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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像又はオーディオファイルを一つ以上のコンピュータディレクトリにおいてサーチす
るステップと、
　前記画像又はオーディオファイルが発見されたときに、埋め込まれたデジタル透かしに
ついて前記画像又はオーディオファイルを分析し、デジタル透かしが埋め込まれている場
合には、該デジタル透かしに保持された複数ビットの数値識別子を復元するステップであ
って、前記デジタル透かしは、前記画像又はオーディオファイルのデータサンプルを変更
することにより埋め込まれている、該ステップと、
　前記画像又はオーディオファイルからファイルメタデータを得るステップと、
　前記複数ビットの数値識別子を用いてリモートデータベースに問合せを行って、前記フ
ァイルメタデータが最新のものであるか否かを決定するステップであって、前記複数ビッ
トの数値識別子は、前記リモートデータベースによってインデックスとして使用され、該
インデックスに関連付けられたメタデータを特定し、特定された該メタデータに関連付け
られた情報が、前記ファイルメタデータが最新のものである否かを決定するために使用さ
れ、該情報はファイルインジケータ又はタイムスタンプを含む、該ステップと、
　前記ファイルメタデータが前記特定されたメタデータより最新のものである場合に、前
記ファイルメタデータを前記リモートデータベースに伝送するステップと、
を備える方法。
【請求項２】
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　前記ファイルメタデータが最新のものでないときに、前記リモートデータベースからの
メタデータで前記ファイルメタデータをリフレッシュするステップを更に備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記画像又はオーディオファイルが前記リモートデータベースに記憶されていないとき
に、前記画像又はオーディオファイルをアップロードするステップを更に備える、請求項
１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願のデータ】
【０００１】
　本特許出願は、２００５年４月１９日に出願された米国特許仮出願第６０／６７３，０
２２号、２００５年２月２５日に出願された米国特許仮出願第６０／６５６，６４２号、
２００４年６月２４日に出願された米国特許仮出願第６０／５８２，９１４号、及び２０
０４年６月２２日に出願された米国特許仮出願第６０／５８２，２８０号の利益を主張す
るものである。
【０００２】
　また、本特許出願は、２００１年４月６日に出願された米国特許仮出願第６０／２８２
，２０５号の利益を主張する２００２年４月５日に出願の米国特許出願第１０／１１８，
４６８号（米国２００２－０１８８８４１Ａ１として公開された）と、２０００年１月１
３日に出願された米国特許出願第０９／４８２，７８６号（許可された）と、２０００年
７月６日に出願された米国特許出願第０９／６１２，１７７号（現在の米国特許第６，６
８１，０２９号）に関連する出願である。ここで、米国特許出願第０９／６１２，１７７
号は、１９９６年１１月１２日に出願された米国特許出願第０８／７４６，６１３号（現
在の米国特許第６，１２２，４０３号）の継続出願である。この米国特許出願第０８／７
４６，６１３号は、１９９６年５月１６日に出願された米国特許出願第０８／６４９，４
１９号（現在の米国特許第５，８６２，２６０号）及び１９９５年７月２７日に出願され
た第０８／５０８，０８３号（現在の米国特許第５，８４１，９７８号）の一部継続出願
である。
【技術分野】
【０００３】
　本発明は、広くデジタル透かし処理に関するものである。幾つかの実施の形態において
、本発明は、ネットワーク又はデスクトップの検索に関するものである。
【背景及び概要】
【０００４】
　デジタルコンテンツが増加し続けるにつれて、デジタル資産の管理が益々困難な課題と
なっている。コンピュータネットワーキング及びデータベース技術の向上によって、会社
が、画像及び他のメディアの大きな集合体を管理し、コンテンツを第三者に利用できるよ
うにすることが可能になっている。ネットワーク通信は、強力なツールを提供してデータ
ベースマネージャーが他の者とコンテンツを共有することを可能にするが、コンテンツが
如何に使用されるかを制御及び追跡することを困難とし、また、コンテンツを効率的に共
有することを困難にする。
【０００５】
　本特許出願の譲受人による先の特許文書は、インターネットのようなコンピュータネッ
トワークにおいてメディアオブジェクトファイルを自動的にサーチし、且つ、デジタル透
かしによってスクリーニング（選別）するシステム及び方法を示している。例えば、本譲
受人の米国特許第５，８６２，２６０号を参照されたい。インターネットコンテンツ又は
リンクの自動サーチ及び収集を実行するために使用されるソフトウェアは、ウェブクロー
ラー又はスパイダーと称されることがある。
【０００６】
　デジタル透かし処理は、メディアコンテンツを変更してマシン読み取り可能なコードを
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データコンテンツに埋め込むためのプロセスである。データは、埋め込まれたコードがユ
ーザに感知されないか又は略感知されないが自動検出プロセスを介して検出できるように
、変更される。最も一般的には、デジタル透かしは、画像、オーディオ信号及びビデオ信
号のようなメディアに適用される。しかしながら、デジタル透かし処理は、ドキュメント
（例えば、ライン、ワード又はキャラクタシフト、バックグランドテクスチャ等を介して
）、ソフトウェア、多次元グラフィックモデル、及びオブジェクトの表面テクスチャを含
む他の形式のデータにも適用できる。
【０００７】
　デジタル透かし処理システムは、二つの主な要素、即ち、メディアコンテンツに透かし
を埋め込む埋め込み部と、埋め込まれた透かしを検出して読み取る読み取り部を有してい
る。埋め込み部は、空間的、時間的又は他の領域（例えば、フーリエ、離散的コサイン、
又はウェーブレット変換領域）においてメディアコンテンツのデータサンプルを変更する
ことによって透かしを埋め込む。読み取り部は、ターゲットコンテンツを分析して、透か
しが存在するか否かを検出する。透かしが情報（例えば、メッセージ）をエンコードする
アプリケーションでは、リーダーはこの情報を検出された透かしから抽出する。
【０００８】
　ステガノグラフィー、データ隠蔽、及びデジタル透かし処理に関する本譲受人の研究は
、例えば、米国特許第５，８６２，２６０号、第６，４０８，０８２号、及び第６，６１
４，９１４号、並びに、公開された明細書ＷＯ９９５３４２８号及びＷＯ０００７３５６
号（米国特許第６，４４９，３７７号及び第６，３４５，１０４号に対応する）に反映さ
れている。非常に多数の他の手法が、当業者に知られている。当業者は、ステガノグラフ
ィー、データ隠蔽、及びデジタル透かし処理に関する全範囲の文献に精通しているものと
見なされる者である。本出願の主題は、米国特許第５，８６２，２６０号、第６，１２２
，４０３号、２０００年５月１５日に出願された出願中の特許出願第０９／５７１，４２
２号、２０００年７月２０日に出願された第０９／６２０，０１９号、及び２０００年８
月１０日に出願された第０９／６３６，１０２号に開示されたものに関連している。
【０００９】
　米国特許第５，８６２，２６０号に説明され、且つ、デジマーク・コーポレーションに
よって（ＩＭＡＧＥＢＲＩＤＧＥという商標名で）市販されている透かしベースの情報検
索の拡張として、透かしデコーダを採用し分散させて、透かしスクリーニングを実行し、
インターネットを含むネットワーク上の透かし入りメディアオブジェクトを用いた情報交
換を行うことが可能である。例えば、透かしデコーダは、インターネットのようなコンピ
ュータネットワーク上の種々のロケーション、例えば、各サーチエンジンにより収集され
たメディアオブジェクトをスクリーニングする複数のインターネットサーチエンジン、フ
ァイアウオールで遭遇するメディアオブジェクトを選別するネットワークファイアウオー
ル、スパイダーが通常届かないローカルエリアネットワーク及びデータベース、コンテン
ツフィルタ、クライアントベースのウェブブラウザ等に、に配備される。これら分布され
たデコーダの各々は、スパイダースレッドとして動作し、透かし情報のログを取る（及び
、恐らくはそれに対して作用する）。透かし情報の種類には、例えば、透かし入りメディ
アオブジェクトにおける透かしからデコードされた識別子、メディアオブジェクトカウン
ト、メディアオブジェクトの位置（それらが見つかった場所）のアドレス、及び、その他
のコンテクスト情報（例えば、いかにオブジェクトが使用されるか、誰がそれを使用する
か、等々）がある。次いで、スパイダースレッドは、それらのログ又はレポートを中央ス
パイダープログラムへ送信し、このプログラムが、ログを収集して、情報をサーチ可能な
データベースのフィールドへ集約する。
【００１０】
　しかし、インターネットは、広大である。一つの課題として、ウェブ全体にわたって透
かし入りコンテンツを探索することがある。
【００１１】
　従って、更なる改良を、インターネットの深部において透かしデータを更に探索するた
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めに提供する。
【００１２】
　本発明の一側面によれば、ネットワークにおいて透かし入りコンテンツをサーチする方
法が提供される。この方法は、透かし入りコンテンツに関連する一以上のキーワードを受
け取るステップと、当該一以上のキーワードをネットワークサーチエンジンに提供するス
テップと、を含む。一以上のキーワードに関連するＵＲＬのリストがネットワークサーチ
エンジンから得られる。ＵＲＬへのアクセスがなされ、各ＵＲＬにアクセスする間に、各
ＵＲＬのコンテンツがデジタル透かしを求めて、分析される。少なくとも一つの透かし識
別子、及びそれに対応するＵＲＬの位置は、それらが見つかったときに、報告される。
【００１３】
　本発明の別の側面によれば、透かし入りコンテンツのネットワークサーチを管理するシ
ステムが設けられる。この方法は、ｉ）顧客からキーワード及びネットワークの位置情報
のうち少なくとも一つを受け取るためのウェブサイトインタフェイスと、ii）複数の分散
した透かし検出器と通信するウェブサイトインタフェイスと、iii）キーワード及びネッ
トワークの位置情報を、分散した透かし検出器に伝達するためのコントローラと、iv）デ
ジタル透かし及びそれに対応するネットワークの位置に関連する情報を保持するデータベ
ースと、を含む。
【００１４】
　更に別の側面によれば、ネットワークにおいて透かし入りコンテンツをサーチする方法
が提供される。この方法は、可視パターンを受け取るステップと、その可視パターンに対
応するコンテンツをネットワークにおいてサーチするステップと、を含む。可視パターン
に対応するものとして特定されたコンテンツが、デジタル透かしのために分析される。デ
ジタル透かしが見つかったときには、少なくとも一つの透かし識別子及びそれに対応する
ＵＲＬの位置が報告される。
【００１５】
　別の課題は、ユーザのコンピュータ又はネットワークコンピュータにローカル記憶され
たコンテンツを検出して管理することである。サーチツールが最近出現してきており、ユ
ーザがファイルをサーチして、当該ファイルの一覧を自分のコンピュータ上に作成するこ
とを可能にしている。その例には、ＧｏｏｇｌｅのＧｏｏｇｌｅデスクトップサーチ及び
ＭｉｃｒｏｓｏｆｔのＭＳＮデスクトップサーチがある。改良を行うことによって、画像
及びオーディオに関連するメタデータが最新のものであって、デスクトップサーチツール
によって容易にインデックス付け可能なものであることを確実にする。
【００１６】
　従って、本発明の更に別の側面によれば、画像又はオーディオファイルを受け取るステ
ップと、画像又はオーディオファイルにおける知覚特徴を特定するステップと、当該知覚
特徴に基づいて、画像又はオーディオファイルに対するメタデータを生成するステップと
、を含む方法が提供される。
【００１７】
　関連する実施の形態では、この方法は、更に、メタデータをデスクトップサーチインデ
ックスでインデックス付けするステップを含む。
【００１８】
　関連する別の実施の形態では、上記の特定するステップが、パターン認識、カラー分析
、又は顔認識を含む。
【００１９】
　本発明の更に別の側面によれば、電子処理回路によって実行するためにコンピュータメ
モリに記憶された実行可能な命令を有するデスクトップサーチツールが提供される。命令
は、ｉ．一以上のコンピュータディレクトリにおいて画像又はオーディオファイルをサー
チし、ii．画像又はオーディオファイルを発見したときに、当該ファイルに埋め込まれた
デジタル透かしのためにファイルを分析し、デジタル透かしが埋め込まれている場合には
、複数ビットの識別子を復元し、iii．画像又はオーディオファイルからメタデータを得
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て、iv．リモートデータベースに複数ビットの識別子を用いて問合せを行い、ファイルメ
タデータが最新のものであるかどうか決定する、ための複数の命令を含む。
【００２０】
　関連する実施の形態では、デスクトップサーチツールは、更に、ファイルメタデータが
最新のものでないときにリモートデータベースからのメタデータを用いてファイルメタデ
ータをリフレッシュするための命令を備える。
【００２１】
　本発明の別の側面によれば、デスクトップサーチツールを制御する方法が提供される。
この方法は、一以上のコンピュータディレクトリにおいて画像又はオーディオファイルを
サーチするステップと、画像又はオーディオファイルが発見されたときに、当該ファイル
を分析して、デジタル透かしが埋め込まれているかどうか決定するステップと、を含む。
デジタル透かしが埋め込まれている場合には、デジタル透かしにより伝えられた複数ビッ
トの識別子が当該ファイルから復元される。この方法は、更に、画像又はオーディオファ
イルからメタデータを得るステップと、複数ビットの識別子を用いてリモートデータベー
スに問合せを行い、ファイルメタデータが最新のものであるかどうかを決定するステップ
と、を含む。
【００２２】
　本発明の更に別の側面によれば、画像又はオーディオに関連したメタデータを収集する
ための方法が提供される。この方法は、コンテンツ部分及びメタデータ部分を含む画像又
はオーディオファイルを受け取るステップと、メタデータを分析して、コンテンツ部分が
生成された時刻及び日付のうち少なくとも一方を決定するステップと、一以上のユーザソ
