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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
文書などの原稿を光学的に読み取り、電子化して画像データとして読み取ることができる
画像読み取り装置において、
　本人認証を行うための情報を格納した着脱可能なメモリデバイスと、
　当該着脱可能なメモリデバイスに格納された本人認証情報を用いて、本人認証を行う手
段と、
　読み取った文書画像に承認済みを示す印鑑、シグニチャーやロゴなどのイメージを付加
する手段とを備え、
　前記承認済みを示すイメージを付加する手段は、
　原稿に記されたマーカを検出して、そのマーカの記入内容により、承認済みを示すイメ
ージを色、サイズなどを切り替えて付加する、又は、複数の種類の承認済みを示すイメー
ジを切り替えて付加する、
　ことを特徴とする画像読み取り装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、原稿となる文書を光学的に読み取り、電子化して画像データとして読み取る
ことができる画像読み取り装置に関し、着脱可能なメモリデバイスを備え、この着脱可能
なメモリデバイスに使用者の認証情報を格納しておくことで、画像読み取り装置を使用す
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る使用者の本人認証を行えるようにし、認証後に読み取った画像データに承認情報や電子
署名情報の付加を行うことができる画像読み取り装置を実現するものである。
【０００２】
【従来の技術】
企業などでは、情報の共有化や保存場所の問題を解決するために、紙などに印刷された文
書を、電子化して画像データとして保存を行うことが、一般化してきている。
【０００３】
このような画像データを活用して行くにあたり、その画像データが改ざんされたり、その
画像データの作成者として別の者がなりすましたりなどの不正な使用を防ぐことが求めら
れてきている。
【０００４】
従来は、画像読み取り装置が接続されたパーソナルコンピュータ側でパスワードなどによ
る使用者の本人認証処理を行い、認証された者のみが画像読み取り装置を使用して画像の
読み取りを実行でき、これにより読み取られた画像データに、ホストであるパーソナルコ
ンピュータやより高機能なワークステーションで管理されている電子認証のための秘密鍵
を使用して、電子署名情報を付加したり、承認情報を付加したりする装置が考案されてい
る。（例えば、特許文献１を参照。）
【０００５】
しかし、近年、画像読み取り装置がパーソナルコンピュータなどのホストに接続されるこ
となく、単体で使用され、着脱可能なメモリデバイスなどに直接読み取った画像を格納す
るような使用方法が行われるようになってきており、ホスト側での本人認証処理や、読み
取った画像への電子署名処理ができない場合があった。
【０００６】
【特許文献１】
特開平８－１３９７１７号公報
【発明が解決しようとする課題】
前記のごとく、従来の技術では次のような問題点がある。
【０００７】
紙などに印刷された文書を、情報の共有化や保存場所の問題から、画像読み取り装置によ
り電子化して画像データとして保存し、活用することが一般化してきている。
【０００８】
このような画像データを活用するにあたり、画像データを改ざんしたり、画像データの作
成者として別の者がなりすましたりするなどの不正な使用を防止する必要性がある。
【０００９】
従来は、画像読み取り装置が接続されたホストであるパーソナルコンピュータ側で、使用
者の本人認証を行い、本人として認証された者のみがそのパーソナルコンピュータに接続
された画像読み取り装置を使用することができ、これにより読み取った画像に、パーソナ
ルコンピュータ側で電子署名情報や承認情報を付加することで、このような不正な使用を
防止する装置が考案されている。
【００１０】
しかし、近年、画像読み取り装置をホストであるパーソナルコンピュータ側と接続せずに
、単体で使用し、読み取った画像データを着脱可能なメモリデバイスに直接格納するよう
な使用方法が用いられるようになっており、このような場合に、前記のパーソナルコンピ
ュータ側で本人認証や電子署名処理を行う装置では対応できない場合があった。
【００１１】
この発明の課題は、画像読み取り装置がパーソナルコンピュータなどのホスト装置に接続
されずに使用されたり、本人認証や電子署名処理の機能のないホスト装置に接続されて使
用されたりするような場合でも、確実に本人認証が可能で、読み取った画像データを、改
