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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手書サインが書き込まれた原稿をスキャンするスキャン手段と、
　前記スキャン手段でスキャンされた原稿から処理を制限する情報を認識する認識手段と
、
　前記認識手段によって処理を制限する情報が認識されたか否かを判断する判断手段と、
　予め手書きサイン情報を格納する格納手段と、
　前記スキャン手段でスキャンされたスキャン原稿から前記手書サインを抽出する手書サ
イン抽出手段と、
　認証情報に基づき前記抽出手段で抽出された手書サインと前記格納手段に格納されてい
るサイン情報とを比較することにより前記原稿に書き込まれた手書きサインを認証する手
書サイン認証手段と、
　前記判断手段によって処理を制限する情報があると判断された場合に、前記手書サイン
認証手段による手書きサインが認証された場合に、前記制限を許可する許可手段と
を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記スキャン手段でスキャンされたスキャン原稿を出力する出力手段を更に有し、
　前記出力手段は、前記スキャン手段でスキャンされたスキャン原稿から、前記抽出手段
で抽出された手書サインを削除した原稿を出力する事を特徴とする請求項１に記載の情報
処理装置。
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【請求項３】
　前記手書きサイン認証手段は、前記認証情報の手書サイン情報と前記抽出手段で抽出さ
れた手書サインが類似度が高いと判断した場合に認証することを特徴とする請求項１に記
載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記原稿から認証に必要な認証情報を抽出する認証情報抽出手段を更に備え、
　前記手書サイン認証手段は、前記認証情報を用いて認証することを特徴とする請求項１
に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記認証情報とは、前記手書サインを再現可能な手書サイン情報であり、
　前記手書きサイン認証手段は、前記手書サイン情報によって再現された手書サインと、
前記抽出手段で抽出された手書サインが類似度が高いと判断した場合に認証することを特
徴とする請求項４記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記認証情報とは、予め手書サインと一意に対応付けられたデータベースから前記手書
サインを特定する特定情報であり、
　前記手書きサイン認証手段は、前記手書サイン情報によって特定された手書サインと、
前記抽出手段で抽出された手書サインが類似度が高いと判断した場合に認証することを特
徴とする請求項４記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記手書サイン認証手段は、前記類似度の高さに応じて、前記許可手段によって許可さ
れる処理が異なることを特徴とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記抽出手段で抽出された手書サインに関する情報を前記スキャン手段でスキャンされ
た原稿に埋め込む埋め込み手段を更に有する請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記許可手段で操作を許可する処理は、少なくとも、印刷、送信、表示、原本検索のい
ずれか一つであることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　予め手書きサイン情報を格納する格納手段を有する情報処理装置の制御方法であって、
　手書サインが書き込まれた原稿をスキャンするスキャン工程と、
　前記スキャン工程でスキャンされた原稿から処理を制限する情報を認識する認識工程と
、
　前記認識工程で処理を制限する情報が認識されたか否かを判断する判断工程と、
　前記スキャン工程でスキャンされたスキャン原稿から前記手書サインを抽出する手書サ
イン抽出工程と、
　認証情報に基づき前記抽出工程で抽出された手書サインと前記格納手段に格納されてい
るサイン情報とを比較することにより前記原稿に書き込まれた手書きサインを認証する手
書サイン認証工程と、
　前記判断工程によって処理を制限する情報があると判断された場合に、前記手書サイン
認証手段による手書きサインが認証された場合に、前記制限を許可する許可工程と
　を備えることを特徴とする情報処理装置の制御方法。
【請求項１１】
　予め手書きサイン情報を格納する格納手段を有する情報処理装置に読み込ませることに
よって実行するコンピュータプログラムであって、
　手書サインが書き込まれた原稿をスキャンするスキャン工程と、
　前記スキャン工程でスキャンされた原稿から処理を制限する情報を認識する認識工程と
、
　前記認識工程で処理を制限する情報が認識されたか否かを判断する判断工程と、
　前記スキャン工程でスキャンされたスキャン原稿から前記手書サインを抽出する手書サ
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イン抽出工程と、
　認証情報に基づき前記抽出工程で抽出された手書サインと前記格納手段に格納されてい
るサイン情報とを比較することにより前記原稿に書き込まれた手書きサインを認証する手
書サイン認証工程と、
　前記判断工程によって処理を制限する情報があると判断された場合に、前記手書サイン
認証手段による手書きサインが認証された場合に、前記制限を許可する許可工程と
を備えることを特徴とする情報処理装置の制御方法を実現するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手書きサインが書き込まれた原稿を認証する情報処理装置、情報処理の制御
方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スキャナやデジタルカメラ等で読み込まれたスキャン原稿に対して指示が可能な
情報処理装置が広く普及している。例えばスキャナ、プリンタ、ＦＡＸ等の機能を持つ複
合機を用いることで、スキャン原稿をメールで送信する等の指示が可能である。その際、
１．認証操作を組合せることで不正操作を避ける、２．スキャン原稿中の情報を用いて処
理を効率化する、等の各種工夫が実施されている。
【０００３】
　例えば特許文献１は、文書に関連する説明文や音声等の元情報と、認証情報を含む属性
