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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個人情報である生体情報を入力する生体情報入力部と、
　個人情報として個人識別記号を入力する個人識別記号入力部と、
　前記入力された生体情報を登録する生体情報登録部と、
　前記入力された個人識別記号を登録する個人識別記号登録部と、
　前記登録された生体情報及び個人識別記号を関係付け且つ記憶位置を示す指示記号を付
与する指示記号付与部と、
　前記付与された指示記号を前記生体情報登録部及び個人識別記号登録部とは別に記憶す
る指示記号記憶部と、
　前記個人識別記号入力部で入力された個人識別記号により前記指示記号を介して前記生
体情報登録部から前記登録された登録生体情報を読み出す読出部と、
　前記読み出された登録生体情報と前記生体情報入力部から入力された入力生体情報とを
比較して個人認証を行う個人認証部とを有し、
　前記生体情報登録部が登録する生体情報を前記指示記号に基づいて外部から取得した同
一個人の生体情報に書き換え可能とし、
　前記個人識別記号登録部が登録する個人識別記号を前記指示記号に基づいて外部から取
得した個人識別記号に書き換え可能とした、
　ことを特徴とする個人認証装置。
【請求項２】
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　個人情報である生体情報を入力する生体情報入力部と、
　個人情報として個人識別記号を入力する個人識別記号入力部と、
　前記入力された生体情報を登録する生体情報登録部と、
　前記入力された個人識別記号を登録する個人識別記号登録部と、
　前記登録された生体情報及び個人識別記号を関係付け且つ記憶位置を示す指示記号を付
与する指示記号付与部と、
　前記付与された指示記号を前記生体情報登録部及び個人識別記号登録部とは別に記憶す
る指示記号記憶部と、
　前記個人識別記号入力部で入力された個人識別記号により前記指示記号を介して前記生
体情報登録部から前記登録された登録生体情報を読み出す読出部と、
　前記読み出された登録生体情報と前記生体情報入力部から入力された入力生体情報とを
比較して個人認証を行う個人認証部と、
　開閉体の施解錠を行う施解錠駆動部と、
　前記個人認証が行われたとき前記施解錠駆動部による前記開閉体の解錠を行わせる制御
部とを有し、
　前記生体情報登録部が登録する生体情報を前記指示記号に基づいて外部から取得した同
一個人の生体情報に書き換え可能とし、
　前記個人識別記号登録部が登録する個人識別記号を前記指示記号に基づいて外部から取
得した個人識別記号に書き換え可能とした、
　ことを特徴とする施錠装置。
【請求項３】
　請求項１記載の個人認証装置であって、
　前記外部から取得するための個人識別記号と生体情報と指示記号とを記録保持するホス
トコンピュータを有する
　ことを特徴とする個人認証装置。
【請求項４】
　請求項２記載の施錠装置であって、
　前記外部から取得するための個人識別記号と生体情報と指示記号とを記録保持するホス
トコンピュータを有する
　ことを特徴とする施錠装置。
【請求項５】
　請求項１又は３記載の個人認証装置であって、
　前記指示記号記憶部は、前記生体情報及び個人識別記号を関係付け且つ前記生体情報の
記憶位置を示す指示記号を記憶する第１の記憶部と、前記生体情報及び個人識別記号を関
係付け且つ前記個人識別記号の記憶位置を示す指示記号を記憶する第２の記憶部とを別に
備え、
　前記生体情報登録部が登録する生体情報を前記第２の記憶部の指示記号及び前記個人識
別記号登録部の個人識別記号に基づいて外部から取得した同一個人の生体情報に書き換え
可能とし、
　前記個人識別記号登録部が登録する個人識別記号を前記第１の記憶部の指示記号及び前
記生体情報登録部の生体情報に基づいて外部から取得した個人識別記号に書き換え可能と
した、
　ことを特徴とする個人認証装置。
【請求項６】
　請求項２又は４記載の施錠装置であって、
　前記指示記号記憶部は、前記生体情報及び個人識別記号を関係付け且つ前記生体情報の
