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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ファインダーを有し、撮像素子によって被写体像を撮影する画像撮影装置であって、
　前記ファインダーにおいて前記画像撮影装置の焦点検出領域を撮影者に知らしめるため
の発光手段を点灯させて撮影者の虹彩情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された撮影者の虹彩情報を着脱可能な記録媒体に記録する虹彩
情報登録手段と、
　前記取得手段により新たに取得した虹彩情報と、装着された前記記録媒体に記録された
虹彩情報とを照合する照合手段と、
　前記虹彩情報登録手段によって撮影者の虹彩情報が記録された記録媒体が装着されてい
る場合であって、前記照合手段により双方の虹彩情報が一致した場合に、撮影された被写
体画像とあわせて前記記録媒体に記録された虹彩情報を記録する被写体記録手段と
を有することを特徴とする画像撮影装置。
【請求項２】
　前記記録媒体は、撮影された被写体画像を記録する画像記録媒体であり、該画像記録媒
体の記録領域の一部に生体情報が記録されることを特徴とする請求項１に記載の画像撮影
装置。
【請求項３】
　前記被写体記録手段の記録先は、前記記録媒体とは異なる記録媒体であることを特徴と
する請求項１に記載の画像撮影装置。



(2) JP 4174244 B2 2008.10.29

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記照合手段は、電源投入時に、前記取得手段により取得した虹彩情報と装着された前
記記録媒体に記録された虹彩情報とを照合することを特徴とする請求項１ないし３のいず
れか一項に記載の画像撮影装置。
【請求項５】
　ファインダーを有し、撮像素子によって被写体像を撮影する画像撮影装置の制御方法で
あって、
　取得手段が、前記ファインダーにおいて前記画像撮影装置の焦点検出領域を撮影者に知
らしめるための発光手段を点灯させて撮影者の虹彩情報を取得する取得工程と、
　虹彩情報登録手段が、前記取得工程により取得された撮影者の虹彩情報を着脱可能な記
録媒体に記録する虹彩情報登録工程と、
　照合手段が、前記取得工程により新たに取得した虹彩情報と、装着された前記記録媒体
に記録された虹彩情報とを照合する照合工程と、
　前記虹彩情報登録工程によって撮影者の虹彩情報が記録された記録媒体が装着されてい
る場合であって、前記照合工程により双方の虹彩情報が一致した場合に、撮影された被写
体画像とあわせて前記記録媒体に記録された虹彩情報を被写体記録手段が記録する被写体
記録工程と
を有することを特徴とする画像撮影装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、被写体像を電気的に撮影する画像撮影装置、特に撮影者の著作権を保護するこ
とが可能な画像撮影装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年急速に普及しつつあるディジタルスチルカメラおよびディジタルビデオカメラは、Ｃ
ＣＤセンサなどの撮像素子によって撮像した画像を、ディジタルフォーマットの画像デー
タに変換してメモリカードなどの記録媒体にディジタル記録する装置である。
【０００３】
これらディジタル画像データは、コンピュータによって容易に修正・加工・印刷等ができ
、一般家庭でも利用されるに至っている。同時にネットワークの発達、特にインターネッ
トの発達により、不特定多数の間でディジタル画像データを流通させることも容易となっ
ている。
【０００４】
このような背景のもとディジタルスチルカメラおよびディジタルビデオカメラ等の画像記
録装置の必要性は飛躍的に高まりつつある。
【０００５】
一方で、パーソナルコンピュータ等の普及によるデジタルデータの複製の容易化およびコ
スト低下に加え、インターネットへのアクセスの容易化によるデジタルデータの配布の容
易化およびコスト低下によって、一般の個人であっても、私的使用の範囲を超えて容易か
つ安価にデジタルデータの複製物を作成し、配布することが可能である。したがってディ
ジタル画像データの取り扱いに関しては、個人が趣味の範囲で楽しむ撮影程度であれば大
