
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】

【請求項３】

【請求項４】
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赤外領域に感度を有する第１の光学イメージセンサと可視光領域に感度を有する第２の光
学イメージセンサとを隣り合わせて配置した光学イメージセンサで指紋認証対象物を撮像
する撮像部と、前記撮像部から得られたデータを画像処理して指紋画像を得る画像処理部
と、前記指紋画像を予め登録されている指紋データと照合する照合部を備えていることを
特徴とする指紋認証装置。

前記第１および第２の光学イメージセンサは共にＣＣＤイメージセンサまたはＣＭＯＳイ
メージセンサであり、前記第１の光学イメージセンサのＰウェルの深さは前記第２の光学
のイメージセンサの深さよりも深くその濃度は前記第２の光学イメージセンサの濃度より
も薄いことを特徴とする請求項１に記載の指紋認証装置。

前記第１の光学イメージセンサは赤外感度を有するＣＣＤイメージセンサまたはＣＭＯＳ
イメージセンサであり、前記第２の光学イメージセンサは前記第１の光学イメージセンサ
に赤外線カットフィルタを設けたものであることを特徴とする請求項１乃至２のいずれか
に記載の指紋認証装置。

前記指紋認証対象物に赤外光および可視光を照射する手段を有している請求項１乃至３の
いずれかに記載の指紋認証装置。



【請求項５】

【請求項６】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は光学式の指紋認証装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
高度に情報化してきた現代社会において個人認証は火急の課題である。情報化による利便
性と引き換えに、プライバシ情報の漏洩や機密組織への不正侵入の危険性が伴うこととな
ったからである。その対策として、例えば、銀行でキャッシュカードを使用するときには
暗証番号を入力し、コンピュータルームへ入室するときには資格証明カードを読み込ませ
てパスワードを入力することを義務付けたりしている。しかし、今日はカード万能時代と
も称されるように個人が所有するカードは非常に多くなっており、その管理が厄介である
。また暗証番号やパスワードを忘れたり、他人に漏洩ないしは解読される虞もある。
【０００３】
暗証番号やパスワードに代わる有力な個人認証の手段として指紋を用いることが古くから
知られている。指紋は人体に備わった高度な識別情報となり得て、当然ながら本人が記憶
する必要がない。一般的な指紋照合装置は、イメージセンサに指紋が入力されると、認識
部で指紋の画像処理を行い、マニューシャと称される指紋の特徴点を検出する。さらに、
入力された指紋と予め登録されたデータベース上の指紋との類似度をマニューシャから算
出する。この類似度はスコアと呼ばれる数値で表され、スコアが高いほど、入力された指
紋とデータベース上の指紋との類似度が高いとされる。そして、スコアが一定の閾値を超
えた場合、入力された指紋とデータベースに登録されている指紋が同一であると認識する
。
【０００４】
しかし、このような指紋認証装置では、生体の指紋とレプリカ（非生体で作成した指紋の
模造品の意）を区別することができない。このため、例えば生体の指紋を精巧に撮った写
真が入力されても、生体の指紋と認識される虞がある。
【０００５】
従来から、このような弊害を回避するために様々な提案がされてきている。例えば、特許
番号第２５５４６６７号の「個人認証装置」（従来例１）は、認証を行なうために用いる
身体部位の温度を計測する手段（具体的には指紋読み取り部に配置された熱電対）と、計
測した温度が予め設定された体温近接の温度範囲（摂氏３０～３８度）の温度内か否かを
判定する手段と、判定の結果、予め設定された温度範囲内の場合に始めて認証の照合を行
う手段とを具備する。この技術によれば、被認証権保持者の身体部位以外、例えば写真や
切り取られた指は認証しない個人認証装置が得られるとしている。なお、本装置は、指を
指紋読み取り部に接触させて指紋を読み取る接触式方法を採用している。
【０００６】
また、特開平１１－２３５４５２号公報に記載の「識別機能付施錠開放装置」（従来例２
）には、遊技場のセキュリティ対策の手段として光学式の指紋照合装置を用いることが記
載されている。光学式の指紋照合装置は、プリズムに当接している指の指紋部分に照明光
を照射し、その反射光をイメージセンサに導いて指紋パターンを検出する構成を採用する
。この装置は、予め登録されている指紋データとプリズムに当接された指紋のパターンと
を照合する指紋照合手段と、指の識別を行なう指識別手段と、指紋照合手段による照合が
一致し且つ指識別手段によって指の識別が行なわれたとき、施錠装置の解錠を行なう解錠
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前記指紋認証対象物を前記撮像部に接触させて指紋を撮像することを特徴とする請求項１
乃至４のいずれかに記載の指紋認証装置。

