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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文書を管理する装置において、
　文書が文書用容器に入るときに文書を走査して各文書の１つ以上の既存の特徴及び／又
は証印上の（ａ）識別情報及び（ｂ）変更可能な情報を得る手段と、
　各文書の識別情報を上記容器に接続されたメモリに記憶する手段と、
　走査した変更可能な情報をメモリ内のマスタファイルと比較してマスタファイルを更新
して走査した文書の変更可能な特徴及び／又は証印の変化を記録する手段と、
　文書が容器を出るときにその出る文書を走査してその文書が容器に入る際に得たのと同
じ識別情報を得る手段と、
　上記出る文書の識別情報をメモリから削除し、それによって、メモリは容器に現存する
文書の識別情報だけしか有しないようにする手段と、
を備えた装置。
【請求項２】
　上記文書は、銀行券であり、その銀行券のシリアルナンバーは、上記走査手段によって
走査され、現金取引のデジタル記録を可能にするとともに容器に保持された銀行券のシリ
アルナンバーが盗難に遭ったものであればそのシリアルナンバーを記録する請求項１に記
載の装置。
【請求項３】
　上記メモリは、情報を受け取るように動作するカード手段と容器に関連したカードリー
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ダーとを含み、上記カード手段がカードリーダーに入れられるか又はカードリーダーによ
り読み取られるときだけ文書を容器から解除できる請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　上記文書を走査する手段は、１つ以上の既存の特徴及び／又は証印について文書を走査
するよう動作する走査ヘッドであり、
　上記メモリは、カード手段上にデータを記録するように動作するデータライターを含む
請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　上記容器は、キャッシュドローワ、キャッシュレジスタ、マネードロップボックス、キ
ャッシュボックス、札入れ等である請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　上記メモリは、コンピュータに接続可能な情報処理ユニットである請求項１に記載の装
置。
【請求項７】
　上記識別情報をメモリから削除した後に上記出る文書を容器から解除可能な解除手段を
更に備えた請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　文書を管理する方法において、
　文書が文書用容器に入るときに文書を走査して各文書の１つ以上の既存の特徴及び／又
は証印上の（ａ）識別情報及び（ｂ）変更可能な情報を得る段階と、
　各文書の識別情報を上記容器に接続されたメモリに記憶する段階と、
　走査した変更可能な情報をメモリ内のマスタファイルと比較してマスタファイルを更新
して走査した文書の変更可能な特徴及び／又は証印の変化を記録する段階と、
　文書が容器を出るときにその出る文書を走査してその文書が容器に入る際に得たのと同
じ識別情報を得る段階と、
　上記出る文書の識別情報をメモリから削除し、それによって、それによって、メモリは
容器に現存する文書の識別情報だけしか有しないようにする段階と、
を含む方法。
【請求項９】
　上記識別情報をメモリから削除した後に上記出る文書を容器から解除する段階を更に含
む請求項８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は、文書の認証方法及び装置に係る。
本発明は、現金（即ち銀行券）、個人用小切手、トラベラーズチェック、クレジットカー
ド、デビットカード等を含む金融証書を確認するのに特に適しているが、これに限定され
るものではない。
又、本発明は、手紙、協約書、ライセンス、勘定書、及びその複写（例えば、写真複写）
のような法的証書を確認するのにも特に適しているが、これに限定されるものではない。
【０００２】
【背景技術】
文書、特に紙幣の偽造が、当局にとって長年の大きな問題となっている。通貨発行当局（
例えば、準備銀行や造幣局）は、通貨及び他の金融文書の偽造を克服し又は最小にする試
みにおいて多数の異なる方法を採用しており、例えば、透かし模様や自筆のような特徴又
は証印を含ませている。このよう事柄を記載した文献は、例えば、（１）イタリア、ロー
