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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿の画像情報を読み取る読み取り手段と、
　前記読み取り手段で読み取った前記原稿の画像情報から、前記原稿の隅部それぞれを基
準として、複数の位置の判定対象画像の情報を抽出する抽出手段と、
　予め登録された原本の基準画像の情報について、前記複数の位置それぞれに対応させて
座標変換する座標変換手段と、
　前記複数の位置の判定対象画像の情報それぞれに対して、前記座標変換手段により座標
変換された基準画像の情報それぞれとの相関値を演算し、前記複数の位置の判定対象画像
の情報のうちのいずれか１つ以上に対する前記演算した相関値が、予め定められた閾値よ
りも高い場合、前記原稿が原本であると判定する判定手段と、
　を有する原本照合装置。
【請求項２】
　前記読み取り手段は前記原稿の表裏の画像情報を読み取り、
　前記抽出手段は、前記読み取り手段で読み取った前記原稿の表裏の画像情報から各々前
記複数の位置の判定対象画像を抽出し、
　前記判定手段は、前記抽出手段で抽出した前記原稿の表裏での前記複数の位置の判定対
象画像の情報それぞれに対して、前記座標変換手段により座標変換された基準画像の情報
それぞれとの相関値を演算し、前記複数の位置の判定対象画像の情報のうちのいずれか１
つ以上に対する前記演算した相関値が、予め定められた閾値よりも高い場合、前記原稿が
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原本であると判定する
　請求項１記載の原本照合装置。
【請求項３】
　前記読み取り手段で読み取った前記原稿の画像情報から原稿の辺の位置を検出する辺検
出手段を備えており、
　前記抽出手段は、前記辺検出手段で検出した原稿の隣接２辺により構成される隅部を基
準として前記複数の位置の判定対象画像の情報の抽出を行う
　請求項１記載の原本照合装置。
【請求項４】
　前記判定手段によって前記原稿が原本であると判定された場合以外に、前記原稿の反対
面の画像情報を前記読み取り手段で読み取るよう通知を行う通知手段を備える
　請求項１記載の原本照合装置。
【請求項５】
　原稿の画像情報を読み取る工程と、
　読み取った前記原稿の画像情報から、前記原稿の隅部それぞれを基準として、複数の位
置の判定対象画像の情報を抽出する工程と、
　予め登録された原本の基準画像の情報について、前記複数の位置それぞれに対応させて
座標変換する工程と、
　前記複数の位置の判定対象画像の情報それぞれに対して、前記座標変換する工程で座標
変換された基準画像の情報それぞれとの相関値を演算し、前記複数の位置の判定対象画像
の情報のうちのいずれか１つ以上に対する前記演算した相関値が、予め定められた閾値よ
りも高い場合、前記原稿が原本であると判定する工程と
　を有する原本照合方法。
【請求項６】
　原稿の画像情報を取り込むステップと、
　取り込んだ前記原稿の画像情報から、前記原稿の隅部それぞれを基準として、複数の位
置の判定対象画像の情報を抽出するステップと、
　予め登録された原本の基準画像の情報について、前記複数の位置それぞれに対応させて
座標変換するステップと、
　前記複数の位置の判定対象画像の情報それぞれに対して、前記座標変換するステップで
座標変換された基準画像の情報それぞれとの相関値を演算し、前記複数の位置の判定対象
画像の情報のうちのいずれか１つ以上に対する前記演算した相関値が、予め定められた閾
値よりも高い場合、前記原稿が原本であると判定するステップと
　をコンピュータによって実行させる原本照合プログラム。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、読み取った原稿が原本であるか否かを照合する原本照合装置、原本照合方法
および原本照合プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１では、紙幣や有価証券等を複写機やプリンタで複写した複写物が悪用される
ことを防止するための技術が開示されている。この技術では、読み取った原稿と原本の特
定位置の基準画像（例えば、３２×３２画素）との照合を実施するため、基準画像の位置
に対応して読み取った画像の例えば６４×６４画素を照合画像として、Ｘ，Ｙ方向に一画
素ずつずらしながら正規化相関法による相関値を演算している。
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－３８３８９号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　読み取った原稿の画像情報と原本の基準画像の情報とを照合して真偽判定を行う技術で
は、原本の基準画像の位置と同じもしくは対応する位置の原稿画像とを比較する必要があ
る。この際、原稿の読み取りの向きや表裏の相違によって原本の基準画像の位置や向きと
の対応がとれなくなり、誤判定してしまうといった問題が生じる。
【０００５】
　本発明は、判定対象となる原稿の読み取り向きや表裏に関係なく的確に原本の照合を行
うことができる技術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】
　本願請求項１に係る発明は、原稿の画像情報を読み取る読み取り手段と、前記読み取り
手段で読み取った前記原稿の画像情報から予め設定された複数の判定対象画像の情報を抽
出する抽出手段と、予め登録された原本の基準画像の情報もしくは前記抽出手段で抽出し
た複数の判定対象画像の情報について座標変換する座標変換手段と、前記座標変換手段で
座標変換された情報について前記複数の判定対象画像の情報と予め登録された原本の基準
画像の情報との比較を行い、前記原稿が原本であるか否かの判定を行う判定手段とを有す
る原本照合装置である。
【０００７】
　また、本願請求項２に係る発明は、前記読み取り手段が前記原稿の表裏の画像情報を読
み取り、前記抽出手段が、前記読み取り手段で読み取った前記原稿の表裏の画像情報から
各々前記複数の判定対象画像を抽出し、前記判定手段が、前記抽出手段で抽出した前記原
稿の表裏での前記複数の判定対象画像の情報と前記基準画像の情報との比較を行う請求項
１記載の原本照合装置である。
【０００８】
　また、本願請求項３に係る発明は、前記読み取り手段で読み取った前記原稿の画像情報
から原稿の辺の位置を検出する辺検出手段を備えており、前記抽出手段は、前記辺検出手
段で検出した原稿の隣接２辺により構成される隅部の位置を基準として前記複数の判定対
象画像の情報の抽出を行う請求項１記載の原本照合装置である。
【０００９】
　また、本願請求項４に係る発明は、前記判定手段によって前記原稿が原本でないと判定
された場合、前記原稿の反対面の画像情報を前記読み取り手段で読み取るよう通知を行う
通知手段を備える請求項１記載の原本照合装置である。
【００１０】
　また、本願請求項５に係る発明は、前記複数の判定対象画像の情報の抽出位置が、前記
原稿の各隅部を基準とした位置である請求項１記載の原本照合装置である。
【００１１】
　また、本願請求項６に係る発明は、原稿の画像情報を読み取る工程と、読み取った前記
原稿の画像情報から予め設定された複数の判定対象画像の情報を抽出する工程と、予め登
録された原本の基準画像の情報もしくは前記抽出手段で抽出した複数の判定対象画像の情
報について座標変換する工程と、座標変換された情報について前記複数の判定対象画像の
情報と予め登録された原本の基準画像の情報との比較を行い、前記原稿が原本であるか否
かの判定を行う工程とを有する原本照合方法である。
【００１２】