前記指紋認証対象物を前記撮像部に非接触で指紋を撮像することを特徴とする請求項１乃
至４のいずれかに記載の指紋認証装置。



制御手段とを具備する。そして、指識別手段は、体温，脈，爪と皮膚，指の形状であって
よいとする。
【０００７】
更に、特開平１０－１８７９５号公報に記載の「一体型の加熱用抵抗器を備えた指紋読取
りシステム」（従来例３）は、上述の接触式が、指紋を読み取る手段と身体部位の温度を
計測する手段とが分離されているのに対して、両者を一体化したものである。すなわち、
指紋を読み取る指を押しつけるセンサは、温度変化に敏感なエレメントの活性表面、およ
び感受エレメントの温度の過渡的な変化を生み出す一体型の加熱用抵抗器を有する。加熱
用抵抗器による熱変化が、感受エレメントのマトリックスと接触する指紋の線の溝と隆起
の間の熱伝導の差によって異なる電気信号を与える。これに基づいて指紋認識を行うと共
に、指紋の読取り中に、その指が放出する固有の熱を介して、それが実際に生きている個
人の一部であることを認識することを可能としたものである。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述の従来例１では、熱電対で被測定物の温度を検出し、それが所定範囲
（３０～３８℃）ならば人体である、と見なしているので、レプリカを所定温度に暖めて
おけば、人体であると誤認してしまい問題解決になっていない。
【０００９】
また、従来例２では、非接触式でイメージセンサ１０６で指紋パターンを認識し、一方、
検出器１０１で体温や脈拍等を検出している。体温検出の場合は、従来例１と同様にレプ
リカを暖めておけばごまかせる。また、脈拍検出の場合は、指先の脈拍を測るとなると相
当高感度のセンサが必要で非現実的であり、仮にできたとしても脇役の検出器の方が主役
のイメージセンサより遥かに高価になっていしまい、この点からも非現実的である。
【００１０】
更に、従来例３は、指紋読取り部と体温検出器が一体となったものであるが、指紋を読み
取るセンサ自体が温度変化に敏感なエレメントを用いているので、周囲温度の影響を受け
易く、従って、夏や冬などでセンサの閾値を変更しなければならない、というメンテナン
スの問題が起こる。
【００１１】
本発明は、以上の問題点を解消するためになされたものであって、その第１の目的は、周
囲温度による影響が少なく安定した指紋認証を提供することにある。
【００１２】
本発明の第２の目的は、メンテナンスフリーの指紋認証装置を提供することにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】

指紋認証装置は、赤外領域に感度を有する第１の光学イメージセンサと可視光領
域に感度を有する第２の光学イメージセンサとを隣り合わせて配置した光学イメージセン
サで指紋認証対象物を撮像する撮像部と、前記撮像部から得られたデータを画像処理して
指紋画像を得る画像処理部と、前記指紋画像を予め登録されている指紋データと照合する
照合部を備えていることを特徴とする。
【００１５】
具体的には、本発明の光学イメージセンサはＣＣＤまたはＣＭＯＳであり、また、本発明
における赤外感度を持つ光学イメージセンサまたは前記赤外感度を持つブロックは、Ｐ型
サブストレイトとＮ型チャネル層の間に、通常のＰウェルよりも濃度が薄くて、深く形成
されたディープＰウエル構造がＮ型チャネル層の直下に形成されることを特徴とする。
【００１６】
【発明の実施の形態】
本願発明は、被写体（指）からの散乱光もしくは反射光を赤外光に感度を有する光学イメ
ージセンサを使用して被写体撮像し、これによって被写体の画像（指紋画像）を得るとと
もに、その鮮明度を判定して、その被写体が生体（人体）か、または非生体（レプリカ）
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本発明の