きな問題にならないものであっても、業としてディジタル画像の流通を行う者にとっては
、非権利者が容易に複製・配布等できてしまうことは看過しがたいこととなっている。
【０００６】
このように撮影者等の著作権者の権利保護が十分になされていないという問題が生じてお
り、撮影されたディジタル画像データに対し、著作権を保護するための方策が強く望まれ
ている。
【０００７】
このディジタル画像データ等の著作権保護の実現を目的として「電子透かし（Watermark
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）」という技術が広く研究されている。同技術は、ディジタル画像データおよびディジタ
ル音声データ等の対象となるデータ部分に、その目的に応じて人間に知覚されないように
、もしくは積極的に知覚されるように、別情報を重ね合わせて埋め込む技術であり、必要
に応じて正当な権利や資格を有する利用者のみが、埋め込まれた別情報を取り出せたり、
または除去できるようにされている。
【０００８】
これらの技術は、特開平１０－２９０３５９号公報および特開平１０－１５０５１７号公
報、米国特許第５５３０７５９号（特開平８－２４１４０３号公報）等に詳しい。
【０００９】
また、一方でプライバシーやセキュリティ保護等の観点から特定の個人を認証するための
技術が広く研究されている。
【００１０】
個人を認証する方法として古くから一般的に行われている方法としては、その特定の人物
のみが所持しうる鍵やカードや印鑑によって確認を行う方法や、その特定の人物のみが知
りうるパスワードや暗証番号の入力によって確認を行う方法などが知られている。これら
の方法においては、盗難・偽造・情報漏洩等により、他人がその特定の人物になりすます
事が比較的容易であるという根本的な問題を抱えている。
【００１１】
そこで、これらの方法に替えて認証を行うその特定人物の身体的な特徴を用いる、バイオ
メトリクス個人認証法が注目を集めるようになった。
【００１２】
この身体的特徴とは、個々人により固有であり、ランダム性を備え、長時間変化がないこ
となどが要求されるが、個人認証を行う装置への展開を考慮すると、認証に必要なデータ
を取得する時間や装置のコスト等の用件が加味され、現在では指紋・掌紋・虹彩模様・声
紋・顔貌を身体的特徴として用いることが広く利用されつつある。
【００１３】
以下、虹彩模様を用いた個人認証の原理について、特表平８－５０４９７９に従って概略
を説明する。
【００１４】
図９は、被験者がある特定の個人であるかを判断するまでのフローチャートである。
【００１５】
まず照明やフォーカスの制御を行って被験者の眼球画像が取得される（１１０１）。眼球
像が取得されると、瞼・睫が検出され、さらに図１０のように、瞳孔－虹彩の境界２１・
虹彩の外側境界２２が検出され、２３のような分析帯と呼ばれる領域に分割されて座標系
が設定される（１１０２）。
【００１６】
次に分析帯の濃淡変化の抽出を主としたイメージ解析を行い（１１０３）、これをもとに
コード化を行う（１１０４）。コード化によって生成される個人認証コードは、１，０で
示されるビットのある一定長の羅列によって表現される。
【００１７】
このようにコード化された個人認証コードを、予め特定の個人から取得されたテンプレー
トとしての個人認証コード１１０７とマッチングを行う（１１０５）。つまり、両者の一
致度をある評価関数に従って算出し、一定の閾値を超えた場合には両者が同一人物からサ
ンプリングされた個人認証コードであるという判定を行う（１１０６）。
【００１８】
また、指紋・掌紋であれば、対象となる指画像・掌画像を取得し、指紋・掌紋を構成する
隆線の特徴点である端点や分岐点をもとにコード化を行い、同一人判定のマッチングを行
う。
【００１９】
上記技術を用いて、特開２０００－１９６９９８においては、目の情報を直接電子透かし
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として撮影画像に埋め込む方法が開示されている。
【００２０】
この方法によると、被写体の撮影とほぼ同時に取得される眼球像から、虹彩模様や網膜模
様を抽出し撮影画像に埋め込むため、撮影画像と撮影者情報が一対一に対応し、かつ、第
三者が介入する余地がないので、著作権情報としては高い信頼性を持つ点で有効である。