記憶位置を示す指示記号を記憶する第１の記憶部と、前記生体情報及び個人識別記号を関
係付け且つ前記個人識別記号の記憶位置を示す指示記号を記憶する第２の記憶部とを別に
備え、
　前記生体情報登録部が登録する生体情報を前記第２の記憶部の指示記号及び前記個人識
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別記号登録部の個人識別記号に基づいて外部から取得した同一個人の生体情報に書き換え
可能とし、
　前記個人識別記号登録部が登録する個人識別記号を前記第１の記憶部の指示記号及び前
記生体情報登録部の生体情報に基づいて外部から取得した個人識別記号に書き換え可能と
した、
　ことを特徴とする施錠装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、建物ドアなどの開閉体の施錠装置を解錠する際などに個人認証を行う個人認証
装置、及び個人認証に基づいて解錠を行わせる施錠装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のこの種の装置としては、例えば特開２００１－２４１２３７号公報、特開２００２
－７０３８２号公報に記載されたように、操作対象の操作許可や建物ドアなどの開閉体の
施錠装置を解錠する際などに、人の生体情報として指紋入力を行わせ、予め登録された登
録指紋データとの比較により、前記操作許可や解錠を行うものがある。
【０００３】
そして、指紋登録時に登録者の個人識別記号としてＩＤＮＯ（ＩＤ番号）を共に登録し、
指紋照合時には指紋入力と共にＩＤＮＯ入力を行い、入力ＩＤＮＯに対応した登録指紋デ
ータを読み出して入力指紋情報との照合を行なうようにするのが一般的である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記システムであると、登録されたＩＤＮＯ或いは登録指紋データの一部
等に破損が生じたとき、破損個所を特定することが困難となり、破損修復のために全ての
情報を再構築しなければならず、極めて多くの時間と労力とを要するという問題があった
。
【０００５】
本発明は、情報の再構築が容易な個人認証装置、施錠装置の提供を課題とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
請求項１の発明は、個人情報である生体情報を入力する生体情報入力部と、個人情報とし
て個人識別記号を入力する個人識別記号入力部と、前記入力された生体情報を登録する生
体情報登録部と、前記入力された個人識別記号を登録する個人識別記号登録部と、前記登
録された生体情報及び個人識別記号を関係付け且つ記憶位置を示す指示記号を付与する指
示記号付与部と、前記付与された指示記号を前記生体情報登録部及び個人識別記号登録部
とは別に記憶する指示記号記憶部と、前記個人識別記号入力部で入力された個人識別記号
により前記指示記号を介して前記生体情報登録部から前記登録された登録生体情報を読み
出す読出部と、前記読み出された登録生体情報と前記生体情報入力部から入力された入力
生体情報とを比較して個人認証を行う個人認証部とを有し、前記生体情報登録部が登録す
る生体情報を前記指示記号に基づいて外部から取得した同一個人の生体情報に書き換え可
能とし、前記個人識別記号登録部が登録する個人識別記号を前記指示記号に基づいて外部
から取得した個人識別記号に書き換え可能としたことを特徴とする。
【０００７】
請求項２の発明は、個人情報である生体情報を入力する生体情報入力部と、個人情報とし
て個人識別記号を入力する個人識別記号入力部と、前記入力された生体情報を登録する生
体情報登録部と、前記入力された個人識別記号を登録する個人識別記号登録部と、前記登
録された生体情報及び個人識別記号を関係付け且つ記憶位置を示す指示記号を付与する指
示記号付与部と、前記付与された指示記号を前記生体情報登録部及び個人識別記号登録部
とは別に記憶する指示記号記憶部と、前記個人識別記号入力部で入力された個人識別記号
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により前記指示記号を介して前記生体情報登録部から前記登録された登録生体情報を読み