フトウェアアプリケーションに自動的にアクセスして、時刻及び日付のうち少なくとも一
方に関連する情報を収集するステップと、当該情報をメタデータ部分に追加するステップ
と、を含む。
【００２３】
　本発明の更に別の側面によれば、第１の画像又はオーディオファイルのためのメタデー
タを得る方法が提供される。この方法は、第１の画像又はオーディオファイルに対する生
成時間の所定の時間枠内に生成された他の画像又はオーディオファイルを決定するステッ
プと、当該他の画像又はオーディオファイルに関連するメタデータを収集するステップと
、当該メタデータの少なくとも幾つかを第１の画像又はオーディオファイルに関連付ける
ステップと、を含む。
【００２４】
　本発明の別の態様によれば、コンピュータを介して、画像又はオーディオファイル或い
はファイルディレクトリに対してメタデータをオーサリングする（加える）方法が提供さ
れる。この方法は、ユーザが複数のカテゴリーのメタデータからあるカテゴリーのメタデ
ータを選択できるようにするグラフィックユーザインタフェイスを提供するステップと、
選択された時に、選択されたカテゴリーのメタデータを、マウスカーソル又はタッチスク
リーンを介してディレクトリ内のファイル又はコンテンツに適用することによって、選択
されたカテゴリーのメタデータを画像又はオーディオファイル若しくはファイルディレク
トリに関連付けるステップと、を含む。
【００２５】
　更に別の側面、特徴及び効果は、以下の詳細な説明及び添付図面から更に明らかとなる
であろう。
【詳細な説明】
【００２６】
＜はじめに＞
　以下、コンテンツサーチ、インデックス付け、及びデスクトップサーチのためのシステ
ム及びプロセスを説明する。これらの幾つかは、感知できないように埋め込まれたデジタ
ル透かしを他のメカニズムと組み合せて使用して、スチール画像、ビデオ、オーディオ、
グラフィック及びテキストを含むメディアコンテンツを特定してインデックス付けする。
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以下の幾つかのセクションでは、情報を自動的に生成及び収集し、情報をサーチ可能なイ
ンデックスでインデックス付けし、情報をメディアファイルに関連付けるための方法及び
システムを説明する。一つのセクションでは、電子回路と共に用いられる身分特定書類で
あって、デジタル透かし処理によって更に安全が図られた身分特定書類を説明する。
【００２７】
＜より多くのインターネットのサーチ及び一体化サーチシステム＞
　ウェブサーチは、インターネットに対するブームであり続けている。例えば、幾つか挙
げると、Ｇｏｏｇｌｅ、Ｙａｈｏｏ！及びＭＳＮＢＣがある。ウェブサーチによって、ユ
ーザは、インターネット上に分散された情報を検出することが可能である。しかしながら
、現在のサーチシステムには、二つの大きな問題がある。第１に、ウェブクローラーは、
サーチエンジン上でインデックス付けするための情報を検出するものであり、インターネ
ットの約１０－２０％（寛大な推定）しかサーチしない。第２に、ウェブクローラーは、
伝統的に、ＨＴＭＬ（ハイパーテキストマークアップ言語）ウェブページのような表面的
な情報しか探索せず、深部にある情報、例えば、ダウンロード可能なファイル、フラッシ
ュメディア及びデータベース情報を、無視する。
【００２８】
　我々は、インターネットを如何に効率的にサーチすべきかという問題に直面している。
サーチするインターネットが多いほど、透かし入りコンテンツを探索する機会が高くなる
。
【００２９】
　第１の解決策は、クライアントベースのウェブブラウザの集団（Ａｒｍｙ）によって、
透かし入りコンテンツを探索することである。
【００３０】
　この第１の解決策の一つの実施の形態は、ユーザがインターネットを日常的にサーフィ
ンするときに遭遇するコンテンツをサーチする。特定されると、透かし入りコンテンツ及
びコンテンツの位置を中央位置へ報告することができる。このツールの能力は、透かし検
出器が、数百又は数千（数百万のこともある）のブラウジングツールに組み込まれたとき
に発揮される。透かし入りコンテンツは、恐らくはパスワードで保護されているか又は制
限されたウェブサイトに置かれており、ユーザがウェブサイトに入った後に、恐らくは、
ユーザｉｄ又はパスワードを入れて、制限されたウェブサイトへのアクセスが可能になっ
た後に、分析される。
【００３１】
　幾つかの更なる詳細な事項について考える。デジタル透かしリーダーは、ユーザのイン
ターネットブラウザ又はファイルブラウザ、例えば、ウインドウズ・エクスプローラに組
み込まれる（又はそれと協働する）。透かしリーダーソフトウェア（例えば、プラグイン
であるか、アプリケーションプログラミングインタフェイスを介して一体化されるか、或
いはオペレーティングシステムへのシェル拡張として）が装備されたウェブファイルブラ
ウザを使用して、ユーザは、インターネット及び／又はコンテンツファイルをブラウズす
る。デジタル透かしリーダーは、ブラウザを通して遭遇するコンテンツを分析する。例え
ば、ユーザは、ＥＳＰＮ．ｃｏｍ、ＣＮＮ．ｃｏｍをアクセスし、次いで、Ｌｏｔｓｏｆ
Ｉｍａｇｅｓ．ｃｏｍにポストされた画像を見る。透かしリーダーは、ユーザがコンテン
ツをブラウズするときに種々のウェブページ及びウェブ画像を傍受する。（また、透かし
リーダーは、ウェブベースのオーディオ及びビデオも検査するように構成することができ
る。）　デジタル透かしリーダーは、透かし入りコンテンツを探す。透かし入りコンテン
ツを見つけてデコードすると、リーダーは、透かし識別子を取得する。この識別子は、数
値識別子であってもよく、若しくは、テキスト又は他の識別情報を含んでいてもよい。透
かしリーダーは、その識別子と、その透かし識別子が見つかったウェブの位置とを記憶す
る（又は直ちに報告する）。このレポートは、日付／タイムスタンプを含むこともできる
。
【００３２】
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　中央サーバーは、位置のレポートを受け取ると、ウェブの位置にアクセスして、透かし
入りコンテンツをサーチすることにより、透かし入りコンテンツの存在を任意に検証する
ことができる。或いは、サーバーは、透かし入りコンテンツを、登録されたコンテンツ所
有者に報告する。所有者は、例えば、識別子をその所有者に関連付けているデータベース
を検索することによって、特定される。（所有者は、次いで、このレポートを使用して、
著作権、商標又は他の知的財産の権利を施行する上での助けとすることができる。）　ま
た、中央サーバーは、ログ、言うなれば一連の管理情報を維持して、透かし入りコンテン
ツ（例えば、オーディオ、ビデオ、画像）が特定の日に特定のウェブの位置で見つかった
ことを証明することもできる。
【００３３】
　透かしリーダーは、特定されたコンテンツをサーバーへ報告することに代えて、コンテ
ンツ識別子及び位置を、透かし入りコンテンツの所有者に直接的に報告することができる
。この実施の形態では、透かしは、コンテンツ所有者を特定する情報を含むか、又は当該
情報にリンクする。透かしリーダーは、この情報を使用して、透かし識別子と、透かし識
別子が見つかった位置とを報告するときに、メッセージ（例えば、自動ｅメール）を所有
者へ適切に向ける。
【００３４】
　第１の解決策の関連の実施の形態は、より受動的なものである。透かしリーダーは、ブ
ラウザ（又はスクリーンセーバー）に組み込まれる。透かしリーダーに装備されたブラウ
ザは、コンピュータがアイドル状態であるか又は非アクティブ状態にあるときに、透かし
入りコンテンツをインターネットにおいてサーチする。例えば、ブラウザは、スクリーン
セーバーが起動されたとき、又はコンピュータが所定の期間において非アクティブ状態で
あった後に、ウェブサイトを自動的にサーチする（例えば、そこにアクセスする）。
【００３５】
　しかし、どのウェブサイトにブラウザがアクセスするのか？
【００３６】
　ウェブブラウジングを管理するための多数の適切な解決策が存在する。
【００３７】
　第１の実施の形態では、ブラウザ（又は協働ソフトウェア）は、中央サーバーと通信し
て、アクセスすべきウェブサイトのリストを得る。ブラウザは、リストをキャッシュ記憶
し、コンピュータが非アクティブ状態にあるときに、当該リストに列挙されたウェブサイ
トにアクセスする。或いは、問合せを行ったブラウザにウェブサイトのリストを提供する
のではなく、サーバーが、キーワードのリストをブラウザに提供する。これらキーワード
は、サーチエンジン、例えば、Ｇｏｏｇｌｅにプラグインされ、次いで、ブラウザが、得
られたウェブサイトを、コンピュータが非アクティブ状態にある期間中にサーチする。ブ
ラウザは、キーワードを受け容れて、サーチエンジンに自動的にアクセスし、そこで、得
られたＵＲＬを収集してサーチするように構成することができる。或いは、中央サーバー
は、サーチエンジンにアクセス（ヒット）して、キーワードをプラグインし、ＵＲＬを収
集することができる。（コンテンツ所有者は、中央サーバーと通信して、顧客がサーチし
ようとするウェブサイト又はキーワードのリストを与えることができる。）
【００３８】
　非アクティブ状態にある期間中に動作するのではなく、透かしリーダーを装備したブラ
ウザは、バックグランドプロセスとしてサーチを行うことができる。例えば、ブラウザは
、コンピュータユーザがＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔプレゼンテーションを纏め上げたり、又は
ｅメールをタイピングすることに集中している間に、ウェブサイトをサーチする。バック
グランドプロセスは、ユーザがウェブブラウジング用のブラウザアイコンをクリックする
場合に、又はユーザが付加的なコンピュータリソースを必要とする場合に、任意に中断さ
れる。実際に、本発明の一つの実施の形態は、透かしサーチに関連したアクティビティを
監視するためのレギュレータ（例えば、ソフトウェアモジュール）を提供する。このレギ
ュレータは、処理又はコンピュータリソースが所定のレベルに到達した場合に透かしサー
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チアクティビティを自動的に削減する。（また、ユーザが透かしサーチを続けるべきかど
うか決定することを可能にするために、ポップウインドウをユーザに提示することも可能
である。）
【００３９】
　透かしリーダーがデータベース又はフラッシュメディア（或いは分析が困難な他のコン
テンツ）に遭遇した場合には、当該透かしリーダーは、このような発見を中央サーバーに
報告することができる。中央サーバーは、ウェブサイトに再アクセスして、このような階
層構造のコンテンツを取り扱うことができる。例えば、中央サーバーは、データベース又
はＦｌａｓｈＭｅｄｉａにおいて透かし入りコンテンツを探索することを可能にするアル
ゴリズムを使用してもよい。データベースの一例は、画像データベースである。データベ
ースは、恐らくは、ファイル名又はメタデータに対するキーワードサーチにより、又はレ
コードごとのサーチを経て、捜索される。次いで、各レコード（又は特定のレコード）に
おいて、透かし入りコンテンツがサーチされる。
【００４０】
＜ターゲットを定めたサーチ＞
　透かし検出を、ターゲットを定めたサーチと組み合わせると、効率が改善される。
【００４１】
　例えば、コンテンツ所有者（例えば、ビーグル(Beagle)の受賞画像の著作権所有者）は
、その画像が自分のウェブサイトからコピーされてインターネットに不法に配布されたこ
とを発見するものとする。もちろん、コンテンツ所有者は、自分の画像を自分のウェブサ
イトにポスティングする前に、当該画像にデジタル透かしを埋め込んでいる。透かしは、
画像識別情報、例えば、コンテンツ所有者の名前、画像識別子、データ著作権情報、等を
保持し、又は当該情報にリンクしていることが好ましい。コンテンツ所有者は、更に、自
分の海賊版画像が、模造品ドックフードの特定ブランド「Yumpsterlishious」にしばしば
結び付けられていることを発見するものとする。「Yumpsterlishious」及び／又は「Beag
le」にターゲットを定めたサーチ（例えば、サーチエンジンを経ての）が、例えば、１０
２４個のＵＲＬのリストを発生するものとする。そして、１０２４個のＵＲＬの各々から
のコンテンツを透かしリーダーで分析して、コンテンツ所有者の画像の無断コピーを検出
する。疑わしい画像の位置（例えば、ＵＲＬ）は、法的執行のために著作権所有者へ転送
することができる。もちろん、その他のキーワードとして、著者、写真家、芸術家、要旨
、日付、等を含んでいてもよい。上述した例は、キーワードサーチ（又はターゲットを定
めたサーチ）及びデジタル透かし分析を改善する。
【００４２】
　ターゲットを定めた別のサーチは、コンテンツに関連するメタデータを使用する。サー
チエンジン（又は、ウェブブラウザ、メディアプレーヤ等のメディアハンドラー）は、コ
ンテンツメタデータにおけるキーワードを探す（例えば、ヘッダー、ＸＭＬタグ、等）。
関連のメタデータ内にあるキーワードを含むコンテンツが（例えば、上述の例から「Beag
le」を借りるために）、透かしリーダーによってサーチされて、当該コンテンツが埋め込
まれた透かしを有するか否かを求める。或いは、オーディオ又はビデオファイルに関連す
るメタデータにおいてキーワードがサーチされ、キーワードが見つかった場合に、当該フ
ァイルがデジタル透かしリーダーで更に分析される。この例は、メタデータにおけるキー
ワードを使用して、透かし検出のための有望な候補を特定する。
【００４３】
　また、透かし検出を、いわゆるパターンマッチングと結合することもできる。パターン
マッチングアルゴリズムは、公知であり、語彙又は画像ベースのマッチングをインターネ
ットにおいてサーチする際に、このようなアルゴリズムを使用することができる。透かし
デコーディングは、所定のパターン基準を満たすコンテンツについてのみ実行される。例
えば、パターンマッチングサーチが、Ｘｅｒｌｏｐｐｙ・Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの商標
であるｓｔｙｌｉｓｔｉｃ　Ｘを含む全ての画像又はグラフィックに対して開始される。
パターンマッチングサーチは、７２のヒットを検出する。次いで、画像（又はグラフィッ
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クファイル）をサーチして、当該画像の中にデジタル透かしが埋め込まれているかどうか
を決定する。
【００４４】
　ターゲットを定めた更に別のサーチツールは、ネットワークトラフィックパターンを改
善する。ルーター及びスイッチノードを監視して、インターネットトラフィックのトレン
