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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁界が与えられることにより信号を発生する、長さの異なる複数の磁性素子からなる磁
性素子の群と、
　前記磁性素子の群に含まれる磁性素子と同一の大きさと形状を有し、磁界が与えられて
も信号を発生しない擬似素子を、前記磁性素子と同じ数だけ含む擬似素子の群とが、互い
に並列に付与された媒体に磁界を与え、該磁界により前記磁性素子から発生される信号を
検出する励磁検知手段と、
　前記励磁検知手段の励磁により前記磁性素子から発生される信号を前記励磁検知手段で
検出することで前記媒体に付与された磁性素子が検知され、該検知された磁性素子からな
る磁性素子の群で形成される情報を読み取る情報読取手段と
　を具備することを特徴とする情報読取装置。
【請求項２】
　前記励磁検知手段と前記媒体とのどちらか一方もしくは両方を所定方向に相対的に移動
させる移動制御手段
　を更に具備し、
　前記情報読取手段は、
　前記励磁検知手段の励磁により前記磁性素子から順次発生される信号を前記励磁検知手
段で検出することで前記媒体に付与された磁性素子が検知され、該検知された磁性素子か
らなる磁性素子の群で形成される情報を読み取ること
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　を特徴とする請求項１記載の情報読取装置。
【請求項３】
　磁界が与えられることで信号を発生する、長さの異なる複数の磁性素子からなる磁性素
子の群と、
　前記磁性素子の群に含まれる磁性素子と同一の大きさと形状を有し、磁界が与えられて
も信号を発生しない擬似素子を、前記磁性素子と同じ数だけ含む擬似素子の群とを媒体に
付与し、
　該媒体に励磁検知手段で磁界を与えるとともに、該磁界により前記磁性素子から発生さ
れる信号を前記励磁検知手段で検出することで前記媒体に付与された磁性素子からなる磁
性素子の群で形成される情報を読み取る
　ことを特徴とする情報読取方法。
【請求項４】
　前記励磁検知手段と前記媒体とのどちらか一方もしくは両方を所定方向に相対的に移動
させ、
　前記励磁検知手段の励磁により前記磁性素子から順次発生される信号を前記励磁検知手
段で検出することで前記媒体に付与された磁性素子からなる磁性素子の群で形成される情
報を読み取る
　ことを特徴とする請求項３記載の情報読取方法。
【請求項５】
　磁界が与えられることにより信号を発生する、長さの異なる複数の磁性素子からなる磁
性素子の群を付与した媒体であって、
　前記磁性素子の群と、前記磁性素子の群に含まれる磁性素子と同一の大きさと形状を有
し、磁界が与えられても信号を発生しない擬似素子を、前記磁性素子と同じ数だけ含む擬
似素子の群とが、互いに並列に付与されている
　ことを特徴とする媒体。
【請求項６】
　前記磁性素子の群は、
　前記磁性素子の群に含まれる磁性素子の数および長さの組み合わせに対応して前記媒体
を特定する情報を形成する
　ことを特徴とする請求項５記載の媒体。
【請求項７】
　前記磁性素子から発生される信号は、
　前記磁性素子が磁化反転時に発する磁束変化に基づく信号である
　ことを特徴とする請求項５乃至６のいずれかに記載の媒体。
【請求項８】
　前記磁性素子から発生される信号は、
　前記磁性素子が磁歪振動により発する信号である
　ことを特徴とする請求項５至６のいずれかに記載の媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、磁性素子を付与した媒体、媒体の情報読取方法および装置に関し、特に、
少なくとも一種類以上の磁性素子で表現された識別情報が付与された媒体の識別情報を目
視により識別されることを困難とするとともに、所定の磁界を与えることで媒体に付与さ
れた磁性素子が発する信号の検知結果に基づき媒体の識別情報を読み取る磁性素子を付与
した媒体、媒体の情報読取方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、機密情報や個人情報等の漏洩防止、有価証券等の不正複写による偽造防止等、セ
キュリティ強化を目的とする種々の方法や装置が提供されている。
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【０００３】
　有価証券等の偽造防止を目的として、例えば特定のパターンや赤外線吸収剤を含有する
特殊インク等が潜像された特殊用紙を用いて有価証券等を作成することで、有価証券等の
偽造を防止する方法が提案されている。
【０００４】
　この方法は、特殊用紙で作成された有価証券等がスキャナ（画像読取装置）や複写機等
により複写された場合、特殊用紙に潜像された特定のパターン、特殊インク等が目視可能
な状態で印刷され、複写物であることが識別されることで偽造が防止できるように構成さ
れている。
【０００５】
　また、例えば、特許文献１には、カラーコピー機等による偽造や有価証券用紙自体の偽
造を極めて困難にする偽造防止用紙およびそれを用いた有価証券の提案がなされており、
特許文献２には、特定原稿の複写行為が行われても、必ず特定のパターンを付加できる画
像処理装置及び方法が提案されている。
【０００６】
　上記特許文献１による提案は、パルプ繊維でなる紙基材に、メタメリックな色料を含有
するインキが塗布された紙小片もしくは繊維片と、該メタメリックな色料を含有するイン
キと太陽光等通常光の下で同色相に見える通常色インキで着色された紙小片もしくは繊維
片とが略同量漉き込まれた偽造防止用紙とすることで、カラーコピーされた有価証券類に
色相が異なる２種の斑点状が現れ、偽造防止ができるように構成されている。
【０００７】
　また、上記特許文献２による提案は、原稿からの画像と転写材からの画像とを合わせて
原稿の特定性を判定することで、特定性のある原稿の出力画像を必ず加工して出力し、本
来複写されるべきでない特定原稿（例えば紙幣）が複写された場合に、複写した装置の所
在地を限定する手がかりとすることができるように構成されている。
【特許文献１】特開２００１－１５９０９４号公報
【特許文献２】特開平０５－２１９３５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、上記特許文献１及び特許文献２に示される提案は、いずれも用紙の画像情報が
複写されて印刷出力されることで用紙に付与された特定のパターンが検知される、もしく
は特定のパターンが付加されて検知されることで用紙が複写されたことを識別できるよう
に構成されており、用紙をスキャンすることなく瞬時に用紙の複写を不可とする、もしく
は特定原稿であるか否かを判別する方法や装置、偽造防止用紙等の提案が望まれる。
【０００９】
　また、用紙をスキャンして光学的に用紙上に付与された特定のパターンを検知する方法
では、特定のパターンが形成された領域にゴミや汚れ等が存在する場合は、特定のパター
ンが誤検知される場合があり、これらの影響を受けることなく用紙に付与された複写不可
の情報を確実に検知して複写防止を行う信頼性の高い装置や方法の提案が望まれる。
【００１０】
　そこで、本発明は、少なくとも一種類以上の磁性素子で表現された識別情報が付与され
た媒体の識別情報を目視により識別されることを困難とするとともに、所定の磁界を与え
ることで媒体に付与された磁性素子が発する信号の検知結果に基づき媒体の識別情報を読
み取る磁性素子を付与した媒体、媒体の情報読取方法および装置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】
【００１１】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明は、磁界が与えられることにより信号を発生