　また、本願請求項７に係る発明は、原稿の画像情報を取り込むステップと、取り込んだ
前記原稿の画像情報から予め設定された複数の判定対象画像の情報を抽出するステップと
、予め登録された原本の基準画像の情報もしくは前記抽出手段で抽出した複数の判定対象
画像の情報について座標変換するステップと、座標変換された情報について前記複数の判
定対象画像の情報と予め登録された原本の基準画像の情報との比較を行い、前記原稿が原
本であるか否かの判定を行うステップとをコンピュータによって実行させる原本照合プロ
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グラムである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、原稿を読み取る際の向き、表裏にかかわらず、的確に原本との照合を
実施することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を図に基づき説明する。
【００１５】
＜原本照合装置＞
　本実施形態に係る原本照合装置は、画像情報の読み取り対象である原稿と原本との照合
を行うもので、読み取った原稿の画像情報の判定対象画像の情報と、予め登録された原本
の基準画像の情報との一致度を演算し、原稿が原本であるか否かを判定するものである。
本実施形態の原本照合装置で適用される具体的な画像の一致度の演算については、特許文
献１に開示される技術を用いている。このような本実施形態の原本照合装置は、原稿の画
像情報を読み取る手段を備えた機器に適用される。例えば、スキャナや複写機、複合機で
ある。
【００１６】
＜第１実施形態：装置構成＞
　図１は、第１実施形態に係る原本照合装置を説明する構成図である。第１実施形態に係
る原本照合装置１は、読み取り部１１、ＡＤ変換部１２、画像処理部１３、紙紋検出部１
４、座標変換部１５、タイミング生成部１６、操作パネル１７、制御部１８およびシステ
ムコントローラ１９を備えている。
【００１７】
　読み取り部１１は、原稿の画像を読み取って画像情報を生成する。例えば、スキャナの
画像入力部分や、複写機、複合機の画像入力部分である。
【００１８】
　ＡＤ変換部１２は、読み取り部１１で読み取ったアナログの画像情報をデジタルに変換
する処理を行う部分である。
【００１９】
　画像処理部１３は、ＡＤ変換部１２でデジタル信号に変換された画像情報を入力し、所
定の画像処理を施す部分である。例えば、白基準を調整したり、ガンマ補正等の色調の調
整を行う。
【００２０】
　紙紋検出部１４は、画像情報から用紙の繊維質材料の絡み具合によって形成される模様
（紙紋）の情報を用い、読み取った原稿の紙紋の情報と原本の紙紋の情報との一致度を演
算し、読み取った原稿と原本との照合を行う判定部分である。具体的には、特許文献１に
開示されるように、読み取った原稿の画像情報のうち原本の特定位置の基準画像と対応す
る位置の判定対象画像を抽出し、基準画像の情報と判定対象画像の情報とをＸ，Ｙ方向に
一画素ずつずらしながら正規化相関法による相関値を演算する。そして、この相関値や相
関値から得られるモーマライズド・スコアの値と所定の閾値との比較によって読み取った
原稿が原本であるか否かを判定している。
【００２１】
　座標変換部１５は、予め登録された原本の基準画像の情報もしくは読み取った原稿の画
像情報のうち、所定の判定対象画像についての座標変換を行う部分である。座標変換部１
５は、アドレス変換部１５ａと回転変換部１５ｂとを備えている。アドレス変換部１５ａ
は、画像情報のＸ，Ｙ方向の座標変換を行い、回転変換部１５ｂは、画像情報の回転に係
る座標変換を行う。
【００２２】
　タイミング生成部１６は、読み取り部１１とＡＤ変換部１２とに処理の同期をとるため
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のタイミング信号を与える部分である。
【００２３】
　操作パネル１７は、表示手段と入力手段とを兼ねる例えばタッチパネルディスプレイで
ある。操作パネル１７の表示手段は通知部としても機能し、読み取った原稿が原本である
と判定された場合にはその旨の通知を行い、また原本でないと判定された場合に原稿の反
対面を読み取る旨の通知や原本でない旨の通知を行う。
【００２４】
　制御部１８は、主として画像処理部１３、座標変換部１５に対して指示を与えるととも
に、紙紋検出部１４から送られた判定結果を受けて、所定の処理を行う。特に、本実施形
態の原本照合装置１では、制御部１８において、読み取り部１１で読み取った原稿の画像
情報から予め設定された複数の判定対象画像の情報を抽出する抽出部１８ａを実現してい
る。
【００２５】
　制御部１８の抽出部１８ａでは、読み取った原稿の隅部を基準とした位置の判定対象画
像を抽出する。ここで、読み取った原稿の画像情報から予め設定された複数の判定対象画
像を抽出するとは、基準画像と原稿の判定対象画像とを比較するための、原稿画像領域と
向きとを抽出する機能のことであり、原稿の置き方に応じて複数の判定対象画像が設定さ
れる。具体的には、タイミング生成部１６で生成したタイミングに応じて、画像処理部１
３に所定のＸＹ座標となる画像情報の抽出指示を与える。これにより、抽出された画像情
報が画像処理部１３から紙紋検出部１４へ送られることになる。
【００２６】
　システムコントローラ１９は、各部の制御を行う部分であり、装置全体の制御を行う。
【００２７】
　また、本実施形態の原本照合装置１では、必要に応じて自動原稿送り装置２１や原稿サ
イズ検出部２２を備えている。自動原稿送り装置２１は、読み取り対象の原稿を読み取り
部１１まで自動的に送る機能を有している。また、原稿サイズ検出部２２は、読み取り部
１１に載置された原稿の大きさを検出し、原稿の向きを判断する機能を有している。
【００２８】
　このような構成から成る本実施形態の原本照合装置１では、予め登録された原本の基準
画像の情報もしくは制御部１８の抽出部１８ａで抽出した複数の判定対象画像の情報につ
いて所定の座標変換を座標変換部１５で行う。また、紙紋検出部１４は、座標変換部１５
で座標変換された情報について複数の判定対象画像の情報と予め登録された原本の基準画
像の情報との比較を行い、読み取った原稿が原本であるか否かの判定を行う。
【００２９】
＜第１実施形態：原本照合方法＞
　先ず、操作パネル１７の指示に従って、システムコントローラ１９が予め記憶手段Ｍに
登録された原本の基準画像の情報を読み取り、制御部１８に転送する。
【００３０】
　次に、読み取り部１１で照合対象となる原稿の画像情報を読み取る。原稿は直接読み取
り部１１の読み取り位置に載置される場合のほか、自動原稿送り装置２１によって読み取
り位置まで送られる場合もある。
【００３１】
　次いで、読み取り部１１で読み取った原稿の画像情報をＡＤ変換部１２でデジタル信号
に変換し、画像処理部１３で白基準調整やガンマ補正等の色調の調整を行う。その後、制
御部１８の抽出部１８ａによって、原稿の画像情報から予め設定された複数の判定対象画
像の情報を抽出する。
【００３２】
　ここで、制御部１８が抽出する複数の判定対象画像の位置としては、読み取った原稿の
隅部を基準とした位置となっている。例えば、長方形の原稿を読み取る場合、長方形の各
隅部を基準とした４箇所の位置の判定対象画像を抽出する。また、三角形の原稿を読み取
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る場合、三角形の各隅部を基準とした３箇所の位置の判定対象画像を抽出する。これは、
原稿がある隅部を基準として読み取り部１１に載置されることを前提として、どの隅部を
基準に原稿が載置された場合でも、原本の基準画像の位置と対応する判定対象画像を得る
