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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源から画像媒体に照射光を照射し、受光素子により前記画像媒体からの反射光を受光
して前記画像媒体の画像を読み取り、原画像信号を生成する画像読み取り手段と、前記原
画像信号を増幅して、基準強度を有する増幅画像信号を生成する画像信号増幅手段とを有
する画像読み取り装置から前記原画像信号に対する増幅率に関する情報を取得する増幅率
情報取得手段と、
　前記増幅画像信号に対して前記画像媒体の可視画像に関する画像処理を行う可視画像処
理手段と、
　前記原画像信号から、画像媒体表面が有する微視的紋様に関する紋様情報を抽出する紋
様情報抽出手段と、
　前記紋様情報抽出手段で用いる前記原画像信号の生成時には、前記可視画像処理手段で
用いられる前記増幅画像信号における前記増幅率に関し前記増幅率情報取得手段により取
得された情報に基づいて前記画像読み取り手段を制御し、前記受光素子の受光量を前記増
幅率に応じて制御する制御手段と、
　を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記光源は電圧を印加されて発光する半導体素子とこれに周期的に電圧を印加する駆動
回路とを有し、
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　前記制御手段は、前記半導体素子に電圧が印加される期間の割合を前記増幅率に応じて
制御して前記受光量を調節すること、を特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　光源から画像媒体に照射光を照射し、受光素子により前記画像媒体からの反射光を受光
して前記画像媒体の画像を読み取り、原画像信号を生成する画像読み取り手段と、前記原
画像信号を増幅して、基準強度を有する増幅画像信号を生成する画像信号増幅手段とを有
する画像読み取り装置から前記原画像信号に対する増幅率に関する情報を取得する増幅率
情報取得手段と、
　前記増幅率情報取得手段により取得された情報に基づいて前記画像読み取り手段を制御
し、前記受光素子の受光量を前記増幅率に応じて制御する制御手段と、
　前記制御手段により制御された前記画像読み取り手段が生成した前記原画像信号から、
画像媒体表面が有する微視的紋様に関する紋様情報を抽出する紋様情報抽出手段と、を有
し、
　前記制御手段は、前記画像読み取り手段の副走査方向の読み取り速度を前記増幅率に応
じて制御して前記受光量を調節すること、
　を特徴とする画像処理装置。
【請求項４】
　光源から画像媒体に照射光を照射し、受光素子により前記画像媒体からの反射光を受光
して前記画像媒体の画像を読み取り、画像信号を生成する画像読み取り装置を制御し、前
記受光素子の受光量を制御する制御手段と、
　前記画像信号から、画像媒体表面が有する微視的紋様に関する紋様情報を抽出する紋様
情報抽出手段と、
　を有し、
　前記制御手段は、前記画像信号を前記紋様情報抽出手段で用いる場合の前記受光量を、
前記画像信号を前記紋様情報抽出手段で用いない場合よりも増加させること、
　を特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　画像読み取り装置と、画像処理装置とを含む画像処理システムであって、
　前記画像読み取り装置は、光源から画像媒体に照射光を照射し、受光素子により前記画
像媒体からの反射光を受光して前記画像媒体の画像を読み取り、原画像信号を生成する画
像読み取り手段と、前記原画像信号を増幅して、基準強度を有する増幅画像信号を生成す
る画像信号増幅手段とを含み、
　前記画像処理装置は、前記画像読み取り装置から前記原画像信号に対する増幅率に関す
る情報を取得する増幅率情報取得手段と、
　前記増幅画像信号に対して前記画像媒体の可視画像に関する画像処理を行う可視画像処
理手段と、
　前記原画像信号から、画像媒体表面が有する微視的紋様に関する紋様情報を抽出する紋
様情報抽出手段と、
　前記紋様情報抽出手段で用いる前記原画像信号の生成時には、前記可視画像処理手段で
用いられる前記増幅画像信号における前記増幅率に関し前記増幅率情報取得手段により取
得された情報に基づいて前記画像読み取り手段を制御し、前記受光素子の受光量を前記増
幅率に応じて制御する制御手段と、を含むことを特徴とする画像処理システム。
【請求項６】
　コンピュータを、
　光源から画像媒体に照射光を照射し、受光素子により前記画像媒体からの反射光を受光
して前記画像媒体の画像を読み取り、原画像信号を生成する画像読み取り手段と、前記原
画像信号を増幅して、基準強度を有する増幅画像信号を生成する画像信号増幅手段とを有
する画像読み取り装置から前記原画像信号に対する増幅率に関する情報を取得する増幅率
情報取得手段、
　前記増幅画像信号に対して前記画像媒体の可視画像に関する画像処理を行う可視画像処
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理手段、
　前記原画像信号から、画像媒体表面が有する微視的紋様に関する紋様情報を抽出する紋
様情報抽出手段、及び、
　前記紋様情報抽出手段で用いる前記原画像信号の生成時には、前記可視画像処理手段で
用いられる前記増幅画像信号における前記増幅率に関し前記増幅率情報取得手段により取