ドを求める。透かし読み取りウェブクローラーが、当該トレンドに向けられる。例えば、
特定のルーターを監視して、著作権付き（及び透かし入り）画像を含むウェブサイトにア
クセスする前に、どこでトラフィックが発生したか又はどこからルーティングされたかを
調べる。発生又はルーティングしたことが疑われるウェブサイトは、透かし入りコンテン
ツのサーチにおいてアクセス（クロール）される。
【００４５】
　ターゲットを定めた更に別のサーチ方法は、不正な著作権付き資料が以前に見つかった
ウェブサイトを定常的に分析する。例えば、サーバーは、透かし入りコンテンツが以前に
見つかったウェブサイトのリストを保持する。これらウェブサイトは、透かし入りコンテ
ンツのサーチにおいて定常的にアクセス（クロール）される。
【００４６】
＜統合サーチシステム＞
　図１は、統合サーチ方法を実施するシステム１０１を示している。「統合」という語は
、手動サーチ及び自動サーチの両方を使用するよう動作可能なシステムを表わすために使
用される。システム１０１の一つの目的は、インターネットのようなネットワークにおい
てデジタル透かし入りコンテンツを特定することである。このシステムは、中央制御パネ
ル又はインタフェイス１０２を備え、当該パネルを介してサーチ基準が与えられる。例え
ば、顧客は、検索語（例えば、「Beagle」）又は透かし入りコンテンツをサーチしようと
する特定のウェブアドレスを、例えば、ウェブベースの顧客インタフェイス１０４を介し
て、入力することができる。検索語及び／又はＵＲＬは、インタフェイス１０２へ伝送さ
れる。インタフェイス１０２は、それら検索語及び／又はＵＲＬを、透かし検出器使用可
能のウェブクローラー（又はサーチエージェント）１２０、又は分散透かし検出器使用可
能のウェブクローラー（例えば、上述したウェブブラウザの集団からのソルジャー(soldi
er)へ送出する。その代替手段として、インタフェイス１０２は、検索語及び／又はＵＲ
Ｌを、ディレクテッド・サーチモジュール１０６に与える。ディレクテッド・サーチモジ
ュール１０６は、デジタル透かし検出器を含むサーバーベースウェブクローラーである。
ディレクテッド・サーチモジュール１０６は、透かし入りコンテンツのサーチにおいて対
応のＵＲＬにアクセス（ヒット）する。
【００４７】
　図１のシステムは、更に、オペレータがサーチを指令する手動サーチモジュール１０８
を備えている。例えば、オペレータは、ウェブクローラー１２０に転送されるべきウェブ
サイトを入力するか、又は透かし入りコンテンツのサーチするためにウェブブラウザを特
定のウェブサイトに向ける。或いは、モジュール１０８を使用して、サーチエンジン、例
えば、Ｇｏｏｇｌｅに接続し、ここで、キーワードが入力されて、得られたＵＲＬが、透
かし検出器使用可能のウェブブラウザに与えられる。もちろん、サーチエンジンとの接続
は、自動的であってもよい。
【００４８】
　インタフェイス１０２はまた、モジュール１１０（これは、人間との何らかの対話を含
んでもよい）と接続して、ウェブサイト、例えば、データベース及びＦｌａｓｈＭｅｄｉ
ａを含むウェブサイトをより深く丹念に探索することを補助することが好ましい。モジュ
ール１１０はまた、アクセスすべき更なるＵＲＬをシステムに与えることもできる。これ
らのＵＲＬは、ウェブクローラー１２０に直接与えられてもよいが、制御パネル１０２に
より制御されることが好ましい。
【００４９】
　ウェブクローラー１２０からの結果（及び分散ウェブクローラーからの報告）は、顧客
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報告又は更なる分析のために、データベース１３０に与えられる。
【００５０】
＜サーチエンジンのカテゴリー分け＞
　サーチエンジンは、ウェブクローラーを使用して、ウェブページをカテゴリー分けする
。例えば、ウェブサイトのテキストをクローラーによって取得し、当該テキストを使用し
て、キーワードインデックスを生成する。ウェブサイト所有者は、ＵＲＬ及びキーワード
をリストすることによってウェブサイトを登録することも可能である。改良として、登録
又はカテゴリー分けプロセスに、デジタル透かし分析を含める。例えば、サーチエンジン
のウェブクローラーは、デジタル透かしリーダーを使用し、デジタル透かしを求めてター
ゲットウェブサイトをスキャンする。デジタル透かしは、固有の識別子、及び恐らくはテ
キストを含む。識別子及び／又はテキストは、ターゲットウェブサイトのカタログを作成
する際に、キーワードとして使用される。例えば、サーチエンジンは、ウェブアドレスを
、透かし数値識別子、及び透かしによって伝えられるテキストに対応付け、ウェブサイト
がデジタル透かしを含むことを示すことが可能である。透かしベースのキーワードは、ウ
ェブサイトで見つかったテキスト又はＨＴＭＬから導出されたキーワードと共にサーチ可
能である。
【００５１】
　上記のカテゴリー分けの変形例として、コンテンツは、ＸＭＬタグを含むことができる
。タグは、ウェブサイトのコンテンツの一以上のアイテムがデジタル透かしを含むことを
示すフィールドを含むことができる。ウェブクローラー／サーチエンジンは、透かしをデ
コードする必要がなく、ウェブサイトがデジタル透かしを含むことをＸＭＬフィールド（
又はヘッダデータ）から決定する。ウェブクローラー又はそれに関連したサーチエンジン
は、「透かしが存在する」という指示情報を、ウェブサイトに関連したキーワードとして
含む。また、サーチエンジンのキーワードサーチは、「透かしが存在する」という情報と
、関連のキーワード（例えば、「ビーグル」）とを含む全てのウェブサイトを含めること
が可能である。それにより得られるウェブサイトリストにおいて、デジタル透かしをサー
チすることができる。
【００５２】
　＜移動アプリケーション＞
　別のサーチツールは、複数の移動デバイスとの通信を促進し、種々の移動デバイスによ
って生成されるサーチ結果を改善する。例えば、２３歳のジンジャーが土曜の夜にナイト
クラブに行くとする。彼女は、彼女の好きな行きつけの場所にたどり着き、３人の親しい
友人に出会う。音楽がかかり、会話が騒音と煙で妨げられる。しかし、ワイヤレス通信は
、妨げられない。ジンジャーは、いつも通り、無線デバイス（例えば、ポケットＰＣ、ブ
ラックベリー、セルラー電話、等）を携帯している。彼女の装置は、例えば、ＢｌｕｅＴ
ｏｏｔｈを使用可能であり、ジンジャーの友人が保持する同様のデバイスと容易に通信で
きる。（以前には、ジンジャー及び彼女の友人は、安全な通信を可能にするパスワード又
は共有セキュリティプロトコルを確立していた。さもなければ、無線デバイスを持ってそ
ばに立っている誰かが、彼等のデバイスにおけるコンテンツを傍受することができ得た。
）　ジンジャーのデバイスは、他のデバイスと通信して、それらが最近サーチを実行した
かどうか調べ、そうであれば、サーチの性質が何であったかも調べる。ジンジャーは、サ
ーチのトピック（キーとなる検索語又は識別子）を自分の無線デバイスにプリセットする
ことができる。サーチのトピックをプリセットするのではなく、ジンジャーの無線デバイ
スが、ジンジャーのウェブブラウジングの履歴又は過去のインターネットへの問合せに基
づいて、サーチのトピックを自動的に生成することが可能である。一つの設定は、他のデ
バイスにより実行されたサーチの結果を単にコピーすることである。ジンジャーのデバイ
スは、これらのプリセットされたサーチトピックを使用して、他のデバイスを探索し、そ
れらがジンジャーのサーチ用語に関連した何かを見つけたか否かを調べる。
【００５３】
　１人の友人であるキムは、無名のオーストラリアのロックバンドであるＡｉｎｔｉｔｎ
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ｉｃｅにより１９８０年代後半に創作されて演奏された音楽について、昨日、ターゲット
を定めたサーチを行った。サーチ結果（及び恐らくはオーディオファイルのよう対応のコ
ンテンツ）が、サーチ結果又は共有ディレクトリに記憶される。（サーチは、キムの移動
デバイスで行う必要がなく、キムのホームコンピュータで行って、そのサーチ結果をキム
の移動デバイスへ伝送することが可能である。）　ジンジャーも、Ａｉｎｔｉｔｎｉｃｅ
が好きであり、そのグループを自分の移動デバイスに検索語として入力している。ジンジ
ャーの無線デバイスは、キムのデバイスとネゴシエーションして、サーチ結果及び／又は
オーディオファイルも取得する。（オーディオファイルが権利保護されている場合には、
ジンジャーのデバイスは、オンラインサーバーとネゴシエーションして、音楽を再生する
ために必要な権利を取得することが可能である。例えば、オーディオファイルは、オンラ
インサーバーにリンクするために使用されるデジタル透かしを含み得る。）
【００５４】
　ジンジャー自身の選択（例えば、キムと友人であって且つＡｉｎｔｉｔｎｉｃｅをプリ
セットする）並びに接近（例えば、ある友人とナイトクラブに通う）が、移動サーチを可
能にしている。
【００５５】
　この移動デバイスのサーチの幾つかの組み合せとして、例えば、以下のものがある。
【００５６】
　Ａ１．サーチを行う方法であって、
　第１の移動デバイスから、第２の移動デバイスへ無線で問合せを行い、第２の移動デバ
イスが所定のサーチ基準に関連したインターネットサーチ結果を有するか否かを決定する
ステップと、
　少なくともサーチ結果のサブセットを受け取るステップと、
を備える方法。
【００５７】
　Ａ２．Ａ１の方法であって、第１のデバイスが問合せを行って、第２の移動デバイスが
所定のサーチ基準に関連したコンテンツを有するか否かを決定する方法。
【００５８】
　Ｂ１．サーチを行う方法であって、
　第１のハンドヘルド移動デバイスにおいてサーチ基準を受け取るステップと、
　第１のハンドヘルド移動デバイスによって第２のハンドヘルド移動デバイスを感知した
ときに、第２のハンドヘルド移動デバイスへ自動的に且つ無線で問合せを行って、第２の
ハンドヘルド移動デバイスが、サーチ基準に対応するコンテンツを記憶しているかどうか
決定するステップと、
　第２のハンドヘルド移動デバイスからサーチ基準に対応するコンテンツを受け取るステ
ップと、
を備える方法。
【００５９】
　上記セクションの幾つかの他の組み合せとして、以下のものがある。
【００６０】
　Ｃ１．透かし入りコンテンツをネットワークにおいてサーチする方法であって、
　可視パターンを表わすデータを受け取るステップと、
　当該可視パターンに対応するコンテンツをネットワークにおいてサーチするステップと
、
　デジタル透かしのための可視パターンに対応するものとして特定されたコンテンツを分
析するステップと、
　デジタル透かしから、少なくとも一つの透かし識別子を取得するステップと、
　デジタル透かしが見つかったときに、少なくとも一つの透かし識別子及びそれに対応す
るネットワーク位置を報告するステップと、
を備える方法。
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【００６１】
　Ｃ２．Ｃ１の方法であって、可視パターンが会社のロゴを含む、方法。
【００６２】
　Ｃ３．透かし入りコンテンツをネットワークにおいてサーチする方法であって、
　リモートサーバーにアクセスして、ネットワーク位置のリストを得るステップと、
　コンピュータユーザが非アクティブ状態にある期間中に、当該ネットワーク位置で、デ
ジタル透かしをサーチするステップと、
　デジタル透かしが見つかったときに、少なくとも一つの透かし識別子及びそれに対応す
るネットワーク位置をリモートサーバーに報告するステップと、
を備える方法。
【００６３】
　Ｃ４．透かし入りコンテンツをネットワークにおいてサーチする方法であって、
　リモートサーバーにアクセスして、サーチ基準を取得するステップと、
　コンピュータユーザがアクティブ状態にある期間中に、バックグランドプロセスとして
デジタル透かしをインターネットにおいてサーチするステップと、
　デジタル透かしが見つかったときに、少なくとも一つの透かし識別子及びそれに対応す
るネットワーク位置をリモートサーバーに報告するステップと、
を備える方法。
【００６４】
　Ｃ５．Ｃ４の方法であって、サーチ基準が、ユーザによりアクセスされたインターネッ
トコンテンツをサーチするための命令を含む方法。
【００６５】
　Ｃ６．Ｃ４の方法であって、サーチ基準がキーワードを含む方法。
【００６６】
　Ｃ７．Ｃ６の方法であって、ネットワークサーチエンジンに自動的にアクセスするステ
ップと、ネットワークサーチエンジンにキーワードを提供するステップと、そこから、キ
ーワードに関連したＵＲＬのリストを取得するステップと、を備え、当該サーチがＵＲＬ
のサーチを含む方法。
【００６７】
　Ｃ８．透かし入りコンテンツのネットワークサーチを管理するためのシステムであって
、
　顧客からキーワード及びネットワーク位置情報の少なくとも一つを受け取るためのウェ
ブサイトインタフェイスと、
　複数の分散された透かし検出器と通信するためのウェブサイトインタフェイスと、
　複数の分散された透かし検出器へのキーワード及びネットワーク位置情報の伝送を制御
するためのコントローラと、
　デジタル透かし及びそれに対応するネットワーク位置に関連した情報を保持するための
データベースと、
を備えるシステム。
【００６８】
　Ｃ９．透かし入りコンテンツのネットワークサーチを管理するためのシステムであって
、
　遠隔の顧客からキーワード及びネットワーク位置情報の少なくとも一つを受け取るため
のウェブサイトインタフェイスと、
　デジタル透かし検出器を含み又はそれと協働するウェブブラウザと、
　ウェブブラウザへキーワード及びネットワーク位置情報を伝送するためのコントローラ
であって、キーワードに関連した位置又はネットワーク位置をウェブブラウザがサーチす
るコントローラと、
　デジタル透かし及びそれに対応するネットワーク位置に関連した情報を保持するための
データベースと、
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を備えるシステム。
【００６９】
＜デスクトップサーチ＞
　本発明の別の側面は、効率的なメディア（例えば、オーディオ、画像及びビデオ）サー
チ及びカタログ作成を可能にするデスクトップサーチツールである。このツールは、メタ
データのリフレッシュ能力も提供することが可能である。
【００７０】
　ユーザコンピュータ２００（図２）に常駐するサーチツール２０１（例えば、ソフトウ
ェアプログラム又はアプリケーション）を開始する。このサーチツールは、二つの主たる
ソフトウェア要素、即ちインデックシングツール２０２と、デスクトップサーチツール２
０４と、を備えている。もちろん、これらツール２０２及び２０４は、個別の要素又はソ
フトウェアアプリケーションである必要はないが、ここでは、個々のファンクションの説
