
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
入力された画像信号中の電子透かし情報を埋め込む特定領域を指定する領域指定手段と、
前記電子透かし情報を暗号化して暗号情報として出力する暗号発生手段と、
前記入力された画像信号中の前記特定領域内の第１の領域の全画素の輝度値又は色差値の
平均値と前記特定領域内の前記第１の領域以外の第２の領域の各画素の輝度値又は色差値
とを大小比較して、前記第２の領域の全画素のうち、輝度値又は色差値が前記平均値より
も大きい画素数を示す第１のカウンタ値と、前記輝度値又は色差値が前記平均値よりも小
さい画素数を示す第２のカウンタ値を求め、その第１及び第２のカウンタ値の大小関係を
、前記暗号発生手段からの前記暗号情報の第１の値又は第２の値に応じて予め設定した関
係とするように、前記第２の領域の各画素の輝度値又は色差値を変換し、電子透かし情報
が埋め込まれた画像信号として出力する混入手段と
を有することを特徴とする電子透かし情報埋め込み装置。
【請求項２】
前記混入手段は、前記入力された画像信号中の前記特定領域内の第１の領域の画素の輝度
値又は色差値の平均値を算出する平均値算出手段と、前記平均値と前記特定領域内の前記
第１の領域以外の第２の領域の各画素とを大小比較し、前記第２の領域の全画素のうち、
輝度値又は色差値が前記平均値よりも大きい画素数を示す第１のカウンタ値と、前記輝度
値又は色差値が前記平均値よりも小さい画素数を示す第２のカウンタ値とを算出するカウ
ンタ値算出手段と、前記第１及び第２のカウンタ値を大小比較するカウンタ値比較手段と
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、前記暗号発生手段からの前記暗号情報の値が第１の値のときには、前記カウンタ値比較
手段により前記第１のカウンタ値が前記第２のカウンタ値よりも大なる比較結果が得られ
、前記暗号発生手段からの前記暗号情報の値が第２の値のときには、前記カウンタ値比較
手段により前記第１のカウンタ値が前記第２のカウンタ値よりも小なる比較結果が得られ
るように、前記第２の領域の全画素の輝度値又は色差値を変換する変換手段とよりなり、
前記変換手段により前記第２の領域の各画素の輝度値又は色差値が前記暗号情報の値に応
じて変換された信号を、前記電子透かし情報が埋め込まれた画像信号として出力すること
を特徴とする請求項１記載の電子透かし情報埋め込み装置。
【請求項３】
入力された画像信号中の電子透かし情報を埋め込む特定領域を指定する第１のステップと
、
前記電子透かし情報を暗号化して暗号情報として出力する第２のステップと、
前記入力された画像信号中の前記特定領域内の第１の領域の全画素の輝度値又は色差値の
平均値と前記特定領域内の前記第１の領域以外の第２の領域の各画素の輝度値又は色差値
とを大小比較して、前記第２の領域の全画素のうち、輝度値又は色差値が前記平均値より
も大きい画素数を示す第１のカウンタ値と、前記輝度値又は色差値が前記平均値よりも小
さい画素数を示す第２のカウンタ値を求める第３のステップと、
前記第１及び第２のカウンタ値の大小関係を、前記暗号情報の第１の値又は第２の値に応
じて予め設定した関係とするように、前記第２の領域の各画素の輝度値又は色差値を変換
し、電子透かし情報が埋め込まれた画像信号として出力する第４のステップと
を含むことを特徴とする電子透かし情報埋め込み方法。
【請求項４】
前記第３のステップは、前記入力された画像信号中の前記特定領域内の第１の領域の画素
の輝度値又は色差値の平均値を算出する第５のステップと、前記平均値と前記特定領域内
の前記第１の領域以外の第２の領域の各画素とを大小比較し、前記第２の領域の全画素の
うち、輝度値又は色差値が前記平均値よりも大きい画素数を示す第１のカウンタ値と、前
記輝度値又は色差値が前記平均値よりも小さい画素数を示す第２のカウンタ値とを算出す
