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(57)【要約】
画像取得装置、端末装置、液晶端末装置、及び画像取得
方法を提供する。画像取得装置は、導光板と導光板から
離間して設置される画像デバイスとを備え、導光板の一
側に光源が設置される。画像取得装置は、端末装置内で
一体化される。液晶端末装置は、液晶パネルと、バック
ライトモジュールと、画像取得装置とを備え、画像取得
装置の画像デバイスは、バックライトモジュール内に設
置される。画像取得方法は、光源から導光板に発せられ
た光の少なくとも一部を全反射させて伝搬するステップ
と、画像デバイスによって導光板の他側の上の検出すべ
き対象物の画像を取得するステップとを含む。導波路原
理及び多孔撮像原理に基づいて構成された超薄型画像取
得装置、端末装置、及び液晶端末装置は、装置内におけ
る画像取得モジュールのサイズ及び厚さを大幅に減少さ
せ、画像取得機能が求められるモバイルデバイス及びイ
ンセルデバイスの実現を可能にする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導光板と、
　前記導光板の一側に設置され、前記導光板に光を発する光源と、
　前記導光板から離間して設置され、前記導光板上の検出すべき対象物の画像を取得する
画像収集部と、
　を備える、画像取得装置。
【請求項２】
　前記画像収集部は、前記導光板から離間して設置されている撮像板を更に備え、
　前記撮像板には、少なくとも１つの撮像ピンホールが設けられ、
　前記撮像板の他側から離間して、前記撮像ピンホールに対応する位置に、少なくとも１
つのセンサが設置されている、
　請求項１に記載の画像取得装置。
【請求項３】
　前記導光板における前記撮像板から離れた面から前記撮像ピンホールの軸の中心までの
距離を対象物距離ｈobjectとすると、前記対象物距離ｈobjectは、以下の式を満たす、
【数１】

　ここで、ｒは隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離を表し、αは前記撮像ピ
ンホールの視野角を表す、
　請求項２に記載の画像取得装置。
【請求項４】
　隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離ｒは、以下の式を満たす、

【数２】

　ここで、ｈimageは前記センサから前記撮像ピンホールの軸の中心までの距離である像
距離を表し、αは前記撮像ピンホールの視野角を表す、
　請求項２又は３に記載の画像取得装置。
【請求項５】
　前記撮像ピンホールの開口は、０．００１ｍｍ～１ｍｍの範囲内であり、
　前記撮像板の厚さは、０．００５ｍｍ～５ｍｍの範囲内であり、
　前記導光板の厚さは、０．１ｍｍ～５ｍｍの範囲内である、
　請求項２に記載の指紋・掌紋取得装置。
【請求項６】
　前記撮像ピンホールと前記センサとの間には、光学フィルタが設置されている、請求項
２、３、又は５のいずれか１項に記載の画像取得装置。
【請求項７】
　前記撮像ピンホールの一側又は両側には、補正レンズが配置されている、請求項２、３
、又は５のいずれか１項に記載の画像取得装置。
【請求項８】
　前記導光板から離間して設置されている少なくとも１つのレンズと、
　前記レンズの他側から離間して設置されている少なくとも１つのセンサと、
　を備える、請求項１に記載の画像取得装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の画像取得装置を備える、端末装置。
【請求項１０】
　導光板と、
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　前記導光板から離間して配置された表示パネルと、を備え、
　前記導光板の一側には、少なくとも一部の光を前記導光板に発する光源が設置され、
　前記表示パネルは、撮像板として機能し、
　前記表示パネルには、少なくとも１つの撮像ピンホールが設けられ、
　前記表示パネルの他側から離間して、前記撮像ピンホールに対応する位置に、少なくと
も１つのセンサが設置されている、
　端末装置。
【請求項１１】
　前記導光板における前記表示パネルから離れた面から前記撮像ピンホールの軸の中心ま
での距離を対象物距離ｈobjectとすると、前記対象物距離ｈobjectは、以下の式を満たす
、
【数３】

　ここで、ｒは隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離を表し、αは前記撮像ピ
ンホールの視野角を表す、
　請求項１０に記載の端末装置。
【請求項１２】
　隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離ｒは、以下の式を満たす、
【数４】

　ここで、ｈimageは、前記センサから前記撮像ピンホールの軸の中心までの距離である
像距離を表し、αは前記撮像ピンホールの視野角を表す、
　請求項１０又は１１に記載の端末装置。
【請求項１３】
　導光板と、
　前記導光板から離間して配置された表示パネルと、を備え、
　前記導光板の一側には、少なくとも一部の光を前記導光板に発する光源が設置され、
　前記表示パネルには、少なくとも１つの通光孔が設けられ、
　前記表示パネルの他側から離間して、前記通光孔に対応する位置に、少なくとも１つの
レンズが設置され、
　前記レンズの他側から離間して少なくとも１つのセンサが設置されている、
　端末装置。
【請求項１４】
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備え、
　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、バックライト素子と、請求項１～８のいず
れか１項に記載の画像取得装置と、を備え、
　前記ＬＣＤパネルは、前記画像取得装置の導光板と画像収集部との間に設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
　前記画像収集部は、前記反射シートと前記バックプレートとの間に設置され、
　前記反射シートの前記画像収集部に対応する位置には、貫通孔が設けられ、
　前記光学フィルムの前記貫通孔に対応する位置には、透光窓が設けられている、
　液晶端末装置。
【請求項１５】
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備える液晶端末装置であって、
　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、バックライト素子と、請求項１～８のいず
れか１項に記載の画像取得装置と、を備え、
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　前記ＬＣＤパネルは、前記画像取得装置の導光板と画像収集部との間に設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
　前記反射シート及び前記バックプレートの前記画像収集部に対応する位置には、第１貫
通孔と第２貫通孔とがそれぞれ設けられ、
　前記光学フィルムの前記第１貫通孔及び前記第２貫通孔に対応する位置には、透光窓が
設けられている、
　液晶端末装置。
【請求項１６】
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備える液晶端末装置であって、
　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、前記ＬＣＤパネルの一側に設置されている
バックライト素子と、前記ＬＣＤパネルの他側から離間して設置されている導光板と、を
備え、
　前記導光板の一側には、光源が設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
　前記反射シートと前記バックプレートとの間には、センサが設置され、
　前記反射シートは、撮像板として機能し、
　前記撮像板の前記センサに対応する位置には、少なくとも１つの撮像ピンホールが前記
センサから離間して設けられ、
　前記光学フィルムの前記撮像ピンホールに対応する位置には、透光窓が設けられている
、
　液晶端末装置。
【請求項１７】
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備える液晶端末装置であって、
　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、前記ＬＣＤパネルの一側に設置されている
バックライト素子と、前記ＬＣＤパネルの他側から離間して設置されている導光板と、を
備え、
　前記導光板の一側には、光源が設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
　前記バックプレートの他側には、少なくとも１つのセンサが設置され、
　前記反射シートと前記バックプレートとは、互いに協働して撮像板として機能し、
　前記撮像板の前記センサに対応する位置には、少なくとも１つの撮像ピンホールが前記
センサから離間して設けられ、
　前記光学フィルムの前記撮像ピンホールに対応する位置には、透光窓が設けられている
、
　液晶端末装置。
【請求項１８】
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備える液晶端末装置であって、
　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、バックライト素子と、を備え、
　前記ＬＣＤパネルは、導光板として機能し、
　前記導光板の一側には、光源が設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
　前記反射シートと前記バックプレートとの間には、少なくとも１つのセンサが設置され
、
　前記反射シートは、撮像板として機能し、
　前記撮像板の前記センサに対応する位置には、少なくとも１つの撮像ピンホールが前記
センサから離間して設けられ、



(5) JP 2017-527045 A 2017.9.14

10

20

30

40

50

　前記光学フィルムの前記撮像ピンホールに対応する位置には、透光窓が設けられている
、
　液晶端末装置。
【請求項１９】
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備える液晶端末装置であって、
　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、バックライト素子と、を備え、
　前記ＬＣＤパネルは、導光板として機能し、
　前記導光板の一側には、光源が設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
　前記バックプレートの他側に、少なくとも１つのセンサが設置され、
　前記反射シートと前記バックプレートとは、互いに協働して撮像板として機能し、
　前記撮像板の前記センサに対応する位置には、少なくとも１つの撮像ピンホールが前記
センサから離間して設けられ、
　前記光学フィルムの前記撮像ピンホールに対応する位置には、透光窓が設けられている
、
　液晶端末装置。
【請求項２０】
　前記導光板における前記撮像板から離れた面から前記撮像ピンホールの軸の中心までの
距離を対象物距離ｈobjectとすると、前記対象物距離ｈobjectは、以下の式を満たす、
【数５】

　ここで、ｒは隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離を表し、αは前記撮像ピ
ンホールの視野角を表す、
　請求項１６～１９のいずれか１項に記載の液晶端末装置。
【請求項２１】
　隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離ｒは、以下の式を満たす、

【数６】

　ここで、ｈimageは前記センサから前記撮像ピンホールの軸の中心までの距離である像
距離を表し、αは前記撮像ピンホールの視野角を表す、
　請求項２０に記載の液晶端末装置。
【請求項２２】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の画像取得装置を用いた画像取得方法であって、
　前記光源から発せられた光の少なくとも一部を導光板に入射させ、全反射により導光板
の内部に伝搬させるステップと、
　前記画像収集部によって前記導光板の他側上の対象物の画像を取得するステップと、
　を含む、画像取得方法。
【請求項２３】
　前記画像収集部によって前記導光板の他側上の対象物の画像を取得するステップは、
　隣接する走査領域が互いに重なるように、前記対象物に接触している前記導光板の表面
に複数の走査領域を設定するステップと、
　隣接する撮像領域の部分画像が互いに重ならないように、前記画像収集部によって、各
走査領域の前記対象物の部分画像を取得するステップと、
　取得された各前記撮像領域の部分画像を合成し、検出される対象物の完成した画像を得
るステップと、
　を含む、請求項２２に記載の画像取得方法。
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【請求項２４】
　請求項１４～２１のいずれか１項に記載の液晶端末装置を用いた画像取得方法であって
、
　制御信号に応じて液晶表示（ＬＣＤ）パネルを透明状態にするステップと、
　前記光源から発せられた光の少なくとも一部を導光板に入射させ、全反射により導光板
の内部に伝搬させるステップと、
　前記ＬＣＤパネルの一側において、前記画像収集部によって前記ＬＣＤパネルから離れ
ている前記導光板の他側上の対象物の画像を取得するステップと、
　を含む、画像取得方法。
【請求項２５】
　前記ＬＣＤパネルの一側において、前記画像収集部によって前記ＬＣＤパネルから離れ
ている前記導光板の他側上の対象物の画像を取得するステップは、
　隣接する走査領域が互いに重なるように、前記対象物に接触している前記導光板の表面
に１つの前記対象物に対して複数の走査領域を設定するステップと、
　各隣接する撮像領域の部分画像が互いに重ならないように、各走査領域における前記対
象物の部分画像を順に取得するステップと、
　取得された各撮像領域の部分画像を合成し、検出される対象物の完成した画像を得るス
テップと、
　を含む、請求項２４に記載の画像取得方法。
【請求項２６】
　前記ＬＣＤパネルの一側において、前記画像収集部によって前記ＬＣＤパネルから離れ
ている前記導光板の他側上の対象物の画像を取得するステップは、
　隣接する走査領域が互いに重なるように、前記対象物に接触している前記導光板の表面
に１つの前記対象物に対して複数の走査領域を設定するステップと、
　制御信号に応じて各走査領域に対応する前記ＬＣＤパネルの領域を順に透明状態にする
ステップと、
　各隣接する撮像領域の部分画像が互いに重ならないように、各走査領域における前記対
象物の部分画像を順に取得するステップと、
　取得された各撮像領域の部分画像を合成し、検出される対象物の完成した画像を得るス
テップと、
　を含む、請求項２４に記載の画像取得方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本願は、２０１４年６月２０日に出願された中国特許出願番号２０１４１０２８１３８
０．０であって、発明の名称が「超薄型指紋・掌紋取得装置、及び指紋・掌紋画像の取得
方法」である出願に基づいて優先権を主張するものであり、その全体の内容が参照により
本明細書に援用される。
【０００２】
　本発明は、画像取得技術領域に関し、具体的には、超薄型画像取得装置、端末装置、液
晶端末装置、及び画像取得方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来の指紋の取得装置には、主に２つのタイプがある。１つは、半導体チップを用いて
直接的に指紋テクスチャを感知して指紋を取得する装置である。もう一つは、指がデバイ
スの表面に接触したときに、山と谷との間における光強度の差によって形成される指紋画
像を取得する光学的指紋取得装置である。しかしながら、半導体チップを用いた指紋取得
方法は、静電防止性、耐腐食性が不十分で、指紋取得感度が低いという欠点がある。図１
に示されているように、従来の光学的指紋及び掌紋取得装置において、指紋及び掌紋を伝
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達する光学素子は、主に、プリズム１´と、プリズムの一側に設置される光源２´と、セ
ンサ３´と、プリズムの他側に設置されるレンズ４´とを備えている。プリズム１´の垂
直寸法が大きく、他の光学素子を利用して指紋を伝達しても、光学レンズの厚さが大きす
ぎる。また、多くの従来の取得装置においては、多数の光学素子が使用されているため、
全体的に取得装置の寸法及び厚さが大きすぎる。
【０００４】
　前述したように、図１に示されている光学的指紋及び掌紋取得装置は、単一の指紋を取
得するためのみに利用されたとしても、多くの欠点を有している。しかしながら、掌紋を
取得するために前記光学的指紋及び掌紋取得装置を利用する場合、掌紋は、単一の指紋よ
りもはるかに大きいため、より大きなプリズム、及びより多くのレンズと光検知素子とが
必要になる。プリズムの形状及び構造によれば、指紋又は掌紋を伝達するためのプリズム
の表面が大きいほど、プリズムの体積が大きくなる。従って、全体的に指紋及び掌紋取得
装置の物理的な寸法が更に大きくなり、コストの増大に繋がる。
【０００５】
　科学技術の発展及び公衆のセキュリティ意識が増加し続けることに伴い、従来のセキュ
リティ分野を超えて、指紋及び掌紋取得装置は、携帯電話、ノートブック、タブレットな
どの持ち運び可能な電子製品にますます広く利用されている。
【０００６】
　超薄型電子製品の開発動向に伴い、従来の光学的指紋及び掌紋取得装置は、サイズが大
きく、電子製品の現在の要求を満たすことが困難である。一方、直接的に半導体チップを
利用した指紋及び掌紋取得装置は、美観的なデザイン性が低く、コストが高いため、従来
の電子製品の超薄型要求を満たすことができない。更に、光収集部も、厚さが大きいすぎ
るため、超薄型電子製品の超薄型要求を満たすことが困難である。
【０００７】
　従って、指紋の光学取得装置の薄型化は、解決すべき技術課題となっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前記課題に鑑み、本開示は、画像取得装置、端末装置、液晶端末装置、及び画像取得方
法を提供する。画像取得装置は、コンパクトで極薄な構造を有し、端末装置及び液晶端末
装置における画像取得モジュールのサイズ及び厚さを大幅に減少させ、コストダウンを実
現することができる。
【０００９】
　前記目的を達成するために、本開示は以下のように構成する。
【００１０】
　本開示の一態様によれば、
　導光板と、
　前記導光板の一側に設置され、前記導光板に光を発する光源と、
　前記導光板から離間して設置され、前記導光板上の対象物の画像を取得する画像収集部
と、
　を備える、画像取得装置を提供する。
【００１１】
　また、前記画像収集部は、前記導光板から離間して設置されている撮像板を更に備え、
　前記撮像板には、少なくとも１つの撮像ピンホールが設けられ、
　前記撮像板の他側から離間して、前記撮像ピンホールに対応する位置に、少なくとも１
つのセンサが設置されている。
【００１２】
　更に、前記導光板における前記撮像板から離れた面から前記撮像ピンホールの軸の中心
までの距離を対象物距離ｈobjectとすると、前記対象物距離ｈobjectは、以下の式を満た
す。
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【００１３】
【数１】