かを判定する。その結果、生体と判定したら、得られた画像と予め登録されている画像を
比較し、一致したら本人であると判定する。
【００１７】
本願発明は、赤外光に感度を有する２次元の光学イメージセンサにＣＣＤまたはＣＭＯＳ
を使用し、被写体に赤外光を照射してその像を撮像したところ、生体では鮮明な指紋の像
が得られ、一方、レプリカでは鮮明な像が得られなかった、という実験結果に基づいたも
のである。ここで、レプリカの材料として、ゴムやプラスチックや石膏などを使用した。
これらの材料を使用した理由は、指紋などのレプリカを作る場合は、先ず指の型をとって
、これに材料を流し込んで造るのが最も簡便で造り易いと考えたためである。なお、上記
現象の理由は、現時点では解明されていないが、再現性のある実験結果が得られている。
【００１８】

について図
面を参照して説明する。
【００１９】
図１は 指紋認証装置の
を示す構成図である。 プリズム１８およびレンズ１９を使用する光学式の指紋
認証装置であり、赤外光源１２および赤外感度を持つ光学イメージセンサ１３を

【００２１】
ここで、赤外感度を持つ光学イメージセンサ１３について説明する。赤外感度を持つ光学
イメージセンサとは、赤外光に対して感応するイメージセンサをいい、生体に対しては鮮
明な画像を生成するが、レプリカに対しては不鮮明な画像を生成する性質を有する。一般
に、光学イメージセンサは、周知のように、図７に示すフォトダイオードと増幅器から成
る多数のエレメントをマトリックス状に配置したものである。すなわち、光源からの光が
フォトダイオードに入射されると、入射光に比例した電流がフォトダイオードで発生する
。この電流を増幅器で増幅し、取り出すことにより、光に対する電気信号が得られる。こ
のように作動するエレメントからマトリックスを形成するには、増幅器の活性化端子をマ
トリックスの水平線ＨＬ、増幅器の出力をマトリックスの垂直線ＶＬに接続する。
【００２２】
図６（Ａ）は赤外感度を持たない光学イメージセンサ、図６（Ｂ）は赤外感度を持つ光学
イメージセンサ１３のエレメントの半導体デバイス構造を示す断面図である。赤外感度を
持たない光学イメージセンサでは、図６（Ａ）に示すように、フォトダイオードを構成す
るＰ型サブストレイト（Ｐ－ｓｕｂｓｔｒａｔｅ）とＮ型チャネル層（Ｎ）の間には層の
浅いＰ型ウエル（Ｐ－ｗｅｌｌ）が存在するだけである。
【００２３】
これに対して、赤外感度を持つ光学イメージセンサ１３では、図６（Ｂ）に示すように、
Ｐ型サブストレイト（Ｐ－ｓｕｂｓｔｒａｔｅ）とＮ型チャネル層（Ｎ）の間に、ディー
プＰウエル（Ｄｅｅｐ　Ｐ－Ｗｅｌｌ）構造が形成される。ディープＰウエルとは、通常
のＰウエルより濃度が薄くて、層が深く形成されたＰウエル構造をいい、Ｎ型チャネル層
の直下に形成される。この結果、通常のＰウエルはＮ型チャネル層の直下の両端側にディ
ープＰウエルの上にのみ形成されることになる。
【００２４】
赤外光は、可視光よりも半導体デバイスの深い所で電荷を発生するため、ディープＰウエ
ル構造によって、この深い所で発生する電荷を補足することが可能になる。したがって、
ディープＰウエル構造を有する光学イメージセンサ１３は、赤外感度を持つことになるの
である。上記ではＣＣＤイメージセンサを例に説明したが、ＣＭＯＳイメージセンサでも
よいことは明かである。
【００２５】
次に、 の動作について、図８に示すフローチャートを参照して説明する
。
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初めに、赤外領域に感度を有する光学イメージセンサを使用した指紋認識装置