ことができるようにするためである。
【００３３】
　次に、座標変換部１５は、予め記憶手段Ｍに登録された原本の基準画像の情報もしくは
制御部１８の抽出部１８ａで抽出した複数の判定対象画像の情報について、基準となる隅
部の位置に応じたＸ，Ｙ方向の座標だけアドレス変換部１５ａで座標変換するとともに、
基準となる隅部の位置に応じた角度だけ回転するよう回転変換部１５ｂで座標変換する。
【００３４】
　次いで、紙紋検出部は１４、座標変換部１５で座標変換された情報について、複数の判
定対象画像と、原本の基準画像との照合を行う。すなわち、座標変換が施された判定対象
画像の情報もしくは基準画像の情報を用い、複数の判定対象画像のすべてについて原本の
基準画像との照合を行い、一つでも原本であると判定されるものがあれば読み取った原稿
が原本であると判定する。原本であると判定した場合、システムコントローラ１９経由で
操作パネル１７にその旨を通知する。
【００３５】
　一方、複数の判定対象画像のすべてについて原本であると判定されるものがなければ、
読み取った原稿は原本でないと判定するか、もしくは操作パネル１７に原稿の反対面を読
み取る旨の通知を行う。これは、読み取った原稿の表裏が、原本の基準画像を登録した際
の表裏と反対となっていることも考えられることから、原稿の反対面を再度読み取ること
でこれを回避するためである。
【００３６】
　この際、ユーザによる原稿反転の作業ミスが考えられるため、先に取り込んだ原稿表面
の照合時の画像情報を一部記憶しておき、原稿裏面の画像情報を取り込んだ際に一時記憶
した原稿表面の画像情報と一致しないことを確認してもよい。また、原稿自動送り装置２
１を備える場合、プラテンでの読取判定モードを禁止して、自動原稿送り装置２１で自動
的に原稿を反転させてもよい。
【００３７】
　原稿の反対面を読み取った場合でも、先と同様に複数の判定対象画像を抽出し、すべて
について原本の基準画像との照合を行い、一つでも原本であると判定されるものがあれば
読み取った原稿が原本であると判定する。原本であると判定した場合、システムコントロ
ーラ１９経由で操作パネル１７にその旨を通知する。
【００３８】
　一方、複数の判定対象画像のすべてについて原本であると判定されるものがなければ、
読み取った原稿は原本でないと判定する。ここでは既に原稿の両面について照合している
ことから、原稿の反対面を再度読み取る旨の通知は行わずに、原本でない旨の判定を行う
。原本でないと判定した場合、システムコントローラ１９経由で操作パネル１７にその旨
を通知する。
【００３９】
＜具体例＞
　図２は、原本の基準画像について説明する模式図である。原本の基準画像は、原本の画
像情報から所定の原点を基準としたＸ方向およびＹ方向の座標（Ｘ０，Ｙ０）を中心に、
所定の画素数分だけ抽出されたものとなっている。原本の基準画像は、原本の用紙につい
て一意に決まる情報であり、例えば原本の用紙における繊維質材料の絡み具合によって形
成される模様（紙紋）の情報である。基準画像は、例えば３２×３２画素の画像情報とし
て登録されている。
【００４０】
　読み込んだ原稿の画像とこのような原本の基準画像との照合を行うには、読み込んだ原
稿の画像情報から、原本の基準画像の位置に対応した判定対象画像を抽出する必要がある
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。つまり、予め登録された原本の基準画像の中心座標（Ｘ０，Ｙ０）と同じ読み込み画像
のＸ，Ｙ座標を中心として基準画像より大きな領域で判定対象画像を抽出することになる
。
【００４１】
　この際、読み込みを行う原稿の載置状態が原本を登録した際の載置状態と異なっている
と、原点がずれてしまうことから、基準画像と同じＸ，Ｙ座標の判定対象画像を抽出して
も、基準画像の位置と異なる位置の判定対象画像を抽出してしまうことになる。
【００４２】
　そこで、本実施形態では、原稿の載置状態を考慮して、複数の判定対象画像を抽出する
。図３は、原稿の載置状態と判定対象画像との関係を説明する模式図である。図３（ａ）
に示す載置状態では、原稿の隅部ａを原点として載置された状態であり、原本の基準画像
を登録した際の原本の載置状態と同じ場合を想定している。この場合には、原本の基準画
像の中心座標（Ｘ０，Ｙ０）と同じ座標（Ｘａ，Ｙａ）を中心として判定対象画像を抽出
する。
【００４３】
　図３（ｂ）に示す載置状態は、原稿の隅部ｂを原点として載置された状態であり、原本
の基準画像を登録した際の原本の載置状態に対して右に９０度回転した場合を想定してい
る。この場合には、原本の基準画像の中心座標（Ｘ０，Ｙ０）に対して原稿を右に９０度
回転した座標（Ｘｂ，Ｙｂ）を中心として判定対象画像を抽出する。
【００４４】
　図３（ｃ）に示す載置状態は、原稿の隅部ｃを原点として載置された状態であり、原本
の基準画像を登録した際の原本の載置状態に対して１８０度回転した場合を想定している
。この場合には、原本の基準画像の中心座標（Ｘ０，Ｙ０）に対して原稿を１８０度回転
した座標（Ｘｃ，Ｙｃ）を中心として判定対象画像を抽出する。
【００４５】
　図３（ｄ）に示す載置状態は、原稿の隅部ｄを原点として載置された状態であり、原本
の基準画像を登録した際の原本の載置状態に対して左に９０度回転した場合を想定してい
る。この場合には、原本の基準画像の中心座標（Ｘ０，Ｙ０）に対して原稿を左に９０度
回転した座標（Ｘｄ，Ｙｄ）を中心として判定対象画像を抽出する。
【００４６】
　図４は、本実施形態において抽出する判定対象画像の位置を説明する模式図である。上
記のように、原稿がどのような偶部を基準として載置されても基準画像と対応する判定対
象画像を抽出できるようにするため、読み込んだ原稿の画像情報から、図４（ａ）に示す
ように、座標（Ｘａ，Ｙａ）、座標（Ｘｂ，Ｙｂ）、座標（Ｘｃ，Ｙｃ）、座標（Ｘｄ，
Ｙｄ）の４箇所を中心とした判定対象画像を抽出する。
【００４７】
　なお、原稿サイズ検出部２２が設けられている装置において、読み取り対象となる原稿
のサイズの検出から、原稿の載置の向きが分かっている場合には、図４（ｂ）、（ｃ）に
示すように、対応する原稿の向きに合わせて２箇所の判定対象画像を抽出すればよい。例
えば、原稿が縦長に載置されている場合には、図４（ｂ）に示すように、縦長の載置に対
応した座標（Ｘａ，Ｙａ）と座標（Ｘｃ，Ｙｃ）との２箇所を中心とした判定対象画像を
抽出する。
【００４８】
　一方、原稿が横長に載置されている場合には、図４（ｃ）に示すように、横長の載置に
対応した座標（Ｘｂ，Ｙｂ）と座標（Ｘｄ，Ｙｄ）との２箇所を中心とした判定対象画像
を抽出する。
【００４９】
　複数箇所の判定対象画像を抽出した後は、座標変換部１５によって基準画像の情報もし
くは複数の判定対象画像の情報について、基準となる隅部の位置に応じたアドレス変換お
よび回転変換を施す。
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【００５０】
　なお、この具体例では、基準画像の情報についてアドレス変換および回転変換を施す場
合を説明するが、判定対象画像の情報についてアドレス変換および回転変換を施しても、
また基準画像の情報もしくは判定対象画像の情報の一方についてアドレス変換、他方につ
いて回転変換を施すようにしてもよい。
【００５１】
　例えば、座標（Ｘａ，Ｙａ）を中心とした判定対象画像では、原本の基準画像を登録し
た際の原本の載置状態と同じであることから、アドレス変換および回転変換の量はゼロと
なる。
【００５２】
　また、座標（Ｘｂ，Ｙｂ）を中心とした判定対象画像では、原本の基準画像を登録した
際の原本の載置状態に対して右に９０度回転していることから、原本の基準画像の中心座
