
JP 4660212 B2 2011.3.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可視状態の主画像情報に対して不可視状態で副情報を埋め込むことによって合成画像情
報を作成し、この作成した合成画像情報を記録媒体の記録面上に可視状態で記録する画像
処理装置において、
　前記記録媒体の記録面上に記録画像が目視確認できる状態で設けられる光学セキュリテ
ィ層および保護層の当該記録画像に対する光学遮蔽度の分布情報を記憶した第１の記憶手
段と、
　前記光学遮蔽度の分布と副情報の埋め込み強度との関係情報を記憶した第２の記憶手段
と、
　前記第１の記憶手段に記憶された光学遮蔽度の分布情報を基にして、前記第２の記憶手
段に記憶された光学遮蔽度の分布と副情報の埋め込み強度との関係情報を参照することに
より、副情報の埋め込み強度を決定する埋め込み強度処理手段と、
　この埋め込み強度処理手段により決定された副情報の埋め込み強度に基づき主画像情報
に対して不可視状態で副情報を埋め込むことによって合成画像情報を作成する埋め込み処
理手段と、
　この埋め込み処理手段により作成された合成画像情報を記録媒体の記録面上に可視状態
で記録する記録処理手段と、
　を具備したことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
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　可視状態の主画像情報に対して不可視状態で副情報を埋め込むことによって合成画像情
報を作成し、この作成した合成画像情報を記録媒体の記録面上に可視状態で記録する画像
処理装置において、
　前記記録媒体の記録面上に記録画像が目視確認できる状態で設けられる光学セキュリテ
ィ層および保護層の当該記録画像に対する光学遮蔽度の分布情報を記憶した第１の記憶手
段と、
　前記光学遮蔽度の分布と副情報の埋め込み位置との関係情報を記憶した第２の記憶手段
と、
　前記第１の記憶手段に記憶された光学遮蔽度の分布情報を基にして、前記第２の記憶手
段に記憶された光学遮蔽度の分布と副情報の埋め込み位置との関係情報を参照することに
より、副情報の埋め込む位置を決定する埋め込み位置処理手段と、
　この埋め込み位置処理手段により決定された副情報の埋め込み位置に基づき主画像情報
に対して不可視状態で副情報を埋め込むことによって合成画像情報を作成する埋め込み処
理手段と、
　この埋め込み処理手段により作成された合成画像情報を記録媒体の記録面上に可視状態
で記録する記録処理手段と、
　を具備したことを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　可視状態の主画像情報に対して不可視状態で副情報を埋め込むことによって合成画像情
報を作成し、この作成した合成画像情報を記録媒体の記録面上に可視状態で記録する画像
処理方法において、
　あらかじめ記憶された前記記録媒体の記録面上に記録画像が目視確認できる状態で設け
られる光学セキュリティ層および保護層の当該記録画像に対する光学遮蔽度の分布情報を
基にして、あらかじめ記憶された前記光学遮蔽度の分布と副情報の埋め込み強度との関係
情報を参照することにより、副情報の埋め込み強度を決定する埋め込み強度処理ステップ
と、
　この埋め込み強度処理ステップにより決定された副情報の埋め込み強度に基づき主画像
情報に対して不可視状態で副情報を埋め込むことによって合成画像情報を作成する埋め込
み処理ステップと、
　この埋め込み処理ステップにより作成された合成画像情報を記録媒体の記録面上に可視
状態で記録する記録処理ステップと、
　を具備したことを特徴とする画像処理方法。
【請求項４】
　可視状態の主画像情報に対して不可視状態で副情報を埋め込むことによって合成画像情
報を作成し、この作成した合成画像情報を記録媒体の記録面上に可視状態で記録する画像
処理方法において、
　あらかじめ記憶された前記記録媒体の記録面上に記録画像が目視確認できる状態で設け
られる光学セキュリティ層および保護層の当該記録画像に対する光学遮蔽度の分布情報を
基にして、あらかじめ記憶された前記光学遮蔽度の分布と副情報の埋め込み位置との関係