、赤外領域に感度を有する光学イメージセンサを使用した 第１の例
この例は、

採用して
いる。

第１の例（図１）



【００２６】
指紋認証を行うときには、先ず、制御部１１は上位装置（図示せず）からの指示により、
赤外光源１２から赤外光をプリズム１８に向けて照射する。このとき、プリズム１８上に
は、指紋認証の対象物（正規の場合は人体の指１０）が置かれている。プリズム１８に入
射された赤外光は、指１０とプリズム表面との接触面で反射され、レンズ１９で集光され
て光学イメージセンサ１３に入力する。光学イメージセンサ１３は、入射されてきた赤外
光を電流信号に変換し画像処理部１４に入力する。
【００２７】
画像処理部１４は、光学イメージセンサ１３から入力した電流について、制御部１１から
の制御により画像処理を行う（図８のステップＳ１）。このとき、上述のような赤外光の
性質により、指１０で反射された赤外光からは鮮明な指紋の画像が得られるが、もしもレ
プリカがプリズム１８上に置かれている場合には、不鮮明な画像となる。画像処理部１４
は得られた画像からマニューシャを検出し（図８のステップＳ２）、そのマニューシャ数
が一定以上か否を判定する（図８のステップＳ３）。その結果により、マニューシャ数が
一定以下の場合には、認証不可とする。
【００２８】
一方、マニューシャ数が一定以上の場合には、照合部１５において、指紋照合処理が行わ
れる（図８のステップＳ４）。指紋照合処理においては、入力された指紋と予め登録され
た指紋データベース１６上の指紋と画像データと指紋データベース１６中の画像データと
突き合わせ、それらの間の類似度をマニューシャから算出し、この類似度をスコアと呼ば
れる数値で表す。そして、スコアが閾値以上か否かを判定する（図８のステップＳ５）。
その結果、スコアが閾値以下なら認証不可とする。スコアが閾値以上なら正当な者の指紋
であるとして認証する。
【００２９】

従来の光学部品を用いた光学式指紋認証装置において、可視光源を赤外光源に
、また光学イメージセンサを赤外感度を持つ光学イメージセンサにそれぞれ取り換えれば
、容易に実現できるので、既存装置からの改造が容易である点に意義がある。
【００３０】
図２は 指紋認証装置の を
示す構成図である。この指紋認証装置は、プリズム，レンズ等の光学部品を使用せず、指
を光学イメージセンサに直接接触させる光学式指紋認証装置に対して、
と同様に、赤外光源２２および赤外感度を持つ光学イメージセンサ２３を採用したもので
ある。
【００３１】
すなわち、この装置では、指を光で直接照射し、その散乱光を２次元配列された多数の受
光素子から成る２次元イメージセンサで受光する。指紋入力時には指紋が受光素子の受光
面に近接配置される。そして、受光面が指紋稜線部と近接している受光素子により、指紋
稜線部を介して指先内部からの散乱光が良好に届く明部領域を指紋稜線として検出する。
また、受光面が指紋谷間部と近接している受光素子により、指先内部からの散乱光があま
り届かない暗部領域を指紋谷間部として検出する。
【００３２】
図２において、赤外光源２２および光学イメージセンサ２３は上述のように構成される。
指紋照合を行うときには、光学イメージセンサ２３の上に指２０が直接置かれる。赤外光
源２２から照射された赤外光は指２０で散乱し、光学イメージセンサ２３に受光される。
その後の処理は、 と同様であり、図８のフローチャートが
適用される。また、図２と図１において、照番号２桁中の１桁目の数字が同じ構成要素は
同じ機能を有する。
【００３３】

図３は本発明の指紋認証装置の第１の実施例を
示す構成図である。この実施例は、プリズム３８およびレンズ３９を使用する光学式の指
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この例は、