標（Ｘ０，Ｙ０）を座標（Ｘｂ，Ｙｂ）になるようアドレス変換部でＸ，Ｙ座標の変換を
行うとともに、回転変換部で右に９０度回転する変換を行う。
【００５３】
　また、座標（Ｘｃ，Ｙｃ）を中心とした判定対象画像では、原本の基準画像を登録した
際の原本の載置状態に対して１８０度回転していることから、原本の基準画像の中心座標
（Ｘ０，Ｙ０）を座標（Ｘｃ，Ｙｃ）になるようアドレス変換部でＸ，Ｙ座標の変換を行
うとともに、回転変換部で１８０度回転する変換を行う。
【００５４】
　また、座標（Ｘｄ，Ｙｄ）を中心とした判定対象画像では、原本の基準画像を登録した
際の原本の載置状態に対して左に９０度回転していることから、原本の基準画像の中心座
標（Ｘ０，Ｙ０）を座標（Ｘｄ，Ｙｄ）になるようアドレス変換部でＸ，Ｙ座標の変換を
行うとともに、回転変換部で左に９０度回転する変換を行う。
【００５５】
　紙紋検出部１４は、このように座標変換された基準画像の情報と４つの判定対象画像の
全てとの照合を行う。このうち一つでも原本であると判定されるものがあれば、読み取っ
た原稿が原本であると判定し、操作パネルにその旨を通知する。
【００５６】
　また、４つの判定対象画像の全てについて基準画像の情報と照合した結果、原本ではな
いと判定された場合、操作パネル１７に原稿の反対面を読み取るよう通知を行う。これは
、原稿の表裏が反転して載置されていることを考慮し、反対面についても同様に読み取っ
て、上記と同じ複数の判定対象画像の抽出、座標変換された基準画像の情報との照合を行
うためである。この照合で、複数の判定対象画像のうち一つでも原本であると判定されれ
ば、読み取った原稿が原本であると判定し、操作パネルにその旨を通知する。
【００５７】
　一方、４つの判定対象画像の全てについて基準画像の情報と照合した結果、原本ではな
いと判定された場合、読み取った原稿は原本ではないと判定し、操作パネル１７にその旨
を通知する。
【００５８】
＜第２実施形態：装置構成＞
　図５は、第２実施形態に係る原本照合装置を説明する構成図である。第２実施形態に係
る原本照合装置１は、表読み取り部１１ａ、裏読み取り部１１ｂ、表ＡＤ変換部１２ａ、
裏ＡＤ変換部１２ｂ、表画像処理部１３ａ、裏画像処理部１３ｂ、紙紋検出部１４、座標
変換部１５、表タイミング生成部１６ａ、画像メモリ２３、操作パネル１７、制御部１８
およびシステムコントローラ１９を備えている。
【００５９】
　表読み取り部１１ａは、原稿の表面（一方面）の画像を読み取って画像情報を生成する
。裏読み取り部１１ｂは、原稿の裏面（他方面）の画像を読み取って画像情報を生成する
。これらは、例えば、スキャナの画像入力部分や、複写機、複合機の画像入力部分である
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。
【００６０】
　表ＡＤ変換部１２ａは、表読み取り部１１ａで読み取ったアナログの画像情報をデジタ
ルに変換する処理を行う部分である。裏ＡＤ変換部１２ｂは、裏読み取り部１１ｂで読み
取ったアナログの画像情報をデジタルに変換する処理を行う部分である。
【００６１】
　表画像処理部１３ａは、表ＡＤ変換部１２ａでデジタル信号に変換された画像情報を入
力し、所定の画像処理を施す部分である。裏画像処理部１３ｂは、裏ＡＤ変換部１２ｂで
デジタル信号に変換された画像情報を入力し、所定の画像処理を施す部分である。これら
は、例えば、白基準を調整したり、ガンマ補正等の色調の調整を行う。
【００６２】
　紙紋検出部１４は、画像情報から用紙の繊維質材料の絡み具合によって形成される模様
（紙紋）の情報を用い、読み取った原稿の紙紋の情報と原本の紙紋の情報との一致度を演
算し、読み取った原稿と原本との照合を行う判定部分である。具体的には、特許文献１に
開示されるように、読み取った原稿の画像情報のうち原本の特定位置の基準画像と対応す
る位置の判定対象画像を抽出し、基準画像の情報と判定対象画像の情報とをＸ，Ｙ方向に
一画素ずつずらしながら正規化相関法による相関値を演算する。そして、この相関値や相
関値から得られるモーマライズド・スコアの値と所定の閾値との比較によって読み取った
原稿が原本であるか否かを判定している。
【００６３】
　座標変換部１５は、予め登録された原本の基準画像の情報もしくは読み取った原稿の画
像情報のうち、所定の判定対象画像についての座標変換を行う部分である。座標変換部１
５は、アドレス変換部１５ａと回転変換部１５ｂとを備えている。アドレス変換部１５ａ
は、画像情報のＸ，Ｙ方向の座標変換を行い、回転変換部１５ｂは、画像情報の回転に係
る座標変換を行う。
【００６４】
　表タイミング生成部１６ａは、表読み取り部１１ａと表ＡＤ変換部１２ａとに処理の同
期をとるためのタイミング信号を与える部分である。裏タイミング生成部１６ｂは、裏読
み取り部１１ｂと裏ＡＤ変換部１２ｂとに処理の同期をとるためのタイミング信号を与え
る部分である。
【００６５】
　操作パネル１７は、表示手段と入力手段とを兼ねる例えばタッチパネルディスプレイで
ある。操作パネル１７の表示手段は通知部としても機能し、読み取った原稿が原本である
と判定された場合にはその旨の通知を行い、また原本でないと判定された場合に原稿の反
対面を読み取る旨の通知や原本でない旨の通知を行う。
【００６６】
　制御部１８は、主として表画像処理部１３ａ、裏画像処理部１３ｂ、座標変換部１５に
対して指示を与えるとともに、紙紋検出部１４から送られた判定結果を受けて、所定の処
理を行う。特に、本実施形態の原本照合装置１では、制御部１８において、表読み取り部
１１ａおよび裏読み取り部１１ｂで読み取った原稿の表裏各々の画像情報から予め設定さ
れた複数の判定対象画像の情報を抽出する抽出部１８ａを実現している。
【００６７】
　制御部１８の抽出部１８ａでは、読み取った原稿の隅部を基準とした位置の判定対象画
像を抽出する。具体的には、原稿の表面の画像情報については、表タイミング生成部１６
ａで生成したタイミングに応じて、表画像処理部１３ａに所定のＸＹ座標となる画像情報
の抽出指示を与える。これにより、抽出された画像情報が表画像処理部１３ａから紙紋検
出部１４へ送られることになる。また、原稿の裏面の画像情報については、裏タイミング
生成部１６ｂで生成したタイミングに応じて、裏画像処理部１３ｂに所定のＸＹ座標とな
る画像情報の抽出指示を与える。これにより、抽出された画像情報が裏画像処理部１３ｂ
から紙紋検出部１４へ送られることになる。
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【００６８】
　本実施形態では、座標変換部１５を制御部１８内に持ち、あらかじめ基準画像の座標変
換を行い、原稿の向きに応じた複数の基準画像を生成し、画像メモリに保持しておき、複
数の判定対象画像と比較を行う。座標変換された複数の基準画像は、原本画像を含めて最
大で４種類（０°の原本、９０°、１８０°、２７０°）で、原稿の読取方向の短手/長
手が判断できる場合は、２種類の座標変換された基準画像が必要であり、短手/長手が不
明の場合は４種類の座標変換された基準画像が必要である。座標変換された基準画像は表
裏共通に使用できる。
【００６９】
　システムコントローラ１９は、各部の制御を行う部分であり、装置全体の制御を行う。
【００７０】
　また、本実施形態の原本照合装置１では、必要に応じて自動原稿送り装置２１や原稿サ
イズ検出部２２を備えている。自動原稿送り装置２１は、読み取り対象の原稿を読み取り
部１１まで自動的に送る機能を有している。また、原稿サイズ検出部２２は、読み取り部
１１に載置された原稿の大きさを検出し、原稿の向きを判断する機能を有している。
【００７１】
　このような構成から成る本実施形態の原本照合装置１では、原本の判定対象となる原稿