マ出版の「International Journal of Circuit Theory and Applications」、第２４巻、
第３号、１９９６年５－６月、第２８３－３００ページに掲載された「The Proceedings 
of the 1994 Third IEEE International Workshop on Cellular Neural Network and the
ir Applications」における「Special Logic Algorithms Using Basic Morphological, A
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nalogic CNN Operations」（ザランデ氏等著）；（２）「Proceedings of SPIE - The In
ternational Society for Optical Engineering」、第２６５２巻、１９９６年、Society
 of Photo-Optical Instrumentation Engineers, Bellingham, WA, United States of Am
erica、第４５－５２ページに掲載された「Development of Embossed Holograms」（ハイ
ンズ著）；（３）「Proceedings of SPIE - The International Society for Optical En
gineering」、第１２１０巻、The International Society for Optical Engineering出版
、Bellingham, WA, United States of America、第２０－２６ページに掲載された「Perf
ormance of Diffraction Grating on a Banknote - The Experience with the Austrian 
Commemorative Note」（ハードウイック著）；（４）「Proceedings of SPIE - The Inte
rnational Society for Optical Engineering」、第１２１０巻、The International Soc
iety for Optical Engineering出版、Bellingham, WA, United States of America、第１
４－１９ページに掲載された「Optically Variable Devices for use on Banknotes」（
ロルフェ著）；（５）「Proceedings of SPIE - The International Society for Optica
l Engineering」、第２６５９巻、１９９６年、Society of Photo Optical Instrumentat
ion Engineers、Bellingham, WA, United States of America、第２８－３６ページに掲
載された「Evaluation of Security Features for new U.S. Currency」（チャーチ氏等
）である。
このような認証特徴又は証印を銀行券、紙幣或いは他の金融文書又は法的文書に入れるこ
とはできるが、このような証印を保持する金融又は法的証書を迅速に且つ正確に識別しそ
して認証することが必要となっている。
【０００３】
【発明の開示】
本発明の目的は、文書（例えば、上述した金融又は法的証書）を有効なものとして認証す
ることができ或いは無効又は偽造として識別することができる方法を提供することである
。
好ましい目的は、この方法を迅速且つ正確に実行できることである。
更に別の好ましい目的は、最小限の所要ハードウェアしか必要としない方法を提供するこ
とである。
更に別の好ましい目的は、上記方法を実施する装置を提供することである。
その他の好ましい目的は、以下の説明から明らかとなろう。
【０００４】
１つの特徴において、本発明は、文書（例えば、上述した金融又は法的証書を含む）を認
証する方法であって、ａ）１つ以上の識別特徴及び／又は証印について文書を走査し、ｂ
）その走査された特徴／証印を、特徴／証印を本物又はそれ以外として識別するデータベ
ースに記憶された情報に対して比較し、そしてｃ）文書が本物であるかそれ以外であるか
を確認する信号を送信するという段階を含む方法に係る。
好ましくは、上記走査される特徴／証印は、透かし模様、自筆、シリアルナンバー、語、
図案、色（例えば、パターン、組合せ）、或いは文書にプリントされ、エンボスされ、組
