
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
文書を複製および管理する方法であって、該方法は以下の工程（ステップ）からなる；
最初にグラフィックのマーキングおよびルールの要素を機密と考えられる文書に付与（ pl
acing on）する工程；
前記マーキング要素は、「機密文書」と「非機密文書」を区別し、かつ、文書の可読性に
悪影響を与えないが検知可能である、特殊なグラフィック要素で構成されることを可能に
し、前記マーキング要素は、機密文書と考えられる文書上にのみ存在し、かつ他の全ての
文書には欠けている、
前記ルール要素は、前記機密文書の全てに付与される；また、前記文書の複製に対する要
求および制限を定義する；また、文書の参照および同定要素を含む；これらのルール要素
は、文書が複写（ copying）のために提示されるとき、複製および管理装置が実行（ carry
 out）されなければならい複製用のオプションおよびアクションの情報を割り当てる（ al
low）；前記ルール要素は、マーキング要素を補完（ supplement）する；マーキング要素
のない文書は、ルール要素を有さず、また、マーキング要素を有する文書は、ルール要素
を有しなければならない；ルール要素は、文書自身の可読性の減損（ impairment）を最少
にする技術を用いて、文書上にコード化される；ルール要素が文書の複製を許可するが、
オリジナル（原稿）の改変がある場合には、改変の指示は、適切な用語を用いたルール中
に含まれる；
また、その後、以下の工程を実行する：
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（ａ）なされるべき複製作業の定義用に要求を提示すること（１０１）による、使用者に
よる原稿（ original document）の初期化；
（ｂ）複製されるべき原稿の提示（１０２）；
（ｃ）提示された原稿の番号付けおよび前記文書の論理要素への変換（原稿のデジタル化
（１０３））；
（ｄ）複製されるべき前記文書の論理イメージ上にマーキング要素があるかないかを検知
するためのサーチ（１０４）、および、それにより、複製されるべき文書が機密文書の場
合にはＹＥＳ論理値の、一方この文書にマーキング要素の検知がない場合には、前記文書
は非機密文書であることを示すＮＯ論理値の創出；前記論理値は、以下の工程のシーケン
スを決定する；
（ｅ）複製されるべき文書が非機密文書であると同定する（機密文書であることを意味す
るマークがないことにより文書が複製されるべきものであると同定される）場合、文書に
当初の複製要求がなされ、その要求が実施される（１０５）；
（ｆ）複製されるべき文書が、マーキング要素を有する、すなわち機密文書と同定された
場合には、そのとき、ルール要素を調査および解読するために分析（１０６）を行う；有
効（ valid）なルールが処理済文書（ processed document）中に検知された場合、この工
程の結果はＹＥＳ論理出力であり、文書がルール要素を有さず、また文書が（その旨の）
有効なルール要素を有する場合には、ＮＯ論理値出力である；
（ｇ）先行する工程（ｆ）の結果がＮＯ論理値である場合：要求を拒絶し、かつ、保安措
置を作動させる（ triggering）（１０７）；
（ｈ）先行する工程（ｆ）の結果がＹＥＳ論理値である場合：文書および使用者の要求上
のルール要素中で定義された要素を考慮する要求を許可するためのルールおよび制御を解
釈する（１０８）；表示（ expressed）された要求が許可されない場合、この工程の結果
はＮＯ論理値で、要求の拒絶（１０７）を引き起こし、また要求が許可された場合、ＹＥ
Ｓ論理値である；
（ｉ）先行する工程（ｈ）の結果がＹＥＳ論理値である場合、そのとき、機密文書上の要
求を処理（ process）する（１０９）；（その処理は）機密文書のルールの要求の性質か
ら出現する指示の機能として作り出される複製されるべき文書のデジタル化されたイメー
ジ化と、実行される複製操作のモニタリングしつつの原位置で（ in situ）での、または
遠隔保管（ remote archiving）での機密文書のルール、要素、平行管理の実施とであり、
（後者の実施は）おそらく使用者により提供される追加要素が伴うであろう、および；
（ｊ）要求の実行（１１０）；デジタル化された形式の文書は、紙文書に変換されても良
い。
【請求項２】
前記マーキング要素が文書中を通して現れることを特徴とする、請求項１の方法。
【請求項３】
文書が数枚の頁を有する時、該文書の各頁にマーキング要素が設けられ、また各頁は別々
に処理される、ことを特徴とする請求項１の方法。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか１項に記載の方法を実施するための装置であって、文書サーバー
を形成し、以下の関数モジュールからなることを特徴とする装置：
使用者が要求を定義しまた自分自身を同定することができるようにするユーザーインター
フェースモジュール（１１）、
複製されるべき紙文書を、提示された文書がコンピュータ処理できるように、論理要素に
変換するデジタル化モジュール（１２）、
許可されたとき、対応データ処理要素に基づく、使用者の要求により定義された複写を確
立する実行（印刷）モジュール（１４）、
データ処理モジュールである、分析モジュール（１６）、制御モジュール（１５）および
形成モジュール（１７）：
分析モジュールは、デジタル化された文書からマーキング要素およびルール要素を検知し
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て解読する様に設計された組込み式の（ built-in）アルゴリズムを有する；
制御モジュールは、全モジュールおよびそれらの結合力（ cohesiveness）を管理し、かつ
文書の複製を開始する；
形成モジュールは、複製が許可されたとき、原稿のデジタル化されたイメージから、その
マーキングおよびルールなしで、原稿のルール要素に含まれる修正指示に従い、その複製
されるべき認証済み文書のデジタル化されたイメージを構成する；（そしてこのようにし
て構成された文書がそれ自身のマーキング要素およびそれ自身のルール要素を有するよう
に構成される。）
【請求項５】
請求項４に記載の装置で、さらに以下からなることを特徴とする装置：
２つの同一の文書サーバー（１）を、対話し（ to dialogue）、または文書複製に必要な
いかなるコンピュータファイルをも交換することができるようにさせる通信モジュール（
１８）；および
要求された複写（コピー）が、複写を行う文書サーバーの外側の要求から起きる時に活性
化されるコンピュータモジュールであり、また、複製されるべき文書を把握し、受取り人
が自分自身を、文書を作成する文書サーバー受取り人と同定したときにだけ、それを解放
する、出力管理モジュール（１９）。
【請求項６】
請求項５に記載の装置であって、さらに、機密文書をプリントする全コンピュータシステ
ム（７２）に設けられたドライバ（駆動装置）（８２）を有し、前記ドライバ（駆動装置
）は文書サーバー（１）の通信モジュール（１８）に、所望の文書を構成するために必要
な全ファイルおよび特徴を転送する機能を有する、ことを特徴とする装置。
【請求項７】
請求項６に記載の装置であって、通信モジュール（８４）およびデータ保管マネージャー
（８５）を含むデータ保管サーバー（７３）を有し、前記データ保管サーバー（７３）は
、認証可能な文書（９２）が作られる時、この認証可能な文書から認証済み写しを作る要
求がなされた時、それを元に戻すため、そのコンピュータ化された同一物（ equivalent）
を保管し、また、その中では、前記文書サーバー（１～３）は、どの文書サーバーからど
のデータ保管サーバーへのアクセスをも管理するディレクトリーモジュール（２０）を有
する、ことを特徴とする装置。
【請求項８】
請求項７に記載の装置であって、文書サーバー上、認証可能な文書の提示および提示され
た文書に取り付けられたデータ保管サーバー（７３）からのプロムプト（ prompt）上に表
された認証済み取引の執行要求を受取ることになっている、どのコンピュータシステム中
へも組込まれる処理モジュール（８７）を有することを特徴とする装置。
【請求項９】
請求項１に記載の方法であって、マーキング要素が文書の少ない部分からさえも検知可能
であることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
本発明は文書複製または遠隔頒布装置による産業スパイ等の容易性を妨げることのできる
ものである。本発明は文書中における補完的なグラフィック要素の形成と、適合させた方
法の概念とを組み合わせることによって、ある種の機密文書の作成もしくは頒布を禁止ま
