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(57)【要約】
　本発明によれば、統合非接触型または接触型チップの
ついた書類を含め、パスポート、査証、ＩＤ書類の確認
と検証を可能にするハンドヘルドポータブルデバイスは
、生体データ、すなわち指紋、顔画像、または目の虹彩
画像を必要とする場合があり、書類所持者の本人確認を
行うのにかかるデータ収集方法に基づいた場合、採取し
た指紋、顔画像または目の虹彩画像に基づいて、それぞ
れ、ＩＤ書類なしに人物の本人確認を行う場合がある。
こうした画像はホストコンピューターに送信され、当該
人物から採取されたデータと渡航書類およびＩＤ書類が
発行された人物のデータベースにあるデータとが比較さ
れた後に、ホストコンピューターから読み取られたデー
タが戻され、転送されてハンドヘルドデバイスのオプテ
ィカルディスプレイに表示される。また、作業員はタッ
チセンシティブオプティカルディスプレイまたはキーボ
ードを使って有線または無線接続を行うことでホストコ
ンピューターと通信する機会を持つ。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筺体、機能キー付きコマンドパネル、ラウドスピーカー、タッチセンシティブオプティ
カルディスプレイ、指紋スキャナ、接触型カードリーダー、非接触型カードリーダーおよ
びホストコンピューターと通信するための複数の通信ポートを含む、生体データ読み取り
、渡航書類および個人書類の検証、ならびに当該書類の所持者の本人確認のためのハンド
ヘルドポータブルデバイス。
【請求項２】
　パスポートの両ページ、すなわち完全に開かれたパスポートを覆う電磁場を持つ大型ア
ンテナ、バッテリー、保存された暗号キーおよびその他の暗号エレメントを備えたＳＡＭ
１およびＳＡＭ２チップのリーダー、ＧＰＳモジュール、Ｗｉ－Ｆｉモジュール、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、ＷｉＭＡＸモジュール、ＧＳＭ（登録商標）／Ｇ
ＰＲＳモジュール、ＥＤＧＥ／３Ｇ／ＣＤＭＡモジュールおよびＴＥＴＲＡモジュールを
備えたデバイスグループの中から選ばれた少なくとも１つのデバイスをさらに備えた、請
求項１のハンドヘルドポータブルデバイス。
【請求項３】
　ドキュメントスキャナ、人物の写真撮影用照明付きカメラ、目の虹彩のスキャニングモ
ジュール、および柔軟な書類ホルダーのデバイスグループの中から選ばれた少なくとも１
つのデバイスをさらに備えた、請求項１のハンドヘルドポータブルデバイス。
【請求項４】
　前記ドキュメントスキャナが、いずれの前記センサについても、直接のまたは全体の反
射光線による視覚角の外側に置かれた発光ダイオード（ＬＥＤ）の照明キャリアとレンズ
付きセンサを備え、同時に可視光線、赤外線、および紫外線のスペクトル帯において可能
な限り同質の照明を得ることができるセンサを備える、請求項３のハンドヘルドポータブ
ルデバイス。
【請求項５】
　前記センサが、増設Ａ／Ｄコンバータと信号同期コンポーネント付きで、ＮｘＭマトリ
クスに配列された前記レンズが付いているＣＭＯＳセンサおよびＣＣＤセンサグループの
中から選定される、請求項４のハンドヘルドポータブルデバイス。
【請求項６】
　前記照明キャリアがＮ＋３列の白色光、赤外線光および紫外線光を放射するＬＥＤで組
み立てられている、請求項４のハンドヘルドポータブルデバイス。
【請求項７】
　前記ドキュメントスキャナが、前記センサの画像キャプチャ・送信用キャプチャリング
デバイス、すなわちフレーム取り込み装置、センサの操作パラメーターを設定し前記照明
キャリアを制御する論理回路、スキャン画像の一時的キャプチャと保存を行うＲＡＭ、制
御および同期信号を提供する論理回路、ならびにデータの処理ユニットとの送受信を行う
ためのインターフェースからなるデバイスグル―プの中から選定された少なくとも１つの
デバイスを備える、請求項３のハンドヘルドポータブルデバイス。
【請求項８】
　すべての個別センサの出力が共通データバスに接続され、選定された個別センサのキャ
プチャ画像がこれを通じて同時に読み取られる、請求項７のハンドヘルドポータブルデバ
イス。
【請求項９】
ａ）　ドキュメントスキャナの透明な表面に書類を置く、
ｂ）　書類の自動検知、および
ｃ）　書類の全体ページのスキャニング、
のステップを含む、生体データ読み取り、渡航書類および個人書類の検証、ならびに当該
書類の所持者の本人確認のためのハンドヘルドポータブルデバイスを使った書類スキャニ
ングの方法。
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【請求項１０】
　書類の全ページのスキャニングのステップが、
ａ）　最初のセンサ一式による書類の機械可読ゾーンのスキャニング、
ｂ）　残りのセンサによる書類ページの残りのエリアのスキャニング、
ｃ）　選定された種類の照明による書類のスキャニング、
ｄ）　すべての画像がスキャンされるまで、ステップｂ）からｄ）を行う、
ｅ）　ステップｂ）からｄ）を行うのと同時に、画像処理の準備が整っているかを確認、
ｆ）　準備が整っている場合には、画像処理を行う、
ｇ）　準備が整っている場合には、画像コンテンツの分析を行う、
ｆ）　準備が整っている場合には、データの読み取りを行う、
ｉ）　データ検証、
ｊ）　レポート作成、
ｋ）　書類から読み取られたデータと人物から採取されたデータとの比較、
ｌ）　ステップｋ）において誤った比較がある場合の警告作成、
ｍ）　オプティカルディスプレイ上に表示するためのデータおよびレポートの作成、
ｍ）　オプティカルディスプレイ上でのデータおよびレポートの表示、
ｍ）　オプティカルディスプレイ上のデータおよびレポートの視覚検査、
ｐ）　書類スキャニングの状況を示す視聴覚表示、および
ｑ）　スキャニング位置から書類を取り除く、
のステップにより行われる、請求項９の書類スキャニングの方法。
【請求項１１】
　選定された種類の照明による書類のスキャニングのステップが、
ａ）　選定された種類の照明の点灯、
ｂ）　次のセンサのためのキャプチャリングパラメータの設定、
ｃ）　次のセンサの露出、
ｄ）　メモリーへの画像キャプチャと保存、
ｅ）　すべてのセンサが露出するまで、ステップｂ）からｅ）を行う、
ｆ）　キャプチャ画像の処理準備が整っているかの確認、
ｇ）　処理準備の整ったキャプチャ画像の処理、
ｈ）　すべての画像が処理されるまで、ステップｆ）からｈ）をステップｂ）からｅ）と
同時に行う、および
ｉ）　統合画像の作成、
のステップにより行われる、請求項１０の書類スキャニングの方法。
【請求項１２】
　書類の全ページのスキャニングのステップが、さらに、
ａ）　スキャン書類（ＭＲＺにあるＯＣＲ－Ｂ文字）の機械可読ゾーン（ＭＲＺ）にある
光学文字およびバーコードの読み取り、
ｂ）　チップの保存データの読み取り、
ｃ）　書類所持者である人物の指を指紋スキャナに置く、および
ｄ）　指紋のスキャニング、
のステップにより行われる、請求項１０の書類スキャニングの方法。
【請求項１３】
　書類の全ページのスキャニングのステップが、さらに、
ａ）　本人確認が検証の必要な人物の指を指紋スキャナに置く、
ｂ）　指紋のスキャニング、
ｃ）　有線または無線手段でデバイスに接続されているデータベースへのデータ送信、お
よび
ｄ）　データベースの検索、
のステップにより行われる、請求項１０の書類スキャニングの方法。
【請求項１４】
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　書類の全ページのスキャニングのステップが、さらに、