出す読出部と、前記読み出された登録生体情報と前記生体情報入力部から入力された入力
生体情報とを比較して個人認証を行う個人認証部と、開閉体の施解錠を行う施解錠駆動部
と、前記個人認証が行われたとき前記施解錠駆動部による前記開閉体の解錠を行わせる制
御部とを有し、前記生体情報登録部が登録する生体情報を前記指示記号に基づいて外部か
ら取得した同一個人の生体情報に書き換え可能とし、前記個人識別記号登録部が登録する
個人識別記号を前記指示記号に基づいて外部から取得した個人識別記号に書き換え可能と
したことを特徴とする。
　請求項３の発明は、前記外部から取得するための個人識別記号と生体情報と指示記号と
を記録保持するホストコンピュータを有することを特徴とする。
　請求項４の発明は、前記外部から取得するための個人識別記号と生体情報と指示記号と
を記録保持するホストコンピュータを有することを特徴とする。
　請求項５の発明は、前記指示記号記憶部は、前記生体情報及び個人識別記号を関係付け
且つ前記生体情報の記憶位置を示す指示記号を記憶する第１の記憶部と、前記生体情報及
び個人識別記号を関係付け且つ前記個人識別記号の記憶位置を示す指示記号を記憶する第
２の記憶部とを別に備え、前記生体情報登録部が登録する生体情報を前記第２の記憶部の
指示記号及び前記個人識別記号登録部の個人識別記号に基づいて外部から取得した同一個
人の生体情報に書き換え可能とし、前記個人識別記号登録部が登録する個人識別記号を前
記第１の記憶部の指示記号及び前記生体情報登録部の生体情報に基づいて外部から取得し
た個人識別記号に書き換え可能としたことを特徴とする。
　請求項６の発明は、前記指示記号記憶部は、前記生体情報及び個人識別記号を関係付け
且つ前記生体情報の記憶位置を示す指示記号を記憶する第１の記憶部と、前記生体情報及
び個人識別記号を関係付け且つ前記個人識別記号の記憶位置を示す指示記号を記憶する第
２の記憶部とを別に備え、前記生体情報登録部が登録する生体情報を前記第２の記憶部の
指示記号及び前記個人識別記号登録部の個人識別記号に基づいて外部から取得した同一個
人の生体情報に書き換え可能とし、前記個人識別記号登録部が登録する個人識別記号を前
記第１の記憶部の指示記号及び前記生体情報登録部の生体情報に基づいて外部から取得し
た個人識別記号に書き換え可能としたことを特徴とする。
【０００８】
【発明の効果】
　請求項１の発明では、生体情報入力部により個人情報である生体情報を入力することが
できる。個人識別記号入力部では、個人情報として個人識別記号を入力することができる
。生体情報登録部では、前記入力された生体情報を登録することができる。個人識別記号
登録部では、前記入力された個人識別記号を登録することができる。指示記号付与部では
、前記登録された生体情報及び個人識別記号を関係付け且つ記憶位置を示す指示記号を付
与することができる。指示記号記憶部では、前記指示記号を前記生体情報登録部及び個人
識別記号登録部とは別に記憶することができる。読出部では、前記個人識別記号入力部で
入力された個人識別記号により前記指示記号を介して前記生体情報登録部から前記登録さ
れた登録生体情報を読み出すことができる。個人認証部では、前記読み出された登録生体
情報と前記生体情報入力部から入力された入力生体情報とを比較して個人認証を行うこと
ができる。
【０００９】
　従って、生体情報の入力により個人認証を簡単且つ確実に行うことができる。しかも、
登録された生体情報と個人識別記号との一方、或いは何れかの一部等に破損が生じたとき
でも、生体情報と指示記号、個人識別記号と指示記号が関係づけられているため、情報再
構築のために生体情報、個人識別記号、指示記号の関係の外部に記憶されたデータを指示
記号に基づいて入力することにより、破損した生体情報と個人識別記号との一方、或いは
何れかの一部の再構築を破損部のみの修復で短時間に容易に行うことができる。
【００１０】
　請求項２の発明では、生体情報入力部により個人情報である生体情報を入力することが
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できる。個人識別記号入力部では、個人情報として個人識別記号を入力することができる
