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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体の表面を光学的に読み取る読み取り手段によって読み取られた画像に基づいて、前
記画像中のノイズの位置に関する情報であるノイズ位置情報を取得するノイズ位置情報取
得手段と、
　前記画像から前記ノイズの除去処理をしたノイズ除去処理後画像を生成する画像生成手
段と、
　前記ノイズ位置情報が表す位置が、前記ノイズ除去処理後画像の予め設定された領域に
含まれる場合に、該領域と前記ノイズの位置との重なりを回避するように該領域の位置を
移動し、移動された該領域において、前記ノイズ除去処理後画像から前記媒体の表面に現
れる紋様を示す紋様情報を取得する手段と、
　前記紋様情報を登録する紋様情報登録手段と、
　を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記読み取り手段は、前記媒体を搬送する搬送手段の搬送方向に異なる少なくとも２の
位置で、前記搬送手段による媒体の移動中に、前記媒体の表面を光学的に撮像する少なく
とも２の撮像手段を有し、
　前記ノイズ位置情報取得手段は、前記少なくとも２の撮像手段から撮像された各画像の
比較に基づいて、前記ノイズ位置情報を取得する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
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【請求項３】
　前記読み取り手段は、前記媒体を搬送する搬送手段による媒体の移動中に、前記媒体の
表面を光学的に撮像する１の撮像手段を有し、
　前記ノイズ位置情報取得手段は、前記１の撮像手段から撮像された画像中の所定の条件
を満たす位置を前記ノイズ位置情報として取得する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記画像処理装置は、更に、
　前記紋様情報の位置に関する情報である紋様位置情報を取得する紋様位置情報取得手段
を有し、
　前記紋様情報登録手段は、前記紋様情報と前記紋様位置情報を登録することを特徴とす
る請求項１乃至３記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記画像処理装置は、更に、
　前記ノイズ位置情報と、前記紋様位置情報とが異なるか否かを判定する判定部と、を有
し、
　前記紋様情報登録手段は、前記判定部が、前記ノイズ位置情報が前記紋様情報と異なる
と判定した場合に、前記紋様情報と前記紋様位置情報を登録する、
　ことを特徴とする請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　媒体の表面を光学的に読み取る画像読み取り手段によって読み取られた画像に基づいて
、前記画像中のノイズの位置に関する情報であるノイズ位置情報を取得するノイズ位置情
報取得手段、
　前記画像から前記ノイズの除去処理をしたノイズ除去処理後画像を生成する画像生成手
段、
　前記ノイズ位置情報が表す位置が、前記ノイズ除去処理後画像の予め設定された領域に
含まれる場合に、該領域と前記ノイズの位置との重なりを回避するように該領域の位置を
移動し、移動された該領域において、前記ノイズ除去処理後画像から紋様情報を取得する
手段、
　前記紋様情報を登録する紋様情報登録手段、
　として、コンピュータを機能させるための画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、及び、画像処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙粉等のゴミが原稿に付着していても、紙指紋情報を読み取ることができる技術として
、原稿を読み込み後、搬送手段及び読み取り手段を移動し、再度同じ紙指紋採取領域の紙
指紋情報を読み取り、両者が一致するまで当該処理を繰り返す技術が知られている（特許