ざんやなりすましなどの不正な使用から防ぐことができる画像読み取り装置を提供するこ
とにある。
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【００１２】
【課題を解決するための手段】
前記の問題点を解決するために、この発明では次に示す手段を取った。
【００１３】
図１に示すように、画像読み取り装置を使用する、使用者の本人認証を行うための認証情
報を格納した着脱可能なメモリデバイス２を備える。
【００１４】
画像読み取り装置本体１には、着脱可能なメモリデバイス２に格納された認証情報と、画
像読み取り装置にあらかじめ登録された認証情報を照合することで、使用者が本人である
か本人認証を行う手段を備えるように構成する。
【００１５】
着脱可能なメモリデバイスに格納する認証情報として、パスワードを格納しておき、画像
読み取り装置の使用開始時に、画像読み取り装置に備えられたパスワード入力手段により
使用者にパスワード入力を行わせ、入力されたパスワードと着脱可能なメモリデバイスに
格納されたパスワードを照合することで、本人認証を行うように構成してもよい。
【００１６】
着脱可能なメモリデバイスに格納する認証情報として、使用者本人のバイオメトリクス情
報（指紋、声紋などの個人識別情報）を格納しておき、これと画像読み取り装置に備えら
れた指紋読み取り装置や声紋検出装置から読み取った使用者の情報とを照合することで、
使用者が本人であるか本人認証を行う手段を備えるように構成してもよい。
【００１７】
上記の本人認証を行う手段により認証された場合にのみ、画像読み取り装置を使用して、
原稿文書３の読み取りを行うことができるように構成する。
【００１８】
上記の本人認証を行う手段により認証後、読み取った画像データに承認済みを示す印鑑、
シグニチャーやロゴなどのイメージを付加する手段を備えるよう構成する。
【００１９】
この承認済みを示すイメージを付加する手段において、着脱可能なメモリデバイスに格納
された使用者固有の承認済みを示すイメージ画像を用いてイメージ付加処理を行うように
構成してもよい。
【００２０】
承認済みを示すイメージを付加する手段において、読み取った画像データが所定のフォー
マットであった場合には、あらかじめ決められた位置に承認済みを示すイメージ画像を付
加するように構成してもよい。
【００２１】
承認済みを示すイメージを付加する手段において、原稿に記されたマーカを検出し、マー
カの記入内容により色やサイズを変更して承認済みを示すイメージ画像を付加するように
構成してもよい。
【００２２】
承認済みを示すイメージを付加する手段において、原稿に記されたマーカを検出し、マー
カの記入内容により複数の種類の承認済みを示すイメージ画像を切り替えて付加するよう
に構成してもよい。
【００２３】
本人認証を行う手段により認証後、読み取った画像データに電子署名処理を施す手段を備
えるように構成する。
【００２４】
電子署名処理を施す手段として、着脱可能なメモリデバイスに格納された情報を使用して
電子署名処理を行うように構成してもよい。
【００２５】
本人認証を行う手段により認証後、読み取った文書のフォーマットを認識する手段により
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、読み取った文書のフォーマットを判定し、このフォーマット情報と、着脱可能なメモリ
デバイスに格納された、フォーマットごとの画像データ格納先情報を用いて、指定された
格納先に読み取った画像データを格納する画像データ格納手段を備えるように構成する。
【００２６】
本人認証を行う手段により認証後、原稿に記されたマーカを検出し、マーカの記入内容と
、着脱可能なメモリデバイスに格納された、マーカの記入内容ごとの画像データ格納先情
報を用いて、指定された格納先に読み取った画像データを格納する画像データ格納手段を
備えるように構成してもよい。
【００２７】
この画像データ格納先として、図１に示すように、画像読み取り装置を接続しているパー
ソナルコンピュータ４や、さらに、このパーソナルコンピュータ４の接続されているネッ
トワーク上のサーバ５が格納先の場合には、パーソナルコンピュータ４側に画像読み取り
装置側の画像データ格納手段からの指示により、読み取った画像データを格納する処理を
行うＰＣ側画像データ格納手段を備えるように構成する。
【００２８】
【発明の実施の形態】
この発明は、次に示す実施の形態を取った。
【００２９】
画像読み取り装置の使用者の本人認証を行うための認証情報を格納した着脱可能なメモリ