ａ）　人物の顔画像の撮影、
ａ）　人物の目の虹彩画像の撮影、
ｃ）　有線または無線手段でデバイスに接続されているデータベースへのデータ送信、お
よび
ｄ）　データベースの検索、
のステップにより行われる、請求項１０の書類スキャニングの方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明によれば、生体データの読み取り、渡航書類および個人書類の検証、当該書類の
所持者の本人確認を目的としたハンドヘルドポータブルデバイスは、パスポート、査証、
ＩＤカード等の渡航書類および本人確認書類の真性を検証するために、可視光、赤外線（
ＩＲ）、および紫外線（ＵＶ）放射の波動または粒子を使用する制御デバイスの情報テク
ノロジーの応用分野に属するものであり、また波長を特定しない光を使用した反射光のオ
プティカルスキャニング等の電磁放射による記録キャリアの検知デバイスに属するもので
もあり、また画像処理、すなわちＩＤを確立しない画像情報の処理や光学リファレンスマ
スクを使用した調整を行うことで、印刷または書かれた文字の形状にあるマークを認識、
あるいはパターン（指紋等）を認識するデバイスに属するものでもあり、また出入国時の
本人確認と個人登録を行うデバイスに属するものでもある。
【背景技術】
【０００２】
　本発明によれば、パスポートおよび個人書類の確認、生体データの読み取り、当該書類
の所持者の本人確認のためのハンドヘルドポータブルデバイスは、電子チップ（接触また
は非接触型）が埋め込まれた書類を含む、パスポート、査証、またはＩＤカード等の個人
書類を確認することを目的としたデバイスの実現という問題を解決するものである。これ
らの書類は最新の機械可読書類に関する国際推奨と標準（例えば、国際民間航空機関のＩ
ＣＡＯ９３０３推奨および国際規格　ＩＳＯ　７５０１）に則って作成されており、機械
可読の人口統計学的データおよび生体データおよび安全特性を含んでおり、確認作業にお
いては複数のスペクトラムによる（白色光、赤外線（ＩＲ）光および紫外線（ＵＶ）光の
照明）によるパスポートのページ全体のスキャニングおよび接触型（電子ＩＤカード）ま
たは非接触型インターフェース（電子パスポート）チップを使った実際の電子書類の読み
取りが行われる。本デバイスにより、書類、テキスト、データ、１Ｄおよび２Ｄバーコー
ドおよび電子透かしの機械可読ゾーンの読み取りに関する問題が解決される。本発明によ
り解決されるもう一つの問題は、書類自体の真偽の確認に加え、書類から読み取られた指
紋と書類を提示する人物の指紋とを比較することで、書類を提示している人物の自動検証
が行え、また書類から読み取られた顔画像と本人の顔画像の比較、または本人確認検証の
間に書類から読み取られた目の虹彩と本人の目の虹彩の比較も、いわゆる１：１検証、ま
たは本人確認検証の間に行えるデバイスが実現していることである。本発明の目的は、い
わゆる１：Ｎ検証、すなわち顔による本人確認問題の解決策を見付けることでもあり、こ
れはある人物が書類を所持していない場合に、採取された生体データ（指紋、顔、および
／または目の虹彩の映像）を有線または無線接続を使用したデバイスと接続されているデ
ータベースに送り、データベースの検索を行うという形で行われる。本発明によりさらに
解決を見ることができる技術上の問題は、要警戒リスト（デバイス自体のメモリーに保存
できる）の確認が可能になることである。
【０００３】
　単一のロケーションで実施される書類管理プロセスは、書類収集に必要な時間、管理デ
バイスを使ってチェックポイントまで届ける時間、またその後渡航者に書類を戻す時間の
ため途方もなく長い時間がかかり、また書類を所持する渡航者が管理デバイスの傍を通り
、そこで入国管理員が渡航者の渡航書類を検証するというプロセスもまた渡航者の出入国
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の移動を遅らせるものであることが明らかになっており、出入国に際して、迅速で効率的
な書類審査を行うことが必要となっている。このため、耐久性のある、コンパクトサイズ
で、手にして持ち運べ、列車、バス等の屋外での使用が可能な完全統合型の、シンプルな
デバイスを作ることで問題を解決する必要性が確立されている。
【０００４】
　書類をデバイスに置いた直後に短時間でこれを読み取り、同時に、書類に関する国際推
奨および標準に従った（例えば国際民間航空機関のＩＣＡＯ　９３０３　推奨および国際
規格　ＩＳＯ　７５０１）、機械可読の、一定の人口学および生体データおよび安全特性
を含んだ数多くの異なるエレメントを読み取ることができ、これによりデータの読み取り
、相互比較、検査を行う権限を持つ役人に試験結果を示し、役人が精査または検索を行う
ために各審査結果をアーカイブに保存することができるマルチ機能のデバイスを実現する
必要から、書類の確認と検証を行う多種多様なデバイスが出現した。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　Ｄａｔａｓｔｒｉｐ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｃｏ．　（米国）、Ｂｕｎｄｅｓｄｒｕｋｅ
ｒｅｉ　ＧｍｂＨ　（ドイツ）、ＳＡＧＥＭ　（フランス）等の公知の製造会社による既
存のハンドヘルドポータブルデバイスには、以下に挙げられるように、いくつかのかなり
不利な点がある。これらのデバイスでは、ページ全体の書類スキャンができず、機械可読
ゾーン（ＭＲＺ）のみのスキャンになる。また、バーコードのスキャンには異なるモジュ
ールを使用しなくてはならない。さらに、スキャンされた画像からは顔画像を抽出するこ
とができない。また、顔画像から電子透かしを確認できない。最後に、これらのデバイス
では赤外線（ＩＲ）光のみを使用するため、紫外線（ＵＶ）の保護エレメントまたは変化
する光学エレメント（ホログラムまたは同様の記録）等の自動検証ができない。市場に現
在あるソリューションの最大の欠点は開かれた電子パスポートをゆっくりと線スキャンし
、非接触型チップを読み取るために特定の位置にパスポートを置くというメカニズムが使
われているか、または開かれたパスポートを手で機会可読ゾーン（ＭＲＺ）リーダーにか
ざし、閉じてから、これを非接触型チップの読み取りのためにある位置に置き、また書類
にバーコードがある場合には、バーコードを読み取るための追加の作業が必要となるとい
う事実に反映されている。こうしたソリューションにおいて、さらに不利な点は、書類に
厚みがある場合デバイスに通す際に問題が発生する場合があるということである。パスポ
ートをデバイスに通すというメカニズムによるソリューションには、機能不全や不均一な
動き等を起こしやすい可動部分があることからくる、さらなる欠点がある。読み取りデバ
イスに書類を通す形のソリューションすべてにある最大の欠点は、書類を損傷する可能性
があることである。すなわち、薄くて柔らかい簡単に曲がりやすい書類ページでよく起こ
る問題であるが、しわになったり、ひどいケースでは破れたり、書類が通過中のデバイス
のギャップに挟まったりする場合がある。前記のすべての不利な点からは、作業員の両手
が機械可読ゾーンおよびチップの読み取りの間ふさがっている（最長２０秒）という事実
による問題がさらに引き起こされる。
【０００６】
　光学線スキャナを使用している既知のソリューションにおいては、通常光学線スキャン
は読み取りを行うためにデバイスのトップに組み立てられるため、容易に損傷を受けやす
い状態に置かれており、また既述のように、長期にわたる作業においては可動部分（複雑
な機械構造）の故障の可能性が増大する。