の読み取りを表裏同時に行い、原稿を反転させることなく、表裏の照合ができることから
、原稿ダメージを少なく原本照合を行うことができる。また、別の方法として、裏面の画
像情報について画像メモリ２３に蓄積しておき、表面照合後に画像メモリ２３から裏面の
画像情報を読み出して、裏面画像の紙紋を照合を行うことにより、紙紋検出部を表裏で共
有することができる。
【００７２】
＜第２実施形態：原本照合方法＞
　先ず、操作パネル１７の指示に従って、システムコントローラ１９が予め記憶手段Ｍに
登録された原本の基準画像の情報を読み取り、制御部１８に転送する。
【００７３】
　次に、表読み取り部１１ａで照合対象となる原稿の表面の画像情報を読み取るとともに
、裏読み取り部１１ｂで照合対象となる原稿の裏面の画像情報を読み取る。原稿は表直接
読み取り部１１ａや裏読み取り部１１ｂの読み取り位置に載置される場合のほか、自動原
稿送り装置２１によって読み取り位置まで送られる場合もある。また、自動原稿送り装置
２１内に表直接読み取り部１１ａおよび裏読み取り部１１ｂが組み込まれている場合には
、自動原稿送り装置で原稿を送りながら表裏の画像情報を表直接読み取り部１１ａおよび
裏読み取り部１１ｂで読み取ることになる。
【００７４】
　次いで、表読み取り部１１ａで読み取った原稿の表面の画像情報を表ＡＤ変換部１２ａ
でデジタル信号に変換し、表画像処理部１３ａで白基準調整やガンマ補正等の色調の調整
を行う。また、裏読み取り部１１ｂで読み取った原稿の裏面の画像情報を裏ＡＤ変換部１
２ｂでデジタル信号に変換し、裏画像処理部１３ｂで白基準調整やガンマ補正等の色調の
調整を行う。
【００７５】
　その後、制御部１８の抽出部１８ａによって、原稿の表裏両面の画像情報から予め設定
された複数の判定対象画像の情報を抽出する。抽出部１８ａによって抽出された原稿の表
面における複数の判定対象画像の情報は、紙紋検出部１４aに送られる。一方、抽出部１
８ａによって抽出された原稿の裏面における複数の判定対象画像の情報も、紙紋検出部１
４ｂに送られる。
【００７６】
　ここで、制御部１８が抽出する複数の判定対象画像の位置としては、読み取った原稿の
隅部を基準とした表裏各々の位置となっている。例えば、長方形の原稿を読み取る場合、
長方形の各隅部を基準とした表裏４箇所ずつ合計８箇所の位置の判定対象画像を抽出する
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。また、三角形の原稿を読み取る場合、三角形の各隅部を基準とした表裏３箇所ずつ合計
６箇所の位置の判定対象画像を抽出する。これは、原稿がある隅部を基準として読み取り
部１１に載置されることを前提として、どの隅部を基準に原稿が載置された場合でも、原
本の基準画像の位置と対応する判定対象画像を得ることができるようにするためである。
【００７７】
　次に、座標変換部１５は、予め記憶手段Ｍに登録された原本の基準画像の情報もしくは
制御部１８の抽出部１８ａで抽出した原稿の表面における複数の判定対象画像の情報につ
いて、基準となる隅部の位置に応じたＸ，Ｙ方向の座標だけアドレス変換部１５ａで座標
変換するとともに、基準となる隅部の位置に応じた角度だけ回転するよう回転変換部１５
ｂで座標変換し、画像メモリ２３に複数の基準画像を一時保存する。
【００７８】
　次いで、紙紋検出部は１４、座標変換部１５で座標変換された画像メモリ２３に保存さ
れた複数の基準画像と、複数の判定対象画像との照合を行う。すなわち、座標変換が施さ
れた判定対象画像の情報もしくは座標変換された基準画像の情報を用い、複数の判定対象
画像のすべてについて原本の基準画像との照合を行い、表裏一つでも原本であると判定さ
れるものがあれば読み取った原稿が原本であると判定する。原本であると判定した場合、
システムコントローラ１９経由で操作パネル１７にその旨を通知する。
【００７９】
　一方、原稿の表裏における複数の判定対象画像のすべてについて原本であると判定され
るものがなければ、読み取った原稿は原本でないと判定する。原本でないと判定した場合
、システムコントローラ１９経由で操作パネル１７にその旨を通知する。
【００８０】
＜具体例＞
　第２実施形態における原本照合装置１の具体例として、原本の基準画像および原稿の表
面についての複数の判定対象画像の抽出については図２および図３で示す第１実施形態と
同様である。
【００８１】
　図６は、原稿の載置状態と裏面における判定対象画像との関係を説明する模式図である
。図６（ａ）に示す載置状態では、原稿の隅部ｄを原点として載置された状態であり、原
本の基準画像を登録した際の原本の載置状態から表裏反転した場合を想定している。この
場合には、原本を裏にした際の基準画像の中心と同じ位置となる座標（Ｘｄ’，Ｙｄ’）
を中心として判定対象画像を抽出する。
【００８２】
　図６（ｂ）に示す載置状態は、原稿の隅部ｃを原点として載置された状態であり、原本
の基準画像を登録した際の原本の載置状態に対して表裏反転し、右に９０度回転した場合
を想定している。この場合には、原本を裏にした際の基準画像の中心に対して原稿を右に
９０度回転した座標（Ｘｃ’，Ｙｃ’）を中心として判定対象画像を抽出する。
【００８３】
　図６（ｃ）に示す載置状態は、原稿の隅部ｂを原点として載置された状態であり、原本
の基準画像を登録した際の原本の載置状態に対して表裏反転し、１８０度回転した場合を
想定している。この場合には、原本を裏にした際の基準画像の中心に対して原稿を１８０
度回転した座標（Ｘｂ’，Ｙｂ’）を中心として判定対象画像を抽出する。
【００８４】
　図６（ｄ）に示す載置状態は、原稿の隅部ａを原点として載置された状態であり、原本
の基準画像を登録した際の原本の載置状態に対して表裏反転し、左に９０度回転した場合
を想定している。この場合には、原本を裏にした際の基準画像の中心に対して原稿を左に
９０度回転した座標（Ｘａ’，Ｙａ’）を中心として判定対象画像を抽出する。
【００８５】
　図７は、本実施形態において抽出する判定対象画像の位置を説明する模式図である。上
記のように、原稿がどのような偶部を基準として載置されても基準画像と対応する判定対
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象画像を抽出できるようにするため、読み込んだ原稿の画像情報から、図７（ａ）に示す
ように、原稿の表面については座標（Ｘａ，Ｙａ）、座標（Ｘｂ，Ｙｂ）、座標（Ｘｃ，
Ｙｃ）、座標（Ｘｄ，Ｙｄ）の４箇所を中心とした判定対象画像を抽出し、原稿の裏面に
ついては、座標（Ｘａ’，Ｙａ’）、座標（Ｘｂ’，Ｙｂ’）、座標（Ｘｃ’，Ｙｃ’）
、座標（Ｘｄ’，Ｙｄ’）の４箇所を中心とした判定対象画像を抽出する。
【００８６】
　なお、原稿サイズ検出部２２が設けられている装置において、読み取り対象となる原稿
のサイズの検出から、原稿の載置の向きが分かっている場合には、図７（ｂ）、（ｃ）に
示すように、対応する原稿の向きに合わせて表裏２箇所ずつの判定対象画像を抽出すれば
よい。
【００８７】
　例えば、原稿が縦長に載置されている場合には、図７（ｂ）に示すように、縦長の載置
に対応した原稿の表面にいて座標（Ｘａ，Ｙａ）と座標（Ｘｃ，Ｙｃ）との２箇所および
原稿の裏面について座標（Ｘｂ’，Ｙｂ’）と座標（Ｘｄ’，Ｙｄ’）を中心とした判定
対象画像を抽出する。
【００８８】
　一方、原稿が横長に載置されている場合には、図７（ｃ）に示すように、横長の載置に
対応した原稿の表面について座標（Ｘｂ，Ｙｂ）と座標（Ｘｄ，Ｙｄ）との２箇所および
原稿の裏面について座標（Ｘａ’，Ｙａ’）と座標（Ｘｃ’，Ｙｃ’）を中心とした判定
対象画像を抽出する。
【００８９】
