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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のサブセンサーを含む指紋認証センサー、指紋認証回路、オールインワンスイッチ
、及び、タッチボタン回路を備え、
　前記複数のサブセンサーは、それぞれ前記指紋認証回路に接続されるとともに、それぞ
れ前記オールインワンスイッチを介して前記タッチボタン回路に接続され、
　前記指紋認証センサーは、前記オールインワンスイッチがオフされると、前記複数のサ
ブセンサーでの検出により生成される指紋信号をそれぞれ前記指紋認証回路に伝送し、前
記オールインワンスイッチがオンされると、前記オールインワンスイッチを介して前記複
数のサブセンサーでの検出により生成される指紋信号を合併してタッチ信号として前記タ
ッチボタン回路に伝送するように構成され、これにより、前記指紋認証センサーが指紋認
証機能及びタッチボタンの機能を兼用し、
　前記指紋認証回路は、前記複数のサブセンサーでの検出により生成される指紋信号を処
理するように構成され、
　前記タッチボタン回路は、合併して得られたタッチ信号によってタッチ操作が生成され
るかを判断するように構成されることを特徴とする、
　タッチボタン及び指紋認証を実現する装置。
【請求項２】
　前記オールインワンスイッチは、端末機器のホストの命令によってオン・オフするよう
に構成されることを特徴とする、
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　請求項１に記載のタッチボタン及び指紋認証を実現する装置。
【請求項３】
　前記複数のサブセンサーは、ドットマトリクス状、又は長方形のマトリックス状に配列
されることを特徴とする、
請求項１に記載のタッチボタン及び指紋認証を実現する装置。
【請求項４】
　前記指紋認証回路は、
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される指紋信号をデジタル信号に変換し、
前記デジタル信号を端末機器のホストに伝送するように構成される信号処理サブモジュー
ルを備えることを特徴とする、
　請求項１に記載のタッチボタン及び指紋認証を実現する装置。
【請求項５】
　前記指紋認証回路は、
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号によって指紋画像を生成し、前
記指紋画像を端末機器のホストに伝送するように構成される画像生成サブモジュールを備
えることを特徴とする、
　請求項１に記載のタッチボタン及び指紋認証を実現する装置。
【請求項６】
　前記指紋認証回路は、
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される指紋信号によって指紋画像を生成し
、生成された指紋画像をサンプル画像と比較し、比較結果を端末機器のホストに伝送する
ように構成される比較サブモジュールを備えることを特徴とする、
　請求項１に記載のタッチボタン及び指紋認証を実現する装置。
【請求項７】
　前記タッチボタン回路は、
　合併して得られたタッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを判断し、判断結果を
端末機器のホストに伝送するように構成される判断サブモジュールを備えることを特徴と
する、
　請求項１に記載のタッチボタン及び指紋認証を実現する装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のうちいずれか１項に記載のタッチボタン及び指紋認証を実現す
る装置を備える、
　端末機器。
【請求項９】
　オールインワンスイッチと複数のサブセンサーを含む指紋認証センサーとを備える端末
機器に適用されるタッチボタン及び指紋認証を実現する方法において、前記方法は、
　前記端末機器のホストの命令によって前記オールインワンスイッチをオン・オフするス
テップと、
　指紋認証を実現するように、前記オールインワンスイッチがオフされると、前記指紋認
証センサーに備えられる前記複数のサブセンサーでの検出により生成される指紋信号を処
理するステップと、
　前記オールインワンスイッチがオンされると、前記オールインワンスイッチを介して前
記複数のサブセンサーでの検出により生成される指紋信号を合併してタッチ信号とし、合
併して得られたタッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを判断するステップと、を
含み、
　前記指紋認証センサーが指紋認証機能及びタッチボタンの機能を兼用することを特徴と
する、
　タッチボタン及び指紋認証を実現する方法。
【請求項１０】
　前記複数のサブセンサーは、ドットマトリクス状、又は長方形のマトリックス状に配列
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されることを特徴とする、
　請求項９に記載のタッチボタン及び指紋認証を実現する方法。
【請求項１１】
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される指紋信号を処理するステップは、
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される指紋信号をデジタル信号に変換し、
前記デジタル信号を端末機器のホストに伝送するステップを含むことを特徴とする、
　請求項９に記載のタッチボタン及び指紋認証を実現する方法。
【請求項１２】
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される指紋信号を処理するステップは、
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される指紋信号によって指紋画像を生成し
、前記指紋画像を端末機器のホストに伝送するステップを含むことを特徴とする、
　請求項９に記載のタッチボタン及び指紋認証を実現する方法。
【請求項１３】
