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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数人物の生体情報の特徴データと各特徴データに対応付けられたＩＤとを有する第１
の登録特徴データ群を記憶する第１の記憶手段と、
　前記第１の登録特徴データ群における人物の数より多い人物の生体情報の特徴データと
各特徴データに対応付けられたＩＤとを有する第２の登録特徴データ群を記憶する第２の
記憶手段と、
　人物の生体情報の入力を受け付け、その生体情報の特徴データを取得する生体情報入力
手段と、
　人物のＩＤの入力を受け付けるＩＤ入力手段と、
　前記生体情報入力手段により取得された特徴データと前記第１の記憶手段の第１の登録
特徴データ群とを比較し、前記生体情報入力手段により取得された特徴データが前記第１
の登録特徴データ群の特徴データと一致しない場合、前記ＩＤ入力手段により入力された
ＩＤに対応する特徴データを前記第２の記憶手段の第２の登録特徴データ群から取得し、
当該特徴データと前記生体情報入力手段により取得された特徴データとが一致するか否か
を比較する制御手段と、
　を備え、
　前記第１の登録特徴データ群及び第２の登録特徴データ群はさらに、前記ＩＤに対応す
る最新使用日時の情報を含み、
　前記第１の登録特徴データ群は、前記第１の登録特徴データ群及び第２の登録特徴デー
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タ群を前記最新使用日時に基づいて使用日時の新しい順番に並べた場合の最上位から予め
設定された順番までの特徴データ群に更新される構成とすることを特徴とする人物照合装
置。
【請求項２】
　請求項１に記載の人物照合装置において、
　前記制御手段は、
　前記生体情報入力手段により取得された特徴データと前記第１の登録特徴データ群とを
比較する場合及び前記第２の登録特徴データ群から取得した前記ＩＤ入力手段により入力
されたＩＤに対応する特徴データと前記生体情報入力手段により取得された特徴データと
が一致するか否かを比較する場合、特徴データ同士の一致する割合が予め設定された閾値
以上であるか否かに基づいて判断を行うこと、
　を特徴とする人物照合装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の人物照合装置において、
　前記制御手段は、
　特徴データ同士の一致する割合が予め設定された閾値以上であると判断した場合、所定
手段の使用許可を設定すること、
　を特徴とする人物照合装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の人物照合装置において、
　前記制御手段は、
　特徴データ同士の一致する割合が予め設定された閾値以上であると判断した場合、記録
媒体上に画像を形成する画像形成手段の使用許可を設定すること、
　を特徴とする人物照合装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の人物照合装置において、
　前記制御手段は、
　前記第２の登録特徴データ群から取得した前記ＩＤ入力手段により入力されたＩＤに対
応する特徴データと前記生体情報入力手段により取得された特徴データとが一致しないと
判断した場合、
　生体情報の再入力により特徴データを前記生体情報入力手段から再取得し、
　前記再取得された特徴データと、前記第２の登録特徴データ群から取得した前記ＩＤ入
力手段により入力されたＩＤに対応する特徴データとが一致するか否かを比較すること、
　を特徴とする人物照合装置。
【請求項６】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の人物照合装置において、
　生体情報の特徴データと各生体情報に対応付けられたＩＤと、ＩＤに対応するパスワー
ドを有する第３の登録特徴データ群を記憶する第３の記憶手段を備え、
　前記制御手段は、
　前記第２の登録特徴データ群から取得した前記ＩＤ入力手段により入力されたＩＤに対
応する特徴データと前記生体情報入力手段により取得された特徴データとが一致しないと
判断した場合、
　ＩＤに対応するパスワードを前記ＩＤ入力手段から取得し、
　前記第３の登録特徴データ群から前記ＩＤ入力手段により入力されたＩＤに対応するパ
スワードを取得し、前記前記ＩＤ入力手段から取得したパスワードと前記第３の記憶手段
の第３の登録特徴データ群から取得した前記ＩＤ入力手段により入力されたＩＤに対応す
るパスワードとが一致するか否かを比較すること、
　を特徴とする人物照合装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の人物照合装置において、
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　前記第２の記憶手段は、不揮発性記憶手段であること、
　を特徴とする人物照合装置。
【請求項８】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の人物照合装置において、
　前記第２の記憶手段は、外部の情報処理装置の記憶手段であること、
　を特徴とする人物照合装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の人物照合装置において、
　同一ＩＤに対し複数の特徴データが登録されていること、
　を特徴とする人物照合装置。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項に記載の人物照合装置において、
　前記各ＩＤは個別設定情報と対応付けられていると共に、
　前記制御手段は、
　前記生体情報入力手段により取得された特徴データが前記第１の登録特徴データ群の特
徴データと一致又は前記第２の登録特徴データ群から取得された特徴データと一致したと
判断した場合、一致した特徴データと対応付けられたＩＤに基づいて、前記個別設定情報
を取得すること、
　を特徴とする人物照合装置。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の人物照合装置において、
　前記生体情報は、指紋、虹彩、顔、静脈、声紋の少なくとも一つの情報であること、
　を特徴とする人物照合装置。
【請求項１２】
　人物照合装置と、前記人物照合装置と相互に通信可能に接続される情報処理装置と、を
備える人物照合システムにおいて、
　前記人物照合装置は、
　複数人物の生体情報の特徴データと各特徴データに対応付けられたＩＤとを有する第１
の登録特徴データ群を記憶する第１の記憶手段と、
　人物の生体情報の入力を受け付け、その生体情報の特徴データを取得する生体情報入力
手段と、
　人物のＩＤの入力を受け付けるＩＤ入力手段と、
　前記情報処理装置と通信する第１の通信手段と、
　前記生体情報入力手段により取得された特徴データと前記第１の記憶手段の前記第１の
登録特徴データ群とを比較し、前記生体情報入力手段により取得された特徴データが前記
第１の登録特徴データ群の特徴データと一致しない場合、前記ＩＤ入力手段により入力さ
れたＩＤに対応する特徴データを前記情報処理装置に要求して受信し、当前記生体情報入
力手段により取得された特徴データと前記情報処理装置から取得した特徴データとが一致
するか否かを比較する第１の制御手段と、を有し、
　前記情報処理装置は、
　前記第１の登録特徴データ群における人物の数より多い人物の生体情報の特徴データと
各生体情報に対応付けられたＩＤとを有する第２の登録特徴データ群を記憶する第２の記
憶手段と、
　前記人物照合装置と通信する第２の通信手段と、
　前記ＩＤに対応する特徴データの要求を受信し、当該ＩＤに対応する特徴データを、前
記第２の記憶手段に記憶された前記第２の特徴データ群から検索して前記人物照合装置へ
送信する第２の制御手段と、を有し、
　前記第１の登録特徴データ群及び第２の登録特徴データ群はさらに、前記ＩＤに対応す
る最新使用日時の情報を含み且つ前記第２の記憶手段に記憶されており、
　前記第１の登録特徴データ群は、前記第１の登録特徴データ群及び第２の登録特徴デー
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タ群を前記最新使用日時に基づいて使用日時の新しい順番に並べた場合の最上位から予め
設定された順番までの特徴データ群に更新される構成とすることを特徴とする人物照合シ
ステム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の人物照合システムにおいて、
　前記第１の制御手段は、
　前記生体情報入力手段により取得された特徴データと前記第１の登録特徴データ群とを
比較する場合及び前記生体情報入力手段により取得された特徴データと前記情報処理装置
から取得した特徴データとが一致するか否かを比較する場合、特徴データ同士の一致する
割合が予め設定された閾値以上であるか否かに基づいて判断を行うこと、
　を特徴とする人物照合システム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の人物照合システムにおいて、
　前記第１の制御手段は、
　特徴データ同士の一致する割合が予め設定された閾値以上であると判断した場合、所定
手段の使用許可を設定すること、
　を特徴とする人物照合システム。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の人物照合システムにおいて、
　前記第１の制御手段は、
　特徴データ同士の一致する割合が予め設定された閾値以上であると判断した場合、記録
媒体上に画像を形成する画像形成手段の使用許可を設定すること、