たは管理し、原稿とそのコピーとの区別を容易にするために固有の値を有するいくつかの
文書のコピーを所定のガイドラインに従って変更し、著作権に関する経費の支払いがある
場合にいくつかの文書の複製もしくは頒布を認可し、原稿発行者によって留保された電子
的原稿の直接の複製によって紙の原稿もしくはそのコピーを認証し、紙の原稿から電子的
コピーを作成し、あるいは原稿文書の発行者によって管理された電子的取引を行い、全体
的な文書の全体もしくはその一部のコピーをその抜粋から作成することを可能にする。
これらの目的のため、本発明の中枢は以下の機能、すなわち、文書を獲得し、一複製要求
を発現し、文書中の機密性を検出するために獲得文書の処理を行い、場合によっては文書
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に関連した複製規則を抽出し、複製規則を管理および適用し、もし電子的原稿の探索によ
って要求されれば、コピーされた文書を作成し、場合によっては、複製規則および発現さ
れた要求に従って、電子的コピーを作成し、もしくは電子的取引を実行することにある。
現在、文書作成もしくは複製の様々な特徴的要素においては文書に含まれた情報の機密性
もしくは作成された文書の使用に関して、以下のような、いくつかの危険性が存在する。
Ａ－企業に由来する紙原稿はいずれもその企業内のコピー機で簡易かつ迅速にコピーする
ことができる。原稿が消失しないため、そのコピーはいかなる痕跡も残すことなく容易に
社外に運んで企業に損害を与えることができる。
Ｂ－企業に由来する原稿はいずれもファクシミリシステムを用いて、その漏洩のいかなる
痕跡も残すことなく遠隔複製して企業に極めて大きな損害を与えることができる。
Ｃ－カラー複写システムは現在でも、また将来はより効率的な技術の統合によってますま
す、原稿に極めて忠実なコピーを作成することが可能であり、かなり豊富な専門的技術に
頼ることなくコピーと原稿との区別を行うことは困難である。
Ｄ－管理、財務もしくは取引に関する文書は、検知不可能な修正もしくは改竄によって、
元の文書の粉飾をもたらす変造を伴う権利の悪用（納税書式、出生証明書、領収書、契約
書、請求書、小切手等）を可能にする。
Ｅ－現在原稿の頒布のみに関して報酬を受け、これら原稿のコピーについては報酬を受け
ていない著者は、ある種の文書については多大な労力を強いられている。
Ｆ－ある種の文書もしくはそれらが抽出される全体的な文書はそれらの性質（製本、切り
抜き等）もしくはそれらの劣化（不完全な文書、部分的頒布）のため、それらの所有者に
よって容易にコピーできない。
Ｇ－共同プリンタで作成されるコンピュータ関連文書はいずれも機密性の高いものであっ
たとしても、その作成時とその所有者による回収時との間に第三者によって故意もしくは
偶然に見られてしまうことがある。
これら文書の頒布および使用の安全性に関する問題の全てに対して現在適用されている以
下の従来の解決法はあまり効率的ではないか、取り扱いにくいものである。
Ａ／Ｂ－これらの点は企業の戦略的文書の過酷な管理（錠と鍵）もしくは複製手段へのア
クセス制限によってのみ解決される。これは、ある種の文書の戦略的重要性評価が低いこ
と、もしくはその保護にまれにしか適用されない困難な規律のため、効果的でないことが
多い。
Ｃ－保護は、高度なグラフィック性あるいは適用が困難なもしくは高価な特定の媒体もし
くは技術（金属線、磁気インクもしくは軌跡、ホログラム等）の使用によって確保される
。これらの解法の複雑性によって、それらの使用は制限され、熟練者のみが正偽を区別可
能であることが多い。
Ｄ－現在、発行当局に対して文書で確認要求を行った場合にのみ絶対的なものになる認証
済みコピーのみが相対的な安全性を与える。このプロセスは困難であり、例外的に、また
既に疑惑のある場合のみに実施されることが多い。
Ｅ－著者の保護に関する法律のみがこのようなコピーの禁止を可能にするが、罰則は容易
に適用できず諌止的なものでないため、このような侵害を実際に防止するものはない。
Ｆ－現在、その制限の結果、利用者は文書の著者が同定可能であって要求に回答するため
の手段を有している時には自らの手で著者に要求を行うが、さもなければ、文書の「分解
」もしくは改変されたコピーの作成をしなければならない。
Ｇ－個人用プリンタの普及は組織および保守の点で問題を伴うものであり、より精巧な仕
事用に主な組織に共同プリンタを備えることを妨げるものではない。
本方法および本方法を実施するための装置は機密文書の作成、頒布および使用の安全性に
関するこの問題を解決することのできるものである。本発明を定義するに先立ち、装置に
よって処理可能な様々な種類の文書（これらのカテゴリは重複し得る）を定義するのが有
用であろう。
－第１のカテゴリは、その特徴により、機密性、法的価値、および固有の価値のいずれも
有しておらず、以下の分類のいずれにも属さない、自由に頒布可能なあらゆる文書に関す
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る。このタイプの文書は以下「通常文書」と称する。
－
第２のカテゴリは機密性のある、すなわち、自由に開示してはならない情報を含む文書に
関する。この第２のカテゴリは以下「機密文書」と称する。
－第３のカテゴリは取引もしくは権利能力を証明する文書に関するものであり、これらの
文書にはその信憑性が欠かせない。このカテゴリは、請求書、公文書、契約書、法令もし
くは管理文書、租税報告書、小切手、食券等を含むことができる。このカテゴリは以下「
認証可能な文書」と称する。
－第４のカテゴリはある種の仕事の結果として生じ、その頒布がその著作者に権利を支払
うことによって正当化されるあらゆる文書に関する。このカテゴリは書籍、雑誌等を含む
ことができる。この第４のカテゴリは以下「著者の文書」と称する。
－第５のカテゴリはそれと同一なコピー（もしくはほぼ同一な）コピーによって、可能な
コピーの派生的使用により、原稿の発行者に損害が生じ得るあらゆる文書に関する。実際
の文書のみが価値を有するが、それが含む情報には価値がない。このカテゴリは銀行券、
チケットおよび他の固有の価値を有する文書が含まれる。このカテゴリは以下「価値のあ
る文書」と称する。
「通常文書」以外の文書の全カテゴリを総称するため、「機密文書」という一般的なカテ
ゴリを使用する。
さらに、以下、紙媒体上の通常文書に関する紙文書と、紙文書への印刷要求後に対応する
文書の電子ファイル形式にある全ての定義に対応する電子的要素を特徴づける電子文書と
を区別する。
本発明を記載するにあたり、文書のデジタル形式を参照する。紙文書に関し、これは黒色
もしくは白色の基本点への分解を意味するか、もしくはカラー属性によって定義される。
この分解により、ファイルの電子的保存が可能になり、論理的処理の機会が得られる。
本発明の主な特徴は、処理すべき文書の付加的な特定のグラフィック要素の定義と実際の
処理の定義とに基づく以下の方法にある。
文書において、新たな要素は
－マーキングと
－ルールである。
「マーキング」とは「機密文書」と「通常文書」とを区別することを可能にする要素であ
る。この「マーキング」は、実際の文書の可読性を妨げないが文書の縮小部分でも検知可
能でなければならない全文書の特有のグラフィック性（可視か否か）によって達成される
。この「マーキング」は「機密文書」と考えられる任意の文書上に存在し、したがって、
任意の「通常文書」に欠けている。
ルールは全ての「機密文書」に関する要素であって、その関連する文書の複製に関するル
ールおよび制限を定義するものである。この要素は以下「ルール」と称する。複製ルール
および制限には「ルール」として統合されるべき与えられた文書の参照および同定要素に
関する知識が必要となることがある。これらの「ルール」は文書に、複製の機会に関する
表示や文書のコピーが要求された時に処理装置が達成しなければならない動作を関連づけ
ることができる。この要素は「マーキング」と補完的なものである（「マーキング」を有
していない文書には「ルール」がなく、「マーキング」を有する要素は「ルール」を保有
しなければならない）。「ルール」は実際の文書の可読性の改変を最小とするような方法
で文書上にエンコードされる。もしも「ルール」が文書の複製を可能にするが、原稿の改
変を伴うものである場合は、適当な（既存のもしくはこの目的で特に定義された）言葉を
用いて改変ガイドラインを「ルール」に含有させる。
「マーキング」および「ルール」の定義に使用される方法は実際の文書の探索および抽出
の観点から文書のデジタル化に適合するものでなければならない。
文書複製が要求された場合の対応する方法は以下の工程、すなわち、
－実施すべき複製作業の定義要求、
－複製要求に関係する原稿紙文書の提示、
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－原稿文書のデジタル化、