文献１参照）。
【０００３】
　また、紙送り方向にずらした位置に設置した２つのセンサで原稿を読み取り、両センサ
の差分に基づいて、紙粉等のゴミの存在を判断し、紙粉等のゴミがあると判断した場合に
は、一方のセンサにより取得された紙粉等のゴミにより影響を受けた画素を、補間データ
により補間する技術が知られている（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－０７７０４９号公報
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【特許文献２】特開２００１－２３８０５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　読み取られる媒体と読み取り部のコンタクトガラスの間とに紙粉等のゴミがある場合で
あっても、ゴミによるノイズの影響が抑制された紋様情報を登録する画像処理装置または
画像処理プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の請求項１に記載の画像処理装置は、媒体の表面を光学的に読み取る読み取り手
段によって読み取られた画像に基づいて、前記画像中のノイズの位置に関する情報である
ノイズ位置情報を取得するノイズ位置情報取得手段と、前記画像から前記ノイズの除去処
理をしたノイズ除去処理後画像を生成する画像生成手段と、前記ノイズ除去処理後画像か
ら前記媒体の表面に現れる紋様を示す紋様情報を取得する手段と、前記ノイズ除去処理後
画像中の前記ノイズ位置情報に基づいて設定する領域から、前記紋様情報を登録する紋様
情報登録手段と、を有することを特徴とする。
【０００７】
　請求項２に記載の画像処理装置は、請求項１に記載の発明において、前記紋様情報取得
手段は、前記ノイズ除去処理後画像中の前記ノイズ位置情報に基づいて設定する領域から
、前記紋様情報を取得する、ことを特徴とする。
【０００８】
　請求項３に記載の画像処理装置は、請求項１または２に記載の発明において、前記読み
取り手段は、前記媒体を搬送する搬送手段の搬送方向に異なる少なくとも２の位置で、前
記搬送手段による媒体の移動中に、前記媒体の表面を光学的に撮像する少なくとも２の撮
像手段を有し、前記ノイズ位置情報取得手段は、前記少なくとも２の撮像手段から撮像さ
れた各画像の比較に基づいて、前記ノイズ位置情報を取得する、ことを特徴とする。
【０００９】
　請求項４に記載の画像処理装置は、請求項１または２に記載の発明において、更に、前
記読み取り手段は、前記媒体を搬送する搬送手段による媒体の移動中に、前記媒体の表面
を光学的に撮像する１の撮像手段を有し、前記ノイズ位置情報取得手段は、前記１の撮像
手段から撮像された画像中の所定の条件を満たす位置を前記ノイズ位置情報として取得す
る、ことを特徴とする。
【００１０】
　請求項５に記載の画像処理装置は、請求項１乃至４いずれかに記載の発明において、更
に、前記紋様情報の位置に関する情報である紋様位置情報を取得する紋様位置情報取得手
段を有し、前記紋様情報登録手段は、前記紋様情報と前記紋様位置情報を登録する、こと
を特徴とする。
【００１１】
　請求項６に記載の画像処理装置は、請求項５に記載の発明において、更に、前記ノイズ
位置情報と、前記紋様位置情報とが異なるか否かを判定する判定部と、を有し、前記紋様
情報登録手段は、前記判定部が、前記ノイズ位置情報が前記紋様情報と異なると判断した
場合に、前記紋様情報と前記紋様位置情報を登録する、ことを特徴とする。
【００１２】
　請求項７に記載の画像処理プログラムは、媒体の表面を光学的に読み取る画像読み取り
手段によって読み取られた画像に基づいて、前記画像中のノイズの位置に関する情報であ
るノイズ位置情報を取得するノイズ位置情報取得手段、前記画像から前記ノイズの除去処
理をしたノイズ除去処理後画像を生成する画像生成手段、前記ノイズ除去処理後画像から
紋様情報を取得する手段、前記ノイズ除去処理後画像中の前記ノイズ位置情報に基づいて