【００１４】
　ここで、ｒは隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離を表し、αは前記撮像ピ
ンホールの視野角を表す。
【００１５】
　なお、隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離ｒは、以下の式を満たす。
【００１６】

【数２】

【００１７】
　ここで、ｈimageは前記センサから前記撮像ピンホールの軸の中心までの距離である像
距離を表し、αは前記撮像ピンホールの視野角を表す。
【００１８】
　また、前記撮像ピンホールの開口は、０．００１ｍｍ～１ｍｍの範囲内であり、前記撮
像板の厚さは、０．００５ｍｍ～５ｍｍの範囲内であり、前記導光板の厚さは、０．１ｍ
ｍ～５ｍｍの範囲内である。
【００１９】
　更に、前記撮像ピンホールと前記センサとの間には、光学フィルタが設置されている。
【００２０】
　なお、前記撮像ピンホールの一側又は両側には、補正レンズが配置されている。
【００２１】
　また、前記画像取得装置は、
　前記導光板から離間して設置されている少なくとも１つのレンズと、
　前記レンズの他側から離間して設置されている少なくとも１つのセンサと、を更に備え
る。
【００２２】
　また、本開示の一態様によれば、前記画像取得装置を備える端末装置を提供する。
【００２３】
　本開示の一態様によれば、
　導光板と、
　前記導光板から離間して配置された表示パネルと、を備え、
　前記導光板の一側には、少なくとも一部の光を前記導光板に発する光源が設置され、
　前記表示パネルは、撮像板として機能し、
　前記表示パネルには、少なくとも１つの撮像ピンホールが設けられ、
　前記表示パネルの他側から離間して、前記撮像ピンホールに対応する位置に、少なくと
も１つのセンサが設置されている、端末装置を提供する。
【００２４】
　また、前記導光板における前記表示パネルから離れた面から前記撮像ピンホールの軸の
中心までの距離を対象物距離ｈobjectとすると、前記対象物距離ｈobjectは、以下の式を
満たす。
【００２５】
【数３】
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【００２６】
　ここで、ｒは隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離を表し、αは前記撮像ピ
ンホールの視野角を表す。
【００２７】
　なお、隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離ｒは、以下の式を満たす。
【００２８】
【数４】

【００２９】
　ここで、ｈimageは、前記センサから前記撮像ピンホールの軸の中心までの距離である
像距離を表し、αは前記撮像ピンホールの視野角を表す。
【００３０】
　本開示の一態様によれば、
　導光板と、
　前記導光板から離間して配置された表示パネルと、を備え、
　前記導光板の一側には、少なくとも一部の光を前記導光板に発する光源が設置され、
　前記表示パネルには、少なくとも１つの通光孔が設けられ、
　前記表示パネルの他側から離間して、前記通光孔に対応する位置に、少なくとも１つの
レンズが設置され、
　前記レンズの他側から離間して少なくとも１つのセンサが設置されている、端末装置を
提供する。
【００３１】
　また、本開示の一態様によれば、
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備える液晶端末装置であって、
　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、バックライト素子と、前記画像取得装置と
、を備え、
　前記ＬＣＤパネルは、前記画像取得装置の導光板と画像収集部との間に設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
　前記画像収集部は、前記反射シートと前記バックプレートとの間に設置され、
　前記反射シートの前記画像収集部に対応する位置には、貫通孔が設けられ、
　前記光学フィルムの前記貫通孔に対応する位置には、透光窓が設けられている、
　液晶端末装置を提供する。
【００３２】
　また、本開示の一態様によれば、
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備える液晶端末装置であって、
　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、バックライト素子と、前記画像取得装置と
、を備え、
　前記ＬＣＤパネルは、前記画像取得装置の導光板と画像収集部との間に設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
　前記反射シート及び前記バックプレートの前記画像収集部に対応する位置には、第１貫
通孔と第２貫通孔とがそれぞれ設けられ、
　前記光学フィルムの前記第１貫通孔及び前記第２貫通孔に対応する位置には、透光窓が
設けられている、
　液晶端末装置を提供する。
【００３３】
　また、本開示の一態様によれば、
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備える液晶端末装置であって、



(10) JP 2017-527045 A 2017.9.14

10

20

30

40

50

　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、前記ＬＣＤパネルの一側に設置されている
バックライト素子と、前記ＬＣＤパネルの他側から離間して設置されている導光板と、を
備え、
　前記導光板の一側には、光源が設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
　前記反射シートと前記バックプレートとの間には、センサが設置され、
　前記反射シートは、撮像板として機能し、
　前記撮像板の前記センサに対応する位置には、少なくとも１つの撮像ピンホールが前記
センサから離間して設けられ、
　前記光学フィルムの前記撮像ピンホールに対応する位置には、透光窓が設けられている
、液晶端末装置を提供する。
【００３４】
　また、本開示の一態様によれば、
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備える液晶端末装置であって、
　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、前記ＬＣＤパネルの一側に設置されている
バックライト素子と、前記ＬＣＤパネルの他側から離間して設置されている導光板と、を
備え、
　前記導光板の一側には、光源が設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
　前記バックプレートの他側には、少なくとも１つのセンサが設置され、
　前記反射シートと前記バックプレートとは、互いに協働して撮像板として機能し、
　前記撮像板の前記センサに対応する位置には、少なくとも１つの撮像ピンホールが前記
センサから離間して設けられ、
　前記光学フィルムの前記撮像ピンホールに対応する位置には、透光窓が設けられている
、液晶端末装置を提供する。
【００３５】
　また、本開示の一態様によれば、
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備える液晶端末装置であって、
　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、バックライト素子と、を備え、
　前記ＬＣＤパネルは、導光板として機能し、
　前記導光板の一側には、光源が設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
　前記反射シートと前記バックプレートとの間には、少なくとも１つのセンサが設置され
、
　前記反射シートは、撮像板として機能し、
　前記撮像板の前記センサに対応する位置には、少なくとも１つの撮像ピンホールが前記
センサから離間して設けられ、
　前記光学フィルムの前記撮像ピンホールに対応する位置には、透光窓が設けられている
、液晶端末装置を提供する。
【００３６】
　また、本開示の一態様によれば、
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備える液晶端末装置であって、
　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、バックライト素子と、を備え、
　前記ＬＣＤパネルは、導光板として機能し、
　前記導光板の一側には、光源が設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
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　前記バックプレートの他側には、少なくとも１つのセンサが設置され、
　前記反射シートと前記バックプレートとは、互いに協働して撮像板として機能し、
　前記撮像板の前記センサに対応する位置には、少なくとも１つの撮像ピンホールが前記
センサから離間して設けられ、
　前記光学フィルムの前記撮像ピンホールに対応する位置には、透光窓が設けられている
、液晶端末装置を提供する。
【００３７】
　更に、前記導光板における前記撮像板から離れた面から前記撮像ピンホールの軸の中心
までの距離を対象物距離ｈobjectとすると、前記対象物距離ｈobjectは、以下の式を満た
す。
【００３８】
【数５】

【００３９】
　ここで、ｒは隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離を表し、αは前記撮像ピ
ンホールの視野角を表す。
【００４０】
　なお、隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離ｒは、以下の式を満たす、
【００４１】