－文書の「通常性」もしくは「機密性」を決定するための文書の可能な「マーキング」を
検出するためのデジタル化の結果の分析、および提示された文書が「通常文書」である場
合の要求の実施、
－前工程で文書が「機密文書」と同定された場合、「ルール」を探索および抽出するため
の付加的な分析。異常時には可能な保全動作とともに要求の拒絶、
－前工程後に文書が「機密文書」と同定された場合、「ルール」に定義された要素と要求
および要求者を特徴づける要素に対する要求の認証管理、および、この要求が認証されな
い場合には可能な保全動作とともに要求の拒絶、
－前工程後に文書が「機密文書」と同定され、要求が認証された場合、要求者によって与
えられる補完的要素と組み合わされた、「ルール」で定義された動作もしくはそれらに由
来する動作の処理、提示された文書が機密文書であって複製が認証された場合、「ルール
」の解釈に由来するガイドラインに従った、要求された複製の作成。「機密文書」の認証
された複製の場合、「ルール」に与えられた動作もしくは前記「ルール」に由来する動作
の実施は原稿と比べて異なるもしくは改変された複製を得る効果を有し得るものであり、
同様に、達成された複製に関連する管理動作を発生し得るものである。また、「機密文書
」型の原稿から作成された文書はそれ自体の「マーキング」および「ルール」（原稿に関
連づけられたものとは異なっていてもよい）を有する「機密文書」である。
方法の実施のためには、上述の定義に対応する以下の「マーキング」が非制限的に提案さ
れる（正規化の手段としては可能な「マーキング」から１つのみを選択するのが好ましい
）。
第１の好ましい「マーキング」は実際の文書に基本点もしくは符号のぼかしを重ねること
からなる。
もう１つの好ましい「マーキング」は実際の文書に特有の基本厚さパターンを重ねること
からなる。
第３の好ましい「マーキング」は文書中のいずれかの特性に基本厚さの網目を重ねること
からなる。
本方法の実施のためには、「ルール」は英数字列によって、したがって、通常のデジタル
エンコーディング（１文字につき１バイト）の使用によって特徴づけられ得る数種の情報
を一連のバイナリ値で記述することができる。これらの値のエンコーディングはバーコー
ドの使用によって満たされる。しかしながら、配慮上な理由（「ルール」の挿入は文書の
美観を損ねるものであってはならない）および効率上の理由（デコーディングは）デジタ
ル化された文書の分析によって行われるがレーザビーム走査によっては行われない）で、
以下のエンコーディングを非制限的に提案する。
－所定の位置で数個の「ルール」を挿入する。
－各個はグラフィックヘディングと実際のデータからなる。
－ヘディングはその組のヘディングおよびデータの特性「ルール」の同定とコード化され
たデータの読取りの基点および方向の定義を可能にする。
－コード化されたデータは一連の等間隔基本厚さバーによって提示され、このバーの存在
もしくは不在が対応位置の値０もしくは１に対応する。
「ルール」とそれらが挿入される文書との間の依存性を増大させるため（すなわち、文書
の「ルール」が他の文書のより寛大なもので簡単に置換されるのを防止するため）、エン
コード化された値は文書に関連づけられた統計値（例えばページ中の文字数）により、解
読によって、読み取られた「ルール」と対応する文書との間に一貫性診断が確率されるよ
うに調整することができる。
「マーキング」のため、および「ルール」のために、赤外線のみを反射するインクを用い
てこれらを実現することができる。この場合、文書のデジタル化は文書の各基本点に「赤
外線」属性を与えるものとなる。この特有な「マーキング」は「価値のある」文書のみに
限定することができる。いずれかの装置が技術的に原稿と見分けのつかないコピーを作成
可能であるとすると、これは通常の「マーキング」および特有の「マーキング」の双方を
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検出することができる（他の装置はそれらの技術的制限により、充分に改変されたコピー
を作成し、この結果、これらのコピーは「機密文書」とは考えられない）。
本方法を「機密文書」の局部的な複製に用いるために、以下の装置が定義される。この装
置は以下の機能的モジュール、すなわち、「ユーザインタフェースモジュール」、「デジ
タル化モジュール」、「分析モジュール」、「制御モジュール」「形成モジュール」およ
び「印刷モジュール」を備える。
－ユーザインタフェースモジュールはコピー機型システムの現存の特性を含むことができ
、利用者にその要求を定義する機会を与え、獲得もしくはバッジの提示によって利用者が
その正確な同定（名前、パスワード、役務等）を行うことができるようになっている。
－「デジタル化モジュール」は通常のデジタイザ（スキャナ）とすることができ、必要な
らば、一連の文書を導入してデジタル化するために給紙を自動化することができる。デジ
タイザは、提示された文書の黒色および白色の基本点への分解もしくは場合によってはカ
ラー属性を与えるものである。「マーキング」および「ルール」が赤外線のみを反射する
インクを使用する場合、デジタイザは通常のデジタル化に加えて、文書の各基本点に赤外
線属性を与えることができなくてはならない。
－「分析モジュール」、「制御モジュール」および「形成モジュール」のためには、機能
は装置の全モジュールの駆動に応じる内部通信バスを備えた演算手段（マイクロプロセッ
サ等）によって実施される。分析モジュールはデジタル化された文書からの「マーキング
」および「ルール」の検出および抽出に適したアルゴリズムを含む。「制御モジュール」
は全モジュールの制御および結合を実施する。「形成モジュール」は、（認証された場合
に）原稿文書のデジタル画像から、原稿のルールに含まれた変形ガイドラインを尊重しな
がら、「マーキング」および「ルール」のない作成すべき文書のデジタル化画像を形成す
る。このように構築された文書はそれ自体の「マーキング」および「ルール」を備えてい
る。
－「印刷モジュール」は利用者の要求が認証された場合、その要求によって定義された紙
のコピーを対応する電子的要素から得ることを可能にするものであり、デジタルコピー機
もしくはプリンタに現存するアナログモジュールで実現することができる。「マーキング
」および「ルール」が赤外線のみを反射するインクを用いる場合、「印刷モジュール」は
その印刷を実施しなければならない。
このように定義されたモジュールの組は以下「文書サーバ」と称される機能手段を構成す
る。「文書サーバ」と称される機能手段は以下の本発明の特徴による新たな機能モジュー
ルによって完成することができる。
このように定義された装置は利用者が（「マーキング」によって機密と同定された）
－「機密文書」を複製したい時に以下の動作をすることが可能である。
「ユーザインタフェースモジュール」を介して利用者を参照する、提示された「ルール」
の解読に由来する認証制御の実施、
－「機密文書」型文書の非認証複製の場合に保全システム（原稿の捕捉、警告等）の作動
、「著者の文書」型文書の複製の場合に権限を有する者もしくは機関が著作権の定期的な
報告を得られるようにするためのその文書に関する著作権課金、原稿に関する複製に由来
する文書の変形ガイドラインを実施することによる原稿に対して変形されたコピーの発生
。
これらのガイドラインはルールの解釈に由来し、特に、非制限的には「価値のある文書」
型の文書のためのものである。
遠隔複製の場合に本方法を実施するためには、２つの新たな機能モジュール、すなわち「
通信モジュール」および「出力管理モジュール」を含みさえずれば、上述のものと同様の
装置を使用することができる。これら２つのモジュールは「文書サーバ」と称される機能
手段に属する。
－「通信モジュール」は文書の複製に要する任意の電子ファイルを２つの「文書サーバ」
間で対話および交換させることを可能にする。よって、受信側の「文書サーバ」は発信側
の「文書サーバ」の複製要求を実施する。これら２つの「文書サーバ」は共に本発明によ
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る上述の方法を全体的に尊重する。「通信モジュール」はファクシミリ装置もしくはコン
ピュータネットワークに接続されたコンピュータステーションの同等なモジュールを含む
ことができる。このレベルでは、機密レベルでデータ伝送の安全性を保証するあらゆるプ
ロトコルを組み込むことができる。
－「出力管理モジュール」は要求されたコピーが（他の装置からの）外部要求に由来する
場合に作動されるコンピュータモジュールであり、作成されるべき文書を保持し、受信先
が受信側「文書サーバ」であることを自ら同定した場合のみ、これを解放する。