る第６のステップとよりなり、前記第４のステップは、前記第１及び第２のカウンタ値を
大小比較する第７のステップと、前記暗号情報の値が第１の値のときには、前記第１のカ
ウンタ値が前記第２のカウンタ値よりも大なる比較結果が得られ、前記暗号情報の値が第
２の値のときには、前記第１のカウンタ値が前記第２のカウンタ値よりも小なる比較結果
が得られるように、前記第２の領域の全画素の輝度値又は色差値を変換する第８のステッ
プとよりなることを特徴とする請求項３記載の電子透かし情報埋め込み方法。
【請求項５】
電子透かし情報を暗号化して得られた暗号情報の値に応じて、画像信号中の特定領域の信
号部分が変換されてなる電子透かし埋め込み画像信号を入力信号として受け、前記特定領
域を指定する領域指定手段と、
前記電子透かし埋め込み画像信号中の、前記特定領域内の第１の領域の全画素の輝度値又
は色差値の平均値と前記特定領域内の前記第１の領域以外の第２の領域の各画素の輝度値
又は色差値とを大小比較して、前記第２の領域の全画素のうち、輝度値又は色差値が前記
平均値よりも大きい画素数を示す第１のカウンタ値と、前記輝度値又は色差値が前記平均
値よりも小さい画素数を示す第２のカウンタ値を求め、その第１及び第２のカウンタ値の
大小関係により、第１の値又は第２の値と判定した前記暗号情報を前記特定領域から抽出
する抽出手段と、
前記抽出された前記暗号情報を元の電子透かし情報に復号して出力する復号手段と
を有することを特徴とする電子透かし情報再生装置。
【請求項６】
前記抽出手段は、前記電子透かし埋め込み画像信号中の前記特定領域内の第１の領域の画
素の輝度値又は色差値の平均値を算出する平均値算出手段と、前記平均値と前記特定領域
内の前記第１の領域以外の第２の領域の各画素とを大小比較し、前記第２の領域の全画素
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のうち、輝度値又は色差値が前記平均値よりも大きい画素数を示す第１のカウンタ値と、
前記輝度値又は色差値が前記平均値よりも小さい画素数を示す第２のカウンタ値とを算出
するカウンタ値算出手段と、前記第１及び第２のカウンタ値を大小比較するカウンタ値比
較手段と、前記カウンタ値比較手段により前記第１のカウンタ値が前記第２のカウンタ値
よりも大なる比較結果が得られたときは、第１の値の前記暗号情報を抽出し、前記カウン
タ値比較手段により前記第１のカウンタ値が前記第２のカウンタ値よりも小なる比較結果
が得られたときは、第２の値の前記暗号情報を抽出するカウンタ値比較手段とよりなるこ
とを特徴とする請求項５記載の電子透かし情報再生装置。
【請求項７】
電子透かし情報を暗号化して得られた暗号情報の値に応じて、画像信号中の特定領域の信
号部分が変換されてなる電子透かし埋め込み画像信号を入力信号として受け、前記特定領
域を指定する第１のステップと、
前記電子透かし埋め込み画像信号中の、前記特定領域内の第１の領域の全画素の輝度値又
は色差値の平均値と前記特定領域内の前記第１の領域以外の第２の領域の各画素の輝度値
又は色差値とを大小比較して、前記第２の領域の全画素のうち、輝度値又は色差値が前記
平均値よりも大きい画素数を示す第１のカウンタ値と、前記輝度値又は色差値が前記平均
値よりも小さい画素数を示す第２のカウンタ値を求める第２のステップと、
前記第１及び第２のカウンタ値の大小関係により、第１の値又は第２の値と判定した前記
暗号情報を前記特定領域から抽出する第３のステップと、
前記抽出された前記暗号情報を元の電子透かし情報に復号して出力する第４のステップと
を含むことを特徴とする電子透かし情報再生方法。
【請求項８】
前記第２のステップは、前記電子透かし埋め込み画像信号中の前記特定領域内の第１の領
域の画素の輝度値又は色差値の平均値を算出する第５のステップと、前記平均値と前記特
定領域内の前記第１の領域以外の第２の領域の各画素とを大小比較し、前記第２の領域の