情報を埋め込み、該埋め込み認証情報とユーザにより入力された認証情報が合致した場合
にだけ元情報を再生するものである。
【０００４】
　また特許文献２は、ユーザが入力したパスワードの認証に成功した場合にだけ、スキャ
ン原稿に対応する元原稿を検索し両者の差分情報を抽出する。更に元原稿と組合せて差分
情報を管理するものである。
【特許文献１】特開平１１－００３３５３号公報
【特許文献２】特開２００５－１５７４４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１、２では認証操作を操作画面上で行う必要がある為、パスワ
ードを知っている人しか操作ができないという課題があった。
【０００６】
　本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、手書きサインが書き込まれた原稿をス
キャンすることで、パスワード等を知らない代行者であっても認証が必要な操作を可能と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の請求項１に記載の情報処理装置は、手書サインが
書き込まれた原稿をスキャンするスキャン手段と、前記スキャン手段でスキャンされた原
稿から処理を制限する情報を認識する認識手段と、前記認識手段によって処理を制限する
情報が認識されたか否かを判断する判断手段と、予め手書きサイン情報を格納する格納手
段と、前記スキャン手段でスキャンされたスキャン原稿から前記手書サインを抽出する手
書サイン抽出手段と、
　認証情報に基づき前記抽出手段で抽出された手書サインと前記格納手段に格納されてい
るサイン情報とを比較することにより前記原稿に書き込まれた手書きサインを認証する手
書サイン認証手段と、前記判断手段によって処理を制限する情報があると判断された場合
に、前記手書サイン認証手段による手書きサインが認証された場合に、前記制限を許可す
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る許可手段とを備える。
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の請求項１０に記載の予め手書きサイン情報を格納
する格納手段を有する情報処理装置の制御方法は、手書サインが書き込まれた原稿をスキ
ャンするスキャン工程と、
　前記スキャン工程でスキャンされた原稿から処理を制限する情報を認識する認識工程と
、前記認識工程で処理を制限する情報が認識されたか否かを判断する判断工程と、前記ス
キャン工程でスキャンされたスキャン原稿から前記手書サインを抽出する手書サイン抽出
工程と、認証情報に基づき前記抽出工程で抽出された手書サインと前記格納手段に格納さ
れているサイン情報とを比較することにより前記原稿に書き込まれた手書きサインを認証
する手書サイン認証工程と、前記判断工程によって処理を制限する情報があると判断され
た場合に、前記手書サイン認証手段による手書きサインが認証された場合に、前記制限を
許可する許可工程とを備える。
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の請求項１１に記載のプログラムは、手書サインが
書き込まれた原稿をスキャンするスキャン工程と、前記スキャン工程でスキャンされた原
稿から処理を制限する情報を認識する認識工程と、
　前記認識工程で処理を制限する情報が認識されたか否かを判断する判断工程と、前記ス
キャン工程でスキャンされたスキャン原稿から前記手書サインを抽出する手書サイン抽出
工程と、認証情報に基づき前記抽出工程で抽出された手書サインと前記格納手段に格納さ
れているサイン情報とを比較することにより前記原稿に書き込まれた手書きサインを認証
する手書サイン認証工程と、
　前記判断工程によって処理を制限する情報があると判断された場合に、前記手書サイン
認証手段による手書きサインが認証された場合に、前記制限を許可する許可工程とを備え
る。
【００１０】
　また、本発明の請求項１５に記載の情報処理装置の制御方法は、手書サインが書き込ま
れた原稿をスキャンするスキャン工程と、前記スキャン工程でスキャンされたスキャン原
稿から前記手書サインを抽出する手書サイン抽出工程と、前記抽出工程で抽出された手書
サインを認証情報に基づき認証した認証結果に基づき前記スキャン原稿に対する処理を許
可する許可工程とを備える。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、スキャン原稿に対して、パスワード等を知らない代行者であっても認
証の必要な操作が可能となる。また、必要に応じてセキュリティを更に高めることが可能
となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態を詳細に説明する。尚、以下の実施の形
態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものでなく、また、本実施の形態で説明されて
いる特徴の組合せの全てが発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００１３】
　図１は本発明に係る情報処理装置のハードウェア構成を示すブロック図である。同図に
おいて、１０１は原稿をスキャンするためのスキャン部である。１０２は、操作パネルや
ハードキーなどによってスキャンや出力等の指示をする操作指示部である。１０３はＣＰ
Ｕであり、後述のフローチャート等で説明する各種処理のための演算、論理判断等を行い
、バス１０８に接続された各構成要素を制御する。１０４はデータを印刷出力する出力部
である。１０５はプログラムメモリであり、後述するフローチャートの処理手順を含むＣ
ＰＵ１０３による制御のためのプログラムを格納するメモリである。プログラムメモリ１
０５は、ＲＯＭであってもよいし、外部記憶装置等からプログラムがロードされるＲＡＭ
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であってもよい。１０６はデータメモリであり、各種処理で生じたデータを格納する。デ
ータメモリ１０６は、例えば、ＲＡＭとするが、不揮発な外部記憶媒体から、処理に先立
ってロードしておく、あるいは必要があるごとに参照するものとする。１０７は外部装置
とネットワークを介してデータを送受信するネットワークインターフェースである。１０
８はＣＰＵ２の制御の対象とする各構成要素を指示するアドレス信号、各構成要素を制御
するためのコントロール信号、各構成要素間で相互にやりとりされるデータの転送を行う