得された情報に基づいて前記画像読み取り手段を制御し、前記受光素子の受光量を前記増
幅率に応じて制御する制御手段、
　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像処理装置、画像処理システム及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１，２には、文書・写真等の原稿の原本性を保証する技術として、原
稿の画像媒体が生来その表面に有するランダムな微視的紋様を利用するものが示されてい
る。当該技術は、紙を画像媒体とする原稿について、原稿の画像を読み取り、当該画像か
ら紙の繊維が形成するランダムパターン（以下、紙指紋と呼ぶ）の情報を抽出して登録し
ておき、照合対象の原稿の紙指紋と登録されている紙指紋とを比較することにより、原稿
を照合する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－０３８３８９号公報
【特許文献２】特開２００４－１０２５６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、光源から画像媒体に照射され、該画像媒体から反射された光を受光する受光
素子の受光量が経時変化等により減少する画像読み取り装置にて生成される画像信号から
紙指紋等の微視的紋様に関する紋様情報を抽出する場合におけるノイズの影響を抑制する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の本発明に係る画像処理装置は、光源から画像媒体に照射光を照射し、受光素子に
より前記画像媒体からの反射光を受光して前記画像媒体の画像を読み取り、原画像信号を
生成する画像読み取り手段と、前記原画像信号を増幅して、基準強度を有する画像信号を
生成する画像信号増幅手段とを有する画像読み取り装置から前記原画像信号に対する増幅
率に関する情報を取得する増幅率情報取得手段と、前記増幅率情報取得手段により取得さ
れた情報に基づいて前記画像読み取り手段を制御し、前記受光素子の受光量を前記増幅率
に応じて制御する制御手段と、前記制御手段により制御された前記画像読み取り手段が生
成した前記原画像信号から、画像媒体表面が有する微視的紋様に関する紋様情報を抽出す
る紋様情報抽出手段と、を有する。
【０００６】
　第２の本発明に係る画像処理装置においては、前記制御手段が、前記画像読み取り手段
の副走査方向の読み取り速度を前記増幅率に応じて制御して前記受光量を調節する。
【０００７】
　第３の本発明に係る画像処理装置においては、前記光源が電圧を印加されて発光する半
導体素子とこれに周期的に電圧を印加する駆動回路とを有し、前記制御手段が、前記半導
体素子に電圧が印加される期間の割合を前記増幅率に応じて制御して前記受光量を調節す
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る。
【０００８】
　第４の本発明に係る画像処理装置は、光源から画像媒体に照射光を照射し、受光素子に
より前記画像媒体からの反射光を受光して前記画像媒体の画像を読み取り、画像信号を生
成する画像読み取り装置を制御し、前記受光素子の受光量を制御する制御手段と、前記画
像信号から、画像媒体表面が有する微視的紋様に関する紋様情報を抽出する紋様情報抽出
手段と、を有し、前記制御手段が、前記画像信号を前記紋様情報抽出手段で用いる場合の
前記受光量を、前記画像信号を前記紋様情報抽出手段で用いない場合よりも増加させる。
【０００９】
　本発明に係る画像処理システムは、画像読み取り装置と、画像処理装置とを含むシステ
ムであって、前記画像読み取り装置は、光源から画像媒体に照射光を照射し、受光素子に
より前記画像媒体からの反射光を受光して前記画像媒体の画像を読み取り、原画像信号を
生成する画像読み取り手段と、前記原画像信号を増幅して、基準強度を有する画像信号を
生成する画像信号増幅手段とを含み、前記画像処理装置は、前記画像読み取り装置から前
記原画像信号に対する増幅率に関する情報を取得する増幅率情報取得手段と、前記増幅率
情報取得手段により取得された情報に基づいて前記画像読み取り手段を制御し、前記受光
素子の受光量を前記増幅率に応じて制御する制御手段と、前記制御手段により制御された
前記画像読み取り手段が生成した前記原画像信号から、画像媒体表面が有する微視的紋様
に関する紋様情報を抽出する紋様情報抽出手段と、を含む。
【００１０】
　本発明に係るプログラムは、コンピュータを、光源から画像媒体に照射光を照射し、受
光素子により前記画像媒体からの反射光を受光して前記画像媒体の画像を読み取り、原画
像信号を生成する画像読み取り手段と、前記原画像信号を増幅して、基準強度を有する画
像信号を生成する画像信号増幅手段とを有する画像読み取り装置から前記原画像信号に対
する増幅率に関する情報を取得する増幅率情報取得手段、前記増幅率情報取得手段により
取得された情報に基づいて前記画像読み取り手段を制御し、前記受光素子の受光量を前記
増幅率に応じて制御する制御手段、及び、前記制御手段により制御された前記画像読み取
り手段が生成した前記原画像信号から、画像媒体表面が有する微視的紋様に関する紋様情
報を抽出する紋様情報抽出手段、として機能させる。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１、請求項５及び請求項６に記載の発明によれば、光源から画像媒体に照射され