み込まれ又はその他文書の一部分を形成する他の特徴又は証印を含む。
【０００５】
好ましくは、データベースは、文書の認証を決定できる比較を行うために１つ以上の特徴
／証印を含む。文書は、走査された特徴／証印が、データベースに記憶された１つ以上（
好ましくは複数）の識別成分の基準に合致するときに認証される。
好ましくは、文書が本物又はそれ以外であると決定されたときに、文書が走査された位置
に信号が送信されて、文書が本物又はそれ以外であることを指示し、及び／又は１つ以上
の別の位置、例えば、セキュリティユニットに信号が送信される
【０００６】
第２の特徴において、本発明は、文書（例えば、上述した金融又は法的証書）を認証する
装置であって、文書の１つ以上の識別特徴又は証印を走査するように動作するターミナル
と、文書が本物であるかそれ以外であるかを表わす１つ以上の記憶された識別特徴を含む
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データベースと、走査された特徴／証印を、記憶された識別特徴と比較するための比較手
段と、上記走査手段及び比較手段を相互接続する送信手段と、上記比較手段から信号を受
信して、文書が本物であるかそれ以外であるかを指示するためのインジケータ手段とを備
えた装置にも係る。
【０００７】
好ましくは、上記インジケータ手段は、ターミナルに設けられる。１つ以上のインジケー
タ手段が、銀行セキュリティユニットのような別の位置に設けられてもよい。
好ましくは、ターミナルは、上述した走査される特徴／証印を走査するように動作する走
査手段と、この走査手段を越えて文書を搬送するための手段とを備えている。
走査手段は、文書上の１つ以上の特徴／証印を走査するよう各々動作できる１つ以上の走
査ヘッドを組み込む。
データベースは、比較手段を組み込んだ中央コンピュータに設けられる。
送信手段は、例えば、電話、ワイヤレス、赤外線、ハードウェア等を含む適当な通信手段
を組み込んでいる。
【０００８】
第３の特徴において、本発明は、上記のような装置であって、走査手段が（例えば、手で
）文書上に通される走査ヘッドであるような装置にも係る。
第４の特徴において、本発明は、文書（例えば、金融又は法的証書）を認証する装置であ
って、文書を受け入れるための容器と、文書が容器に入るときに文書を走査する手段と、
走査されたデータを走査手段から転送するためのデータ転送手段と、データを受け取るよ
うに動作するカード手段とを備え、文書を容器から解除できるのは、上記カード手段が、
容器に関連したカードリーダーに入れられるか又はカードリーダーにより読み取られると
きだけであるように構成された装置にも係る。
【０００９】
【発明を実施するための最良の形態】
本発明を完全に理解するために、添付図面を参照して好ましい実施形態を説明する。
図１は、本発明により認証する文書の例である銀行券１０の平面図である。銀行券１０は
、次の記号を有し、その任意の１つ又はそれ以上を記憶した記号と比較することが出来る
。
ａ）　シリアルナンバー
ｂ）　ワード１２
ｃ）　デザイン（オプションとして色付き）１３
ｄ）　ホログラム１４
ｅ）　署名１５
ｆ）　写真画像
ｇ）　透かし（又はエンボス）１７
ｈ）　マイクロドット
ｉ）　親指（又は他の）指紋
【００１０】
第１実施例（図２と３参照）では、システム１００は、エンドユーザー端末１１０（文書
スキャナ１１１とエンドユーザーコネクタ１１２を有する）が、レジデントデータベース
１２１を有するメインコンピュータ即ち中央サーバユニット１２０センターに接続されて
いる。以下、データベース構造１２１について記述する。コンピュータ１２０は入力デバ
イス１２２と、中央処理装置（ＣＰＵ）１２３と、比較ユニット１２４とを有し、後者は
データベース１２１内に記憶された材料に走査した情報（例えば、シリアルナンバー／署
名）を備える。
【００１１】
エンドユーザー端末１１０は、幾つかの異なる方法で構成することが出来る。それは、デ
スクトップのスタンドアローンデバイスで、リアルタイムでシステムに接続されても良い
。ある用途ではポータブルモデルもまた可能であり、それによりオペレータはネットワー
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ク接続から離れることが出来る。エンドユーザー端末１１０の他の構成は、端末をビジネ
ス装置の主な部分に一体化することが出来る。
【００１２】
エンドユーザー端末文書スキャナ１１１は、ノート（又は文書）を端末内に又そこを通っ
て（即ち、出し入れ）するのに使用される電動のノートトレー１１７を備える。ノート１