ためのバスである。また、上記以外にもＬＣＤやＣＲＴ等のディスプレイ等を有していて
もよい。
【００１４】
　図２は本発明における情報処理装置のイメージの一例を示す図である。ここでは図１の
情報処理装置として、複合機２０２を用いるが、本発明が実現可能であればこれに限定さ
れない。同図で手書サイン２０５が書き込まれた原稿が複合機２０２でスキャンされる。
一例としては、オフィスの席で鉛筆やペンなどで上司が手書サイン２０５を書き込み、部
下に書類を渡し、受け取った部下が複合機２０２のところまで行き、受け取った原稿をコ
ピーする指示をすると、書き込まれた手書サインが認証されコピーされるものである。ま
た、後述するが、複合機２０２の操作パネル２０３上でペン２０４を用いてオンライン手
書サインを入力し、更にオンライン手書サインを認証する構成でも構わない。以後、紙原
稿を単に原稿、スキャンされた原稿をスキャン原稿と表現する。また、原稿は１ページの
みでも良いし、複数ページからなるものでもよい。
【００１５】
　図３は本発明における情報処理装置の機能ブロックの一例を示す図である。まず大きく
、原稿読取装置３０１、操作指示装置３０２、記録装置３０３の機能を有する。まず、ス
キャン手段３０７により原稿３０６がスキャンされる。次に手書きサイン抽出手段３０８
により該原稿に書き込まれた手書きサインが抽出され、手書きサイン認証手段３０９によ
り手書きサインが認証され、認証結果に応じて操作許可手段３１０によりスキャンされた
スキャン原稿に対する操作が許可される。操作が許可されたスキャン原稿は、バス３０４
を介して記録装置３０３に送られる。スキャン原稿が送られてきた記録装置３０３は、ス
キャン原稿記録手段３１５と、手書サイン記録手段３１６でスキャン原稿とサインを記録
し、スキャン原稿読出手段３１７と手書サイン読み出し手段３１８でスキャン原稿とサイ
ンを読み出す。後述するが、スキャン原稿に対する処理制限情報認識手段３１９を設け、
処理を制限する情報を認識し、制限があると認識した処理を制限する構成にしてもよい。
【００１６】
　一方、操作指示装置３０２では認証されたスキャン原稿に対する操作指示が行われ、操
作指示された処理が、実行手段３１４によって行われる。処理の種類としては、例えば、
印刷や、送信、表示、原本検索などがある。尚、後述の実施形態で説明するが、オンライ
ン手書サイン認証登録データ取得手段３１１、オンライン手書サイン入力手段３１２、オ
ンライン手書サイン認証手段３１３を設けて更にオンライン手書サイン認証を行ってもよ
い。その場合、記録装置３０３に記録されたスキャン原稿と共に記録されている手書きサ
インに対応するオンライン手書サイン認証登録データをオンライン手書サイン認証登録デ
ータ取得手段３１１が取得する。オンライン手書サイン入力手段３１２によりオンライン
で手書サインが入力される。実行手段３１４によりオンライン手書きサイン認証登録デー
タ取得手段により該手書きサインに対応したオンライン手書きサイン認証登録データが取
得される。オンライン手書サイン認証手段３１３により認証が行われ、実行手段３１４に
より処理が実行される。
【００１７】
　尚、３０４はバスであるが、これをネットワークに置き換え、それぞれの処理を単独の
装置として実行してもよい。また、各装置内の各機能もそれぞれネットワークで接続して
単独の装置として実行しても良い。例えば、手書サイン認証手段３０９を外部装置として
もよい。その場合、本情報処理装置は、手書サイン抽出手段３０８によって抽出された手
書サインを外部の手書サイン認証手段３０９に送信する。そして、手書サイン認証手段３
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０９によって認証された結果を受信し、受信した認証結果に基づき操作許可手段３１０は
操作を許可する。
【００１８】
　また、記録装置３０３では送られたスキャン原稿と手書きサインを関連付けてデータベ
ース３０５に記録し、ユーザからの操作に応じて読み出される。また、更に印刷部を有し
、記録装置３０３に記録されているデータを印刷出力する。
【００１９】
　図４は本発明における図３で説明した各機能による大まかな処理の流れを説明する。各
機能は、プログラムメモリ１０３に記憶されたプログラムと、ＣＰＵ１０３の協働によっ
て実現される。図中の各機能は、後述の実施形態において、全てが必須機能とは限らず、
また、図示したもの以外の機能を有しても構わない。
【００２０】
　まず、原稿読取装置４０１（図３の３０１）と記録装置４１２（図３の３０３）での処
理を説明する。スキャン手段４０８は、手書サインが書き込まれた原稿４０３をスキャン
する。サイン抽出手段４０９はスキャンされたスキャン原稿から手書きサインを抽出する
。手書きサイン認証手段４１０は、抽出された手書きサインを手書きサイン認証登録デー
タ４０４と比較する。比較の結果、手書サインと手書サイン認証登録データの類似度を判
定し、類似度が高いと判定すると認証する。
【００２１】
　操作許可手段４１１は、認証結果に対応して操作を許可する。操作が許可されるとスキ
ャン原稿記録手段４１２は、手書きサインが除去されたスキャン原稿４０５と手書きサイ
ン４０６を記録する。手書サインを除去することによって、スキャン原稿を印刷した場合
、手書サインが除去された状態で印刷する事が可能となり見やすい原稿を印刷可能とする
。また、他人にあまり知られたくない手書サインを不必要に表示することを防ぐ。
【００２２】
　一方、該操作指示装置４０２（図３の３０２）は下記の処理が行われる。指示解釈手段
４１３はユーザによる指示を受付けて解釈する。そして、実行手段４１８によって、スキ
ャン原稿４０５に対して、解釈された処理を実行する。
【００２３】
　また、後述するオンライン手書サイン認証を更に行う場合は、以下の処理を行う。スキ
ャン原稿読出し手段４１４は、手書きサインが除去されたスキャン原稿を読み出す。オン
ライン手書きサイン認証登録データ取得手段４１５は、手書きサインに対応するオンライ
ン手書きサイン認証登録データを取得する。オンライン手書きサイン入力手段４１６によ
って、ユーザによるオンライン手書きサインの入力する。オンライン手書きサイン認証手
段４１７は、オンライン手書きサイン認証登録データで入力されたオンライン手書きサイ
ンとオンライン手書サインを用いて認証する。実行手段４１８は、認証結果に対応して処
理を実行する。
【００２４】
　尚、原稿が複数ページからなる場合は、手書きサインを書き込むのは１ページ目のみと
し、２ページ目以降は１ページ目の手書サイン認証の結果に従うものとする。その場合、