「機密文書」を局所的もしくは遠隔的に複製するだけでなく、「機密文書」の原稿を作成
するためにも、本装置は、その作用が変更されている他は上述の定義と同一な「文書サー
バ」と称する前記機能手段を維持する。同時に、機密文書印刷用に提供された各コンピュ
ータシステムには「ドライバ」が付加されている。この「ドライバ」は、コンピュータシ
ステムの通信能力を使用することによって、このシステムのアプリケーションに由来する
デジタル形式にある実際の文書、文書に関連した「ルール」もしくはそれらの再構築を可
能にする要素、および実際の特性（用紙フォーマット、表裏、印刷すべきページ、標本数
、配向等）や、作成すべき文書が「機密文書」である場合の受信側装置に対する発行者の
識別を、「文書サーバ」の「通信モジュール」に送るために提供された、ホストコンピュ
ータに組み込まれたコンピュータモジュールである。これらの情報の伝送によって、装置
が遠隔複製要求から局所複製と同一の方法を用いて、機密文書の原稿の印刷を実行するこ
とが可能となる。
「認証可能な文書」の原稿の作成およびこれら原稿からの認証されたコピーの作成の場合
に本方法を実施するためには、上述のように定義された「文書サーバ」および「ドライバ
」を備えた装置は２つの新たな機能モジュール、すなわち、「文書サーバ」なる機能手段
に組み込まれた「ディレクトリモジュール」と、「保管サーバ」とを含む。「ディレクト
リモジュール」は電子モジュールであり、局所的に電子的アドレス（電子通信ネットワー
クがその意図した相手と通信セッションを成立できるようにするもの）を、ルールによっ
て定義されるように、発行機関の同定と対応させる。
－この「ディレクトリモジュール」は（「ユーザインタフェースモジュール」のレベルに
おける適当な対話もしくは「文書サーバ」所有者のコンピュータシステムとのコンピュー
タリンクを介して）完全に同定された権限のある機関からの文書のみを認証可能とするよ
うに、「文書サーバ」所有者によって更新される。これによって、架空の機関を参照する
誤った「ルール」の使用が防止される。この場合、偽造者が装置とこの偽の機関との間に
リンクを成立させることが不可能なため、装置は文書の認証をすることができない。
－「保管サーバ」は充分な記憶、処理および通信特性を有する従来のコンピュータシステ
ムである。これは主として２つの機能的サブモジュール、すなわち、（保管システムの）
「通信モジュール」および「保管マネージャ」からなる。
－この（保管サーバの）「通信モジュール」は「保管サーバ」が「認証可能な文書」の原
稿を作成しなければならない任意のコンピュータシステムおよび「認証可能な」文書の認
証されたコピーを作成しなければならない任意の「文書サーバ」と通信することを可能に
し、
－「保管マネージャ」は、「認証可能な文書」の原稿の作成および「認証可能な」文書の
認証されたコピーの作成のために「保管サーバ」に必要なあらゆる管理および制御を実施
する。
よって、コンピュータシステムが「文書サーバ」上で認証可能な「機密文書」を作成する
場合、同時に、装置に関連づけられた「ドライバ」は「ルール」を定義する補完的な要素
を伴った電子形式にある同一の文書を「保管サーバ」に送る。利用者が「文書サーバ」上
の「認証可能な文書」の認証されたコピーを得たい時には、「マーキング」の検出による
文書の機密性の同定と「ルール」解釈に続く認証制御の後に、複製すべき文書にリンクさ
れた「保管サーバ」はその「保管サーバ」が要求の実施に要する電子的要素を送ることが
できるように探索される。提示された原稿が、対応する保管された電子的原稿の抜粋のみ
を有する場合、「保管サーバ」は要求者が、全体的な文書を定義する必要な全ての要素を
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「文書サーバ」に送ることによってその要求を拡大することを可能にする。この「保管サ
ーバ」は、要求の実施と同時に、あらゆる必要な付加的認識制御もしくはコピーの配布に
関連するあらゆる管理動作を行う。また、これはコピーの作成に関して（例えば、コピー
の印をコピー上に明瞭に存在させ、また、このコピーの日付を得るために）、提示された
原稿にエンコードされた「ルール」と補完的なガイドラインを送出することができる。ま
た、「保管サーバ」は必要に応じて著作権使用料を管理することもできる。
「認証可能な文書」からは、電子的コピーの獲得も、さらに電子的取引の実施（例えば、
機関Ｘによって発行され、利用者Ｙによって提示された小切手がＸの保管システムの管理
下においてＸの口座からＹの口座への移動すること）さえも、提示された原稿に依存する
ものの、紙コピーの獲得よりも良好に行うことができる。
「認証可能な文書」の原稿から認証された電子的コピーの作成もしくは電子的取引を行う
場合に本方法を実施するためには、上述のように定義された「文書サーバ」、「ドライバ
」および「保管サーバ」を備えた装置は新たな機能モジュールとして「処理モジュール」
を含む。
－この「処理モジュール」は必要な認証された電子的コピーもしくは取引を受信しなけれ
ばならない任意の電子システム上に組み込まれるもので、これは、必要な要素をホストコ
ンピュータ上で作成するために「文書サーバ」のレベルで発現される要求に従って、「保
管サーバ」からの電子的要素の受信を管理する。「文書サーバ」は「機密文書」の処理に
必要な全ての分析および制御処理を実施する。
本発明を例示する添付図面は以下の通りである。
－図１は本方法のフローチャート、
－図２～４は本方法の定義による好ましい「マーキング」の様々な例を示す図、
－図５は本発明による好ましい「ルール」の出現を示す図、
－図６は第１のタイプの好ましい「マーキング」を用いた文書中における様々な「ルール
」の出現配置例を示す図、
－図７は好ましいパターンタイプの「マーキング」による「ルール」のエンコーディング
における変更を示す図、
－図８は局所複製の場合における本方法を実施するための装置の機構的構成および作用を
示す図、
－図９は遠隔複製の場合における本方法を実施するための装置の機構的構成および作用を
示す図、
－図１０はコンピュータシステムからの印刷の場合における本方法を実施するための装置
の機構的構成および作用を示す図、
－図１１は認証可能な原稿の作成の場合における本方法を実施するための装置の機構的構
成および作用を示す図、
－図１２は認証可能な原稿からの認証された紙コピー、認証された電子的コピーもしくは
認証された電子的取引の作成の場合における本方法を実施するための装置の機構的構成お
よび作用を示す図である。
以下、これらの図面を参照して本発明を詳細に説明する。
本方法は以下の工程からなる。
－要求の形成（１０１）
本方法は提示される原稿に対してなすべき作業に言及する複製要求によって開始される。
この定義によって、特に、用紙および出力フォーマット、コピー数、コピーの局所性もし
くは遠隔性を定義することができる。提示された文書がより全体的な「認証可能な文書」
の一部を有するに過ぎない場合、要求者はこのレベルで、認証されたコピーが欲しいこと
のみを示す。この場合、全要求は要求認証制御工程（１０８参照）で定義されている。
－紙原稿の提示（１０２）
要求後、複製すべき文書が提示される。したがって、複製すべき単数もしくは複数のペー
ジは所望の順番で提示される。しかしながら、本方法では、各ページは別個に処理される
一体の要素であり、以下の工程は提示されたページの各々に従って異なった動作を生じる
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。提示された文書は、この文書が認証可能な文書型の文書である場合および要求者が全体
的な文書の全体もしくは一部のコピーを、提示された抜粋に依存することなく得たい場合
には、より全体的な文書の抜粋のみを有するものであってもよい。
－紙原稿のデジタル化（１０３）
論理アルゴリズムで処理されるべく、物質要素である紙原稿は論理要素に変換される。
この目的で、デジタル化は提示された各ページを点マトリックスにモデル化する。
文書上の情報を具体化するために使用される技術に従って、白色、黒色、カラー、赤外線
もしくはその他の属性が各点に関連づけられる。
－「マーキング」探索（１０４）
各ページの論理画像上で（すなわちデジタル化後に）「マーキング」の存在を検出するた
めに探索が実施される。「マーキング」は本発明で予め定められ、正規化されたグラフィ
ック要素であり、検出アルゴリズムは選択された「マーキング」に従って定義することが
できる。このアルゴリズムは印刷およびデジタル化の不完全さに対応するエラーマージン
を考慮しなければならない。この工程の結果は論理値であり、処理された論理ページ上で
「マーキング」が検出されればＹＥＳ、論理ページ上で「マーキング」が検出されなけれ
ばＮＯである。この値は後続の処理工程を条件づける。