０は、１対の走査ヘッド１１３、１１４を通過する。走査ヘッド１１３、１１４は、２重
になりノート１０がどのように挿入されてもノート１０を読むことが出来るようになって
いる。（図４の点線で示すように、走査ヘッド１１３、１１４はノート１０を間に通せる
ように間隔をおいていても良い。）走査ヘッドは、多数の一体化された部品を備え、それ
によりノート１０は幾つかの方法で走査することが出来る。端末スキャナ１１１に情報処
理ユニット１１５が組込まれている。情報は、装置が組込まれている設備の種類に適当な
ライン端末デバイス１３０を通ってコンピュータ１２０に渡される。
【００１３】
端末ユニット１１７の電動のノートトレー１１７により、ノート１０を走査ヘッド１１３
、１１４を通して、好ましくは一定の速度で引張ることが出来る。トレー１１２のローラ
ー１１７ａ用のモータードライブ１１６は、殆ど無限の数の速度に設定できることが好ま
しい。モーター制御ユニット１１８は、情報処理ユニット１１５に一体化され、アナログ
（又はデジタル）制御機構による。（それは制御ユニット１１８ａによりマニュアルで設
定することが出来る。）使用する通貨の種類と、要求される証明のレベルと、余分の解析
の必要性とが、モーター制御出力を決めることが出来る。
【００１４】
２つの同一の走査ヘッド１１３、１１４がトレー１１７の各側に設けられる。別の実施例
では、各走査ヘッドは、校正可能な昼光色光源とヘッドに埋め込まれた集積回路１１５ｃ
を有する走査ヘッドからなり、色解析プロセスを制御することが出来る。スキャナ１１１
は商業的に入手可能であり、仕様は色解析ユニットの根本的な要求による。走査ヘッド１
１３、１１４の出力は、情報処理ユニット１１５に供給され、そこで情報がフィルターに
かけられ処理される。
【００１５】
情報処理ユニット（ＩＰＵ）１１５は、走査ユニットからくる情報のためのメイン処理ユ
ニット１１５ａと、「フラッシュメモリー」（即ち、ＲＯＭ）１１５ｂを有するアップグ
レード可能なメモリーとを備える。端末ユニット１１０とネットワークインターフェース
１１５用のソフトウェアはすべて、「フラッシュメモリー」即ち、ＲＯＭ１１５ｂに埋め
込まれている。ソフトウェアをすべて「フラッシュメモリー」即ち、ＲＯＭ１１５ｂに埋
め込むことは、情報のセキュリティメンテナンスを助け、不正を防止する。ＩＰＵ１１５
内で、セキュリティ制御器が使用され、電気ロックとシールのシステムをモニターするこ
とにより、システム内のユニットの完全性をモニターする。システムの完全さが破れると
、ユニット１１５は、コンピュータ１２０経由でネットワーク制御サイトにセキュリティ
アラームを送信する。
【００１６】
ユーザを通常の固定型端末１１０から遠ざけて使用する際は、ポータブルユニット２４０
（図５参照）によってノート１０や他の証書からの個別の情報量をスキャンすることがで
きる。ポータブルユニット２４０は、ユーザが標的領域（つまり、ノート１０）にわたっ
てデバイスをある一定の動きで移動させることによってその領域をスキャンする。情報は
ユニット２４０に記憶され、最初に、オンボードメモリー内に保持されたいずれかの情報
に対して比較される。デバイス２４０はシステム１１０からダウンロードされた情報を有
することができ、また、より詳細な調査を要するノートや他の証書を識別するために使用
される第１レベルのデバイスとして通常は使用される。
【００１７】
ユニット２４０は、組込み型の光源２１４を有する小さなスキャンヘッド２１３から成る
。スキャンヘッド２１３からの情報は、ＩＰＵ２１５のカットダウン（削減）バージョン
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へ送り込まれる。ポータブルデバイス２４０は、色分析サーキットリーのカットダウンバ
ージョンを含んでおり、ノート上の指定領域を予備分析するために使用される。この情報
は、処理され、デバイス内のメモリに保持された情報と比較される。オペレータに対する
出力は、３つの光２４１～２４３の形状である、即ち、「通過したこと」についての「グ
リーン」２４１、「未知であること」についての「イエロー」２４２、メモリ内の番号（
数字）と整合していることが判明し且つ没収若しくは適当な他の行為を必要とするノート
１０についての「レッド」２４３である。（イエローの光２４２の場合、、ノート１０は
信憑性／損傷について手動でチェックすることを要する。）
【００１８】
端末ユニット２１０は、ほぼすべての金取扱機やプロセッサ２５０に組込むことができる
。これらは、すべての種類や型の現金引出機２５１や現金計算機、すべての金降下箱を含