更に２ページ目以降が１ページ目と同じ原稿かどうかを判断する判断手段を設け、同じ原
稿であると判断された場合に、１ページ目の認証結果を用いる構成でもよい。また、全て
のページに手書サインを書き込み、全てのページのサイン認証を行ってもよい。
【００２５】
　以下に、図１～４で説明した情報処理装置の具体的な実施形態を説明する。
【００２６】
　図５～１０を用いて、本発明の第１の実施形態における、手書きサインが書き込まれた
原稿をスキャンすることで、認証が必要な操作を指示可能としている例について説明する
。また、認証が必要な操作の一例として、コピー禁止や社外秘等のスタンプが押され、処
理に制限が付いている原稿に対する操作の説明をする。
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【００２７】
　図５は、第１の実施形態における複合機２０２の操作パネル２０３に表示された表示画
面の一例を示した図である。表示画面５０３上にスキャン原稿５０１と原稿上に書き込ま
れた手書きサイン５０２と、再生５０５、印刷５０６、送信５０７、埋込５０８の実行を
指示するメニューを含むメニューバー５０４が表示されている。図は、印刷メニューが選
択されている状態である。
【００２８】
　図６は、第１の実施形態における複合機の全体処理を示すフローチャートである。まず
、ステップＳ６０１の初期化処理により操作画面を表示する等の初期動作を行う。続いて
ステップＳ６０２でユーザ操作を受付け、ステップＳ６０３でスキャン指示が行われたと
判断された場合、ステップＳ６０４のスキャン処理により原稿がスキャンされ、ステップ
Ｓ６０５で記録され、ユーザ操作処理に戻って処理を繰り返す。ステップＳ６０３でスキ
ャン指示以外の操作指示をされた場合、指示に対応した処理を実行し（Ｓ６０６）、再び
ステップＳ６０２に戻って処理を繰り返す。
【００２９】
　図７は、第１の実施形態におけるスキャン処理を示すフローチャートである。まず、ス
テップＳ７０１のスキャン処理により、セットされた図５の５０１に示した原稿を読み込
む。続いてステップＳ７０２の手書きサイン抽出処理により、スキャン原稿上に書き込ま
れた手書きサイン（図５の５０２）を抽出する。その結果、ステップＳ７０３で手書きサ
インが抽出されたと判断された場合、ステップＳ７０４の手書きサイン認証処理により認
証する。認証処理は、従来から知られている技術を用いるのでここでは詳述しない。第１
の実施形態では、手書サイン認証登録データ４０４として、複数のユーザと手書サインを
関連付けた辞書データを予めデータメモリ１０６に格納しておき、抽出された手書サイン
を比較する。比較の結果、双方の類似度が高いと判断された場合に認証する。また、類似
度に応じて、許可する処理を変えても良い。また、この手書サイン認証登録データ４０４
は、手書サインと関連付けて、ユーザだけでなく、許可する処理を格納してもよい。
【００３０】
　ステップＳ７０５で認証成功と判断された場合、ステップＳ７０６の操作許可処理によ
り対象の操作を許可する。続いてステップＳ７０７のスキャン原稿記録処理により、抽出
された手書きサインと共にスキャン原稿を記録して処理を終了する。Ｓ７０３で手書サイ
ンがないと判断された場合やＳ７０５で認証が失敗した場合は処理を終了する。尚、手書
サイン認証登録データ４０４は、上述以外のデータを用いても、ネットワークを介して他
の場所に格納しておいてもよい。
【００３１】
　図８は、第１の実施形態における図３の手書サイン抽出手段３０７による手書きサイン
抽出処理を示すフローチャートである。まず、ステップＳ８０１の固定手書きサイン領域
抽出処理により特定のフォーマットに対応した固定の手書きサイン書き込み領域から手書
きサインを抽出する。その結果、ステップＳ８０２で抽出成功と判断されなかった場合、
ステップＳ８０３の原文差異手書きサイン抽出処理により、スキャン原稿に対する元原稿
との差異を元に手書きサインを抽出する。その結果、ステップＳ８０４で抽出成功と判断
されなかった場合、ステップＳ８０５の手書き領域手書きサイン抽出処理により、手書き
・活字混在のスキャン原稿から手書き領域を特定し、手書きサインを抽出して処理を終了
する。ステップＳ８０２およびステップＳ８０４で処理が成功と判断された場合は処理を
終了する。尚、例えば、予め元原稿を含む複数の文書がデータメモリに格納されていても
よいし、ネットワークインターフェースを介して接続されている文書サーバに元原稿を含
む複数の文書が格納されていてもよい。また、上記した方法以外の抽出方法で抽出しても
、固定手書きサイン領域抽出処理と原文差異手書きサイン抽出処理の順序を入れ替えても
本発明の主旨を逸脱するものではない。
【００３２】
　図９は、処理に制限が付いている原稿の一例を示す図である。原稿９０１に、サイン９
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０２とコピー禁止９０３が書き込まれていることが示されている。
【００３３】
　図１０は、処理に制限がついている原稿に対する処理を許可するフローチャートを示す
。ステップＳ１００１で、原稿９０１をスキャンする。スキャンされたスキャン原稿に処
理を制限する情報があるか否かステップＳ１００２で処理制限認識手段３１９による処理
制限認識処理を行う。ステップ１００３で制限があると判断された場合、ステップＳ１０
０４で手書サイン認証処理を行う。ステップＳ１００５で、認証が成功すると、Ｓ１００
６で操作許可処理を行い、ステップＳ１００７でスキャン原稿記録処理を行う。Ｓ１００
３で制限があると判断されなかった場合、手書サイン認証処理は行わず、ステップＳ１０
０６の操作許可処理を行う。
【００３４】
　ステップＳ１００２の処理制限認識処理では、予め「コピー禁止」、「社外秘」、「マ
ル秘」などのスタンプ情報と制限する処理を登録しておき、スキャン原稿から制限情報を
抽出し、制限する処理を特定する。
【００３５】
　以上説明したように、本実施形態では、手書きサインが書き込まれた原稿をスキャンす
ることで、パスワード等を知らない代行者であっても認証が必要な操作を可能とする。
【００３６】
　また、処理が制限されている場合に、パスワード等を知らない代行者であっても認証が
必要な操作を可能とする。
【００３７】
　第２の実施形態では、実施形態１で説明した手書サイン認証処理に、原稿に予め埋め込
まれた手書きサイン特定データと書き込まれた手書サインサインを用いて認証する例を説
明する。
【００３８】
　図１１は、手書きサイン特定データが埋め込まれている原稿にスキャン対象となる手書
きサインが記入されている図である。スキャン原稿１１０１には手書きサイン１１０２が