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される指紋信号を処理するステップは、
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される指紋信号によって指紋画像を生成し
、生成される指紋画像をサンプル画像と比較し、比較結果を端末機器のホストに伝送する
ステップを含むことを特徴とする、
　請求項９に記載のタッチボタン及び指紋認証を実現する方法。
【請求項１４】
　前記合併して得られたタッチ信号によってタッチ操作を生成するかを判断するステップ
は、
　前記合併して得られたタッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを判断し、判断結
果を端末機器のホストに伝送するステップを含むことを特徴とする、
　請求項９に記載のタッチボタン及び指紋認証を実現する方法。
【請求項１５】
　プロセッサーと、
　前記プロセッサーによって実行可能な命令を記憶するメモリと、を備え、
　前記プロセッサーは、
　端末機器のホストの命令によってオールインワンスイッチをオン・オフし、
　指紋認証を実現するように、前記オールインワンスイッチがオフされると、指紋認証セ
ンサーに備えられる複数のサブセンサーでの検出により生成される指紋信号を処理し、
　前記オールインワンスイッチがオンされると、前記オールインワンスイッチを介して前
記複数のサブセンサーでの検出により生成される指紋信号を合併してタッチ信号とし、合
併して得られたタッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを判断するように構成され
、
　前記指紋認証センサーが指紋認証機能及びタッチボタンの機能を兼用することを特徴と
する、
　タッチボタン及び指紋認証を実現する装置。
【請求項１６】
　プロセッサーに実行されることにより、請求項９－１４のいずれか１項に記載のタッチ
ボタン及び指紋認証を実現する方法を実現する、コンピュータ読取可能な記録媒体に記録
されたプログラム。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のプログラムが記録されたコンピュータ読取可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　当該出願は、出願番号が２０１５１００５０８９３.５であって、出願日が２０１５年
１月３０日であり、及び出願番号が２０１５１０００７４１６．０であって、出願日が２
０１５年１月７日である中国特許出願を基礎として優先権を主張し、それらの中国特許出
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願の内容全体は、本願発明に援用される。
【０００２】
　本発明は、電子デバイス技術分野に関し、更に詳細には、タッチボタン及び指紋認証を
実現する装置、方法、端末機器、並びにプログラム及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　端末機器である携帯電話の機能が益々増えるにつれて、端末機器の益々多くなる新しい
機能によって、ユーザーがより多くの便利を図ることができるようになる。
【０００４】
　現在、指紋認証機能は、大きな端末機器メーカーの注目を浴び始めている。現在の端末
機器、例えば、携帯電話、タブレットＰＣなどでは、ボタンと指紋認証機能との互換機能
を実装するために、一般的に、設計される指紋認証機能は、断面図が図１で示される物理
的ボタンの採用と組み合わされる。通常、このような設計を採用する場合、物理的なボタ
ン０２は所定の距離の押し込みのみで機能するため、指紋認証機能領域に対応してカバー
ガラス０１に開口部を設ける必要がある。ユーザーが指紋認証センサー０３を軽くタッチ
すると、システムは指紋のみを認証することができ、また、ユーザーが指紋認証センサー
０３を所定の距離だけ押し込むと、物理的なボタン０２が起動して、システムは指紋認証
及びボタン押し込みの２つの動作を認識することができ、そして、上位レベルの需要に応
じて対応する動作を抽出する。しかしながら、前記構造である場合、端末機器の全体的な
外観が上記の構造に制限され、ユーザーの操作の利便性も制限される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、関連技術に存在する問題を克服するために、端末機器の集積度を向上できる
タッチボタン及び指紋認証を実現する装置、方法、端末機器、並びにプログラム及び記録
媒体を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、タッチボタン及び指紋認証を実現する装置が提供され、
前記装置は、
　複数のサブセンサーを含む指紋認証センサー、指紋認証回路、オールインワン（ａｌｌ
－ｉｎ－ｏｎｅ）スイッチ、及びタッチボタン回路を有し、
前記複数のサブセンサーは、それぞれ前記指紋認証回路に接続され、それぞれ前記オール
インワンスイッチに接続され、前記オールインワンスイッチは、前記タッチボタン回路に
接続され、
　前記指紋認証センサーは、前記オールインワンスイッチがオフ（ｏｆｆ）されると、前
記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号をそれぞれ前記指紋認証回路に伝送
し、前記オールインワンスイッチがオン（ｏｎ）されると、前記オールインワンスイッチ
を介して前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号をタッチ信号に合併して
前記タッチボタン回路に伝送するように構成され、
　前記指紋認証回路は、前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号を処理す
るように構成され、
　前記タッチボタン回路は、合併されたタッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを
判断するように構成される。
【０００７】