全画素のうち、輝度値又は色差値が前記平均値よりも大きい画素数を示す第１のカウンタ
値と、前記輝度値又は色差値が前記平均値よりも小さい画素数を示す第２のカウンタ値と
を算出する第６のステップとよりなり、前記第３のステップは、前記第１及び第２のカウ
ンタ値を大小比較する第７のステップと、前記第７のステップにより前記第１のカウンタ
値が前記第２のカウンタ値よりも大なる比較結果が得られたときは、第１の値の前記暗号
情報を抽出し、前記第７のステップにより前記第１のカウンタ値が前記第２のカウンタ値
よりも小なる比較結果が得られたときは、第２の値の前記暗号情報を抽出する第８のステ
ップとよりなることを特徴とする請求項７記載の電子透かし情報再生方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は電子透かし情報埋め込み装置、埋め込み方法、電子透かし情報再生装置及び再生
方法に係り、特に著作権の所有権を証明し、著作権侵害を識別し、隠されたメッセージを
送信するために、画像、音声、マルチメディアデータに電子透かし（ウォーターマーク）
情報を埋め込み、また電子透かし情報が埋め込まれた入力情報から電子透かし情報を再生
する電子透かし情報埋め込み装置、埋め込み方法、電子透かし情報再生装置及び再生方法
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電子透かし信号は画像や音声のマルチメディアデータに何らかの情報を埋め込み、隠し持
たせる技術である。埋め込む方式は様々なものがある。従来より知られている電子透かし
情報埋め込み方法として、例えば、情報をＭＰＥＧ方式により圧縮符号化された符号、特
にＤＣＴ係数や、動きベクトル、量子化特性の変更に基づく情報埋め込み手法が提案され
ている（小川宏他２名、”ＤＣＴを用いたデジタル動画像における著作権情報埋め込み方
法”、ＳＣＩＳ’９７－３１Ｇ）。
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【０００３】
また、他の従来の電子透かし情報埋め込み方法として、直接拡散方式に従い、ＰＮ系列で
画像信号を拡散し、画像に署名情報を合成する方法も知られている（大西淳児他２名、”
ＰＮ系列による画像への透かし署名法”、　ＳＣＩＳ’９７＿２６Ｂ）。この従来方法で
は、署名を含んだ画像信号を逆拡散すると、署名情報は画像信号全体に拡散し、拡散され
た信号は非常に弱く、画像信号に対して大きなノイズとはならず、署名情報を含んだ画像
信号は見かけ上は原画像と同じである。署名情報を確認するには、拡散符号で画像信号を
拡散することにより、署名情報の信号を検出する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかるに、上記の従来の電子透かし情報埋め込み方法では、透かし情報を画像に埋め込ん
で送る場合、画像の変換処理に時間、コストがかかるという問題がある。また、ＤＣＴ等
の直交変換を用いて算出された変換係数に対して、透かし情報を埋め込むと、簡単な低域
フィルタでも透かし情報が欠損する可能性があるという問題もある。
【０００５】
本発明は以上の点に鑑みなされたもので、簡単に電子透かし情報を画像に埋め込み得る電
子透かし情報埋め込み装置、埋め込み方法、電子透かし情報再生装置及び再生方法を提供
することを目的とする。
【０００６】
また、本発明の他の目的は、フィルタに対して耐性の強い電子透かし情報の記録再生を行
い得る電子透かし情報埋め込み装置、埋め込み方法、電子透かし情報再生装置及び再生方
法を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明の電子透かし情報埋め込み装置は、入力された画像信
号中の電子透かし情報を埋め込む特定領域を指定する領域指定手段と、電子透かし情報を