デバイスを備え、この着脱可能なメモリデバイスに格納された認証情報を使用して本人認
証を行う手段を備えるように構成する。
【００３０】
この着脱可能なメモリデバイスに格納する認証情報として、パスワードを格納しておき、
画像読み取り装置の使用開始時に使用者が、画像読み取り装置に備えられたパスワード入
力手段からパスワードを入力し、これと着脱可能なメモリデバイスに格納されたパスワー
ドを照合することで、使用者が本人であるか認証を行うように構成してもよい。
【００３１】
これにより、画像読み取り装置に正当なパスワード情報が格納された着脱可能なメモリデ
バイスを装着しない限り、画像読み取り装置を使用することができないようにでき、正当
なパスワード情報を有した着脱可能なメモリデバイスをもっていない者が、不正に装置を
使用することを防ぐことができる。
【００３２】
着脱可能なメモリデバイスに格納する認証情報として、使用者本人のバイオメトリクス情
報を格納しておき、画像読み取り装置側に指紋読み取り装置や声紋検出装置を備えること
で、これらの装置から入手した使用者のバイオメトリクス情報と、着脱可能なメモリデバ
イスに格納されたバイオメトリクス情報との照合を行うことで、使用者が本人であるか認
証を行うように構成してもよい。
【００３３】
これにより、偽造が困難な本人認証のデータを使用した認証処理が行えるようになり、よ
り厳格な本人認証を行うことで、不正に装置を使用することを防ぐことができるようにな
る。
【００３４】
上記の本人認証を行う手段により本人認証がされた場合、読み取った画像に、承認済みを
示す印鑑、シグニチャー、ロゴなどのイメージ画像を付加する手段を備えるように構成す
る。
【００３５】
これにより、本人と認証された者が画像読み取り装置により承認が必要な文書を読み取る
ことで、紙文書の電子化と承認処理とを同時に行うことができる。
【００３６】
承認済みを示すイメージを付加する手段において、着脱可能なメモリデバイスに格納され
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た使用者固有の承認済みを示すイメージ画像を使用して、イメージを付加する処理を行う
ように構成してもよい。
【００３７】
これにより、本人のみが所有している着脱可能なメモリデバイスに格納された本人固有の
承認済みを示すイメージ画像を画像読み取り装置による読み取り時に、画像データに付加
することができ、これにより読み取られた画像データの承認の信頼性を高めることができ
る。
【００３８】
承認済みを示すイメージを付加する手段において、画像読み取り装置により読み取った画
像が所定のフォーマットの文書画像であった場合には、あらかじめ決められた位置に承認
済みを示すイメージを付加するように構成してもよい。
【００３９】
これにより、定型文書を読み取る場合、承認印の押すべき位置が決まっている場合に、文
書のフォーマットを判定することで、自動的に位置を判断して、適正な位置に承認済みを
示す印鑑などのイメージを付与することができるようになる。
【００４０】
承認済みを示すイメージを付加する手段において、原稿に記されたマーカを検出し、マー
カの記入内容により色やサイズを変更して承認済みを示すイメージ画像を付加するように
構成してもよい。
【００４１】
これにより、フォーマットが定まっていない文書を読み取る場合でも、使用者がマーカを
原稿に記入することで、このマーカを検出して自動的に承認済みを示すイメージを付与す
る位置や、イメージの色、サイズなどを適正なイメージとして画像データに付加すること
ができるようになる。
【００４２】
承認済みを示すイメージを付加する手段において、原稿に記されたマーカを検出し、マー
カの記入内容により複数の種類の承認済みを示すイメージ画像を切り替えて付加するよう
に構成してもよい。
【００４３】
これにより、複数の種類の承認済みを示すイメージがある場合、使用者が必要な承認済み
を示すイメージの種類に合わせたマーカを、原稿の必要な位置に記すことで、このマーカ
を検出して自動的に適正な位置に、適正な種類のイメージを付加することができるように
なる。
【００４４】
本人認証を行う手段により認証された場合、読み取った画像データに電子署名処理を施す
手段を備えるように構成する。
【００４５】
電子署名処理を施す手段として、着脱可能なメモリデバイスに格納された情報を使用して
電子署名処理を行うように構成してもよい。
【００４６】
これにより、画像読み取り装置により読み取った画像データに、作成者本人を示す電子署
名情報が付加され、その後にこの画像データを活用するにあたり、改ざんしたり、他人が