　を特徴とする人物照合システム。
【請求項１６】
　請求項１１から１５のいずれか一項に記載の人物照合システムにおいて、
　前記第１の制御手段は、
　前記情報処理装置から取得した特徴データと前記生体情報入力手段により取得された特
徴データとが一致しないと判断した場合、
　生体情報の再入力により特徴データを前記生体情報入力手段から再取得し、
　前記再取得された特徴データと、前記情報処理装置から取得した特徴データとが一致す
るか否かを比較すること、
　を特徴とする人物照合システム。
【請求項１７】
　請求項１１から１５のいずれか一項に記載の人物照合システムにおいて、
　前記第１の記憶手段は、
　生体情報の特徴データと各生体情報に対応付けられたＩＤと、当該ＩＤに対応するパス
ワードを有する第３の登録特徴データ群を記憶しており、
　前記第１の制御手段は、
　前記情報処理装置から取得した特徴データと前記生体情報入力手段により取得された特
徴データとが一致しないと判断した場合、
　前記ＩＤに対応するパスワードを前記ＩＤ入力手段から受け付け、
　前記第３の登録特徴データ群から前記ＩＤ入力手段により入力されたＩＤに対応するパ
スワードを取得し、前記ＩＤ入力手段から受け付けられたパスワードと前記第３の登録特
徴データ群から取得した前記ＩＤ入力手段により入力されたＩＤに対応するパスワードと
が一致するか否かを比較すること、
　を特徴とする人物照合システム。
【請求項１８】
　請求項１１から１７のいずれか一項に記載の人物照合システムにおいて、
　同一ＩＤに対し複数の特徴データが登録されていること、
　を特徴とする人物照合システム。
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【請求項１９】
　請求項１１から１８のいずれか一項に記載の人物照合システムにおいて、
　前記各ＩＤは個別設定情報と対応付けられていると共に、
　前記第１の制御手段は、
　前記生体情報入力手段により取得された特徴データが前記第１の登録特徴データ群の特
徴データと一致又は前記情報処理装置から取得した特徴データと一致したと判断した場合
、一致した特徴データと対応付けられたＩＤに基づいて、前記個別設定情報を読み出すこ
と、
　を特徴とする人物照合システム。
【請求項２０】
　請求項１１から１９のいずれか一項に記載の人物照合システムにおいて、
　前記生体情報は、指紋、虹彩、顔、静脈、声紋の少なくとも一つの情報であること、
　を特徴とする人物照合システム。
【請求項２１】
　人物の生体情報の入力により、その生体情報の特徴データを取得する工程と、
　前記取得された特徴データと、複数人物の生体情報の特徴データと各特徴データに対応
付けられたＩＤとを有する第１の登録特徴データ群の各特徴データとが一致するか否かを
比較する工程と、
　前記取得された特徴データが前記第１の登録特徴データ群の特徴データと一致しない場
合、前記生体情報を入力した人物のＩＤの入力を受け付ける工程と、
　前記受け付けられたＩＤに対応する特徴データを、前記第１の登録特徴データ群におけ
る人物の数より多い人物の生体情報の特徴データと各生体情報に対応付けられたＩＤとを
有する第２の登録特徴データ群から取得し、当該第２の登録特徴データ群から取得した特
徴データと前記取得された特徴データとが一致するか否かを比較する工程と、を含み、
　前記第１の登録特徴データ群及び第２の登録特徴データ群はさらに、前記ＩＤに対応す
る最新使用日時の情報を含み、
　前記第１の登録特徴データ群が、前記第１の登録特徴データ群及び第２の登録特徴デー
タ群を前記最新使用日時に基づいて使用日時の新しい順番に並べた場合の最上位から予め
設定された順番までの特徴データ群に更新される工程を含むことを特徴とする人物照合方
法。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の人物照合方法において、
　前記取得された特徴データと前記第１の登録特徴データ群の各特徴データとが一致する
か否かを比較する工程及び前記第２の登録特徴データ群から取得した特徴データと前記取
得された特徴データとが一致するか否かを比較する工程は、特徴データ同士の一致する割
合が予め設定された閾値以上であるか否かに基づいて判断を行うこと、
　を特徴とする人物照合方法。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の人物照合方法において、
　特徴データ同士の一致する割合が予め設定された閾値以上であると判断された場合、所
定手段の使用許可を設定する工程を含むこと、
　を特徴とする人物照合方法。
【請求項２４】
　請求項２２に記載の人物照合方法において、
　特徴データ同士の一致する割合が予め設定された閾値以上であると判断された場合、記
録媒体上に画像を形成する画像形成手段の使用許可を設定する工程を含むこと、
　を特徴とする人物照合方法。
【請求項２５】
　請求項２１から２４のいずれか一項に記載の人物照合方法において、
　前記第２の登録特徴データ群から取得した特徴データと前記取得された特徴データとが
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一致しないと判断された場合、生体情報の再入力により特徴データを再取得する工程と、
　前記再取得された特徴データと前記第２の登録特徴データ群から取得した特徴データと
が一致するか否かを比較する工程と、
　を含むことを特徴とする人物照合方法。
【請求項２６】
　請求項２１から２４のいずれか一項に記載の人物照合方法において、
　前記第２の登録特徴データ群から取得した特徴データと前記取得された特徴データとが
一致しないと判断された場合、ＩＤに対応するパスワードを受け付ける工程と、
　生体情報の特徴データと各生体情報に対応付けられたＩＤと、ＩＤに対応するパスワー
ドを有する前記第３の登録特徴データ群から前記ＩＤに対応するパスワードを取得し、前
記受け付けられたパスワードと前記第３の登録特徴データ群から取得したパスワードとが
一致するか否かを比較する工程と、
　を含むことを特徴とする人物照合方法。
【請求項２７】
　請求項２１から２６のいずれか一項に記載の人物照合方法において、
　前記第２の登録特徴データ群は、不揮発性記憶手段に記憶されること、
　を特徴とする人物照合方法。
【請求項２８】
　請求項２１から２６のいずれか一項に記載の人物照合方法において、
　前記第２の登録特徴データ群は、外部の情報処理装置の記憶手段に記憶されること、
　を特徴とする人物照合方法。
【請求項２９】
　請求項２１から２８のいずれか一項に記載の人物照合方法において、
　同一ＩＤに対し複数の特徴データが登録されていること、
　を特徴とする人物照合方法。
【請求項３０】
　請求項２１から２９のいずれか一項に記載の人物照合方法において、
　前記各ＩＤは個別設定情報と対応付けられており、
　前記取得された特徴データが前記第１の登録特徴データ群の特徴データと一致又は前記
第２の登録特徴データ群から取得した特徴データと一致した場合、一致した特徴データと
対応付けられたＩＤに基づいて、前記個別設定情報を読み出す工程を含むこと、
　を特徴とする人物照合方法。
【請求項３１】
　請求項２１から３０のいずれか一項に記載の人物照合方法において、
　前記生体情報は、指紋、虹彩、顔、静脈、声紋の少なくとも一つの情報であること、
　を特徴とする人物照合方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人物を照合する人物照合装置、人物照合システム及び人物照合方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、セキュリティ保護のため、人物の操作者情報が記録されたＩＣ（Integrated Cir
cuit）カードの入力や、操作者のＩＤ（IDentification）及びパスワードの入力により、
その入力情報を用いて人物照合が行われていた。特に、各人物が有する生体情報としての
指紋を用いる指紋照合により人物照合を行うことが行われている。また、複写機等の画像
形成装置が人物照合機能を有する構成も考えられている。
【０００３】
　指紋照合では、予め登録されたＮ人（Ｎ：任意の複数）の人物の指紋の特徴データを取
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得して登録しておき、照合時に、操作者に入力された指紋の特徴データと、登録された特
徴データ群のＮ個の特徴データとを比較し、一致するか（一致する登録特徴データがある
か）否かにより、本人照合を行う（以下、１：Ｎ照合とする）。例えば、指紋照合により
、一致する特徴データがある場合に、入力者にコピー等の使用を許可し、一致しない場合
に、コピー等の使用を不許可に設定する構成が考えられている（例えば、特許文献１参照
）。
【０００４】
　また、ＩＤと指紋とを組み合わせた人物照合も考えられている。図１３に、従来の人物
照合処理の流れを示す。指紋入力手段と、キー入力の操作手段と、記憶手段と、を備えた
複写機において実行される、指紋による人物照合を行う（従来の）人物照合処理を説明す
る。予め、複写機の記憶手段に、複数の特徴データが、各本人のＩＤに対応付けられて記
憶手段に記憶されているものとする。
【０００５】
　図１３に示ように、複写機において、先ず、操作手段を介して操作者からＩＤが入力さ
れる（ステップＳ９１）。そして、指紋入力手段を介して操作者から指紋が入力され、そ
の指紋画像データから特徴データが生成される（ステップＳ９２）。そして、入力された
ＩＤをキーとして、そのＩＤに対応する登録特徴データが、記憶手段に記憶された複数の
登録特徴データから検索されて取得される（ステップＳ９３）。そして、入力特徴データ
と、ＩＤに対応する登録特徴データと、が比較され、一致するか否かが判別される（１：