明を容易にするために個別に参照する。ソフトウェアは、ソフトウェアプログラマーが利
用可能な言語、例えば、Ｃ、Ｃ＋＋、ビジュアル・ベーシック、Ｊａｖａ、Ｐｙｔｈｏｎ
、Ｔｃｌ、Ｐｅｒｌ、Ｓｃｈｅｍｅ、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ及びＲｕｂｙ、等で書くことが
できる。
【００７１】
　インデックスツール２０２は、画像、オーディオ又はビデオファイルのサーチのために
、ユーザコンピュータ（又はホームネットワーク）を捜索する。インデックスツール２０
２は、その検出結果を、一以上のインデックスでカタログ化する（例えば、インデックス
を生成する）。「インデックス」とは、ワード、数字及びキャラクタ、並びにこれらに関
連したファイル及び位置のサーチ可能なリスト又は集合を含むものである。次いで、ユー
ザは、キーワードを含むファイルを見つけたいときに、全コンピュータではなく、インデ
ックスをサーチする。サーチは、デスクトップサーチツール２０４で実行される。ここで
は、画像(image)及びビデオファイルの両方を「画像(imagery)」と称していることについ
て言及しておく。「画像」という用語の使用は、マルチメディアファイルもカバーするに
足る広いものある。
【００７２】
　デスクトップサーチツール２０４は、ユーザインタフェイス（例えば、デスクトップウ
インドウ又はＨＴＭＬベースのインタフェイス）を提供し、当該ユーザインタフェイス通
してユーザは、特定の画像又はオーディオファイル或いはそれらに関連したメタデータを
見つけるためのインデックスを問合せる。画像又はオーディオファイルは、通常、コンテ
ンツ部分及びメタデータ部分により画成されている。
【００７３】
　ユーザは、記憶エリアを選択して、サーチツール２０１によってサーチ及びカタログ化
を行うことができることが好ましい。この記憶エリアとは、例えば、Ｃドライブ、あるフ
ァイル又はディレクトリ、及び／又は、取り外し可能な媒体（ジップドライブ、外部ハー
ドドライブ、ＤＶＤドライブ、アタッチ型ＭＰ３プレーヤ、又はジャンプドライブ（フラ
ッシュメモリ、ＵＳＢドライブ））等である。もちろん、ユーザは、自分の全コンピュー
タ又はホームネットワークを選択することができる。サーチツール２０１は、バックグラ
ンドサーチモードに置かれることが好ましい。
【００７４】
　バックグランドサーチモードで動作するときには、サーチツール２０２は、ユーザが他
のアプリケーションにおいて作業を行う間に、コンピュータをサーチする（例えば、全て
の到来するファイルを定常的に調べる通常のウィルス対策ソフトウェアに類似する）。こ
のバックグランドモードは、新たなファイルがユーザのコンピュータ又はホームネットワ
ークによって生成され又は受け取られるときに、新たなファイルをフィルタリングするこ
とが好ましい。
【００７５】
　説明を簡単にするために、画像ファイルに焦点を当てる。しかしながら、本発明の技術
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が画像又は画像ファイルに限定されるものでないことを理解されたい。むしろ、本発明の
技術は、オーディオ及びリッチコンテンツ（例えば、マクロメディアフラッシュファイル
）等にも適用できる。
【００７６】
　本発明のインデックシングツールは、例えば、ファイル拡張子＊．ｇｉｆ、＊．ｊｐｇ
、＊．ｂｍｐ、＊．ｔｉｆ、等により特定される画像ファイルをサーチする。（オーディ
オ又はビデオファイルをサーチする場合には、＊．ａｕ、＊．ｗｍｖ、＊．ｍｐｇ、＊．
ａａｃ、＊．ｍｐ３、＊．ｓｗｆ、等をサーチしてもよい。）
【００７７】
　画像が、検出されると、インデックス付けされる。これを行うために、画像は、メタデ
ータ部分がもしあれば、当該メタデータ部分にアクセスするに足るよう開かれる（例えば
、恐らくは、圧縮された画像部分にアクセスせずに）。メタデータは、サーチ可能なイン
デックスを含ませるように提供することが可能である。例えば、「Ｆａｌｌｓ．ｊｐｇ」
と称する画像が、記述フレーズ“Picture of Falls taken near Silver Lake, Montana（
モンタナ州シルバーレイク付近で撮影された滝の写真）”を含むメタデータを有するもの
と考える。ファイル名及び記述フレーズは、ファイル位置及び記述フレーズ内の他のメタ
データと共に、デスクトップサーチインデックスに追加される。
【００７８】
　この第１の実施の形態は、サーチツール２０１が、アプリケーションプログラムインタ
フェイスを通してデスクトップサーチインデックス（例えば、ＭＳＮデスクトップサーチ
）と協働するときに最良に機能する。例えば、デスクトップサーチが画像ファイルに遭遇
すると、当該デスクトップサーチがサーチツール２０１をコールするか、又は画像ファイ
ル又はファイル位置をサーチツール２０１へ渡す。別の態様では、ＩＦｉｌｔｅｒＳｈｏ
ｐＬＬＣからの画像サーチソフトウェア（ｗｗｗ．ｉｆｉｌｔｅｒｓｈｏｐ．ｃｏｍにお
いてオンラインで入手できる）をインデックスツール２０２の要素として使用する。ＩＦ
ｉｌｔｅｒＳｈｏｐソフトウェアは、画像において当該画像に関連したメタデータをサー
チする上での助けとなる。このようなメタデータは、デスクトップサーチツール２０４に
よりサーチされるべきインデックスに追加される。
【００７９】
　第２の実施の形態では、インデックスツール２０２は、サーチされた各画像ファイル用
のＨＴＭＬファイル（又はＸＭＬ、ワード、又は他のテキストサーチ可能なファイル）を
生成する。ＨＴＭＬファイルは、画像ファイルと同じディレクトリ、又はサーチツールに
アクセス可能なディレクトリに記憶されることが好ましい。ＨＴＭＬファイルは、画像フ
ァイル名（「Ｆａｌｌｓ．ｊｐｇ」）、用語のリスト（「Picture of Falls taken near 
Silver Lake, Montana」）、及び他のメタデータ（時刻、撮影日付、カメラパラメータ、
地球座標(geo-coordinates)、等）を含む。ＨＴＭＬファイルは、同様のファイル名を、
異なる拡張子（例えば、「Ｆａｌｌｓ．ｄｗｍ．ｈｔｍｌ」）と共に有することが好まし
い。ＨＴＭＬファイルにＪＰＥＧ画像のサムネイル表示を任意に含める（又は関連付ける
）ことも可能である。
【００８０】
　ＨＴＭＬファイルは、サーチ可能である。例えば、インデックスツール２０２（又はＧ
ｏｏｇｌｅ及びＭＳＮデスクトップサーチツール）は、メタデータ（例えば、テキスト）
をＨＴＭＬファイルにおいてサーチすることができ、検出すると、サーチツールは、メタ
データを、当該サーチツールのデスクトップインデックスに追加する。
【００８１】
＜デジタル透かし＞
　上述したデスクトップサーチの第１及び第２の両実施の形態では、埋め込まれたデジタ
ル透かしを求めて、画像ファイルがサーチされることが好ましい。即ち、インデックスツ
ール２０２は、デジタル透かし検出器を備え、又はそれと協働する。検出した場合には、
ＨＴＭＬファイルに透かし指示子（例えば、テキスト、番号又はグラフィック指示子）が
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与えられて、画像ファイルが透かし入りであること、及び、如何なる情報が透かしによっ
て保持されているか（例えば、複数ビット識別子又はメッセージ）が、示される。
【００８２】
　従って、画像に埋め込まれたデジタル透かしは、デスクトップサーチツールによりサー
チ可能となる。
【００８３】
　透かしが画像内に検出されなかった場合には、透かしを必要に応じて当該画像に埋め込
むことが可能である。
【００８４】
　また、透かしは、以下に詳細に探求するように、画像とオンラインメタデータレポジト
リー（格納装置）との間をリンクするための識別子としても使用できる。
【００８５】
＜透かしベースのリフレッシュ＞
　２０００年１月１３日に出願された米国特許出願第０９／４８２，７８６号、及びその
親特許出願では、メタデータレポジトリーを参照し、ステガノグラフィー識別子を使用し
て、メタデータレポジトリーにアクセスしている。
【００８６】
　それに関連する実施の形態をここで提供する。
【００８７】
　メタデータは、その基礎をなすコンテンツと分離されることが不可避であるという前提
でスタートする。コンテンツをスケーリングし、切り取り、編集し、変換し、送信するこ
とによって、メタデータがそのコンテンツから分離する機会が増加する。
【００８８】
　デジタル透かしは、メタデータとコンテンツとの間に持続的リンクを与える。
【００８９】
　本発明の一側面は、メタデータの「リフレッシュ」又は同期である。デスクトップサー
チツール２０１は、インデックス付けプロセスの一部分として、メタデータレポジトリー
を用いてチェックを行い、画像に関連したメタデータが現在のもの、即ち最新のものであ
ることを確実にする。（明らかなように、これらのリフレッシュ又は同期技術は、Ｇｏｏ
ｇｌｅ及びＹａｈｏｏ！のようなインターネットサーチツールへと拡張することも可能で
ある。サーチエンジンは、サーチの後又はその一部分において、検出された特定の画像、
オーディオ、又はビデオに対してメタデータを設けたい（ポピュレートしたい）か否かを
サーチャーに尋ねることができる。以下に述べる方法及びシステムは、このようなポピュ
レート動作に使用することができる。）
【００９０】
　より詳細には、デスクトップサーチツール２０１は、メタデータレポジトリー２１０（
図３）に問合せを行い、遭遇した画像に関連したメタデータがあるか否かを調べる。
【００９１】
　レポジトリー２１０は、ユーザのコンピュータ２００にローカルに記憶することも可能
であるが、より好ましくは、レポジトリー２１０は、ネットワーク（例えば、インターネ
ット又はセルラーネットワーク）を介してアクセスされる。
【００９２】
　遭遇した画像にデジタル透かし識別子が埋め込まれている場合には、その透かし識別子
がメタデータレポジトリー２１０に伝送される。この識別子を使用して、レポジトリー２
１０を指し示し、当該識別子に関連した情報を検出する。この情報は、サーチツール２０
１へインデックス付けのために伝送される。レポジトリーに記憶された情報は、画像メタ
データに対してチェックされる。レポジトリー情報が最も現在のもの、即ち最新のもので
ある場合には、当該情報がアクセスされてインデックス付けされる（また、恐らくは、ユ
ーザのコンピュータに記憶され又はその画像に関連付けられる）。しかしながら、画像が
最新のメタデータを含む場合には、画像メタデータがメタデータレポジトリーへコピーさ
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れ、透かし識別子に基づいてカタログ化されるのが好ましい。関連メタデータ「freshnes
s（フレッシュさ）」は、例えば、メタデータタイムスタンプ又は「last updated（最後
に更新された）」とのファイルインジケータによって決定することができる。或いは、フ
ァイルメタデータが見つからない場合には（非フレッシュの別のケース）、レポジトリー
からのメタデータがインデックス付けのために与えられて、画像ファイルに関連付けされ
る。
【００９３】
　ユーザは、さほど信頼できるものではないので、新たなメタデータ又はフレッシュコン
テンツを簡単に除外するために、ハッシュ又は他の縮小ビット識別子を使用して、コンテ
ンツ及びメタデータの信憑性を検証することができる。例えば、ヘッダは、基礎となるコ
ンテンツがEaglesによる歌であることを示す。ヘッダは、歌のハッシュを有して、コンテ
ンツ及びヘッダ情報の検証を可能にする。ハッシュは、メタデータと共に、信頼性のある
第三者のレポジトリーへ提供される。このハッシュが認証されて、メタデータ（及び歌）
が信頼できるものと見なされる。
【００９４】
　サーチツール２０１は、メタデータレポジトリー２１０を用いて周期的にチェックを行
い、画像メタデータ（及びこのようなメタデータのインデックス）が最新のものであるこ
とを確実にする。また、グラフィックユーザインタフェイスによって選択可能なボタンを
提供して、ユーザがメタデータレポジトリー２１０に連続的に（又は頻繁に）問合せする
ための特徴を選択することを可能とし、メタデータのフレッシュさを保障してもよい。
【００９５】
　別の実施の形態として、サーチツール２０１は、遭遇した画像それ自体がレポジトリー
２１０に記憶されているかどうか問合せする。記憶されていない場合には、サーチツール
は、画像のコピーをレポジトリー２１０に提供する。そして、メタデータ及び画像の両方
がレポジトリー２１０に記憶される。また、サーチインデックスを更新して、画像それ自
体がレポジトリー２１０に記憶されたことを反映することが可能である。（ある場合には
、画像は、それがレポジトリーにコピーされたときにユーザのコンピュータから除去され
る。）　画像の登録は、サーチツール２０１により自動的に行うことが可能である。例え
ば、登録は、ユーザのアカウントへの画像の関連付け、又は固有の識別子の割り当て（例
えば、デジタル透かし、指紋、又はハッシュを介して）を含んでもよい。
【００９６】
　透かしベースのメタデータ収集の幾つかの更なる実施例について考える。
【００９７】
　駆け出しの写真家は、ディズニーランドでの休暇中にメモリカード一杯に写真を撮る。
旅行に出る前に、写真家は、撮影する写真の幾つか又は全部に同じ識別子を用いた透かし
を入れるために、カメラをプログラムしてした（セルラー電話に組み込まれたものかもし
れない）。識別子は、データレポジトリー２１０において、キーワード又は情報（例えば
、休暇の日付、場所、旅行の家族メンバー、オンラインジャーナル、等）に関連付けられ
ている。サーチツール２０１は、ディズニーランドの写真内の透かし識別子に遭遇すると
、付加的なメタデータをサーチするために、識別子を用いてデータレポジトリー２１０に
問合を行う。キーワード又は情報がデータレポジトリー２１０から検索されて、デスクト
ップサーチのためにインデックス付けされる。このようにして、識別子を使用し、付加的
なメタデータが生成される。また、メタデータを、サーチ可能なインデックスでインデッ
クス付けすることも可能である。
【００９８】
　ここで、レポジトリー２１０が公開されたレポジトリーであるとする。若い写真家は、
ディズニーランドに広く関連した識別子を選択する。即ち、写真家は、ディズニーランド
で休暇を取るときに人々が一般に使用する識別子を選択する。恐らくは、透かし識別子は
、信頼性のあるメタデータブローカー、即ちキーメタデータ「グラウンド・ツルース(gro
und truths)」（例えば、場所、イベント、日付、等のような）に関連したメタデータを
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提供し又は得ることに関して信頼性のある者を通して得られる。メタデータブローカーは