－「マーキング」が検出されない場合の処理（１０５）
処理されたページ上で「マーキング」が検出されなかった場合、このページは「通常文書
」であるため、当初の要求がこのページについてなされる。しかしながら、同一の要求の
ために提示された全ページが「通常文書」である場合のみ、全体的な要求は一体的に考慮
される。
－「マーキング」が検出された場合の処理：「ルール」の探索および一貫性制御（１０６
）「マーキング」が存在する場合、文書は「機密文書」と考えられる。この場合、複製制
限が定義され、「ルール」の形式で文書中に挿入される。本工程の目的は前記ルールを検
出しかつそれらの正当性をチェックすること、ならびにそれらを抽出することにある。ル
ールは所定のかつ正規化されたグラフィックバイナリコーディングの形式にあり、検出お
よび抽出アルゴリズムは、エンコーディングに必要であればバイナリ正当性制御を含んで
定義することができる。エンコーディングがページ内の数カ所に与えられている場合、多
様な出現の解読一貫性制御が実施される。エンコーディングが実際の文書の内容に関連す
る統計値によって調整されている場合、これらの統計値は抽出された「ルール」の値の有
効性を調べるために再計算される。この工程の結果は論理値であり、処理されたページ上
で正当な「ルール」が検出されればＹＥＳ、文書が「ルール」を含んでいないか不当な「
ルール」を含んでいればＮＯである。この値と同時に、適切な処理のためにより詳細な診
断を与えることもできる。
－「マーキング」が存在し、正当な「ルール」が存在しない場合の処理（１０７）。この
場合は異常（本方法は「マーキング」と「ルール」との補完的存在を定義する）と考えら
れ、処理されたページに関する当初の要求は拒絶される。さらに、警報、原稿の捕捉、要
求および著者の記録等、保全動作を起こすことができる。
－「マーキング」が存在し、正当な「ルール」が存在する場合の処理（１０８）。発現さ
れた要求が認証されていること、および要求者に対する付加的な制御が行われていること
（認証は要求者もしくは要求自体の特性に依存し得、例えば、局所複製は認証されるが、
遠隔複製は認証されない）を確認するため、「ルール」を解釈する。発現された要求が認
証済みコピーを得ることに関する場合、あらゆる機密文書に対して体系的になされる認証
制御とは独立して、提示された文書が実際に「認証可能な文書」であることをチェックす
るために付加的な制御が行われる。この場合、要求者が必要に応じてその要求の定義を達
成し、あるいは放置することさえもできるように、提示された「認証可能な文書」に対応
する全体的な文書の電子的原稿を特徴づける要素が探索される。これらの制御の末に論理
値が更新される。すなわち、発現された要求が認証されないか維持されない場合にはＮＯ
であり、要求が認証されかつ維持される場合（制御工程は要求者が受諾もしくは拒否でき
る使用料を提示することができる）にはＹＥＳである。
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－要求が認証されないか、維持されない場合の処理（１０７）
「マーキング」が存在しかつ正当な「ルール」が存在しない場合と同様に、要求は拒否さ
れ、当初の要求が権限のない者による「機密文書」型文書を侵害する企てに対応する時に
は保全システムを作動させることができる。
－「機密文書」に対する認証された要求の場合の処理（１０９）
作成すべき文書のデジタル化された画像が、要求の特質および「ルール」の作用に由来し
、さらに原稿に対する変更（マスキング、重ね印刷、カラー抑制、グラフィック変更等）
を含むガイドラインに従って生成される。この結果、提示された文書に由来するデジタル
画像に関するものではなく、認証済みのコピーを要求した時に提示された文書にリンクさ
れた電子的原稿に由来する実際のコピーの画像を構築することができる。これらのガイド
ラインは適当な言葉で表現された基本的な命令により、ルールに従ってエンコードしてお
くことができる。このようにして作成された画像は、原稿文書の「マーキング」に依存し
ない適当な「マーキング」および当初の「ルール」とは異なっていてもよい適当な「ルー
ル」（特に、得られたコピーの複製権は原稿のものとは異なっていてもよい）を含む。作
成された文書に対するこれらの直接的な作用に加え、（「ルール」に含まれた情報による
）著作権課金に関して、または機密文書の作成管理の全体（日時、作成された文書の参照
、要求者の同定等）について付加的な作用を適当な管理者との協議の上で行うことができ
る。
－要求の実施（１１０）
デジタル形式の文書を紙文書に変換する。
この方法の実施のためには予め定められ、かつ正規化された「マーキング」を確立しなけ
ればならない。このため、本発明は様々な典型的な「マーキング」を推奨する。
図２～４はこれらの「マーキング」を示すものである。
以下の定義において、基本的厚さが示された場合、これは印刷可能であり、かつ次いでデ
ジタル化が選択された後に検出可能な最小の厚さを意味する（これらの制限を部分的に補
償するアルゴリズムによって調整することが可能である）。
第１の好ましい「マーキング」は、段落もしくはグラフィックである数個の一貫した部分
からなる典型的な文書（２０１）に関する（本例ではこの文書は２つの段落（２０２）お
よび（２０３）である２つの一貫した部分を有する）。一貫した部分の他に、文書は２つ
の主なマージン（２０４）および一貫した部分を分離するマージン（２０５）を有する。
文書を構成する文字（２０７）もしくはグラフィックの外側の一貫した部分にのみ、独立
した点（２０６）が予め確立された密度標準に従って、テキストおよびグラフィックの印
刷成分上に重なることなく、全一貫部分内に配されている。図２とは異なり、点は充分に
薄く、文書の可読性を変化させない（ここでは図示の便宜上、これらは強調されており、
また、使用された密度は正規化に使用されるものとして代表的ではない）。好ましくは、
点は（文書の可読性を損なわないような基本的厚さを有する）より複雑なシンボルで置き
換えることができる。
第２の好ましい「マーキング」は典型的な文書（２１０）であって、パターンを重ねるよ
うなテキストとグラフィック要素（２１１）との組を含む。本例では、パターンは平行な
斜線（２１２）からなり、これらは文書の可読性を損なわないような基本的厚さを有して
所定の間隔に沿って文書の一端から多端へ延びている。
第３の好ましい「マーキング」は典型的な文書（図示せず）であって、各文字（２２１）
を、基本的厚さを有する矩形の網目で囲ったものである。
好ましい「ルール」はいくつかの同一の出現部の形式で文書上にエンコードされる。各出
現部はヘッディング（２３１）およびデータ部（２３２）からなる。ヘッディング（２３
１）は出現部の同定およびその読み取り方向の決定を可能にする。この目的で、好ましい
ヘッディングは、基本的厚さの「＋」記号（２３３）と、それに続く基本的厚さの配向バ
ー（２３４）を備えている。このヘッディング（２３１）データ部（２３２）の同定およ
び解読を可能にし、データ部（２３２）では所定の間隔で基本的厚さのバーがその存在（
２３５）もしくはその不在（２３６）によってバイナリ値０もしくは１を与えている。こ
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れらのバイナリ値を組み合わせることによって、「ルール」の解釈可能な値の再構築が可
能になる。同一の文書に数個の「ルール」が挿入され、したがって、例えば、ぼかし点型
の「マーキング」を用いる典型的な文書（２４１）において、文書を囲む主なマージンと
、文書（２４２）の段落、グラフィック等からなる各一貫部分を分離する中間マージンと
を定義することが可能である。主なマージンのそれぞれについて、その各端および得られ
る領域の中央（２４３）に「ルール」を挿入する。同様に、中間的なマージン（２４４）
のそれぞれについて、その各端および得られる領域の中央に「ルール」を挿入する。
使用される「マーキング」がパターンタイプの「マーキング」である場合、「ルール」の
グラフィック性は２つのパターン要素（２５１）の間に挿入されるように適合させる。こ
こでも「ルール」はヘッディング（２５２）およびデータ部（２５３）からなり、これら
の要素（（２５４）（２５５）（２５６）および（２５７））のエンコーディングを構成
する記号およびバーはそれらの間の、そして妥当であれば、それらとパターンとの間の平
行性を維持するように適合させる。
局所複製に使用するべく本方法を実施するために提案される装置は「文書サーバ」（１）
によって実現され、これは主として以下の機能モジュール、すなわち、「ユーザインタフ
ェースモジュール」（１１）、「デジタル化モジュール」（１２）、「制御モジュール」
（１５）、「分析モジュール」（１６）、「形成モジュール」（１７）および「印刷モジ