【００２１】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、前記方法によると被写体の撮影とほぼ同時に眼球像を取得する作業が必要であ
り、さらには眼球像から虹彩模様や網膜模様を抽出し、画像処理等によるコード化手段に
よって個人認証コードへ変換する作業も必要である場合がある。この場合、デジタルカメ
ラ等のディジタル画像撮像装置においては、シーケンス上撮影時の被写体像処理に最も負
荷が掛かるタイミングであるため、これら眼球像処理もあわせると、全体の処理に膨大な
時間がかかる。そのため、次の撮影が可能となるまで撮影者は待たされることとなり、シ
ャッターチャンスを逃す恐れもある。
【００２２】
また、撮影ごとに撮影者の眼球像を取得する場合、取得の瞬間において撮影者が目を閉じ
てしまったり、睫や髪の毛が掛かってしまったりすることが往々にして起こりうることを
考慮すると、必ずしも眼球像が適切に取得できるとは限らず、さらには、例えば屋内など
の低照度下での撮影では撮影者の瞳孔は開くことになるので、相対的に虹彩模様の面積は
小さくなり、精確な個人認証コードに変換することが不可能になるといった問題もある。
【００２３】
従って、被写体の撮影と同時に虹彩情報を取得する方法は、相応のデメリットとリスクを
負う必要がある。
【００２４】
一方、撮影と同時には撮影者の生体情報を取得せずに、撮影された画像に生体情報を記録
するには、予め画像撮影装置に撮影者が何らかの方法で自らの生体情報を登録する必要が
あるが、使用の度に登録作業を繰返すことは撮影者にとって煩雑であり、しかし一度の登
録作業のみで更新をおこなわないと、後に該画像撮影装置を使用する他の撮影者まで同一
の生体情報が記録されることになってしまう。そうすると、撮影画像と撮影者を結びつけ
て著作情報を記録するという目的が達成されない。
【００２５】
本発明は、上述の課題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、撮影画像にお
ける撮影者の著作権を保護するために、撮影者の生体情報を精度よく取得し、該生体情報
を確実に撮影画像に記録できる画像撮影装置を提供することである。
【００２６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本出願に係る請求項１の発明は以下の手段を構成する。す
なわち、ファインダーを有し、撮像素子によって被写体像を撮影する画像撮影装置であっ
て、前記ファインダーにおいて前記画像撮影装置の焦点検出領域を撮影者に知らしめるた
めの発光手段を点灯させて撮影者の虹彩情報を取得する取得手段と、前記取得手段により
取得された撮影者の虹彩情報を着脱可能な記録媒体に記録する虹彩情報登録手段と、前記
取得手段により新たに取得した虹彩情報と、装着された前記記録媒体に記録された虹彩情
報とを照合する照合手段と、前記虹彩情報登録手段によって撮影者の虹彩情報が記録され
た記録媒体が装着されている場合であって、前記照合手段により双方の虹彩情報が一致し
た場合に、撮影された被写体画像とあわせて前記記録媒体に記録された虹彩情報を記録す
る被写体記録手段とを有する。
【００３７】
【発明の実施の形態】
［第１実施形態］
図１は、本発明の実施形態に係るディジタルスチルカメラの正面斜視図である。本実施形
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態においては、取得される生体情報画像は、虹彩画像である場合を例に説明する。
【００３８】
１０２はシャッター釦であり、押下によって撮影開始の信号が発生し、撮像素子によって
被写体像の撮影が開始される。１０４は撮影情報表示用液晶であり、シャッター速度、絞
り値あるいは設定した撮影モード等を表示させることができる。１０５は各種設定を行う
ための設定釦群であり、１０６は撮影モードを切り替えるためのモードダイヤルである。
１０７はカメラを把持するためのグリップ部であり、この一部が側部カバー１０８で開閉
可能となっており、後述のメモリカード５１６およびＩＤカード５１８を着脱できるよう
になっている。
【００３９】
図２は、本実施形態に係るディジタルスチルカメラの断面要部概略図である。２０１は撮
影レンズ群であり、便宜上２枚のレンズで示したが、実際には多数のレンズから構成され
ている。２０２は主ミラーで、ファインダ系による被写体像の観察状態と被写体像の撮影
