
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

の身体的特徴を読取って識別する 識別装置であって、
上記 の身体的特徴を読取る読取り手段と、

予め特定した特定者の身体的特徴を記憶する記憶手段と、
上記記憶手段が記憶する特定者の身体的特徴を上記読取り手段が読取ったとき、

出力する出力
手段とを備えた

識別装置。
【請求項２】

であることを特徴とする
請求項１記載の 識別装置。
【請求項３】

ことを特徴とする
請求項１記載の 識別装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えば室のドア開閉位置に備えられるような 識別装置に関し、さらに
詳しくは予め登録している人間の身体的特徴を照合要素に用いて識別する 識別装置
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に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、人の画像を取得する撮像用カメラを用いて遠隔位置からモニタで各々の人を識別
する人間識別装置が知られている。この人間識別装置を例えばホテルや企業の受付けに適
用した場合は、この受付けでＶＩＰな来賓客や特定の来訪予定者が来たことを知るため、
モニタ監視員は来訪者の到着を確認するまでの間、モニタを監視し続けなければならず無
駄な監視労力を要していた。さらに、モニタの画像から人の識別が誰であるかはモニタ監
視員の記憶に頼っており、正確さを欠いて信頼性が低くなっていた。
【０００３】
また、家庭用のインターホンに適用した場合は、誰が訪ねて来たかを知るために屋内に設
置されたモニタを見る必要があり、モニタと離れているときは、わざわざモニタを見に行
くのが面倒であった。また、家人等の入邸許容された人や特定来訪者の場合に人手によっ
て扉を解錠操作しているが、特定者と他者とを識別して自動的に扉を解錠するような開発
が望まれていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
そこでこの発明は、予め特定して記憶しておいた特定者の画像取得データと照合させて特
定者か否かを自動的に識別し、この識別結果を自動的に出力するようにした 識別装
置の提供を目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
請求項１記載の発明は、 の身体的特徴を読取って識別する

識別装置であって、 上記 の身体的特徴を読取る読取
り手段と、予め特定した特定者の身体的特徴を記憶する記憶手段と、上記記憶手段が記憶
する特定者の身体的特徴を上記読取り手段が読取ったとき、

出力する出力手段とを備えたこと
を特徴とする。
【０００６】
請求項２記載の発明は、 であることを特
徴とする。
【０００７】
請求項３記載の発明は、 こと
を特徴とする。
【０００８】
【発明の作用及び効果】
この発明によれば、記憶手段が記憶する特定者の身体的特徴を読取り手段が読取ったとき
、特定者であることを自動的に識別し、この識別結果を出力手段により出力する。このた
め、ホテルや企業の受付けに適用した場合は、来訪者の到着を自動的に知らせることがで
きる。従って、来賓客や来訪予定者が来るまでモニタを監視するような無駄がなくなり、
また監視する人の識別判断に頼らず、自動的に画像取得データを照合して識別するため正
確に識別することができる。
【０００９】
また、報知装置により音声出力 来訪時のみ報知内容を
出力させて的確な監視利用が図れる。
【００１０】

【００１１】
さらに、家庭用のインターホンに適用した場合は、来訪した特定者を読取り確認した時点
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家屋に対して来訪する来訪者 来
訪者 上記家屋の屋外に配設され 来訪者