ュール」（１４）を含む。この「文書サーバ」（１）は利用者（３１）が原稿文書（４１
）から紙コピー文書（４３）を要求することを可能にする。このために、利用者（３１）
はその原稿（４１）を「デジタル化モジュール」（１２）に導入し、そのコピー作業を「
ユーザインタフェースモジュール」（１１）に対して定義する。この要求に続いて、「ユ
ーザインタフェースモジュール」（１１）はこれを「制御モジュール」（１５）に送る。
このモジュール（１５）は「デジタル化モジュール」（１２）をこれが紙原稿（４１）か
ら電子型手段の使用可能なデジタル化された文書（４２）を与えるように制御する。提示
された文書（４１）の最初のデジタル化文書（４２）画像が得られたら、「制御モジュー
ル」は「分析モジュール」（１６）に要求を行う。このモジュール（１６）は実際の基本
文書（４４）、すなわち、いかなる「マーキング」も「ルール」に対応するいかなる要素
も含まないものを最初のデジタル文書（４２）から抽出する。この結果と同時に、分析モ
ジュールは「マーキング」が存在するか否かを決定し、この検出が陽性である場合には「
ルール」を探索し、これらを読み出して、それらから使用可能な電子的ファイル（４５）
を形成する。このモジュール（１６）はこのレベルで「ルール｝と提示された文書（４１
）との間の合一性を検査する。この合一性に関する診断は使用可能な「ルール」（４５）
に組み込まれる。「マーキング」が検出されない場合は、原稿（４１）が「通常文書」型
文書であることを意味し、「制御モジュール」（１５）は「形成モジュール」（１７）に
基本デジタル化文書（４４）から直接に最終的なデジタル化文書（４７）を形成するよう
要求する。次いで、「制御モジュール」（１５）は「形成モジュール」（１７）に最終的
なデジタル化文書（４７）から、要求されたコピー（４３）を直接得るよう要求する。「
マーキング」が検出され、かつ「ルール」が読み取り不能である場合もしくは読み取り「
ルール」の異なった出現部がそれらの間で一貫していないか提示された文書（４１）に対
応していない場合、「制御モジュール」（１５）は分析（４２）および（４５）に由来す
るファイルを破壊することによってコピーの達成を拒絶し、また、「ユーザインタフェー
スモジュール」（１１）への要求もしくは警報、原稿の捕捉等の保全動作の開始によって
利用者に警告することができる。「マーキング」が検出され、かつ一貫した「ルール」が
読み取られた場合、制御モジュールはこれらの「ルール」を処理して、対応する処理を達
成する。コピー（４３）を作成しなければならず、かつ原稿が「機密文書」である場合、
「制御モジュール」は作成すべき文書（４３）に関連した新たな「ルール」（４６）を構
築し、これを「形成モジュール」（１７）に渡す。このモジュール（１７）は基本デジタ
ル化文書（４４）および新たな「ルール」（４６）から、実際の文書、「マーキング」、
およびこの文書にリンクした可能な「ルール」を含む、作成すべき文書（４３）のデジタ
ル化文書（４７）の形式にある画像を形成する。次いで、「印刷モジュール」がこの電子
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的モデル化（４７）から、作成すべき文書（４３）を構築する。
第１の好ましい「マーキング」（ぼかし点）について、「マーキング」探索は以下のよう
にして行うことができる。
－提示された文書の一貫した領域、例えば領域（２０２）および（２０３）の探索。この
ために、文書中の、基本点（「ドット」）の幅が所定の幅よりも大きく、また高さも同様
に大きな白色の矩形部分（提示された独立点の密度が所定値よりも低い場合にその部分は
白色と考えられる）を全て除去する。この結果、図２の例ではマージン（２０４）および
（２０５）が除去される。「ルール」（好ましくは＋記号もしくはバー）の出現部に属す
る可能性のある任意のグラフィック要素はこの探索で「白色部」と考えられる。
－前段階で得られる領域から、例えば部分（２０２）および（２０３）の場合、可能性の
ある表面を全領域の基本的印刷点で計測する。これによって数ＮＤＯＴが得られる。この
領域では数個の基本的印刷点の配置で特徴づけられるあらゆる印刷要素が探索される。こ
れは、例えば文字の場合、例えば図３の場合、（２０７）と同等な文字である。これら全
要素の全体的な表面をドットで計測し、ＮＵＴＩＬを得る。新たな探索によって、全ての
独立した印刷基本点の計測が可能になり、ＮＭＡＲＱが得られる。
－前回の結果から、マーキング密度は式Ｄ＝ＮＭＡＲＱ／（ＮＤＯＴ－ＮＵＴＩＬ）で計
算される。この密度は「マーキング」を特徴づける正規化された密度と比較される。この
比較の結果は提示された文書の機密性もしくは通常性を定義するための診断に用いられる
。
第２の好ましい「マーキング」（パターン）について、探索はパターン（２１２）のビッ
トの全出現を検出するために全文書（２１０）上で実施される（この例では、例えば、パ
ターンの１つのビットを基本的厚さと少なくとも１ｃｍの長さを有する斜めのバーとして
定義することができる）。このようにして見出された要素の数およびそれらのページ中に
おける地理的分布に従って、正規化されたパターン存在の診断を行うことができ、この結
果、提示されたページの「機密文書」もしくは「通常文書」の特性に関する診断を実施す
ることができる。
第３の好ましい「マーキング」（網掛け）について、探索はページ全体においてそれを構
成する文字（２２１）を同定するために実施される。各同定された文字について、その文
字が基本的網目（２２２）によって囲まれているかどうかがチェックされる。文書がその
ページ中にこのような囲いを有する文字を所定数より多く有している場合、その文書は「
機密文書」あるいは逆に「通常文書」と考えられる。
文書が（「マーキング」の検出後に）「機密文書」と考えられる場合、「ルール」のあら
ゆる出現が探索される。このために、配向バー（２３４）もしくは（２５５）によって妥
当性が明らかにされる「ルール」（２３３）もしくは（２５４）のグラフィック識別子の
探索がある。このように定義されたヘッディング（２３１）もしくは（２５２）の検出後
、データ（２３２）もしくは（２５３）が探索される。このために、各基本的間隔におい
て、バーの存在（２３５）／（２５５）もしくは不在（２３６）／（２５７）の検出が行
われる。完全な検出によって、出現のエンコーディングの解読、さらにその妥当性の確認
も可能になる。エンコーディング統一性制御値（例えば総制御バイナリ）が定義されれば
、この妥当性は制御される。数個の「ルール」が検出される場合には、それらの一貫性が
確認される。エンコードされた値が、提示された文書にリンクされた統計値によって調整
される場合、これらの統計値は読み取られた「ルール」と提示された文書との合一性をチ
ェックするために再計算される。
文書が制限を伴って複製され得る場合、「制御モジュール」は文書（４１）の「ルール」
（４５）の解釈に由来する処理にリンクする。この処理は例えば、以下のものを含む。
－利用者（３１）が「ルール」で定義されたアクセスを行う認証のための「ユーザインタ
フェースモジュール」（１１）への制御要求、
－文書が「著者の文書」である場合の著作権課金、
－複製が認証された場合に、作成すべき文書（４３）に関連づけられた「ルール」である
「最終ルール」（４６）を「最初のルール」（４５）から形成すること、
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－基本デジタル化文書の変形のためのガイドラインの可能な送出を「形成モジュール」（
１７）に要求すること、これらのガイドラインは最初の文書（４１）の「ルール」の解釈
に対応する。
「形成モジュール」（１７）が「最終デジタル化文書」（４７）の形成を終了した時に「
制御モジュール」（１５）は「印刷モジュール」（１４）に要求を行う。
（「分析モジュール」の診断後もしくは「ユーザイターフェースモジュール」（１１）に
対する利用者（３１）同定の要求が失敗した後に）複製が認証されない全ての場合、「制
御モジュール」は保全システム（警報、原稿の捕捉等）を作動し、装置中における最初の
文書（４１）から構築されたあらゆる内部要素、すなわち「内部デジタル化文書」（４２
）、「内部ルール」（４５）および「基本デジタル化文書」（４４）を破壊することがで
きる。
複製すべき文書（４１）が「通常文書」型の文書である場合、「形成モジュール」（１７
）は「基本デジタル化文書」から直接「最終デジタル化文書」（４７）を構築する。他の
場合、「最終デジタル化文書」（４７）は「基本デジタル化文書」（４４）、「最終ルー
ル」（４６）、および「制御モジュール」（１５）から送出される可能性のある変形ガイ
ドラインから構築される。「形成モジュール」（１７）はこれらの要素に新たな「マーキ
ング」を導入する。