、該画像媒体から反射された光を受光する受光素子の受光量が経時変化等により減少する
画像読み取り装置にて生成される画像信号から紙指紋等の微視的紋様に関する紋様情報を
抽出する場合におけるノイズの影響を、本構成を有しない場合と比較して、抑制すること
ができる。
【００１２】
　請求項２に記載の発明によれば、前記紋様情報を抽出する場合におけるノイズの影響を
、本構成を有しない場合と比較して、画像媒体を照射する光量を増加させずに抑制するこ
とができる。
【００１３】
　請求項３に記載の発明によれば、前記紋様情報を抽出する場合におけるノイズの影響を
、本構成を有しない場合と比較して、画像媒体の走査速度を下げずに抑制することができ
る。
【００１４】
　請求項４に記載の発明によれば、画像読み取り装置にて受光素子により生成される画像
信号から前記紋様情報を抽出する場合におけるノイズの影響を、本構成を有しない場合と
比較して、抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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【図１】本発明の実施形態である画像処理装置の概略の機能ブロック図である。
【図２】本発明の実施形態である画像処理装置の画像入力部、画像処理部、紙指紋処理部
及び制御部の構成を模式的に示すブロック図である。
【図３】光量減少が照合性能に与える影響を示すグラフである。
【図４】本発明の実施形態である画像処理装置における、走査速度低下によって照射光量
減少を補償する動作の概略のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態（以下実施形態という）について、図面に基づいて説明する
。
【００１７】
　本実施形態の画像処理装置５０は、例えば、複写機能、プリンタ機能、イメージスキャ
ナ機能、ファクシミリ機能などを有した複合機であり、さらに画像処理装置５０は、紙指
紋の登録機能及び照合機能を有する。紙指紋は、紙を媒体とする原稿の表面に存在する微
視的紋様である。「微視的」とは人間の感覚で識別できないほど現象が微細であるさまを
いい、微視的紋様は、例えば、原稿の表面に描かれる一般的な文字、図形のような表示と
は異なり、基本的には肉眼で認識することができない微細な紋様である。媒体の種類によ
っては生来その表面に自然に形成された微視的紋様を有するものがある。例えば、本実施
形態にて原稿に用いる紙は、木材パルプを原料とした細かい繊維が絡み合って作られてお
り、この天然繊維のランダムな絡み合いが微視的紋様である紙指紋を生じる。以下、紙指
紋の登録・照合機能との区別を簡単にするために、複写機能、プリンタ機能、イメージス
キャナ機能、ファクシミリ機能などこれまでの通常の複合機が有していた機能を一般機能
と呼ぶことにする。図１は画像処理装置５０の概略の機能ブロック図である。画像処理装
置５０は、画像入力部５２、画像処理部５４、画像出力部５６、通信部５８、紙指紋処理
部６０、ユーザインターフェース部６２、制御部６４及び記憶部６６を備える。
【００１８】
　画像入力部５２は、原稿から画像を読み取って画像データを生成する画像読み取り装置
の機能を有する。画像入力部５２による原稿画像の読み取りは、例えば、複写、イメージ
スキャナ、ファクシミリ送信という一般機能それぞれにて行われ、得られた画像データは
画像処理部５４に入力される。また、紙指紋処理部６０も紙指紋の登録・照合機能に当該
画像データを利用する。
【００１９】
　画像処理部５４は、画像入力部５２から入力される画像データに対して各種画像処理や
、ビットマップ形式にラスタライズする処理等を行う。画像処理部５４で行われる処理は
画像処理装置５０の一般機能で用いられる画像データに関連するものであり、紙指紋のよ
うな微視的で肉眼では認識困難な画像とは異なり、基本的に肉眼で内容を確認することが
できる可視画像に関する画像処理である。画像処理部５４は処理後の画像データを画像出
力部５６又は通信部５８へ出力する。また、ファクシミリ受信機能において、画像処理部
５４は通信部５８から入力される画像データを処理して、例えば画像出力部５６へ出力す
る。画像処理部５４は例えば、マイクロプロセッサ等の演算処理装置からなる。
【００２０】
　画像出力部５６は、画像処理部５４から入力された画像データに基づいて、用紙に画像
を印刷する。画像出力部５６は、露光部、感光体、現像器、転写器、定着器を含んで構成
される。
【００２１】
　通信部５８は、ネットワーク等の伝送媒体に接続され、当該伝送媒体に接続される他の
装置との通信処理を行う。例えば、通信部５８は、画像処理部５４で処理された画像デー
タを他の装置へ送信したり、他の装置から画像データを受信して画像処理部５４に入力す
る。また、紙指紋に関する情報を他の装置との間で送受信する際にも通信部５８が用いら
れる。通信部５８はプロセッサ等で構成される。
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【００２２】
　紙指紋処理部６０は、原稿内の指定された領域の画像に基づいて紙指紋を登録する処理
、及び既に登録されている紙指紋と照合する処理を行う。紙指紋処理部６０は、例えば、
マイクロプロセッサ等の演算処理装置からなり、プログラムを実行することによりその機
能が実現される。
【００２３】
　ユーザインターフェース部６２は、タッチパネルディスプレイやボタン等で構成される