、次いで、識別子、又は識別子が関連付けられている場所／イベントに関連する一般的な
メタデータを収集する。ユーザ識別子を、選択された識別子と共に使用して、若い写真家
を特定する際の助けとすることができる。公開された又は信頼性のあるメタデータブロー
カーは、識別子に関連したデータレコードを設け（ポピュレートし）、又は取得する（例
えば、人々がディズニーランドのお気に入りの記憶、演出、ミッキーマウスの真相を郵便
で知らせ、又は信頼性のあるメタデータブローカーがメタデータそれ自体を得る、等々で
ある）。サーチツール２０１は、ディズニーランドの写真における透かし識別子に遭遇す
ると、付加的なメタデータをサーチするために、識別子でデータレポジトリー２１０に問
合せを行う。データレコードが検索され、デスクトップサーチのためにインデックス付け
される。（もちろん、公開識別子に代えて、半公開識別子を提供してもよい。例えば、家
族の集いに参加する全てのメンバーが、同じ識別子を使用することができる。「同じ」と
いう語の使用は、透かしが多数のペイロードフィールドを有する状況を含み、「同じ」識
別子が所定のフィールドに含められる。このマルチペイロードフィールドの状況では、二
つの透かしが同じ識別子を含んでもよいが、異なるフィールドに異なる情報が記憶される
ことがある。）
【００９９】
＜メタデータの収集＞
　メタデータは、他の技術を使用して収集することも可能である。例えば、画像の位置は
、関連する手がかりから推測することができる。「DisneyLand001」という名前の画像フ
ァイルは、おそらく、ディズニーランドで撮影されたものである。ディズニーランドとい
う語が、メタデータを収集するために、インターネットサーチエンジン又はデータレポジ
トリーに提供される。メタデータは、デスクトップサーチツールに提供され、当該ツール
が画像ファイルのメタデータ部分を更新し、サーチ可能なデスクトップインデックスで新
たなメタデータをインデックス付けする。
【０１００】
　ディレクトリ構造体の名前、並びに／又は、日付及び時間情報を使用して、メタデータ
を収集することが可能である。例えば、サーチツール２０１が（例えば、メタデータフィ
ールド、又は透かし日付／タイムスタンプから）２００５年２月１４日の午後８：３０に
写真が撮られたことが分かる場合には、当該サーチツールは、この情報を使用して、関連
メタデータを収集することができる。恐らくは、サーチツールは、写真家のアウトルック
カレンダー又は他のカレンダーソフトウェアに問合せを行い、その時間に何がスケジュー
ルされていたか（ジェークとジェーンの「バレンタイン」日のディナー）を調べる。この
情報は、デスクトップサーチツール２０１によってインデックス付けするために提供され
る。この情報は、インデックス付けのために提供されるだけでなく、画像ファイルにメタ
データとして関連付けることも可能である。
【０１０１】
　或いは、ユーザが電子ジャーナル又はダイアリーを保持している場合には、当該ジャー
ナル又はダイアリー内のある日付を同様に問合せることが可能である。例えば、ジャーナ
ルのエントリー内のワード又は用語が抽出され、インデックス付けされ、次いで、メタデ
ータとして記憶される。さらに、サーチツールは、財務又は小切手帳ソフトウェア（例え
ば、マイクロソフト・マネー又はオンラインバンクステートメント）にアクセスして、こ
の時間の付近の領収証やエントリーをチェックすることができる。（アウトルック、ＭＳ
マネー、ワード及びエクセルとのインタフェイスは、このようなプログラム及びそれらの
インタフェイスに関する公開情報を考えると、当業者にとって単純なことである。例えば
、アウトルックは、おおよそ、マイクロソフト・ビジュアル・ベーシックで書かれたプロ
グラムからのオートメーション技術を使用してアクセスすることが可能である。他の技術
は、アプリケーションプログラムインタフェイス等を使用する。）
【０１０２】
　デスクトップサーチツール２０１はまた、追跡記録を使用して、メタデータを収集する
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ことも可能である。例えば、ユーザが、兄弟であるスコットからｅメールされた写真を受
け取るものとする。ｅメールの記録（誰からいつ受け取ったか）を写真に対するメタデー
タとして使用することができる。（上記説明から、全てのファイルは、受け取ったときに
サーチできることを想起されたい。例えば、インデックスツール２０２は、アウトルック
インボックスに新たな画像が受信されていることを認識する。ｅメール履歴及び画像がイ
ンデックスツール２０２により探索されて、この情報が収集される。）
【０１０３】
　インターネット履歴又はキャッシュも調べられる。例えば、インターネットサーチエン
ジンに入力された検索語は、ブラウザの履歴から引き出されるか、又はキャッシュ記憶さ
れて、サーチによって検出された画像に対してメタデータとして使用される。
【０１０４】
　今日のカメラの多くは、ＧＰＳユニットを装備している。これらのユニットにより収集
されたＧＰＳデータは、ヘッダ又は透かし情報内に記憶することができる。サーチツール
２０１は、ＧＰＳデータを使用して、関連メタデータを探索する。例えば、ＧＰＳ座標が
画像から抽出され、地理データベースに提供される。これら座標は、データベースをイン
デックス付けし、地理的位置に関連したメタデータを見つけるために使用される。メタデ
ータは、都市の名前、経歴情報、現在の天気、ビルの仕様、関連する写真、等を含むこと
ができる。
【０１０５】
　画像に関してなされる一般的な「推定」からメタデータを収集することも可能である。
例えば、隣接写真におけるメタデータを見ることができる。例えば、三つの写真、即ちフ
ォト１、フォト２及びフォト３を含むディレクトリについて考える。フォト２に対するメ
タデータを収集するときに、サーチツール２０１は、フォト１及びフォト３に関連するメ
タデータを見て、フォト２に対するメタデータを補う。それらの写真は、同じ又は略同じ
時間に、同じ又は略同じ場所で撮影された見込みがある。同様に、タイムスタンプを使用
して、５分又は１０分の時間枠内のように互いに接近して撮影された画像を決定する。こ
のようなタイムフレーム内の画像は、関連している見込みがある。この時間枠は、ユーザ
の好みで拡張することができる（例えば、ディズニーランドの休暇をカバーするために７
日に拡張される）。これらの画像に関連したメタデータは、サーチツール２０１によって
使用されるか、又はターゲット画像に関連付けられる。
【０１０６】
　ＧＰＳデータ及びタイムスタンプを使用して、更に別の情報を発生することが可能であ
る。例えば、スポーツ熱狂者が、ダラスにおけるＮＣＣＡ男子バスケットボール準決勝を
観戦している間に、何枚かのスナップ写真を撮る。ＧＰＳ座標及びタイムスタンプが写真
に関連付けられる（例えば、埋め込まれた透かし又はヘッダ情報として）。ＧＰＳは、場
所（例えば、スポーツアリーナ）を特定するために使用され、タイムスタンプは、スポー
ツアリーナにおけるイベント（バスケットボールゲーム）を特定するために使用される。
これらの用語を検索語として使用して、そのイベントに関連した付加的なメタデータ、ス
トーリー、スコア、等を特定することができる。この情報は、画像への関連付けのために
提供される。
【０１０７】
＜メタデータの発生＞
　画像に対するメタデータを自動的に発生することも可能である。
【０１０８】
　バイオメトリックセンサ（例えば、指紋スキャナ）を有する携帯電話について考える。
（例えば、韓国の最大ワイヤレスネットワークオペレータの一つであるＬＧテレコムは、
最近、バイオメトリック携帯電話ＬＰ３８００を売り出した。他の製造者も、競合する携
帯電話を提供している。）ユーザは、携帯電話によってスキャンするために自分の指を提
示する。ユーザは、指紋で特定される。サーチツール２０１は、この指紋識別子を写真家
のメタデータとして使用する。（例えば、サーチツール２０１は、携帯電話に問合せし（
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例えば、ワイヤレス又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈの傍受により）、写真を撮影した写真家が誰
であるのかについて質問する。写真は、ファイル名又は他の識別子によって携帯電話のカ
メラに対して特定される。或いは、写真家の識別子が写真のメタデータに含まれている場
合には、サーチツール２０１は、その識別子が誰に対応しているのかを調べるために携帯
電話に問合せを行う。バイオメトリック識別子に以前に遭遇している場合には、サーチツ
ールは、携帯電話と通話するのではなく、過去のセルラー電話質問結果を使用することが
できる。もちろん、人間の指紋（又はそこからのテンプレート）をメタデータそれ自体と
して使用することも可能である。
【０１０９】
　サーチツール２０１はまた、パターン認識又はカラー分析モジュールを有するか、又は
それと協働してもよい。メタデータは、画像パターン認識を介して発生される。例えば、
サーチツール２０１は、パターン認識モジュールを用いて画像を分析する。その結果がメ
タデータとして使用される。（例えば、パターン認識モジュールは、木の写真を分析した
後に、用語「木」を返送する。）　画像のカラー分析を行うことも可能であり、例えば、
画像の三次元カラー空間ヒストグラムを計算することも可能である。ヒストグラムは、主
要カラー（例えば、赤、ピンク、黄色、等）を特定する。主要カラーは、画像領域に基づ
くか、又は主要カラーを含む画像の割合に基づくことができる。或いは、最上位の三つ、
又はその程度のカラーだけが、特定の画像に対してインデックス付けされる。デスクトッ
プサーチツール２０４にタイプされた又は対話された要求がピンクの帽子をかぶった祖母
の写真を要求しているものと想像することができよう。この問合せは、特に、用語「祖母
(grandma)」及び「ピンク(pink)」を含む。用語「ピンク」は、カラー分析によって自動
的に求められた主要カラーとしてピンクを有する写真を特定する。このサブセットは、メ
タデータとして祖母を含む全ての写真と照合される。それによって得られた写真のセット
は、ユーザによる精査のために特定される。
【０１１０】
　他のメタデータを画像特性から推定することが可能である。「暗い」写真（カラー又は
ピクセル分析により求められる）は、その写真が夜又は室内で撮影されたことを暗示し得
る。
【０１１１】
　パターン認識又はデジタル透かしではなく、サーチツール２０１は、指紋モジュールを
含むか又はそれと協働してもよい。「指紋(fingerprint)」という語は、画像ハッシュの
ような画像の縮小ビット表示を意味するために使用している。「指紋」及び「ハッシュ」
との語を、交換可能に使用することがある。指紋を生成し、これを使用してデータベース
に問い合わせる。データベースでは、他の画像が指紋形成されている。例えば、エンパイ
アステートビルの異なる写真は、同様の（又は関連した）指紋を生じる。これらの写真及
びそれに対応する指紋は、データベースにおいてインデックス付けされる。厳密な一致は
頻繁には見られないかもしれないが、統計学的に関連していると見なされる指紋は、あり
得る組合せとして返送される。これらの指紋に関連したメタデータも、返送することが可
能である。（指紋及び透かしを効果的に結合することもできる。例えば、デジタル透かし
をメタデータへの持続的リンクとして使用し、一方、指紋を識別に使用することができる
。）
【０１１２】
　サーチツール２０１はまた、顔認識モジュールを含むか又はそれと協働することができ
る。顔認識ソフトウェアを使用して、画像に示された人々を識別する。顔認識ソフトウェ
アは、トレーニングすると、画像を分析して、そこに示された人々を識別できるか否かを
調べる。示された人々の名前をインデックスして、画像に関連付けることができる。或い
は、個人のプロフィール（名前、誕生日、家族関係等）を生成して、個人と関連付けるこ
とができる。次いで、顔認識ソフトウェアが個人を識別するときには、個人のプロフィー
ルがメタデータとして画像に関連付けられる。（図４は、この方法の一実施例を示す。顔
認識ソフトウェア４０１は、画像４０２を分析し、画像がジェーンを示すと決定する。プ
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ロフィールデータベース４０３に質問して、ジェーンのプロフィール４０４（例えば、名
前、現在年齢、誕生日、等）を得、そしてプロフィール４０４がメタデータとして画像に
関連付けられる。）
【０１１３】
　メタデータは、ユーザのホームドメイン内のサーチ装置によって発生することが可能で
ある。例えば、サーチツール２０１は、カメラ及びＧＰＳユニットを装備したユーザの携
帯電話との通信を開始する（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ又はワイヤレス接続を介して）
。サーチツール２０１は、カメラがどこで写真を撮影したかを問合せする。画像取得の地
理的位置及び時間をメタデータとして使用することもできるし、又はメタデータを見つけ
るために使用することも可能である。携帯電話又は他のカメラに問合せするのではなく、
サーチツールは、ユーザのＴｉＶｏ装置、ゲームコンソール（例えば、Ｘｂｏｘ又はＰｌ
ａｙＳｔａｔｉｏｎ）、音楽プレーヤ（例えば、ｉＰｏｄ又はＭＰ３プレーヤ）又はＰＤ
Ａと対話することが可能である。これらのソースから収集された関連情報（例えば、ジャ
ーナル、カレンダー、他の画像、音楽、ビデオゲーム、等）は、ユーザデスクトップ上の
特定ファイル用のメタデータとして使用することができる。
【０１１４】
＜ユーザ選択＞
　サーチツール２０１（図２）は、好ましくは、一つ以上のユーザインタフェイス（例え
ば、ツール２０４により与えられる）を備え、当該インタフェイスを通して、ユーザは、
ツール２０１と対話することが可能であり、ツール２０１によって見つけられるか又はイ
ンデックス付けされたメタデータと対話することができる。
【０１１５】
　例えば、ユーザは、好ましくは、サーチツール２０１が付加的なメタデータを検出しそ
うなインターネットベースのサイトを、デスクトップサーチツール２０４を通して、選択
することができる。（ユーザは、ＵＲＬをタイプ入力するか、又は所定のメタデータウェ
ブサイトをハイライト処理することができる。）
【０１１６】
　ユーザはまた、このようなインタフェイスを通して、一以上のフィルタを設定できるこ
とも好ましい。「フィルタ」は、メタデータとして使用されるべき情報を制限又は選別す
るソフトウェアモジュール又はプロセスである。フィルタは、ユーザが意味のない可能性
のあるメタデータを取り除くことを可能にする。例えば、一つのフィルタオプションは、
ユーザのデスクトップから収集されたメタデータだけを画像に関連付けることを可能にす