上記家屋の屋内に配設され該
当する特定者別に異なる音声案内を屋内の家人に対して

前記特定者別に異なる音声案内は、特定者の名前

前記出力手段は、さらに前記家屋の扉への解錠出力をも行う

して報知案内するようにするので、

また、特定者別に異なる報知出力を行うように設定するので、その特定者別に応じた内容
の応答を出力することができ、来訪者に適した受付けを自動的に行うことができる。



で、扉を解錠または施錠するように出力させれば、入邸許容された特定者に対して自動的
に扉を解錠して入邸させたり、入出邸後に自動的に施錠することができる。また、様々な
室の扉に適用した場合は、特定者が扉の前に接近しただけで解錠するため、手間がかから
ず容易に入室できる。
【００１２】
【実施例】
この発明の実施例を以下図面に基づいて詳述する。
【００１３】
［第１実施例］
図１は室の扉を開閉管理する人間識別装置１１を示し、この人間識別装置１１は撮像カメ
ラ１２と、テンキー１３と、カードリーダ１４とを一体に備えた照合ユニット１５を、扉
近傍の顔高さ壁面位置に設置して構成する。
【００１４】
撮像カメラ１２は、扉に近付いた人の顔を撮像する向きに設定して、人の顔画像データを
取得し、顔の画像を撮像カメラ１２で取得する際、目、鼻、口…等の各部分および顔全体
の形状や大きさ、髪型、眼鏡の有無、色、皺、化粧度合い等の本人固有の顔情報を撮像し
て取得する。この画像取得した顔情報を特定者１６の照合要素として用い、人が扉に近付
いたとき、撮像カメラ１２が人の顔情報を画像取得し、これを特定者１６のデータと照合
して確認したとき解錠するように設定している。
【００１５】
また、撮像カメラ１２の電源をＯＦＦ設定しているときは、撮像カメラ１２で解錠する以
外に、特定者１６が照合ユニット１５のテンキー１３に解錠用の暗証番号（ＰＩＮ）を入
力操作すれば解錠することができ、またカードリーダ１４に特定者のＩＤカードを読取り
チェックさせれば解錠利用することができる。
【００１６】
図２は人間識別装置１１の制御回路ブロック図を示し、ＣＰＵ２１はＲＯＭ２２に格納さ
れたプログラムに沿って各回路装置を制御し、その制御データをＲＡＭ２３で読出し可能
に記憶する。
【００１７】
施錠解錠装置２４は、照合ユニット１５の撮像カメラ１２、テンキー１３、カードリーダ
１４のいずれかを用いて解錠信号が入力されたときは解錠動作させて扉を開放許容し、施
錠信号が入力されたときは施錠動作させて扉を閉鎖維持する。
【００１８】
スピーカ２５は、撮像カメラ１２で画像取得した人の顔情報を照合判定したときの照合判
定結果を音声案内する。例えば、特定者と認めたときは「入室して下さい」、「どうぞお
入り下さい」…と、入室許容する旨を音声案内し、特定者と認められないときは、「入室
できません」、「しばらくお待ち下さい」…と、入室できない旨を音声案内する。また、
この音声案内以外に表示器で表示案内してもよく、また併用出力してもよい。
【００１９】
ところで、ＲＡＭ２３には予め特定した特定者固有の顔の身体的特徴を登録しておき、こ
れを照合確認用に用いる。そして、撮像カメラ１２で顔情報を画像取得する毎にＣＰＵ２
１は取得した画像の身体的特徴と、ＲＡＭ２３で記憶管理した特定者の顔の身体的特徴と
を比較して照合確認する。
【００２０】
図３は顔情報の類似度判定処理動作を示し、撮像カメラ１２から顔情報を取得した生画像
を一旦画像メモリ３１に蓄積する。
蓄積された生画像から顔検出部３２で顔領域の検索を行って、撮像した顔領域を検出する
。ここでは、顔とその周辺の概略を検出し、この顔領域の検出手法に際しては
１．背景画像と取得画像の差を抽出する背景差分手法
２．カラーを用いた肌色検出手法
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３．オプチカルフローやフレーム差分を用いた動き検出手法
４．顔らしさをニューラルネットワークやパターンマッチングによって求める手法
のいずれかを用いて顔領域を検出する。
【００２１】
この顔領域を検出した後、顔位置検出部３３で目、鼻、口…等の特徴モデルを元にマッチ
ングによって顔の位置を正確に検出する。
顔の位置を正確に検出して位置決めすると、顔特徴抽出部３４で顔画像から切出された顔
特徴量を抽出する。この顔特徴量は平均顔との差を主成分分析等の統計的手法を用いて抽
出するか、あるいは目、鼻、口…等の濃淡画像からテンプレートマッチングにより抽出す
る。
【００２２】
この抽出された顔特徴量と、登録特徴メモリ３５に予め登録された特徴メモリとを類似度
判定部３６で比較照合して類似度を判定し、類似度の基準値（スレッショルダレベル）を
満たす特定者と認めたときはスピーカ２５で「入室して下さい」と音声案内し、基準値以
下で特定者と認められないときは、「入室できません」と照合判定結果に応じた音声案内
を出力する。
【００２３】
このように、予め登録された特定者の身体的特徴を撮像カメラ１２が読取ったとき、特定
者であることを自動的に識別し、この識別結果をスピーカ２５で音声案内するため、特定
者と他の人とを的確に区別して監視することができる。また、特定者を読取り確認した時
点で、これに連動して扉を解錠または施錠するため、入室許容された特定者に対して自動
的に扉を解錠して入室させたり、入退室後に自動的に施錠することができる。特に、特定
者は非接触で解錠操作を要せず、扉の前に接近しただけで解錠するため手間がかからず、
特に手荷物を持っているような場合に便利であり、容易に入室できる。
【００２４】
［第２実施例］
図４は企業の自動受付けに適用した人間識別装置４１を示し、この人間識別装置４１は撮
像カメラ４２を受付けに設置し、この受付け位置の撮像カメラ４２で取得した撮像データ