。生体情報登録部では、前記入力された生体情報を登録することができる。個人識別記号
登録部では、前記入力された個人識別記号を登録することができる。指示記号付与部では
、前記登録された生体情報及び個人識別記号を関係付け且つ記憶位置を示す指示記号を付
与することができる。指示記号記憶部では、前記指示記号を前記生体情報登録部及び個人
識別記号登録部とは別に記憶することができる。読出部では、前記個人識別記号入力部で
入力された個人識別記号により前記指示記号を介して前記生体情報登録部から前記登録さ
れた登録生体情報を読み出すことができる。個人認証部では、前記読み出された登録生体
情報と前記生体情報入力部から入力された入力生体情報とを比較して個人認証を行うこと
ができる。前記個人認証が行われたとき制御手段により開閉体の施解錠を行う施解錠駆動
部による前記開閉体の解錠を行わせることができる。
【００１１】
　従って、生体情報の入力により個人認証を簡単且つ確実に行うことができる。しかも、
登録された生体情報と個人識別記号との一方、或いは何れかの一部等に破損が生じたとき
でも、生体情報と指示記号、個人識別記号と指示記号が関係づけられているため、情報再
構築のために生体情報、個人識別記号、指示記号の関係の外部に記憶されたデータを指示
記号に基づいて入力することにより、破損した生体情報と個人識別記号との一方、或いは
何れかの一部の再構築を破損部のみの修復で短時間に容易に行うことができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の個人認証装置、施錠装置を示すブロック図である。図１では、個人認証装
置１を備えた施錠装置３の概略を示している。前記個人認証装置１は、生体情報入力部５
、個人識別記号入力部７、生体情報登録部９、個人識別記号登録部１１、指示記号付与部
１２、指示記号記憶部１３、読出部１５、個人認証部１７を備えている。前記施錠装置３
は、前記個人認証装置１に加えて施解錠駆動部１９、制御部２１を付加している。
【００１３】
前記生体情報入力部５は、個人情報である生体情報、例えば、人の指の指紋情報、手のひ
らの情報、手の甲の静脈情報、目の虹彩情報等を入力するものである。
【００１４】
前記個人識別記号入力部７は、個人情報として個人識別記号、例えば、ＩＤＮＯ（ＩＤ番
号）を入力する。
【００１５】
前記生体情報登録部９は、前記生体情報入力部５で入力された生体情報を登録する。
【００１６】
前記個人識別記号登録部１１は、前記個人識別記号入力部７で入力されたＩＤＮＯ等を登
録する。
【００１７】
前記指示記号付与部１２は、前記生体情報登録部９で登録された生体情報及び前記個人識
別記号登録部１１で登録されたＩＤＮＯを関係付け且つ記憶位置を示す指示記号、例えば
、インデックスＮＯ（インデックス番号）を付与する。
【００１８】
前記指示記号記憶部１３は、前記付与されたインデックスＮＯ（インデックス番号）を記
憶する。
【００１９】
前記読出部１５は、前記個人識別記号入力部７で入力された個人識別記号であるＩＤＮＯ
等により、前記指示記号であるインデックスＮＯを介して前記生体情報登録部９から前記
登録された登録生体情報として登録指紋データを読み出す。
【００２０】
前記個人認証部１７は、前記読み出された登録指紋データと前記生体情報入力部５から入
力された入力指紋情報とを比較して個人認証を行う。
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【００２１】
前記施解錠駆動部１９は、電気的に駆動されて建物のドア等の開閉体の施解錠を行う。
【００２２】
前記制御部２１は、前記個人認証部１７で個人認証が行われたとき、前記施解錠駆動部１
９に信号を出力し、施解錠駆動部１９を電気的に駆動させて前記開閉体の解錠を行わせる
。
【００２３】
図２，図３は、本発明の一実施形態をネットワークタイプの施錠装置に適用したものであ
る。図２はネットワーク構成した施錠装置を示す説明図、図３は操作ユニットの正面図で
ある。
【００２４】
図２のように、前記施錠装置３の各操作ユニット２３Ａ，２３Ｂ，２３Ｃは、各ドア２５