【０００７】
　もう一つの既知のハンドヘルドデバイスでよく知られている欠点は、書類をスキャナに
通す間、入国管理員の両手が塞がり、ハンドヘルドデバイスに書類を通す作業が数秒後に
完了した後、書類がバーコードを含んでいる場合には、作業員はバーコードリーダーの前
に書類を配置するという別の作業を行わなくてはならないことである。さらに、既知のソ
リューションの欠点は、書類にある非接触型チップの読み取りに、さらに追加の作業が必
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要とされることである。　
【０００８】
　既存のハンドヘルドデバイスには、非接触型チップ読み取りのための小さなアンテナが
あるが、「シールドされた」電子パスポート（書類のカバーにさらに導電糸（ｃｏｎｄｕ
ｃｔｉｖｅ　ｔｈｒｅａｄｓ）がある場合、パスポートが閉じられると、パスポートカバ
ーがチップをさらに「シールドする」ことになる）では、その読み取りが行われない。こ
のため、作業員は、再び両手を使って書類を開け、アンテナの上方に移動させ、書類の内
側にある非接触型チップの位置を探し、見つけると、今度はそれを適切に読み込むよう注
意を払わなくてはならず、この読み取り作業が正確に行われるように細心の注意を払い、
集中しなくてはならない。前述のすべてに加え、既知のデバイスでは限られた厚さの書類
しか扱えないことを強調する必要がある。
【０００９】
　既知のソリューションの問題や欠点を解決には、例えば耐久性がある作りで、コンパク
トサイズ、人間工学的特長を備え、手に持って持ち運ぶのに適し、屋外でも使えるといっ
た完全統合型のポータブルハンドヘルドデバイスの実現があるが、これは一つの位置で同
時に書類のオプティカルスキャニングと電子（ワイヤレス）読み取りを行い、デバイスの
下部にあるスキャン／読み取り表面上に書類自体を配置することによりスキャニングが開
始され、そしてそれに伸縮する書類ホルダーが添えられ（これにより入国管理員が書類を
配置した後に手が自由になる）、様々なサイズ（サイズＩＤ－３まで）または異なる厚さ
の書類のページ全体のオプティカルスキャニングが行われるもので、前述したことが、結
果として本発明による生体データを読み取り、渡航書類および本人確認書類を検証し、当
該書類の所持者の本人確認を行うためのハンドヘルドポータブルデバイスの構築に至った
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　生体データを読み取り、渡航書類および個人書類を検証し、当該書類の所持者の本人確
認を行うためのハンドヘルドポータブルデバイスは、前述の技術上の問題を解決し、既知
のソリューションにある記述した欠点を排除し、手に持って持ち運ぶのに適した屋外で使
用可能な完全統合型ポータブルデバイスとして実現しており、独自のバッテリー電源供給
をもち（バッテリーは適切なアダプターにより充電される）、ベースにはバッテリー充電
ポート以外に、デバイスとＰＣ間の接続と通信を行うためのＵＳＢクライアント、ＵＳＢ
ホスト、イーサネット（登録商標）、ＲＳ－２３２ポートが備わっている。本発明によれ
ば、生体データを読み取り、渡航書類およびＩＤ書類を検証し、当該書類の所持者の本人
確認を行うためのハンドヘルドポータブルデバイスは、コンピューターとタッチスクリー
ンの大型カラーディスプレイを搭載しており、書類（たとえば、非接触型チップのある電
子パスポート）はデバイス下部にあるオプティカルスキャニングを行うための大きな表面
に置かれ、これにより書類のオプティカルスキャニングと非接触型チップからのデータの
読み取りが同時に行われる。デバイス内の光学スキャナは白色光、赤外線（ＩＲ）光、お
よび紫外線（ＵＶ）光を使用しており、デバイスはまた接触型および非接触型電子カード
リーダー（スマートカード）、ＳＡＭモジュールリーダー（携帯電話機の小型ＳＩＭカー
ドのようなもの）、ならびに指紋読取装置を備えている。光学的な実施例には、書類を提
示する人物の本人確認を行うための、人物の顔画像を取り込むカメラ、ＬＥＤ光（フラッ
シュのようなもの）、照明付き目の虹彩スキャンモジュール、ワイヤレスコミュニケーシ
ョンモジュール（ＧＳＭ（登録商標）／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥ／３Ｇ／ＣＤＭＡ、ＴＥＴＲ
Ａ、Ｗｉ－Ｆｉ、ＷｉＭａｘ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））、データが採られた場
所（ロケーション）の情報を提供するＧＰＳモジュールが備わっている。既述のワイヤレ
ス接続の他にも、デバイスは、ＵＳＢクライアント、ＵＳＢホスト、イーサネット（登録
商標）、ＲＳ－２３２等の多くの標準的有線ポートを備えている場合がある。
【００１１】
　本発明によれば、ハンドヘルドポータブルデバイスの取り扱いが簡単なことは、少し離
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れたところからパスポートの全ページを同時にオプティカルスキャニングし、また大きな
エリアからチップの中身を読み取ることが可能なため、小型でスリムなデバイスとなるこ
とに反映されている。また、書類の機械可読ゾーン、データ付きテキスト、１Ｄおよび２
Ｄバーコード、ならびに電子透かし読み取りも行う。書類自体の真性を確認するだけでな
く、その人物の指紋と書類から読み取られた指紋との比較により、またその人物の顔画像
と書類から読み取られた顔画像との比較により、またその人物の目の虹彩と書類から読み
取られた目の虹彩との比較により（１：１検証、または本人確認検証）、また１：Ｎ検証
、すなわちその人物が書類を所持していない場合に、採取された生体データ（指紋、顔画
像および目の虹彩画像）をデバイスと接続されているデータベースに有線または無線手段
を使って送信し、データベースの検索を行うことでその人物の本人確認を行うことにより
、書類を提示する人物の自動検証を行うことが可能である。これらのデータがデバイス自
体に保存されている場合、指名手配中の人物の要警戒リストの確認をすることも可能であ
る。
【００１２】
　本発明の生体データの読み取り、渡航書類および個人書類の検証、当該書類の所持者の
本人確認のためのハンドヘルドポータブルデバイスは、付属の図面に示されており、参照
番号は、デバイスの同一エレメントを示している。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明のハンドヘルドポータブルデバイスがコンピューターとの通信用の複数の
コネクターを備えたバッテリー充電スタンドの上に置かれた外観を示している。
【図２】デバイスの正面、右側面、下側を表すハンドヘルドデバイスの軸測投影図を示し
ている。
【図３】デバイスの上面、右側面、背面を表すハンドヘルドデバイスの軸測投影図とデー
タ読取位置にあるパスポートを示している。
【図４】デバイスの上面、右側面、背面を表すハンドヘルドデバイスの軸測投影図をパス
ポートなしで示したものである。
【図５】デバイスの正面、右側面、底面を表す内部軸測投影図を筺体および光学スキャナ
なしで示したものである。
【図６】デバイスの上面、右側面、背面を表す内部軸測投影図を、筺体なしで示したもの
である。
【図７】デバイスの背面、右側面、底面を表す内部軸測投影図を、筺体なしで示したもの
である。
【図８】デバイスの光学スキャナの軸測投影図で、パスポートが透明な表面の上に、読取
位置に置かれているところを示している。
【図９】光学スキャナの右側投影図で、パスポートが透明な表面の上に読取位置に置かれ