状態に応じて撮影光路へ斜設、あるいは退去される。２０３はサブミラーで、主ミラー２
０２を透過した光束をカメラボディの下方に位置する焦点検出装置２０５へ向けて反射す
る。２０４はシャッターであり、５０４はＣＣＤあるいはＣＭＯＳエリアセンサなどによ
る撮像素子である。
【００４０】
２０６は、撮影レンズ群２０１の予定結像面に配置されたピント板、２０７はファインダ
光路変更用のペンタプリズム、２０８、２０９は各々被写体像の輝度を判定するための結
像レンズと測光センサである。
【００４１】
上記ペンタプリズム２０７の射出後方には分光器２１０ａを備えた接眼レンズ２１０が配
置され、撮影者によるピント板２０６の観察に使用される。分光器２１０ａは、例えば可
視光を透過し、赤外光を反射するダイクロイックミラーより成っている。
【００４２】
２１１は受光レンズであり、１１３はＣＣＤ等の撮像素子を用いた虹彩検出用センサで、
受光レンズ２１１に関して所定の位置にある撮影者の瞳孔近傍２１６と共役になるように
配置されている。２１３ａ、２１３ｂは、撮影者の瞳孔近傍を照明するための赤外発光ダ
イオードである。
【００４３】
撮影者の虹彩は、分光器２１０ａによって反射され、受光レンズ２１１で結像されて、虹
彩検出用センサ上に像を形成し画像化される。
【００４４】
図３は、本実施形態のディジタルスチルカメラの電気ブロック図である。カメラ制御用マ
イクロコントローラ（以下、「ＭＣＵ」と略記する）５００には、虹彩検出用センサ１１
３をはじめ、瞳孔近傍照明用の赤外発光ダイオード２１３を駆動するためのＩＲＥＤ駆動
回路１１４、信号入力回路５０１、液晶駆動回路５０２等のカメラ制御回路およびセンサ
が接続されている。
【００４５】
カメラ制御用ＭＣＵ５００内には、カメラ動作を実行するプログラムを格納したＲＯＭ５
００Ａ、変数を記憶するためのＲＡＭ５００Ｂ、補正データやその他パラメータを記憶す
るためのＥＥＰＲＯＭ（電気的消去・書き込み可能メモリ）５００Ｃが内蔵されている。
【００４６】
虹彩検出用センサ１１３は、撮影者の虹彩を検出し、その電気信号をカメラ制御用ＭＣＵ
５００に伝達する。カメラ制御用ＭＣＵ５００は、伝達された電気信号をＡ／Ｄ変換し、
その像データを順次ＲＡＭに格納していく。
【００４７】
信号入力回路５０１は、カメラの各種スイッチ群の状態をカメラに伝達する回路であり、
前述のシャッター釦１０２、設定釦群１０５、モードダイヤル１０６の信号もこの回路を
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介してＭＣＵに伝達される。
【００４８】
液晶駆動回路５０２は、ＭＣＵ５００からの指示に従って、カメラの外側に配されている
撮影情報表示用液晶１０４に、各種情報を表示させることができる。
【００４９】
カメラ制御用ＭＣＵ５００は、信号線５０３でディジタルＭＣＵ５０７に接続され、ディ
ジタルＭＣＵ５０７はカメラ制御用ＭＣＵ５００の指示に従ってディジタル画像の撮影動
作を制御する。ディジタルＭＣＵは、フラッシュメモリ５０９に予め格納されているプロ
グラムに従って撮影に係わる各種デバイスの制御を行う。シャッター釦１０２の押下によ
って撮像素子５０４上に被写体像が形成され、その信号はＡ／Ｄ変換器５０５でＡ／Ｄ変
換器５０５でＡ／Ｄ変換され、信号処理ＩＣ５０６で色補間処理やフィルタリング処理を
行った後、データバス５１４を介して、一旦ＤＲＡＭ５１１に格納される。
【００５０】
ＤＲＡＭに格納されたディジタル画像データは、必要に応じてカラーモニタ５０８に表示
される。
【００５１】
ディジタル画像データは、後述する方法で著作権情報と一体化された後、ＪＰＥＧ－ＩＣ
５１０でデータ圧縮され、メモリカード・インタフェース（以下Ｉ／Ｆと略する）５１３
を介して着脱可能なメモリカード５１６に書き込まれる。また、画像データはシリアルＩ
／Ｆ５１２を介して、シリアルバス５１５にも出力できる。
【００５２】
５１８は撮影者が個別に管理する着脱可能なＩＤカードであり、ここに撮影者の虹彩情報
が記録される。この虹彩情報はＩＤカードＩ／Ｆを介してディジタルＭＣＵ５０７と通信
可能である。
【００５３】
図４は、本実施形態にかかるディジタルスチルカメラにおける、撮影者の虹彩情報を登録
する処理の流れを表すフローチャートである。ステップ１００において、虹彩登録を開始