を遠隔位置のモニタ装置４３に伝送するように接続して構成している。
【００２５】
この場合、予め登録している特定者の身体的特徴を撮像カメラ１２が読取ったとき、特定
者であることを自動的に識別し、この識別結果をモニタ装置４３で表示案内あるいは音声
案内して係員に知らせるため、来訪者４４の到着を係員に自動的に知らせることができる
。
【００２６】
従って、係員は来賓客や来訪予定者が来るまでモニタ装置４３の画像を監視するような無
駄がなくなり、また監視する人自身の識別判断に頼らず、自動的に取得した画像データを
機械的に照合して識別するため正確に識別することができる。
【００２７】
［第３実施例］
図５は家庭用のインターホンに適用した人間識別装置５１を示し、この人間識別装置５１
は屋外に設置されたインターホン５２の位置に撮像カメラ５３を配設し、この屋外で取得
した撮像カメラ５３の撮像データを屋内のモニタ装置５４に伝送するように接続して構成
する。
【００２８】
この場合、予め登録している特定者の身体的特徴を撮像カメラ１２が読取ったとき、特定
者であることを自動的に識別し、この識別結果をモニタ装置５４の表示画面５４ａで表示
案内し、またスピーカ５４ｂで音声案内して屋内の家人に知らせるため、来訪者５５の訪
問を自動的に知らせることができる。
【００２９】
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この来訪した特定者を読取り確認した時点で、扉を解錠または施錠するため、入邸許容さ
れた特定者に対しては自動的に扉を解錠して入邸させることができ、入出邸後に自動的に
施錠することができる。またこの場合は、解錠、施錠操作が不要なため来訪者も家人も手
間がかからず容易に入出邸利用が図れる。
【００３０】
また、特定者の個人別に１人ずつ異なる音声案内を屋内のモニタ装置５４で出力案内する
ことができる。これは、予め各個人別に利用者を登録しておき、登録された来訪者５５が
来れば、その来訪時点で自動的に特定の来訪者を識別し、この識別結果をモニタ装置５４
で「○○さんが来ました」と、あたかも家政婦さんの如く、その来訪者名を音声案内する
。このため、屋内の家人はモニタ装置５４と離れた位置に居ても来訪者が誰であるかを逸
早く知ることができる。
【００３１】
［第４実施例］
図６は広域捜査システムに適用した人間識別装置６１を示し、この人間識別装置６１は広
域捜査エリア、例えば全国の駅、空港、駐車場、百貨店、商店等の公共施設及び商業施設
の各種施設に設置された撮像カメラ６２で撮像した撮像データを取得するように検索装置
６３に接続し、またこの検索装置６３には予め指名手配の写真や捜索者の写真から作成さ
れた登録画像６４の顔特徴量を抽出して登録し、これと画像データとを照合して類似度を
求め、この類似度の照合判定結果に基づいて指名手配者や捜索者６５を検索する。
【００３２】
上述のように、予め記憶した特定者の身体的特徴を撮像カメラで読取ったとき、特定者で
あることを自動的に識別し、この識別結果をスピーカにより音声出力するため、ホテルや
企業の受付けに適用した場合は、来訪者の到着を自動的に知らせることができる。従って
、来賓客や来訪予定者が来るまでモニタ装置を監視するような無駄がなくなり、また監視
する人の識別判断に頼らず、自動的に画像取得データを照合して識別するため正確に識別
することができる。また、音声出力または表示出力して監視者に報知案内するため、来訪
時のみ報知内容を出力させて的確な監視利用が図れる。
【００３３】
さらに、家庭用のインターホンに適用した場合は、来訪した特定者を読取り確認した時点
で扉を解錠または施錠できるため、入邸許容された特定者に対して自動的に扉を解錠して
入邸させたり、入出邸後に自動的に施錠することができる。また、様々な室の扉に適用し
た場合は、特定者が扉の前に接近しただけで解錠するため、手間がかからず容易に入室利
用できる。また、特定者別に応じた音声案内を出力させるように設定した場合は、来訪者
の到着と同時に誰であるかを知ることができる。
【００３４】
この発明と、上述の実施例の構成との対応において、
この発明の読取り手段は、実施例の撮像カメラ１２，４２，５３，６２に対応し、
以下同様に、
記憶手段は、ＲＡＭ２３に対応し、
出力手段は、スピーカ２５，５４ｂと表示画面５４ａに対応
この発明は、請求項に示される技術思想に基づいて応用することができ、上述の実施例の
構成のみに限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１実施例の人間識別装置の使用状態を示す概略側面図。
【図２】この発明の第１実施例の人間識別装置の制御回路ブロック図。
【図３】この発明の第１実施例の人間識別装置の顔情報の類似度判定処理動作を示す説明
図。
【図４】この発明の第２実施例の人間識別装置を示す概略説明図。
【図５】この発明の第３実施例の人間識別装置を示す概略説明図。
【図６】この発明の第４実施例の人間識別装置を示す概略説明図。
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【符号の説明】
１１，４１，５１，６１…人間識別装置
１２，４２，５３，６２…撮像カメラ
１６…特定者
２１…ＣＰＵ
２３…ＲＡＭ
２４…施錠解錠装置
２５，５４ｂ…スピーカ
４３，５４…モニタ装置
４４，５５…来訪者
５４ａ…表示画面
６３…検索装置
６５…捜索者
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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