ているところを示している。
【図１０】データページのビューと査証のあるページの一部のビューがある、ＩＣＡＯ　
９３０３の推奨に従ったＩＤ－３様式のパスポートの配置図を示している。
【図１１】ＩＣＡＯ　９３０３推奨に従った標準的なパスポートデータページのデータの
レイアウトと可読ゾーンを示している。
【図１２】ＩＣＡＯ　９３０３推奨に従った、標準的な機械可読査証のデータのレイアウ
トと可読ゾーンを示している。
【図１３】データのレイアウトと機械可読ゾーンのあるＩＤ－１サイズの標準的生体ＩＤ
カードのレイアウトを示している。
【図１４】ハンドヘルドポータブルデバイスのブロック図を示している。
【図１５】ハンドヘルドポータブルデバイスの光学スキャナのブロック図を示している。
【図１６】センサおよび光学マトリクスのアプリケーション回路図を示している。
【図１７】実装された照明の回路図を示している。
【図１８】デバイスのオプティカルスキャニングのアルゴリズムを示している。
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【図１９】本発明のハンドヘルドポータブルデバイスの使用と操作のアルゴリズムを示し
ている。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、コンピューターとの複数の通信ポートを備えたバッテリー充電スタンドに置か
れている、本発明の生体データ読み取り、渡航書類および個人書類の検証、当該書類の所
持者の本人確認のためのハンドヘルドポータブルデバイスの外観を示している。機能キー
（非表示）付きコマンドパネル３、ラウドスピーカー４、およびタッチセンシティブオプ
ティカルディスプレイ５が、デバイスの筺体１の正面２に統合されている。指紋スキャナ
７は筺体１の上面６の上に置かれ、コンタクトカードリーダー９の長方形スロットが、右
側面８に見える。生体データ読み取り、渡航書類および個人書類の検証、当該書類の所持
者の本人確認のためのハンドヘルドポータブルデバイスは、デバイスの底面１１にあるポ
ートとスタンド１０の適切なコネクター（バッテリーの充電、ホストコンピューターとの
コミュニケーション（ＵＳＢおよびイーサネット（登録商標）ポート等）用）間の接続を
可能にするインターフェースのあるスタンド１０の上に置かれている。
【００１５】
　図２は、デバイスの正面２、右側面８、および底面１１を表すハンドヘルドポータブル
デバイスの不等角投影図を示している。機能キー（非表示）付きコマンドパネル３、ラウ
ドスピーカー４、およびタッチセンシティブオプティカルディスプレイ５が、正面２に統
合されており、コンタクトカードリーダー９の長方形スロットが、右側面８に見える。デ
バイス底面１１には、デバイスとホストコンピューターのコミュニケーションに使用され
る各種のポート（バッテリー充電用のポート１２、ＵＳＢホストコネクター１３、イーサ
ネット（登録商標）ポート１４、ＵＳＢクライアントポート１５、およびＲＳ－２３２ポ
ート１６）がある。
【００１６】
　図３は、デバイスの上面６、右側面８、および背面１７を表すハンドヘルドポータブル
デバイスの不等角投影図を示しており、スキャナの透明なプレートの上にデータページが
開かれたパスポート１８が置かれており（読取データの位置にある）、パスポート１８は
柔軟なパスポートホルダー１９により読取位置に置かれ、固定されている。
【００１７】
　図４は、デバイスの上面６、右側面８、および背面１７を表すハンドヘルドポータブル
デバイスの不等角投影図を示しており、パスポートはなく、デバイスの背面１７の下半分
の上にあるスキャナの透明なプレート２０（これはガラス、硬質プラスチック、あるいは
他の透明素材でできており、その上にパスポートのデータページが置かれる）が見えてい
る。背面１７の上半分の上には本人確認と検証が行われる人物の画像を撮るための照明付
きカメラ２１、および同一人物の目の虹彩をスキャンするモジュール２２が置かれている
。
【００１８】
　図５は、筺体および光学スキャナなしのデバイスの正面、右側面、底面の内側不等角投
影図を示している。ここでは、生体データ読み取り、渡航書類および個人書類の検証、当
該書類の所持者の本人確認のためのハンドヘルドポータブルデバイスの内側に格納された
エレメントの位置が見える。非接触型カードリーダー９１は接触型カードリーダー９の近
くに描かれている。図５は、また、開かれたパスポート１８全体（両ページ）を電磁場が
覆う大型アンテナ２３、バッテリー２４、内部に暗号キーおよびその他の最先端のデジタ
ル保護システムの暗号エレメントを格納しているＳＡＭチップ（ＳＡＭ１およびＳＡＭ２
）のリーダー２５、２６、ならびにＧＰＳモジュール３０のようなデバイスとコンピュー
ター間の無線コミュニケーションを行うための一連のモジュール２７、２８および２９を
示している。
【００１９】
　図６は、指紋スキャナ７のある上面、筺体なしの右側面および背面を表すデバイスの内
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側の不等角投影図を示している。ここでは、レンズ３２（１つのみ示される）付きセンサ
３１等のスキャナエレメントが支持板４０上にマトリクス配列され、また、白色、赤外線
および紫外線ＬＥＤが上部に配列されている照明キャリア３３を見ることができる。
【００２０】
　図７は、筺体なし状態で背面、右側面、および底面を表すデバイスの内側の不等角投影
図を示しており、マトリクスに配置されたレンズ３２（１つのみ示される）付きセンサ３
１およびＬＥＤ付き照明キャリア３３からなるスキャナエレメントを備えた指示板４０を
見ることができる。
【００２１】
　図８は、デバイスの光学スキャナの不等角投影図を示している。ここでは、透明の表面
２０に読取位置に置かれているパスポート１８も示されており、より明確な図面を提供す
るために、レンズ３２付きオプティカルイメージセンサ３１を含む１ユニットの位置のみ
が示されている。これらのユニットは、マトリクスに配列され、各センサがエリアの一部
のみをスキャンし、隣接するセンサの端のマージンが重なり合うことにより個々のセンサ
の個々の画像からなる「全体像」が得られ、そこでは重なり部分は知覚できない。
【００２２】
　図９は、パスポートが読取位置にて透明な表面の上に置かれている光学スキャナの側面
投影図を示している。スキャンする対象物を照らすエレメントおよび光学素子のセンサか
らなる検出エレメントが相互に間隔を置いて配列されているのが示されている。ここでは
図面を簡潔にするため１ユニットのみが示されている。
【００２３】
　図１０は、ＩＣＡＯ　９３０３の推奨に従った、データページのビューと査証ページの
一部のビューがある半分開いた状態のＩＤ－３様式のパスポートの配置図を示している。
データページ４にはパスポートを発行した国または組織の名前があるエリア、パスポート
所持者の画像上方には書類またはパスポートの登録情報があるゾーン、また画像右側には
パスポート所持者の姓、名、誕生日（場所、日付等）、個人のＩＤ番号、住所、発行日と
有効期間等の人口統計学的情報のゾーンがある。人口統計学的情報ゾーンの下には、光学
バーコードのゾーンがある。書類所持者に関する本人確認データページの一番下には、パ
スポートのページ縦全体にわたり光学式読取可能文字（ＯＣＲ）で書かれた機械可読ゾー
ン（ＭＲＺ）がある。パスポートが閉じた状態では「シールドされた」、すなわち生体デ
ータのある非接触型チップの認証されていない読取は、パスポートを開いてない状態でで
きないようにする導電糸が前後のカバーに含まれているパスポートがあることに注意する
必要がある。
