
JP 5253881 B2 2013.7.31

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学的増白剤を含んでいる基材と、
　前記基材上に形成された画像であって、該画像は、アレイの複数のセルの間で切り換え
ることにより形成され、該アレイは、
　　第１のパターンを充填するようデザインされた第１のドットの組を含む、第１のセル
であって、相対的に高い覆い範囲を与える重ならない原色着色剤で構成され、得られた第
１のドットの組は基材の蛍光に対して高い抑制特性を有する、前記第１のセルと、
　　パターンを充填するようデザインされた第２のドットを含む、第２のセルであって、
相対的に低い覆い範囲を生成するように配置される原色着色剤で構成され、通常光の下で
は前記第１のドットの組と実質的に同様な平均色外観を有し、得られた第２のセルは、基
材の蛍光に対して低い抑制特性を有する、前記第２のセルと、
　を包む、前記画像と、
を含み、
　前記基材が紫外線光源に好適に露光された場合に、前記第２のセルの前記低い抑制特性
は、蛍光マークとして明らかな識別可能なパターンを生み出す、
ことを特徴とする蛍光マークインジケータ。
【請求項２】
　前記第１のセル及び前記第２のセルの着色剤混合物は、通常の照明の下では緊密な条件
等色上でマッチしているが、紫外線光の下でのその応答は視覚的に区別できるままである
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、ことを特徴とする請求項１に記載の蛍光マークインジケータ。
【請求項３】
　光学的増白剤を含んでいる基材と、
　前記基材上に形成された画像であって、該画像は、アレイの複数のセルの間で切り換え
ることにより形成され、該アレイは、
　　前記基材上に印刷された第１のパターンを充填するようデザインされた第１のドット
の組を含む、第１のセルであって、イエローの着色剤の第１のドットと、第２の着色剤の
第２の重ならないドットとを各セル内に含み、前記第１のドットの組は、相対的に高い用
紙覆い範囲を与え、基材の蛍光に対して高い抑制特性を有する、前記第１のセルと、
　　パターンを充填するようデザインされた第３のドットを含む、第２のセルであって、
前記イエローの着色剤以外の第３の着色剤を含み、前記第２のセルは、基材の蛍光に対し
て低い抑制特性を有する、前記第２のセルと、
　を含む、前記画像と、
を含み、
　紫外線光源に選択的に露光された場合に、前記第２のセルは、蛍光マークとして明らか
な識別可能なパターンを生み出す、
ことを特徴とする蛍光マークインジケータ。
【請求項４】
　光学的増白剤を含んでいる基材と、
　前記基材上に形成された画像であって、該画像は、アレイの複数のセルの間で切り換え
ることにより形成され、該アレイは、
　　第１のパターンを充填するようデザインされた第１のドットの組を含む、第１のセル
であって、該第１のドットの組の各ドットは、少なくともイエローを含む重ならない着色
剤で構成され、該第１のドットの組は、相対的に高い覆い範囲及び基材の蛍光に対する高
い抑制特性を与える、前記第１のセルと、
　　第２のパターンを充填するようデザインされた第２のドットを含む、第２のセルであ
って、該第２のドットは、前記第１のドットの組の前記イエローよりも低い覆い範囲を有
するブラックを含む着色剤で構成され、得られた前記第２のセルは、基材の蛍光に対して
低い抑制特性を有し、紫外線光源に好適に露光された結果として得られる印刷された基材
画像は、蛍光マークとして明らかな識別可能なパターンを生み出す、前記第２のセルと、
　を包む、前記画像と、
を含む、
ことを特徴とする蛍光マークインジケータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、種々の実施形態において、一般に、基材、特に種々のプリンタ及び静電写真
印刷環境において一般に使用されるような大部分の紙の基材（用紙）に見出される蛍光の
有益な操作に関する。より具体的には、本明細書によって与えられる教示は、蛍光透かし
（Fluorescence Watermark）の少なくとも１つの実現に関する。
【背景技術】
【０００２】
　文書のセキュリティを与え、さらに、デジタル生成文書にも適用可能な方法であること
が最も望ましい、文書の偽造、不正改造、及び／又はコピーの検出を与える方法を有する
ことが望まれる。こうした解決法は、さらに、システムの経費要求に対して最小の影響、
並びに、デジタル処理及び印刷環境において最小の格納要求を有することが望ましい。さ
らに、この解決法は、印刷デバイスに対して物理的な修正なしで、及び、費用のかかる特
別な材料及び媒体なしで取得できることが大いに望ましい。
【０００３】
【特許文献１】米国特許第５２８６２８６号明細書
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【特許文献２】米国特許第５７３４７５２号明細書
【特許文献３】米国特許第５２５６１９２号明細書
【特許文献４】米国特許第５３７１１２６号明細書
【特許文献５】米国特許第６７７３５４９号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　透かし入れ（Watermarking）は、デジタル文書のセキュリティを保証する一般的な方法
である。費用、脆弱性、堅牢性等の異なるトレードオフをもって、多数の透かし入れ手法
が存在する。１つの手法は、紫外線（ＵＶ）インクレンダリング（可視化）を用いて、通
常の照明の下では見えないが、ＵＶ照明の下で明らかになる透かしをエンコードすること
である。多くの場合、カレンシーノート（通用紙幣）で用いられる従来の手法は、特別な
紫外線（ＵＶ）蛍光インクにより透かしをレンダリングし、次いで、標準的なＵＶランプ
を用いて、提供された文書における透かしの有無を識別するものである。かかる手法の一