１照合）（ステップＳ９４）。
【０００６】
　一致する場合（ステップＳ９４；ＹＥＳ）、複写機の使用許可が設定され（ステップＳ
９５）、（従来の）人物照合処理が終了する。その後、指紋を入力した操作者が複写機を
使用できる。一致しない場合（ステップＳ９４；ＮＯ）、複写機の使用不許可が設定され
（ステップＳ９６）、（従来の）人物照合処理が終了する。その後、指紋を入力した操作
者は、ＩＤとパスワードで認証を行う（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００２－１０８４８７号公報
【特許文献２】特開２００２－９９５１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１に開示されているような従来の１：Ｎ照合では、比較するＩＤ入力
が不要であるため、操作の利便性が高いものの、入力された特徴データと比較する登録特
徴データの数（Ｎ）が大きくなると、照合時間も長くなってしまっていた。さらに、Ｎが
大きくなると、お互いに類似した登録特徴データも多くなるので、人物照合の精度が低下
するという問題があった。
【０００８】
　また、特許文献２に開示されているような従来の１：１照合では、比較する登録特徴デ
ータの数が１であるため、照合時間が短く、照合精度が低下しないものの、全ての照合時
にＩＤ入力が必要であるため、人物照合の利便性が低いという問題があった。
【０００９】
　本発明の課題は、人物照合の精度を高め、照合時間を短くするとともに、人物照合の利
便性を高めることである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題は以下の構成のいずれかによって解決することができる。
（１）複数人物の生体情報の特徴データと各特徴データに対応付けられたＩＤとを有する
第１の登録特徴データ群を記憶する第１の記憶手段と、
　前記第１の登録特徴データ群における人物の数より多い人物の生体情報の特徴データと
各特徴データに対応付けられたＩＤとを有する第２の登録特徴データ群を記憶する第２の
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記憶手段と、
　人物の生体情報の入力を受け付け、その生体情報の特徴データを取得する生体情報入力
手段と、
　人物のＩＤの入力を受け付けるＩＤ入力手段と、
　前記生体情報入力手段により取得された特徴データと前記第１の記憶手段の第１の登録
特徴データ群とを比較し、前記生体情報入力手段により取得された特徴データが前記第１
の登録特徴データ群の特徴データと一致しない場合、前記ＩＤ入力手段により入力された
ＩＤに対応する特徴データを前記第２の記憶手段の第２の登録特徴データ群から取得し、
当該特徴データと前記生体情報入力手段により取得された特徴データとが一致するか否か
を比較する制御手段と、
　を備え、
　前記第１の登録特徴データ群及び第２の登録特徴データ群はさらに、前記ＩＤに対応す
る最新使用日時の情報を含み、
　前記第１の登録特徴データ群は、前記第１の登録特徴データ群及び第２の登録特徴デー
タ群を前記最新使用日時に基づいて使用日時の新しい順番に並べた場合の最上位から予め
設定された順番までの特徴データ群に更新される構成とすることを特徴とする人物照合装
置であること。
【００１３】
（２）人物照合装置と、前記人物照合装置と相互に通信可能に接続される情報処理装置と
、を備える人物照合システムにおいて、
　前記人物照合装置は、
　複数人物の生体情報の特徴データと各特徴データに対応付けられたＩＤとを有する第１
の登録特徴データ群を記憶する第１の記憶手段と、
　人物の生体情報の入力を受け付け、その生体情報の特徴データを取得する生体情報入力
手段と、
　人物のＩＤの入力を受け付けるＩＤ入力手段と、
　前記情報処理装置と通信する第１の通信手段と、
　前記生体情報入力手段により取得された特徴データと前記第１の記憶手段の前記第１の
登録特徴データ群とを比較し、前記生体情報入力手段により取得された特徴データが前記
第１の登録特徴データ群の特徴データと一致しない場合、前記ＩＤ入力手段により入力さ
れたＩＤに対応する特徴データを前記情報処理装置に要求して受信し、当前記生体情報入
力手段により取得された特徴データと前記情報処理装置から取得した特徴データとが一致
するか否かを比較する第１の制御手段と、を有し、
　前記情報処理装置は、
　前記第１の登録特徴データ群における人物の数より多い人物の生体情報の特徴データと
各生体情報に対応付けられたＩＤとを有する第２の登録特徴データ群を記憶する第２の記
憶手段と、
　前記人物照合装置と通信する第２の通信手段と、
　前記ＩＤに対応する特徴データの要求を受信し、当該ＩＤに対応する特徴データを、前
記第２の記憶手段に記憶された前記第２の特徴データ群から検索して前記人物照合装置へ
送信する第２の制御手段と、を有し、
　前記第１の登録特徴データ群及び第２の登録特徴データ群はさらに、前記ＩＤに対応す
る最新使用日時の情報を含み且つ前記第２の記憶手段に記憶されており、
　前記第１の登録特徴データ群は、前記第１の登録特徴データ群及び第２の登録特徴デー
タ群を前記最新使用日時に基づいて使用日時の新しい順番に並べた場合の最上位から予め
設定された順番までの特徴データ群に更新される構成とすることを特徴とする人物照合シ
ステムであること。
【００１６】
（３）人物の生体情報の入力により、その生体情報の特徴データを取得する工程と、
　前記取得された特徴データと、複数人物の生体情報の特徴データと各特徴データに対応
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付けられたＩＤとを有する第１の登録特徴データ群の各特徴データとが一致するか否かを
比較する工程と、
　前記取得された特徴データが前記第１の登録特徴データ群の特徴データと一致しない場
合、前記生体情報を入力した人物のＩＤの入力を受け付ける工程と、
　前記受け付けられたＩＤに対応する特徴データを、前記第１の登録特徴データ群におけ
る人物の数より多い人物の生体情報の特徴データと各生体情報に対応付けられたＩＤとを
有する第２の登録特徴データ群から取得し、当該第２の登録特徴データ群から取得した特
徴データと前記取得された特徴データとが一致するか否かを比較する工程と、を含み、
　前記第１の登録特徴データ群及び第２の登録特徴データ群はさらに、前記ＩＤに対応す
る最新使用日時の情報を含み、
　前記第１の登録特徴データ群は、前記第１の登録特徴データ群及び第２の登録特徴デー
タ群を前記最新使用日時に基づいて使用日時の新しい順番に並べた場合の最上位から予め
設定された順番までの特徴データ群に更新される工程を含むことを特徴とする人物照合方
法であること。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、ＩＤの入力操作を頻繁に行うことを防ぎ、人物照合の利便性を高める
ことができる。さらに、常に特徴データ同士の比較により人物照合を行うので、人物照合
のセキュリティを高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明に係る第１、第２及び第３実施の形態並びに変形例を順に
詳細に説明する。ただし、発明の範囲は、図示例に限定されない。
【００２０】
　（第１の実施の形態）
　図１～図４を参照して本発明に係る第１の実施の形態を説明する。先ず、図１を参照し
て本実施の形態の装置の特徴を説明する。図１に、本実施の形態の複写機１の構成を示す
。
【００２１】
　先ず、図１を参照して、本実施の形態の人物照合装置としての複写機１の構成を説明す
る。複写機１は、画像形成手段としての複写機本体１０Ａと、指紋照合モジュール３０と
、を備え、指紋照合モジュール３０が複写機本体１０Ａに接続されて構成される。
【００２２】
　複写機１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１と、操作手段１２と、ＲＡＭ（R
andom Access Memory）１３と、表示手段１４と、記憶手段としてのＨＤＤ（Hard Disk D
rive）１５と、メモリ１６と、通信手段１７と、スキャナ手段１８と、プリント手段１９
と、を備えて構成され、各部がバス２０に接続される。
【００２３】
　ＣＰＵ１１は、複写機本体１０Ａ内の各部を中央制御する。ＣＰＵ１１は、ＨＤＤ１５
又はメモリ１６に格納されているシステムプログラム及び各種アプリケーションプログラ
ムの中から指定されたプログラムをＲＡＭ１３に展開し、ＲＡＭ１３に展開されたプログ
ラムとの協働で、各種処理を実行する。
【００２４】
　操作手段１２は、入力キーなどを備え、操作者から操作入力された人物（操作者）のＩ
Ｄやその他の情報を入力信号として受け付け、その入力信号をＣＰＵ１１に出力するＩＤ
入力手段である。また、ＩＤ入力手段としては、操作手段１２に限定されるものではなく
、ＩＤが記録されたＩＣカード等の記録媒体から、その記録されたＩＤを読み取る読み取
り手段等としてもよい。ＲＡＭ１３は、プログラム、入力データ及び処理結果などを格納
するワークエリアを有し、情報を一時的に格納する。表示手段１４は、ＬＣＤ（Liquid C
rystal Display）などにより構成され、ＣＰＵ１１からの表示信号に基づいて各種情報を
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表示し、特に、各種操作画面を表示する。また、表示手段１４は、操作手段１２と一体に
して、タッチパネルを構成することとしてもよい。
【００２５】
　ＨＤＤ１５は、画像データなどの各種データ及び各種プログラムを、読み出し及び書き
込み可能に記憶する。ＨＤＤ１５は、後述する第１の特徴データ提供処理を行う第１の特