情報を参照することにより、副情報の埋め込む位置を決定する埋め込み位置処理ステップ
と、
　この埋め込み位置処理ステップにより決定された副情報の埋め込み位置に基づき主画像
情報に対して不可視状態で副情報を埋め込むことによって合成画像情報を作成する埋め込
み処理ステップと、
　この埋め込み処理ステップにより作成された合成画像情報を記録媒体の記録面上に可視
状態で記録する記録処理ステップと、
　を具備したことを特徴とする画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、たとえば、可視状態の主画像情報（人物の顔画像など）に対して別の付加的
な副情報（セキュリティ情報など）を不可視状態で埋め込み合成して合成画像情報を作成
し、この作成した合成画像情報を記録媒体上に記録する画像処理装置および画像処理方法
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　たとえば、各種免許証、クレジットカード、会員証などの個人認証用の顔画像が入った
ＩＤカード（個人認証媒体）には、様々なセキュリティ技術が適用されている。たとえば
、ホログラムフィルムを画像表示体上に形成することで、複写防止などを行なうものが知
られている（たとえば、特許文献１参照）。
【０００４】
　一方、情報の電子化やインターネットの普及に伴って、画像の偽造・変造防止のために
電子透かし、電子署名などの技術が重要視されるようになってきている。特に、主画像情
報に付加的な副情報を不可視状態で埋め込む電子透かし技術は、ＩＤカードや著作権情報
を埋め込んだ写真に対する不正コピー、偽造、改ざん対策として提案されている。
【０００５】
　たとえば、印刷物へ出力される画像データに対して、人間が感知しにくい高い空間周波
数成分および色差成分の特性を利用して、データを埋め込む電子透かし挿入方法が開示さ
れている（たとえば、特許文献２参照）。
【０００６】
　また、電子透かし埋め込み強度が一定ではなく、被埋め込み画像情報（主画像情報）の
内容に応じて埋め込み強度を可変させる電子透かし手法が開示されている（たとえば、特
許文献３参照）。
【０００７】
　さらに、光学フィルタで確認できる電子透かしの印刷装置が開示されている（たとえば
、特許文献４参照）。
【０００８】
　これらの技術によれば、埋め込んだ情報は人間に知覚され難いばかりではなく、画像を
記録した後でも埋め込んだ情報を復元することができる。
【特許文献１】特許第２８４０８２５号公報
【特許文献２】特開平９－２４８９３５号公報
【特許文献３】特開平１１－３５５５５４号公報
【特許文献４】特開２００１－２６８３４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　前述のように、ＩＤカードなどの偽変造防止策として、ホログラム等のＯＶＤ（Ｏｐｔ
ｉｃａｌ　Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）を含む光学セキュリティ層が記録面（画
像形成面）上に設けられることが多い。偽変造防止効果を高めるには、光学セキュリティ
層に強い効果のあるホログラム等を入れることが重要で、一般には強いホログラムを入れ
るほど、きらきら光る状態になり、記録画像に対する光学遮蔽度が高くなる。
【００１０】
　別の偽変造防止技術である電子透かし技術の観点からそれを見ると、偽変造防止の強化
のために光学セキュリティ層の光学遮蔽度が高くなると、その下層に存在する記録層（画
像形成層）の中の電子透かし情報をスキャナやカメラなどの光学読取デバイスで読取るこ
とが難しくなり、埋め込んだ電子透かし情報の復元が困難になるといった問題が生じる。
【００１１】
　そこで、本発明は、記録面上に記録画像が目視確認できる状態でホログラム等を含む光
学セキュリティ層およびまたは保護層が設けられている記録物でも、光学セキュリティ層
およびまたは保護層の記録画像に対する光学遮蔽度に影響を受けないで、常に安定した副
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情報の復元性能を得ることができる画像処理装置および画像処理方法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】