Ａ，２５Ｂ，２５Ｃ毎に取り付けられ、それぞれホストコンピュータ２７に接続され、各
操作ユニット２３Ａ，２３Ｂ，２３Ｃをホストコンピュータ２７で管理できるようにして
いる。
【００２５】
前記操作ユニット２３Ａ，２３Ｂ，２３Ｃは同様な構成であり、図３のようにハウジング
２６に、ＬＣＤパネル２８、登録ボタン２９、指紋照合ユニット３１等を備えている。指
紋照合ユニット３１には、開閉体３３が備えられている。
【００２６】
前記ＬＣＤパネル２８では、各種機能を表示することができる。前記登録ボタン２９は、
前記個人識別記号入力部７の操作部を構成し、個人識別記号として例えばＩＤＮＯの入力
を行うことができる。
【００２７】
前記操作ユニット２３Ａ，２３Ｂ，２３Ｃは、例えば、図４のようなブロック構成となっ
ている。操作ユニット２３Ａ，２３Ｂ，２３Ｃは、前記生体情報入力部として指紋入力部
５、前記個人識別記号入力部としてＩＤＮＯ入力部７、及び前記制御部２１を備えている
。制御部２１の出力ポートには、前記施解錠駆動部１９が接続されている。
【００２８】
前記指紋入力部５は、前記指紋照合ユニット３１の一部を構成するもので、指紋読み取り
センサで構成され、読み取った指紋情報を制御部２１の演算部５９に入力する。
【００２９】
前記ＩＤＮＯ入力部７は、前記登録ボタン２９の操作でＩＤＮＯを入力するもので、入力
されたＩＤＮＯは演算部５９に入力される。
【００３０】
前記制御部２１は、前記演算部５９、前記生体情報登録部としての指紋データ登録部９、
前記個人識別記号登録部としてのＩＤＮＯ記憶部１１の他に、前記指示記号記憶部１３と
してのインデックスＮＯ記憶部１３ａ，１３ｂを備えている。
【００３１】
前記演算部５９は、前記指示信号付与部１２，読出部１５，個人認証部１７を含む。
【００３２】
前記インデックスＮＯ記憶部１３ａは、ＩＤＮＯ記憶部１１に対応づけられ、前記インデ
ックスＮＯ記憶部１３ｂは、前記指紋データ登録部９に対応づけられている。また、イン
デックスＮＯ記憶部１３ａ，１３ｂは、相互に対応づけられている。
【００３３】
従って、ＩＤＮＯ記憶部１１と指紋イメージ登録部９とは、インデックスＮＯ記憶部１３
ａ，１３ｂを介して関係づけられている。これによって、登録された指紋データと記憶さ
れたＩＤＮＯとがインデックスＮＯを介して関係づけられ、このインデックスＮＯで記憶
位置が示される。すなわち、それぞれの操作者が指紋入力部５、ＩＤＮＯ入力部７から指
紋情報、ＩＤＮＯを入力すると、インデックスＮＯが付与され、ＩＤＮＯ記憶部１１にＩ
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ＤＮＯが、指紋データ登録部９に指紋データが、インデックスＮＯ記憶部１３ａ，１３ｂ
にインデックスＮＯが記憶される。
【００３４】
前記指紋照合ユニット３１は、図５をも用いて説明する。図５（ａ）は指挿入前の要部断
面図、（ｂ）は指挿入後の要部断面図である。図３，図５のように、ハウジング２６には
、収容部３５が設けられている。収容部３５は、ハウジング２６に設けられた開口３７か
ら指を挿入する形状に形成されている。収容部３５内には、底部側に前記生体情報入力部
として指紋入力部５が設けられている。すなわち指紋入力部５は、指ｆの挿入方向（図５
左右方向）に対し交差する方向に位置するように、前記収容部３５内に収容されている。
【００３５】
前記収容部３５の開口３７には、該収容部３５を開閉する前記開閉体３３が設けられてい
る。開口３７及び開閉体３３は、正面から見て矩形に形成され、開閉体３３の閉塞位置で
開閉体３３が開口３７に丁度嵌合する状態となっている。
【００３６】
前記開閉体３３の上端部４３は、例えば鍵状に形成され、一体に設けられた軸部４５でハ
ウジング２６側に回転自在に支持されている。軸部４５の周りには、トルクスプリング４
７が取り付けられ、一方のアーム４９がハウジング２６側に、他方のアーム５１が開閉体
３３側に係合している。従って、開閉体３３は、トルクスプリング４７によって開口３７
を閉塞する位置へ付勢されている。
【００３７】
前記開閉体３３の閉塞位置で、上端部４３は開口３７の上縁部５３に当接して位置決めら
