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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受容されない紙幣を受容される紙幣から区別するのに使用される、現金自動預払機用の
紙幣検出器デバイスにおける方法であって、
　前記デバイスは、入力紙幣の少なくとも１つの面を受け取り走査して前記走査に応じて
各走査面の紙幣画像を記憶装置に記憶するための紙幣画像センサであって、前記紙幣画像
がいくつかの画素の形で画像データを含むものである、紙幣画像センサと、
　街頭で使用される品質の受容される紙幣からの所定数の紙幣画像から処理された１つの
参照紙幣画像が各関連紙幣の各面につき記憶される参照紙幣画像記憶装置とを備え、
　前記紙幣検出器デバイスはさらに、入力紙幣を走査して、前記紙幣のＩＲ画像を、前記
対応する紙幣画像にリンクされるように前記記憶装置に記憶するように構成されたＩＲ画
像センサを備え、前記方法は、
　Ａ）前記ＩＲ画像を使用して前記紙幣画像の１つの辺が前記参照紙幣画像の対応する辺
に対して整合され、紙幣サイズが決定される整合ステップと、
　Ｂ）前記紙幣画像の面および配向が決定される紙幣面分類ステップと、
　Ｃ）前記紙幣画像の印刷パターンが決定されて、前記紙幣画像の印刷パターンが参照紙
幣画像の印刷パターンに対して正確に位置決めされる印刷パターン位置決めステップと、
　Ｄ）前記紙幣の少なくとも１つの面について、相互に対して正確なパターン位置にある
前記紙幣画像と参照紙幣画像とが事前定義済みの比較手順に従って画素ごとに比較され、
その結果として前記入力紙幣が受容されるかまたは受容されないとして分類される比較ス
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テップとを含み、
　ステップＣで、前記紙幣画像の２つの事前画定済みの限られた領域、すなわち、事前設
定済みの幅を有し前記紙幣の長い方の辺に沿って延びる１つの水平領域Ｘと、事前設定済
みの幅を有し前記紙幣の短い方の辺に沿って延びる１つの垂直領域Ｙとが識別され、
　前記水平領域Ｘ中の１つの垂直列の中の全ての画素の平均値を計算してから全ての平均
値を並べることによって、線パターンが生み出され、その結果、前記領域Ｘ全体を表す水
平データエリア線ＳＸが得られ、同じ手順が前記垂直領域Ｙについて実施され、その結果
、前記領域Ｙ全体を表す垂直データエリア線ＳＹが得られ、ＳＸおよびＳＹが、同様にし
て得られた前記参照紙幣画像の線パターンと比較され、対応する画素位置間の差が最小に
なるように前記線パターンが相互に対して調整され、
　次いで前記紙幣画像および参照紙幣画像が相互に対して相応に調整される、
方法。
【請求項２】
　ステップＡでスクイージング法が使用され、前記ＩＲ画像の濃い矩形と、水平な線との
間の角度が決定され、次いで前記紙幣画像が、水平位置にくるまで、すなわち長い方の辺
が水平になるまで反復的に回転される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記参照紙幣画像記憶装置に、各関連紙幣の各面につき１つの参照紙幣画像が記憶され
、それにより、特定の各紙幣が４つの異なる画像によって、すなわち紙幣の各側および１
８０度回転された各側につき１つの画像によって表される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記参照紙幣画像は、街頭で使用される品質の受容される紙幣からの所定数の紙幣画像
を画像プロセッサ中で参照紙幣画像処理アルゴリズムに従って処理することによって得ら
れ、前記参照紙幣画像中の各画素が８つの最も近い隣接位置に移動されて、同一画像だが
９つの異なる位置を有する合計９つの画像が生み出される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ステップＤで、検出された画素が、４つである事前設定済みの数の周囲画素がほぼ同じ
色を有する場合に、対応する参照紙幣画像画素との比較の結果として着色値として示され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ステップＤで、検出された画素について、前記参照紙幣画像中の対応する画素との差分
値が決定され、前記差分値が、カラーダイアグラム中における前記紙幣画像の前記検出さ
れた画素の位置に関係する色値と比較され、前記差分値が前記色値を超える場合に、前記
紙幣の着色値が前記差分値だけ増加される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ステップＤで、いずれかの金属細片やシリアル番号を含む、前記紙幣のいくつかの事前
定義済み部分、が考慮されない、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　受容されない紙幣を受容される紙幣から区別するのに使用される、現金自動預払機用の
紙幣検出器デバイスであって、入力紙幣の少なくとも１つの面を受け取り走査して前記走
査に応じて各走査面の紙幣画像を記憶装置に記憶するための紙幣画像センサであって、前
記紙幣画像がいくつかの画素の形で画像データを含む、紙幣画像センサと、街頭で使用さ
れる品質の受容される紙幣からの所定数の紙幣画像から処理された１つの参照紙幣画像が