　一実施例では、前記オールインワンスイッチは、端末機器のホストの命令によってオン
・オフするように構成されてもよい。
【０００８】
　一実施例では、前記複数のサブセンサーは、ドットマトリクス状、又は長方形のマトリ
ックス状に配列されてもよい。
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【０００９】
　一実施例では、前記指紋認証回路は、
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号をデジタル信号に変換し、前記
デジタル信号を端末機器のホストに伝送するように構成される信号処理サブモジュールを
有してもよい。
【００１０】
　一実施例では、前記指紋認証回路は、
前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号によって指紋画像を生成し、前記
指紋画像を端末機器のホストに伝送するように構成される画像生成サブモジュールを有し
てもよい。
【００１１】
　一実施例では、前記指紋認証回路は、
前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号によって指紋画像を生成し、生成
された指紋画像をサンプル画像と比較し、比較結果を端末機器のホストに伝送するように
構成される比較サブモジュールを有してもよい。
【００１２】
　一実施例では、前記タッチボタン回路は、
合併されたタッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを判断し、判断結果を端末機器
のホストに伝送するように構成される判断サブモジュールを有してもよい。
【００１３】
　また、本発明の第２の態様によれば、前記いずれかのタッチボタン及び指紋認証を実現
する装置を有する端末機器が提供される。
【００１４】
　また、本発明の第３の態様によれば、オールインワンスイッチと複数のサブセンサーを
含む指紋認証センサーとを有する端末機器に適用されるタッチボタン及び指紋認証を実現
する方法が提供され、前記方法は、
　前記端末機器のホストの命令によって前記オールインワンスイッチをオン・オフするス
テップと、
　前記オールインワンスイッチがオフされると、複数のサブセンサーでの検出により生成
される信号を処理するステップと、
　前記オールインワンスイッチがオンされると、前記オールインワンスイッチを介して前
記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号をタッチ信号に合併し、合併された
タッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを判断するステップと、を含む。
【００１５】
　一実施例では、前記複数のサブセンサーは、ドットマトリクス状、又は長方形のマトリ
ックス状に配列されてもよい。
【００１６】
　一実施例では、前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号を処理するステ
ップは、
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号をデジタル信号に変換し、前記
デジタル信号を端末機器のホストに伝送するステップを含んでもよい。
【００１７】
　一実施例では、前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号を処理するステ
ップは、
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号によって指紋画像を生成し、前
記指紋画像を端末機器のホストに伝送するステップを含んでもよい。
【００１８】
　一実施例では、前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号を処理するステ
ップは、
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号によって指紋画像を生成し、生
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成された指紋画像をサンプル画像と比較し、比較結果を端末機器のホストに伝送するステ
ップを含んでもよい。
【００１９】
　一実施例では、前記合併されたタッチ信号によってタッチ操作を生成するかを判断する
ステップは、
　合併されたタッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを判断し、判断結果を端末機
器のホストに伝送するステップを含んでもよい。
【００２０】
　また、本発明の第４の態様によれば、タッチボタン及び指紋認証を実現する装置が提供
され、前記装置は、
　プロセッサーと、
　前記プロセッサーによって実行可能な命令を記憶するメモリと、を有し、
　前記プロセッサーは、
　端末機器のホストの命令によってオールインワンスイッチをオン・オフし、
　前記オールインワンスイッチがオフされると、複数のサブセンサーでの検出により生成
される信号を処理し、
　前記オールインワンスイッチがオンされると、前記オールインワンスイッチを介して前
記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号をタッチ信号に合併し、合併された
タッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを判断するように構成される。
【００２１】
　本発明の第５の態様によれば、
　前記プロセッサーに実行されることにより、上記のタッチボタン及び指紋認証を実現す
る方法を実現する、コンピュータ読取可能な記録媒体に記録されたプログラムを提供する
。
【００２２】
　本発明の第６の態様によれば、
　上記プログラムが記録されたコンピュータ読取可能な記録媒体を提供する。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明が提供した技術案によれば、少なくとも、以下のような有益な効果を奏すること