なりすましたりするなどの不正な使用を防止することができるようになる。このとき、本
人のみが所有している着脱可能なメモリデバイスに格納された認証情報により本人認証が
行われており、また、電子署名にも本人のみが所有している着脱可能なメモリデバイスに
格納された電子署名用の情報を使用することで、本人がその画像データを作成したことを
確実に保証することができるようになる。
【００４７】
本人認証を行う手段により認証された場合、読み取った文書のフォーマットを認識する手
段により、読み取った文書のフォーマットを判定し、このフォーマット情報と、着脱可能
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なメモリデバイスに格納された、フォーマットごとの画像データ格納先情報を用いて、指
定された格納先に読み取った画像データを格納する画像データ格納手段を備えるように構
成する。
【００４８】
これにより、使用者である本人を着脱可能なメモリデバイスに格納された情報により確実
に認証するとともに、認証された使用者が、読み取った画像データを格納したい格納先を
読み取り対象である文書のフォーマットごとに、あらかじめ着脱可能なメモリデバイスに
格納しておくことで、読み取りを行うと同時に、自動的に所定のフォーマットの文書画像
データを指定先の格納場所に格納できるようになる。
【００４９】
本人認証を行う手段により認証された場合、原稿に記されたマーカを検出し、マーカの記
入内容と、着脱可能なメモリデバイスに格納された、マーカの記入内容ごとの画像データ
格納先情報を用いて、指定された格納先に読み取った画像データを格納する画像データ格
納手段を備えるように構成してもよい。
【００５０】
これにより、使用者である本人を着脱可能なメモリデバイスに格納された情報により確実
に認証するとともに、認証された使用者が、読み取った画像データを格納したい格納先を
、マーカの記入内容ごとにあらかじめ着脱可能なメモリデバイスに格納しておき、読み取
り対象の原稿に使用者が所定のマーカを記すことで、そのマーカの記された文書を読み取
ると、マーカを検出して自動的にそのマーカの記された文書画像データを指定先の格納場
所に格納できるようになる。
【００５１】
【実施例】
この発明による代表的な実施例を説明する。
【００５２】
本装置は、装置の使用者を認証する情報などを格納した着脱可能なメモリデバイスを備え
た画像読み取り装置である。
【００５３】
本装置を使用する使用者は、あらかじめその使用者が正当な使用権限を有する者である本
人であるか、本人認証を行うための認証情報が格納された個別の着脱可能なメモリデバイ
スを持つようにしている。
【００５４】
この着脱可能なメモリデバイスとしては、画像読み取り装置本体とＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒ
ｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）で接続するフラッシュメモリを使用するように構成して
もよい。
【００５５】
この着脱可能なメモリデバイスを所有している使用者は、画像読み取り装置により原稿文
書の読み取り処理を行う場合、まず画像読み取り装置に当該着脱可能なメモリデバイスを
装着する。
【００５６】
着脱可能なメモリデバイスを装着された画像読み取り装置の本体側では、着脱可能なメモ
リデバイスを装着されたことを検出し、本人認証処理を実行するように構成している。
【００５７】
本人認証処理は、図２に示すように、画像読み取り装置本体１の認証処理部６で、着脱可
能なメモリデバイス２に格納された使用者個別の認証情報８を取得し、これと、画像読み
取り装置本体１にあらかじめ登録された登録済み認証情報９を照合し、本人であるか判定
し、認証された場合は、認証処理部６から装置制御部７に使用許諾を示す情報を送信する
ことで、装置を使用可能状態とするように構成している。
【００５８】
このときに使用する使用者個別の認証情報としては、使用者の氏名や住所、会社の所属な
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どの個人情報であってもよいし、使用者個別のコード番号などの識別情報であってもよい
。
【００５９】
登録済みの認証情報と着脱可能なメモリデバイスに格納された使用者個別の認証情報とを
照合することで本人認証を行う代わりに、図３に示すように、着脱可能なメモリデバイス
２に使用者個別の認証情報８として使用者個別のパスワードを格納しておき、画像読み取