。ユーザはユーザインターフェース部６２を操作することにより、制御部６４へ動作指示
等を行うことができる。また、タッチパネルディスプレイには、制御部６４から各種機能
に関する指示画面、設定画面の他、画像処理装置５０の動作状態や各種メッセージ等が表
示される。
【００２４】
　制御部６４は、マイクロプロセッサ等の演算処理装置からなり、プログラムを実行する
ことにより画像処理装置５０の各部の動作を直接的又は間接的に制御する。
【００２５】
　記憶部６６は、半導体メモリやハードディスク装置等の記憶装置からなり、例えば、プ
ロセッサを用いる各部の処理を実現するプログラム、ユーザが設定した各種パラメータな
どを格納する。
【００２６】
　画像入力部５２の構成、機能を図２を参照して詳しく説明する。図２は、画像入力部５
２、画像処理部５４、紙指紋処理部６０及び制御部６４の構成を模式的に示すブロック図
である。
【００２７】
　画像入力部５２は、光源から原稿（画像媒体）に照射光を照射し、撮像素子により原稿
の画像を読み取って原画像信号を生成する画像読み取り手段と、画像信号の基準レベル（
基準強度）に基づいて設定された増幅率で原画像信号を増幅して、基準レベルに応じた強
度を有する画像信号を生成する画像信号増幅手段と、を有する。
【００２８】
　画像読み取り手段は、原稿と、主走査方向に受光画素が配列されたライン型イメージセ
ンサとを、主走査方向に直交する副走査方向に相対的に移動させて画像を読み取る。副走
査方向の相対的な移動のさせ方として光学系移動方式と原稿移動方式とがある。光学系移
動方式は、手作業又は原稿自動送り装置（Automatic Document Feeder：ＡＤＦ）（図示
せず）によってプラテンガラス（図示せず）上に置かれた原稿を、プラテンガラスの下を
移動するスキャナ（図示せず）で走査する。また、原稿移動方式は、スキャナを所定の位
置に固定して、スキャナの読み取り位置へＡＤＦによって原稿を等速で搬送している間に
原稿の画像を読み取る。
【００２９】
　スキャナは原稿に照射光を照射する光源１００を有する。光源１００は例えば、蛍光ラ
ンプや発光ダイオード（ＬＥＤ：Light Emitting Diode）からなる。光源駆動回路１０２
は光源１００を点灯させる駆動信号を生成する回路であり、制御部６４により動作を制御
される。以下の説明で、光源１００の光量を変化させる場合があるが、その場合には光源
駆動回路１０２は光源１００を調光可能に構成される。
【００３０】
　原稿からの反射光を受光して電気信号に変換する撮像素子（受光素子）であるライン型
イメージセンサとして本画像処理装置５０ではＣＣＤ（Charge Coupled Device）イメー
ジセンサ１０４を用いる。なお、当該イメージセンサとしてＣＭＯＳ（Complementary Me
tal Oxide Semiconductor）イメージセンサや他の固体撮像素子を用いることもできる。
ＣＣＤイメージセンサ１０４は例えば、スキャナとは分離して配置され、ミラー等を介し
てスキャナの読み取り位置からの反射光を受光部に入力される。また、ＣＣＤイメージセ
ンサ１０４はスキャナに配置することもできる。ＣＣＤイメージセンサ１０４は、各受光
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画素にて当該各画素への入射光量に応じた電荷を発生し、出力部にて当該電荷を電圧信号
に変換し、プリアンプで当該電圧信号を増幅して出力する。ＣＣＤイメージセンサ１０４
は主走査方向の各座標にて例えば、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）それぞれの画像情報が
得られるように、主走査方向に伸びるＲ用、Ｇ用、Ｂ用のラインセンサを並列配置した構
成を有する。
【００３１】
　イメージセンサ駆動回路１０６は、制御部６４からの制御信号を受けて動作し、ＣＣＤ
イメージセンサ１０４を駆動する電源や各種クロック信号を生成してＣＣＤイメージセン
サ１０４に供給する。またイメージセンサ駆動回路１０６はＣＣＤイメージセンサ１０４
の出力信号を相関二重サンプリング（Correlated Double Sampling：ＣＤＳ）して、ＣＣ
Ｄイメージセンサ１０４の出力部のリセット雑音とアンプ雑音とを除去した画像信号を生
成する。
【００３２】
　モータ１０８はスキャナの移動やＡＤＦの動作に必要な機械的駆動力を発生させる。モ
ータ駆動回路１１０はモータ１０８を駆動させる電気信号を生成する回路であり、制御部
６４により動作を制御される。以下の説明で、原稿の副走査方向の走査速度を変化させる
場合があるが、その場合にはモータ駆動回路１１０はモータ１０８の速度を調整可能に構
成される。
【００３３】
　画像信号増幅手段として増幅部１２０が設けられる。増幅部１２０はイメージセンサ駆
動回路１０６から出力される画像信号を入力される。増幅部１２０は自動利得制御（ＡＧ
Ｃ：Automatic Gain Control）回路１２２を有する。ＡＧＣ回路１２２は、その出力が基
準レベルとなるように利得をフィードバック制御する。ＣＣＤイメージセンサ１０４の出
力レベルは、原稿が同じであっても、原稿の照射光の強度に応じて変化する。照射光強度
は、光源１００の経時的劣化や機内の汚れによって低下し得る。ＡＧＣ回路１２２は、こ
のような照明光強度の変動が画像信号に与える影響を吸収・緩和する。ＡＧＣ回路を用い
ることでアナログ-デジタル変換回路（ＡＤＣ：Analog-to-Digital Converter）１３０の