暗号化して暗号情報として出力する暗号発生手段と、入力された画像信号中の特定領域内
の第１の領域の全画素の輝度値又は色差値の平均値と特定領域内の第１の領域以外の第２
の領域の各画素の輝度値又は色差値とを大小比較して、第２の領域の全画素のうち、輝度
値又は色差値が平均値よりも大きい画素数を示す第１のカウンタ値と、輝度値又は色差値
が平均値よりも小さい画素数を示す第２のカウンタ値を求め、その第１及び第２のカウン
タ値の大小関係を、暗号発生手段からの暗号情報の第１の値又は第２の値に応じて予め設
定した関係とするように、第２の領域の各画素の輝度値又は色差値を変換し、電子透かし
情報が埋め込まれた画像信号として出力する混入手段とを有する構成としたものである。
【０００８】
この発明では、電子透かし情報を暗号化した暗号情報に応じて、入力画像信号中の特定領
域の第２の領域の各画素の輝度値又は色差値を変換し、電子透かし情報が埋め込まれた画
像信号として出力するようにしたため、第１及び第２の領域として隣接する画像ラインを
指定することにより、隣接する画像ライン間の相関性が非常に高いという性質を利用した
電子透かし情報の埋め込みができる。
【０００９】
ここで、上記の混入手段は、入力された画像信号中の特定領域内の第１の領域の画素の輝
度値又は色差値の平均値を算出する平均値算出手段と、平均値と特定領域内の第１の領域
以外の第２の領域の各画素とを大小比較し、第２の領域の全画素のうち、輝度値又は色差
値が平均値よりも大きい画素数を示す第１のカウンタ値と、輝度値又は色差値が平均値よ
りも小さい画素数を示す第２のカウンタ値とを算出するカウンタ値算出手段と、第１及び
第２のカウンタ値を大小比較するカウンタ値比較手段と、暗号発生手段からの暗号情報の
値が第１の値のときには、カウンタ値比較手段により第１のカウンタ値が第２のカウンタ
値よりも大なる比較結果が得られ、暗号発生手段からの暗号情報の値が第２の値のときに
は、カウンタ値比較手段により第１のカウンタ値が第２のカウンタ値よりも小なる比較結
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果が得られるように、第２の領域の全画素の輝度値又は色差値を変換する変換手段とより
なり、変換手段により第２の領域の各画素の輝度値又は色差値が暗号情報の値に応じて変
換された信号を、電子透かし情報が埋め込まれた画像信号として出力することを特徴とす
る。
【００１０】
また、上記の目的を達成するため、本発明の埋め込み方法は、入力された画像信号中の電
子透かし情報を埋め込む特定領域を指定する第１のステップと、電子透かし情報を暗号化
して暗号情報として出力する第２のステップと、入力された画像信号中の特定領域内の第
１の領域の全画素の輝度値又は色差値の平均値と特定領域内の第１の領域以外の第２の領
域の各画素の輝度値又は色差値とを大小比較して、第２の領域の全画素のうち、輝度値又
は色差値が平均値よりも大きい画素数を示す第１のカウンタ値と、輝度値又は色差値が平
均値よりも小さい画素数を示す第２のカウンタ値を求める第３のステップと、第１及び第
２のカウンタ値の大小関係を、暗号情報の第１の値又は第２の値に応じて予め設定した関
係とするように、第２の領域の各画素の輝度値又は色差値を変換し、電子透かし情報が埋
め込まれた画像信号として出力する第４のステップとを含むことを特徴とする。
【００１１】
この発明では、電子透かし情報を暗号化した暗号情報に応じて、入力画像信号中の特定領
域の第２の領域の各画素の輝度値又は色差値を変換し、電子透かし情報が埋め込まれた画
像信号として出力するようにしたため、第１及び第２の領域として隣接する画像ラインを
指定することにより、隣接する画像ライン間の相関性が非常に高いという性質を利用した
電子透かし情報の埋め込みができる。
【００１２】
また、上記の目的を達成するため、本発明の電子透かし情報再生装置は、電子透かし情報