記入されている。また手書きサインを特定する手書きサイン特定データが２次元バーコー
ド１０３で印刷されている様子が示されている。ここでは、手書サイン特定データとして
ＩＤ＝０１０３というデータが２次元バーコードで印刷されていることとする。
【００３９】
　図１２は、第２の実施形態における手書きサイン認証登録データベースの一例を示した
図である。１２０１～１２０３にＩＤ＝０１０１、ＩＤ＝０１０２、ＩＤ＝０１０３に対
応する各データが格納されている。手書サイン特定データ１２０４と対応する情報として
手書サイン１２０５、登録ユーザ１２０６、操作許可１２０７が格納されている。
【００４０】
　図１３は、第２の実施形態における手書きサイン認証処理を示すフローチャートである
。まず、ステップＳ１３０１の手書きサイン特定データ抽出処理により、スキャン原稿中
に埋め込まれた手書きサイン特定データ１０３を抽出する。そして、手書きサイン認証登
録データベースを用いて抽出した特定データから対応する手書サインイメージを検索する
。ステップＳ１３０２で手書きサイン特定データありと判断された場合、ステップＳ１３
０３の手書きサイン類似判定処理を行う。手書サイン類似判定処理では、一定の誤差範囲
内で該手書きサイン特定データにより特定される手書きサインイメージと原稿上に書き込
まれた手書きサインが類似するかを判定する。その結果、ステップＳ１３０４で類似と判
断された場合には手書きサイン特定データを戻り値として処理を終了する。一方、ステッ
プＳ１３０４で非類似と判断された場合には認証失敗として処理を終了する。またステッ
プＳ１３０２で手書きサイン特定データ無しと判断された場合、ステップＳ１３０５で処
理対象を手書きサイン認証データベースの先頭で初期化する。ステップＳ１３０６で対象
有りと判断された場合、ステップＳ１３０７の手書きサイン類似判定処理により一定の誤
差範囲内で対象の手書きサインイメージと書き込まれた手書サインが類似するかどうか判
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定される。その結果、ステップＳ１３０８で類似と判断された場合、対象の手書きサイン
特定データを戻り値として処理を終了する。一方、ステップＳ１３０８で非類似と判断さ
れた場合、ステップＳ１３０９で処理対象を進め、再びステップＳ１３０６に戻って処理
を繰り返す。
【００４１】
　尚、図１１の１１０３に埋め込まれていた情報は手書サイン特定データであったが、１
１０３に手書サインを再現可能なデータである、手書きサイン認証登録データを埋め込ん
でもよい。その場合、埋め込まれたデータから再現した手書サインと抽出され書き込まれ
た手書サインから類似を判定して認証する。
【００４２】
　ここで、第２の実施形態における動作の具体例を説明する。原稿を複合機２０２にセッ
トして読み込み指示されると、スキャン手段４０８が実行される。スキャン手段４０８で
は原稿をスキャンした後、手書きサイン抽出手段４０９によりスキャン原稿上に書き込ま
れた手書きサインが抽出される。続いて手書きサイン認証手段４１０により手書きサイン
で手書きサイン認証登録データベース（図１２）を検索した結果、手書きサイン認証登録
データ４０４が取得され認証成功と判断される。一方、手書きサイン特定データが埋め込
まれた原稿（図１１）が読み込まれた場合には、手書きサイン特定データ（ＩＤ＝０１０
３）で特定される手書きサイン認証登録データ１２０３で判断される。以上の処理により
認証成功と判断された結果、操作許可手段４１１により手書きサイン認証登録データ４０
４で定義された対象原稿に対する印刷操作が許可される。また続くスキャン原稿記録手段
４１３によりスキャン原稿と共に抽出された手書きサインや操作許可情報等が記録される
。なおここでは手書サイン等を除去した原稿を記録することとするが、スキャン原稿をそ
のまま記録しても良い。
【００４３】
　また、ステップＳ１３０７の手書きサイン類似判定処理で、類似度に段階を設け、類似
度に応じて許可する処理を変えてもよい。例えば、類似度が高い処理として、社外送信、
低い処理として、課内送信などである。
【００４４】
　第３の実施形態では、図２に示す複合機２０２の操作パネル２０３で、ペン２０４を用
いて入力されたオンライン手書きサインの認証をする実施形態を説明する。
【００４５】
　図１４は、第３の実施形態における操作指示処理を示すフローチャートである。まず、
ステップＳ１４０１の指示解釈処理により操作指示画面による指示が解釈される。続いて
ステップＳ１４０２のスキャン原稿読出し処理により操作対象のスキャン原稿が読み出さ
れる。その結果、ステップＳ１４０３で読み出し成功と判断された場合、ステップＳ１４
０４のオンライン手書きサイン認証登録データ取得処理によりオンライン手書サイン認証
登録データベースが取得される。その結果、ステップＳ１４０５で取得成功と判断された
場合、ステップＳ１４０６のオンライン手書きサイン入力処理によりオンライン手書きサ
イン入力画面で入力される。続いてＳ１４０７のオンライン手書きサイン認証処理により
、オンライン手書きサイン認証登録データを用いて入力されたオンライン手書きサインを
認証する。続いてステップＳ１４０８で認証成功と判断された場合、ステップＳ１４０９
の実行処理により指示が実行されて処理を終了する。一方、ステップＳ１４０５でオンラ
イン手書きサイン認証登録データ取得成功と判断されなかった場合、オンライン手書きサ
インによる認証操作を行わずに指示が実行されることとなる。
【００４６】
　続いて、オンライン手書きサイン認証登録データとして図１２の１２０６の手書サイン
をオンライン手書サイン情報と入れ替えたデータを格納する例を説明する。
【００４７】
　図１５は、第３の実施形態におけるオンライン手書きサイン認証登録データ取得処理を
示すフローチャートである。まず、ステップＳ１５０１で処理対象をオンライン手書きサ
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イン認証データベースの先頭で初期化する。ステップＳ１５０２でオンライン手書きサイ
ン認証データベースに書き込まれた手書サインの対象有りと判断された場合、ステップＳ
１５０３の手書きサイン特定データ類似判定処理により対象の手書きサイン特定データと
類似するかどうか判定される。その結果、ステップＳ１５０４で類似と判断された場合、
対象のオンライン手書きサイン認証登録データを戻り値として処理を終了する。一方、ス
テップＳ１５０４で不類似と判断された場合、ステップＳ１５０５で処理対象を進め、再