例は、米国特許第５，２８６，２８６号に見出すことができ、その教示の全体は本明細書
に引用により組み入れられる。しかし、これらのインクは採用するのに費用がかかり、し
たがって、典型的には、オフセット印刷のシナリオにおいてのみ経済的に実行可能である
ため、真に有用であるのは長期間の印刷実行においてのみである。さらに、これらの材料
は、多くの場合、費用、利用可能性、又は物理的／化学的特性のために、標準的な電子写
真式印刷システム又は固形インクプリンタのような他の非衝撃式印刷システムに組み込む
ことが困難である。このことは、次いで、一例に過ぎないが、換金可能クーポンのような
可変データ印刷構成においてこれらを用いることに水を差す。
【０００５】
　デジタル透かし入れ（Digital Watermarking）によりコピー制御が与えられる文書を与
えるための別の手法は、一例として、見たときには実質的に見えないデジタル再現可能文
書における透かしを生成するための方法が示される米国特許第５，７３４，７５２号があ
り、この方法は、（１）文書上にグレイ画像を再現するのに適した第１の確率的スクリー
ンパターンを生成し、（２）前述の第１のパターンに関する少なくとも１つの確率的スク
リーン記述を導出し、（３）第１の確率的スクリーンを含む文書を生成し、（４）確率的
スクリーンの１つ又はそれ以上を含む第２の文書を組み合わせて生成し、これによって、
第１及び第２の文書を重ね合わせた関係で配置することで、両方の文書を共に見ることを
可能にし、各々の文書上の第１の確率的パターン間の相関は、第１のスクリーンが用いら
れる文書内のあらゆる場所に生じ、相関は、導出された確率的スクリーンが生じる領域で
は生じることがなく、その中に配置された画像は、導出された確率的スクリーンを用いる
ことにより見えるようになる。
【０００６】
　上述の特許の開示は、引用により全体が本明細書に完全に組み入れられる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本明細書の実施形態においては、光学的増白剤を含んでいる基材と、基材上に画像とし
て印刷された第１のパターンを充填する第１のドットデザインとを含む蛍光マークインジ
ケータが開示される。第１のドットデザインは、相対的に高い用紙覆い（カバー）範囲を
与えるように配置される実質的に重ならない原色着色剤で構成され、得られた第１のドッ
トデザインは、基材蛍光の高い抑制特性を有する。蛍光マークインジケータは、更に、印
刷された第１のパターンに実質的に空間的に緊密に近接して基材上に画像として印刷され
た相補的なパターンを充填する第２のドットデザインを含む。第２のドットデザインは、
相対的に低い用紙覆い範囲を生成するように配置される原色着色剤で構成され、通常光の
下では第１のドットデザインと実質的に同様な平均色外観を有する。得られた第２のドッ
トデザインは、基材蛍光の低い抑制特性を有し、紫外線光源に好適に露光された結果とし
て得られる印刷された基材画像は、蛍光マークとして明らかな識別可能なパターンを生み
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出すようになる。
【０００８】
　更に、本明細書の実施形態においては、光学的増白剤を含んでいる基材と、基材上に画
像として印刷された第１のパターンを充填する第１のドットデザインとを含む蛍光マーク
インジケータが開示される。第１のドットデザインは、相対的に高い用紙覆い（カバー）
範囲を与えるように配置される、少なくともイエローの着色剤を含む実質的に重ならない
着色剤で構成され、得られた第１のドットデザインは、基材の蛍光の高い抑制特性を有す
る。蛍光マークインジケータは、さらに、印刷された第１のパターンに実質的に空間的に
緊密に近接して基材上に画像として印刷された相補的なパターンを充填する第２のドット
デザインを含む。第２のドットデザインは、イエローの量が最小にされた着色剤で構成さ
れ、得られた第２のドットデザインは、基材蛍光の低い抑制特性を有し、紫外線光源に好
適に露光された結果として得られる印刷された基材画像は、蛍光マークとして明らかな識
別可能なパターンを生み出すようになる。
【０００９】
　さらに、本明細書の実施形態においては、光学的増白剤を含んでいる基材と、基材上に
画像として印刷された第１のドットデザインパターンとを含む蛍光マークインジケータが
開示される。第１のドットデザインパターンは、少なくともイエローの着色剤を含む実質
的に重ならない着色剤で構成され、得られた第１のドットデザインパターンは、基材蛍光
の高い抑制特性を有する。蛍光マークインジケータは、さらに、印刷された第１のドット
デザインパターンに実質的に空間的に緊密に近接して基板上の画像として印刷された第２
のドットデザインパターンを含む。第２のドットデザインパターンは、少なくともブラッ
クの着色剤を含み且つイエローの量が最小にされた着色剤で構成され、得られた第２のド
ットデザインパターンは、基材蛍光の低い抑制特性を有し、紫外線光源に好適に露光され
た結果として得られる印刷された基材画像は、蛍光マークとして明らかな識別可能なパタ
ーンを生み出すようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本開示の一般的な理解のために、図面を参照する。図面においては、全体を通して同じ
符号が同じ要素を示すのに用いられる。以下の用語が説明に用いられる。
【００１１】
　「データ」という用語は、本明細書においては、情報を示す又は含む物理信号を指す。
物理的な光のパターン又は前述の物理的な光を表わすデータの集合としての「画像」は、
文字、言葉、及びテキスト並びに図形のような他の特徴を含むことができる。「デジタル
画像」は、拡大解釈され、デジタルデータの集合により表わされる画像である。画像は、
その各々が画像である「セグメント」に分割することができる。画像のセグメントは、画