赤外領域に感度を有する光学イメージセンサを使用した 第２の例

第１の例（図１）

第１の例（図１）における処理

次に、本発明の実施例について説明する。



紋認証装置であり、赤外感度を持つ光学イメージセンサ３３を採用する点は、図１に示し
た と共通する。しかし、可視光および赤外光が混じった光を照射する可視・赤外
光源３２を使用し、光学イメージセンサ３３に工夫がされており、それに伴って、リファ
レンス処理部３７が設けられていることを特徴とする。
【００３４】
光学イメージセンサ３３は、赤外感度を持つブロックと赤外感度を持たないブロックから
構成される。前者は図６（Ｂ）、後者は図６（Ａ）のように半導体デバイスを構成するの
である。このブロック分けは、光学イメージセンサ３３が１チップで構成される場合には
、１チップに両ブロックを混在させる。また、光学イメージセンサ３３を赤外感度を持つ
チップと、赤外感度を持たないチップで構成してもよい。この方法によればチップの歩留
まりが向上する。更に、簡易な方法としては、赤外感度を持つ光学イメージセンサに赤外
カットフィルタを部分的に貼ることにより、その部分を赤外感度を持たないブロックとす
ることもできる。
【００３５】
図５は、光学イメージセンサ３３における生体とレプリカの判別を説明するための図であ
り、図５の上半分が赤外感度を持つブロック、下半分が赤外感度を持たないブロックを表
している。図５（Ａ）に示すように、指紋認証対象の指を光学イメージセンサ３３に置い
た場合、その指が生体のものであれば、光学イメージセンサ３３から得られる画像は、図
５（Ｂ）に示すように、光学イメージセンサ３３の上半分は赤外感度を持つため鮮明な指
紋画像となり、また下半分は赤外感度を持たないが可視光感度は持つため鮮明な指紋画像
となる。
【００３６】
一方、指がレプリカであれば、光学イメージセンサ３３から得られる画像は、図５（Ｃ）
に示すように、光学イメージセンサ３３の上半分は赤外感度を持つため不鮮明な指紋画像
となり、また下半分は赤外感度を持たないが可視光感度は持つため鮮明な指紋画像となる
。
【００３７】
リファレンス処理部３７は、光学イメージセンサ３３内の赤外感度を持つブロックと赤外
感度を持たないブロックの間の入力指紋画像の鮮明度を比較する。図５から明らかなよう
に、生体の指であればブロック間で鮮明度に差がないが、レプリカの指であればブロック
間で鮮明度に差がある。このことによって、指が生体のものか否かを判別できる。
【００３８】
なお、図５は説明を単純化するために、光学イメージセンサ３３を２つのブロックに分け
た例を示したが、もっと多くのブロックに分割してもよい。その場合、赤外感度を持つブ
ロックと赤外感度を持たないブロックを市松模様のように配置してもよい。細かく分割す
ればするほど、リファレンス処理部３７における比較の対象となる指紋画像の部分が接近
するので、更に正確な比較ができるようになる。光学イメージセンサ３３の１行ごとに、
赤外感度を持つブロックと赤外感度を持たないブロックを配置するのが理想である。また
、ブロック分けも、図５に示したように横方向ではなく、縦方向にしてもよい。
【００３９】
図９は で使用する処理フローチャートであり、図８のステップＳ１
の前に、「鮮明度の差は一定範囲か」をチェックするステップＴ１が追加された形になっ
ており、ステップＴ１で肯定された場合にステップＴ２以下の処理対象となる。図９のス
テップＴ２～Ｔ６は図８のステップＳ１～Ｓ５に対応する。
【００４０】
リファレンス処理部３７におけるブロックの画像比較の具体的な方法としては、次の方法
が考えられる。このような方法は、リファレンス処理部３７における例えばＤＳＰ（Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）により行われる。
【００４１】
画像比較の具体的な方法の第１は、入力する指紋画像についてブロックそれぞれの鮮明度
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第１の例