各関連紙幣の各面につき記憶される参照紙幣画像記憶装置と、
　入力紙幣を走査して、前記紙幣のＩＲ画像を、前記対応する紙幣画像にリンクされるよ
うに前記記憶装置に記憶するように構成されたＩＲ画像センサとを備え、
　前記ＩＲ画像を使用して前記紙幣画像の１つの辺を前記参照紙幣画像の対応する辺に対
して整合し、紙幣サイズが決定される整合ユニットと、
　前記紙幣画像の面および配向を決定するための紙幣面分類ユニットと、
　前記紙幣画像の印刷パターンが決定されて、前記紙幣画像の印刷パターンが参照紙幣画
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像の印刷パターンに対して正確に位置決めされる印刷パターン位置決めユニットと、
　前記紙幣の少なくとも１つの面について、相互に対して正確なパターン位置にある前記
紙幣画像と参照紙幣画像とが事前定義済みの比較手順に従って画素ごとに比較され、その
結果として前記入力紙幣が受容されるかまたは受容されないとして分類される比較ユニッ
トとを備え、
　前記パターン位置決めユニット中で、前記紙幣画像の２つの事前画定済みの限られた領
域、すなわち、事前設定済みの幅を有し前記紙幣の長い方の辺に沿って延びる１つの水平
領域Ｘと、事前設定済みの幅を有し前記紙幣の短い方の辺に沿って延びる１つの垂直領域
Ｙとが識別され、前記水平領域Ｘ中の１つの垂直列の中の全ての画素の平均値を計算して
から全ての平均値を並べることによって、線パターンが生み出され、その結果、前記領域
Ｘ全体を表す水平データエリア線ＳＸが得られ、同じ手順が前記垂直領域Ｙについて実施
され、その結果、前記領域Ｙ全体を表す垂直データエリア線ＳＹが得られ、ＳＸおよびＳ

Ｙが、同様にして得られた前記参照紙幣画像のそれぞれの線パターンと比較され、対応す
る画素位置間の差が最小になるように前記線パターンが相互に対して調整され、次いで前
記紙幣画像および参照紙幣画像が相互に対して相応に調整される、
紙幣検出器デバイス。
【請求項９】
　前記整合ユニットがスクイージング法を使用し、前記ＩＲ画像の濃い矩形と、水平な線
との間の角度が決定され、次いで前記紙幣画像が、水平位置にくるまで、すなわち長い方
の辺が水平になるまで反復的に回転される、請求項８に記載の紙幣検出器デバイス。
【請求項１０】
　前記紙幣画像センサが紙幣ＲＢＧ画像センサであり、前記画像がＣＹＭフォーマットで
記憶される、請求項８に記載の紙幣検出器デバイス。
【請求項１１】
　前記参照紙幣画像記憶装置に、各関連紙幣の各面につき１つの参照紙幣画像が記憶され
、それにより、特定の各紙幣が、４つの異なる画像、すなわち紙幣の各側および１８０度
回転された各側につき１つの画像によって表され、前記参照紙幣画像が、画像プロセッサ
中で参照紙幣画像処理アルゴリズムに従って処理することによって得られる、請求項８に
記載の紙幣検出器デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、独立請求項のプリアンブルによる方法およびデバイスに関する。
　本発明は、紙幣の真正性、価値、および不適当性（劣化）の程度をチェックおよび決定
するための技術およびデバイスに関し、より詳細には、インク着色アンプルが備わったカ
セットを許可なく開いた結果としてインク着色された１枚または複数枚の偽造紙幣を検索
および発見するための、紙幣処理機または現金自動預払機（ＡＴＭ）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　キャッシュレス社会の到来が数多く予見されてきたにもかかわらず、流通している現金
の量は減少していない。今日、ＥＵにおいて毎年、推定３６００億の取引があり、これは
６００億の非現金取引と比較される。現金の扱いは、消費者、小売業者、銀行、キャッシ
ュセンター、および国立銀行との間で多くの手作業の処理および輸送を未だに伴う、非常
にコストのかかる作業である。この流通の間に現金は何度も数えられ、セキュリティの問
題は広範囲にわたる。欧州連合における現金処理の毎年のコストは、約５００億ユーロで
ある。
【０００３】
　従来の紙幣ソート／カウントデバイスは、任意の発行、価値、および国の紙幣を、自動
的に処理するように設計される。デバイスの動作の基礎となるプロセスは、とりわけ可視
スペクトル範囲および赤外線スペクトル範囲における、紙幣の両側の完全な画像（走査デ
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バイスによって得られたもの）を使用して、紙幣の真正性、金種、および劣化レベルを決
定することからなる。これらの画像は、コンピューティングユニットに送られてそこで処
理されるが、この処理では、事前インストール済みのパターン認識ソフトウェアの助けに
より、得られた画像が参照画像と比較される。
【０００４】
　紙幣を偽造から守るためにいくつかの異なる対策が講じられてきたが、これは例えば、
いわゆる条件等色インクで紙幣上に絵を印刷することによるものであり、これらの絵は、
裸眼では見ることができず、赤外線スペクトル中でのみ現れる。具体的な赤外線画像がわ
かっていれば、条件等色インクが利用可能か存在しないかについて紙幣表面上のいくつか
の特定箇所をチェックする検出器を開発することが可能である。
【０００５】
　ＥＰ－１１６０７３７は、紙幣の真正性、価値、および劣化レベルを決定する方法、な