れている。
【００３８】
前記開閉体３３は、導電性材料で形成されている。導電性材料としては、金属、あるいは
カーボン繊維を混入したプラスチック、導電性プラスチックなどを用いることができる。
【００３９】
そして、この開閉体３３に、電源回路のスイッチを連動構成し、開閉体３３の開閉により
前記電源回路がＯＮ・ＯＦＦするように回路構成されている。また、開閉体３３は接地さ
れている。
【００４０】
図６は、前記回路構成を示している。施解錠駆動部１９には、例えば電源として電池５５
が接続されている。電池５５を接続するとＤＣ電源などのように長い配線等が不要となり
、既存のドアにも容易に取り付けることが可能となる。但し電源としてはＤＣ電源を用い
ることも可能である。
【００４１】
前記施解錠駆動部１９の電源回路は、スイッチ５７でＯＮ／ＯＦＦできるようになってい
る。スイッチ５７は、前記開閉体３３と連動構成されている。開閉体３３は接地Ｇされて
いる。
【００４２】
そして、通常は開閉体３３がトルクスプリング４７の付勢力によって開口３７を閉塞する
位置に位置決められ、スイッチ５７は開状態にある。従って、施解錠駆動部１９には、電
池５５から電力供給は行われていない。このため施錠装置３はロック状態にあり、図２に
おいてドア２５Ａ，２５Ｂ，２５Ｃのレバー５９Ａ，５９Ｂ，５９Ｃを操作してもドア２
５Ａ，２５Ｂ，２５Ｃを開くことはできない。
【００４３】
次に、指紋登録や解錠操作する場合は、まず図５（ａ）のように、開閉体３３に指ｆを突
き当てる。このとき導電性材料で形成されている開閉体３３を介し、図６のように接地Ｇ
により操作者の静電気が直ちにアースされることになる。
【００４４】
前記開閉体３３は、トルクスプリング４７で開口３７を閉塞する方向に付勢されているた
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め、指ｆで開閉体３３を押したときに、指ｆを開閉体３３に確実に接触させることができ
、静電気を確実にアースすることができる。
【００４５】
前記指ｆを図７のようにそのまま収容部３５内へ挿入すると、開閉体３３がトルクスプリ
ング４７の付勢力に抗して、図５（ｂ）のように軸部４５を中心に回転する。この回転に
よって、図６で示すスイッチ５７が連動し、電池５５及び施解錠駆動部１９の電源回路が
閉じられる。また、制御部２１等にも電力供給が行われる。
【００４６】
前記収容部３５内に指ｆが差し込まれると、指ｆは指紋入力部５上に対向し、指ｆをその
まま指紋入力部５に押し当て、指紋情報を入力することができる。指紋入力部５に指ｆを
押し当てたときに、前記のようにして操作者の静電気が予め除去されているため、指紋入
力部５を静電気から保護することができる。
【００４７】
前記指ｆを収容部３５から引き抜くと、開閉体３３はトルクスプリング４７の付勢力によ
って、図５（ａ）のように開口３７を閉塞する状態に自動的に復帰する。開閉体３３の自
動復帰によって、スイッチ５７が連動し、電源回路が自動的に切断される。従って、電源
回路の切れ忘れがなく、極めて簡単かつ安価な構成によって電力の無駄を省き、電池５５
の寿命を延ばすことができる。
【００４８】
指紋情報の登録に際しては、登録ボタン２９によりＩＤＮＯを入力する。このＩＤＮＯの
入力により演算部５９においてインデックスＮＯが連続番号で自動的に付与される。なお
、インデックスＮＯは、登録ボタン２９等により操作者が任意に入力することも可能であ
る。
【００４９】
前記演算部５９は、前記入力されたＩＤＮＯをＩＤＮＯ記憶部１１に記憶させ、付与され
たインデックスＮＯを、インデックスＮＯ記憶部１３ａに記憶させる。
【００５０】
ついで指紋入力部５により指紋情報が入力されると、入力された指紋情報は前記付与され
たインデクッスＮＯに対応づけられながら指紋データとして指紋データ登録部９に登録さ
れ、インデックスＮＯは、インデックスＮＯ記憶部１３ｂにも記憶される。
【００５１】
これらＩＤＮＯ、指紋データ、及びインデックスＮＯは、ホストコンピュータ２７にも夫
々記憶される。
【００５２】
ドア解錠操作に際しては、まず登録ボタン２９によりＩＤＮＯを入力する。このＩＤＮＯ