る。別のオプションは、ユーザが、好ましい又は信頼性のあるものとしてメタデータのソ
ースを設定することを可能にする。レポジトリー２１０から収集されたメタデータは、信
頼性があるものと指定されてもよいが、画像ヘッダにおいて検出されたテキストの自動イ
ンターネットサーチによって収集されたメタデータは、信頼性がないことがある。関連フ
ィルタオプションは、ユーザがメタデータのソースに基づいてメタデータを予めランク付
けすることを可能にする。メタデータが充分なランクのものでない場合には、画像ファイ
ルが新たなメタデータを含むように拡張されず、低いランクのメタデータは、インデック
ス付けされない。更に別のフィルタオプションは、ユーザによって承認されたメタデータ
だけを画像に関連付けることを可能にする。
【０１１７】
　収集又は発生されたメタデータは、ユーザによる再検討及び承認のためにインタフェイ
スを介して提示されることが好ましい。例えば、メタデータは、チェックボックスを備え
たグラフィックウインドウ（図５を参照）を介して提示される。ユーザは、画像に関連付
けしたいメタデータを単にチェックし、サーチツール２０１が、メタデータ部分を更新し
て、ユーザの選択を反映する。チェックボックスに代わりに、ユーザは、保持することを
望むメタデータをハイライト表示することも可能である。
【０１１８】
＜ディレクトリビュー＞
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　本発明の別の特徴は、ディレクトリビューである。ファイルは、しばしば、ディレクト
リ及びフォルダによって配列されてグラフィック表示される。（あなたのコンピュータデ
ィレクトリの「My Documents」を単にクリックして、ファイルが如何に配列されているの
かを参照されたい。）
【０１１９】
　この改良は、ファイルをそれらのメタデータに基づいて配列してグラフィック表示する
。例えば、サーチツール２０１によって収集された情報に基づき、画像が、当該画像に関
連したメタデータに従ってコンピュータディスプレイ上に配列されてグラフィック表示さ
れる。メタデータのカテゴリーは、ユーザの好みで変化し得るが、幾つかの例を以下に示
す。
【０１２０】
　ユーザが、三つの広いメタデータカテゴリー、即ち休暇、プロフェッショナル、及び家
族を選択する。
【０１２１】
　プログラム（又はオペレーティングシステム）は、サーチツール２０１によって提供さ
れたインデックスを問合せする。画像を「休暇」画像として特定するメタデータを含む全
ての画像は、休暇ディレクトリに関連付けられ、画像を「家族」として特定するメタデー
タを含む全ての画像は、家族ディレクトリに関連付けられる。
【０１２２】
　ユーザは、メタデータのカテゴリーを変更することにより「ファイルディレクトリ」ビ
ューを変更することができる。ユーザはまた、サブディレクトリも確立することができる
（例えば、休暇ディレクトリ内のディズニーランド及びナイアガラの滝のメタデータ表示
）。
【０１２３】
　画像は、典型的なディレクトリツリー形態ではなく、メタデータ構造で配列されて表示
される。ユーザがメタデータ要求を変更すると、デスクトップ配列も変更される。
【０１２４】
　ディレクトリビューの視覚表示はまた、例えば、メタデータ又はメディアの特定形式に
関連したスタイルシートに基づいて変更することができる。スタイルシートは、家族のメ
ンバーごとに（又はＷｉｎｄｏｗｓのログインプロフィール間で）変化し得る。音楽も、
そのコンテンツに基づいて表示することができる。例えば、特定のリズム又はハーモニー
をもつ音楽を、一意に、又はスタイルシートに基づく等によって、提示することが可能で
ある。
【０１２５】
　上記のファイルディレクトリの多数の可能性のある組み合せの一つは、次のものを含む
。
【０１２６】
　Ｄ１．コンピュータに記憶されて、コンピュータ上で動作するグラフィックユーザイン
タフェイスであって、
　コンピュータディスプレイを通して、ファイルのグラフィック表示を提示する第１のモ
ジュールと、
　表示用に各ファイルに関連したメタデータを決定する第２のモジュールと、
　表示用に上記ファイルを当該ファイルのメタデータに基づいてグラフィカルに編成する
第３のモジュールと、
を備えるグラフィックユーザインタフェイス。
【０１２７】
＜メタデータオーサリング＞
　図６を参照して、メタデータオーサリングツール２０６（例えば、ソフトウェアアプリ
ケーション）について説明する。オーサリングツール２０６は、ユーザがメタデータにア
ノテーション付けし、メタデータをマルチメディアコンテンツに関連付けることを可能に
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する。ほとんどの画像編集ソフトウェア（例えば、マイクロソフトからのデジタル・画像
・スイート）は、メタデータオーサリング能力を提供するが、本明細書では、本発明によ
る幾つかの改良を提供する。
【０１２８】
　一つの改良は、画像又は画像のグループに所定のメタデータを「ペイント」する能力で
ある。例えば、ソフトウェアアプリケーションの設定において、異なるメタデータの選択
、例えば、「休暇」、「家族」のような用語、又はプロフィール（「ジェーンの個人的プ
ロフィール」）、等を可能にするメタデータツールバーが、本発明により提供される。メ
タデータツールバーからメタデータのカテゴリーを選択（クリック）することで、画像又
はファイルディレクトリにメタデータをペイントすることができる。（メタデータを選択
すると、マウスカーソルがペイントブラシとして現われるようになることが想像できよう
。次いで、選択されたメタデータを画像に文字通り「ペイント」する。画像又はディレク
トリアイコン表示（又はサムネイル）は、メタデータに関連したカラーを変化させて、メ
タデータが画像に添付されたというユーザフィードバックを提供することができる。）そ
の舞台裏では、メタデータ及びターゲット画像のユーザ選択によって、画像ファイルのメ
タデータ部分にどのメタデータを追加すべきかがオーサリングツール２０６に伝えられる
。メタデータ部分は、「ペインティング」を反映するように書き直されるか又は追加され
る。
【０１２９】
＜更に多くのデスクトップサーチ＞
　ここで、デスクトップサーチの話題に戻る。別の実施の形態では、画像（並びに／又は
、オーディオ及びビデオ）サーチツール（例えば、Ｃ＋＋で書かれたコンピュータプログ
ラム）が、本発明により提供される。画像サーチツールは、ユーザの装置（例えば、コン
ピュータ、ネットワークサーバー、ｉＰｏｄ、セルラー電話、等）に常駐し、画像をサー
チするために、ファイル及びフォルダをアクセスする。例えば、サーチツールは、ファイ
ル拡張子＊．ｇｉｆ、＊．ｊｐｇ、＊．ｂｍｐ、＊．ｔｉｆ、等により特定される画像フ
ァイルをサーチする。（オーディオ又はビデオファイルをサーチする場合には、＊．ａｕ
、＊．ｗｍｖ、＊．ｍｐｇ、＊．ａａｃ、＊．ｍｐ３、＊．ｓｗｆ、等をサーチしてもよ
い。）　別の実施例では、ユーザ（又はオペレーティングシステム）が画像ディレクトリ
を特定し、サーチツールがそれら特定されたディレクトリの各々を探索する。
【０１３０】
　図７を参照する。特定すると、サーチツールは、画像を開いて、埋め込まれたデジタル
透かしを画像内でサーチする。サーチツールは、透かし検出器を含んでいてもよく、又は
それをコールしてもよい。透かし情報（例えば、複数ビットのペイロード）は、検出され
ると、第１のファイル、例えば、ＸＭＬファイルに与えられるか又はそれに含められる。
第１のファイルは、同じファイル名を含むが、異なる拡張子を有することが好ましい。画
像は、当該画像からメタデータ（例えば、ＥＸＩＦ情報、ヘッダ情報、又は他のメタデー
タ）を得るために更に評価される。メタデータは、第１のファイルに与えられるか、又は
それに含められる。第１のファイルは、画像（或いはオーディオ又はビデオ）に最初に含
まれていたものと同じタグ又は識別子を有していてもよい。
【０１３１】
　デジタル透かしに遭遇すると、サーチツールは、一つ以上のオンラインメタデータレポ
ジトリーに問合せを行って、画像に関連した付加的なメタデータが存在するか否かを決定
することができる。このようなオンラインメタデータは、第１のファイルにダウンロード
することができる。もちろん、フィルタ又は基準を使用して、どのオンラインメタデータ
が受け容れられるかを制限することができる。例えば、信頼性のある又は確認されたソー
スによって署名されたメタデータのパケット又はグループだけを、第１のファイルに含む
ように受け容れることができる。或いは、異なるメタデータフィールド又はタグが、最後
に変更されたインジケータ又はタイムスタンプインジケータを含むことができる。このよ
うに、オンラインメタデータが冗長なフィールド又はタグを含む場合には、最新バージョ
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ンのメタデータ（画像に関連付けられた又はオンラインの何れか）が使用される。さらに
、ユーザは、メタデータのどのソースが信頼されるべきか、また、どのソースを含めるべ
きかを、指定することができる。
【０１３２】
　透かし識別子はまた、「双方向」メタデータポピュレーションを支援することも可能で
ある。即ち、透かし識別子は、メタデータのオンラインレポジトリーにリンクすることが
でき、より詳細には、特定の画像又は関連メタデータにリンクすることができる。メタデ
ータを、オンラインレポジトリーにアップロードして、透かし識別子を介して画像メタデ
ータに関連付けることができる。（透かしベースのネットワークナビゲーションが、例え
ば、上述した本譲受人の米国特許出願第０９／５７１、４２２号に説明されている。）
【０１３３】
　図７に戻る。次に、第２のファイル（例えば、ＨＴＭＬ）が生成される。この第２のフ
ァイルの名前は、第１のファイル及び画像と同じファイル名を、異なるファイル拡張子と
共に有することが好ましい。この第２のファイルは、第１のファイルからの情報を含むこ
とが好ましい。例えば、第１のファイルが画像の記憶位置を含む場合には、第２のファイ
ルが画像へのハイパーリンクを含むことができる（記憶位置に基づいて）。上記の幾つか
の実施の形態で述べたように、第２のファイルは、画像の表示を含むこともでき、或いは
ビデオ又はオーディオの場合には、恐らくは、オーディオ又はビデオのサンプル又は断片
を含むこともできる。第２のファイルは、第１のファイルからの情報の幾つか又は全部を
含むようにユーザが構成することが可能である。これは、例えば、ユーザがカメラ設定の
ビューを制限したい場合に好都合である。（その舞台裏では、スタイルシート又は「スキ
ン」と協働するＸＭＬパーザーを使用して、第１のファイルを解釈し、第２のファイルを
スタイルシートに基づいて設ける（ポピュレート）することができる。他の実施の形態で
は、その基礎となるコンテンツそれ自体を使用して、第２のファイルをいかにポピュレー
トするかを決定する。あるリズム又はメロディーを有するオーディオコンテンツは、第１
の所定のスタイルに基づいて表示される一方、他の特性を有するコンテンツは、第２の異
なるスタイルに基づいて表示される。）
【０１３４】
　ＨＴＭＬファイルの生成は、通常、デスクトップサーチツール（例えば、Ｇｏｏｇｌｅ
又はＹａｈｏｏ、等）によるインデックス付けをトリガーする。メタデータがインデック
スに追加され、画像のサーチを効果的なものとする。ある実施の形態では、もちろん、上
記のサーチツールの機能がデスクトップサーチツールと一体化される。他の実施の形態で
は、サーチツールがデスクトップサーチツールにプラグインする。更に別の実施の形態で
は、サーチツールがプロキシーサーバー又はネットワークハブと協働する（又はそこから
動作する）。
【０１３５】
　（ここで、あるデスクトップサーチツール、例えば、Ｇｏｏｇｌｅデスクトップサーチ
ツールは、あるファイル「タイプ」（例えば、ＪＰＥＧ、等）の登録を可能にすることに
注意されたい。上述した第１のファイルに、固有のファイル拡張子（又はタイプ）を与え
ることができる。このように、デスクトップサーチツールには、冗長な結果を回避するた
めにインデックス付けの際に、第１のファイルを無視することを伝えることができる。）
【０１３６】
　画像サーチツールは、「最後に変更された」日付を比較して、特定の画像をインデック
ス付けすべきかどうかを決定することができる。例えば、画像の最後に変更された日付を
、それに対応する第１のファイルの最後に変更された日付と比較することができる。画像
の変更日付が第１のファイルのものより遅い場合には、画像を再び分析して、透かし及び
メタデータを得る。第１のファイルは、それに対応する第２のファイルと共に更新される
。
【０１３７】
＜ブログ＞
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　透かしを使用して、いわゆるオンラインブログを支援し、且つそこにリンクすることが
可能である。（ブログとは、ウェブサイトに発表される情報である。いわゆる「ブログス
クリプト」は、誰かが情報をウェブサイトに投稿することを可能にする。）
【０１３８】
　デジタル透かしが埋め込まれた写真（或いはオーディオ又はビデオ）について考える。
透かしリーダーは、透かしを抽出し、オンラインリソース（例えば、ＵＲＬ）へリンクす
る。改良点は、デジタル透かしがブログ又はブログスレッド（或いは会話）へリンクする
ことである。ブログは、例えば、ファイルとして記憶することができる。透かしが、例え
ば、Ｆｌｉｃｋｒ（例えば、ｗｗｗ．ｆｌｉｃｋｒ．ｃｏｍを参照）に類似したオンライ
ンフォトブログサイトのＵＲＬを含むか、又はそれを参照する場合について考える。透か
しは、フリッカーにおける特定の写真又はアカウントにリンクし、恐らくは、特定のブロ
グスレッドにもリンクすることが可能である。例えば、コンピュータ、モニタ及び椅子で
完成されたホームオフィスを示す写真について考える。描画されているアイテムに関して
、多数の異なるブログスレッド（又は会話）が投稿されることがある。（恐らくは、ある
者は、椅子が好きであり、充分な腰部支持を提供するかどうかと考えている。会話又はス
レッドは、この話題に関して続く。）　おそらく、椅子を示すか、さもなければ、椅子又
はスレッドにリンクされている画像領域を表わす透かしが、特定のスレッドにリンクする
ために使用される。個別の透かし（又は透かしコンポーネント）を画像に埋め込んで、特
定のスレッドを表わすことが可能である。透かしペイロード又はコンポーネント情報は、
ユーザに表示可能な主題ラインにリンクする識別子を有して、ユーザが考慮しようとする
ブログスレッドをユーザが取り上げることを可能にする。写真が多数のこのような透かし
を含む場合には、対応の主題ラインの各々を、選択のために表示することができる。この
ようにして、透かしは、各ブログ及びブログスレッドのルートとなる。（恐らくは、ブロ