変換レンジの有効利用が図られる。例えば、基準レベルは、画像信号の振幅がＡＤＣ１３
０の入力レンジの例えば８０％程度となるように設定される。以下、必要に応じて、ＡＧ
Ｃ回路１２２により増幅されていない（つまり増幅部１２０へ入力される画像信号に対す
る利得が１である）画像信号を原画像信号、一方、ＡＧＣ回路１２２により増幅された画
像信号を増幅画像信号と表す。
【００３４】
　増幅部１２０は、イメージセンサ駆動回路１０６からの原画像信号をＡＧＣ回路１２２
により増幅して出力することもできるし、増幅せずに、つまり原画像信号として出力する
こともできる。この増幅部１２０の構成を図面上でわかりやすくするため図２では、ＡＧ
Ｃ回路１２２をバイパスする信号経路１２４とスイッチ１２６とを用いた回路例を示して
いる。この例では、制御部６４により切り替えられるスイッチ１２６がＡＧＣ回路１２２
からの増幅画像信号と、信号経路１２４からの原画像信号とのいずれかを増幅部１２０か
ら出力する。この図２の増幅部１２０の構成は一例であり、他の構成とすることができ、
例えば、信号経路１２４、スイッチ１２６を設けずに、制御部６４がＡＧＣ回路１２２の
利得を１に設定して原画像信号を増幅部１２０から出力させる構成でもよい。
【００３５】
　画像入力部５２はさらにＡＤＣ１３０と信号補正回路１４０とを備える。ＡＤＣ１３０
は増幅部１２０の出力をデジタル化して画像データを生成する。信号補正回路１４０は、
シェーディング補正回路１４２、ギャップ補正回路１４４を有する。シェーディング補正
回路１４２は、画像データにおけるシェーディングを補正する。具体的には、ＡＯＣ（Au
to Offset Control）により黒出力レベルを合わせた後、主走査方向の照明の不均一や、
レンズの性質によるイメージセンサの光量の不均一、ならびにイメージセンサの感度の不
均一に起因して生じる歪みを補正または除去する。ギャップ補正回路１４４は、ＣＣＤイ
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メージセンサ１０４を構成するＲ，Ｇ，Ｂ３本のラインセンサ間に存在する副走査方向の
ギャップに関する補正を行う。具体的には、３本のラインセンサは同一時刻にて副走査方
向に互いにずれた位置の画像を読み取っており、原稿の同一位置に対応するＲＧＢ各信号
は互いにずれたタイミングでラインセンサから出力される。ギャップ補正回路１４４はＲ
ＧＢのうち最も遅れた信号のタイミングに合わせるように残り２つの信号をＦＩＦＯ（Fi
rst-In/First-Out）メモリを用いて遅延させ、同一位置のＲ，Ｇ，Ｂそれぞれの画像デー
タが同一時刻に得られるようにする。
【００３６】
　画像入力部５２は信号補正回路１４０にて補正されたＲＧＢの画像データを画像処理部
５４へ出力する。画像処理部５４は上述したように各種画像処理等を行う。例えば、照明
光量が低下すると、ＣＣＤイメージセンサ１０４等の撮像素子にてランダムノイズである
光ショットノイズによるＳＮ比の低下が生じる。光量に応じた画像信号の低下を上述のよ
うにＡＧＣ回路等によって増幅して補償する場合、ランダムノイズの振幅も増幅される。
画像処理部５４は、原稿の文字や写真の複写、スキャン、伝送の機能の画像処理において
、低域通過フィルタ（ＬＰＦ：Low-Pass Filter）によるフィルタリング処理や、無地の
背景部分を認識して当該部分をマスクするといった処理等により、上述のランダムノイズ
による画質劣化を防止する。画像処理部５４は、例えば、色空間変換処理１５０、ノイズ
除去処理１５２、下地除去処理１５４といった処理を行う。
【００３７】
　色空間変換処理１５０は、ＲＧＢ表色系から例えば、Ｌ*ａ*ｂ*表色系への変換を行う
。これにより、ＲＧＢデータは明度を表すＬ*と色相及び彩度を表すａ*，ｂ*のデータに
変換される。なお、Ｌ*ａ*ｂ*に代えて、同じ均等知覚色空間であるＬ*ｕ*ｖ*や、ＹＩＱ
、ＹＣｒＣｂ等の輝度／色差分離色空間系へ変換してもよい。
【００３８】
　ノイズ除去処理１５２は、画像データに含まれる副走査方向に沿ったスジ状のノイズ成
分を除去する。ちなみに、例えば、画像読み取り手段の光学系に存在する汚れ、傷などは
副走査方向の走査時に連続的に読み取られ、これによりスジ状のノイズが生じる。
【００３９】
　下地除去処理１５４は、例えばプリスキャンで原稿濃度のヒストグラムを作成して下地
濃度を検出し、下地濃度以下の画素データをカット（無効化）する。
【００４０】
　紙指紋処理部６０は、例えば、信号補正回路１４０から画像データを入力され、紙指紋
登録処理１６０及び紙指紋照合処理１６２を行う。
【００４１】
　紙指紋登録処理１６０は、指定された登録領域における画像から、紙指紋に関する特徴
情報を抽出し、当該特徴情報とこれを抽出した登録領域の情報とを関連づけて記憶部６６
に登録紙指紋情報１６４として登録する。ここで、登録領域とは、紙指紋に関する特徴情
報を抽出する領域であって、例えば、登録領域が３２×３２画素といった所定の形状・大
きさに予め定められている場合には、登録領域の情報として原稿内での位置情報が登録紙
指紋情報１６４に含められる。例えば、登録領域を予め設定された候補領域から選択する
場合には、候補領域に互いを弁別する番号等の識別情報（候補領域ＩＤ）を定義しておき
、当該候補領域ＩＤを登録領域の位置情報とすることができる。
【００４２】