設定する領域から、前記紋様情報を登録する紋様情報登録手段、として、コンピュータを
機能させる。
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【発明の効果】
【００１３】
　請求項１、７に記載の発明によれば、読み取られる媒体と読み取り部のコンタクトガラ
スとの間に紙粉等のゴミが存在している場合であっても、本構成を用いない場合に比べ、
読み取られた画像のうちノイズ位置情報を加味した領域からの紋様情報の登録が抑制され
る。
【００１４】
　請求項２に記載の発明によれば、読み取られた画像の全ての領域から紋様情報を取得す
る構成と比べ、紋様情報の登録に要する記録領域（例えばメモリの使用量）が軽減される
。
【００１５】
　請求項３に記載の発明によれば、１の撮像手段を用いる場合と比べ、原稿に現わされた
黒いラインと連続した黒いラインとして現れるノイズがより正確に区別される。
【００１６】
　請求項４に記載の発明によれば、２の撮像手段を用いる場合と比べ、撮像手段の数が軽
減される。
【００１７】
　請求項５に記載の発明によれば、紋様の位置に関する情報である紋様位置情報を登録し
ない場合と比べ、当該紋様情報の照合時には、より効率的に照合処理が行われる。
【００１８】
　請求項６に記載の発明によれば、読み取られた画像のうちノイズ位置情報を含む領域か
らの紋様情報の登録が抑制される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施形態における画像処理装置の構成の概要について説明するた
めの図である。
【図２】読み取り部の構成を説明するための図である。
【図３】制御部の構成を機能的に説明するための図である。
【図４】紙指紋情報登録部の処理の概要の一例を示す図である。
【図５】本実施の形態における画像処理装置の登録についての処理のフローを示す図であ
る。
【図６】紙指紋情報登録部の処理の概要のその他の例を示す図である。
【図７】本実施の形態における画像処理装置の照合についての処理のフローを説明するた
めの図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態における読み取り部の構成を説明するための図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、図面については
、同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。
【００２１】
［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態における画像処理装置の構成の概要について説明する
ための図である。画像処理装置１００は、例えば、コピー機能やスキャン機能等を有する
複合機であって、図１に示すように、画像処理装置１００は、制御部１０１、記憶部１０
２、操作部１０３、表示部１０４、読み取り部１０５を含む。
【００２２】
　制御部１０１は、例えば、ＭＰＵ等であって、記憶部１０２に格納されたプログラムに
従って動作する。
【００２３】
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　記憶部１０２は、例えば、ＲＯＭやＲＡＭ、ハードディスク等の情報記録媒体で構成さ
れ、制御部１０１によって実行されるプログラムを保持する情報記録媒体である。また、
記憶部１０２は、制御部１０１のワークメモリとしても動作する。なお、当該プログラム
は、例えば、ネットワークを介して、ダウンロードされて提供されてもよいし、または、
ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ等のコンピュータで読み取り可能な各種の情報記録媒体に
よって提供されてもよい。
【００２４】
　操作部１０３は、例えば、複数のボタンや後述する表示部１０４に表示されたタッチパ
ネル等のインターフェースで構成され、ユーザーの指示操作に応じて、当該指示操作の内
容を制御部１０１に出力する。
【００２５】