像全体まで又は画像全体を含むどのような大きさであってもよい。本明細書に用いられる
「画像オブジェクト」又は「オブジェクト」という用語は、当該技術分野においては「セ
グメント」という用語と一般に等価なものとして考慮され、本明細書においては相互に交
換可能に採用することができる。一方の用語又は他方の用語が、他方のものより狭い又は
広いと考えられる場合には、本明細書に与えられる及び特許請求される教示は、別の方法
により特許請求の範囲内で特に制限されていない限り、より広く定められた定義用語に向
けられる。
【００１２】
　物理的な光を表わすデータで構成されるデジタル画像においては、データの各々の素子
は、当該技術分野においては一般的に用いられ、画素を指す「ピクセル」と呼ばれる。各
々のピクセルは位置及び値を有する。各々のピクセル値は画像の「バイナリ形態」におい
てはビット、画像の「グレイスケール形態」においてはグレイスケール値、又は、画像の
「色座標形態」においては一組の色空間座標であり、色座標形態の各々は、画像を定義す
る二次元アレイである。画像の部分に関連するデータの項目上で動作するときには、動作
は「画像処理」を実行する。「コントラスト」は、項目、データ点などの間の視覚的差分
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を示すのに用いられる。これは、色の差分として又は輝度の差分又はその両方として測定
することができる。デジタルカラー印刷システムは、画像データを受け入れ、この画像デ
ータを基材上にレンダリングするのに適した装置構成である。
【００１３】
　以下において、明瞭にする目的のために、以下の用語の定義がここで与えられる。
「着色剤」：染料、顔料、又は色を材料に付与するのに用いられる他の薬剤。殆どの着色
トナーのような着色剤は、吸収及び散乱という２つの主要な物理現象によって、入射照明
から受け取る光のスペクトルパワー分布を変更することにより、色を付与する。色は、残
りの光の透過が可能である状態の、入射光のスペクトル選択的な吸収及び散乱により生成
される。例えば、シアン、マゼンタ及びイエローの着色剤はそれぞれ、長い波長、中間の
波長、短い波長を、スペクトル領域において選択的に吸収する。殆どの着色トナーのよう
な幾つかの着色剤は、透過モードで動作可能な染料により色を付与する。他の好適な着色
剤は、反射モードにおいて動作することができる。本明細書における説明の目的のためで
あり限定するものではないが、着色剤は、基本的な減法混色のＣ、Ｍ、Ｙ、Ｋ（シアン、
マゼンタ、イエロー、及びブラック）の原色の１つであるものとされ、液体インク、固体
インク、染料として製剤で又は静電写真トナーとして実現することができる。
「着色剤混合物」：Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ着色剤の特定の組み合わせ。
「蛍光マーク」：通常光（可視光）の下では相対的に判読できないが、ＵＶ光の下では判
読できる特性を有する、画像に埋め込まれた透かし（Watermark）。
【００１４】
　セキュリティマークに関し、特に偽造を阻止する技術として採用される紫外線光源と組
み合わせて蛍光材料インクを使用することに関しては、印刷産業において定着した理解が
ある。各々の教示が引用によって本明細書に組み入れられる、例えば、米国特許第３，６
１１，４３０号、米国特許第４，１８６，０２０号、及び、米国特許第５、２５６、１９
２号を参照されたい。しかし、特にデジタル印刷環境においては、複雑さ及び費用がより
低く、さらに一般的な消耗品のみを用いて同じ利益を与える技術に対する手法が長い間必
要とされたままである。本明細書においては、以下で、紙で成る基材（用紙）に見出され
る蛍光特性を、その上に適用されるトナーによりどのように好適にマスクして紫外線光の
下で見ることができる区別できる画像をレンダリング（可視化）し、それにも関わらず、
別の場合である通常光の下では観察者の注意をそらすことができるかに関する教示が与え
られる。
【００１５】
　図１は、観察者１０の人間の目が、むき出し（bare：裸）の紙等の基材（用紙）２０の
反射特性と、同じ基材２０の上に付着された好適に選択された着色剤又は着色剤混合物３
０のパッチ２５の反射特性に、どのように反応するかを示す。破線の矢印４０として示さ
れる記号「Ｉ」は、光源５０から向けられた入射光を表わす。破線矢印６０として示され
る記号「Ｒ」は、通常の反射を示し、実線矢印として示される記号「Ｆ」は、光源５０か
らの入射光におけるＵＶ成分により引き起こされた基材２０からの放射蛍光（光線）を表
わす。
【００１６】
　図１に見られるように、入射光４０が基材２０の開放区域に当たると、両方同じ量の通
常光反射並びに放射蛍光を与える。しかし、入射光４０が好適に選択され付着された着色
剤混合物３０のパッチ２５に当たったときには、選択される着色剤又は着色剤混合物に応
じて、通常の反射６０と比較すると大幅に少ない放射蛍光７０が与えられることになる。
大幅に少ない放射蛍光を与える好適に選択された着色剤３０の一例は、静電写真、インク
ジェット、及びワックスをベースとする印刷装置において採用されるイエローのトナーで
ある。しかし、代替的技術においては、基材２０の放射蛍光をそれほど強く抑制しない、
例えば、シアン又はマゼンタの着色剤のような他の着色剤又は着色剤混合物を選択して、
レンダリングすることができる。
【００１７】
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　図２は、光波長と正規化されたラジアンス／反射率との関係のグラフを提供する。ここ
でのスペクトルデータは、典型的な基材を、純粋なＵＶ光により照射された光のブースの
中に配置し、Ｐｈｏｔｏｒｅｓｅａｒｃｈ　ＰＲ７０５分光測光器により反射ラジアンス
を測定することにより取得された。参考として、図はさらに、非蛍光硫酸バリウム拡散リ
