる。
【０１３６】
　また、サンプリング数を増やすと、一層細かくにバイアス光の影響を除去した画像を抽
出することができる。
【０１３７】
　以上、本発明の撮像装置を実施例に基づき説明してきたが、具体的な構成については、
これらの実施例に限られるものではなく、特許請求の範囲の各請求項に係る発明の要旨を
逸脱しない限り、設計の変更や追加等は許容される。
【産業上の利用可能性】
【０１３８】
　携帯電話やノートパソコンなどの様々な携帯情報機器に搭載することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】実施例１の生体認証装置を説明する構成図であり、撮像部については断面構成図
、その他の部分についてはブロック構成図である。人の顔が被写体となっている場合の図
である。
【図２】本発明の生体認証装置で取得される複眼画像の様子を説明するための図であり、
人の顔を被写体として示した図であり、図２（ａ）のような被写体であった場合には図２
（ｂ）のような複眼画像が得られることを示している。
【図３】複眼画像から単一画像を再構成する処理における画素の配置法を説明するための
模式図である。
【図４】複眼画像から単一画像を再構成するために複眼像再構成演算部によって行われる
処理のフローチャート図である。
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【図５】実施例１の生体認証装置を説明する構成図であり、撮像部については撮像部に載
置されている指の指先側から見た断面図、その他の部分についてはブロック構成図である
。
【図６】本発明の生体認証装置で取得される複眼画像の様子を説明するための図であり、
被写体が撮像部の近くにある場合の複眼画像の例を示しており、図６（ａ）のような被写
体であった場合には図６（ｂ）のような複眼画像が得られることを示している。図６（ｂ
）の個眼画像は図２（ｂ）の個眼画像に比べて個眼画像間での視差が大きい複眼画像とな
っている。
【図７】実施例２の生体認証装置を説明する構成図であり、撮像部については撮像部に載
置されている指の指先側から見た断面図、その他の部分についてはブロック構成図である
。人の指の静脈（血管）が被写体となっている場合の図である。
【図８】縦軸に画素に照射される光の強度Ｉをとり、横軸に時間ｔをとったグラフである
。
【符号の説明】
【０１４０】
１                      撮像部
２Ａ                    人の顔（被写体，生体部位）
２Ｂａ                  血管（静脈）（被写体，生体部位）
３ａ，３ｂ              ＬＥＤ光源部（光源部）
４                      撮像光学系
５                      撮像素子（撮像手段）
５ａ                    撮像面
５ｂ                    画素（受光素子）
６                      レンズアレイ
６ａ                    撮像レンズ
８                      バンドパスフィルター
Ｂ３                    複眼像再構成演算部（単一画像再構成手段）
Ｂ６                    認証演算部（認証手段）
Ｃ                      演算部
Ｆ                      枠体（支持枠体）
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