【数６】

【００４２】
　ここで、ｈimageは前記センサから前記撮像ピンホールの軸の中心までの距離である像
距離を表し、αは前記撮像ピンホールの視野角を表す。
【００４３】
　本開示の一態様によれば、
　前記画像取得装置を用いた画像取得方法であって、
　前記光源から発せられた光の少なくとも一部を導光板に入射させ、全反射により導光板
の内部に伝搬させるステップと、
　前記画像収集部によって前記導光板の他側上の対象物の画像を取得するステップと、
　を含む、画像取得方法を提供する。
【００４４】
　なお、前記画像収集部によって前記導光板の他側上の対象物の画像を取得するステップ
は、
　隣接する走査領域が互いに重なるように、前記対象物に接触している前記導光板の表面
に複数の走査領域を設定するステップと、
　隣接する撮像領域の部分画像が互いに重ならないように、前記画像収集部によって、各
走査領域の前記対象物の部分画像を取得するステップと、
　取得された各前記撮像領域の部分画像を合成し、検出される前記対象物の完成した画像
を得るステップと、
　を含む。
【００４５】
　また、本開示の一態様によれば、
　前記液晶端末装置を用いた画像取得方法であって、
　制御信号に応じて液晶表示（ＬＣＤ）パネルを透明状態にするステップと、
　前記光源から発せられた光の少なくとも一部を導光板に入射させ、全反射により導光板
の内部に伝搬させるステップと、
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　前記ＬＣＤパネルの一側において、前記画像収集部によって前記ＬＣＤパネルから離れ
ている前記導光板の他側上の対象物の画像を取得するステップと、
　を含む、画像取得方法を提供する。
【００４６】
　なお、前記ＬＣＤパネルの一側において、前記画像収集部によって前記ＬＣＤパネルか
ら離れている前記導光板の他側上の対象物の画像を取得するステップは、具体的に、
　隣接する走査領域が互いに重なるように、前記対象物に接触している前記導光板の表面
に１つの前記対象物に対して複数の走査領域を設定するステップと、
　各隣接する撮像領域の部分画像が互いに重ならないように、各走査領域における前記対
象物の部分画像を順に取得するステップと、
　取得された各前記撮像領域の部分画像を合成し、検出される前記対象物の完成した画像
を得るステップと、
　を含む。
【００４７】
　また、前記ＬＣＤパネルの一側において、前記画像収集部によって前記ＬＣＤパネルか
ら離れている前記導光板の他側上の対象物の画像を取得するステップは、具体的に、
　隣接する走査領域が互いに重なるように、前記対象物に接触している前記導光板の表面
に１つの前記対象物に対して複数の走査領域を設定するステップと、
　制御信号に応じて各走査領域に対応する前記ＬＣＤパネルの領域を順に透明状態にする
ステップと、
　各隣接する撮像領域の部分画像が互いに重ならないように、各走査領域における前記対
象物の部分画像を順に取得するステップと、
　取得された各前記撮像領域の部分画像を合成し、検出される前記対象物の完成した画像
を得るステップと、
　を含む。
【００４８】
　前述した技術案を採用することによって、本開示に係る画像取得装置、端末装置、液晶
端末装置、及び画像取得方法は、以下の効果を奏することができる。
【００４９】
　１．導光板内の光の全反射の乱れを利用し、且つ光源を導光板の一側に設置することに
よって、撮像光源の厚さを減少させることができる。また、極薄構造の導光板を用いて対
象物を反射することによって、対象物の画像を生成する光学ミラーの厚さを減少させるこ
とができる。更に、コンパクトな構造の撮像板及びセンサによって構成される画像収集部
、或いはレンズ及びセンサによって構成される画像収集部を利用することによって、対象
物における画像取得部分の厚さを減少させることができる。上記のいくつかの諸要素を組
み合わせることによって、従来の光学的取得装置に比べ、画像取得装置、端末装置、及び
液晶端末装置の厚さを大幅に減少させることができる。
【００５０】
　２．本開示に係る画像取得装置を端末装置又は液晶端末装置に一体化することによって
、指紋及び／又は掌紋の取得機能を付加することができるとともに、部品の増加を少なく
して、コストを抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】従来技術における指紋・掌紋取得装置の概略図である。
【図２】本開示の第１実施形態に係る画像取得装置の概略図である。
【図３】本開示の第２実施形態に係る画像取得装置の概略図である。
【図４Ａ】本開示の第３実施形態に係る画像取得装置の概略図である。
【図４Ｂ】図４Ａに示されている画像走査領域の概略上面図である。
【図５】本開示の第４実施形態に係る画像取得装置の概略図である。
【図６】本開示の第１実施形態に係る端末装置の概略図である。
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【図７】本開示の第２実施形態に係る端末装置の概略図である。
【図８】本開示の第３実施形態に係る端末装置の概略図である。
【図９】本開示の第４実施形態に係る端末装置の概略図である。
【図１０】本開示の第１実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図１１】本開示の第２実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図１２】本開示の第３実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図１３】本開示の第４実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図１４】本開示の第５実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図１５】本開示の第６実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図１６】本開示の第７実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図１７】図１６に示されている液晶端末装置によって収集された複数の指紋画像の概略
図である。
【図１８】図１７に示されている指紋画像から合成された完全な指紋画像である。
【図１９】本開示の第８実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図２０】本開示の第９実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図２１】本開示の第１０実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　以下、図面を参照しながら本開示を詳細に説明する。
【００５３】
　図２は、本開示の第１実施形態に係る画像取得装置の概略図を示す。画像取得装置は、
導光板１と、導光板１から離間して設置された画像収集部とを備える。導光板１は、ガラ
ス又は他の透明材料などの様々な材料で構成されてもよい。本実施形態において、画像収
集部は、導光板１の下方に設置され、光源２は導光板１の一側に設置されている。光源２
は、支持要素を介して導光板１の左側に固定されてもよい。本実施形態において、画像収
集部は、導光板１から離間して設置された撮像板３を備え、撮像板３は、導光板１の下方
に設置されている。本実施形態において、１つ以上の撮像ピンホール４は、撮像板３に設
けられてもよい。センサ５は、撮像板３の他側（すなわち、下面）から離間して、撮像ピ
ンホール４に対応する位置に設置されている。センサ５は、光電変換素子と、画像信号処
理素子とを備えている。光源２から発せられた光は、導光板１の左側から導光板１に入射
され、導光板１内において、入射された光の少なくとも一部は、全反射（ＴＩＲ）によっ
て伝搬される。具体的に、入射された光の全部が導光板１内において全反射によって伝搬
されるか、或いはその一部が導光板１内において全反射によって伝搬されるかは、本実施
形態及び以下の各実施形態に限定されるものではなく、対象物の画像の取得を実現するよ
うに、全反射によって伝搬される光が十分であればよい。
【００５４】
　導光板１は、検出すべき指（対象物）が接触する表面として用いられる。導光板１に指
が接触していないときに、光源２から発せられた光は、導光板１に入射され、導光板１内
に入射された光の少なくとも一部は、全反射（ＴＩＲ）によって伝搬される。導光板１の
表面に指が接触していると、対象物の表面の屈折率と空気（屈折率が水に近似する分泌液
は、指の表面に付着している）の屈折率とが異なるため、導光板１内における光の全反射
が乱される。一部の光は、導光板１から透過して指の表面に投射し、指の表面で散乱され
、様々な角度の散乱光が生じる。一部の散乱光は、撮像ピンホール４を通過して指紋画像
を形成し、形成された指紋画像は、撮像板３の下方のセンサ５に取得される。
【００５５】
　本実施形態に係る画像取得装置の指紋取得方法は、以下のステップを含む。
【００５６】
　光源２から発せられた光の少なくとも一部を導光板１に入射させ、全反射により導光板
１の内部に伝搬させる。
【００５７】
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　画像収集部のセンサ５によって、導光板１の上面の指の画像を取得する。
【００５８】
　図３は、本開示の第２実施形態に係る画像取得装置の概略図を示し、その構造の大部分
は、図２に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、本実施形態に係る画像
取得装置が導光板１から離間して設置されているレンズ６を備えている点である。本実施
形態において、レンズ６は、導光板１の下方に設置され、レンズ６の他側（すなわち、下
面）から離間してセンサ５が設置されている。使用時に、光源２から発せられた光は、導
光板１に入射され、導光板１内に入射された光の少なくとも一部は、全反射（ＴＩＲ）に
よって伝搬される。導光板１の表面に指が接触していると、導光板１内における光の全反
射が乱される。一部の光は、導光板１から透過して指の表面に投射され、指の表面で反射
された一部の光は、様々な角度で散乱される。一部の光は、レンズ６に屈折され、指紋画
像を形成し、形成された指紋画像は、レンズ６の下方のセンサ５に取得される。
【００５９】
　図２及び図３を参照して前述された実施形態は、手掌（掌紋）、或いは指及び手掌（手
の全体）の画像を同時に取得するように適用されてもよい。
【００６０】
　図４Ａは、本開示の第３実施形態に係る画像取得装置の概略図を示し、その構造の大部
分は、図２に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、画像取得装置の撮像
板３に複数の撮像ピンホール４が設けられ、撮像板３の下方において、各撮像ピンホール
４に対応する位置に、センサ５がそれぞれ設置されている点である。撮像板３に複数の撮
像ピンホール４を設ける理由は、導光板１と、撮像板３と、センサ５との間の間隔が小さ
い場合、すなわち全体の厚さが小さい場合に、単一の撮像ピンホール４の視野が小さく、
指紋の僅か一部のみが検出されるためである。従って、指紋の撮像エリアを増加させるた
めに、複数の撮像ピンホール４が必要となる。本実施形態において、撮像ピンホール４及
びセンサ５の数は、ともに４つに設定されている。
【００６１】
　導光板１の撮像板３から離れた面（すなわち、上面）から撮像ピンホール４の軸Ａ－Ａ
の中心Ｏまでの距離を対象物距離ｈobjectとする。本実施形態において、対象物距離ｈob

jectは、以下の式を満たしている。
【００６２】
【数７】

【００６３】
　ここで、ｒは隣接する２つの撮像ピンホール４の中心間距離を表し、αは撮像ピンホー
ル４の視野角を表す。これは、検出される指紋画像が完全であり、漏れる部分がないこと
を保証する。走査領域は、各撮像ピンホール４の視野角に対応する対象物（指）上の可視
領域として定義されている。また、隣接する２つの撮像ピンホール４の中心間距離ｒは、
以下の式を満たしている。
【００６４】
【数８】

【００６５】
　ここで、ｈimageはセンサ５から撮像ピンホール４の軸の中心までの距離である像距離
を表し、αは撮像ピンホール４の視野角を表す。これは、各撮像ピンホール４に対応する
撮像領域の画像が互いに重ならないようにして、取得される画像の品質を保証する。撮像
領域は、センサ５における各撮像ピンホール４の視野角αに対応するセンシング領域、す
なわち、各撮像ピンホール４のイメージスポットのサイズとして定義されている。
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　本実施形態において、ｈimage＝３ｍｍ、α＝１２０°と仮定すると、ｒ≧６√３ｍｍ
、すなわち、ｒは１０．３９２ｍｍ以上である。なお、対象物距離ｈobject≧４．２４２
ｍｍであり、各撮像ピンホール４を通じて別々に撮像が行われ、各撮像ピンホール４は互
いに干渉しない。
【００６７】
　前述した２つの式は、以下のように求められる。
【００６８】
　（１）撮像板３の厚さをｈholeとし、撮像ピンホール４の直径をｄholeとする。
　（２）図４Ａを参照すれば、前述したｈhole及びｄholeすなわち、以下の式１に基づい
て、撮像角αを計算することができる。
【００６９】
【数９】

【００７０】
【数１０】

【００７１】
　（３）像距離ｈimageを与えると、図４Ａを参照し、以下の式２により撮像領域の直径
ｄimageを計算することができる。
【００７２】

【数１１】

【００７３】
　（４）撮像領域が互いに重なってはならないため、隣接する２つの撮像ピンホール４の
中心間距離ｒは、以下の式３により計算することができる。
【００７４】

【数１２】

【００７５】
【数１３】

【００７６】
　（５）図４Ａと図４Ｂとを合わせて参照すれば、指紋画像が完全であり、漏れる部分が
ないことを保証するために、各撮像ピンホールに対応する画像走査領域（すなわち、各撮
像ピンホール４の視野角に対応する導光板１上の可視領域であり、図４Ａ及び図４Ｂにお
いて、ｄobjectがその直径を表している）は、互いに重ならなければならない。このため
、以下の式４により計算することができる。
【００７７】
【数１４】

【００７８】
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【数１５】

【００７９】
【数１６】

【００８０】
【数１７】

【００８１】
　本実施形態に係る画像取得装置を用いた画像取得方法は、以下のステップを含む。
【００８２】
　光源２から発せられた光の少なくとも一部を導光板１に入射させ、全反射により導光板
１の内部に伝搬させる。
【００８３】
　撮像ピンホール４の数が４つであるため、隣接する走査領域が互いに重なるように、導
光板１の上面に４つの走査領域を設定する。
【００８４】
　画像収集部内のセンサ５によって、撮像板３の撮像ピンホール４を通して、各隣接する
撮像領域の指紋の部分画像が互いに重ならないように、各走査領域の指紋の部分画像を取
得する。
【００８５】
　指紋の部分画像を合成することによって完全な指紋画像を形成し、更に画像増強処理を
経て完成した指紋画像を得る。
【００８６】
　導光板１は、指又は手掌などの対象物が接触する表面を提供するために用いられ、指紋
及び掌紋画像の取得を容易にするとともに、導光板１の下方の構成要素を保護する。
【００８７】
　本実施形態は、図２に示されている実施形態に係る画像取得装置の全ての利点を有する
。しかしながら、図２に示されている実施形態と比較すれば、導光板１、撮像板３、及び
センサ５の間の距離が更に減少され、画像の取得面積に影響を与えることなく、指紋の合
成過程において、組み合わせ及び切り取り工程が追加されている。
【００８８】
　前述した各実施形態において、撮像ピンホール４の開口は、０．００１ｍｍ～１ｍｍの
範囲内である。最良のイメージング効果、より短いイメージング距離、より迅速な処理、
及び加工などの要素を考慮すれば、撮像ピンホール４の開口は、０．０１ｍｍ～１ｍｍの
範囲内で選択されてよいが、望ましくは０．０５ｍｍである。撮像板３の厚さは、０．０
０５ｍｍ～５ｍｍの範囲内であり、望ましくは０．００１ｍｍ～５ｍｍである。導光板１
の厚さは、０．１ｍｍ～５ｍｍの範囲内である。光の均一性を制御するために、撮像ピン
ホール４とセンサ５との間には、光学フィルタを設置してもよい。撮像ピンホール４の開
口が大きい場合でも鮮明な画像を取得できるように、撮像ピンホール４の一側又は両側に
は、光を調節するための補正レンズを配置してもよい。
【００８９】
　図５は、本開示の第４の実施形態に係る画像取得装置の概略図を示す。本実施形態は、
掌紋画像の取得に適用される。当該画像取得装置の構造の大部分は、図４Ａに示された実
施形態に係る構造と同様である。相違点は、当該画像取得装置が、導光板１から離間して
配置された複数のレンズ６と、レンズ６の他側（すなわち、下面）から離間して配置され
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５の数は共に４である。
【００９０】
　本実施形態に係る画像取得装置を用いた画像取得方法は、以下のステップを含む。
【００９１】
　光源２から発せられた光の少なくとも一部を導光板１に入射させ、全反射により導光板
１の内部に伝搬させる。
【００９２】
　レンズ６の数が４であるため、隣接する走査領域が互いに重なるように、１つの手掌が
接触している導光板１の上面に、４つの走査領域を設定する。
【００９３】
　掌紋の部分画像を合成し、更に画像増強処理を経て完全な掌紋画像を得る。
【００９４】
　本実施形態において、複数のレンズ６及び複数の感光素子５は、単一のレンズの不十分
な視野を回避するために使用されている。
【００９５】
　なお、本実施形態の構造は、指紋画像を取得するために適用することもできる。指紋画
像を取得する場合、いくつか小さめのレンズを利用してもよく、取得された指紋画像を合
成すればよい。
【００９６】
　前述した画像取得装置は、各種端末装置に適用することができる。実際に、画像取得装
置は、スタンドアローンの指紋採取装置であってもよい。図６は、本開示の第１の実施形
態に係る端末装置の概略図を示す。端末装置７には、前述した図１～図５に示されたいず
れかの画像取得装置８が設置されている。画像取得装置８は、端末装置７の縁部に配置さ
れている。例えば、端末装置は、携帯電話であってもよく、画像取得装置８は、ホームキ
ー上に設置されてもよい。従来の指紋画像取得装置に比べ、前記実施形態に記載された画
像取得装置は、簡単な構造及び極薄型である点で優れている。
【００９７】
　図７は、本開示の第２の実施形態に係る端末装置の概略図を示しており、当該端末装置
は前述した図１～図５に示されたいずれかの画像取得装置８を含み、画像取得装置８は、
スタンドアローンの装置であり、ケーブル及びインタフェースを介して端末装置７に接続
されている。
【００９８】
　図８は、本開示の第３の実施形態に係る端末装置の概略図を示す。当該端末装置は、導
光板１と、導光板１から離間して配置された表示パネル９とを備えている。導光板１の左
側には光源２が設置されている。表示パネル９は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）パネルで
ある。本実施形態において、表示パネル９は、導光板１の下方に設置され、撮像板として
機能する。表示パネル９には、少なくとも１つの撮像ピンホール４が設けられている。本
実施形態において、４つの撮像ピンホール４が設けられ、表示パネル９の他側（すなわち
、下面）から離間して、撮像ピンホール４に対応する位置に、４つのセンサ５が設置され
ている。本実施形態において、各撮像ピンホール４は、１つのセンサ５に対応し、画像収
集部は、複数の撮像ピンホール４を有するパネル９、及び複数のセンサ５によって構成さ
れている。
【００９９】
　本実施形態において、導光板１の表示パネル９から離れた面（すなわち、上面）から前
記撮像ピンホール４の軸の中心までの距離を対象物距離ｈobjectとする。本実施形態にお
いて、対象物距離ｈobjectは、以下の２つの式を満たしている。
【０１００】
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【数１８】