フレクタからのスペクトルラジアンスも含む。蛍光スペクトルは、そのエネルギーのほと
んどを短い（又は「青い」）波長に有することがはっきりとわかる。図２に見ることがで
きるように、（ここでの実線の軌跡線により表わされるように）蛍光基材のラジアンスを
調べることにより、典型的な白い基材２０の正規化されたラジアンスのピークは、およそ
４３６ナノメートルにおいてピークになる。ＯＢＡ（光学的増白剤：具体的には蛍光増白
剤）は、用紙をより白くするように白紙の製造に一般に採用され、紙の「白さ」又は「明
るさ」に対応する量で見出される。例えば、米国特許第３，９００，６０８号、米国特許
第５，３７１，１２６号、及び米国特許第６，７７３，５４９号を参照されたい。実際、
紙は、現在、多くの場合、その光沢を数値で示すことにより市販されている。事実上、す
べてのゼログラフィ基材は、いくらかの量のＯＢＡを含む。実際、他の着色紙基材は、異
なる量で同様の特性を示すことが見出されることに気付くべきである。特にイエローの紙
は、多数の白紙基材に匹敵することが経験的に見出されている。
【００１８】
　蛍光基材とは対照的に、（図２の点線により示される）固体イエロー着色剤は、およそ
４９２ナノメートルより下の範囲においては、紙基材において蛍光発光する光ついて、非
常に低いラジアンス／反射率を与える。実際上、蛍光発光基材上に付着されるイエローの
着色剤は、そのように付着された基材の蛍光発光をマスクする。基準点として、拡散リフ
レクタに対する応答に気付かれたい（図２において破線で示される）。上述のように、他
の着色剤に対する応答は、イエローの着色剤のものとは異なる。ＵＶマスキング、及び知
覚される相対的な輝度特性に関するＣ、Ｍ、Ｙ、並びにＫ着色剤の近似比較品質のリスト
が以下の表に与えられる。

【００１９】
　上述の説明される教示を好適に採用したときには、本明細書に教示されるように、一般
的な消耗材のみを用いるＵＶベースの透かし入れ技術が呈される。この技術は、以下の観
察に基づくものである。１）デジタル印刷に用いられる一般的な基材は、蛍光を引き起こ
す光学的増白剤（蛍光増白剤）を含む。２）標準的な着色剤は、ＵＶ誘起放出の効果的な
ブロッカーとして作用し、イエローの着色剤は一般的に最強の抑制剤になる。３）イエロ
ーの着色剤はＵＶ誘起放出の強力な抑制剤になるのに加えて、さらに、通常の照明下では
非常に低い輝度コントラストを示す。これは、イエローは、可視スペクトルのブルーのレ
ジームにおいて吸収し、ブルーは、知覚される輝度に対しては大幅に寄与しないためであ
る。
【００２０】
　本明細書に教示される技術は、以下の着色剤マスクパターンを見出すことによって実施
する。すなわち、前記の着色剤マスクパターンは、同じ様なＲ（通常反射）を生成し、し
たがって、通常光の下では互いを区別することが困難であり、さらに、非常に異なるＦ（
放射蛍光光線）を与え、したがって、ＵＶ光の下では互いに高いコントラストを表示する
着色剤マスクパターンである。１つの例示的な実施形態においては、このことは、イエロ
ーの着色剤混合物のパターンを、緊密に近接した理想的な候補のかく乱パターンと組み合
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わせて、情報を典型的な基材上に印刷された文書に埋め込むものとなる。通常光の下で見
たときには、イエローの透かしパターンをかく乱パターンから視覚的に分離することが困
難である。ＵＶ光の下で見たときには、イエロー着色剤混合物のパターンは、蛍光基材に
対して高コントラストを示すという事実のために、透かしが明らかになる。この技術は、
一般的な基材及び着色剤に過ぎないため、短時間実行（short-run）／カスタマイズされ
たデジタル印刷環境のセキュリティマーキングを保証するための費用効果のある方法であ
る。さらに、広範囲の種類にわたるＵＶ光源があり、その多数は廉価で携帯可能なもので
あるため、現場（フィールド）における蛍光マークの検出を容易で利便性のあるものにす
る。
【００２１】
　提案される技術は、蛍光放出が特別なインクを適用することにより加えられるのではな
く、基材からの蛍光放出は、イエロー又は何らかの他の着色剤、又は着色剤混合物を用い
て減少又は抑制される点で、通常のオフセット手法とは区別できるものである。この意味
において、本明細書において説明される技術は、既存の方法と論理的に逆のものであり、
すなわち、蛍光材料を文書の部分に加える代わりに、基材の蛍光効果の選択的な抑制又は
マスキングが採用される。
【００２２】
　イエロー着色剤により誘起されるコントラストを定量化するために、ＸＥＲＯＸ（登録
商標）ＤｏｃｕＣｏｌｏｒ１２（商標）プリンタにおいて用いられる固体イエロー対普通
の基材に対して幾つかの輝度測定が行われた。２つの基材が選択される。基材１は大量の
蛍光増白剤を含み、基材２は非常に少量の蛍光増白剤を含む。輝度測定は、ｉ）Ｄ５０、
ｉｉ）ＵＶ、ｉｉｉ）ブルーのフィルタをもつＤ５０、という３つの発光体の下で行われ
た。後者は、ブルーチャネルを用いて、イエロー着色剤における情報を抽出する既知の実
施を表わすことを意図するものであった。輝度比Ｙwhite／Ｙyellowは、イエロー着色剤
により示されるコントラスト又はダイナミックレンジの単純な尺度として用いられた。デ
ータは、以下の表において要約される。

【００２３】
　前記表のデータから幾つかの観察をすることができる。１）蛍光基材上のイエローから
出力されるコントラストは、昼光からＵＶ照明に切り換わるときに一桁増加する。このこ
とは、イエローが蛍光基材上で効果的な透かしとして働き、ＵＶ光は「透かしキー」とし
て用いることができることを示唆する。２）ＵＶ照明のみの下では、基材の蛍光は、結果
として得られるコントラストにおいて重要な役割を果たす。これは、前記表の２行目で証
明される。したがって、基材は、提案される透かし入れプロセスに寄与するものであり、
すなわち、ユーザが間違った種類の基材上に文書を不正に再現した場合には、透かしの可