らびに、ソート／カウントデバイスに関する。
　ＷＯ－９５／２４６９１は、複数の金種の本物の紙幣の、関連する所定の表面に対応す
るマスタ特性パターンを記憶するメモリをとりわけ備えた、ドキュメントを区別およびカ
ウントするための方法および装置に関する。
【０００６】
　ＧＢ－２１９９１７３は、紙幣の特性領域のみからデータを抽出することによって動作
を実施するように適合された、紙幣を区別するデバイスに関する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の発明者らは、強奪の結果としてインク着色された紙幣に関する検出能力の改善
の必要性を認識した。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前述の目的は、独立請求項に従った本発明により達成される。
　好ましい実施形態は、従属請求項に示す。
　したがって、本発明によれば、インク着色された紙幣を検出する能力を改善するための
方法およびデバイスが構成される。
【０００９】
　要約すれば、本方法は、
　Ａ）入力紙幣の記憶済みＩＲ画像を使用して紙幣画像の１つの辺が参照紙幣画像（ＲＢ
Ｉ）の対応する辺に対して整合され、紙幣サイズが決定される整合ステップと、
　Ｂ）紙幣画像の面および配向が決定される紙幣面分類ステップと、
　Ｃ）紙幣画像（ＢＩ）の印刷パターンが決定されて、ＢＩの印刷パターンが参照紙幣画
像（ＲＢＩ）の印刷パターンに対して正確に位置決めされる印刷パターン位置決めステッ
プと、
　Ｄ）紙幣の少なくとも１つの面について、相互に対して正確なパターン位置にあるＢＩ
とＲＢＩとが事前定義済みの比較手順に従って画素ごとに比較され、その結果として入力
紙幣が受容されるかまたは受容されないとして分類される比較ステップとを含む。
【００１０】
　次に、添付の図面を参照しながら本発明について詳細に述べる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明を例示する流れ図である。
【図２】本発明の一実施形態を例示するブロック図である。
【図３】本発明を例示する別の流れ図である。
【図４】画像にどんな処理も施される前の、強奪によってインク着色された紙幣の生画像
を示す図である。
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【図５】スキューイング手順の前の紙幣のＩＲ画像の図である。
【図６】スキューイング手順において決定された矩形の内側に収まる紙幣のＩＲ画像を示
す図である。
【図７】１枚の紙幣の４つの異なる画像、すなわち表側、裏側（上段）、および１８０度
回転された各側（下段）を示す図である。
【図８】パターン位置を突き止めるステップを例示する図である。
【図９】照合ステップの間の照合されるパターン位置を拡大した詳細を示す図である。
【図１０】通常２００枚の街頭で使用される品質の紙幣からの各画素位置の画素の平均値
を計算することによって生み出された参照画像を例示する図である。
【図１１】街頭で使用される品質の処理済み参照紙幣画像を示す図である。
【図１２】紙幣の、マスキングによって除外されて検出されない領域を示す図である。
【図１３】画像画素グリッドを例示する図である。
【図１４】グレースケールで示されているが、非グレー色ダイアグラムであり、シアン、
黄、およびマゼンタが示されている。
【図１５】汚れ色のダイアグラムである。
【図１６】高利得色のダイアグラムである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明による紙幣検出器デバイスは、標準的なＡＴＭの別個のモジュールとして構成す
ることもでき、あるいは、利用可能な画像検出器を使用した、標準的なＡＴＭに内蔵され
た部分として実現することもできる。上に示したように、本発明による紙幣検出器は特に
、インク着色された紙幣を検出し、識別し、選り分けるのに適する。この紙幣検出器デバ
イスは、偽札検出専用の他の検出器デバイスと共に使用されてもよい。本発明による検出
器デバイスは、適切にセットアップされればこの点に関しても使用できることを理解され
たい。
【００１３】
　図２を参照すると、検出は紙幣画像センサによって実施されるが、紙幣画像センサは、
好ましくは、２つの物理検出器ユニットを備え、紙幣の各側につき１つの検出器がある。
検出器のうちのいずれかが、着色された面を検出した場合、その紙幣は着色されていると
見なされる。紙幣処理デバイスは、この紙幣画像センサと、好ましくは赤外線（ＩＲ）画
像センサと、画像プロセッサとを備える。画像プロセッサは、記憶装置と、参照紙幣画像
（ＲＢＩ）記憶装置と、整合ユニットと、紙幣面分類ユニットと、位置決めユニットと、
比較ユニットとを備える。紙幣のＩＲ画像は、対応する紙幣画像にリンクされるようにし
て記憶装置に記憶される。後で論じるように、ＩＲ画像センサは不要とすることもできる
。また、紙幣整合および紙幣分類は他の手段によって実施することもできるが、後続の記
述から明確になるように、対応する方法ステップの結果がステップＣおよびＤの必要要件
であるので、図２にはこれらのユニットが含まれている。
【００１４】
　画像プロセッサは、検出された画像を表す画像信号を検出器から受け取り、次いで、画
像信号を処理する。
　紙幣画像は、１つの赤外線（ＩＲ）層およびＲＢＧ（赤、青、緑）の各色の層、すなわ