徴データ提供プログラムと、第２の登録特徴データ群２００と、を記憶する。
【００２６】
　メモリ１６は、複写機本体１０Ａにおいて使用するデータを記憶する画像メモリやロー
カルメモリ等であり、フラッシュメモリなどの読み込み及び書き込み可能にデータを記憶
するメモリや、書き換え不要なデータを記憶するＲＯＭ（Read Only Memory）等により構
成される。
【００２７】
　通信手段１７は、通信ケーブル等を介して外部モジュールと通信接続し、接続した外部
モジュールと各種データを送受信する。
【００２８】
　スキャナ手段１８は、原稿に記録された画像を読み取り、その画像の画像データを生成
する。スキャナ手段１８は、原稿に光を照射する光源と、原稿からの反射光を光電変換す
るＣＣＤ（Charge Coupled Device）、ＣＭＯＳ（Complementary Metal-Oxide Semicondu
ctor）等のイメージセンサと、原稿に照射する光を走査する走査手段と、イメージセンサ
により読み取られた電気信号に各種変換・処理を施し画像データを出力する画像処理手段
とを有する。
【００２９】
　プリント手段１９は、インクジェット式、レーザ式、熱転写式、ドットインパクト式等
のプリンタであり、ＣＰＵ１１等から入力される画像データに基づいて、記録用紙等の記
録媒体上に画像を形成して記録する。
【００３０】
　指紋照合モジュール３０は、操作者の生体情報としての指紋情報としての指紋画像デー
タの入力を受け付け、指紋画像データに基づく特徴データを取得する生体情報入力手段で
ある。指紋照合モジュール３０は、ＣＰＵ３１と、指紋入力手段３２と、ＲＡＭ３３と、
通信手段３４と、記憶手段としてのメモリ３５と、を備えて構成され、各部がバス３６に
接続される。
【００３１】
　ＣＰＵ３１、ＲＡＭ３３、通信手段３４、メモリ３５は、順に、ＣＰＵ１１、ＲＡＭ１
３、通信手段１７、メモリ１６と同様の機能を有する。ＣＰＵ３１は、指紋照合モジュー
ル３０内の各部を中央制御する。また、ＣＰＵ１１、ＲＡＭ１３及びＨＤＤ１５と同様に
、ＣＰＵ３１、ＲＡＭ３３及びメモリ３５の協働により制御手段を実現する。通信手段３
４は、複写機本体１０Ａとの通信を介する。メモリ３５は、読み出し及び書き込みを可能
に各種データを記憶し、特に、後述する第１の人物照合処理を行う第１の人物照合プログ
ラムと、第１の登録特徴データ群１００と、を記憶する。
【００３２】
　指紋入力手段３２は、操作者の人差し指等の指紋を指紋画像データとして読み取り、そ
の指紋画像データをＣＰＵ３１に出力する。ＣＰＵ３１は、入力された指紋画像データの
特徴を示す特徴データを生成する。特徴データは、指紋画像の特徴点等のデータからなり
、各指紋を識別する。本実施の形態では、指を置いたまま指紋を読み取るものとするが、
指をスライドさせて読み取るスイープ式のもの等としてもよい。
【００３３】
　次に、図２を参照して、複写機１に記憶されるデータを説明する。図２（ａ）に、第１
の登録特徴データ群１００の構成を示す。図２（ｂ）に、第２の登録特徴データ群２００
の構成を示す。図２（ｃ）に、個別設定情報５００の構成を示す。これらは、それぞれテ
ーブル又はデータベースを構成している。
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【００３４】
　指紋照合モジュール３０のメモリ３５には、図２（ａ）に示すような、予め登録された
複数人物のＩＤ１０１と、各ＩＤ１０１に対応付けられた複数の登録特徴データ１０２と
、を有する第１の登録特徴データ群１００が記憶される。また、複写機本体１０ＡのＨＤ
Ｄ１５には、図２（ｂ）に示すような、予め登録された複数人物のＩＤ２０１と、各ＩＤ
２０１に対応付けられた複数の登録特徴データ２０２と、を有する第２の登録特徴データ
群２００が記憶される。但し、第２の登録特徴データ群２００は、メモリ１６に記憶され
る構成としてもよい。
【００３５】
　例えば、登録する人物のＩＤを、複写機本体１０Ａの操作手段１２等を介する入力によ
り取得し、そのＩＤに対応付けて、指紋入力手段３２等を介する指紋入力により、指紋の
特徴データを取得することにより、第２の登録特徴データ群２００の各レコードのＩＤ２
０１及び登録特徴データ２０２が登録される。
【００３６】
　同様にして、第１の登録特徴データ群１００の各レコードのＩＤ１０１及び登録特徴デ
ータ１０２も登録される。また、第１の登録特徴データ群１００の各レコードの人物は、
第２の登録特徴データ群２００のレコードの人物に含まれてもよく、含まれなくてもよい
。
【００３７】
　第１の登録特徴データ群１００は、後述する１：Ｎ照合用のレコードを有し、第２の登
録特徴データ群２００に含まれる登録特徴データよりも少ない登録特徴データに対応し、
例えば、複写機１をよく使う操作者の登録特徴データ１０２を有することが好ましい。第
２の登録特徴データ群２００は、第１の登録特徴データ群１００を含む操作者のＩＤ２０
１及び登録特徴データ２０２を有してもよい。第１の登録特徴データ群１００のレコード
数は、固定としても可変としてもよい。また、第１の登録特徴データ群１００の各レコー
ドの内容（人物）は、固定としても流動としてもよい。本実施の形態では、第１の登録特
徴データ群１００のレコードの内容が固定である場合を説明する。例えば、複写機１の操
作手段１２を介する管理者の入力により、複写機１の使用頻度が多い人物の特徴データを
、第１の登録特徴データ群１００の各レコードとして登録、変更する構成とする。第２の
登録特徴データ群２００は、後述する１：１照合用のレコードを有する。
【００３８】
　また、複写機本体１０ＡのＨＤＤ１５には、図２（ｃ）に示すような、予め登録された
複数人物のＩＤ５０１と、各ＩＤ５０１に対応付けられた複数の印刷条件５０２と、を有
する個別設定情報５００が記憶される。但し、個別設定情報５００は、メモリ１６に記憶
される構成としてもよい。
【００３９】
　印刷条件５０２は、各ＩＤ５０１に対応する人物別に予め設定される、複写機１使用時
のプリント手段１９における印刷条件であり、例えば、印刷物の、両面／片面印刷、ソー
トの条件、印刷濃度等である。
【００４０】
　次に、図３及び図４を参照して、複写機１の動作を説明する。図３（ａ）に、指紋照合
モジュール３０で実行される第１の人物照合処理の流れを示し、図３（ｂ）に、複写機本
体１０Ａで実行される第１の特徴データ提供処理の流れを示す。図４に、複写機本体１０
Ａで実行される個別情報設定処理の流れを示す。
【００４１】
　先ず、指紋照合モジュール３０で実行される第１の人物照合処理を説明する。例えば、
操作手段１２から第１の人物照合処理（及び第１の特徴データ提供処理）の実行指示が入
力され、その実行指示を通信手段３４を介して複写機本体１０Ａから受信したことをトリ
ガとして、メモリ３５から第１の人物照合プログラムが適宜読み出されてＲＡＭ３３に展
開され、ＣＰＵ３１と、展開された第１の人物照合プログラムとの協働により第１の人物
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照合処理が実行される。
【００４２】
　先ず、指紋入力手段３２を介して操作者から指紋が入力され、その指紋の特徴データが
取得される（ステップＳ１）。そして、メモリ３５に記憶された第１の登録特徴データ群
１００が読み出され、ステップＳ１で入力された指紋の特徴データと、第１の登録特徴デ
ータ群１００の各登録特徴データ１０２と、が比較され（１：Ｎ照合され）、一致するか
否か（一致する登録特徴データがあるか否か）が判別される（ステップＳ２）。
【００４３】
　ここで、指紋入力手段３２を介して入力された指紋から取得された特徴データと第１の
登録特徴データ群１００の各登録特徴データ１０２とを比較する場合（１：Ｎ照合）にお
いて、特徴データの複数の特徴点と各登録特徴データ１０２の複数の特徴点との一致を比
較するが、全ての特徴点が完全に一致することはほとんどなく、特徴データと登録特徴デ
ータ１０２との一致度（類似度）が所定の閾値以上の場合は一致するとし、その一致度が
所定の閾値未満である場合は一致しないものとする。同様に、後述する第２の登録特徴デ
ータ群２００から取得した操作手段１２により入力されたＩＤに対応する登録特徴データ
２０２と指紋入力手段３２を介して入力された指紋から取得された特徴データとを比較す
る場合（１：１照合）において、一致する、一致しないの判断は同様とする。
【００４４】
　１：Ｎ照合で一致しない場合（ステップＳ２；ＮＯ）、指紋を入力した操作者のＩＤに
対応する登録特徴データの要求が通信手段３４を介して複写機本体１０Ａに送信される（
ステップＳ３）。そして、送信した指紋を入力した操作者のＩＤに対応する登録特徴デー
タの要求に対する応答としてのデータ（検索エラーの旨のデータ又はＩＤに対応する登録
特徴データ）を通信手段３４を介して複写機本体１０Ａから受信したか否かが判別される
（ステップＳ４）。データを受信していない場合（ステップＳ４；ＮＯ）、ステップＳ４
に移行される。
【００４５】
　データを受信した場合（ステップＳ４；ＹＥＳ）、受信したデータが（登録特徴データ
の検索の）エラーの旨のデータであるか否かが判別される（ステップＳ５）。受信したデ
ータがエラーの旨のデータでない場合（ステップＳ５；ＮＯ）、受信したデータが、指紋
を入力した操作者のＩＤに対応する登録特徴データ（第２の登録特徴データ群２００から
検索されたＩＤに対応する登録特徴データ）であり、ステップＳ１で入力された指紋の特
徴データと、受信したＩＤに対応する登録特徴データと、が比較され（１：１照合され）
、一致するか否かが判別される（ステップＳ６）。
【００４６】
　１：Ｎ照合で一致した場合（ステップＳ２；ＹＥＳ）又は１：１照合で一致した場合（
ステップＳ６；ＹＥＳ）、操作者は予め登録された人物であることを特定することができ