【００１２】
　本発明の画像処理装置は、可視状態の主画像情報に対して不可視状態で副情報を埋め込
むことによって合成画像情報を作成し、この作成した合成画像情報を記録媒体の記録面上
に可視状態で記録する画像処理装置において、前記記録媒体の記録面上に記録画像が目視
確認できる状態で設けられる光学セキュリティ層および保護層の当該記録画像に対する光
学遮蔽度の分布情報を記憶した第１の記憶手段と、前記光学遮蔽度の分布と副情報の埋め
込み強度との関係情報を記憶した第２の記憶手段と、前記第１の記憶手段に記憶された光
学遮蔽度の分布情報を基にして、前記第２の記憶手段に記憶された光学遮蔽度の分布と副
情報の埋め込み強度との関係情報を参照することにより、副情報の埋め込み強度を決定す
る埋め込み強度処理手段と、この埋め込み強度処理手段により決定された副情報の埋め込
み強度に基づき主画像情報に対して不可視状態で副情報を埋め込むことによって合成画像
情報を作成する埋め込み処理手段と、この埋め込み処理手段により作成された合成画像情
報を記録媒体の記録面上に可視状態で記録する記録処理手段とを具備している。
【００１３】
　本発明の画像処理方法は、可視状態の主画像情報に対して不可視状態で副情報を埋め込
むことによって合成画像情報を作成し、この作成した合成画像情報を記録媒体の記録面上
に可視状態で記録する画像処理方法において、あらかじめ記憶された前記記録媒体の記録
面上に記録画像が目視確認できる状態で設けられる光学セキュリティ層および保護層の当
該記録画像に対する光学遮蔽度の分布情報を基にして、あらかじめ記憶された前記光学遮
蔽度の分布と副情報の埋め込み強度との関係情報を参照することにより、副情報の埋め込
み強度を決定する埋め込み強度処理ステップと、この埋め込み強度処理ステップにより決
定された副情報の埋め込み強度に基づき主画像情報に対して不可視状態で副情報を埋め込
むことによって合成画像情報を作成する埋め込み処理ステップと、この埋め込み処理ステ
ップにより作成された合成画像情報を記録媒体の記録面上に可視状態で記録する記録処理
ステップとを具備している。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、記録面上に記録画像が目視確認できる状態でホログラム等を含む光学
セキュリティ層およびまたは保護層が設けられている記録物でも、光学セキュリティ層お
よびまたは保護層の記録画像に対する光学遮蔽度に影響を受けないで、常に安定した副情
報の復元性能を得ることができる画像処理装置および画像処理方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。　
　まず、第１の実施の形態について説明する。　
　図１は、第１の実施の形態に係る記録物としてのＩＤカード１０１の具体例を示してい
る。ＩＤカード１０１には、所持者の個人認証用の顔画像１０２が記録（印刷）されてい
る。この顔画像１０２は、後で説明する電子透かし処理方法により、電子透かし情報（副
情報）が不可視状態で埋め込まれている。また、ＩＤ番号（固有の識別情報）、氏名、生
年月日、有効期限などの個人管理情報１０３が記録されている。これらの個人管理情報１
０３を、電子透かし埋め込み処理の副情報として用いることにより、ＩＤカード１０１の
顔画像１０２と個人管理情報１０３とが関連付けられるため、ＩＤカード１０１の一部を
改ざんしたり、偽造したりすることが困難になり、セキュリティ性を高めることが可能に
なる。
【００１７】
　１０４，１０５，１０６は偽変造防止のための光学パターン、たとえば、ホログラムの
ようなＯＶＤ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）であり、光学セキ
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ュリティ層に形成されている。
【００１８】
　図２は、ＩＤカード１０１の層構成例を模式的に示している。図示するように、一番下
に基層２０４があって、その上に順に、記録層（画像形成層）２０３、ホログラム等のＯ