り装置の使用開始時に、画像読み取り装置本体１に備えられたパスワード入力手段１０に
より、使用者にパスワードを入力させ、これと着脱可能なメモリデバイス２に格納された
パスワードを認証処理部６で照合することで本人認証を行うように構成してもよい。
【００６０】
また、図４に示すように、使用者個別の認証情報８として使用者のバイオメトリクス情報
（指紋、声紋など）を着脱可能なメモリデバイス２に格納しておき、画像読み取り装置本
体１に備えられた指紋読み取り装置１１や声紋検出装置１２により、画像読み取り装置の
使用開始時に、使用者のバイオメトリクス情報を取得し、これと着脱可能なメモリデバイ
スに格納された情報とを認証処理部６で照合することで本人認証を行うように構成しても
よい。
【００６１】
このようにして本人認証を行い、認証された場合、その後使用者は自由に画像読み取り装
置を使用することができることとなるが、読み取り対象となる原稿文書が承認処理の必要
な文書であった場合には、読み取った原稿文書の画像イメージに、図５に示すように、承
認済みを示すイメージ（印鑑のイメージなど）を付加するように構成している。
【００６２】
これは、図５に示すように、原稿文書３を読み取ったときに、画像読み取り装置本体１の
フォーマット判定部１３において、読み取られた原稿文書画像があらかじめ登録してある
所定の定型フォーマットの形式であるかパターン認識により判定し、所定の定型フォーマ
ットであった場合には、そのフォーマットに対応する承認イメージを付加すべき位置や種
類の情報を、承認イメージを付加する処理を行う承認イメージ付加部１４に送る。
【００６３】
送られてきた承認イメージの位置や種類の情報を受けた承認イメージ付加部１４では、承
認イメージをその情報で指定された位置にあわせて、読み取った画像データに埋め込む処
理を行うが、このとき、埋め込む承認イメージとして、着脱可能なメモリデバイス２に格
納されている、使用者個別の承認イメージを使用するようにしてもよい。
【００６４】
このような処理を行うことで、図５に示すように、原稿文書の読み取り画像に承認イメー
ジを付加した画像データ１５を出力するように構成している。
【００６５】
また、承認イメージの位置や種類を決定するフォーマット判定部１３では、図６（ａ）に
示すような、定型フォーマットをパターン認識により判定し、そのフォーマットにごとに
承認イメージの位置や種類を決定するようにしてもよいが、図６（ｂ）に示すように、定
型フォーマットでない原稿文書を読み取る場合には、原稿文書に使用者がマーカを記入す
ることで、このマーカをフォーマット判定部１３において検出するようにし、検出された
マーカの記入内容により承認イメージの位置や種類を決定するように構成してもよい。
【００６６】
このマーカの記入内容による承認イメージの指定により、例えば、使用者が蛍光ペンなど
で承認イメージ位置を示し、その色の種類により、イエローの蛍光ペンによるマーカの場
合は、日付入りのデータ印イメージを付加することを示し、オレンジの蛍光ペンによるマ
ーカの場合は、通常の印鑑イメージを付加することを示すなどのあらかじめ決めた規則に
従って処理を行わせることができるようになる。
【００６７】
図７に示すように、本人認証後の原稿文書の読み取りにより読み取った画像データが、そ
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の後の利用や保存において、改ざんされたり、他人が作成者としてなりすましたりするな
どの不正な使用行為が行われることから防ぐように、電子署名を行えるように構成してい
る。
【００６８】
これは、図７に示すように、画像読み取り装置本体１の電子署名処理部１６において、原
稿文書を読み取った画像データに、着脱可能なメモリデバイス２に格納されている電子署
名用の個人データを使用して電子署名データを付加することで、読み取った画像に使用者
本人が作成したことを示す電子署名を行うようにしている。
【００６９】
以上のような画像読み取り処理により読み取られた画像データは、図８に示すように、着
脱可能なメモリデバイス２に格納されている画像データの格納先情報に基づいて、自動的
に指定先の場所への格納が行われるように構成している。
【００７０】
これは以下のように行われる。
読み取った画像データのフォーマットをフォーマット判定部１３において判定し、判定さ
れたフォーマット種別情報を画像データの格納処理を行う画像データ格納処理部１７に送
り、画像データ格納処理部１７では、このフォーマット種別情報と、着脱可能なメモリデ