【００２４】
　図１１は、ＩＣＡＯ９３０３推奨に従った、標準的なＩＤ－３様式のパスポートデータ
ページにあるレイアウトデータと可読ゾーンを示している。ここでは、上方部分には書類
を発行した国または組織の名前のあるゾーンがあり、この下、真ん中から左に３分の１の
ところのパスポート所持者の画像上方には書類またはパスポートの種類に関する登録情報
のゾーンがある。また真ん中から３分の２のところにはパスポート所持者に関する人口統
計学的データ（姓、名、誕生データ（場所、日付等）、個人ＩＤ番号、居住住所、発効日
と有効期間等）が広がっている。また、このゾーンの下には光学バーコードのためのゾー
ンがある。書類所持者の本人確認データの一番下、パスポートのページ縦全体にわたりス
キャナで読み取れる光学式読取可能文字（ＯＣＲ）で書かれた機械可読ゾーン（ＭＲＺ）
がある。
【００２５】
　図１２は、ＩＣＡＯ　９３０３推奨に従った、標準的な機械可読査証のデータのレイア
ウトと読取ゾーンを示している。これには同様に配置されたデータがあり、アンテナを通
してのみ読み取り可能なデータのある非接触型チップを含んでいる場合がある。
【００２６】
　図１３は、データのレイアウトと機械可読ゾーンのあるＩＤ－１サイズの標準的生体Ｉ
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Ｄカードの外観を示しており、接触インターフェース（ｃｏｎｔａｃｔ　ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ）のあるチップが付いており、その下方には３つのストリップがある機械可読ゾーン
がある。
【００２７】
　ＩＣＡＯ　９３０３推奨またはＩＳＯ７５０１　基準により定義された書類タイプに準
拠した本発明のハンドヘルドポータブルデバイスでは、パスポート（ＩＤ－３サイズ）、
査証様式Ａ（ＩＤ－３書類の中に収まる）、査証様式（ＩＤ－２サイズ）、ＴＤ１カード
（ＩＤ－１サイズ）、ＴＤ２カード／ラベル／ステッカー（ＩＤ－２サイズ）、および全
国ＩＤカードならびに運転免許証の読み取りが可能である。
【００２８】
　図１４は、本発明の生体データを読み取り、渡航書類および個人書類を検証し、当該書
類の所持者の本人確認を行うハンドヘルドポータブルデバイスを示しており、このハンド
ヘルドポータブルデバイスに含まれている基本的な構造の考え方と電子部品を見ることが
できる。これらの電子部品には図面のデバイスの組み立て部分の番号と同一の参照番号が
表示されている。これにより本発明の該ポータブルハンドヘルドデバイスは渡航書類およ
び本人確認書類（パスポート、査証、ＩＤカード、非接触型または接触型チップが埋め込
まれた書類）の確認および検証を行うことができ、書類所持者の指紋、顔および目の虹彩
等の生体データを読み取り、また、こうした収集データに基づいて書類所持者の特定を行
う。しかしまた、現場の指紋データ、書類を所持していない人物の写真撮影、および目の
虹彩を記録して、該データを渡航書類または本人確認データ発行先の人物のデータベース
から取り出されたデータと比較し、採取したデータをホストコンピューターに送り、ホス
トコンピューターから戻って来たデータをダウンロードしてハンドヘルドポータブルデバ
イスのオプティカルディスプレイ５に表示することにより、書類なしの人物認識も行える
。一方、作業員は、タッチセンシティブオプティカルディスプレイ５およびコマンドパネ
ル３の機能キーパッドを通じて有線・無線接続によりホストコンピューターと通信する。
【００２９】
　図１５は、ハンドヘルドポータブルデバイスの光学スキャナのブロック図を示している
。ハンドヘルドポータブルデバイスに電子光学スキャナのソリューションが実装されてい
るため、異なる種類の照明を使って短い距離で大きなエリアをスキャンすることが可能に
なる。また、前記の透明な表面２０のエレメントに加え、レンズ３２付きセンサ３１（Ｃ
ＭＯＳセンサまたは一般的にＡ／Ｄコンバータおよびシグナル同調コンポーネントが追加
されたＣＣＤセンサ）がマトリクスＮｘＭ（Ｎ、Ｍ＝１、２、３、すなわち、実現された
デバイスではＮ＝３、およびＭ＝４）に配列されており、白色光、赤外線光および紫外線
光を放射するＬＥＤ付きＮ＋３列パネルからなる照明アセンブリ３３（実現されたデバイ
スではＮ＝３）は、いずれのセンサ３１についても視野角に入らないように、また全体反
射に起因する反射光線が、対応するセンサの視野角に入らないように配置され、可能な限
り同質の光（白色、ＩＲ、およびＵＶ）が得られるようになっている。光学スキャナの電
子制御装置アセンブリは照明を制御し、必要な場合は一定のセンサおよび選定された光（
白色、ＩＲ、ＵＶ）に必要なＬＥＤのみを点灯することを述べておく。各センサ３１は対
象物（書類の全体ページの一部）の「該当」部分を余分のマージンをもってスキャンする
ため、隣接するセンサは両方のセンサに共通な対象物の表面部分をスキャンする。これに
より大きな（統合）画像における個々の画像を継ぎ目が分からないよう整合することが可
能になる。センサ３１の個々の画像の送受信を行い、センサ３１の動作パラメータを設定
し、そして照明キャリア３３を制御する電子アセンブリは、いわゆるフレーム取り込み装
置（ｆｒａｍｅ　ｇｒａｂｂｅｒ）とよばれ、センサ３１と交信する光学スキャナ制御装
置（Ｉ２Ｃ制御装置）、照明キャリア３３を制御するレジスタ、スキャンされた画像の一
時的なキャプチャと保存を行うＲＡＭメモリ、制御および同期信号を提供する論理回路、
ならびにインターフェース、すなわちＰＣＩ　Ｅｘｐｒｅｓｓコントローラーからなり、
ＰＣＩ　Ｅｘｐｒｅｓｓコントローラーは、処理ユニット（実現しているソリューション
ではミニチュアのＰＣ、すなわちＸ８６アーキテクチャを持つコンピューター）とデータ



(11) JP 2012-528379 A 2012.11.12

10

20

30

40

50

の送受信を行い、個々のセンサ３１の一つひとつのアウトプットがデータ転送（データバ
ス）用の共通８－ｂｉｔバスに接続され、これを介して単一センサ３１により記録された
画像データが処理される。１マトリクス列にある４つのセンサ３１から送り出されるデー
タを受け入れる３２－ｂｉｔデータバスを介して接続することも可能である。書類の配置
、スキャニング、スキャン終了の手順は、コンポーネントおよびアセンブリの状況および
適切な出力を示す表示（聴覚および視覚）に従って行われる。
【００３０】
　図１６は、オブジェクトレンズＯ付き表面オプティカルセンサＳの各センサがマトリク
スＮｘＭ（Ｎ、Ｍ＝１、２、３・・・）に配列されたものを示しており、実現されたデバ
イスでは３ｘ４マトリクスの配列で、透明な表面２０（ガラス、硬質透明プラスチック等
）に平行しているため、各センサ３１は対象物（書類の全体ページ）の「該当」部分をス
キャンし、そこから統合画像が作成される。
【００３１】
　図１７は、ＬＥＤ付きの同一プレートから構成される実装された照明のブロック図を示
しており、各プレート上のＬＥＤは白色光、ＩＲ光およびＵＶ光を放射し、センサの各列
にはＬＥＤ付きプレート１ペアがある実施例では、照明は、白色光、ＩＲ光、およびＵＶ
光のＬＥＤを備えた６つの同一のキャリアプレート３３から構成されており、これらの６
プレートは幾何学的に３つのペアプレート（１－４、２－５、３－６）に配列され、各セ
ンサ列にはＬＥＤ付きプレート１ペアがある。各プレートとその上のＬＥＤは強度が大き
く、また可能な限り均一の光（白色、ＩＲ、およびＵＶ）を出し、センサの視野角に入ら
ないように配置されている。また、全体反射による反射光線が対応するセンサの視野角に