　表示部１０４は、例えば、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ等であって、制御
部１０１からの指示に従い、情報を表示する。
【００２６】
　読み取り部１０５は、後述する搬送部２０１により移動させられる媒体の表面を撮像セ
ンサでスキャンすることにより、媒体の画像を読み取る。具体的に、読み取り部１０５は
、媒体の表面に現れる紋様、例えば、媒体を形成する繊維の紋様を読み取る。なお、特開
２００５－１０５８１号公報に開示されるように、媒体の表面の微小なクラックや材料の
微粒子等によって形成される紋様を読み取る構成としてもよい。また、本実施の形態では
、媒体として原稿用紙等の紙を用い、媒体の表面に現れる紋様として紙指紋を読み取る場
合について説明するが、本発明は、これに限られず、例えば、媒体として、プラスティッ
ク基板等を用いてもよい。
【００２７】
　具体的には、図２に示すように、読み取り部１０５は、搬送部２０１、コンタクトガラ
ス２０２、第１乃至第３のミラー２０３乃至２０５、レンズ２０６、撮像センサ２０７、
２０８を含む。
【００２８】
　搬送部２０１は、引き込みローラ２０９、搬送ローラ２１０、排出ローラ２１１を有す
る。引き込みローラ２０９は、例えば、操作部１０３へのユーザーからの指示に従い、媒
体２１２（例えば、原稿用紙）を１枚ずつ、搬送ローラ２１０に移動する。搬送ローラ２
１０は、コンタクトガラス２０２上に、媒体２１２を移動する。
【００２９】
　このとき、媒体２１２の表面が、撮像センサ２０７、２０８により読み取られる。具体
的には、媒体２１２からの反射光が第１乃至第３のミラー２０３乃至２０５、及びレンズ
２０６を介して、撮像センサ２０７、２０８上に結像されることにより、撮像センサ２０
７、２０８は、媒体２１２の表面の画像を取得する。なお、当該反射光は、光源（図示せ
ず）から媒体２１２に照射された照射光の媒体２１２表面における反射光であることはい
うまでもない。また、撮像センサ２０７、２０８は、例えば、フォトダイオード等の受光
セル（画素）が直線状に配列されて形成されるＣＣＤ(Charge Coupled Device)リニアセ
ンサである。
【００３０】
　より具体的には、本実施の形態では、第１の読み取りライン２１４で、第１の撮像セン
サ２０８が、第２の読み取りライン２１５で、第２の撮像センサ２０７が、媒体２１２の
表面を読み取る。ここで、第１の読み取りライン２１４とは、図２に示すように、搬送方
向２１３の上流に設置され、第２の読み取りライン２１５は、搬送方向２１３の下流に設
置される。また、第１及び第２の読み取りライン２１５は、例えば、コンタクトガラス２
０２上での媒体２１２の搬送方向２１３に対し直交する方向（走査方向）に直線状に配置
される。
【００３１】
　なお、図２に示した読み取り部１０５の構成は、一例であって、これに限定されるもの
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ではない。また、画像処理装置１００は、その他、ネットワークインターフェース（図示
なし）を有し、ネットワークを通じて、その他のコンピュータ装置やＦＡＸ装置、画像処
理装置等と通信可能に構成されてもよい。
【００３２】
　図３は、画像処理装置の制御部の構成を機能的に説明するための図である。図３に示す
ように、画像処理装置１００の制御部１０１は、画像取得部３０１、ノイズ判定部３０２
、ノイズ位置情報取得部３０３、画像生成部３０４、紙指紋情報取得部３０５、紙指紋位
置情報取得部３０６、判定部３０７、紙指紋情報登録部３０８、登録紙指紋情報取得部３
０９、照合部３１０を有する。
【００３３】
　画像取得部３０１は、読み取り部１０５により読み取られた画像を取得する。具体的に
は、例えば、第１の撮像センサ２０８及び第２の撮像センサ２０７によって読み取られた
媒体１２１表面の画像を取得する。
【００３４】
　ノイズ判定部３０２は、当該画像に基づいて、ノイズが存在するか否かを判断する。具