　紙指紋は一般に原稿が原本であるか否かを示す情報として用いられ、複数の原稿を互い
に識別する必要がある場合には別途、原稿を識別するための識別情報を原稿に印刷等する
ことが行われる。原稿識別情報としては、例えばバーコード、二次元コード、ＯＣＲ（Op
tical Character Recognition）可能な識別番号、原稿に表示される画像そのものや当該
画像から抽出した特徴情報が用いられる。これらの原稿識別情報が原稿に定義される場合
は、当該情報を各原稿の登録紙指紋情報１６４に含めることができる。
【００４３】
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　紙指紋照合処理１６２は、照合対象の原稿である照合原稿が、登録紙指紋情報１６４を
有する登録原稿であるか否かの照合を行う。紙指紋照合処理１６２は、登録紙指紋情報１
６４に記録されている登録領域に応じて照合原稿内に照合領域を設定して、当該照合領域
における画像である照合画像から当該照合原稿についての紙指紋の特徴情報を抽出する。
そして、当該特徴情報を登録紙指紋情報１６４に含まれる登録原稿についての特徴情報と
照合する。
【００４４】
　照合領域は登録紙指紋情報１６４に含まれる登録領域の位置情報に基づいて対応する位
置に設定される。ここで照合領域を登録領域と同一の大きさにすると、読み取り位置がわ
ずかにずれただけで照合ができなくなるため、照合領域は登録領域よりやや広く設定し、
原稿の位置ずれが生じても登録領域を包含し得るようにして、照合領域の紙指紋内にて登
録領域の紙指紋に一致する部分を探索する。例えば、紙指紋照合処理１６２は、照合領域
の画像内にて登録領域の画像との画素値の相関値が所定の閾値以上となる部分があれば、
照合原稿の紙指紋が登録原稿の紙指紋と一致したと判定する。
【００４５】
　さて、紙指紋処理部６０の動作に際して、制御部６４は他の各部の動作を制御する。以
下、紙指紋の登録・照合時の画像処理装置５０の動作を説明する。既に述べたように光源
１００に用いられる蛍光ランプは比較的に経時劣化が大きい。このような光源１００の経
時劣化や機内の汚れ付着によって原稿に対する照明光の光量が初期状態から減少した場合
に、それに応じてＣＣＤイメージセンサ１０４の出力信号レベルも低下する。画像処理装
置５０の一般機能においては、画像処理部５４に入力される画像データはＡＧＣ回路１２
２からの増幅画像信号に基づいて生成され、光量減の影響が補償され、またランダムノイ
ズの増幅の影響はノイズ除去処理で回避される。
【００４６】
　これに対して、紙指紋は原稿上にて文字や写真が存在しない背景部分における画像信号
から抽出される微小信号であって、かつランダムノイズに類似した性状を有するため、ノ
イズ除去処理によって紙指紋の信号とノイズとのＳＮ比の向上を図ることが困難である。
ノイズを除去・軽減していない画像信号を用いて登録対象原稿や照合対象原稿から紙指紋
を抽出すると、紙指紋照合の性能が低下する。
【００４７】
　図３は、光量減少が照合性能に与える影響を示すグラフである。図３は横軸を閾値、縦
軸を誤り率（単位：％）として表したＦＡＲ (False Acceptance Rate) 及びＦＲＲ (Fal
se Rejection Rate)のグラフである。閾値が低い範囲で誤り率が１００％となる曲線群２
が、登録対象原稿と違う照合対象原稿（偽）を同じ原稿（真）と判定する偽物受容率ＦＡ
Ｒであり、閾値が高い範囲で誤り率が１００％となる曲線群４が、登録対象原稿と同じ照
合対象原稿（真）を違う原稿（偽）と判定する本物拒否率ＦＲＲである。図３のグラフは
、複合機のプラテンに減光フィルタ（ＮＤフィルタ）を載置して原稿を読み取ることによ
り原稿に照射される光量を調整して紙指紋を抽出し照合を行った実験結果である。特に、
ＦＲＲの曲線４ａ～４ｅは順に、光量減少０％，２０％，３３％，５０％，６０％で登録
した紙指紋との照合結果であり、曲線４ｆは登録時には光量減少０％であるが照合対象の
紙指紋の読み取り時に光量減少６０％とした照合結果である。これらの結果から、光量が
減少するとＦＲＲが悪化することが分かる。特に登録時に光量が５０％以上減少すると、
ＦＡＲ及びＦＲＲの双方を０％とすることができる閾値を確保することが困難になること
が分かる。
【００４８】
　この点に関して、紙指紋の登録・照合機能においては、制御部６４は、画像入力部５２
からＡＧＣ回路１２２による原画像信号に対する増幅率に関する情報を取得し、当該情報
に基づいてモータ１０８の速度を低下させるようにモータ駆動回路１１０を制御して、原
稿の画像読み取り時の副走査方向の走査速度Ｖを遅くすると共に、増幅部１２０から原画
像信号が出力されるように制御する。副走査方向の走査速度Ｖを緩やかにすればＣＣＤイ
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メージセンサ１０４の露光時間が増し、蓄積電荷量が増加して出力信号レベルが上がる。
この走査速度低下によるＣＣＤイメージセンサ１０４の露光量（受光量）増加により光源
１００の劣化等による光量減少を補うことで、ＡＧＣ回路１２２による画像信号の増幅が
回避又は抑制される。
【００４９】
　図４は、走査速度低下によって照射光量減少を補償する動作の概略のフロー図である。
制御部６４は例えば、増幅率に関する情報として、ＡＧＣ回路１２２の利得制御信号を参
照してＡＧＣ回路１２２の利得Ｇを取得する（Ｓ１７０）。利得Ｇが１以下であれば（Ｓ