ち合計４層を含む。ＩＲ層の解像度は８６４×３００画素であることが好ましく、ＲＧＢ
の各層は、解像度４３２×３００画素の、方眼の対称画素である。しかし、アルゴリズム
を単純にするために、ＩＲ層は、方眼の対称４３２×３００画素によってのみ対処され効
果的に使用される。各対称画素は、０．５×０．５ｍｍを表す。全ての画素は０～２５５
の値を有し、０が最も暗い。紙幣画像をアルゴリズムに従って処理するとき、カラー画像
層が読み取られて反転ＣＭＹ（シアン、マゼンタ、黄）としてカウントされるが、この場
合は２５５が最も暗い。ＣＭＹを使用して、白い紙の上におけるカラー印刷の量の論理値
が定義される。本発明は、処理の目的でＲＢＧが代わりに使用される場合でも、等しく適
用可能であることに留意されたい。
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【００１５】
　紙幣のＲＧＢ画像は、カラー密着画像センサすなわちＣＩＳセンサによって得られるこ
とが好ましい。
　一実施形態によれば、紙幣を引っ張ってセンサを通すことができるように、紙幣はＣＩ
Ｓセンサから最大１ｍｍ離れている。
【００１６】
　別の実施形態では、紙幣は、機械的に移動されてＣＩＳセンサを通り、センサの方に押
し付けられる。この場合、より正確な測定値が得られ、例えばＩＲセンサを不要とするこ
とができる。
【００１７】
　図４の例示に、画像にどんな処理も施される前の、強奪によってインク着色された紙幣
の表側の生画像を示す。この場合はスウェーデン１００クローナ紙幣である。
　次に、図１、３、および４～１５を参照しながら、ステップＡ、Ｂ、Ｃ、およびＤを含
む本発明による方法について述べる。
【００１８】
　Ａ－整合ステップ
　このステップの目的は、紙幣のサイズを決定するために、走査された紙幣を整合するこ
とである。これは、図５に概略的に例示するいわゆる「スクイージング（ｓｑｕｅｅｚｉ
ｎｇ）法」によって実施されることが好ましく、図５は、整合されていない紙幣のＩＲ画
像を示す。整合ステップでは、濃い矩形のＩＲ紙幣画像が使用されることが好ましい。代
替の一実施形態によれば、代わりに整合は、紙幣画像センサによって得られた紙幣画像を
使用して実施される。
【００１９】
　紙幣画像である濃い矩形と、水平な線との間の角度が決定され、次いで紙幣画像は、水
平位置にくるまで、すなわち長い方の辺が水平になるまで、反復的に回転される。整合を
実施するとき、紙幣の任意の辺を使用できることに留意されたい。次いで、この辺の配向
が、参照紙幣画像の対応する辺の配向と比較される。反復の間、紙幣画像の最初の回転は
、幾分大きく、次の回転は、例えば最初の回転の半分となる。
【００２０】
　整合ステップは、検出された全ての紙幣に対して実施されることに留意されたい。
　手順のこのステップは、紙幣画像を、事前定義済みの位置で例えば水平に配向または整
合するものであり、これは後続の各ステップを実施するときの仮定である。
【００２１】
　このステップによれば、ドキュメントの垂直高さが最小となるスキュー角度を識別する
ことによって、矩形またはほぼ矩形の紙幣画像ドキュメントの角度が決定される。
　したがって、この目的でＩＲ画像が使用される。ＩＲ画像の品質は、ドキュメントの外
ではどんな濃い画素も示さないような画質でなければならない。しきい値を使用して、濃
い画素が示される。整合ステップの間、種々のスキュー角度が試され、最小の高さとなる
角度が見つかるまで高さが測定される。
【００２２】
　使用されるプログラミング技法に関係する実際上の理由で、角度スキューが実施される
ときに画像データが移動されることはないが、その代わり、読取プロセスは、事前設定済
みの角度に従って、角度スキューのｘｙ座標の再カウントを実施する。
【００２３】
　スキューイング手順の前の紙幣のＩＲ画像を示す図５を参照すると、この時計回りのス
キューにおいて、高さはｙ１ｐ－ｙ０ｎとして測定される。４つの点ｙ０ｎ、ｙ０ｐ、ｙ
１ｎ、ｙ１ｐを全て使用して、およその補正角度が計算される。角度の補正後、新しい補
正を使用してプロセスが繰り返される。
【００２４】
　差（（ｙ１ｐ－ｙ０ｎ）－（ｙ１ｎ－ｙ０ｐ））の小さい、「レベルＩ」と呼ばれると
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き（すなわち角度が小さい）は、補正はおよその計算値の１／２だけである。さらに差の
小さい、「レベルＩＩ」と呼ばれるときは、補正はおよその計算値の１／４だけである。
これは、最も適合する角度を見逃さないようにするためである。高さの変化をそれ以上決
定できなくなるまで、最後のレベルＩＩが繰り返される。
【００２５】
　スキューが代わりに反時計回りのときは、同じだがミラーリングされた計算が実施され
る。
　角度決定が準備できると、画像中のコーナ位置が、ドキュメントの全てのＩＲ画素が内
側に収まることのできる最小の矩形として決定される。これを図６に例示するが、図６は
、スキューイング手順によって決定された矩形の内側に収まる紙幣のＩＲ画像を示す。
【００２６】
　コーナ位置は、スキュー角度と共に、画像プロセッサに関して構成された記憶装置に記
憶される。
　このプロセスの後は、図６のように、スキュー角度、およびｘｙ座標０，０としてのド
キュメント位置左上を処理することによってドキュメントの画素が読み取られる。
【００２７】
　代替の一実施形態によれば、代わりに、紙幣コーナの位置および水平な線に対する角度