み、また、それらのユニットは、最も安全な金庫に組込むことができる。お金を蓄積する
システムの利点は、現金蓄積デバイス２５１のすべてのノートや証書を明細に記したりそ
の明細を明らかにできることである。
端末設備１１１は、端末ユニット１１１のモジュール式の設計によって局部的に分離する
ことができる。この構成は、公衆インタフェースに極めて接近した所から現金を多量に取
り除く必要がある領域にシステムが配置されている場合に理想的である。
【００１９】
端末ユニット１１１は、一体型のＥＦＴＰＯＳ端末を含めて、国際ネットワークへの接続
時におけるリアルタイムでの外貨の即時交換や、マイクロドットセキュリティデバイスの
印刷、磁気スワイプカードやスマートカードの検証を可能とするように段階的に拡張され
得る。アド－オン方式のシステムによってシステムを支持することもできる。このアド－
オン方式のシステムによって、個人や会社は、それら自身の小切手をそれらのアカウント
から印刷したり、端末を通じて検出され得る多数の隠されたセキュリティ特性を組み入れ
ることができる。これらのセキュリティ特性は、シークレットエンベッド（秘密埋込み型
）アルゴリズムによって制御される色と位置の混合物であってもよい。
【００２０】
システムは、中央コンピュータ１２０の大きな分散型データベース１２１を使用する。（
例えば、銀行券のための）（「データヴォールト（data vault）」としての）データベー
ス１２１は、その色分析プロファイル（分布図）（profile）に対応する銀行券番号／種
類やファイルを含んでいてもよい。このプロファイルは、色分析システムの一部であるア
ルゴリズムの使用を通じてある数字に変えられる。
【００２１】
ノート１０や他の証書が端末ユニット１１１に送り込まれた場合、埋込み型ソフトウェア
は先ず、色分析ユニット１１５ｃの第１の出力を通じてノート１０の額面金額を決定する
。ノート１０はその後、スキャンヘッド１１３、１１４の出力を通じて完全にスキャンさ
れ、その情報は情報処理ユニット１１５へ伝えられる。情報処理ユニット１１５は、ノー
トのシリアル番号１１を解明し、中央サーバユニット１２０からノートファイルを要求す
る。この情報が端末１１１によって受け取られると、シリアル番号１１は比較され、すべ
ての警告フラグがチェックされる。ノート１０がこれらの試験を満たしたところで、ノー
ト是認ライト１１１ａが照らされる。ノートが試験の１つに失敗すると、ノート警告ライ
ト１１１ｂが照らされ、システムはビデオ監視システム１５０を作動させて、そのノート
を通した人物の証拠を記録する。この場合に使用される実際のプロセスは、エンドユーザ
の脅威やセーフティプロファイルに依存して変わる。
【００２２】
端末ユニット111内のソフトウェアは、“フラッシュメモリ”あるいは読出し専用メモリ
（ＲＯＭ）115ｂ内に埋めこまれ得る。このソフトウェアは、好ましくは、４ＧＬ言語で
、あるいは、何らかの高級言語で書きこまれ、ＲＯＭ焼きこみ（burning）、あるいは“
フラッシュ”メモリ115ｂへの配置に先だってコンパイルされる。これは、ソフトウェア
を各々の特定のサイト毎にカスタマイズすることができるようにするために行われる。こ
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のソフトウェアが用いられて、色分析によって紙幣10の金種が決定され、全ての他の走査
（scan）された特徴／証印（indicia）11-19の構造が決定される。一旦走査が完了すると
、画像ファイルが処理されて、紙幣番号が検索され、色プロファイル番号（color profil
e number）が生成される。
【００２３】
第２の実施例（図６を参照）では、携帯用札入れ310は、通貨あるいは有価証券の安全な
移送（transit）を可能とするように設計される。
札入れ310は、走査ヘッド313を持ち、これは、通貨10が格納容器311に挿入されるに際し
て走査されるに従って、データライタ/リーダ316を介して、シリアルナンバーデータ11を
、小さな検索カード314上に記録する。
紙幣10を札入れ310に預ける、あるいは、札入れから取り出す、のいずれかのために、カ
ード314が必要とされる。これによって、札入れ310の安全な移送と格納が可能となる。
【００２４】
紙幣10は、もしカード314が挿入されてデータライタ／リーダ316が、ロック318に対して
、容器311へのドア、即ちアクセスパネル319を、オープンするように指令した場合に限り
、札入れ310から取り出される。
第３の実施例では、小さな口紅サイズの、携帯可能な、再充電可能な、走査ワンド（wand