入らないようになっている。照明を制御する電子制御装置により、特定のセンサおよび選
定された光に必要とされるＬＥＤのみをオンにすることができる。例えば、１列目の４つ
のセンサの１つを使って白色の画像スキャンが行われる場合、１番目と４番目（１－４）
の照明プレート上にある白色ＬＥＤのみが点灯する。２列目の４つのセンサのうち１つを
使って白色画像スキャンが行われる場合、２番目と５番目（２－５）の照明プレート上に
ある白色ＬＥＤのみが点灯する。３列目の４つのセンサのうち１つを使って白色画像スキ
ャンが行われる場合、３番目と６番目（３－６）　の照明プレート上にある白色ＬＥＤの
みが点灯する。このようにして、ＬＥＤの全体反射による干渉なしに、すべての１２個の
センサを使った連続スキャンを行うことが可能である。
【００３２】
　別のタイプの照明（ＩＲまたはＵＶ）を使用した画像スキャニングの手順も、他のＬＥ
Ｄライトが選定され、点灯されるという点を除いては同様である。同列にある全ての４個
のセンサによるスキャンを同時に行うことは、３列のセンサを３回スキャンすることで可
能である。このソリューションは高速スキャンを可能にするため優れてはいるが、制御電
子回路はより複雑なものになる。
【００３３】
　前述のスキャナをＮｘＭマトリクスで一般化することは可能である。この場合、その照
明はＮペアの照明パネルで実現される。しかし、分析を行った結果、ＩＤ－３サイズの書
類表面をスキャンするには、３ｘ４センサを備えたソリューションが全体的な寸法を最小
にする上で最適であることが明らかになっている。
【００３４】
　ハンドヘルドポータブルデバイスを製作、組み立てる場合、調整が行われ、すなわち、
後に単一センサ画像を望まれる画質の統合画像に操作、適合する際に使用される画像パラ
メーターの定義のことである。デバイスの調整は、デバイス製造の際に一度だけ行われる
。特別にスキャンされた対象物（平坦な表面に印刷される）が調整目的のために使用され
る。パラメーターは決定され、保存され、デバイス自体の永久的保存場所で保管される。
こうしたパラメーターは高質の統合画像を得るためには不可欠のものである。デバイス使
用中に、書類の光学スキャンがされると、保存されたパラメーターが処理中に使用され、
見た目に不均一さのない統合画像が作成される。長期間にわたる操作により不整合が出て
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きた場合には、調整手続きを繰り返すことが可能である。
【００３５】
　調整プロセスは２つのステップで行われる。第一のステップは、白色バランスを定義し
ているパラメーター（画像のカラー化）、および照明による光の不均一さやレンズの特徴
によって引き起こされるその他の不均一さによる不均一を是正するパラメーターを基に、
均質のグレイエリアの画像が１２個すべてのセンサで撮られる。第二のステップは、幾何
補正および画像マッチングのパラメーターを基に、別個の調整画像が１２個すべてのセン
サで撮られる。光の不均一補正、幾何補正、および画像マッチングのアルゴリズムは、専
門に開発されたアルゴリズム（および画像手順と調整手順）であり、単一のカメラまたは
標準的スキャナにより撮られたものであるため、結果として高品質の統合画像を得ること
ができる。こうしたアルゴリズムはプロセッサユニットで実行される。
【００３６】
　図１８は、センサ３１の個々の画像に基づく統合画像を得るための該ハンドヘルドポー
タブルデバイスにおけるオプティカルスキャニングのアルゴリズムを示している。これは
、透明な表面２０に書類を置くことで始まり、ステップ１００において選定された照明が
点灯される。ステップ１００において画像の照明が点灯されると、ステップ１１０におい
て次のセンサでのスキャニングパラメーターが設定され、ステップ１１１においてセンサ
は露出され、ステップ１１２において結果データ（画像）がメモリー転送される。ステッ
プ１１３において、制御電子回路は全てのセンサがスキャンされたかをチェックする。ス
キャンされていない場合には、ステップ１１０において次のセンサでのスキャニングパラ
メーターを設定する。ステップ１１３のチェックにおいてすべてのセンサがスキャンされ
ていることが確認されるまで、すべてのプロセスが繰り返される。ステップ１２０におい
て、前記のスキャニングと同時に画像処理の準備が整っているかの確認が行われる。準備
が整っている場合には、ステップ１２１において受け取り画像の処理が行われる。ステッ
プ１２２においてすべての画像が処理されると、ステップ１３０で統合画像が作成され、
これにてスキャンプロセスが終了する。
【００３７】
　図１９は、非接触型チップで渡航書類および個人書類を確認する際の、またパスポート
、査証またはＩＤカード等の当該書類を提示する書類所持者の本人確認を検証する際のハ
ンドヘルドポータブルデバイスの使用および操作アルゴリズムを示している。書類を所持
していない人物の本人確認、人物の顔画像または目の虹彩画像の採取、接触型チップの読
み取り等はここでは示されていない。本アルゴリズムは、白色光、ＩＲ光、およびＵＶ光
の照明によるパスポートの全体ページのスキャニング、および書類、テキストデータ、１
Ｄおよび２Ｄのバーコード、ならびに電子透かしの機会可読ゾーン（ＭＲＺ）の読み取り
が行われる接触型（ｅ－ＩＤ）または非接触型インターフェイス（電子パスポート）によ
るチップの付いた現行の電子書類の読み取りを含むチェックを示している。ＩＤ－１形式
の書類はその配置にかかわらず、コードがあるページをスキャナに面して、透明プレート
２０の上に置くことで通常読み取られる。書類の真性の確認に加え、書類から読み取られ
た顔画像と書類所持者の顔画像を比較し、書類から読み取られた目の虹彩画像と書類所持
者の目の虹彩を比較することにより（いわゆる１：１検証、または個人の本人確認の検証
）書類所持者の自動検証を行うことも可能である。
【００３８】
　該処理は、ステップ２００において、電子パスポート１８を書類保持者の画像とデータ
のあるページを開いた状態で透明な表面２０に面して置くことにより始まり、ステップ２
０１において書類の自動検知が開始され、その後ステップ２０２において、選定された光
を使用した機械可読ゾーン（ＭＲＺ）のスキャニングが開始される。ステップ２１０にお
いて書類のページの残りの部分のスキャニングが行われ、ステップ２１１において選定さ
れた光によるスキャニングが行われる。その他の光の種類による書類の全ページのスキャ
ニングは、ステップ２１２において、すべての画像のスキャニングが終了するまで行われ
る。ステップ２１０から２１２と同時に次のステップが実行される。ステップ３１０にお
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いて、画像処理の準備ができているかを確認する。準備ができている場合は、ステップ３
１１において画像処理が行われ、ステップ３１２において画像コンテンツの分析が行われ
、ステップ３１３においてデータの読み取りが行われる。ステップ４１０において、スキ
ャンされた書類のＭＲＺの光学文字の読み取りが行われ（ＭＲＺにあるＯＣＲ－Ｂ文字）
、ステップ４２０においてチップデータの読み取りが行われる。ステップ５００において
書類保持者の指を指紋スキャナ７の上に置き、ステップ５０１においてハンドヘルドポー
タブルデバイスは指紋のスキャンを行う。
【００３９】
　さらなる手順では、ステップ６００においてデータ検証が行われ、ステップ６０１にて
報告書が作成され、ステップ６０２において書類から読み取られたデータと書類所持者に
ついてのデータに不一致があると、ステップ６０３において警告が発動される。ステップ