する、長さの異なる複数の磁性素子からなる磁性素子の群と、前記磁性素子の群に含まれ
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る磁性素子と同一の大きさと形状を有し、磁界が与えられても信号を発生しない擬似素子
を、前記磁性素子と同じ数だけ含む擬似素子の群とが、互いに並列に付与された媒体に磁
界を与え、該磁界により前記磁性素子から発生される信号を検出する励磁検知手段と、　
前記励磁検知手段の励磁により前記磁性素子から発生される信号を前記励磁検知手段で検
出することで前記媒体に付与された磁性素子が検知され、該検知された磁性素子からなる
磁性素子の群で形成される情報を読み取る情報読取手段とを具備することを特徴とする。
【００１２】
　また、請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記励磁検知手段と前記媒体との
どちらか一方もしくは両方を所定方向に相対的に移動させる移動制御手段を更に具備し、
前記情報読取手段は、前記励磁検知手段の励磁により前記磁性素子から順次発生される信
号を前記励磁検知手段で検出することで前記媒体に付与された磁性素子が検知され、該検
知された磁性素子からなる磁性素子の群で形成される情報を読み取ることを特徴とする。
【００１３】
　また、請求項３の発明は、磁界が与えられることで信号を発生する、長さの異なる複数
の磁性素子からなる磁性素子の群と、前記磁性素子の群に含まれる磁性素子と同一の大き
さと形状を有し、磁界が与えられても信号を発生しない擬似素子を、前記磁性素子と同じ
数だけ含む擬似素子の群とを媒体に付与し、該媒体に励磁検知手段で磁界を与えるととも
に、該磁界により前記磁性素子から発生される信号を前記励磁検知手段で検出することで
前記媒体に付与された磁性素子からなる磁性素子の群で形成される情報を読み取ることを
特徴とする。
【００１４】
　また、請求項４の発明は、請求項３の発明において、前記励磁検知手段と前記媒体との
どちらか一方もしくは両方を所定方向に相対的に移動させ、前記励磁検知手段の励磁によ
り前記磁性素子から順次発生される信号を前記励磁検知手段で検出することで前記媒体に
付与された磁性素子からなる磁性素子の群で形成される情報を読み取ることを特徴とする
。
【００１５】
　また、請求項５の発明は、磁界が与えられることにより信号を発生する、長さの異なる
複数の磁性素子からなる磁性素子の群を付与した媒体であって、前記磁性素子の群と、前
記磁性素子の群に含まれる磁性素子と同一の大きさと形状を有し、磁界が与えられても信
号を発生しない擬似素子を、前記磁性素子と同じ数だけ含む擬似素子の群とが、互いに並
列に付与されていることを特徴とする。
【００１６】
　また、請求項６の発明は、請求項５の発明において、前記磁性素子の群は、前記磁性素
子の群に含まれる磁性素子の数および長さの組み合わせに対応して前記媒体を特定する情
報を形成することを特徴とする。
【００１７】
　また、請求項７の発明は、請求項５乃至６の発明において、前記磁性素子から発生され
る信号は、前記磁性素子が磁化反転時に発する磁束変化に基づく信号であることを特徴と
する。
【００１８】
　また、請求項８の発明は、請求項５乃至６の発明において、前記磁性素子から発生され
る信号は、
　前記磁性素子が磁歪振動により発する信号であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　この発明の磁性素子を付与した媒体、媒体の情報読取方法および装置によれば、磁界が
与えられることにより信号を発生する磁性素子と、磁性素子と同一の大きさと形状を有し
磁界が与えられても信号を発生しない複数の擬似素子が磁性素子に混在させて媒体に付与
されているので、媒体に付与された磁性素子で表現された媒体の識別情報が目視により識
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別されて媒体から排除されることを困難とし、高いセキュリティー性が確保された媒体が
提供できるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　この発明に係わる磁性素子を付与した媒体、媒体の情報読取方法および装置は、有価証
券等の不正複写による偽造防止、機密情報や個人情報等が印刷された用紙の不正複写によ
る情報漏洩防止、あるいは文書管理等を目的として、例えば印刷機や複写機等に適用され
る。
【００２２】
　印刷機に適用する場合は、情報を印刷する用紙を用紙固有を識別する識別情報が磁性素
子で表現されて付与された専用紙が用いられ、専用紙の識別情報と、専用紙に印刷された
情報とを対応付けて管理することで、文書管理が可能な印刷機として用いられる。
【００２３】
　また、複写機に適用する場合は、管理された機密情報や有価証券等が複写されようとし
た場合は、機密情報等が印刷された専用紙または有価証券等に付与された磁性素子を検知
することで専用紙や有価証券の複写動作を禁止し、機密情報や有価証券等が不正複写され
て情報が漏洩するもしくは偽造されることを防止することができる。
【００２４】
　本実施例においては、磁性素子で対応付けられて表現された識別情報が付与された媒体
と、その媒体の情報読取方法および装置を複写機に適用した場合を例に説明する。
【実施例１】
【００２５】
　以下、本発明に係わる磁性素子を付与した媒体、媒体の情報読取方法および装置を複写
機に適用した一例について添付図面を参照して詳細に説明する。
【００２６】
　図１は、本発明に係わる情報読取装置１００を備えた複写機１０の概略図であり、図１
（ａ）は複写機１０を概略的に示したブロック図、図１（ｂ）は、複写機１０の概略的な
斜視図である。
【００２７】
　図１（ａ）、（ｂ）に示すように、複写機１０は、複写機１０のプラテンガラス１４上
に載置された原稿１に付与された磁性素子１１１を検出し、原稿１が複写可または複写不
可の何れの原稿であるかの情報を検知する情報読取装置１００と、複写機１０の全体を統
括制御し、情報読取装置１００の検知結果に基づき複写機１０による原稿１の複写動作を
禁止する制御、もしくは複写動作の制御を行う制御部１１と、プラテンガラス１４上に載
置された原稿１に対して光を投光し、投光による原稿１の反射光を図示せぬ光電変換素子
（例えば、ＣＣＤ＝Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｕｏｐｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ等）で受光して電気信号
に変換し、変換された電気信号に基づき原稿１の画情報を読み取り、読み取った画情報に
対して所定の画像処理を施す画像読取部１２と、画像読取部１２により読み取られた原稿
１の画情報を用紙トレイ１６から給紙される用紙５４へ印刷出力して排紙トレイ１７へ排
紙する画像形成部１３を備えている。
【００２８】
　また、画像形成部１３は、画像読取部１２で原稿１から読み取った画情報が画像処理後
、出力される出力画像データに応じてレーザ光を感光ドラム１３２へ出射し、感光ドラム
１３２の走査露光制御を行う露光制御部１３１と、露光制御部１３１の走査露光制御によ
り感光ドラム１３２表面上に形成された潜像を各色のトナーで現像してトナー画像を形成
する現像器１３３と、現像器１３３により感光ドラム１３２上に形成されたトナー画像を
転写する転写ドラム１３４と、転写ドラム１３４上に形成されたトナー画像を用紙トレイ
１６から給紙される用紙５４上に定着させる定着装置１３５とを備えている。
【００２９】
　また、複写機１０のプラテンカバー１５内には、プラテンガラス１４上に載置された原
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稿１に付与された磁性素子１１１を検出するための情報読取装置１００の励磁コイル１０