びステップＳ１５０２に戻って処理を繰り返す。
【００４８】
　次に手書サイン認証と、オンライン手書認証の重み付けについて説明する。オンライン
図１６は、第３の実施形態におけるオンライン手書きサイン認証処理を示すフローチャー
トである。まず、ステップＳ１６０１で処理対象をオンライン手書きサイン認証データス
トローク先頭で初期化する。ステップＳ１６０２でオンライン手書きサイン認証データス
トロークにオンライン手書サインの対象有りと判断された場合、ステップＳ１６０３のス
トローク類似判定処理を行う。ストローク類似判定処理は、一定の誤差範囲内で対応する
オンライン手書きサイン認証登録データと類似するかどうか判定される。その結果、ステ
ップＳ１６０４で類似と判断されなかった場合、認証失敗で処理を終了する。一方、ステ
ップＳ１６０４で類似と判断された場合、ステップＳ１６０５で処理対象を進め、再びス
テップＳ１６０２に戻って処理を繰り返す。ステップＳ１６０２で全てのストロークが類
似していると判断された場合、ステップＳ１６０６の形状類似判定処理により一定の誤差
範囲内で形状が類似するかどうか判断される。その結果、ステップＳ１６０７で類似と判
断されなかった場合、認証失敗で処理を終了する。一方、ステップＳ１６０７で類似と判
断された場合、ステップＳ１６０８で手書きサイン認証済みかどうか判断される。その結
果、既に手書きサイン形状での認証済みと判断された場合、総合判定の形状重み付けを軽
くしてステップＳ１６０９の総合判定処理により判定され、処理を終了する。なお本実施
例ではわかりやすくする為にストロークによる判定処理と形状による判定処理を分離した
が、ストロークによる判定時に形状重み付けを反映しても良い。
【００４９】
　ここで第３の実施形態の具体的な動作例について説明する。オンライン手書サイン認証
が操作指示されると、複合機２０２上の操作パネル２０３を用いた指示が解釈され以下の
処理が実行される。まず操作対象となった原稿を読出し後、手書きサイン２０５でオンラ
イン手書きサイン認証登録データベースを検索した結果、オンライン手書きサイン認証登
録データが取得される。続いてオンライン手書きサインの入力をユーザに促し、認証成功
の場合のみ指示された操作を実行することができる。なお原稿上に書き込まれた手書きサ
インに対応するオンライン手書きサインが存在しない場合にはオンライン手書きサインの
入力は促さない。
【００５０】
　図１７は、第３の実施形態におけるオンライン手書きサイン認証登録データベースの別
の例を示した図である。前述の例と異なるのは、各データが手書サインイメージ１５０４
と対応していることである。１７０１～１７０３にはそれぞれ、手書サインイメージ１７
０４、オンライン手書きサインのストロークを示すオンライン手書きサインストローク１
７０５、登録ユーザ１７０６、操作許可内容１７０７が格納されている。
【００５１】
　ここで具体的な動作例について説明する。原稿を複合機２０２にセットして読み込み指
示されると、原稿中から抽出された手書きサイン認証登録データ１１０３で、原稿上に書
き込んだ手書きサイン１１０２が認証される。認証に成功するとオンライン手書きサイン
認証登録データ取得手段により、手書きサインと類似する手書きサインイメージが登録さ
れたオンライン手書きサイン認証登録データが取得され、処理が実施される。このように
手書サイン特定データが埋め込まれている場合とは異なり手書きサイン認証登録データが
原稿中に埋め込まれた場合であっても、同様の効果を得ることができる。
【００５２】
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　図１８を用いて、本発明の第４の実施形態における、必要に応じて原稿に書き込まれた
手書きサイン以外の認証操作によって第２の認証を促す例について説明する。
【００５３】
　まず、第２の認証操作として、パスワードを入力する場合を説明する。図７のフローチ
ャートにおいて、Ｓ７０５で認証が失敗と判断された場合、図２の操作パネル２０３上に
パスワード入力画面が表示され、パスワード入力が促される。パスワードが認証されると
Ｓ７０６の操作許可処理がされ、認証されないと認証失敗として終了する。
【００５４】
　図１８は、第４の実施形態における第２認証必要性ルールの一例を示した図である。１
８０１～１８０８で示すように、適用条件として、操作１８０９、原稿１８１０、手書サ
イン１８１１と、認証種類１８１２が第２認証必要性ルールとして登録されている。
【００５５】
　図６のＳ６０３の操作指示として、第２認証必要性ルール登録指示と判断された場合、
第２認証必要性ルール登録処理を実行し、再びステップＳ６０２に戻って処理を繰り返す
。
【００５６】
　図１９は、第４の実施形態における操作指示処理を示すフローチャートである。まず、
ステップＳ１９０１の指示解釈処理により図６で示した操作指示画面による指示が解釈さ
れる。続いてステップＳ１９０２のスキャン原稿読出し処理により操作対象の記録されて
いるスキャン原稿が読み出される。その結果、ステップＳ１９０３で読み出し成功と判断
された場合、ステップＳ１９０４の第２認証必要性判定処理により第２の認証が必要かど
うか判定される。その結果、ステップＳ１９０５で必要と判断された場合、ステップＳ１
９０６の対応認証入力処理により第２認証必要性ルールに対応する認証入力画面で認証す
るためのデータが入力される。続いてＳ１９０７の対応認証処理により認証する。続いて
ステップＳ１９０８で認証成功と判断された場合、ステップＳ１９０９の実行処理により
指示が実行されて処理を終了する。一方、ステップＳ１９０５で認証必要と判断されなか
った場合、対応する認証操作を行わずに指示が実行されることとなる。
【００５７】
　図２０は、第４の実施形態における第２認証必要性判定処理を示すフローチャートであ
る。まず、ステップＳ２００１の第２認証必要操作検索処理により、指示された操作に対
応する定義を図１８で説明した第２認証必要性ルールから検索する。その結果、ステップ
Ｓ２００２で対応する第２認証必要性ルールありと判断された場合、第２認証必要と判断
して処理を終了する。同様にステップＳ２００３の第２認証必要原稿検索処理で原稿に対
応する第２認証必要性ルールを検索し、ステップＳ２００５の第２認証必要手書きサイン
検索処理で手書きサインに対応する第２認証必要性ルールを検索して処理が行われる。
【００５８】
　図２１は、第４の実施形態における複合機２０２の操作パネル２０３に表示された第２
認証必要性ルール登録画面の一例を示した図である。該画面上には，ＯＫボタン２１０１