を識別して三角法計算によってサイズおよび位置を決定することによって、ＢＩの位置お
よびサイズが決定される。これは、ＢＩ画像とＩＲ画像のいずれに対しても実施すること
ができる。
【００２８】
　Ｂ－紙幣面分類ステップ
　このステップに対する仮定は、紙幣画像のサイズが決定済み（整合ステップＡで）であ
ることであり、このステップの目的は、走査された紙幣を識別して配向および側を識別す
ることである。以下に一実施形態について詳細に論じるが、この情報はシステムの他のセ
ンサから、すなわち入力紙幣に対して真正性を検証するように構成された他のセンサから
すでに利用可能な場合もあるので、他の多くの代替形態も存在する。しかしこのステップ
は、残りのステップＣおよびＤの前に実施しなければならない。
【００２９】
　サイズに基づいて、このサイズに関係する記憶済みの金種データが識別される。
　例えば、ある特定のサイズは、４つの異なる金種データ、すなわち、表側（正しく配向
された上向きと下向き）および裏側（正しく配向された上向きと下向き）が記憶されてい
る。場合によっては、例えばある紙幣について異なるバージョンが発行されている場合に
は、さらに多数の異なる金種データが記憶されていることもある。
【００３０】
　記憶済みの各金種データにつき、いくつかのフィールドが識別されるが、これらのフィ
ールドは、紙幣の識別部分の一意のセットを表すように注意深く選択される。これらのフ
ィールドは、白（または明るい色）であるべき紙幣部分とすることができる。選択される
フィールドの数は、紙幣の外観によって決まる。例えば、かなり彩色された紙幣は、より
多くのフィールドを必要とする。また、特定のフィールドの幾何形状は、紙幣の外観との
関連で選択され、矩形、円形、または任意の適した形状とすることができる。
【００３１】
　４つの金種データが使用される場合、それぞれのデータフィールド全てが検出紙幣画像
と比較され、次いで、記憶済み金種データのうちの１つの金種データのフィールドに対応
するフィールドを有する紙幣として、検出紙幣の金種が識別される。この結果、金種、な
らびに、検出紙幣画像が紙幣のどの側および配向に関係するかが識別される。
【００３２】
　より詳細には、このステップは、決定されたサイズの紙幣に共に一意である、所定数の
サンプル領域を使用して実施される。分類は、紙幣面分類ユニットにより、整合された紙
幣画像の各サンプル領域の画素値に関係する少なくとも１つの値を計算し、この少なくと
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も１つの画素値を、特定の紙幣面を表す指定の値と比較して、紙幣画像の面および配向を
決定することによって、実施される。
【００３３】
　このステップでは、画像が紙幣のどの面（側）を表すかが決定され、また紙幣の配向も
決定される。
　図７に、１枚の紙幣の４つの異なる画像、すなわち表側、裏側（上段）、および１８０
度回転された各側（下段）を示す。
【００３４】
　紙幣画像ドキュメントは、認識されたサイズおよび認識された面の画像として分類され
、あるいは分類されないと見なされる場合もある。
　紙幣の面は、小さい矩形または他の任意の形状（例えば円形）のサンプル領域を使用し
て認識されるが、これらのサンプル領域は共に、決定されたサイズの面に一意である。特
定の紙幣はそれぞれ、４つの異なる画像によって表され、各画像はその面サンプル領域を
有する。これは図７に例示されており、４つの異なる画像は、表側、裏側、および１８０
度回転された各側である。
【００３５】
　領域は、領域中の暗い画素の数によって識別される。層（ＣＭＹ）の任意の組合せ、お
よび任意のしきい値レベルを、各領域に個別に適合させることができる。
　したがってこの結果、面識別の数値と、面が逆さまかどうかについての情報とが得られ
る。分類されない面の場合は、紙幣は着色紙幣として分類されることになる。検出紙幣の
識別された面に関する情報は、後続のステップで、参照紙幣画像（ＲＢＩ）の対応する面
が使用されることになるので必要である。
【００３６】
　Ｃ－印刷パターン位置決めステップ
　製造公差に関係するわずかな差があるため、紙幣上の印刷パターンは、個別の紙幣ごと
の個別の所定位置に位置する。したがって、参照紙幣画像との正確な比較を実施できるよ
うに、紙幣についてパターン位置を正確に決定しなければならない。
【００３７】
　したがって、比較ステップが実施される前に、検出画像が既知の位置に位置決めされる
ことが極めて重要である。
　図８に、パターン位置を突き止めるステップを例示する。
【００３８】
　これを実施するために、２つの事前画定済みの限られた領域、すなわち図８に示す１つ
の水平領域Ｘおよび１つの垂直領域Ｙが識別される。
　図８の領域Ｘに関して、この限られた領域が走査されて、線パターン（図中のストリッ
プまたは線Ｓ）が生み出される。線パターンは、領域中の１つの垂直列の中の全ての画素
の平均値を計算してから、全ての平均値を並べることによって生み出される。この結果、
画定された領域全体を表す小さいデータエリアが得られる。各面／走査につき個別に、Ｃ
ＭＹの事前定義済みの層が１つだけ選択される（ただし図では単色のグレーとして示され
ている）。
【００３９】
　走査された線パターンＳは、参照線パターンＲと比較される。線中の全ての画素の差ａ
ｂｓ（Ｒ－Ｓ）の合計を比較することでＲとＳをいくつかの異なる位置でＲとＳを照合す