体的には、例えば、第２の読み取りライン２１５の一部に紙粉が付着した場合を用いて説
明する。このとき、第２の撮像センサ２０７から出力される画像上の副走査方向に、媒体
２１２上にはない、筋状のノイズが現れる。一方、第１の読み取りライン２１４上には、
紙粉が存在しないため、第１の撮像センサ２０８は媒体２１２を正常に読み取り、上記筋
状のノイズが現れることはない。ノイズ判定部３０２は、第１及び第２の撮像センサ２０
７、２０８によりそれぞれ読み取られた画像が一致するか否かを判断することにより、紙
粉等に起因するノイズが存在するか否かを判断する。
【００３５】
　ノイズ位置情報取得部３０３は、当該ノイズの位置情報を取得する。具体的には、例え
ば、図４に示すように、取得された画像に、筋状のノイズ４０３が現れる。ここで、図４
は紙指紋情報登録部３０８の処理の概要の一例を示す図である。図４左は読み取られた原
稿の画像にノイズ４０３が含まれた場合を示し、図４右は、後述する紙指紋情報登録部３
０８が登録する領域４０１と登録しない領域４０２を示す。また、図４右は、図４左の一
部を拡大した図を示す。
【００３６】
　画像生成部３０４は、当該ノイズを除去した画像を生成する。具体的には、例えば、上
記の例で説明すれば、第２の撮像センサ２０７から出力される画像中にノイズ４０３が表
れているため、ノイズ４０３を有する画素の画素値を、ノイズのない第１の撮像センサ２
０８から出力される画像の対応する画素の画素値と置換する。
【００３７】
　その他、画像生成部３０４は、取得された画像を平滑化処理することによって、ノイズ
を除去する構成、または、ノイズが存在する画素を隣接する画素で置換する構成等、ノイ
ズの除去処理ができればその他の構成であってもよい。
【００３８】
　紙指紋情報取得部３０５は、当該画像生成部３０４からの画像から、紙指紋情報を取得
する。具体的には、例えば、当該紙指紋情報は、１または複数の媒体２１２上のあらかじ
め決められた領域から取得する。なお、紙指紋情報とは、例えば、媒体２１２用紙を形成
する繊維による紋様についての画像である。また、あらかじめ決められた領域とは、図４
に示すように媒体２１２の全体であってもよいし、または、媒体２１２の端部を含む１ま
たは複数の領域であってもよい。また、当該領域は、ノイズ除去処理後画像中のノイズ位
置情報に基づいて設定されてもよい。なお、より具体的には、下記に図４の例を用いて説
明する。
【００３９】
　紙指紋位置情報取得部３０６は、当該取得された紙指紋情報の位置情報を取得する。具
体的には、図４に示すように、画像中に複数の領域４０１、４０２が設定され、紙指紋情
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報取得部３０５は、当該複数の領域４０１、４０２の紙指紋情報を取得する。当該領域４
０１、４０２は、例えば、紙指紋情報を取得するための最小の領域に相当する。また、上
記紙指紋情報の各位置情報は、当該複数の領域４０１、４０２に関する位置情報に相当す
る。つまり、図４に示すように、例えば、各紙指紋情報が取得される各領域４０１、４０
２は、媒体２１２の主走査方向及び副走査方向に所定の幅を有する。言い換えれば、例え
ば、原稿のある点を原点とし、搬送方向をｙ軸、搬送方向に直交する方向をｘ軸とした場
合にｘ及びｙ座標で表されるあらかじめ設定された範囲が紙指紋情報の位置情報となる。
【００４０】
　なお、上記においては、媒体２１２の主走査方向（搬送方向に直交する方向）及び副走
査方向（搬送方向）に、所定の間隔毎に領域４０１、４０２が設定される構成としたが、
当該領域４０１は、媒体２１２の主走査方向及び副走査方向に連続して設けられる構成と
してもよい。
【００４１】
　判定部３０７は、当該取得された紙指紋情報の各位置情報と上記ノイズ位置情報取得部
３０３で取得された各位置情報が異なるか否かを判断する。具体的には、例えば、図４に
示すように、領域４０１（登録領域）にノイズ４０３が含まれない場合には、判定部３０
７が、紙指紋情報がノイズ位置情報と異なると判断する。
【００４２】