、取消ボタン２１０２、適用条件指定領域２１０３、登録済み第２認証必要性ルール表示
領域２１０４、第２認証必要性ルール追加ボタン２１０５が表示されている。また、第２
認証必要性ルール削除ボタン２１０６、操作適用条件指定領域切り換えタブ２１０７、原
稿適用条件指定領域切り換えタブ２１０８、手書きサイン適用条件指定領域切り換えタブ
２１０９が表示されている。
【００５９】
　図２２は、第３の実施形態における第２認証必要性ルール登録処理を示すフローチャー
トである。まず、ステップＳ２２０１の第２認証必要性ルール登録画面表示処理により第
２認証必要性ルール登録画面（図２１）を表示する。続いてステップＳ２２０２のユーザ
操作処理によりユーザ操作を受付け、次のステップＳ２２０３で分岐する。ステップＳ２
２０３でルール指定指示が行われたと判断された場合、ステップＳ２２０４のルール指定
処理によりルールが指定され、再びステップＳ２２０２に戻って処理を繰り返す。ステッ
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プＳ２２０３でルール追加指示が行われたと判断された場合、ステップＳ２２０５のルー
ル追加処理によりルールが追加され、再びステップＳ２２０２に戻って処理を繰り返す。
ステップＳ２２０３でルール削除指示が行われたと判断された場合、ステップＳ２２０６
のルール削除処理によりルールが削除され、再びステップＳ２２０２に戻って処理を繰り
返す。ステップＳ２２０３でＯＫボタンが押されたと判断された場合、ステップＳ２２０
７のルール確定処理より設定されたルールを確定して処理を終了する。一方、ステップＳ
２２０３で取消ボタンが押されたと判断された場合、これまでの変更を反映せずに無処理
で終了する。
【００６０】
　ここで以上説明した図を用いて具体的な動作例について説明する。例えば、ユーザによ
る操作１８０９の指示が社外送信指示の場合、第２認証必要性ルール１８０１が適用され
、オンライン手書きサインの入力が促される。また原文検索指示の場合、第２認証必要性
ルール１８０２が適用され、任意の認証入力が促される。なお任意の認証入力操作はシス
テムに初期設定されていても良いし、ユーザ毎に設定可能としても良い。また元原稿が“
／ＡＢＣ．ＤＯＣ”の場合、第２認証必要性ルール１８０３が適用され、パスワード入力
が促される。また元原稿の属性が社外秘の場合、第２認証必要性ルール１８０４が適用さ
れ、オンライン手書きサインの入力が促される。また原稿上に手書きサインが書き込まれ
た場合、類似する第２認証必要性ルール１８０５・１８０６・１８０７等が適用され、オ
ンライン手書きサインの入力が促される。
【００６１】
　以上説明したように、本発明の本実施形態により、処理に応じた認証をすることにより
、適切な認証を行うことができる。
【００６２】
　図２３を用いて、本発明の第５の実施形態における、オンライン手書きサインの登録時
に手書きサインも自動登録する例について説明する。登録画面は、図２の操作パネル２０
３に更に、登録ボタン、取消ボタン、クリアボタンが追加されて表示される。
【００６３】
　処理の流れは、図６のＳ６０３の操作指示として、オンライン手書きサイン登録指示と
判断された場合、オンライン手書きサイン登録処理を実行し、再びステップＳ６０２に戻
って処理を繰り返す。
【００６４】
　図２３は、第５の実施形態におけるオンライン手書きサイン登録処理を示すフローチャ
ートである。まず、ステップＳ２３０１のオンライン手書きサイン登録画面表示処理によ
りオンライン手書きサイン登録画面を表示する。続いてステップＳ２３０２のユーザ操作
処理によりユーザ操作を受付け、次のステップＳ２３０３で分岐する。ステップＳ２３０
３でユーザ入力が行われたと判断された場合、ステップＳ２３０４のオンライン手書きサ
イン入力処理によりオンライン手書きサインストロークが入力され、再びステップＳ２３
０２に戻って処理を繰り返す。ステップＳ２３０３でクリア指示が行われたと判断された
場合、ステップＳ２３０５の初期化処理によりこれまで入力されたオンライン手書きサイ
ンストロークを初期化し、再びステップＳ２３０２に戻って処理を繰り返す。ステップＳ
２３０３で登録ボタンが押されたと判断された場合、ステップＳ２３０６のオンライン手
書きサイン格納処理より入力されたオンライン手書きサインストロークを格納する。続い
てステップＳ２３０７の手書きサイン生成処理により入力されたオンライン手書きサイン
ストロークから手書きサインイメージを生成する。続いてステップＳ２３０８の手書きサ
イン格納処理により該手書きサインイメージを格納して処理を終了する。一方、ステップ
Ｓ２３０３で取消ボタンが押されたと判断された場合、これまでの入力を反映せずに無処
理で終了する。
【００６５】
　ここで以上説明した図を用いて具体的な動作例について説明する。例えば、オンライン
手書きサインストローク２０６が入力された場合、ステップＳ２３０７の手書きサイン生
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成処理により該ストロークが描画する手書きサインイメージを生成する。これによりオン
ライン手書きサインとは別に手書きサインを入力操作する手間が省かれる。
【００６６】
　以上説明したように、本発明の本実施形態により、オンライン手書きサイン登録データ
から手書きサインを生成することで、別途手書きサインの登録操作を強制する必要が無く
なる。
【００６７】
　図２４～２６を用いて、本発明の第６の実施形態における、原稿に書き込まれた手書き
サインを該原稿に埋め込む例について説明する。
【００６８】
　図５の５０８に示された、Ｓ６０３のユーザ操作処理のタイミングで埋込ボタンを指示
することによって書き込まれた手書サインが図２４に示すように他の領域と区別可能な表
示形態として２次元バーコード２４０３で表示される。
【００６９】
　図２５は、第６の実施形態における手書きサイン埋め込み処理を示すフローチャートで
ある。まず、ステップＳ２５０１のスキャン処理によりセットされた原稿を読み込む。続
いてステップＳ２５０２の手書きサイン抽出処理により、スキャン原稿上に書き込まれた
手書きサインを抽出する。ステップＳ２５０３で手書きサインが抽出されたと判断された
場合、ステップＳ２５０４の埋め込み情報生成処理により原稿中に埋め込む情報を生成す
る。続いてステップＳ２５０５の埋め込み情報埋め込み処理により、生成された埋め込み
情報を埋め込んで処理を終了する。
【００７０】
　以上説明したように、原稿上に書き込まれた手書きサインは、原稿中に埋め込み可能な
２次元バーコード２４０３として生成することができる。その結果、手書きサインの形状