１と検知コイル１０２とが配置されており、励磁コイル１０１からは所定の交番磁界が発
信され、検知コイル１０２は、励磁コイル１０１から発信された交番磁界や磁性素子１１
１から発せられる磁気パルスや電磁波等を受信するとともに情報読取装置１００が原稿１
に付与された磁性素子１１１の検出結果に基づき原稿１が複写可か否かの識別情報を検知
する。
【００３０】
　なお、情報読取装置１００の構成及び原稿１に付与された磁性素子１１１の検知方法に
ついては後述する。
【００３１】
　このように構成された複写機１０がプラテンガラス１４上に載置された原稿１が複写可
または複写不可の何れの原稿であるかの識別情報を検知し、検知結果に応じて複写または
複写禁止等の処理を行う動作について簡単に説明する。
【００３２】
　複写機１０のプラテンガラス１４上に原稿１が載置され、プラテンカバー１５を閉じて
（図中の矢印方向）、図示せぬ複写開始ボタンを押下されると、複写機１０の制御部１１
は、原稿１を複写する複写動作に先立ち、情報読取装置１００を起動して動作させる。
【００３３】
　情報読取装置１００が動作すると、励磁コイル１０１から所定の交番磁界が発信され、
プラテンガラス１４上の原稿１に付与された磁性素子１１１が交番磁界を受けて磁化され
、磁化反転時に急峻な磁気パルスを発する、もしくは磁性素子１１１が磁歪振動し、磁歪
振動により磁性素子１１１から電磁波が発せられる。
【００３４】
　磁性素子１１１から発せられる磁気パルス、もしくは電磁波は、検知コイル１０２で受
信され、受信された磁気パルスもしくは電磁波に対応して検出される検出信号に基づき情
報読取装置１００が原稿１が複写可もしくは複写不可の何れの原稿であるかの識別情報を
検知する。
【００３５】
　磁性素子１１１が発する磁気パルスもしくは電磁波の検出信号が検出された場合は、原
稿１に磁性素子１１１が付与されていると認識し、原稿１が複写不可の原稿であると検知
する。
【００３６】
　また、磁性素子１１１が発する磁気パルスもしくは電磁波の検出信号が検出されない場
合は、原稿１に磁性素子１１１が付与されていない認識し、原稿１が複写可の原稿である
と検知する。
【００３７】
　複写機１０の制御部１１は、情報読取装置１００が原稿１を複写不可の原稿と検知した
場合は、「この原稿は複写不可です」等の複写禁止を示すメッセージまたは警告音等を出
力するとともに複写処理動作を禁止する制御等を行う。
【００３８】
　また、情報読取装置１００が原稿１を複写可の原稿と検知した場合は、複写機１０のプ
ラテンガラス１４上に載置された原稿１の画情報が画像読取部１２により読み取られ、読
み取られた画情報が画像形成部１３で用紙トレイ１６から給紙される用紙５４に印刷され
て排紙トレイ１７へ排紙される。
【００３９】
　なお、情報読取装置１００による原稿１が複写可または複写不可の何れの原稿であるか
の検知は、原稿１が複写機１０のプラテンガラス１４上に載置された後、複写機１０に対
して複写開始指示後、もしくは複写開始指示前のどちらでもよく、特に限定されるもので
はない。
【００４０】
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　また、原稿１に付与される磁性素子の種類、本数、配置位置及び形状は、特に限定され
るものではなく、原稿１を識別するために付与された原稿１の識別情報に応じて磁性素子
は、一つでもよく、複数種類の複数の磁性素子が付与されてもよい。
【００４１】
　図２は、本発明に係わる情報読取装置１００の要部の構成を示すブロック図である。
【００４２】
　なお、図２に示す情報読取装置１００は、原稿１に付与された磁性素子が所定の磁界を
受けると磁化反転時に急峻な磁気パルスを発する、所謂大バルクハウゼン効果の特性を有
する磁性素子である場合に適用される情報読取装置である。
【００４３】
　図２に示すように、情報読取装置１００は、励磁コイル１０１を介して所定の交番磁界
を発生させるための制御を行う励磁回路１０３と、励磁コイル１０１から発せられた所定
の交番磁界を原稿１に付与された磁性素子１１１が受けることで磁性素子１１１が磁化反
転時に発する急峻な磁気パルスを検知コイル１０２を介して検出する検知回路１０４と、
検知回路１０４が検出する交番磁界や磁性素子１１１が発する磁気パルスに対応した検出
信号を信号処理する信号処理部１０６と、信号処理部１０６で信号処理された信号に基づ
き原稿１が複写可もしくは複写不可のいずれの原稿であるかの検知結果を出力するビット
出力部１０７と、交番磁界の周期に応じたタイミングで交番磁界や磁気パルスを検知回路
１０４が検知できるように励磁回路１０３と検知回路１０４とのタイミング制御を行うタ
イミング制御部１０５とを備えている。
【００４４】
　このように構成された情報読取装置１００が原稿１に付与された磁性素子１１１を検知
する動作について図３及び図４を参照しながら詳細に説明する。
【００４５】
　図３は、原稿１に付与された磁性素子１１１の磁気特性を示す図であり、図４は、磁性
素子１１１が磁化反転時に発する磁気パルスに対応して情報読取装置１００で検出される
検出信号を示す図である。
【００４６】
　なお、図３において、図３（ａ）は、磁性素子１１１が付与された原稿１を示す図、図
３（ｂ）は、磁性素子１１１の磁気特性を示す図である。
【００４７】
　また、図４において、図４（ａ）は、情報読取装置１００の検知回路１０４で検出され
た交番磁界４０１と磁性素子１１１が発する磁気パルスの検出信号４０２を示す図、図４
（ｂ）は、検知回路１０４で検出された検出信号４０２に基づき信号処理部１０６で検出
される磁気パルスに対応した検出パルス信号４０３を示す図である。
【００４８】
　図３（ａ）及び（ｂ）に示すように、原稿１に付与された磁性素子１１１は、例えば、
Ｃｏ－Ｆｅ系アモルファス軟磁性材の磁性材ワイヤーであり、磁性素子１１１は、線径や
長さに応じて磁性素子１１１固有の保磁力を有する。
【００４９】
　また、図３（ｂ）に示すように、磁性素子１１１は、磁気履歴曲線３１０で示されるよ
うな長方形状の磁気特性を有しており、磁気履歴曲線３１０に示されるように保磁力Ｈ１
を有している。
【００５０】
　保磁力Ｈ１を有する磁性素子１１１は、磁界強度がＨ１もしくは－Ｈ１を超える交番磁
界を受けることで磁化反転し、その際に急峻な磁気パルスを発する。
【００５１】
　情報読取装置１００の励磁回路１０３が例えば周波数１ｋＨｚの電流を励磁コイル１０
１へ流す制御を行うことにより、周波数１ｋＨｚの交番磁界が励磁コイル１０１の形状に
対応した所定の空間に発生する。
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【００５２】
　タイミング制御部１０５は、励磁回路１０３で生成された周波数１ｋＨｚの電流の立ち
上がり方向で電流値が０になる時間、すなわち電流の向きが負から正へ逆転する時の時間
を検出し、この検出した時間に交番磁界の一周期に一回のタイミングで検知回路１０４へ
基準信号を出力する。
【００５３】
　検知回路１０４は、タイミング制御部１０５から出力された基準信号のタイミングに基
づき検知コイル１０２で受信された信号を検出信号として検出する。
【００５４】
　具体的には、保磁力Ｈ１を有する磁性素子１１１は、図４（ａ）の検出信号４０２に示
されるように、タイミング制御部１０５から出力された基準信号からの時間ｔａ近傍で磁
界強度が略Ｈ１を超える交番磁界を受けることで磁化反転し、その際に磁性素子１１１が
発する急峻な磁気パルスがパルス信号Ａで検出され、時間ｔｂ近傍で磁界強度が略－Ｈ１
を超える交番磁界を受けることで磁化反転し、その際に磁性素子１１１が発する急峻な磁
気パルスがパルス信号Ｂで検出される。
【００５５】
　情報読取装置１００の検知回路１０４で検出された検出信号４０２は、信号処理部１０
６へ出力され、信号処理部１０６が検出信号４０２から交番磁界成分の信号４０１（以下