グスレッドをスタートするための必須条件として、会話に透かし識別子又はコンポーネン
トが割り当てられ、コンポーネントが、ブログ又は応答が投稿されるときに、画像に、恐
らくは特定領域に、埋め込まれる。）
【０１３９】
　他の実施の形態では、ブログにコメントする各個人に、識別子（又は特定の固有の透か
し署名）が割り当てられる。個人の透かしは、写真についてブログをするか、さもなけれ
ば、コメントするときに、画像に埋め込まれる。
【０１４０】
＜ブログの詳細＞
　それらの本質において、「フォトブログ」は、単に写真を伴うブログである。ほとんど
のケースでは、写真はアンカーである。それらは、注意を引き、トーンを設定し、ブック
マークとして働く。（例えば、ｗｗｗ．ｐｈｏｔｏｂｌｏｇ．ｏｒｇを参照）
【０１４１】
　一方では、画像をウェブ上のログの一部分として単に投稿し、会話に対してユーモア、
イラスト、ドキュメンテーション、又はアンカーを与えることができる。会話は、休暇地
、個人、子供、家族、場所、又は、何らかの他の話題性及び写真向きのものに関すること
であってもよい。
【０１４２】
　デジタル透かしは、改良を伴う新たな工夫をもたらす。透かしは、写真をフォトブログ
のセンターピースとする。透かし入り写真は、ブログへのエージェント、及び繰り返し再
訪問され得るポータルとなる。写真を、ブログ自体へのポインタとして配布することがで
きる。写真は、受取人の注意を捕え、デジタル透かしを通して、ブログサーバー（又はブ
ログが投稿されるネットワークリソース）へリンクバックする。ブログは、投稿されるか
（例えば、ウェブサイトへ行って読まねばならない）、又はダウンロード可能である（例
えば、古き良きニュースグループコンセプトのような種類）ことを想像することができる
。写真をブログクライアント又は他のアプリケーションにドラッグ及びドロップすること
により、ブログをクライアント又はアプリケーションに追加する。（その舞台裏では、透
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かし検出器がドラッグ－ドロップされた写真から透かし識別子を読み取る。透かし識別子
は、オンラインブログ（又は会話）へリンクするために使用される。例えば、識別子を使
用して、ブログのファイル記憶位置、又はブログを投稿するネットワーク位置（例えば、
ＵＲＬ）を特定する。ブログが取得されるか、又はその位置へダウンロードされる。他の
場合には、ブログ全体をダウンロードするのではなく、ブログへのリンクがアプリケーシ
ョン又はクライアントに記憶される。
【０１４３】
　ブログの開始について考える。ユーザは、ブログサイトへ画像をアップロードしてブロ
グをスタートし、第１のエントリーを書き込む。このサイトは、画像に識別子を用いて自
動的に透かしを入れ、写真をブログにリンクする（又はそれを既存のブログに追加する）
。ブログが生成された状態で、ユーザは、（任意に）右クリックし、例えば、画像（及び
ブログ）を友人へ送信する。透かし入りフォトを含むｅメールは、友人を招いて応答させ
る。友人は、透かし識別子を通してオリジナルブログへとリンクされる。
【０１４４】
　この機能は、デスクトップサーチツールと共に組み込むことができる。
【０１４５】
　デスクトップサーチツールが透かし入り画像に気付くと、その画像は、例えば、透かし
に関連したオンラインブログサイトに問合せするか、又は透かしペイロードに保持された
「ブログビット」を評価することによって、関連ブログがあるかどうか調べるためにチェ
ックされる。（透かしペイロードは、多数のフィールドを含むことができ、それらの一つ
は、特定のブログサイトを特定するか又はそこにリンクする。）　デスクトップサーチツ
ール（又はフォトショップ、ウェブブラウザ等を含むフォト取り扱いソフトウェア）は、
ユーザ指示を提供することが好ましい（例えば、「ゴー・ツー・ブログ(go to blog)」リ
ンクが現れる）。ビューアは、透かし識別子を介してブログを読むようにナビゲートする
ことができる。画像は、ブログスレッドにリンクされるか、又は「ブックマーク」される
。
【０１４６】
　透かしリーダー又はデスクトップサーチツールは、右クリック特徴を有し、当該特徴に
よって、ブログ可能な画像のブログエントリーへの追加を可能にする（透かしにより決定
される特徴）。このようにして、画像は、ホームコンピュータ又は携帯電話における如何
なる場所にも現われ、ブログスレッドを読み取ったり又はそこに追加したりするためのブ
ログへのゲートウェイとして働く。
【０１４７】
　ブログと画像との基本的な関連付けは、例えば、写真がフォトレポジトリー又はオンラ
インサイトに登録されるときに行うことができる。写真を登録するか、又は写真に透かし
を入れる動作が、ブログを生成することを可能とし、時間と共に、より一般的な仲介を、
登録されている任意のブログに提供することを可能とする。いかなる画像も「ブログ可能
」である。時間と共に、写真家は、マーケッティング又は通信の方法としてそれらのコレ
クションに関するブログを生成することができる。友人やクライアントと対話する手段と
して、プライベートな（例えば、パスワード又はバイオメトリック保護の）ブログを想像
することができる。
【０１４８】
　透かしは、印刷に耐え得ることが好ましく、このようにして、印刷された画像と（写真
）ブログとの間に関係が生成される。（ある実施の形態では、画像が印刷されるまでブロ
グが生成されない。しかし、いずれの場合にも、透かし処理は、透かし処理ステップを通
過する印刷に能力を加えて、独特のアイデンティティを与える。）
【０１４９】
　実際のアプリケーションとして、ウェブベースのユーザインタフェイスが生成される。
ユーザは、透かし入り写真（又は単にその写真から抽出した透かし識別子）を、ウェブを
介して、インタフェイスに与える。写真を受け取ると、ウェブサイトは、当該写真から透
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かし識別子を抽出する。透かし識別子は、それに関連した情報を検出するために、ベース
ベース(basebase)又はインデックスに提供される。例えば、写真が、一つ以上のテキスト
ベースのブログに最初に関連付けられていたものとする。ブログの現在位置が検出され、
インタフェイスを通してユーザに提供される。
【０１５０】
　上記のブログ実施の形態の幾つかの可能性のある組み合せとして、次のものがある。
【０１５１】
　Ｅ１．ブログをメディアに関連付ける方法であって、
　デジタル透かしを画像又はオーディオに埋め込むステップと、
　デジタル透かしの少なくとも一部分をネットワークホスト型ブログに関連付けるステッ
プと、
を備える方法。
【０１５２】
　Ｅ２．Ｅ１の方法であって、透かしが複数のデータフィールドを備え、少なくとも一つ
のフィールドが、ブログがホストされるオンラインアドレスを含むか又はそれを指す、方
法。
【０１５３】
　Ｅ３．Ｅ１の方法であって、ブログがオンライン会話を含むような方法。
【０１５４】
　Ｅ４．オンラインブログをメディアに関連付ける方法であって、
　メディアからデジタル透かしをデコードするステップと、
　透かしに関連したオンラインレポジトリーにアクセスするステップと、
　メディアに関連したブログにアクセスするステップと、
を備える方法。
【０１５５】
＜身分特定書類上の電子メモリに記憶された透かし画像＞
　本特許文書の譲受人は、身分特定書類をデジタル透かしで安全化することに向けた多数
の特許出願を提出している。それらの幾つかは、いわゆるスマートカード、例えば、電子
メモリ及び／又は電子処理回路を含むドキュメントについて、構想を示し、開示している
。例えば、米国特許第５，８４１，８８６号、第６，３８９，１５１号、第６，５４６，
１１２号、第６，６０８，９１１号、特許出願公告第ＵＳ２００２－０００９２０８Ａ１
号、及び第ＵＳ２００３－０１７８４９５Ａ１号、米国特許出願第１０／８９３，１４９
号（ＵＳ２００５－００６３０２７Ａ１として公告された）、及び第１０／６８６，４９
５号（ＵＳ２００４－０１８１６７１Ａ１として公告された）を参照されたい。関連する
実施の形態及び改良について、以下に説明する。
【０１５６】
　図８を参照する。身分特定書類の電子メモリ回路に記憶されている画像に、デジタル透
かしを埋め込む。画像は、書類の許可された所持者に対応することが好ましい。例えば、
図８に示すドキュメント４００は、パスポートブック、ビザ、運転免許証、等の身分特定
書類を表わしている。ドキュメント４００は、当該ドキュメント４００の許可された所持
者の写真表示４１０（「印刷画像」とも称される）と、ドキュメントの表面上の印刷物４
２０と、集積回路（例えば、チップ）４３０とを備えている。チップ４３０は、電子メモ
リ及び処理回路の両方を備えることができる。チップ４３０は、受動的（例えば、内部電
源なし）であってもよく、又は能動的（例えば、それ自身の電源を含む）であってもよい
。チップは、非接触のものであることが好ましいが、ドキュメント４００は、接触型のチ
ップであってもよい。例えば、ＩＳＯ規格１４４４３及び７８１６－４に合致するような
適切なチップが知られている。
【０１５７】
　一実施の形態では、集積回路４３０に画像が記憶される。この画像は、メモリスペース
を節約する上で助けとなるように、例えば、ＪＰＥＧファイルのように圧縮されることが
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好ましい。記憶された画像は、印刷画像４１０、又は印刷画像４１０の縮小ビット表示に
対応することが好ましい。この画像には、デジタル透かしが埋め込まれる。
【０１５８】
　デジタル透かしは、ドキュメント、集積回路及び／又は許可されたドキュメント所持者
に対応する情報と、相互に関係付けられていることが好ましい。
【０１５９】
　例えば、チップ４３０は、チップのスタティックメモリに記憶されたシリアル番号（例
えば、９６ビット）を有していてもよい。このシリアル番号、又はシリアル番号のハッシ
ュ（例えば、縮小ビット表示）は、デジタル透かしメッセージコンポーネントとして使用
される。ハッシュ又はシリアル番号は、チップ４３０に記憶された写真画像に埋め込まれ
る。
【０１６０】
　シリアル番号は、テーブル１に示すようなドキュメント番号、即ち以下の透かしメッセ
ージと結合することができる。

【表１】

 
【０１６１】
　合成されたメッセージは、記憶された画像にステガノグラフィー式に埋め込まれる。従
って、チップ及びドキュメントは、デジタル透かしを介して結合される。チップが交換さ
れるか、別のドキュメントへ移動されるか、又は模倣された場合には、チップ４３０に記
憶された画像に埋め込まれていなければならないシリアル番号又はドキュメント番号を検
証することによって、変化を特定することができる。同様に、印刷画像４１０が変更、又
は交換された場合にも、そこに埋め込まれた必要な透かしメッセージ（例えば、チップシ
リアル番号）を含まないであろう。
【０１６２】
　ドキュメントの検証は、自動的に行うことができる。例えば、シリアル番号がスタティ
ックメモリから読み取られ（例えば、スマートカードリーダーを介して）、透かし入り画
像が同様に検索され、デコードされる。シリアル番号及び透かしメッセージを比較して、
それらが予想した通りに対応するかどうかを調べる。ドキュメント番号が透かしメッセー
ジコンポーネントとして使用されている場合には、それも比較のために入力できる（例え
ば、ＯＣＲ－Ｂテキストの読み取り、バーコード、磁気ストリップ又は手動入力を介して
）。
【０１６３】
　ドキュメント番号又はシリアル番号に代えて、印刷、バーコード、磁気ストリップ、等
に保持された他のテキスト又はメッセージを、透かしメッセージコンポーネントとして使
用することが可能である。
【０１６４】
　図８に戻る。印刷画像４１０には、例えば、デジタル透かしの形態のデータをステガノ
グラフィー式に埋め込むことができる。デジタル透かしは、チップ４３０に保持された情
報と相互に関係付けられていることが好ましい。例えば、印刷画像４１０に埋め込まれた
透かしは、チップシリアル番号又はそのハッシュを含んでいてもよい。チップ４３０のメ
モリ容量に限度があって、記憶画像を含まないがシリアル番号は含むようなケースでは、
印刷画像４１０の透かしは、チップとドキュメントとの間のリンクを与える。
【０１６５】
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　更に別の実施の形態では、印刷画像４１０の第１の透かしが、チップ４３０の記憶画像
に埋め込まれた第２の透かしにリンクされる。このリンクは、多数の異なる方法で達成可
能である。例えば、各透かしは、情報、例えば、シリアル番号、ドキュメント番号、或い
はドキュメントに印刷されるか又は保持された情報（例えば、バーコード）を、冗長に含
む。別の実施例では、第１のデジタル透かしは、第２のデジタル透かしをデコード又は解
読するためのキーを含む（又はその逆のことも言える）。更に別の実施例では、第１のメ
ッセージ部分が第１のデジタル透かしによって伝えられ、第２のメッセージ部分が第２の
デジタル透かしによって伝えられる。身分特定書類４００を適切に認証するには、二つの
メッセージ部分を連結することが必要とされる。別の実施例は、身分特定書類のどこかに
印刷された第３のデジタル透かしを含む（例えば、バックグランドパターン、グラフィッ
ク、ゴースト画像、シール、等で）。三つのデジタル透かしの全てが、認証のためにリン
クされるか、又は相互に関係付けられる。
【０１６６】
　更に別の実施の形態では、写真画像ではなく、異なるバイオメトリック画像又はテンプ
レートがチップに記憶される。例えば、バイオメトリックは、指紋画像又は網膜スキャン
を含んでもよい。このようなバイオメトリックは、上述したように、透かしを入れてドキ
ュメントにリンクすることができる。
【０１６７】
　ドキュメントを形成するためのワークフローの例を、図９Ａ及び９Ｂに示す。身分特定
書類（例えば、パスポート）の申請者は、申請書を埋めて、写真を用意する（ステップ５
００）。申請書は、処理機関へ提出され（例えば、州の当局、ステップ５１０）、当該機
関が申請書を処理する（ステップ５２０）。もちろん、申請書は、郵送されてもよいし又
は電子的に提出されてもよい。申請処理は、バックグランドチェックを含んでいてもよく
、当該チェックとして、申請者が身分特定書類を詐欺的に取得しようと試みているのでは
ないことを保証するためにデータベースをチェックしてもよい。申請が承認された場合に
は、申請者に対して書類が生成される。パスポートの場合には、ブランク「ブック」が得
られる。このブランクブックは、ブック（以下、「ドキュメント」）番号を含む。この書
類番号は、申請者又は申請者のファイルとマッチングされる（ステップ５３０）。ほとん