　複数箇所の判定対象画像を抽出した後は、座標変換部１５によって基準画像の情報もし
くは複数の判定対象画像の情報について、基準となる隅部の位置に応じたアドレス変換お
よび回転変換を施す。
【００９０】
　なお、この具体例では、基準画像の情報についてアドレス変換および回転変換を施す場
合を説明するが、判定対象画像の情報についてアドレス変換および回転変換を施しても、
また基準画像の情報もしくは判定対象画像の情報の一方についてアドレス変換、他方につ
いて回転変換を施すようにしてもよい。
【００９１】
　例えば、原稿表面における座標（Ｘａ，Ｙａ）を中心とした判定対象画像では、原本の
基準画像を登録した際の原本の載置状態と同じであることから、アドレス変換および回転
変換の量はゼロとなる。
【００９２】
　また、原稿表面における座標（Ｘｂ，Ｙｂ）を中心とした判定対象画像では、原本の基
準画像を登録した際の原本の載置状態に対して右に９０度回転していることから、原本の
基準画像の中心座標（Ｘ０，Ｙ０）を座標（Ｘｂ，Ｙｂ）になるようアドレス変換部でＸ
，Ｙ座標の変換を行うとともに、回転変換部で右に９０度回転する変換を行う。
【００９３】
　また、原稿表面における座標（Ｘｃ，Ｙｃ）を中心とした判定対象画像では、原本の基
準画像を登録した際の原本の載置状態に対して１８０度回転していることから、原本の基
準画像の中心座標（Ｘ０，Ｙ０）を座標（Ｘｃ，Ｙｃ）になるようアドレス変換部でＸ，
Ｙ座標の変換を行うとともに、回転変換部で１８０度回転する変換を行う。
【００９４】
　また、原稿表面における座標（Ｘｄ，Ｙｄ）を中心とした判定対象画像では、原本の基
準画像を登録した際の原本の載置状態に対して左に９０度回転していることから、原本の
基準画像の中心座標（Ｘ０，Ｙ０）を座標（Ｘｄ，Ｙｄ）になるようアドレス変換部でＸ
，Ｙ座標の変換を行うとともに、回転変換部で左に９０度回転する変換を行う。
【００９５】
　また、原稿裏面における座標（Ｘｄ’，Ｙｄ’）を中心とした判定対象画像では、原本
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の基準画像を登録した際の原本の載置状態と同じであることから、アドレス変換および回
転変換の量はゼロとなる。
【００９６】
　また、原稿裏面における座標（Ｘｃ’，Ｙｃ’）を中心とした判定対象画像では、原本
の基準画像を登録した際の原本の載置状態に対して右に９０度回転していることから、原
本の基準画像の中心座標（Ｘ０，Ｙ０）を座標（Ｘｃ’，Ｙｃ’）になるようアドレス変
換部でＸ，Ｙ座標の変換を行うとともに、回転変換部で右に９０度回転する変換を行う。
【００９７】
　また、原稿裏面における座標（Ｘｂ’，Ｙｂ’）を中心とした判定対象画像では、原本
の基準画像を登録した際の原本の載置状態に対して１８０度回転していることから、原本
の基準画像の中心座標（Ｘ０，Ｙ０）を座標（Ｘｂ’，Ｙｂ’）になるようアドレス変換
部でＸ，Ｙ座標の変換を行うとともに、回転変換部で１８０度回転する変換を行う。
【００９８】
　また、座標（Ｘａ’，Ｙａ’）を中心とした判定対象画像では、原本の基準画像を登録
した際の原本の載置状態に対して左に９０度回転していることから、原本の基準画像の中
心座標（Ｘ０，Ｙ０）を座標（Ｘａ’，Ｙａ’）になるようアドレス変換部でＸ，Ｙ座標
の変換を行うとともに、回転変換部で左に９０度回転する変換を行う。
【００９９】
　紙紋検出部１４は、このように座標変換された基準画像の情報と表裏４つずつ判定対象
画像の全てとの照合を行う。このうち一つでも原本であると判定されるものがあれば、読
み取った原稿が原本であると判定し、操作パネルにその旨を通知する。一方、表裏４つず
つ判定対象画像の全てについて基準画像の情報と照合した結果、原本ではないと判定され
た場合、読み取った原稿は原本ではないと判定し、操作パネル１７にその旨を通知する。
本実施例では、１箇所の基準データを、表裏４箇所の判定対象画像と照合を行ったが、
原稿の４辺に対応する４箇所の基準データがある場合は、判定対象画像は、それぞれ１箇
所でよい。原稿の２辺に対応する２箇所の基準データがある場合は、判定対象画像は、そ
れぞれ２箇所でよい。
【０１００】
＜第３実施形態：装置構成＞
　図８は、第３実施形態に係る原本照合装置を説明する構成図である。第３実施形態に係
る原本照合装置１は、読み取り部１１、ＡＤ変換部１２、画像処理部１３、紙紋検出部１
４、座標変換部１５、タイミング生成部１６、操作パネル１７、エッジ検出部２５、制御
部１８およびシステムコントローラ１９を備えている。
【０１０１】
　読み取り部１１は、原稿の画像を読み取って画像情報を生成する。例えば、スキャナの
画像入力部分や、複写機、複合機の画像入力部分である。
【０１０２】
　ＡＤ変換部１２は、読み取り部１１で読み取ったアナログの画像情報をデジタルに変換
する処理を行う部分である。
【０１０３】
　画像処理部１３は、ＡＤ変換部１２でデジタル信号に変換された画像情報を入力し、所
定の画像処理を施す部分である。例えば、白基準を調整したり、ガンマ補正等の色調の調
整を行う。
【０１０４】
　紙紋検出部１４は、画像情報から用紙の繊維質材料の絡み具合によって形成される模様
（紙紋）の情報を用い、読み取った原稿の紙紋の情報と原本の紙紋の情報との一致度を演
算し、読み取った原稿と原本との照合を行う判定部分である。具体的には、特許文献１に
開示されるように、読み取った原稿の画像情報のうち原本の特定位置の基準画像と対応す
る位置の判定対象画像を抽出し、基準画像の情報と判定対象画像の情報とをＸ，Ｙ方向に
一画素ずつずらしながら正規化相関法による相関値を演算する。そして、この相関値や相
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関値から得られるモーマライズド・スコアの値と所定の閾値との比較によって読み取った
原稿が原本であるか否かを判定している。
【０１０５】
　座標変換部１５は、予め登録された原本の基準画像の情報もしくは読み取った原稿の画
像情報のうち、所定の判定対象画像についての座標変換を行う部分である。座標変換部１
５は、アドレス変換部１５ａと回転変換部１５ｂとを備えている。アドレス変換部１５ａ
は、画像情報のＸ，Ｙ方向の座標変換を行い、回転変換部１５ｂは、画像情報の回転に係
る座標変換を行う。
【０１０６】
　タイミング生成部１６は、読み取り部１１とＡＤ変換部１２とに処理の同期をとるため
のタイミング信号を与える部分である。
【０１０７】
　操作パネル１７は、表示手段と入力手段とを兼ねる例えばタッチパネルディスプレイで
ある。操作パネル１７の表示手段は通知部としても機能し、読み取った原稿が原本である
と判定された場合にはその旨の通知を行い、また原本でないと判定された場合に原稿の反
対面を読み取る旨の通知や原本でない旨の通知を行う。
【０１０８】
　エッジ検出部２５は、画像処理部１３で画像処理した後の画像情報について、読み取っ
た原稿の辺（エッジ）の部分を検出する処理を行う。
【０１０９】
　制御部１８は、主として画像処理部１３、座標変換部１５に対して指示を与えるととも
に、紙紋検出部１４から送られた判定結果を受けて、所定の処理を行う。特に、本実施形
態の原本照合装置１では、制御部１８において、読み取り部１１で読み取った原稿の画像
情報から予め設定された複数の判定対象画像の情報を抽出する抽出部１８ａを実現してい
る。
【０１１０】
　制御部１８の抽出部１８ａでは、読み取った原稿の隅部を基準とした位置の判定対象画
像を抽出する。具体的には、タイミング生成部１６で生成したタイミングに応じて、画像
処理部１３に所定のＸＹ座標となる画像情報の抽出指示を与える。これにより、抽出され