視性は影響を受けることになり、３）ＵＶ光の下で蛍光基材により実現されたコントラス
トは、標準的なブルーのフィルタにより実現されたものの約２倍になる。このことは、蛍
光をベースとする手法は、可視スペクトルのみからのデータを用いる標準的な手法よりは
るかに効果的であるとすることができる。
【００２４】
　図３は、上述の主要な教示の適用に対する説明を与える。図３においては、着色剤混合
物－１が選択され、本例では英数字記号「Ｏ」として構成されるパッチ区域３３に適用さ
れる。さらに、着色剤混合物２が選択され、パッチ区域３３に実質的に空間的に緊密に近
接してパッチ区域３２に適用され、それによって、パッチ区域３３の周りにバックグラウ
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ンド（背景）をもたらす。両方の着色剤混合物－１及び混合物－２は、それぞれ、好適に
選択された着色剤又は着色剤混合物３１及び３０で構成される。
【００２５】
　各々の着色剤混合物３１又は３０は、単一のＣＭＹＫ着色剤又はいずれかのＣＭＹＫ着
色剤混合物とすることができる。しかし、これら両方は、同じ単一の着色剤又は着色剤混
合物で構成されるものではない。実際、例えば、一実施形態においては、着色剤３１は、
着色剤混合物３０に対して選択されたものより高い蛍光抑制を与えるように選択される。
しかし、好ましい構成においては、着色剤混合物３０及び３１は、通常光の下で、それら
の平均色において互いに緊密にマッチ（整合）し、同時に、平均蛍光抑制において異なる
ように最適に選択される。したがって、通常の照明の下では、区域３２は人間の観察者に
は、一定の又は準一定の色に見え、ＵＶ照明区域３２の下では、着色剤混合物３０及び３
１により表わされる２つの区別できる区域に分離されて、明瞭な視覚的コントラストを示
すように見える。当業者であれば、着色剤３０及び３１を交換することは、単に、例えば
、暗い背景上の明るいテキストは、明るい背景上の暗いテキストに変化するようなコント
ラストの反転をもたらし、この反転は、図面に明確に示されていなくても、さらに別の実
施形態として考慮されることが理解されることに気付くべきである。
【００２６】
　例えば、およそ５０％のグレイスケールのグレイ着色剤混合物を、ブラックの着色剤の
ハーフトーンのみで実現できる。このことは、次いで、十分なシアン及びマゼンタと混合
された高い量のイエローとマッチした同様なおよそ５０％のグレイスケールのグレイ着色
剤混合物を生み出すことができる。しかし、所与のイエロー着色剤の高含量により、この
マッチした混合物は、はるかに高いＵＶの吸収又は固有の基材蛍光の抑制を与える。した
がって、これにより、現れるときは通常の視認照明の下でかなり同一に近く、それにもか
かわらず、ＵＶ照明の下ではかなり異なって現れる、２つの着色剤混合物を実現すること
ができる。
【００２７】
　更に、当業者であれば、これは、通常の視認照明の下で、２つの異なる着色剤混合物か
ら同じ色応答を再現するための条件等色（メタメリズム：物理的には違う色が同じ色に見
えること）の意図的な活用として取り上げることができることが理解される。混合物は、
それらの平均蛍光抑制において十分に異なるように最適化されるが、別の場合には、通常
の室内照明の下では、緊密な条件等色である。
【００２８】
　上述の手法は効果的なものであるが、それにもかかわらず、時には、意識的に認識して
いる、そして、注意している、又はこうした蛍光マークを予測している観察者は、ＵＶ光
源なしで、見分けることができる。このことは、例えば、元の意図されていたデザインの
イルミナント（発光物）からの偏り、基材特性の変化、プリンタの不正確さ／ドリフトに
よる不正なマッチ（不整合）、及び／又は、固有の校正限度による、不正なマッチにより
生じることがある。本明細書において以下で説明されるのは、例示的なドットデザインの
モザイクアレイを採用することにより、蛍光マークをますます困難なものにし、さらに、
肉眼では、必要なＵＶ光源なしでは識別できないようにするさらに別の技術である。
【００２９】
　以下にさらに詳細に説明するように、コントーン値ではなく、原色（Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ）
ドットパターンを直接最適化するＵＶ暗号化機構が提供される。これは、通常の照明の下
で色をマッチさせ、ＵＶ光の下では可視コントラストを示す能力において、以前の方法及
び上述の方法に比べて著しい単純さ及び改善を生み出す。各々のパターンは、固体の重な
らない原色Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ及びむき出しの紙のモザイクを含む。通常光の下でこれらのパ
ターンの色を予測する第１の実験モデルが導出される。ＵＶ光の下での輝度を予測する第
２の実験モデルが導出される。１つの例示的な手法において、ＵＶ輝度は、むき出しの用
紙の部分的な区域の覆い（カバー）範囲のみを考慮することにより予測される。かかるモ
デルは、パターンの対を定めて色の差分を最小にし、ＵＶコントラストを最大にする最適
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化ルーチンに与えられる。
【００３０】
　図４から図９は、さらに別の例示的な実施形態の説明を与える。ここでの構成は、蛍光
マークのあらゆる普段通りの観察を、通常の観察者により識別するのをより困難にするこ
とが意図される。このことは、コントーン値に基づく手法ではなく、使用されるモザイク
に配置される２つの異なる直接最適化された原色（Ｃ：シアン、Ｍ：マゼンタ、Ｙ：イエ
ロー、Ｋ：ブラック）ドットパターンを導入することによりもたらされる結果として実現
される。このことは、実施の単純さにおける著しい改善、並びに、通常の照明の下でマッ