たため、指紋を入力した操作者に対する複写機１の使用許可の旨が、通信手段３４を介し
て複写機本体１０Ａへ送信され（ステップＳ７）、第１の人物照合処理が終了する。ステ
ップＳ７において、ステップＳ２でＹＥＳを通っている場合、第１の登録特徴データ群１
００から照合が一致した登録特徴データ１０２のＩＤ１０１が取得され、その取得したＩ
Ｄが、複写機１の使用許可の旨とともに複写機本体１０Ａへ送信される。
【００４７】
　受信したデータがエラーの旨のデータである場合（ステップＳ５；ＹＥＳ）、又は１：
１照合で一致していない場合（ステップＳ６；ＮＯ）、操作者は予め登録された人物であ
ることを特定することができないため、指紋を入力した操作者に対する複写機１の使用不
許可の旨が、通信手段３４を介して複写機本体１０Ａへ送信され（ステップＳ８）、第１
の人物照合処理が終了する。
【００４８】
　次いで、第１の人物照合処理に対応して、複写機本体１０Ａで実行される第１の特徴デ
ータ提供処理を説明する。例えば、通信手段３４から第１の人物照合処理（及び第１の特
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徴データ提供処理）の実行指示が入力されたことをトリガとして、ＨＤＤ１５から第１の
特徴データ提供プログラムが適宜読み出されてＲＡＭ１３に展開され、ＣＰＵ１１と、展
開された第１の特徴データ提供プログラムとの協働により第１の特徴データ提供処理が実
行される。
【００４９】
　先ず、ステップ３において送信された指紋を入力した操作者のＩＤに対応する登録特徴
データの要求を通信手段１７を介して指紋照合モジュール３０から受信したか否かが判別
される（ステップＳ１１）。登録特徴データの要求を受信していない場合（ステップＳ１
１；ＮＯ）、ステップＳ１１に移行される。登録特徴データの要求を受信した場合（ステ
ップＳ１１；ＹＥＳ）、指紋を入力した操作者に対し、ＩＤを入力する旨の表示を表示手
段１４に表示させ、指紋を入力した操作者によりＩＤが操作手段１２を介して入力される
（ステップＳ１２）。
【００５０】
　そして、ステップＳ１２で入力されたＩＤに対応する特徴データが、ＨＤＤ１５に記憶
された第２の登録特徴データ群２００において検索される（ステップＳ１３）。そして、
ＩＤに対応する登録特徴データがあるか否かが判別される（ステップＳ１４）。ＩＤに対
応する登録特徴データがある場合（ステップＳ１４；ＹＥＳ）、ステップＳ４に対応して
、ＩＤに対応する登録特徴データが通信手段１７を介して指紋照合モジュール３０に送信
され（ステップＳ１５）、第１の特徴データ提供処理が終了する。ＩＤに対応する登録特
徴データがない場合（ステップＳ１４；ＮＯ）、ステップＳ４に対応して、ＩＤに対応す
る登録特徴データが検索されないエラーの旨が通信手段１７を介して指紋照合モジュール
３０に送信され（ステップＳ１６）、第１の特徴データ提供処理が終了する。
【００５１】
　次いで、第１の人物照合処理及び第１の特徴データ提供処理に対応して、複写機本体１
０Ａで実行される個別情報設定処理を説明する。例えば、操作手段１２を介して第１の人
物照合処理（及び第１の特徴データ提供処理）の実行指示が入力されたことをトリガとし
て、ＨＤＤ１５から個別情報設定プログラムが適宜読み出されてＲＡＭ１３に展開され、
ＣＰＵ１１と、展開された個別情報設定プログラムとの協働により個別情報設定処理が実
行される。
【００５２】
　先ず、第１の人物照合処理のステップＳ７に対応して、複写機１の使用許可の旨を通信
手段３４を介して指紋照合モジュール３０から受信したか否かが判別される（ステップＳ
１０１）。複写機１の使用許可の旨を受信した場合（ステップＳ１０１；ＹＥＳ）、複写
機１の使用許可の旨とともに、使用許可された操作者のＩＤを通信手段３４を介して指紋
照合モジュール３０から受信したか否かが判別される（ステップＳ１０２）。
【００５３】
　ＩＤを受信していない場合（ステップＳ１０２；ＮＯ）、１：１照合で一致しているた
め、第１の特徴データ提供処理のステップＳ１２で入力された、使用許可された操作者の
ＩＤが取得される（ステップＳ１０３）。そして、ＨＤＤ１５に記憶された個別設定情報
５００が参照され、取得又は受信されたＩＤに対応する個別設定情報としての印刷条件５
０２が読み出されて設定される（ステップＳ１０４）。ＩＤを受信した場合（ステップＳ
１０２；ＹＥＳ）、１：Ｎ照合で一致しており、ステップＳ１０４に移行される。
【００５４】
　そして、複写機１が、操作者からの各種入力（原稿、印刷用紙のセットや、操作手段１
２を介した印刷実行の入力等）を待機する入力待機状態に設定され（ステップＳ１０５）
、個別情報設定処理が終了する。
【００５５】
　複写機１の使用許可の旨を受信していない場合（ステップＳ１０１；ＮＯ）、第１の人
物照合処理のステップＳ８に対応して、複写機１の使用不許可の旨を通信手段３４を介し
て指紋照合モジュール３０から受信したか否かが判別される（ステップＳ１０６）。複写
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機１の使用不許可の旨を受信した場合（ステップＳ１０６；ＹＥＳ）、その使用不許可の
旨が複写機１に設定され（ステップＳ１０７）、指紋を入力した操作者が複写機１を使用
不可能となり、個別情報設定処理が終了する。複写機１の使用不許可の旨を受信していな
い場合（ステップＳ１０６；ＮＯ）、ステップＳ１０１に移行される。
【００５６】
　以上、本実施の形態によれば、指紋入力手段３２により取得された特徴データと、第２
の登録特徴データ群２００よりもレコード数が少ない第１の登録特徴データ群１００の各
特徴データとの比較により人物照合の成否を判別するので、第２の登録特徴データ群２０
０を用いる場合に比べて、第１の登録特徴データ群１００を記憶するメモリ３５の容量を
低減でき、また人物照合の精度を高めることができ、照合時間を短くできる。これととも
に、ステップＳ２で一致しない場合に、操作手段１２に入力されたＩＤに対応する特徴デ
ータを第２の登録特徴データ群２００から取得し、指紋照合モジュール３０により取得さ
れた特徴データと、第２の登録特徴データ群２００から取得されたＩＤに対応する特徴デ
ータとの比較により人物照合の成否を判別することができるので、１：１照合により照合
時間を短くでき、ＩＤ操作入力を頻繁に行うことを防ぎ、人物照合の利便性を高めること
ができる。さらに、常に特徴データ同士の比較を行うので、人物照合のセキュリティを高
めることができる。
【００５７】
　また、特徴データ同士の比較において、特徴データ同士の一致する一致度（割合）が所
定の閾値以上であるか否かに基づいて判断を行うので、人物照合の成否をより適切に判別
することができる。
【００５８】
　また、特徴データが一致した場合、特定された操作者のみに対して複写機１の使用許可
を設定するので、複写機１の使用許可のセキュリティを高めることができ、複写機１のＨ
ＤＤ１５に格納されるプリント用等の画像データのアクセスのセキュリティを高めること
ができる。
【００５９】
　また、第１の登録特徴データ群１００が、複写機１の使用頻度が多い複数人物の生体情
報の特徴データを有する場合、入力された特徴データと、ＩＤに対応する特徴データとの
比較による人物照合を行う頻度（ステップＳ３を通る頻度）を低減し、照合時間をより短
くでき、照合精度をより高めることができ、人物照合の利便性をより高めることができる
。
【００６０】
　また、１：Ｎ照合が失敗した場合に、ＩＤ入力指示が表示手段１４に表示し、操作者に
対してＩＤの入力が必要なときに通知することができる。また、第１の登録特徴データ群
１００と第２の登録特徴データ群２００とを異なる記憶手段（ＨＤＤ１５，メモリ３５）
に記憶させることにより、メモリ３５における第１の登録特徴データ群１００の記憶容量
を低減できる。
【００６１】
　また、常に登録特徴データとＩＤがセットになっており、第１の登録特徴データ群１０
０を使う際には一致した登録特徴データ１０２から対応するＩＤ１０１が自動的に引き出
され、第２の登録特徴データ群２００を使う際には入力したＩＤを認識することができる
。さらにそれらのＩＤと個人毎の設定が自動的に呼び出され、複写機１を常に最適な状態
で使用することが可能となる。
【００６２】
　なお、複写機１が操作者に使用許可された場合に、個別設定情報の設定として、印刷条
件５０２を設定する構成としたが、これに限定されるものではなく、個別設定情報として
、その許可された操作者に対して、その操作者専用の操作画面、送信先アドレスブック、
スタンプ、署名、親展プリント等を使用可能に設定する情報等としてもよい。
【００６３】
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　（第２の実施の形態）
　図５及び図６を参照して、本発明に係る第２の実施の形態を説明する。先ず、図５を参
照して、本実施の形態の装置構成を説明する。図５に、本実施の形態の複写機システム２
の構成を示す。
【００６４】
　図５に示すように、本実施の形態の人物照合システムとしての複写機システム２は、人
物照合装置としての複写機１０Ｂと、情報処理装置としてのサーバ４０と、を備えて構成
され、通信ネットワークＮを介して相互に通信可能に接続される。情報処理装置としては
、サーバに限定されるものではなく、ＰＣ（Personal Computer）、複写機等の画像形成
装置等としてもよい。
【００６５】
　複写機１０Ｂは、複写機本体１０Ａと同様に、ＣＰＵ１１と、人物（操作者）のＩＤを
受け付けるＩＤ入力手段としての操作手段１２と、ＲＡＭ１３と、表示手段１４と、メモ
リ１６と、スキャナ手段１８と、プリント手段１９と、を備え、さらに、第１の記憶手段
としてのＨＤＤ１５Ｂと、生体情報入力手段としての指紋入力手段２１と、第１の通信手