どの場合に、ブックには、チップが既に固定（又は一体化）されている。そうでなければ
、その後の段階でチップをドキュメントに取り付け又は一体化することができる。ドキュ
メントは、申請者を特定するように個人化される（ステップ５４０）。例えば、ドキュメ
ントには、可変情報（例えば、名前、住所、性別、目の色、誕生日、等）が印刷される。
又、この可変情報又はその一部分がバーコードとして記憶されるか、或いは磁気ストリッ
プ又はチップに記憶される。又、写真表示もドキュメントに印刷され（又は取り付けられ
）、チップに記憶される。
【０１６８】
　図９Ｂを参照する。申請者を表わすデジタル画像が透かし埋め込み装置に与えられる。
（申請者が物理的な画像を用意した場合には、その画像が光学的にスキャンされ、デジタ
ル表示が透かし埋め込み装置に与えられる。）メッセージ（例えば、スタティックメモリ
から読み取られたチップシリアル番号又はドキュメント番号、等）が埋め込み装置へ入力
される。透かし埋め込み装置は、デジタル画像のコピーに所望のメッセージを埋め込む。
埋め込み処理されたデジタル画像は、圧縮されて、チップに記憶される。必要に応じて、
第２のメッセージをデジタル画像の別のコピーに埋め込み、次いで、書類の表面に印刷す
ることができる。（もちろん、ある実施の形態では、同じメッセージを含む同じ埋め込み
画像が、ドキュメントに印刷され且つオンチップに記憶される。）
【０１６９】
　図９Ａに戻る。書類形成プロセスは、書類を検査する品質保証ステップ５５０を任意に
含む。例えば、マシン読み取り可能な特徴（例えば、ＯＣＲ、バーコード、磁気ストリッ
プ、デジタル透かし、光学メモリ、電子チップ記憶）が読み取られ、そしてそれらが予想
情報に一致するかどうかを調べるために検査される。相互相関関係（例えば、第１及び第
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２のデジタル透かし間の）をテストすることもできる。また、品質保証オペレータがドキ
ュメントを目視検査してもよい。
【０１７０】
　このセクションに基づく幾つかの可能性のある組み合せとして、以下のものがある（こ
れに限定されない）。
【０１７１】
　Ｆ１．電子メモリチップであって、当該電子メモリチップ内にシリアル番号が記憶され
ており、当該シリアル番号は、電子メモリチップを一意に特定し、更に、電子メモリチッ
プが、身分特定書類の許可された所持者を表わすデジタル画像を含み、又、デジタル画像
には、第１のデジタル透かしが埋め込まれており、更に、第１のデジタル透かしがシリア
ル番号の表示を含む、当該電子メモリチップと、
　名前及び身分特定書類番号の少なくとも一方を含むテキストが印刷された第１の表面エ
リアと、
　身分特定書類の許可された所持者の表示を含む写真画像が印刷された第２の表面エリア
と、
を備える身分特定書類。
【０１７２】
　Ｆ２．Ｆ１の身分特定書類であって、第１のデジタル透かしがシリアル番号の縮小ビッ
ト表示を含む、身分特定書類。
【０１７３】
　Ｆ３．Ｆ２の身分特定書類であって、第１のデジタル透かしが身分特定書類番号の表示
を更に含む、身分特定書類。
【０１７４】
　Ｆ４．Ｆ１の身分特定書類であって、第２の表面エリアに印刷された写真画像が第２の
デジタル透かしを含む、身分特定書類。
【０１７５】
　Ｆ５．Ｆ４の身分特定書類であって、第１のデジタル透かし及び第２のデジタル透かし
が相互依存している、身分特定書類。
【０１７６】
　Ｆ６．Ｆ５の身分特定書類であって、第２のデジタル透かしが、第１のデジタル透かし
をデコード又は解読するためのキーを含む、身分特定書類。
【０１７７】
　Ｆ７．Ｆ５の身分特定書類であって、第１のデジタル透かしが、第２のデジタル透かし
をデコード又は解読するためのキーを含む、身分特定書類。
【０１７８】
　Ｆ８．Ｆ４の身分特定書類であって、第１のデジタル透かし及び第２のデジタル透かし
が互いに冗長であるか又は相関した情報を含む、身分特定書類。
【０１７９】
　Ｆ９．Ｆ１－Ｆ８のいずれか一つの身分特定書類であって、運転免許証及びパスポート
の少なくとも一つを含む、身分特定書類。
【０１８０】
　Ｆ１０．Ｆ４の身分特定書類であって、第３のデジタル透かしを含む第３の表面エリア
を含む、身分特定書類。
【０１８１】
　Ｆ１１．Ｆ１－Ｆ１０のいずれか一つの身分特定書類であって、デジタル画像が電子メ
モリチップにおいて圧縮形態をとっている、身分特定書類。
【０１８２】
　Ｆ１２．Ｆ１－Ｆ１１のいずれか一つの身分特定書類であって、電子メモリチップが電
子処理回路を含む、身分特定書類。
【０１８３】
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　Ｇ１．電子メモリチップであって、当該電子メモリチップにはシリアル番号が記憶され
ており、当該シリアル番号は、電子メモリチップを一意に特定し、当該電子メモリチップ
にはデジタル画像が更に記憶されており、当該デジタル画像には第１のデジタル透かしが
埋め込まれている、当該電子メモリチップと、
　名前及び身分特定書類番号の少なくとも一方を含むテキストが印刷された第１の表面エ
リアと、
　印刷画像又はグラフィックを含む第２の表面エリアであって、印刷画像又はグラフィッ
クには第２のデジタル透かしが埋め込まれており、更に、第１のデジタル透かし及び第２
のデジタル透かしは身分特定書類を認証するために相互に関係付けられている、第２の表
面エリアと、
を備える身分特定書類。
【０１８４】
　Ｇ２．Ｇ１の身分特定書類であって、第１のデジタル透かし及び第２のデジタル透かし
が、冗長な情報又は相関情報を含ませることによって、相互に関係付けられている身分特
定書類。
【０１８５】
　Ｇ３．Ｇ２の身分特定書類であって、上記情報が少なくともシリアル番号の表示を含む
、身分特定書類。
【０１８６】
　Ｇ４．Ｇ３の身分特定書類であって、上記情報が少なくともドキュメント番号の表示を
更に含む、身分特定書類。
【０１８７】
　Ｇ５．Ｇ１の身分特定書類であって、第１のデジタル透かし及び第２のデジタル透かし
がデコード又は解読キーを介して相互に関係付けられている、身分特定書類。
【０１８８】
　Ｇ６．Ｇ１の身分特定書類であって、デジタル画像が身分特定書類の許可された所持者
のバイオメトリックを含む、身分特定書類。
【０１８９】
　上記セクションの更に別の実施の形態は、以下の通りである。もちろん、これらは、唯
一の可能性のある組み合せではなく、単なる一例に過ぎない。
【０１９０】
　Ｈ１．デスクトップサーチツールを制御する方法であって、
　画像又はオーディオファイルを一つ以上のコンピュータディレクトリにおいてサーチす
るステップと、
　画像又はオーディオファイルが発見されたときに、埋め込まれたデジタル透かしについ
てそのファイルを分析し、デジタル透かしが埋め込まれている場合には、デジタル透かし
に保持された複数ビットの識別子を復元するステップと、
　画像又はオーディオファイルからメタデータを得るステップと、
　複数ビットの識別子を用いてリモートデータベースに問合せを行って、ファイルメタデ
ータが最新のものであるか否かを決定するステップと、
を備える方法。
【０１９１】
　Ｈ２．Ｈ１の方法であって、ファイルメタデータが最新のものでないときに、リモート
データベースからのメタデータでファイルメタデータをリフレッシュするステップを更に
備える方法。
【０１９２】
　Ｈ３．Ｈ２の方法であって、タイムスタンプ又は最後に編集されたフィールドを使用し
て、ファイルメタデータが最新のものであるか否かを決定する方法。
【０１９３】
　Ｈ４．Ｈ１の方法であって、ファイルがリモートデータベースに記憶されていないとき
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に、画像又はオーディオファイルをアップロードするステップを更に備える方法。
【０１９４】
　Ｉ１．透かし入りコンテンツをネットワークにおいてサーチする方法であって、
　透かし入りコンテンツに関連した一つ以上のキーワードを受け取るステップと、
　一つ以上のキーワードをネットワークサーチエンジンへ与えるステップと、
　一つ以上のキーワードに関連したＵＲＬのリストをネットワークサーチエンジンから得
るステップと、
　デジタル透かしに関して、ＵＲＬに関連したウェブサイトでコンテンツを分析するステ
ップと、
　デジタル透かしから少なくとも一つの透かし識別子を得るステップと、
　少なくとも一つの透かし識別子及びそれに対応するＵＲＬ位置を報告するステップと、
を備えた方法。
【０１９５】
　Ｉ２．Ｉ１の方法であって、透かし識別子及びＵＲＬ位置をリモートサーバーへ報告す
る方法。
【０１９６】
　Ｉ３．Ｉ１の方法であって、透かし識別子及びＵＲＬ位置を、透かし識別子に関連した
著作権所有者へ直接報告する方法。
【０１９７】
　Ｉ４．Ｉ１の方法であって、一つ以上のキーワードが透かし識別子を含む、方法。
【０１９８】
　Ｊ１．透かし入りコンテンツをネットワークにおいてサーチする方法であって、
　透かし入りコンテンツが記憶されているネットワークリソースに関連したネットワーク
トラフィックパターンを監視するステップと、
　透かし入りコンテンツのサーチにおいてトラフィックパターンの方向に透かしリーダー
を向けるステップと、
を備える方法。
【０１９９】
　Ｋ１．サーチエンジンによりコンテンツをカテゴリー分けする方法であって、
　ウェブサイトに関連したメタデータであって、デジタル透かしの存在を反映するメタデ
ータを検査するステップと、
　ウェブサイトに関連したデジタル透かしインジケータの存在を提供するステップであっ
て、デジタル透かしインジケータの存在がサーチエンジンを介してサーチ可能である、ス
テップと、
を備える方法。
【０２００】
　Ｌ１．装置サーチ方法であって、
　ｉ．画像又はオーディオファイルを一以上の装置のディレクトリにおいてサーチするス
テップと、
　ii．画像又はオーディオファイルが発見されたときに、埋め込まれたデジタル透かしに
ついてそのファイルを分析し、デジタル透かしが埋め込まれている場合には、当該ファイ
ルから透かし情報を復元するステップと、
　iii．画像又はオーディオファイルからメタデータを得るステップと、
　iv．透かし情報の少なくともある部分干及びメタデータの少なくともある部分を含む第
１のファイルを生成するステップと、
　ｖ．第１のファイルから第２のファイルを生成するステップであって、第２のファイル
は、透かし情報の少なくともある部分及びメタデータの少なくともある部分を含み、更に
、第２のファイルの生成によって、装置のサーチツールによる第２のファイルのインデッ
クシングをトリガーする、ステップと、
を備える方法。
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【０２０１】
　Ｌ２．Ｌ１の方法であって、第１のファイルがＸＭＬを含み、第２のファイルがＨＴＭ
Ｌを含む方法。
【０２０２】
　Ｌ３．Ｌ１の方法であって、装置が、携帯電話、ポータブル音楽プレーヤ、ゲームコン
ソール、及びコンピュータの少なくとも一つを含む、方法。
【０２０３】
　Ｌ４．Ｌ１の方法であって、上記の生成が少なくともスタイルシートを使用する、方法
。
【０２０４】
＜結論考察＞
　特定の実施の形態を参照して、本技術の原理を図示して説明したが、この技術は、多数
の他の異なる形態で実施できることが認識されよう。
【０２０５】
　上述した方法、プロセス、要素、モジュール、フィルタ、及びシステムは、ハードウェ
ア、ソフトウェア、又はハードウェアとソフトウェアの組み合せで実施することができる
。例えば、透かしデータエンコードプロセスは、プログラム可能なコンピュータ又は特殊
目的のデジタル回路で実施することができる。同様に、透かしデータのデコーディングは
、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、或いはそれらソフトウェア、ファーム
ウェア及びハードウェアの組み合せで実施することができる。
【０２０６】
　上述した方法、要素及びプロセス（例えば、デスクトップサーチツール、並びにメタデ
ータ発生及び収集ツール）は、システムのメモリ（例えば、電子、光学又は磁気記憶装置
のようなコンピュータ読み取り可能な媒体）から実行されるソフトウェアプログラム（例
えば、Ｃ、Ｃ＋＋、ビジュアル・ベーシック、Ｊａｖａ、Ｐｙｔｈｏｎ、Ｔｃｌ、Ｐｅｒ
ｌ、Ｓｃｈｅｍｅ、Ｒｕｂｙ、実行可能なバイナリーファイル、等）で実施することがで
きる。
【０２０７】
　セクションの見出しは、読者の便宜のために設けたものである。一つの見出しのもとで
見つかった特徴は、別の見出しのもとで見つかった特徴と組み合わせることができる。種
々の実施例の組み合せ（例えば、Ｃ１、Ｄ１、等）は、一例として与えられたものに過ぎ
ない。もちろん、上記の詳細な開示を考慮すると、他の多数の組み合せも考えられる。
【０２０８】
　「デスクトップ」という語の使用は、これに限定されるものと解釈されるべきでない。
実際に、本発明の「デスクトップ」サーチモジュール、並びに本発明のメタデータ発生及
び収集方法は、ラップトップ、ハンドヘルドコンピューティング装置、パーソナル（又は
デジタル）ビデオレコーダー（例えば、シンクＴｉＶｏ）、携帯電話、等に使用すること
ができる。本発明では、本発明のメタデータインデックス又はサーチツールを、ＭＰ３プ
レーヤ、ｉＰｏｄｓ、ＴｉＶｏ装置、ゲームコンソール（例えば、ＸＢｏｘ）、等の消費
者向け電子装置に記憶することもできる。このような装置間の通信は、無線であっても、
有線であってもよい。
【０２０９】
　上述の詳細な実施の形態における要素及び特徴の特定の組み合せは、単なる例示に過ぎ
ず、これらの教示は、本書及び上記で引用した特許文献における他の教示と交換及び置き
換え可能である。
【図面の簡単な説明】
【０２１０】
【図１】ネットワークサーチを改善するためのシステムを示す図である。
【図２】デスクトップサーチツールを示す図である。
【図３】図２のデスクトップサーチツールと通信するメタデータレポジトリーを示す図で
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【図４】個人のメタデータプロフィールの画像への関連付けを示す図である。
【図５】自動的に収集又は生成されたメタデータを選択するためのグラフィックユーザイ
ンタフェイスを示す図である。
【図６】ユーザのデスクトップにおけるメタデータオーサリングツールを示す図である。
【図７】本発明の別の側面に基づくデスクトップインデックス付け方法を示すフローチャ
ートである。
【図８】電子メモリを含む身分特定書類を示す図である。
【図９Ａ】身分特定書類の発行プロセスを示す図である。
【図９Ｂ】関連のデジタル透かしプロセスを示す図である。

【図１】 【図２】
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