るのを試みることにより、最もよく一致する調整位置のオフセットが得られる。金属細片
など、パターンに位置的に関係しないオブジェクトは、マスキングによって除外され、比
較に含められない。調整される位置は、線Ｒとして図示され、調整済み位置線Ａに移動さ
れる。参照線パターンＲは通常、パターン照合される８００個の走査画像からの平均値か
ら生み出される。
【００４０】
　図６に、照合ステップの間の、調整されるストリップすなわち照合されるパターン位置
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を拡大した詳細を示す。ここでは、異なるストリップをＲｘ、Ａｘ、およびＳｘとして示
す。
【００４１】
　好ましくは、参照線Ｒが、調整済み位置線Ａに移動され、これにより、走査された線画
像Ｓに対する良好な照合が達成される。しかし、重要な特徴は、線Ｒが移動されるか線Ｓ
が移動されるかにかかわらず、走査された線画像Ｓが、良好な照合を達成するために参照
線Ｒに対してどれだけ移動されなければならないかである。
【００４２】
　水平パターンＸ照合のためのこのプロセスが、垂直パターンＹ照合について繰り返され
る。ｘおよびｙのオフセットは、後でパターン比較ステップ中に参照するために保存され
る。
【００４３】
　この位置決めステップにより、紙幣上の絵（パターン）が、参照画像のパターンに対し
て正しく位置決めされることに留意されたい。これは、次のステップで非常に正確な結果
を得るために必要である。
【００４４】
　紙幣を正しく位置決めするために代わりに例えば紙幣のコーナを使用すると、紙幣は、
次のステップで可能な最高の検出成果が確実に得られるほど十分に正確には位置決めされ
ないことになる。例えば、紙幣上の絵は、紙の上のちょうど同じ場所に位置決めされない
ことが多く、また、コーナのサイズ、そして位置は、異なる紙幣間で１または２ミリメー
トルまでずれることがある。
【００４５】
　参照紙幣画像（ＲＢＩ）の前処理
　調べるべき紙幣との比較ステップを実施するために、紙幣の各面の参照画像を生み出さ
なければならない。
【００４６】
　参照画像を生み出すためのこのプロセスは、紙幣検出器デバイスが使用に向けてセット
アップされるときに、それに先立って一度だけ行われる。したがって、強奪によるインク
色があるかどうか紙幣全体を走査できるようになる前に、印刷された色が紙幣の正常パタ
ーンとしてどこにすでに存在するかを知るために、また通常の既存の汚れがどのように見
えるかを知るために、各面についての参照画像が利用可能でなければならない。
【００４７】
　図１０に、通常２００枚の街頭で使用される品質の紙幣からの各画素位置の画素の平均
値を計算することによって生み出された参照画像を例示する。
　好ましい一実施形態によれば、通常の２００枚の紙幣が、検出器マシン、例えばＣＩＳ
センサ中で走査される。枚数は少なくとも１００枚でなければならず、可能なら４００枚
もの枚数とする。個別の検出器特有の不正確など、繰り返され得る不正確を回避するため
に、画像は、マシン中の２つの異なる検出器から、かつ異なる走査面および方向からサン
プリングされる。紙幣は、通常の既存の汚れなどを含む、街頭で使用される品質であるべ
きである。
【００４８】
　走査された画像は、ＲＧＢ画像としてＲＢＩ記憶装置に記憶される。画像をさらに処理
するのを容易にするために、画像は「反転」されてＣＭＹ画像（シアン、マゼンタ、黄）
として記憶されることが好ましい。
【００４９】
　次いで、１枚の紙幣についての８００個の画像全て（表側、裏側、および１８０度回転
された各側）が、パターンによって共に照合される。パターン照合を実施するために前述
の印刷パターン位置決めステップ（Ｃ）が使用されるが、最終的な参照線パターンはこの
平均画像に基づくので、最初の反復では、品質の良い単一の紙幣から生み出された一時的
な参照線パターンが使用される。パターン照合の後、各画素位置の画素の平均値を計算す
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ることによって参照画像が生み出される。
【００５０】
　ある反復方法では、参照画像の品質を高めるために、この最初に生み出された参照画像
を今度は使用して、ステップＣで使用されることになる新しいより良い参照線パターンが
生み出される。次いで、８００個の画像から参照画像平均値を生み出すためのこのプロセ
スが繰り返されるが、品質の良い単一の紙幣を使用する代わりに、改善された平均値参照
線パターンデータが使用される。
【００５１】
　反復された参照画像は、もはやわずかな個々の紙幣の紙も存在しない（すなわちパター
ンおよび汚れが明るくなり始める）端を推定することによって、切り取られる（図１１の
外側の線）。この結果、平均サイズではなく最小の紙サイズの参照サイズとなるはずであ
る。
【００５２】
　この結果は参照線パターンのみのためであり、平均画像全体は使用されず、平均画像全
体は、新しい画定領域を用いて修正参照線パターンを再び生み出すためにのみ保存するこ
とができる。
【００５３】
　図１１に、街頭で使用される品質の処理済み参照紙幣画像を示す。
　最終的な参照線パターンが用意できた後、色検出の目的で参照紙幣画像が生み出される
。
【００５４】
　検出目的の参照画像は、個別の紙幣製造パターンの暗さまたは個別の汚れなどによる、