ができる。即ち、指紋認証センサーを共用することで指紋認証とタッチボタンの機能を実
現でき、指紋認証とタッチボタン機能を実現するための外部要素を１つの要素になるよう
に集積して、電子機器の集積度を向上させて、ユーザーの操作利便性を向上できる。
【００２４】
　なお、以上の一般的な記述と、以下の詳細の記述は、ただ例示的なものであって、本発
明を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
　ここの図面は、明細書に組み入れて本明細書の一部分を構成し、本発明に該当する実施
例を例示するとともに、明細書とともに本発明の原理を解釈するように構成される。
【図１】現在の端末機器のタッチボタン構造を示す断面図である。
【図２】一例示的な実施例に係るタッチボタン及び指紋認証を実現する装置を示すブロッ
ク図である。
【図３】一例示的な実施例に係るサブセンサーをドットマトリクス状に配列した指紋認証
の構成を示す説明図である。
【図４】一例示的な実施例に係るサブセンサーを長方形のマトリクス状に配列した指紋認
証の構成を示す説明図である。
【図５】一例示的な第１の実施例に係るタッチボタン及び指紋認証を実現する装置を示す
ブロック図である。
【図６】一例示的な実施例に係るタッチボタン及び指紋認証を実現する方法を示すフロー
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チャートである。
【図７】一例示的な実施例に係るタッチボタン及び指紋認証を実現する装置に適用される
ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　ここで、図面に示される例示的な実施例について詳細に説明する。以下、図面に関連し
て説明する際に、特別な説明がない限り、異なる図面での同一符号は、同一又は類似な要
素を示す。以下の例示的な実施例で記載する実施例は、本発明に一致する全ての実施例を
代表するわけではない。かえって、それらは、添付される特許請求の範囲で詳細に記載さ
れる本発明の一部の態様に一致する装置、及び方法の例に過ぎない。
【００２７】
　図２は、一例示的な実施例に係るタッチボタン及び指紋認証を実現する装置を示すブロ
ック図である。図２を参照すると、この装置は、複数のサブセンサーを有する指紋認証セ
ンサー２１、指紋認証回路２２、オールインワンスイッチ２３、及びタッチボタン回路２
４を有する。
【００２８】
　複数のサブセンサーはそれぞれ指紋認証回路２２に接続され、複数のサブセンサーはそ
れぞれオールインワンスイッチ２３に接続され、オールインワンスイッチ２３はタッチボ
タンの回路２４に接続される。
【００２９】
　指紋認証センサー２１は、オールインワンスイッチ２３がオフされると、複数のサブセ
ンサーでの検出により生成される信号を、それぞれ指紋認証回路２２に伝送し、オールイ
ンワンスイッチ２３がオンされると、複数のサブセンサーでの検出により生成される信号
を、オールインワンスイッチ２３を介してタッチ信号に合併して、タッチ信号をタッチボ
タン回路２４に伝送する。
【００３０】
　指紋認証回路２２は、複数のサブセンサーでの検出により生成される信号を処理する。
【００３１】
　タッチボタン回路２４は、合併されたタッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを
判断する。
【００３２】
　一実施例では、図３及び図４を参照すると、複数のサブセンサーはドットマトリクス状
、又は長方形のマトリックス状に配列される。
【００３３】
　指紋認証センサーには複数のサブセンサー３２が配列され、サブセンサー３２は、指紋
のそれぞれの微細な肝心な情報を検出し、これらの肝心な情報によって指紋の画像を還元
して、サンプル映像と一致しているかを対照して分析する。
【００３４】
　ドットマトリクス状であっても長方形のマトリックスであっても、いずれもサブセンサ
ーの配列を介して指の指紋信号を指紋認証回路２２に伝送し、さらに信号のフィルタリン
グ、増幅、ＡＤサンプリングなどの処理を経て、指紋チップ（ｃｈｉｐ）に十分なデジタ
ル信号を提供する。サイズが小さく、信号量が少なく、応答面積が小さく、感度が低いと
いう個々の指紋認証センサーの特性のため、サブセンサーの配列は、指のタッチの検出に
十分な信号を提供することができず、通常の指のタッチ機能を実現することができない。
従って、オールインワンスイッチ２３をオンして、オールインワンスイッチ２３を介して
複数のサブセンサーでの検出により生成される信号をタッチ信号に合併してタッチボタン
回路２４に伝送する。これによって、タッチボタン回路２４に十分な　エネルギーレベル
を有する信号を提供することができる。
【００３５】
　本発明の実施例が提供する技術案によれば、以下のような有益な効果を奏することがで
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きる。即ち、
　指紋認証センサーを共用することで、指紋認証とタッチボタンの機能を実現でき、指紋
認証とタッチボタン機能を実現するための外部要素を１つの要素になるように集積して、
電子機器の集積度を向上させて、ユーザーの操作利便性を向上できる。
【００３６】
　第１の実施例
　図５は、一例示的な第１の実施例に係るタッチボタン及び指紋認証を実現する装置を示
すブロック図である。図３に示すように、装置は、複数のサブセンサー３２を有する指紋
認証センサー２１、指紋認証回路２２、オールインワンスイッチ２３、及びタッチボタン
回路２４を有する。複数のサブセンサー３２は、長方形のマトリックス状に配列される。
図３に示すように、複数のサブセンサー３２は、ドットマトリックス状に配列されてもよ
い。
【００３７】
　本実施例では、指紋認証の構成において、センサーを共有し、新しいタッチボタンの構
成を追加して、指紋認証とタッチボタンの兼用機能を実現する。
【００３８】
　オールインワンスイッチ２３は、端末機器のホスト３１の命令によってオン・オフされ
、指紋認証に応答する必要がある場合は、オールインワンスイッチ２３はオフされ、指紋
認証回路２２は複数のサブセンサー３２の信号を取得して指紋認証機能を実現する。また