６００から６０３が行われると同時に、ステップ７００においてディスプレイのためのデ
ータおよび報告書の準備がされ、ステップ７０１においてオプティカルディプレイ５上に
てデータおよびレポートが表示され、ステップ７０２において書類および／または人物の
検証を行う権限をもった人物による視覚的コントロールが行われる。ステップ８００にお
ける視聴覚表示では、書類の読み取りプロセスの状況を表示し、書類の読み取りプロセス
が完了したことが示され、その後ステップ８１０において書類が書類のスキャニング／読
み取り場所から取り除かれると、ハンドヘルドポータブルデバイスは新たなスタート準備
、渡航書類および本人確認書類の新たな検証準備、ならびにパスポート、査証、またはＩ
Ｄカード（いわゆる１：１検証または本人確認検証）等の書類所持者の本人確認検査を行
う準備が整う。既述のように、人物が書類を所持していない場合でも、該ハンドヘルドポ
ータブルデバイスにより採取された生体データをハンドヘルドポータブルデバイスと有線
または無線手段により接続されているデータベースに送信し、データベースで検索を行う
ことで１：Ｎ検証、すなわち個人の本人確認を行うことも可能である。また、デバイス自
体に保存することができる指名手配人物の要警戒リストを確認することも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　開示された本発明の生体データの読み取り、渡航書類および個人書類の検証、ならびに
、当該書類の所持者の本人確認のためのハンドヘルドポータブルデバイスの添付の図面を
検査することにより、本発明のデバイスはパスポート（ＩＤ－３サイズ）等の書類（ＩＣ
ＡＯ　９３０３の推奨およびＩＳＯ　７５０１基準で定義されている）、様式Ａの査証（
ＩＤ－３書類に納めることができる）、様式Ｂの査証（サイズＩＤ－２）、ＴＤ１カード
（サイズＩＤ－１）、ＴＤ２カード／ラベル／ステッカー（サイズＩＤ－２）ならびに全
国ＩＤカードと運転免許証を読み取ることができることから、その利点と好機を判定する
ことは可能である。
【００４１】
　書類内ではアンテナ付きチップの位置は任意であることは知られているところであり、
このため、例えば、パスポートにおいては、このチップは前のカバーまたは後ろのカバー
、データページ、またはパスポートの真ん中のページにある。ページ内における場所また
は幾何学的配置は定義されていない。本発明のハンドヘルドポータブルデバイスでは、チ
ップおよびアンテナが置かれた書類内の場所に関係なく、またデバイス上の書類の主要な
唯一の位置に、読み取りおよび／または検証のために書類が設定されているかに関係なく
、チップの中身を読み取ることが可能である。これは、とりわけ　２つの　ＩＤ－３　書
類のサイズ（パスポートを開いた大きさ）に対応する大型アンテナにより可能となる。も
う一つの実施例においては、小さな寸法のアンテナを２つ配置することによってこれが実
現でき、この場合、各アンテナの範囲は、開いたパスポートの各半分をカバーする。
【００４２】
　また、書類の中の人物画像は、確認が可能な電子透かしにより保護されている場合があ
ることも知られている。本発明のハンドヘルドポータブルデバイスにより、書類のオプテ
ィカルスキャニングと適切な処理により得られた人物画像の電子透かしの有効性を確認す
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るコンテンツの抽出が可能になる。
【００４３】
　本発明によれば、前述されたハンドヘルドポータブルデバイスの仕様における利点に加
え、本デバイスは一つの位置において、同時に書類のオプティカルスキャニングと電子的
（無線）読み取りを行い、一方で柔軟な書類ホルダーのおかげで、作業者は書類をスキャ
ニング／読み取り位置に置いた後は手が自由になる。また、スキャニング／読み取りのた
めに書類を透明な表面に置くことにより、スキャニング／読み取りが自動的に開始される
ことも利点である。スキャニング／読み取りが行われる間、書類が置かれている場所はデ
バイスの背面であることから、作業者はデータの入力またはレポートを読むために、正面
に位置しているタッチセンシティブオプティカルディスプレイ５へ自由にアクセスできる
さらなる利点は、様々なサイズ（最大ＩＤ－３サイズ）および異なる厚さの書類の全体ペ
ージのオプティカルスキャニングが行われること、また書類のオプティカルスキャニング
は白色光、ＩＲ光、ＵＶ光により行われること、また書類の機械可読ゾーン（ＭＲＺ）の
データの自動抽出と読み取りが行われること、そして２Ｄバーコードの自動的なデータ抽
出と読取が行われること、および１Ｄバーコードのデータの抽出と読取が行われることに
反映されている。優れた利点は、スキャン書類から顔画像を抽出し、スキャン書類から抽
出された顔画像の電子透かしを確認することが可能であることである。該ハンドヘルドポ
ータブルデバイスは白色光、ＩＲ光、ＵＶ光を使用してスキャニング中に書類を照らすた
め、ＵＶ光で見ることができる保護的エレメントを抽出し、既知の書類のデータベースに
ある対応するフォームと比較し、照明角度の変更中に外観を変える保護エレメントの抽出
を行うことも可能であるという利点がある。接触型チップからのデータ読み取り（書類は
接触型カードホルダーＣＣＲに置かれる）、指紋のスキャニング、および指紋のスキャニ
ングと書類のスキャニング／読取を同時に行い、チップから読み取られた指紋とスキャン
された指紋の比較（１：１）、または２Ｄバーコードから読み取られた指紋とスキャンさ
れた指紋との比較が可能であること、また書類所持者の顔画像を撮り、スキャンされた書
類から抽出された顔画像と書類所持者の写真撮影で得られた顔画像との比較（１：１）、
またはチップから読み取られた顔画像と書類保持者の写真撮影で得られた顔画像との比較
が可能であることは、本デバイスのさらに有利な点である。もう一つの利点は書類所持者
の目の虹彩画像を撮り（写真撮影）、チップから読み取られた目の虹彩画像と書類所持者
の写真撮影により撮られた目の虹彩画像と比較する（１：１）ことで、より正確な書類所
持者の認識が行えることである。また、ハンドヘルドポータブルデバイスでは、確認書類
／人物に関するデータに付帯して位置および時間情報を与えることのできる内蔵ＧＰＳモ
ジュールを使用して、認識手順が実施された場所を特定する（いわゆるデータのジオタグ
（geo-tagging））ことも可能である。
【００４４】
　本発明のハンドヘルドポータブルデバイスは、有線または無線手段（図面および本発明
の説明に可能なインターフェースがリストされている）によりデータベースに接続するこ
とが可能で、書類／人物を指名手配中の書類／人物のデータベースと比較することができ
る。データベースはデバイス自体のメモリーに保存することも、また遠隔サイトに保存す
ることもできる。
【００４５】
　該デバイスの可能性と利点を説明するために、該デバイスは検査された人物／書類のデ
ータをデバイス自体のメモリーに保存、または後で保存データをデータベースに転送する
（有線または無線手段で）ことが可能で、またデバイスはコンピューティングセンターに
あるデータベースに接続されているため、渡航書類またはその他の本人確認書類（ＩＤカ
ード、運転免許証等）を所持しない人物の本人確認に関するクエリーを作成し、データベ
ースに送信することが可能であり、（検索１：Ｎ）、またその他の検証を実施することが
可能であることを述べておく。
【００４６】
　デバイスから、あるいはデバイスへのデータ転送をバッテリーを充電しながら同時に行