ＶＤを含む光学セキュリティ層および保護層２０２が積層されている。
【００１９】
　一般には、これらの層は初めから積層されているのではなく、基層２０４の上に記録装
置で画像を形成して記録層２０３が積層され、その後に熱圧着等の処理によって光学セキ
ュリティ層および保護層２０２が形成される。
【００２０】
　このＩＤカード１０１を使用する場合は、図２において上側からの視点２０５から記録
画像を見ることになるので、記録層２０３の上に存在する光学セキュリティ層および保護
層２０２の光学遮蔽度が重要になる。
【００２１】
　前述のように、記録層２０３に記録されている画像には不可視状態で電子透かし情報（
副情報）が埋め込まれているため、その電子透かし情報を復元する際には記録画像を視点
２０５からスキャナやカメラ等の光学読取装置でデジタル情報として読出す必要がある。
その場合に、光学セキュリティ層および保護層２０２が着色してあったり、光反射率が高
くて記録面の情報が読出せなかったりすると、正しく記録画像を読出すことは難しく、そ
うなればその中の電子透かし情報を正しく復元できなくなる問題が生じる。
【００２２】
　そこで、本発明では、記録層２０３にある記録画像に対する光学セキュリティ層および
保護層２０２の光学的な読取りを邪魔する指標として「光学遮蔽度」を定義する。　
　図３にその光学遮蔽度の定義を示す。測定面に光源３０１から４５度の角度で光を照射
して、垂直に反射した反射光を検知器３０２で測定し、その反射率ρを求める。光学セキ
ュリティ層および保護層２０２がない場合（図３（ａ））とある場合（図３（ｂ））との
比を取ることにより、光学遮蔽度Ｃが下記式のように求められる。　
　　　　Ｃ＝（１－ρ２／ρ１），　（０～１の範囲）
　すなわち、光学遮蔽度Ｃが高いほど光学セキュリティ層および保護層２０２の影響を受
け易く、記録層２０３の記録画像は読取りにくくなり、光学遮蔽度Ｃが低いほど光学セキ
ュリティ層および保護層２０２の影響を受けにくく、記録層２０３の記録画像は読取り易
くなることを示す。
【００２３】
　次に、本発明で用いられる電子透かし処理（副情報埋め込み処理）について説明する。
本実施の形態では、副情報の埋め込み処理には一般に電子透かし処理と呼ばれている手法
を用いており、特に色差変調処理を用いた電子透かし処理を利用することができる。この
色差変調処理を用いた電子透かし処理の詳細な手法は、たとえば、特開平１１－３５５５
５４号公報や特開２００１－２６８３４６号公報などに記述されており、これらを適用す
ることが可能である。
【００２４】
　図４は、本発明で用いられる電子透かし処理を含む全体的な処理の流れを模式的に示し
ており、以下、その処理の流れについて簡単に説明する。なお、この例では、たとえば、
特開２００１－２６８３４６号公報に記述されている電子透かし処理を適用しており、詳
細については特開２００１－２６８３４６号公報の記述内容を参照されたい。
【００２５】
　図４において、主画像情報（被埋め込み画像情報）４０１は個人認証用の顔画像、電子
透かし情報（副情報）４０２は主画像情報のセキュリティ性を高める情報または真偽判定
に用いる情報、さらには著作権管理に用いる情報（今回は数字の「１７４」）など、鍵情
報４０３は電子透かしの埋め込みおよび復元に用いる鍵となる情報である。
【００２６】
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　最初に、電子透かし処理ステップ４０４において、主画像情報４０１、副情報４０２、
鍵情報４０３を用いて電子透かし処理を行なうことで、合成画像情報（電子透かし入り画
像情報）４０５を作成する。次に、記録処理ステップ４０６において、作成した合成画像
情報４０５を記録媒体上に記録（印刷）する。次に、光学セキュリティ層および保護層作
成処理ステップ４０７において、合成画像情報４０５を記録した記録媒体上に光学セキュ
リティ層および保護層作成処理を行なうことで、ＩＤカード４０８が完成する。
【００２７】
　ここで、主画像情報４０１は、ＩＤカードの個人認証用の顔画像や有価証券の図柄、そ
の他の画像であり、白黒濃淡画像でもフルカラー画像でも構わない。また、副情報４０２