、ホスト３１が指のタッチ機能に応答する場合は、オールインワンスイッチ２３はオンさ
れ、サブセンサー３２のすべてが接続されて一つの大きなセンサーになり、タッチボタン
回路２４は、大きなセンサーを介して指のタッチ信号を取得して、指のタッチ機能を完成
する。上位レベルのホスト３１の需要に応じて、複数のサブセンサーは接続されて一つの
大きなセンサーとなり、タッチボタン回路２４に十分に強い信号を提供することができ、
同時に、指のタッチが要求する感度、応答面積、応答速度を保証することができる。
【００３９】
　一実施例では、指紋認証回路２２は、
　複数のサブセンサー３２での検出により生成される信号をデジタル信号に変換し、デジ
タル信号を端末機器のホスト３１に伝送するように構成される信号処理サブモジュールを
有してもよい。
【００４０】
　例えば、複数のサブセンサー３２での検出により生成される信号をフィルタリング、増
幅、サンプリングして、複数のサブセンサー３２での検出により生成される信号をデジタ
ル信号に変換する。
【００４１】
　一実施例では、指紋認証回路２２は、
　複数のサブセンサー３２での検出により生成される信号によって指紋画像を生成し、指
紋画像を端末機器のホスト３１に伝送するように構成される画像生成サブモジュールを有
してもよい。
【００４２】
　一実施例では、指紋認証回路２２は、
　複数のサブセンサー３２での検出により生成される信号によって指紋画像を生成し、生
成される指紋画像をサンプル画像と比較し、比較結果を端末機器のホスト３１に伝送する
ように構成される比較サブモジュールを有してもよい。
【００４３】
　一実施例では、タッチボタン回路２４は、
　合併されたタッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを判断し、判断結果を端末機
器のホスト３１に伝送するように構成される判断サブモジュールを有してもよい。
【００４４】
　本発明は、ＩＣ（集積回路）の処理を分離し、センサーを共有する方式を採用する。上
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記図面に示されたように、集積度がさらに高い方式を採用することもできる。例えば、オ
ールインワンスイッチ２３をタッチボタン回路２４と一緒に同一のＩＣに集積してもよく
、オールインワンスイッチ２３を指紋認証回路２２と一緒に同一のＩＣに集積してもよく
、また、オールインワンスイッチ２３、指紋認証回路２２及びタッチボタン回路２４を同
時に同一のＩＣに集積してもよい。これによって、集積度がもっと高い解決手段を提供す
ることができる。
【００４５】
　本発明の実施例が提供する技術案によれば、以下のような有益な効果を奏することがで
きる。即ち、
　指紋認証センサーを共用することで、指紋認証とタッチボタンの機能を実現でき、指紋
認証とタッチボタン機能を実現するための外部要素を１つの要素になるように集積して、
電子機器の集積度を向上させて、ユーザーの操作利便性を向上できる。
【００４６】
　本発明は、いずれかのタッチボタン及び指紋認証を実現する装置を有するように構成さ
れる端末機器を提供する。
【００４７】
　一実施例では、端末機器は、前記いずれかのタッチボタン及び指紋認証を実現する装置
及びホストを有する。
【００４８】
　本発明の実施例が提供する技術案によれば、以下のような有益な効果を奏することがで
きる。即ち、
　指紋認証センサーを共用することで、指紋認証とタッチボタンの機能を実現でき、指紋
認証とタッチボタン機能を実現するための外部要素を１つの要素になるように集積して、
電子機器の集積度を向上させて、ユーザーの操作利便性を向上できる。
【００４９】
　図６は、一例示的な実施例に係るタッチボタン及び指紋認証を実現する方法を示すフロ
ーチャートであり、例えば、携帯電話や、タブレットＰＣなどの端末機器に適用される。
端末機器は、オールインワンスイッチと、複数のサブセンサーを有する指紋認証センサー
を含む。ここで、複数のサブセンサーはドットマトリクス状、又は長方形のマトリクス状
に配列されてもよい。図６に示すように、ステップＳ６０１－ステップＳ６０３を含む。
【００５０】
　ステップＳ６０１：端末機器のホストの命令によってオールインワンスイッチをオン・
オフする。
【００５１】
　ステップＳ６０２：オールインワンスイッチがオフされると、複数のサブセンサーでの
検出により生成される信号を処理する。
【００５２】
　一実施例では、前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号を処理するステ
ップは、複数のサブセンサーでの検出により生成される信号をデジタル信号に変換し、デ
ジタル信号を端末機器のホストに伝送するステップを含んでもよい。
【００５３】
　例えば、複数のサブセンサーでの検出により生成される信号をフィルタリング、増幅、
サンプリングして、複数のサブセンサーでの検出により生成される信号をデジタル信号に
変換する。
【００５４】
　本実施例では、複数のサブセンサーでの検出により生成される信号をデジタル信号に変
換し、デジタル信号を端末機器のホストに伝送する。端末機器のホストは、受信されるデ
ジタル信号によって指紋画像を生成し、指紋画像をサンプル画像と比較して比較結果を取
得し、比較結果によって後続の操作を行う。例えば、比較結果によってロック解除をする
かを判断し、比較結果が一致する場合ロックを解除し、比較結果が一致しない場合、ロッ
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クを解除しない。
【００５５】
　一実施例では、前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号を処理するステ
ップは、複数のサブセンサーでの検出により生成される信号によって指紋画像を生成して
、指紋画像を端末機器のホストに伝送するステップを含んでもよい。
【００５６】
　本実施例では、複数のサブセンサーでの検出により生成される信号によって指紋画像を
生成し、指紋画像を端末機器のホストに伝送する。端末機器のホストは、指紋画像とサン