させるために、モードダイヤル１０６を「ＲＥＧ」ポジションに合わせる。まずこのポジ
ションについて説明する。
【００５４】
図５は図１のモードダイヤル１０６をカメラ上面より見たときの詳細図である。モードダ
イヤル１０６はカメラ本体に印された指標１３０に表示を合わせることによって、その表
示内容で撮影モードが設定される。１０６ａはカメラを不作動とするロックポジションで
あり、いわゆる電源オフの状態である。このロックポジションより他のポジションへモー
ドダイヤルを回転させることによりカメラは動作を始める。１０６ｂはカメラが予め設定
した撮影プログラムによって制御される自動撮影モードのポジション、１０６ｃは使用者
が撮影内容を設定できるマニュアル撮影モードで、プログラムＡＥ、シャッター優先ＡＥ
、絞り優先ＡＥ、被写体深度優先ＡＥ、マニュアル露出の各撮影モードをもっている。こ
こで１０６ｄが撮影者の虹彩情報の登録を行なう虹彩登録モードとなる「ＲＥＧ」ポジシ
ョンである。
【００５５】
図４に戻り、撮影者がステップ１００において、モードダイヤル１０６を「ＲＥＧ」ポジ
ションに合わせると、ステップＳ１０１に移り、これから行う動作が新規に虹彩を登録す
るのか、それとも既存の虹彩データの情報を消去するのかの選択をおこなう。具体的には
、撮影者は情報表示用液晶１０４およびファインダー内ＬＣＤ２１４に表示される指示に
従って設定釦群を操作する。既存の虹彩データの情報を消去する場合は、ステップＳ１０
２に進み、既に存在している虹彩データに関する一切を消去し終了する（Ｓ１１０）。
【００５６】
ここで撮影者がファインダー内を観察する様子について図６を用いて説明する。図６にお
いて２０６ａ～２０６ｅは、ピント板２０６上に記された焦点検出領域である。カメラは
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この領域の任意の１領域に対応する空間において焦点の検出が可能であり、選択された１
領域を撮影者に知らしめるために、高輝度発光ダイオード２１５によって発光させる。こ
の任意の１領域が発光されることを以下スーパーインポーズと呼ぶ。２１４はファインダ
ー内ＬＣＤであり、この表示によって、カメラがどのような設定状態にあるのか撮影者は
知ることができる。
【００５７】
ステップＳ１０１において新規虹彩登録が選択されると、ステップＳ１０３へ移り実際に
撮影者の虹彩を取得するルーチンに入る。現在の状態が新規に虹彩データの取得中である
ことが、図６で示すようにファインダー内ＬＣＤ２１４に表示され、同時に中央の焦点検
出領域である２０６ａがスーパーインポーズされる。ステップＳ１０４において撮影者は
この中央焦点検出領域２０６ａを注視する。注視した状態でシャッター釦１０２を押し下
げると（Ｓ１０５）、カメラは、分光器２１０ａによって反射され受光レンズ２１１で結
像されて虹彩検出用センサ１１３上に形成した撮影者の虹彩像を取り込む（Ｓ１０６）。
取り込まれた虹彩画像は、画像そのものとして、もしくは図９のステップＳ１１０２～Ｓ
１１０４の手順により個人認証コードにまで処理されて、虹彩情報として記録される。
【００５８】
ここで、ステップＳ１０７において、撮影者の個人データとして満足できる、すなわち同
一人判定ができる程度に虹彩情報が良好に取得されているかの判断がおこなわれる。もし
良好に取得されていないなら、ステップＳ１０８で失敗の合図、例えば電子音を出したり
ファインダー内ＬＣＤ２１４に表示して再びステップＳ１０３に戻る。良好に取得された
と判断されると、ステップＳ１０９に移り、登録が成功した合図をおこなって虹彩情報登
録終了を知らせる。
【００５９】
以上の処理において、登録された撮影者の虹彩情報は、ディジタルＭＣＵ５０７からＩＤ
カードＩ／Ｆ５１７を介してＩＤカード５１８に書き込み処理が行われ記録される。例え
ば、虹彩画像から虹彩情報への加工は、虹彩情報を読み込んだディジタルＭＣＵ５０７に
よりステップＳ１０６において行われる。そして、同ステップにおいて、虹彩情報への加
工及びＩＤカード５１８への記録が行われ、虹彩情報が登録される。
【００６０】
撮影者は自らの虹彩情報が記録されたこのＩＤカードをカメラとは別個に管理できる。撮
影に際しＩＤカードをカメラに装着すれば、一定の撮影シーケンスによって撮影された被
写体像に、カメラの電源オフの動作指示やメモリーカード５１６の取外し信号等に伴って