、「交番磁界信号４０１」という。）を除去したパルス信号Ａ、Ｂを含む信号を検出し、
更に正の信号成分のみを抽出し、抽出した正の信号成分を増幅し、ノイズ成分除去後、図
４（ｂ）に示すような検出パルス信号Ａを検出する。
【００５６】
　信号処理部１０６で検出された検出パルス信号Ａは、ビット出力部１０７へ出力され、
ビット出力部１０７が検出パルス信号Ａに基づき複写不可を示す識別情報「１」の値に変
換して出力する。
【００５７】
　なお、ビット出力部１０７での検出パルス信号Ａと識別情報との対応付けは一例を示し
たものであり、この方法に限定されるものではない。
【００５８】
　このように、情報読取装置１００を備えた複写機１０は、複写機１０のプラテンガラス
１４上に載置された原稿に対して所定の交番磁界を与え、磁性素子が発する磁気パルスが
検出されたか否かに基づき原稿が複写可もしくは複写不可のいずれの原稿であるかの識別
し、複写動作もしくは複写動作禁止の制御を行うことができる。
【００５９】
　ところが、原稿に付与された磁性素子を故意に排除する等の不正が行われると、本来複
写不可の原稿が複写不可と検知されずに不正複写される場合が考えられる。
【００６０】
　そこで本発明に係わる磁性素子を付与した媒体は、媒体に付与された識別情報を示す磁
性素子の存在が目視により識別困難となるように磁性素子の他に情報読取装置１００で検
知されず、かつ磁性素子と同一の大きさと形状を有する複数の擬似素子が付与されて磁性
素子の存在がカモフラージュされている。
【００６１】
　図５は、本発明に係わる磁性素子を付与した媒体の一例を示す図である。
【００６２】
　図５（ａ）は、磁性素子が媒体に付与されているか否かに応じて媒体が複写可または複
写不可の何れであるかを識別する識別情報が付与された媒体の一例を示す図であり、図５
（ｂ）は、媒体固有を識別するために複数種類の複数の磁性素子が付与された媒体の一例
を示す図である。
【００６３】
　図５（ａ）に示すように、媒体である用紙５０には、複写不可を示す識別情報として付
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与された磁性素子５０１と、磁性素子５０１と同一の大きさと形状を有し、情報読取装置
１００で検知されない複数の擬似素子５０２が付与されている。
【００６４】
　磁性素子５０１の他に複数の擬似素子５０２が用紙５０に付与されることで磁性素子５
０１の存在がカモフラージュされ、用紙５０に付与された磁性素子５０１が目視により識
別が困難となるように構成されている。
【００６５】
　また、図５（ｂ）に示すように、媒体である用紙５１には、媒体固有を識別する識別情
報５１０（破線で囲まれた部分）が３本の磁性素子５１１、５１２、５１３で表現されて
付与されており、識別情報を示す３本の磁性素子５１１、５１２、５１３の他に３本の磁
性素子５１１、５１２、５１３の存在をカモフラージュするための各磁性素子と同一の大
きさと形状を有し、情報読取装置１００で検知されない複数の擬似素子５２１、５２２、
５２３が識別情報を示す３本の磁性素子５１１、５１２、５１３の配置パターンと同様な
配置パターンで付与されている。
【００６６】
　なお、磁性素子５１１、５１２、５１３の線径は同一で長さが磁性素子５１１、５１２
、５１３の順で長く、磁性素子５１１と擬似素子５２１、磁性素子５１２と擬似素子５２
２、磁性素子１３と擬似素子５２３とがそれぞれ同一の線径と長さを有している。
【００６７】
　また、複数種類の複数の磁性素子で表現された識別情報の検知方法の詳細については後
述する。
【００６８】
　図６は、図２で示した情報読取装置１００とは他の構成で媒体に付与された識別情報を
読み取るように構成された情報読取装置２００の要部の構成を示すブロック図である。
【００６９】
　なお、図６に示す情報読取装置２００は、原稿に付与された磁性素子が所定の磁界を受
けると磁歪振動する特性を有する磁性素子である場合に適用される情報読取装置である。
【００７０】
　図６に示すように、情報読取装置２００は、励磁コイル１０１を介して低周波から高周
波へ順次変化する所定の交番磁界を発信させるための制御を行う励磁回路２０３と、励磁
コイル１０１から発信された所定の交番磁界を複写機１０のプラテンガラス１４上の原稿
２に付与された磁性素子１１２（以下、説明の便宜上、「磁歪振動素子１１２」という。
）が磁化されて磁歪振動し、その際に発せられる電磁波を検知コイル１０２を介して電圧
信号で検出する検知回路２０４と、検知回路２０４で検出された検出信号に基づき原稿２
に付与された磁歪振動素子１１２の存在有無の検知結果をビット出力するビット出力部２
０７と、励磁回路２０３及び検知回路２０４との周波数制御を行う周波数制御回路２０５
を備えている。
【００７１】
　なお、周波数制御回路２０５は、励磁回路２０３で生成した交番磁界の周波数に対応し
て検知回路２０４の図示せぬバンドパスフィルター回路等の設定周波数を帯域制限等の制
御動作を行う。
【００７２】
　また、原稿２に付与された磁歪振動素子１１２の検知は、周波数が低周波から高周波へ
順次変化する交番磁界を間欠的に発信して磁歪振動素子１１２に与え、励磁コイル１０１
から交番磁界が発信されていない間に磁歪振動素子１１２が磁歪振動により発する電磁波
を検出するように構成されている。
【００７３】
　また、励磁コイル１０１から間欠的に発信される交番磁界は、所定の低周波から所定の
高周波へ順次変化し、所定の高周波に達したら再び所定の低周波から所定の高周波へ順次
変化しながら間欠的に発信する動作が繰り返されるように構成されている。
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【００７４】
　このように構成された情報読取装置２００が原稿２に付与された磁歪振動素子１１２を
検知する動作について図７を参照しながら詳細に説明する。
【００７５】
　図７において、図７（ａ）は、情報読取装置２００で検知される磁歪振動素子１１２が
付与された原稿２の一例を示す図であり、図７（ｂ）は、磁歪振動素子１１２が磁歪振動
により発する電磁波が情報読取装置２００で検出される検出信号を示す図である。
【００７６】
　図７（ａ）に示すように、原稿２には、複写不可を示す識別情報として付与された磁歪
振動素子１１２が付与されている。
【００７７】
　磁歪振動素子１１２は、フェライトやアモルファス等の薄箔状の素子であり、外部から
所定の磁界を与えることで寸法変化を起こすような、いわゆる磁歪特性を有している。
【００７８】
　磁歪振動素子１１２に対して低周波から高周波へ、もしくは高周波から低周波へ順次変
化する所定の交番磁界を与えることで磁歪振動素子１１２が特定の周波数の交番磁界を受
けた時に最も大きく磁歪振動する。
【００７９】
　また、磁歪振動素子１１２が最も大きく磁歪振動する交番磁界の周波数は、磁歪振動素
子１１２の大きさや形状等に応じて特定される固有の周波数（以下、「共振周波数」とい
う。）を有する。
【００８０】
　なお、ここでは、磁歪振動素子１１２の共振周波数がｆ２であるものとして説明する。
【００８１】
　また、磁歪振動素子１１２が磁歪振動することで、磁歪振動素子１１２が寸法変化を起
こし、磁歪振動素子１１２から電磁波が発せられる。
【００８２】
　このことから、原稿２に付与された磁歪振動素子１１２に対して磁歪振動素子１１２固
有の共振周波数に対応した交番磁界を与えて磁歪振動させ、磁歪振動素子１１２が発する
電磁波を検出することで原稿２に付与された磁歪振動素子１１２の存在を検出することが
できる。
【００８３】
　情報読取装置２００が原稿２に付与された磁歪振動素子１１２を検知する場合は、励磁