　そして、判定部３０７が、紙指紋情報がノイズ位置情報と異なると判断した場合には、
紙指紋情報登録部３０８は、当該紙指紋情報を、当該紙指紋情報の位置情報とともに登録
する。具体的には、例えば、紙指紋情報登録部３０８は、当該紙指紋情報を当該紙指紋情
報の位置情報とともに、記憶部１０２に記憶するように指示する。なお、当該紙指紋情報
及びその位置情報は、ネットワークを通じて、当該画像処理装置１００外部のデータベー
ス等（図示なし）に記憶される構成としてもよい。一方、紙指紋情報がノイズ位置情報と
異ならないと判断した場合、例えば、図４に示すように、領域４０２（未登録領域）とノ
イズ４０３が重なる場合には、当該紙指紋情報とその位置情報については登録、つまり、
記憶しない。
【００４３】
　なお、当該判定部３０７及び紙指紋情報登録部３０８での処理は、画像中に含まれる全
ての領域４０１について判断するまで、繰り返し行われる。
【００４４】
　登録紙指紋情報取得部３０９は、例えば、記憶部１０２、または、その他の記録媒体、
例えば、当該画像処理装置１００外部のデータベース、に記憶された紙指紋情報及びその
位置情報を取得する。この際、例えば、ユーザーが操作部１０３を介して、ファイル名等
を入力することにより、登録紙指紋情報取得部３０９は、当該ファイル名に対応する紙指
紋情報及びその位置情報を取得する。
【００４５】
　照合部３１０は、紙指紋情報登録部３０８から、照合対象である媒体２１２についての
紙指紋情報（照合紙指紋情報）及びその位置情報を取得するとともに、登録紙指紋情報取
得部３０９から、照合対象である媒体２１２と対応する登録された紙指紋情報（登録紙指
紋情報）及びその位置情報を取得する。そして、対応する位置情報についての照合紙指紋
情報及び登録紙指紋情報を照合する。
【００４６】
　具体的には、例えば、特許第４１０３８２６号公報に記載されているように、登録紙指
紋情報と照合紙指紋情報の相関値が、予め設定された基準値以上であるか否かに基づき、
媒体２１２の原本性を確認する。なお、当該処理の詳細については、周知であるため、詳
細な説明を省略する。
【００４７】
　そして、照合部３１０は、例えば、表示部１０４に照合結果を表示する。照合結果は、
例えば、照合対象の媒体２１２が原本であると照合された場合には、「原本である」、原
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本でないと判断された場合には「原本でない」等と表示される。なお、照合結果の表示に
ついてはこれに限定されず、例えば○×等の所定の記号で表示されてもよい。
【００４８】
　図５は、本実施の形態における画像処理装置の登録についての処理のフローを示す図で
ある。図５に示すように、まず、画像取得部３０１は、読み取り部１０５によって読み取
られた画像を取得する（Ｓ１０１）。
【００４９】
　ノイズ判定部３０２は、画像にノイズが存在するか否かを判断する（Ｓ１０２）。ノイ
ズ判定部３０２が、ノイズが存在すると判断した場合には、画像生成部３０４は、ノイズ
を除去したノイズ除去処理後画像を生成する（Ｓ１０３）。ノイズ位置情報取得部３０３
は、当該ノイズの位置情報を取得する（Ｓ１０４）。一方、ノイズ判定部３０２が、ノイ
ズが存在しないと判断した場合には、Ｓ１０５に進む。
【００５０】
　紙指紋情報取得部３０５は、上記ノイズ除去処理後画像、または、画像から、紙指紋情
報を取得する（Ｓ１０５）。紙指紋位置情報取得部３０６は、当該取得された紙指紋情報
の位置情報を取得する（Ｓ１０６）。
【００５１】
　判定部３０７は、紙指紋位置情報がノイズの位置情報と異なるか否かを判断する（Ｓ１
０７）。判定部３０７が、紙指紋位置情報がノイズの位置情報と異なると判断した場合に
は、当該紙指紋情報を登録する（Ｓ１０８）。具体的には、紙指紋情報とともに、当該紙
指紋情報の位置情報を登録する。一方、判定部３０７が、紙指紋位置情報がノイズの位置
情報と異ならないと判断した場合は、Ｓ１０９に進む。
【００５２】
　判定部３０７は、取得した画像中に未登録の箇所があるか否かを判断する（Ｓ１０９）