バイス２に格納されている、フォーマット種別ごとの画像データの格納先情報から、読み
取った画像データの格納先を判定し、それが着脱可能なメモリデバイス２の画像データ格
納域の場合は、直接画像データを着脱可能なメモリデバイス２に格納する処理を実行し、
それ以外の場合は、パーソナルコンピュータ４のＰＣ側画像データ格納処理部１８に画像
データ及び格納先情報を送信する。
【００７１】
この情報を受けたＰＣ側画像データ格納処理部１８では、格納先がパーソナルコンピュー
タ４の場合は、直接パーソナルコンピュータに画像データを格納する処理を実行し、格納
先がネットワークに接続されている他のサーバのような場合には、ネットワーク通信処理
を実行して、指定のサーバに画像データを格納する処理を実行する。
【００７２】
以上のようにして、読み取った画像データを自動的に指定先の格納場所に格納する処理を
行うのであるが、読み取った文書画像のフォーマット種別ごとに格納先を指定する代わり
に、原稿に記されたマーカの記入内容により格納先を指定できるようにしてもよい。
【００７３】
この場合には、上記のフォーマットごとに格納先を自動判別する処理の着脱可能なメモリ
デバイス２に格納されているフォーマットごとの画像データの格納先情報の代わりに、マ
ーカの記入内容ごとの画像データの格納先情報を格納しておき、フォーマット判定部１３
では、原稿文書に記されたマーカを検出し、そのマーカの記入内容情報を画像データ格納
処理部１７に送り、画像データ格納処理部１７ではこれらの情報から格納先を決定するよ
うに構成する。
【００７４】
【発明の効果】
この発明により、以下に示すような効果が期待できる。
【００７５】
紙ベースで利用、保存されていた文書を画像読み取り装置により読み取り、画像データと
して電子化して利用、保存することが一般化しているが、電子化されたデータは保存場所
を取らず、共有したり、多数の人に配布するのが容易であるなどの利点がある反面、改ざ
んされたり、作成者として他人がなりすましたりなどといった不正な使用がされた場合に
、その判別が困難であるという問題がある。
【００７６】
このような問題を解決するために、従来は画像読み取り装置が接続されているパーソナル
コンピュータなどのホスト側で使用者の認証処理を行い、本人認証された者のみが画像読
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子署名情報などを付加することで不正な使用から防ぐ装置が考案されている。
【００７７】
しかし、このような装置では、ホスト側に認証機能がない場合や、近年増えてきている、
ホストに接続することなく、画像読み取り装置単体で画像読み取りを行い、フラッシュメ
モリなどの記憶デバイスに直接画像データを格納するといった使われ方の場合対応できな
いという問題がある。
【００７８】
本発明を利用することにより、このような、ホスト側に認証機能などのセキュリティ機能
を持たないシステムで使用される場合や、ホストに接続することなく、画像読み取り装置
単体で画像読み取りを行い、フラッシュメモリなどの記憶デバイスに直接画像データを格
納するといった使われ方の場合でも、確実に使用権限のある本人のみがその画像読み取り
装置を使用できることを保証し、また、読み取られた画像にも本人が作成したことを示す
承認情報や電子署名情報などを付加することで、不正な使用から防ぐことができる画像読
み取り装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の全体構成図である。
【図２】あらかじめ登録された認証情報と照合を行う場合の説明図である。
【図３】パスワード入力による認証処理の説明図である。
【図４】認証情報としてバイオメトリクス情報を使用した場合の説明図である。
【図５】承認イメージ情報付加処理の説明図である。
【図６】フォーマット又はマーカの種別による承認イメージの選択処理説明図である。
【図７】電子署名処理の説明図である。
【図８】読み取り画像データの自動格納処理説明図である。
【符号の説明】
１：画像読み取り装置本体
２：着脱可能なメモリデバイス
３：原稿文書
４：パーソナルコンピュータ
５：サーバ
６：認証処理部
７：装置制御部
８：使用者個別の認証情報
９：登録済み認証情報
１０：パスワード入力手段
１１：指紋読み取り装置
１２：声紋検出装置
１３：フォーマット判定部
１４：承認イメージ付加部
１５：画像データ
１６：電子署名処理部
１７：画像データ格納処理部
１８：ＰＣ側画像データ格納処理部
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