を暗号化して得られた暗号情報の値に応じて、画像信号中の特定領域の信号部分が変換さ
れてなる電子透かし埋め込み画像信号を入力信号として受け、特定領域を指定する領域指
定手段と、電子透かし埋め込み画像信号中の、特定領域内の第１の領域の全画素の輝度値
又は色差値の平均値と特定領域内の第１の領域以外の第２の領域の各画素の輝度値又は色
差値とを大小比較して、第２の領域の全画素のうち、輝度値又は色差値が平均値よりも大
きい画素数を示す第１のカウンタ値と、輝度値又は色差値が平均値よりも小さい画素数を
示す第２のカウンタ値を求め、その第１及び第２のカウンタ値の大小関係により、第１の
値又は第２の値と判定した暗号情報を特定領域から抽出する抽出手段と、抽出された暗号
情報を元の電子透かし情報に復号して出力する復号手段とを有する構成としたものである
。
【００１３】
この発明では、画像信号中の特定領域の信号部分（第２の領域の各画素の輝度値又は色差
値）が変換されてなる電子透かし埋め込み画像信号の特定領域から暗号情報を抽出して復
号するようにしたため、電子透かし情報を再生することができる。
【００１４】
また、上記の目的を達成するため、本発明の電子透かし情報再生方法は、電子透かし情報
を暗号化して得られた暗号情報の値に応じて、画像信号中の特定領域の信号部分が変換さ
れてなる電子透かし埋め込み画像信号を入力信号として受け、特定領域を指定する第１の
ステップと、電子透かし埋め込み画像信号中の、特定領域内の第１の領域の全画素の輝度
値又は色差値の平均値と特定領域内の第１の領域以外の第２の領域の各画素の輝度値又は
色差値とを大小比較して、第２の領域の全画素のうち、輝度値又は色差値が平均値よりも
大きい画素数を示す第１のカウンタ値と、輝度値又は色差値が平均値よりも小さい画素数
を示す第２のカウンタ値を求める第２のステップと、第１及び第２のカウンタ値の大小関
係により、第１の値又は第２の値と判定した暗号情報を特定領域から抽出する第３のステ
ップと、抽出された暗号情報を元の電子透かし情報に復号して出力する第４のステップと
を含むことを特徴とする。
【００１５】

10

20

30

40

50

(5) JP 3587168 B2 2004.11.10



この発明では、画像信号中の特定領域の信号部分（第２の領域の各画素の輝度値又は色差
値）が変換されてなる電子透かし埋め込み画像信号の特定領域から暗号情報を抽出して復
号するようにしたため、電子透かし情報を再生することができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面と共に説明する。図１は本発明になる電子透かし
記録再生装置の記録部の一実施の形態のブロック図を示す。同図において、画像信号は領
域指定器１に供給され、ここで電子透かし情報を埋め込まれる領域が決定される。
【００１７】
一方、暗号発生器２では、画像信号に埋め込まれる電子透かし情報を暗号化する。暗号化
の間単な一例としては、ＡＳＣＩＩ文字を送る場合、文字は１バイト（８ビット）で表さ
れるので、８個のビットを１ビットずつ順に送るものとすればよいし、また、後述する図
２の電子透かし情報再生部の暗号復号器６との整合性がとれれば、ハフマンテーブルのよ
うなテーブルを用いて符号化したものを１ビットずつ送ってもよい。
【００１８】
暗号混入器３は、領域指定器１により指定された画像信号の特定領域に、暗号発生器２か
ら送出される暗号情報に基づいて、画像信号の輝度値を変換する。ここでは、図３に点線
で示した、画像信号の上端２ラインの領域１０を特定領域とし（図３中、白丸が奇数ライ
ンの画素、黒丸が偶数ラインの画素を示す）、画像信号の１ライン当りの有効画素数をＮ
画素とする。
【００１９】
特定領域１０の奇数ラインと偶数ラインにおいて、まず、偶数ラインの画像信号の輝度値
の平均値ＰＡ Ｖ Ｅ （ＥＶＥＮ）を次式により算出する。
【数１】
　
　
　
　
　
ただし、（１）式中、Ｐｉ（ＥＶＥＮ）は、特定領域１０の偶数ラインの画像信号の輝度