１７２にて「Ｎｏ」の場合）、走査速度Ｖの制御は行わない。つまりＶは基準値Ｖ０のま
まで原稿全体を走査する（Ｓ１７４）。
【００５０】
　一方、利得Ｇが１より大きい場合（Ｓ１７２にて「Ｙｅｓ」の場合）、制御部６４は低
下させたときの走査速度Ｖの設定値ＶＳを算出する（Ｓ１７６）。このＶＳは基本的には
、利得Ｇに反比例して減少する値（Ｖ０／Ｇ）に設定することができる。なお、紙指紋は
原稿の下地部分にて読み取られるので、下地部分（白紙部分）の画像が白飛びした画像信
号は紙指紋の登録・照合機能には適さない。しかし、白飛びしない範囲ならば、ＣＣＤイ
メージセンサ１０４の出力信号レベルが例えばＡＤＣ１３０の入力レンジの８０％程度に
設定される基準レベルより高くなるように設定値ＶＳを定めてもよい。つまり、利得Ｇに
てＡＧＣ回路１２２の出力が基準レベルであるので、ＶＳはＶ０／Ｇより遅い速度にする
こともできる。ＣＣＤイメージセンサ１０４の出力信号レベルを高くするほど、紙指紋を
抽出する画像におけるＣＣＤイメージセンサ１０４のショットノイズの影響が軽減される
。
【００５１】
　走査速度Ｖの減速は基本的には紙指紋の登録領域・照合領域だけで行い、それ以外の部
分では基準値Ｖ０又はそれ以上の速度で走査を行うことができる。これにより紙指紋読み
取り時の原稿走査時間が短縮される。図４はこの制御方式を示しており、基準値Ｖ０を走
査速度Ｖの初期値として副走査方向の走査が開始され（Ｓ１７８）、走査位置が、紙指紋
登録処理１６０の際には登録領域の開始位置（又はその手前の近傍位置）、また紙指紋照
合処理１６２の際には照合領域の開始位置（又はその手前の近傍位置）に達したら（Ｓ１
８０）、走査速度ＶをＶＳに切り替える（Ｓ１８２）。一方、走査位置が登録領域又は照
合領域の終了位置（又はその後ろの近傍位置）に達したら（Ｓ１８４）、走査速度ＶをＶ

０に切り替える（Ｓ１８６）。制御部６４は走査速度ＶをＶＳに下げている間は、ＣＣＤ
イメージセンサ１０４の電荷蓄積期間をＶの低下率に応じて長くするようにイメージセン
サ駆動回路１０６を制御する。走査速度の切り替え処理Ｓ１８０～Ｓ１８６は登録領域・
照合領域が複数設定されている場合には繰り返される（Ｓ１８８）。
【００５２】
　なお、画像処理装置５０の一般機能の画像読み取りと同時に紙指紋の読み取りも行いた
い場合などには、低下させた一定の速度ＶＳで原稿全体を走査してもよい。
【００５３】
　図４を用いて、光源１００の光量減少に対し、走査速度低下によりＣＣＤイメージセン
サ１０４の露光量を増加させて補償する構成を説明した。同じ目的の補償は、光源１００
の光量を増加させて露光量を増加させることによっても実現できる。例えば、光源１００
が電圧を印加されて発光する半導体素子であるＬＥＤからなり、光源駆動回路１０２が周
期的に電圧を当該ＬＥＤに印加して当該ＬＥＤを高周波点滅駆動（パルス駆動）させる構
成では、パルス幅変調（Pulse Width Modulation：ＰＷＭ）によりパルスのデューティを
利得Ｇに応じて変化させてＬＥＤの点灯期間の割合を増加させ、ＣＣＤイメージセンサ１
０４の露光量を増加させることができる。光源１００に蛍光ランプを用いる場合も光源駆
動回路１０２によりその光量増加が可能であれば、その光量増加によりＣＣＤイメージセ
ンサ１０４の露光量を増加させてもよい。
【００５４】
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　上述の紙指紋の読み取り時における走査速度Ｖの減速又は光源１００の光量増加による
ＣＣＤイメージセンサ１０４の露光量の補償制御は、一般機能での画像読み取りでの光量
減少が所定の閾値を超え顕著となった場合だけ行ってもよい。例えば、図３に示した実験
結果等に基づき、ＦＡＲ及びＦＲＲの双方を０％とすることができる相関値の閾値の設定
が困難となる光量減少状態にて、制御部６４が補償制御を実行する構成とすることができ
る。例えば図３の結果に基づけば、３０～５０％程度の光量減少率の範囲内に補償制御を
行う光量減少の閾値を設定することができる。
【００５５】
　また、制御部６４は、ＡＧＣ回路１２２の利得以外の光量の減少を判断する情報に基づ
いて、光量の減少を補償制御する構成も可能である。例えば、保守点検時に調整される露
光量に関するパラメータを参照して補償制御を行うか否かを判定してもよい。また、制御
部６４は蛍光ランプの点灯時間・回数等を積算し、その結果に基づいて光量減少を推定し
て補償制御を行う構成も可能である。
【００５６】
　なお、上述の画像処理装置５０は初期状態では増幅部１２０（又はＡＧＣ回路１２２）
の利得が１であるとしたが、初期状態の利得は１より大きな値であってもよい。つまり、
一般機能において増幅部１２０にて画像信号を増幅している場合、その増幅が光量劣化等
をカバーするために行われているか否かに関係なく、紙指紋の読み取り時には補償制御と
して上述した動作を実行することができる。
【００５７】
　さて、上述したように撮像素子の露光量が減少すると出力信号におけるショットノイズ
の影響が増加してＳＮ比が低下する。このショットノイズによるＳＮ比低下は、上記実施
形態の補償制御が対象とする経時的な変化の場合に限られず、画素の開口面積・開口率が
小さい撮像素子を用いた場合には当初から低いＳＮ比である場合がある。具体的には、Ｃ
ＣＤイメージセンサやＣＭＯＳイメージセンサ等の撮像素子は画素数が同じならば小型の
ものほど画素サイズ（開口面積）が小さくなり、蓄積電荷量が減ってショットノイズによ