は、２値のランダムビット列、氏名や誕生日などの個人情報、会社や組織のロゴマークな
どを用いることができる。
【００２８】
　図５は、第１の実施の形態に係る画像処理装置の構成を概略的に示すものである。この
画像処理装置は、あらかじめ光学セキュリティ層および保護層２０２の記録画像に対する
光学遮蔽度の分布情報を格納した光学遮蔽度記憶部（第１の記憶手段）５０４、あらかじ
め上記光学遮蔽度の分布と電子透かし埋め込み強度との関係情報を格納した光学遮蔽度－
埋め込み強度関係記憶部（第２の記憶手段）５０５、光学遮蔽度記憶部５０４に格納され
た光学遮蔽度の分布情報を基にして、光学遮蔽度－埋め込み強度関係記憶部５０５に格納
された光学遮蔽度の分布と電子透かし埋め込み強度との関係情報を参照することで、電子
透かし埋め込み強度（副情報の埋め込み強度）を決定する電子透かし埋め込み強度処理部
（埋め込み強度処理手段）５０６、埋め込み強度処理部５０６により決定された電子透か
し埋め込み強度に基づき主画像情報に対して不可視状態で電子透かし情報（副情報）を埋
め込むことによって合成画像情報を作成する電子透かし埋め込み処理部（埋め込み処理手
段）５０７、電子透かし埋め込み処理部５０７により作成された合成画像情報を記録媒体
の記録面上に可視状態で記録（印刷）する記録処理部（記録処理手段）５０８によって構
成されている。
【００２９】
　次に、このような構成において動作を説明する。入力情報として、主画像情報５０１、
電子透かし情報（副情報）５０２、鍵情報５０３がある。まず、電子透かし埋め込み強度
処理部５０６は、あらかじめ光学遮蔽度記憶部５０４に記憶されている光学遮蔽度の分布
情報を基にして、あらかじめ光学遮蔽度－埋め込み強度関係記憶部５０５に記憶されてい
る光学遮蔽度の分布と電子透かし埋め込み強度との関係情報を参照することにより、各位
置における電子透かしの埋め込み強度が設定（決定）される。
【００３０】
　次に、電子透かし埋め込み処理部５０７は、主画像情報５０１、電子透かし情報５０２
、鍵情報５０３のおよび電子透かし埋め込み強度処理部５０６により設定された電子透か
しの埋め込み強度を用いて、主画像情報５０１に対し電子透かし情報５０２を不可視状態
で埋め込む処理を行なうことにより、合成画像情報を作成する。　
　次に、記録処理部５０８は、作成された合成画像情報を可視画像として記録媒体に記録
処理することにより、記録された合成画像情報５０９が作成される。
【００３１】
　図６は、図１で示したＩＤカード１０１の光学セキュリティ層および保護層２０２の光
学遮蔽度を示しており、この光学遮蔽度を基にして作成した光学遮蔽度の分布を図７に示
すとともに、その光学遮蔽度の分布を格納したテーブル情報を図８に示している。この図
８のテーブル情報が光学遮蔽度の分布情報として光学遮蔽度記憶部５０４に格納される。
本実施の形態では、便宜的に横方向（ｘ座標）を１５刻み（０～１４まで）、縦方向（ｙ
座標）を９刻み（０～８まで）としている。したがって、図８には横１５ブロック×縦９
ブロック＝全１３５ブロックの光学遮蔽度が記憶されることになる。
【００３２】
　図７および図８に示す光学遮蔽度の分布に対応した電子透かし埋め込み強度の分布に対
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応して電子透かしの埋め込み強度を設定するための光学遮蔽度と埋め込み強度との関係を
格納したテーブル情報を図９に示す。この図９のテーブル情報が光学遮蔽度の分布と電子
透かし埋め込み強度との関係情報として光学遮蔽度－埋め込み強度関係記憶部５０５に格
納される。また、図９の光学遮蔽度－埋め込み強度の関係テーブルより求めた埋め込み強
度ランクを図７に示す。なお、本実施の形態の場合、光学遮蔽度が８０％以上では遮蔽度
が高すぎるため電子透かしを埋め込まない。
【００３３】
　特開２００１－２６８３４６号公報の電子透かし処理方法を本実施の形態に適用した場
合は、本実施の形態の埋め込み強度は特開２００１－２６８３４６号公報における「埋め
込み色差量」と同じである。図９に本実施の形態の埋め込み強度を埋め込み色差量で表現
した一例を示す。埋め込み色差量の絶対値が大きいほど電子透かし埋め込み強度が高いこ