プル画像とを比較して比較結果を取得し、比較結果によって後続の操作を行う。例えば、
比較結果によってロック解除をするかを判断し、比較結果が一致する場合ロックを解除し
、比較結果が一致しない場合ロックを解除しない。
【００５７】
　一実施例では、前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号を処理するステ
ップは、複数のサブセンサーでの検出により生成される信号によって指紋画像を生成し、
生成される指紋画像をサンプル画像と比較し、比較結果を端末機器のホストに伝送するス
テップを含んでもよい。
【００５８】
　本実施例では、複数のサブセンサーでの検出により生成される信号によって指紋画像を
生成し、生成される指紋画像をサンプル画像と比較し、比較結果を端末機器のホストに伝
送する。端末機器のホストは、比較結果によって後続の操作を行う。例えば、比較結果に
よってロック解除をするかを判断し、比較結果が一致する場合ロックを解除し、比較結果
が一致しない場合ロックを解除しない。
【００５９】
　ステップＳ６０３：オールインワンスイッチがオンされると、オールインワンスイッチ
を介して複数のサブセンサーでの検出により生成される信号をタッチ信号に合併し、合併
されたタッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを判断する。
【００６０】
　一実施例では、前記合併されたタッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを判断す
るステップは、合併されたタッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを判断し、判断
結果を端末機器のホストに伝送するステップを含んでもよい。
【００６１】
　例えば、オールインワンスイッチは端末機器のホストの命令によってオン・オフされ、
指紋認証に応答する必要がある場合は、オールインワンスイッチはオフされ、複数のサブ
センサーの信号を取得して指紋認証機能を完成する。また、ホストが指のタッチ機能に応
答する場合は、オールインワンスイッチはオンされ、サブセンサーのすべてが接続されて
一つの大きなセンサーになり、当該大きなセンサーを介して指のタッチ信号を取得して指
のタッチ機能を完成する。上位レベルのホストの需要に応じて、複数のサブセンサーを接
続して一つの大きなセンサーを構成し、十分に強い信号を提供してタッチ操作が生成され
るかを判断することができ、指のタッチが要求する感度、応答面積、応答速度を保証する
ことができる。
【００６２】
　本発明が提供する技術案によれば、以下のような有益な効果を奏することができる。即
ち、指紋認証センサーを共用することで、指紋認証とタッチボタンの機能を実現でき、指
紋認証とタッチボタン機能を実現するための外部要素を１つの要素になるように集積して
、電子機器の集積度を向上させて、ユーザーの操作利便性を向上できる。
【００６３】
　図７は、一例示的な実施例に係るタッチボタン及び指紋認証を実現する装置１２００の
ブロック図であり、当該装置は端末機器に適用される。例えば、装置１２００は、携帯電
話、コンピュータ、デジタル放送端末機器、メッセージ送受信装置、ゲームコンソール、
タブレット装置、医療設備、フィットネス装置、ＰＤＡなどであってもよい。



(11) JP 6196398 B2 2017.9.13

10

20

30

40

50

【００６４】
　図７を参照すると、装置１２００は、処理ユニット１２０２、メモリ１２０４、電源ユ
ニット１２０６、マルチメディアユニット１２０８、オーディオユニット１２１０、入出
力（Ｉ／Ｏ）インターフェース１２１２、センサーユニット１２１４、及び通信ユニット
１２１６からなる群から選ばれる少なくとも１つを有してもよい。
【００６５】
　処理ユニット１２０２は、一般的には、装置１２００の全体の操作、例えば、表示、電
話呼び出し、データ通信、カメラ操作、及び記録操作に関連する操作を制御する。処理ユ
ニット１２０２は、上述した方法におけるステップの一部又は全部を実現できるように、
命令を実行する少なくとも１つのプロセッサー１２２０を有してもよい。また、処理ユニ
ット１２０２は、他のユニットとのインタラクションを便利にさせるように、少なくとも
１つのモジュールを有してもよい。例えば、処理ユニット１２０２は、マルチメディアユ
ニット１２０８との相互作用を容易にするように、マルチメディアモジュールを有しても
よい。
【００６６】
　メモリ１２０４は、装置１２００での操作をサポートするように、各種のデータを記憶
するように配置される。これらのデータは、例えば、装置１２００で何れのアプリケーシ
ョン又は方法を操作するための命令、連絡先データ、電話帳データ、メッセージ、画像、
ビデオ等を有する。メモリ１２０４は、何れの種類の揮発性又は不揮発性メモリ、例えば
、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ
（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ－
Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ 
Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ＲＯＭ）、
ＲＯＭ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｂｅｒ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディ
スク、或いは光ディスクにより、或いはこれらの組み合わせにより実現することができる
。
【００６７】
　電源ユニット１２０６は、装置１２００の各種ユニットに電力を供給するためのもので
あり、電源管理システム、１つ又は複数の電源、及び装置１２００のために電力を生成、
管理及び分配することに関連する他のユニットを有してもよい。
【００６８】
　マルチメディアユニット１２０８は、装置１２００とユーザーの間に出力インターフェ