チした色を一貫して与え、ＵＶ光の下では可視コントラストを示す能力における上述の方
法に対して改善を生み出す。
【００３１】
　図４は、概略的に、１つのこうしたソリッド（べた部分）で重ならない（Ｃ、Ｍ、Ｙ、
Ｋ）ドットとむき出しの紙（Ｐ）のモザイクを示す。ドット４１０のアレイ４００が配置
される。アレイパターンは、例示的な目的のために、３×３の９つのセル構成としてのみ
示されるが、当業者であれば、この反復アレイは、例えば、区域３０のパッチ区域部分が
パッチ区域３２又はパッチ区域３３になるように、必要に応じて、所与のパッチ区域を充
填するように拡大しても収縮してもよいことが自明である。ドット４１０には、相対的に
大きい区域比率のシアン４２０、マゼンタ４３０、及びイエロー４４０が与えられ、ブラ
ック部分はなく、結果として、これに対応して、むき出しの紙区域は少なくなっている。
むき出しの紙区域は、ここでは、組み合わされたシアン４２０、マゼンタ４３０及びイエ
ロー４４０の区域を差し引いた、線引きしたボックス４５０内の区域として定義される。
【００３２】
　同じグレイスケール値を有するが、明らかに異なる着色剤の混合を有する図５のドット
５１０は、これと対照的である。ここで、５１０においてイエロー（Ｙ）がないことに気
付かれたい。さらに、ブラック（Ｋ）が導入されたこと及び相対的に大きい量であること
に気付かれたい。ドット５１０のシアン（Ｃ）４２０区域及びマゼンタ（Ｍ）４３０区域
は、ここでは覆い範囲区域の相対比率において大いに減少されている。空のむき出し紙区
域（Ｐ）も、ここでは、結果として、はるかに大きくなっている。
【００３３】
　したがって、図４のドット４１０は、紙基材のＵＶ蛍光を最小にする又は抑制し、図５
のドット５１０は、最小用紙覆い範囲により及びイエロー４４０がないことにより、所与
の基材に対して最高レベルのＵＶ蛍光を可能にする。それにもかかわらず。これらの２つ
のドットデザインは、通常の室内照明の下では、肉眼では同じように見え、同じグレイス
ケールであるように示される。所望のＵＶ識別可能パターンにより駆動されるように、図
３の着色剤混合物１及び２により行われたように、これらの２つの好適なデザインされた
ドット４１０及び５１０の間で入れ替える又は切り換えることにより、これらを実質的に
緊密に、空間的に近接させてパッチ区域３２及び３３に配置して、蛍光マークは、ＵＶ光
の下では実行可能であるが、通常の室内照明では実行可能ではないようにレンダリングで
きるようになる。ドット４１０及び５１０のデザインに対する例示的な手法が続く。
【００３４】
　ドットパターンのデザインを開始するために、最初に、Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ、Ｐ（シアン、
マゼンタ、イエロー、ブラック、及び紙）が４つの着色剤及びむき出しの紙の部分的な区
域の覆い範囲を示すことにし、これらは、以下の制約を満たすようにされる。
【００３５】
　Ｃ＋Ｍ＋Ｙ＋Ｋ＋Ｐ＝１・・・・（１ａ）
　０≦Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋ，Ｐ≦１・・（１ｂ）
【００３６】
　本明細書に教示されるドットデザインに対する付加的な制約は、Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋドット
間に空間的な重なりがないことである。当業者であれば明らかであるように、上述の制約
を満たすようにすることができる幾多の空間構成があることに気付かれたい。１つのこう
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したデザインパターンの実施形態は、連続する充填（filling）ベクトルのハーフトーン
化手法である。この方法により、ハーフトーン化セルの中心において開始し、周辺部に徐
々に異動して、その部分的な区域カバー範囲に応じて、一度に１つの着色剤を充填する。
【００３７】
　このドットデザインパターンの実施形態は、図６の符号６００においてＫ（６５０）だ
けを用いて、又は、６１０において着色剤Ｃ（６４０）、Ｍ（６３０）及びＹ（６２０）
の組み合わせを用いて、２つの同一サイズのセル６００及び６１０がレンダリングされる
図６に示され、この単純化された図においては、上述のように、両方共、通常照明の下で
は同一の視覚的刺激を生み出し、ＵＶ照明の下では大幅に異なる応答を生み出す。
【００３８】
　したがって、図７に例として示されるように２つの異なるセルデザインを選択する又は
切り換えることにより、ここで、ＵＶマークをエンコードできる。ここでは、背景パター
ンは、背景セル７１０で構成され、所望の画像信号は、フォアグラウンドセル（手前側の
セル）７００で構成される。この図７の例における所望の画像信号は「＋」記号である。
標準的な照明条件の下では、「＋」記号を線引きする５つのフォアグラウンドセル７００
は見ることができない。しかし、ＵＶ照明の下では、５つのフォアグラウンドセル７００
は、著しく異なって現れ、この場合には、背景セル７１０から形成される周囲のパッチよ
り「明るく」現れる。
【００３９】
　各々のセルの内側の着色剤ＣＭＹＫの正確な分布は、図８及び図９に与えられる表示に
より説明される。ドットセルの充填順序は、デジタル印刷の当業者には周知の標準的なハ
ーフトーン手順に従うことに気付くべきである。１つのこうした充填順序は図８ａに示さ
れ、これは、６×６の反復セルを囲み、素子／ピクセル１６までの番号付けにより示され
る充填順序はクラスタ化されるため、一般に３７レベルの０度のクラスタスクリーンと呼
ばれる。例示のために、方程式（１ａ）による低いＵＶ着色剤の組み合わせは、６つのシ
アンピクセル、４つのマゼンタピクセル、及び３つのイエローピクセルで構成されると仮
定する。示される充填順序と組み合わせて、シアンをマゼンタの前に、イエローの前に充
填するという任意の慣習を用いて、図８ｂに示すセルが得られる。理想化された場合にお