）410（図７を参照）によって、指定された現金紙幣10が、例えばホテルの部屋から買い
物に出掛ける際に、走査されることを可能とされる。走査された紙幣10のシリアルナンバ
ー11は、走査ヘッド413を介して走査され、ワンド410内のメモリユニット415に格納され
る。もし現金（あるいは、現金が入った札入れ/財布）が盗難されたなら、ワンドは、盗
難された紙幣（一枚あるいは複数枚）の記録を持つ。
【００２５】
移動電話430に関連付けられた、追加の、あるいは統合システムが、格納されたシリアル
ナンバー11を中央データベースコンピュータ120に送信して、紙幣のそのシリアルナンバ
ーが当局、例えば警察、に知らされるようにするために使用され得る。このユニットはま
た、小切手あるいは現金を遠隔地で清算（clear）する（例えば、週末に小切手で車を購
入する）ことを可能とするために使用され得る。
【００２６】
以後データベース121の動作を説明する。
通貨／銀行券10用のデータベース121は、以下の様に構築される。
紙幣10は、造幣局でシステム内に走査される。シリアルナンバー11及び何らかのマイクロ
ドット（microdot）（あるいは他の）セキュリティーパターン（security pattern）12-1
9が確認され、新規のマスターファイルとして格納され、最終的にマスター紙幣画像が記
録される。このマスター画像から、参照色が設定され、捕獲（capture）される。
【００２７】
造幣局によって発行された、全紙幣10の、全ての合法的なシリアルナンバー11及び金種が
、データベース上に存在する。
もし走査されたシリアルナンバー11が、造幣局によって合法的に発行されたシリアルナン
バー11と一致しなければ、アラームが、光あるいは他のタイプの、無音のアラームを介し
て、端末ユニット110に送られる。
もし紙幣10が、受け入れ許容範囲外の画像ファイルを生成するシステムに提示されれば、
シリアルナンバーあるいはマスターファイルに印がつけられ、紙幣10は、銀行インターフ
ェースで提示されたときに流通から回収される。
【００２８】
本システムは、銀行が使い古しの、裂けた、及び不完全な紙幣を、自動的に分離すること
を許容する。
それぞれがシリアルナンバーに繋がった16,700,000色を介して、新しい色暗号装置，色暗
号化された透かし，及びマイクロドット18の色パターンを取り入れるために、新しいタイ
プの紙幣が作られることが予見される。次に、このマークは、独立に紙幣の有効性を、オ
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フラインで証明するために使用され得る。
新しいテクノロジーによれば、固有なポリマーカラーを確認して上記ノートの全体的な分
析を容易とするために、クリアホログラムウィンドウ１４を用いることができる。これは
、多数の異なる独立したテストを用いて、いかなる特定ノートを独立に確認することがで
きる、ということを意味する。
【００２９】
ノート１０の創出は、（ａ）カラーシリアル番号リンクの知識、（ｂ）暗号化された透か
し模様１７、（ｃ）正しいポリマーブレンドを使用すること、（ｄ）造幣局からの有効な
シリアル番号１１、を必要とする。
チェックは、カラードットシリアル番号リンクと、署名へのリンクとを有しうる。チェッ
クは、また、この特徴を用いて、固有のＰＩＮ（個人識別番号）を有しうる。このＰＩＮ
によれば、チェックを即座に認証することができる。
会社のチェックを極度に保証するために、チェックは、その会社で作成され、かつ、チェ
ックを描くために用いられる処理に対してその会社の監査追跡を付与するマイクロドット
パターンを用いて特別に印刷されうる。これにより、要求に応じてチェックを作成するこ
とができ、機械は、発行前に、あらゆる情報をチェックのパターン内に符号化することが
できる。
【００３０】
チェックを保証するために用いることができ、かつ、トラベラーズチェックに対して用い
ることができる別の手段は、刻印である。このプリントパッドは、大気中にさらされた際
に即座に乾燥するポリマーである。チェックが用いられる際には、スクエア（square）お
よび印字から表面が剥離される。非常に短い時間で、印字は乾燥し、チェックが得られる
。スキャナは、画像を検出し、その画像を許容されるプリントのファイルエントリと比較
する。
【００３１】
刻印チェックは、署名を必要としない。指紋を偽造することは困難であり、チェックに署
名する人間は秘密にされており、チェックには名前が不要である。チェックは、銀行また
はその他の金融機関に提示されると、認証されうる。保証手段をチェックに組み込むこと