ースを提供するスクリーンを有してもよい。スクリーンは、例えば、液晶ディスプレイ（
ＬＣＤ）やタッチパネル（ＴＰ）を有してもよい。スクリーンは、タッチパネルを有する
場合、ユーザーからの入力信号を受信するように、タッチスクリーンになることができる
。また、タッチパネルは、タッチや、スライドや、タッチパネル上の手振りを感知するよ
うに、少なくとも１つのタッチセンサーを有する。タッチセンサーは、タッチやスライド
動作の境界を感知できるだけではなく、タッチやスライド操作と関連する持続時間や圧力
も感知できる。一実施例では、マルチメディアユニット１２０８は、フロントカメラ及び
／又はバックカメラを有してもよい。装置１２００が、例えば、撮影モードやビデオモー
ドのような操作モードにある時、フロントカメラ及び／又はバックカメラが外部のマルチ
メディアデータを受信できる。フロントカメラ及びバックカメラのそれぞれは、固定の光
学レンズ系であってもよいし、焦点距離及び光学ズーム能力を有するものであってもよい
。　
【００６９】
　オーディオユニット１２１０は、オーディオ信号を出力及び／又は入力するように配置
される。例えば、オーディオユニット１２１０は、マイクロフォン（ＭＩＣ）を有しても
よい。装置１２００が、例えば、呼び出しモード、記録モード、又は音声認証モードのよ
うな操作モードにあるとき、マイクロフォンは、外部のオーディオ信号を受信するように
配置される。受信したオーディオ信号は、メモリ１２０４にさらに記憶されてもよいし、
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通信ユニット１２１６を介して送信されてもよい。一実施例では、オーディオユニット１
２１０は、オーディオ信号を出力するためのスピーカをさらに有してもよい。
【００７０】
　Ｉ／Ｏインターフェース１２１２は、処理ユニット１２０２と外部のインターフェース
モジュールの間にインターフェースを提供するためのものである。前記外部のインターフ
ェースモジュールは、キーボードや、クリックホイールや、ボタン等であってもよい。こ
れらのボタンは、ホームボタンや、音量ボタンや、スタートボタンや、ロックボタンであ
ってもよいが、これらに限らない。
【００７１】
　センサーユニット１２１４は、装置１２００のために各方面の状態を評価する少なくと
も１つのセンサーを有してもよい。例えば、センサーユニット１２１４は、装置１２００
のオン／オフ状態や、ユニットの相対的な位置を検出することができる。
【００７２】
　例えば、ユニットが装置１２００のディスプレイ及びキーパッドである。センサーユニ
ット１２１４は、装置１２００又は装置１２００の１つのユニットの位置の変化や、ユー
ザーが装置１２００に接触しているか否かや、装置１２００の方向又は加速／減速や、装
置１２００の温度変化を検出することができる。センサーユニット１２１４は、何れの物
理的な接触もない場合に付近の物体を検出するように配置される近接センサーを有しても
よい。センサーユニット１２１４は、イメージアプリケーションに用いるための光センサ
ー、例えば、ＣＭＯＳ又はＣＣＤ画像センサーを有してもよい。一実施例では、該センサ
ーユニット１２１４は、加速度センサー、ジャイロスコープセンサー、磁気センサー、圧
力センサー又は温度センサーをさらに有してもよい。
【００７３】
　通信ユニット１２１６は、装置１２００と他の設備の間の無線又は有線通信を便利にさ
せるように配置される。装置１２００は、通信標準に基づく無線ネットワーク、例えば、
ＷｉＦｉや、２Ｇや、３Ｇ、又はこれらの組み合わせにアクセスできる。１つの例示的な
実施例では、通信ユニット１２１６は、放送チャンネルを介して外部の放送管理システム
からの放送信号又は放送に関する情報を受信する。１つの例示的な実施例では、前記通信
ユニット１２１６は、近距離通信を促進するために近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュール
をさらに有してもよい。例えば、ＮＦＣモジュールは、無線周波数認証装置（ＲＦＩＤ：
Ｒａｄｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、赤外線データ協
会（ＩｒＤＡ：Ｉｎｆｒａｒｅｄ Ｄａｔａ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、超広帯域無
線（ＵＷＢ：Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ Ｂａｎｄ）技術、ブルートゥース（登録商標）（ＢＴ
：Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））技術及び他の技術によって実現されてもよい。
【００７４】
　例示的な実施例では、装置１２００は、上述した方法を実行するために、１つ又は複数
の特定用途向け集積回路（ＡＳIＣ：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｉｎｔ
ｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ）、デジタル信号プロセッサー（ＤＳＰ：Ｄｉｇｉｔａ
ｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤ：Ｄｉｇ
ｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅ）、プログラム可能論理デ
バイス（ＰＬＤ：Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｌｏｇｉｃ Ｄｅｖｉｃｅ）、書替え可能ゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡ：Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａｙ）
、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサー、又は他の電子デバイス