いては、図８において実現される同じ色は、図８Ｃに示すように、代わりに３つのブラッ
クピクセル、３つのシアンピクセル、及び１つのマゼンタピクセルで実現することができ
る。さらに、同様な色の結果は、その位置にシアン及びマゼンタを重ね合わせて、ブルー
ピクセル８０２を与えることにより、シアン８００及びマゼンタ８０１のピクセル成分を
交換することによって実現することができ、図８ｄに示すピクセル分布をもたらすことが
できる。
【００４０】
　正確な充填順序及びブルー又は他の二次的な色の使用、すなわち、原色着色剤の組み合
わせは、実際の目標印刷デバイスにより経験的に支配される関数であることを認識するこ
とは重要である。１００％の最大着色剤覆い範囲をもつ印刷デバイスにおいて、図８ｃの
構造体が用いられ、２００％の最大着色剤覆い範囲をもつ印刷デバイスにおいては、図８
ｄの構造体が用いられる。セルの大きさ、区域のカバー範囲、及び充填順序に対する経験
的な選択に関する特定の出力デバイスに対する物理的な要求は、ハーフトーン化の当業者
にとって周知のデザイン決定事項であり、したがって、本明細書に教示され説明される付
加的な着色剤要求に容易に適用される。
【００４１】
　図９ａは、上述の充填機構の単純化されたものを示し、ここでは、着色剤は互いに個々
に充填され、各々の着色剤は、セルのそれ自体の象限から始まっている。９より多い数は
隣接するセルに突出するため省かれているが、それにもかかわらず、実際の実施において
は、すべての着色剤は、この例におけるように、３６のピクセル位置が充填されることが
できる。この構造体の利点は、異なる着色剤間のどの境界線も最小になることである。異
なる素子間の境界線は、多くの場合、非線形成及び不安定性の原因になるため、このこと



(11) JP 5253881 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

は、いくつかの印刷システムにおいて有用とすることができる。しかし、さらに当業者に
は明らかであるように、外形全体の不規則性における増加の不利点がある。図９ｂは、上
述の図４の例示的なドット４１０と同じだけ基材のＵＶ蛍光を抑制するための象限充填ド
ットデザインの表示の一例を与える。対応して、図９ｃは、上述の図５の例示的なドット
５１０と同じだけ基材のＵＶ蛍光を可能にする象限充填ドットデザインのような表示の一
例を与える。
【００４２】
　上述の重なりがないドット機構において、通常光の下で任意のＣＭＹＫＰの組み合わせ
の平均色（例えば、ＣＩＥＬＡＢ）を予測する経験的モデルを導出することができる。制
約１ａ及び１ｂを満たす高密度の色パッチ目標が印刷され測定される。（制約１ａ及び１
ｂを満たすが、同じ空間ドット機構により構築された）任意のＣＭＹＫＰの組み合わせの
色は、いずれかの既知のフィッティング又は回帰技術により目標訓練サンプルから予測す
ることができる。距離と重み付けの回帰が１つの例示的な実施形態において用いられた。
重なりのない制約は、使用可能なＣＭＹＫの組み合わせの達成可能な色空間を大いに制限
し、したがって、特徴付け問題を単純化する。
【００４３】
　次に、ＵＶ光の下での任意のＣＭＹＫＰの組み合わせに対する輝度を予測する第２のモ
デルが導出される。異なる程度の精巧さ及び精度をもつ幾つかのＵＶモデル化技術が以前
に導出された。しかし、最近の実験は、高い紙区域の覆い範囲（例えば、Ｐ＞０．５）を
もつ、重ならない原色ドットデザインパターンにおいては、紙の覆い範囲自体は、ＵＶ輝
度の非常に良好な一次近似であることを明らかにした。この近似は、Ｃ、Ｍ、Ｙ、及びＫ
の着色剤は全て、紙の蛍光の１００％を吸収することを効果的に仮定する。別の解釈は、
着色剤のいずれかの対の間の輝度における差分は、いずれかの着色剤とむき出しの紙との
間の差分に比べると、無視できるほどのものであると仮定される。この仮定は、ＵＶ特徴
付けプロセスを大いに単純化して、高価で面倒なＵＶ光の下での印刷されたサンプルの測
定をなくし、したがって、例示的な実施形態において用いられる。
【００４４】
　紙区域のカバー範囲がＵＶ光の下での輝度について十分に正確な近似をもたらさない状
況においては、予測の精度と要求される費用及び労働との間の中間のトレードオフ（妥協
点）を与える他の近似を導出することができる。代替的な実施形態においては、ＵＶ光の
下での輝度は、固体のＣ、Ｍ、Ｙ、Ｋパッチ及びむき出しの紙についてのみ測定される。
次いで、単純なプリンタのモデルを用いて、任意のＣＭＹＫの組み合わせに対するＵＶ輝
度を予測する。プリンタのモデルは、固体のＣ、Ｍ、Ｙ、Ｋの輝度測定の重み付けられた
平均として、輝度全体を予測する。重みは、Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋの部分的な区域カバー範囲量
から導出され、これは次いで、既知の技術を用いて、入力Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋデジタル量から
見積もることができる。（その教示が本明細書に引用により組み入れられる「Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｃｏｌｏｒ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ」Ｇａｕｒａｖ　Ｓｈａｒｍａ，
Ｅｄｉｔｏｒ；第５章を参照されたい。）デジタル計数と結果として得られる区域のカバ
ー範囲との間の関係は、多くの場合、機械的及び光学的ドットのゲインを含む種々の要因
による非線形関数である。単一着色剤のランプの色測定から非線形関数を導出することが
慣例である。目標は、ＵＶ光の下で行う測定数を最小にすることであるため、代替的な解
決法は、これらは視認イルミナントに関して不変である物理的な量であるという仮定で、