とを示す。この例では、補色の組合わせとして、緑（Ｇ）－マゼンタ（Ｍ）の組合わせを
選択している。
【００３４】
　本実施の形態の効果を説明するために、光学遮蔽度と電子透かし復元率との関係を模式
的に図１０（ａ）および図１０（ｂ）に示す。図１０（ａ）は光学遮蔽度に関係なく電子
透かし埋め込み強度を一定にした従来方式のときの例で、図１０（ｂ）は本実施の形態の
光学遮蔽度に対応させて電子透かし埋め込み強度を変更させたときの例である。
【００３５】
　ここで、電子透かし復元率とは、「正しく復元できた情報量／埋め込んだ情報量」の割
合を示し、完全に復元できた場合は１００％になり、何も復元できたかった場合は０％と
なり、高い値の方が電子透かしの復元性が良いことを示す。
【００３６】
　図１０（ａ）に示すように、電子透かし埋め込み強度が一定の場合は、電子透かし復元
率（Ｙ軸）は光学遮蔽度（Ｘ軸）の値が０％のときはほぼ１００％となり、完全に埋め込
んだ情報を復元できているが、光学遮蔽度の値が増加するにつれて復元率が低下する。こ
の場合、光学遮蔽度が約５０％のときに復元率が７５％となる。
【００３７】
　電子透かしの復元の際には、復元処理に加えてエラー訂正処理を併用することが多い。
このエラー訂正処理がカバーできるのが（エラー訂正処理方式にもよるが）、おおよそ元
の情報量の２５％程度前後である。したがって、図１０（ａ）の場合は光学遮蔽度が５０
％以上になると復元率が７５％よりも低下するため、エラー訂正処理を併用しても埋め込
んだ情報を完全に復元できないことになる。
【００３８】
　図１０（ｂ）に示すように、本実施の形態を用いて光学遮蔽度が高くなるにつれて電子
透かし埋め込み強度を強くした場合は、電子透かし復元率は光学遮蔽度の値が０％のとき
はほぼ１００％となり、完全に埋め込んだ情報を復元できていて、光学遮蔽度の値が増加
するにつれて復元率が低下するが、この低下度合いが図１０（ａ）と比較して非常に緩や
かになる。この場合、光学遮蔽度が約８０％のときに復元率が７５％となる。したがって
、図１０（ｂ）の場合は、光学遮蔽度が８０％以上になると復元率が７５％よりも低下す
るため、エラー訂正処理を併用しても埋め込んだ情報を完全に復元できないことになる。
【００３９】
　このように、光学遮蔽度が高くなるにつれて電子透かし埋め込み強度を強くすることに
より、光学遮蔽度が増加したときの電子透かし復元率の低下を防ぐことが可能になり、安
定して埋め込んだ情報を取出すことができる。したがって、光学セキュリティ層および保
護層の光学的隠蔽度に影響されず、電子透かし情報（副情報）の復元性を高めることが可
能になる。
【００４０】
　次に、第２の実施の形態について説明する。　
　なお、第２実施の形態で用いるＩＤカードの外観や層構成は、前述した第１実施の形態
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（図１、図２）と同様であるので説明を省略する。
【００４１】
　図１１は、第２の実施の形態に係る画像処理装置の構成を概略的に示すものである。こ
の画像処理装置は、あらかじめ光学セキュリティ層および保護層２０２の記録画像に対す
る光学遮蔽度の分布情報を格納した光学遮蔽度記憶部（第１の記憶手段）９０４、あらか
じめ上記光学遮蔽度の分布と電子透かし埋め込み位置との関係情報を格納した光学遮蔽度
－埋め込み位置関係記憶部（第２の記憶手段）９０５、光学遮蔽度記憶部９０４に格納さ
れた光学遮蔽度の分布情報を基にして、光学遮蔽度－埋め込み位置関係記憶部９０５に格
納された光学遮蔽度の分布と電子透かし埋め込み位置との関係情報を参照することで、電
子透かし埋め込み位置（副情報の埋め込み位置）を決定する電子透かし埋め込み位置処理
部（埋め込み位置処理手段）９０６、埋め込み位置処理部９０６により決定された電子透
かし埋め込み位置に基づき主画像情報に対して不可視状態で電子透かし情報（副情報）を
埋め込むことによって合成画像情報を作成する電子透かし埋め込み処理部（埋め込み処理
手段）９０７、電子透かし埋め込み処理部９０７により作成された合成画像情報を記録媒
体の記録面上に可視状態で記録（印刷）する記録処理部（記録処理手段）９０８によって