によって実現されてもよい。
【００７５】
　例示的な実施例では、命令を有する非一時的（ｎｏｎ‐ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ）コンピ
ュータ可読記録媒体、例えば、命令を有するメモリ１２０４をさらに提供する。この命令
は、装置１２００のプロセッサー１２２０により実行されて前記方法を実現する。例えば
、前記非一時的コンピュータ可読記録媒体、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ
、フロッピーディスク（登録商標）、光データ記憶デバイス等であってもよい。
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【００７６】
　タッチボタン及び指紋認証を実現する装置は、
　プロセッサーと、
　前記プロセッサーによって実行可能な命令を記憶するメモリと、を有し、
　前記プロセッサーは、
　端末機器のホストの命令によってオールインワンスイッチをオン・オフし、
　前記オールインワンスイッチがオフされると、複数のサブセンサーでの検出により生成
される信号を処理し、
　前記オールインワンスイッチがオンされると、前記オールインワンスイッチを介して前
記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号をタッチ信号に合併し、合併された
タッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを判断するように構成される。
【００７７】
　前記プロセッサーは、前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号をデジタ
ル信号に変換し、前記デジタル信号を端末機器のホストに伝送するように構成される。
【００７８】
　前記プロセッサーは、前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号によって
指紋画像を生成し、前記指紋画像を端末機器のホストに伝送するように構成される。
【００７９】
　前記プロセッサーは、前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号によって
指紋画像を生成し、生成される指紋画像をサンプル画像と比較し、比較結果を端末機器の
ホストに伝送するように構成される。
【００８０】
　前記プロセッサーは、合併されたタッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを判断
し、判断結果を端末機器のホストに伝送するように構成される。
【００８１】
　非一時的コンピュータ可読記録媒体は、前記記録媒体における命令がモバイル端末のプ
ロセッサーにより実行されると、モバイル端末がタッチボタン及び指紋認証を実現する方
法を実行するようにする。前記方法は、
　前記端末機器のホストの命令によって前記オールインワンスイッチをオン・オフするス
テップと、
　前記オールインワンスイッチがオフされると、複数のサブセンサーでの検出により生成
される信号を処理するステップと、
　前記オールインワンスイッチがオンされると、前記オールインワンスイッチを介して前
記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号をタッチ信号に合併し、合併された
タッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを判断するステップと、を含む。
【００８２】
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号を処理するステップは、
　前記複数のサブセンサーでの検出のより生成される信号をデジタル信号に変換し、前記
デジタル信号を端末機器のホストに伝送するステップを含んでもよい。
【００８３】
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号を処理するステップは、
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号によって指紋画像を生成し、前
記指紋画像を端末機器のホストに伝送するステップを含んでもよい。
【００８４】
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号を処理するステップは、
　前記複数のサブセンサーでの検出により生成される信号によって指紋画像を生成し、生
成される指紋画像をサンプル画像と比較し、比較結果を端末機器のホストに伝送するステ
ップを含んでもよい。
【００８５】
　前記合併されたタッチ信号によってタッチ操作を生成するかを判断するステップは、
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　合併されたタッチ信号によってタッチ操作が生成されるかを判断し、判断結果を端末機
器のホストに伝送するステップを含んでもよい。
【００８６】
　当業者は、明細書に対する理解、及び明細書に記載された発明に対する実施を介して、
本発明の他の実施形態を容易に取得することができる。本発明は、本発明に対する任意の
変形、用途、又は適応的な変化を含み、このような変形、用途、又は適応的な変化は、本
発明の一般的な原理に従い、本発明では開示していない本技術分野の公知知識、又は通常
の技術手段を含む。明細書及び実施例は、単に例示的なものであって、本発明の本当の範
囲と主旨は、以下の特許請求の範囲によって示される。
【００８７】
　本発明は、上記で記述され、図面で図示した特定の構成に限定されず、その範囲を離脱
しない状況で、様々な修正や変更を実施してもよい。本発明の範囲は、添付される特許請
求の範囲のみにより限定される。
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【図２】

【図３】

【図４】
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