【０１０１】
　ここで、ｒは隣接する２つの前記撮像ピンホール４の中心間距離を表し、αは前記撮像
ピンホールの視野角を表す。
【０１０２】

【数１９】

【０１０３】
　ここで、ｈimageはセンサ５から撮像ピンホール４の軸の中心までの距離である像距離
を表し、αは撮像ピンホール４の視野角を表す。
【０１０４】
　本実施形態において、ｈimage＝２ｍｍ、α＝１２０°と仮定すると、ｒ≧４√３ｍｍ
、すなわち、ｒは６．９２８ｍｍ以上である。なお、対象物距離ｈobjectは２．８２８ｍ
ｍ以上であり、各撮像ピンホール４を通じて別々に撮像が行われ、各撮像ピンホール４は
互いに干渉しない。
【０１０５】
　図４Ａに示されている実施形態を参照してもよい。本実施形態において、表示パネル９
は、撮像板として機能し、その上に複数の撮像ピンホール４が設けられている。導光板１
に指が接触していないとき、光源２から導光板１に入射された光の少なくとも一部は、全
反射によって伝搬される。導光板１の表面に指が接触しているとき、導光板１内における
光の全反射が乱される。一部の光は、導光板１を透過して指の表面に投射され、指の表面
で反射された光の一部は、様々な角度で散乱する。一部の光は、撮像ピンホール４を通過
して複数の指紋の部分画像を形成し、形成された複数の指紋の部分画像を合成することに
よって完全な指紋画像が形成され、表示パネル９の下方のセンサ５によって取得される。
【０１０６】
　前述した実施形態において、光の均一性を制御するために、撮像ピンホール４とセンサ
５との間には、光学フィルタを設置してもよい。撮像ピンホール４の開口が大きい場合で
も鮮明な画像を取得できるように、撮像ピンホール４の一側又は両側には、光を調節する
ための補正レンズを配置してもよい。
【０１０７】
　図９は、本開示の第４の実施形態に係る端末装置の概略図を示す。当該端末装置は、導
光板１と、導光板１から離間して配置された表示パネル９とを備えている。表示パネル９
は、ＬＣＤパネルである。導光板１の左側に、少なくとも一部の光を導光板１に発する光
源２が設置されており、導光板１内に入射された光の少なくとも一部は、全反射によって
伝搬される。表示パネル９には、少なくとも１つの通光孔１０が設けられている。本実施
形態において、４つの通光孔１０が設けられている。表示パネル９の他側（すなわち、下
面）から離間して、通光孔１０に対応する位置に、少なくとも１つのレンズ６が設置され
ている。本実施形態において、各通光孔１０の下方に１つのレンズ６が対応して設置され
ており、各レンズ６の下方にセンサ５が対応して設置されている。画像収集部は、４つの
レンズ６、及び４つのセンサ５によって構成されている。
【０１０８】
　使用時に、導光板１の表面に指が接触していると、導光板１内における光の全反射が乱
される。一部の光は、導光板１を透過して指紋の表面に投射され、指紋の表面で散乱され
た光の一部は、様々な角度で散乱する。通光孔１０を通過してレンズ６に投射された一部
の光は、レンズ６に屈折され、複数の指紋の部分画像を形成し、形成された複数の指紋の
部分画像を合成することによって完全な指紋画像が形成され、表示パネル９の下方のセン



(19) JP 2017-527045 A 2017.9.14

10

20

30

40

50

サ５によって取得される。
【０１０９】
　前述した２つの実施形態において、指紋の取得のみが記載されているが、複数の指の指
紋又は複数の掌紋を同時に取得することもできる。掌紋の取得は、導光板１の上面が異な
るサイズを有することを除き、指紋の取得と同様な原理を有する。
【０１１０】
　図１０は、本開示の第１実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示す。液晶端末装置は
、液晶表示スクリーンを備えている。液晶表示スクリーンは、ＬＣＤパネル１１と、ＬＣ
Ｄパネル１１の下方に設置されたバックライト素子１２と、図１～図５に示されたいずれ
かの実施形態に係る画像取得装置とを備えている。本実施形態において、ＬＣＤパネル１
１は、２つのガラスパネル（上、下）と、２つのガラスパネルの間に挟まれている液晶分
子とによって構成された透明なパネル本体である。バックライト素子１２は、上から下に
向かって、一層以上の光学フィルム１３と、反射シート１４と、バックプレート１５とを
備えている。ＬＣＤパネル１１は、画像取得装置の導光板１と画像収集部１６との間に設
置されている。画像収集部１６は、少なくとも１つのセンサと、少なくとも１つの撮像ピ
ンホールを有する撮像板とを備えてもよいし、少なくとも１つのセンサと、少なくとも１
つのレンズとを備えてもよい。本実施形態において、反射シート１４は、バックプレート
１５に密着して設置されている。反射シート１４の中央には、貫通孔１７が設けられてい
る。バックプレート１５の上面の貫通孔１７に対応する位置には、凹部１８が設けられ、
画像収集部１６は、凹部１８内に固定されており、光学フィルム１３の画像収集部１６に
対応する位置には、透光窓が設けられている。
【０１１１】
　本実施形態に係る液晶端末装置を用いた画像取得方法は、以下のステップを含む。
【０１１２】
　制御信号に応じて、ＬＣＤパネル１１を透明状態に制御する。
【０１１３】
　導光板１の左側の光源２から発せられた光の少なくとも一部を導光板１に入射させ、全
反射により導光板１の内部に伝搬させる。
【０１１４】
　ＬＣＤパネル１１の下方における画像収集部１６によって、反射シート１４の貫通孔１
７と、光学フィルム１３の透光窓と、ＬＣＤパネル１１と、導光板１とを通して、導光板
１の上面の指の画像を取得する。
【０１１５】
　本実施形態は、指紋、掌紋、又は顔の画像の取得に適用することができる。光学フィル
ム１３が光を透過しにくい場合、或いは光を透過しない場合、画像の取得に与える影響を
回避するために、光学フィルム１３に透光窓が設けられている。光学フィルム１３が全透
光性である場合、光学フィルム１３自身が透光窓である。光学フィルム１３が透光性が低
い又は非透光性である場合、光学フィルム１３の透光窓は、通光孔又は透光性シートであ
ってもよい。
【０１１６】
　前述した各実施形態において、撮像ピンホール４の開口は、０．００１ｍｍ～１ｍｍの
範囲内である。最良の撮像効果、より短い撮像距離、及び加工などの要素を考慮すれば、
撮像ピンホール４の開口は、０．０１ｍｍ～０．１ｍｍの範囲内で選択されてもよく、望
ましくは０．０５ｍｍである。撮像板３の厚さは、０．００５ｍｍ～５ｍｍの範囲内であ
って、望ましくは０．００１ｍｍ～５ｍｍである。導光板１の厚さは、０．１ｍｍ～５ｍ
ｍの範囲内である。光の均一性を制御するために、撮像ピンホール４とセンサ５との間に
は、光学フィルタを設置してもよい。撮像ピンホール４の開口が大きい場合でも鮮明な画
像を取得できるように、撮像ピンホール４の一側又は両側には、光を調節するための補正
レンズを配置してもよい。
【０１１７】
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　図１１は、本開示の第２の実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大
部分は、図１０に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、画像収集部１６
がバックライト素子１２の下方に設置され、バックライト素子１２の反射シート１４及び
バックプレート１５の画像収集部１６に対応する位置に第１の通光孔１９と第２の通光孔
２０とがそれぞれ設けられ、光学フィルム１３の第１の通光孔１９及び第２の通光孔２０
に対応する位置に透光窓が設けられている点である。
【０１１８】
　使用時に、ＬＣＤパネル１１が透明状態にあるとき、光源２から発せられた光の少なく
とも一部は、導光板１に入射され、導光板１内に入射された光の少なくとも一部は、全反
射によって伝搬される。導光板１の表面に指が接触しているとき、画像収集部１６によっ
て、第２の通光孔２０と、第１の通光孔１９と、光学フィルム１３の透光窓と、ＬＣＤパ
ネル１１と、導光板１とを通じて、導光板１の上面の指の画像が取得される。勿論、本実
施形態は、掌紋の画像を検出するためにも適用することができる。
【０１１９】
　図１２は、本発明の第３実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大部
分は、図１０に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、バックプレート１
５の上面の凹部１８内にセンサ５が固定され、反射シート１４が撮像板として機能し、反
射シート１４のセンサ５に対応する位置に少なくとも１つの撮像ピンホール４が設けられ
、撮像ピンホール４がセンサ５から離間して設置され、光学フィルム１３の撮像ピンホー
ル４に対応する位置に透光窓が設けられている点である。
【０１２０】
　指紋又は掌紋を取得する際、ＬＣＤパネル１１は、制御信号に応じて透明状態になる。
【０１２１】
　光源２から発せられた光の少なくとも一部は、導光板１に入射され、導光板１内に入射
された光の少なくとも一部は、全反射によって伝搬される。
【０１２２】
　画像収集部のセンサ５によって、撮像ピンホール４と、光学フィルム１３の透光窓と、
ＬＣＤパネル１１と、導光板１とを通じて、導光板１の上面の指の画像が取得される。
【０１２３】
　図１３は、本発明の第４実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大部
分は、図１１に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、バックプレート１
５の他側（すなわち、下面）において、ＬＣＤパネル１１に対応する位置にセンサ５が設
置され、反射シート１４とバックプレート１５とが互いに協働して撮像板として機能し、
撮像板のセンサ５に対応する位置に撮像ピンホール４がセンサ５から離間して設置されて
いる点である。ＬＣＤパネル１１が透明状態にあるときに、光源２から発せられた光の少
なくとも一部は、導光板１に入射され、導光板１内に入射された光の少なくとも一部は、
全反射によって伝搬される。画像収集部のセンサ５によって、撮像ピンホール４と、光学
フィルム１３の透光窓と、ＬＣＤパネル１１と、導光板１とを通して、導光板１の上面の
指の画像が取得される。
【０１２４】
　図１４は、本発明の第５実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大部
分は、図１２に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、液晶表示スクリー
ンがＬＣＤパネル１１と導光板１との間に設置されたタッチスクリーン２１を更に含む点
である。
【０１２５】
　図１５は、本発明の第６実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大部
分は、図１３に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、液晶表示スクリー
ンがＬＣＤパネル１１と導光板１との間に設置されたタッチスクリーン２１を更に含む点
である。
【０１２６】
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　前述した図１２～図１５に示された液晶端末装置の実施形態において、撮像ピンホール
４の開口は、０．００１ｍｍ～１ｍｍの範囲内である。最良の撮像効果、より短い撮像距
離、及び加工などの要素を考慮すると、撮像ピンホール４の開口は、０．０１ｍｍ～０．
１ｍｍの範囲内で選択されてもよく、望ましくは０．０５ｍｍである。撮像板３の厚さは
、０．００５ｍｍ～５ｍｍの範囲内であって、望ましくは０．００１ｍｍ～５ｍｍである
。導光板１の厚さは、０．１ｍｍ～５ｍｍの範囲内である。光の均一性を制御するために
、撮像ピンホール４とセンサ５との間には、光学フィルタを設置してもよい。撮像ピンホ
ール４の開口が大きい場合でも鮮明な画像を取得できるように、撮像ピンホール４の一側
又は両側には、光を調節するための補正レンズを配置してもよい。
【０１２７】
　図１６は、本発明の第７実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大部
分は、図１５に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、反射シート１４と
バックプレート１５とが互いに協働して撮像板として機能し、撮像板に複数の撮像ピンホ
ール４が設けられている点である。本実施形態において、撮像ピンホール４が４つ、セン
サ５が４つ設置されており、各センサ５は、それぞれ１つの撮像ピンホール４に対応する
ように構成されている。
【０１２８】
　本実施形態に係る液晶端末装置を用いた画像取得方法は、以下のステップを含む。
【０１２９】
　制御信号に応じて、ＬＣＤパネル１１を透明状態に制御する。
【０１３０】
　導光板１の左側の光源２から発せられた光の少なくとも一部を導光板１に入射させ、全
反射により導光板１の内部に伝搬させる。
【０１３１】
　導光板１の上面の１つの指紋に対して、隣接する走査領域が互いに重なるように、複数
の走査領域を設定する。なお、本実施形態において、走査領域の数は４つである。
【０１３２】
　画像収集部の４つのセンサ５を制御することによって、各走査領域内の指紋の部分画像
を１つずつ取得する。すなわち、各隣接する撮像領域の指紋の部分画像が互いに重ならな
いように、４つのセンサ５を１つずつ、順に動作させることによって、４つの走査領域内
の指紋の部分画像をそれぞれ取得する。各センサ５によって、対応する撮像ピンホール４
と、光学フィルム１３の透光窓と、ＬＣＤパネル１１と、タッチスクリーン２１と、導光
板１とを通じて、当該センサ５に対応する走査領域内の指紋の部分画像を取得する。例え
ば、図１７には、取得された２０枚の指紋の部分画像が示されている。
【０１３３】
　完全な指紋画像を得るように、各撮像領域の指紋の部分画像を合成する。具体的には、
取得された４つの指紋の部分画像における重複領域を切り取り、次に、４つの指紋の部分
画像を組み合わせることによって、完全な指紋画像が得られる。例えば、図１８には、図
１７に示されている２０枚の指紋の部分画像を合成することによって得られた完全な指紋
画像が示されている。
【０１３４】
　前記制御信号は、タッチスクリーン２１によって得られる制御信号、キーを押して得ら
れる制御信号、遠隔信号に応じて得られる制御信号、又はこれらに類似する制御信号であ
ってもよい。
【０１３５】
　前述した液晶端末装置の実施形態においては、指紋が検出すべき対象物であるが、対象
物は、他の任意の平面的又は立体的な対象物であってもよい。
【０１３６】
　図１９は、本発明の第８実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大部
分は、図１６に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、センサ５の数が１
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つである点である。
【０１３７】
　本実施形態に係る液晶端末装置を用いた画像取得方法は、以下のステップを含む。
【０１３８】
　制御信号に応じて、ＬＣＤパネル１１を透明状態に制御する。
【０１３９】
　光源２から発せられた光の少なくとも一部を導光板１に入射させ、全反射により導光板
１の内部に伝搬させる。
【０１４０】
　導光板１の上面の１つの指紋に対して、隣接する走査領域が互いに重なるように、複数
の走査領域を設定する。なお、本実施形態において、走査領域の数は４つである。
【０１４１】
　ＬＣＤパネル１１を４つの走査領域のそれぞれに対応するように４つの領域に分割し、
制御信号に応じて４つのＬＣＤ領域の作動を制御することによって、各ＬＣＤ領域を１つ
ずつ順に透明状態に制御し、センサ５が、撮像ピンホール４及び対応するＬＣＤ領域を通
じて対応する走査領域内の指紋の部分画像を取得する。このようにすることによって、Ｌ
ＣＤ領域内の指紋の部分画像を、順に取得することができる。ここでは、各撮像領域の指
紋の部分画像は、互いに重ならないように構成されている。
【０１４２】
　４つの各撮像領域の指紋の部分画像を合成することによって、完全な指紋画像を得る。
【０１４３】
　図２０は、本発明の第９実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大部
分は、図１２に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、本実施形態では図
１２中の導光板１が外され、ＬＣＤパネル１１が導光板として機能し、当該ＬＣＤパネル
１１の左側に光源２が設定されている点である。
【０１４４】
　使用時に、ＬＣＤパネル１１を透明状態に制御するとともに、光源２を作動し、光源２
から発せられた光の少なくとも一部は、ＬＣＤパネル１１に入射され、ＬＣＤパネル１１
内に入射された光の少なくとも一部は、全反射によって伝搬される。反射シート１４とバ
ックプレート１５との間に設置されたセンサ５によって、反射シート１４の撮像ピンホー
ル４と、光学フィルム１３の透光窓と、ＬＣＤパネル１１とを通じて、ＬＣＤパネル１１
の上面又は上方の対象物の画像が取得される。本実施形態において、対象物は、指紋であ
ってもよく、掌紋又は顔であってもよい。
【０１４５】
　図２１は、本発明の第１０実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大
部分は、図１３に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、本実施形態では
図１３中の導光板１が外され、ＬＣＤパネル１１が導光板として機能し、当該ＬＣＤパネ
ル１１の左側に光源２が設定されている点である。
【０１４６】
　使用時に、ＬＣＤパネル１１を透明状態に制御するとともに、光源２を作動し、光源２
から発せられた光の少なくとも一部は、ＬＣＤパネル１１に入射され、ＬＣＤパネル１１
内に入射された光の少なくとも一部は、全反射によって伝搬される。バックプレート１５
の下方に設置されたセンサ５によって、反射シート１４と、バックプレート１５の撮像ピ
ンホール４と、光学フィルム１３の透光窓と、ＬＣＤパネル１１とを通じて、ＬＣＤパネ
ル１１の上面又は上方の対象物（指紋又は掌紋）の画像が取得される。
【０１４７】
　前記図１２～図２１に示された実施形態において、前記導光板の前記撮像板から離れた
面から撮像ピンホールの軸の中心までの距離を対象物距離ｈobjectとする。当該対象物距
離ｈobjectは、以下の式を満たしている。
【０１４８】
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【数２０】