段としての通信手段２２と、を備えて構成され、各部がバス２０に接続される。また、Ｃ
ＰＵ１１、ＲＡＭ１３及びＨＤＤ１５Ｂの協働により第１の制御手段を実現する。
【００６６】
　ＨＤＤ１５Ｂは、第１の実施の形態のＨＤＤ１５と同様であるが、第２の人物照合処理
を行う第２の人物照合プログラムと、第１の登録特徴データ群１００Ａと、を記憶する。
通信手段２２は、ＮＩＣ（Network Interface Card）等により構成され、通信ネットワー
クＮを介してサーバ４０等の外部機器と各種データを送受信する。
【００６７】
　通信ネットワークＮは、例えば、ＬＡＮ（Local Area Network）であるが、ＷＡＮ（Wi
de Area Network）としてもよく、電話回線網、ＩＳＤＮ（Integrated Services Digital
 Network）回線網、広帯域通信回線網、専用線、移動体通信網、通信衛星回線、ＣＡＴＶ
（Community Antenna Television）回線、光通信回線、無線通信回線と、それらを接続す
るインターネットサービスプロバイダなどを含む構成でもよい。
【００６８】
　指紋入力手段２１は、第１の実施の形態の指紋照合モジュールと同様に、操作者の生体
情報としての指紋情報としての指紋画像データの入力を受け付け、指紋画像データに基づ
く特徴データを取得する生体情報入力手段である。
【００６９】
　サーバ４０は、ＣＰＵ４１と、操作手段４２と、ＲＡＭ４３と、表示手段４４と、第２
の記憶手段としてのＨＤＤ４５と、第２の通信手段としての通信手段４６と、を備えて構
成され、各部はバス４７により接続される。ＣＰＵ４１、ＲＡＭ４３は、順に、ＣＰＵ１
１、ＲＡＭ１３と同様である。また、ＣＰＵ４１、ＲＡＭ４３及びＨＤＤ４５の協働によ
り第２の制御手段を実現する。操作手段４２は、キーボード等のキー入力デバイスを備え
、マウス等のポインティングデバイスを含めてもよい。表示手段４４は、ＣＲＴ（Cathod
e Ray Tube）、ＬＣＤ等の表示手段である。
【００７０】
　通信手段４６は、ＮＩＣ等により構成され、通信ネットワークＮを介して複写機１０Ｂ
等の外部機器と各種データを送受信する。ＨＤＤ４５は、第１の実施の形態のＨＤＤ１５
と同様であるが、第２の特徴データ提供処理を行う第２の特徴データ提供プログラムと、
第２の登録特徴データ群２００Ａと、を記憶する。
【００７１】
　図示しないが、第１、第２の登録特徴データ群１００Ａ、２００Ａは、第１の実施の形
態の第１、第２の登録特徴データ群１００、２００と同様であるものとする。
【００７２】
　次に、図６を参照して、複写機システム２の動作を説明する。図６（ａ）に、複写機１
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０Ｂで実行される第２の人物照合処理の流れを示し、図６（ｂ）に、サーバ４０で実行さ
れる第２の特徴データ提供処理の流れを示す。
【００７３】
　先ず、複写機１０Ｂで実行される第２の人物照合処理を説明する。例えば、操作手段１
２から第２の人物照合処理の実行指示が入力されたことをトリガとして、ＨＤＤ１５Ｂか
ら第２の人物照合プログラムが読み出されてＲＡＭ１３に展開され、ＣＰＵ１１と、展開
された第２の人物照合プログラムとの協働により第２の人物照合処理が実行される。
【００７４】
　先ず、指紋入力手段２１を介して操作者から指紋が入力され、その指紋の特徴データが
取得される（ステップＳ２１）。そして、ＨＤＤ１５Ｂに記憶された第１の登録特徴デー
タ群１００Ａが読み出され、ステップＳ２１で入力された指紋の特徴データと、第１の登
録特徴データ群１００Ａの各登録特徴データ１０２と、が比較され（１：Ｎ照合され）、
一致するか否か（一致する特徴データがあるか否か）が判別される（ステップＳ２２）。
【００７５】
　なお、指紋入力手段２１を介して入力された指紋から取得された特徴データと第１の登
録特徴データ群１００Ａの各登録特徴データ１０２とを比較する場合（１：Ｎ照合）、及
び後述する第２の登録特徴データ群２００Ａから取得した操作手段１２により入力された
ＩＤに対応する登録特徴データ２０２と指紋入力手段２１を介して入力された指紋から取
得された特徴データとを比較する場合（１：１照合）において、一致する、一致しないの
判断は、実施の形態１と同様とし説明は省略する。
【００７６】
　１：Ｎ照合で一致しない場合（ステップＳ２２；ＮＯ）、指紋を入力した操作者に対し
、ＩＤを入力する旨の表示を表示手段１４に表示させ、指紋を入力した操作者により操作
者のＩＤが操作手段１２を介して入力される（ステップＳ２３）。そして、ステップＳ２
３において入力されたＩＤと、そのＩＤに対応する登録特徴データの要求が通信手段２２
及び通信ネットワークＮを介してサーバ４０に送信される（ステップＳ２４）。そして、
送信したＩＤに対応する登録特徴データの要求に対する応答としてのデータ（検索エラー
の旨のデータ又は登録特徴データ）を通信手段２２及び通信ネットワークＮを介してサー
バ４０から受信したか否かが判別される（ステップＳ２５）。データを受信していない場
合（ステップＳ２５；ＮＯ）、ステップＳ２５に移行される。
【００７７】
　データを受信した場合（ステップＳ２５；ＹＥＳ）、受信したデータが（登録特徴デー
タの検索の）エラーの旨のデータであるか否かが判別される（ステップＳ２６）。受信し
たデータがエラーの旨のデータでない場合（ステップＳ２６；ＮＯ）、受信したデータが
、指紋を入力した操作者のＩＤに対応する登録特徴データ（第２の登録特徴データ群２０
０から検索されたＩＤに対応する登録特徴データ）であり、ステップＳ２１で入力された
指紋の特徴データと、受信したＩＤに対応する登録特徴データと、が比較され（１：１照
合され）、一致するか否かが判別される（ステップＳ２７）。
【００７８】
　１：Ｎ照合で一致した場合（ステップＳ２２；ＹＥＳ）又は１：１照合で一致した場合
（ステップＳ２７；ＹＥＳ）、操作者は予め登録された人物であることを特定することが
できたため、指紋を入力した操作者に対して複写機１０Ｂの使用許可の旨が設定され（ス
テップＳ２８）、第２の人物照合処理が終了する。複写機１０Ｂでは、指紋を入力した操
作者が複写機１０Ｂを使用可能となる。複写機１０Ｂの使用許可の設定は、第１の実施の
形態と同様に、個別設定情報を用いて操作者個別に行うことが好ましい。
【００７９】
　受信したデータがエラーの旨のデータである場合（ステップＳ２６；ＹＥＳ）、又は１
：１照合で一致していない場合（ステップＳ２７；ＮＯ）、操作者は予め登録された人物
であることを特定することができないため、指紋を入力した操作者に対して複写機１０Ｂ
の使用不許可が設定され（ステップＳ２９）、第２の人物照合処理が終了する。複写機１
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０Ｂでは、指紋を入力した操作者が複写機１０Ｂを使用不可能となる。
【００８０】
　次いで、第２の人物照合処理に対応して、サーバ４０で実行される第２の特徴データ提
供処理を説明する。例えば、通信手段４６から第２の特徴データ提供処理の実行指示が入
力されたことをトリガとして、ＨＤＤ４５から第２の特徴データ提供プログラムが読み出
されてＲＡＭ４３に展開され、ＣＰＵ４１と、展開された第２の特徴データ提供プログラ
ムとの協働により第２の特徴データ提供処理が実行される。
【００８１】
　先ず、ステップＳ２３において送信されたＩＤに対応する登録特徴データの要求を通信
ネットワークＮ及び通信手段４６を介して複写機１０Ｂから受信したか否かが判別される
（ステップＳ３１）。登録特徴データの要求を受信していない場合（ステップＳ３１；Ｎ
Ｏ）、ステップＳ３１に移行される。登録特徴データの要求を受信した場合（ステップＳ
３１；ＹＥＳ）、受信したＩＤに対応する特徴データが、ＨＤＤ４５に記憶された第２の
登録特徴データ群２００Ａにおいて検索される（ステップＳ３２）。
【００８２】
　そして、受信したＩＤに対応する登録特徴データがあるか否かが判別される（ステップ
Ｓ３３）。ＩＤに対応する登録特徴データがある場合（ステップＳ３３；ＹＥＳ）、ＩＤ
に対応する登録特徴データが通信手段４６及び通信ネットワークＮを介して複写機１０Ｂ
に送信され（ステップＳ３４）、第２の特徴データ提供処理が終了する。ＩＤに対応する
特徴データがない場合（ステップＳ３３；ＮＯ）、ＩＤに対応する登録特徴データが検索
されないエラーの旨が通信手段４６及び通信ネットワークＮを介して複写機１０Ｂに送信
され（ステップＳ３５）、第２の特徴データ提供処理が終了する。
【００８３】
　以上、本実施の形態によれば、複写機１０Ｂにおいて、指紋入力手段２１により取得さ
れた特徴データと、第１の登録特徴データ群１００Ａの各特徴データとの比較により人物
照合の成否を判別するので、第２の登録特徴データ群２００Ａを用いる場合に比べて、第
１の登録特徴データ群１００Ａを記憶するＨＤＤ１５Ｂの容量を低減でき、また人物照合
の精度を高めることができ、照合時間を短くできる。これとともに、複写機１０Ｂにおい
て、ステップＳ２２で一致しない場合に、操作手段１２に入力されたＩＤに対応する特徴
データをサーバ４０に要求して受信し、指紋入力手段２１により取得された特徴データと
、ＩＤに対応する特徴データとの比較により人物照合の成否を判別するので、１：１照合
により照合時間を短くでき、ＩＤ操作入力を頻繁に行うことを防ぎ、人物照合の利便性を
高めることができる。さらに、サーバ４０から複写機１０Ｂへ１つの特徴データを送信す
るので通信情報量を低減できる。また、常に特徴データ同士の比較を行うので、人物照合
のセキュリティを高めることができる。
【００８４】
　なお、複写機１０Ｂにおいて、複写機１０Ｂの使用頻度が多い複数人物の指紋の特徴デ