構成されている。
【００４２】
　次に、このような構成において動作を説明する。入力情報として、主画像情報９０１、
電子透かし情報（副情報）９０２、鍵情報９０３があり、これらは図５の主画像情報５０
１、電子透かし情報（副情報）５０２、鍵情報５０３と同様である。
【００４３】
　まず、電子透かし埋め込み位置処理部９０６は、あらかじめ光学遮蔽度記憶部９０４に
記憶されている光学遮蔽度の分布情報を基にして、あらかじめ光学遮蔽度－埋め込み位置
関係記憶部９０５に記憶されている光学遮蔽度の分布と電子透かし埋め込み位置との関係
情報を参照することにより、電子透かし埋め込み位置のレイアウト情報が設定（決定）さ
れる。
【００４４】
　次に、電子透かし埋め込み処理部９０７は、主画像情報９０１、電子透かし情報９０２
、鍵情報９０３のおよび電子透かし埋め込み位置処理部９０６により設定された電子透か
しの埋め込み位置のレイアウト情報を用いて、主画像情報９０１に対し電子透かし情報９
０２を不可視状態で埋め込む処理を行なうことにより、合成画像情報を作成する。　
　次に、記録処理部９０８は、作成された合成画像情報を可視画像として記録媒体に記録
処理することにより、記録された合成画像情報９０９が作成される。
【００４５】
　なお、光学遮蔽度の分布情報として光学遮蔽度記憶部５０４に格納されるテーブル情報
は、前述した第１実施の形態の図８と同様であるので説明を省略する。　
　図７および図８に示す光学遮蔽度の分布に対応した電子透かし埋め込み位置のレイアウ
ト・ランクを設定するための光学遮蔽度と埋め込み位置ランクとの関係を格納したテーブ
ル情報を図１２に示す。この図１２のテーブル情報が光学遮蔽度の分布と電子透かし埋め
込み位置との関係情報として光学遮蔽度－埋め込み位置関係記憶部９０５に格納される。
また、図１２の光学遮蔽度－埋め込み位置の関係テーブルより求めた埋め込み位置ランク
を図１３に示す。なお、本実施の形態の場合、光学遮蔽度が８０％以上では遮蔽度が高す
ぎるため電子透かしを埋め込まない。
【００４６】
　このように、光学遮蔽度が高い部分は電子透かし埋め込み位置の優先度を下げ、光学遮
蔽度が低い部分は電子透かし埋め込み位置の優先度を高くして、光学遮蔽度の低い位置に
電子透かし情報を埋め込むようにすることで、常に安定して埋め込んだ情報を取出すこと
ができる。したがって、光学セキュリティ層および保護層の光学的隠蔽度に影響されず、
電子透かし情報（副情報）の復元性を高めることが可能になる。
【００４７】
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　なお、上記説明では、埋め込む電子透かし情報に対して重みを付けなかったが、電子透
かし情報は個人認証用情報だったり、会社や組織のロゴマークだったりと様々なものが使
用されている。そこで、相対的に重要な情報とあまり重要でない情報とに分けることによ
り、電子透かし情報自体に重要度という重みを付けて、重要度が高い電子透かし情報は光
学遮蔽度の低い領域に優先的にレイアウトし、重要度が比較的低い電子透かし情報は光学
遮蔽度の高い領域にレイアウトすることにより、電子透かし情報として埋め込んだ重要な
情報を確実に復元することが可能になる。　
　これにより、光学セキュリティ層および保護層の光学遮蔽度に影響されて電子透かし情
報の復元性が低下しても、重要な情報の復元性は確保される（保険的要素）。
【００４８】
　また、電子透かしには、積極的に人に見えるように透かし情報を埋め込んで偽変造防止
を行なっているということを利用者に知らせる技術も存在する。たとえば、「積極的に著
作権を表示する署名透かし方式の提案、防衛大、画像電子学会誌　第２７巻　第５号　５
０７～５１２ページ」などがある。　
　光学遮蔽度が高い領域というのは、前述のように記録画像を読取りにくい領域なので、
逆に偽変造しにくい領域であると言える。そこで、光学遮蔽度が高い領域にあえて「見え
る電子透かし」を埋め込むことにより、偽変造防止を行なっていることがアピールでき、
抑止効果が狙える。　
　これにより、光学遮蔽度が高い部分、つまり偽変造しにくい部分にあえて見える電子透
かし情報を埋め込むことにより、偽変造抑止効果を狙うことができる。