【０１４９】
　ここで、ｒは隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離を表し、αは前記撮像ピ
ンホールの視野角を表す。また、隣接する２つの撮像ピンホールの中心間距離ｒは、以下
の式を満たしている。
【０１５０】

【数２１】

【０１５１】
　ここで、ｈimageは前記センサから前記撮像ピンホールの軸の中心までの距離である像
距離を表し、αは前記撮像ピンホールの視野角を表す。
【０１５２】
　前述した実施形態は、本開示に係る好ましい実施形態のみであり、本開示の特許請求の
範囲を限定するものではない。当業者は、本発明の精神から逸脱することなく、容易に想
到できる任意の変更又は置換は、本発明の範囲内に含まれる。従って、本発明の特許請求
の範囲は、添付の請求項に従って定義されるべきである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】
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【図２１】

【手続補正書】
【提出日】平成29年2月8日(2017.2.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導光板と、
　前記導光板の一側に設置され、前記導光板に光を入射する光源と、
　前記導光板から離間して設置され、少なくとも１つの撮像ピンホールを有するピンホー
ル撮像板と、
　前記ピンホール撮像板から離間して設置され、前記導光板上の対象物の画像を取得する
画像センサと、
　を備える、画像取得装置。
【請求項２】
　前記導光板における前記ピンホール撮像板から離れた面から前記ピンホール撮像板の中
心面までの垂直距離を対象物距離ｈobjectとすると、前記対象物距離ｈobjectは、以下の
式を満たす、

【数１】

　ここで、ｒは隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離を表し、αは前記撮像ピ
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ンホールの視野角を表す、
　請求項１に記載の画像取得装置。
【請求項３】
　隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離ｒは、以下の式を満たす、
【数２】

　ここで、ｈimageは、前記画像センサから前記ピンホール撮像板の中心面までの垂直距
離である像距離を表し、αは前記撮像ピンホールの視野角を表す、
　請求項１に記載の画像取得装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の画像取得装置を備える、端末装置。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の画像取得装置を用いた画像取得方法であって、
　前記光源から発せされた光の少なくとも一部を導光板に入射させ、全反射により導光板
の内部に伝搬させるステップと、
　隣接する走査領域が互いに重なるように、複数の前記撮像ピンホールに対応して、前記
導光板上の対象物の複数の走査領域を設定するステップと、
　対応する前記走査領域における走査される前記導光板上の対象物の部分画像として、前
記部分画像が互いに重ならないように、前記画像センサによって、複数の前記撮像ピンホ
ールに対応する複数の撮像領域を取得するステップと、
　取得された各前記撮像領域の部分画像を合成し、走査される前記対象物の完成した画像
を得るステップと、
　を含む、画像取得方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本願は、２０１４年６月２０日に出願された中国特許出願番号２０１４１０２８１３８
０．０であって、発明の名称が「超薄型指紋・掌紋取得装置、及び指紋・掌紋画像の取得
方法」である出願に基づいて優先権を主張するものであり、その全体の内容が参照により
本明細書に援用される。
【０００２】
　本発明は、画像取得技術領域に関し、具体的には、超薄型画像取得装置、端末装置、液
晶端末装置、及び画像取得方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来の指紋の取得装置には、主に２つのタイプがある。１つは、半導体チップを用いて
直接的に指紋テクスチャを感知して指紋を取得する装置である。もう一つは、指がデバイ
スの表面に接触したときに、山と谷との間における光強度の差によって形成される指紋画
像を取得する光学的指紋取得装置である。しかしながら、半導体チップを用いた指紋取得
方法は、静電防止性、耐腐食性が不十分で、指紋取得感度が低いという欠点がある。図１
に示されているように、従来の光学的指紋及び掌紋取得装置において、指紋及び掌紋を伝
達する光学素子は、主に、プリズム１´と、プリズムの一側に設置される光源２´と、画
像センサ３´と、プリズムの他側に設置されるレンズ４´とを備えている。プリズム１´
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の垂直寸法が大きく、他の光学素子を利用して指紋を伝達しても、光学レンズの厚さが大
きすぎる。また、多くの従来の取得装置においては、多数の光学素子が使用されているた
め、全体的に取得装置の寸法及び厚さが大きすぎる。
【０００４】
　前述したように、図１に示されている光学的指紋及び掌紋取得装置は、単一の指紋を取
得するためのみに利用されたとしても、多くの欠点を有している。しかしながら、掌紋を
取得するために前記光学的指紋及び掌紋取得装置を利用する場合、掌紋は、単一の指紋よ
りもはるかに大きいため、より大きなプリズム、及びより多くのレンズと光検知素子とが
必要になる。プリズムの形状及び構造によれば、指紋又は掌紋を伝達するためのプリズム
の表面が大きいほど、プリズムの体積が大きくなる。従って、全体的に指紋及び掌紋取得
装置の物理的な寸法が更に大きくなり、コストの増大に繋がる。
【０００５】
　科学技術の発展及び公衆のセキュリティ意識が増加し続けることに伴い、従来のセキュ
リティ分野を超えて、指紋及び掌紋取得装置は、携帯電話、ノートブック、タブレットな
どの持ち運び可能な電子製品にますます広く利用されている。
【０００６】
　超薄型電子製品の開発動向に伴い、従来の光学的指紋及び掌紋取得装置は、サイズが大
きく、電子製品の現在の要求を満たすことが困難である。一方、直接的に半導体チップを
利用した指紋及び掌紋取得装置は、美観的なデザイン性が低く、コストが高いため、従来
の電子製品の超薄型要求を満たすことができない。
【０００７】
　従って、指紋の光学取得装置の薄型化は、解決すべき技術課題となっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前記課題に鑑み、本開示は、画像取得装置、端末装置、液晶端末装置、及び画像取得方
法を提供する。画像取得装置は、コンパクトで極薄な構造を有し、端末装置及び液晶端末
装置における画像取得モジュールのサイズ及び厚さを大幅に減少させ、コストダウンを実
現することができる。
【０００９】
　前記目的を達成するために、本開示は以下のように構成する。
【００１０】
　本開示の一態様によれば、
　導光板と、
　前記導光板の一側に設置され、前記導光板に光を発する光源と、
　前記導光板から離間して設置され、前記導光板上の対象物の画像を取得する画像走査部
と、
　を備える、画像取得装置を提供する。
【００１１】
　また、前記画像走査部は、前記導光板から離間して設置されているピンホール撮像板を
更に備え、
　前記ピンホール撮像板には、少なくとも１つの撮像ピンホールが設けられ、
　前記ピンホール撮像板の他側から離間して、前記撮像ピンホールに対応する位置に、少
なくとも１つの画像センサが設置されている。
【００１２】
　更に、前記導光板における前記ピンホール撮像板から離れた面から前記撮像ピンホール
の中心面までの垂直距離を対象物距離ｈobjectとすると、前記対象物距離ｈobjectは、以
下の式を満たす。
【００１３】
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【数１】

【００１４】
　ここで、ｒは隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離を表し、αは前記撮像ピ
ンホールの視野角を表す。
【００１５】
　なお、隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離ｒは、以下の式を満たす。
【００１６】

【数２】

【００１７】
　ここで、ｈimageは前記画像センサから前記撮像ピンホールの中心面までの垂直距離で
ある像距離を表し、αは前記撮像ピンホールの視野角を表す。
【００１８】
　また、前記撮像ピンホールの開口は、０．００１ｍｍ～１ｍｍの範囲内であり、前記ピ
ンホール撮像板の厚さは、０．００５ｍｍ～５ｍｍの範囲内であり、前記導光板の厚さは
、０．１ｍｍ～５ｍｍの範囲内である。
【００１９】
　更に、前記撮像ピンホールと前記画像センサとの間には、光学フィルタが設置されてい
る。
【００２０】
　なお、前記撮像ピンホールの一側又は両側には、補正レンズが配置されている。
【００２１】
　また、前記画像取得装置は、
　前記導光板から離間して設置されている少なくとも１つのレンズと、
　前記レンズの他側から離間して設置されている少なくとも１つの画像センサと、を更に
備える。
【００２２】
　また、本開示の一態様によれば、前記画像取得装置を備える端末装置を提供する。
【００２３】
　本開示の一態様によれば、
　導光板と、
　前記導光板から離間して配置された表示パネルと、を備え、
　前記導光板の一側には、少なくとも一部の光を前記導光板に発する光源が設置され、
　前記表示パネルは、ピンホール撮像板として機能し、
　前記表示パネルには、少なくとも１つの撮像ピンホールが設けられ、
　前記表示パネルの他側から離間して、前記撮像ピンホールに対応する位置に、少なくと
も１つの画像センサが設置されている、端末装置を提供する。
【００２４】
　また、前記導光板における前記表示パネルから離れた面から前記撮像ピンホールの中心
面までの垂直距離を対象物距離ｈobjectとすると、前記対象物距離ｈobjectは、以下の式
を満たす。
【００２５】

【数３】
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【００２６】
　ここで、ｒは隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離を表し、αは前記撮像ピ
ンホールの視野角を表す。
【００２７】
　なお、隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離ｒは、以下の式を満たす。
【００２８】
【数４】