本方法を遠隔複製に使用するべく実施するために提案された装置は、さらに遠隔複製に用
いられるモジュール、すなわち「通信モジュール」（１８）および「出力管理モジュール
」（１９）を含む「文書サーバ」（１）によって実現される。
利用者（３１）がその「文書サーバ」（１）に、文書（４１）をその相手先に相手先（３
１）の遠隔「文書サーバ」（２）を介して伝送することを要求する場合、その利用者（３
１）は局所コピーのためにその文書（４１）をその「文書サーバ」（１）に導入する。利
用者（３１）と相手先（３２）の２つの「文書サーバ」（１）および（２）は同一である
。モジュールの駆動は関係する「文書サーバ」の「制御モジュール」（１５）によって達
成される。送信側「文書サーバ」（１）の「ユーザインタフェースモジュール」（１１）
を介した要求の発現後、送信側（１）の「デジタル化モジュール」（１２）はデジタル形
式にある文書（４２）を作成する。この文書（４２）は局所コピーを得るためのものと同
一の原則に従って送信側（１）の「分析モジュール」（１６）によって分析される。この
送信側（１）のモジュール（１６）は、局所操作の場合と同様に、基本デジタル文書（４
４）（いかなる「マーキング」もいかなる「ルール」も含まないもの）、および原稿文書
（４１）にリンクした「最初のルール」（４５）を形成する。このレベルにおいて、「制
御モジュール」は最終「ルール」（４６）の制御、計測、形成もしくは最初の「ルール」
（４４）の作用に由来するコピー変形ガイドラインの形成に関して同じ作業を達成する一
方、（「ルール」に含まれた情報に従って）文書（４１）が遠隔的に複製できるかをチェ
ックし、次いで、送信側「文書サーバ」（１）の「ユーザインタフェースモジュール」（
１１）を介して、利用者（３１）に、受信側「文書サーバ」（２）の同定および受信側（
２）に対する相手先（３２）の識別子もしくは同等ないずれかの情報を得るための要求を
行う。「文書サーバ」（２）の同定は電話型リンクの場合においては電話番号、コンピュ
ータリンクが使用される場合にはコンピュータネットワークアドレスによって行われる。
相手先（３２）の識別子は局所コピーの場合に利用者が自身を「文書サーバ」に対して同
定するものと同じである。この識別子は選択された例の場合、パスワードを伴うものでな
ければならない（これは相手先が磁気バッジやその同等品のような他の安全な識別手段を
有する場合には不要である）。利用者（３１）が受信側（２）の同定および受信側（２）
に対する相手先（３２）の識別を提供した後に遠隔コピーが認証された場合、制御モジュ
ールは送信側（１）の「通信モジュール」（１８）に、遠隔コピーを可能にする要素を受
信側（２）に伝送するように要求する。送信側（１）の「通信モジュール」（１８）は、
場合により、電話網もしくはコンピュータネットワーク（７１）を使用して、受信側（２
）の「通信モジュール」（１８）との間に通信セッションを確立する。基本デジタル文書
（４４）、最終「ルール」（４５）、さらに場合によっては原稿に対するコピーの変形に
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関するガイドラインがこの通信で伝送される。これは受信側（２）に対する相手先（３２
）の識別子で完了する。この受信後、受信側（２）の「制御モジュール」（１５）は受信
側（２）の「形成モジュール」（１７）に対して、受信側（２）で受信側（２）の「基本
デジタル化文書」（４４）と、場合によっては原稿に対するコピーの変形に関するガイド
ラインとから「最終デジタル化文書」（４７）を構築するよう要求する。次いで、「最終
デジタル化文書」（４７）は、これを送信側利用者（３１）によって指定された相手先（
３２）の識別子とリンクすることによって（図示しない）特定の待ち行列で保存する受信
側（２）の「出力管理モジュール」（１９）により、処理される。所望のコピーを得るた
めには、相手先はその識別子およびそのパスワードを獲得することによって（もしくは場
合によっては磁気バッチ等によって）自身を受信側（２）に対して同定しなければならな
い。この同定後、受信側の「文書サーバ」（２）で受信され、同定済みの相手先（３２）
にリンクされた全文書がリストされる。次いで、相手先（３２）は獲得したい文書（複数
でも可）を解放し、この場合、受信側の「出力管理モジュール」（１４）は、所望のコピ
ー（複数でも可）（４３）を得るために、その待ち行列から対応する文書（複数でも可）
をその受信側（２）の「印刷モジュール」（１４）に返送する。提供された「機密文書」
のコピーに関して管理作業が必要な場合、この作業は文書（複数でも可）（４３）の有効
な配布時にのみ行われる。
本方法をコンピュータシステムからの印刷に使用するべく実施するために提案される装置
は遠隔複製のための機能成分と同じものに加えて、「機密文書」を作成しなければならな
い任意のコンピュータシステムに存在する「ドライバ」（８２）を含む「文書サーバ」（
１）によって実現される。コンピュータ利用者（３３）はコンピュータシステム（７２）
に存在するアプリケーション（８１）を用いて文書を構想する。この構想の結果はデジタ
ル形式の文書（４８）である。実際、この結果はページ記述言語の基本を用いることによ
る記述的な形式の文書画像である。この場合、コンピュータシステム（７２）のレベルも
しくは「文書サーバ」（１）のレベルで解釈用サブモジュールを導入しなければならない
。単純化するため、図９ではアプリケーションの結果はデジタル化された形式の文書であ
ると単純に仮定する。「文書サーバ」上の文書を送出するため、コンピュータシステム（
７２）にはドライバ（８２）が組み込まれる。このドライバは、最初のパラメータ化によ
り、もしくは利用者（３３）との会話により、もしくはシステム（７２）に保存された要
素の探索により、もしくはこれらの手段の組み合わせにより、作成すべき文書に関連した
「ルール」（４９）を確立するために必要な要素を集めることを可能にする。これらの「
ルール」は、エンコードされた値がこの新たなソースに適合されていることを除き、装置
から通常由来する文書について定義されるものと同じである。文書（４８）＋「ルール」
（４９）＋利用者（３３）の組は２つの関係するシステムの通信モジュール（８３）次い
で（１８）を用いることによってコンピュータネットワーク（７１）を介して「文書サー
バ」（１）に伝送される。「文書サーバ」（１）上のこれらの要素（（４８）（４９）お
よび識別子）を受信した後、「制御モジュール」（１５）は「形成モジュール」（１７）
に、受信した文書（４４）および受信した「ルール」（４６）からデジタル形式の最終文
書（４７）を作成するよう要求する。この文書（４７）は、「出力管理モジュール」（１
９）によって、特定の待ち行列（図示せず）で保存されかつ利用者（３３）の識別子にリ
ンクされるように処理される。印刷は利用者（３３）の存在下においてのみ解放される。
所望のコピーを得るために、利用者（３３）はその識別子およびそのパスワード（もしく
は場合によっては磁気バッジ等）を獲得することによって「ユーザインタフェースモジュ
ール」（１１）を介して「文書サーバ」（１）に対して自身を同定しなければならない。
この同定後、「文書サーバ」（１）上で受信され、かつ利用者（３３）にリンクされた全
ての文書がリストされる。次いで、利用者（３３）は自身が得たい文書（複数でも可）を
解放し、この場合、所望の印刷物（複数でも可）を得るために「出力管理モジュール」（
１９）はその待ち行列に対応する文書（複数でも可）を「印刷モジュール」（１４）に返
送する。識別子／パスワードの制御はコンピュータシステム（７２）への要求によって行
うことができる。与えられた「機密文書」印刷物に関して管理作業が必要な場合、その作
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業は「文書」（複数でも可）（４３）の有効な配布時にのみ行われる。
本方法をコンピュータシステムからの印刷を行うための「認証可能な文書」の原稿作成お
よび、特に、「認証可能な文書」の原稿からの認証された紙コピーの作成に使用するべく
実施するために提案される装置は「文書サーバ」（（１）もしくは（３））、「機密文書
」を作成しなければならないいずれかのコンピュータシステム上に存在する「ドライバ」
（８２）、および「保管サーバ」（７３）からなる。後者（７３）は主として「通信モジ
ュール」（８４）および「保管マネージャ」（８５）を含む。「文書サーバ」（１）はさ
らに、先に定義された機能モジュールに加えて、「ディレクトリモジュール」（２０）を
含む。この装置の作用は以下の通りである。
ある組織が「認証可能な文書」（９２）を作成したい場合、その組織はアプリケーション
マネージャ（３４）を介してそのコンピュータシステム（７２）上で、作成すべき文書（