の入力により演算部５９において、ＩＤＮＯ記憶部１１に記憶されているＩＤＮＯに応じ
てインデックスＮＯ記憶部１３ａに記憶されているインデックスＮＯが読み込まれる。こ
のインデックスＮＯに応じてインデックスＮＯ記憶部１３ｂに記憶されているインデック
スＮＯに対応した指紋データ登録部９の登録指紋データが読み込まれる。
【００５３】
前記指紋入力部５により前記のように指紋情報が入力されると、演算部５９において前記
のようにして読み込まれた登録指紋データと照合され、本人認証ができたときに施解錠駆
動部１９が電気的に動作し、電動のドアロックが自動的に解錠される。
【００５４】
前記施解錠駆動部１９により電動のドアロックが解錠されたときは、解錠操作しているド
ア２５Ａ，２５Ｂ，２５Ｃの何れかの対応するレバー５９Ａ，５９Ｂ，５９Ｃを図８のよ
うに操作し、ドア２５Ａ，２５Ｂ，２５Ｃの何れかを開くことができる。
【００５５】
ここで、前記指紋データ登録部９に登録されている多数の登録指紋データ、あるいはＩＤ
ＮＯ記憶部１１に記憶されている対応した多数のＩＤＮＯのいずれか、あるいはいずれか
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【００５６】
すなわち、前記ホストコンピュータ２７には、前記のように入力された入力指紋データ、
ＩＤＮＯ、登録された登録指紋データ、及び順番に付与されたインデックスＮＯの関係が
全て記憶されている。従って、指紋データ登録部９の登録指紋データが破損した場合には
、ＩＤＮＯ記憶部１１とインデックスＮＯ記憶部１３ａとで記憶されているＩＤＮＯ、イ
ンデックスＮＯに基づいてホストコンピュータ２７から対応する指紋データを読み込み、
指紋データ登録部９に登録することができる。
【００５７】
逆に、ＩＤＮＯ記憶部１１のＩＤＮＯが破損した場合には、指紋データ登録部９の指紋デ
ータとインデックスＮＯ記憶部１３ｂのインデックスＮＯとに基づいて、前記ホストコン
ピュータ２７からＩＤＮＯを対応して読み込み、ＩＤＮＯ記憶部１１に記憶させることが
できる。
【００５８】
さらに、指紋データ登録部９、ＩＤＮＯ記憶部１１の一部に破損が生じた場合にも、破損
個所がインデックスＮＯによって特定されるため、ホストコンピュータ２７から対応する
指紋データあるいはＩＤＮＯを読み込んで、指紋データ登録部９に登録し、ＩＤＮＯ記憶
部１１に記憶させることができる。
【００５９】
従って、指紋データ登録部９の指紋データ、ＩＤＮＯ記憶部１１のＩＤＮＯに破損が生じ
た場合でも、指紋データ、ＩＤＮＯの全てを再び対応づけるようにして再構築する必要な
く、修復を短時間で極めて容易に行うことができる。
【００６０】
なお、上記実施形態では、ネットワーク構成の個人認証装置、施錠装置に適用したが、ネ
ットワーク構成をしない個人認証装置、施錠装置にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の個人認証装置、施錠装置に係るブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係り、ネットワーク構成を示す説明図である。
【図３】一実施形態に係り、操作ユニットの正面図である。
【図４】一実施形態に係り、個人認証装置、施錠装置のブロック図である。
【図５】一実施形態に係り、（ａ）は指挿入前の要部拡大断面図、（ｂ）は指挿入後の要
部拡大断面図である。
【図６】一実施形態に係る回路図である。
【図７】一実施形態に係り、指挿入状態の要部正面図である。
【図８】一実施形態に係り、ドア開状態の要部斜視図である。
【符号の説明】
１　個人認証装置
３　施錠装置
５　指紋入力部（生体情報入力部）
７　ＩＤＮＯ入力部（個人識別記号入力部）
９　指紋データ登録部（生体情報登録部）
１１　ＩＤＮＯ登録部（個人識別記号登録部）
１２　指示記号付与部
１３　指示記号記憶部
１３ａ，１３ｂ　インデックスＮＯ記憶部（指示記号記憶部）
１５　読出部
１７　個人認証部
１９　施解錠駆動部
２１　制御部
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