【００２９】
　ここで、ｈimageは、前記画像センサから前記撮像ピンホールの中心面までの垂直距離
である像距離を表し、αは前記撮像ピンホールの視野角を表す。
【００３０】
　本開示の一態様によれば、
　導光板と、
　前記導光板から離間して配置された表示パネルと、を備え、
　前記導光板の一側には、少なくとも一部の光を前記導光板に発する光源が設置され、
　前記表示パネルには、少なくとも１つの通光孔が設けられ、
　前記表示パネルの他側から離間して、前記通光孔に対応する位置に、少なくとも１つの
レンズが設置され、
　前記レンズの他側から離間して少なくとも１つの画像センサが設置されている、端末装
置を提供する。
【００３１】
　また、本開示の一態様によれば、
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備える液晶端末装置であって、
　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、バックライト素子と、前記画像取得装置と
、を備え、
　前記ＬＣＤパネルは、前記画像取得装置の導光板と画像走査部との間に設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
　前記画像走査部は、前記反射シートと前記バックプレートとの間に設置され、
　前記反射シートの前記画像走査部に対応する位置には、貫通孔が設けられ、
　前記光学フィルムの前記貫通孔に対応する位置には、透光窓が設けられている、
　液晶端末装置を提供する。
【００３２】
　また、本開示の一態様によれば、
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備える液晶端末装置であって、
　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、バックライト素子と、前記画像取得装置と
、を備え、
　前記ＬＣＤパネルは、前記画像取得装置の導光板と画像走査部との間に設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
　前記反射シート及び前記バックプレートの前記画像走査部に対応する位置には、第１貫
通孔と第２貫通孔とがそれぞれ設けられ、
　前記光学フィルムの前記第１貫通孔及び前記第２貫通孔に対応する位置には、透光窓が
設けられている、
　液晶端末装置を提供する。
【００３３】
　また、本開示の一態様によれば、
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備える液晶端末装置であって、
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　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、前記ＬＣＤパネルの一側に設置されている
バックライト素子と、前記ＬＣＤパネルの他側から離間して設置されている導光板と、を
備え、
　前記導光板の一側には、光源が設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
　前記反射シートと前記反射シートから離間して設置された前記バックプレートとの間に
は、画像センサが設置され、
　前記反射シートは、ピンホール撮像板として機能し、
　前記反射シートの前記画像センサに対応する位置には、少なくとも１つの撮像ピンホー
ルが前記画像センサから離間して設けられ、
　前記光学フィルムの前記撮像ピンホールに対応する位置には、透光窓が設けられている
、液晶端末装置を提供する。
【００３４】
　また、本開示の一態様によれば、
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備える液晶端末装置であって、
　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、前記ＬＣＤパネルの一側に設置されている
バックライト素子と、前記ＬＣＤパネルの他側から離間して設置されている導光板と、を
備え、
　前記導光板の一側には、光源が設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
　前記バックプレートの他側には、少なくとも１つの画像センサが離間して設置され、
　前記反射シートと前記バックプレートとは、互いに協働してピンホール撮像板として機
能し、
　前記反射シート及び前記バックプレートの前記画像センサに対応する位置には、少なく
とも１つの撮像ピンホールが前記画像センサから離間して設けられ、
　前記光学フィルムの前記撮像ピンホールに対応する位置には、透光窓が設けられている
、液晶端末装置を提供する。
【００３５】
　また、本開示の一態様によれば、
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備える液晶端末装置であって、
　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、前記ＬＣＤパネルの一側に設置されたバッ
クライト素子と、を備え、
　前記ＬＣＤパネルは、導光板として機能し、
　前記導光板の一側には、光源が設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
　前記反射シートと前記反射シートから離間して設置された前記バックプレートとの間に
は、少なくとも１つの画像センサが設置され、
　前記反射シートは、ピンホール撮像板として機能し、
　前記ピンホール撮像板の前記画像センサに対応する位置には、少なくとも１つの撮像ピ
ンホールが前記画像センサから離間して設けられ、
　前記光学フィルムの前記撮像ピンホールに対応する位置には、透光窓が設けられている
、液晶端末装置を提供する。
【００３６】
　また、本開示の一態様によれば、
　液晶表示（ＬＣＤ）スクリーンを備える液晶端末装置であって、
　前記ＬＣＤスクリーンは、ＬＣＤパネルと、前記ＬＣＤパネルの一側に設置されたバッ
クライト素子と、を備え、
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　前記ＬＣＤパネルは、導光板として機能し、
　前記導光板の一側には、光源が設置され、
　前記バックライト素子は、反射シートと、バックプレートと、前記反射シートと前記Ｌ
ＣＤパネルとの間に設置された少なくとも一層の光学フィルムと、を備え、
　前記バックプレートの他側には、少なくとも１つの画像センサが離間して設置され、
　前記反射シートと前記バックプレートとは、互いに協働してピンホール撮像板として機
能し、
　前記反射シート及び前記バックプレートの前記画像センサに対応する位置には、少なく
とも１つの撮像ピンホールが前記画像センサから離間して設けられ、
　前記光学フィルムの前記撮像ピンホールに対応する位置には、透光窓が設けられている
、液晶端末装置を提供する。
【００３７】
　更に、前記導光板における前記ピンホール撮像板から離れた面から前記撮像ピンホール
の中心面までの垂直距離を対象物距離ｈobjectとすると、前記対象物距離ｈobjectは、以
下の式を満たす。
【００３８】
【数５】

【００３９】
　ここで、ｒは隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離を表し、αは前記撮像ピ
ンホールの視野角を表す。
【００４０】
　なお、隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離ｒは、以下の式を満たす、
【００４１】

【数６】

【００４２】
　ここで、ｈimageは前記画像センサから前記撮像ピンホールの中心面までの垂直距離で
ある像距離を表し、αは前記撮像ピンホールの視野角を表す。
【００４３】
　本開示の一態様によれば、
　前記画像取得装置を用いた画像取得方法であって、
　前記光源から発せられた光の少なくとも一部を導光板に入射させ、全反射により導光板
の内部に伝搬させるステップと、
　前記画像走査部によって前記導光板の上の対象物の画像を取得するステップと、
　を含む、画像取得方法を提供する。
【００４４】
　なお、前記画像走査部によって前記導光板の上の対象物の画像を取得するステップは、
　隣接する走査領域が互いに重なるように、複数の前記撮像ピンホールに対応して、前記
導光板上の対象物の複数の走査領域を設定するステップと、
　対応する前記走査領域における走査される前記導光板上の対象物の部分画像として、前
記部分画像が互いに重ならないように、前記画像センサによって、複数の前記撮像ピンホ
ールに対応する複数の撮像領域を取得するステップと、
　取得された各前記撮像領域の部分画像を合成し、走査される前記対象物の完成した画像
を得るステップと、
　を含む。
【００４５】
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　また、本開示の一態様によれば、
　前記液晶端末装置を用いた画像取得方法であって、
　制御信号に応じて液晶表示（ＬＣＤ）パネルを透明状態にするステップと、
　前記光源から発せられた光の少なくとも一部を導光板に入射させ、全反射により導光板
の内部に伝搬させるステップと、
　前記画像走査部によって前記導光板の上の対象物の画像を取得するステップと、
　を含む、画像取得方法を提供する。
【００４６】
　なお、前記画像走査部によって前記導光板の上の対象物の画像を取得するステップは、
具体的に、
　隣接する走査領域が互いに重なるように、複数の撮像ピンホールに対応して、導光板上
の対象物の複数の走査領域を設定するステップと、
　対応する前記走査領域における走査される前記導光板上の対象物の部分画像として、前
記部分画像が互いに重ならないように、前記画像センサによって、複数の前記撮像ピンホ
ールに対応する複数の撮像領域を取得するステップと、
　取得された各前記撮像領域の部分画像を合成し、走査される前記対象物の完成した画像
を得るステップと、
　を含む。
【００４７】
　また、前記画像走査部によって前記導光板の上の対象物の画像を取得するステップは、
具体的に、
　隣接する走査領域が互いに重なるように、複数の撮像ピンホールに対応して、導光板上
の対象物の複数の走査領域を設定するステップと、
　制御信号に応じて各走査領域に対応する前記ＬＣＤパネルの領域を順に透明状態にする
ステップと、
　対応する前記走査領域における走査される前記導光板上の対象物の部分画像として、前
記部分画像が互いに重ならないように、前記画像センサによって、複数の前記撮像ピンホ
ールに対応する複数の撮像領域を取得するステップと、
　取得された各撮像領域の部分画像を合成し、走査される前記対象物の完成した画像を得
るステップと、
　を含む。
【００４８】
　前述した技術案を採用することによって、本開示に係る画像取得装置、端末装置、液晶
端末装置、及び画像取得方法は、以下の効果を奏することができる。
【００４９】
　１．導光板内の光の全反射の乱れを利用し、且つ光源を導光板の一側に設置することに
よって、撮像光源の厚さを減少させることができる。また、極薄構造の導光板を用いて対
象物を反射することによって、対象物の画像を生成する光学ミラーの厚さを減少させるこ
とができる。更に、コンパクトな構造のピンホール撮像板及び画像センサによって構成さ
れる画像走査部、或いはレンズ及び画像センサによって構成される画像走査部を利用する
ことによって、対象物における画像取得部分の厚さを減少させることができる。上記のい
くつかの諸要素を組み合わせることによって、従来の光学的取得装置に比べ、画像取得装
置、端末装置、及び液晶端末装置の厚さを大幅に減少させることができる。
【００５０】
　２．本開示に係る画像取得装置を端末装置又は液晶端末装置に一体化することによって
、指紋及び／又は掌紋の取得機能を付加することができるとともに、部品の増加を少なく
して、コストを抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】従来技術における指紋・掌紋取得装置の概略図である。
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【図２】本開示の第１実施形態に係る画像取得装置の概略図である。
【図３】本開示の第２実施形態に係る画像取得装置の概略図である。
【図４Ａ】本開示の第３実施形態に係る画像取得装置の概略図である。
【図４Ｂ】図４Ａに示されている画像走査領域の概略上面図である。
【図５】本開示の第４実施形態に係る画像取得装置の概略図である。
【図６】本開示の第１実施形態に係る端末装置の概略図である。
【図７】本開示の第２実施形態に係る端末装置の概略図である。
【図８】本開示の第３実施形態に係る端末装置の概略図である。
【図９】本開示の第４実施形態に係る端末装置の概略図である。
【図１０】本開示の第１実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図１１】本開示の第２実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図１２】本開示の第３実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図１３】本開示の第４実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図１４】本開示の第５実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図１５】本開示の第６実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図１６】本開示の第７実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図１７】図１６に示されている液晶端末装置によって収集された複数のピンホール画像
の概略図である。
【図１８】図１７に示されている指紋画像から合成された完全なピンホール画像である。
【図１９】本開示の第８実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図２０】本開示の第９実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【図２１】本開示の第１０実施形態に係る液晶端末装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　以下、図面を参照しながら本開示を詳細に説明する。
【００５３】
　図２は、本開示の第１実施形態に係る画像取得装置の概略図を示す。画像取得装置は、
導光板１と、導光板１から離間して設置された画像走査部とを備える。導光板１は、ガラ
ス又は他の透明材料などの様々な材料で構成されてもよい。本実施形態において、画像走
査部は、導光板１の下方に設置され、光源２は導光板１の一側に設置されている。光源２
は、支持要素を介して導光板１の左側に固定されてもよい。本実施形態において、画像走
査部は、導光板１から離間して設置されたピンホール撮像板３を備え、ピンホール撮像板
３は、導光板１の下方に設置されている。本実施形態において、１つ以上の撮像ピンホー
ル４は、ピンホール撮像板３に設けられてもよい。画像センサ５は、ピンホール撮像板３
の他側（すなわち、下面）から離間して、撮像ピンホール４に対応する位置に設置されて
いる。画像センサ５は、光電変換素子と、画像信号処理素子とを備えている。光源２から
発せられた光は、導光板１の左側から導光板１に入射され、導光板１内において、入射さ
れた光の少なくとも一部は、全反射（ＴＩＲ）によって伝搬される。具体的に、入射され
た光の全部が導光板１内において全反射によって伝搬されるか、或いはその一部が導光板
１内において全反射によって伝搬されるかは、本実施形態及び以下の各実施形態に限定さ
れるものではなく、対象物の画像の取得を実現するように、全反射によって伝搬される光
が十分であればよい。
【００５４】
　導光板１は、走査すべき指（対象物）が接触する表面として用いられる。導光板１に指
が接触していないときに、光源２から発せられた光は、導光板１に入射され、導光板１内
に入射された光の少なくとも一部は、全反射（ＴＩＲ）によって伝搬される。導光板１の
表面に指が接触していると、対象物の表面の屈折率と空気（屈折率が水に近似する分泌液
は、指の表面に付着している）の屈折率とが異なるため、導光板１内における光の全反射
が乱される。一部の光は、導光板１から透過して指の表面に投射し、指の表面で散乱され
、様々な角度の散乱光が生じる。一部の散乱光は、撮像ピンホール４を通過して指紋画像
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を形成し、形成された指紋画像は、ピンホール撮像板３の下方の画像センサ５に取得され
る。
【００５５】
　本実施形態に係る画像取得装置の指紋取得方法は、以下のステップを含む。
【００５６】
　光源２から発せられた光の少なくとも一部を導光板１に入射させ、全反射により導光板
１の内部に伝搬させる。
【００５７】
　画像走査部の画像センサ５によって、導光板１の上面の指の画像を取得する。
【００５８】
　図３は、本開示の第２実施形態に係る画像取得装置の概略図を示し、その構造の大部分
は、図２に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、本実施形態に係る画像
取得装置が導光板１から離間して設置されているレンズ６を備えている点である。本実施
形態において、レンズ６は、導光板１の下方に設置され、レンズ６の他側（すなわち、下
面）から離間して画像センサ５が設置されている。使用時に、光源２から発せられた光は
、導光板１に入射され、導光板１内に入射された光の少なくとも一部は、全反射（ＴＩＲ
）によって伝搬される。導光板１の表面に指が接触していると、導光板１内における光の
全反射が乱される。一部の光は、導光板１から透過して指の表面に投射され、指の表面で
反射された一部の光は、様々な角度で散乱される。一部の光は、レンズ６に屈折され、指
紋画像を形成し、形成された指紋画像は、レンズ６の下方の画像センサ５に取得される。
【００５９】
　図２及び図３を参照して前述された実施形態は、手掌（掌紋）、或いは指紋及び掌紋を
同時に取得するように適用されてもよい。
【００６０】
　図４Ａは、本開示の第３実施形態に係る画像取得装置の概略図を示し、その構造の大部
分は、図２に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、画像取得装置のピン
ホール撮像板３に複数の撮像ピンホール４が設けられ、ピンホール撮像板３の下方におい
て、各撮像ピンホール４に対応する位置に、画像センサ５がそれぞれ設置されている点で
ある。ピンホール撮像板３に複数の撮像ピンホール４を設ける理由は、導光板１と、ピン
ホール撮像板３と、画像センサ５との間の間隔が小さい場合、すなわち全体の厚さが小さ
い場合に、単一の撮像ピンホール４の視野が小さく、指紋の僅か一部のみが走査されるた
めである。従って、指紋の撮像エリアを増加させるために、複数の撮像ピンホール４が必
要となる。本実施形態において、撮像ピンホール４及び画像センサ５の数は、ともに４つ
に設定されている。
【００６１】
　導光板１のピンホール撮像板３から離れた面（すなわち、上面）から撮像ピンホール４
の軸Ａ－Ａの中心Ｏまでの距離を対象物距離ｈobjectとする。本実施形態において、対象
物距離ｈobjectは、以下の式を満たしている。
【００６２】
【数７】