。判定部３０７が、未登録の箇所があると判断した場合には、Ｓ１０７に戻り、次の紙指
紋情報につき、ノイズ位置情報と異なるか否かを判断する。一方、判定部３０７が、未登
録の箇所がないと判断した場合には、処理を終了する（Ｓ１１０）。
【００５３】
　なお、上記登録についての処理のフローは、上記に限定されるものではなく、種々の変
形が可能であり、上記実施の形態で示した構成と実質的に同一の構成、同一の作用効果を
奏する構成又は同一の目的を達成することができる構成で置き換えてもよい。
【００５４】
　例えば、紙指紋情報取得部３０５は、ノイズ除去処理後画像から当該ノイズが存在する
領域を避けた領域から紙指紋情報を取得し、紙指紋情報登録部３０８は、当該紙指紋情報
を登録する構成としてもよい。このとき、当該紙指紋情報に関する位置情報についても登
録してもよい。
【００５５】
　また、例えば、図６に示すように、ノイズ４０３が領域４０２と重なる場合には、領域
４０２をノイズ４０３と重ならないように移動して登録する、つまり、重なりを回避して
登録する構成としてもよい。なお、図６においては、当該移動した領域を領域４０１（登
録領域）として示した。この場合、紙指紋情報取得部３０５は、判定部３０７からの判定
結果に応じて、ノイズ４０３と重ならないような紙指紋情報を取得する領域４０１を設定
し、当該領域４０１から紙指紋情報を取得する。そして、紙指紋情報登録部３０８は、当
該紙指紋情報をその位置情報とともに登録する。
【００５６】
　なお、図６は、紙指紋情報登録部の処理の概要のその他の例を示す図であり、図６左は
読み取られた原稿の画像にノイズ４０３が含まれた場合を示し、図６右は、後述する紙指
紋情報登録部３０８が登録する領域４０１と登録しない領域４０２を示す。また、図６右
は、図６左の一部を拡大した図である。
【００５７】
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　次に、媒体２１２の原本性を確認するための照合時の処理について、説明する。図７は
、本実施の形態における画像処理装置の照合についての処理のフローを説明するための図
である。
【００５８】
　図７に示すように、まず、照合対象の媒体２１２用紙について、図５に示したＳ１０１
乃至Ｓ１０９と同様の処理を行う（Ｓ２０１）。
【００５９】
　次に、登録紙指紋情報取得部３０９は、照合対象の媒体２１２に対応する、既に登録さ
れた紙指紋情報及びその位置情報を取得する（Ｓ２０２）。なお、当該紙指紋情報及びそ
の位置情報は、例えば記憶部１０２に記憶されていることは上述のとおりである。
【００６０】
　照合部３１０は、対応する位置情報に基づき、登録された紙指紋情報と照合対象の紙指
紋情報を照合する（Ｓ２０３）。照合結果が、表示部１０４に表示される（Ｓ２０４）。
【００６１】
　なお、上記照合についての処理のフローは、上記に限定されるものではなく、種々の変
形が可能であり、上記実施の形態で示した構成と実質的に同一の構成、同一の作用効果を
奏する構成又は同一の目的を達成することができる構成で置き換えてもよい。
【００６２】
　例えば、上記においては、対応する１の位置情報に基づいた紙指紋情報を照合する構成
について説明したが、対応する複数の位置情報それぞれに基づいて、各紙指紋情報を照合
する構成としてもよい。この場合、例えば、照合する複数の紙指紋情報の照合結果の統計
値に基づいて、照合結果を表示する構成としてもよい。具体的には、例えば、複数の紙指
紋情報の複数の照合結果のうち、予め設定された値以上の照合結果が、原本であることを
示している場合に、原本であると判断する等である。
【００６３】
　また、上記照合についての処理のフローにおいては、図５に示したＳ１０１乃至Ｓ１０
９の処理を行う構成としたが、これに限定されず、登録された紙指紋情報の位置情報を有
する領域において、照合対象の媒体から紙指紋情報を取得し、当該紙指紋情報と当該登録
された紙指紋情報を照合する構成としてもよい。
【００６４】