るＳＮ比低下を生じ得る。また、例えば、性能が低いＣＣＤイメージセンサでは暗電流が
大きくなり、暗電流ショットノイズによるＳＮ比低下が生じ得る。上記実施形態の補償制
御におけるＣＣＤイメージセンサ１０４の露光量増加の構成は、ショットノイズの影響が
大きい撮像素子を用いた画像処理装置における紙指紋の読み取りにも採用することができ
る。以下、この構成を採用した画像処理装置５０Ｂについて説明する。以下の説明で、上
述した実施形態の画像処理装置５０の構成要素の符号に“Ｂ”を付加した符号は、画像処
理装置５０Ｂにおける対応する構成要素を表す。
【００５８】
　画像処理装置５０Ｂについて説明する構成は、ＣＣＤイメージセンサ１０４Ｂの出力信
号が基準レベルに維持される場合に採用され、よって、ＡＧＣ回路１２２Ｂの利得Ｇは基
本的に１である。制御部６４Ｂは、紙指紋の読み取りを行う場合に、一般機能の画像読み
取り時よりも光源１００Ｂの光量を増加させる制御又は走査速度Ｖを減速させる制御を行
う。
【００５９】
　その光量増加及び速度減少の程度は、基本的にはＣＣＤイメージセンサ１０４Ｂの出力
レベルが低下しているか否かに関わりなく予め設定される。光量増加及び速度減少の程度
は、原画像信号のレベルがＡＤＣ（アナログ-デジタル変換回路）１３０Ｂの入力レンジ
を超えないこと（ＡＤＣ条件と呼ぶ）、及びＣＣＤイメージセンサ１０４Ｂの飽和電荷量
を超えないこと（ＣＣＤ条件と呼ぶ）を考慮して設定される。
【００６０】
　ＣＣＤ条件よりＡＤＣ条件の方が厳しい場合には、ＡＤＣ条件に基づいて光量増加及び
速度減少の程度が設定される。この場合、例えば、一般機能にて基準レベルがＡＤＣ１３
０Ｂの入力レンジの８０％に設定されていれば、制御部６４は紙指紋読み取り時の光量増
加及び速度減少の程度を、ＣＣＤイメージセンサ１０４Ｂの出力レベルが一般機能のとき
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【００６１】
　ＣＣＤ条件に関しては、制御部６４は、光量増加又は速度減少によりＣＣＤイメージセ
ンサ１０４Ｂの露光量を増加させると共に、ＣＣＤイメージセンサ１０４Ｂの電荷読み出
し回数を増やす構成を採用することができる。例えば、光源１００の光量をｍ倍（ｍ＞１
なる実数）にしたり、走査速度Ｖを１／ｍにした場合に、ＣＣＤイメージセンサ１０４Ｂ
での電荷蓄積動作及び信号出力動作をｎ倍（ｎ＞ｍなる整数）の頻度にすれば、１回の蓄
積動作でＣＣＤイメージセンサ１０４Ｂの画素に蓄積される電荷量はｍ／ｎ（＜１）倍に
留まり、ＣＣＤ条件を満たすことができる。この場合、一般機能では或る走査位置で１ラ
インの画像信号が生成されるのに対し、紙指紋読み取りでは当該位置に対応してｎライン
の画像信号が生成される。当該ｎラインはそれぞれＡＤＣ１３０Ｂで画像データに変換さ
れて紙指紋処理部６０Ｂに入力される。紙指紋処理部６０Ｂは、当該ｎラインの画像デー
タを加算して、１ラインの画像データを生成する。
【００６２】
　なお、ＣＣＤ条件に対する複数回読み出しの構成は、先に述べた実施形態の画像処理装
置５０においても用いることができる。
【００６３】
　上述のように画像処理装置５０において紙指紋処理部６０、制御部６４等の機能は、プ
ログラムの実行により実現される。上記実施形態では、当該プログラムは記憶部６６に記
憶されており、プロセッサが必要に応じて記憶部６６からプログラムを読み出して実行す
る。他の構成では、当該プログラムはネットワーク等の通信媒体を介して提供することが
でき、この場合、通信部５８がネットワーク等からプログラムを取得し、プロセッサに提
供したり、記憶部６６に記憶させる。また、当該プログラムはＣＤ－ＲＯＭ（Compact Di
sc Read Only Memory）等の記録媒体に格納して提供することも可能である。
【００６４】
　また、上述の実施形態の画像処理装置５０は、一般機能を実現する画像入力部５２及び
画像処理部５４を含む装置であった。これに対して、これら画像入力部５２及び画像処理
部５４を有する複合機等の装置と、画像入力部５２から増幅率に関する情報を取得する増
幅率情報取得手段、当該情報に基づいて画像入力部５２を制御し、受光素子の受光量を増
幅率に応じて制御する制御手段、及び当該制御手段により制御された画像入力部５２から
原画像信号を入力され、当該原画像信号から紙指紋を抽出する紋様情報抽出手段を有する
画像処理装置とを別体に構成することもできる。この場合、画像処理装置は、一般機能を
実現する装置の内部若しくは外部に直接に取り付けられ一体化され、又はネットワーク等
を介して情報・信号をやりとりする形で接続されて使用される。
【符号の説明】
【００６５】
　５０　画像処理装置、５２　画像入力部、５４　画像処理部、５６　画像出力部、５８
　通信部、６０　紙指紋処理部、６２　ユーザインターフェース部、６４　制御部、６６
　記憶部、１００　光源、１０２　光源駆動回路、１０４　ＣＣＤイメージセンサ、１０
６　イメージセンサ駆動回路、１０８　モータ、１１０　モータ駆動回路、１２０　増幅
部、１２２　ＡＧＣ回路、１３０　ＡＤＣ、１４０　信号補正回路、１４２　シェーディ
ング補正回路、１４４　ギャップ補正回路、１５０　色空間変換処理、１５２　ノイズ除
去処理、１５４　下地除去処理、１６０　紙指紋登録処理、１６２　紙指紋照合処理、１
６４　登録紙指紋情報。
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