４８）と、本発明によれば、これらの文書の「ルール」（４９）の定義を可能にする要素
とを定義する。作成すべき文書は直接、アプリケーション（８１）によって構築される。
ルールは上述のものと同じ作用によってドライバ（８２）によって作成される。文書の作
成準備が整った時に、文書はコンピュータネットワーク（７１）を介して、印刷のための
「文書サーバ」（７１）と、「保管マネージャ」（８５）を介して文書（９１）の電子画
像を保存する「保管サーバ」（７３）とに送られる。このマネージャ（８５）は「ルール
」に含まれた要素から各文書を見出すことのできるものでなければならず、また、得られ
たコピーの各アクセスもしくは記録管理を行ってもよい。伝送はコンピュータシステム（
７２）からその通信モジュール（８３）を介して「文書サーバ」（１）に、また、通信モ
ジュール（１８）、（８３）および（８４）を介して「保管サーバ」（７３）に行われる
。「文書サーバ」（１）上では、上述の特徴のように、最終文書（９２）が、場合によっ
ては作成マネージャ（３５）の制御を介して作成される。作成された文書（９２）はメー
ルによる通常の伝送手段および従来の紙文書頒布手段を介してその受信先（３６）に伝送
される。この受信先は発信元（３４）によって指定された直接の受信先、もしくはその文
書の最初の受信先から（いずれかの権利を得るために）その文書が伝送される外部機関と
することができる。このように同定された受信先（３６）がこの文書（９２）の認証され
たコピーを所望する場合には自身の「文書サーバ」（３）にその文書を提示する一方、ユ
ーザインタフェース（１１）に従来のコピーではなく認証されたコピーを要求する（しか
しながら、認証されたコピーの獲得が得られることは利用者が認証可能な原稿から認証の
ない通常のコピーを要求することを妨げない）。また、利用者は全体的な文書の全部もし
くは一部のコピーを得るために、認証可能な原稿文書の抜粋のみを提示することもできる
。この場合、利用者は認証されたコピーを得たいというその要求のみを発現する一方、全
体的な文書の補完的な要素をいつ得るかについては要求の明確な定義を保留する。次いで
、文書（９２）はこの文書（９２）のデジタル化画像（４２）を得るためにその「文書サ
ーバ」（３）の「デジタル化モジュール」（１２）によってデジタル化される。分析モジ
ュール（１６）は、マーキングの検出後、先に定義されたプロセスに従って「ルール」を
分析する。この分析の結果から、文書（４３）の実際の画像を得ることなく、「ルール」
が利用可能な形式（４５）で転写される。「制御モジュール」（１５）は最初の文書を作
成したコンピュータシステム（７２）に関連した「保管サーバ」（７３）の電子アドレス
を得るために「ディレクトリモジュール」（２０）に要求を行う。この要求が失敗した場
合、操作は停止され、発信元機関を権限のある者によって登録するため、対応するメッセ
ージがユーザインタフェース（１１）のレベルで発せられる。「ディレクトリモジュール
」（２０）が電子アドレスを返送する際、「制御モジュール」（１５）は、文書の認証済
みコピーを得るためにその文書の適当な参照を伴った前記アドレスを「通信モジュール」
（１８）に送る。提示された文書が、利用者が所望のコピーをより明確に定義するための
全体的な文書の抜粋に過ぎない（提示された文書とコピーした文書とが相違し得る）場合
、「保管サーバ」（７３）は最初に、利用者がそのコピー要求（詳細な一覧、著作権のた
めの複製費等）を完遂するのに必要な全ての要素を文書サーバ（３）に返送する。要求が
明確に発現された場合、保管サーバ（７３）はマネージャ（８５）を介して対応する文書
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（９２）の、もしくは後者によって定義される電子画像（９１）を探索する。要求された
コピーの作成が著作権料の支払いを伴うものである場合、対応する管理は「保管サーバ」
（７３）の「保管マネージャ」（８５）によって達成される。通信は各々の「通信モジュ
ール」（１８）および（８４）の使用によってコンピュータネットワーク（７１）を介し
て行われる。「文書サーバ」（３）は文書（９１）の電子画像を受信することにより、こ
の「文書サーバ」は実際の文書（４６）のデジタル化画像および、作成すべき文書のコピ
ーの特性に適合させることができる「関連したルール」（４４）の双方を保存することが
できる。次いで、「形成モジュール」（１７）は文書（４６）のデジタル画像および「最
終ルール」（４４）から最終形式（４７）のデジタル化文書を作成する。認証されたコピ
ー（９３）がこの要素（４７）から、「印刷モジュール」（１４）によって、場合によっ
ては「出力管理モジュール」（１４）を介して、作成される。
本方法を「認証可能な文書」（９２）の原稿からの認証された電子的コピーの作成もしく
は認証された（すなわち、取引に使用される文書発信元の管理下における）電子的取引の
実施に使用するべく実施するために提案される装置は、「文書サーバ」（３）、および電
子的コピーの受信もしくは電子取引の登録をしなければならない任意のコンピュータシス
テム上の「保管サーバ」（７３）および「処理モジュール」（８７）を備える。「文書サ
ーバ」（３）および「保管サーバ」（７３）は先に定義したものと同一であり、本例では
「ドライバ」（８２）は使用されない。
利用者（３６）は紙形式の「認証可能な文書」（９２）から、電子的な認証可能なコピー
（９４）、あるいは提示された文書に関連する電子取引（９５）をも得るために要求を行
うことができる。このプロセスは認証された紙コピーの獲得と同一であるが、この場合、
「文書サーバ」（３）は、文書（９２）の分析および上述のような対応する「ルール」（
９２）の獲得後、「ディレクトリモジュール」（２０）への要求後に「通信モジュール」
（１８）に対し、関係する「保管サーバ」（７３）が、提示された文書（９２）の電子画
像（９１）を利用者（３６）によって示されたコンピュータシステム（７４）に直接送る
ようにするための要求を行う。「保管システム」（７３）から受信側コンピュータシステ
ム（７４）への伝送は各々の通信モジュール（８４）および（８６）の使用を介して行わ
れる。「保管マネージャ」（８５）は原稿文書の発信元のために、作成されたコピー（９
４）もしくは発生した取引（９５）を管理する。受信側のいずれかのコンピュータシステ
ム（７４）上に存在する「処理モジュール」（８７）はそのシステムにおける認証された
電子的コピー（９４）の保存および管理ならびに（場合によっては）提示された原稿（９
２）から発生した取引に対応する要素（９５）の生成を可能にする。
本発明は、その特徴に従って、同一の組織内で紙文書の安全な流通を保証するために使用
することができる。上述の装置を備えた企業は、他の文書作成もしくは複製装置を排除し
て、その企業内ではいかなる機密文書も権限のない第三者のためには印刷されないように
することができる。同様に、その組織内で文書を局所的に複製もしくはファックスするこ
ともできない。文書の置換を伴う「機密文書」のハッキングはハッカーに危険を冒しかつ
ハッキングの痕跡を残すことを強いる。
本発明が文書作成もしくは複製のための標準となる場合は、価値のある文書（銀行券、チ
ケット等）の同一のコピーを妨ぐこと、および文書作成者が彼らの作品の頒布もしくはコ
ピー毎に報酬を得ることを保証する。
権利を公開する文書（管理、会計文書、もしくは取引に関する文書）を印刷したい各企業
および対応する権利を登録したい企業のために、発行時に本装置を用いることによって、
いかなる複雑な技術をも排除して通常の紙を使用することが可能になる一方、あらゆる改
竄の企ては発生した取引に対してその改竄が有効でないために無効化される。したがって
、例えば、銀行が適合する装置を備えていれば、発行された小切手を振り替えて、食券を
回収すること、社会保障決算に関する投資信託会社からの付加的償還を処理すること、会
計担当者もしくは税務担当者が伝票、請求書もしくはあらゆる会計文書を登録することが
可能になる。ホチキス留めもしくは製本された厚い文書の場合、利用者は、（発行者によ
って認証されれば）文書の１ページを提示するだけで、提示された文書を分解することな
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く全部のコピーを得ることができる。発行者は自身が作成する文書を、また、これらの文
書から得られる複製もしくは取引を全体的に管理し続けること、また発行された原稿から
作成された任意のコピーに関する著作権を認めることさえも可能である。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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