値を示す。
【００２０】
次に算出された偶数ラインの画像信号の輝度値の平均値ＰＡ Ｖ Ｅ （ＥＶＥＮ）と、特定領
域１０の奇数ラインの画像信号の輝度値Ｐｉ（ＯＤＤ）とを比較し、次式の不等式
Ｐｉ（ＯＤＤ）－ＰＡ Ｖ Ｅ （ＥＶＥＮ）＞０　　（ｉ＝１，２，．．，Ｎ）　　（２）
が成立するときには、正のカウンタＣＮＴｐｏｓｉを１インクリメントし、逆に
Ｐｉ（ＯＤＤ）－ＰＡ Ｖ Ｅ （ＥＶＥＮ）＜０　　（ｉ＝１，２，．．，Ｎ）　　（３）
が成立するときには、負のカウンタＣＮＴｎｅｇａを１インクリメントする。この比較を
特定領域内の奇数ラインのすべての画素の輝度値に対して行う。
【００２１】
ここで、予め電子透かし情報記録部と、電子透かし情報再生部での暗号情報の意味付けを
設定しており、ここでは埋め込む暗号情報のビットが”１”である場合、
ＣＮＴｐｏｓｉ＞ＣＮＴｎｅｇａ　　　　　　　　　　　　　　　　（４）
となり、埋め込む暗号情報のビットが”０”である場合は、
ＣＮＴｐｏｓｉ＜ＣＮＴｎｅｇａ　　　　　　　　　　　　　　　　（５）
となるように、奇数ラインの画像信号の輝度値を修正する。
【００２２】
（４）式を満足するためには（暗号情報のビット”１”を埋め込むためには）、奇数ライ
ンの画像信号の輝度値に対して、すべて１ずつ輝度レベルを上げ、再度偶数ラインの画像
信号の輝度値の平均値ＰＡ Ｖ Ｅ （ＥＶＥＮ）と比較を行い、もし（４）式を満足すれば、
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処理を終了する。しかし、依然として（４）式を満足しない場合は、再度奇数ラインの画
像信号の輝度値に対して、すべて１ずつ輝度レベルを上げ、再び偶数ラインの画像信号の
輝度値の平均値ＰＡ Ｖ Ｅ （ＥＶＥＮ）と比較を行うことを、（４）式を満足するようにな
るまで繰り返す。
【００２３】
同様にして、暗号情報のビット”０”を埋め込む場合、奇数ラインの画像信号の輝度値に
対して、すべて１ずつ輝度レベルを下げる修正を行ってから、再度偶数ラインの画像信号
の輝度値の平均値ＰＡ Ｖ Ｅ （ＥＶＥＮ）と比較を行うことを、（５）式を満足するまで繰
り返す。
【００２４】
以上の手法では、隣接する画像ライン間の相関が非常に高いことから、輝度レベルの修正
も比較的小さな値で済むため、視覚特性上の画質劣化も認知しにくいレベルに抑えられ、
簡単に暗号情報の埋め込みが実現できる。こうして、暗号情報のビットに基づいて、特定
領域の奇数ラインの各画素の輝度値を修正された画像信号が、電子透かし埋め込み画像信
号として暗号混入器３から出力され、図示しない公知の記録手段により記録媒体に記録さ
れる。
【００２５】
次に、本発明の再生部の構成及び動作について説明する。図２は本発明になる電子透かし
記録再生装置の再生部の一実施の形態のブロック図を示す。同図において、記録媒体から
公知の再生手段により再生された電子透かし埋め込み画像信号は、領域指定器４に入力さ
れ、ここで電子透かし情報記録部の領域指定器１と整合性のとれる透かし情報が混入され
た領域を指定する。
【００２６】
暗号抽出器５は、領域指定器４で指定された領域の画像データに対して、前記の暗号混入
器３と同様の手順を行って暗号を抽出する。すなわち、まず、領域指定器４で指定された
特定領域の画像信号の偶数ラインの輝度値の平均値を算出する。次に、この偶数ラインの
画像信号の輝度値の平均値と特定領域の奇数ラインの画像信号の輝度値とを比較し、偶数
ラインの画像信号の輝度値の平均値の方が大きい場合はカウンタＣｎｔ（ＥＶＥＮ）を１
インクリメントし、偶数ラインの画像信号の輝度値の平均値の方が小さい場合はカウンタ
Ｃｎｔ（ＯＤＤ）を１インクリメントする。
【００２７】
こうして、特定領域の奇数ラインのすべての画素の輝度値と偶数ラインの画像信号の輝度
値の平均値を比較し、その比較によりＣｎｔ（ＯＤＤ）＞Ｃｎｔ（ＥＶＥＮ）の場合は、