回路２０３の図示せぬ電圧制御発振回路（例えば、ＶＣＯ＝Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌｌｅｄ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ等）に電圧を供与し、電圧制御発振回路で制御された
電圧に応じた波形信号を生成し、生成された波形信号を電力増幅して励磁コイル１０１を
介して低周波から高周波へ変化する交番磁界を間欠的に発信する制御を行う。
【００８４】
　具体的には、低周波の交番磁界を一定時間発信後、一定時間発信を停止し、次に高い周
波数の交番磁界を一定時間発信後、一定時間発信を停止して順次同様な発信と発信停止を
所定の低周波から所定の高周波に達するまで繰り返し、交番磁界の周波数が所定の高周波
に達したら、再び所定の低周波から所定の高周波へ連続して直線的に変化する交番磁界の
発信と発信停止の動作を繰り返す。
【００８５】
　この動作により励磁コイル１０１から発信された周波数ｆ２の交番磁界を原稿２に付与
された磁歪振動素子１１２が受けることで磁歪振動素子１１２が最も大きく磁歪振動し、
その際に磁歪振動素子１１２から発せられる電磁波が検知コイル１０２を介して電圧信号
の受信信号として検出され、検知回路２０４の図示せぬバンドパスフィルター回路等で濾
波され、図示せぬ増幅回路等で増幅されて図７（ｂ）に示すように磁歪振動素子１１２の
共振周波数ｆ２に対応したパルス信号７００で検出される。
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【００８６】
　検知回路２０４で検出されたパルス信号７００は、ビット出力部２０７へ出力され、ビ
ット出力部２０７が検出されたパルス信号７００に基づき複写不可を示す「１」の値の識
別情報に変換して出力する。
【００８７】
　なお、ビット出力部２０７は、磁歪振動素子１１２が発する電磁波に対応したパルス信
号が検知回路２０４で検出されない場合は、複写可を示す「０」の値の識別情報に変換し
て出力する。
【００８８】
　このように、情報読取装置２００を備えた複写機１０のプラテンガラス１４上に載置さ
れた原稿２に対して所定の交番磁界を与えることにより、原稿に磁歪振動素子１１２が付
与されているか否かに応じて磁歪振動素子１１２が磁歪振動して発する電磁波が検出され
る、または検出されないとの検知結果を得ることができ、この検知結果に基づき複写機１
０のプラテンガラス１４上に載置された原稿が複写可もしくは複写不可のいずれの原稿で
あるかを識別することができる。
【００８９】
　図８は、本発明に係わる磁歪振動素子を付与した媒体の一例を示す図である。
【００９０】
　図８（ａ）は、磁歪振動素子が媒体に付与されているか否かに応じて媒体が複写可また
は複写不可の何れであるかを識別する識別情報が付与された媒体の一例を示す図であり、
図８（ｂ）は、媒体固有を識別するために複数種類の複数の磁歪振動素子が付与された媒
体の一例を示す図である。
【００９１】
　図８（ａ）に示すように、媒体である用紙５２には、複写不可を示す識別情報として付
与された磁歪振動素子５２５と、磁歪振動素子５２５と同一の大きさと形状を有し、情報
読取装置２００で検知されない複数の擬似素子５２６が付与されている。
【００９２】
　磁歪振動素子５２５の他に複数の擬似素子５２６が用紙５２に付与されることで磁歪振
動素子５２５の存在がカモフラージュされ、用紙５２に付与された磁歪振動素子５２５が
目視により識別されることが困難となるように構成されている。
【００９３】
　また、図８（ｂ）に示すように、媒体である用紙５３には、媒体固有を識別する識別情
報５３０（破線で囲まれた部分）が２本の磁歪振動素子５３１、５３２で表現されて付与
されており、識別情報を示す２本の磁歪振動素子５３１、５３２の他に２本の磁歪振動素
子５３１、５３２の存在をカモフラージュするために各磁歪振動素子と同一の大きさと形
状を有し、情報読取装置２００で検知されない複数の擬似素子５４１、５４２が識別情報
を示す２本の磁歪振動素子５３１、５３２の配置パターンと同様な配置で付与されている
。
【００９４】
　なお、磁歪振動素子５３２は、磁歪振動素子５３１よりも大きく、磁歪振動素子５３１
と擬似素子５４１、磁歪振動素子５３２と擬似素子５４２とは同一の大きさと形状を有し
ている。
【００９５】
　また、複数種類の複数の磁歪振動素子で表現された識別情報の検知方法の詳細について
は後述する。
【００９６】
　このように媒体の識別情報を示す磁歪振動素子の他に磁歪振動素子と同一の大きさと形
状を有する複数の擬似素子が媒体に付与されることで媒体の識別情報を示す磁歪振動素子
の存在がカモフラージュされ、媒体に付与された磁歪振動素子が目視により識別されるこ
とが困難となる。　
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　ここまでは、予め磁性素子または磁歪振動素子が付与された媒体と、媒体に付与された
磁性素子または磁歪振動素子に所定の交番磁界を与えることで磁性素子が磁化反転時に発
する磁気パルスもしくは磁歪振動素子の磁歪振動により発せられる電磁波の検知結果に基
づき媒体の情報を検知する情報読取方法および装置について説明した。
【００９７】
　ここからは、前述した情報読取装置１００及び２００を備えた複写機において、原稿か
ら読み取った画情報を印刷する用紙に対して必要に応じて磁性素子を付与して識別情報を
形成し、識別情報が形成された用紙に原稿から読み取った画情報を印刷し、原稿から読み
取った画像情報と当該画像情報が印刷された用紙の識別情報とを対応付けて管理するよう
に構成された複写機を例に説明する。
【００９８】
　図９は、情報読取装置１００、２００を適用した複写機２０の要部の構成を概略的に示
したブロック図である。
【００９９】
　図９に示す複写機２０は、図１で示した複写機１０において用紙トレイ１６から給紙さ
れる用紙５４に対して用紙５４の識別情報を示す磁性素子または磁歪振動素子と、磁性素
子または磁歪振動素子と同一の大きさと形状を有する複数の擬似素子を必要に応じて付与
する磁性素子付与装置９００を新たに配設し、情報読取装置１００もしくは情報読取装置
２００の励磁コイル１０１及び検知コイル１０２を排紙トレイ１７近傍に配設し、情報読
取装置１００もしくは情報読取装置２００が用紙５４に付与された磁性素子または磁歪振
動素子の検知結果に基づき認識した用紙５４の識別情報と当該用紙５４に印刷された画情
報とを対応付けて記憶管理する図示せぬデータベースとを配設した他は、複写機１０と同
様に構成されている。
【０１００】
　なお、図９において、複写機１０と同様な構成及び動作する複写機２０の各装置、各部
については、複写機１０と同一の符号を付し、説明の便宜上、複写機１０との重複説明を
避けるべく、複写機２０の要部の構成及び動作についてのみ説明する。
【０１０１】
　図９に示すように複写機２０には、用紙５４が用紙トレイ１６から画像形成部１３へ搬
送される搬送経路の途上に磁性素子付与装置９００が配設されており、複写機２０のプラ
テンガラス１４上に原稿１を載置後、プラテンカバー１５を閉じて識別情報付与及び複写
開始が指示されることで用紙トレイ１６から給紙される用紙５４が磁性素子付与装置９０
０により磁性素子または磁歪振動素子と、擬似素子とが付与され、用紙５４に磁性素子ま
たは磁歪振動素子と擬似素子とが付与された用紙５５（以下、「識別情報付与済用紙５５
」という）が画像形成部１３へ搬送される。
【０１０２】
　画像形成部１３は、搬入された識別情報付与済用紙５５上に画像読取部１２が出力され
る原稿１から読み取った画情報を印刷出力し排紙トレイ１７へ排紙する。
【０１０３】
　識別情報付与済用紙５５に原稿１から読み取られた画情報が熱定着されて印刷出力され
た印刷物５６は、排紙トレイ１７へ排紙される途上で排紙トレイ１７近傍に配設された情
報読取装置１００もしくは情報読取装置２００の励磁コイル１０１と検知コイル１０２の