、登録された虹彩情報が記録される。またその記録方法は、虹彩画像をそのまま電子透か
しとして埋め込む、または個人認証コードを電子透かしとして埋め込む、もしくは撮影画
像を説明するために付加される付帯情報である画像メタデータの一項目として個人認証コ
ードを書き込むなどが可能である。このように虹彩情報を電子透かしとして埋め込まれた
画像情報を、電子透かしを埋め込んだ手順に応じた手順で処理することで、元の個人認証
情報へと再現することができる。あるいは、単に付帯情報として付加した場合には、その
付帯情報から個人認証情報を取得できる。画像から得られる個人認証情報は、撮影者が有
するテンプレート個人認証情報と照合することでその画像の撮影者を特定でき、権利管理
情報として機能する。また、個人認証情報を電子透かしとして画像に埋め込むことで、画
像の複製や改変がされた場合にも、その個人認証情報は撮影者を特定するために利用でき
る。
【００６１】
次に、既に虹彩情報が記録されているＩＤカードがカメラに装着された状態で、カメラの
電源をＯＮしたときの動作について図７を用いて説明する。
【００６２】
ステップＳ２００で撮影者によりカメラの電源がＯＮされると、ステップＳ２０１におい
てカメラはまずＩＤカードが装着されているか、さらに装着されていればそのＩＤカード
に既に虹彩情報が記録されているかどうかの判断が行われる。記録済みのＩＤカードが装
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着されていなければ、ステップＳ２０２に移り、被写体像に対する虹彩情報の記録に関す
る一切の処理を無効とする処理が行われ、撮影シーケンス等に移行する（Ｓ２０９）。こ
の場合は、撮影者は図４の虹彩情報登録処理を実行し、新規に自らの虹彩情報をＩＤカー
ドに記録すれば、被写体像に対する虹彩情報の記録を有効にすることができる。
【００６３】
ステップＳ２０１で虹彩情報が記録済みのＩＤカードが装着されていると判断されると、
ステップＳ２０３において、ＩＤカードに記録されている虹彩情報がいま電源をＯＮした
撮影者の虹彩情報と一致するかの同一人判定を行う旨の表示を、撮影情報表示用液晶１０
４およびファインダー内ＬＣＤ２１４で行われ、同時に中央の焦点検出領域である２０６
ａがスーパーインポーズされる。ステップＳ２０４において撮影者はこの中央焦点検出領
域２０６ａを注視する。注視した状態でシャッター釦１０２を押し下げると（Ｓ２０５）
、カメラは、分光器２１０ａによって反射され受光レンズ２１１で結像されて虹彩検出用
センサ１１３上に形成した撮影者の虹彩像を取り込む（Ｓ２０６）。
【００６４】
取り込まれた虹彩画像は、図９および図１０を用いて説明した虹彩模様による個人認証の
原理の処理手順と同じく、虹彩部分が分析帯に分割され座標系が設定されて、濃淡変化の
抽出を原理としたイメージ解析が実行され、これをもとにコード化が行われ、虹彩データ
としての個人認証コードに加工される。これと同じくＩＤカードに記録された虹彩情報か
ら個人認証コードを読み出し、両個人認証コードのマッチングがステップＳ２０７で行わ
れる。マッチングの結果両個人認証コードが同一人からサンプリングされたものでないと
判断されれば、ステップＳ２０２に移行し、被写体像に対する虹彩情報の記録に関する一
切の処理を無効とする処理が行われ、撮影シーケンス等に移行する（Ｓ２０９）。同一人
からサンプリングされたものであると判断されれば、図示されていない発音体を用いて電
子音を所定時間鳴らすと同時に撮影情報表示用液晶１０４およびファインダー内ＬＣＤ２
１４でその旨を表示し撮影者に知らしめる。そしてステップＳ２０９以降でＩＤカードに
記録された虹彩情報は有効なものとして扱われ、撮影された被写体像に虹彩情報が記録さ
れる。虹彩情報は、前述したように、電子透かしとして被写体像に合成されてメモリカー
ド５１６に記録される。あるいは、付帯情報として被写体像に対応づけて付加的に記録す
ることもできる。
【００６５】
以上の手順により、カメラの電源投入時に、撮影者の虹彩情報とＩＤカードに記録されて
いる虹彩情報とを照合し、一致した場合に限って、ＩＤカードの虹彩情報を、電源がオフ
とされるまでの間に撮影された被写体像に記録する。このため、撮影のたびに撮影者の虹
彩画像を取り込み、加工する手順が不要となり、短い撮影間隔であっても確実に虹彩画像