暗号として”１”を得、逆にＣｎｔ（ＯＤＤ）＜Ｃｎｔ（ＥＶＥＮ）の場合は、暗号とし
て”０”を得る。こうして得られた暗号情報は、暗号復号器６に入力され、復号化されて
元の透かし情報を得る。本実施の形態では、特定領域が隣接する画像ラインであるので、
水平方向のフィルタ等による帯域制限手段に対して、耐性の強い電子透かし情報の記録、
再生ができる。
【００２８】
なお、本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、例えば、上記の実施の形態
では、電子透かし情報が埋め込まれた画像信号、すなわち、透かし埋め込み画像を記録媒
体に記録し、再生するように説明したが、上記の透かし埋め込み画像をインターネットや
有線回線あるいは無線回線などを介して配信し、配信された透かし埋め込み画像を受信し
て透かし情報を再生するようにしてもよい。
【００２９】
また、上記の実施の形態では、暗号混入器３及び暗号抽出器５において、奇数ラインの画
像信号の輝度値を修正するように説明したが、偶数ラインの画像信号の輝度値を修正する
ようにしても構わない。
【００３０】
また、透かし情報を混入する画像信号の特定領域を連続する２ラインとしたが、領域指定
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器１及び領域指定器４において、整合性がとれていれば、任意の矩形領域や特殊な形状の
領域を指定しても構わない。この場合、領域内の奇数ラインと偶数ラインをペアとして、
上記と同様の暗号混入、抽出処理を行うことにより、１ビット以上の暗号を送ることが可
能となるし、また、領域内の任意の１ラインの輝度の平均値と残りのラインの輝度値との
比較とを行うことで暗号混入、抽出が可能になる。
【００３１】
更に、領域指定器１及び領域指定器４において、整合性がとれていれば、透かし情報を混
入する画像信号の特定領域を画像内部に複数設けても構わない。更にまた、暗号発生器２
における暗号化方式についても、暗号復号器６との整合性がとれていれば、どのような暗
号化方式を用いても構わない。また、輝度値の修正の代わりに、特定領域内の任意領域の
画素の色差値の平均値と、その任意領域以外の画素の色差値の大小を比較し、その比較結
果に応じて電子透かし情報の埋め込みを行うようにしてもよい。
【００３２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、電子透かし情報を暗号化した暗号情報に応じて、
入力画像信号中の特定領域の信号部分を変換し、電子透かし情報が埋め込まれた画像信号
として出力するに際し、特定領域として隣接する画像ラインを指定することにより、隣接
する画像ライン間の相関性が非常に高いという性質を利用した電子透かし情報の埋め込み
ができるため、暗号情報の値に応じた特定領域の輝度値又は色差値の修正が比較的小さな
値で済み、視覚特性上の画質劣化が認知しにくくでき、また、簡単に電子透かし情報を埋
め込むことができる。
【００３３】
また、本発明によれば、特に特定領域を画像ラインとした場合、水平方向のフィルタ等に
よる帯域制限手段に対して、耐性の強い電子透かし情報埋め込みや再生ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明装置の記録部の一実施の形態のブロック図である。
【図２】本発明装置の再生部の一実施の形態のブロック図である。
【図３】本発明により暗号を混入する特定領域の一例を示す図である。
【符号の説明】
１、４　領域指定器
２　暗号発生器
３　暗号混入器
５　暗号抽出器
６　暗号復号器
１０　特定領域
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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