それぞれが形成する空間内を移動し、その際に印刷物５６に形成された識別情報に対応付
けされた磁性素子または磁歪振動素子が励磁コイル１０１から発せられる所定の交番磁界
を受けて磁化され、磁性素子が磁化反転時に発する急峻な磁気パルスもしくは磁歪振動素
子の磁歪振動により発する電磁波が検知コイル１０２を介して検出され、検出結果に基づ
き印刷物５６に付与された識別情報が情報読取装置１００もしくは情報読取装置２００に
より読み取られる。
【０１０４】
　情報読取装置１００もしくは情報読取装置２００により読み取られた識別情報は、制御
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部１１０へ出力され、制御部１１０が情報読取装置１００もしくは情報読取装置２００で
読み取られた印刷物５６の識別情報と、画像読取部１２で読み取られた原稿１の画情報と
を対応付けて図示せぬデータベースへ記憶管理し、文書管理を行う。
【０１０５】
　このように動作する複写機２０を用いることにより、原稿１の画情報と画情報が印刷さ
れた印刷物５６の識別情報とを対応付けて文書管理することができる。
【０１０６】
　図１０は、磁性素子付与装置９００（一点鎖線で囲まれた部分）の概略的な構成を示す
構成図である。
【０１０７】
　図１０（ａ）は、磁性素子付与装置９００の概略の平面図であり、図１０（ｂ）は、磁
性素子付与装置９００の概略の側面図である。
【０１０８】
　図１０（ａ）に示すように、磁性素子付与装置９００（一点鎖線で囲まれた部分）は、
磁性素子付与制御部９１０と、磁性素子付与部９２０とを備えており、磁性素子付与制御
部９１０は、複写機２０の制御部１１０からの指令信号に基づき磁性素子付与装置９００
全体を制御するとともに、給紙トレイ１６から画像形成部１３へ搬送される用紙５４に対
して識別情報を付与する制御を行うか、もしくは識別情報を付与せずに用紙５４をそのま
ま磁性素子付与装置９００を通過させ画像形成部１３へ搬送させるかの制御を行う。
【０１０９】
　磁性素子付与部９２０は、図１０（ｂ）に示すように、用紙５４の搬送経路に対する磁
性素子付与部９２０の給紙トレイ１６側に一対の用紙送りローラ９２５が配設され、磁性
素子付与部９２０の画像形成部１３側に一対の用紙送りローラ９２６配設されており、給
紙トレイ１６から給紙された用紙５４は、用紙送りローラ９２５により磁性素子付与部９
２０内部に取り込み、取り込んだ用紙５４が用紙送りローラ９２６により磁性素子付与部
９２０外部へ搬送する。
【０１１０】
　各ローラ９２５、９２６の間の発熱抵抗体９２２の対向する位置には、ガイド用ローラ
９２７が設置されており、給紙トレイ１６から給紙された用紙５４は、一対の用紙送りロ
ーラ９２５、発熱抵抗体９２２とガイド用ローラ９２７との間、一対の用紙搬出ローラ９
２６を通過して磁性素子付与部９２０から画像形成部１３へ搬送される。
【０１１１】
　また、磁性素子付与部９２０は、磁性素子と擬似素子とを含む熱転写シート９２１が十
分に巻き付けられたシート送りローラ９２３または磁歪振動素子と擬似素子とを含む熱転
写シート９４１が十分に巻き付けられたシート送りローラ９４４と、熱転写シート９２１
の端部に取り付けられたシート巻取ローラ９２４または熱転写シート９４１の端部に取り
付けられたシート巻取ローラ９４４を備えている。
【０１１２】
　熱転写シート９２１または熱転写シート９４１は、磁性素子付与制御部９１０による駆
動制御によりシート送りローラ９２３から送り出され、シート巻取ローラ９２４により巻
き取られる、またはシート送りローラ９４３から送り出され、シート巻取ローラ９２４に
より巻き取られる。
【０１１３】
　その間、熱転写シート９２１または熱転写シート９４１は、磁性素子付与制御部９１０
による制御に基づいて発熱抵抗体９２２とガイド用ローラ９２７との間を用紙５４と共に
通過するように構成されている。
【０１１４】
　シート送りローラ９２３及びシート巻取ローラ９２４またはシート送りローラ９４３及
びシート巻取ローラ９４４は、それぞれ軸止されて取り付けられている。
【０１１５】
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　また、発熱抵抗体９２２は、シート送りローラ９２３、発熱抵抗体９２２及びシート巻
取ローラ９２４が連動することで、熱転写シート９２１に含まれる磁性素子と擬似素子が
用紙５４上に熱転写され、用紙５４の識別情報を示す磁性素子と、磁性素子の存在をカモ
フラージュする擬似素子が用紙５４上に形成される。
【０１１６】
　また、発熱抵抗体９２２は、シート送りローラ９４３、発熱抵抗体９２２及びシート巻
取ローラ９４４が連動することで、熱転写シート９４１に含まれる磁歪振動素子と擬似素
子が用紙５４上に熱転写され、用紙５４の識別情報を示す磁歪振動素子と、磁歪振動素子
の存在をカモフラージュする擬似素子が用紙５４上に形成される。
【０１１７】
　図１１は、シート送りローラ９２３に巻き付けられた状態の熱転写シート９２１の構成
を示す図である。
【０１１８】
　図１１（ａ）は、熱転写シート９２１の基本構成を示す図であり、図１１（ｂ）は、熱
転写シート９２１の構成の拡大図である。
【０１１９】
　図１１（ａ）及び（ｂ）に示すように、熱転写シート９２１は、シート基板９３０と、
熱溶融材で構成された熱溶融層９３１と、粘着層９３２の３層で構成されており、粘着層
９３２は、磁性素子６１１、６１２、６１３と複数の擬似素子６２１、６２２、６２３と
粘着材で構成されている。
【０１２０】
　また、熱溶融層９３１及び粘着層９３２は、紙搬送方向と直交する方向に所定間隔に分
割されており、分割された熱転写シート９２１の各領域９２１ａ、９２１ｂには磁性素子
６１１、６１２、６１３と複数の擬似素子６２１、６２２、６２３が含まれる。
【０１２１】
　シート基板９３０としてはアセトートフィルムを、また粘着材としてはアクリル樹脂系
粘着材を用いることができる。
【０１２２】
　なお、磁性素子の数、種類、配置パターンは、図１１に示すパターンに限られるもので
はなく、所望の磁性素子の種類と数と配置とのパターンと磁性素子のパターンに対応した
擬似素子のパターンが任意選択可能である。
【０１２３】
　この熱転写シート９２１の磁性素子６１１、６１２、６１３と複数の擬似素子６２１、
６２２、６２３を用紙５４に熱転写する基本的な処理について簡単に説明する。
【０１２４】
　図１２は、熱転写シート９２１の各磁性素子６１１、６１２、６１３及び擬似素子６２
１、６２２、６２３を用紙５４に熱転写する基本的な処理を説明する図であり、図１２を
参照しながら説明する。
【０１２５】
　磁性素子付与装置９００の磁性素子付与部９２０において、用紙送りローラ９２５より
給紙トレイ１６から搬送された用紙５４が発熱抵抗体９２２の位置まで搬送されると、シ
ート送りローラ９２３およびシート巻取ローラ９２４の動作を制御し、必要に応じて発熱
抵抗体９２２を発熱させ各磁性素子６１１、６１２、６１３及び擬似素子６２１、６２２
、６２３を用紙５４上に熱転写して付与する。
【０１２６】
　この発熱抵抗体９２２の発熱により発熱時点において図１２（ａ）に示すような発熱抵
抗体９２２の位置にあった熱溶融層９３１（破線の部分の熱溶融層）は溶融し、その溶融
した熱溶融層９３１に対応する位置の粘着層９３２がはがれ、並行して搬送している用紙
５４上に粘着する。
【０１２７】
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　なお、発熱抵抗体９２２の発熱時点においては、熱転写シート９２１と用紙５４の各搬
送速度が同速に制御されている。
【０１２８】
　このようにして図１２（ｂ）に示されるように用紙５４に付与される識別情報に対応付
けられた複数の磁性素子６１１、６１２、６１３と、磁性素子の存在をカモフラージュす
る複数の擬似素子６２１、６２２、６２３とが用紙５４上に付与される。