に基づいた個人認証情報を画像に記録できる。また、撮影開始時に撮影者の認証を行い、
撮影者の個人認証情報とＩＤカードに記録された個人認証情報とが一致しない場合でも、
被写体像に個人認証情報を記録せずに撮影を行うことができる。このため、ＩＤカードが
挿入されていない場合や、撮影者と異なる個人認証情報が記録されたＩＤカードが挿入さ
れている場合でも、撮影自体は行うことができる。その場合には、撮影画像に、本来の撮
影者のものとは異なる個人認証情報が記録されてしまうことを防止している。
【００６６】
なお、本実施形態における電子透かしの技術の一例を簡単に説明すると次のようなもので
ある。
【００６７】
まず、原画像を、１ブロックがｎ画素×ｍ画素の複数ブロックに分割する。次に分割した
各ブロックに離散コサイン変換（ＤＣＴ変換）等の直交変換を施し、ｎ×ｍの周波数成分
行列を得る。埋め込みデータの埋め込みに先立ち、直交変換処理で得られた周波数成分行
列のどの成分に埋め込みデータを埋め込むかを示す埋め込み成分を乱数により決定し、さ
らにその周波数成分の値をどの程度変更するかを示す変更量を決定し、この埋め込み成分
と変更量を鍵情報として取得・保存しておく。
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【００６８】
埋め込み成分としては、例えば周波数成分行列の低周波数部分を選択することにより、人
間に知覚できないように埋め込むことができる。また、変更量を変えることにより、周波
数成分行列の元の値との差を変えられるため、画質の劣化を制御することができる。
【００６９】
選択された各ブロックの周波数成分行列の値を、鍵情報である埋め込み成分と変更量に基
づいて変更することにより、埋め込みデータを埋め込む。さらに、埋め込みデータが埋め
込まれた各ブロックの周波数成分行列を逆直交変換し、ｎ画素×ｍ画素の複数ブロックの
画像を得る。
【００７０】
最後に、逆直交変換処理で得られた複数ブロックの画像をつなぎ合わせ、埋め込みデータ
が埋め込まれた透かし画像を得る。
【００７１】
虹彩情報を埋め込み情報として上述の電子透かし技術により被写体画像に埋め込むことで
、生体情報である虹彩情報は被写体画像全体にわたって遍在することとなるため、画像の
加工等により生体情報が失われにくい。
【００７２】
［第２実施形態］
次に第２の実施形態に係るディジタルスチルカメラについて説明する。本実施形態は、前
述の第１の実施形態と、図３等を用いて説明したＩＤカード５１８が有する機能をメモリ
カード５１６で兼用する以外は同等である。つまり、被写体像等のデータを格納するため
のメモリカードの記憶領域のうちの一部が、虹彩情報を記憶するために割り当てられる。
メモリカードの記憶領域におけるファイル構造を図８に示す。図８においては、ルートデ
ィレクトリ４０１の下に、被写体像等の画像ファイル群４０５を格納する画像ディレクト
リ４０４や、動画のファイル群４０７を格納する動画ディレクトリ４０６といった各機能
別に分けられたフォルダの一つとして撮影者の生体情報を格納する生体情報ディレクトリ
（Ｂ＿ＩＤ）４０２を設け、この中に虹彩情報を記述したファイル（Ｉｒｉｓ＿Ｄａｔａ
）４０３を格納するものである。
【００７３】
このように構成した場合は第１の実施形態に対し、独立した別個のＩＤカードが無くなり
、ＩＤカードの機能がメモリカードに統合されるので、ＩＤカードＩ／Ｆ５１７が不要と
なり、また電源ＯＮ時の確認、すなわち図７におけるステップＳ２０１は、メモリカード
が装着されていて、かつ有効な虹彩情報が記録されているかの確認に置き換わる。
【００７４】
以上のように第１及び第２の実施形態によれば、撮影者が自らの生体情報を記録した個人
データ記録媒体（実施形態中のＩＤカード）を管理し、撮影する際にはこの個人データ記
録媒体を装着した状態で撮影をおこなえば、撮影された被写体画像に個人データが記録さ
れるので、撮影者が撮影した被写体画像に他人の生体情報が記録される恐れがなく、また
他人が撮影した被写体画像に自分の生体情報が記録される心配も少ない。さらに、生体情
報の登録は、被写体像の撮影時とは異なる時に予めおこなわれるので、撮影シーケンス上
もっとも処理に負荷のかかる被写体像撮影時の負荷を軽減することができ、連写性能の向
上に貢献すると同時に、登録時には個人認証に不適当な情報しか取得できなかった場合に