【００６３】
　ここで、ｒは隣接する２つの撮像ピンホール４の中心間距離を表し、αは撮像ピンホー
ル４の視野角を表す。これは、走査される指紋画像が完全であり、漏れる部分がないこと
を保証する。走査領域は、各撮像ピンホール４の視野角に対応する導光板１の上面の可視
領域として定義されている。また、隣接する２つの撮像ピンホール４の中心間距離ｒは、
以下の式を満たしている。
【００６４】
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【数８】

【００６５】
　ここで、ｈimageは画像センサ５から撮像ピンホール４の中心面までの距離である像距
離を表し、αは撮像ピンホール４の視野角を表す。これは、各撮像ピンホール４に対応す
る撮像領域の画像が互いに重ならないようにして、取得される画像の品質を保証する。撮
像領域は、画像センサ５における各撮像ピンホール４の視野角αに対応するセンシング領
域として定義されている。
【００６６】
　本実施形態において、ｈimage＝３ｍｍ、α＝１２０°と仮定すると、ｒ≧６√３ｍｍ
、すなわち、ｒは１０．３９２ｍｍ以上である。なお、対象物距離ｈobject≧４．２４２
ｍｍであり、各撮像ピンホール４の撮像領域は互いに重ならない。
【００６７】
　前述した２つの式は、以下のように求められる。
【００６８】
　（１）ピンホール撮像板３の厚さをｈholeとし、撮像ピンホール４の直径をｄholeとす
る。
　（２）図４Ａを参照すれば、前述したｈhole及びｄholeすなわち、以下の式１に基づい
て、撮像角αを計算することができる。
【００６９】

【数９】

【００７０】
【数１０】

【００７１】
　（３）像距離ｈimageを与えると、図４Ａを参照し、以下の式２により撮像領域の直径
ｄimageを計算することができる。
【００７２】
【数１１】

【００７３】
　（４）撮像領域が互いに重なってはならないため、隣接する２つの撮像ピンホール４の
中心間距離ｒは、以下の式３により計算することができる。
【００７４】

【数１２】

【００７５】

【数１３】

【００７６】
　（５）図４Ａと図４Ｂとを合わせて参照すれば、指紋画像が完全であり、漏れる部分が
ないことを保証するために、隣接する画像走査領域は、互いに重ならなければならない。
このため、以下の式４により計算することができる。
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【００７７】
【数１４】

【００７８】
【数１５】

【００７９】
【数１６】

【００８０】
【数１７】

【００８１】
　本実施形態に係る画像取得装置を用いた画像取得方法は、以下のステップを含む。
【００８２】
　光源２から発せられた光の少なくとも一部を導光板１に入射させ、全反射により導光板
１の内部に伝搬させる。
【００８３】
　撮像ピンホール４の数が４つであるため、隣接する走査領域が互いに重なるように、導
光板１の上面に４つの走査領域を設定する。
【００８４】
　画像走査部内の画像センサ５によって、ピンホール撮像板３の撮像ピンホール４を通し
て、各隣接する撮像領域の指紋の部分画像が互いに重ならないように、各走査領域の指紋
の部分画像を取得する。
【００８５】
　指紋の部分画像を合成することによって完全な指紋画像を形成し、更に画像増強処理を
経て完成した指紋画像を得る。
【００８６】
　導光板１は、指又は手掌などの対象物が接触する表面を提供するために用いられ、指紋
及び掌紋画像の取得を容易にするとともに、導光板１の下方の構成要素を保護する。
【００８７】
　本実施形態は、図２に示されている実施形態に係る画像取得装置の全ての利点を有する
。しかしながら、図２に示されている実施形態と比較すれば、導光板１、ピンホール撮像
板３、及び画像センサ５の間の距離が更に減少され、画像の取得面積に影響を与えること
なく、指紋の合成過程において、組み合わせ及び切り取り工程が追加されている。
【００８８】
　前述した各実施形態において、撮像ピンホール４の開口は、０．００１ｍｍ～１ｍｍの
範囲内である。最良のイメージング効果、より短いイメージング距離、より迅速な処理、
及び加工などの要素を考慮すれば、撮像ピンホール４の開口は、０．０１ｍｍ～１ｍｍの
範囲内で選択されてよいが、望ましくは０．０５ｍｍである。ピンホール撮像板３の厚さ
は、０．００５ｍｍ～５ｍｍの範囲内であり、望ましくは０．００１ｍｍ～５ｍｍである
。導光板１の厚さは、０．１ｍｍ～５ｍｍの範囲内である。光の均一性を制御するために
、撮像ピンホール４と画像センサ５との間には、光学フィルタを設置してもよい。撮像ピ
ンホール４の開口が大きい場合でも鮮明な画像を取得できるように、撮像ピンホール４の
一側又は両側には、光を調節するための補正レンズを配置してもよい。
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【００８９】
　図５は、本開示の第４の実施形態に係る画像取得装置の概略図を示す。本実施形態は、
掌紋画像の取得に適用される。当該画像取得装置の構造の大部分は、図４Ａに示された実
施形態に係る構造と同様である。相違点は、当該画像取得装置が、導光板１から離間して
配置された複数のレンズ６と、レンズ６の他側（すなわち、下面）から離間して配置され
た複数の画像センサ５とを備えている点である。本実施形態において、レンズ６の数と画
像センサ５の数は共に４である。
【００９０】
　本実施形態に係る画像取得装置を用いた画像取得方法は、以下のステップを含む。
【００９１】
　光源２から発せられた光の少なくとも一部を導光板１に入射させ、全反射により導光板
１の内部に伝搬させる。
【００９２】
　レンズ６の数が４であるため、隣接する走査領域が互いに重なるように、導光板１の表
面に、４つの走査領域を設定する。
【００９３】
　画像走査部内の画像センサ５によって、複数のレンズ６を介して、各隣接する撮像領域
の掌紋の部分画像が互いに重ならないように、各走査領域の掌紋の部分画像を取得する。
　
【００９４】
　掌紋の部分画像を合成することによって完全な掌紋画像を形成し、更に画像増強処理を
経て完成した掌紋画像を得る。
【００９５】
　本実施形態において、複数のレンズ６及び複数の感光素子５は、単一のレンズの不十分
な視野を回避するために使用されている。
【００９６】
　なお、本実施形態の構造は、指紋画像を取得するために適用することもできる。指紋画
像を取得する場合、いくつか小さめのレンズを利用してもよく、取得された指紋画像を合
成すればよい。
【００９７】
　前述した画像取得装置は、各種端末装置に適用することができる。実際に、画像取得装
置は、スタンドアローンの指紋採取装置であってもよい。図６は、本開示の第１の実施形
態に係る端末装置の概略図を示す。端末装置７には、前述した図１～図５に示されたいず
れかの画像取得装置８が設置されている。画像取得装置８は、端末装置７の縁部に配置さ
れている。例えば、端末装置は、携帯電話であってもよく、画像取得装置８は、ホームキ
ー上に設置されてもよい。従来の指紋画像取得装置に比べ、前記実施形態に記載された画
像取得装置は、簡単な構造及び極薄型である点で優れている。
【００９８】
　図７は、本開示の第２の実施形態に係る端末装置の概略図を示しており、当該端末装置
は前述した図１～図５に示されたいずれかの画像取得装置８を含み、画像取得装置８は、
スタンドアローンの装置であり、ケーブル及びインタフェースを介して端末装置７に接続
されている。
【００９９】
　図８は、本開示の第３の実施形態に係る端末装置の概略図を示す。当該端末装置は、導
光板１と、導光板１から離間して配置された表示パネル９とを備えている。導光板１の左
側には光源２が設置されている。表示パネル９は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）パネルで
ある。本実施形態において、表示パネル９は、導光板１の下方に設置され、ピンホール撮
像板として機能する。表示パネル９には、少なくとも１つの撮像ピンホール４が設けられ
ている。本実施形態において、４つの撮像ピンホール４が設けられ、表示パネル９の他側
（すなわち、下面）から離間して、撮像ピンホール４に対応する位置に、４つの画像セン
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サ５が設置されている。本実施形態において、各撮像ピンホール４は、１つの画像センサ
５に対応し、画像走査部は、複数の撮像ピンホール４を有するパネル９、及び複数の画像
センサ５によって構成されている。
【０１００】
　本実施形態において、導光板１の表示パネル９から離れた面（すなわち、上面）から前
記撮像ピンホール４の中心面までの距離を対象物距離ｈobjectとする。本実施形態におい
て、対象物距離ｈobjectは、以下の２つの式を満たしている。
【０１０１】
【数１８】