ータをサーバ４０から受信して、第１の登録特徴データ群１００Ａに登録又は更新する構
成としてもよい。
【００８５】
　（第３の実施の形態）
　図７及び図８を参照して、本発明に係る第３の実施の形態を説明する。本実施の形態の
装置構成は、第２の実施の形態における複写機１０Ｂを単体で使用するものである。但し
、第１及び第２の記憶手段としてのＨＤＤ１５Ｂに、第３の人物照合処理を行う第３の人
物照合プログラムと、登録特徴データ群３００と、を記憶する構成とする。
【００８６】
　次に、図７を参照して、ＨＤＤ１５Ｂに記憶する登録特徴データ群３００を説明する。
図７に、登録特徴データ群３００の構成を示す。登録特徴データ群３００は、ＩＤ３０１
と、ＩＤ３０１に対応する登録特徴データ３０２と、を含む。また、登録特徴データ群３
００は、複写機１０Ｂを所定数の人物のレコードを有する第１の登録特徴データ群３１０
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と、第１の登録特徴データ群３１０以外の人物のレコードを有する第２の登録特徴データ
群３２０とを含む。第１の登録特徴データ群３１０は、１：Ｎ認証用のレコードを有し、
第２の登録特徴データ群３２０は、１：１認証用のレコードを有する。第１、第２の登録
特徴データ群３１０、３２０は、順に、第１の実施の形態における第１、２の登録特徴デ
ータ群１００、２００に対応する。
【００８７】
　このように、第１及び第２の登録特徴データ群は、単一のデータベースとして構成され
、管理される。
【００８８】
　なお、第１の登録特徴データ群３１０に登録される人物のレコードは、複写機１０Ｂを
よく使う人物であることが好ましい。また、第１の登録特徴データ群と第２の登録特徴デ
ータ群を識別できるように、各データ（レコード）に識別コードを付与し、データベース
として区別できることが好ましい。
【００８９】
　次に、図８を参照して、複写機１０Ｂの動作を説明する。図８に、複写機１０Ｂで実行
される第３の人物照合処理の流れを示す。
【００９０】
　複写機１０Ｂで実行される第３の人物照合処理を説明する。例えば、操作手段１２から
第３の人物照合処理の実行指示が入力されたことをトリガとして、ＨＤＤ１５Ｂから第３
の人物照合プログラムが読み出されてＲＡＭ１３に展開され、ＣＰＵ１１と、展開された
第３の人物照合プログラムとの協働により第３の人物照合処理が実行される。
【００９１】
　先ず、指紋入力手段２１を介して操作者から指紋が入力され、その指紋の特徴データが
取得される（ステップＳ４１）。そして、ＨＤＤ１５Ｂに記憶された第１の登録特徴デー
タ群３１０が読み出され、ステップＳ４１で入力された指紋の特徴データと、第１の登録
特徴データ群３１０の各登録特徴データ３０２と、が比較され（１：Ｎ照合され）、一致
するか否か（一致する特徴データがあるか否か）が判別される（ステップＳ４２）。
【００９２】
　なお、指紋入力手段２１を介して入力された指紋から取得された特徴データと第１の登
録特徴データ群３１０の各登録特徴データ３０２とを比較する場合（１：Ｎ照合）、及び
後述する第２の登録特徴データ群３２０から取得した操作手段１２により入力されたＩＤ
に対応する登録特徴データ３０２と指紋入力手段２１を介して入力された指紋から取得さ
れた特徴データとを比較する場合（１：１照合）において、一致する、一致しないの判断
は、実施の形態１と同様とし説明は省略する。
【００９３】
　１：Ｎ照合で一致しない場合（ステップＳ４２；ＮＯ）、指紋を入力した操作者に対し
、ＩＤを入力する旨の表示を表示手段１４に表示させ、指紋を入力した操作者により操作
者のＩＤが操作手段１２を介して入力される（ステップＳ４３）。そして、ステップＳ４
３において入力されたＩＤに対応する登録特徴データが、ＨＤＤ１５Ｂに記憶された第２
の登録特徴データ群３２０で検索される（ステップＳ４４）。そして、ＩＤに対応する登
録特徴データがあるか否かが判別される（ステップＳ４５）。
【００９４】
　ＩＤに対応する登録特徴データがある場合（ステップＳ４５；ＹＥＳ）、ステップＳ４
１で入力された指紋の特徴データと、検索したＩＤに対応する登録特徴データと、が比較
され（１：１照合され）、一致するか否かが判別される（ステップＳ４６）。
【００９５】
　１：Ｎ照合で一致した場合（ステップＳ４２；ＹＥＳ）又は１：１照合で一致した場合
（ステップＳ４６；ＹＥＳ）、操作者は予め登録された人物であることを特定することが
できたため、指紋を入力した操作者の複写機１０Ｂに対して使用許可の旨が設定され（ス
テップＳ４７）、第３の人物照合処理が終了する。複写機１０Ｂでは、指紋を入力した操
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作者が複写機１０Ｂを使用可能となる。複写機１０Ｂの使用許可の設定は、第１の実施の
形態と同様に、個別設定情報を用いて操作者個別に行うことが好ましい。
【００９６】
　ＩＤに対応する登録特徴データがない場合（ステップＳ４５；ＮＯ）、又は１：１照合
で一致していない場合（ステップＳ４６；ＮＯ）、操作者は予め登録された人物であるこ
とを特定することができないため、指紋を入力した操作者に対して複写機１０Ｂの使用不
許可が設定され（ステップＳ４８）、第３の人物照合処理が終了する。複写機１０Ｂでは
、指紋を入力した操作者が複写機１０Ｂを使用不可能となる。
【００９７】
　以上、本実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様に、指紋入力手段２１により取
得された特徴データと、第１の登録特徴データ群３１０の各特徴データとの比較により人
物照合の成否を判別するので、第２の登録特徴データ群３２０を用いる場合に比べて、第
１の登録特徴データ群３１０の容量を低減でき、また人物照合の精度を高めることができ
、照合時間を短くできる。これとともに、ステップＳ４２で一致しない場合に、操作手段
１２に入力されたＩＤに対応する特徴データを第２の登録特徴データ群３２０から取得し
、指紋入力手段２１により取得された特徴データと、第２の登録特徴データ群３２０から
取得したＩＤに対応する特徴データとの比較により人物照合の成否を判別するので、１：
１照合により照合時間を短くでき、ＩＤ操作入力を頻繁に行うことを防ぎ、操作の利便性
を高めることができる。さらに、常に特徴データ同士の比較を行うので、人物照合のセキ
ュリティを高めることができる。
【００９８】
　また、第１及び第２の登録特徴データ群３１０，３２０を同一の記憶手段（ＨＤＤ１５
Ｂ）に記憶させることにより、異なる記憶手段に記憶させる場合のように記憶手段間の通
信等のステップが不要となり、１回目の１：Ｎ照合後、２回目の１：１照合を行う際にも
スムーズな処理が可能となり、結果として照合の処理を高速化できる。
【００９９】
　（第１の変形例）
　図９及び図１０を参照して、第３の実施の形態の第１の変形例を説明する。本変形例は
、第３の実施の形態と装置構成が同様であり、第３の人物照合処理に代えて、第４の人物
照合処理を実行する構成とし、同様の部分の説明を省略する。本変形例では、ＨＤＤ１５
Ｂに、第４の人物照合プログラムと、第３の登録特徴データ群３００Ａと、が記憶される
。
【０１００】
　図９に、登録特徴データ群３００Ａの構成を示す。登録特徴データ群３００Ａは、ＩＤ
３０１と、ＩＤ３０１に対応する登録特徴データ３０２と、ＩＤ３０１に対応するパスワ
ード３０３と、を有する。また、第３の実施の形態の登録特徴データ群３００の登録特徴
データ群３１０，３２０と同様に、登録特徴データ群３１０Ａ，３２０Ａを有する。
【０１０１】
　次に、図１０を参照して、本変形例における複写機１０Ｂの動作として、第４の人物照
合処理を説明する。図１０に、複写機１０Ｂで実行される第４の人物照合処理の流れを示
す。例えば、操作手段１２から第４の人物照合処理の実行指示が入力されたことをトリガ
として、ＨＤＤ１５Ｂから第４の人物照合プログラムが読み出されてＲＡＭ１３に展開さ
れ、ＣＰＵ１１と、展開された第４の人物照合プログラムとの協働により第４の人物照合
処理が実行される。
【０１０２】
　ステップＳ５１～Ｓ５８は、順に、ステップＳ４１～Ｓ４８と同様である。ＩＤに対応
する登録特徴データがない場合（ステップＳ５５；ＮＯ）、又は１：１照合で一致してい
ない場合（ステップＳ５６；ＮＯ）、指紋を入力した操作者に対し、パスワードを入力す
る旨の表示を表示手段１４に表示させ、ステップＳ５１で指紋を入力した操作者により操
作者のＩＤに対応するパスワードが操作手段１２を介して入力される（ステップＳ５９）
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。そして、ＨＤＤ１５Ｂに記憶された登録特徴データ群３００ＡのＩＤに対応するパスワ
ード３０３が読み出され、ステップＳ５９で入力されたパスワードと、読み出したパスワ
ードが一致するか否かが判別される（ステップＳ６０）。
【０１０３】
　パスワードが一致する場合（ステップＳ６０；ＹＥＳ）、ステップＳ５７に移行される
。パスワードが一致しない場合（ステップＳ６０；ＮＯ）、ステップＳ５８に移行される
。
【０１０４】
　以上、本変形例によれば、ＩＤに対応するパスワードの入力を受け付け、そのパスワー
ドが正当であるか否かにより人物照合の成否を判別するので、指紋入力手段２１による指
紋の特徴データの取得がうまくいかない場合にも、パスワードを用いて適切に人物照合で
きる。
【０１０５】
　（第２の変形例）
　図１１を参照して、第３の実施の形態の第２の変形例を説明する。本変形例は、第３の
実施の形態と装置構成が同様であり、第３の人物照合処理に代えて、第５の人物照合処理
を実行する構成とし、同様の部分の説明を省略する。本変形例では、ＨＤＤ１５Ｂに、第