　なお、本発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である
。例えば、上記実施の形態で示した構成と実質的に同一の構成、同一の作用効果を奏する
構成又は同一の目的を達成することができる構成で置き換えることができる。
【００６５】
［第２の実施形態］
　次に、本発明の第２の実施形態を説明する。上記第１の実施形態においては、読み取り
部１０５が２の撮像センサ２０７、２０８を有するが、本実施の形態においては１の撮像
センサ２０８を有する点が異なる。なお、下記において第１の実施形態と同様である点に
ついては説明を省略する。
【００６６】
　図８は、本実施の形態における読み取り部１０５の構成を説明するための図である。図
８に示すように、読み取り部１０５は、搬送部２０１、コンタクトガラス２０２、第１乃
至第３のミラー２０３乃至２０５、レンズ２０６、撮像センサ２０８を含む。
【００６７】
　第１の実施の形態と同様に、搬送部２０１は、引き込みローラ２０９、搬送ローラ２１
０、排出ローラ２１１を有する。引き込みローラ２０９は、例えば、操作部１０３へのユ
ーザーからの指示に従い、媒体２１２を１枚ずつ、搬送ローラ２１０に移動する。搬送ロ
ーラ２１０は、媒体２１２の搬送方向２１３を変えて、コンタクトガラス２０２上に媒体
２１２を移動する。
【００６８】
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　このとき、媒体２１２表面が撮像センサ２０８により読み取られる。具体的には、媒体
２１２からの反射光が第１乃至第３のミラー、及びレンズ２０６を介して、撮像センサ２
０８上に結像されることにより、撮像センサ２０８は、媒体２１２の表面の画像を取得す
る。
【００６９】
　つまり、本実施の形態では、１の読み取りラインで媒体２１２の画像を１の撮像センサ
２０８で読み取る。つまり、２の撮像センサ２０７、２０８を有し、かつ、２の読み取り
ラインを有する上記第１の実施の形態と異なり、１の撮像センサ２０７が１の読み取りラ
イン２１４上を搬送される媒体２１２の表面を読み取る。
【００７０】
　ノイズ判定部３０２は、撮像センサ２０８からの画像に基づいて、ノイズが存在するか
否かを判断する。言い換えれば、撮像センサから読み取られた画像のうち、所定の条件を
満たすか否かを判断する。例えば、撮像センサ２０８からの画像に図４等に示したような
黒筋が現れた際にノイズが存在すると判断する。具体的には、撮像センサから読み取られ
た画像のうちから予め定められた基準値以上の画素値（濃度値）を有する画素を特定し、
当該画素が搬送方向に連続する場合に、ノイズが存在すると判断する。この場合、例えば
、画像中に含まれた黒いライン（ノイズと同視できるような媒体表面の画像）との区別が
つかない場合もあり得るが、上記のように本発明においては、複数の紙指紋情報を登録す
るため、当該ラインをノイズと判断して、当該ラインを含む領域につき、紙指紋情報を登
録しない構成としてもよい。
【００７１】
　なお、本発明は、上記第１乃至第２の実施の形態に限定されるものではなく、種々の変
形が可能である。例えば、上記実施の形態で示した構成と実質的に同一の構成、同一の作
用効果を奏する構成又は同一の目的を達成することができる構成で置き換えることができ
る。
【符号の説明】
【００７２】
　１００　画像処理装置、１０１　制御部、１０２　記憶部、１０３　操作部、１０４　
表示部、１０５　読み取り部、２０１　搬送部、２０２　コンタクトガラス、２０３、２
０４、２０５　第１乃至第３のミラー、２０６　レンズ、２０７、２０８　撮像センサ、
３０１　画像取得部、３０２　ノイズ判定部、３０３　ノイズ位置情報取得部、３０４　
画像生成部、３０５　紙指紋情報取得部、３０６　紙指紋位置情報取得部、３０７　判定
部、３０８　紙指紋情報登録部、３０９　登録紙指紋情報取得部、３１０　照合部、４０
１、４０２　領域、４０３　ノイズ。
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