個別の通常のより暗い検出紙幣を受容すべきである。加えて、検出目的の参照画像は、検
出紙幣について突き止められた位置の、より小さい個別の不一致も受容すべきである。
【００５５】
　８００個の画像全てが再び使用され、パターン位置を突き止めることによって照合され
た後、８００個の各画像につき、各ＣＭＹ層の画素が、平均値とそれに加えて１つの標準
偏差によって別個に計算される。これにより、参照画像はより暗くなる。
【００５６】
　さらに、結果として得られた参照画像で開始して、各画素が８つの最も近い隣接位置に
移動されて、同一画像だが９つの異なる位置を有する合計９つの画像が生み出される。９
つの画像のＣＭＹ層は、最も暗い画素を選択することによって別々にマージされる。これ
により、参照画像は、不一致の検出紙幣に対してより感度が低くなる。
【００５７】
　各面についての、参照線パターンと処理済み参照画像とからなる結果が、ターゲットシ
ステム中の検出アプリケーションによってマージされる。この処理済み参照紙幣画像は、
ＲＢＩとして示され、ＲＢＩ記憶装置に記憶される。この画像を図１１に示す。
【００５８】
　Ｄ－比較ステップ
　ここで、紙幣処理機に挿入された紙幣の処理に戻る。
　ステップＣに従ってパターン位置の場所が決定された後、紙幣画像は、色検出アルゴリ
ズムによって異なるように処理されることになる異なる画定済み検出ゾーンに分割される
。
【００５９】
　図１２に、紙幣の、マスキングによって除外されて検出されない領域を示す。
　事前画定される検出不可能ゾーンは、金属細片など、パターンに位置的に関係しないオ
ブジェクトを含むかもしれない領域である。これらの領域は、マスキングによって除外さ
れ、検出されない。
【００６０】
　参照画像内の一致する全ての領域は、参照検出によって検出される。参照画像外の領域
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は、図１２でマゼンタによってマークされている（矢印参照）白い領域である場合は、非
参照検出によって検出され、参照外の領域がパターン領域である場合は、その領域は検出
不可能であり、単にマスキングによって除外される（マゼンタゾーンが切り取られている
図示を参照）。
【００６１】
　画像中の検出可能な各画素は、検出のために反復され、着色値として示される。着色値
は、明確にインク彩色された染みではより高く、より疑わしいインク彩色された染みでは
より低い着色値になる。全ての画素の着色値の合計値が事前定義済みレベルを超える場合
、紙幣は着色紙幣として分類されることになる。
【００６２】
　図１３に画像画素グリッドを例示するが、ここで、ｄｐは検出画素を示し、ａｐは周囲
画素を示す。
　例えば光学干渉により、正のインク検出となる個別の単一画素が多く存在するので、検
出は、単一のピクセルが着色値を生じることがないようにセットアップされる。一実施形
態によれば、４つの最も近い周囲画素と合わせての検出画素ｄｐのみを、着色された染み
として検出することができる。検出画素は検出色アルゴリズムによって検出されるが、周
囲画素の条件がＣＭＹ色レベルで検出画素と一致しさえすれば、着色された染みが生み出
される、すなわち検出画素が適格とされる。このステップでは、より少数またはより多数
の周囲画素を使用してもよく、選択される数はとりわけ、必要とされる精度および利用可
能な処理能力によって決まる。例えば、これに関して８個または１２個の周囲画素を使用
することもできる。
【００６３】
　画素の色分類について以下に論じる。
　検出の目的で、各検出画素の色が分類される。図１４～１６に、いくつかのカラーＣＭ
Ｙダイアグラムを示すが、これらはグレースケールのみで示してある。カラーダイアグラ
ムは、純粋なカラー合成のみを示し、黒に至るグレースケールは、ダイアグラムには示さ
れていないが、分類に含まれる。
【００６４】
　図１４は、グレースケールで示されているが、非グレー色ダイアグラムであり、シアン
、黄、およびマゼンタが示されている。
　クラス「グレー色」は、非グレーダイアグラムの中央部分であり、白から黒までの全て
のグレースケールを含む。この目的は、検出がグレー色の影響をより受けにくくすること
である。というのは、取り込まれた画像は、多くのグレースケール陰影と、グレースケー
ルの影響を受けやすい欠陥とを生み出すからである。
【００６５】
　図１５は、汚れ色ダイアグラムである。
　クラス「汚れ色」は、めったに存在しない強奪によるインク色であり、このスペクトル
は（グレーを除いて）、汚れでは最も一般的である。このクラスは、色検出に対する感度
がより低い。
【００６６】
　図１６は、高利得色ダイアグラムである。
　クラス「高利得色」は、典型的には低レベル色でもある、存在する特定の単色の強奪イ
ンク色である。したがって、これらの特定の色、すなわちシアンおよびマゼンタは、特別
に高感度の検出を用いて扱われる。
【００６７】
　色検出アルゴリズムについて以下に述べる。
　反復される全ての検出画素について、ＣＭＹ値がしきい値レベルを超えなければならず
、しきい値レベルは通常、参照紙幣画像（ＲＢＩ）によって決定される。次いで、検出画
素が周囲画素の色と一致しなければならず、次いで、検出画素について着色値が決定され
る。
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【００６８】
　より詳細には、これは、以下に述べるようにして実施される。