【０１２９】
　図１３は、図１１で示した熱転写シート９２１とは他の熱転写シート９４１の構成を示
す図である。
【０１３０】
　図１３（ａ）は、熱転写シート９４１の基本構成を示す図であり、図１３（ｂ）は、熱
転写シート９４１の構成の拡大図である。
【０１３１】
　図１３（ａ）及び（ｂ）に示すように、熱転写シート９４１は、シート基板９５０と、
熱溶融材で構成された熱溶融層９５１と、識別情報を構成する磁歪振動素子６４１、６４
２と複数の擬似素子６５１、６５２と粘着材で構成された粘着層９５２の３層で構成され
ている。
【０１３２】
　熱溶融層９５１及び粘着層９５２は、紙搬送方向と直交する方向に所定間隔に分割され
ている。
【０１３３】
　分割された熱転写シート９４１の領域９５１ｃには識別情報を示す磁歪振動素子６４１
、６４２が含まれ、各領域９５１ａ、９５１ｂ、９５１ｄ、９５１ｅには複数の擬似素子
６５１、６５２が含まれる。
【０１３４】
　シート基板９５０としてはアセトートフィルムを、また粘着材としてはアクリル樹脂系
粘着材を用いることができる。
【０１３５】
　なお、磁歪振動素子の数、種類、配置パターンは、図１３に示すパターンに限られるも
のではなく、所望の磁歪振動素子の種類と数と配置とのパターンと磁歪振動素子のパター
ンに対応した擬似素子のパターンが任意選択可能である。
【０１３６】
　磁性素子付与装置９００の磁性素子付与部９２０において、用紙送りローラ９２５より
給紙トレイ１６から搬送された用紙５４が発熱抵抗体９２２の位置まで搬送されると、シ
ート送りローラ９４３およびシート巻取ローラ９４４の動作を制御し、必要に応じて発熱
抵抗体９２２を発熱させ各磁歪振動素子６４１、６４２及び擬似素子６５１、６５２を用
紙５４上に熱転写して付与する。
【０１３７】
　この発熱抵抗体９２２の発熱により発熱抵抗体９２２の位置にあった熱溶融層９５１は
溶融し、その溶融した熱溶融層９５１に対応する位置の粘着層９５２がはがれ、並行して
搬送している用紙５４上に粘着され、図１３（ｃ）に示されるように用紙５４の識別情報
６４０に対応付けられた複数の磁歪振動素子６４１、６４２と、磁歪振動素子６４１、６
４２の存在をカモフラージュする複数の擬似素子６５１、６５２とが用紙５４上に付与さ
れる。　
　図１４は、情報読取装置１００が長さの異なる複数の磁性素子で表現された識別情報の
検知方法を説明する説明図である。
【０１３８】
　図１４（ａ）は、印刷物５６に付与された３本の磁性素子７１１、７１２、７１３と擬
似素子７２１、７２２、７２３の配置状態を示す図であり、図１４（ｂ）は、情報読取装
置１００が印刷物５６から検出する検出パルス信号パターン７００と検出パルス信号パタ
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ーン７００に基づき検知する識別情報を示す図である。
【０１３９】
　なお、印刷物５６に付与された擬似素子７２１、７２２、７２３は、説明の便宜上、破
線で示してある。
【０１４０】
　また、印刷物５６に付与される磁性素子の種類と数は、特に限定されるものではないが
、図１４においては、説明の便宜上、三種類の磁性素子を３本を組み合わせて表現された
識別情報が付与された用紙５６の場合を例として示し、各磁性素子７１１、７１２、７１
３の線径は同一で長さは、磁性素子７１１、７１２、７１３の順に長いものとする
　図１４（ａ）に示すように、印刷物５６には、印刷物５６の識別情報７１０を示す３本
の磁性素子７１１、７１２、７１３が付与されており、各磁性素子の保磁力は、磁性素子
の長さに応じて磁性素子７１１が保磁力Ｈｃ、磁性素子７１２が保磁力Ｈｄ、磁性素子７
１３が保磁力Ｈｅを有している。
【０１４１】
　励磁コイル１０１及び検知コイル１０１内を一定の搬送速度Ｖで印刷物５６が移動する
と、印刷物５６に付与された各磁性素子７１１、７１２、７１３は、印刷物５６の搬送方
向（図中の矢印方向）の最前方側から順次形成されている磁性素子７１１、７１２、７１
３の順序で励磁コイル１０１から発せられる交番磁界を受けて磁化し、各磁性素子が磁化
反転時に発する磁気パルスが検知コイル１０２を介して図１４（ｂ）に示すような検出パ
ルス信号パターン８００として検出される。
【０１４２】
　検出パルス信号パターン８００には磁界強度Ｈａを超える交番磁界を受けた時の磁性素
子７１１が磁化反転時に発する急峻な磁気パルスが検出時間ｔｃ、検出出力Ｖｃの検出パ
ルス信号Ｃで検出され、交番磁界の磁界強度がＨｄを超える時の磁性素子７１２が磁化反
転時に発する急峻な磁気パルスが検出時間ｔｄ、検出出力Ｖｄの検出パルス信号Ｄで検出
され、交番磁界の磁界強度がＨｅを超える時の磁性素子７１３が磁化反転時に発する急峻
な磁気パルスが検出時間ｔｅ、検出出力Ｖｅの検出パルス信号Ｅで検出される。
【０１４３】
　このように印刷物５６に付与された各磁性素子に対応した検出時間ｔと検出出力Ｖの各
検出パルス信号が検出されるので、この検出結果に基づき印刷物５６の識別情報を検知す
る。
【０１４４】
　検出パルス信号と識別情報との対応付けの一例として、例えば磁性素子７１１が発した
磁気パルスに対応して検出された最も検出出力が小さな検出パルス信号Ｃが検出パルス信
号パターン８００に含まれる３個の検出パルス信号Ｃ、Ｄ、Ｅのうちの何番目に検出され
ているかに応じて対応付ける。
【０１４５】
　具体的には、識別情報を検出パルス信号パターン８００に含まれる検出パルス信号Ｃ、
Ｄ、Ｅの個数に応じて３ビット情報とし、検出パルス信号Ｃが１番目に検出されている場
合の識別情報を「１００」、２番目に検出されている場合の識別情報を「０１０」、３番
目に検出されている場合の識別情報を「００１」と対応付けることで検出パルス信号パタ
ーン８００に基づき印刷物５６の識別情報を「１００」と検知する。
【０１４６】
　また、図１５（ａ）に示す印刷物５７のように、３本の磁性素子７１１、７１２、７１
３が印刷物５７の搬送方向の最前方側から磁性素子７１２、７１１、７１３の順で付与さ
れている場合は、検出パルス信号パターン８０１で検出され、検出パルス信号パターン８
０１の場合は、検出パルス信号Ｃが２番目に検出されているので印刷物５７の識別情報を
「０１０」と検知する。
【０１４７】
　また、図１５（ｂ）に示す印刷物５８のように、３本の磁性素子７１１、７１２、７１
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３が印刷物５８の搬送方向の最前方側から磁性素子７１２、７１３、７１１の順で付与さ
れている場合は、検出パルス信号パターン８０２で検出され、検出パルス信号パターン８
０２の場合は、検出パルス信号Ｃが３番目に検出されているので印刷物５８の識別情報を
「００１」と検知する。
【０１４８】
　なお、検出パルス信号パターンに含まれる検出パルス信号の個数と識別情報を対応付け
てもよく、特定の時間近傍での検出パルス信号の有無に対応付けてもよく、検出出力値の
パターンに対応付けてもよい。
【０１４９】
　図１６は、二種類の複数の磁性素子で表現された識別情報が付与された印刷物５９から
識別情報を情報読取装置２００が読み取る方法の一例を示す図である。
【０１５０】
　図１６（ａ）は、印刷物５８に付与された識別情報７５０に対応付けされた２本の磁歪
振動素子７５１、７５２の配置状態を示す図であり、図１６（ｂ）、（ｃ）は、励磁コイ
ル１０１及び検知コイル１０２内を印刷物５９が一定の搬送速度Ｖで移動することで情報
読取装置２００で検出される印刷物５９の検出信号を示す図、図１６（ｂ）は、情報読取
装置２００が印刷物５９から検出する検出パルス信号パターン８０３と検出パルス信号パ
ターン８０３に基づき検知する識別情報を示す図である。
【０１５１】
　なお、印刷物５９に付与された擬似素子７６１、７６２は、説明の便宜上、破線で示し
てある。
【０１５２】