ができ、ある人物が脅迫されてチェックを有効化させられる場合には、脅迫指紋を用いる
ことができる。本システムは、脅迫アラームを認識し、安全化措置を作動させることがで
きよう。
【００３２】
署名は、例えば、怪我した後、または、パーキンソン症候群に罹っている場合には、信用
できないものとなろう。本システムを用いれば、有効化された署名ファイルは自動的に更
新される。有効化は、個人的な照合と、フラクタルおよびカオス分析のような進歩したソ
フトウェアツールと、を混ぜ合わせたものを用いることができる。
【００３３】
トラベラーズチェックは、シリアル番号およびＰＩＮ識別を有することができ、また、脅
迫ＰＩＮ特徴を組み込むことができ、および／または、ポリマー刻印手段を用いることが
できる。トラベラーズチェックに、ＰＩＮ署名をディジタルで暗号化することができる。
盗難チェックについては、容易に追跡しかつ不渡りにすることができる。
【００３４】
本システムは、以下に示す事項から取引を保護する。
１．窃盗
スキャンされたような、取引の前提（premises）に記録されるすべてのノートは、保管さ
れる。盗難にあっても、所有者は、アラームコードを押す必要があるだけであり、記録さ
れたすべてのノートについての詳細は、本システムの保証部に送信され、盗難にあったも
のとして即座にマークされる。この後、この情報は、あらゆる関連筋に送られる。
【００３５】
２．濫用
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スキャンされたあらゆるノートについてはデータベースに入力することができ、会社のオ
ーナーは、保有している株または売却した株に関連して、取引全体のキャッシュフローの
量を確信を持って認識する。
【００３６】
３．チェック（個人のチェックおよびトラベラーズチェック）の盗難／悪用
金融機関に口座を開設すると、クライアントは、以下のものを提示するように要求される
。
ａ）ＰＩＮ（個人的に選択したもの）
ｂ）署名
ｃ）指紋　ｉ）承認用として指定された指の指、ii）アラーム用として指定された指
ｄ）通常の証明文書
【００３７】
ＰＩＮ、署名、指紋は、すべてディジタル化され、安全なデータベースに格納される。小
切手が端末に提示された場合はいつでも、捕捉された画像の関連する部分が分析され、関
連するデータベース内のマスターファイルと比較される（例えば、指紋及び署名のデータ
ベース）。
さらに、安全なＰＩＮ番号が、即時の小切手決済を可能とするよう端末へ入力される。こ
れは現状のプラスチック製のクレジットカードと非常に似ている。
【００３８】
ＥＦＴＰＯＳタイプの端末の別の特徴は、指紋の認証のための小型ディジタイザー・パッ
ドを含むことである。これは、現状のＰＩＮ番号認証に置き換わるか、または安全のため
の追加の階層として利用される可能性がある。
現金を手渡す場所でのクライアント作成の署名との比較に加え、クレジットカード上の署
名をマスターファイルの署名と比較するディジタル署名のマスターファイルとの比較を含
めることも可能である。
すべての未確定の結果は、注意を喚起するために中央サービスセンターに照会される。
【００３９】
データベース（更新を継続している）は、以下の情報を格納することができる：
ａ）有効紙幣のファイル－これは画像及びシリアル番号を含む；
ｂ）有効紙幣のシリアル番号；
ｃ）盗難された／紛失した紙幣の登録（注：おそらく多額の現金が武装強盗によって盗ま
れたので、種々の麻薬ディーラーから現金を受け取る麻薬ディーラーは、その現金を自分
の口座に預金する際に潜在的に逮捕されうる）；
ｄ）破棄された紙幣の登録；
ｅ）損傷を受けた紙幣の登録（破棄又は廃棄のための識別記号が付された紙幣）；
ｆ）指紋をディジタル化した画像ファイル；
ｇ）署名をディジタル化した画像ファイル；
ｈ）ＰＩＮ番号のクライアントの登録；
【００４０】
システムの使用には次のものが含まれる：
ａ）安全－窓口、現金箱、金庫あるいは財布等の中にあったとしても、すべての紙幣はス
キャンされてシステムに取り込まれる；
ｂ）偽造検出
ｃ）損傷を受けた紙幣の検出
ｄ）マネーロンダリングその他の違法な通貨取引（一旦このシステムが一般に使用されれ
ば個々の紙幣を追跡することができる）。
【００４１】
提案したシステム（一又は二以上の実施例において）は、以下に示したうちの一又は二以
上が可能なように設計されている；
１．提示の際に認証が必要とされる現金、個人紙幣、及びトラベラーズチェック。
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２．中央国際センタに加えて安全な国立の処理試験所において格納される現金紙幣、シリ