た画像情報が画像処理部１３から紙紋検出部１４へ送られることになる。
【０１１１】
　また、制御部１８は、エッジ検出部２５で検出した原稿のエッジの位置に基づき、原稿
の読み取り位置ずれを補正する処理を行う。
【０１１２】
　システムコントローラ１９は、各部の制御を行う部分であり、装置全体の制御を行う。
【０１１３】
　また、本実施形態の原本照合装置１では、必要に応じて自動原稿送り装置２１や原稿サ
イズ検出部２２を備えている。自動原稿送り装置２１は、読み取り対象の原稿を読み取り
部１１まで自動的に送る機能を有している。また、原稿サイズ検出部２２は、読み取り部
１１に載置された原稿の大きさを検出し、原稿の向きを判断する機能を有している。
【０１１４】
　このような構成から成る本実施形態の原本照合装置１では、予め登録された原本の基準
画像の情報もしくは制御部１８の抽出部１８ａで抽出した複数の判定対象画像の情報につ
いて所定の座標変換を座標変換部１５で行う。また、紙紋検出部１４は、座標変換部１５
で座標変換された情報について複数の判定対象画像の情報と予め登録された原本の基準画
像の情報との比較を行い、読み取った原稿が原本であるか否かの判定を行う。
【０１１５】
　また、このような判定を行うにあたり、原稿を読み取り部１１に載置した際の置き方の
ずれが大きかったり、読み取り部１１の調整がずれている場合など、実際の原稿と読み取
り位置がずれることがあるため、エッジ検出部２５によって原稿の画像情報から原稿のエ
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ッジの位置を検出し、検出した情報をもとに基準画像との照合範囲を設定することができ
る。これにより、読み取り部１１自体のずれや原稿の載置ずれを補正することができる。
さらに、原稿自動送り装置２１を用いた際の原稿のスキューを検出して補正することもで
き、検出精度向上につながる。
【０１１６】
　なお、エッジ検出部２５を備えた原本照合装置１の構成として、図５に示す第２実施形
態の構成のように、原稿の表裏の画像情報を同時に取り込むことができるものにエッジ検
出部２５を適用してもよい。この場合、原稿の表裏両方の画像情報についてエッジを各々
検出することになる。
【０１１７】
＜第３実施形態：原本照合方法＞
　先ず、操作パネル１７の指示に従って、システムコントローラ１９が予め記憶手段Ｍに
登録された原本の基準画像の情報を読み取り、制御部１８に転送する。
【０１１８】
　次に、読み取り部１１で照合対象となる原稿の画像情報を読み取る。原稿は直接読み取
り部１１の読み取り位置に載置される場合のほか、自動原稿送り装置２１によって読み取
り位置まで送られる場合もある。
【０１１９】
　次いで、読み取り部１１で読み取った原稿の画像情報をＡＤ変換部１２でデジタル信号
に変換し、画像処理部１３で白基準調整やガンマ補正等の色調の調整を行う。その後、制
御部１８の抽出部１８ａによって、原稿の画像情報から予め設定された複数の判定対象画
像の情報を抽出する。
【０１２０】
　ここで、制御部１８が抽出する複数の判定対象画像の位置としては、読み取った原稿の
隅部を基準とした位置となっている。例えば、長方形の原稿を読み取る場合、長方形の各
隅部を基準とした４箇所の位置の判定対象画像を抽出する。また、三角形の原稿を読み取
る場合、三角形の各隅部を基準とした３箇所の位置の判定対象画像を抽出する。これは、
原稿がある隅部を基準として読み取り部１１に載置されることを前提として、どの隅部を
基準に原稿が載置された場合でも、原本の基準画像の位置と対応する判定対象画像を得る
ことができるようにするためである。
【０１２１】
　また、エッジ検出部２５において、原稿のエッジの位置を検出し、原稿の読み取り位置
にずれや傾きがあることが検出された場合、制御部１８の抽出部１８ａは、このずれや傾
きを補正した状態で判定対象画像の抽出を行う。
【０１２２】
　次に、座標変換部１５は、予め記憶手段Ｍに登録された原本の基準画像の情報もしくは
制御部１８の抽出部１８ａで抽出した複数の判定対象画像の情報について、基準となる隅
部の位置に応じたＸ，Ｙ方向の座標だけアドレス変換部１５ａで座標変換するとともに、
基準となる隅部の位置に応じた角度だけ回転するよう回転変換部１５ｂで座標変換する。
【０１２３】
　次いで、紙紋検出部は１４、座標変換部１５で座標変換された情報について、複数の判
定対象画像と、原本の基準画像との照合を行う。すなわち、座標変換が施された判定対象
画像の情報もしくは基準画像の情報を用い、複数の判定対象画像のすべてについて原本の
基準画像との照合を行い、一つでも原本であると判定されるものがあれば読み取った原稿
が原本であると判定する。原本であると判定した場合、システムコントローラ１９経由で
操作パネル１７にその旨を通知する。
【０１２４】
　一方、複数の判定対象画像のすべてについて原本であると判定されるものがなければ、
読み取った原稿は原本でないと判定するか、もしくは操作パネル１７に原稿の反対面を読
み取る旨の通知を行う。これは、読み取った原稿の表裏が、原本の基準画像を登録した際
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の表裏と反対となっていることも考えられることから、原稿の反対面を再度読み取ること
でこれを回避するためである。
【０１２５】
　この際、ユーザによる原稿反転の作業ミスが考えられるため、先に取り込んだ原稿表面
の照合時の画像情報を一部記憶しておき、原稿裏面の画像情報を取り込んだ際に一時記憶
した原稿表面の画像情報と一致しないことを確認してもよい。また、原稿自動送り装置２
１を備える場合、プラテンでの読取判定モードを禁止して、自動原稿送り装置２１で自動
的に原稿を反転させてもよい。
【０１２６】
　原稿の反対面を読み取った場合でも、先と同様に複数の判定対象画像を抽出し、すべて
について原本の基準画像との照合を行い、一つでも原本であると判定されるものがあれば
読み取った原稿が原本であると判定する。原本であると判定した場合、システムコントロ
ーラ１９経由で操作パネル１７にその旨を通知する。
【０１２７】
　一方、複数の判定対象画像のすべてについて原本であると判定されるものがなければ、
読み取った原稿は原本でないと判定する。ここでは既に原稿の両面について照合している
ことから、原稿の反対面を再度読み取る旨の通知は行わずに、原本でない旨の判定を行う
。原本でないと判定した場合、システムコントローラ１９経由で操作パネル１７にその旨
を通知する。
【０１２８】
＜ずれ補正の具体例＞
　図９は、原稿の位置と読み取り位置とのずれについて説明する模式図である。原稿の置
き方や読み取り部の調整ずれが発生している場合、図９（ａ）に示すように、実際の原稿
の位置と読み取り位置とにずれが発生することになる。この場合、基準画像と判定対象画
像との位置が合致しないことから、正確な照合を行えないことになる。
【０１２９】
　そこで、読み取り部では、原稿より大きなサイズで画像を読み取り、原稿のエッジをエ
ッジ検出部で検出し、検出した情報を元に判定対象画像の位置を補正することで、図９（
ｂ）に示すように、確実に判定対象画像と基準画像との照合をできるようにする。
【０１３０】
　図１０は、原稿にスキューが発生している場合を説明する模式図である。図１０（ａ）
に示すように、原稿にスキューが発生していると、傾いた状態で画像情報を読み取ること
になる。そこで、エッジ検出部によって原稿のエッジを検出すると、そのエッジの方向か
ら原稿のスキューの量を算出することができる。制御部では、このスキューの量に応じた
角度補正を行い判定対象画像の抽出を行う。これにより、図１０（ｂ）に示すよう、原稿
のスキューを補正した状態で判定対象画像を抽出できるようになる。