通常光について導出された特徴付けから区域のカバー範囲を見積もることである。
【００４５】
　前述の手法により、ＵＶ光の下では５つの放射測定だけが必要とされることに気付かれ
たい。さらに、固体色の測定は、通常、ある期間にわたり、及びハーフトーン間並びに他
の画像形成及びマーキングパラメータ間で安定している。その結果、これらの測定は、一
度だけ行えばよく、各々のプリンタに格納される。
【００４６】
　通常光及びＵＶ光の下で色を予測するための上述のモデルを有すると、最後の作業は、
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色の差分を最小にし、ＵＶの明度の差分を最大にするための述べられた目的を実現するド
ットパターンの対を求めることである。例えば、こうした一対のパターンをＰ１及びＰ２
として示す。最初に、Ｐ１は、以下の制約（２）及び（３）のように、１ａ及び１ｂを満
たす着色剤の組み合わせになるように定める。
【００４７】
Ｐ＞０．５・・・（２）
Ｋ＞０．１、又は　ｍｉｎ（Ｃ，Ｍ，Ｙ）（Ｃ,Ｍ,Ｙの最小値である）＞０．１　（３）
【００４８】
　制約（２）は、紙区域のカバー範囲を信頼できるＵＶ輝度のインジケータとして用いる
ことができるように含まれる。制約（３）は、ＵＶコントラストが、ほとんどが紙区域の
カバー範囲における差分により取得され、次いで、純粋なＫとＣ、Ｍ、Ｙの組み合わせの
トレードオフによりもたらされるという直感に基づいて選ばれる。
【００４９】
　Ｃ１の選択が与えられると、ここで、色のマッチ及びＵＶコントラストの述べられた目
標を満たすようにＰ２を導出する。このことは、２つの二重最適化問題の１つとして表現
することができる。
　ｉ）通常の色差分（すなわち、ＣＩＥ ＬＡＢ　ΔＥ）をしきい値より大きいＵＶ明度
差分により最小にする
　ｉｉ）ＵＶ明度差分をしきい値より小さいＣＩＥ ＬＡＢ　ΔＥにより最大にする
　１つの例示的な手法においては、両方の方策が実行され、２つの解決法のうちの良い方
が選択される（すなわち、ΔＥ差分が小さい方及び／又はＵＶ明度差分が大きい方）。
【００５０】
　さらに別の実施形態においては、純粋な原色着色剤ＣＭＹＫが、付加的なＮｅｕｇｅｂ
ａｕｅｒの原色レッド、グリーン、及びブルーにより増強されて、それにしたがって、上
述の制約公式１ａを修正する。基材ＵＶ蛍光の抑制が高い第１のもの及び基材ＵＶ蛍光の
抑制が低い第２のものである上述の２つの着色剤の組み合わせは、ここで、上述のように
基材ＵＶ蛍光の高い抑制を選択することにより見出すことができ、基材ＵＶ蛍光の低い抑
制は、通常の照明の下での２つの着色剤の組み合わせの間の差分が、用途のために定義さ
れたしきい値より下であるという維持された要求の下で、純粋な着色剤Ｃ、Ｍ、Ｙを、好
ましくはＮｅｕｇｅｂａｕｅｒの原色レッド、グリーン、及びブルーと最大に交換するよ
うに修正される。
【００５１】
　上述の実施形態は、ドットデザインパターンを生成するための１つの方法（すなわち、
連続充填）だけを説明するが、多数の他の変形も想定することができる。この手法をハー
フトーンスクリーンデザインに拡大して、蛍光マークを、少なくとも選択された色領域に
おける画像に埋め込むようにすることができる。更に、原色が他のいわゆるＮｅｕｇｅｂ
ａｕｅｒ原色を含むように拡大する（すなわち、レッド、グリーン、ブルー等を加える）
ことにより、加えられる複雑さを犠牲にしても、最適化における付加的な自由度が与えら
れる。最後に、かく乱パターンを提案される機構に加えて、通常光の下で観察される色の
差異を減少させることができる。
【００５２】
　上述の説明で提供されるのは、肉眼で、通常光の下では判読できないが、ＵＶ光の下で
は判読可能な特性を有する、画像に埋め込まれる透かしである。この蛍光マークは、光学
的増白剤を含む基材と、基材上の画像として印刷された第１のドットデザインパターンと
を含む。第１のドットデザインパターンは、特徴として基材蛍光の高い抑制特性を有する
。第２のドットデザインパターンは、特徴として基材蛍光の低い抑制を示し、第１の着色
剤混合物のドットデザインパターンに空間的に緊密に近接して印刷されて、結果としても
たらされる、紫外線光源に好適に露光されるレンダリングされた基材は、蛍光マークとし
て明らかな識別可能パターンを生み出す。
【図面の簡単な説明】
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【００５３】
【図１】結果としてもたらされる、基材から観察可能な光及びその上の着色剤パッチを概
略的に示す。
【図２】ソリッド（べた部分）のイエロー着色剤、蛍光基材、及び拡散リフレクタの波長
の関数としての、正規化されたラジアンス及び反射率のグラフを示す。
【図３】例示的な英数字文字のレンダリングにおいて適用された着色剤又は着色剤混合物
を使用する１つの手法を示す図である。
【図４】所与のグレイスケールレベルに対する基材蛍光の抑制を最大にするドットデザイ
ンの概略図である。
【図５】図４のものとマッチするグレイスケールレベルに対する基材蛍光の抑制を最小に
するドットデザインの概略図である。
【図６】各々が同じグレイスケールレベルにおいて、ＣＭＹを使用する一方のものは基材
蛍光の抑制を最小にし、Ｂを使用する他方のものは基材蛍光の抑制を最大にする、２つの
概略的なドットデザインの概略図である。
【図７】図６のドットデザインを採用して「＋」記号を提供する図である。
【図８】ドット充填順序パターン及び３つの例示的な着色剤充填の概略図である。
【図９】代替的な象限ドット充填順序パターン、及びその象限ドット充填順序に基づく２
つの着色剤充填例の概略図である。
【符号の説明】
【００５４】
１０：観察者
２０：むき出しの紙基材
２５：パッチ
３０：着色剤混合物
５０：光源
Ｉ：入射光
Ｒ：通常反射
Ｆ：放射蛍光
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