第１の実施例（図３）



のフーリエ変換をする方法である。この場合のフーリエ変換では、指紋画像の明部領域と
暗部領域の遷移密度を空間周波数に変換し、遷移密度が高い部分は空間周波数が高く、遷
移密度が低い部分は空間周波数が低くなる。生体の場合は、赤外感度を持つブロックと赤
外感度を持たないブロックの両方とも鮮明画像が得られるため、図５（Ｂ）に示すように
、両ブロックとも空間周波数が高く、空間周波数に差がない。一方、レプリカの場合には
、図５（Ｃ）に示すように、赤外感度を持つブロックでは不鮮明画像となるため空間周波
数は低く、赤外感度を持たないブロックでは鮮明画像が得られるため空間周波数は高く、
両ブロック間で空間周波数に差が出ることになる。このことを利用してレプリカを排除す
るのである。
【００４２】
画像比較の具体的な方法の第２は、入力する指紋画像についてブロックそれぞれの鮮明度
の標準偏差を計算する方法である。レプリカを撮影した場合には、赤外感度を持つブロッ
クの画像は不鮮明なため、赤外感度を持たないブロックの画像よりも鮮明度の標準偏差が
低い。生体の場合は、ブロックの間で標準偏差に差がないが、レプリカの場合には、赤外
感度を持つブロックの標準偏差が、赤外感度を持たないブロックに比べて低くなる。この
ことを利用してレプリカを排除するのである。
【００４３】
なお、赤外感度を持つブロックと赤外感度を持たないブロックとでは、感度の絶対値に差
が生じる。そこで、制御部３１は、それぞれのブロックについて、シャッタースピードを
独立に設定することにより適切な画像を得るようにすることができる。ここで、シャッタ
ースピードとは、光学イメージセンサ３３におけるＰＮ接合部において、Ｎ型チャネル層
にリセットをかけて電流信号の読出しを開始してから終了するまでの時間をいい、感度の
高い赤外感度を持つブロックのシャッタースピードは赤外感度を持たないブロックのシャ
ッタースピードより速く設定する。この結果、前者の露光時間は後者の露光時間より短く
なるので、感度の差を補填し、全体として両ブロックとも同じ明るさの画像が得られるよ
うにするのである。
【００４４】
また、制御部３１は、それぞれのブロックについて、適切なセンサ感度を独立に設定する
ようにしても同様な効果を得ることができる。具体的には、光学イメージセンサ３３にお
けるアンプの電流増幅率を、赤外感度持つブロックに対しては、赤外感度持たないブロッ
クに対してよりも低く設定するのである。
【００４５】
更に、制御部３１が、上述のように、２つのブロックに対して同時に異なるシャッタース
ピードで動作ることが困難な場合には、制御部３１は、それぞれのブロックに対する適切
なシャッタースピードを検出し、時間を分けてそれぞれのシャッタースピードで撮像した
後、撮像されたブロックの画像同士を合成するようにしてもよい。このことは、２つのブ
ロックを異なる電流増幅率で動作させる場合についても同様に適用できる。
【００４６】
図４は本発明の指紋認証装置の を示す構成図である。この実施例は、プリズ
ム，レンズ等の光学部品を使用せず、指を光学イメージセンサに直接接触させる光学式指
紋認証装置であって、

すなわち、この指紋認証装置は、可視光および赤外光
が混じった光を照射する可視・赤外光源４１を使用し、光学イメージセンサ４３に工夫が
されており、それに伴って、リファレンス処理部４７が設けられている。光学イメージセ
ンサ４３は、赤外感度を持つブロックと赤外感度を持たないブロックから構成され、リフ
ァレンス処理部４７は、光学イメージセンサ４３内の赤外感度を持つブロックと赤外感度
を持たないブロックの間の入力指紋画像の鮮明度を比較する。
【００４７】
可視・赤外光源４２から照射された赤外光は指４０で散乱し、光学イメージセンサ４３に
受光される。その後の処理は、 と同様であり、図９のフ
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第２の実施例

第２の例（図２）が第１の例（図１）に対して持つ関係と同様な関
係を第１の実施例について有する。

第１の実施例（図３）おける処理



ローチャートが適用される。また、図４と図３において、参照番号２桁中の１桁目の数字
が同じ構成要素は同じ機能を有する。
【００４８】
【発明の効果】
本発明の第１の効果は、指紋画像の読み取りに、従来のような圧電効果および／またはパ
イロ電気効果を利用せず、赤外感度を有する光学イメージセンサを採用したため、周囲温
度による影響が少なく安定した指紋認証装置を提供することができるということである。
【００４９】
本発明の第２の効果は、周囲温度による影響が少なく安定した指紋認証を行えることから
、メンテナンスを軽減した指紋認証装置を提供することができるということである。
【図面の簡単な説明】
【図１】
を示す構成図
【図２】
を示す構成図
【図３】本発明の指紋照合装置の を示す構成図
【図４】本発明の指紋照合装置の を示す構成図
【図５】本発明の おける光学イメージセンサでの生体と
レプリカの判別を説明するための模式図
【図６】赤外感度を持たない光学イメージセンサ（Ａ）と赤外感度を持つ光学イメージ
センサ（Ｂ）の半導体デバイスの構造を示す断面図
【図７】一般的な光学イメージセンサのエレメントを示す回路図
【図８】 のフローチャート
【図９】本発明の指紋照合装置の のフ
ローチャート
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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赤外領域に感度を有する光学イメージセンサを使用した指紋照合装置の第１の例

赤外領域に感度を有する光学イメージセンサを使用した指紋照合装置の第２の例

第１の実施例
第２の実施例

第１の実施例および第２の実施例

指紋照合装置の第１の例（図１）および第２の例（図２）
第１の実施例（図３）および第２の実施例（図４）



【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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