はやり直しが可能であり、確実な生体情報を取得することができる。
【００７５】
また、既に装着されている個人データ記録媒体に書き込まれている生体情報と現在使用中
の撮影者の生体情報との同一人判定をおこない、同一人と判定されたときのみ個人データ
記録媒体に書き込まれた個人データを撮影された被写体画像に記録するので、対象の被写
体画像を撮影したのが誰であるかの信頼性が高い。
【００７６】
さらに、画像撮影装置には撮影した画像を記録するための着脱可能な画像記録媒体（実施



(10) JP 4174244 B2 2008.10.29

10

20

30

40

50

例中のメモリカード）が概ね必要であるが、これを個人データ記録媒体としても兼用する
ので、それぞれを別個に携帯および管理する煩わしさもない。
【００７７】
［第１及び第２の実施形態の変形例］
（１）なお、以上で述べた実施形態では、取得される生体情報画像が虹彩画像である場合
についてのものであるが、生体画像取得から個人識別の判定に至るプロセスは、指紋画像
および掌紋画像等でも同等であるので、例えば図１のグリップ部１０７に指紋もしくは掌
紋検出センサを埋め込めば、これらの情報も虹彩画像と同様に扱うことが可能であり、い
ずれの情報画像を生体情報画像として用いてもよい。
（２）また、実施形態では電源ＯＮ時にすでに虹彩情報が記録されたＩＤカードもしくは
メモリカードが装着されているかをチェックしているが、このほかにも撮影者が代わった
と思われるタイミングにおいて、たとえばメモリカードを交換した直後等においてもチェ
ックをしてもよい。
（３）さらに、これまでに述べた実施形態はディジタルスチルカメラを想定したが、上記
構成要素を満たすディジタルビデオカメラ等の画像記録装置においても応用可能である。
【００７８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば以下のような効果がある。
【００７９】
請求項１記載の発明によれば、撮影者は生体情報記録媒体を持つことになるので、撮影に
際しこの生体情報記録媒体をどの画像撮影装置に装着しても、撮影画像に自己の情報を関
連付けて記録することが可能となる。また、この生体情報記録媒体を管理する限り、自己
の情報が他人が撮影した画像に関連付けられて記録されることもない。
【００８０】
また請求項２記載の発明によれば、前撮影者が生体情報記録媒体を装着したまま撮影を終
えてしまうなどに対しても、次に使用する撮影者が撮影した被写体画像に前撮影者の生体
情報が記録される心配がないので、より確かな著作権情報として、撮影画像に記録された
生体情報を利用することが可能である。
【００８１】
また請求項３記載の発明によれば、生体情報記録媒体を専用として別個に携帯する煩わし
さもなく、また、画像を記録するための画像記録媒体は、撮影時には大抵の場合必要なも
のであり、かつ撮影者ごとに専用して使用しうるものであるので、撮影者の抵抗も少ない
。
【００８２】
また請求項４記載の発明によれば、撮影者に固有の生体情報を利用し、認証を誤りなく行
うことができる。
【００８３】
また請求項５記載の発明によれば、電源投入の都度照合を行うために、記録媒体に記録さ
れた生体情報に係る人物と撮影者とが不一致のまま、生体情報を撮影画像に合成するとい
う事態の発生を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例の正面斜視図、
【図２】実施例の断面要部概略図、
【図３】実施例の電気回路の要部ブロック図、
【図４】虹彩情報登録処理を表すフローチャート図、
【図５】モードダイヤル図、
【図６】ファインダー観察図、
【図７】同一人判定の処理を表すフローチャート図、
【図８】画像記録媒体のファイル構造の説明図、
【図９】虹彩画像を用いた個人認証に係る処理図、
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【図１０】眼球像の座標設定の説明図である。
【符号の説明】
１０２…シャッター釦
１０５…各種設定釦群
１０６…モードダイヤル
１１３…虹彩検出用センサ
５０４…撮像素子

【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１０】
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