【０１３１】
　エッジ検出部で原稿のエッジを検出し、原稿の位置ずれや読み取りずれ、スキューを補
正して判定対象画像を抽出した後は、第１実施形態と同様の処理によって原本の照合を行
う。
【０１３２】
＜原本照合プログラム＞
　図１１～図１３は、本実施形態に係る原本照合プログラムの流れを説明するフローチャ
ートである。本実施形態に係る原本照合プログラムは、コンピュータによって実行される
もので、本実施形態の原本照合装置として適用されるスキャナや複写機、複合機等の機器
に組み込まれるコンピュータで実行される場合や、汎用のパーソナルコンピュータで実行
される場合もある。また、本実施形態に係る原本照合プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶ
Ｄ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納されて流通したり、インターネット等の回線を介して配信
されるものでもある。
【０１３３】
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　なお、図１１～図１３に示す原本照合プログラムの例は、図１に示す第１実施形態に係
る原本照合装置での処理の流れについて示しているが、汎用のパーソナルコンピュータで
実行される場合には、原稿の画像情報を外部から取り込み、その画像情報について同様な
処理を実行することになる。
【０１３４】
　先ず、図１１に示すように、原稿がセットされたことを検知すると（ステップＳ１１）
、操作パネルから原本照合処理を行う旨の指示を受け付ける（ステップＳ１２）。次に、
システムコントローラが予め登録された原本の情報より、基準画像の認識位置（Ｘ，Ｙ座
標）、原本のサイズ、原本の基準画像の情報を読み取る。ここで、Ｘ，Ｙ座標におけるＸ
方向は、読み取り部での画像読み取りにおける主走査方向（電気的走査方向）、Ｙ方向は
、主走査方向に対して直交する方向である。
【０１３５】
　次に、システムコントローラは、抽出しようとする判定対象画像の位置に応じて４種類
（表裏両方の場合は８種類）のＸ，Ｙ座標を計算し、アドレス変換部にセットし、原本の
基準画像の情報を制御部のメモリに保存する（ステップＳ１３）。
【０１３６】
　次に、自動原稿送り装置に原稿がセットされたか否かを判断する（ステップＳ１４）。
自動原稿送り装置に原稿がセットされている場合には、図１２に示す処理となる。すなわ
ち、原稿搬送および原稿の画像情報の読み取りを開始する（ステップＳ２１）。
【０１３７】
　次に、制御部は、ＸＹカウントを実施する。読み取り部は、原稿の画像を光電変換し、
ＡＤ変換部でデジタル信号に変換し、画像処理部は、シェーディング補正やミラー変換等
の画像処理を実行する（ステップＳ２２）。
【０１３８】
　次いで、アドレス変換部は、ＸＹカウント値に一致するアドレスで、原本の基準画像の
情報を紙紋検出部に送る。この際、原本の基準画像は片面について４種類の向きが考えら
れるため、各ＸＹアドレス値で決められたローテーション（回転変換）を実施する（ステ
ップＳ２３）。
【０１３９】
　次に、読み取った原稿のＸＹカウント値に対応する判定対象画像の情報と、回転変換後
の原本の基準画像の情報との比較を行う（ステップＳ２４）。この比較で原本照合が一致
するか否かを判断し（ステップＳ２５）、一致する場合には原本と一致した旨のメッセー
ジを表示する（ステップＳ５０）。
【０１４０】
　一方、原本と一致しなかった場合には、自動原稿送り装置によって原稿の表裏を反転さ
せ（ステップＳ２６）、ステップＳ２１～ステップＳ２４までの処理を繰り返す（ステッ
プＳ２７）。そして、原本照合が一致するか否かを判断し（ステップＳ２８）、一致する
場合には原本と一致した旨のメッセージを表示する（ステップＳ５０）。一方、一致しな
い場合には原本と異なる旨のメッセージを表示する（ステップＳ５１）。
【０１４１】
　また、ステップＳ１４の判断で、自動原稿送り装置に原稿がセットされていないと判断
した場合、図１３に示す処理となる。すなわち、スキャンによって原稿の画像情報の読み
取りを開始する（ステップＳ３１）。
【０１４２】
　次に、制御部は、ＸＹカウントを実施する。読み取り部は、原稿の画像を光電変換し、
ＡＤ変換部でデジタル信号に変換し、画像処理部は、シェーディング補正やミラー変換等
の画像処理を実行する（ステップＳ３２）。
【０１４３】
　次いで、アドレス変換部は、ＸＹカウント値に一致するアドレスで、原本の基準画像の
情報を紙紋検出部に送る。この際、原本の基準画像は片面について４種類の向きが考えら
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れるため、各ＸＹアドレス値で決められたローテーション（回転変換）を実施する（ステ
ップＳ３３）。
【０１４４】
　次に、読み取った原稿のＸＹカウント値に対応する判定対象画像の情報と、回転変換後
の原本の基準画像の情報との比較を行う（ステップＳ３４）。この比較で原本照合が一致
するか否かを判断し（ステップＳ３５）、一致する場合には原本と一致した旨のメッセー
ジを表示する（ステップＳ６０）。
【０１４５】
　一方、原本と一致しなかった場合には、原稿の表裏を反転してプラテンに置き直す旨の
メッセージを表示する（ステップＳ３６）。その後、スタート指示を受け付けると（ステ
ップＳ３７）、ステップＳ３１～ステップＳ３４までの処理を繰り返す（ステップＳ３８
）。そして、原本照合が一致するか否かを判断し（ステップＳ３９）、一致する場合には
原本と一致した旨のメッセージを表示する（ステップＳ６０）。一方、一致しない場合に
は原本と異なる旨のメッセージを表示する（ステップＳ６１）。
【０１４６】
　なお、上記説明した各実施形態においては、原本の基準画像の情報として原本の用紙の
紙紋の画像情報を用いたが、本発明はこれに限定されず、原本の画像から原本を一意に特
定できる情報であれば他のものでってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１４７】
【図１】第１実施形態に係る原本照合装置を説明する構成図である。
【図２】原本の基準画像について説明する模式図である。
【図３】原稿の載置状態と判定対象画像との関係を説明する模式図である。
【図４】本実施形態において抽出する判定対象画像の位置を説明する模式図である。
【図５】第２実施形態に係る原本照合装置を説明する構成図である。
【図６】原稿の載置状態と裏面における判定対象画像との関係を説明する模式図である。
【図７】本実施形態において抽出する判定対象画像の位置を説明する模式図である。
【図８】第３実施形態に係る原本照合装置を説明する構成図である。
【図９】原稿の位置と読み取り位置とのずれについて説明する模式図である。
【図１０】原稿にスキューが発生している場合を説明する模式図である。
【図１１】本実施形態に係る原本照合プログラムの流れを説明するフローチャート（その
１）である。
【図１２】本実施形態に係る原本照合プログラムの流れを説明するフローチャート（その
２）である。
【図１３】本実施形態に係る原本照合プログラムの流れを説明するフローチャート（その
３）である。
【符号の説明】
【０１４８】
　１…原本照合装置、１１…読み取り部、１２…ＡＤ変換部、１３…画像処理部、１４…
紙紋検出部、１５…座標変換部、１５ａ…アドレス変換部、１５ｂ…回転変換部、１６…
タイミング生成部、１７…操作パネル、１８…制御部、１８ａ…抽出部、１９…システム
コントローラ、２１…原稿自動送り装置、２２…原稿サイズ検出部、Ｍ…記憶手段
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