　各検出画素位置が反復される。参照検出の場合は、参照画像位置からＣＭＹ値を読み出
すことによってＣＭＹしきい値レベルが見出され、非参照検出の場合は、しきい値レベル
は固定である。検出画素のＣＭＹ値が読み出される。検出画素の色が事前定義済みの「高
利得色」であり、全てのＣＭＹしきい値レベルが８０未満（すなわち明るい領域のみ）で
ある場合は、しきい値レベルは、一層感度を高めるために半分に下げられる。
【００６９】
　検出画素のＣＭＹ値は、ＣＭＹしきい値レベルと比較される。全てのＣＭＹ値がしきい
値レベル未満である場合は、検出画素は、着色されたのではない染みと見なされ、そうで
ない場合は、検出画素の色は分類される、すなわち着色値が与えられる。グレーまたは汚
れ色のクラスの場合は、しきい値レベルは高められることになり、より高いしきい値レベ
ルで比較が繰り返されるが、検出画素は、着色されたのではない染みである場合があり、
そうでない場合は、検出は、検出画素を周囲画素と比較することによって継続する。周囲
画素のいずれかが検出画素と異なるレベルを有する場合は、その染みは着色されたのでは
ないと見なされ、そうでない場合は、着色値を評価することによって検出が継続する。
【００７０】
　着色値は、検出画素のＣＭＹ値がどれくらいしきい値レベルを超えるかに従って漸進的
な値によってカウントされ、最も高い超過ＣＭＹ値のみが、着色値の基礎である。最後に
、検出画素の色クラスがグレーまたは汚れ色である場合、着色値は下げられることになる
か、あるいは、着色されたのではないとして無視されてもよい。
【００７１】
　反復された全ての画素について結果が合計されて、紙幣全体の総着色値となる。総着色
値が事前定義済みのレベルを超える場合は、紙幣は着色されていると見なされ、比較ユニ
ットによって非受容信号が生成される。そうでない場合は、受容信号が生成される。
【００７２】
　要約すれば、比較ステップは、以下のとおり２つの異なるサブステップまたはサブテス
トを含む。
　しきい値テスト－ＢＩ画素がカラースケール「グレー」中にある場合にのみ適用される
。
【００７３】
　染みテスト－染みと見なされるためには、１つのピクセルのみが必要とされるのではな
く、好ましくは検出画素および４つの周囲画素が本質的に同じ色であるべきである。
　染みテストを実施するための一要件は、検出画素および４つの周囲画素（図１３参照）
が本質的に同じ色であることであり、次いで、ＲＢＩ中の対応する画素に対する検出画素
の差分値が決定される。
【００７４】
　カラーダイアグラムの異なる部分は、異なる関連するポイントを有する。検出された差
分画素の色を決定しなければならない。検出差が、受容される検出差であるかどうかはま
た、識別された検出差分画素の色がカラーダイアグラム中のどこに位置するかにも依存す
る。
【００７５】
　画素が緑／赤の部分にある場合は、より高いポイントが着色値に与えられる。
　画素がグレーまたは茶色の部分にある場合は、相対的により低いポイントが着色値に与
えられる。
【００７６】
　加えて、ＲＢＩ画素値とＢＩ画素値の間の大きい差が決定された場合は、例えば漸進的
なスケールに従って、追加のより高い「ポイント」をその画素の着色値に与えてもよい。
　比較ステップの概観について以下に述べる。
【００７７】
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　ステップ１：ｄｐおよび４つのａｐの色がほぼ同じである場合は、次のステップに進み
、そうでない場合は次のｄｐに進む。
　ステップ２：ＢＩのｄｐと、対応するＲＢＩ画素との色を比較し、これらの色の差を表
す差分値ＤＶを決定する。
【００７８】
　ステップ３：カラーダイアグラム中における、ＢＩのｄｐの位置を決定し、その位置に
関係する色値ＣＶを決定する。
　ステップ４：ＤＶをＣＶと比較し、ＤＶがＣＶを超える場合は、紙幣に関する着色値計
算にＤＶを加える。
【００７９】
　ステップ５：紙幣全体の総着色値が事前設定済みのしきい値を超える場合は、紙幣は受
容されないものとして、すなわち着色されているとして分類される。
　一例として、ポイント付与機能の結果、紙幣上で少数の鮮明な赤い染みが検出された場
合はインク着色検出となり、紙幣上で多数の小さい赤い染みが検出された場合もまた、イ
ンク着色検出となりインク着色検出を示す。これは、赤い色にはカラーダイアグラム中で
高いポイントが与えられ、鮮明な色（より高い検出差分を意味する）にもまた、より高い
ポイントが与えられることによる。
【００８０】
　紙幣検出器デバイスに対する具体的な一要件は、全てのテストを最大１００ミリ秒の時
間中に実施しなければならないことである。
　この理由は、検出が実施された後、すなわち紙幣がセンサを通った後は、供給路に沿っ
て分岐点まで継続し、分岐点で、受容されない紙幣は別個の供給路にルーティングされる
が、分岐点までの供給路に沿った距離が長すぎてはならないからである。
【００８１】
　本発明は、前述の好ましい実施形態に限定されない。様々な代替、修正、および均等物
を使用することができる。したがって、以上の実施形態は、本発明の範囲を限定するもの
と解釈すべきではなく、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によって定義される。
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