【００４９】
　なお、前記実施の形態では、記録物がＩＤカードの場合について説明したが、本発明は
これに限定されるものではなく、たとえば、預金通帳などの冊子型の個人認証用通帳類で
あっても同様に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る記録物としてのＩＤカードの具体例を示す平面
図。
【図２】ＩＤカードの層構成例を示す模式図。
【図３】光学遮蔽度の定義を説明するための模式図。
【図４】電子透かし処理を含む全体的な処理の流れを示す模式図。
【図５】第１の実施の形態に係る画像処理装置の構成を概略的に示すブロック図。
【図６】光学セキュリティ層および保護層の光学遮蔽度を示す模式図。
【図７】光学遮蔽度の分布と電子透かし埋め込み強度を示す模式図。
【図８】光学遮蔽度の分布を格納したテーブル情報の一例を示す図。
【図９】光学遮蔽度と埋め込み強度との関係を格納したテーブル情報の一例を示す図。
【図１０】光学遮蔽度と電子透かし復元率との関係を示す模式図。
【図１１】第２の実施の形態に係る画像処理装置の構成を概略的に示すブロック図。
【図１２】光学遮蔽度と埋め込み位置ランクとの関係を格納したテーブル情報の一例を示
す図。
【図１３】光学遮蔽度の分布と電子透かし埋め込み位置ランクを示す模式図。
【符号の説明】
【００５１】
　１０１…ＩＤカード（記録物）、１０２…顔画像、１０３…個人管理情報、１０４，１
０５，１０６…光学パターン（ホログラム等のＯＶＤ）、２０２…光学セキュリティ層お
よび保護層、２０３…記録層（画像形成層）、２０４…基層、５０１，９０１…主画像情
報、５０２，９０２…電子透かし情報（副情報）、５０３，９０３…鍵情報、５０４，９
０４…光学遮蔽度記憶部（第１の記憶手段）、５０５…光学遮蔽度－埋め込み強度関係記
憶部（第２の記憶手段）、５０６…電子透かし埋め込み強度処理部（埋め込み強度処理手
段）、５０７，９０７…電子透かし埋め込み処理部（埋め込み処理手段）、５０８，９０
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８…記録処理部（記録処理手段）、９０５…光学遮蔽度－埋め込み位置関係記憶部（第２
の記憶手段）、９０６…電子透かし埋め込み位置処理部（埋め込み位置処理手段）。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１１】
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【図１２】

【図１３】



(13) JP 4660212 B2 2011.3.30

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100092196
            弁理士　橋本　良郎
(72)発明者  山口　隆
            神奈川県川崎市幸区柳町７０番地　株式会社東芝柳町事業所内
(72)発明者  徳田　真哉
            神奈川県川崎市幸区柳町７０番地　株式会社東芝柳町事業所内

    審査官  山内　裕史

(56)参考文献  特開２００４－２０１３２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第０３／０９８５４０（ＷＯ，Ａ１）　　
              特許第２８４０８２５（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開２００１－２６８３４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０６０８９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３２０６７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２２８８９６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　１／３８７　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