【０１０２】
　ここで、ｒは隣接する２つの前記撮像ピンホール４の中心間距離を表し、αは前記撮像
ピンホールの視野角を表す。
【０１０３】

【数１９】

【０１０４】
　ここで、ｈimageは画像センサ５から撮像ピンホール４の中心面までの距離である像距
離を表し、αは撮像ピンホール４の視野角を表す。
【０１０５】
　本実施形態において、ｈimage＝２ｍｍ、α＝１２０°と仮定すると、ｒ≧４√３ｍｍ
、すなわち、ｒは６．９２８ｍｍ以上である。なお、対象物距離ｈobjectは２．８２８ｍ
ｍ以上であり、各撮像ピンホール４を通じて別々に撮像が行われ、各撮像ピンホール４は
互いに干渉しない。
【０１０６】
　図４Ａに示されている実施形態を参照してもよい。本実施形態において、表示パネル９
は、ピンホール撮像板として機能し、その上に複数の撮像ピンホール４が設けられている
。導光板１に指が接触していないとき、光源２から導光板１に入射された光の少なくとも
一部は、全反射によって伝搬される。導光板１の表面に指が接触しているとき、導光板１
内における光の全反射が乱される。一部の光は、導光板１を透過して指の表面に投射され
、指の表面で反射された光の一部は、様々な角度で散乱する。一部の光は、撮像ピンホー
ル４を通過して複数の指紋の部分画像を形成し、形成された複数の指紋の部分画像を合成
することによって完全な指紋画像が形成され、表示パネル９の下方の画像センサ５によっ
て取得される。
【０１０７】
　前述した実施形態において、光の均一性を制御するために、撮像ピンホール４と画像セ
ンサ５との間には、光学フィルタを設置してもよい。撮像ピンホール４の開口が大きい場
合でも鮮明な画像を取得できるように、撮像ピンホール４の一側又は両側には、光を調節
するための補正レンズを配置してもよい。
【０１０８】
　図９は、本開示の第４の実施形態に係る端末装置の概略図を示す。当該端末装置は、導
光板１と、導光板１から離間して配置された表示パネル９とを備えている。表示パネル９
は、ＬＣＤパネルである。導光板１の左側に、少なくとも一部の光を導光板１に発する光
源２が設置されており、導光板１内に入射された光の少なくとも一部は、全反射によって
伝搬される。表示パネル９には、少なくとも１つの通光孔１０が設けられている。本実施
形態において、４つの通光孔１０が設けられている。表示パネル９の他側（すなわち、下
面）から離間して、通光孔１０に対応する位置に、少なくとも１つのレンズ６が設置され
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ている。本実施形態において、各通光孔１０の下方に１つのレンズ６が対応して設置され
ており、各レンズ６の下方に画像センサ５が対応して設置されている。画像走査部は、４
つのレンズ６、及び４つの画像センサ５によって構成されている。
【０１０９】
　使用時に、導光板１の表面に指が接触していると、導光板１内における光の全反射が乱
される。一部の光は、導光板１を透過して指紋の表面に投射され、指紋の表面で散乱され
た光の一部は、様々な角度で散乱する。通光孔１０を通過してレンズ６に投射された一部
の光は、レンズ６に屈折され、複数の指紋の部分画像を形成し、形成された複数の指紋の
部分画像を合成することによって完全な指紋画像が形成され、表示パネル９の下方の画像
センサ５によって取得される。
【０１１０】
　前述した２つの実施形態において、指紋の取得のみが記載されているが、複数の指の指
紋又は複数の掌紋を同時に取得することもできる。掌紋の取得は、導光板１の上面が異な
るサイズを有することを除き、指紋の取得と同様な原理を有する。
【０１１１】
　図１０は、本開示の第１実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示す。液晶端末装置は
、液晶表示スクリーンを備えている。液晶表示スクリーンは、ＬＣＤパネル１１と、ＬＣ
Ｄパネル１１の下方に設置されたバックライト素子１２と、図１～図５に示されたいずれ
かの実施形態に係る画像取得装置とを備えている。本実施形態において、ＬＣＤパネル１
１は、２つのガラスパネル（上、下）と、２つのガラスパネルの間に挟まれている液晶分
子とによって構成された透明なパネル本体である。バックライト素子１２は、上から下に
向かって、一層以上の光学フィルム１３と、反射シート１４と、バックプレート１５とを
備えている。ＬＣＤパネル１１は、画像取得装置の導光板１と画像走査部１６との間に設
置されている。画像走査部１６は、少なくとも１つの画像センサと、少なくとも１つの撮
像ピンホールを有するピンホール撮像板とを備えてもよいし、少なくとも１つの画像セン
サと、少なくとも１つのレンズとを備えてもよい。本実施形態において、反射シート１４
は、バックプレート１５に密着して設置されている。反射シート１４の中央には、貫通孔
１７が設けられている。バックプレート１５の上面の貫通孔１７に対応する位置には、凹
部１８が設けられ、画像走査部１６は、凹部１８内に固定されており、光学フィルム１３
の画像走査部１６に対応する位置には、透光窓が設けられている。
【０１１２】
　本実施形態に係る液晶端末装置を用いた画像取得方法は、以下のステップを含む。
【０１１３】
　制御信号に応じて、ＬＣＤパネル１１を透明状態に制御する。
【０１１４】
　導光板１の左側の光源２から発せられた光の少なくとも一部を導光板１に入射させ、全
反射により導光板１の内部に伝搬させる。
【０１１５】
　ＬＣＤパネル１１の下方における画像走査部１６によって、反射シート１４の貫通孔１
７と、光学フィルム１３の透光窓と、ＬＣＤパネル１１と、導光板１とを通して、導光板
１の上面の指の画像を取得する。
【０１１６】
　本実施形態は、指紋、掌紋、又は顔の画像の取得に適用することができる。光学フィル
ム１３が光を透過しにくい場合、或いは光を透過しない場合、画像の取得に与える影響を
回避するために、光学フィルム１３に透光窓が設けられている。光学フィルム１３が全透
光性である場合、光学フィルム１３自身が透光窓である。光学フィルム１３が透光性が低
い又は非透光性である場合、光学フィルム１３の透光窓は、通光孔又は透光性シートであ
ってもよい。
【０１１７】
　前述した各実施形態において、撮像ピンホール４の開口は、０．００１ｍｍ～１ｍｍの
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範囲内である。最良の撮像効果、より短い撮像距離、及び加工などの要素を考慮すれば、
撮像ピンホール４の開口は、０．０１ｍｍ～０．１ｍｍの範囲内で選択されてもよく、望
ましくは０．０５ｍｍである。ピンホール撮像板３の厚さは、０．００５ｍｍ～５ｍｍの
範囲内であって、望ましくは０．００１ｍｍ～５ｍｍである。導光板１の厚さは、０．１
ｍｍ～５ｍｍの範囲内である。光の均一性を制御するために、撮像ピンホール４と画像セ
ンサ５との間には、光学フィルタを設置してもよい。撮像ピンホール４の開口が大きい場
合でも鮮明な画像を取得できるように、撮像ピンホール４の一側又は両側には、光を調節
するための補正レンズを配置してもよい。
【０１１８】
　図１１は、本開示の第２の実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大
部分は、図１０に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、画像走査部１６
がバックライト素子１２の下方に設置され、バックライト素子１２の反射シート１４及び
バックプレート１５の画像走査部１６に対応する位置に第１の通光孔１９と第２の通光孔
２０とがそれぞれ設けられ、光学フィルム１３の第１の通光孔１９及び第２の通光孔２０
に対応する位置に透光窓が設けられている点である。
【０１１９】
　使用時に、ＬＣＤパネル１１が透明状態にあるとき、光源２から発せられた光の少なく
とも一部は、導光板１に入射され、導光板１内に入射された光の少なくとも一部は、全反
射によって伝搬される。導光板１の表面に指が接触しているとき、画像走査部１６によっ
て、第２の通光孔２０と、第１の通光孔１９と、光学フィルム１３の透光窓と、ＬＣＤパ
ネル１１と、導光板１とを通じて、導光板１の上面の指の画像が取得される。勿論、本実
施形態は、掌紋の画像を走査するためにも適用することができる。
【０１２０】
　図１２は、本発明の第３実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大部
分は、図１０に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、バックプレート１
５の上面の凹部１８内に画像センサ５が固定され、反射シート１４がピンホール撮像板と
して機能し、反射シート１４の画像センサ５に対応する位置に少なくとも１つの撮像ピン
ホール４が設けられ、撮像ピンホール４が画像センサ５から離間して設置され、光学フィ
ルム１３の撮像ピンホール４に対応する位置に透光窓が設けられている点である。
【０１２１】
　指紋又は掌紋を取得する際、ＬＣＤパネル１１は、制御信号に応じて透明状態になる。
【０１２２】
　光源２から発せられた光の少なくとも一部は、導光板１に入射され、導光板１内に入射
された光の少なくとも一部は、全反射によって伝搬される。
【０１２３】
　画像走査部の画像センサ５によって、撮像ピンホール４と、光学フィルム１３の透光窓
と、ＬＣＤパネル１１と、導光板１とを通じて、導光板１の上面の指の画像が取得される
。
【０１２４】
　図１３は、本発明の第４実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大部
分は、図１１に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、バックプレート１
５の他側（すなわち、下面）において、ＬＣＤパネル１１に対応する位置に画像センサ５
が設置され、反射シート１４とバックプレート１５とが互いに協働してピンホール撮像板
として機能し、ピンホール撮像板の画像センサ５に対応する位置に撮像ピンホール４が画
像センサ５から離間して設置されている点である。ＬＣＤパネル１１が透明状態にあると
きに、光源２から発せられた光の少なくとも一部は、導光板１に入射され、導光板１内に
入射された光の少なくとも一部は、全反射によって伝搬される。画像走査部の画像センサ
５によって、撮像ピンホール４と、光学フィルム１３の透光窓と、ＬＣＤパネル１１と、
導光板１とを通して、導光板１の上面の指の画像が取得される。
【０１２５】
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　図１４は、本発明の第５実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大部
分は、図１２に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、液晶表示スクリー
ンがＬＣＤパネル１１と導光板１との間に設置されたタッチスクリーン２１を更に含む点
である。
【０１２６】
　図１５は、本発明の第６実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大部
分は、図１３に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、液晶表示スクリー
ンがＬＣＤパネル１１と導光板１との間に設置されたタッチスクリーン２１を更に含む点
である。
【０１２７】
　前述した図１２～図１５に示された液晶端末装置の実施形態において、撮像ピンホール
４の開口は、０．００１ｍｍ～１ｍｍの範囲内である。最良の撮像効果、より短い撮像距
離、及び加工などの要素を考慮すると、撮像ピンホール４の開口は、０．０１ｍｍ～０．
１ｍｍの範囲内で選択されてもよく、望ましくは０．０５ｍｍである。ピンホール撮像板
３の厚さは、０．００５ｍｍ～５ｍｍの範囲内であって、望ましくは０．００１ｍｍ～５
ｍｍである。導光板１の厚さは、０．１ｍｍ～５ｍｍの範囲内である。光の均一性を制御
するために、撮像ピンホール４と画像センサ５との間には、光学フィルタを設置してもよ
い。撮像ピンホール４の開口が大きい場合でも鮮明な画像を取得できるように、撮像ピン
ホール４の一側又は両側には、光を調節するための補正レンズを配置してもよい。
【０１２８】
　図１６は、本発明の第７実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大部
分は、図１５に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、反射シート１４と
バックプレート１５とが互いに協働してピンホール撮像板として機能し、ピンホール撮像
板に複数の撮像ピンホール４が設けられている点である。本実施形態において、撮像ピン
ホール４が４つ、画像センサ５が４つ設置されており、各画像センサ５は、それぞれ１つ
の撮像ピンホール４に対応するように構成されている。
【０１２９】
　本実施形態に係る液晶端末装置を用いた画像取得方法は、以下のステップを含む。
【０１３０】
　制御信号に応じて、ＬＣＤパネル１１を透明状態に制御する。
【０１３１】
　導光板１の左側の光源２から発せられた光の少なくとも一部を導光板１に入射させ、全
反射により導光板１の内部に伝搬させる。
【０１３２】
　隣接する走査領域が互いに重なるように、複数の撮像ピンホールに対応して、導光板１
上の対象物の複数の走査領域を設定する。なお、本実施形態において、走査領域の数は４
つである。
【０１３３】
　画像センサ５を制御することによって、対応する撮像ピンホール４と、光学フィルム１
３の透光窓と、ＬＣＤパネル１１と、タッチスクリーン２１と、導光板１とを通じて、各
走査領域内の指紋の部分画像を１つずつ取得する。例えば、図１７には、取得された２０
枚の指紋の部分画像が示されている。
【０１３４】
　完全な指紋画像を得るように、各撮像領域の指紋の部分画像を合成する。具体的には、
取得された４つの指紋の部分画像における重複領域を切り取り、次に、４つの指紋の部分
画像を組み合わせることによって、完全な指紋画像が得られる。例えば、図１８には、図
１７に示されている２０枚の指紋の部分画像を合成することによって得られた完全な指紋
画像が示されている。
【０１３５】
　前記制御信号は、タッチスクリーン２１によって得られる制御信号、キーを押して得ら
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れる制御信号、遠隔信号に応じて得られる制御信号、又はこれらに類似する制御信号であ
ってもよい。
【０１３６】
　前述した液晶端末装置の実施形態においては、指紋が走査すべき対象物であるが、対象
物は、他の任意の平面的又は立体的な対象物であってもよい。
【０１３７】
　図１９は、本発明の第８実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大部
分は、図１６に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、画像センサ５の数
が１つである点である。
【０１３８】
　本実施形態に係る液晶端末装置を用いた画像取得方法は、以下のステップを含む。
【０１３９】
　制御信号に応じて、ＬＣＤパネル１１を透明状態に制御する。
【０１４０】
　光源２から発せられた光の少なくとも一部を導光板１に入射させ、全反射により導光板
１の内部に伝搬させる。
【０１４１】
　隣接する走査領域が互いに重なるように、複数の撮像ピンホールに対応して、導光板１
上の対象物の複数の走査領域を設定する。なお、本実施形態において、走査領域の数は４
つである。
【０１４２】
　ＬＣＤパネル１１を４つの走査領域のそれぞれに対応するように４つの領域に分割し、
制御信号に応じて４つのＬＣＤ領域の作動を制御することによって、各ＬＣＤ領域を１つ
ずつ順に透明状態に制御し、画像センサ５が、撮像ピンホール４及び対応するＬＣＤ領域
を通じて対応する走査領域内の指紋の部分画像を取得する。このようにすることによって
、ＬＣＤ領域内の指紋の部分画像を、順に取得することができる。ここでは、各撮像領域
の指紋の部分画像は、互いに重ならないように構成されている。
【０１４３】
　各撮像領域の指紋の部分画像を合成することによって、完全な指紋画像を得る。
【０１４４】
　図２０は、本発明の第９実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大部
分は、図１２に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、本実施形態では、
ＬＣＤパネル１１が導光板として機能し、当該ＬＣＤパネル１１の左側に光源２が設定さ
れている点である。
【０１４５】
　使用時に、ＬＣＤパネル１１を透明状態に制御するとともに、光源２を作動し、光源２
から発せられた光の少なくとも一部は、ＬＣＤパネル１１に入射され、ＬＣＤパネル１１
内に入射された光の少なくとも一部は、全反射によって伝搬される。反射シート１４とバ
ックプレート１５との間に設置された画像センサ５によって、反射シート１４の撮像ピン
ホール４と、光学フィルム１３の透光窓と、ＬＣＤパネル１１とを通じて、ＬＣＤパネル
１１の上面又は上方の対象物の画像が取得される。本実施形態において、対象物は、指紋
であってもよく、掌紋又は顔であってもよい。
【０１４６】
　図２１は、本発明の第１０実施形態に係る液晶端末装置の概略図を示し、その構造の大
部分は、図１３に示された実施形態に係る構造と同様である。相違点は、本実施形態では
、ＬＣＤパネル１１が導光板として機能し、当該ＬＣＤパネル１１の左側に光源２が設定
されている点である。
【０１４７】
　使用時に、ＬＣＤパネル１１を透明状態に制御するとともに、光源２を作動し、光源２
から発せられた光の少なくとも一部は、ＬＣＤパネル１１に入射され、ＬＣＤパネル１１
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内に入射された光の少なくとも一部は、全反射によって伝搬される。バックプレート１５
の下方に設置された画像センサ５によって、反射シート１４と、バックプレート１５の撮
像ピンホール４と、光学フィルム１３の透光窓と、ＬＣＤパネル１１とを通じて、ＬＣＤ
パネル１１の上面又は上方の対象物（指紋又は掌紋）の画像が取得される。
【０１４８】
　前記図１２～図２１に示された実施形態において、前記導光板の前記ピンホール撮像板
から離れた面から撮像ピンホールの中心面までの距離を対象物距離ｈobjectとする。当該
対象物距離ｈobjectは、以下の式を満たしている。
【０１４９】
【数２０】

【０１５０】
　ここで、ｒは隣接する２つの前記撮像ピンホールの中心間距離を表し、αは前記撮像ピ
ンホールの視野角を表す。また、隣接する２つの撮像ピンホールの中心間距離ｒは、以下
の式を満たしている。
【０１５１】

【数２１】

【０１５２】
　ここで、ｈimageは前記画像センサから前記撮像ピンホールの中心面までの距離である
像距離を表し、αは前記撮像ピンホールの視野角を表す。
【０１５３】
　前述した実施形態は、本開示に係る好ましい実施形態のみであり、本開示の特許請求の
範囲を限定するものではない。当業者は、本発明の精神から逸脱することなく、容易に想
到できる任意の変更又は置換は、本発明の範囲内に含まれる。従って、本発明の特許請求
の範囲は、添付の請求項に従って定義されるべきである。
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