を第３者に見られることなく同等の情報を原稿中に内包する。これにより手書きサインの
形状を第３者に盗み見されることなくセキュリティが守られる。
【００７１】
　以上説明したように、本発明の本実施形態により、オンライン手書きサイン登録データ
又は該データを特定する為のデータを原稿に埋め込むことで、セキュリティが向上する。
【００７２】
　尚、本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インタフェース機器、リーダ
、プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例え
ば、複写機、ファクシミリ装置など）に適用してもよい。
【００７３】
　また、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した
記憶媒体を、システムあるいは装置に供給してもよい。その場合、そのシステムあるいは
装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコード
を読出し実行することによっても、本発明の目的が達成されることはいうまでもない。
【００７４】
　この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成すること
になる。
【００７５】
　プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピディスク、ハ
ードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ、不
揮発性のメモリカード、ＲＯＭなどを用いることができる。
【００７６】
　また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施
形態の機能が実現されるだけではない。そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュ
ータ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）などが実際の処理の一部または
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全部を行ってもよい。その場合、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される
場合も含まれることはいうまでもない。更に、記憶媒体から読出されたプログラムコード
が、コンピュータに挿入されたまたは接続された機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備
わるメモリに書込まれた場合も含まれる。その場合、そのプログラムコードの指示に基づ
き、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部また
は全部を行ってもよい。その場合、その処理によって前述した実施形態の機能が実現され
る場合も含まれることはいうまでもない。本発明を上記記憶媒体に適用する場合、その記
憶媒体には、先に説明した図に示すフローチャートに対応するプログラムコードが格納さ
れることになる。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明に係る情報処理装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図２】本発明に係る情報処理装置のイメージの一例を示す図である。
【図３】本発明に係る情報処理装置の機能ブロックの一例を示す図である。
【図４】本発明に係る各機能による大まかな処理の流れを説明する図である。
【図５】第１の実施形態における印刷を指示している操作指示画面の一例を示す図である
。
【図６】第１の実施形態における全体処理のフローを示す図である。
【図７】第１の実施形態におけるスキャン処理のフローを示す図である。
【図８】第１の実施形態における手書きサイン抽出手段のフローを示す図である。
【図９】第１の実施形態における処理に制限が付いている原稿の一例を示す図である。
【図１０】第１の実施形態における処理に制限がついている原稿に対する処理を許可する
フローチャートである。
【図１１】第２の実施形態における手書きサイン特定データが埋め込まれている原稿を示
す図である。
【図１２】第２の実施形態における手書きサイン認証登録データベースの一例を示す図で
ある。
【図１３】第２の実施形態における手書きサイン認証処理を示すフローチャートである。
【図１４】第３の実施形態における操作指示処理を示すフローチャートである。
【図１５】第３の実施形態におけるオンライン手書きサイン認証登録データ取得処理を示
すフローチャートである。
【図１６】第３の実施形態におけるオンライン手書きサイン認証処理を示すフローチャー
トである。
【図１７】第３の実施形態におけるオンライン手書きサイン認証登録データベースの一例
を示した図である。
【図１８】第４の実施形態における第２認証必要性ルールの一例を示した図である。
【図１９】図１９は、第４の実施形態における操作指示処理を示すフローチャートである
。
【図２０】第４の実施形態における第２認証必要性判定処理を示すフローチャートである
。
【図２１】第４の実施形態における第２認証必要性ルール登録画面の一例を示した図であ
る。
【図２２】第４の実施形態における第２認証必要性ルール登録処理を示すフローチャート
である。
【図２３】本発明の第５の実施形態における、オンライン手書きサイン登録処理を示すフ
ローチャートである。
【図２４】第６の実施形態における原稿に書き込まれた手書きサインが該原稿に埋め込ま
れた図である。
【図２５】第６の実施形態における手書きサイン埋め込み処理を示すフローチャートであ
る。
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【符号の説明】
【００７８】
　１０１　スキャン部
　１０２　操作指示部
　１０３　ＣＰＵ
　１０４　出力部
　１０５　プログラムメモリ
　１０６　データメモリ
　１０７　ネットワークインターフェース
　１０８　バス

【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】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】
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