　また、印刷物５９に予め付与された識別情報７５０に対応付けられた磁歪振動素子は、
複数種類の複数の磁歪振動素子を組み合わせて付与することが可能であるが、図１６にお
いては、説明の便宜上、二種類の磁歪振動素子７５１、７５２を用いた例で示してある。
　図１６（ａ）に示すように、印刷物５９には、所定周波数の交番磁界を受けて磁歪振動
する特性を有する長さの異なる細い薄箔状の磁歪振動素子７５１、７５２で対応付けられ
た識別情報が付与されており、また、各磁歪振動素子の他に各磁歪振動素子と同一の大き
さと形状を有する擬似素子７６１、７６２が磁歪振動素子の配置パターンと同様に複数付
与されている。
【０１５３】
　なお、磁歪振動素子７５１、７５２の共振周波数は、それぞれ磁性素子７５１がｆ２、
磁性素子７５２がｆ１であるものとして説明する。
【０１５４】
　励磁コイル１０１及び検知コイル１０１内を一定の搬送速度Ｖで印刷物５９が移動する
と、印刷物５９に付与された各磁歪振動素子７５１、７５２は、励磁コイル１０１から発
せられる交番磁界を受けて磁歪振動し、その際に各磁歪振動素子７５１、７５２から発せ
られる電磁波が検知コイル１０２を介して図１６（ｂ）に示すような検出パルス信号パタ
ーン８０３として検出される。
【０１５５】
　検出パルス信号パターン８０３には、励磁コイル１０１からｆ１近傍の周波数の交番磁
界が発信された時に磁歪振動素子７５１が磁歪振動し、磁歪振動素子７５１から発せられ
た電磁波が検出周波数ｆ１の検出パルス信号Ｆで検出され、ｆ４近傍の周波数の交番磁界
が発信された時に磁歪振動素子７５２が磁歪振動し、磁歪振動素子７５２から発せられた
電磁波が検出周波数ｆ２の検出パルス信号Ｇで検出される。
【０１５６】
　このように印刷物５９に所定周波数の交番磁界を与えることで印刷物５９に付与された
各磁歪振動素子固有の共振周波数に対応した交番磁界の周波数近傍で各磁歪振動素子が発
する電磁波に対応した検出パルス信号が検出されるので、この検出結果に基づき印刷物５
９の識別情報を検知する。
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【０１５７】
　検出パルス信号と識別情報との対応付けの一例として、例えば印刷物５９の識別情報を
磁歪振動素子７５１、７５２で表現して付与する場合は、磁歪振動素子の種類に応じたビ
ット数とし、磁歪振動素子７５１の検出有無を１ビット目の情報、磁歪振動素子７５２の
検出有無を２ビット目の情報として対応付け、検出パルス信号Ｆ、Ｇが検出された場合は
、識別情報を「１１」と検知し、検出パルス信号Ｆのみを検知した場合は、識別情報を「
１０」と検知し、検出パルス信号Ｇのみを検知した場合は、識別情報を「０１」と検知す
る。
【０１５８】
　このように、原稿から読み取った画情報を印刷する用紙に対して必要に応じて磁性素子
もしくは磁歪振動素子を付与して識別情報を形成し、識別情報が形成された用紙に原稿か
ら読み取った画情報を印刷し、原稿から読み取った画像情報と当該画像情報が印刷された
用紙の識別情報とを対応付けて管理することで、よりセキュリティーを強化した文書管理
を行うことができる。
【０１５９】
　なお、情報読取装置１００、２００を複写機２０の他に図１７に示すような複写機２１
に適用することも可能である。
【０１６０】
　複写機２１は、ＡＤＦ（＝Ａｕｔｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ：原稿自動送り
装置）を備えた複写機であり、複写機２０において排紙トレイ近傍に配設された励磁コイ
ル１０１及び検知コイル１０２を複写機２１のＡＤＦ内に配設し、ＡＤＦにより搬送され
る原稿が励磁コイル１０１及び検知コイル１０２直下を通過するように配置した他は、複
写機２０の同様に構成されており、複写機２０と同様な効果を得ることができる。
【０１６１】
　この場合は、原稿に付与された磁性素子もしくは磁歪振動素子から成る識別情報を検知
し、複写機２１で複写された原稿情報を管理することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１６２】
【図１】本発明に係わる情報読取装置１００を備えた複写機１０の概略図
【図２】情報読取装置１００の要部の構成を示すブロック図
【図３】原稿１に付与された磁性素子１１１の磁気特性を示す図
【図４】情報読取装置１００で検出される磁性素子１１１の検出信号の一例を示す図
【図５】本発明に係わる磁性素子を付与した媒体の一例を示す図
【図６】情報読取装置１００とは他の情報読取装置２００の構成を示すブロック図
【図７】情報読取装置２００で検出される磁歪振動素子１１２の検出信号例を示す図
【図８】本発明に係わる磁歪振動素子を付与した媒体の一例を示す図
【図９】情報読取装置１００、２００を適用した複写機２０の構成を示すブロック図
【図１０】磁性素子付与装置９００の概略的な構成を示す構成図
【図１１】熱転写シート９２１の構成を示す図
【図１２】熱転写シート９２１の各磁性素子及び擬似素子を用紙５４に熱転写する基本的
な処理動作の説明図
【図１３】熱転写シート９２１とは他の熱転写シート９４１の構成を示す図
【図１４】情報読取装置１００による複数の磁性素子で表現された識別情報の検知方法を
説明する説明図
【図１５】複数の磁性素子の検出信号と識別情報との対応についての説明図
【図１６】情報読取装置２００による複数の磁歪振動素子で表現された識別情報の検知方
法を説明する説明図
【図１７】情報読取装置１００、２００を備えた複写機２０とは他の複写機２１を示す図
【符号の説明】
【０１６３】
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　１、２　原稿
　１０、２０、２１　複写機
　１１、１１０　制御部
　１２　　画像読取部
　１３　　画像形成部
　１４　　プラテンガラス
　１５　　プラテンカバー
　１６　　給紙トレイ
　１７　　排紙トレイ
　５０、５１、５２、５３、５４　用紙
　５５　　識別情報付与済用紙
　５６、５７、５８、５９　印刷物
　１００、２００　情報読取装置
　１０１　励磁コイル
　１０２　検知コイル
　１０３、２０３　励磁回路
　１０４、２０４　検知回路
　１０５　タイミング制御部
　１０６　信号処理部
　１０７、２０７　ビット出力部
　２０６　周波数制御回路
　１１１、１１３、５０１、５１１、５１２、５１３、６１１、６１２、６１３、７１１
、７１２、７１３　磁性素
　１１２、５２５、５３１、５３２、６４１、６４２、７５１、７５２　磁歪振動素子
　５０２、５２１、５２２、５２３、５２６、５４１、５４２、６２１、６２２、６２３
、６５１、６５２、７２１、７２２、７２３、７６１、７６２　擬似素子　
　１３１　露光制御装置
　１３２　感光ドラム
　１３３　現像器
　１３４　転写ドラム
　１３５　定着装置
　３１０　磁気履歴曲線
　４０２　検出信号波形
　５１０、５３０、６１０、６４０識別情報
　７００　検出パルス信号
　８００、８０１、８０２、８０３　検出パルス信号パターン
　９００　磁性素子付与装置
　９１０　磁性素子付与制御部
　９２０　磁性素子付与部
　９２１、９４１　熱転写シート
　９２１ａ、９２１ｂ　分割領域
　９４１ａ、９４１ｂ、９４１ｃ、９４１ｄ、９４１ｅ　分割領域
　９２２　発熱抵抗体
　９２３　シート送りローラ
　９２４　シート巻取ローラ９２４
　９２５　用紙送りローラ
　９２６　用紙搬出ローラ
　９２７　ガイド用ローラ
　９３０、９５０　シート基板
　９３１、９５１　熱溶融層
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　９３２、９５２　粘着層

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】
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