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うことが可能であることも利点であり、また、「稼働中」すなわち、デバイスの操作中に
バッテリーを交換することも可能である。
【００４７】
　生体データ読み取り、渡航書類および個人書類の検証、当該書類の所持者の本人確認の
ためのハンドヘルドポータブルデバイスは図面に示された特定の実施例を使って説明され
たが、公開されたソリューションは該発明を説明するためにのみ使用されており、構造の
細部、アセンブリの相互配置、構造の個々のエレメントの実施形態、およびプロセスの一
定のステップは前記の仕様と図面において説明および示されたものとの関係で変更される
ことがあるものの、これは以下の特許請求に定義されている該発明の概念からは逸脱して
いないことは明らかである。
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のレンズ付き光学センサ、および
複数の照明キャリア、
を備えるドキュメントスキャナを備える生体データ読み取り、渡航書類および個人書類の
検証、ならびに当該書類の所持者の本人確認のためのハンドヘルドポータブルデバイスで
あって、
選定された照明キャリアからの光が、スキャンされた書類から反射され、選択されたレン
ズ付き光センサに到達することを特徴とする、前記ハンドヘルドポータブルデバイス。
【請求項２】
　前記レンズ付き光学センサが長方形のマトリクスに組み立てられている、請求項１に記
載のハンドヘルドポータブルデバイス。
【請求項３】
　前記光学センサが、
ＣＣＤ光学センサ、および
ＣＭＯＳ光学センサ
からなるグループから選定されている、請求項１に記載のハンドヘルドポータブルデバイ
ス。
【請求項４】
　前記照明キャリアが列で組み立てられている、請求項１に記載のハンドヘルドポータブ
ルデバイス。
【請求項５】
　前記照明キャリアが発光ダイオード（ＬＥＤ）を備える、請求項１に記載のハンドヘル
ドポータブルデバイス。
【請求項６】
　前記照明キャリアが発色光、赤外線光、および紫外線光を放射する、請求項１に記載の
ハンドヘルドポータブルデバイス。
【請求項７】
　前記照明キャリアが、いずれの前記レンズ付き光学センサについても視覚角の外側に位
置している、請求項１に記載のハンドヘルドポータブルデバイス。
【請求項８】
　前記照明キャリアが、書類からの反射光線を使用する前記の選定されたレンズ付き光学
センサの視覚角の内側に位置している、請求項１に記載のハンドヘルドポータブルデバイ
ス。
【請求項９】
　前記ドキュメントスキャナが、
前記光学スキャナから画像を取り込むためのキャプチャリングデバイス、
キャプチャ画像を一次保存するためのメモリ、
前記光学センサの操作パラメータを設定する論理回路、
前記照明キャリアを制御する論理回路、
保存されたキャプチャ画像を送信するための制御信号を提供する論理回路、および
選定された光学センサのキャプチャ画像を同時に読み取るための共通データバス、
のデバイスグループから選ばれた少なくとも１つのデバイスをさらに備える、請求項１に
記載のハンドヘルドポータブルデバイス。
【請求項１０】
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接触型カードリーダー、
非接触型カードリーダー、
人物の写真撮影のための照明付きカメラ、
目の虹彩のスキャニングモジュール、
指紋スキャナ、
少なくとも書類の１ページを覆う電磁場があるアンテナ、
保存された暗号キーのあるＳＡＭ１およびＳＡＭ２チップのリーダー、
タッチセンシティブオプティカルディスプレイ、
機能キー付きコマンドパネル、
ＧＰＳモジュール、
Ｗｉ－Ｆｉモジュール、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、
ＷｉＭＡＸモジュール、
ＧＳＭ（登録商標）／ＧＰＲＳモジュール、
ＥＤＧＥ／３Ｇ／ＣＤＭＡモジュール、
ＴＥＴＲＡモジュール、
ホストコンピューターと通信する複数の通信ポート、
バッテリー、
筺体、
ラウドスピーカー、および
柔軟な書類ホルダー、
のデバイスグループから選ばれた少なくとも１つのデバイスをさらに備えている、請求項
１に記載のハンドヘルドポータブルデバイス。
【請求項１１】
ａ）　次の光学センサのためのキャプチャリングパラメータの設定、
ｂ）　次の光学センサの露出、
ｃ）　メモリーへの画像キャプチャと保存、
ｄ）　すべての光学センサが露出するまで、ステップａ）からｄ）を行う、および
ｅ）　メモリーに入れられたすべての保存画像から統合画像を作成、
のステップを含む、生体データ読み取り、渡航書類および個人書類の検証、ならびに当該
書類の所持者の本人確認のためのハンドヘルドポータブルデバイスによる書類スキャニン
グの方法。
【請求項１２】
　さらに、
ａ）　選定された種類の照明の点灯、
ａ）　最初の光学センサ一式による書類の機械可読ゾーンのスキャニング、
ｂ）　残りの光学センサによる書類ページの残りのエリアのスキャニング、および
ｄ）　すべての種類の照明に対応する画像が作成されるまで、ステップａ）からｄ）を行
う、
のステップを含む、請求項１１に記載の書類スキャニングの方法。
【請求項１３】
　さらに、
ａ）　前記ハンドヘルドポータブルデバイスのドキュメントスキャナの透明な表面に書類
を置く、
ｂ）　書類の存在の自動検知、および
ｃ）　スキャニング位置から書類を取り除く、
のステップを含む、請求項１１に記載の書類スキャニングの方法。
【請求項１４】
　さらに、
ａ）　キャプチャ画像の処理準備が整っているかの確認、
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ｂ）　処理準備の整っているキャプチャ画像の処理、および
ｃ）　処理済みキャプチャ画像のコンテンツ分析
のステップを含む、請求項１１に記載の書類スキャニングの方法。
【請求項１５】
　さらに、
ａ）　書類のデータ読み取り、
ｂ）　書類から読み取られたデータの検証、
ｃ）　書類から読み取られたデータと人物から採取されたデータとの比較、および
ｄ）　ステップｄ）において誤った比較がある場合の警告作成、
のステップを含む、請求項１１に記載の書類スキャニングの方法。
【請求項１６】
　さらに、
ａ）　書類スキャニングの状況を示す視聴覚表示、
ｂ）　ディスプレイ上に表示するためのデータおよびレポートの作成、
ｃ）　ディスプレイ上にデータおよびレポートを表示、および
ｄ）　ディスプレイ上のデータおよびレポートの視覚検査、
のステップを含む、請求項１１に記載の書類スキャニングの方法。
【請求項１７】
　さらに、
　スキャン書類（ＭＲＺにあるＯＣＲ－Ｂ文字）の機械可読ゾーン（ＭＲＺ）からの光学
文字およびバーコードの読み取り、
のステップを含む、請求項１１に記載の書類スキャニングの方法。
【請求項１８】
　さらに、
チップの保存データの読み取り、
のステップを含む、請求項１１に記載の書類スキャニングの方法。
【請求項１９】
　さらに、
ａ）　人物の指を指紋スキャナに置く、
ｂ）　指紋のスキャニング、
ｃ）　有線または無線手段でデバイスに接続されているデータベースへのデータ送信、お
よび
ｄ）　データベースの検索、
のステップを含む、請求項１１に記載の書類スキャニングの方法。
【請求項２０】
　さらに、
ａ）　人物の顔画像の撮影、
ｂ）　人物の目の虹彩画像の撮影、
ｃ）　有線または無線手段でデバイスに接続されているデータベースへのデータ送信、お
よび
ｄ）　データベースの検索、
のステップを含む、請求項１１に記載の書類スキャニングの方法。
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