アル番号及びコンピュータ画像のファイル。
３．システムに入る現金のシリアル番号を、国立造幣局から提供される真正のシリアル番
号のマスターファイルと比較する。
４．システムに入る現金のシリアル番号を、盗難された紙幣のシリアル番号のマスターフ
ァイルと比較する。
５．システムに入る現金のシリアル番号を、複製が存在するかどうかを見るために、現在
システム内に格納されている他の紙幣のシリアル番号と比較する。
６．エンドユーザーインターフェースにおいて紙幣のシリアル番号が窓口に入り、あるい
は出る際に、そのシリアル番号を記録し、あるいは削除すること。これは、万一泥棒が現
れた場合のための窓口に保持されている紙幣のシリアル番号の記録に加え、窓口を通して
の現金取引のディジタル記録を可能とする。
７．適切な場所での流通過程からの排除が可能となるよう、損傷を受けた紙幣を特定しそ
して集中的に記録しかつディジタル的にタグ付けする、提出された貨幣の色及び画像の解
析。
８．システムに提示された盗難されたあるいは偽造された紙幣、あるいはシステムから盗
まれた紙幣が通知されるべき適切な法執行官。
９．安全な現金の出し入れ、安全な現金の輸送箱および金庫へのシステムの統合。
１０．特別に設計されたクリップオンスキャナーを有する移動電話か、またはビルトイン
スキャナーを有する一体型移動電話の何れかを用いる遠隔の現金認証、顧客は、ナショナ
ルセンターへダイヤルし、ＰＩＮへ入り、そして販売地点で手形を調べることができる。
１１．現金ノート上の一連番号上を手で転がすことができる小さな、口紅サイズの光学ス
キャナーの選択。この一連番号は、装置内のＲＯＭ内に格納された番号と比較される。
１２．手形がマーケットをとおして移動する個々の手形の追跡（一旦システムが国内で完
全に実現されるならば、）
１３．国際的に統合されたオペレーションセンターは他国のセンターと盗難されるかまた
は偽造された外国の通貨や手形の強制機関（例えば、ＦＢＩ）に通知する。
１４．システムへ提示されると、個人及び旅行者の小切手は、個人のＰＩＮ番号ばかりで
なく署名を用いて明らかにされる。
１５．システムに提出された個人の小切手は、（プラスチックの現金カードと同様な方法
で）勘定残高に対して電子的にチェックされる。
１６．勘定が財務機関においてオープンにされると、顧客の署名及び／または指紋がシス
テムで調べられる。その後、このマスターの署名ファイルは、小切手提出の後日システム
に認められた署名及び／または指紋に対して比較される（指紋は、小切手の現金化／安全
領域へのアクセスに対して“リアルタイム”で読取られる）。
１７．署名に代えてまたは署名に加えて、指紋が小切手上に押されるように作られるべき
特別な小切手。小切手の範囲は、指紋を押することが可能なポリマーパッドを明らかにす
るポリマーカバーの皮を有する。カバーから皮が取り除かれた後に、ポリマーパッドは数
秒硬くなる。顧客は、彼らが使用したい指を指定して、アラームフィンガーを含ませるこ
とができる。指紋は、匿名の度合いを可能にし、またできない人（パーキンソン症候群な
ど）は署名の過程を避けることができる。
１８．識別する特徴／証印を有する“安全な”文書が認証された人によってコピーされる
場合の写真複写機。
１９．写真／ビデオ画像がストアされ、承認目的のため比較される。
２０．全てのデータは、中央の“データ保管室”にストアされ、そこで第３者は、文書等
の認可／認証をチェックするために、彼らがデータにアクセスするたびに料金を支払う。
【００４２】
可能性を含む出願の範囲は無限であることは当業者に明らかであろう。
ここで説明され、図示された実施の形態に対するいろいろな変化及び変更は、本発明から
逸脱することなく可能である。
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【図面の簡単な説明】
【図１】　認証すべき文書（例えば、銀行券）の平面図である。
【図２】　認証装置の第１実施例の概略回路図である。
【図３】　第１実施例の端末の正面図である。
【図４】　図３の端末のスキャナの概略回路図である。
【図５】　図３の端末とともに動作可能なハンドヘルドスキャナの概略図である。
【図６】　第２実施例の札入れ又は小切手ホルダの概略図である。
【図７】　第３実施例の走査ワンドの概略図である。
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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