５の人物照合プログラムと、登録特徴データ群３００と、が記憶される。
【０１０６】
　次に、図１１を参照して、本実施の形態における複写機１０Ｂの動作として、第５の人
物照合処理を説明する。図１１に、複写機１０Ｂで実行される第５の人物照合処理の流れ
を示す。例えば、操作手段１２から第５の人物照合処理の実行指示が入力されたことをト
リガとして、ＨＤＤ１５Ｂから第５の人物照合プログラムが読み出されてＲＡＭ１３に展
開され、ＣＰＵ１１と、展開された第５の人物照合プログラムとの協働により第５の人物
照合処理が実行される。
【０１０７】
　ステップＳ７１～Ｓ７８は、順に、ステップＳ４１～Ｓ４８と同様である。１：１照合
で一致していない場合（ステップＳ７６；ＮＯ）、指紋を入力した操作者に対し、指紋の
再入力を指示する旨の表示を表示手段１４に表示させ、ステップＳ７１で指紋を入力した
操作者により操作手段１２を介して指紋の再入力指示が入力されたか否かが判別される（
ステップＳ７８）。指紋の再入力指示が入力されない場合（ステップＳ７９；ＮＯ）、ス
テップＳ７８に移行される。
【０１０８】
　指紋の再入力指示が入力された場合（ステップＳ７９；ＹＥＳ）、指紋を入力した操作
者により指紋入力手段２１を介して指紋が入力され、その指紋の特徴データが生成及び取
得され（ステップＳ８０）、ステップＳ７６に移行される。ステップＳ７６においては、
再入力された指紋の特徴データと、ＩＤに対応する特徴データとが比較される。
【０１０９】
　以上、本変形例によれば、指紋の再入力により特徴データを再取得し、その再取得され
た特徴データと、ＩＤに対応する特徴データとの比較により人物照合の成否を判別するの
で、指紋入力による特徴データの取得がうまくいかない場合にも、再入力した指紋の特徴
データを用いて適切に人物照合できる。
【０１１０】
　なお、上記第１の変形例、第２の変形例を、上記第１の実施の形態、第２の実施の形態
、に適用する構成としてもよい。
【０１１１】
（第３の変形例）
　図１２を参照して、第３の実施の形態の第３の変形例を説明する。図１２に、第４の登
録特徴データ群４００の構成を示す。第３の実施の形態では、本変形例は、登録特徴デー
タ群３００の１：Ｎ照合に用いる登録特徴データ群３１０の内容は、固定されていたが、
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本変形例において、第４の登録特徴データ群４００の第１の登録特徴データ群４１０のレ
コードが、周期的に更新される構成とする
【０１１２】
　第４の登録特徴データ群４００は、ＩＤ４０１と、ＩＤ４０１に対応する登録特徴デー
タ４０２と、ＩＤ４０１に対応する操作者が最後に複写機１０Ｂを使用した最新使用日時
４０３と、を有する。また、第４の登録特徴データ群４００は、１：Ｎ照合に用いる第１
の登録特徴データ群４１０と、１：１照合に用いる照合に用いる第２の登録特徴データ群
４２０とを有する。第１の登録特徴データ群４１０は、レコード順で最上位から予め設定
された順番までの所定数のレコードを有するものとする。
【０１１３】
　複写機１０Ｂにおいては、各操作者の複写機１０Ｂ使用ごとに随時、その操作者に対応
する登録特徴データ４０２の最新使用日時４０３が更新される。そして、複写機１０Ｂに
おいて、所定周期で、第４の登録特徴データ群４００のレコードが、最新使用日時４０３
で新しい時間順に並べ替えが実行される。この構成では、第１の登録特徴データ群４１０
が可変であり、新しい状態に更新される。
【０１１４】
　以上、本変形例によれば、複写機１０Ｂにおいて、複写機１０Ｂの使用日時が新しい人
物の特徴データ順に、第１の登録特徴データ群４１０を登録又は変更できるため、１：Ｎ
照合時に第１の登録特徴データ群４１０の登録特徴データが一致する確率を高められ、人
物の照合時間を短くできる。
【０１１５】
　また、本変形例を第１の実施の形態に適用する構成としてもよい。この場合には、例え
ば、複写機本体１０Ａにおいて、第４の登録特徴データ群４００がＨＤＤ１５に記憶され
、人物の使用履歴により更新される。そして、周期的に、第１の登録特徴データ群４１０
が抽出され、その第１の登録特徴データ群４１０が通信手段１７を介して指紋照合モジュ
ール３０に送信される。指紋照合モジュール３０において、通信手段３４を介して受信し
た第１の登録特徴データ群４１０を、１：Ｎ照合用にメモリ３５に記憶する構成となる。
【０１１６】
　また、本変形例を第２の実施の形態に適用する構成としてもよい。この場合には、サー
バ４０において、第４の登録特徴データ群４００がＨＤＤ４５に記憶され、操作者の使用
履歴情報を通信ネットワークＮ及び通信手段４６を介して複写機１０Ｂから受信し、その
使用履歴情報に基づいて登録特徴データ群４００が更新される。そして、周期的に、第１
の登録特徴データ群４１０が抽出され、その第１の登録特徴データ群４１０が通信手段４
６及び通信ネットワークＮを介して複写機１０Ｂに送信される。複写機１０Ｂにおいて、
通信手段２２を介して受信した第１の登録特徴データ群４１０を、１：Ｎ照合用にＨＤＤ
１５Ｂに記憶する構成となる。
【０１１７】
　また、本変形例においては、複写機１０Ｂの最新の使用日時に基づいて第１の登録特徴
データ群４１０を更新しているがこれに限定されるものではない。例えば、複写機１０Ｂ
の使用回数や、使用割合が最も多い人物から所定数の人物を、第１の登録特徴データ群４
１０の各レコードの対象者としてもよく、また同様に、第１，第２の実施の形態に適用す
る構成としてもよい。
【０１１８】
　なお、上記各実施の形態及び各変形例における記述は、本発明に係る好適な人物照合装
置、人物照合システム及び人物照合方法の一例であり、これに限定されるものではない。
　また、以上の実施の形態における人物照合装置、人物照合システムを構成する各部の細
部構成及び細部動作に関して本発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可能であ
る。また、上記各実施の形態及び各変形例の少なくとも２つの構成を適宜組み合わせるこ
ととしてもよい。
【０１１９】
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　また、上記各実施の形態及び各変形例においては、各同一人物で一つの特徴データを登
録する構成を説明したが、これに限定されるものではない。例えば、各同一人物（同一Ｉ
Ｄ）で複数の特徴データを登録しておく構成としてもよく、１：Ｎ照合時に、入力された
指紋の照合データと、Ｎ人×複数の登録特徴データとを比較し、１：１照合時に、入力さ
れた指紋の照合データと、ＩＤに対応する複数の登録特徴データとを比較する構成として
もよい。このとき、例えば、複数の登録特徴データのうちの、入力特徴データと最も類似
する登録特徴データとを比較することとしてもよい。さらに、各同一人物での複数の特徴
データとは、複数指の特徴データとする構成としてもよい。このような各同一人物で複数
の特徴データを登録する構成によれば、人物照合をより多様に行うことができる。
【０１２０】
　また、上記各実施の形態及び各変形例においては、人物を照合するための生体情報とし
て、指紋の情報を用いる例を説明したが、これに限定されるものではない。例えば、生体
情報として、指紋、虹彩、顔、静脈、声紋等の少なくとも一つを用いる構成としてもよい
。このような生体情報を用いる構成によれば、人物照合のセキュリティを高めることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】本発明に係る第１の実施の形態の複写機１の構成を示すブロック図である。
【図２】（ａ）は、第１の登録特徴データ群１００の構成を示す図である。（ｂ）は、第
２の登録特徴データ群２００の構成を示す図である。（ｃ）は、個別設定情報５００の構
成を示す図である。
【図３】（ａ）は、指紋照合モジュール３０で実行される第１の人物照合処理を示すフロ
ーチャートである。（ｂ）は、複写機本体１０Ａで実行される第１の特徴データ提供処理
を示すフローチャートである。
【図４】複写機本体１０Ａで実行される個別情報設定処理を示すフローチャートである。
【図５】本発明に係る第２の実施の形態の複写機システム２の構成を示すブロック図であ
る。
【図６】（ａ）は、複写機１０Ｂで実行される第２の人物照合処理を示すフローチャート
である。（ｂ）は、サーバ４０で実行される第２の特徴データ提供処理を示すフローチャ
ートである。
【図７】登録特徴データ群３００の構成を示す図である。
【図８】複写機１０Ｂで実行される第３の人物照合処理を示すフローチャートである。
【図９】第３の登録特徴データ群３００Ａの構成を示す図である。
【図１０】複写機１０Ｂで実行される第４の人物照合処理を示すフローチャートである。
【図１１】複写機１０Ｂで実行される第５の人物照合処理を示すフローチャートである。
【図１２】第４の登録特徴データ群４００の構成を示す図である。
【図１３】従来の人物照合処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１２２】
１　複写機
２　複写機システム
１０Ａ　複写機本体
１０Ｂ　複写機
１１　ＣＰＵ
１２　操作手段
１３　ＲＡＭ
１４　表示手段
１５　ＨＤＤ
１６　メモリ
１７　通信手段
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１８　スキャナ手段
１９　プリント手段
２０　バス
２１　指紋入力手段
２２　通信手段
３０　指紋照合モジュール
３１　ＣＰＵ
３２　指紋入力手段
３３　ＲＡＭ
３４　通信手段
３５　メモリ
３６　バス
４０　サーバ
４１　ＣＰＵ
４２　操作手段
４３　ＲＡＭ
４４　表示手段
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